
平成14年10月26日、名古屋市公会堂で記念式典が
開催されました。
これまで、多くの在校生・PTA・職員・同窓生の
方々が各事業に携わって、ご助力いただいたことに
より、どれも、素晴らしいものになりました。
3年間にも及ぶ準備期間に多くの会議が開かれ、白
熱した論議が繰り返されました。どの議論にも母校
を慕う気持ち、50周年にふさわしい素晴らしい事業
にしようという意気込みが感じられました。
また会員の皆様からの協賛金ならびに種々の50周
年事業でご協力いただき、誠にありがとうございま
した。心より厚くお礼を申し上げます。
同窓会はこれからも皆様のご支援を得ながら中村
高校とともに歩みつづけ、さらなる発展を遂げたい
と思います。
最後に皆様のご健勝をお祈りいたします。

多くの来賓・PTA・同窓会員の皆様にご列席して
いただき、見事な記念式典が催されました。
午後からの記念公演や祝賀会も皆様の参加により、
成功に導くことができました。
この感動をお伝えしたく、この度同窓会報を刊行
することになりました。
当日の模様を伝えるには紙面が足りないかもしれ
ませんが、ご覧いただき、母校の50年の節目と、私
たちの青春の1ページである高校生活を回想していた
だければと思います。
これからも変わらぬご支援を賜りますようお願い
申し上げますとともに、同窓会、ならびに中村高校
がますます発展することを願っております。
50周年事業にご協力いただき、誠にありがとうご
ざいました。謹んでお礼を申し上げます。
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大好きな母校への感謝と、中村で学んだ多くのことを伝
えたくて、心をこめて脚本を書きました。可愛い後輩た
ちと桜井校長先生の好演に目頭が熱くなった私、忘れら
れない50周年となりました。皆様、本当にありがとうご
ざいました。
演劇公演「わが故郷は平野金物店－夢さえあれば」

原作、脚本　　内藤洋子(14回生)

高校時代に時間を逆戻ししてくれる唯一の方法は、私
にとって応援歌を同窓会場で歌う時です。今回も舞台
の端で歌わさせて頂き、至福の時を一人占めにさせて
頂きました。有難う御座いました。

与語　潮（13回生）

記念式典に出席して

記念式典は、昭和58年に創立30周年記念式典を企
画・実施した同じ会場で催され、感慨ひとしおのも
のがあった。厳粛な中にも活気に満ちた式典が進行
したが、歴代校長先生の中には何人かの幽界に入ら
れた方や体調不良でご出席されない方も多く、一抹
の寂しさと歴史の重さを痛感した。
午後の記念公演は、著者の内藤洋子さんの卒業担任
でもあり、当時を想起させるひとこまであった。

福原　稔（旧職員）

桜井校長から花束を受ける内藤洋子さん

大好評だった記念行事「わが故郷は平野金物店－夢さえあれば」

50周年
記念式典・祝賀会
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50周年記念式典では、式典イベント部の一員とし
て参加させていただきました。
はじめ、この部は本当にまとまりがなく、式典イ
ベント部長の吉田君の苦労に反して、先行きはと
ても不安でした。しかし、一人一人の力により、
短い制作期間にもかかわらず、すべての計画が思
った以上の成果だっといえます。
この式典で、先輩方、後輩たちと
もに、“やるときはやる”という、
中村の精神を実感しました。

安井隆博（44回生）

祝賀会で35年ぶりに指揮棒を振りました。校
歌・学園歌・応援歌を久しぶりに熱唱しまし
た。旧音楽部・合唱部のOB・OGの皆さん、
同窓会総会で合唱しましょう。是非ご出席くだ
さい。

宮崎晃吉（15回生）

「わが故郷は平野金物店―夢さえあれば」に出演して

私は演劇をやったことがなく、足を引っ張ってしまうのではないかと
不安でした。練習は緊張感があり、良い雰囲気で楽しくできました。
台詞の言い回しが自然にできるように、普段の会話に意識してみまし
たが、名古屋弁も演技をすると、難しいと思いました。
本番は、私なりに精一杯でき、とてもよい経験になりました。参加で
きて本当によかったと思います。

山口奈都美（在校生）

山田　昌さん（中央） 天野鎮雄さん（左）

式典イベント部の写真展

校歌斉唱

合唱部発表

緞帳（記念品）

中庭（記念品）



ご購入のラストチャンス！！
おかげさまで好評！残りわずかとなりました。
懐かしい写真、熱い思いの寄稿エッセイ満載。
座談会には名物先生も登場！
中村高校50年のあゆみが、これ一冊にギュッ
と詰まっています。

価格　2,000円（送料込）

申し込み方法：
下記にお問い合わせ下さい

同窓会事務局
〒453-0068 名古屋市中村区菊水町1-2-18

（中村高校内）
TEL.052-411-7760 FAX.052-413-5357
e-mail : yhattori@nakamura-h.ed.jp

中村高校創立50周年を記念して、新たな門出に同窓会名
を「中村会」として、50周年記念祝賀会にて発表しまし
た。
「中村会」が同窓生の皆さんにとって身近であるように新
たな企画、催しを計画していこうと思います。

1. 同窓会組織の充実
2. 会員名簿の管理
3. 財務の確保
4. HP・会報等の広報活動
5. 総会の運営
6. 同窓会創立50周年記念行事の計画
7. 会則の改正
8. 土・日曜日の学校施設の運用と活用、
在校生への支援

9. 中村高校創立60・70周年への事業育成
10. その他（イベント企画、ゴルフコンペ等）

皆さんとともに歩む「中村会」をご支援ください。
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記念誌販売のご案内
50周年記念誌

中村高校創立50周年記念事業決算報告

「中村会」発足

回生 氏名 旧姓 役職
1 柘植　佳孝 会長
9 中村　允昭 副会長
18 堀田　守人 副会長
26 高木　靖之 副会長
33 大隅　浩一 副会長
16 笹野　明美 寺西 書記
16 小川　貴義 書記
18 堀田　久富 会計
19 服部　保弘 会計
1 二村　忠雄 会計監査
17 宮沢　成子 宮沢 会計監査
2 高村　義男 常任幹事
3 二羽　稔 常任幹事
5 樹神　武夫 常任幹事
6 堀田　貞雄 常任幹事
7 笠谷　新吾 常任幹事
7 松藤　文代 小室 常任幹事
9 服部　吉隆 常任幹事
10 松本　良平 常任幹事
10 萩原　義昭 常任幹事
11 杉本みち子 渡辺 常任幹事
14 内藤　洋子 平野 常任幹事
15 宮崎　晃吉 常任幹事
15 吉川　欣一 常任幹事

収入　　　　　　　　予算　　　　 決算
協賛金(同窓会) 10,000,000 10,190,255
協賛金(PTA) 1,550,000 1,509,000
同窓会補助金 3,000,000 3,000,000
生徒会補助金 1,000,000 1,000,000
記念誌広告 2,500,000 2,569,383
雑収入記念誌販売 50,000 92,000
雑収入貯金利息等 － 10,008
合計 18,100,000 18,370,646

中村高校同窓会総会のご案内
下記のとおり開催しますので皆様方のご出席を心からお待ち申し上げます。

平成15年8月17日（日）
○11：30～受付
○12：00～同窓会総会
○13：00～懇親会

ルブラ王山
名古屋市千種区覚王山通り8-18
TEL052-762-3151
地下鉄東山線「池下」下車2番出口から覚王山通りを東へ5分

3,000円
48回生は無料日

　
時

場
　
所

会
費

同窓生で住所変更をされた方は同窓会事務局までご連絡下さい。お願い

第48回

発行所　「中村会」愛知県立中村高等学校同窓会事務局　〒453-0068 名古屋市中村区菊水町1-2-18（中村高校内）TEL.052-411-7760（代表）

祝賀会決算報告

中村会役員一覧

●収入
科目　　　　　　　 決算　　　　　　　 備考
会費 3,424,000 8,000円×428名
合計 3,424,000

●支出
科目　　　　　　　 決算　　　　　　　 備考
祝賀会費 2,826,006
振込用紙印刷費 15,800 15,600枚
案内状印刷費 10,500 旧職員用
郵送費 438,984
名札シール代 11,550 500名分
パンフレット用紙費 9,392 B4 600枚
会議費 34,692
司会者交通費 10,000
エレクトーン運搬費 31,500
ゴム印購入費 4,500
雑費 31,076 振込手数料
合計 3,424,000

支出　　　　　　　　予算　　　　 決算
式典 （会場費） 800,000 793,000
式典 （需用費） 550,000 1,098,581
行事 （演劇） 3,200,000 3,200,000
行事 （写真等） 350,000 299,136
記念誌（制作費） 4,300,000 4,299,750
記念誌（編集費） 1,000,000 690,665
記念誌（郵送費） 800,000 595,075
記念品費 5,000,000 7,202,160
祝賀会補助費 100,000 －
予備費 2,000,000 －
剰余金 － 192,279
合計 18,100,000 18,370,646

回生 氏名 旧姓 役職
16 中村弥寿子 三垣 常任幹事
16 伊藤　義人 常任幹事
18 田中　隆彦 常任幹事
20 墨　まゆみ 常任幹事
21 林　　勝彦 常任幹事
22 太田　守彦 常任幹事
24 ●田　大輔 常任幹事
29 田口　健次 常任幹事
29 丹後　　茂 常任幹事
37 山田　幸雄 常任幹事
39 大宮　功次 常任幹事
41 大原　義行 常任幹事
43 加藤　里奈 常任幹事
44 野水　弘司 常任幹事
45 吉田　真良 常任幹事
47 古木　啓介 常任幹事

中村高校校長 桜井　正一 顧問
中村高校教頭 川本　　巽 顧問
中村高校教頭 西尾恭一郎 顧問
中村高校事務長 山田　好雄 顧問

16 竹内　昌子 松本 中村高校教諭
21 加藤　善久 中村高校教諭
26 杉嶋　重男 中村高校教諭
26 加藤　伸夫 中村高校教諭

出席の方は返信はがきに記
入の上7月31日（木）までに
ご郵送ください。

角


