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【主な整備内容】

（１）正門新設

（２）正門周辺関連整備

（３）グラウンド西側駐車場整備

▼ 鳥瞰図（イメージ）

https://www.motosu-dousoukai.org/


同窓生の皆様へ 

岐阜県立本巣松陽高等学校創立百周年記念事業 

「正門周辺整備事業」への協賛金ご寄付のお願い 
 

同窓生の皆様には、益々ご清祥にて各方面でご活躍のこととお喜び申し上げます。 

さて、母校は2020年に創立百周年を迎えます。その記念事業として、「正門周辺整備事業」を実施します。こ

の事業は、学び舎に相応しい質の高い教育環境を整備するもので、次の三つの事業で構成されています。 
 

１．中心事業として、学びの森のシンボルである正門を新たに設けます。 

２．正門周辺部を再整備し、景観の調和を図ります。 

３．グラウンド西側駐車場を再整備し、利便性を向上させます。 
  

以上の整備を実施することによって、百年の歴史を感じさせてくれる四百余幹の松垣及び、かつて糸貫川畔に

位置していた気配を感じられる環境を残しつつ、同窓生をはじめ在校生、保護者、地域の方々が気軽に立ち寄っ

ていただける、「開かれた」、また「ゆとり」や「美しさ」、私達の心の原風景である「懐かしさ」、「親しみ」を感

じる、そんな空間を創出したいと思います。 
 

 ご案内のとおり、現在迄の総卒業生数は3万8百余人を数え、多くの個性豊かな人財を輩出してきました。百

周年を機に、「個性豊かな、彩なす人財」を縦糸に、「次代を担う有為な人財」を横糸に、「新たな本校の伝統」

を織りなしてほしいと願っています。 

今回の正門周辺整備事業は、まさに「新たな伝統の創造を目指す」ものです。 
 
 しかしながら、今日までにご協賛いただいた浄財は、目標金額に遠く及ばない状況でございます。本事業は、同窓生

諸氏の浄財なくして達成できません。 

みなさまが残された功績への感謝を忘れず、“夢を描き、夢を共有し、夢をつなげよう”との思いを次の百年に

繋げるため、何卒ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

 

岐阜県立本巣松陽高等学校創立百周年記念事業実行委員会 組織図 
（平成30年5月19日 現在） 

実行委員長 川瀬 善忠（同窓会長、昭40卒） 

実行副委員長 本田 修也（同窓会顧問、昭35卒） 中島 洋晃（同窓会顧問、昭36卒） 北村 好章（PTA会長）小椋 博文（学校長） 

各種委員会 （◎ 委員長  ○ 副委員長） 

総務委員会 【同窓会】 ◎遠山 信義（昭40卒） 〇長屋 秀眼（昭50卒） 〇山本 和之（平3卒） 髙橋 茂德（昭37卒） 

棚橋 敏明（昭43卒） 林 利治（昭51卒） 古野 利仁（昭53卒）大草 由美（昭56卒）小島 亜由美（昭63卒） 

 【ＰＴＡ】 山本 幸浩（平元卒）  西 和幸 

【学 校】 羽賀 均（教頭）  杉江 祐子  小島 和秀  長谷川 由利 

広報委員会 【同窓会】 ◎河野 秀明（昭53卒） 〇山本 康義（昭56卒） 〇麓 英里（昭62卒） 〇兒玉 丈寛（平11卒） 

髙橋 睦（昭36卒） 川瀬 尚信（昭42卒） 所 輝一（昭52卒） 吉田 廣行（昭52卒） 

若曽根 隆彦（昭52卒） 箕浦 隆（昭57卒） 今西 卓（昭58卒） 戸村 和夫（昭58卒）山本 邦宏（昭58卒） 

但馬 守（昭62卒） 小森 孝美（平5卒）  

【ＰＴＡ】 北野 美保  西 和幸 

【学 校】 羽賀 均（教頭）  山田 晃生  長谷川 由利 

事業委員会 【同窓会】 ◎小川 裕幸（昭46卒） 〇後藤 壽太郎（昭41卒） 〇山本 幸浩（平元卒） 臼井 悦子（昭40卒） 

大西 徳三郎（昭42卒） 亀井 嘉人（昭49卒） 岩崎 清（昭56卒） 佐名 康太（昭56卒） 

 【ＰＴＡ】 北野 美保  山本 幸浩（平元卒） 

【学 校】 羽賀 均（教頭）  細江 美直（事務長）  菊池 徳隆（昭60卒） 

式典委員会 【同窓会】 ◎藤木 節子（昭49卒） 〇松岡 太郎（昭61卒） 〇木野村 大二郎（昭59卒） 髙橋 清生（昭40卒） 

  若原 敏郎（昭44卒） 曽我部 雄志（昭62卒） 

 
【ＰＴＡ】 北野 美保  山本 幸浩（平元卒） 

【学 校】 羽賀 均（教頭） 菊池 徳隆（昭60卒） 加藤 吉基 三鴨 勲 福島 良輔 青木 智宏（平9卒） 笠井 智子 

記念誌委員会 【同窓会】 ◎西尾 侑一（平16卒） 〇松野 正範（昭55卒） 〇若原 義弘（昭60卒） 福島 久生（昭41卒） 

杉原 悟（昭54卒） 横田 善孝（昭55卒）  

 
【ＰＴＡ】 田尻 久代 

【学 校】 芦刈 徳子 

名簿発行委員会 【同窓会】 ◎天野 知子（昭52卒） 〇木野村 優子（昭52卒） 服部 岩夫（昭42卒） 大江 康成（昭51卒） 

若原 秀子（昭51卒） 高橋 裕司（昭58卒）  

財務委員会 【同窓会】 ◎汲田 雅司（平6卒） 〇大野 博（昭50卒） 〇髙橋 敏郎（昭53卒） 吉田 彰（昭41卒）  

大西 隆信（昭41卒）田口 勉（昭40卒）廣瀬 政則（昭40卒） 中村 隆春（昭41卒） 浅井 幸治（昭50卒）  

堀部 好秀（昭54卒） 堀口 浩（昭57卒） 大野 時則（昭61卒） 所 千加（平9卒） 
 

 
【ＰＴＡ】 横山 信子 髙橋 瞳 

【学 校】 羽賀 均（教頭） 細江 美直（事務長） 

監   査 【同窓会】 ◎青木 松男（昭32卒） 宮本 記三子（昭57卒） 

 【ＰＴＡ】 山元 一臣 竹中 文代 馬渕 めぐみ 

事 務 局  ◎柏木 典子（昭53卒） 藤井 健司（昭54卒） 大野 超子（昭54卒） 髙木 智美（昭57卒） 

菊池 徳隆（昭60卒） 山本 博（平7卒） 青木 智宏（平9卒） 西尾 侑一（平16卒） 近藤 祐衣  
 


