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あいさつ

同窓会の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと思います。平素より、格別なご支援、
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昭和52年に創立された本校は、本年創立33年を迎え、卒業生も1万3千人にせまり、各界での活躍
は大きな評価をいただいております。また、平成18年度に挙行されました創立30周年記念事業にお
いては、同窓会から熱い支援をいただきました。

あらためてお礼申し上げると共に、今後も変わらぬご支援をお願いいたします。

さてご案内のとおり春日部東高校の創立以来の発展は輝かしいものがあり、進路実績と部活動の
成果において県下有数の高校に成長いたしました。これも皆さんの長年にわたる苦労のたまものと
存じます。平成6年には人文科を設置し、キャリアガイダンス、サマースクール、オーストラリア
海外研修(本年度は新型インフルエンザ流行のため中止)、課題研究等、ユニークな教育活動を実践
し、更なる発展を期しております。このような活発な学校活動の中、野球部が今年の全国高校野球
選手権埼玉大会において、準決勝進出という本校を象徴する大活躍をいたしました。

今後も同窓会の皆様には変わらぬご支援をお願いすると共に、会員の皆様の横のネットワークを
密にされ、気軽に本校を訪れていただくようにお願いし、ご挨拶といたします。

同窓会設立30周年を祝して

校長 山崎 道雄

この度、埼玉県立春日部東高等学校同窓会は設立30周年を迎えることとなりました。ここに記念

式典を挙行し、会員の皆様とともにお祝いできることを心から喜ばしく思います。また、本日は多数
の関係者の皆様のご参集をいただき、厚くお礼申し上げます。

私、先ほどの理事総会におきまして中村前会長に代わり同窓会会長に選任されました柳原です。
30周年という大きな節目の年に大役を受け、大変光栄に存じております。

さて、同窓会は会員(卒業生)の相互の親睦と母校発展への寄与を行ってまいりました。卒業生の活
躍もさることながら、在校生の皆さんの勉学・部活動の輝かしい功績は誇りに思い、諸先生方、PTA

の皆様、後援会の皆様の日々のご尽力には深く感謝申しあげます。

ここ数年の社会環境の変化に伴う個人情報の保護や新型インフルエンザ等の感染症により同窓会活
動に大きく影響する問題や、また環境問題・景気低迷もあります。引き続きさまざまな環境の変化に
合わせた運営を目指し、迅速に対応していきたいと考えております。

設立30周年の記念にあたり、これまで会員の皆さまや同窓会の発展に力を注いで下さった方々に

深く感謝し、皆さまの益々のご健勝と、春日部東高校の発展を祈念し、引き続き皆さまのご指導、ご
鞭撻を賜りますようお願い申しあげまして、設立30周年の挨拶とさせていただきます。

同窓会設立30周年を迎えて

同窓会会長 柳原 智博

30周年のロゴマークについて

このロゴマークは太陽と木をモチーフに3つの思いを込め
てつくられました。

太陽のような暖かい気持ちで母校を見守り、応援し続けて
行こうという思い、

木の年輪のように年を重ね、これからも良い伝統を引き続
いていこうという思い、

若葉のように勢いよく成長し、発展していこうという思い
です。

これからも多くの皆様方のご協力をいただきながら、着実
に成長していけますよう、よろしくお願いいたします。
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春日部東高等学校同窓会設立30周年、誠におめでとうございます。

私は初代 渡辺会長より会長職を引き継ぎ、微力ながら20数年間、同窓会活動のお手伝いをさせてい

ただきました。引き継いだ当初は渡辺会長の後任ということで私自身戸惑いもありましたが、理事の
方々、会員の皆様に支えられ、任を全うできたと思っております。ありがとうございました。

今後はＰＴＡ会長という立場で母校の応援と、発展に携わってゆきたいと思っております。

私が入学したころの東高は、設備もままならないような新設校でしたが今ではさまざまな環境･設備
が整った公立高校としては数少ない学校の一つとなる事ができました。これも一重に、今まで携わっ
ていただきました諸先生方、後援会の皆様、近隣の住民の方々、卒業生、その他たくさんの人たちに
支えていただいた賜物だと卒業生の一人として大変感謝しております。

さて、同窓会としての活動も30年という節目を迎えたわけですが、本当の同窓会の活動はこれから

が真意を問われるところだと思います。母校の発展に寄与するだけでなく、新しい何かを築きつつ柳
原新会長を先頭に50周年、100周年に向かいさらに充実した活動をしていっていただきたいと思いま

す。

同窓会の皆様には益々御健勝にて御活躍のことと存じます。

埼玉県立春日部東高等学校同窓会が設立30周年を迎えますことを心からお慶び申し上げます。東高校
は昭和52年に創立され、今年33年目を迎え、卒業者数も平成20年度卒業生までで12,567名となり、広

く各界で活躍されており、誠に喜ばしい限りであります。

この間の東高校の進路実績や部活動の成績は目覚ましく、平成6年には人文科を創設するなど躍進を続

けてまいりました。現在も｢文武両道｣の校訓の下に、諸先生方の熱心な指導で、生徒たちは勉学に部
活動にと励んでおります。

ところで、企業30年説という企業のライフサイクルを表す言葉があります。昨今は3年や5年の短い周

期と言われることもあるようですが、要は自己変革の努力なしにはどんな企業も厳しい経営を迫られ
るということでしょうか。

同窓会設立30周年にあたる本年度に、会長職が第3期生の中村謙一氏から第11期生の柳原智博氏に引

き継がれました。中村前会長には、会長在職期間の堅実な運営と御苦労に感謝と労いを衷心より申し
上げます。また、柳原新会長には良き伝統を継承するとともに、新たな視点での運営による同窓会の
発展をご期待申し上げたいと思います。

結びに、同窓会の皆様の益々の御健勝、御発展を祈念すると共に、揺るぎなき愛校心で母校を温かく

見守っていただくことをお願い申し上げて、お祝いの言葉といたします。

春日部東高等学校同窓会

設立30周年を迎えるにあたって

ＰＴＡ会長 中村謙一

同窓会設立30周年に寄せて

後援会会長 佐久間 勝

会長 柳原智博(11)

副会長 高橋栄一(6)・山梨美保(16)・石川かほり(19)

書記 片野真由紀(21)・吉田文(25)・土田あさひ(27)・眞々田知佳(30)

会計 板垣誉臣(18)・梅田裕樹(20)・畑中里美(28)・矢島勇樹(30)

監査 大島崇(15)・夏川高志(19)

相談役 中村謙一(3)

理事 伊藤美雄(1)・佐々木富枝(1)・中島孝夫(1)・渡辺一雄(1)

高田慎一(2)

住田一夫(3)・須沢哲朗(3)

水間唯浩(4)

堀越真生(5)

舘岡美和(6)・吉田康裕(6)・松本康弘(6)

横山直行(7)・加藤哲也(7)・小西紀文(7)・名古屋義直(7)

黒田陽子(8)・酒井一好(8)

見坂洋(9)・谷山弘一(9)・府川正義(9)

遠藤美幸(10)・岡田智子(10)・川辺美代子(10)・大野達司(10)

田崎智幸(11)・藤浪孝之(11)

今別府尚子(12)・菅野博基(12)

篠原紀行(13)・平忠之(13)

岩佐和明(14)・山下百恵(14)・竹内牧子(14)

小橋朋和(15)・西内教郎(15)

渡辺裕也(16)

安田美智代(17)・柳川豪(17)

山内尚人(18)・柴山大(18)

宇野豊(19)・斎藤康雄(19)

浅野篤志(20)・村上裕美(20)・鈴木裕也(20)

佐藤大輔(21)・川上智子(21)・平一輝(21)・野口結夏(21)

久保田真由子(22)・青木智恵子(22)・谷川悠(22)・島田有希子(22)

高守祐介(23)・山口甫(23)

古川奈緒美(24)・山村浩史(24)・山田侑一(24)・新井大地(24)・坪井利 佳子(24)

石井茉緒(25)・渡邉高弘(25)・本田知子(25)

河野光(26)・関根亜由美(26)・関根健人(26)・佐藤菜つみ(26)・柴野良平(26)・小太刀香代(26)

栗原春香(27)・佐藤俊輔(27)・森内繭花(27)・柳沢卓(27)

工藤良介(28)・佐藤龍治郎(28)・松井勇太(28)・土屋優紀(28)

伊藤順之(29)・岡田美緩(29)・高橋宗一郎(29)・赤坂幸恵(29)・田中希 (29)

荻野裕斗(30)・石塚達也(30)・野中千鶴(30)・和田香織(30)

同窓会理事名簿



同窓会会則

第１章 総 則
第1条 （名称）本会は、埼玉県立春日部東高等学校同窓会と称し、本部事務所を同校内に置く。

第2条 （目的）本会は、会員相互の親睦をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 （事業）本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。

１．親睦会

２．母校の教育事業に対する後援

３．その他必要と認められた事業

第4条 （会員）本会は、埼玉県春日部東高等学校の卒業生を会員とし、母校の現旧職員を特別会員とする。

第２章 役 員
第5条 本会には次の役員を置く。

会長1名、副会長3名、書記4名、会計4名、監査2名、理事 各期若干名、特別顧問1名、顧問1名

但し、会長を除く役員については、若干名を増員することができる。

第6条 （役員の選出）役員の選出は次の通りとする。

１．会長、副会長、監査は、理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。

２．書記、会計は会長が委嘱し、総会の承認を得て決定する。

３．理事は各期の代表者、ならびに会長が委嘱した者とする。

４．顧問は母校の現職員の中から、会長が委嘱した者とする。

５．特別顧問は母校の現校長とする。

第7条 （役員の任務）役員の任務は次の通りとする。

１．会長は本会を代表し、会務を総理する。

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その任務を代行する。

３．書記、会計、監査、理事は、会長の指導のもとに会務に従事し、会の運営に当たる。

４．顧問は校内における事務を行う。

５．特別顧問は本会の運営に関して必要な助言を与える。

第８条 （任期）役員の任務は２年とする。但し、再任は妨げない。

第３章 会 議
第９条 本会の会議は、総会、理事会とする。

第10条 （総会）定期総会は年１回とし、予算、決算、事業報告、役員の承認、その他を審議し決定する。

又、会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第11条 （理事会）理事会は、第５条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の

運営に関する事項を審議する。

第４章 会 計
第12条 本会会員は終身会費として卒業時に5,000円を納入する。

必要に応じて臨時会費、寄付金等を徴収することができる。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第５章 雑 則
第14条 本会会員は住所等の変更があった時は、本会に届け出なければならない。

第15条 本会は次の帳簿を常備する。但し、本会の活動のみの使用を目的とする。

１．会計簿 ２．会員名簿 ３．役員名簿 ４．議事録

第16条 本会会則の変更は、総会において出席会員の過半数の賛成を必要する。

付則 本会則は昭和５５年３月１０日より施行する。

付則 本会則は平成１１月６月１３日に改正された。

付則 本会則は平成１７月６月２５日に改正された。

東高と同窓会のあゆみ



同窓会の主な活動東高の今

同窓会公式ＨＰ いしづえ

http://www.ishizue.net/

リニューアルしました！！

同窓会の主な事業

・理事会、年1回の総会

・学年同窓会への援助

・生徒会活動や部活動への援助

・ＨＰの運営

・母校の記念事業への参加、助成

・同窓会における記念事業の計画

・文化祭におけるサロンの運営

・同窓会入会式

同窓会の30周年事業としてはＨＰのリニューアル、30周年式典の開催、
ロゴマークの制作、記念品(30周年ロゴ入りエコバッグの製作)などを
行いました。

３０周年を期に今後は、さらにＨＰの充実を図ると共に、より学年同窓会
等の開催を行いやすくしていこうと思っています。

このプレハブは今でも
吹奏楽部の部室として
使われています。

中庭もゆとりのスペースに

なりました。

昔は牛乳屋さんが
来ていましたが、
今は自動販売機
です

東高は今でも文武両道。

勉強も部活も活躍しています。

学校の３０周年事業で各
教室に冷房がつきました



卒業記念品

1期生 緞帳

2期生 歌碑、植樹

3期生 親子時計、紅白幕、桜の植樹

4期生 体育館用円卓１基、庭園植樹一式

5期生 掲示板２基、正面玄関庭園植樹一式

22期生 懸垂幕装置、

校名パネル

23期生 体育倉庫、

グランド用ソーラー時計

5期生 記念品

6期生 図書一式、校庭植樹、

事務用品、ＯＡ機器

7期生 金屏風一双、校庭植樹

8期生 ブロンズ像一体

6期生 記念品
9期生 自然石、パソコン一式

10期生 記念樹、校庭生垣

11期生 グランドピアノ

12期生 舞台幕一式

13期生 合宿所冷暖房施設一式

14期生 桧造り白木校歌額

6期生 記念品

8期生 記念品

8期生 記念品

15期生 映写スクリーン一式、記念樹一式

16期生 記念樹一式

17期生 ショーケース

18期生 ジェットヒーター、記念植樹

19期生 電子ボード掲示システム

20期生 記念植樹(赤松)、テント

21期生 体育館袖幕等、ジェットヒーター

24期生 イージーアップテント、

シュレッダー

25期生 記念碑(文武両道)

26期生 ソーラー式屋外灯

27期生 掲示板(ロータリー)、

ソーター

14期生 記念品

27期生 記念品

18期生 記念品

21期生 記念品

２８期生 中庭改修

２９期生 イージーアップテント

３０期生 イージーアップテント


