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和やかな社会の実現に向けて
同窓会長　北鹿渡　文照

　同窓会報第９号が発行されますことを大変うれしく思います。会員の皆様には、日ごろから本会へ
の暖かいご理解とご支援を賜っておりますことを深く感謝申し上げます。
　さて、昨年から世界中が新型コロナウイルスの脅威にさらされ、本校同窓会においても残念ながら
昨年の総会を中止せざるを得ない状況となりました。
　感染拡大を防ぐため「３密をさける」、「ソーシャルディスタンスを保つ」、「不要不急の外出を自粛する」

などの行政からの呼びかけは、一方では、人と人とのつながりやかかわりを疎遠なものにする働きとなっています。
　ある本で、「人間は、たとえ衣食住が充たされた状況であっても、離島で一人で生きていくことはできない」という
ことが記されていました。まさに、人間は人と人との間に生きる社会的な動物なのです。
　私は、１年に数回気の合う仲間との懇親の会をもっています。この会は出身中学も高校もバラバラ、時には学年をも
超えた集いです。また、３年に一度60年以上も前に卒業した小学校の同窓会を開催しています。このような会を通して、
人と人とのつながりの喜びや大切さを実感しています。
　本校同窓会が、人間関係が疎遠になりがちな現在の時節の中にあっても、私たちの心をつなぎ合わせ、和やかな社会
の実現に向けて働く力となることを願っています。

入学式

体育大会 氷高祭

合唱コンクール
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　同窓会員の皆様方には、日頃より本校の教育活動に対しご理解とご支援を賜り、心から感謝申し上げます。
　さて、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、同窓会関西支部総会、同窓会関東支部総会、同窓会総会が
中止になりました。そのため、本校の教育活動を同窓会員の方々に直接お伝えする機会が無くなり大変残念です。また、
本校でも感染症拡大防止のため、さまざまな対策を行いましたが、第２学年修学旅行等いくつもの教育活動が中止に
なりました。その中で、９月24日には「体育大会」、９月26日には「氷高祭」を、それぞれ規模を縮小して実施しました。

　今後も、学校行事、部活動等を通して生徒たちがたくましく成長し、ますます家庭や地域から愛され信頼される学校になるよう、教職員
一丸となって魅力ある学校づくりに取り組んでまいります。次に、今年度の概況を報告します。

　４月～５月の臨時休校期間中には、各学年から学習連絡・課題等を生徒の自宅へ複数回送
付しました。さらに、各教科担当者が、必要に応じてオンライン授業等を実施することで、

生徒の学力維持に努めました。また、例年９月16日から開始が予定されていた「就職に係る企業による選考」が「10月16日から」に延期と
なり、大学・短大・専修学校の推薦入試等の指導期間と重なりましたが、第３学年の教員を中心に全教員の協力体制で対応しました。

　今年度は、全国高等学校総合体育大会、国民体育大会が中止になりました。これらの大会で
の活躍を目標とし今まで頑張ってきた生徒たちにとって、大きなショックであったことは言

うまでもありません。しかし、そのような中でも、自転車競技部（JCSPAジュニアサイクルスポーツ大会全国大会個人２位）、弓道部（全国選抜
大会富山県予選会「女子団体優勝」、北信越大会「女子団体」出場、全国選抜大会「女子団体」出場）、男子ハンドボール部（富山県秋季大会優勝）、
女子ハンドボール部（富山県新人大会優勝）、陸上競技部（北信越新人大会個人出場［２名］）、書道部（国際高校生選抜書展の団体の部で中部北
陸地区優秀賞、個人準大賞、個人秀作賞）など、素晴らしい成果を挙げました。なお、県外大会出場の際には、同窓会からご支援をいただき深く
感謝申し上げます。
　また、専門学科では、農業科学科の「秋の農産物即売会」、「シクラメン即売会」、海洋科学科の「イタセンパラ保護池除草」、「氷見市役
所での販売実習」、ビジネス科の「全商各種検定」、生活福祉科の「介護職員初任者研修」、「家庭クラブ清掃活動」など、生徒たちは様々な
場面で積極的に取り組んでいます。

　10月16日、氷見市ふれあいスポーツセンターにて芸術鑑賞会を実施しました。中国スーパー
雑技団による公演を鑑賞することで、中国の歴史、文化などの一端に触れ、大いに感動しま

した。公演料の一部を同窓会からご支援をいただくことで、公演を鑑賞する機会をいただき、改めて感謝を申し上げます。

　令和２年は、新型コロナに始まり新型コロナに終わった１年でした。
この原稿は、２回目の緊急事態宣言が出た１月初めに書いております。
　関東の１都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）は、人口が集中してい
ることもあり、感染者数が特に多い。連日テレビや新聞は、新たな数字
を発表し、そのたびに行動自粛を要求します。これまで“普通”にでき
ていたことが、ことごとく中止に追い込まれました。学校はリモート授
業が中心になり、「同窓会 会員の集い」は中止、お盆や年末年始の帰省
も自粛。
　学校に行って仲間と一緒に勉強したい。同級生と会っていろんな話が
したい。親戚の人々に会って近況を確認したい。首都圏の住民の多くは、
このような思いで日々過ごしております。１年間の自粛生活で「人と会
うことの大切さを強く認識させられたように思います。
　氷見高校同窓会関東支部が結成されたのは、1980年代です。「人と会
うことの大切さ」を共有するために、当時の幹事さんのご尽力で、年１
回の「同窓会 会員の集い」が実現しました。その後の幹事の皆さまの
努力で、現在まで継続しております。現在のようなインターネットや携
帯電話による連絡手段が普及する前で、さぞご苦労されただろうと想像
します。

　私自身、会社勤めで忙しく動き回っている時は、なかなか参加するこ
とができませんでしたが、定年退職で参加の機会が多くなりました。同
窓会に出て話をしていると、なんだか若返ったような感じになるのが不
思議です。心療内科の某先生は、同窓会への積極的な参加を勧めていま
す。同窓生と話すことは、昔の記憶をよみがえらせ、脳に刺激を与え、
神経伝達物質である「ドーパミン」の分泌を促します。「ドーパミン」は、
私たちの“やる気”を引き出してくれます。
　「令和３年度の総会及び会員の集い」は、下記の通り、開催を予定し
ております。コロナの影響が早く終息して、２年ぶりに顔を合わせ楽し
く会話ができるようになることを祈っております。

　氷見高校同窓会の皆様には、恙なくお過ごしのこととおよろこび申し
上げます。日頃関西支部会にご支援いただき深く御礼申し上げます。
　関西支部会の昨年１年間の活動状況をご報告するべくペンをとりまし
たが、コロナの影響で活動停止となりご報告することがなくなりました。
そこで、今回は関西支部会発足から今日までの昭和・平成・令和の36年
間を振り返りたいと思います。
　本誌（同窓会報）をお読みいただいている方の中には、関西在住の同
窓生も多数いらっしゃると思います。関西在住の同窓生は、本部会員で
あると同時に関西支部会の会員でもあります。本稿末尾の住所までご一
報いただければ総会案内などお送り致します。
昭和60年　有磯高校同窓会関西支部会・氷見高校同窓会関西支部会が発

足しました。
昭和60年　関西支部会会報（雷鳥一号）第１号を発行しました
平成18年９月　氷見高校創立80周年記念式典に出席しました。同日行な

われた記念演奏会に関西支部会が参画させていただき、
大阪からお連れした弦楽四重奏団が１時間を越える熱演

を披露しました。伎芸天の皆様、関寛校長先生など関係
各位に深く感謝します。

平成18年　第23回グルメの会（京都ガーデンパレスのセレクトディナー
と氷見高校出身のヴィオラ奏者北村英樹氏の名演奏で氷見高
校の創立80周年を祝いました

平成25年４月　氷見高校新同窓会が設立され二つの関西支部会が一つに
なり、氷見高校新同窓会関西支部会が発足しました。

令和元年11月　氷見高校創立10周年記念式典に出席しました。
連絡先：〒590−0144
　　　　堺市南区赤坂台１丁56番３号
　　　　中坪健治方
　　　　氷見高校同窓会関西支部会

新型コロナウイルス感染拡大防止の中で 校長　大崎　武治

その１ 学力向上、進路希望実現への取組

その２ 学　校　生　活

その３ 芸術鑑賞会について

関 東 支 部 だ よ り

関 西 支 部 だ よ り

開催日：令和３年10月９日（土）12時～15時
会　場：アルカディア市ヶ谷（私学会館、東京都）

令和３年度　関西支部　総会・懇親会
開催日：（仮）令和３年６月６日（日）《決定次第連絡致します》
会　場：大阪梅田　大阪新阪急ホテル



［ 3 ］

氷
見
高
校
同
窓
会
　
麗
峰
グ
リ
ー
ン
会

　氷見高校、旧氷見高校、有磯高校を卒業された皆様方におかれましては、様々な地域や場面でご活躍のこととお喜び申し上
げます。
　2021・令和３年度の開催は４月29日（木）、８月16日（月）を予定しています。他のコンペとの都合で変更する事もご了承く
ださい。例年、ゴールデンウィークとお盆に開催しており、会としてはよりたくさんの参加者を募集しております
　その他「富山県高校OB対抗ゴルフ大会」・第33回大会は６月６日（日）に開催の予定です。我こそはと思われる方、どしどしチー
ムに入ってコンペに参加されてはどうでしょうか。
　追伸　麗峰グリーン会では、各方面でご活躍の皆様方にご協賛をお願いしております。趣意は、年２回のコンペ開催と富山
県高校OB対抗ゴルフ大会参加費など、会の運営の充実及び発展のためお願い申し上げる次第です。

明細につきましてはホームページを御覧ください。www.himi-green.jp
今後の皆様のご活躍をご祈念申し上げ、ご案内とさせていただきます。  麗峰グリーン会事務局　　佐伯　鉄夫

第32回富山県高校ОＢ対抗ゴルフ大会（2020年６月７日）は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、
中止になりました。

2020年・令和2年度の成績

●４月29日（水）
優勝　柿　谷　昌　紀　　　６位　山　下　　　勝
次勝　伊　藤　尚　一　　　７位　松　波　孝　之
３位　柳　瀬　利　秋　　　８位　岩　﨑　　　仁
４位　浜　野　貴　行　　　９位　徳　丸　一　郎
５位　室　谷　裕　行　　　10位　田　山　俊　之

●８月16日（日）
優勝　遠　藤　和　善　　　６位　東　海　哲　朗
次勝　室　谷　裕　行　　　７位　弥　左　晶　生
３位　池　田　信　彦　　　８位　松　波　孝　之
４位　清　水　幸　雄　　　９位　伊　勢　尚　一
５位　渡　辺　一　三　　　10位　譲　葉　敏　三

令和２年度　部活動等の主な記録
・男子ハンドボール部
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会ハンドボー
ル競技
　男子の部� 第２位　　　　　　
○令和２年度富山県高等学校秋季大会ハンドボール競技
　男子の部� 優勝　　　　　　　
○富山ハンドボーラーズDAY2020
� 準優勝　　　　　　
○令和２年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技
　男子の部� 準優勝　　　　　　
・女子ハンドボール部
○令和２年度富山県高等学校秋季大会ハンドボール競技
　女子の部� 準優勝　　　　　　
○令和２年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技
　女子の部� 優勝　　　　　　　
・男子バレーボール部
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会バレーボー
ル競技
　男子の部� 第３位　　　　　　
○令和２年度富山県高等学校秋季大会バレーボール競技
　男子の部� 第３位　　　　　　
・陸上競技部
○第73回富山県民体育大会陸上競技
　少年Ａ男子300ｍハードル� 第２位　山本　亜良
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会陸上競技
　男子400ｍハードル� 第４位　山本　亜良
　女子円盤投� 第６位　池田　星那
　女子400ｍハードル� 第７位　村　明日香
　男子3000ｍ障害� 第８位　佐藤　勇太
○第57回富山県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
　男子400ｍハードル� 第１位　山本　亜良

（北信越新人大会出場）
　男子400ｍ� 第４位　山本　亜良
　女子円盤投� 第５位　池田　星那
　男子3000ｍ障害� 第７位　佐藤　勇太

（北信越新人大会出場）
　女子４×400ｍリレー�第７位　前馬　彩那・森田千里菜

平井　瑞葵・村　明日香
○第25回北信越高等学校新人陸上競技大会
　男子400ｍハードル� 第６位　山本　亜良
　男子3000ｍ障害� 第６位　佐藤　勇太
・自転車競技部
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会自転車競技
　１kmタイムトライアル� 第１位　北嶋　桂大
� 第２位　坂井　俊介
� 第３位　高長　拓己
　３kmインディヴィデュアル・パシュート
� 第１位　北嶋　桂大
� 第２位　坂井　俊介
� 第３位　高長　拓己
　500ｍタイムトライアル� 第１位　北林　蛍樺

　２kmインディヴィデュアル・パシュート
� 第１位　北林　蛍樺
○2020JCSPAジュニアサイクルスポーツ大会全国大会
　３kmインディヴィデュアル・パシュート
� 第２位　北嶋　桂大
○2020JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大
会　女子U17

　500ｍタイムトライアル� 第７位　北林　蛍樺
・弓道部
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会弓道競技
　近的男子個人� 優勝　最上　海翔

（文部科学大臣特別賞）
　近的女子個人� ３位　山谷奈津季
○第39回全国高等学校選抜大会富山県予選会
　近的女子団体� 優勝　浅野　優菜・村田　彩華

石野　莉歩・関村ありね
（北信越大会・全国選抜大会出場）

　近的女子個人� ６位　浅野　優菜
○第32回冬季富山県高等学校弓道選手権大会
　近的男子団体� ３位　草島　大歩・松浦　康樹

屋敷　力生
　近的女子団体� ３位　関村ありね・村田　彩華

石野　莉歩
・吹奏楽部
○第42回高岡地区アンサンブルコンテスト
　フルート三重奏� 金賞
　金管六重奏� 銀賞
　打楽器五重奏� 銀賞
　サクソフォン三重奏� 銀賞
・書道部
○第45回富山県青少年美術展
　書部門� 入選　畑　　璃音、釜谷和希子

山下　和奈、河端ひなた
原　さくら、高畑　柊人
舛山　巧実、土井　　遥
海棠　美有、向柴梨々花

○第29回国際高校生選抜書展
　団体� 優秀賞　　　　　　　　　　　　
� 準大賞　中尾　由唯　　　　　　
� 秀作賞　原　さくら　　　　　　
� 入選　畑　　璃音、釜谷和希子

山下　和奈、荻布　由佳
河端ひなた、高畑　柊人
海棠　美有、向柴梨々花

○2020ひみきときと美術展
　書部門� 大賞　海棠　美有　　　　　　
� 銅賞　釜谷和希子　　　　　　
� 佳作　荻布　由佳、河端ひなた
○第32回富山県高等学校文化祭
　書道部門� 原　さくら

（令和３年度全国高等学校総合文化祭出品）

○公益社団法人創玄書道会主催第57回全国競書大会
� 優秀団体賞　　　　　　　　　　　　
� 学年優秀賞　荻布　由佳、山下　和奈
� 推選　舛山　巧実、高畑　柊人
� 釜谷和希子
� 特選　前馬　彩那、小原　麻美
� 銀賞　河端ひなた、毛利　奏心

畑　　璃音
� 銅賞　中尾　由唯　　　　　　
・美術部
○2020ひみきときと美術展
　絵画部門� 佳作　松木　愛華
・文芸部
○第32回富山県高等学校文化祭（第20回文芸作品展）
　詩部門� 佳作　伊藤　勇輝
・写真部
○第32回富山県高等学校文化祭
　写真部門� 優秀賞　浮橋　菜々

（令和３年度全国高等学校総合文化祭出品）
� 奨励賞　平井　柚衣
・JRC部
○第８回元気とやま紙芝居大会� 審査員特別賞　　　
・空手道
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会空手道競技
　形競技� 第３位　塩谷比呂佳
・水泳
○TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会水泳競技
　女子　800ｍ自由形� 第３位　森　　夢叶

（スポーツ庁長官賞）
○第35回富山県高等学校新人水泳競技大会
　50ｍ自由形� 第１位　濵元玖瑠海
　100ｍ背泳ぎ� 第３位　濵元玖瑠海
・体操
○令和２年度富山県高等学校新人大会体操競技
　女子個人総合� 第３位　堂前　沙南
・海洋科学科
○とやま環境賞� ジュニア活動賞　　
○水産・海洋高等学校産業教育意見・体験発表会
� 奨励賞　深澤　晴太
・家庭科
○第21回富山県高校生ホームプロジェクトコンクール
� 入選　荻布　由佳
・標語
○令和２年度非行防止標語募集
　高校生の部� 最優秀賞　森田千里菜　　　　　　
� 優秀賞　永井　春花、東海　梓乃
・校内夏季読書感想文
� 優秀（学校代表）　池森　夢奈
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　日頃より当会の事業運営につきまして格別の
ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大のため同窓
会各種事業の自粛・中止など大きな影響を受けました。今
年も感染状況を見極めながら慎重に事業予定を立てて行く
ことになりそうです。一日も早く新型コロナウイルス感染
症が収まることを祈っています。

＜新型コロナウイルス感染症予防５つの対策＞
１．常にマスクを忘れない
２．常に手洗いを忘れない
３．常に換気に注意する
４．会話はマスクをつけて15分以内
５．家も職場も、毎日掃除と消毒

　　会員の皆様方のご発展とご多幸を御祈念申し上げます。

事務局
だより

「職業人から学ぶ」実施日：令和２年８月 23日㈰
　１学年では、職業に対する理解を深め、進路意識の向上を図る目的で、本校の同窓生を中心に

様々な職場で働いておられる方々を講師としてお招きしました。各生徒が関心のある講座を選び、

仕事内容ややりがいなどについてお話を聞かせていただきました。

旅行会社社員

保　育　士

感想� …………………………………………………
・市役所の方のお話を聞いて、自分の仕事によって市が美
しくなったり、市民一人ひとりの生活を支えることで人
の役に立っているというやりがいが感じられたりする、
よい仕事だと思いました。市役所にはどんな課があり、
どんな仕事をしているのか調べてみたいです。

・今回の講座で、看護師になりたいという気持ちがより強
くなりました。それと同時に、看護師の仕事は私が想像
している以上に大変な仕事であることを学びました。将
来、臨機応変に対応することができる、患者さんにとっ
て親しみやすい看護師になりたいと思いました。

・今回、製造の分野でお酒を造るという仕事について詳し
く知ることができました。自分の好きなことについて熱
心に考え、自分で実行して将来につなげていくことが大
事だと思いました。これからさらにお酒について調べて
みたいと思いました。

講座 職　業　名 講師氏名
1 市役所職員 遠藤　優子　　大野　俊輔
2 郵便局員 塚本　純可
3 建設業 東　　秀佳
4 テレビ局員 青木栄美子
5 酒造工 河村　真吾
6 美容師 大野　篤史　　白山　莉子
7 保育士 小路　　蘭
8 社会福祉士 開上　滉己
9 看護師 佐原　美帆
10 理学療法士 松井　　洸
11 管理栄養士 穴倉　　茜
12 旅行会社社員 竹岸　裕康
13 消防士 石戸　佑一
14 webデザイン 安土　慶彦
15 教員 引谷　　樹
16 漁業組合員 酒井　克典
17 リノベーションまちづくり 林　　美湖

同窓生の皆様には就職先、進学先でもお世話になること
があると思いますが、ご指導のほどよろしくお願いいた
します。

◇進学・就職状況
　令和２年３月卒業生の進学状況は次の通りです。

主な進学先（四年制大学）

●進　学
〈大学・短期大学等合格者数〉（令和元年度）

（　）内は過年度生で内数

学科別状況（令和元年度）
職業別状況（令和元年度）●就　職

【国立大】
富山大学（10）、金沢大（２）、新潟大（２）、筑波大、広島大、愛媛大、
琉球大

【公立大】
富山県立大（11）、釧路公立大、岩手県立大、前橋工科大、東京都立大、
新潟県立大、長野県立大、都留文科大（３）

【私立大】
明治大、法政大、青山学院大、立教大、日本大、大東文化大、帝京大、
東洋大、東海大、神奈川大、高岡法科大、富山国際大、金沢学院大、
金沢工業大、金沢星稜大、金城大、北陸大、福井工業大、
岐阜聖徳学園大、岐阜女子大、愛知学院大、中京大、名城大、同志社大、
立命館大、関西学院大、近畿大 など

【事務】
北陸電力（株）、三協立山（株）、トナミ運輸（株）中央支店、氷見漁業協同組合、
氷見市農業協同組合、日本郵便（株）北陸支社、（株）姫野精工所、
TFBファクトリーズ（株）富山工場

【販売】
コネクシオ（株）、（株）ワールドストアパートナーズ名古屋事業所

【サービス】
（株）永田メディカル、（社）早川福祉会　特別養護老人ホーム藤園苑、
（株）ホテルニューオータニ高岡、（社）三福、（有）ヘアースタジオDoDo、
（社）新湊福祉会　特別養護老人ホーム和の郷高岡、（株）柿里、
（社）白寿会　特別養護老人ホームほのぼの苑
【農林漁業】
（株）T－MARKS、松原農園
【製造】
スズキ部品富山、速水発条（株）、（株）富山村田製作所、（株）タカギセイコー、
三芝硝材（株）、（株）オプテス北陸工場、（株）中村機械、アイシン軽金属（株）、
日本高周波鋼業（株）富山製造所、（株）小松製作所氷見工場、
（有）中村海産、TFBファクトリーズ（株）富山工場、（有）サンモア
【労務】
伏木海陸運送株式会社、氷見水産加工業協同組合

【公務】
富山県職員
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普　通　科 35(1) 119(6) 154(7) 0 15 15 15 39 223(7)

専 門 学 科 3 13 16 0 20 20 3 31 70

計 38(1) 132(6) 170(7) 0 35 35 18 70 293(7)

学　科 男子 女子 計
普　　通 1 1 2
農業科学 5 4 9
海洋科学 7 0 7
ビジネス 9 5 14
生活福祉 0 13 13
計 22 23 45

職　種 男子 女子 計
専門・技術 0 0 0
事務 4 4 8

製造・建設・労務 14 7 21
農林漁業 1 1 2
販売・サービス 2 11 13
公務 1 0 1
計 22 23 45


