第４６回 同窓会総会・懇親会開催
卒業生記念贈呈（16 回卒業生一同）
平成２３年度第１６回生として、体育館舞台裏の黒
幕とテントを卒業３０周年記念品として母校に贈呈させ
て頂きました。黒幕は体育館竣工以来一度も替えていま
せん。どんちょうの影に隠れた場所にあり、古くなって
いてもあまり目立たない存在でした。この黒幕のよう
に卒業生としてこれからも豊
丘高等学校を陰ながら応援し
ていきたいと思います。また、
テントは在校生のみなさんと
共にグランドで活躍してくれ
る事と思います。

学年会開催
平成 22 年 8 月 15 日
4 回生 （ホテルアソシア豊橋）
豊丘高等学校第 4 回生還暦記念パーティーが開催され
ました。
出席者は、鈴木達雄先生を含め 87 名が集まり、とても
楽しい時間を過ごす事ができました。

7 回生

平成 23 年 1 月 3 日
（ホテルアークリッシュ豊橋）

当初は 50 名の参加予定でしたが、当日は 40 名の参加
となってしまい、人数が少なくて残念でしたが、恩師の
先生 3 名に出席して頂いて楽しい会になりました。

平成 23 年 1 月 2 日
（ホテル日航豊橋）

出席者は、男性 32 名、女性 43 名、合計 75 名。そして、
恩師として稲垣先生、小野田先生、渡邉先生の 3 名に出
席していただき、また、同窓会からは、牧野会長にも出
席していただけました。
乾杯後、クラス毎テーブルを囲み暫く歓談をした後、
恩師の先生から近況のお話を伺い、そして花束の贈呈を
して出席していただけた事に全員の感謝の気持ちを表し
ました。

発行日

平成２３年 5 月 18 日

懇親会を終えて（22 回卒業生一同）
今日は２２回生が幹事となり懇親会を行いました。
約１００名の同級生の力を合せる事で盛大な懇親会を
催す事が出来たと思いますが、出席された同窓生の皆
さんお楽しみ頂けたでしょうか。至らぬ点もあったか
と思いますが何卒ご容赦下さいませ。
我々２２回生は、今後も同
窓会活動を盛り上げて行きま
すので、皆様方には、来年度
総会並びに５０周年式典に向
けてご協力をお願いします。
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平成 24 年に母校創立 50 周年の大きな節目を控え
同窓会・PTA・教職員の皆さんにより、創立 50 周
年実行委員会が組織化されました。
同窓会長
「絆・夢をつなごう」
をテーマに多くの記念事業が計画されており、
(５回生）
「母校の教育環境がいくらかでも
愛知県立豊丘高等学校同窓会員の皆様には、益々御
あるべき姿 に近づくことができる。」
健勝で御活躍のこととお喜び申し上げます。日頃は、
これが私たちの願いでもあります。
同窓会活動並びに母校の発展のため、御支援・御協力
母校創立 50 周年記念事業を計画どおり完遂でき
を賜り厚く御礼申し上げます。
るかは、同窓会員の皆様の絶大なる御支援・御協力
母校も卒業生 18,000 名となり、多くの人材を輩出し、 が必要です。心からお願い申し上げますと共に、
名実共に伝統校となりました。
ご健勝・ご多幸をご祈念申し上げます。

ごあいさつ
鈴木

その後、来年行う母校への卒業 30 周年記念品贈呈に付
いての説明や平成 24 年に予定されている母校創立 50 周
年記念事業についての説明を行いました。
予定をしていた 2 時間はあっと言う間に過ぎ、もちろ
んその後は豊橋駅周辺で 2 次会を行い日付が変わる頃ま
で昔話で盛り上がっていました。

22 回生

平成 23 年 1 月 2 日
（ウェステージ豊橋）

出席者は男性 51 名、女性 84 名、恩師として浅井先生、
山本先生、渡邉先生、長坂先生、稲垣先生、三好先生、
鈴木先生に出席いただき、合計 142 名の盛大な会となり
ました。また、同窓会からは牧野会長、21 回生の岡本泰
さんにも出席いただきました。
開宴後は恩師の近況の紹介、在校時にあった出来事を
題材にしたクイズ大会、ロシアンシューゲームなど大い
に会を盛り上げました。
途中、今年 5 月に行われる同窓会総会、懇親会の幹事
年次であること、24 年度に行われる創立 50 周年記念事業
について説明がありました。
会の最後には恩師の皆様に花束を贈り感謝の気持ちを
表しました。

36 回生

平成 22 年 7 月 21 日
（ホテルアークリッシュ豊橋）

今回で 2 回目となる学年会を開催することが出来まし
た。次回は 3 年後に行う予定です。
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このたびの「東日本大震災」におきまして、お亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災され
た皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

義雄

ごあいさつ
学校長

村上

雅之

同窓会会員の皆様には、日頃から格別の御支援と御
協力をいただき、心より厚く御礼を申し上げます。
４月６日の入学式で、第 49 回生として普通科 240 名、
生活文化科 80 名を迎え、平成 23 年度が順調にスター
トいたしました。校長として三年目を迎え、誠に微力
ではありますが、引き続き母校発展のために努力をさ
せていただく所存であります。

豊丘の絆

きずな

17 回生

平成 23 年 5 月 8 日
（母校体育館）

より強く、育てよう！卒業生をつなぐ「豊丘の絆」

創立 50 周年記念事業については、校内に事務局
が設置され、当該年度の平成 24 年度に向かって、
各実行委員会が活発な動きを始めました。特に記念
講演会については、プレ年度としての本年 10 月に
母校体育館で開催されます。各記念事業に寄せられ
る期待が日増しに高まっているところです。
本年の同窓会総会は、第 22 回生の皆様方のアイ
デアと工夫をこらした運営により、充実した企画が
組まれているとお聞きして、大いに楽しみにしてお
ります。
最後になりましたが、豊丘高等学校同窓会のさら
なる飛躍と会員の皆様方の御発展を心よりお祈りし
て、あいさつとさせていただきます。

豊丘高等学校同窓会公式ホームページ公開中 !!

http://yutakagaoka.jp

随時情報発信をしています。皆様どうぞご覧下さい。

住所・氏名・電話番号等を変更された方、総会・ゴルフコンペ等参加希望の方、及び不明者をご存じの方は、郵送・FAX・
HP の「事務局お問合せ」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。

同窓会事務局 〒440-0034 豊橋市豊岡町 74 愛知県立豊丘高等学校
TEL(0532)62-3281 FAX(0532)63-5774 http://yutakagaoka.jp

同窓会事業のご案内
○平成２３年１０月１９日（水）：【母校創立 50 周年イヤー・スタート記念 第１２回豊丘会ゴルフコンペ】
・場所：キャッスルヒルＣ．Ｃ．（豊川市） ・会費：4,000 円 ※プレー代等は含まず
・担当回生：12 回生
問い合わせ先：高木克昌 (12 回生 ) TEL:090-3565-2511 FAX:0532-33-0785
伊藤友二 (4 回生 ) TEL:0532-63-5670 FAX:0532-64-0894 〔三の輪ゴルフ〕
○平成２４年２月２９日（水）：【第４７回同窓会入会式】母校体育館にて
○平成２４年５月１３日（日）：【第４７回同窓会総会・懇親会】母校体育館にて

