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県立三谷水産高等学
校同窓会へのいつ

も変わらぬご協力に対し、
『みおすじ』紙上でありま
すが、同窓会役員を代表
して、衷心よりお礼を申
し上げます。
　昨年12月28日の同窓
会総会後の懇親会の会

場での事でした。出席をして頂いていた先輩の一
人が私に、「愛知県の水産事業に対する取り組み
といった事を調べたら、水産教育と言うか三谷水
高の本当のルーツと言った事がわかるのではない
か？」というアドバイスを頂きました。折角のア
ドバイスですので、蒲郡市や愛知県の担当課、母
校である三谷水高や蒲郡市誌等で調べた事を書く
事にしました。
　愛知県の水産事業・水産教育の取り組みについ
て、記録に残っているもので最も古いと思われる
ものですが、本年から遡る事121年前の明治26年
（1893）愛知県に水産技官が置かれた事から始ま
ったように思われます。翌27年に幡豆郡一色村に
愛知県で初の水産試験場が設置された事で、管下
各漁業地に水産業の巡回指導が行なわれた事が記
録されております。明治33年に、その水産試験場
が知多郡の篠島に移転し、翌34年に「缶詰見習生
募集規程」、39年に「水産伝習生規定」が相次いで
策定され、水産業振興が大いに図られたが、明治
末期から大正･昭和にかけての水産業界では正式
な水産教育が不可欠なものであるとの考え方が根
強くあったようです。
　昭和11年に水産試験場が宝飯郡三谷町に移転
された事により、昭和15年に水産試験場付設講習
所が設置された。そこでは、本科・研究科・別科
の各科が置かれましたが、それとは別に、地元を
始めとした各界の要望として水産学校の設立があ
り、その事が愛知県に認められ、太平洋戦争の真
っ只中であったが昭和18年に愛知県下唯一の県

立水産学校が三谷町で創設されました。
　昭和23年に教育制度の改革により旧制中等学
校が格上げの形で新制高等学校になり、県立三谷
水産学校が「県立三谷水産高等学校」と改称され
た。その後の三谷水高は、常に日本一の水産高等
学校を目指して現在に至りました。その70年余の
歴史のなかで、母校は、学科改編・制服改正等を
効果的に行い、時代に的確に対応して来た。しか
し、何と言っても、私共昭和世代のＯＢに取って
の一番の衝撃的と言ってもよい出来事は、平成5
年に水産増殖科に2名の女子生徒が入学した事で
した。これにより、母校が男女共学校になったこ
とではないでしょうか。現在、生徒の約23％が女
子という現実であります。そして、そのことによ
り、同窓会役員の中にも平成12年海洋資源科卒業
の林先生が初の女性役員として頑張ってくれてい
る事を、ここで紹介をさせて頂きます。
　紙面の関係で、愛知県の水産事業･水産教育に
ついては筆を置きますが、現在の学校の様子をぜ
ひ同窓会の皆様に見て頂きたいと思います。その
為にも本年の11月15日（土）に開催する「水高祭」

「同窓会長として近頃あった事、思った事」 同窓会長（昭和42年漁業科卒）
鎌田  篤司　

上：昭和20年代の三谷水産高校正面玄関付近。
下：昭和30年頃の全景。この頃は、すぐ前に海が広がっていた。
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同窓会の皆様には、日
頃から本校の教育活

動にご理解とご支援を賜り
誠にありがとうございます。
また、7月に行われました
全国水産・海洋高等学校
カッターレース大会におい
ては、多大なご援助をいた
だき深く感謝申し上げます。

　この4月より伝統ある三谷水産高校に着任いた
しました。その前の3年間は教頭として在任し、さ
らに遡れば昭和60年4月から18年間は教諭として
お世話になりましたので、水産高校には大変愛着
があります。また、7代目校長石丸先生以来、18
年ぶりの「水産」の専門教員として、この水産高校
を我が母校と思い、本校の発展のために誠心誠意
尽くす覚悟でございます。どうぞご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。
　本校の同窓会が発行するこの「みおすじ」は、同
窓会の皆様全員に印刷物として届けられると聞き
ました。同窓会誌を学校のＨＰに掲載して経費を
節減する学校が多い中、こうして会員1人1人に届
けられるこの「みおすじ」の温もりは、何物にも変
えがたい価値があると思います。まさに先輩と後
輩をつなぐ絆です。ぜひ母校を振り返るきっかけ
としてください。さて、70周年の同窓会協賛事業
として旧来の「三谷水高新聞」のデジタル化作業が
ありました。これらの新聞は毎年「水高祭」の一般

公開で展示していますので、ぜひご来校いただき
後輩たちの頑張っている姿とともに、ご覧いただ
ければ幸いです。この新聞の昭和33年1月に発行
された復刊第1号の冒頭に、本校初代校長長谷部
半平先生の「僕は日本人だ」という文章がありま
す。敗戦後、自信を失った日本人が多い中、1人の
少年が日本人の誇りを声高らかに訴える内容であ
ります。私はこの文章が大好きで入学式の式辞に
も引用し、「私は三谷水生だ」という誇りを持って
ほしいと新入生に語りかけました。
　本校に入学した生徒諸君が誇りを持てる学校に
することが、私たち教職員の使命であります。その
ために、様々な取組を行っていますが、その中で地
域連携の取組が大きな成果を上げてきました。「愛
知丸ごはん」を代表とする企業との新商品開発の
連携事業では、「愛知丸ごはん」の2014年度モンド
セレクション金賞受賞という快挙がありました。
最近では鎌田同窓会長（蒲郡市議会議長）のご尽力
で「がまごおり産学官ネットワーク」との連携によ
る「クロアワビ陸上養殖プロジェクト」が始まりま
した。成功すれば日本初という難しい飼育条件の
中、生徒たちは大変熱心に取り組み、もうすぐ朗報
を届けることができると思います。
　地域社会に愛され、地域社会に貢献する水産高
校として、「目指せ！日本一の水産高校」を合い言
葉に、今後も教育活動を充実させる所存でありま
す。同窓会の皆様には一層のご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

日本一の水産高校を目指す　 校長　丸﨑  敏夫

の『見楽』をお薦め致します。当日は、｢同窓会の
コーナー ｣もありますので、たまには自分達の思
い出の母校「三谷水高」に足を運んでもらって、後
輩諸君の頑張りをぜひ見て頂きたいと思います。
　平成26年の出来事も記しておきます。まず特筆
すべきは校長が鈴木研氏から丸崎敏夫氏に替わら
れた事です。その丸崎校長は、6月16日に開催さ
れた「平成26年度第1回学校関係者評価委員会」
の場で、本年度の教育目標を、「勤労を愛し、不撓
不屈の精神と健やかな体を持つ水産技術者の養成
を目指す」と、私共評議員に力強く言われました。
　また、新校長についてこんな事もありました。
7月4日に商工会議所で開かれた「がまごおり産学
官ネットワーク会議」で、「産学官連携によるクロ
アワビの陸上養殖」と題して講演をされた。その
中で、「三谷水高生のこの事業への取り組みは、産
学官のバックアップにより、水産高校の専門性を
生かし新たな雇用の創出及び生徒に起業体験の場
を提供されて、三谷水高の新しい道が開かれまし
た」と、母校の未来についても言及された。

そして、7月23日～ 25日に蒲郡市民会館南の海
面で開かれた「第16回全国水産・海洋高等学校カ
ッターレース大会」についても新校長を先頭に職
員、ＰＴＡ等の頑張りで誠に見事な大会をやって
頂いた事を、同窓会員の皆様に披瀝しておきます。
今後も三谷水高並びに同窓会、そして後輩諸君へ
のご支援をお願いして、同窓会長の挨拶とさせて
頂きます。

H26.7.24㈭　第16回全国水産・海洋高等学校カッターレース
大会・丸崎校長と三谷水高選手諸君
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この度、同窓会の副会
長に就任致しました、

昭和57年、機関科卒業生の
細谷幸喜と申します。
　実は、昨年、現在の湯藤
教頭より同窓会の副会長就
任の打診を頂いた際に、一
番最初に頭に浮かんだの
は、自分が経営している会

社の他、今関わっている団体等に迷惑が掛からな
いか？また、多忙から、他の同窓会役員の方々にご
迷惑をかけないか？という事でした。色々考えあ
ぐね、即答できず逡巡していると、思い出すのは懐
かしい在学中の事です。今では女子生徒も入り一
般の高校ともあまり変わらない我が母校ですが、
私が在校生時代は、生徒は男子のみ。後に一世を
風靡したビ－バップハイスク－ルに出てくる戸塚
水産そのもので、旧帝国海軍と同じ制服には他校
の生徒は近寄ろうともしない独特の校風を持った
学校でしたね。さらに私達の一世代上の先輩方の
時代は「三河に三谷水産」ありとまで言われたバン
カラな学校だったそうです。
そんな我が校の先生方と言えば、南極観測船宗
谷の機関長だった三浦先生、第五福竜丸の機関長
だった鬼の山本教官など、日本の歴上を彩ったと
言っても過言ではない方々が教鞭をとられている
時代でした。
今思うと、そんな経歴の先生方が、次から次に

問題ばかり起こすクソガキだった私達を、見放す
どころかいつも気にかけてくれ、授業と言えば船

乗りならではのエピソ－ド満載の面白い授業をし
てくれる、まるで年の離れた兄貴のような先生が
多かったですね。
片や生徒も、漁師の息子からオタク、ヤンチャ

で行くところがなかった奴まで、バラエティ－に
富んだ個性的な人間が多く、遠洋実習をはじめエ
ピソ－ドには事欠かない学生生活で、今の私の人
間形成に大きく影響した学生時代を過ごさせて頂
きました。
そう考えると、今の私があるのもその時代を過

ごさせてくれた恩師や仲間、その受け皿であった
母校のお陰なんですね。「ここで辞退したら必ず
後々悔いが残る」結局、私が就任をお受けしたの
はごく自然な流れですが、そこまで先読みしてい
た湯藤教頭には上手く嵌められた気もしないでは
ありません（笑）。
現在、そしてこれからの日本は、経済的にも、

その他国内の問題も、また国際的にも、非常に厳
しい時代となってきます。当然、船舶関係、漁業、
水産加工、養殖、通信ネットワ－ク、すべての技
術や環境が大きな曲がり角を迎えている今、私達
同窓会は、卒業生、恩師の皆さんの親睦とともに、
在校生、学校のサポ－トまで出来るような発展的
な会でありたいと思う次第です。
最後に、同窓会の行事などにも不案内な私です

が、鎌田会長をはじめ同窓会役員の皆様のお手と
お知恵をお借りしつつ、微力ながら責務を果たし
たいと思いますので、同窓会会員の皆様方（特に
同期、後輩）に於かれましては、何卒宜しくご指
導ご鞭撻を頂けますようお願い致します。

同窓会副会長就任にあたり　 昭和 57 年度　機関科卒業　細谷  幸喜

本校を卒業後、親父の家
業を手伝おうと決め

た自分は、修行の意味を踏
まえ市外の会社に就職をし
た。それから６年後、親父
の会社に就職をした。当時、
会社経営とはなんたるかも
わからず、ただひたすら現
場で仕事をこなす日々、

そんな自分に、2000年、地元の先輩から誘われて、
なんとなく入会した蒲郡JC（一般社団法人蒲郡青
年会議所）20 ～ 40歳までの限られた青年期を「明
るい豊かな社会」の実現を理想として、「修練」「奉
仕」「友情」の三つの信条のもとで、よりよい社会

づくりをめざし、ボランティアや行政改革等の社
会的課題に積極的に取り組む組織であります。
JCのメンバーは市内の会社の経営者や２代目と

か、そうそうたる人達の集まりで、見る物、耳に
する全てが未知の世界だった。しかし、この組織
は政治や経済、わが故郷蒲郡の歴史、世の中に出
る前の情報なんかに詳しかったからいろんなこと
学べたし、おかげで「世の中」と「自分」のことを考
えるきっかけにもなった。そして、自分にとって
の成長とは何なのかを考えたとき「今の自分を超
えること」すなわち、目の前の現実を真摯に受け
止めこれを乗り越える力だと思い。40歳までと言
う限られた時間の中で青年会議所と言う「道場」で
どこまで自分を超えられるか挑み、そしてその先

卒業生からの投稿

ある組織との出会い。　　平成3年度　無線通信科卒業　小田  直宏
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の自分を想像したいと思えるようになった。
後の2012年に第56代理事長を務めさせて頂く

こととなる。しかし、決してその地位を目指して
いたわけじゃなくて、仕事、家庭、青年会議所活
動との狭間で余裕の無い自分が、それでも「こん
な俺でも」人様から認めてもらいたい、必要とさ
れたいという思いと、「忙しい中にも閑を作れ」人
は忙しすぎると心を失うと言われるが。私はこの
組織の運動に対する心（情熱）だけは失うまいと活
動を続けただけ。
入会当初は、右も左もわからず着なれないスー

ツに袖を通し、ただただ先輩の後に着いていくだ
けで決して楽しいと思える雰囲気ではなかった、
でもある時、気付かされたのです。むしろ居心地
の悪い空間っていうのは、自分が成長するいい場
所なのだって。居心地がいいってことは、ぬるま
湯に浸かっている状態と一緒。それじゃあ成長し
ないんだて、自分の知識が全然及ばなくて恥かく
ぐらいの相手と接していくことが大切なんじゃな
いのかと。
ある先輩メンバーからはこんな教えも頂いた。

「金魚鉢の一生でいいのか」て、例えば、金魚鉢が
ある。そこにずっと身を置く人生だと、金魚鉢以
上の大きさにはならん。金魚鉢の中では波風も立
たんし餌は誰かが上から入れるのを待っているだ
けでいい。だけど自由な範囲は限りなく小さい。
それが池になると自由が増える分、魚の数も増え
るから餌は取り合いになってそれに打ち勝つ強い
精神が鍛えられる、だから鯉のように大きく成長
する。つまり、環境は一番金魚鉢がいいんだって、
楽できるから。だけど金魚鉢にいると不満が出ち

ゃう。狭いとか、出たいとか。だから全国各地で
展開しているこの組織の活動、運動を通して、外
から自分の住んでいるこのまちを見てみろよて。
JCには、「あまりこの人のまねはしないほうが

いいな」という方もいたし、男として心底憧れる
方々もたくさんいた。自分もその中でいろいろと
吸収させてもらったからたくさんの知識を身につ
けることができた、しかし新しい知識をプラスし
ていくばかりではなく、それを見識（本質を見抜
く力）に変え、胆識（決断力と実行力を伴う行動）
に移すことが大切なんだて。JCでは、そうやって
自分達の知識や人間力を磨き高めながら自らの会
社経営を勤しむその傍らで、地域社会の活性化に
繋げていく組織であります。
40歳を迎えた今では、この組織での活動を続け

させてくれた親や家族そして、社員にすごく感謝
しているし、そしてなにより限られた青年期を共
に活動し、「このまちを明るく元気にしたい」とい
う同じ志を持った仲間との奇跡的な出会いにも感
謝している。

1.  概要
国民の祝日「海の日」の慶祝行事として、平成11
年度より毎年この時期に実施している「全国水産・
海洋高等学校カッターレース大会」が、今年は7月
23日から25日までの3日間にわたり、愛知県立三

谷水産高等学校を主管校とし愛知県蒲郡市の蒲郡
港特設コースで行われた。愛知県で行われるのは、
今回で7回目となる。
2.  開会式・組合せ抽選会
各地区の代表として全国から集まった出場各校

活動を共にした一般社団法人蒲郡青年会議所メンバー

参加校一覧　
国立小樽海上技術学校	 青森県立八戸水産高等学校	 千葉県立館山総合高等学校
国立館山海上技術学校	 東京都立大島海洋国際高等学校	 神奈川県立海洋科学高等学校
静岡県立焼津水産高等学校	 新潟県立海洋高等学校	 富山県立滑川高等学校　
京都府立海洋高等学校	 山口県立大津緑洋高等学校	 愛媛県立宇和島水産高等学校
福岡県立水産高等学校	 熊本県立苓洋高等学校	 鹿児島県立鹿児島水産高等学校
愛知県立三谷水産高等学校	 	 　　　　　　　　　以上16校

「海の甲子園」愛知県で７回目の開催！
第16回全国水産・海洋高等学校カッターレース大会の報告
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部活動 紹介
野球部
　野球部は、部員18名、マネー
ジャー 2名で活動しています。
部員は少ないですが、ひたむき
にコツコツ、練習にに励んでい
ます。このように毎日練習に取
り組めるのは、保護者の方々を
はじめ、多くの方の協力があっ
てこそのことです。本当にあり
がとうございます。
　去る、7月13日㈰、「第96回
全国高等学校野球選手権愛知大
会」に出場してきました。対戦
相手は、桜台高校でした。4-1

と3点リードされた9回に2ラ
ンホームランで1点差まで迫る
も4-3で惜しくも敗退、悔しい
結果となりました。しかし、練
習してきた成果が大いに発揮さ
れた試合で、生徒の成長を間近
で見ることができ、嬉しさも感
じる試合でした。
　現在は、1,2年生で活動して
います。8月13日㈬から行われ
た平成26年度秋季東三河高校
野球大会に参加してきました。
豊橋南、国府、福江とのリーグ
戦でしたが、3戦全敗で予選敗
退となりました。
　この7月、8月の悔しさを日
頃の練習にぶつけ、「公式戦で

勝利」を目指して、顧問、生徒
が一丸となって練習に取り組ん
でいきます。
　今後の予定としては、蒲郡市
内大会（9月27日）、春季リーグ
戦（3月）、夏の大会（7月）と大
会があります。みなさんに良い
結果を届けられるように練習に
励んでいきたいと思いますので、
今後とも暖かい声援をよろしく
お願いします。

ダイビング部
現在、ダイビング部は3年生
5名、2年生12名、1年生14で
活動を行っています。練習熱心
な生徒が多く、相互に教え合う

は、大会に先立ち漕艇練習を行った。事前に連絡
のあった会場到着時刻を基に、各学校１時間程度
の練習で最後の調整を行った。開会式は、大会初
日となる23日17：00より、蒲郡港特設コースの目
の前にある「蒲郡商工会議所コンベンションホー
ル」を会場としてとり行われた。
開会式では明日から始まる競技に思いを馳せな
がら、国歌斉唱から始まり、前年度第15回優勝校
の国立館山海上技術学校が優勝旗・優勝カップの
返還、全国水産高等学校長協会の村松裕史理事長
の挨拶、後援・協賛を仰いだ来賓の方々のご祝辞
をいただいた。その後、前年度優勝校の国立館山
海上技術学校の石井耀一主将による選手宣誓があ
り、お互いに健闘を誓い、組合せ抽選会へと進行
した。
3.  競技内容報告
大会前に梅雨明けし、天候には心配ないと思わ

れた競技初日の24日、朝から蒸し暑く適度に風が
あるものの、曇り空の下、本格的に夏らしく気温
も上昇し選手達にとっては厳しい状況で競技がス
タートした。
三谷水産高校は、白熱した1回戦・敗者復活戦・

2回戦を経て、館山総合、館山海上、大島海洋、
焼津水産、京都海洋、福岡水産、熊本苓洋、大津
緑洋、三谷水産の9校が実力伯仲のなか、各激戦
を制し翌日の準決勝へ勝ち残ったが、２日目の準
決勝で惜しくも敗退し、涙を呑んだ。決勝は、力
強いピッチとストロークの調和のとれた漕ぎを進
化させた京都海洋高校が、今大会の最高タイムで
有終の美を飾った。敢闘賞は準決勝で激闘の末惜
しくも館山総合に敗れ、涙を呑んだ熊本苓洋に贈
られた。

4.  おわりに
今回は、地元三谷水産高校をはじめ、北海道か

ら鹿児島県までの16校が出場し全国大会にふさわ
しい顔ぶれとなった。地元のマスコミ関係者から
も取材の依頼があり、夕方の地方ニュースで大会
の模様が連日放映されたり、新聞記事に取り上げ
られたりして注目された大会となった。選手も力
のこもった熱戦を繰り広げてくれた。
水産・海洋系高校の生徒がカッターの漕艇技術

を競う場として、「海の健児がよるところ（海の甲
子園）」を継続していくことによって、さらなる水
産・海洋教育の発展を願いたい。
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姿も多く見られます。
8月18日㈪、19日㈫に秋田県
立男鹿海洋高等学校で行われた、
第17回全国水産・海洋高等学
校ダイビング技能コンテスト全
国大会では、女子の部でＡチー
ムが3位、Ｂチームが2位に入
賞し、総合2位を獲得すること
ができました。種目別でも、ダ
イビングレスキューで女子Ａチ
ームが1位、男女ともにＡチー
ムが200ｍフリッパーリレーで
1位を獲得し、女子は大会新記
録を出すことができました。種
目によっては悔しい思いをした
ものもありましたが、その悔し
さをバネにして大きく飛躍して
欲しいと思います。

バスケットボール部
今年度は3年生5名、2年生6

名、1年生9名の計20名が所属
し、日々練習に取り組んでいます。
三谷水産高校バスケ部は、経
験豊富な3年生を主軸に据えた
チームです。しかし2年生も着
実に実力をつけてきており、こ
れから世代交代を含め、大いに
期待できるのではないかと思い
ます。現在控えである1年生に
もこれから実力をつけさせ、全
学年で切磋琢磨していけたらと
思います。

柔道部
現在の部員数は、3年生が2
名、2年生が1名、1年生が3名
の合計6名です。毎日、基本的

なことを中心に
練習を行ってい
ます。
大会での成績に

ついては3年生が
蒲郡市内大会個人
戦優勝、東三河体
重別柔道大会81
㎏級で2位になる
など個人での活躍
がありました。特
に、東三河体重別
大会では、強豪校で
ある桜丘高校の生

徒から準決勝で一本勝ち、決勝
でも桜丘の生徒から技ありを奪
うなど優勝まであと一歩でした。
OBの方々には、時間的に余裕

があれば、ぜひ一度来校してご
指導をお願いしたいと思います。

ハンドボール部
現在、3年生3名、2年生6名、
1年生13名で活動しています。
3年生最後の公式戦である総体
東三河予選では、1回戦の新城
東に勝つことができましたが、
残念ながら2回戦の蒲郡東に負
けて、決勝リーグに進むことは
できませんでした。
本年度より同好会から部に昇
格したばかりで、まだまだ活動
に必要なものが足らない状態で
すが、工夫しながら練習に励み、
新人戦で決勝リーグに進むこと
を目標にがんばっています。今
後とも、暖かい声援をお願いし
ます。

卓球部
今年度は総勢35名（男

子28・女子7名）でスタ
ートを切りました。コー
チや多くの卒業生の方々
が忙しい中、練習に参加
していただき、選手への
アドバイスをしていただ
けるという恵まれた環境
であることにとても感謝
しています。
5月の愛知県総合体育

大会東三河支部予選会

（ダブルス）では、	へ出場するこ
とができました。また、東三河
地区高等学校卓球選手権大会で
は、1・2年生からなるとなりま
した。
今年度の年間試合数は25試合

以上あり、選手が成長できる環
境があります。8月後半からは3
年生が引退し、新チームとなり
ます。一試合ずつ目標を持ち、
さらに練習を積み重ね、多くの
選手が県大会へと出場できるこ
とをこれからも期待しています。

カッター部
3年生を中心に全国大会に向
けて懸命に漕艇してきたが、多
くの課題を残しての大会参加で
あった。全国では、上位3校に
入賞できなかったが、16校中、
総合タイムでは4位の成績を残
すことができたのは、部員たち
の頑張りではなかろうか。部の
雰囲気が明るく、よく漕いでく
れる部員たちであった。特に2
年生の女子3名は、3年生たち
によく着いていき頑張ってくれ
たと思う。

行事研究部
行事研究部では、学校行事の
充実のために日々活動を行って
います。学校行事の準備やグラ
ンドの除草作業など裏方として
の活動も多いですが、意欲的に
活動に取り組む生徒が多く、活
気が溢れています。今後も生徒
のやる気と発想力を活かし、学
校行事のさらなる充実に努めて
いきたいと思います。

第17回全国水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト全国
大会【女子の部】Aチーム：3位　Bチーム：2位　総合：2位　

愛知県総合体育大会東三河支部予選会（ダブルス）
男子1ペアが県大会
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進学研究部
進学研究部は主に国公立大学
を志望する生徒に対して、入試
に必要な学力をつけるために1
年生から学習会をやっている。
学習会において、英語、数学、
理科などの基礎学力を身につけ
させるとともに、面接指導、小
論文指導によって水産の専門分
野の知識を身につけさせている。
平成23年度は国公立大学、大
学校に5名の生徒が合格し（過
去最高）、平成25年度も昨年度
に引き続き鹿児島大学への合格
者を出した。
一人でも多くの生徒が、国公
立大学へ進学し、水産界の指導
的立場になっていくことを心か
ら望んでいる。

45MAC同好会
MAC（Miya	Aloha	Club）同
好会は、今年の春から、音楽や
踊りを中心に取り組む目的で始
めた同好会で、現在女子10名
男子1名のメンバーです。
主に、フラダンスを中心に、

外部の先生の指導のもと、基礎
からしっかり練習をしています。
みんなで衣装を手作りし、歌
や笑顔の練習を繰り返していく
中で、グループとしての取り組
みが楽しくなりつつあります。
今は、1月に1度のペースで、
発表の場を設け、レベルアップ
を目指しています。
夏休みは、市内の保育園で発
表しましたが、園児の楽しそう
な反応と、保育士さん達が三谷
水産高校に強い関心を抱いてく
れていることを知り、自分たち
のためにも、学校のためにも一
段とやる気がでてきています。
来年夏には「フラガール甲子
園」出場を目指しがんばります。

園芸部
現在3年生8人、1年生5人で
活動しています。
今年の夏は雨が少なく水やり
に苦労しましたが、生徒一人ひ
とりが責任を持って活動するこ
とが出来ました。冬花壇用の苗
の準備も順調に進んでおり、水
高祭へ向けて頑張っています。

製造部
製造部は、3年生4名、2年生
1名、1年生4名の計9名で未利
用魚介類の有効利用を目的に活
動しています。
今年度、製造部の企業コラボ

商品第1号「愛知丸ごはん」がモ
ンドセレクションを受賞しまし
た。企業コラボ商品第2号「愛
知丸せんべいに続き、ヤマサち
くわさんと企業コラボした商品
第3号「愛知丸マグロッケが、8
月9日㈯に蒲郡市市民会館で行
われた「三河湾大感謝祭」にお
いて販売され、完売し良い評価
を頂いています。
今後においても、新商品開発
に取り組んでいきたいと考えて
います。

平成25年度の求人状況は、前年度に比べて景
気の回復もあり改善の兆しが見られました。卒
業生の方々はじめ地元企業の温かいご支援をい
ただき、卒業時には就職希望者89名全員が無事
内定いたしました。進学では、国公立大学の鹿

児島大学をはじめ、東海大学、名古屋学院大学
など、有名私大へも多数合格いたしました。在
校生も頑張っていますので、同窓会の皆様の温
かいご支援を今後ともよろしくお願い申し上げ
ます。

求人状況に改善の兆し

平成26年3月1日現在

平成25年度 卒業生の進路状況

科　目
就　　　　　職 進　　　　　学

その他 その他
一般 公務員 自営・縁故 大学 短大 専門 専攻科

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計

海洋科学 19 0 0 0 3 0 1 0 2 0 2 0 7 0 0 0 34 0 34

情報通信 18 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 0 0 0 26 6 32

海洋資源 14 3 0 1 0 0 5 0 0 0 11 5 0 0 0 0 30 9 39

水産食品 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 18 14 32

合　　計 66 17 2 1 3 0 6 0 4 0 16 9 11 0 0 2 108 29 137

※（　）の数字は女子人数（内数）です。

ヤマサちくわとの企業コラボ商品第2号
「愛知丸マグロッケ」
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平成26年12月27日（土曜日）
● 総　会：11：00～
● 懇親会：12：00～

と き

平成26年度 総会のご案内

公立学校共済組合　蒲郡保養所

蒲 郡 荘
蒲郡市港町21-4
☎0533-68-2188  FAX0533-68-7210

【フリーダイヤル】  0120-011810
（愛知県内のみご利用いただけます）

会 場

編集後記
皆様のおかげをもちまして「みおすじ第23号」
を発行することができました。
これまで支えてくださいました同窓会員、教
職員の皆様のご協力の賜と心から感謝申し上げ
ます。
これからも「みおすじ」が発行できますように皆
様の絶大なるご支援を重ねてお願い申し上げます。

会　長 鎌 田 篤 司  （S42年漁業）

副会長 細 谷 幸 喜  （S57年機関）

　〃 湯 藤 義 文  （S57年漁業）

　〃 田 中 靖 稔  （S61年漁業）

会　計 竹 内 真 人  （H₁₀年製造）

　〃 木 村 幸 二  （S51年増殖）

会計監査 角 堀 修 平  （S42年通信）

　〃 小 田 直 宏  （H3年通信）

事務局長 牧 平 秀 夫  （S56年機関）

事務局次長 山 本 邦 義  （H4年増殖）

総　務 藤 井 徳 久  （S49年通信）

　〃 近 藤 昇 司  （S56年製造）

　〃 稲 吉 浩 己  （S57年機関）

　〃 高 橋 広 一  （H2年漁業）

　〃 林 　 友 絵  （H2年栽培漁業）

顧　問 小 林 俊 雄  （S39年漁業）

　〃 山 本 光 男  （S41年増殖）

　〃 高 橋 武 男  （S45年漁業）

同
窓
会
役
員

3,000円会 費

本年度も蒲郡荘において同窓会総会、懇親会を行うことになりました。同窓会役員
に新たなメンバー細谷幸喜氏（昭和57年度機関科卒）が加わり、同窓会をさらに盛り
上げてまいります。

今年は12月27日（土）に開催しますので、会員の皆様の参加をお待ちしています。

（愛知県内のみご利用いただけます）

円


