
  
 
 
暖冬の影響で木々の緑が例年より色濃く

映える今日この頃ですが、同窓会会員の皆

様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

昨年は母校での 50周年記念総会の実施、名
簿の発行等のイベントを実施

して参りました。ご支援、ご

協力いただいた皆様にはこの

場を借りて厚くお礼申し上げ

ます。 
今年も恒例の同窓会総会

の季節が参りました。本年は

別掲のとおり学校を離れて開

催いたします。多くの現・旧

職員の方々も出席を予定され

ておりますので、お友達やご

家族をお誘い合わせの上、奮

ってご参加ください。 

同窓会事務局には専従係員がいない関係

で行き届いたサービスができない状況です

が、同窓会総会の開催、同窓会報の発行を

初め、皆様のご厚意ご声援にお応えできる

活動を続けて行く所存ですので、今後とも

ご声援を心よりお願い申し上げます。 
 

新たな半世紀の始まり 
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同窓会報  同窓会報  同窓会報  

総会・パーティのお知らせ 

日時： ６月９日（日） 13:00～16:00 

              12:30 受け付け 

 場所： 吉祥寺 ホテル東急イン 

 tel.0422-47-0109 
       

 会費： 一般会員 5,000 円 

     学生会員 3,000 円 

     新入会員 1,000 円 

総会議事： 

 1.平成 13 年度決算報告 

 2.平成 14 年度予算について 

 3.役員改選 

4.その他 
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総会は６月９日開催 
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本年も同窓会報発行の 
はこびとなり、平素より会員の皆様には母

校に想いを寄せられ、ご支援賜っているこ

とに御礼と感謝を申し上げます。 
さて私も着任してから 1 年を過ぎました
が、いくつか新しい動きをご紹介したいと

思います。昨年秋に北棟の校舎（昔の新校

舎）が全面改修されて骨格を補強しつつ新

たな装いとなり、明るい環境で新入生が勉

学に励んでいるところです。都の財政が逼

迫している中で約 1 億５千万円余りの経費
を費やしたことでもわかるように、都は本

校へ積極的に援助をしてくれており、学校

名私立大学への進学実績等が評価されてい

ることかも知れませんし、教職員が積極的

に PRした効果もあったかとも思います。 
新聞などで都立４校が進学指導重点校と

して脚光をあびていますが、本校はそれに

準ずる学校として教員の異動などでも支援

を受け止めているところです。また、今年

から進路意識啓発のために２･３年生を対

象に生徒が大学の講義を受講できる、いわ

ゆる「高大連携」を導入いたしました。既

に国立大３校と中央、法政大学の計５大学

と協定を結び、都の高大連携推進校の一つ

として研究実践を進めることになりまし

た。 
生徒の部活動関係では水泳部や放送同好

会が全国大会に出場するなどめざましい活

躍があり、またサッカー、ラグビー、野球、

テニス、吹奏楽等も部員が多く、放課後や

学校週五日制のもとでの休日もグランドや

三鷹高校への 
   期待 
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至新宿 

中央線 昨年50周年を迎えた三鷹高校同窓会は、この３月新たに３１７名の５１期生
を迎え、総勢16，675名の組織になりました。昨年の同窓会総会は母校で開催
し、６0名余りの先生と卒業生が集い、思い出話や近況報告を随所に交えながら
楽しいひとときを過ごすことができました。 
一昨年まで、同窓会総会は毎年５月第２日曜(母の日)に開催して参りましたが、
ご家族との計画があり出席できない、との声が寄せられていることから、今後は
6 月第 2 日曜に開催することにしました。51 周年の本年は６月９日(日)に吉祥
寺駅南口２分の東急インにて開催いたします。懐かしいクラメートを誘い合わせ
て、あるいはご家族連れでご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。 

吉祥寺駅

母校だよ
退職・異動された教職員
①定年あるいは退職された方
河野勝美(社会)     9
中村啓治(社会)     8
平野武司(美術)    10
糸仙二郎(地理)嘱託   4
福原宇子(英語) 〃    2
久保田登久乃(養護)〃  1
小幡清蔵(主事)     5

②異動された方、本校在職期
 中村澄隆(教頭)     3

  三宅章英(国語)    11
  北村武夫(社会)     8
  佐藤貴弘(数学)     4
金田義弘(数学)    12

  小津信子(主任)     5
  相原俊則(主事)     1
 内藤直子(主事)     2
③着任された教職員、前任校
三戸雄造(教頭)      
渡辺公一(国語)      

  田中敏生(社会)      
  成田賢太郎(社会)     
  越田年彦(社会)      
  苅部勇男(数学)      
宮本達司(数学)      
中村美知枝(美術)     
榊間好男(地理)      
増渕紀一(化学)      
高津貞治(英語)      
植田茂樹(英語)      
重冨直子(主任)      
渡邉良憲(主事)      

  國島晶子(主事)      
  中村忠稔(主事)      

今年度の学校行事日程 
球技大会   ５月 1日（
合唱際    ６月19日（
体育祭    ９月11日（
鷹高際    ９月21日（
卒業式 ３   月12日（

吉祥寺
東急イン

至立川
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集合写真 への期待も大

きいのではな

いかと考えて

おります。 
新入生はこの

数年間では応

募者が多く、

増加傾向とな

りました。こ

れは伝統的な

文武両道の精

神のもと部活

動が活発であ

ること、また

都立高校の中

では、国立大

学をはじめ有

校舎から元気な歓声が聞こえてきま

教員の異動については、３人が定

され、三戸雄造教頭（立川高校から

をはじめ８人の異動があり、その中

の中村美知枝教諭は本校の卒業生と

です。大職員室はこれまで三つに仕

ていましたが、それを取り外して生

や各学年の先生方の席も用意し、生

安く出入りできるようにしたので雰

変わったような気がいたします。 
いろいろ学校の変容等をお伝えし

が、三鷹高校生が鷹のように気高く

もち、鷹揚として社会に巣立ってい

う活力ある教育活動の推進を心がけ

りたいと存じますので、同窓会の皆

よろしくご支援、ご協力をお願い申

ます。 
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り 山下正人先生 
（敬称略） 
、本校在職期間 
年 再雇用（未定） 
年  〃  砂川高校 
年  〃  砂川高校 
年 
年 
年 
年 再雇用 府中養護 
間と異動先 
年 都立紅葉川高校 
年 都立国際高校 
年 都立青井高校 
年 都立八王子工業高校(定)
年 都立多摩高校 
年 都立府中東高校 
年 大学管理本部 
年 都立新宿山吹高校 
 
都立立川高校 
都立杉並高校 
都立久留米西高校 
都立九段高校 
都立大附高校 
都立八王子高陵高校 
都立久留米西高校 
都立大山高校 
都立富士高校 
都立小石川高校 
都立八王子東高校 
都立狛江高校 
都総務局 
都立武蔵丘高校 
武蔵村山第八小学校 
都立千歳高校 

水）～２日（木） 
水） 
水） 
土）～22日（日） 
水） 

同窓会の名前をかたる勧誘にご注意 
・『**新聞から「三鷹高校の記事を載せるので、同窓

生のみなさんから寄付を募っています。ひとくち**

円で名前が載ります」という電話がありました。』 
という情報が返信はがきで寄せられております。上記

以外にも、同窓会からの連絡であるような語り口での

勧誘があるようですが、同窓会はこのような勧誘は 
一切行っておりませんので、ご注意ください。 
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個人情報流出防止 
     副会長 宮川 一城 
我、三鷹高校同窓会もこの春、第 

51期生を迎え、16,600名を超える 
大所帯になってまいりました。 
昨年は祝 50年記念として、同窓 
会総会を母校で開催し、多数の懐か 
しい先生方、例年よりも大勢の同窓生が参加し、外池

長先生はじめ、同窓会担当の前川先生の積極的なご支

を得て楽しいひとときを過ごすことができました。又

念願の同窓生名簿を同時発刊し、出席者の皆さんに喜

でもらうことができました。 
今国会に上程予定の「個人情報保護法案」は、同窓

名簿が営利目的で外部に流出しないということである

なら賛成なのですが。 
同窓会の名簿に「住所や電話番号を記載しないでく

さい」という依頼があります。プライバシーの保護と

うことだと思いますが、同じ同窓生として、何となく

しさを感じてしまうのは、余計なことでしょうか。 
同窓生名簿は鷹高卒業生の連帯のためであり、個人

報を開示したり、営利目的で作成しているものではあ

ません。クラス会・同期会・OB 会等に活用していた
き、卒業生としての活動の一助にしていただけるもの

信じております。 
 同窓会活動はボランティアでなりたっております。
 

に、事務局をあずかっている役員には大変な苦労と犠牲を強

いております。卒業生全員の住所・会費・名簿代金の管理・

会報の編集、発刊・返信葉書のデータ入力等、年間費やす時

間は相当なものです。何故そうしているのか。名簿業者に委

託したくないからです。同窓生のプライバシーを保護したい

からです。有難いことに我、三鷹高校同窓会には、犠牲と感

じないで？協力して下さる役員がおります。大波多君（25期）
以前は車君（27期）です。しかし、個人負担をもっと軽くし
ていかないと今後が心配です。 
今年 10期生が還暦を迎えます。先輩方で協力して下さる方
大歓迎。インターネットに明るい後輩方も大いなる協力をお

願いいたします。みんなで鷹高同窓生の個人情報を守ってい

きましょう。 
  ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 会報発行や発送作業等といった事務局業務をお手伝いいた

だける方は、返信葉書でその旨ご連絡いただければ幸いです。

主な業務は 2 月～5 月に集中しております。また今後はホー
ムページの公開等も企画したいと考えておりますので、ご関

心のある方を歓迎します。


