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気力を起こし、我が身をためそう

応えできる活動を続けて行く所存です。今
新緑の季節を迎え、同窓会会員の皆さま

後ともご支援を心よりお願い申し上げます。

至新宿

中央線

井

丸井

至立川

吉祥寺
東急イン

の

頭
至渋谷 線

います。そのためには豊富な知識とともに、

きない状況ですが、昨年オープンしたホー
ムページなどを通して、皆様のご声援にお

5,000 円
3,000 円
1,000 円

総会議事：
1.平成 16 年度決算報告
2.平成 17 年度予算について
3.その他
吉祥寺駅

５６年の歴史を刻んだ都立三鷹高校は、現在、文武両道の精神のもと、掲題の精
神を教育方針として掲げています。この 3 月にその５４期性３１８名を三鷹高校同
窓会の新入会員として迎えました。恒例の同窓会総会は６月１２日(日)に吉祥寺駅
南口の東急インにて開催いたします。懐かしいクラメートをお誘い合わせて、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。

総会は６月 12 日開催

13:00〜16:00
12:30 受け付け
ホテル東急イン
tel.0422-47-0109

的確な先見性と判断力を持った指導力が必

よろしくお願い
します

要です。勉強することによって豊富な知識
を持つことが出来ます。しかし勉強だけで
は、指導力はつきません。学校行事や部活

にはご健勝のこととお慶び申し上げ

校長

信雄

動、生徒会活動等を通して人間関係の大切

会の季節が参りました。皆さまお忙し

同窓会の皆様こんにちは。この 4 月に、

さ、協力することの大切さを学びながら先

いこととは存じますが、現・旧職員の

伊豆七島、神津島の神津高校より三鷹高校

見性と判断力が育成されるのだと思いま

方々や同窓生とともに、懐かしい話や

に着任致しました校長の土肥信雄です。ど

す。その意味で、三鷹高校の文武両道の精

近況を語り合うひとときを過ごすの

うぞよろしくお願いいたします。

神が、リーダーにとって不可欠な資質を育

ます。今年も恒例の三鷹高校同窓会総

土肥

はいかがでしょうか。お友達やご家族

3 月 28 日に初めて三鷹高校を訪れたと

をお誘い合わせの上、ご参加ください

き、すばらしい高校だと確信しました。春

三鷹高校では、生徒たちが学校行事や部

ますようご案内いたします。

休み中にもかかわらず、部活動等の生徒た

活動等で思い出の残る高校生活を謳歌して

三鷹高校同窓会には専従係員がい

ちで校内は活気にあふれていたのです。ま

もらいたいと思います。それとともに重要

ないために行き届いたサービスがで

さに三鷹高校は文武両道の精神に満ちた学

なことは、希望の進路を実現してもらいた

校だということを実感しました。私自身も

いということです。自分自身を高め、リー

都立高校の出身で、都立高校のすばらしさ

ダーとして豊富な知識を得るためにも、希

をこの三鷹高校で再現できると思いまし

望を高く持って、チャレンジしてほしいと

今年の同窓会総会にご出席予定の先生方は次の皆様です（5 月 2 日時点）。

た。すなわち、自由な雰囲気の中で、勉強

思います。特に最初は、リーダーとして幅

○桑原

知幸先生

○谷口

雍先 生

○井内

宏先生

と部活動や学校行事等を両立できるのが都

広い知識を持つために、ぜひ国公立の大学

○中山

雄一先生

○島根

岱助先生

○安食

恒昭先生

立高校だと思っています。

を目指し、センター試験にチャレンジして

○奥山

英男先生

○三井田

○前川

孝志先生

校庭から南棟を望む

今年度同窓会総会へ出席予定の先生方

達 雄 先生

＊この他にも多くの先生の出席が予定されております。教え子の出席を期待する声が
毎年寄せられますのでご友人をお誘いあわせの上、ご出席ください。

「同窓会」と
「個人情報保護法」

りますが、その場合も他
の同窓生に上記利用目的
の同意をいただく必要が

幹事

鈴木

和憲

平成１７年４月１日から個人情報

ありますのでよろしくお

私の信条は「基本的人権の尊重と平和主

もらいたいのです。希望の進路を実現する

義」です。私は三鷹高校の生徒に、基本的

ため、また自分自身をより高めるために、

人権を尊重し、平和で人間性豊かな社会を

自分が納得できるよう、死に物狂いで勉強

構築するリーダーになってもらいたいと強

してほしいと思っています。

く願っています。

な日本の社会を構築するリーダーになって

考えるのではなく、社会的弱者も含めた社

くれることを願い、三鷹高校での教育活動

会全体のことを考えなければならないと思

に全力を尽くす所存でございます。

願いいたします。ただ、
情報を提供していただける方のご負担となりますので、本

報保護法」といいます。）が施行され

人の同意確認が出来ない場合にはその旨記してください。

ました。三鷹高校同窓会は、個人情報データベース等を事

同窓会が新たに住所を把握した方については、名簿掲載不

業の用に供している者で５０００人以上の個人情報を保

可の扱いで登録させていただきます。結果的に名簿の充実

有していますから個人情報保護法の規制を受ける個人事

が十分とはならない可能性がありますが、個人情報保護の

業取扱業者です。そこで、個人情報保護に関する同窓会の

観点からご理解ください。また、クラス会や同期会開催に

基本的考え方を述べさせていただきます。

先立ち、同窓会で把握している最新名簿の送付依頼を会員

同窓会では、これまでも会員や会友の住所や電話番号等

の方からいただく場合がありますが、この場合は、「名簿

の個人情報の問い合わせには一切回答せず（三鷹高校同窓

記載不可」の方を除いたリストを、電子媒体を用いずに同

会ホームページ（http://mitaka.gn.to）運用指針 1 参照）、

窓会登録の会員の住所宛に郵送することで対応します。

会員、会友からのお問い合わせや情報提供により知り得た

個人情報保護法では、個人データを正確かつ最新のもの

住所や電話番号等の情報は、名簿の更新のみに提供してき

に保つ努力をしなければならない（１９条）、利用目的､開

ており（同運用指針 2）、個人情報に対して慎重に対処して

示請求の手続、苦情申出先等を本人の知りうる状態に置か

きました。今後も「個人情報保護指針」を定めて従来どお

なければならない（２４条）等とされており、同窓会とし

り個人情報の管理を慎重にしていきたいと考えています。

てもホームページを利用するなどしてその整備をしてい
きたいと考えています。

報保護法２条）。返信はがきや会費振込み用紙等で知り得

営利を目的としない親睦団体である同窓会の性質から

た個人情報は①名簿作成・更新及び②同窓会報等の同窓会

みて、個人的には、個人情報保護法の神経質な運用は疑問

発行刊行物への掲載（近況など）
・発送並びに③クラス会・

ですが、同窓会名簿の不正入手等により個人情報を悪用し

同期会開催のために必要と認められる場合のみに使用し

ようとする業者等がいる以上、試行錯誤を繰り返しなが

ます。返信はがき等に記載の個人情報について名簿や同窓

ら、運用を改善していきたいと考えています。
（23 期

会報等の刊行物に記載することを希望しない場合には希
望しない旨記載して下さい。なお、クラス会･同期会援助
金の支給条件に「クラスの名簿を同窓会に送付すること」
がありますが、上記と同じく名簿に記載することを希望し
ない場合は希望しない旨記載して下さい。名簿作成･更新
にあたり、同窓生同士が年賀状等で個人的交流のある他の
同窓生の住所･電話番号等の個人情報を取得する場合があ

弁護士）

◆今年度の学校行事日程
球技大会
合唱祭
体育祭
鷹高祭
卒業式

三鷹高校の卒業生が、将来、平和で豊か

リーダーは、単に自分自身のことだけを

の保護に関する法律（以下「個人情

具体的には、利用目的をできる限り特定します（個人情

成しているのです。

４月27日（水）〜28日（木）
６月15日（水）
９月 8日（木）
９月17日（土）〜18日（日）
３月11日（土）

母校だより

林道雄先生
◆退職・異動された教職員（敬称略）
①定年あるいは退職された方、本校在職期間
外池武嗣 (校長)
4年
蓑手俊也 (理科)再任用 15 年
吉原廣明 (社会)
13 年 引続き本校再任用勤務
田村雅俊 (健全育成)嘱託 4 年
間宮通智 (社会)
１年
川上康行 (経理係)
２年
②異動された方、本校在職期間と異動先
三戸雄造 (副校長)
3 年 国際高校
前川孝志 (国語)
8 年 若葉総合高校
星野洋子 (国語)
9 年 芸術高校
荒井晶子 (国語)
6 年 桜町高校
佐々木裕之(数学)
8 年 上水高校
木藤茂美 (英語)
10 年 目黒高校
横山千里 (英語)
8 年 北多摩高校
野村祐子 (家庭)
9 年 瑞穂農芸高校
西島雅美 (庶務係)
４年 建設局西多摩建設事務所
加藤いずみ(経理担当係長)２年 主税局世田谷都税事務所
仲 里美 (経理係)
１年 教育庁総務部
庄司トシ子(技能主事) ５年 立川高校
③着任された教職員、前任校
土肥信雄 (校長)
神津高校
金城和貞 (副校長)
久留米西高校
藤井清
(国語)
杉並高校
楠見智子 (国語)
南平高校
水谷文子 (国語)
広尾高校
岩橋正人 (社会)
工芸高校
伊藤秀雄 (数学)
井草高校
津田一哉 (理科)
雪谷高校
西山正樹 (理科)
多摩高校
山之内勇人(英語)
新規採用
石塚俊也 (英語)
荻窪高校
神保邦彦 (健全育成)
昭和高校
沖山学
(庶務係)
主税局品川都税事務所
有村圭子 (経理係)
新規採用
渡邉明彦 (経理係主任)
八王子工業高校
池田良子 (技能主事)
航空高専

