
兵庫県立長田高等学校創立100周年記念事業趣意書

謹啓　皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は長田高等学校並びに神撫会の活動にご理解ご協力をいただき、厚くお礼申し上げ
ます。
　さて、母校は令和２年（2020年）に創立100周年を迎えることとなりました。大正９
年（1920年）に第三神戸中学校として設立され、初代校長近藤英也先生が唱えられた神
撫教育の理念である「智徳体の調和的発達」は、戦後学制改革により兵庫県立長田高等学
校となった後も教育の根幹として脈々と受け継がれています。
　この100周年という節目の年を迎えるにあたり、長田高等学校、ＰＴＡ、神撫会が一体
となり、兵庫県立長田高等学校創立100周年事業推進協議会を設立し、準備をすすめてま
いりました。母校のなお一層の躍進・発展を祈念するとともに、在校生やこれから入学し
てくる生徒たちの教育環境の充実を図るための種々の記念事業を実施いたします。
　記念式典は本年11月の開催を予定しております。また、（仮称）100周年記念会館の設
計がほぼ固まるとともに、資金的にも建設着手の見通しが立ち、令和３年３月までには完
成・披露させていただくこととしております。記念会館は、完成後、兵庫県に寄贈し、在
校生の研修活動や部活動に、また同窓会（神撫会）活動・ＰＴＡ活動などにも幅広く活用
していただくこととしております。
　記念事業の推進にあたり、昨年３月より総額１億８千万円を目標として広く皆様に募金
をお願いしてまいりましたが、本年２月17日までに76,673,867円のご協力をいただきま
した。ご協力に深く感謝申し上げます。今までの募金に加え、過去の周年事業繰越金、神
撫会運営資金の剰余分の繰り入れ等で記念会館建設の見通しは立ちましたが、什器類の購
入、その他の記念事業についてはまだ資金が不足しているのが現状です。
　依然として厳しい経済情勢が続いておりますが、何卒格段のご高配を賜りますようお願
い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬白
　令和２年３月吉日

兵庫県立長田高等学校創立100周年事業推進協議会
　　　会　長　玉田　敏郎（神撫会理事長）
　　　副会長　中村　晶平（長田高校校長）
　　　　同　　川口　　博（長田高校ＰＴＡ会長）
　　　　同　　吉本　知之（神撫会副理事長）
　　　　同　　谷　　和義（神撫会副理事長）
　　　　同　　藤浪　芳子（神撫会副理事長）
　　　　同　　大山　康子（神撫会副理事長）
　　　　同　　兼　企画調整委員会委員長
　　　　　　　石井　孝一（神撫会副理事長）

　各　位



記

テーマ　　　　　Ad  astra  NAGATA100
　　　　　　　　　　「躍動する人間力 “智徳体” の創造」
　　　　　　　　　　−神撫教育が伝え続けるもの−
事業内容　　　　１（仮称）100周年記念会館の建設
　　　　　　　　２　記念式典及び祝賀会、「記念誌」の発行、その他祝賀事業
募金目標総額　　１億８千万円

●国等に対する寄附金
募金目標額　　　１億５千万円
募 集 期 間　　　令和２年３月１日〜令和３年２月28日（１年間）
　　　　　　　　但し、目標額に達し次第、締め切ります。
募 金 目 的　　　（仮称）100周年記念会館建設資金
募 金 金 額　　　個人　１口　１万円
　　　　　　　　（金額・口数にかかわらずご協力をお願い致します）
　　　　　　　　法人・個人事業主・団体　１口　10万円
　　　　　　　　（５口以上のご協力をお願い致します）
税法上の取扱い

法人：寄附金の全額がその支出した事業年度の損金の額に算入されます。
個人：寄附金と総所得金額の合計額の40％相当額のうちいずれか少ない

金額から2,000円を控除した額が寄附金控除として支出した年の所
得金額から控除されます。

（この寄附金は、大阪国税局長から、国又は地方公共団体に対する寄附金
に該当する旨の確認を受けています。確定申告に必要な寄附金の領収書は
別途送付します。）

募 金 方 法　　　同封の「払込票」を使用してお振込をお願いします。
　　　　　　　　それ以外の場合は、下記口座にお振込ください。
　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　〇九九店　当座預金
　　　　　　　　　　　口座番号　０２３７６８７
　　　　　　　　　　　名義　長田高校100周年協議会

※「払込票」を使用しない振込みの際には、お名前と共に神撫
会会員は回生、ＰＴＡ、一般の区別について、神撫会事務所
までメール等でお知らせ願います。

顕彰について
　　・銘板の作成

ご寄附の合計額が、個人は10万円以上、法人は50万円以上、回生・
部活の同窓会等非営利の任意団体は30万円以上の方のお名前を、一
般寄附金で設置予定の銘板に刻み、末長く顕彰させていただきます。



●一般寄附金
募金目標額　　　１千万円
募 集 期 間　　　令和３年３月31日まで
募 金 目 的　　　100周年記念事業全般
募 金 金 額　　　一人でも多くの方にご賛同いただくため金額・口数にかかわ

らずご協力をお願い致します。
募 金 方 法　　　下記口座にお振込ください。
　　　　　　　　　　　三井住友銀行　長田支店　普通預金
　　　　　　　　　　　口座番号　３９６３８１１
　　　　　　　　　　　名義　神撫会　代表者　玉田俊郎

※振込みの際には、お名前と共に神撫会会員は回生、ＰＴＡ、
一般の区別について、神撫会事務所までメール等でお知ら
せ願います。

顕彰について
　　　・銘板の作成

　前項と同様の基準により銘板にお名前を刻み、顕彰します。

●ふるさとひょうご寄附金（ふるさと納税・寄附金控除あり）
募金目標額　　　２千万円
募 集 期 間　　　令和３年３月31日まで
募 金 目 的　　　100周年記念事業
　　　　　　　　（（仮称）100周年記念会館建設を除く）
募 金 方 法　　　長田高校宛の「ふるさとひょうご寄附金申出書」を提出
　　　　　　　　送付された納入通知書に基づいて振込

本件問合せ先：神撫会事務所
　　　　　　　電話  078−631−9730　　メール  nagata-shinbukai@theia.ocn.ne.jp



募金推進体制（2019年５月31日現在、敬称略）
【発起人代表】

回生

玉田敏郎 27 神撫会 理事長

【募金委員長】 【募金副委員長】
回生 回生

窪田義弘 17 窪田工業株式会社 相談役 加古公一 15 株式会社カコテクノス 代表取締役会長

山中勧 36 株式会社伍魚福 代表取締役社長

【発起人】
回生 回生

石光輝男 中15 石光商事株式会社 名誉会長 谷口義博 28 株式会社千代田精機 代表取締役

俵正市 中23 弁護士法人俵法律事務所 弁護士 上門一裕 28 山陽電気鉄道株式会社 代表取締役

桑山富美子 ４ 合資会社アイヨ堂書店 井上雅之 28 多摩美術大学 教授

中西元男 ８ 株式会社中西元男事務所《PAOS》 PAOSグループ代表 石丸寛二 28 新明和工業株式会社 取締役副社長

澤野直久 ９ 株式会社澤野商店 西泰子 28 学校法人須磨学園 理事長

鷲尾和秀 11 須磨ゴルフセンター 細川浩一 28 黒田電気株式会社 代表取締役

桃尾重明 11 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士 陣野喜右 28 株式会社ミード 代表取締役

村野利昭 11 学校法人神戸村野工業高等学校 名誉理事長 秀有剛 29 ひで歯科医院 院長

澤野和雄 12 株式会社澤野商店 南條忠正 29 南條歯科 医院長

吉武淑子 12 旅亭 松葉屋 代表取締役 白井智恵子 29 有限会社白井医業総研 取締役

板倉啓祐 12 有限会社アイタック 代表取締役 山崎正敏 29 Ajビジネス・プランニング（2010年度PTA会長）

佐々木義信 12 佐々木医院 小川裕之 29 新生証券株式会社 常勤監査役

惠美裕一郎 13 めぐみクリニック 平川宏 29 株式会社JFEパーソネル 代表取締役社長

三宮秀介 14 株式会社インテリアさんのみや 代表取締役会長 堀川義一 29 前会計検査院 第五局長

大久保尚男 15 株式会社ブレックス 代表取締役会長 古津彰宏 30 株式会社古津タイル 代表取締役

進藤彦助 15 学校法人大手学園 理事長 池垣なつ 30 医療法人社団池垣クリニック 理事長

梶宏昭 16 梶歯科医院 院長 金光俊明 30 株式会社カネミツ 代表取締役社長

大谷忠彦 16 学校法人福岡工業大学 常務理事 岡野英生 30 あずさ監査法人

三宗司郎 17 神撫会 前理事長 伊原康男 30 2018年度PTA会長

藤浪芳子 17 昭和精機株式会社 代表取締役会長 岡田俊彦 30 スペースプロ 一級建築士事務所

小堀豊 17 行政書士 坂井幸嗣 31 株式会社アマデラスホールディングス 代表取締役社長

中嶋邦弘 17 御厨神社 宮司 南條潤二 31 シンエイテクノ株式会社 代表取締役社長

旭次郎 17 学校法人玉田学園（神戸常盤大学） 理事長 石川朗宏 31 石川リハビリ脳神経外科クリニック

吉本知之 18 元兵庫県副知事 谷口享子 32 株式会社オフィスマーメイド 代表取締役

井上健次郎 18 井上放射線科 子守康範 32 株式会社アンテリジャン 代表取締役

小島広政 18 三資堂製薬株式会社 代表取締役 夜久敏和 32 三井住友銀行 専務

中島一行 18 なかじま整形外科 関澤美明 32 株式会社さくらＫＣＳ

西村文茂 19 いちょう通り法律事務所 代表 二宮健司 33 株式会社事業継承＆組織再編 二宮健司税理士事務所　税理士

大塚明 19 神戸居留地法律事務所 弁護士 小笠原貴生 33 株式会社みなと銀行 常務執行役員

友久和幸 19 株式会社トモヤ 会長 桐月忍一郎 34 株式会社カンキ 取締役会長

上久保精二 21 有限会社平中鉄工所 代表取締役 若林宏明 35 若林歯科医院 院長

島谷広昭 21 株式会社アトラック 代表取締役社長 尾崎博彦 35 尾崎法律事務所 弁護士

見満忠明 21 株式会社コーベカメラ 代表取締役 木村幸二 36 有限会社ケイツーコンサルタント 代表取締役

大塚俊郎 23 神撫宅建法友会 会長 河野忠友 37 カワノ株式会社 代表取締役社長

寿正一 23 建築士 鴇田香織 39 ときた・小林総合法律事務所 弁護士

岡崎州男 23 丸正興産有限会社 取締役社長 笠原秀彦 39 株式会社長田中央商会 代表取締役

上谷佳宏 25 東町法律事務所 弁護士 遠山逸子 40 遠山逸子社労士事務所 社会保険労務士

安原もゆる 25 東京エレクトロン株式会社 コーポレイトアドバイザー 藤井浩 41 ギタリスト　ドルサイナ奏者

大谷肇 25 香里ケ丘大谷ハートクリニック 院長 嶋津芳晃 42 嶋津建築設計事務所

金井清和 25 金井眼科 院長 吉田直斗 44 吉田ピーナツ食品株式会社 代表取締役社長

茂木正朗 25 有限会社スラマット 取締役社長 阿部武司 44 歯科医師

大山康子 25 社会医療法人社団正峰会 宗田謙一朗 44 セムコ株式会社 代表取締役社長

南山宏之 25 株式会社アクサム 代表取締役 山下敦子 46 パラグライダー日本代表（アジア大会銀メダリスト）

横道純次 26 株式会社ジェイテック 代表取締役社長 米田（大島）紀子 46 TMI総合法律事務所神戸オフィス 弁護士

井上嗣朗 26 株式会社トーホー 常勤監査役 湖山達哉 55 明石本町法律事務所 弁護士

前橋延光 26 前橋内科循環器科医院 院長 下村和也 55 公認会計士・税理士

笹田隆志 26 株式会社ブルーオーシャン 代表取締役

福原（田辺）綾子 26 ボックサン（有限会社ボック）

陰山泰 26 俳優 野村和宏 保護者 神戸市外国語大学（2011年度PTA会長） 教授

垣内威彦 26 三菱商事株式会社 代表取締役社長 山本一誠 保護者 海技大学校（2012年度PTA会長） 教授

中川（直原）裕子 26 日本ライニング工業株式会社 代表取締役社長 山口隆英 保護者 兵庫県立大学（2014年度PTA会長） 教授

黒江兼司 26 なでしこレディースホスピタル小児科 吉野健一 保護者 神戸大学（2015年度PTA会長） 助教

髙松康人 27 東洋段ボール株式会社 代表取締役 林正浩 保護者 株式会社ハヤシ（2016年度PTA会長） 代表取締役

増田竹義 27 阪神高速サービス株式会社 代表取締役社長 大山正 家族 社会医療法人社団正峰会 理事長

安田義秀 27 神戸商工会議所 常務理事

宍田正幸 27 新長田まちづくり株式会社 代表取締役社長

戸田保幸 27 大阪大学（2009年度PTA会長） 教授


