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　同窓会員の皆様には、日頃より会員活動に格別の

ご理解ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

　平成20年度は、政治経済において、大変な時代に

なりました。

　アメリカ大統領・豊橋市長の交代等、若い世代の

活躍が期待されます。

　本会も２月末には、44回生を迎えて、会員数も

18,000名を超え、名実共に伝統校となります。この

4月には、47回生の入学になります。

　５月10日に開催する「総会」は、卒業25年目の20

回生が担当し、豊丘会ゴルフコンペは卒業35年目の

10回生が担当し、今年の秋に予定してます。卒業29

年目の14回生が総会の席で、目録贈呈を行います。

また、本校の様子、同窓会の活動状況を報告し、身

近な便りにしたいと「同窓会通信」「豊丘の絆のホー

ムページ」を広報委員会、名簿管理を企画委員会の

方々の御努力で行っています。

　学年会も、年々活発に開催される様になりました。

　本校創立50周年に向けて、「準備委員会」の発足

もいたしました。

　多数の会員の方がいろいろな会にご参加頂き、母

校及び同窓会の更なる発展の為に、ご支援ご協力下

さいますよう、よろしくお願いします。

　５月の総会には多数の参加をお待ちいたしており

ます。

　豊丘高校の同窓生の皆さま、お元気にご活躍のこ

とと拝察いたします。また、日頃より母校の教育活

動へのご支援、ご協力を賜りまして誠にありがとう

ございます。

　さて、本年度は平成24年度に迎える学校創立50周

年に向けて、新たなイベントが実施されました。９

月に行われた豊陵祭の体育大会終了後、陽が沈み周

囲が闇に包まれた頃に、壮大華麗な手筒花火と仕掛

け花火・打上げ花火が豊丘高校の大空を彩りました。

生徒からも「すごく綺麗で、いい思い出になります」、

「今年、学校にいて本当に良かった」と、大好評で

した。この企画を立案し実現していただいたPTA

の皆さま方の「子どもたちに高校生時代の思い出を

作ってあげたい」という願いはみごとに叶えられま

した。なお、花火の様子は当日の体育大会とともに

地元ケーブルテレビのティーズで放映され、地域の

皆さまからも多くの良い反響をいただきました。

　現在、本校では「凛として清々しい学校の樹立を

めざし、生徒一人一人に確かな学力を身につけさせ

る」の達成に向け、教職員一同力を合わせて生徒の

教育に当っています。今年度から「47分７限授業」

もスタートし、時代の変化に対応した新たな教育課

程を作成する一方、豊丘高校らしい自由な精神や同

窓生の皆さまが創り上げた校風は大切に継続してま

いりたいと考えています。

　最後に、同窓生の皆さまのご健勝とますますのご

活躍をお祈りし、本校に対する一層のご支援、ご協

力をお願いしまして挨拶とさせていただきます。
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第10回同窓会豊
ホウ

丘
キュウ

会ゴルフコンペ開催のご案内

日　　時：平成21年10月21日（水）予定
場　　所：三河カントリークラブ（新城市）

会　　費：4,000円　※プレー代等は含まず

担当回生：10回生
問い合わせ先：小池　尚代（10回生）
　　　　　　　　TEL（090）8334－4561
　　　　　　　伊藤　友二（4回生）
　　　　　　　　TEL（0532）63－5670〔三の輪ゴルフ〕

順　位 氏　名 回生 グロス ネット 順　位 氏　名 回生 グロス ネット

優　勝 水谷　哲朗 3 98 72.8 ５　位 三浦　良三 9 99 73.8

２　位 斉藤　待子 4 86 72.8 ９　位 北河　博美 3 88 74.8

３　位 仲居　昭信 4 89 73.4 BG男 後藤　達夫 2 82

４　位 小林ひろ子 2 93 73.8 BG女 斉藤　待子 4 86

19回卒業生　澁 谷 礼 史

一人の力は小さいけれど…

担当代表　9回生　金 子 朝 一

第9回　豊
ほうきゅうかい

丘会ゴルフコンペ報告

　母校を卒業してほとんど同窓会の仕事にかかわらな

かった私に「理事長」の話が来たのがついこの前のよ

うに思います。先輩の押しに負けて仕事を請けたので

すが、「同窓会総会・懇親会を企画運営する」と言わ

れたもののよくわからず、何をどうしていいのかさっ

ぱりわからないうちに一日、一日と過ぎていきます。

「自分でできることをしていこう」と思ってみたもの

の、やはりなかなか進みません。そこで、勇気を出し

て前回の総会に参加した19回生の仲間に連絡を取りま

した。仲間とはいっても、それまでほとんど話もした

こともない状況の仲でした。少しずつではありました

が、仲間の数は増え最終的には30人を越える仲間が集

まりました。

　「手作り感のある会にしよう」と、みんなで力を

合わせて準備をしてきました。私は「理事長」とは名

ばかりで、ほとんど準備にはかかわれずみんなに迷惑

をかけてしまいました。疲れがピークに達するころに

は、いろいろな問題も発生しました。しかしみんなで

その問題を解決していきながら、総会当日が近づくに

つれて「会を成功させよう」と結束力が高まってきま

した。当日、無事に会は終わり、私たちは満足感に包

まれていました。

　母校を卒業してから、ほとんど母校に関わることの

なかった私が、同窓会を通して「少し恩返しができた

かな」と思っています。あれだけの会を運営するには

とても一人の力では無理です。思い切ってかけた１本

の電話から人の輪が広がり仲間が増えたのだと思いま

す。会が無事運営できたのも、同窓の仲間や先輩方の

おかげと感謝の気持ちでいっぱいです。これからも微

力ではありますが母校のために力になれればと思って

います。みなさん本当にありがとうございました。

　10月22日（水）８時45分OUT・IN同時スタートで昨

年に続き、三河カントリークラブで、暑くも、寒くも

なく絶好のコンディションの中、１回生～９回生まで

の29名の参加で好プレーあり、珍プレーありで、楽しく、

和気あいあいの中、無事終えることが出来ました。ご

参加いただいた先輩諸氏には大変ご苦労様でした。

　まだまだ同窓会コンペが、あまり知られていないの

か、若い回生の参加が無かった事が大変残念だったと

思 い ま す。 来 年

は、10回目の節目

であり一人でも多

くの同窓生の参加

を得、豊丘会が盛

大に開催されるこ

とを祈りつつ、第

９回豊丘会の報告

と致します。
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第44回　同窓会総会・懇親会のご案内
日　時：平成21年5月10日（日）〔毎年5月の第2日曜日〕

　　　　　総　会　午前11：00～
　　　　　豊太鼓
　　　　　懇親会　　　12：00～
会　場：母校体育館
会　費：正会員：3,000円（前売）、特別会員：無料
　※担当は20回生を主に「0の会」で計画しています。

内　容：
【総　会】
　議事　平成20年度事業報告

　　　　平成20年度決算・監査報告

　　　　平成21年度事業計画（案）

　　　　平成21年度予算（案）

【懇親会】
　20回生コーナー

ホームページ公開中!!

　http://yutakagaoka.jp
※同窓会の名前を騙って、広告・勤務先の確認・商品などを売りつけるケースが有ります。ご注意

下さい。
　ご不審な点については同窓会事務局にお問い合せ下さい。

information

住所・氏名・電話番号等を変更された方、総会・ゴルフコンペ参加希望の方、及び不明者をご存じの方は郵送（〒４４０-００３４豊

橋市豊岡町74同窓会事務局）又はFAX（同窓会事務局 0532-63-5774）にて、記入者氏名、会員番号をご記入の上ご連絡

下さいますようお願い申し上げます。

※飲酒される方は乗り合せ又は公共交通機関を必ずご利用下さい。

・ 4 月17日 第 1 回理事会

・ 5 月11日 第 43 回総会

・ 6 月 5 日 第 1 回役員会

・ 6 月19日 第 1 回代表理事会

・ 9 月17日 母校文化祭

・ 9 月18日 　　〃

・ 9 月18日 第 2 回役員会

・ 9 月22日 母校体育大会

・10月22日 第 9 回ゴルフコンペ

平成20年度　事業

・11月20日 第 3 回役員会

・ 1 月 4 日 学年会開催　20回生・15回生

・ 1 月16日 第 2 回代表理事会･新年会

・ 2 月19日 第 4 回役員会

・ 2 月27日 第 44 回同窓会入会式

・ 3 月 1 日 第 44 回卒業証書授与式

・ 3 月 1 日 同窓会通信第 10 号発行

・ 3 月19日 第 3 回代表理事会

平成21年度　事業計画

4 月16日 第1回理事会　5 月10日 第44回総会　10月21日 第10回ゴルフコンペ

キ リ ト リ 線  

＊本券持参の方は同窓会総会・懇親会の入場が

正会員：3,000円、特別会員：無料となります。本券

を切り取って、当日会場にてご提出下さい。 

第44回 同窓会・懇親会 

（正会員：3,000円　特別会員：無料） 

会員 入場引換券 

キ リ ト リ 線  
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豊丘高校ソフトテニス部
女子初の全国大会

＝ハイスクールジャパンカップ2008＝

山本彩織・城所美加

　私たちペアは、平成19年秋の県新人個人戦の４回戦

で愛知淑徳高校に勝ち第５位に入賞して東海選抜大会・

ジャパンカップ愛知県選考会に出場することが出来ま

した。豊丘高校ソフトテニス部女子として創部以来初

めてとなる東海選抜大会出場でした。大会では部員の

期待を一身に受け臨みましたが初戦敗退と残念な結果

になりました。しかし、ジャパンカップ愛知県予選で

は予選リーグを１位通過、決勝トーナメントに進み県

下私学の強豪の中５位に入賞することができ、大会で

の成果が認められ20年５月大会実行委員会より推薦（全

国から12チーム）され本大会に出場することになりま

した。この大会は毎年札幌市で開催され各県の優勝チー

ムを加え「ソフトテニスの甲子園」と称される大会で

もあります。

　ジャパンカップは公式練習会、開会式（組み合わせ

抽選会・レセプション）、２日間の大会日程で行われ、

３チームの予選リーグ・決勝トーナメント形式で行わ

れ、私たちは高岡商業高校に１－４、松江商業高校に

４－３と１勝１敗と３チームの三すくみとなり大会規

定の得失差により、決勝トーナメントに進むことがで

きませんでした。

　今回参加することによって全国の選手との交流、全

国大会での一勝と価値ある体験が出来ました。また、

大会後は旭山動物園・小樽・富良野・北海道大学の散

策（宿泊所が近く）など北海道の雄大さを十分に感じ

取ることができ高校生活最後の年に参加できたことが

夢のようでした。最後に今回のジャパンカップ出場に

あたって、今まで私たちを支えてくださった家族・顧

問の先生・今まで一緒に戦ってきた仲間達のおかげと

強く感じました。本当にありがとうございました。

　今後も学校での練習に後輩ががんばっていると思い

ますので同窓生の方々もコートにお寄りください。

一音入魂
吹奏楽部部長　吉 田 光 佑

　僕たち吹奏楽部は、顧問の林先生に、山川先生、小

酒井先生が加わり、新体制のなかスタートしました。

はじめは、指導のしかたの違いに途惑い、自分たちの

もち味を発揮することができず苦労しました。しかし、

吹奏楽の演奏は、指揮者と部員全員の心が一つになら

なければ良い演奏は奏でられません。日々の練習では、

お互いに意見を出し合い、パート別や全体の練習で少

しずつ全体の音が一つになるように努力をしてきまし

た。

　また、先輩方からは、「最近どう？」「次の演奏も楽

しみにしてるね。」と声をかけていただき、それが僕ら

の励みとなりました。そして良い演奏をしていこうと

いう意識が生まれ、部活の雰囲気が良いものとなって

いきました。

　11月の演奏会は、１・２年生の部員全体で演奏する

初めてのステージということで、夏のコンクールの後

から練習を重ねていきました。時には仲間との意見の

衝突もあり、音楽がひとつにならないという場面もあ

りました。しかし、お互いを認め合い、支え合いながら、

徐々に心がひとつになっていくようになりました。そ

して臨んだ演奏会では、十分間に全てを出し切るとい

う緊張感もありましたが、それ以上に自分達が努力し

てきたことが自信に繋がり、最高の演奏をすることが

出来ました。また、演奏をしていて楽しいという思い

を体験でき、技術面、精神面共に成長することができ

ました。このような経験ができるのは、顧問の先生方や、

応援してくれる先輩、友達、家族の支えがあったから

だと思います。

　吹奏楽部での二年間の活動を通して、音楽の素晴ら

しさを聴いてくださる方に伝える事ができ、また、僕

達も仲間と協力する大切さを学ぶ事ができました。こ

の貴重な経験を大切にし、成長していけるように頑張

りたいと思います。

～第14回定期演奏会のお知らせ～

　来る3月26日（木）豊橋市民文化会館にて第14

回定期演奏会を行います。

　曲目：祝典序曲、篤姫、sing sing sing　他

　吹奏楽が分からないという人も楽しめるプログ

ラムになっています。

　みなさんお誘い合わせの上、是非お越し下さい。
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学年会開催

卒業生記念贈呈（第14回卒業生一同）

記念品として以下の物を贈呈しました。
（目録贈呈は第44回総会において行います。）

15回生　日時／平成21年1月4日　会場／ホテルアークリッシュ

　卒業30周年の事前の会です。欠席者の多くからも振込により記念品寄付金

を募ることができました。

　５年前の総会担当時と比べ、ゆっくりと、くつろいだ２時間を楽しみ見る

顔も若返っているように思えた程でした。（15回生代表　黒川）

PS. 美香ちゃん、4日は東京まで無事帰れましたか？

大久保さん、2次会の会費ごっつぁんです。ありがとうございました。

20回生　日時／平成21年1月4日　会場／ウエステージ豊橋

　同窓生120名と恩師５名の計125名の参加があり、久しぶりの再会であっと

いう間の２時間でした。

　卒業後、学年全体で集まる事がほとんどなかった為か二次会にも約半数の

60名近くの参加があり、昔話に花を咲かせました。

　３年生の時の合唱コンクールの音源をBGMにしたり、クラスマッチのバ

レーボールの決勝戦の秘蔵映像も流され、あまりに若い自分たちの姿に悲鳴

と歓声のあがった学年会でした。

愛知県立豊丘高等学校　創立50周年記念事業について

日　時：平成21年１月23日（金）　午後４：00より

会　場：豊丘高等学校　校長室

出席者：同窓会　11名

　　　　ＰＴＡ　３名

　　　　学　校　３名　　計　17名

　記念事業を平成24年秋10月か11月の中旬に開催。準備委員会は、平成21年５月末ごろ立ち上げる等、活発な意見

交換が行われました。



豊丘高校同窓会通信（6）発行日／平成２１年３月１日

総務広報委員会
　　　　　　　      〒440-0034 豊橋市豊岡町74

愛知県立豊丘高等学校　同窓会事務局
TEL0532－62－3281  FAX0532－63－5774 峯崎親 

◎企画委員会
　創立50周年に向けた名簿管理について

◎組織強化委員会
　組織の出来ていない回生の役員・代表理事の選
出、学年会未開催回生についての助言等

◎総会委員会
　第一部総会の企画・懇親会の企画についての助
言（役員会等の開催・年間スケジュールの検討）

◎交流委員会
　ゴルフコンペ以外に会員が集えるか検討・提案

◎特別委員会
　支部設立について学校創立50周年をめどに検討

◎広報委員会
　同窓会通信第10号発行について
　同窓会通信の来年度以降の在り方について
　ホームページの更新及び在り方について

委員会報告 平成20年度異動

ー母校雑感ー

　高校を卒業して22年が経ち、昨年、教員として母校に

戻って１年半が過ぎました。一度は母校で勤務してみた

いという願いが叶い、後輩である生徒たちと過ごす毎日

はとても充実し、時間があっという間に過ぎていきます。

　母校は今年度から新たな取り組みをはじめました。授

業時間を47分にして毎日７時間授業を行い、放課を９分

にするというものです。当初は変則的な日程に途惑うこ

ともありましたが、まもなく迎える創立50周年を前に、

教員、生徒が一緒になって新たな時代を切り開こうと努

力しています。

　一方で、豊丘の伝統行事である球技大会は時期こそ

７月へ変わりましたが、グラウンド全体に設営された

バレーボールコート30面以上を舞台に、生徒が２日間バ

レーボールを追い続ける姿はあの頃と何ら変わることな

く、高校時代に戻ることができます。変化といえば、ク

ラスごとにデザインしたTシャツをユニフォームとして

試合を行っていることくらいでしょうか。また、昨年は

教員チームが男子１位リーグ決勝まで進むという快挙を

成し遂げ、生徒たちをアッと言わせました。

　豊丘は、私に貴重な出会いをもたらしてくれた場所で

す。卒業後もずっと付き合いを続けている野球部の仲間

や多くの友人、恩師の先生方など多くの人々との出会い

があり、貴重な経験や教えを受けました。中でも渡辺耕

造先生に３年の担任をしていただいたことが私の人生の

中でも大きな転機となり、今につながっています。当時

は女子バレーボール部の監督として、鬼のような存在で

近寄り難い印象がありましたが、クラスの生徒である私

たちを信頼し、暖かく導いていただきました。初めての

担任面接のとき、体育教官室で緊張している私にかけて

くださった先生の一言が、私の背中を押してくれました。

現在、先生とは同じ保健体育科の教員として一緒に仕事

をさせていただいており、嬉しさと同時に心地よい緊張

感の中で毎日を過ごしています。

　これからも多くの出会いがあると思いますが、母校に

勤務できる喜びと熱い思いを大切に、“その一瞬”を逃

さないように後輩である生徒一人ひとりの成長と母校の

発展のために全力を尽くしていきたいと思います。“素

直に、謙虚に、前向きに”をモットーに、焦らず、一歩

ずつ前に進んでいこうと考えています。

【転出者】

職　名 氏　名 教　科 転　任　先　等

教　　諭 夏目　幸夫 地歴公民 定年退職（御津高校再任用）

教　　諭 小久保　弘 英語 定年退職（豊丘高校非常勤）

教　　諭 加藤　敏子 家庭 定年退職

教　　諭 本田　祥子 理科 豊川工業高校

再任教諭 市野たけ代 数学 退職（豊丘高校非常勤）

再任教諭 今泉　恭子 家庭 知立高校（再任用）

期限付講師 鈴木　佑治 数学 豊橋西高校（期限付講師）

期限付養護教諭 山本　裕果 養護教諭 豊橋工業高校夜定（新規採用）

臨時任用講師 鈴木　淳子 英語 退職

事 務 長 加藤　健司 定年退職

主任主査 矢所　安子 退職

主　　任 吉田　妙子 東三河県税務署

【転入者】

職　名 氏　名 教　科 旧　所　属

教　　諭 山田　雄一 英語 時習館高校

教　　諭 舩戸　純子 理科（生物） 安城南高校

教　　諭 古谷野真琴 家庭 新規採用

教　　諭 佐藤　晴彦 英語 新規採用

養護教諭 恩田　葉子 刈谷東高校

再任教諭 加藤　正文 地歴公民（日史） 蒲郡東高校

再任教諭 西山　洋文 保健体育 豊橋商業高校

事 務 長 　　　　毅 岡崎養護学校

主　　査 伴　　和子 豊橋工業高校

愛知県立豊丘高等学校

教諭（保健体育）　田中　和宏（22回生）


