
　　　♢議事

　　　　　　総会の様子を新旧役員の紹介を中心にお知らせします。

　　　　執行部役員による
　　　　・平成29年度　事業報告及び決算報告

　　 　　　　・体育祭・呉港祭　バザー決算報告

  　　　昨年度は教育後援会から学校に
　設備品寄贈報告（目録進呈） 　　　　「シューズロッカー」と
       　　　　　　　　　　　　   　 　　　「ウォータークーラー」を寄贈しました。

　　

　大勢の保護者の皆様にご参加いただきました。

　

　　　　・監査報告
　　　上記の項目は拍手をもって承認されました。

呉港高等学校

教育後援会だより
平成30年７月５日 教育後援会広報部 第109号

5月26日（土）

教育後援会総会 開催

福田校長先生 あいさつ

呉港生のあるべき姿とは

何事も諦めず最後まで愚直に取り組む

姿であり、また、これからAI時代を生きて

いくにあたり、決められたことはきちんと

こなし、理解したことをどう広げていくか、

相手を思いやり、どう付加価値をつけら

れるかを考えられる呉港生を育てていき

たいという、毎週水曜日全校指導での、

心強いお話しをしてくださいました。

川﨑会長 あいさつ

3年目 気持ち新たに

子ども達が勉強と部活動に励める良い環境

を作れるよう、学校と連携して考えていきたい

こと、そのためにも、子ども達の様子を見てい

ただけるよう、保護者の皆様が学校行事に参

加しやすいように日程など、いろいろ考慮しな

がら実現していきたいという熱いお気持ちを話

されました。



♢新役員、常任委員、 　　　　　クラス役員初顔合わせ
　クラス委員の承認および紹介
♢H30年度事業計画及び会計予算案審議 　　6月15日(金)第３回常任委員会において、クラス役員の皆様との初顔合わせが行われました。

　　　　　　新役員及びクラス役員自己紹介と、各部の主な活動内容の説明を行いました。

　

1年間よろしくお願いいたします。

　　　　　昨年度まで各クラス3名選出でしたが、
　　  　 今年度からは2名以上になります。

　　　クラス役員さんの出席はこの1回のみです。

♢教育講演会役員表彰及び感謝状贈呈 　　　　　　　　　分科会

　　　執行部・常任委員を務めてくださった旧役員の皆様に福田校長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各部に分かれた後、

　　より感謝状が贈られました。 　　　　生活部のみクラス役員さんと巡視の割り振りや連絡方法などについて取り決めました。

　　　　  巡視活動は7月と10月に行います。

　　左から広報部前委員　秋本さん 　　　　　　　7月に呉・広(2回)の土曜夜市、
　　　　　執行部前副会長　杉原さん 　　　10月に亀山神社・大歳神社の計5回です。

　　　 常任委員の各部長・副部長の皆様

　　　　　H30年度執行部役員の皆様

執行部前副会長

平田さんが代表して

「保護者の皆様も子ど

もと一緒に呉港での学

校生活をぜひ楽しんで

ください。」とごあいさつ

されました。

おつかれさまでした!!

H30年度

改訂予算案
設備品寄贈

マイクロバス購入

（生徒たちが遠征・

研修会で使用）

承認されました。



　　　　   　執行部 　　　広報部

教育後援会 会長 川﨑 孝志

平成30年度、呉港高校教育後援会会長を務めさせて

いただきます川﨑です。昨年度から引き続いて会長を

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

各行事において多くの皆様の助けをいただき、何とか無

事１年が過ぎたという思いです。改めて、ご協力いただき

ました皆様に深く感謝申し上げます。

この度、私たち呉港高校教育後援会は、5月26日行われ

た総会での承認により、常任委員34名の組織編成でスタ

－トいたします。

今年一年間、私たち常任委員は体育祭・呉港祭の準備

・バザーへの参加や、巡視活動等々、さまざまな学校行事

を通じ、子供たちや学校との関わりを密にし、後援会活動

を通じて全力でサポートして参ります。また、行事等だけで

なく、学校に対するご意見や要望についても迅速に対応し

ていきたいと思いますので、様々な機会を通じて素直なご

意見や考えをお聞かせくださいますよう、お願いいたします。

最後になりますが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈

りいたしまして就任のごあいさつとさせていただきます。

平成30年度教育後援会

役員紹介

会長 3年 川﨑 孝志

副会長 3年 森 宏美

副会長 3年 松浦 南子

副会長 2年 小笠原洋恵

副会長 1年 西中 松生

会計 2年 追原 一美

書記 2年 中野 文緒

監査 3年 山本 高子

監査 1年 大野 知里

執行部は、教育後援会のパイプ役として、

生徒たちの一助になれることを常に考え

ながら支援をしていきます。さらに各部と

連携を取り、後援会が円滑に活動できる

ように進めて参ります。よろしくお願いい

たします。

部長 3年 高橋千恵子

副部長 2年 水流 真理

委員 3年 西 芳江

委員 3年 正籐 智子

委員 2年 尼子 千嘉

委員 2年 久谷 ありさ

委員 1年 古田 真理

委員 1年 松本 文

委員 1年 後口真由美

広報部は、主に学校行事の写真を撮り、教

育後援会だよりを作成します。学校のホー

ムページに掲載されるので、是非、ご覧に

なっていただればと思います。部員一同楽

しく活動するというのがモットーです。どう

ぞよろしくお願いいたします。また、みなさ

まからのご意見、ご感想などお気軽にお寄

せください。

ごあいさつ



　　　　     生活部          育成部

　　前役員の皆様、大変お世話になりました。そして、お疲れさ

　までした。教育後援会でのご活躍が充実した日々であったこ

　とが1人1人のお話しから伝わってきました。これからも呉港高

　校のためにご支援よろしくお願いいたします。

　　5月26日　　クレイトンベイホテルにて

　　　　『教育後援会について』

　　　教育後援会は、私立学校特有の保護者会です。私立学校
　の特色ある教育活動の充実・発展をサポートする『保護者によ
　る応援団』的な活動を行う会です。
　子どもたちの学校生活がより充実し、有意義なものになるよう
　活動して参ります。みなさまのご理解とご協力をお願いいたし
　ます。

各部で食品バザー出店

体育祭 呉港祭

部長 3年 藤元 歩

副部長 2年 沖谷 久子

委員 3年 北村 ともみ

委員 3年 大嶋 史子

委員 2年 小野瀬実花

委員 2年 錦織 武美

委員 1年 石井由喜恵

委員 1年 水戸 絵里

部長 3年 新見 恵子

副部長 2年 中西 美香

委員 3年 大谷由香里

委員 3年 水田 史絵

委員 2年 糀屋 純子

委員 2年 小柳 実花

委員 1年 藤原 友絵

委員 1年 尾﨑 晴美

生活部は、校外での巡視を中心に活動

をしています。子どもたちが健全に高校

生活を送れるように見守っていきたいと

思います。保護者のみなさま、ご協力を

お願いいたします。
今年度活動予定

・呉地区土曜夜市巡視 （7月）

・広地区土曜夜市巡視 （7月）

・亀山神社大祭巡視 （10月）

・大歳神社大祭巡視 （10月）

育成部は、呉港祭のお手伝い、制服の

リサイクルバザーを主に行っています。

その他の行事では、他の部の方々と一

緒に協力して、学校を盛り上げていきた

いと思います。保護者のみなさまにはご

協力をお願いすることがあると思います

が、よろしくお願いします。

SPECIALTHANKS


