
３高文連第33-1号

令和３年５月28日

愛知県高等学校文化連盟加盟

関 係 高 等 学 校 長 殿

＊別紙３「文書配付用参考資料」をご参照

のうえ、該当の顧問の方に確実にお手渡し

くださいますようお願いいたします。

愛 知 県 高 等 学 校 文 化 連 盟 会 長

嶋 田 麻知代

令和３年度愛知県高等学校文化連盟生徒実行委員会の中止について(依頼)

このことについて、別紙１「令和３年度アートフェスタ-愛知県高等学校総合文化祭-

生徒実行委員会名簿」に基づき、生徒実行委員による計５回のアートフェスタ事前準備

会の実施を予定しておりましたが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、今年

度の生徒実行委員会はすべて中止することといたしました。関係の生徒・職員の皆さま

には、今年度のテーマと合唱曲をメールを介した投票で決めていただくなど可能な限り

のご協力をいただきましたが、事情等ご勘案のうえご容赦ください。

なお、連絡の行き違いを防ぐため、必ず「別紙２」をＦＡＸ送信してください。返信

は６月２日(水)までにお願いいたします。

また、生徒実行委員会は中止となりましたが、今年度のアートフェスタは、実施形態

の変更等様々な感染防止対策を講じつつ開催する予定としておりますので、投票で決定

していただいたテーマ「百花繚乱」は、アートフェスタの広報用のチラシ等で活用させ

ていたきます。併せてご承知おきください。

愛 知 県 高 等 学 校 文 化 連 盟

《事務局》

〒460-0001

名古屋市中区三の丸3-2-1

県東大手庁舎２階 〔担当；森崎・ 近 田〕
こん だ

TEL・FAX（０５２）９５３－５１８８

公式HP https://www.aikoubun.com/

E-mail aikoubun@aroma.ocn.ne.jp



【会議実施場所】

名古屋市中区三の丸3-2-1

 愛知県東大手庁舎２階

 (愛知県生涯学習推進センター)

【Twitter 公式アカウント】

 @AF_s_aikoubun

【テーマ】 百花繚乱 【合唱曲】 カイト(嵐)
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合唱 出演準備 愛知県立岡崎北高等学校
２年

        やすい もえり

高橋  翠
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安井 萌里

２年
      しばた  あかり

太田 愛理

柴田 あかり
       おおた あいり

原田 瑞恵

谷  知咲

日本音楽 受付 愛知県立衣台高等学校
２年

        よしだ あかり

道家 静奈

２年
       たに   ちさき

器楽・管弦楽 出演準備 名古屋市立向陽高等学校

２年

２年
      はせがわ まほ

長谷川 真帆

吉田 朱織

２年
        おおた あすか

花木 杏依

太田 飛鳥
        はなき あい

荒川 雄輔

那須 菜々子

郷土芸能 出演準備 愛知県立安城南高等学校
２年

      いしばし めく

高橋 尚子

３年
        なす  ななこ

吟詠 受付 愛知県立佐屋高等学校
３年

石橋 芽来

２年
     すきがら はるか

横井 菜乃

鋤柄 遥花
        よこい なの

清水 禄郎

小林 花音２年
      こばやし かのん

演劇 小ホール 愛知県立一宮商業高等学校
２年

岡田 夏実

２年
      かわごえ いちの

２年
        おかだ なつみ

白浜   昇

川越 一乃

      しらはま しょう

野田 将也

春名 芹香

書道 受付 愛知県立愛知商業高等学校
２年

       おざわ  さや

吉田  翠

２年
        はるな せりか

美術・工芸 受付 愛知県立稲沢東高等学校
２年

小澤 沙弥

２年
      みやした  かな

加藤 大惺

宮下 佳奈
   かとう たいせい

中村 太一

竹内  萌

文芸
講演交流
／受付

愛知県立常滑高等学校
２年

        かわだ ひより

丹羽 かよ

１年
      たけうち   もえ

写真
記録

(写真)
愛知県立天白高等学校

２年

川田 日和

２年
       はちすか  すず

上中 喜音

蜂須賀 すず
      かみなか はると

石﨑  摂

阿知波 空

愛知県立中村高等学校 校長 小川 芳範 事業部部長

３年
         あちは  そら

ボランティア
呼び込み
／受付

日本福祉大学付属高等学校
３年

教諭 及川 紗貴 広報部会

愛知県立安城高等学校 校長 羽佐田 透一 事業部副部長

愛知県立佐屋高等学校 教諭 荒川 雄輔 事業部理事

愛知県高等学校文化連盟 職員 近田 全史 事務局員

事
業
部

事
務
局

愛知県高等学校文化連盟 嘱託 森崎 忠彦 事務局長

愛知県立昭和高等学校 教諭 鈴木 宏明 事務局次長

愛知県立松蔭高等学校 教諭 長谷部 幸治 事業部副理事

愛知県立尾西高等学校

愛知県立明和高等学校 ２年
     にしかわら  ゆり

西川原 悠里

愛知県立時習館高等学校 ２年
      おおさわ あやな

大澤 采奈

記録
(動画)

放送 牧野 隼弥
(県立南陽高)

光ヶ丘女子高等学校
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愛知県高等学校文化連盟事務局 宛

ＦＡＸ番号；０５２－９５３－５１８８

令 和 ３ 年 度 生 徒 実 行 委 員 会 の 中 止 に つ い て

標記の会議がすべて中止となったことを了解しました。

学 校 名

職 氏 名

職 ・ 氏 名

＊令和３年６月２日(水)までにご送付ください。



〔文書配付用参考資料〕 ＊この文書をお渡しいただく方

高文連ＩＤ 学校名 職 氏名 高文連役職

103 愛知県立明和高等学校 教諭 吉原 正記 放送専門部

112 愛知県立愛知商業高等学校 教諭 吉田   翠 実行委員

204 愛知県立松蔭高等学校 教諭 長谷部 幸治 事業部副理事

205 愛知県立昭和高等学校 教諭 鈴木宏明 事務局次長

208 愛知県立中村高等学校 校長 小川 芳範 事業部長

209 愛知県立南陽高等学校 教諭 牧野 隼弥 実行委員

211 愛知県立天白高等学校 教諭 中村 太一 実行委員

219 名古屋市立向陽高等学校 実習教師 原田 瑞恵 実行委員

321 愛知県立尾西高等学校 教諭 及川 紗貴 広報部会

325 愛知県立一宮商業高等学校 教諭 清水 禄郎 実行委員

330 愛知県立稲沢東高等学校 教諭 野田 将也 実行委員

333 愛知県立佐屋高等学校 教諭 荒川 雄輔 事業部理事

338 修文女子高等学校 教諭 村山 茂雄 実行委員

407 愛知県立常滑高等学校 実習教員 丹羽 かよ 実行委員

421 日本福祉大学付属高等学校 教諭 石﨑   摂 実行委員

503 愛知県立衣台高等学校 教諭 道家 静奈 実行委員

516 愛知県立岡崎北高等学校 教諭 高橋   翠 実行委員

532 愛知県立安城高等学校 校長 羽佐田 透一 事業部副部長

535 愛知県立安城南高等学校 教諭 高橋 尚子 実行委員

553 光ヶ丘女子高等学校 教諭 蟹江 敏洋 放送専門部

601 愛知県立時習館高等学校 教諭 磯村   徹 放送専門部
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