
（布大場木工所

菜の花

昧小田原魚市場

杉崎茂法律事務所

和心亭豊月

魚國

サクマ

医療法人同愛会小澤病院

東華軒

MARUTA JOY 

星崎仲吉商店

志村屋米穀店

相州不動産

昧大広社

昧三三 柳家三三

昧鉗持塗料店

医療法人十弘会かみじま内科クリニック

宮川・神蔵社会保険労務士法人

LIVE HOUSE小田原姿麗人

闇川瀬商事 かわせクリ ーニング

早雲法律事務所

大場脩 ー （高14)

大場孝浩（高50)

高橋台 ー （高17)

高橋空也（高45)

米山典行（高18)

杉崎茂（高19)

小室充孝（高35)

杉山幹雄（高20)

杉山慎吾（高50)

古川孝昭（高23)

佐久間信行（高24)

水川啓子（高24)

飯沼寛雄（高26)

丸田茂晴（高28)

丸田泰久（高33)

丸田尚秀（船37)

星崎信幸（渇39)

志村成則（高44)

石塚順 一 （高45)

大森大（高45)

蛭田健司（断45)

鉗持将右（高47)

上嶋亮（高52)

宮川勝行（高52)

亀井栄（高53)

川瀬正浩（高54)

加藤和之（高59)
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開催概要 キャンパスマップ

I 視聴覚室／エントランスホール／スカイラウンジ ・ 食堂 I 

開場{9:00)
受付で「健康カ ー ド」にご記入いただき、入場者シール（弁当引換証を兼ねます）をお受け取りください。

開会式{9:45~10:00／視聴覚室）
卒業周年記念のお祝い（高4、14、24、34、44、54、64)

同窓会総会{10:00~11:15／視聴覚室）
・挨拶（会長、校長）
・議長、議事録署名人選出
・議事：常任幹事会付託事項結果報告（事業 ・ 決算・予算等について）

その他(2023年度樫友祭 ・ 総会開催日 ・ 2023年5月7日日曜日）

八幡山トーク (11:30~12:30／視聴覚室）
講演：「ご卒業1 0 0年記念 閑院宮が学ばれた小田原中学」
講師：石井敬士史料副委員長（高1 1 )  

昼休み(12:30~14:30)
中等教育史料館 ・窓梅会資料室の見学、教室内 催事やスカイラウンジ・ 食堂
での昼食をお楽しみください。

キャンパスツアー(13:00／エントランスホール集合）
「鎮遠の鐘」を打鐘後、スタ ー ト。屋上のプールまで。所要時間は約50分です。

記念樹ツアー(13:50／エントランスホール集合）
「閑院宮春仁王殿下御手植え松」をはじめ多くの記念樹や 県指定天然記念物
「県立小田原高等学校の樹叢」を巡ります。所要時間は約30分です。

八幡山コンサート(14:30~15:30／視聴覚室）
「詩と音楽の織りな す世界」
・ バリトン原田博之（高40、 東京藝術大学大学院音楽研究科修了、宮城教育大学教授）
・ ピアノ：市川景之（高40、 東京藝術大学作曲科卒業、国立音楽大学客員准教授）

閉会式(15:30~／視聴覚室）

I スカイラウンジ／食堂 I 

卒業生の活躍バネル展
経済界で活躍する方々を紹介。
山口学（高16)、山本忠人（高16)、瀬戸薫（高18)、
磯崎功典（高24)、掬川正純（高30)、長坂嘉昭（高34)、
福井泰代（高36)、樋口敦士（高47)
※小冊子「卒業生の活躍ー経済界篇」を配布します。
物品販売
記念史および絵葉書・クリアファイルなど小田高グッズ
を叛売。PTA制作の小田高グッズも販売します。
弁当お渡し所
新型コロナ感染症対策としてご来場の方全員にお弁当
を無償配布します。入場者シールを確認させていただ
きます。

09 

10 

1 1 

12 

1 3 

14 

15 

中等教育史料館{9:00~15:30)

創立百二十周年記念事業として
次の3 室を統合新設。
校史ガイドの解説あり。

0校史展示室
創立百周年記念事業として開設。
校宝、通史展示等を常設し、毎年内
容を替える企画展を開催。今年は
「ご卒業1 0 0年記念 閑院宮が学
ばれた小田原中学」。

0教材展示室
明治33年の創立 から昭和20年代
の終戦・新制高校実施まで、神奈川
県立第二中学校 ・ 小田原中学校で
使用した各教科の教授用具、教科
書、生徒のノー ト等を紹介します。
明治、大正、昭和の教材をご覧にな
れます。

〇図書展示室
令和元年に新設オ ープン。
全国的にも貴重な中等教育資料で
ある、旧制神奈川県立第二中学校 ・

小田原中学校蔵書の貴重書（和漢
書全2,216冊、洋装本全約20,000
冊）を収蔵。特に重要な蔵書をガラ
スケースに展示します。

窓梅会資料室{9:00~15:30)

校史展示室の隣に設置されていま
す。城内高校同窓会「窓梅会」のご
協力で、城内高校の資料をはじめ、
箱根分校 ・定時制 の資料もご覧い
ただける、貴重な機会です。

1 会議室 1 | 
高24同期会企画
今回の担当同期会・高24同期会が次のような催
事を行います。
比奈の会作品展示
長年にわたり活動している高24同期の女性グ
ル ープ「比奈の会」が日ごろの活動の成果を作品
展示の形で紹介します。日ごろの活動の雰囲気を
感じていただきたいと思います。
同期男子の作品展示
木彫や絵画の展示をも予定します。
リコ ー ダー 楽団演奏会

高24同期の方もメンバーに入っているリコ ーダ ー

楽団の演奏会を行います。

I 一般教室

グル ー プ参集企画
3-1 /3-2 高31 同期会
3-3 高27同期会
（小田原鉄道歴史研究会展示）
3-4 高32同期会
3-5 高40同期会
3-6 高40同期会
（小田原寺子屋スク ールII 展示）

・校史展示室
・教材展示室
・ 図書展示室
窓梅会資料室

校舎
エントランスホール
スカイラウンジ・会議室 1 ・ 食堂
ガイダンスルーム（旧第2会議室）
一般教室
視聴覚室(2階）

校舎1階

／国／閲贋／1/�3-4

こ

／

正面玄関

くエントランスホール＞ ＜会議室1> ＜一般教室＞
受付・インフォメ ーション 高24同期会企画 3-1 /3-2 高31同期会
・検温 ・比奈の会作品展示 3-3 高27同期会（小田原鉄道歴史研究会展示）
・ 同窓会年会費受付 ・リコ ーダ ー楽団演奏 3-4 高32同期会

2階く視聴覚室＞ くスカイラウンジ ・ 食堂＞ 3-5 高40同期会

開会式、総会 卒業生の活躍パネル展示 3-6 高40同期会（小田原寺子屋スクールII 展示）

八幡山ト ーク 記念史など展示販売 くガイダンスル ーム＞
八幡山コンサート ランチエリア 同窓会本部
※昼休み時は使用できません。

・「スカイラウンジ・食堂」以外は飲食禁止です。 ・飲食後のゴミは食堂のゴミ袋に捨てて下さい。

「小田高百二十年史」発売中！
昨年2月に発刊した創立百二十周年記
念『小田高百二十 史～創立百十周年か
ら の歩み』をスカイラウンジで販売し
ております。A4判、3 24ペ ー ジ、定価
1,500円。記念誌は、七十年史、八十年
史、九十年史、百年史、百十年史まで取
り揃えております。小田高新聞縮刷版、
小田高絵葉書、歌集CD、 OHCD記念額
も好評です。ご来場の記念にどうぞ。
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ことしも小田高生物部OB会を中心に
自然環境フォ ー ラムを「自然環境と私
たち」 をテ ー マに開催します。この機
会に自然環境について考えてみてはい
かが でしょうか。みなさまのご来場を
お待ちしております。（入場無料）
日時：2022.6.26（日）13:00~17:00
場所：小田原高校視聴覚室（集成館ホール）
問い合わせ：090-3438-1964
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