
クラス会だより

33回生 昭58年卒 普30
市川マルシェにて宮野先生を囲み　中村千鶴

6回生 昭31年卒 普A・B市川マルシェにて
16回目の同期会　喜寿のお祝い　武内三知子

高校同窓会事務局だより
●ご結婚、引越しなどによる改姓、住所変更等は同窓会宛にハガキでご連絡ください。
●皆様の名簿は、大切な個人情報ですので、絶対に外部に漏れないよう厳重に管理をしております。
●クラス会や同窓会を企画されている方は和洋国府台女子高等学校同窓会までご相談ください。
●母校のホームページに同窓会情報をリンクしています。
☞http://www.wayokonodai.ed.jp/KOUHP/dosokai

編集後記
新体制の下、微力ながら、知恵を寄せ
合って取りくみました。今後も皆様の
同窓会であり続けるためにがんばりま
す。活発なご意見お待ちしております。

広報 新屋 外 編集スタッフ一同

同窓会活動の更なる発展を願って

受け継がれていく同窓会・5代の歴代会長のもと
和洋は一つの家族です。（H26年6月総会にて）

お披露目会には歴代会長・副会長が
勢揃い。皆様とてもお元気です。

学生ホールから入ります
（木曜日には事務局は在室しています）

伝統と誇りを大切にして
新しい同窓会の更なる
発展のために!!

7号館は
解体されました

新同窓会会長のご挨拶

新同窓会室は 新体育館１階に移りました！

伊与久 美子 
会長

体育館

期待しています

和洋国府台女子高等学校同窓会会報む
ら
竹
会

同窓会の皆様にあらためてご挨拶申し上げます。
私は昨年6月の総会において、前会長山田真理

子先輩からバトンタッチを受け、第5代同窓会会長
を務めさせていただくことになりました13回生の
伊与久美子と申します。

力不足の私ですが、周囲のあたたかいご支援を
いただきながら、持ち前の元気と勇気と行動力を
振り絞って微力ながら活動に専心してまいります
ので、何卒ご指導ご協力賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

四季を問わず美しく豊かな緑に包まれた国府台
の坂道は、今日も多くの学生・生徒たちの元気な
声とはつらつとした姿が行き来しております。

そのような中で、今大きく変わったのは、和洋
キャンパス全面改築による和洋学園の大変貌だと
思います。近々に最終工程の植栽整備等に入りま
すと、皆様方の願いが込められた「さくら基金」がい
よいよ「さくらプロムナード」として蘇ることとなりま
す。その日を楽しみにしていただきたいと存じます。

さて、国府台丘陵に凛とそびえ立つ我が母校和
洋学園が、創立以来掲げる「和魂洋才」の、女子教
育の歴史と伝統を限りなく未来に向かって刻み続
けていくためにも、今、同窓会の「母校の発展に尽
くす」活動に期待が寄せられております。それは、
卒業生の私たち一人ひとりがあらためて少子化問
題や真の女子教育について意識し、行動すること
であり、和洋生としての自信と誇りをもって力強く

「和洋」のPR活動に努めていくことだと思います。
桜の樹の下で、セーラー服の愛らしい生徒たち

があちこちに談笑する光景を思い描きながら、皆

様と共に活動を展開してまいりますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

これからも同窓会は、皆様からお預かりした会
費を財源に、ホームページや会報でホットな情報
をお届けしたり、若い方々からベテラン同窓生の
皆様に共に喜んでいただけるような時代を反映し
た事業に積極的に取り組んでまいります。

皆様のご健勝をお祈りしつつ、「青春時代の心
のふるさと和洋」同窓会活動に更なるご支援を
賜りますよう切にお願い申し上げましてご挨拶
といたします。

イラスト
高野清美（24回生）

同窓会19回総会開催（平成28年6月予定）次回

是非ご参加
ください！

高校を卒業し、まだ半人前の私達が成人を迎え、お世話になった先生方に成長
と感謝の意を込めて成人同窓会を企画しました。同窓会・母の会・後援会のご
支援・ご協力に感謝します。和洋生として誇りを持ち、日々精進して参ります。

幹事　田所桃菜・酒井紫織

和洋63回生（平成25年）卒業生　成人同窓会
平成27年1月12日　於、市川グランドホテル

人生節目のお祝い同期会

同窓会はアニバーサリーイヤーを応援します。

詳しくはお問い合わせ下さい。

おめでとうございます。

和洋第13回生（昭和38年）卒業生　古希祝同期会
平成26年11月29日　於、和洋ラウンジむら竹

雨空にもめげず青春の思い出を胸に70才仲間が母校に集まりました。恩師の先生方7名の
ご出席のもと心豊かで和やかな人生節目のお祝いができました。 

世話役　篠弘子・大藤光子・伊与久美子

和洋国府台女子高等学校同窓会会報　第25号
発行日　平成27年　8月20日
発行人　高校同窓会会長・伊与久 美子
発行所　和洋国府台女子高等学校同窓会
〒272-8533　市川市国府台2－3－1
振替　00120-4-162337

古稀を祝う会

20歳の同窓会

同窓会よりお知らせ
母校の発展に寄与することと同窓生との情報交換
を目指している同窓会の事業活動はあなたの年会
費に支えられています。主要財源である年会費は、
ここ数年減少し憂慮すべき状況となっています。維
持発展のため年会費納入に何卒ご協力お願い申し
上げます。
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朴さんは中学から和洋でいらっしゃいますが、学園生活で
特に印象に残っている思い出は何ですか
ー 3年間演劇部で創作させて頂けた事が思い出深いです。

恩師や友人についての思い出をお聞かせ下さい
ー やはり演劇部で一緒に青春時代を過ごした友人とのやり取

りです。

今のお仕事に就かれたきっかけ又は理由は何ですか
ー ここで演劇というものに触れていなければ今の私は存在し

ていないだろうと思います。

今後の夢などについてお聞かせ下さい
ー ステキなおばあちゃんになることです。

同窓生に向けて一言 メッセージを頂きたいのですが…
ー 同じ学び舎で過ごされた皆さんが其々の道を豊かに歩んで

いけることだろうと思えることが私の過去への誇りです。

今回は女優 声優として
幅広く活躍されている
朴路美さんにインタビュー
いたしました!

ご退職の先生の芳名

荒川衛子（保健体育科）

小野眞佐子（外国語科）

藤田孝（国語科）

小野洋子（保健体育科）

髙橋加寿子（家庭科）

中出和宏（理科）

鳥居正子（数学科）

染井滋行（社会科）

高橋俊哉（理科）

カヴァナー・ニッキー

芝原牧人(国語科)

櫻井治（理科）

朴 路美 さん ( 40回生 )

先生方の表彰

感謝をこめた人のトンネルで送別の意を表わしました

ご
奉
職

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

お世話になりました！

こんにち和洋

ぱく      　ろ       み

米国際バレエ金賞

加瀬 栞 さん
か      せ    　しおり

 ◆  ◆  同窓会談話室を開設 ◆ ◆ 

同窓会活動・行事を通して世代を
越えて繋がっていきたい!!
親睦を深める絶好のチャンス
是非活発なOGの活動にまずは
参加してみて下さい。

昨年は小江戸川越へ50名の参加を頂き穏やかな日和の
中、風情ある町並みを散策。
いも膳での和洋オリジナル御膳は同窓会ツアーでしか味
わえない思い出に。
グリコ工場見学限定のポッキー風船のお土産がつき、幅
広い年齢層の皆様と楽しい交流が出来た一日でした。

バスツアー  　　   のお知らせバスツアー  　　   のお知らせ

キリンビール工場とつくば宇宙センター見
学。美味しい時間はレトロなかやぶき屋根
の古民家レストラン藤右ェ門 栄で創作イ
タリアンのコースです。
日　時 ： 10月17日（土）
参加費 ： 5,000円
お問い合わせ ： 新屋麻利子（広報）
 03(3725)0608

キリンビール工場とつくば宇宙センター見
学。美味しい時間はレトロなかやぶき屋根

お問い合わせ ： 新屋麻利子（広報）

同窓生による手作
り品の展 示・販 売

（食品は除く）。
お問い合わせは事
務局まで。

ワンテーブル
ショップでお店
を開きませんか？

消しゴムはんこでうちわ作り体験コーナー

今年より学園祭のお手伝いは、卒業回の末尾が西暦末尾
と同じ方にお願いしております。今年は5のつく回生です。

作品 展示物 募集中です ミニバザーも提供品のご協力をよろしくお願いします

同窓会応援オリジナルグッズ販売してます

今年の学園祭は 9 月 12 日 ( 土 )・13 日 ( 日 )
無料のコーヒーお茶で

お待ちしています

今年はつくばに宇宙を見に行こう!!

切手

エプロン
タオル

ストラップ

作品  机上の空論
(フォトスタジオ八木)

ダンス部おめでとう全国優勝市川市長表敬訪問

中学まで
和洋で学び留学

（2）第25号 （3）第25号



朴さんは中学から和洋でいらっしゃいますが、学園生活で
特に印象に残っている思い出は何ですか
ー 3年間演劇部で創作させて頂けた事が思い出深いです。

恩師や友人についての思い出をお聞かせ下さい
ー やはり演劇部で一緒に青春時代を過ごした友人とのやり取

りです。

今のお仕事に就かれたきっかけ又は理由は何ですか
ー ここで演劇というものに触れていなければ今の私は存在し

ていないだろうと思います。

今後の夢などについてお聞かせ下さい
ー ステキなおばあちゃんになることです。

同窓生に向けて一言 メッセージを頂きたいのですが…
ー 同じ学び舎で過ごされた皆さんが其々の道を豊かに歩んで

いけることだろうと思えることが私の過去への誇りです。

今回は女優 声優として
幅広く活躍されている
朴路美さんにインタビュー
いたしました!

ご退職の先生の芳名

荒川衛子（保健体育科）

小野眞佐子（外国語科）

藤田孝（国語科）

小野洋子（保健体育科）

髙橋加寿子（家庭科）

中出和宏（理科）

鳥居正子（数学科）

染井滋行（社会科）

高橋俊哉（理科）

カヴァナー・ニッキー

芝原牧人(国語科)

櫻井治（理科）

朴 路美 さん ( 40回生 )

先生方の表彰

感謝をこめた人のトンネルで送別の意を表わしました

ご
奉
職

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

お世話になりました！

こんにち和洋

ぱく      　ろ       み

米国際バレエ金賞

加瀬 栞 さん
か      せ    　しおり

 ◆  ◆  同窓会談話室を開設 ◆ ◆ 

同窓会活動・行事を通して世代を
越えて繋がっていきたい!!
親睦を深める絶好のチャンス
是非活発なOGの活動にまずは
参加してみて下さい。

昨年は小江戸川越へ50名の参加を頂き穏やかな日和の
中、風情ある町並みを散策。
いも膳での和洋オリジナル御膳は同窓会ツアーでしか味
わえない思い出に。
グリコ工場見学限定のポッキー風船のお土産がつき、幅
広い年齢層の皆様と楽しい交流が出来た一日でした。

バスツアー  　　   のお知らせバスツアー  　　   のお知らせ

キリンビール工場とつくば宇宙センター見
学。美味しい時間はレトロなかやぶき屋根
の古民家レストラン藤右ェ門 栄で創作イ
タリアンのコースです。
日　時 ： 10月17日（土）
参加費 ： 5,000円
お問い合わせ ： 新屋麻利子（広報）
 03(3725)0608

キリンビール工場とつくば宇宙センター見
学。美味しい時間はレトロなかやぶき屋根

お問い合わせ ： 新屋麻利子（広報）

同窓生による手作
り品の展 示・販 売

（食品は除く）。
お問い合わせは事
務局まで。

ワンテーブル
ショップでお店
を開きませんか？

消しゴムはんこでうちわ作り体験コーナー

今年より学園祭のお手伝いは、卒業回の末尾が西暦末尾
と同じ方にお願いしております。今年は5のつく回生です。

作品 展示物 募集中です ミニバザーも提供品のご協力をよろしくお願いします

同窓会応援オリジナルグッズ販売してます

今年の学園祭は 9 月 12 日 ( 土 )・13 日 ( 日 )
無料のコーヒーお茶で

お待ちしています

今年はつくばに宇宙を見に行こう!!

切手

エプロン
タオル

ストラップ

作品  机上の空論
(フォトスタジオ八木)

ダンス部おめでとう全国優勝市川市長表敬訪問

中学まで
和洋で学び留学

（2）第25号 （3）第25号



クラス会だより

33回生 昭58年卒 普30
市川マルシェにて宮野先生を囲み　中村千鶴

6回生 昭31年卒 普A・B市川マルシェにて
16回目の同期会　喜寿のお祝い　武内三知子

高校同窓会事務局だより
●ご結婚、引越しなどによる改姓、住所変更等は同窓会宛にハガキでご連絡ください。
●皆様の名簿は、大切な個人情報ですので、絶対に外部に漏れないよう厳重に管理をしております。
●クラス会や同窓会を企画されている方は和洋国府台女子高等学校同窓会までご相談ください。
●母校のホームページに同窓会情報をリンクしています。
☞http://www.wayokonodai.ed.jp/KOUHP/dosokai

編集後記
新体制の下、微力ながら、知恵を寄せ
合って取りくみました。今後も皆様の
同窓会であり続けるためにがんばりま
す。活発なご意見お待ちしております。

広報 新屋 外 編集スタッフ一同

同窓会活動の更なる発展を願って

受け継がれていく同窓会・5代の歴代会長のもと
和洋は一つの家族です。（H26年6月総会にて）

お披露目会には歴代会長・副会長が
勢揃い。皆様とてもお元気です。

学生ホールから入ります
（木曜日には事務局は在室しています）

伝統と誇りを大切にして
新しい同窓会の更なる
発展のために!!

7号館は
解体されました

新同窓会会長のご挨拶

新同窓会室は 新体育館１階に移りました！

伊与久 美子 
会長

体育館

期待しています

和洋国府台女子高等学校同窓会会報む
ら
竹
会

同窓会の皆様にあらためてご挨拶申し上げます。
私は昨年6月の総会において、前会長山田真理

子先輩からバトンタッチを受け、第5代同窓会会長
を務めさせていただくことになりました13回生の
伊与久美子と申します。

力不足の私ですが、周囲のあたたかいご支援を
いただきながら、持ち前の元気と勇気と行動力を
振り絞って微力ながら活動に専心してまいります
ので、何卒ご指導ご協力賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

四季を問わず美しく豊かな緑に包まれた国府台
の坂道は、今日も多くの学生・生徒たちの元気な
声とはつらつとした姿が行き来しております。

そのような中で、今大きく変わったのは、和洋
キャンパス全面改築による和洋学園の大変貌だと
思います。近々に最終工程の植栽整備等に入りま
すと、皆様方の願いが込められた「さくら基金」がい
よいよ「さくらプロムナード」として蘇ることとなりま
す。その日を楽しみにしていただきたいと存じます。

さて、国府台丘陵に凛とそびえ立つ我が母校和
洋学園が、創立以来掲げる「和魂洋才」の、女子教
育の歴史と伝統を限りなく未来に向かって刻み続
けていくためにも、今、同窓会の「母校の発展に尽
くす」活動に期待が寄せられております。それは、
卒業生の私たち一人ひとりがあらためて少子化問
題や真の女子教育について意識し、行動すること
であり、和洋生としての自信と誇りをもって力強く

「和洋」のPR活動に努めていくことだと思います。
桜の樹の下で、セーラー服の愛らしい生徒たち

があちこちに談笑する光景を思い描きながら、皆

様と共に活動を展開してまいりますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

これからも同窓会は、皆様からお預かりした会
費を財源に、ホームページや会報でホットな情報
をお届けしたり、若い方々からベテラン同窓生の
皆様に共に喜んでいただけるような時代を反映し
た事業に積極的に取り組んでまいります。

皆様のご健勝をお祈りしつつ、「青春時代の心
のふるさと和洋」同窓会活動に更なるご支援を
賜りますよう切にお願い申し上げましてご挨拶
といたします。

イラスト
高野清美（24回生）

同窓会19回総会開催（平成28年6月予定）次回

是非ご参加
ください！

高校を卒業し、まだ半人前の私達が成人を迎え、お世話になった先生方に成長
と感謝の意を込めて成人同窓会を企画しました。同窓会・母の会・後援会のご
支援・ご協力に感謝します。和洋生として誇りを持ち、日々精進して参ります。

幹事　田所桃菜・酒井紫織

和洋63回生（平成25年）卒業生　成人同窓会
平成27年1月12日　於、市川グランドホテル

人生節目のお祝い同期会

同窓会はアニバーサリーイヤーを応援します。

詳しくはお問い合わせ下さい。

おめでとうございます。

和洋第13回生（昭和38年）卒業生　古希祝同期会
平成26年11月29日　於、和洋ラウンジむら竹

雨空にもめげず青春の思い出を胸に70才仲間が母校に集まりました。恩師の先生方7名の
ご出席のもと心豊かで和やかな人生節目のお祝いができました。 

世話役　篠弘子・大藤光子・伊与久美子

和洋国府台女子高等学校同窓会会報　第25号
発行日　平成27年　8月20日
発行人　高校同窓会会長・伊与久 美子
発行所　和洋国府台女子高等学校同窓会
〒272-8533　市川市国府台2－3－1
振替　00120-4-162337

古稀を祝う会

20歳の同窓会

同窓会よりお知らせ
母校の発展に寄与することと同窓生との情報交換
を目指している同窓会の事業活動はあなたの年会
費に支えられています。主要財源である年会費は、
ここ数年減少し憂慮すべき状況となっています。維
持発展のため年会費納入に何卒ご協力お願い申し
上げます。
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