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会長あいさつ

第３代同窓会会長　柳田　尚久

　 足崎の地に、勝田高校が開校した
年、その年に誕生した子が、今、四十
歳のおじさん、おばさんになっている。
と考えると、四十年という年月の重さをあ
らためて感じる。
　 この四十年、その年毎に、勝田高校で学ぶ生徒がいて、その
学びを支える先生方がいて、保護者や地域の方々がいて、それ
らの思いが集まって、つないできた四十年である。
　 そして、同窓会も高校の歩みと同様に、今まで細々とではあ
るが、つながってきた。しかし、この四十周年という節目に、
志ある仲間たちが、同窓会という組織に新風を吹きこんでくれ
ている。その成果がまさに今日の、「四十周年を祝う会」だと
言える。
　 今後の勝田高校同窓会の実質的な充実を、心から楽しみにし
ている。そして勝田高校がますます地域の中で光る学校になる
ことを！

校長挨拶
　　　　　　　　　　　

勝田高等学校
校長　萩谷主郎

　県立勝田高等学校同窓会の第１
回総会が，盛大に開催されますこ
とに対して，本校教職員を代表し
て，心よりお祝い申し上げます。
また，日頃より，本校の教育活動
にご理解・ご協力を賜り，衷心よ
り御礼申し上げます。

　本校は旧勝田市初の普通高校と
して誕生して以来，幾多の変遷を
経てまいりましたが，卒業生の皆
様のご努力，ご活躍により，現在
ではひたちなか地区を代表する進
学校として，その存在価値を示し
ているところでございます。
　教育を含めた社会を取り巻く環
境がは目まぐるしく変化している
今日ですが，今後とも同窓生の皆
様方が常に熱い思いを寄せ，誇り
を持って見守っていただけるよう
な学校づくりに邁進して行く所存
ですので，今後も変わらぬご支援
をお願い申し上げます。
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新役員紹介
会　長　　黒澤　敦（５）
副会長　　川又　繁（１）
　　　　　益冨　晃一（２）
　　　　　（校内幹事兼務）
　　　　　阿久津　隆男（７）
　　　　　大谷　浩一郎（９）
事務局　　佐藤　久彰（１３）
　　　　　（事務局長）
 　　大畠　雅弘（１３）
 　　鈴木　道夫（２７）
会　計　　小池　光浩（７）
監　査　　大貫　裕治（１）
常任幹事　斎藤　文隆（２）
　　　　　額賀　正彦（２）
　　　　　鹿志村　武史（５）
　　　　　中田　由彦（６）
　　　　　佐藤　真人（７）
　　　　　宮田　忠明（７）
　　　　　深川　隆成（７）
　　　　　平野　壱久（１１）
　　　　　萩谷　公康（１１）
　　　　　人見　孝（１３）
　　　　　鬼澤　豊孝（１３）
　　　　　黒澤　務（１３）
　　　　　俵　はるみ（１３）
　　　　　畠山　元気（２２）
　　　　　大内　聖仁（２４）
　　　　　七部　努（２７）
　　　　　坂爪　美恵（２８）
顧　問　　柳田　尚久（１）
　　　　　（前会長）
 　　永井　資郎（１）
　　　　　（初代会長）
 　　和地　貞夫（１）
　　　　　（2代会長・物故）

新会長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第４代同窓会会長
前勝田高等学校ＰＴＡ会長
黒澤　敦（５期）

創立40周年記念祝賀会に際して

創立４０周年の節目の年に、このように多くの同窓生の皆
様にご参加を頂き、この祝賀会が盛会に開催できますこと
を、心より嬉しく思います。
本年より同窓会会長にご指名を頂きました５期生の黒澤と
申します。

さて、母校におきましては、去る３月１日に第３８回の卒
業式が行われました。
１９６名の生徒達が、大きな期待と不安を胸にそれぞれの
進路へと踏み出したところです。
まもなく、勝田高校の卒業生は10､000名となります。
同窓生相互の親睦を図り母校の発展に寄与するために、よ
り多くの皆様にご参加頂ける同窓会作りに努力してまいり
ますので、よろしくお願いいたします。
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■■総会次第
第1回勝田高等学校同窓会総会
　於：アジュールひたちなか
開式の辞
校歌斉唱
現同窓会会長あいさつ
学校長あいさつ
　議長選出
　１号議案
　２号議案
　３号議案
　その他
　議長退出
現副会長挨拶
新会長挨拶 
総会の閉会 

■■祝賀会次第
茨城県立勝田高等学校
創立４０周年記念祝賀会
　於：アジュールひたちなか

開式の辞
新会長あいさつ
来賓祝辞
学校長挨拶
来賓紹介・祝電披露
　小野さんよりご挨拶
出席恩師紹介
乾　杯
立食で歓談
余　興
・JAZZピアニスト
　　森作知美さんの演奏
・リレーあいさつ
スタッフ紹介
校歌斉唱・応援団エール 
閉式の辞
エンディング

■司会・進行
原田　美由香（１７期）
ＦＭぱるるんパーソナリティ

初の同窓会総会、同窓会主催の学
校創立４０周年記念祝賀会の開催

平成２５年３月２３日土曜日。同窓生全体での初めての総会を
挙行、そして創立４０周年の祝賀会が、会場にあふれんばかり
の熱気の中、勝田高等学校同窓会主催でアジュールひたちなか
（ひたちなか市新光町）において挙行。

昭和５１年卒業を第１期とし、本年平成２４年度で学校創立４
０周年を迎えます。約１万人の卒業生を輩出した母校。記念す
べき、この度の第１回総会、祝賀会には、北は北海道、南は兵
庫県という遠方より駆けつけられた同窓生、そして恩師を含め
約３５０人の参加になります。

第１部の総会では、規約の全面刷新他、役員の新任など含め３
つの議案を承認、可決。第２部の祝賀会では懇親会として、旧
友と、そして恩師と旧交を温め、校歌の斉唱、応援団のエール
など青春を振り返る格好の時を過ごすこととなりました。

役員会では、この度の総会、祝賀会を皮切りに次年度より更な
る活動に拍車をかけるべく、東京支部の創設、高校野球の応
援、恩師を招いた勉強会など企画をまとめ実施を検討しており
ます。同窓会では、一期生が現在５５歳。先輩方は脂の乗りき
った社会の中核でバリバリ世代。全国に広がるこの輪、世代を
超えた人脈を母校勝田高校卒業した後輩に広く親しんでもらう
のも親睦会としての同窓会の大きな役目ではないかと考えてお
ります。単に懐かしいだけではなく、行動し実践を旨とした元
気な同窓会活動で母校の発展に寄与できたらと願う次第です。

思い出の創立十周年記念式典
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４０周年に寄せて

さわやか交通株式会社　
代表取締役　大貫　裕司（1期）

創立４０周年おめでとうございま
す。
第一期生として入学し、早４０年
が立つんだなぁと、感慨深いもの
があります。
入学当初は本館しかなく、グラウ
ンドも使えるような状態ではあり
ませんでした。
毎日、グラウンド整備をしながら
部活したのを、思い出します。
そのころから何もない中で物を生
み出す、フロンティアスピリッツ
が生まれたような気がします。
私どもの、㈱さわやか交通は、お
客様に愛される今までにないタク
シー会社を作ろうと、今から
１３年前に立ち上げました。
はじめは色々な軋轢がありました
が、フロンティアスピリッツで
様々な事を乗り越え、
今のさわやか交通が出来上がった
と思います。

これから、５０周年に向けて私も
色々な事にチャレンジして行きた
いと思います。

同窓生の皆様も、勝田高校卒業生
として、自分の歴史を作って頂け
たらと思います。

勝田高校創立四〇周年お
めでとうございます

D-02オフィス株式会社
代表取締役　木内 俊行（８期）

想い返すと卒業式でのある光景
が、映像の様に甦ります。
蛍のひかりが流れる中、体育館か
ら速足で退出する私たちを先生方
がアーチを作って笑顔と拍手で送
って下さいました。

あの日から二十九年の時間が流れ
ました。
先生や友人、校舎やグラウン
ド・・・今になって様々な事が
次々に思い浮かんできます。
これも三年間、あの足崎の学び舎
で過ごした確かな証かと思いま
す。
振り返ると、多くの事を学ばせて
頂き、私を育ててくれた勝田高校
のへ感謝の気持ちでいっぱいで
す。

最後になりましたが、母校の発展
と同窓生のご活躍、ご健康を願う
ばかりです。

４０周年に寄せて

ひたちなか市役所
国井　純（36期）

この度は、勝田高校創立４０周年
おめでとうございます。
私は、東日本大震災の１０日前に
卒業した第３６回生です。震災に
より勝田高校も大きな被害を受け
たと聞きひどく不安でしたが、こ
うして４０周年を迎えることがで
きとても嬉しいです。

　いま、在学時代を思い出すと、
勉強に部活にアルバイトに遊び
に…と非常に充実していました。
この当たり前のように過ごしてい
た３年間は、先生方やＰＴＡおよ
び関係者の方々、そして友人のサ
ポートがあっての３年間だったの
だなと今更ながら、感謝の気持ち
で一杯です。

　この場をかりてお礼させていた
だきます、皆様と勝田高校が大好
きです。今後ますますのご発展
を心からお祈りいたします。
ありがとうございました。

会員寄稿
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学校沿革
昭和４８年　４月　８日 第１回入学式
昭和４９年　１月１８日 開校式挙行
昭和４９年　６月　５日 校旗樹立・校歌発表会
昭和５０年１０月２３日 体育館兼講堂竣工
昭和５１年　３月　１日 第１回卒業式挙行，同窓会発足
昭和５５年　４月２１日 プール完成
昭和５７年１１月　６日 創立１０周年記念式典挙行
昭和６０年　７月１９日 共同宿泊施設「洗心館」竣工
平成　４年１１月　１日 創立２０周年記念式典挙行
平成　９年　５月３１日 多目的学習館竣工
平成１４年１０月２６日 創立３０周年記念式典挙行
平成２５年　３月２３日 第１回同窓会総会　
平成２５年　３月２３日 同窓会主催　
　　　　　　　　　　　　　 創立４０周年記念祝賀会挙行 校舎建築中の様子

耐震化工事でイメージが変わった現勝田高校校舎
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校歌
田口五郎：作詞
臼井英男：作曲

筑波の峯の空青く
白雲あわく　よぎるとき
ああたらさきの　学舎に
伸びゆくいのち
われら　ひらかん

　　旭日高き　東海に
　　熱砂をかたく　ふみしめて
　　おお建学の　意気高く
　　限りあるみの
　　ちから　ためさん

那珂の流れに　波さわぎ
暗雲ふかく　とざす日も
いざともがらよ　手をとりて
明日の郷土を
ともに　になわん

◆

●編集後記：ちょうど１年前、片付けをして見つけた３０周年記念式
典時発行の会報。日付を見て今年度が四十周年だと気付いたのがスタ

ート。学校は３年前にやらないと決定だとか・・・だったら、有志で
やろう！と一念発起。紆余曲折、いろいろありましたが、皆さんより
多大なご協力いただき盛大に今日の日を迎えることができました。
目標は、目指せ知道会！そして「カツコウ」と言って「勝田工業ね」
って言われるのが実に悔しいのでそれの払拭。おとなしい母校勝田高

校が、一定の存在感見せられればと願う次第です。（さ）

勝田高等学校　同窓会

茨城県立勝田高等学校同窓会
http://katsuta-ob.org
平成２５年３月吉日発行

発行責任者　柳田　尚久（１期）

■編集／構成／デザイン
　佐藤　久彰（１３期）

■印刷
　(株) メディアクロス水戸
　中田　由彦（６期）

★同窓会に
参加しよう！
１）今後企画されるイ
ベントや事業のお誘い
は、下のQRコードからメ
ールアドレスやお名前
などの登録をお願いし
ます。

２）役員会に参加しよう！

役員会では、事業の計画・予算の執行・委員
会の設置をし、顔の見える形で運営されて
います。そして、この会議の後の懇親会。こ
れが楽しい！！これのために運営されているのかと錯覚するほ
どです。

現在、同窓会では、若い方々のご意見を渇望しております。

是非とも、お力を貸して下さい。案内は、先ほどのメール、勝田
高等学校ＦＢ支部、公式ホームページで案内します。


