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Topics

梅雨空の候、同窓会会員の皆様におか
れましては、ますますご健勝でご活躍の
ことと拝察いたします。また、平素から
同窓会事業の推進につきましては、一方
ならぬご支援ご協力をいただき、深く感
謝申し上げます。
コロナ禍の中、感染対策を講じながら
ではありますが、今年の夏は、３年ぶり

に「廿日えびす」が開催される予定であり、久々の町の賑わい
に期待したいものであります。
世羅高校の大幅な定員割れが生じました。学校の未来を気遣
う声が聞こえる中、５月末、世羅高等学校にオリンピック金メ
ダリストの高橋尚子さんをお迎えし、陸上部の選手のみならず、
県内の陸上競技を目指す小中学生を対象に「陸上教室」が開か
れました。競技指導はもとより高橋さんの生き方に触れ、参加
者は多くの学びを得ることができました。地域の世羅高校への

　４月１日付けで、着任いたしました大島
裕と申します。どうぞよろしくお願いいた
します。
　同窓会の皆様には、平素から本校教育の
充実・発展のために、ご支援・ご協力をい
ただいておりますことに対して、深く感謝
申し上げます。

　歴史と伝統を誇り、地域の皆様に支えられ、期待される学校の校
長としての責任の重さとともに、大きなやりがいを感じております。
　令和２年度の男女ダブル優勝、令和３年度の男子優勝を果たし
た陸上競技部をはじめ、英語検定準１級合格、全国ユース環境活

　世羅高等学校同窓会の皆様には、日頃
より本校の教育活動に多大なる御理解と
御支援を賜り、心から感謝申し上げます。
　さて、私事ですが、令和３年度末の人
事異動により、福山商業高等学校に赴任
することとなりました。世羅高等学校在
任中は、１年間という短期間ではありま
したが、微力ながら私なりに精一杯務め

ることができました。これもひとえに同窓会の皆様をはじめ、
地域の皆様など、各方面からお力添えを賜ったことと感謝して
おります。
　この１年間を振り返りますと、前年度から続くコロナ禍におい

令和４年度の人事異動には驚いたと感じた同窓会員や世羅町民・保護者が多かったのではないだろうか。校長先生と教頭先生が同時に
異動ということもあるんだと認識を新たにした次第です。新しく世羅高に赴任された先生方、どうかよろしくお願いいたします。
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熱い思いが、この「陸上教室」の開催につながったように思い
ます。
一方、町民や同窓生の願いは、駅伝に限らず、「躍動する世羅
高生の姿」であります。三年間の学びをもとに、世界へ羽ばた
く人材としての歩みに期待したいものです。
さて、今年度の同窓会報も広報委員のご尽力により、発刊す
ることができました。また、取材に際して数々の情報提供をく
ださいました世羅高等学校をはじめ、多くの皆様方に厚く感謝
申し上げます。
最後になりますが、皆様方に吉報をお届けいたします。本年
秋には新たに広島市を中心とした地域に「世羅高校広島校友会」
を立ち上げる動きがあります。10月には、３年ぶりに「同窓会
総会・懇親会」を開催形態や規模を考えながらも実施したいと
考えております。今後、コロナ禍の中で同窓会としての継続的
な活動をどのように図っていくか、同窓会に問われる課題であ
ります。皆様方とともに、この課題と向き合いながら、同窓会
の一層の発展を目指して参りたいと考えております。変わらぬ
ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

令和４年６月

動発表大会での環境大臣賞受賞、全国高等学校家庭科技術検定
「四冠王」輩出など、三学科それぞれの生徒たちは、着実に成果を
あげていると思っております。
　入学式におきましては、新入生に心に留めておいてほしいこと
として、「高い志を持つこと」、「果敢に挑戦すること」、「感謝の心
をもつこと」の三つを伝えました。
　今までの自分にとらわれることなく、自らの意志で将来を考え、
心の中に芽生えた決意を出発点に、何事にも挑戦し成長し続ける
生徒であってほしいと思います。また、支えていただいている多く
の方々に対して感謝の心を持ち、自他を尊重し、周囲に対して配
慮ある行動がとれる人になってほしいと伝えました。
　教職員は、一丸となって教育活動の充実に取り組んでまいります。
　同窓生の皆様におかれましては、今後とも本校の教育活動に対
して、変わらぬご支援ご協力をいただきますようお願い申し上げ
ます。

て、様々な制約・制限がなされ、オンライン授業、学校行事の縮
小・中止が余儀なくされる中、ICTを活用した指導方法の工夫と
いった面では格段に向上したと思います。生徒たちはよく辛抱し
てくれましたし、先生方も授業改善等に懸命に取り組んでくださ
いました。また、陸上競技部は、男子が昨年の暮れの全国高校駅
伝競走大会において、昭和、平成に次ぐ連覇という偉業を果たし
てくれました。選手及びスタッフの頑張りと支えてくださった同
窓生及び地域の方々に心から感謝しています。
　第22代山垣内校長から第24代大島校長へと「たすき」を繋ぎ
ます。本校の輝かしい歴史と伝統を未来に向けて繋いでいくこ
とが校長としての使命であるわけですが、果たして如何であっ
たものかと取組の一つ一つを省察しているところです。世羅高
等学校と世羅高等学校同窓会の今後ますますの御発展を心から
御祈念申し上げます。

～第24号同窓会報
発刊に寄せて～

着任御挨拶

「たすき」を繋ぐということ
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Topics
校舎の前庭の桜は今年も多くの人の心に癒しをくれましたが、新たにこの桜を見ることができた新入生は79名でした。
少子化の波を直撃（？）来年は一人でも多くの新入生を迎えられるよう、私たちに出来ることは…。

■ 継続事業
１	 令和４年度同窓会総会の開催
	 開催日：	令和４年10月23日（日）
	 会　場：	甲山農村環境改善センター
２	 同窓会報の発行
	 ・		同窓会員の現況報告、同窓会活動状況、在校生

の活躍　６月発刊。
３	 同窓会ホームページ運用
	 ・		同窓会員の活動状況
	 ・		在校生の活躍など母校の現況を発信
４	 全国大会等への出場チームの応援
	 ・		全国駅伝競走大会などへの出場に対し、同窓会

としての積極的な応援。
５	 各地域同窓会・校友会行事への参加
	 ・		東京校友会総会、近畿同窓会総会等への出席
６	 世羅高同窓会広島校友会の設立
７	 賛助金制度の拡充
８	 同窓会入会式の開催
	 ・		卒業生を対象に新規会員の入会式を開催
	 （令和５年２月26日）
９	 	世羅高等学校行事（卒業式、入学式、文化祭、
体育祭、まなびピア等）への参加

	 ・		学校行事への積極的な参加
10	 	理事会、委員会の定期的開催
	 ・		定期的な理事会、委員会の開催により同窓会の

活性化を図る。
11	 	世羅高校同窓会館の維持管理
	 ・		同窓会館の日常的な維持管理及び施設点検整備等。
12	 	世羅高校学校案内（パンフレット）の印刷
	 …同窓会総会配布分
13	 	教育支援事業による在校生支援
	 ・		新入学生及び卒業生への記念品（生徒手帳・卒

業証書台紙等）贈呈
	 ・		部活動での中国大会及び全国大会出場の遠征費

用等の支援

令和４年度　同窓会事業計画

事業計画・予算案世羅高等学校 同窓会

令和４年度同窓会一般会計予算 単位：円
勘定科目 予算額 前年度予算額 比　　較 備　　考

収
　
　
入

入 会 金 400,000 625,000 ▲ 225,000 新入生	　80人×5,000円
会 費 535,000 515,000 20,000 新3年生　107人×5,000円
賛 助 金 1,500,000 1,000,000 500,000 2,000円×750人
同窓会報広告収入 200,000 200,000 0 広告枠　20
前 年 度 繰 越 金 1,900,000 2,640,000 ▲ 740,000
雑 収 入 30,000 30,000 0 預金利息・名簿代金

収入合計 4,565,000 5,010,000 ▲ 445,000

支
　
　
出

事
業
費

広報委員会費 1,600,000 1,600,000 0 第24号会報（印刷・発送費用）
ホームページ運営費

事業委員会費 300,000 800,000 ▲ 500,000 卒業・入学記念　　300,000円
在校生支援事業

名簿・組織委員会費 340,000 400,000 ▲ 60,000

広島校友会設立準備費助成　200,000円
東京校友会助成　60,000円
近畿同窓会助成　30,000円
活動諸費　50,000円

総務委員会費 100,000 100,000 0 総会運営費	他
小　計 2,340,000 2,900,000 ▲ 560,000

運
営
費

通 信 費 70,000 70,000 0 はがき・切手等
交 際 費 80,000 80,000 0 東京校友会・近畿同窓会参加費等
人 件 費 30,000 30,000 0
需 用 費 70,000 70,000 0 電気・燃料・事務用品等
備 品 費 50,000 50,000 0
施 設 使 用 料 10,000 10,000 0 会議会場使用料
旅 費 140,000 140,000 0 東京校友会・近畿同窓会等
積 立 金 950,000 1,320,000 ▲ 370,000 令和３年度繰越金　1/2相当
小　計 1,400,000 1,770,000 ▲ 370,000

支出合計 3,740,000 4,670,000 ▲ 930,000
予　備　費 400,000 100,000 300,000
来年度繰越金 425,000 240,000 185,000

令和４年度同窓会基金予算 　　　単位：円
勘定科目 予算額 前年度予算額 備　　　　考

収
入

預 金 利 息 0 0
前 年 度 繰 越 金 6,285,000 4,965,000
積 立 金 950,000 1,320,000

収入合計 7,235,000 6,285,000
支
出 支出合計 0 0
当期末繰越金残高 7,235,000 6,285,000

日 　 時：令和４年10月23日（日）午前10時から12時までを予定
場 　 所：甲山環境改善センター（世羅町西上原）
当番幹事：昭和55年卒・平成２年卒・昭和45年卒に当たる同窓生
第１部「交 流 会」	 ①在校生の活動発表（ブラスバンド部演奏）　②各科・部活動の活動状況
	 ③世羅高校の状況を世羅高からプレゼンしていただきます。
第２部「総会行事」

尚、例年開催していました参加者に
よる懇親行事は中止します。また、当
番幹事の補佐役として、昭和54年卒・
平成元年卒・昭和44年卒の同窓生の応
援をお願いしていきます。
当番幹事による準備と参加者勧誘を
進めていきます。

}

令和４年度世羅高同窓会総会並びに関連行事について（決定）おしらせ

広報・声かけ等により
参加者を募って
まいります。

多くの皆様のご参加を
期待しています。



世羅はキャプテンの塩出翔太選手が直前
のけがで出場できなくなりましたが、好タ
イムで連覇を果たし、新宅昭二監督は「選
手の頑張りにただただ感動しています。１
区の森下が自分から区間賞をとると言って
くれて、本当にとり、監督から見ても強い
選手だなと思います」と話していました。
そのうえで「キャプテンとしてこの１年、
連覇のために頑張ってくれた塩出を使いた
かったけど、将来のことを思って外しまし
た。その分、彼の分まで同級生たちも、後輩たちも走ってくれた結
果だと思います」と話していました。
最終７区を走った世羅の２年生、村上響選手は、「１年間支えてく

れたキャプテンの塩出さんが走れないとなって、きょうは僕がエース
だという気持ちで走りました。６区までの選手がつないだたすきとタ
イム差を守り抜けてよかったです。去年は７区で塩出さんの付き添い
としてその姿をいちばん近くで見て、来年は自分も走ろうという気持
ちをもって努力してきました。この１年やってきたことが間違いではな
かったとうれしい気持ちでいっぱいです」と話していました。
世羅高校は去年の優勝を経験している選手たちが力を発揮し、大
会記録に迫る好タイムで連覇を果たしました。世羅は、このあと先
頭を譲らず、大会記録にあと３秒と迫る２時間１分21秒の好記録で
連覇を果たしました。
本番のレースでもチームを引っ張ったのは去年の優勝を経験して

いる３年生でした。

ケガで急遽欠場のキャプテン塩出君の
くやしい思いを全員でカバー！

まず最も長い10キロを走る１
区は、３年生の森下翔太選手が去
年に続いて任されました。各チー
ムがけん制しあい、集団でレース
が進む中、区間終盤に長野の佐久
長聖高校との激しい競り合いを制
してトップでたすきをつなぎまし
た。去年の優勝を経験した選手３人がメン
バーに入った世羅は、１区からトップでたす
きをつなぎ、３区では去年、区間新記録を出
した留学生のコスマス・ムワンギ選手がこと
し中長距離の３種目で日本高校記録を更新し
た京都の洛南高校のエース、佐藤圭汰選手
の追い上げをかわしてリードを広げました。

続く４区で洛南と岡山の倉敷
高校に並ばれる場面もありまし
たが、３年生の吉川響選手が残
りおよそ２キロで冷静にスパー
トをかけて再び引き離しました。
世羅はこのあとリードを守り、
歴代２番目となる２時間１分21
秒の好記録でフィニッシュし２年連続11回目の優勝を果たしま
した。優勝回数でも単独最多を更新しました。

27日、世羅へ戻ってきた世羅高陸上競技部は、町役場を訪れ優
勝を報告しました。
学校では冬休み中、登校した生徒ら約200人が出迎えての優勝
報告会。生徒会長の宮朋花さん（２年）が「素晴らしい走りと感動
をありがとう」と男子優勝の喜びと感謝を伝えました。男子の塩出
翔太主将（３年）は「来年も強い後輩が残るので応援してください」
と優勝を報告。女子の細迫由野主将は「悔しさもあるがチーム全員

が力を出し切った。後輩が頑張ってくれると思う」と来年への雪辱
を誓いました。

おめでとう！
全国高校駅伝で世羅高男子、
２年連続優勝 写真提供：毎日新聞社

世羅高陸上競技部・男子が２年連続優勝、
歴代２位の好タイム
12月26日、冬の京都で高校生ランナーがたすきをつなぐ「全国高
校駅伝」の男子は世羅高校が歴代２番目の好記録で２年連続11回
目の優勝を果たしました。優勝回数でも単独最多を更新しました。

〈総合結果〉
１位	 世羅（広島）	 	 ２時間01分21
	 （歴代２位の記録）
２位	 洛南（京都）	 	 ２時間01分59
	 	（留学生を含まないチームの
	 	 	 高校最高記録）
３位	 仙台育英（宮城）	 	 ２時間02分59
４位	 大分東明（大分）	 	 ２時間03分30
５位	 佐久長聖（長野）	 	 ２時間03分30
６位	 倉敷（岡山）	 	 ２時間03分44
７位	 西脇工（兵庫）	 	 ２時間03分50
８位	 学法石川（福島）	 	 ２時間03分50
９位	 秋田工（秋田）	 	 ２時間05分06
10位	鳥栖工（佐賀）	 	 ２時間05分07

強豪揃う１区を、森下選手が１位で
たすきを２区に渡す

4区の吉川選手、歯を食いしばっての力走で、
1位をキープ

歴代２位のタイムで優勝した世羅高男子メンバー

１区森下から２区中村へ１位のたすき

3区コスマス
さらにリード拡げる

4区吉川から5区小島へリードを保つ

5区小島から6区花岡へトップのたすきリレー 6区花岡のラストスパート

世羅高選手の区間記録
１区	 １位	 森下　翔太（３年）
	 	 	 	 28分49
２区	 12位	中村　海斗（２年）
	 	 	 	 ８分20
３区	 １位	 コスマス　ムワンギ（３年）
	 	 	 	 22分59
４区	 ３位	 吉川　　響（３年）
	 	 	 	 23分15
５区	 ４位	 小島　悠生（２年）
	 	 	 	 ８分55
６区	 ２位	 花岡　慶次（３年）
	 	 	 	 14分41
７区	 １位	 村上　　響（２年）
	 	 	 	 14分22

世羅へ凱旋！「優勝報告会」 世羅高陸上競技部、世羅高へ帰ってきました。学校生徒や町民が笑顔で出迎える。

歴代２位のタイムで
ゴールのテープを切る
アンカー村上

全国高校駅伝大会報告
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世羅高の陸上競技部は、今春の県教委人事で男女の監督が異動や定年で退き、指導者陣が大きく変わりました。男子は同町黒川出身の
古原（こはら）拓弥（たくや）監督、女子は三次青陵高（三次市）から転入した三原慶子監督が就任。調整役として初めて統括部長を置く
など、新体制でスタートを切っています。



社会福祉法人　亀　甲　会
事業所 特別養護老人ホーム亀甲園
 養護老人ホーム亀甲園
 亀甲園デイサービスセンター
 亀甲園短期入所生活介護事業所
 （ショートステイ）

三原市久井町江木１６１番地１
☎0847-32-6050
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校旗を新調！昭和25年に校章と校歌が作られたそうですが、恐らくその頃作られ、約70年経過し大変痛みが進んでいた校旗が、昨年度、
匿名の方のご寄付により制作されました。納品業者も感嘆する紫紺に金色と銀色の刺繍でとても立派な校旗に生まれ変わりました。

好きな駅伝と
京都に魅かれて
昭和30年卒
時安　眞智子

　京都市は三方を東山、北山、西山の
山々に囲まれた盆地です。その気候は
『盆地性気候』で、年間を通じて風が弱
く、湿度が高いと言われています。祇園
祭頃の蒸し暑さや冬の底冷えは厳しく、
風が弱いと言われながらも比叡山吹き下
ろしの風も名物です。
　私は京都の学生時代、冷暖房器具は団
扇・扇子と火鉢しか持ち合わせないのに、
普通だと思って過ごしていました。就職
は素晴らしい文化と魅力溢れる京都では
なく、合格した大阪に決まり、京都を離
れました。
　世羅高近畿同窓会活動のお手伝いをす
るご縁で、都大路を駆け抜ける『全国高
等学校駅伝競走大会』に出場する世羅高
の応援に、『新型コロナ感染症の特別措
置』以外の年には『西京極陸上競技場』
へ参加しています。
　スタンドから見える愛宕山等が冠雪
し、市街も吹雪く中を全選手が元気に疾
走した年もありました。
　競技場外の森には各校選手達やスポー
ツ店のテント、メディアの諸中継車、白
バイ、パトカー、選手送迎車等と賑わう
人々。
　スタートが近づくとスタンドからの応
援ファンファーレ♫。47校の選手が一
斉にスタートしてグランドを一周後、市
街へ。後はフィニッシュで競技場に戻る
迄はスタンドの新『フルカラー大型ビ
ジョン』（縦8.6m、横17.6m）でTV中
継を見ながらの応援です。
　私の同級生宅は鞍馬口の男子第１・５
中継所の近くにあり、福岡県代表の常連

校大牟田高校の休憩所として、当日終
日、自宅を無料提供し続けています。
　勿論、世羅高の大ファンです。世羅高
は目に見えない、多くの方々に支えられ
ています。

青春の賜物
昭和48年卒
栗原　剛

　私は、卒業後は部活動の吹奏楽を仕
事にしたいとの思いがあり、卒業後すぐ
に自衛隊の音楽隊に入隊し60歳まで勤
務しました。現在は、広島市消防音楽隊
で楽長として勤務しております。
　部活の思い出は、駅伝、野球部の応援
が色濃く残っていますが、演奏でも他校
に負けたくないと必死に頑張った記憶が
あります。
　尾三地区の高校合宿では、助手として
指導された音大の学生の音色にショック
を受けました。その時の講師の先生は、
現在、広島文化学園大学で講師をされて
いて、親しくお話する機会もあり、部活動
が人との繋がりを産み出してくれました。
　また、学校行事で広島交響楽団を指揮
するという機会を与えてもらったこと
も、現在の私に繋がる青春の厚い思い出
です。
　数年前から、同級生に誘ってもらい、
サッカー部発足時の顧問だった現代国語
の梶谷先生を囲んでの懇親会が年末の楽
しみな行事となっています。新任で着任
された苦労話し（笑い話し）で盛り上が
りますが、先生はいつも「世羅高校が一
番だったよ。」と、楽しそうに話されます。
　今年３月には「世羅高同窓会広島校友
会準備委員会」に初めて参加させて頂
き、地域の少子化に伴う母校の現状を聞
くとともに、母校のために何とか「広島
校友会」を立ち上げたいとの思いを伺い
ました。

　私も、青春の思い出の輪が少しでも母
校と郷里の活性化に繋がればと思います。
広島市近隣の同窓の皆様も是非「広島校
友会」の輪に参加頂きたいと思います。
　また、広島市消防音楽隊の演奏動画も
ホームページ等で配信されていますので
ご鑑賞頂けたらと思います。

看護師として
昭和52年卒
吉永　弘子

　私は看護師として定年までの38年間
総合病院に勤め、現在は老人介護施設で
３年目を迎えています。
　新型コロナウイルス感染拡大という
未曾有の事態となり医療や介護の現場
も一変しました。我々の施設でも早期
にクラスターを経験し当時は対応策も
手探りで医療材料や職員の不足も重な
り「見えない敵」と戦う恐怖や難しさ
を痛感しました。施設の入所者の多く
がマスク着用や手洗いが難しく、自由
に歩き回るなど接触を回避する基本的
予防対策が厳しい状況でした。また、
介護はそばに寄り添って話したり触れ
合ったりが重要でソーシャルディスタ
ンスが難しいのが特徴です。
　現在も多くの感染報告がありますがワ
クチンの効果や医療情報、対応策も明確
になり明るいきざしも見えてきていま
す。今までの経験を活かし70歳を目標
に健康を維持し高齢者の人生に寄り添っ
ていきたいと思います。
　最後に同窓生の皆様の健康を祈ってい
ます。

明日も生きる
昭和52年卒
浦郷　里枝

　50歳の時、ある病気の告知を受けま
した。還暦を無事に迎えられるのか不安
の中、３年前に無事還暦を迎える事が出
来、今は元気な古希を目指しています！
　告知以来、明日の、来年の、イベント
の目標や夢を持ち、有言実行を目指して
います♪

同窓生だより

TEL.0847-27-1231　FAX.0847-27-1232
〒722-1626 広島県世羅郡世羅町大字賀茂 1024

e-mail:r-ryuou@mail.mcat.ne.jp

有限会社龍王
土　木　工　事　業 (広島県知事許可般　12444号)
りゅうおう床土製造(全農指定)



本社　〒729-3305

赤屋生コン工場　TEL 0847-24-0226

TEL　0847-24-0111 FAX　0847-24-0035
広島県世羅郡世羅町大字別迫711番地
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　高校在学中は恥ずかしくて軽音に入
りきれず、短大から始めた音楽活動を
子育て終了後に再開し、今年の64歳の
誕生日にはライブをさせていただく予
定。数年前から始めた釣りも一振り入
魂！毎年挿し続けた花も100鉢を超えた
かな。その子たちを守らねば。そして
何よりも我が子・我が孫たちと共に学
び共に前に進む事が私の楽しみであり
生きがい♡
　「アルデバラン」という楽曲の中に「や
がていつか儚く枯れる花」という歌詞が
あります。だから、命を大切にし、敢え
て争う事なんか無いじゃない。みんな儚
い命ですもの。と、争って命を落として
いる国の人たちに伝えたい。そんな思い
の2022年の初夏です。

地元愛に感謝
昭和53年卒
石田　憲浩

　卒業して四十数年が経ち、若い若いと
思っていましたが、いつの間にか「じい
じ、爺ちゃんと」呼ばれるような歳に
なってしまいました。
　現在、町内で閉校した小学校を改築し
た施設で、地元自治組織の宿泊飲食施設
と自治会活動の運営に携わっております。
　地域には「世羅の誇り」と自信をもっ
て伝えることの出来る「地元愛」があり
ます。地元愛が地域住民とともに「伝統
の世羅高」を支えているのではないで
しょうか。今では「駅伝・EKIDENN」
は定着していますが、卒業当時、町外に
就職し「世羅高」と紹介しても、「あっ
マラソンの有名な」（マラソンじゃない
んだけどな～）と言葉で返ってきて苦笑
いしたことが懐かしく思い出されます。
　世羅も高速道路をはじめインフラ整備
が整い様変わりして県内、県外より多く
の方が観光はじめ、就労、就学にお越し
頂いております。先人の方々、現在活躍
をされておられる方々のご努力が地域発
展の大きな原動力と感謝しなければなり
ません。地域のつながりは大切なことで
す。年末の世羅高への募金活動にも多く
の皆様のご理解、ご協力があり陸上競技
部の活動を支えていると思います。
　地元「世羅高」は世羅の宝物。大切に

育て育み続けなければなりません。多く
の地域の皆様の力添えなくしては出来ま
せん。少子高齢化社会、高齢化率50％
を超えた地域もあり地域活動にも影響が
起こりつつあります。その様な中でも自
治組織でサロンの開催、スポーツクラブ
等多種多様な活動が行われており地域の
繋がりの大切さを感じております。
　これからも地域の繋がり、地域を大切
に地元愛を忘れずに地域活動を通して、
ふるさと世羅の発展に携わって参りたい
と思います。
　終わりに「便り」投稿にお声がけ頂き
ましたことお礼申し上げます。

私の「進路」
昭和54年卒
細川　泉（旧姓	廣田）

　私は、中学１年の時に、美術の教員に
なろうと決めました。それから、なんと
か夢を実現し､定年まで無事勤めること
ができました。
　学生時代は「進路」について迷ったり
悩んだりしたことがなく、「進路」につ
いて悩んでいる周囲の友人の姿が不思議
でした。
　大学卒業後、母校世羅高校で、講師と
して２年間勤めさせていただきました。
４年前まで生徒の立場だった世羅高で教
員の立場となり､慣れないため、しばら
くは職員室にノックして入っていまし
た。当時の事を思い出せば、未熟すぎて
恥ずかしくなることが多いです。大変お
世話になりました。
　それから30年余り、好きな美術を仕
事にできて幸せな時間を過ごすことがで
きました。特別支援学校に勤務しており
ましたので、知的障害のある生徒が制作
する作品には、予想を超える発想や素直
な形、色使いに感動することも多く、や
りがいのある毎日でした。
　さて、そこまではよかったのです。
　60歳を目前にして､「退職したらどう
しよう？」「何をして過ごそう？」と、不
安が頭をよぎるようになりました。中学
１年で決めた「進路」は、60歳までの「進
路」だったのです。それ以降は、白紙！
　やることがなくて、空虚な毎日を送る
ことは避けたい。でも何をやればいいの

か？眠れない日もありました。かつて、
周囲の友人が「進路」について悩んでい
た姿を思い出し、40年以上経って気持
ちを共感することになりました。
　そこである日、ノートに書き出して
みました。私がこれからやりたいこと
は何なのか？箇条書きにしてみると結
構な量がありました。貴重な時間なの
で、自分の好きな事をしたいと思いま
した。その時のノートを元に現在過ご
しています。
　私は、子供の頃から「ものづくり」が
好きなので､毎日何かを作って過ごして
います。それを通して新しい出会いもあ
り、充実した毎日です。コロナ禍で、思
うように人に会うことができませんか
ら、時々寂しくなることもありますが、
今はインターネットのおかげで昔からの
友人と連絡を取り合い、たわいもない話
題に盛り上がることもしばしばです。特
に高校時代の友人とは、長い時間を経て
も自然に打ち解けられます。大変ありが
たいです。
　これからも「進路」について悩むかも
しれませんが、無理のないように選択し
ていこうと思います。これからもよろし
くお願いします。

世羅高校に着任して
昭和61年卒
渡部　真知子（旧姓	岡畑）
　「希望の春の…♪」昨年４月の異動に
より、母校で再び校歌を歌いました。そ
して、年末には、準備していた陸上競技
部の優勝の懸垂幕を掲げることができま
した。
　入学当時、生徒会執行部の歌唱指導
で校歌を覚え、キャンプファイヤー、
文化祭などの行事も生徒会執行部の主
導でした。また、執務室に入ると「今
日覚えた英単語を10個言いなさい。」と、
数学の先生の言葉に慌てたことも思い
出されます。
　「地元の子が居ないと寂しい。」監督の
そのひと言で、私は陸上競技部に入部し
ました。そのおかげで、違う景色や空気
を感じることができたと感謝していま
す。そして、『もう、無理…』と、いう
時に、もうひと踏ん張りできたのは、心
身共に鍛えられた高校生活と、今でも繋

新入生オリエンテーションが４月８・９・12日の３日間、せら文化センター及び本校で実施されました。来賓の世羅町の奥田正和町長
から「世羅の地で高校生活を送ることの意義」についての講演もあり、世羅高生としての自覚をあらたにした実り多き研修となったこと
でしょう。



広島県世羅郡世羅町賀茂 3297-1
TEL・FAX（0847）27-0488

☎0847-22-1107

営業時間 /AM８:00 ～ PM６:00

〒722-1111
世羅郡世羅町寺町1549-9
TEL：0847-22-1445

世羅店
〒729-0414

三原市本郷町下北方50-1
TEL：0848-85-0373

本郷店
〒739-0041

東広島市西条町寺家379-11
TEL：082-493-5787

西条店
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がる友のおかげです。
　教職員も生徒もまずは元気に！そし
て、ここで過ごしたことを誇りに思え
るように!!「チーム世羅」を感じながら、
精一杯勤めます。
　最後になりましたが、世羅高校への愛
を、地域の方のみならず、全国にいらっ
しゃる同窓の方から、様々な形で頂戴し
ておりますことに、心から感謝申し上げ
ます。
　教職員、生徒の爽やかな挨拶が飛び交
い、優勝記念碑が立ち並ぶ世羅高校にい
つでもお越しくださいませ。

元気の源
　　〜世羅〜
平成６年卒
本郷　龍史

　卒業から28年、この間、徳島での４
年間の大学生活の後、平成10年から今
日まで三原市役所で勤務しております。
市役所には世羅高校の卒業生が多く、垣
根なく支え合える特別な存在となってい
ます。先輩方には仕事での指導だけでな
く、全国高校駅伝の応援や、時には飲み
会に誘っていただくなど、公私でお世話
になってきました。そんな私も早いもの
で40代半ばを過ぎる年齢となり、微力
ながら職場の同窓生を引っ張っていかな
ければと、この文章を書きながら誓って
いるところです。
　また、世羅高校で強烈な存在となって
いるのは、同級生の田中卓志（アンガー
ルズ）です。高校時代からキャラが立っ
てはいましたが、まさか毎日のようにメ
ディアで見る存在になるとは、まったく
思っていませんでした。芸能界という世
界へチャレンジし、チャンスを掴んだ彼
の活躍する姿は、世羅高校同窓生にとっ
て誇りであり、チャレンジしていく気持
ちを後押ししてくれているのではないで

しょうか。
　現在、住まいは三原市内ですが、やはり
故郷である世羅は気になります。世羅高校
の活躍をはじめ、コロナ禍に負けず賑やか
な観光農園や道の駅、気になるカフェや民
泊の開業など、町が一体となって盛り上が
る様子に元気をいただいています。
　年齢のせいか、最近は帰省して農作業
をすることが楽しみです。少しばかりで
すが、美しい世羅の田園風景を守ってい
ると自己満足しながら、心地よい汗を流
しています。

頑張られる源流

平成12年卒
谷満　文蘭（旧姓	由里）

　高校生だった20年以上前のことを思
い出してみますと印象の強い先生が多
くて、個性的な先生が世界史を教えて
くれていたことが甦ります。自分も同
じぐらいの年齢になったのだなあと少
し複雑な気持ちです。担任の先生一人
で30人の生徒の面倒を見てもらいまし
たが、凄く大変なことだったんじゃな
いかと思います。当時はやんちゃな生
徒が多く１人や２人ではなく，賑やか
な生徒ばかりだったと思います。でも、
見放さないで親身に話を聞いていただ
いて感謝しています。
　介護の仕事に携わって20年です。介
護の仕事はきつく体力の要る仕事です
が、楽しいと思っています。今の自分
が安定した仕事に就き、ちゃんと仕事
が出来ているのは、当時の不安定な青
春時代を一緒に過ごしてくれた先生方
がいたからだと思います。
　これからも地域に密着するこの仕事
を続け、この土地で暮らせることの幸
せをかみしめて生きていきたいと思っ
ています。

母校への思いを
胸に
令和２年卒
金廣　裕太

　リモート授業の大学生活が始まってか
ら、既に２年余が経ちました。少しずつ
対面授業再開となりましたが、机を並べ
て過ごした世羅高校の授業を懐かしく思
います。駅伝シーズンでの先輩や後輩の
活躍は同郷同窓としての誇りです。
　高校時代のＮＹドノヴァン校への短期
留学は、世界への見聞を広めることので
きた機会でした。ホストファミリーとの
交流やピザ店のアルバイトも経験でき、
生活習慣や、考え方の違いを学びまし
た。そのおかげで現在、国際教養を専攻
する日々を過ごしています。
　また本年、「東京広島県人会懇親パー
ティー」に携わる機会をいただき、環境
や経験は違っても、何かのご縁で、どこ
かでお世話になることや、頂いた関係が
続くことを強く感じました。
　デジタル化でバーチャルな交流ができ
る世界ですが、「人」と「人」が顔を合
わせて、心が通い、大きな力となること
を大切に、先輩方に追いつけるよう、母
校への想いを持ち、頑張ってまいります。

進学希望者を対象に放課後補習が始まり、今年は6月から8月までの日曜日8回にわたり、世羅町が支援する「Super世羅塾」が実施
されました。就職希望者は、就職ガイダンスや就職模試に取り組み、準備を本格化していきます。
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S E R A - N OW ! 世羅高の今

「アジア ユースリーダーズ 2021」令和３年12月20日～12月22日

進路を見据えて

　カンボジア、中国、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、タイ、ベトナムの８カ国から72人の高校
生が参加し、日本からの参加は広島県立世羅高等学校、広島大学附属福山高等学校、神戸市立葺合高等学校、
渋谷教育学園幕張高等学校、立命館慶祥高等学校、名古屋大学教育学部附属高等学校の生徒たちです。
　開催された「アジア	ユースリーダーズ2021」は世界の異なるバックグラウンドを持つ生徒たちが、共通
の社会問題について英語で議論することで、問題解決力や自発的な行動力を高めるとともにグローバル感覚を
養い、価値観の多様性を学ぶことを目的に３日間行われました。世羅高からの参加者は、２年生の生田ちえり
さん、生田ちさとさん、今田亜衣実さんです。
　「食品ロス削減の視点で考える食の未来づくり」をテーマに自分たちの考えをまとめ、日本とそれ以外の３～４カ国の７～８人がグループで
議論し、プレゼンテーション資料を作成しました。さらにそれぞれが議論し、まとめ、グーグルスライドやパワーポイントを用いて発表しました。

　３年生は希望する進路実現にむけて動きが活発になってきました。進学希望者を対象に放課後補習が始まりました。６月20日から８月22日
までの日曜日８回にわたり「Super世羅塾」を実施します。就職希望者は、７月の求人票受付に向けて、就職ガイダンスや就職模試に取り組み、
準備を本格化していきます。

学習成果発表会「学びピア」

　例年、各学科で問題解決や探究活動
を主体的、創造的、協働的に取り組み、
自己の在り方生き方を考える態度を養
うことを目的として学習成果発表会を
実施してきました。
　２月16日に、せら文化センターに
おいて、令和３年度学習成果発表会「学
びピア」を開催する予定にしておりま
したが、新型コロナウイルス感染症の
急拡大によって、全校での開催は中止
せざるを得ませんでした。
　この一年間を通して探求・制作し
てきた学習内容を地域の方や中学生
に見ていただけないのは残念ですが、
生活福祉科はせら文化センターで、
その他の学科は学校内で発表会を行
いました。

　就職試験に臨む生徒の応援のために就職激励会を行
いました。これまで生徒は校長先生をはじめ、多くの教
員に面接指導等を受けてきました。
　校長先生からは次の２つのことを期待した激励の話
がありました。
　★	世羅高校での３年間に努力したこと、苦労したこ
と、そしてそれを乗り越えたこと、これらの自分磨
きをしてきたことに自信をもって、それをしっかり
とアピールすること。

　★	５年後、10年後に、その職場に無くてはならない存
在となっていることを強く熱くイメージすること。

　教職員一同、健闘を祈っています!!

「文武不岐」の精神で、学力・資格・技能・スポーツ、
どの分野も一流めざしてがんばっています。世羅高といえば!!

～世羅高生（わたしたち）が創る世羅（みらい）～と銘打ち、10月にオープンスクールが開催されました。22校から中学生126人、
保護者51人、引率教員９人の参加がありました。中学生は各教科の模擬授業を体験し、保護者や引率された先生方には学校説明会の後、
施設や模擬授業を見学会がありました。世羅高を進学先に選んでくれることを願うばかりです。

広島県高校英作文コンテスト佳作受賞
10月5日
　１年生の永田優月さん
が佳作を獲得しました。
「A　L e s s o n	 f r om	 a	
Mistake	 I	Made（失敗
から学んだこと）」につい
て熟考を重ね、実体験を
もとに英作文を完成させ
ました。今後は、英検取
得をめざして、学校全体
でも英語力向上につなげ
たいと思います。 １年普通科　永田優月さん

参加証授与

３年生　ピンワーク

世羅町の活性化について（教育分野）
～世羅高校の行事に世羅町でのキャンプを～

ヒョウモンモドキの保護を通した地域活性化の提言
～保護活動を通して私たちが考えたこと～

３年生　自作ドレスでのファッションショー

就職激励会！（９月14日）
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文化祭！「 夢龑 ～ Let's share our smiley rainbow ～ 」
　令和３年度の文化祭は、２年ぶりとなる７月19日（月）に、世羅町文化センターと世羅高に
おいて非公開で開催しました。クラス企画として１年生は黒板アート、２・３年生はステージ発
表を行いました。また、全クラスによるデザインゴミ箱の制作・発表や各部の活動について展示
も行いました。一人一人の個性が重なり、クラス内での人間関係を深めることができました。書
道パフォーマンス吹奏楽部演奏「さあ，みんなで夢に向かって飛び立とう」（斐伊川に流るるク
シナダ姫の涙）「夢龑	～ Let's	share	our	smiley	rainbow～」のテーマは、「一人ひとりの笑顔・
個性が重なり合って、未来への素敵な虹をかけよう！さあ、みんなで夢に向かって飛び立とう！」
という思いが込められています。
　生徒会執行部や文化祭実行委員を中心に、企画・準備を行った今年の文化祭は、ステージ発表
と展示という構成で行いました。ステージ発表は、書道パフォーマンスに始まり、吹奏楽部のコ
ンサート、２年生と３年生はダンスや動画の上映などを行いました。校内では、各文化部の展示、
各クラス作成デザインのごみ箱の展示、１年生は各クラスで黒板アートを披露して、文化祭を盛
り上げました。
　今年度は保護者や地域の方々に、鑑賞して頂けなくて残念でしたが、来年こそはコロナが収束
して多くの方々に世羅高校に来ていただけることを願っています。

農業経営科　令和３年度日本学校農業クラブ県大会　最優秀賞受賞!!

〈広島県大会〉６月
意見発表会
　最優秀賞受賞
　　Ⅱ類　２年　矢野　優	 「	ふるさとの森を守りたい！未利用資源

を活用した森林保全提案!!」
　　Ⅲ類　３年　吉儀　智也	「	世羅茶復活プロジェクト～世羅茶の

輸出に向けて～」
　優秀賞受賞
　　Ⅰ類　１年　濱田愛和輝	「	鯉肥料から農業経営を助ける野菜作り

を目指して」

プロジェクト発表会
　優秀賞受賞
　　Ⅰ類　２年　古川歩希　向井健斗　有馬蒼汰
　　「	世羅茶復活プロジェクト～持続可能な社会の実現を目指した

栽培方法を目指して～」
　　Ⅱ類　３年　釣井早哉　林海篤　福川海翔
　　「	絶滅危惧種ヒョウモンモドキの保護を通した地域活性化の提言

～活動を通じて私たちが考えたこと～」
　　Ⅲ類　３年　生田淳也　松木瞳吾　見川弘武
　　「	ネズミサシを用いたアロマで里山保全を～未利用資源の新たな

利用価値を見つけよう～」

〈中国ブロック大会〉９月
～令和３年度　第41回日本学校農業クラブ中国ブロック連盟大会

最優秀賞受賞～
　広島県代表として９月３日に中国ブロック連盟大会に出場し、３年
吉儀智也君が最優秀賞を受賞し、10月に行われる全国大会出場の権
利を得ました。意見発表会とはクラブ員の身近な問題や将来の問題に
ついて、抱負や意見を７分間で発表します。発表者は、いかに自分の
気持ちと発表内容を聴衆に理解してもらうことができるかを考えて発
表します。
　最優秀賞受賞
　　Ⅲ類　３年　吉儀　智也	「	世羅茶復活プロジェクト～世羅茶の

輸出に向けて～」
　優秀賞受賞
　　Ⅱ類　２年　矢野　優	 「	ふるさとの森を守りたい！未利用資源

を活用した森林保全提案!!」

昨年度は、コロナによるクラスター感染が世羅高でも発生！分散登校措置が取られました。生徒も先生も大変神経を使われたと思います。
学校ではオンライン授業が実施され、生徒の学習意欲をそがないよう、生徒とのコミュニケーションを盛んに取られたと聞きます。
オンラインでの配信は準備が大変だったことでしょう。学校の努力に頭が下がります。

発表をする生田君、見川君、松木君

　本校農業クラブでは、地域の諸問題を解決するための研究をはじめ、日頃の学習成果を競い合う大会
にも積極的に出場し、６月に行われた広島県意見発表大会では、本校の生徒２人が最優秀賞を受賞する
ことができました。また、この他出場したすべての発表が県大会２位に相当する、優秀賞を受賞しました。
今後も「世羅高校」の名を轟かせることができるよう日々精進するとともに、地域に根差した活動を
展開していきたいと考えています

全国大会出場!!
　吉儀君は、全国大会に出場
する権利をつかみました。

全国大会に出場する吉儀君



生活福祉科
　４冠王と３冠王の表彰と
　介護福祉士実務者研修修了証書授与
　３月１日の卒業証書授与式当日に、生活福祉科の４冠王と３冠王
の表彰と介護福祉士実務者研修の修了証書の授与を行いました。
※	全国高等学校家庭科教育振興会の食物１級・被服（洋）１級・被
服（和）１級を取得した生徒が３冠王で、それに加えて保育１級
を取得した生徒が４冠王として表彰されました
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進路について 令和３年度卒業生　進路合格状況　（進学は一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜の合計）

国公立大学
広島大学 総合科学部 1名
岡山大学 農学部 1名
島根大学 総合理工学部 1名
県立広島大学 地域創生学部 1名
長岡造形大 造形学部 1名
周南公立大学 経済学部 2名

計７名

私立大学

駿河台大学 メディア・
スポーツ学部 2名

了徳寺大学 健康科学部 2名
青山学院大学 教育人間学部 1名
創価大学 理工学部 1名
東京農業大学 応用生物学部 1名

明治大学 文・
政治経済学部 2名

法政大学 経済学部 1名
神奈川大学 経済学部 1名
山梨学院大学 スポーツ科学部 1名
京都看護大学 看護学部 1名
京都産業大学 法学部 1名
京都女子大学 発達教育学部 2名
大阪工業大学 工学部 1名
摂南大学 法学部 1名

桃山学院大学 法・
国際教養学部 2名

神戸芸術工科大学 芸術工学部 1名
岡山学院大学 人間生活学部 1名

専修学校等

京都理容美容専修学校 1名
大原簿記ビジネス公務員
専門学校京都校 1名

京都調理師専門学校 1名
専門学校ESPエンタテインメント大阪 1名
関西ビューティプロ専門学校 1名
大阪ベルェベルビューティ＆
ブライダル専門学校 1名

広島県立三次看護専門学校 2名
広島ＹＭＣＡ専門学校 1名
広島アニマルケア専門学校 1名
酔心調理製菓専門学校 1名
朝日医療専門学校広島校 1名
広島情報ITクリエイター
専門学校 3名

小井手ファッション
ビューティ専門学校 1名

広島リゾート＆
スポーツ専門学校 1名

尾道市医師会看護専門学校 2名
広島県厚生連尾道看護学校 2名
穴吹調理製菓専門学校 1名
福山医療専門学校 1名
東京アカデミー 1名

計24名

私立短大

広島文化学園
短期大学 コミュニティ生活 1名

計1名

就職

丸善製薬株式会社 製造 1名
マルハニチロ株式会社
広島工場 製造 1名

ダイキョーニシカワ株式会社 製造 3名
北川冷機株式会社 製造 1名
株式会社やまみ 製造 1名
川尻鉄工 製造 1名
株式会社シナジーテクニカ 製造 1名
トラスト株式会社 検査工 1名
ユニオンフォレスト株式会社 農業 1名
有限会社世羅きのこ園 栽培 1名
阪井養魚場 養殖 1名
中国電力 職業スポーツ家 1名
日本郵便株式会社中国支社 一般事務 1名
社会福祉法人清風会 介護 1名
医療法人社団朋和会西広島
リハビリテーション病院 介護 1名

医療法人社団小町
歯科クリニック

歯科受付・
助手 1名

株式会社ミュゼプラチナム エステティシャン 1名
美昇工業 土木 3名
陸上自衛隊 公務員 2名
三原市消防職員　消防士職 公務員 1名

計25名

人数はのべ数です。（就職を除く）

令和４年３月31日現在

介護技術チャンピオン編 コロナ禍が世羅高も襲う！
　　　　　　　分散登校やオンライン学習に　５月28日、第５回広島県高校生介護技術コンテストが開催され、

杉原くん（甲山中）、仲島さん（世羅中）、藤井さん（甲山中）が見事チャ
ンピオンに輝きました！７月、鳥取県での中国地区高校生介護技術
コンテストで更なる活躍ができるよう応援しています!!

　新型コロナウイルス感染症拡大のため、緊急事態宣言が出され、
世羅高校も分散登校やオンライン授業が実施されました。現在は対
面授業に戻していますが、生徒の学びを止めないために、いつでも
オンラインでの配信ができるよう全ての授業で態勢を整えて対応し
ていきました。
　今は分散登校も通常の生活に戻っています。

「学校の存続に危機感！」県内では、数校の高校で地域を巻き込んだ協議会で存続に向けた取り組みが真剣に話し合われています。
県内の中学生と保護者が「この高校へ行きたい。行かせたい！」と思ってもらえるようないろいろな試みが実行に移されています。
さて、世羅高は……！

環太平洋大学 体育学部 2名

岡山理科大学
工・理・
情報理工・
生物地球学部

4名

川崎医療福祉大学 保健看護学部 1名
就実大学 教育学部 1名
岡山医療専門職大学 健康科学部 1名

比治山大学 現代文化学部・
健康栄養学部 2名

広島経済大学 経済・
経営学部 4名

広島工業大学
工学部・
生命学部・
環境学部

3名

広島文教大学 人間科学部 3名
広島国際大学 健康科学部 1名
広島修道大学 法・商学部 3名

安田女子大学
文・教育・
現代ビジネス・
心理・家政

5名

広島文化学園大学 人間健康学部 1名

福山大学 経済・工・
生命工学部 6名

福山平成大学 福祉健康学部・
看護学部 4名

東亜大学 人間科学部 1名
徳島文理大学 人間生活学部 1名
九州国際大学 法学部 1名
九州産業大学 商・理工学部 2名
西日本工業大学 工学部 1名
福岡大学 商学部 1名

計70名

英語の授業 物理基礎の授業

国際交流活動
　世羅高校では、国際化の時代に対応し、ニューヨークのソートン・ドノバン・
スクールや台湾の大同高級中学、フランスのフォンティーヌ農業高校の生徒と
の国際交流を実施してきました。しかし、世界的なコロナ禍で、直接交流がで
きなくなり、姉妹校との直接の交流はできていませんが、メールでのやり取り
やクリスマスカードなど、互いに送り合うことを通して、親睦を深めています。 大同高級中学からポストカードが届きました



１　「広島県・関西同窓協議会」の開催
　コロナの関係で３年ぶりに開催されました。
　開催日時　令和４年６月５日（日）　11時から13時
　開催場所　プリムローズ大阪（大阪市中央区）
　参加人数　40名
　出 席 者　世羅高校近畿同窓会　会長　釣井良明　
　　　　　　事務局長　川島利章
　　「広島県・関西同窓協議会」は加盟する同窓会間

の情報交換を行うことにより、相互の交流を積極的に進め、同窓会活動の
活性化を図ることを目的とした組織で、具体的な活動としては、高校野球、
駅伝、ラグビーなど、近畿地区で開催される
全国大会の県代表の応援や各学校同窓会間の
情報収集、広島県人会が主催する催し物への
協力などで、高校駅伝にはメイン会場の「た
けびしスタジアム京都」に有志の方々が応援
に駆けつけていただいています。

（文：事務局長：川島利章）

２　近畿広島県人会「2022年度通常総会並びにふる里ふれあいまつり」
（今年のテーマは “やっちゃろうや!　広島”）

	 コロナの関係で３年ぶりに開催されました。
	 開催日時　令和４年６月26日（日）　11時30分から15時
	 開催場所　大阪新阪急ホテル（大阪市北区）
	 参加人数　230名
	 出 席 者　世羅高校近畿同窓会		会長		釣井良明　事務局長		川島利章
　アトラクションでは元広島カープの捕手、監督の達川光男氏の講演・
トークショーがあり、司会の佐々木修氏（呉出身・近鉄バッファローズ投手）
との掛け合いでは広島弁が大作烈し、会場は大いに盛り上がりました。
　参加者の多くは近畿地区の各高校の同窓会の方々ですが、お互いに気兼
ねなく広島弁丸出しで喋ることのできる楽しいひと時でした。

（文：事務局長：川島利章）

支部等活動報告
　先ずは昨年の全国高校駅伝競走大会男子の連覇! !
　誠におめでとうございます。大会史上最多となる11
回目の優勝と３回目の連覇。更に全区間１位通過をは
じめ多くの記録を打ち立てた快挙でした。私共は、前
年のW優勝に続き再度のテレビ前での応援になりま
したが、東京で交流のある日彰館高校や庄原格致高校
の同窓会東京支部からもお祝いの言葉をいただくな
ど、大変誇らしく感激の一日になり、選手の皆さんに

心から感謝申し上げます。
　さて、東京校友会は、昨年も一年間活動を自粛せざるを得ませんでした
が、総会は、最高の意思決定機関としての重要性に鑑みて書面表決による
形で開催しました。議案は11月発行の会報「とうきょう世羅」で提案し、
賛否及び意見表明用のハガキと共に全会員に発送した結果、全ての議案を
承認いただきました。
　暮れから新年にかけて東京では新規感染者が２桁まで減少し、活動再開

への期待が膨らんだのでありますが、１月８日には1,000人を越え、オミ
クロン株のリスクの指摘もあったため、恒例の新年七福神めぐりは中止の
やむなきに至りました。
　年に２回発行している会報は、会員と校友会を繋ぐ特別な役割があるた
め、コロナ禍の運営が非常に困難な中にあってこそ「継続は力なり」を信
じ、メールで編集作業を繰り返すなど役員の尽力により発行を続けており
ます。本年４月発行の会報には、全国高校駅伝男子連覇の特集、書面総会
の報告、駅伝以外の世羅高生徒の活躍などを掲載しました。
　11月には、新しい生活様式によって総会を開催し、会員の皆様にお会い
できることを願っております。
　また、会員のみならず役員会にも高齢化が進んできておりますので、関
東にお住まいの若い方には是非とも積極的な参加と助力を願いたく心から
お待ちしております。
　なお、東京校友会の情報はHP、FB及びLINEでも発信しております
のでご覧願います。

東京校友会 昭和42年卒　会長　吉宮　孝治

「広島校友会設立に向けて」
昭和45年卒の脇坂徳男と申します。2019年秋頃、

同級生の松浦同窓会長から「広島地区は卒業生の在住
者も多く、校友の集える場を作りたいので協力してほ
しい。」とのお声かけを頂きました。
思えば母校卒業から今日まで、世羅高との直接の関

りはありませんでしたが当時の同級生との思い出は色
褪せることはなく「間違いなくの人生のバックグラウ

ンドには世羅高がある」という想いから、世羅高校広島校友会設立に向け
た活動に参加させて頂きました。
2020年年初に有志数名が集い、話し合いが始まりましたが、ご承知の

通り新型コロナ感染拡大とも並走することとなり、世話人会議は延期を繰
り返しました。
そして、漸く今年１月の設立総会開催をご案内できるところに辿りつ

きましたが、またしても新型コロナ感染拡大により最終的には開催延期を
決定し今日に至っております。

今後につきましては、速やかに設立総会を開
催し「世羅高等学校広島校友会」を設立すべく
準備を進めておりますので、追ってご入会希望
の皆様にご案内を差し上げる予定です。
コロナ禍でご入会希望のご回答を頂けな

かった皆様も多数おられるのではと思いますの
で、同窓会ホームページからご入会申込み頂き
ますようお願いいたします。
年１回の総会が同窓生

同級生の交流親睦の場とな
り、世代を超えて世羅高及
び在・卒業生を応援支援で
きる広島校友会にしたいと
思いますので、どうぞ積極
的なご参加を宜しくお願い
致します。

近畿同窓会

広島校友会

昭和42年卒　会長　釣井　良明

昭和45年卒　世羅高校広島校友会準備委員会　代表　脇坂　徳男

一果一果 丹精込めて

世羅町本郷365-20

TEL(0847)22-2219 FAX(0847)22-2203
世羅郡世羅町黒渕518番地1　電話：0847-25-4300
営業時間／ 9：00～17：00　定休日：火曜
※営業時間および定休日は季節により変動

▼ワイン通販サイト ▼Instagram

ワイナリー・直売店・レストラン・夢高原市場（産直市場）・ミニSL・足湯館
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Topics
世羅高陸上部女子寮「優駿寮」では、現在14人が共同生活を送っています。親元を離れて暮らす寮生たちにとって、「一緒に暮らす
仲間は家族のような存在」を強く感じると言います。地域住民の物心両面の声かけや援助に感謝しながら、それが走る力になっています。



12

　「BSの『スポヂカラ！』みたよー。世羅高陸
上部はすごいね。地域の人のチカラすごいじゃ
ないの！」放送直後、東京に住む娘家族や知り
合いからいくつも電話が届きました。全国高校
駅伝で連続優勝を成し遂げた男子陸上部の快

挙は、全国に知れ渡っています。「大阪から世羅の花園と果樹園ツアー
のバスが出とるんでー」の声も。「観光果樹・花園の世羅」もよくニュー
スで取り上げられます。しかも全国版で！
　50年前、世羅高卒業を控えた私たちに、進路指導の門田先生からは
「就職案内が全国の企業から世羅高には来る。駅伝での活躍のおかげ

でー。君たち全国で頑張ってこい。でも世羅高のこと、世羅のこと忘
れるなよ」今、サーと記憶がよみがえってきます。世羅高の深刻な定員
割れ、トップや監督の先生の異動など心配も多くある中、世羅高も地元
も頑張っています。
　今年は、会報発行が大変遅れましたことをお詫び申しあげます。会
報へ投稿いただきました多くの皆様、誠にありがとうございました。こ
の会報が世羅高元気の一助になる事を願っています。
　世羅高の発展と同窓会員の皆様のご活躍ご健勝をお祈り申しあげます。

（広報委員会）
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Edi tor 's	Note

I n f o r m a t i o nお 知 ら せ
令和３年６月１日から
令和４年６月30日までの「同窓会賛助金」
のお礼とご協力のお願い

小野高速印刷（株）同窓会支援事業部
　　　 〒670-0933　兵庫県姫路市平野町62
フォームメール：
　　　　https://www.ohp.co.jp/ido_form
メール：meibo@dousou. info
TEL：079-281-8837　FAX：079-281-8839

　同窓会ではホームページ
も開設しております。
各活動の報告、陸上部の
速報、懐かしの写真なども
ご覧いただくことができ
ます。
あわせてぜひご覧くだ
さい。

https://www.dousoukai.sera-h.nss55.net/

令和４年度世羅高等学校同窓会
総会の開催について
　コロナ禍により、世羅高同窓会の総会は、昨年・一昨年と２
年連続で中止しました。総会は、理事会での決定事項を最終的
に承認・決議していただく重要な会です。
　世羅高同窓会常任理事会では、このまま中止を続けることは
できないと考え、今後、昨年度と今年度の当番幹事（該当年度
会員）とも相談の上、10月の総会の開催をめざします。
（３ページに関連記事）

　令和３年度「同窓会賛助金」も全国の会員の
皆様から多額のご寄付を戴きました。皆様の
賛助金のおかげで今年度も会報を発行と会員
個人宛に発送ができました。皆様のご支援と
ご協力に厚くお礼申し上げます。

　今年度も会報と併せて、「同窓会賛助金」振込用紙を同封
しました。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願い
いたします。

	入金総額：	 2,233,000円	
	手 数 料：	 148,610円	
	差 引 額：	 2,084,390円	

	総数：852件	
令和３年度「同窓会賛助金」報告

　同窓会では、会員皆様方の住所管理をISO、プライバシーマークを
取得している小野高速印刷㈱に委託しております。この度、住所異動の
ご連絡を確実に、素早く、事務作業の負担減の為に、小野高速印刷㈱
内にご連絡いただくこととなりました。住所異動をされた方は、下記
方法にてご連絡くださいますようご協力お願いいたします。

　コロナ禍により開催を延期しておりました「広島校友会
設立総会」を９月24日（土）に開催する運びになりました
のでご案内申しあげます。
　広島校友会に入会希望の皆様は世羅高校同窓会ホーム
ページから入会及び設立総会参加をお申込み下さい。尚、
既に入会希望のご連絡を頂いております皆様には８月上旬
に書面でご案内させていただきます。世羅高校友の絆を
大切に、楽しく充実した交流の場を目指して行きましょう。

世羅高校広島校友会準備委員会

世羅高校広島校友会　設立総会　日程
開催日時 2022年９月24日（土）10時～12時

会　　場 ひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）

会　　費 年会費　2,000円

住所異動のご連絡にご協力ください！

広島市・廿日市市・大竹市・府中町・海田町・坂町・熊野町在住卒業生の皆様へ

ホームページのご案内

　みなさんの知り合いや同級生の中には今の住所・氏名を登録
されていない方が多くいらっしゃいます。そうした方には会報は
もちろん連絡もお届けすることができていません。
　今一度、皆さんの手で、未登録の世羅高同窓生に
登録の声掛けをしていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

まだ、登録されていない世羅高同窓会員に、
住所、氏名登録の呼びかけを是非！

広島校友会設立総会開催のご案内

広島校友会　ご入会・設立総会参加登録先
https://www.dousoukai.sera-h.nss55.net/branch_hiroshima.html


