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母校倉1立 100周年記念事業にt皆 さんのご支援とご協力を !

実行委員長  常盤 正臣

母校南多摩高等学校は、西暦 2008年 (平成 20年)に学校創立 loO周 年を迎えることになりました。

創立 loo周年記念事業実行委員会は、2年前に設立されて以来、「記念式典 。祝賀J「記念募金J「記念誌」
「広報」「総務・財務J「名簿」など6つ の委員会をもつて構成 し、記念事業の成功を目指して精力的に活動

しております。
100周年の記念事業は平成 20年 10月 11日 に式典 :八王子市民会館、祝賀会 :京王プラザホテルで行 う

予定ですが、その具体的な内容については現在企画中です。
この一世紀という大きな節 目のときを活用し、母校が取 り組んでいる計画や課題への支援、そして母校

が目指す輝かしい未来像の実現に役立つ記念事業になるよう努力してまいります。

卒業生の皆様、そして在校生並びに関係各位の絶大なるご支援とご協力なくして本事業の成功はありま

せん。
つきましては、下記 3項 目について、皆様の格別なご協力をいただきたくお願い申し上げます。

口己

1 100周年実行委員会へのご参加とご協力を

(1) 記念募金委員会  企業や団体等への募金活動

(2) 広報委員会    広報活動やホームページの管理・運営

(3) その他委員会   皆様のお持ちの技術や能力
2 記念募金へのご協力を
(1)すでにご協力していただいた方々には心からお礼を申し上げます。

(2) これから予定されている方には、ぜひお早めのお振込みをお願いいたします。

お振込用紙請求先
記念募金委員会  ① 久保田 喜子

〃    ② 田 中 ミホ
3「同期会」等の調査へのご協力を

「同期会」「同級会」などを行っているグループ等はお知らせ下さい。

連絡先   総務・財務委員会  野 崎 捷 治  TEL 042-383-5066

夏が過ぎ、1秋、文化祭、気力|の溢れる時、各委員会の活動も活発となつています。南高祭に向け慌た

だしい中(皆様のご理解とご協力を得て作成した広報紙第2号をお手元にお届けします6引 き続き、

創立 10.0周 年記念事業の成功に向け、ご協力をお願いいたします: 《広報委員会》

TEL  042-642-2516(涯 塾)  0427-84-0888(7更 )

TEL  042-646-1155
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噺 祭11開催おめて●,ございます:

記念誌委員会は、南多摩高校創立 100周年の『記
念誌』発行に向けて、ただいま、一生懸命に努力 し
ているところです。原稿が寄せられる度に、感動の
輪がどんどん広がって行くのです。

皆様方よリー足お先に、貴重な寄稿文を読ませて
いただいているわけですが、皆様のご期待にそむか
ない、立派な記念誌を誕生させたいと、記念誌委員
一同気を引き締めております。

なんと言いましても、100年 に一度の記念誌にな

るわけです。本棚に酸欠状態になる記念誌ではなく、
ついつい、ひもときたくなる記念誌、南高の輝かし
い未来への橋渡しともなる、感動満ちあふれる記念
誌完成を目指してお ります。

記念誌の完成は、平成 20年 8月 の予定です。
どうぞ、今後ともご支援、ご協力のほど、心から

お願い申し上げます。

記念誌委員会委員長 夫
同

英

一

谷
員

染
委

記念募全委1員会の活動 |

「創立 loo周年記念事業」は、記念式典。祝賀会、
記念誌や会員名簿の発行などのほか、母校の後輩の、
豊かな国際性 と社会性を身に付けた人材育成のた
めの基金創立をめざし、活動しています。
本委員会では、「輝 く伝統 もうすぐ 100周年」

をスローガンにして、昨年 12月 、第 1回記念募金
活動を開始しました。この際の発送作業は、実行委
員 61人の協力作業により、「全委員が募金委員とな
る」意識をもつて取り組みました。
お蔭様をもちまして、8月 末で 1,500名 以上の旧

教職員・卒業生のご協力を賜 り、約 2,300万 円の協

賛金を頂戴しました。頂いた協賛金の平均は 1万 5

千円で、5万円以上の高額寄付は約 70人、6割の方
が多摩地域の方となっています。

現在、各委員会と協力し、今後の事業計画に取 り
組み、本年 12月 には、会員あての第 2回記念募金
活動と、地元企業への企業広告のお願いを予定して
います。記念募金の目標額にはまだ到達できません
が、平成 20(2008)年 の母校 100周年を成功裏に収め
られますよう、卒業生、地元企業等の皆様の絶大な
るご理解とご協力をお願いいたします。

記念募金委員会委員長代行  樋 川 藤 光

1莉計0「lrTA OLEさんで●成功

`せ

よ|,■ 00欄年誌念イベレト」

創立 loo周年記念事業実行委員会 式典・祝賀委
員会では、母校南多摩高校の 玲J立 loo周年記念イ
ベント」として、3つを企画し、諸準備に取り組ん
でいます。

あなたも是非ご参加 ください。
イベント1。 「OB合唱団」結成。

現役生徒に負けないぞ !!
皆さん現役時代の思い出に「合唱コンクール」

が懐かしく感 じていませんか?
「現役に負けないぞ !」 の意気込みで、なつか

しい仲間と共に、あの感動をもう一度、みんなで
楽しみ歌いましょう !!
2008年 南高合唱コンクール (予定)・ 記念

祝賀会で発表いたします。
イベント2.総合学習支援プロジエクト

=先輩に学ぶ=
いつたいどんな企画なの 。・・ ?

ひらたく言いますと、NHK・ TV「課外授業・よう
こそ先輩」の高校生版です。
私たちの後輩が、進学し社会人になって活躍され
ることに期待し、観察力や考える力を養 うために、
様々な分野で活躍している先輩が講師になって、
総合学習の時間帯に行 う授業です。皆さんの中で
進んで講師になってくださる方を募集 していま
す。また同窓生で適任な方をご推薦ください。

イベント3.チ ャレンジ・ ステップアップ登山
母校創立 loo周年に、100人規模で、日本 100

名山のひとつで都内最高峰の「雲取山」を目指し
ます。
ホ ッ プ/「三頭山」山登 り……本年 10月 29

日 (日 )に予定しています。
ステップ/「八王子八峰登山大会」に参加……

2007・ 8年に予定しています。
ジャンプ/「雲取山」登山 (計画中)

日ごろの運動不足解消、完歩後の達成感・心のリ
フレッシュ効果が高く、人生の思い出の一つに
「みんなで登れば怖くない」参加者が互いに楽し
める「山登 り」に参加 しませんか !!

お問い合わせ

OB合唱団/伊 藤 淳子

石川志津子

総合学習支援プロジェク

伊藤 淳子

清水 美輝
「三頭山」山登 り/

村井 康夫

武田 康子

大貫 京子

山口 慶介

式典・祝賀委員会

(電 042-635-2033)
(電 042-661-7201)
卜/
(電 042-635-2033)
(電 042-691-1658)

(電 042-627-1912)
(電 042-666-1824)
(電 042-651-2624)
(電 042二 664-1700)
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