
   

 五中－瑞陵１１０周年記念事業のご案内 
 

瑞陵会会員・旧職員の皆様                            
五中－瑞陵１１０周年記念事業委員長 

                                瑞陵会会長     中村利雄               

 向春の候 会員の皆様方にはますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 平素は瑞陵会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、本年１０月に下記要領で五中－瑞陵１１０周年記念行事を行います。皆様方には式典、一人芝居の公

演、祝賀会にご参加いただきたくご案内申しあげます。 

 一昨年の映画「杉原千畝」の上映以来、名古屋市の「人道の道」設定など様々な話題で瑞陵高校に注目が

集まり、母校が飛躍する良い契機となっております。同窓会は本来同窓生の交流・親睦の組織でありますが、瑞

陵会は、百周年の頃から学校と在校生支援を積極的に行ってきており、それらは瑞陵を受験する中学生の志望

理由の一つもなっています。今回の１１０周年も一過性の行事で終わらせることなく、母校の支援を継続し、将来

を担う人材の育成につないでゆきたいと考えております。 
  今や瑞陵会会員は４万人を超え、皆様にご案内を送るのに３５０万円の費用を要します。そこで、今回は記念

行事へのご参加、母校支援募金へのご協力をお願い申しあげるとともに、ホームページを活用して経費を節減

しつつ活動の周知を効果的に行う方法のご案内のため全会員の皆様にお送りしました。３年前の瑞陵会基金設

立に際しては多大なご協力をいただきましたことへのお礼を申し上げつつ、一層のご協力をお願いする次第で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

記 

１ 記念式典、記念行事 

  （１）日 時  平成２９年１０月２１日（土）    午後１時から３時４５分まで （１２時３０分受付開始） 

  （２）場 所  瑞陵高校瑞光館（体育館） 

  （３）内 容  式典、 先輩からのビデオレター、 水澤心吾一人芝居「杉原千畝物語」鑑賞、 吹奏楽部演奏  
２ 祝賀会   

   （１）日 時   式典終了後 午後５時３０分から７時３０分（午後５時受付開始） 

   （２）場 所   メルパルク名古屋 (地下鉄千種駅１番出口正面) 名古屋市東区葵 3-16-16 TEL 052-937-3535 

   （３）会 費   ５，０００円（当日支払い）  
３ 記念事業 

（１）瑞陵会会員名簿の作成（済） 

（２）旧講堂・図書館（感喜堂）耐震改修工事に伴う内部整備 

     ① 定時制給食室と普通科生徒の学習室とを分ける可動式間仕切り設置（済） 

     ② 空調施設の設置（済） （リース代金約１，１００万円不足） 

     ③ 感喜堂に先輩顕彰パネルを設置（江戸川乱歩・杉原千畝氏は設置済、今後谷川徹三・岡部金治郎・ 
都留重人氏を予定） 

（３）１１０周年記念関連行事   
書籍『杉原千畝と命のビザ』を生徒に配布    感喜堂行事の新設 
記念ゴルフ大会の開催（平成 29 年 5 月 3 日（水・祝） 藤岡カントリークラブ）  

４ 参加申込み 

［記念式典・祝賀会］ 同封の葉書に○をつけて申し込んでください。（恐縮ですが切手を貼ってください） 
             準備の都合がありますので申込み締め切りは５月末日とします。 

            （出席確認葉書を９月末までに返送いたします。当日は確認葉書をご持参ください。） 
  ［ゴルフ大会］ 参加申込みは３月末日  

（詳細は「瑞陵会」ＨＰ http://www.bekkoame.ne.jp/i/zuiryokai/ でご覧ください。）   
５ 問い合わせ先 

     瑞陵高校・同窓会事務局 森 重統（しげのり） 

     学校所在地 〒467-0881 名古屋市瑞穂区北原町２－１ TEL 052-851-7141  FAX 052-852-5364



        最近１０年間の同窓生・同窓会の母校・生徒支援活動の紹介    
１ 廣瀬清市瑞陵高校奨学事業（２００５年から２０１１年まで）     

廣瀬清市氏（五中 24 回生）の出資 

    愛知万博生徒入場券補助（500人 2005年）、海外への

生徒派遣事業や生徒の自主研究への補助 
   （７年間１７回の派遣で約２００名の生徒がアメリカ・ド    

イツ等を訪問した。）   
２ 濱島誠一朗生徒奨学事業 （２０１０年から開始）  

廣瀬先生の遺志を継いだ濱島誠一朗氏（瑞陵 20 回生） 
の出資  生徒の自主研究、研修バスツアー（正倉院展

や杉原千畝記念館など各所）の補助等 毎年 200 名ほ

どが参加   
３ 「一般財団法人 瑞陵高校助成基金」設立（２０１２年から開始） 

    廣瀬先生の遺志を継いだ熊澤喜八郎氏 （瑞陵 16 回生）の出資 

   海外への生徒派遣事業を復活し、第１回は米国スミソニアン博物館等、第２回はルーヴル美術館・大英博

物館等へ派遣  現在までに６回実施、約７０名が参加   
４ 同窓会の支援 

２００７年  五中－瑞陵百周年記念事業 

      式典と歌舞伎鑑賞（第４３回吉例顔見世 
故市川團十郎丈）在校生参加  御園座 

        ポプラシート事業 （百周年記念事業・歌舞伎鑑賞 
        希望高校生を年間５０名招待） 

       （2016 年まで 10 年間、延べ 500 名参加）   
２００９年  ・日本科学技術振興財団会長  

有馬朗人氏講演補助 

      「２０世紀の物理学の発展－物質の根源を求めて－」 （百周年記念事業の一環 瑞光館）  

      愛知スーパーハイスクール研究指定事業として全校生徒対象    
２０１２年   日本・イスラエル国交 60 周年記念オリーブ植樹（イスラエル公使来校） 

      『杉原千畝と命のビザ』（サンライズ出版）を全校

生徒に贈呈 （瑞陵２２回生 近藤哲典氏を中

心とした有志） 

     ・「賛助会費」の募集開始 

      同窓会活動資金の不足を補うこと、同窓会とＯＢ

をつなぐネットワーク構築を目的として設立。

（5,000 円の協力で５年間会報を送付している） 

現在まで約 1,000 名のご協力をいただいており

ます。（目標は 3,000 名） 

全国大会出場生徒補助、 吹奏楽部楽器購 
入補助、生徒会活動補助、同窓会行事補 
助等に使用   

２０１４年  ・「一般財団法人 瑞陵高校瑞陵会基金」設立   

              周年行事等の同窓会活動、学校支援事業の財政的基盤として設立 

              現在までに約 1,300 名、2,600 万円のご協力をいただいております。  

 
五中-瑞陵 100 周年記念式典（御園座 2007.10） 

 
廣瀬事業リトアニア派遣・カウナスの杉原記念館（旧

領事館）にて（2006） 

 
オリーブ植樹（2012） 



２０１５年   ・旧講堂（感喜堂）に可動式間仕切を 
設置し学習室整備（１１０周年記念事業・基金） 

        ・旧講堂に空調設備を整備（１１０周年記念事業・    
基金）  

２０１６年  ・生徒会文化的行事、映画鑑賞会補助 

       2015 年制作映画 『杉原千畝』を「後期文化的 
行事」として鑑賞（３月・名古屋市民会館）       

          ・リトアニアのスギハラハウス（旧日本領事館） 
補修費用寄付  

２０１７年  五中-瑞陵１１０周年記念事業  感喜堂空調

整備事業継続、『杉原千畝物語』公演、書籍『杉

原千畝と命のビザ』寄贈等  
５ 毎年行っている同窓会の活動 

 ・総会、講演会、交流会の実施   （還暦学年が幹事担当、参加費 5000 円、事前申込み不要） 

     毎年８月第４日曜日の午後に行っています。   
※今年は１０月２１日の記念式典終了後  メルパルク名古屋で実施します。 

  ・瑞陵会報の発行 

     例年８月に発行しています。賛助会費にご協力いただいた方にお送りしています。  
     今年の「瑞陵会報２０１７」は、式典にあわせ９月に発行する予定です。 名刺広告を募集しています。 

 ・瑞陵会ホームページ   

     同期会等の情報提供を行っています。住所変更の連絡などにもご利用ください。 

     （http://www.bekkoame.ne.jp/i/zuiryokai/  瑞陵会、瑞陵高校からも検索できます。） 
  

一般財団法人「瑞陵高校瑞陵会基金」 と 「賛助会費」 へのご協力のお願い 
 

「瑞陵高校瑞陵会基金」 

 母校応援活動でご案内のとおり、瑞陵会は周年行事用に一般財団法人「瑞陵高校瑞陵会基金」を設立し、学
校と後輩の支援に充てております。既に約 1,300 名の方々から 2,600 万円の浄財が集まりましたが、今回の１１０
周年行事を完遂するためにはエアコンのリース代等を中心に最低でも 1,300 万円が必要となって参ります。多く
の方々からご援助いただきたく、再度のお願いすることになりました。一口 5,000 円、一口以上でお願いしており
ます。ご協力をよろしくお願い致します。 
  口座番号 ００８８０－４－１８３４８９ 口座名 一般財団法人瑞陵高校瑞陵会基金 
 

「賛助会費」 

 卒業生の入会金だけでは現在の同窓会の日常的活動を支えることが出来ません。そのために、一口 5,000 円
の「賛助会費」へのご協力をお願いしております。5 年分の会費と考え 5 年間会報を送ります。現在 1,000 名の
方からいただいている年間約 100 万円の賛助会費は同窓会活動の支えであり、生徒の課外活動等の支援にな
っております。3,000 人を目指しております。こちらにもご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申しあげ
ます。 
  口座番号 ００８８０－７－１９０７４０ 口座名  瑞陵会 
 
 今回は瑞陵会基金へのご協力をお願いしておりますが、ご賛同がいただければ賛助会費にもご協力いただ
けると幸いです。同封の払込用紙を使ってご協力ください。 
 その際、卒業年（何回生）、お名前、住所を正確に（マンションの室番等も）ご記入ください。 （会報等が届き
ませんので、よろしくお願いします。） 
 

 

 

 

経費の削減案 （他にもありましたらご意見をいただけると幸いです） 
①ホームページの定期的更新と内容の充実、（そのために同期会、クラス会、部活 OB 会などの情
報をお寄せください。） ②賛助会費協力者の拡大（知人・友人にお声をかけていただけると幸い
です）  ③一定年齢の方への会報送付を始める（例：卒業後２０年、４０年等） 
④期別幹事、部活ＯＢ会との連携。 

 
エアコンの付いた感喜堂学習室（2015） 



五中－瑞陵１１０周年記念事業委員会（瑞陵会関係分）  （ ）内は卒業回 

委  員  長 会  長： 中村利雄（17） 

総務委員会 副会長： 佐合広利（20） 
式典委員会 副会長： 荒木郷兵（16）、青木偉晃（17）、天野清美（17）    

    募金委員会 副会長： 濱田 堯（15）、佐合広利（20）      

     事業委員会 副会長： 一ノ瀬喜之（18）、寺田志郎（20）、親睦委員長：木村鍾治（18）    
     会報委員会 副会長： 濱田 堯（15）、浜島昭二（19）       

事務局：森 重統（20）、神谷彰彦（22）、西郷孝（27）、 
菱田高光（20）、坂内敏嗣（20）、清水日出男（24） 

 
平成２８・２９年度瑞陵会役員名簿 

名誉会長 新井 忠（校長） 

名誉顧問 鳥居 大（五中 37） 高木 修（5・前会長） 

顧  問 判治誠吾（12） 三宅養三（12） 斉藤二郎（13） 伊神勝彦（15） 加藤正躬（17） 

久田宗弘（17） 揖斐敏夫（19） 錫村明生（20） 岡本信明（22） 

会  長 中村利雄（17） 

副 会 長 濱田 堯（15） 荒木郷兵（16） 青木偉晃（17） 天野清美（17） 一ノ瀬喜之（18）  

浜島昭二（19） 佐合広利（20）  寺田志郎（20） 

常任幹事 武藤正男（定6） 坂東信吾（13） 滝山 昭（16） 石橋 畝（17） 片山真紀（17） 水野達郎（17）  

安島政実（18） 木村鍾治（18） 木下道子（19） 栗田真砂（20） 濱島誠一朗（20）森 重統（20） 

澤田耕一（21） 秋田真希子（21）木村恵子（21） 柴田達男（21） 神谷彰彦（22） 鬼頭 誠（22） 

鬼頭恵子（22） 近藤哲典（22） 成田龍一（23）  松尾知之（23） 下岡和美（23） 上杉修平（24） 

鈴木克彦（24） 朝倉隆司（25） 天鷲操子（25） 松本有子（25）  中根卓郎（25） 岩田 隆（26）  

西郷 孝（27）  鈴木英利（27） 早瀬弘親（27） 若松文彦（27）  田中健二（28）  富屋誠一郎（28） 

青山和暁（29） 古橋成彦（29） 石原広道（29）  上林公子（29） 山下富喜雄（29）玉山哲郎（30） 

山口 寛（37） 佐藤成俊（38） 野間 巌（39） 近藤茂弘（42） 三品耕作（47） 

総  務 篠原 昇（教頭）兵藤直人（教頭・34） 

会計管理 田中義仁（事務長） 

監  査 石川治志（教頭）三浦チエ子（5） 

 
 
以下の方々の宛先を探しております 
  
賛助会費・瑞陵会基金にご協力いただいた方と卒業後 4 年以内の方に会報をお送りしたのですが、宛先不明で返送
されて来た方々です。住所等をご存じの方がいらっしゃいましたら事務局までお知らせください。 
 
五 37  田中  丈雄 
五 38  磯村  光三 
五 40  奥村  保明 
五 41  村瀬  満 
6      佐橋  八重子 
6      原田  美怜 
6      目方  十郎 
7      足立  豊彦 
7      伊奈  美智子 
10     永田  和子 
10     平尾  一正 
14     大西  祐司 
14     山本  武 
15     田内  千恵子 
15     長谷川  忠男 
16     橋本  芳樹 
18     辻   健郎 
19     石原  博志 
19     中野  吉晴 
19    比沢  一行 
19    真野  敬子 
20    芝野  由和 
20    高木  明 
20    田沼  良平 

20   宮本  芳樹 
23   野村  昌治 
23   和田  洋子 
24   小島  幸子 
26   杢野  朝正 
27   日野  雅 
28   仲保  吉正 
29   伊藤  滋子 
29   大田  哲三 
29   笠   正憲 
36   丸山   孝 
38   大田  安浩 
38   桑原  永昭 
41   松井  弘子 
46   西田  康伸 
47   池口  伸也 
63   加納  香織 
65   伊東  篤志 
65   太田  和翔 
65   大塚  啓介 
65   岡田  奈々 
65   小川  真名美 
65   小原  幸 
65   小原田  翔 

65   久保田  木都 
65   柴田  みさき 
65   白井  洵 
65   東川  泰子 
65   細川  俊介 
65   柳原  梨奈 
65   山野  妃菜子 
66   今枝  陽 
66   加藤  薫 
66   兼松  美智 
66   齊藤  諒 
66   丹菊  健人 
66   羽生田  理紗 
67   泉   菜穂 
67   奥村  春香 
67   柿本  有紀 
67   京崎  大我 
67   村野  良介 
67   山平  楓 
67   横山  碧 
68   荒深  まいか 
68   河合  伶 
68   長坂  昌憲 
68   中瀬  志帆 

定 30   森  巌 
定 41   若森  順一 
定 62   寺中  麻美 
定 63   山下  晏須美 
定 65   壬生  千尋 
定 65   千賀  歩美 
定 65   北林  裕大 
定 65   良  拓実 
定 66   伊藤  智晴 


