
第57回明新会総会（5/24）　実行委員会旗の引継ぎ式の様子 

第58回明新会総会実行委員会の旗揚げ 
実行委員長　揚 原 安 麿（9組） 

なお、当日決まった主だった役員は以下のとおりです。

　皆さん、お久しぶりです。実行委員長をお引き受けした９組の揚原安麿です。 
去る４月19日の第１回同窓会で、方針として３つのお願いをさせていただきました。 
　①　藤島Ｓ57卒、全員の力を合わせて最高のものにしましょう。 
　②　無理をし過ぎるのはいけませんが、無茶はＯＫです。 
　③　我々の中に繋がりを残し、伝統の中に一石を投じましょう。 
旧知が心の底から一つになれることを楽しみにしています。頑張りましょう！ 

第1回学年同窓会開催される 
副事務局長　冨 澤 宏 二（1組） 

　さる平成20年４月19日、葵会館にて第１回学年同窓会を開催しました。予想を超えて、
なんと約120名が集い、本当に久しぶりに懐かしい顔と対面しました。 
　懇親会に先立ち、３階の和室で、実行委員会が開催されました。実行委員会？怪訝な顔
も多く見られる中、司会進行は６組の福岡秀樹君（事務局長）で、彼から事情が説明され、
実行委員長の９組揚原安麿君の挨拶に続き、事務局が紹介されました。その後、平成21
年 5月 23日（土）に開催予定の第58回明新会総会に向けた組織作りが行われ、参加者は
同窓会・総会・記念誌・広告・ようこそ先輩の５部会のいずれかに所属し活動していくこ
とになりました。また、県外から駆けつけた人は、東京・近畿・中京・金沢の各支部の総
会を応援していくことを確認しました。 
　その後、各クラス毎に写真を撮って、２階宴会場へ移動しました。懇親会は、６組小林
（三崎）弥生さんと５組萩原（酢谷）幸代さんの司会で進行しました。みんな、高校時代
のノリであっという間に、26年後の再会に話が盛り上がっていました。時間はあっとい
う間に過ぎましたが、その夜は三々五々と片町方面で、遅くまで語り合っていたようです。 
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８月１６日、楽しみです。 

　　同窓会部会長　三　武　正　明（１組） 

　先輩方の話を参考にしますと、第２回同窓会の参加者数は、第１

回同窓会の参加者数の５割増。第１回が約120名だったので、第２

回は180名程度の参加と計算できます。同窓会会場の予約は、少し

多目にして「200名」で取ってあります。ただし、壁を取り払うこ

とで400名まで増やせます。400名と言えば、私たちの学年もだい

たい400名。全員参加でも十分対応できるということです。という

わけで、「同級生全員の皆さん」のご参加を心よりお待ちしており

ます。 

　さて、参加していただくには返信用の葉書を出してもらわなくて

はなりません。７月21日（月）締切としてますので、よろしくお

願いします。送られてきた葉書を元に、私たち同窓会部会２５名で、

名簿の整理を再度やりたいと思います。返信用葉書には、個人情報

のチェック欄が１か所しかありません。形式に拘らず、「これとこ

れは公開してもよい」、「これは非公開」などと書いてくだされば結

構です。前回お返事をくださった方のほとんどは、同じ内容を書く

ことになりますが、よろしくお願いします。 

　また、第１回同窓会でお渡しした名簿で、連絡先が不明になって

いた人の情報を持っている方は、返信用葉書の「備考欄」に書いて

いただけると助かります。 

　それでは、いろいろとお願いしましたが、８月16日、楽しみに

しております。 

　今後、毎月第４土曜日の午後（13:30～）に実行委員会を開

催することとなりました。会場は藤島高校新嶺会館1階食堂オ

アシスです。この間の同窓会に欠席された方でも、「手伝えるよ。」

という方はぜひご参集ください。 

　実行委員会事務局への連絡はメールにてお願いします。メル

アドは、meishinkai57@yahoo.co.jp です。 

　今後、実行委員会の情報は以下のホームページで発信してい

く予定です。時々チェックしてみてください。また、藤島高校

の同窓会「明新会」のページもあわせてご覧ください。 

http://www.meishinkai.net/　 

http://www.fujishima-h.ed.jp/ 

 

第５７回明新会総会に参加して 

総会記念事業部会長　竹　澤　康　広（6組） 

　講演会については、俵万智さんが講師ということで、例年よりも

会場がいっぱいであったようです。総会の時間が延びたため、開始

時刻が多少遅れました（来年は、総会の開始時刻を早める必要があ

るようです）。 

　会場を大ホールに移して懇親会が行われましたが、移動の際にも

っとスムーズに移動できる方法がないか検討を要するところではな

いでしょうか。懇親会は、パワーポイントを使った「思い出」のよ

うなものと全員合唱が印象に残っています。来年は、このような企

画ができるか少し不安です。

ただ、卒業後 5年～ 20 年ま

でのどこかの学年にターゲッ

トを当てて参加を呼びかけよ

うとは思っているので、企画

の内容も多少は変わってくる

かも…？とにかく、全員の協

力で当日は運営されているこ

とがわかり、部員が少ないと

思っている総会部会の者も安

心したところです。皆さんの

アイデアと協力のもと来年は

今年以上のものを作り上げた

いと思っています。 

 

 

 

第１１回「ようこそ先輩」講師募集について 

ようこそ先輩部会長　井　上　博　之（9組） 

　明新会幹事学年の卒業生が27年ぶりに母校を訪れ、現在の藤島

高校生に授業をする「ようこそ先輩」は、10年前から毎年実施さ

れ今年で 11回目を迎えます。講師が各自の仕事や専門について、

高校時代から現在までの経験を踏まえ、生徒たちに今一番伝えたい

ことという観点から、内容にはこだわらず自由なテーマで授業を行

ってもらいます。「ようこそ先輩部会」では講師役になってくれる

方を広く募集しております。今まで高校生の前で話をされたことの

ない方でも大丈夫！「我こそ」と思われる方、下のアドレスまでご

連絡ください。 

　期　日：平成21年５月22日（金） 
　会　場：藤島高校 
　講　師：藤島高校昭和57年卒業生　40名程度 
　受講者：１～３年生の全生徒 
　備　考：派遣依頼が必要な方はお申し付けく 
　　　　　ださい。往復旅費は実行委員会が負 

　　　　　担いたします。 

　お問い合わせ先：tr_hiro@ybb.ne.jp 　井上まで 
 

第57回明新会総会　幹事学年による全員合唱 

何でもない自分に戻れるのが同窓会 
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