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滋賀県立守山高等学校同窓会だより

第３号
発行者

10期生 還暦同窓会 開催のご案内

同窓会設立 50 周年を記念し同窓会旗を作りました。

還暦同窓会の開催に伴い同窓会では、開催費用の事務費やスタ
ンド花を贈呈しております。

第４回・第５回・第６回

９期生 還 暦 同 窓 会

同窓会親善ゴルフコンペ開催！

開
催

荒川同窓会長はじめ磯部先生、辻先生、辻学校長をお招きして盛大に開催
しました。
磯部先生から数学的な内容での挨拶、辻先生からは日頃の生活や思い出話、
辻学校長からは現状の守山高校の様子や取り組みなどのお話があり、荒川同
窓会長からは私たちへ今後の人生について面白く語っていただきました。
還暦同窓会は旧交を温め大変盛り上がりました。

平成29年１月 発行

新年明けましておめでとうございま
す。
同窓会会員の皆様におかれまして
は、決意を新たに元気でお過ごしの
こととお慶び申しあげます。
日頃より同窓会活動に対しまして、
ご理解とご協力を賜わっておりますこ
とに深く感 謝申しあげますと共に、 守山高等学校同窓会 会長
荒川 泰宏
今年も母校発展のために皆様方のお
力添えをお願い申しあげます。
さて、本年度は同窓会設立 50 周年の節目の年度から活動
にあたり、本会といたしましては、先輩方が築かれた基礎を
大切にし、さらに会員にとっても、また母校にとっても同窓会
が必要不可欠で頼りがいのある存在となるよう、役員一同心
を一つにして同窓会を発展させて参る所存です。
なお、本年度は設立 50 周年のことから、同窓会旗の新調、
友垣の発行（特集号）などに取り組みながら、それらを SNS
を活用して発信しています。
むすびにあたり、同窓会活動の一層の充実と会員相互の連
携や交流が更に深まり、母校の益々の発展をご祈念申しあげ
まして、新年のご挨拶といたします。

時：平成 29 年 2 月 12 日（日曜日）
12：00 〜
場
所：ホテルボストンプラザ草津
問合せ先：芝田 三義 ☎077-585-0317
対象の方は是非ご出席ください
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滋賀県立守山高等学校
同窓会（螢泉会）

平成 29 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を大
変 喜ばしく存じますとともに、本 校
同窓会 が 設 立 50 周年を迎えられ、
新たな一歩を踏み出されることに対
して心よりお慶び申しあげます。
本 校は開 校 以 来、文 武 両道の 学
校として着々と成果を重ね、発展して 守山高等学校 校長
西川 朗
まいりましたが、中高一貫校となりま
してからはさらに輝きを増し、滋賀県を代表する学 校とし
て、いまや大きな注目を集めております。また、平成 25
年度に高等学校創立 50 周年、中学校創立 10 周年を迎え、
次の 50 年に向けた新たな歩みを始めたところです。特に、
平成 26 年度から文部科学省より指定を受けておりますスー
パーグローバルハイスクール事業の取 組みは幅広い教養と
深い専門性を持ち、国際的な社会課題を地球規模で考え
ることのできる国際人を育成していこうとするもので、本 校
のテーマ「持続可能な社会の実現」について、地元に目を
向け、地元に根ざした課 題の解決に向けて、研究を進め
ているところです。本事 業が 本 校の特 色ある教育活動の
中核として位置付けられ、さらなる発展に寄 与することが
できるよう、しっかり取組みを進めてまいりたいと考えてお
ります。
本 校の校訓「協和・進 取・叡智」のもと、地元に軸足
を置き、地元を支える人材を輩出するとともに、世界に大
きく羽ばたく人材の育成も同時に
行ってまいります。
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
願い申しあげ、ご 挨 拶とさせ て
いただきます。

日
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平成 27 年 10 月 15 日㈭ 信楽カントリークラブ田代コース
にて 1 期生から 13 期生まで総勢 32 名の同窓生参加で開
催致しました。今回も絶好のゴルフ日和となり、大変楽し
い楽しいゴルフコンペとなりました。優勝は山田修さん（4
期生）、準優勝は小林均さん（1 期生）、第 3 位は福山正
行さん（2 期生）でした。紅一点賞は連かずこさんが受賞
されました

▲ 平成 27 年 11 月 29 日（日）大津プリンスホテルにおいて

同窓生 第２の人生頑張ってます！
平成 28 年 4 月 9 日㈯ しがらきの森カントリークラブにて
1 期生から 25 期生総勢 30 名の同窓生参加で開催致しま
した。今回も桜満開の中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。優勝は太田利貞さん（2
期生）、準優勝は筈井晋二さん（14 期生）、第 3 位は加
賀爪三代司さん（14 期生）でした。

守山高校創立50周年同窓会事業で寄贈した校門前にて
記念撮影される多くの新入生や保護者の皆さん

平成 28 年 10 月 14 日㈮ しがらきの森カントリークラブに
て 1 期生から 23 期生総勢 39 名の同窓生参加で開催致し
ました。優勝は加賀爪三代司さん（14 期生）、準優勝は
加藤俊彦さん（1 期生）、第 3 位は岸野文明さん（2 期生）
でした。

第 3 期生の丸山良治と申します。約 40 年余りに亘
りお世話になった「富士ゼロックス」を 65 歳で卒業し、
現在は奈良市の『法相宗 大本山 興福寺』で、寺男と
してお世話になっております。
興福寺は、藤原氏の氏寺として 710 年の平城遷都
とともに建立され、藤原氏と朝廷の力で壮大な伽藍が
造営され、五重塔・三重塔・南円堂・東金堂などの建
築物、阿修羅像・銅像仏頭・不空羂索観音坐像等国
宝の約 17％を所有する寺です。平成 10 年には東大寺
などとともに世界遺産に登録され、国内外からの観光
▲ 寺男 丸山さん
客で大変賑わっています。
そんな興福寺で私は御朱印を書く仕事をやらせて頂いております。西国巡
礼やご朱印ブームで朱印を収集する若い人や外国人が増え、片言の英語を使
いながら楽しくご朱印を書いております。
卒業 生の皆様におかれましては、
猿沢池にうつる興福寺の五重塔の風
景 を 懐 か し く 思 い 出 すと とも に、
1300 年の時を超えた対話の中に、
お父さん・お母さん・お爺さん・お
婆さん、そして日本の国造りを始め
た私たちの先祖の声が聞こえて来る
かもしれません。ご来寺お待ちして
おります。拝
▲ 興福寺

株式会社 エイ
・エヌ・エイ

地方創生に取り組んでいます

代表取締役

会長

村山 朝志（第3期生）

増改築・リフォーム

近江落語会

荒川 泰宏（第6期生）

若井建築

代表

若井 健裕（第24期生）

有限会社 アスナロ
代表取締役

立入 章作（第8期生）

守山市立入町241-3
ＴＥＬ 077−582−5957

ブログ発信中▶▶▶ 近江落語会 で検索
野洲市野洲818 ＴＥＬ 090−3466−6629

守山市川田町1713
ＴＥＬ 077−583−1393

野洲市野洲914番地3
ＴＥＬ 077−587−0252

働き方、年金のご相談から企業の労務管理まで

滋賀県土地家屋調査士会

飲食店・居酒屋

滋賀リフト工業

池田英祐社労士事務所 山元克之土地家屋調査士事務所
社会保険労務士

池田 英祐（第29期生）

草津市追分四丁目12番35号
ＴＥＬ 077−575−9128

土地家屋調査士 山元

克之（第26期生）

草津市下笠町1634番地
ＴＥＬ 077−507−9405

マゴコロ

斉藤 義明（第36期生）

守山市守山2丁目16-38-102
ＴＥＬ 077−514−2003

代表

奥村 章二（第6期生）

守山市立入町71
ＴＥＬ 077−582−2127
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強豪平安降す

−高校野球 京滋大会−

守山高等学校同窓会 設立50周年！

（この見出しは朝日新聞社が本校に届けた昭和42年8月2日の空輸号外による）

代表取締役 山本

茂（第1期生）

野洲市大篠原1092-2
ＴＥＬ 077−586−8908

発泡スチロール製造・加工業

昭和45年女子バレーボール部

全国大会出場！

新谷労務管理事務所 林フォーム工業株式会社
社会保険労務士

新谷 文孝（第25期生）

守山市岡町261-1
ＴＥＬ 077−583−4445

代表取締役

林

敏郎（第6期生）

守山市小島1052
ＴＥＬ 077−582−2471

▶ 昭和三十八年六月 登校風景

野洲市西河原2丁目2366-2
ＴＥＬ 077−589−8222

㈲シジェル インダストリー

▶ 昭和三十七年 第一期工事

全国大会初出場！

新築・
リフォーム

体育館において開校式が挙行
され︑当時の谷口久次郎知事
は祝辞の中で職員・生徒に対
して次のように述べられまし
た︒﹁一億五千万円という巨

（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）

総合建設

歴代同窓会長
第１代会長

田口 真澄

第２代会長

西村 俊彦

第３代会長

池田 眞二

第４代会長

太田 利貞

第５代会長

荒川 泰宏

求人広告業『求人ガイド』
『バイトル滋賀』発行

㈱なかむら企画

代表取締役 中村

尚智（第31期生）

草津市新浜町20-5
ＴＥＬ 077−565−9874

︻十周年記念 学校の沿革より抜粋︼

初代校長
七五調で風景や理想
だった岡部政
二氏が知人の三品千鶴さん︵大津市
在住︶に相談︒当時関西歌壇界の重
鎮だった安西冬衛氏に詩を依頼する
ことになった︒安西氏は詩のイメー
ジを固めるため︑生徒や職員と懇談
を重ねる一方︑校庭にいるサッカー
部や野球部選手たちの動きに目を
配ったりもした︒数度の訪問で構想
を練った安西氏は七五調の作品を書
き上げた︒さら
に作曲は日本を
代表する作曲家
でもある平井康
三郎氏が引き受
けた︒
▶ 安西冬衛氏

水土里ネット野洲川下流

昭和42年ソフトボール部

▶ 昭和三十七年 第二期工事

朝日新聞︶

昭和53年全国選手権大会滋賀県予選で水口高校を破って初
優勝。京滋代表決定戦でも京都商業高校を2−1で下して全国
選手権大会初出場を決
よくやった…惜しみない拍手
めた！
昭和57年3回目の全国
大会出場を果たした
サッカー部平均身長
176cmという全国的に
も注目される大型チー
ムであった。
大会第6日には東京国
立競技場での準決勝に
進出した。

額の県費と地元守山町の校地
無償提供という大きな犠牲と
によって︑ここ風光明美な守
山町に県立高等学校を作った
のです︒職員・生徒はここの
ところをよく考え︑立派な学
校に育てて欲しい︑社会に貢
献できる立派な人間になって
ほしい﹂と︒

︵資料提供

昭和40年 待望の校歌完成！

念願の全国大会へ

︵Ｂ棟︶の建築にとりかか
り︑昭和三十八年三月三十一
日に十五教室が完成しまし
た︒
第一回の入学者選抜学力検
査の実施については校舎未完
成のため守山町
立女子高等学校
を借りて行われ
ました︒募集定
員三三〇名に対
し志願者四八五
名︑倍率一・四
七という実に狭
い門でありまし
た︒
昭和三十八年
四月八日︑第一回入
学式を守山小学校体
育館で実施され︑新
設高校に対する大い
なる期待と夢にふく
らんだ入学生三二五
名︒第二期工事の騒
音の中で授業は始ま
りました︒運動場
も︑特別教室も︑職
員室もなく普通教室
十五でもって始まっ
たのです︒
昭和三十八年七月
十六日︑守山小学校

夢を実現させる魔力

学校創立五年︑野球部結成
四年目にして︑甲子園の土を
踏む︒しかも高校野球界の王
者︑京都の平安を破っての出
場だ︒まさに新鋭というにふ
さわしい︒
〝粘り強さ〟たたかれても
すぐに起き上がる︒一戦ごと
に力をつけ︑相手を乗り越え
て勝ち抜く︒このチーム最大
のとりえであり︑県内の古豪
だけでなく︑京都勢まで破っ
た力の源泉だ︒そのいい例が
主戦投手平井︒左足を故障し
ていたのに︑歯を食いしばっ
て五試合に完投した︒

昭和53年サッカー部

▲ ペンと若人の伸びゆく姿を表現

昭和三十七年一月校章決定

県教委は昭和三十七年末から新設高校
の校章デザインを全国に募集していた
が︑守山八十七点︑能登川六十二点︑米
原八十九点計二百三十八点の応募があっ
た︒
本校の校章は︑岐阜県恵那郡明智町東
方︵当時︶の西尾恒夫氏の入選作︒守山
の頭文字﹁も﹂を図案化︑その上に﹁高﹂
が配されている︒上下の線を鋭くしてペ
ンと若人の伸びゆ
く姿を表現︑左右
の翼で本校の飛
躍︑発展を象徴し
たバランスのとれ
た近代的な作品︒

岐阜県の西尾氏の作品
▲ 京滋大会の優勝旗を掲げての「凱旋」パレード。先頭が部長の田中淑弘
教諭、続いて伴良松監督、村山朝志主将、平井明久投手

昭和三十七年十一月 校舎建設

やったぞ！新鋭守山、甲子園へ！
！

昭和三十七年九月二十日︑
守山町大字守山甲二九九九番
地の広々とした田園の中で滋
賀県立守山高等学校︵仮称︶
校舎新築起工式が挙行され︑
第一期工事として普通教室棟
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農業機械 販売・修理・点検・買取

㈱池田農機商会

代表取締役 池田

匡道（第10期生）

野洲市永原34
ＴＥＬ 077−587−0779

株式会社 谷口土木 株式会社 葭本ダンボール
代表取締役

谷口 陽一（第1期生）

野洲市近江富士一丁目7番16号
ＴＥＬ 077−518−0810

常務取締役

葭本 忠重（第24期生）

守山市洲本町1194
ＴＥＬ 077−585−1331

守山市の水まわりリフォーム専門店

守山ガス器具センター住設㈱
代表取締役

林

忠広（第28期生）

湖南法律事務所
弁護士

西川 真登（第37期生）

守山市吉身3丁目15-16
ＴＥＬ 077−583−1347

栗東市小柿6-1-22 竹之内ビル103号
ＴＥＬ 077−554−5408

総合建設業・一級建築士事務所

ダイキン工業㈱冷暖房機特約店 ・ 冷凍空調施設工事認定事業所

㈱エイ・シー・エス

代表取締役

谷

豊（第8期生）

野洲市辻町151
ＴＥＬ 077−588−3887

㈲辻空調

代表取締役

辻

栄藏（第5期生）

野洲市辻町212
ＴＥＬ 077−587−0907

