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平成 26 年度 松山中学・松山東高同窓会関東支部総会 

平成 26 年 6 月 22 日（日）11:00～15:30 アルカディア市ヶ谷 富士の間 

 

司会  事務局長 河﨑 定信(S45 年) 

 

＜講演会＞ 11:00～12:00 

【講演】    講演 ：『迷路絵本作家』香川元太郎様（S53 卒） 

演題： ---迷路絵本誕生秘話 ---    

花束贈呈 山本奈津実(H23 年) 

 

＜総会・懇親会次第＞  

【総会】12:05-12:35                    （敬称略：年は卒業年次） 

１．開会の言葉                 副支部長   前田 千恵子（S39 年）       

２．物故者への黙祷（30 秒） 

３．校歌斉唱（松中・東高）                         

４．挨拶                       関東支部支部長     上野 光保（S45 年） 

５．来賓紹介 

           来 賓   松山東高校長          藤田 繁治 

松山東高総務課長同窓会担当    田村 信悟（S60 年） 

   同窓会会長             村上 愼吾（S36 年） 

同窓会副会長          澤田 紀之（S33 年） 

近畿支部支部長                 河合 秀行（S42 年） 

静岡支部長代理         井村 満男（S41 年）  

松山南高校同窓会関東支部支部長   二宮 昭則 

松山北高校北斗会副事務局長     丹生谷 徹 

今治北高校北桜会関東支部会長     木村   功 

６．議案                          

１）第 1号議案：平成 25 年度事業報告・決算報告・監査報告  

２）第 2号議案：平成 26 年度事業計画・収支予算（案）、新役員紹介 

７． 閉会の言葉                  副支部長 紺田 隆彌（S26 年）        

 

 

【懇親会】12:50～15:00                       司会 安井孝二/乗松明美（S56 年) 
１．来賓代表ご挨拶                           松山東高等学校校長  藤田 繁治 

２．ご挨拶と乾杯の音頭                      同窓会会長  村上愼吾（S36 年）  

３．歓談 

４．新人紹介と学生メッセージ                      監事   緒方郁夫（S52 年） 

５．編集委員                              編集長 名本祐玖也（S59 年） 

６．事務局 HP 担当紹介                          副支部長  丹下誠司（S53 年） 

７．席替え （住所別）                副支部長 丹下誠司（S53 年） 

８．賞品抽選会      進行  丹下誠司（S53 年）/名本祐玖也/大喜多妙子（S59 年） 

９．全員合唱 「高校三年生」     

10．お礼の挨拶・中締め                          西原 茂（S56 年） 
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林 古渓 作歌・作曲 

１ 二柱神 いとなましし 二名の島の伊予のくに  

そびえて繁りぬ扶桑の大樹 

清くけたかき 我等の心 

 

２ 吾がすめらぎみ詔り給ひし みことのまにまいかしたつ 

根を張る枝はる 松山中学  

治めつちかふ我等のつとめ 

 

３ 日の光てる 天のみなか 此の世にしかす 

厚き幸 智仁勇気のしるしぞたかき 

たてよその旗 我等の行手 

（昭和 6 年 2 月 11 日制定） 

 

 

 

 
洲之内 徹（昭和 5 年卒）作詞 

近衛 秀麿         作曲 

 

１ 眉きよらかに頬はあつく いのち また燃えたり 

 かかる日のかかる朝なり 青雲の思ひ 流れやまず 

 流れやまず 茜明けゆく 空のはたて 

 

２ 学舎の庭 春たけたり 千筋なす 青柳 

 風吹かば 掛けしたて琴 弦のひびき鳴りわたりぬ 

 鳴りわたりぬ いのち秘めにし 若き調 

 

３ 誇はたかく 夢はふかく われら ここに集ふ 

 ここにして 唇に歌あり ここにありて日は美はし 

 日は 美はし 光もとめて 生くる月日 

（昭和 28 年 2 月 17 日制定） 

愛媛県立松山東高等学校 校歌

愛媛県立松山中学校 校歌
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第 1 号議案 ＜平成 25 年度 事業報告＞ 

 

1) 平成 25 年度 総会・懇親会 

平成 25 年 6 月 29 日（土） 11:00 よりアルカディア市ヶ谷で開催。参加者 256 名。 

 

2) 年会費納入状況（コンビニ、郵貯 6月 14 日時点情報） 

平成 26 年度年会費納入金額合計・・・1,470,000 円 

           年会費納入者数  735 名（傘寿会員ご寄付含む） (6/14) 

平成 25 年度年会費納入金額合計・・・2,096,000 円 

年会費納入者数 981 名 + 傘寿会員ご寄付など 67 名 

（平成 24 年度 989 名 + 傘寿会員ご寄付など 45 名） 

 

3) 各種会議（前総会～今総会：月/日） 

□総会反省：7/8   □事務局会議： 9/9, 1/9, 3/23, 4/9, 4/13, 

□役員会：10/5, 4/19, 5/11  □拡大幹事会：10/12, 6/1  □総会準備会議：6/4，6/16 

□編集委員会：9/12、10/15、11/13、12/12、2/13、3/12、3/27   

  

4) 各種交流会（前総会～今総会：月/日） 

□東高サロン：8/31, 10/5, 10/27, 12/14，5/30 □懇親ゴルフ：11/22  

□小ホール講演会：1/18  □発送作業：10/27, 4/19 

□他校総会： 10/27 松山南，10/12 松山北  □愛媛 EDO 会：11/20, 3/27   

□同窓会入会式：2/28  □卒業式：3/1  □本部総会：5/24  

 

5) 主な事務局活動 

■《活動の現状分析》 

□ S50 年卒以後の世代の年会費納入金額貢献比率が、5年間で 23％→33％に増加 

 

■《活動の総括》 

□ 若手会員の増大に向けた各種交流会活動の推進 

◎ 東高サロンの開催 （11 回/2 年半）   

◎ セキ社作成の同窓会名簿からの関東在住者抽出と約９００名に連絡、 

３年間（2012-14）で約１００名から登録連絡または 1回以上の年会費振込あり 

◎ 小ホール講演会の開催 

□ フェースブックでの若手会員との交流（いいね！１４０名） 

□ IT 化の推進、号外メールの発信、HP の改善、FB の創設、等による若手への呼び掛け強化 

□ 会員増への対応に備え、IT 化を通じた事務局業務の合理化と簡便化 

□ 関東明教の編集に若手を登用、若手編集委員の拡充と、若手会員への広がりが可能  

 

6) 財政の健全化 

■ 単年度黒字化を達成、繰越金額の増大 

□ 企業広告拡大 ：13 号 64 万円、14 号 70 万円（＋9％）、15 号 83 万円（＋15％） 

□ 経費の月次レビュー管理で、細部に亘るコストダウンを推進 

 

以上 

 

 



4 

 



5 

第 2 号議案 ＜平成 26 年度 事業計画（案）＞ 

 

1)  現状の課題 

□ 総会参加者の大幅増不達。古希を迎えた先輩方の参加の減少を若手で補えていない 

 

□ 年会費納入金額の大幅増不達。傘寿を迎えた先輩方の納金の減少を補えていない 

 

□ 一部の会員を除いて、若手同窓生の関東支部存在への認識が薄い 

 

2) 対策まとめ 具体的活動の推進 

□ “『坂の上の雲』の下（もと）でのネットワーク作り”のキャッチフレーズに基づき、 

若手会員の増大を目指す 

 

□  関東支部の魅力を増大するために各種交流会を創設、多様な分野での交流を推進する。 

   ⇒ 東高サロン（11 回） 担当：岡田祐希（H10） 金曜日 20 時からの開催 

⇒ 関東明教ゴルフ部（1回）担当：安井孝二（S56）8 月 8日（金）11 月 3 日（月：祝日） 

⇒ 関東明教俳句倶楽部「青柳（あおやぎ）」初回 7月 17 日（木）10～12 時（場所未定） 

⇒ コーラス部 男女会員募集中♪ 樫の木会に限らず、どなたでもお気軽にどうぞ♪ 

⇒ 社交ダンス部 池田奈智（H9）隔週開催 午後～夜 初心者歓迎                

⇒ 業界分野別交流会（IT、建設、医療、製造、メディア、士業、教育、官公庁、環境、 

地域別、芸術・芸能・著作、趣味（コーラス・カラオケ・華道・茶道・着付・映画・ 

読書・歩き・食歩き、等）計画中 

 

□  IT 化の推進を通して若手会員の募集と広報に注力、若手会員に関心を持って頂く 

 

□  特に、社会的、家庭的に安定期に入る 40 歳前後は、次世代のピーク形成世代として有望 

 

3) 財政上の方向性 

□ 将来は繰越金、300 万円、程度を目標として、キャッシュフローの円滑化を図る 

 

□ 交流会の活性化で年会費納入者増、総会参加者増を目指す 

 

□ 活動コストの精緻な見直しを継続、活動の質の維持を図りながら低コスト化を図る 

 

□ ご寄付の推奨 
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＜平成 26 年度 新役員のご紹介＞ 
 

役職    氏名 （敬称略）    担当役務・特記事項 

支部長   上野光保（S45）     総括（総会、拡大幹事会、役員会、本部、他校、）  

副支部長  紺田隆彌（S26）    支部長補佐 

       小椋勇記夫（S32）   編集  

       前田千恵子（S39）   編集 

       河崎定信（S45）    事務局長（総会、拡大幹事会、役員会、事務局会議） 

     森下緑 （S45）    支部長補佐 

      田渕廣美（S46）    支部長補佐 

西原申介（S50）    支部長補佐 

丹下誠司（S53）    事務局（会計担当{新任}、若手増員、広告、名簿管理） 

能田剛志（S53）    編集     

金子信 （S57）    総会 

大杉卓司 (S57)        副支部長新任（総会担当） 

名本祐玖也（S59）      編集長 

大喜多妙子（S59）    副編集長 

岡井覚一郎（H3）    副支部長新任（会計担当） 

岡田祐希（H10）       副支部長新任(東高サロン担当) 

監事    清水 勉（S36）  

緒方郁夫（S52）    監事新任                  

 顧問    和食克雄（S31） 

       豊島吉博（S44） 

       藤田 繁治 様    顧問新任（東高校長新任） 

事務局    中川文子（S53）       議事録、文書作成、名簿管理 

       田中千穂（S57）    会計 

       山田由香理（S57）   メール受付、連絡、案内、名簿管理 

        浜家拓也（S58）     名簿管理 

        福田昌樹（H1）      名簿管理 

        澤田茂洋（S43)       ホームページ運用 

        高岡正司（S43)       ホームページ運用 

        橋井晶子（S53)       ホームページ運用 

 

 

☆ 高校三年生 ☆ 
作詞 丘 灯至夫 作曲 遠藤 実  

 
赤い夕陽が 校舎をそめて ニレの木陰に はずむ声 ああ 高校三年生 

ぼくら 離れ離れに なろうとも クラス仲間は いつまでも 

泣いた日もある 怨んだことも  思い出すだろ 懐かしく ああ 高校三年生  

ぼくら フォークダンスの 手をとれば 甘く匂うよ 黒髪が 

残り少ない 日数を胸に  夢がはばたく 遠い空 ああ 高校三年生  

ぼくら  道はそれぞれ 別れても  越えて歌おう この歌を 

 


