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瀬戸西高等学校

同窓会－第10号－

　今年は定期総会・懇親会
　　　　　　　を開催します。

　　　　　 陶西会会長　谷口　利仁

　会員の皆様にはますますご健勝にてご活

躍のこととお慶び申し上げます。

　本来なら、平成19年と20年に会報を発行する事業計画で

したが、諸事情により大変遅れてしまいました。会報を楽

しみにしていた皆さんにはご迷惑をおかけしました。今後

は定期的に発行できるよう頑張りたいと思います。一緒に

作業をお手伝いしていただける方が見えましたら、ぜひ事

務局までご一報ください。

　さて、瀬戸西高校も一昨年創立30周年を迎えるにあたり、

記念事業実行委員会が設置され、陶西会からも会長、副会

長が実行委員会に参画し、すべての事業を無事終えること

ができました。同窓会としては寄付金を贈呈し、各教室に

扇風機が２台ずつ設置されました。

　今年度は、３年に一度の定期総会を開催する年です。こ

れまでは日曜日に開催していましたが、次の日が仕事等で

ゆっくりできないとの意見が多かったので、今回は８月22

日（土）にグレイセルで行います。ぜひご参加をいただき、

会員同士の交流、母校との絆を強めていただきたいと思い

ます。昨年中学の同学年同窓会を開催しましたが、半年以

上前からクラス幹事が何度も集まり、１軒ずつ電話で住所

や出欠を確認したりする作業や、会場をどこにするかや会

費はいくらにするか、無断欠席者が多数出てお金が足らな

くなったらどうするか等様々な問題が出てきました。その

点で定期総会後に開かれる懇親会を上手に同期会やクラス

会、部活ＯＢ会の１次会として利用していただければ幹事

の負担も少なくて済むと思います。

　今春、入会された29回生を含めると会員総数は10,000名

を超える、大きな組織となりました。今後も常に時代に合

った同窓会にするべく変革していかなければなりません。

皆様の一層のご支援ご協力をお願いします。

　誇り高き瀬戸西高校

　　　　　　　 校長　渡津　英一郎

　様々な地域、各分野で活躍されている陶

生会の皆さん、健やかにお過ごしのことと

思います。私は、18年度から本校九代目校長

として勤務させていただいています。鉄道で豊田市から通

っています。

　勤務し始めた春、矢田川沿いの桜は、八幡神社の高台に

向けて豪華に咲き誇っていました。環状線の高架からは、

さながら雲海のように果てしなく拡がってみえました。ひ

とたび風が吹くとうねるように大きく揺れ、時折綻びると

ころは幾千の花びらとしてそよぎ鮮やかに煌めいていまし

た。瀬戸の出発はこの美しさで歓迎され、胸が高鳴りました。

　三河地方の勤務が長かったので、早く地域の教員になり

きれるよう、瀬戸を観たり、聞いたり、また、食べたり歩

いたりしました。陶磁資料館や瀬戸蔵で学びました。赤津

や品野で、歴史と伝統を教えてもらいました。新世紀工芸

館やマルチメディア伝承工芸館では、新しい瀬戸の息吹を

感じました。まだまだ勉強不足だとは思いますが、瀬戸の

魅力を充分満喫させていただけるようになりました。この

街を愛する一人として仲間入りさせてもらっていることに

感謝しています。

　瀬戸西高校については、申し上げるまでもありません。

19年度に創立三十周年を迎え、常に優れた人材を輩出し、

卒業生は既に一万名を超えるほどになりました。地域にな

くてはならない学校として、名誉ある地位を築きつつ、そ

の存在を誇示して参りました。生徒と教員は共々、皆さん

が築いて下さった伝統と歴史を守り、更に新しい時代に向

け先取の気概を持ち日々頑張っています。

　今後も、本校発展のため微力ですが努力して参りたいと

思っています。変わらぬご支援のほどよろしくお願いいた

します。最後になりましたが、陶生会のますますの発展と、

皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたします。

平成18～21年度  教職員の異動
＜平成18年度＞ ＜平成18年度＞

　神野　　薫 退　職 　渡津　英一郎（校長） 新城設楽教育事務所設楽支所から

　中神　貞子 退　職 　小野　明宏 守山高校から

　梶田　芳伸 春日井西高校 　松本　千賀子 春日井高校から

　原田　辰巳　 春日井工業高校（他界） 　松崎　真由美 東海南高校から

　江上　　修 瀬戸高校 　森川　亜紀 瀬戸北高校から

　桝田　敬子 春日井東高校 　新美　沙織 尾北高校から

　小縣　真理子 春日井西高校 　村瀬　恭子（事務） 小牧高校から

　伊藤　美智子（事務） 旭野高校 　瀬川　光造（事務） 一宮建設事務所から

　新田　利栄子（事務） 愛知商業高校 　近藤　正治（用務員） 新　任

　竹橋　義明（校長） 退　職 ＜平成19年度＞

＜平成19年度＞ 　向谷　良三 加茂丘高校から

　大矢　高義 瀬戸北高校 　中島　正喜 瀬戸北高校から

　杉浦　友行 退　職 　内海　　均 瀬戸窯業高校から

　伊藤　隆夫 瀬戸北高校 　植村　元統 新　任
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　陶西会の会則では、定期総会を３年に１回開催することになっています。懇親会は高校を卒業して

から、普段はなかなか会うことのできない仲間や先輩・後輩と直接集まれる絶好の機会です。さらに

恩師を囲んで同窓交流の輪を広げたいと存じます。

　つきましては、第９回定期総会を下記のとおり開催いたします。ぜひご出席くださいますようお願

い申し上げます。

　総会終了後に懇親会を開催しますので、クラス会や部活ＯＢ会の１次会としても積極的にご活用い

ただきたいと思います。

　ただし、恩師に来ていただくためには、直接皆さんからの声かけが必要です。

記

　☆ 日　時…平成21年８月22日（土）午後１時30分～　総　会（受付は午後１時から）

　　　　　　　　　　　　　　 　　 午後３時～　　　懇親会（受付は午後２時30分から）

　☆ 場　所…グレイセル（瀬戸市見付町71）

　☆ 懇親会…会費　１人　3,000円、 27・28・29回生は1,500円（当日徴収いたします。）

　　　　　　 ※子供連れ参加ＯＫです。

　☆ 申込み…出席の場合は、同封の返信用ハガキに50円切手を貼って７月末日までにお出しください。

＜平成19年度＞ ＜平成19年度＞
　近藤　修三 豊明高校 　内藤　博基 常勤講師
　丹羽　英樹 春日井西高校 　田儀　崇史 常勤講師
　小川　　智 東山工業高校 　上田　美枝（事務） 春日台養護学校から
　瀬川　光造（事務） 愛知県 ＜平成20年度＞
＜平成20年度＞ 　古田　孝典 瀬戸北高校から
　牧原　秀一 松蔭高校 　古川　敦朗 天白高校から
　長谷川　直仁 天白高校 　森本　初美 旭野高校から
　林　　律子 千種高校 　三代沢　徹 長久手高校から
　岡　　淳子 日進西高校 　塩屋　雄一 日進高校から
　前原　淑子 春日井東高校 　植村　雪絵 海翔高校から
　十代　好久 退　職 　篠田　　亮 新　任
　加藤　憲秋 退　職 　藤井　脩平 常勤講師
　内藤　博基 豊田北高校 　渡辺　裕貴 常勤講師
　田儀　崇史 根室西高校 　浅野　公太 任用講師
　長谷川　いつ子 退　職 　加藤　みなみ 新　任
＜平成21年度＞ ＜平成21年度＞
　長田　賀文（教頭） 春日井工業高校 　大内田　昇（教頭） 尾北高校から
　山口　昌男 退　職 　後藤　克己 長久手高校から
　谷口　達夫 退　職 　阿部　雅裕 旭野高校から
　若林　義和 退　職 　近藤　晴一 昭和高校から
　眞川　和彦 明和高校 　山田　みゆき 瀬戸北高校から
　矢ヶ部　敏裕 旭野高校 　岡島　正純 豊田西高校から
　東畑　玲子 高蔵寺高校 　伊藤　千織 守山高校から
　山崎　徳幸（事務） 三好養護 　黒柳　昌宏 新　任
　加藤　みなみ 退　職 　伊東　真吾 新　任
　落合　　寛 高蔵寺高校 　三浦　智子 新　任
　桑原　しづ子 退　職 　野場　　緑 長久手高校から

　水野　英明 期限付教諭
　岡田　将行 実習教員
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グレイセル
〒489－0808
瀬戸市見付町71番地
（瀬戸商工会議所西）
TEL．0561－85－5111
http://www.gracel.com

■交通のご案内■
・愛知環状鉄道「瀬戸市駅」
　より車で３分、徒歩15分

・名鉄瀬戸線「新瀬戸駅」
　より車で３分、徒歩15分
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