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三谷水産高校同窓会
は、同窓会基金や会

員の会費等の浄財で成り
立っております。それを
原資として、同窓会総会、
機関紙「みおすじ」の発
刊・発送、各クラブ活動
の全国大会出場への支援、
そして本年度は、学校の

要望もあり、昨年12月27日の総会で出席の役員・
会員の皆様の了解を得て、「AED（自動体外式除細
動器）」を寄贈致しました。これらの活動が出来る
のも、母校同窓会員の皆様のお陰です。その事に
対してまず、同窓会役員を代表して、衷心よりお礼
を申し上げます。
折角の機会ですので、本年度同窓会長として、

学校の事業に協力した2点の事について少し披瀝
をさせて頂きます。
7月1日（水）「平成27年度第1回学校関係者評
価委員会」が開かれました。会の冒頭、丸崎校長
から、学校の教育目標である、「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。」等の説明がありました。その後、生
徒指導部からは、平成26年度の問題行動の特徴で
は、「喫煙が減り、アルバイト規約違反が増えた。
当面の課題としては、自転車や歩行のマナーの向
上。女子の身だしなみ指導の徹底（化粧・カラコ
ン・アクセサリー）。携帯やスマホの校内ルールの
徹底」と言った報告がありました。これらの話を
聞いていると、同校に、昭和39年入学・42年卒業
の昭和時代の真只中の私には、隔世の感でもある
報告でした。進路指導部の報告は、「昨年度より
復調の兆しがみられる。本科においても、今年度
は製造業を中心に求人数の増加が見込まれる。特
に自動車関連、福祉サービス、建設業でも求人増
が見込まれている。今後は、水産関係企業の求人、
職場体験の充実」などの報告もありました。「進学
希望者42名の進学先は、海洋・水産系の分野を有

する国公立や私学の大学に進んでいます。」との報
告もありました。その他、地域連携の取り組みと
して、「平松食品と共同開発し、2年連続で『モン
ドセレクション金賞の愛知丸ごはん』や、『石黒食
品』と共同開発した『愛知丸せんべい』そして、愛
知丸シリーズ第3弾、『ヤマサちくわ』とは、『愛知
丸マグロッケ』も商品化されている」など、意欲的
や事業の説明がありました。その他、「アワビの陸
上養殖」「ウミガメの放流」「がまごおり産学官ネ
ットワーク会議への参加」など、多様な活動の報
告もありました。
その後の意見交換では、鎌田は同窓会長として、

「本人と家族が三谷水高をどうしても卒業したい、

「三谷水高実習船  第四代愛知丸」 同窓会長（昭和42年漁業科卒）
鎌田  篤司　

平成27年1月26日（月）
同窓会よりAEDを2器、三谷水高に贈りました

平成27年2月27日（金）
三谷水高の卒業・終了証書授与式での挨拶



みおすじ  第24号22

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。
伝統ある三谷水産高校に校
長として２年目となりまし
た。その間、「原点回帰と新
たなスタート」をテーマに
制服の変更を検討し、古き

良き伝統と新しい時代に対応した制服が完成しま
した。本年度入学生から年次進行で導入していき
ます。この三谷水産高校で学ぶことに誇りを持てる
ような、水産・海洋技術者の養成校としてふさわ
しい制服を､との願いを込めたものです。人間は唯
一服を着る動物であり、着る服によって人間性が
変わるとも言われています。この学校から、シーマ
ンシップの精神を兼ね備えた、海洋大国日本を支
える優秀な人材が輩出されることを願っています。
　本校の校長室には、海上保安庁長官からいただ
いた感謝状があります。昭和44年に、かつての本
校実習船、日吉丸船長以下乗組員が行った、イン
ドネシアのスマトラ島南方海上の浅瀬に座礁した
沖縄県那覇市の第25共進丸の救出作業に対する感

謝状です。日吉丸は共進丸の遭難信号を受信する
と、直ちに現場に急行し、悪条件のもと一致協力し
て困難な救出作業を敢行し、乗組員全員25名を救
出したのです。本校の創立30周年記念誌に「実習
の思い出」とする在校生の一文がありましたので
紹介します。
　「操業が終わってシンガポールへ向け航行中、誰
も予期しなかったことが起こった。沖縄漁船が座
礁し、救助を求めてきたのだ。すぐに現場へ駆け
つけた。思ってもいなかったことなので、最初、そ
れを聞いた時は緊張したが、現場に着いてからは
相手の姿も見え、救助方法も割合簡単だったので
落ち着いて行動できた。このことによって実習と
いうものが一層強く心に残ることになったし、将
来の自分にとって大きい経験をしたものだと喜ん
でいる。」と書いています。その時の実習生たちの、
シーマンシップに満ちた、誇らしく「凜として清々
しい」姿が目に浮かぶようです。
　本校に入学した生徒諸君が誇りを持てる学校で
ありたい、同窓会の皆様が誇りを持てる母校であ
りたい。そのために私たち教職員一同、全力で取り
組んでいます。例えば、地域連携等の様々な取組
では、企業と生徒が共同開発した「愛知丸ごはん」

海洋大国日本を支える人材を育成する　 校長　丸﨑  敏夫

との確認が出来るようでしたら、できれば卒業を
最優先させて頂きたい。」と言う提言をさせて頂き
ました。
8月20日（木）に、湯藤副校長兼同窓会副会長、

大場PTA副会長と鎌田の3人で、名古屋の「愛知
県漁業協同組合連合会」に赴き、「三谷水産高校の
実習船四代目愛知丸早期建造に関する陳情書」を
「県漁協組合連合会の吉戸会長」に手渡しました。
その後の懇談で、「現在の実習船三代目愛知丸は、
平成19年3月23日に竣工して、本年3月末で丸8
年を経過しました。文部科学省の定めました実習
船の耐用年数は12年と言う事もあり、代船建造に
3年（調査・設計・施工）は必要なことを考慮する

と、具体的な建造計画が求められています。それ
ともう一点、大型の実習船を要望する理由として、
南海トラフ大地震等の災害救助船の役割も想定し
て、大型の実習船を四代目愛知丸は要望して行き
ます。」等々の話をさせて頂きました。この日の「県
漁連」を皮切りにして、今後、愛知県教育委員会
や県議会等に対しても要望活動を予定しておりま
す。同窓会は学校と連携をして、同窓会の皆様の
ご協力も頂きながら「早期に実習船四代目愛知丸」
の実現に努力をしたいと考えています。
今後も、母校三谷水産高校と同窓会、そして、

後輩諸君への応援をお願いして、同窓会長として
の鎌田の挨拶とさせて頂きます。

平成27年8月20日（木）　「県漁協組合連合会		吉戸会長」に大場
PTA副会長と一緒に要望書を手渡す。

平成27年7月1日（水）
「平成27年度	第1回学校関係者評価委員会」の風景
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が２年連続してモンドセレクション金賞を受賞し
ました。他にも「あわび陸上養殖ブランド化推進事
業」（蒲郡市地方創生交付事業）では生徒たちが中
核を担っています。また、マルチコプターや水中ロ
ボットの研究、未利用魚介類（低利用魚介類も含
む）の有効活用の研究等、生徒たちは様々な体験を
通して成長し、やがては海洋大国日本を支える人
材になることを確信しています。今後も教育活動
を充実させていくためには、同窓会のご支援が不
可欠です。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。

4 月の人事異動により伝統ある三谷水産高校の
教頭として赴任しました柿
原弘明と申します。教科は
保健体育です。よろしくお
願い致します。
　私は平成9年4月より5年
間、教諭として本校にお世
話になりました。1年目に

は海洋漁業科の副担任として 10日間の沿岸航海実
習を経験させていただきました。船酔いも大変で
したが、大海原を進む愛知丸での船旅はいまでも
目に焼き付いています。圧巻は船と戯れる何十頭
ものイルカとの遭遇でした。実習中の生徒達も甲
板に集まり、その光景に感動していました。
　2年目からは、水産工学科の担任として 1年生か
ら3年生まで持ち上がらせていただきました。平穏
無事な日はあまりなかったように思います。諸先
生方にご助言をいただきながら、日々元気な生徒
達と向き合い生活していたように思います。
　2年生の時には、本校初となる北海道洋上研修に
担任として参加することができました。また、卒業
式当日には、教室で生徒たちに胴上げをしてもら

い、感動的な瞬間も経験させていただきました。
　三谷水産での 5年間は苦しい事もありましたが、
良い思い出ばかりが思い出されます。三谷水産か
ら前任校に転勤をして、10年が過ぎようとする頃、
毎年希望する次の転勤先を考える時期が訪れます。
その時、第一に私の頭に浮かぶ高校は三谷水産し
かありませんでした。
　私にとって、今回三谷水産高校に赴任できたこ
とは非常に光栄であります。同時に、前任の小林
教頭先生のご退職にともなう後任であることを考
えますと身の引き締まる思いでもあります。
　今後は、丸﨑敏夫学校長のもと、教頭の立場で
湯藤教頭や全職員と共に三谷水産の伝統を守り、
同時に新たな三谷水産高校のために全力を尽くす
所存であります。同窓会の皆様には今後ともご支
援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

全力を尽くして　 教頭　柿原  弘明

私たちは、昭和37年4月に愛知県立三谷水産高
等学校機関科に40名が入学し、昭和40年3

月に同校同科を38名が卒業しました。機関科第5
回生です。
　入学から卒業まで3年間クラス替えも無く同じ
顔ぶれで、お互い気心の分かり合った集団です。
コミュニケーションが図られ、お互いを思いやる
気持ちを持ち絆の強い仲間です。高等学校時代僅
か3年間でしたが人生で一番大切な時期を一緒に

卒業生からの投稿

同級会『五機会』
昭和40年度　機関科卒業　淺野  眞司
昭和40年度　機関科卒業　西川  弘茂

企業と生徒が共同開発した
「愛知丸ごはん」が2年連続して
モンドセレクション金賞を受賞しました。
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過ごした友として感慨深いものがあります。
　『五機会』の発足、私達が教えられた機関科の教
育方針は船の機関部員の養成でした。機関部員は
船底で機械油だらけになりエンジンや機械の取
扱・保守・点検・修理などを受け持つ地味な仕事
ではあるが船の中枢部を任され、やり甲斐のある
仕事である。“何事にも真面目に取り組み努力を惜
しむな”ということをしっかり教え込まれました。
在学中から油まみれになり体や衣服の汚れること
はいといませんでした。油虫（ゴキブリ）をもじっ
て『五機会』（ゴキカイ）と名付け会員（同級生）か
ら慕われています。会長（浅野眞司）、副会長（西
川弘茂）が万年幹事として運営しています。
　初めの頃の『五機会』（同級会）は酒宴を設け、
各人の職場の様々な業種・職種（船員・NTT職員・
鉄道職員・会社員・自営……等々）からの情報交
換の場として、また同級生間の情報や、それぞれ
の家庭での出来事・世話話し等々、毎回毎回の会
話が新鮮で興味のあるものばかりでした。
　50歳代後半からは、皆さんとの話し合いによ
り、旅行など宿泊を伴う『五機会』定期総会を開催
し、事業報告・事業計画・決算報告など和気あい
あいの内に進められ、一段とお酒が美味しく有意

義で楽しい時間を過ごすことが出来ています。
　平成27年（今年）は、三谷水産高校「卒業50周
年」と「古希の祝い」の年に当たります。折角です
ので記念として心に残る行事を考えました。母校
を訪問し、実験・実習施設設備の見学とカッター
訓練の実施を計画しました。その主旨を丸崎校長
先生にお願いしたところ快諾をいただき早速実施
しました。
　平成27年8月21日㈮参加者18名が胸を躍らせ
母校に集合しました。
　実験実習施設・設備の見学では、私たちの学ん
だ機械器具のほとんどが更新され当時の姿は見受
けられませんでしたが、油まみれになって学んだ
機関運転分解・機械設計工作・鍛造・船用電機実
習等々が大変懐かしく思い出されました。
　カッター訓練では、夏期休業中にも関わらずカ
ッター部顧問の先生の気遣いで、現役のカッター
部員3名が訓練に参加して戴き実施しました。昔
取った杵柄、若い者には負けないと頑張りました
が、古稀の年齢には勝てません。現役部員が手伝
ってくれたので三谷漁港を一廻り、1時間程で念
願の訓練を無事終了することが出来とても満足し
ています。
　同級生は、同じ時代に同じ空気を吸い、同じ教
育を受け、時を共有した者の集まりですから50年
前にタイムスリップするには時間を要しません。
会話が弾み心が和みます。
　真の意味の親友を持てと教えられました。友を
思いやり、友に気遣い、苦しい事、楽しい事、困っ
た事、何でも話すことが出来相談できる友が親友
といえるのではないでしょうか。
　今、私達がここにいるのは三谷水産高校で学ん
だ一つ一つの教えのお陰と感謝しています。「卒
業50周年」・「古稀を祝う会」が出来たことを大変
幸に感じております。丸崎校長先生を始め機関科
の先生方・カッター部の顧問の先生・現役カッタ
ー部々員の皆さん本当に有難うございました。
　元機関科榊原先生は、大学を卒業して三谷水産
高校に赴任されたのが昭和37年4月、私達が三谷
水産高校に入学したのも昭和37年の4月です。先
生には我々の同級生としてお付き合い願い『五機
会』総会などには来賓としてご臨席を賜り華を添
えて戴いております。先生ありがとうございます。
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部活動 紹介
野球部
　野球部は、部員16名、マネー
ジャー 5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11日㈰、「第97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、守山高校でした。初回
に先制し、その後も着実に得点
を重ね、7−0の7回コールドで
1回戦を突破しました。このチー
ムにおいて公式戦初勝利であり、
生徒の喜びも大きなものとなり
ました。2回戦は7月21日㈫、対
戦相手は愛知高校でした。序盤
は相手に先制され、0−4の苦
しい展開でしたが、4回3点を
返し、一時は3−4と1点差とし、
相手を苦しめましたが、最終的
には5−15の6回コールドで2
回戦敗退となりました。3年生
最後の試合で、名古屋の古豪愛
知高校と試合ができたこと、自
分たちの力が発揮できたことに
大きな喜びを感じました。
　この2試合スタンドからの多
くの声援、本当にありがとうご
ざいました。改めて、多くの方
に支えられて三谷水産高校野球
部が活動できていることを感じ
ました。これからも感謝の気持
ちを忘れず活動していきたいと
思います。また、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
11名、2年生16名、1年生16名
で活動を行っています。部員数
が40人を越え、十分な練習場

所が確保できない中で、お互い
に切磋琢磨しながら練習に励ん
でいます。
8月20日㈭、21日㈮に新潟県
立海洋高等学校で行われた、第
18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、惜しくも総合優勝は
逃してしまいましたが、ダイビ
ングレスキューや200ｍフリッ
パーリレー、50ｍフリッパー
で大会新記録を出すなど、チー
ムワークを活かし、多くの結果
を残すことができました。3年
生にとっては最後の夏の大会と
なるため、全力で試合に臨み、
悔し涙を流す場面もありました
が、心に残るとてもいい試合だ
ったと感じています。今回の大
会の経験を活かし、来年こそは
全国優勝を勝ち取って欲しいと
思います。
〈大会結果〉
・総合3位
・男子の部　2位（Bチーム）
・ダイビングレスキュー
　男子　1位（Bチーム）
　女子　1位（Aチーム）
・200ｍフリッパーリレー
　男子　1位（Bチーム）
　女子　2位（Aチーム）

テニス部
現在の部員数は3年生男子5

名、2年生男子5名、1年生男子
13名の合計23名で活動してい
ます。規律を守り、楽しくテニ
スの練習をしています。今年度

は1年生が多く入部しました。
来年度も新入生の勧誘に力を入
れ、テニス部がより活性化する
ようにしたいと思っています。
3年生が最後の公式戦として
挑んだ4月の東三総体予選団体
戦では、残念ながら1回戦で豊
橋工業高校に負けてしまいまし
た。現在は9月の新人戦に向け
て、2年生主体に団体戦での勝
利を目標に頑張って練習してい
ます。

サッカー部
現在の部員数は3年生8名、2

年生6名、1年生7名、マネージ
ャー 3名の合計24名で活動して
います。
本年度6月より、部員の活動

意欲が高いことからフットサル
同好会からサッカー部に変更す
ることができ、毎日元気に活動
しています。部登録することに
よって公式戦に出場できるよう
になり、目標が定められ、部員
の志気が高まっています。また
練習試合に多く参加し、静岡な
どの他県や私学の強豪高とも対
戦し、チームとしての課題が明
確になっています。
初戦は新人戦大会です。チー

ム一丸となって県大会出場を目
標に頑張ります。

柔道部
現在の部員数は、3年生が1

名、2年生が2名、1年生が3名
（女子1名）の合計6名です。毎
日、基本的なことを中心に練習
を行い、自分の力を試合で最大
限に発揮できるように努めてい
ます。各種の大会では、特筆す
べき結果は残せていませんが、
一つでも上に勝ちあがれるよう
に、一生懸命活動しております。
部員数が少ない上、乗船実習

を行う科の生徒もいるため、9
月からは満足な練習を行うこと
が難しくなります。OBの方々
には、時間的に余裕があれば、
ぜひ来校してご指導をお願いし
たいと思います。
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ハンドボール部
現在、3年生6名、2年生9名、
1年生7名で活動しています。3
年生最後の公式戦の総体東三河
予選では、海洋実習の期間と重
なり、残念ながら3年生全員が
参加することができませんでし
た。試合では1回戦の豊橋南に
勝てませんでしたが、点差が開
いた後半戦でも最後まであきら
めず、気持ちを前面に出し、追
い上げを見せてくれました。
2年目の本年度は、女子部員
が加入し、工夫しながら練習に
励んでいます。新人戦で決勝リ
ーグに進むことを目標にがんば
っていますので、今後とも暖か
い声援をお願いします。

卓球部
現在、卓球部は男女含めて、
3年生10名、2年生6名、1年生
13名の計29名で活動しており
ます。練習は毎週火曜日から土
曜日まで実施しており、うだる
ような暑さの体育館の中でも、
短時間でも質の高い練習を目標
に活動して参りました。

また、部の方針として本校卓
球部員だけでなく、校外の選手
との実戦経験を多く積むことに
重点をおき、年間累計約30回の
大会・合同練習への参加を目指
しております。その甲斐もあり、
今年度の国体では男女あわせて
5名が地区予選を勝ち抜き県大
会へ出場することができました。
これもひとえに部員全員が一丸
となって努力し勝ち取った結果
だと確信しています。

バスケットボール部
現在20名の部員が所属し、

日々練習に励んでいます。
今年度は、後期より体育館が

使用できなくなるため、練習量低
下が心配されますが、工夫を凝ら
した練習を行い、体力・技術の
維持・向上をしていきたいと思い
ます。10月には全県で行われる
公式戦に出場します。少しでも良
い結果が出せるよう、頑張ります。

カッター部
カッター部は、3年男子2名・
女子3名、2年男子6名、1年男
子4名・女子1名の合計16名で
活動しています。
7月4・5日に千葉県の館山で
行われた、平成27年度全国水
産・海洋高等学校カッターレー
ス大会の関東・東海地区代表選
考会では現在のチームとしての
ベストタイムは出ましたが、他
チームに及ばず、予選敗退とい
う結果となり全国大会へは出場
することは出来ませんでした。
敗因は、個々の自主性や協調性
等未熟な部分が多くあり、全員
揃っての漕艇練習がなかなか出
来なかったためだと思います。
現在は、今年度の反省を活か
し、個々のメンタル面の強化と、
人としての成長を図りながら来
年度の全国大会で優勝できるよ
う練習に励んでいます。

行事研究部
行事研究部では、学校行事の
企画や準備、運営のために毎日
活動を行っています。

今年の水高祭は体育館での校
内発表ができないため、全員で意
見を出し合い、新たな企画を考え
ています。昨年から引き続き活動
している生徒の中には、自主的に
行動できる生徒も多くなってきて
おり、生徒主体の学校行事が実
現しつつあります。また、新たに
1年生も加わり、さらに活気に満
ちていくことと思います。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。

海洋工学部
現在の部員数は、2年生が2

名、1年生が2名の合計4名です。
今年度より、活動を再開し、8
月に海洋研究開発機構ＪＡＭＳ
ＴＥＣで行われる水中ロボット
コンベンション（中・高校生部
門）に参加し、将来的には海洋
工学部で自作の水中ロボットを
作成し、一般部門への参加を目
指しております。

何もかもが初めてづくしで、
右も左も分からないまま始まっ
た活動ですが、今後ともご支援
よろしくお願い致します。

情報技術部
現在の部員数は、3年生が4名、
2年生が3名、1年生が1名の合
計8名です。今年度より、テレビ
などでドローンと呼ばれている
マルチコプターの研究および製
作を行っています。今年は企業
の方の協力により、マルチコプ
タ−の製作や操作、運用をする
ための講習会を開催することが
できました。そして、大学生や
専門学校生が主に出場する第11
回全日本学生室内飛行ロボット
コンテストのマルチコプター部
門に参加することができました。
今後は、GPSやセンサ、カメ

ラなどを搭載し、マルチコプタ
−を利用した三河湾での海洋調
査を行っていきます。



7みおすじ  第24号

進学研究部
進学研究部は国公立大学への
進学希望者を中心に、英語・数
学などの基礎科目の補習を行っ
ています。現在の部員数は3年
生7名、2年生16名、1年生11
名です。昨年の国公立大学合格
者は鹿児島大学水産学部1人と
いう結果でした。険しく厳しい
道ではありますが、部員は高い
目標を持ち、自らの夢に向かっ
て努力しています。兼部が可能
なので、多くの部員は増殖部や
ダイビング部などの水産高校な
らではの部活に所属し、より専
門性を高めながら、将来、水産
分野で活躍し貢献できる人材に
なるために基礎学力の強化に
日々地道に取り組んでいます。

フラダンス部
今年度より同好会からフラダ
ンス部へとなり、「フラガール
甲子園」を目指し練習に励んで
きました。しかし、思うように
部員が集まらず、大会出場はで
きませんでした。種目としては、
伝統的でゆるやかな「フラ」の
踊りと、リズム感とテンポの激
しい「タヒチアン」の2部門にチ
ャレンジをしています。

夏休みには近隣にある公立保
育園や高齢者施設で発表する機
会をいただき参加をしたところ、
見学者の方々からたくさんの笑
顔と声援をいただき、やってき
てよかったという思いになれま
した。これからもがんばります。

製造部
製造部は、部員12名で活動し

ています。今年は、練り製品で有
名なヤマサちくわ株式会社さんに
協力して頂き、愛知丸ごはん、愛
知丸せんべい、マグロッケに続い
て第4弾コラボ商品のメヒカリを
使った練り製品「メヒコロボール」
を作成しました。5月2日の蒲郡
市漁協共同組合形原・竹島支所
合同水産祭りにて販売を行い、用
意した100パックがあっという間
に売れ切れになり、購入者から高
評価を頂きました。今後も、アン
テナを広く張って多くの情報をい
れ、新商品の開発などを頑張って
いきたいと思います。

機関部
機関部は、現在3年生女子2名、
2年生男子5名、1年生男子4名
の合計11名で、バッテリーエコ
ランを中心に活動しています。
春は豊橋、夏は鈴鹿サーキッ

ト、秋には岐阜と大阪の大会に
全国の工業高校に混じって参加
しています。
5月31日に豊橋で行われた

「第13回高等学校エコカーレー
ス総合大会」におきまして、「エ
コハイクラス部門」で2年連続
準優勝、「充電池部門」で6位入
賞を納め、エコハイクラス部門
では、愛知県内の高校の中でト
ップに立つことが出来ました。
この結果は、ドライバーの力
だけではなくメカニック等、部
員全員がそれぞれの役割をしっ
かりとこなし「一致団結」して大
会に臨んだ結果だと思われます。
今後も機関部OB・OG達か
ら受け継いだ技術を最大限に発
揮しつつ、新しい技術にも挑戦
して「打倒工業高校！！」を目
標に頑張りたいと思います。
また、機関部の活動に対しご
支援・ご声援を送っていただい
た卒業生の皆様には、深く感謝
しております。この場を借りま
してお礼を申し上げます。

平成26年度の求人状況は、製造業をはじめ前
年度と比較して好転の兆しがみられました。どの
業種においてもほとんどの生徒が、希望していた
職種を選ぶことができました。これもひとえに、
地元企業の方々はじめ卒業生の皆様の温かいご支
援の賜であると、深く感謝申し上げる次第です。

進学においても、鹿児島大学に5年連続合格者が
出るなど、例年と同様の成果が上がっておりま
す。ただ、近年の入学者については国公立大学志
望の生徒が増加しており、より多くの希望を叶え
られるよう支援体制を充実させたいと考えており
ます。後輩達の頑張りにご期待ください。

求人状況好転の兆し
平成27年3月1日現在

平成26年度 卒業生の進路状況

科　目
就　　　　　職 進　　　　　学

その他 合　計
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 17 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 3 0 2 0 33 0 33
情報通信 16 3 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 8 1 1 0 32 6 38
海洋資源 19 1 3 0 0 0 2 1 0 0 4 3 0 0 3 2 31 7 38
水産食品 14 12 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 19 16 35
合　　計 66 16 5 0 5 2 3 1 4 1 15 3 11 2 6 4 115 29 144
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編集後記
皆様のおかげをもちまして「みおすじ第24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 近 藤 昇 司  （S56年製造）

　〃 稲 吉 浩 己  （S57年機関）

　〃 高 橋 広 一  （H2年漁業）

　〃 仲 田 幸 正  （H2年製造）

　〃 山 田 　 学  （H4年通信）

　〃 石 黒 裕 之  （H11年製造）

　〃 林 　 友 絵  （H12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

平成27年度 総会のご案内
　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。歴代の校長先生、なつかしい恩師のみなさんも加わり、同
窓会をさらに盛り上げてまいります。
　今年は12月26日（土）開催しますので、会員の皆様の参加をお
待ちしています。

モニュメントの除幕式を来年の４月に予定しています。
彫刻家　平山真也（平成16年　水産工学科卒）
愛知県を中心に、彫刻家として活動。石彫をメインに木彫、
彫塑、鋳造、絵画など素材をえらばず彫刻を制作。鬼、生命、
妖精をコンセプトに立体表現活動を展開。
画家　早川洋介　　　書家　浜野龍峰
彫刻家　和泉俊昭　　彫刻家　櫻井壽人らに師事

学校校門横の燈台の横に
モニュメントを寄贈されました

●作家プロフィール
1985年9月6日生まれ
2004年　愛知県立三谷水産高校卒業
2005年　名古屋芸術大学造形科入学
2008年　 同大学を休学し東アフリカ、タンザニアに

遊学。マコンデ人アーティスト　マティア
ス・ナンポーカにマコンデ彫刻の指導を受
ける。

2010年　同大学卒業
2012年　平山真也彫刻展(豊橋市美術博物館)
2013年　愛知県新城市にアトリエをかまえる。
2015年　ONI shop(仮)出品(豊橋市美術博物館)
2015年　 歌となる言葉とかたち展　出品(古今伝

授の里フィールドミュージアム）

平成27年度入学生より
制服が変わりました！

※ 体育館改修の為、今年度の冷凍マグロ販売はありません
のでご了承お願いします。

平成27年12月26日（土曜日）
●総　会：11:00～　●懇親会：12:00～

と　き

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

4,000円会　費


