
  
 

 
新緑の季節を迎え、同窓会会員の皆さま

にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

今年も恒例の三鷹高校同窓会総会の季節が

参りました。皆さまお忙しいこととは存じ

ますが、現・旧職員の方々や同窓生ととも

に、懐かしい話や近況を語り合うひととき 

 

を過ごすのはいかがでしょうか。お友達や

ご家族をお誘い合わせの上、ご参加くださ

いますようご案内いたします。 

三鷹高校同窓会には専従係員がいないた

めに行き届いたサービスができない状況で

すが、同窓会ホームページ（４ページ参照）

などを通して、皆様のご声援にお応えでき

る活動を続けて行く所存です。今後ともご

支援を心よりお願い申し上げます。 

同窓会費値上げのお願い 
2007 年度から年額 1000 円に 

日頃から同窓会活動にご支援いただきあ

りがとうございます。３年前の会報でもご紹

介しましたが、三鷹高校同窓会の会計が厳し

い状況から改善されず、会費値上げをせざる

を得ない状況となりました。ついては、来年

2007 年度から現状 500 円の年会費を 1000
円に値上げいたします。会員各位のご理解を

お願いいたします。 
 同窓会会計は４ページにあるとおりで、収

入は卒業生の入会金 2000円と会員皆様に振
り込んでいただく会費からなっております。

最近ではそれぞれ 60万円強と 130万円前後
であり、繰越金を合わせて 230 万円程度の
規模の収入となっています。対する支出は会

報発行費が 160 万円程度で後は総会費、事
務費、運営費、援助金等になります。 
平成元年頃は 10クラス体制で入会金が多
く、会報発行費も 100 万円程度と少なく、
繰越金は 300 万円程度あり、７～８年ごと
に発行する名簿を、当年までの会費納入者に

送付する余裕もありました。しかし、その後

収入減、支出増の傾向が強まり、６年前には

危機状態となり、会報で状況を訴えて多くの

会費納入をいただくことで何とか危機を脱

しました。ただ、その後も厳しい状況は変わ

らず、支出削減として、運営費の削減やＰＣ

を使っての版下作成による会報発行費削減、

市内特別郵便の利用（近隣郵便局への個別持

込）などを進め、今年からは宛名へのバーコ

ード印刷による更なるコスト削減も始めま

した。一方で、今年から同窓会負担の郵便局

振込手数料が 70円から 110円に値上がりす
るなど、もはや限界となりました。返信はが 

きでは、会費未納入者への会報発送停止など

の意見も寄せられておりますが、同窓会の趣

旨から全員配布は続けてゆく考えです。 
三鷹高校の同窓会費が現状の 500 円に値
上げとなったのは 28 年前の 1978 年です。
近隣の都立高同窓会会費は、活動内容の違い

もあるので単純比較はできませんが、年会費

1000～2000 円、あるいは複数年まとめて
10000～20000円、入会金10000～15000円、
となっております（ＨＰでの調査）。 
以上の事情を勘案いただき、2007 年度か

らの年会費 1000円への値上げをご理解いた
だきますようお願いいたします。なお、本年

度中に振込いただいた会費は過去分、将来分

に関わらず年 500 円で計算します（４ペー
ジ参照）。今後とも同窓会活動にご支援、ご

協力をよろしくお願いいたします。 

第５５期生の新入会員を迎えました 
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都立三鷹高校同窓会は、この３月に３００余名の５５期新入会員を迎えました。

少子化などにより、積み重ねた歴史を閉じる都立高校がいくつも出ている中、母校

周辺では４年後に迫った中高一貫校としての具体的検討が開始されます。そんな環

境の中、恒例の同窓会総会を６月１１日(日)に開催いたします。懐かしい旧友やご

家族をお誘い合わせの上、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

総会・パーティのお知らせ 

日時： ６月 11 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 17 年度決算報告 

 2.平成 18 年度予算について 

 3.役員改選について 

4.その他 
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総会は６月 11 日開催 
 
 
 
 
  校長 土肥 信雄 
同窓生の皆様こんにちは。 
 昨年は三鷹高校にとって忘れられない年

となりました。それは三鷹高校サッカー部

が、全国選手権東京都予選決勝まで進んだ

ことです。西が丘サッカー場を、同窓生の

皆さんを含めた鷹高関係

者が埋め尽くし、応援席

が一体となった感動は、

私も忘れることが出来ま

せん。テレビ中継でも、

アナウンサーが文武両道

の三鷹高校を称賛してく

れたことを、誇らしく思

いました。私自身も高校、

大学とサッカーをやって

いましたので、昨年のサ

ッカー部の夏の合宿には

参加し、生徒達が一丸と

なって努力している姿を

見ました。三鷹高校の入

学試験にサッカーの特別

枠はありません。その意

味でも、生徒の努力の結

果なのです。私が着任し

た年に、このような感動

を経験でき、まわりの皆さんから「本当に

幸せな校長ですね」と言われています。

サッカー部が決勝まで進んだこともあり、

１８年度入学試験においては高倍率とな

り、優秀な生徒を迎えることが出来たと思

います。 
さて、同窓生の皆さんはすでにご存知だ

とは思いますが、三鷹高校は平成２２年度

から中高一貫校として新たに出発する予定

です。中高一貫校についてはさまざまな問

題点もあると思いますが、三鷹高校にとっ

ては、進学校として生き残る道であったと

思います。今年度（平成１８年度）、いよい

よ三鷹地区中高一貫校基本計画検討委員会

が、東京都教育庁学務部によって設置され、

その組織や内容が具体的に検討されること

になりました。 
 私は都立高校全盛の、昭和４２年に都立

高校を卒業しました。都立高校は、勉強だ

けでなく学校行事や部活動も盛んで、その

点が都立高校の素晴らしいところだと思っ

ています。私はこの三鷹高校を、かつての

都立高校のようにしたいと考えています。

昨年の６月、平成１７年度に開校した中高

一貫校の１年生の授業を見てきました。非

常に優秀な人材が集まっており、授業の展

開がとても早く、さすがに凄いと驚きまし

た。今年度開校した都立中高一貫校の入学

試験でも、全ての学校で、募集人員の１０

倍を越える生徒が集まり、優秀な人材が確

保されました。 
 私は三鷹高校の学校経営計画の中で、「基

本的人権を尊重して平和で人間性豊かな社

会を構築する社会的リーダーの育成」を明

示しています。社会的リーダーの資質とし

て、高い見識と豊かな人間性が不可欠だと

思っています。三鷹高校は学校行事や部活

動が盛んで、豊かな人間性を育成する環境

は十分に整っています。中高一貫校になれ

ば、社会的リーダーとなるべき優秀な人材

を確保でき、都立高校の復権も可能になる

と確信しています。平成２２年度の開校に

向け、同窓生の皆様にもご協力をお願いす

ることがあると思います。何卒、宜しくお

願い致します。 

中高一貫校に 
むけて 

(1) 

今年度同窓会総会へ出席予定の先生方 
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（４月 29日時点）。 
○谷口 雍先生     ○中山 雄一先生   ○島根 岱助先生  
○秋末 一郎先生   ○向山 薫先生    ○三井田 達雄先生 
○奥山 英男先生  ○小林 宣彦先生  
＊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。 

母校だより   伊藤秀雄先生 
◆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 

  林道雄  (理科)   10 年  
  西山正樹 (理科)   １年  
  簗田陽子 (保健体育) ６年 
  馬場幸子 (養護)   ８年   
②異動された方、本校在職期間と異動先 

  蔦谷有希子(国語)   ５年 都立町田工業高校 
  湯浅隆史 (国語)   ９年 都立国立高校 
  成田賢太郎(地歴)   ４年 都立拝島高校 
  深野良寛 (公民)   ９年 都立松原高校 

田辺久美子 (家庭)     都立神津高校 
飯塚千砂子 (養護)     都立大泉高校 
五十嵐久美子(主事)     都立農業高校 
山田典弘  (主事)     都立国分寺高校 
榊原智恵子 (技能主事)   都立府中工業高校 
土屋明子  (主事)嘱託   北区桐ヶ丘郷小学校 

◆今年度の学校行事日程 
球技大会   ５月１日（月）～２日（火） 

合唱際    ６月14日（水） 

体育祭    ９月７日（火） 

鷹高際    ９月16日（土）～17日（日） 

卒業式    ３月10日（土）

濱田澄子 (家庭)  ９年 都立保谷高校 
皆川誠  (室長)  １年 都立向島工業高校 

  小林岳朗 (経理係長) 2 年 都立新宿山吹高校 
  沖山学  (主事)  １年 世田谷区立駒繁小学校 
③着任された教職員、前任校 
  高見治己 (国語)      都立大島高校 
  松井水穂 (国語)      新規採用 
  天野隆  (地歴)      都立江戸川高校 
  服部進治 (公民)      都立南多摩高校 
  吉田純子 (理科)      都立神代高校 
  手塚麻紀子(理科)      新規採用 
香取毅  (保健体育)    都立杉並高校 
結城妙子 (保健体育)   都立忍岡高校 

   
小林茂  (保健体育) ６年 都立翔陽高校 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
三鷹高校サッカー部は、2005.11.19(土)に国立西が丘サッカー
場で開催された、第 84回全国高校サッカー選手権大会東京都
Ａブロック決勝戦に出場、強敵修徳高校と戦いました。先制

のゴールを奪い、前半は１：１で終えたものの、後半に２点

を返され１：３で惜敗、準優勝となりました。昨年も準決勝

まで進んでおり、今後ますますの活躍が期待されます。今年

度も応援をいただくとともに、新聞等の情報に注目下さい。 

 

祝！サッカー部 都大会準優勝 


