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薫風が新緑をゆらし、清々しい日が続いています。学習するにも部活動をするにも本当によい季節
となりました。生徒達も元気に学校生活に励んでいるようです。さて、５月は伝統行事である「１年
応援練習」や「校内体育大会」が予定されています。いかにも男子校らしい行事です。機会がありま
したら、地域や保護者の皆様にも、ぜひ一度ご覧頂ければと思います。
創立記念式典
創立記念講話
本校の創立記念日である４月２０日(月)、創
立記念式典と記念の講話が行われました。
記念式典の式辞の中で上岡健校長から、創立
記念日の由来や、第三中学が分校ではなく最初
から独立した学校として発足した理由等が紹介
されました。（第二中学は分校として発足）
また、本校には、野澤一郎氏(㈱巴ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
の創業者)や大塚實氏(㈱大塚商会の創業者)のよ
うに、東証一部上場企業（１６７７社）を創業
した偉大な先輩が２名もいらっしゃるが、これ
は他校ではあまり例を見ない誇るべきことであ
ることも紹介されました。
このような歴史を受け継ぎ、本校を「人材
人材を
人材 を
育 てる重厚
てる 重厚な
重厚 な 進学校」として、さらなる発展を
進学校
目指したいとの決意が述べられました。

本校では、創立記念日に、各界で活躍してい
るＯＢをお招きして、講演をしていただいてい
ます。今年度は、田藏大地氏、上野優作氏、八
木貴志氏の３名のＯＢにお出で頂き、「Keep on
Dreaming」と題して講演していただきました。
３人とも本校を平成４年３月に卒業し、現在
は栃木サッカークラブ（通称栃木ＳＣ）で働い
ておられます。
田藏大地氏は東京大学文学部社会学科を卒業
後、現在は栃木ＳＣの取締役・事務局長として
活躍されています。
上野優作氏は筑波大学を経て、Ｊリーグのア
ビスパ福岡やサンフレッチェ広島などの中心選
手として活躍後、栃木ＳＣの選手として活躍し

Ｊ２昇格に貢献しました。現在は栃木ＳＣの地
域活性化グループ テクニカルディレクターを務
めています。
八木貴志氏は高校教員を経て、今年から栃木
ＳＣの強化育成サブリーダー、ユースコーチと
して若手の育成に努めています。
高校時代に進路目標をもってどのように頑張
ったか、どのように文武両道を実践したか等、
３人のそれぞれの体験をお話をいただきました。
身近な話題であるだけに、生徒達は真剣に聞
き入っていました。
「自分はこうなるぞと夢をもって行動すれば、
きっと叶うと思う」という上野氏の言葉で講演
会は締めくくられました。
なお、この日の講演会の様子は栃木テレビの
取材があり、イブニングニュースで放送されま
した。
ＰＴＡ総会開催される
4月24日(金)ＰＴＡ総会が開催されました。
平成20年度の行事と決算報告がなされ､21年度
の行事・予算などが原案通り承認されました。
また、創立110周年記念のため、生徒一人あた
り3,500円負担することも承認されました。
（創立110周年金事業の概要は裏面にあります）
今年度から、大学視察研修旅行や校内駅伝大
会のときの豚汁づくりのための各種委員会が、
組織の中に位置づけられました。
役員改選では田村稔様が新会長に選任されま
した。大嶋雅志前会長はじめ旧役員の皆様には
大変お世話になりました。ご苦労様でした。
新執行部は以下の方々です。
新役員 （敬称略）
氏
名
支部名
会長
田村
稔 新任 上三川
副会長 稲毛
透 新任 長沼
〃
菊地 孝一 再任 山前
〃
見目 宗三 新任 芳賀
〃
高瀬 智行 新任 益子
〃
篠崎 勝美 新任 真岡
監 事 小森 信之 新任 市貝
〃
須藤 浩一 新任 茂木
〃
神保 吉房 新任 真岡東
今年度のＰＴＡ総会の出席率は約６４％でし
た。ＰＴＡ総会は保護者の皆様と直接お会いし
てお話しできる数少ない機会の一つです。より
多くの皆様にご出席頂きたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

５月の行事予定
２日（土）演劇部自主公演(真岡市民会館)
３日（日）憲法記念日
４日（月）みどりの日
５日（火）こどもの日
６日（水）振替休日
７日（木）生徒総会､面接強化期間(～15日)
１２日（火）眼科検診、腎臓検診二次
１３日（水）内科検診（１年）
１４日（木）歯科検診、交通安全講話
生徒会役員選挙告示､立候補者受付
１年応援練習
２０日（水）中間テスト（～２２日）
消防用設備保守点検（～２１日）
同窓会理事会
２２日（金）(財)野澤一郎育英会奨学金等贈呈式
２３日（土）全統記述模試（３年）
全統高２模試（２年）
２５日（月）生徒会役員研修会
２７日（水）第４７回校内体育大会(雨天順延)
２９日（金）生徒会役員立候補締切
図書委員会
３０日（土）サタデーセミナー
今月は中間テストがあります。
定期試験は早めの準備と授業の復習をし
っかりとやることが最善の対策です。１年
生にとっては高校での最初の定期テストと
なります。中学時代のようにのんびりして
いて失敗した等という話を聞くこともあり
ます。ご注意下さい 。
創立１１０周年記念事業について
１．記念式典・記念講演の日時・会場等
（１）記念式典
①日 時 平成２１年１０月２０日（火）
１０：００～１１：４０
②会 場 本校講堂兼体育館
（２）記念講演会
①日 時 平成２１年１０月２０日（火）
１４：００～１５：３０
②会 場 本校講堂兼体育館
③講 師 小栗康平氏
（映画監督、益子町在住）
④演 題 未定
２．記念事業及び関連事業について
（１）記念誌について
①記念誌発行
（平成11年～平成20年の10年間をまとめる。）
②生徒、職員、招待者、表彰者に配布する。
③作成予定部数
３，０００冊
（２）記念植樹
①カイノキ（楷樹：通称学問の木、雌雄あり）
②植樹場所は未定
（３）音楽鑑賞会
①期 日
平成２１年１０月３０日（金）
②会 場
真岡市民会館
③出演者
武蔵野音楽大学管弦楽団
３．表彰者
①功労者・教育振興尽力者
②歴代の同窓会長・ＰＴＡ会長
③歴代の校長、教頭、事務長
④永年勤続職員
⑤親子三代、四代
など

目指せ！文武両道
１年生の部活動所属が決まり、本格的な活動
がスタートしました。

４月１０日(金)。１年生対象に部活動紹介が
ありました。各部も趣向をこらしたＰＲに笑い
や拍手が絶えず、いかにも男子校といった行事
でした。
４月１７日(金)放課後、部活動集会が行われ、
今年度の部活動に人数が確定しました。
加入率は下の表の通りです。今年度は1年生の
運動部への加入率の高さが目立ちます。
運動部
文化部
同好会
合 計

１年
55.0%
12,4%
5.4%
72.7%

２年
42.0%
13.0%
1.3%
56.3%

３年
44.4%
18.4%
1.3%
64.0%

合計
47.1%
14.6%
2.6%
64.4%

吹奏楽部がラジオに
出演します。
放送日時
番 組 名

平成２１年５月１７日(日)
１５：００～１６：００
栃木放送（ＣＲＴ）
日曜広場｢がんばっています｣
※この日は｢日曜音楽会｣と名
称が変わる予定です。

携帯電話の
携帯電話のフィルタリング
サービスについて
サービスについて
本校では
本校 では生徒
では 生徒の
生徒 の 携帯電話の
携帯電話 の 校内での
校内 での使用
での 使用
には制限
制限を
には
制限 を 設 け 、 所有についても
所有 についても奨励
についても 奨励はし
奨励 はし
ていません。
ていません。
携帯電話は
携帯電話 は 便利な
便利 な 反面、
反面 、 インターネット
上 の 有害情報により
有害情報 により、
により 、 子 どもの健全
どもの 健全な
健全 な 育成
に 悪影響を
悪影響 を 及 ぼしたり、
ぼしたり 、 事件に
事件 に 巻 き 込 まれ
るケースもあるなどの
ケース もあるなどの一面
もあるなどの 一面もあります
一面 もあります。
もあります 。
インターネット上
インターネット 上 の 有害な
有害 な 情報への
情報 への対応
への 対応
については、
については 、 フィルタリングが
フィルタリング が 有効な
有効 な 対策
の 一 つと言
つと 言 われています。
われています 。 携帯電話事業者
各社は
各社 は 無料で
無料 で フィルタリングサービスを
フィルタリングサービス を 提
供 していますので、
していますので 、 是非、
是非 、 利用されること
利用 されること
をお勧
をお勧めいたします。
めいたします。
詳 しくは、
しくは 、 携帯電話取扱店にお
携帯電話取扱店 にお問
にお 問 い 合 わ
せ下 さい。
さい 。

