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（同窓会ホームページでも公開中）
▼ 計画平面図（イメージ）

【主な整備内容】
（１）正門新設
（２）正門周辺関連整備
（３）グラウンド西側駐車場整備

▼ 鳥瞰図（イメージ）

岐阜県立本巣松陽高等学校
創立百周年記念事業実行委員会
事務局 〒501-0407 岐阜県本巣市仏生寺 859 番地 1
TEL 058-324-1201 FAX 058-323-0651
E-Mail motosu1920@gmail.com
同窓会 ホームページ
https://www.motosu-dousoukai.org/

同窓生の皆様へ
岐阜県立本巣松陽高等学校創立百周年記念事業
「正門周辺整備事業」への協賛金ご寄付のお願い
同窓生の皆様には、益々ご清祥にて各方面でご活躍のこととお喜び申し上げます。
さて、母校は 2020 年に創立百周年を迎えます。その記念事業として、
「正門周辺整備事業」を実施します。こ
の事業は、学び舎に相応しい質の高い教育環境を整備するもので、次の三つの事業で構成されています。

１．中心事業として、学びの森のシンボルである正門を新たに設けます。
２．正門周辺部を再整備し、景観の調和を図ります。
３．グラウンド西側駐車場を再整備し、利便性を向上させます。
以上の整備を実施することによって、百年の歴史を感じさせてくれる四百余幹の松垣及び、かつて糸貫川畔に
位置していた気配を感じられる環境を残しつつ、同窓生をはじめ在校生、保護者、地域の方々が気軽に立ち寄っ
ていただける、
「開かれた」
、また「ゆとり」や「美しさ」
、私達の心の原風景である「懐かしさ」
、
「親しみ」を感
じる、そんな空間を創出したいと思います。
ご案内のとおり、現在迄の総卒業生数は 3 万 8 百余人を数え、多くの個性豊かな人財を輩出してきました。百
周年を機に、「個性豊かな、彩なす人財」を縦糸に、
「次代を担う有為な人財」を横糸に、
「新たな本校の伝統」
を織りなしてほしいと願っています。
今回の正門周辺整備事業は、まさに「新たな伝統の創造を目指す」ものです。
しかしながら、今日までにご協賛いただいた浄財は、目標金額に遠く及ばない状況でございます。本事業は、同窓生
諸氏の浄財なくして達成できません。

みなさまが残された功績への感謝を忘れず、
“夢を描き、夢を共有し、夢をつなげよう”との思いを次の百年に
繋げるため、何卒ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
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