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同窓会の活動と主な行事

毎年８月に定期総会を開催していま

定期総会開催

日（土）開

す。同窓生となる皆さん、ぜひ出席し

てください。今年は８月

催の予定です。

・

・

・

・

・

・

総会終了後、「 2020
島高同窓生の集
い」を開催します。今年は０のつく回

「島高同窓生の集い」開催
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記念品を贈呈。

（学校創立

周年を機に創設）

その活動を讃え、卒業時に賞状の授与と

優れた功績のあった生徒に対し、

部活動・学校教育活動において

島高在学三年間に、学業・

「川波賞」とは

います。

活動奨励金や奨学金の給付を行なって

充実した学校生活の支援のため、部

在校生支援

深い記事が満載です。

き方、また島田高校の様子など、興味

近況、女学校時代の元気な大先輩の生

同窓会活動の報告、恩師や同窓生の

同窓会報「川波だより」発行

ています。

真展など、毎年工夫を凝らして参加し

各界で活躍する卒業生の紹介や、写

い。
「六月祭」の参加

大歓迎です！是非ともご参加くださ

回生）中心ですが、同窓生なら誰でも

生（

70

祝 卒業
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（2020 年）

皆さん自身が学び得た努力の賜物
だと思います。
大きく時代が変化する中に皆さ
んの新しい日常が待っているわけ
です。楽しい時も嬉しい時も又辛
い時も寂しい時もあります。そん
な中で大きな夢を持って、自分を
信じて強く生きて行って欲しいと
思います。
私が学生の時に読んだ本に「青
春」という本があります。何度も読
み返しました。そこに「青春」とは、
ある時期をいうのではなく心の様
相をいうのであり、信念・自信・希
望・情熱・冒険心と共に生きること
が「青春」だと書かれています。皆
さんには生涯青春であって頂きた
いと思います。そしていろんな分
野で力を発揮し活躍されて
行くことを心から願って
おります。

編集・発行

〇丸目 陽 （ ＨＲ）
〇杉本 ももか （ ＨＲ）
優秀選手選出
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（

県立島田高校卒業生の皆さん、ご
卒業おめでとうございます。心よ
りお喜び申し上げます。まだ寒い
日が続いておりますが、間もなく
新しい門出に旅立ちにふさわしい
春が訪れます。卒業生の皆さんは、
その日を心待ちにして心躍る気持
ちだと思います。本校の卒業生で
もある私も、自分の当時と重ね合
わせ、どこか懐かしく嬉しく感じ
ておりま す 。
３年間という、長い人生のごく
ごく一握りの時間の中で皆さんは
見違えるように立派に成長された
と思います。勉強、部活動等を通し
て達成感、挫折感を味わいながら
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回生）

先輩からのメッセージ

聡（

同窓会副会長

森

秀樹（
回生）

回生の皆さん、卒業おめでとうご

～同窓会とは～
島高
ざいます。そして、
「島高同窓会」への入会
を歓迎致します。
「同窓会」という言葉には、大別すると

瀧井

３年生の皆さん、ご卒業おめでとうござ
２つの意味があります。１つは、卒業生が

同窓 生

21

月に講話させていた

32

本当にそうなんでしょうか？わかりやす

分自身に対しても誠実に向かい合って進

回生）

んでいってください。

鈴木健司 （

けて欲しいです。たとえ今は無くても、必

今この時、夢や希望があるならば追いか

同窓会理事

いデータがあります。「県民所得ランキン

グ」で検索してみてください。静岡県は常

に全国のトップ５に入っているんです。こ

れは、働く場所がなければ達成できないは
ずです。

交通の便、海の幸・山の幸…どれも全国で

にその 時か 、 その後 の「 や って良 かっ た」

ただ目の前のひとつの事に力を注ぐ、まさ

ず見つかるので焦らなくていいです。ただ

在校当時を懐かしみ、一時的に集まる懇親

トップレベルです。

実は静岡ってすごいんです。温暖な気候、

会です。皆さんも卒業後、何年か経ったら

回生の瀧井聡と申します。皆

さんの卒業に際して、一言メッセージを送
旧交を温める集まりの「同窓会」を催すこ

た組織としての会です。皆さんが入会した、

そしてもう１つは、卒業生による継続し

思った方は、是非、地元でその夢を実現さ

つけ、
「でもやっぱり地元っていいな」って

にチャレンジして、自分の進むべき夢を見

さを確かめる良い機会です。いろんなこと

生まれるのではないでしょうか。「新しい

と繋がって下さい。そんな時に夢や目標が

トでも無骨でも、
“ポリシー”を持って社会

確固たるものでも柔軟なものでも、スマー

長になります。〝ポリシー〟に気づきます。

「楽しかった」という達成感が君たちの成

らせていただきます。今日は私の失敗談に
とでしょう。

す。当時の私は、配属が銀座本社ではなく、

この「島高同窓会」は、会則を制定し、役

技術を世に出したい」「ひとに喜んでもら

入社した日産自動車での新人時代の話で

相模原の物流センターになったことで、ふ

せてください。たくさんの先輩が皆さんを

ＨＲ

ＨＲ

ＨＲ

ＨＲ

ＨＲ

百瀬刀麻

岡本

杉村

瞬

力

竹下智也

榑松蒼真

三浦秦平

矢部未来

鈴木里奈

池谷真衣

片山奈保

西山月乃

よろしくお願いします

ＨＲ

飯塚友梨

回生の学年委員さん

を心からお祈りしています。

望にあふれるカッコいい大人になること

い」
「単純にモテたい」
・・君たちが夢と希

える仕事がしたい」「安定した収入を得た

応援しています。

ご卒業おめでとうございます。

ころを見つけていくものだと思います。

人と人との関わりの中で「うまい」落しど

社会 に出 る と明確 な正 解 はあり ませ ん。

ことも 少な か らずあ った こ とと思 いま す。

った思い出だけでなく人間関係に悩んだ

高校生活はどんなものでしたか。楽しか

回生）

員を定め、同窓生間の親睦、母校・後輩へ

窓生と共に、これから「島高同窓会」を発

回生）

鶴 橋 美 奈子 （

の支援を主として活動しています。
回生の皆さん、２万人を超える同

展させる一員になっていただければ幸い

島高

にかけた生意気でいやな奴と思われてい
です。

ました。多分、周りからは、慶應出身を鼻

たと思います。そんな自分が変われたのは

田中義臣 （

今後の御活躍を祈念いたします。

ある上司との出会いです。その上司からは

仕事のやり方というよりは、会社人生の楽

同窓会理事

御卒業おめでとうございます。それぞれ
の夢に向かって新たな旅立ちですね。
都会へのあこがれを抱いて実家を離れ

い、その度に迷いや悩みが生まれると思い

皆さんはこれからもっと多くの人と出会
突然ですが、皆さんは地元に愛着を持っ

ます。そんな時に支えとなるのは今までに

ていく方も多くいると思います。
ていますか？当たり前のように育ってき

相談するだけでなく、迷った時にふと友人

培った「人との関わり」です。直接悩みを

が言っていた言葉を思い出す、そんなこと

たこの地をどのように感じていますか？
これから実家を離れて生活する方は、地

が力になってこの先の長い人生を渡って
いくのです。

衝突を恐れず、相手に対してもそして自

72

36

元というものを客観的に見てもらいたい
と思います。
静岡には自分が希望する仕事がないと
言って、都会で就職する人がいます。でも

36 35 34 33 32 31

しみ方を教えていただきました。会社終わ

りの宴会から、ゴルフ、ＢＢＱといった

様々なイベントに参加し、会社における人

間関係構築を助けていただきました。こう

いった仕事以外での人間関係が、その後の

プロジェクトメンバーへの選出や欧州勤

務というチャンスへつながったように思

います。先日 の講

和でもお話し した

ように、人と のつ

ながりを大切 にし
てこれからの 人生
たくましく生 きて
ください

35
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てくされていたように思います。会社の宴

実家を離れて生活することは地元の良

ついてお話しようと思います。大学卒業後

だきました

います。私は、昨年
12

会やイベントが大嫌いで、渋々参加してい

32

40
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