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　同窓会会員のみなさまにおかれまし
ては、益 ご々健勝でご活躍のこととご
拝察申し上げます。
　平成２９年度同窓会定期総会におき
まして、荒川前会長の後任としてみな
さまからご推挙を賜り、第６代守山高
等学校同窓会会長を務めさせていた
だくことになりました、第９期生の近藤 眞弘でございます。
　不肖、私はもとよりその器ではなく、歴代会長が築かれました
伝統と歴史を考えますと、その責務の重さを痛感し、身が引き締
まる思いでございます。
しかしながら就任させていただいたからには、みなさまのお力添
えを賜り誠心誠意務めさせていただく覚悟でございますので、何
卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、切にお願い申し上げます。
　さて、母校は創立から５５年の年月が過ぎ、平成１５年には併
設型中高一貫校となり、目覚ましい発展を遂げてまいりました。
　その間、多くの優秀な人材を輩出し、企業や社会の各分野
においてご活躍され、後輩のみなさま方の活躍もめざましいもの
であります。
　同窓会の目的は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄
与することであります。
　その目的を達成するためには、同窓生の輪を広めつつ繋がり
を強め、同窓会の活性化を図ることが大切です。同窓会だより
やホームページなどを活用して、１人でも多くの会員のみなさまか
らご意見やご要望をお聞きし、未来輝く後輩のみなさんのため、
母校に対する最大の応援団となるよう、鋭意努力してまいります。
　１期２年の任期を、役員のみなさまと共に精一杯努めてまいり
ますので、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
　結びになりますが、会員のみなさまのご健勝とご多幸を祈念申
し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。

　守山高等学校同窓会会員の皆様
におかれましては、益々ご健勝にて
ご活躍のこととお慶び申し上げます。
平成３０年の輝かしい幕開けを皆さ
まとともに迎えられましたことに御礼
申し上げます。
　本校は開校以来、文武両道の学
校として着 と々成果を重ね発展してまいりました。平成１５
年に中高一貫教育校となり、さらに輝きを増し、平成２６
年度からは文部科学省スーパーグローバルハイスクールの
指定を受け、「持続可能な社会の実現」をテーマにグロー
バル人材の育成に努めております。
　さて、昨今の社会や世界の情勢を見ますと情報化やグロ
ーバル化が急速に進展し、私たちの生活や社会、産業構
造も大きく変わってまいりました。なにより「地球環境の
限界」が懸念されており、地球規模で解決しなければなら
ない課題が山積しています。このようなことから滋賀県で
も、国連が提唱している SDGｓ（サスティナブル・デベロ
ップメント・ゴールズ）の取組に賛同し、持続可能な地域
づくり・街づくりの取り組みが進められようとしています。
本校のスーパーグローバルハイスクール事業は、このような
動きに先駆けて取り組んできたものです。　　
　これから先の人生を生きていく生徒一人ひとりが「人生
１００年時代」ともいわれる時代を幸せで平和に暮らせる
ように、と願いを込めて、「生徒の未来に種を蒔く学校」
をめざして教職員が一丸となって取り組んでまいります。同
窓会の皆様におかれましては、今後とも本校の教育活動に
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶と
させていただきます。

守山高等学校 校長
吉澤 加寿子

守山高等学校同窓会 会長
近藤 眞弘

ご挨拶 就任ご挨拶
　平成 29 年 4 月 15 日㈯ しがらきの森カントリー
クラブにて 1 期生から21 期生まで総勢 31 名の同
窓生参加で開催いたしました。午前中少し雨でし
たが昼からお天気となり桜満開の中楽しいゴルフ
コンペとなりました。
　優勝は加賀爪三代司さん（14 期生）、準優勝
は近藤眞弘さん（9 期生）、第 3 位は岸野文明さ
ん（2 期生）でした。

　平成 29 年 10 月 11 日㈬ 信楽カントリークラブ
田代コースにて 1期生から13 期生総勢 39 名の同
窓生参加で開催いたしました。今回も絶好のゴル
フ日和となり大変楽しいゴルフコンペとなりました。
　優勝は奥村章二さん（6 期生）、準優勝は小嶋
宣秀さん（4期生）、第3位は谷口陽一さん（1期生）
　でした。

同窓会会員のみなさまへ協力金のお願い
　平素は、守山高校同窓会活動にご協力賜わり有難うございます。
同窓会では、学校行事への支援・還暦同窓会や古希同窓会開催の
補助・同窓会ゴルフコンペの開催など活発に活動し、会員相互の親
睦や母校発展に寄与するため役員一同取り組んでいるところでござ
います。
　またホームページや同窓会だより（友垣）で会員のみなさまに幅
広く活動を知っていただくための取り組みを行っておりますが、毎年
卒業時に納入いただく終身会費のみの収入で、予算的には厳しく全
会員さんに同窓会だよりを郵送するに至っておりません。
　母校は目覚ましい発展を遂げており、同窓会としてもより一層充実
した活動を行いたく、会員の皆さんから協力金を募って全会員への
同窓会だよりの郵送、母校への支援を行ってはという結論に至りま
した。
そこで同窓会事業の継続と発展のため皆様方の温かいご支援を賜り
たくお願いする次第でございます。
　つきましては、何卒趣旨をご賢察の上、同封の振込用紙にて、お
振込みいただければ幸いでございます。

第７回・第８回
同窓会親善ゴルフコンペ開催！

守山高校同窓会ゴルフ同好会
事務局：太田 英夫（6期生）

ＴＥＬ：077-563-2255  ＦＡＸ：077-564-2555
E-mail：shoei@olive.ocn.ne.jp

只今会員募集中！ （現在会員125 名）
ゴルフされる同窓生の皆さん
お待ちしております

螢泉会役員決まる！

近藤　眞弘
立入　章作
橋爪　建治
山本　雅啓
芝田　三義
白川　甚作
南 　 清 章
服部　慎吾
中出　典男
北村　和成
西村　弘樹
小林　幹雄

（9 期）
（8 期）
（9 期）
（10 期）
（10 期）
（12 期）
（16 期）
（36 期）
（8 期）
（8 期）
（23 期）
（26 期）

会 長
副 会 長
〃
〃

事務局兼会計
事務局次長
書 記
〃

理 事
〃
〃
〃

宇野　達朗
田中　大輔
松田　泰子
太田　英夫
田中　康人
駒井　美香
鷲田　憲司
井狩　辰也
奥野　光洋
奥村　章二
西田　哲成
荒川　泰宏

（13期）
（28 期）
（11 期）
（6 期）
（16 期）
（28 期）
（18 期）
（29 期）
（28 期）
（6 期）
（14 期）
（6 期）

理 事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

監 査
〃

顧 問

平成30年度 守山高等学校同窓会役員紹介

▶▶▶▶ http://tomogaki.jp/

同窓会Facebook 滋賀県立守山高等学校同窓会
フェイスブックも活用ください！

滋賀県立 守山高等学校同窓会
公式ホームページが
リニューアルされました！

滋賀県立 守山高等学校同窓会
公式ホームページが
リニューアルされました！

是非ご覧ください！

第52回
守山高等学校同窓会総会 開催のご案内
第52回
守山高等学校同窓会総会 開催のご案内
　日頃は同窓会活動にご理解ご協力を賜りありがとう
ございます。標記のとおり総会を開催いたしますので
ご案内申し上げます。
日　　時：平成 30年 4月29日（日曜日）
　　　　　午前10：00～12：00
場　　所：守山高等学校 セミナーハウス
お問合せ先：近藤（携帯090-8824-8384）

太田（携帯090-3039-9020）

守山高校同窓会協力金　一口 １,０００円（何口でも結構です）
（1期生古希同窓会会費の余剰金87,480円、同窓会にご寄付いただきました。感謝！）

発 行 者

滋賀県立守山高等学校
　　　同窓会（螢泉会）
平成30年４月 発行

友 垣
【友垣とは校歌三番に出てくる歌詞に由来します】

滋賀県立守山高等学校同窓会だより
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開　　催

1期生

2期生

開　　催

ゴルフコンペ「守友会」の絆ここに
代表幹事　太田 利貞

　2017年2月12日に第10期生の還暦同窓会を、ホテルボストンプラ
ザ草津にて開催しました。何十年ぶりの開催にもかかわらず、87
名の同窓生が集まりました。
　同窓会からは荒川会長に、学校からは西川校長先生にご出席い
ただき、西川校長先生からは学校の現状、後輩の皆さんの活躍に
ついてお話しいただきました。また、同窓会からは立派なスタン
ド花をいただきました、この場をお借りして御礼を申し上げま
す。恩師の市川先生と向井先生が元気なお姿でお越しいただき、
ユーモアあふれるご挨拶をしていただけると、参加者全員が高校
生に戻ったように聞き入っていました。
　旧交を温め大変盛り上がり、最後に今後4年ごとのオリンピック
の年に開催することを決めて終了しました。

先輩！１期生は古希同窓会をされないのですか？
私達２期生は、８月に開催する予定ですが・・・。
守高同窓会親善ゴルフ大会のラウンド中での２期生
０君との会話である。
ええっ！そうやコロッとそんな事を忘れてたわ(笑)
これらの行事は満年齢でやるものではなく数え年でするものだとも。
10年前に開催した還暦同窓会の実行役員に急遽集まってもらい、２期生に先を越されました
が10月28日に無事開催の運びと相成りました。
恩師5名、同窓生100名の参加のもと目出度く大成功を収めることができました。
卒業以来52年の歳月が流れ、恩師も元生徒も誰が誰だかの判別ができない程年を重ねて来ま
したが、守高１期生卒業生の絆は固く、あっという間に時は流れました。
後輩達も我ら１期生、２期生に続いてこれらの伝統行事を是非継承して頂きたいと心から願
います。

　一般社団法人　全国高校英語ディベート連盟主催（文部科学省　後援）の
上記大会において、本校 英語研究会が第３位となりました。

●学校設定教科「ＳＧＨ探究」において、１年生は１グループ８名でチームを作り、
ディベート学習（日本語）を行っている。今年度は「日本は、高等教育の学費を無償
化すべきである」「日本は現行のエネルギーミックスを見直すべきである」「日本
は、スーパーでの食料廃棄を禁止すべきである」などのテーマで学習している。
●１年生の英語表現Ⅰ（週３時間）の中で、週１時間は英語でディベートができること
を到達目標にした学習プログラムに学校独自で取り組んでいる。
●２年生の英語表現Ⅱでは、１年生で学んだディベートの学習内容をもとに、英語で
エッセイを書くことを到達目標にした学習プログラムに学校独自で取り組んでいる。
●英語研究会は現在、１年生１０名、２年生４名で活動している。今回は２年生４名が
全国大会に出場し、第３位となった。
●英語研究会は、授業での学習をいかし、英語ディベートの学習を発展的に行ってい
る。

 京都大学や滋賀医科大学医学部医学科をはじめ国公立四年制大学へ進学
　国公立大学の合格率　４８％（2017年3月卒業）

 吹奏楽部
　滋賀県吹奏楽コンクール　金賞
　４年連続、県代表として関西吹奏楽コンクール出場　銅賞

 空手道部
　春季総合体育大会県大会　女子総合優勝　５年連続21回目

 硬式テニス部
　県民体育大会　女子総合優勝
　秋季総合体育大会県大会　女子団体　初優勝
　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会出場

 その他
・近畿大会出場：陸上・山岳・硬式
テニス、水泳
・第４９回マラソン大会実施（次年
度第５０回）
・SGH指定４年目、昔からの校舎で
学ぶ後輩たち。学びの内容は主体
的で対話的で、深い学び（アク
ティブラーニング）の追求

 学園祭
　４日間で開催…伝統のマイムマイム

　2期生で約10年前より続けている年4回のゴルフコンペ「守友会」で誰かが発した「いよいよ古希
やな」からスタートした2期生古希同窓会は、昨年8月27日草津エストピアホテルにて恩師3名、同
窓生80名参加のもと開催しました。
　当日は久しぶりの出会いに話がはずみ、1次会、2次会
と大盛況、みやげは全員揃っての記念写真、また次回の
出会いを確認した有意義な一日でした。
「2期生は全員守高魂で次の喜寿まで元気に頑張るぞー」

　2018年2月17日、第11期生還暦同窓会を草津エストピアホテルに
て98名の同窓生が集まり賑やかに開催する事ができました。
　恩師竹内先生、白井先生、宇野先生、同窓会からは近藤会長、
学校からは吉澤校長先生、そして前同窓会荒川会長から祝電、同
窓会から素敵なスタンド花を頂き華を添えて頂きました。校歌は
現吹奏楽部の皆様が心を込めて演奏して下さり音源をCDにして頂
き心から感謝を申し上げます。
　健康第一で60代を過ごし古稀同窓会でお会いすることを誓い終
了致しました。

大成功だった1期生古希同窓会
1期生発起人　小林　均

平成29年度　守高トピック
第12回全国高校生英語ディベート大会ｉｎ埼玉

大会日時 ：平成２９年（２０１７年）１２月１６日～１７日
大会会場 ：東京国際大学　第１キャンパス
チーム構成 ：１校１チーム　選手登録は４名から６名
 　　　　　　　　各試合出場は４名
対戦方法 ：予選５試合の結果に基づき、上位８チームが決勝トーナメントに進む。
論　　題 ：日本は、移民政策を大幅に緩和すべきである。是か非か。
出 場 校 ：最大総数は原則６４校

大会概要

本校におけるディベートの取組概要

水土里ネット野洲川下流
（野洲川下流土地改良区）

業務課第二課長 白川 甚作（第12期生）
野洲市西河原2丁目2366-2
ＴＥＬ 077－589－8222

新車・中古車販売

㈱ハヤシオート
代表取締役 林　繁和（第7期生）

守山市下之郷1-12-41
ＴＥＬ 077－582－6226

アウトソーシング・一般労働者派遣業
有料職業紹介・紹介予定派遣事業
㈱エイペックス

代表取締役 西郡 正三（第9期生）
近江八幡市西庄町724-1 ウエストウィング2F
ＴＥＬ 0748－32－5668

京滋倉庫株式会社
代表取締役 遠藤 雅晴（第13期生）

栗東市高野225番地
ＴＥＬ 077－553－0267

こんにゃく製造卸・直売

㈱清水商店
取締役 清水 厚芳（第33期生）

栗東市蜂屋978-3
ＴＥＬ 077－552－2008

IoT(Internet of Things)技術で社会を変える

Auto-IDフロンティア㈱
代表取締役 杉江 尋幸（第13期生）

栗東市出庭2035番地
ＴＥＬ 077－551－2020

朝日新聞サービスアンカー栗東

㈲デイリーアサ
代表取締役 村住 徹（第21期生）

栗東市手原3-6-21
ＴＥＬ 0120－52－4480

製缶板金

サガワ産業㈱
代表取締役 佐川 通泰（第15期生）

栗東市下鈎679番地
ＴＥＬ 077－552－0333

新鮮な牛乳、乳製品をご自宅にお届け致します
㈱明治特約店 小山牛乳店
小山 治樹（第 28期生）
野洲市三上1091-8

ＴＥＬ・FAX 077－588－0566

ふりそで・はかま 販売とレンタル
京都きもの工房㈱ 花てまり
代表取締役 本田 德男（第9期生）

草津市野路1丁目8-18
ＴＥＬ 077－567－3678

京都店・南草津店・近江八幡店・神戸店・加古川店

10期生 還暦同窓会10期生 還暦同窓会 1・2 期生 古希同窓会  盛大に開催！1・2 期生 古希同窓会  盛大に開催！

11期生 還暦同窓会11期生 還暦同窓会


