村松 高校東京 同窓会会報

平 成20年 (2008)新 春号

可
下勢栄氏 (高 12回 )
提供 コ
能代 川の楽新 保広場
手前正面のウライと呼ばれる柵により、進路を妨げられた鮭は左側のサケの路を遡り、水路の上流端
には捕獲用の篭があつて、1日 50本 〜460本 のサケが捕獲される。詳細は本文 12〜 13頁 に掲載。

新潟 県立 村松高等学校東京 同窓会

NQ44

東 京 同 窓 会 の 展 望
会長に就任 して以来、約 1年半経過 いたしましたが、
思 つている事 と実行する事 とは大幅に力ヽ押断Lる ものだ
と、つ くづ く実感 している次第です。今後 とも、東京同
窓会の安定的発展 には、幹事の皆様 に何かとご尽力 をお
願 い致 さねばな りませんbま た、関東地区にお住まいの
松高卒業生の状況 を把握 し、諸氏のお考えを調査するこ
とも必要になるだろうと考えてお ります。
すでに先般の幹事会 に於いて決定 した関東地区の松高
卒業生のデータを簡便に利用出来るよう加工 してい ると
ころですが、種々のお考えを調査の上、了解 を頂いた上
で新規の会員を増や していきたい と望んでお ります。会
の拡大を画策するには、まず東京同窓会を魅力溢れ るも
のにして行かなければな りませれ
新 年 の ご挨 拶
副会長 杵渕 政海 (高 2回 )
新年あけましておめでとうございます。
年頭にあた り東京同窓会の皆様のご健康 とご多幸をお祈
｀
り申し上げま九
世の中は様々に変化を していますが、人間は誰 しもが
向■7い とい うものを持つていますЭ
どんな境遇 にあつても常にこの気持を失いたくありませ

東京同窓会会長

鈴木 多喜男

(高

4回 )

今回の 50回 記念大会は、新大名誉教授の佐藤峰雄氏に
お願い した ピアノコンサー トが好評を博 し、予想外の参
加者を得た ことは会長 として望外の喜びであります。会
員相互の親睦を深 める手段 として￨ま いろいろな方策があ
ると思いますが、幹事のみならず会員の皆様にも広 くご
要望・ご意見を賜 りまして、ますます充実 した会の運営
こ嚇卜
けてい く所存でお ります。
を′
また、本会貝Jに も言
匝つてお りますよ うに母校 との交流
も深 めて行きたく、毎年 8月 中旬 に行われる本部同窓会
には多数の皆様にご参加いただきたく存 じます。 ご希望
の方は東京同窓会事務局までお知 らせ下さし、
終わ りに今年が天変地異の無きよう願 うと共に、会員
諸氏 とご家族のご健勝をひたす らご祈念申し上げま九
謹 ん で 新 年 の
ご 挨 拶 を 申 し上 ι
ずま す
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渡辺 八郎

◎ 冨J会長

金子 鶴男

ん。
『 明日の今 日は昨 日の今 日ではない』 とい う言葉 を聞
いたことがありますが、一人一人が 目の前にある課題に
り してい くことが開けた明るい未来につなが ると思つ

◎ 冨1会 長

深見 ,羊 子

◎ 会計監事

佐久間 英輔

◎ 会計監事

安達 繁子

います。何 ごともあきらめず前進 していきましょう。
て̀戦
東京同窓会も全員が原動力 とな り会員が更に増 え、総
会への参加者 も増加するよう、そ して活力ある同窓会 と
なるよう協力 し合 っていきましょう。今年は北京オ リン
ピックの年ですしあきらめず明るい年 になるよ う願 つて
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◎ 事務局長
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お ります。本年もよろしくお願い します。

佐藤 峰 雄 先 生の演 奏 と左 は会 場 風景

思 い が け な い シ ョパ ン に 触 れ て
高地 彰 (高 8回 )
「
平成 19年 度 村松高校東京同窓会 050回 大会」は
かつてない興奮 と盛況でした。 2回 生 (昭和 25朝
が去年 よリー挙に 13人増 えたのは、同期の出世頭 とも
い うべ き佐藤峰雄氏 (新 大名誉教授)の ご出席 があった
からで もありましょう。
ところで佐藤先生のショパ ンの演奏は良かったですれ
同窓会始まつて以来のイベ ン トではなかつたで しょ う力、
名誉教授の演奏を聴けるとは思つて もいませんで した。
本晴内なお人柄と、学問を積 んだ人特有の奥行きの深 さを
感 じました
短 いプ レリュー ドのあとの ノクターンを聴 いたとき、
「ああ、第 20番 嬰 ノ
洗赫K遺 作 >だ」と感 じましたが、
佐藤教授は演奏前に、「ノクター ンの初期の頃の作 品で
す」と仰 つて演奏を始 められました。
この曲は普通、ノクターンの演奏ではいつ も全 21曲
の最後 のほ うに置いてあるので、無学な小生はこれまで
晩年の作品だとばか り思つていました。教授のお話を聴
いて、帰宅するや音楽之友社の『作 曲刻 1銘 曲解説 ライ
ブラリー 「ショパ ン」
』を見ましたら、やはり初期の作曲
なんですオ
短調 KKIVa
、
礼 作品番号は付いてお らず、嬰 ′

‑16と ありますので、これは番外とい うことなのでしょ
う。作曲は初期の 1830年 (余 計なことですが天保元
年)で 、発表 は彼の死後 29年 目の 1875年 とあ りま
した。いやはや不明を恥 じた ことです。同時に、良い勉
強をしました。
ショパ ンは、特 にノクター ンの最初 の作品 9‑1を 含
む前半の 10曲 とこの遺作は好んで何種類 ものソースを
聴 いていますが、邦人の仲道郁代や田部京子もよく聴き
ます (仲道 さんは昭和 56年 の 日本音楽 コンクール第一
位以来のファンです。当時、桐朋女子校三年生の美 しく
初々 しい乙女でした !)。
しか しこの遺作 「レン ト・ コン・ グラン・エスプ レッ
シオーネ」は、いう聴 いても甘い ノスタルジー と、胸 を
掻きむ しられるような切なさと寂蓼感があり、ショパ ン
が 「ピアノの詩人」 といわれた所以が分かるよ うな気持
ちがするのです。
当日、世話人の杵渕 さんも気の毒そ うに仰 っていまし
たが、やはリグラン ドピアノでなかつたのが残念で した
また、天丼の低い会場で、 ピアノの上に照明を置き、し
か も音をマイクで増幅す るとい うことまで しなければな
らなかつたのは痛恨の極みで した力
ヽ その悪条件にもか
かわ らず、佐藤教授は真摯で誠実な演奏を聴かせて下さ
いました。本当に うれ しいことで した。終わ りに、氏の
益々のご健勝をお祈 りし、こ うい う企画を盛 りこんで下
さつた幹事諸氏にも大いに感謝申し上げま丸

都 心 に 響 く松 高 の 校 歌
佐藤 信三 (高 6回 )新潟市在住
その 日、 6月 16日 は、夏の太陽が眩 しい東京での素
晴 らしい一 日の出来事でした。正に都心中の都心で時節
柄、緑がいつぱいの皇居の社 に隣接 した千代田区大手町
のKKRホ テル 10階 「瑞宝の間」に於いて県立村松高
中、旧女学校を含む)の OB、 OGを 中心として
130人
余 りが参加 して 「東京同窓会」力｀
総勢
開催 され

校

(旧

たのでした
特に今年は、同会が創設 されて 50周 年 とい う永い星
霜を経た記念すべ き大会 と云 うことでした。私が参加す
ることになつたのは、たまたまさいたま市在住の妹、高
岡五百子 (高 12回 )力 ｀
同会の役員 をしてお り、是非参
加 して欲 しい とのことでその機会に恵まれた次第です。
当日のプログラムは第一部から第二部までで構成 され、
第一部の総会は、会長 の鈴木多喜男 (高 4回 )さ んのあ
い さつ、相田松高同窓会長、月ヽ
島学校長のあい さつなど
の他、各委員会活動報告などの議事がありました。
第二音限ま50周 年を記念 しての演奏会 「ピアノ・ レク
チャー コンサー ト」 として、新大名誉教授の佐藤峰雄先
生 (高 2回 )を 迎 えて行われました。佐藤教授は、 ご存
知の方 が多いので詳細は省略 しますが、新大 に於ける音
楽のオー ソリテ ィで音楽関連学会、演奏活動、出版物等々、
数多い実績をお持ちの方であります。当日は特に各曲日、
作曲家 についてのレクチャー を交えながら、ショパ ンの
「ノクターン」
、グリー クの 「春に」など多くの名曲が演
奏 されて、参会の方々に 「ピアノ」とは、 これだとい う
よ うな名演奏であ り、言葉で云い表せ ない感銘を覚 えた
のは、私だけではなかつたと思います。私事で恐縮です
が、生田流のお琴を練習 している一人 として改 めて 「ピ
アノ」の艶 の利 青らしさを難 いた しました。
そ して第二部、待望の懇親会 (待望と書きましたのは、
私が酒好家であることと、加えて何十年振 りかでお会い
する方 々 との親睦ができることを意味 しますJに 移 り、
声高 らか く乾杯 した後、お楽 しみ抽選会などを交えなが
らしば 啄 談、懇親が行われ、懐 かしい方々 との交流を
深めたのでありますもそ こで表題 としました校歌 普 く
照らす天つ 日の ……"や 応援歌 緑濃き臥龍が丘に……"
"の 歌声が
臥龍原頭幾星霜・…・"̀摯滅健児六百が。…。
都心の会場 に流れ、参加者それぞれが青春の一頁を熱 く
蘇 らせたのであります。
さて、私は高 6回 卒でありますが、同級の幹事である
沢出赳允さん、畔田昭義 さん始 め先輩、後輩の方々 との
交流を特に深めたのでありますも また BSNの 大倉修吾
友よ"を 熱唱さ
れ、宴会に花を添えられました。終わ りに、当 日の同窓
会を早 くから企画 し運営にご苦労 された鈴木会長 さん始
め役員の皆様方￨し いから厚 くお礼を申 し上げま丸
(高

12回 )さ ん も飛入 りでお得意の

松高東京同窓会・第 50回 記念大会報告
平成 19年 6月 16日 (土)正 午、二 日前 に梅雨入 り
が発表 されたにも拘 らず 日本晴れの下、緑濃き皇居の社
に隣接 した 「KKRホ テル東京」に於いて、新潟県立村松
高等学校東京同窓会第 50回 記念大会が開催 された。
同伴者を含む会員 119名 、同窓会本部の相田会長、
阿部、浅田両副会長、高野学校教育課長、小島校長を迎
え、総勢 127名 の出席 となつた (潮 ￨1高 校 より2名 )。
定刻の正午、深見 (高 7)・ 林 (高 25)両 幹事の司会
により開孔 金子実行委員長の開会宣言、鈴木会長挨拶、
相田同絵 長、小島校長のご挨拶 に続き、今回、初 めて
高野敏郎 (高 20)学校教育課長 にご出席を願 い、 ご祝
オ務・広報各委員長報告
辞を頂戴 した。その後、総務・貝
を行い、それぞれ承認されて第一部を終る。
第二部は、新潟大学名誉教授である佐藤峰雄 (高 2)
先生のショパ ン 「ノクターン」演奏会 の始まりである。

最初に杵渕幹事から佐藤先生の ご紹介があ り、いよいよ
50回 記念 の 目玉行事である演奏が始 まつた。少 し暗い
寂 しさが込み上げてくるよ うな想いで聞き入つて居たが、
・ピアノの演奏でなかつたのが残念 では
やは リグラン ド
っ
あ た。今後 とも、今回の よ うに素適な実 りある企画を
継続 して行きたい ものである。
第二部 は伊藤副会長の乾杯音頭で懇親会の開始 となる。
お互い一年振 りの再会 に笑顔を交 しながら旧交を温 め、
会場 は一段 と賑やかさを増 してい く。
や がて恒例の会員持ち寄 り賞品の抽選会 も悲喜交々の
うちに進み 、校歌・応援歌の熱唱で余韻醒めや らぬまま
今大会 はお開きとなる。余勢を駆 つての二次会 も、 68
名の参加を得て大賑わいであつた
新春 に際 し、会員諸兄姉のご健在を心より祈つてやまれ
大会実行委員会 記

東京同窓会・第50回 大会収支決算書
於 :KKRホ テル 東京

平成 19年 6月 16日 (土 )

支 出 の部

収 入の部
項 目

内訳

Э懇親会費

人数
121名

金額
8,00C

合計
968,000

男子 83名
女子 38名

②祝儀

内訳

項目

100,00C

①懇親会費
②二次会費補填
ラクシヨン謝ネL
Эアト
Э本部対応費

金額

127名

1,013,475
7,00C

70,00C
13,986

⑤準備費

94,116

40,000

会議費

13,840

祝 50回 大会

30,000

はがき
切手 口

55,800

高橋敏郎氏

10,000

コピー

佐藤峰雄氏

20,000

名札・ケース等

14,856

会報 口
資料送料

1,200

同窓会本部

③会員寄付

4名

2名

8,420

4,00C

築取 正通

2,000

石本 芳雄

2,000
1,072,00C

合計

財務委員長 塚田 勝

合計

報告

合計

1,198,577

収支残高

‑126,577

蒙
要
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校 歌 応 援歌 の熱 唱

熟 女 の熱 唱

名 司会 振 りの深 見 口林 さん

第 50回 東 京 同 窓 会 出 席 者 名 簿
平成 19年 6月 16日 (土 )
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20年 6月 21日 (土 )・
KKRホ テル東京
千代 田区大手町 1‑4‑1

正 午開催

TEL 0 3‑3287‑2921
回

●地下鉄東西線竹橋駅下車
(大 手町駅寄改札か ら専用 3b出

口直 0

●地下鉄千代 田線大手町駅 C2出 口よ り5分
●都営地下鉄神保町駅 A9出 口よ り5分
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新 潟 県 立村 松 中学校 設 立 の頃
県立村松高等学校長 ′島 正芳
「
て 野球の如き、硬 い球を投￨ザた り打 つた りする危険
な競技は禁止する」と命令 した。仕方なく生徒は止め
ざるを得なかった。
このエ ピソー ドからも、林校長の謹厳実直ぶ りが窺 え
る。「質実剛健」の校風を、自ら先頭に立って確実に行わ
れるよう指導 している。初代校長が強い信念 と情熱を持
って村松中学校の生徒を導いていったことにより、「質実
]ヽ

明治四十四年二月二十一 日、新潟県立村松中学校 は中
蒲原郡村松町字焔硝蔵の地に設立を認可 された。 この地
は県立村松工業学校の跡で、跡地約二万三千平方メー ト
ル と校舎及び生徒用机・椅子等はそのまま受 け継い几
村松 は旧藩地であつたため、江戸 時代 より学問を奨励 さ
れ、自;藪官とい う藩校 もあつた。明治三十六年 に設立 さ
れた工業学校が長岡に移転す るのを機に、この地に設立
されることになつたのである。その頃す でに村松 には、
「歩兵第二十連院 が置かれてお り、将校の子弟の教育
のためにも中学校が必要 とされた
当時の我 が国の中等教育は、明治三十二年に発せ られ
た 「中学校令」に基づ き 「男子に須要なる高等普通教育
を為す」 と共に、近代国家形成期 の中堅的忠良な国民と
地方の人材養成を目的に展開 してきた。 日清戦争 0日 露
戦争に勝利 し、 さらなる近代化 を推進するに、国家 を支
える人材養成は喫緊の課題であつた。 このよ うな時代背
景か ら村松中学校は創設 されたのであつた。村松中学校
の設立は、県内の中学校拡張の最期の ものであつた。
初代校長は、島根県立杵築中学校から赴任 した林栄太
郎である。着任当時三十九歳 であつた。林校長は松江藩
の士族出身であり、体躯は堂々 として謹厳実直、温容溢
れるが如き人格者であった。林校長は修身と漢文を教 え、
書 もよくした。林校長の教育方金利ま一言で言えば 「質実
剛健」であった。 昨桐咆 の第一項には、至誠・御 頃・勤
勉 の三綱 を主徳 とし、第二項には立志・忍耐・克己の三
要道を学習訓とし、第二項には質朴 0岡 J健 。敢為 の三 目
を鍛練的条 目として掲げている。林校長は、学業に心身
の鍛練に人格の修養に、一人で も多く立派な人材 を輩出
するべ く、方針を定めたのである。
それを具体的に伝えるエ ピソー ドとして、第一回卒業
の塚野賢治は、林校長の思い出を次の よ うに記 している。
当時は校長の命令には絶対服従でそれに背けば直ち
に退学という時代であつた。私 と式場君は五泉村松間
―里八丁以上 (約 5km)を 自転車で通学 した。近郷
の生徒も十人位が自転車で通 つた。その自転車を学校
の近 くの四ツ角にある文房具屋の 「ますや」の前に置
いた。たしか十三、四台の自転車が並べてあったと思
う。林校長は毎 日それを見て大しヽこ感ずるところがあ
「ますやの
つたのであろう。或る日全校生徒を集めて、
前に自転車力Y司 前市をなしている。自転車で通学する
ような贅沢は許さん、明 日から禁止する !」 と言い渡
した。それで翌日から仕方なく徒歩で五泉から通うこ
とになつた。林校長は剣道とテニス を奨励 した。同級
の中野二二郎君と斎藤三郎君ば野球力漱子きで、各自で
グローブ、 ミッ ト、バ ッ ト等を買つて野球を始めた。
林校長はそれを快 く思わなかつた。 これも生徒を集め

剛健」の揺るがない校風が築かれていつたといえる。
郷里松江か ら遠 く離れた異郷の地 ともいえる村松 で、
林校長が理想を高く掲げ、教育に情熱を注ぐことが出来
たの も、村松藩以来の歴史と伝統に裏付けられた教育の
土壌があつたか らだと思われる。士族の子弟を中心 とし
た生徒は実に真面 目で確 りしてお り、向学心に溢れ てい
た。また、城下町村松 の清潔 で礼儀正 しい気風 も気に入
つた林校長は、村松は教育を行 うに理想の地 と考えるに
至つたようである。
林校長は、創立十周年記念誌に着任 した頃を回顧 して、
次の よ うに述べている。
村松は思ったよりは清潔な整頓 した町であつた。
三十連隊の置かれて以来勿論繁華 になつたことであろ
うが、元来小領にせよ、徳川時代 には村松藩のあった
所だけに町民の風儀も悪 くない。殊に、一般に士族の
子弟の好学心の熾んなことは想像以上であった。従つ
て生徒も真面日で余ほど確 りしたところがあるので、
学校教育を為す上に於 いて最も理想的の土地と思 つた。
村松 は堀直寄の二男直時が、寛政年間に開城 した三万
石の小藩であったが、学問 と武道 を奨励 し、好学の気風
があつた。 この よ うな旧藩以来の気風が林校長の 「質実
剛健」の教育精神 とマ ッチ し、村松中学校￨ま 建学数年に
して赫々たる成果を挙げ始めるこ
第一回入学式は四月二十五 日挙行 された。入学を許可
された者は七十二絡 で、二学級 に編成された。入学志願
、
者は九十一名いたが、受験 した者￨ま ′
十三名 であったと
い う。入学式は入学許可の宣誓の後、林校長は訓辞 とし
て新入生に、自重心と奮励′
とヽ
とをf足 す と共同 1贋 良な校風
の樹立と、質実剛健の気風、好学研究の志気を伸ばすよ
う訴えかけている。 また、来賓の第二十連隊長 の野澤弟
松中生に対 して奮起を促す挨拶を し
吾 OJヽ 千谷出
二十連隊の武 田中佐はじめ幹部候補生を
てい るが、第"は
五・六人派遣 し、教練 (軍 事教練)で 生徒 を厳 しく鍛 え
ていつてい る。教練の時間は、生徒はゲー トル を巻き、
行進や旬旬前進などの指導を受 けていた。村松中学校は、
後の酉
編 将校の様式を創立期か ら実施 し、まさにスパル
タ式教育を行 つていたのである3高 岡禎一郎・ 山賀守冶
等秀才組 は第二十連隊の背嚢 を払い下げて貰い、背嚢を
背負 って整然 と登校 していたとい う。なお、当時の生徒

は挨拶 も第二十連隊の影響か、教師 に会 うと直立不動で
挙手のネLを していた。 また、上級生に対 して も挙手のネL
をしなければならなかつた。いろいろな面で、本校 は第
二十連隊の影響を受けていたのである。

大佐 として、海軍省に勤務 していた。第二高等学校 に入
学 した渡辺浩哉、堀隆三 もいた。渡辺は東京帝国大学法
需 限こ進学 し、各界で活躍 してい る。 また、堀も東京帝
国大学法学部を卒業 した後官界入 りし、警察・経済・地

主席教諭 (教頭)を 務 めた浮田辰平は、林校長が当時
仙台第一中学校の宗像逸郎校長の推薦を得て迎え入れた
優れた人材であつた。入学式の一 ヶ月以上経ってか らの

方 自治・民政等の地方行政に携わった後、兵庫県教育長
になつてい る。一方、本
抑 1啓 は陸軍士官学校に進ん几
その他、茂野松治郎 と塚野健治は東京高等工業学校 に進
んだ。茂野は母校村松中学校で教鞭をとつている。また、
塚野は後に五泉町長をつ とめてい る。剣道でならした中
野二二郎 ￨♯ 申宮皇学館 に進み 、村松高等女学校長や 自山

赴任であった。浮田辰平は岡山県出身、東京高等師範を
卒業 した後、当時高知第二中学校で教鞭を執っていた。
温厚にして、かつ篤学な好人物であった。最も重要な教
務を担当する主席教諭 に素晴 らしい人物を採用すること
ができ、林校長も満足顔であつた。なお、本校の最初の
校歌 「塵の巷を遠 ざけて…」の歌詞は、浮田が校友会の

ヽ
ヨ

雑誌に載せた ものである。
とにかく、優秀な教師を招聘 しよ うと考えた林校長は、
まず旧任校島根県立杵築中学校 より英語の 引野忠親 と地
歴 の田川吉利を招聘 していた。二人とも、熱心で優秀な
教師であった。また、体操 と博物 とを受け持つた成澤右
金太は沖縄県立高等女学校から招聘 した。成澤 は本県村
上町出身であった。図画の森 田豊治郎は、東京美術学校
出の若き教師であった。何れの教師も熱心で勉強家であ
つたから、生徒はその感化を受けて、学力或いは徳育の
面で も、「県下の模範校」とまで言われるようになるので
ある。第一回入学生の堀隆三は 「師の面影」 とい う随想
の中で、
どの先生も親切で懇篤な指導を して頂い
思い浮力ヽミ
た。それだからこそ私のような田舎坊主でも卒業まで
こぎつけることが出来たのだと思うている。良く出来
る生徒はより高度に、そうでないのはそれに追 い付 く
ようにと、或 しヽま始業前に、又は終業後に、そ してま
た夏冬の体業中に指導補習 して下 された ことは、今思
うて感銘に堪えない。
と記 している。林校長の リーダー シ ップの下、教職員も
生徒も心を一つにして、村松中学校 を良い学校に してい
こ うとして奮闘努力 していたのである。尚、校章も林校
長 の考案 により制定された。聯 附ま松葉四本を菱形 に組
み、中央に 「中」の字を入れたものであつた
第一回入学生は、多士済々、俊秀ぞろいであつた。新
潟医学専門学校 (現 新潟大学医学部)に 進み、精神病学
会の世界的権威者 になつた式場隆二郎 もその一人であつ
た。彼はゴッホや ロー トレックの研究家として も有名で
あるが、また一方画家山下清の才能を見出 した 「伯楽」
として も知 られる。新潟医学専門学校 には岡村二郎、伊
藤英治も進んでいる。
この学年の生徒 を教えた教職員 が秀才 として挙げるの
が、第一高等学校から東京帝国大学法科 を卒業 し、外交
官になつた高岡禎一郎 と江田島の海軍兵学校に進んだ山
賀守治である。高岡は外交官 としてスペイン動舌Lの 際活
躍 し、力量を発揮 した。また、山賀 は第二次世界大戦中

高等学校長 を歴任 した。澤英三は外国語学校に進学 し、
後に大阪外国語大学イン ド群教授になつた。 タゴール と
も親交があ り、イスラム思想の研究家でもあつた。長島
義一は、秀才で紅顔の美少年 であつたとい うが、長岡銀
行に勤務 している。
小鍛冶決因は智山大学に進み、その後南蒲原の寺院の
住職 になつた人であるが、彼 は冒険心のある生徒 として
同級の人々の記憶に強く残 つてい る。その逸事 とは、当
時学校の隅にある工業学校時代の遺物、高さ二十メー ト
ルはある煉瓦の煙突に上 り、頂上で見事な逆立 ちをやつ
てのけた ことである。彼 は器械体操が得意であった と云
うが、一 日にして 「英雄」になつてしまつた。 この事件
以降、林校長 はこの煙突は危険であるとして数 日後、人
夫を呼んで取 り壊 してしまつた。
この頃の生徒は、勉強を一生懸命や ったが、それだけ
ではなく、人格的に皆の崇敬を集 める者がいた り、剛胆
な者 がいた り、文学青年・音楽青年もいた りで、まさに
多士済々のエ リー トの集 まりであつたのである。

伊豆高原在 ク画家 の
お うιろエ ンをイ方 〃
この度、堀直昭 (高 8回 )氏 が平成 2年 、伊豆高原に
居を構えて以来のさまざまな出来事をつづつたエ ッセイ、
「伊豆の与太郎 日記」を平成 19年 8月 に発行 された。
筆者は深遠で哲学的で少 し哀 しい作品であるとあとがき
で述べて居られる。 どうか皆 さんお読みください
!

抱腹絶倒の人生模様を覗
き見ることが出来ま丸
・定畑 il,470円 0棋⊃
・堀氏の連絡先
〒414‑0232
伊東市人幡野 1332‐ 37
す い らん荘 6区 53
TEL0557‐ 53… 3178

ソウ

リン

相

隣

関

係

￨1俊郎 (高 2D
堀り
レビ
士の
などで近隣同
最近、テ
騒動がよく報道 されて
います。相隣関係 とい う言葉 に始 めて接 したのは学生時
代 でしたが、当時 よく例にあげられたのが、隣地の柿の
実はとってはいけないが、隣地か ら伸びてきた竹の子は
とつて もよい と規定 されているといわれていました。
この例なども含 めて、隣人同士の関係を定めた民法の
規定は、基本的には明治時代に定められたもので、隣地
との関係 について最低限度の配慮すべ き事項 としてまと
められていました。勿論、現代で も隣接住宅に関するプ
ライバ シーの問題などを含めてこれ らの規定が適用 され
る場合は少なくないよ うです。 しかし最近では、複雑化
する社会状況を反映 して、実 に多様な相隣問題 が引き起
されるようにな りました。
例えば、騒音、振動、悪臭 など'1夫適な生活環境を壊 さ
れることによつて起る沢山の もめごとです。 これ らの他
に も、ペ ッ トの問題、シロア リ駆除や庭木の消毒薬や農
薬使用 が引き起 こす問題、風俗チラシの配布問題など、
かつては思い もよらなかつた問題が頻発 しています。
かつては、 この よ うな問題 の多くは、町内の長老や、
ミ銀 、自治会の役員な どが間に入つて解決 していたよ
うです。また大 きな問題になる以前に、隣人同士がお互
いに思いやる気持があつたため解決 されたようです。 し
か し現代ではその よ うな仲裁役 もいなくなり、またお互
いに思いやる気持 もなくな り、社会の常識も通用 しなく
なつて しまいました。そ うなると様々な隣人間や隣同士
の トラブル も法的な解決の場 に持ち出されてくることに
なります。
る
しか 跡 聯斡理髄謎夕勝け には、様々な方法があり常
に副
憫窃 :き をとることがベス トとは限りませれ
帥
相隣の問題は、周囲の人にとつても問題になつている場
合が多く、下人で悩まずに近隣の人にも同 じような問題が
発生していないか確認 してみて、もし同 じような被害を訴
える人がい る場合には協力 して解決 にあたることも重要
ですЭまた近隣同士の間で発生する トラブルですから、そ
の問題が解決できたとして も、その後地域κ居住 しずらい
よ うな状態になつてしまつては後悔することにな ります。
例えば、 ゴミ置き場 をどこにするかなどとい う隣近所
の問題で も、話 し合いで合理的なルール を決めることは、
健全な コミュニケーションが可能ならばそれほど難 しい
ことではないで しょう。そ うい う意味では、相隣問題予
防の最大の方法は、地域の コミュニケーションが とれる
よ うな状態を維持 してい くとい うことだと思われますЭ
相隣問題 といつて も本当の些細な隣同士の トラブルだ
けではなくなつています。かな り社会的、構造的な問題
も発生 しています。 これか らの高齢化、国際化が進 んで
行 く複雑な社会に新 しく発生する問題にも適切な対応が
求められてくると′
思われま九

算裁充と の》 ―
―
村川 五郎 (高 2回 )
々
先 日偶 在る所で二人式歩兵銃を手にとつて見る機会
があつた。 この銃 とは 日本陸軍が太平洋戦争の終わるま
で制式銃 としていた小銃で、名称 の由来は明治 38年 に
制式銃 として採用 された事を表す ものである。明治 38
年 と云えば、 日露戦争が終わつた年で、以来大正・昭和
と40年 余 り、多少の改良はあつたよ うだが延 々 と日本
熟

奉

陸軍の主要兵器 として使 く
続 けられてきたものである。
この銃 は全国の中等学校以上に軍事教練用 として貸与
され、我が村松中学 (旧 制)に も正確 には覚 えていない
が 100丁 位 は有ったのではない力、 これ らは中古では
あるが立派に実弾が発射出来るものであり、上級生は実
弾射撃訓練 も行われていた。昭和 19年 入学の我 々 も2
年生になると教練の時間に銃を持たされるようになつた。
本来ならば、もつ と上級になるまで執銃教練は無いので
あるが、三年生以上は勤労動員で殆 ど学校 に居ない し、
戦局も逼迫 していて若い者は殆 ど軍隊に召集 されたので、
中学 2年生で もそれを補 う戦力 として期待 されていたの
である。因みに三人式の全長は 1 3 0cm、 重量は 4 kgで
ある。敗戦直前で栄養不良の 2年 生にとつてはい ささか
持て余 し気味だったよ うである。
振 り返つて、今の中 2と いえば未だ両親に甘 える年頃
で、世間からも大人 とは看倣 されていないが、当時の中
学生は立派な大人 と位置付 けられ、 3年生からは予科練
晦 軍甲種飛行予科練習う の受験が奨励 された。また、
高等小学校 (中 2相 当)か らは少年飛行兵を始 め各種少
年兵の募集 が行われ、多くの少年達が軍隊に身を投 じ、
若い命を散 らす結果となつたのである。
先 日、親戚の法要の席で年配の住職 と語 り合 う機会 が
あつたが、偶々彼 が一年上級生だったため、自然話は戦
時中の思い出話 になり、配属将校 か ら 「お前達はこれか
ら天皇陛下に命を捧げ、靖国神社 に祀 られて神に成る真
に幸せ者である」と訓示 されたのが忘れ られない。 と、
しみ じみ話 してお られた。 また、 こんな思い出も話 され
た。同級生が予科練に合格 し入隊することになつた或る
日、壮行会を したいが酒が無い (中 3で ある !)。 そ こで、
化学教室のアル コール ランプのアル コールを抜き取 って
水で薄めて別杯 とした。後 日、化学の教師がアル コール
が無いことに気付き事は露見 したが、先生少しも怒 らず
「そ うゆ う事なら俺 も参加 したかつたナ〜」と言われた
そ うである。「―億総特攻」力｀
叫ばれていたあの頃、一度
予科練に入隊すれば生きては帰れない もの と信 じていた
時代の話 しである。
二人式歩兵銃から′
思いは戦時中の悲惨な過去に広がる
のであるが、真 に危 うい命 であった。私 も76歳 まで生
き延びて来たが、 これも日本が曲が りな りにも平和を維
持 してきた賜物 であると思 うc先 の大戦で 日本は、 32
入
の命 が失われたとい う。10代 、 20代 で散 らせ
0万 ノ
ヽ
た先輩達の死を無駄 にしないために、 これか らも平和な
日本でありたい と願 うのである。

夏 の

日 の 思 い 出

故 郷 の 古 屋 処 置 と、 旧友 との 懇 親

加藤 清治 (高 4回 )
っ
か
が
た
暑
夏 過ぎ、秋本番を迎えつつある。今年 は 7
4年 ぶ りに 日本の最高気温を更新する等、記録的な酷暑
となつた。庶民感覚からすれば、赤道に近い南 ほど暑い

鈴木 健司 (高 4回 )
の
の
旧名春 日町です。そ この古屋で一人
私 故郷 l卦 総
暮 らしをしてお りました姉が、昨年の 9月 上旬に亡 くな
りました。「下周忌の法事が済むまでは……」と、其の侭

と思われがちだが、全 国の最高気温ランキング 10位 ま
でを見るとその よ うにはなつていない。 リス トア ップし
てみると次の通 りである。
1位・埼環 晏
谷市
40、 9℃ 2007年 8月
・
同位 岐阜県多治見市
40、 9℃ 2007年 8月

にしてお きました古家をこの度、取 り壊 して来ました。
事前の行事 として 「仏壇の魂抜き」 と、「お稲荷 さんの
石造 り祠」の移設 (城址公園内の稲荷神社の脇へ)と 、

3位 0山 形県山形市
40、 8℃
・
つ
4位 不口
歌山県か らぎ町 40、 6℃
同位 0静 岡県浜松市
40、 6℃
0埼
6位
玉砂詩越谷市
40、 4℃
同肱・山梨県甲府市
40、 4℃
8位・群馬県館林市
40、 3℃
・
同位 詳馬県高崎市
40、 3℃
同位・愛知県愛西市
40、 3℃

1933年
1994年
1994年
2007年
2004年
2007年
1998年
1994年

7月
8月
8月
8月
7月
8月
7月

8月

とな り南の沖縄、九州、四国、中国からは 10位 以内
にランクされた所は無 く、 4ヶ 所は何れも今年の 8月 1
6日 に記録 されたものである。 この分析や解説は専門家
に任せることにして話を進めよ う。
話は 62年 前の夏に遡る。 あの 日も本当に暑い 日だつ
た。その昼下が り、ラジオの前で正座 したまま玉音放送
に耳を傾けるオフクロの姿が今で も鮮明に想い浮か鳥
放送中は雑音がひ どく、合間に聞える語句 も難解で我々
国民学校の児童 (小学0に は理解 し難い ものだつた。
学校で軍国神話や偽 りの戦況を聞か されマイ ン ドコン ト
ロール されてきた我 々には戦争 に敗れる事な ど考 えられ
なかつた。敗戦を知つたのは一家揃った夕食時であった
「堪ヽ難きを堪fヽ 、忍ひ難きを忍ひ以つて万世の為に
太平を開かむと欲す ……」
これは終戦詔書の一節で、毎年 8月 15日 の終戦記念
日が来ると、 ドキュメンタリー映画や終戦 ドラマ と共に
流され、我々の脳裏 に深 く刻 まれている。
8月

15日 は戦争が終結 した 日として多くの 日本人に

認識 されているが、これに異を唱える人達もい る。彼等
はポツダム宣言が受諾 された 8月 14日 、若 しくは降伏
文書が調印 された 9月 2日 が戦争の終結だと説 く。実際、

初体験行事 を執 り行いました。稲荷神社について付言い
た します と、村松藩の藩祖堀丹後守が稲荷神社への信仰
が厚 く、城内に稲荷神社のお社を祭 つてお られました。
その影響で、1日 村松城下町には 「お稲荷 さんの石造 り祠」
を屋敷内にお祭 りしていた家がかな り在つたのです。私
の 70余 年の人生経験に又、新 しい体験を付け加 える出
来事にな りました
我 々の同期会は地元村松の幹事役が企画 し、隔年 ごと
に場所は殆 ど新潟県下で開催 してお ります。今年はその
同期会がお休みの年でした
そんなことが下地になつたので しょ う、地元 の同期生
のゴルフ愛好者達が 恥kの懇親 ゴルフ会を開催するので、
貴君も参加 しません力ゝ 東京 の同期生のゴルフ愛好者も
お誘い してみて下 さい」とい う次第になり、新津 CCで
10月 23日 吹 )に 1ラ ウン ドプ レーをや りました。
参加者は地元から5人 、東京 から2人 の 7人 で、 2組 の
プ レー となりました。
新津 CCは 、現在は新潟市秋葉区 となりましたが、旧
新津市内の秋葉山に展開する丘陵 コースです。新潟県下
で も2番 目に開場された、歴史を誇る名門コースです。
複数の池超 え・谷越 えコースがあ リハ ンデキャップ 1の
1番 ロングコースは 556ヤ ー ドのタフさです。一同シ
レヾ
ノ
―テ ィを使わず、レギュラーテ ィでプ レー しました
地元の新津 CCメ ンバー氏が 44, 46と 90の ス コア
で廻られたのはさすがで したが、私のスコアは非公開と
させて下さし、
古屋の取 り壊 し準備・取 り壊 し着工・ ゴルフ会前夜の
懇親食事会・新津 CCで の懇親 ゴルフ会 と、思いで深い
故郷での数 日でした。

欧米や アジアの多くの国では 9月 2日 を大戦の終結 とし
ている。 8月 15日 を特別の 日と定めているのは、 日本
以外で韓国 と北朝鮮 ぐらいで、世界的にみて も極 めて少
数に過ぎない。
62年前に終わった戦争を巡る国家間の認識にずれが
あることは止むを得ない として も、そのことを踏 まえて
世界の人々と向き合つていきたいものである。

当 日 の 参 加 者 7名
コ ー ス と食 堂 に て

2007年

10月 23日

平成 19年 度 「松 五 会」
初 日、総会 は和や か に
平成 19年 9月 26〜 27日 、第 5回 生たちの同期会が
KKRホ テル東京で開催された 5:30、 雲村俊瞳氏 (以
下敬称略)の 開会挨拶で始まる。
6:00、 テーブルに着 く。司会の向山律子がマイクの前
に立つ。「今年は 28名 の参加ですが、出 られない人には
それな りの理由があります。歩けるなら出席できます。
それが出来ないから欠席なのです」
次いで亡き友達に黙祷を捧げた。226名 が卒業 し、既
に約 50名 が他界 している。酔わない うちにと 1分 間スピ
ーチに入つた。
1分間ス ピーチ
白 組 今も 2病院 を掛け持 ちする馬場謙■、
診療を止め
て も忙 しい とい う石川滋医師、江戸の姿を描き続 ける雲
湖 1牌「と言えよ う。
精俊 瞳ヤ
大病から生還 した幸運組も多い。昨年、大腸の摘出手
術を受けたが今は油絵を描く近藤真二掲 年前に癌の手術
を受けたが、海外旅行を楽 しむ佐藤良乳 50歳 で脊髄に
腫瘍の手術を受けたが、良性だった星長丸 2度 の脳梗塞
の発作に襲われたが元気=杯 の樋 口栄二郎。
もちろん病気知 らず もいる。辰 口基夫は辻堂駅前で理
髪店を営む6境原博夫は朝酒、昼は風呂に入 り官能小説
を楽 しれ 熊倉芳夫はダンス とテニスが健康の秘訣 と説
く。山崎豊吉は長寿 に感謝す る。吉田武は総入歯だが他
は健全 らしい。石川尭晃、坂上洋司が五泉か ら遅れて到
着。すでに会が盛 り上がって、良く聞き取れなかつた。
赤 組 高濱つ る子は観劇を楽 しみ、年 1回 は海外旅行を
する。阿部 ミサ子は身体丈夫で遠 出は自由。木村良子は
五剰駅前住まい。石塚添子は主人について札幌から熊本
と歩いたが群馬を終の棲家に。/Jり ￨1美 沙子1激 古を 8年看
たが、看護婦経験が生 きた 酒井カ ヨの主周 助 の良い
箪笥職え 山口まで配達に行 つたD梅 田シユンは五泉市

昭和

2日 目 江戸城 を歩 く
7:50、 12階 の朝食会場合。35万 坪とい う皇居が見下
ろせた。 まるで樹海だ。空気が浄化 されているせいか、
気分がいい。9:30、 ロビーに集合Э本 国参加の金子礫男、
わる。ホテルから歩いて行ける。
塩田京子、松永比呂力功日
大手門から入 つて三の丸尚三館へ。天皇家の宝物 3,000
点が収蔵 されているがあいにく休館。 ここを紹介 したか
つた雲村は晦 しがる。
松の廊下跡を過ぎて高 さ40.5メ ー トルの天守台跡に出
た。この上に 11メ ー トルの五層 から成る天守閣が答 えて
いた。 これが木造建築の限界だそ うだ。二の丸庭園を経
て元吹上庭園に建 つていた諏訪の茶屋全。昔、大奥女中
たちが心を癒 した場所で もあつたと力、12:k10ジ ャス ト、
平川門から場外へ出る。
地下鉄を乗 り継 いで銀座に出て、魚や 「一丁」で別れ
の部 。来年また会 うことを誓い合つて解散 となつた。
￨11ll::11:￨::を ::iS

宴会 に 出席 した松 五 会 の 皆 さん

28年 度 3年 1組 ク ラ ス 会

沢出 赳允 (高 6回 )
昭不口28年 度 3年 1組 のクラス会が去る 10月 28日 、
29日 に弥彦温泉 0名 代家において開催 された。
古希すぎて出席者は少なく 14名 と過去最少 となる。
中老人の集いは、明るい話題 よりも体調不良や病気・
手術・薬な どの話が主流を占め、その上、繰 り返 しク ド
ク ド語る者多 し。 また、酒豪だつた者 が呑 めなくなつた
り、車で来た連中は翌 日の酒気帯び検間を極度に心配 し
なが らチ ビッテ飲む姿など、い とさび し。
され ど酒代が少なくて幹事はホ ソ /
我 々もすでに老齢中期に突入 した 入院先か ら一時退院
して来た人、不自由な身体で家族 に送 られての参加者な
ど……何はともあれ老齢者たちが楽 しいひ と時を過 ごし、
シワクチャ顔にも晴れやかな表晴あ り。
弥彦山・神社・公園 と紅葉の見ごろで越後の秋を,岬 几

Iθ

酒井 俊昭 (高 5回 )
々
を勤め上げた
役所
Э佐 木恵美は旅行三味の生活几 8:
00に 終わつて第 2会 場に移動。盛 り上が り過ぎて、後は
まるで記憶が無し、 皆も、よく部屋 まで戻つた もの汽

越 後 弥 彦 温 泉 口名 代 家 =2007.10.28
(概 要 )担 任 口飯利五 郎 先生 (故 人 )、 卒業生 43名
物故者 7名 、無返答者 5名 =欠 席 17名 、出席 14名

1母

校 同 窓 会 総 会

‐

平成 19年 8月 19日 (日 )午後 5時 、母校の同窓会
総会が村松城町の割烹 「力備 に於いて開催 され、総勢
84名 の参加であつた。東京同窓会からは杵渕副会長を
始 め、深見、塚田、石黒、大橋の5名 が参加 した。
参加者の内訳を見ると、今回も 20回 生以降の参加者
が 39名 を数え、阿部、浅田両副会長 の名 コンビ振 りが
うかがえる。東京同窓会では、19年 度 の総会参加者数
こそ 127名 を数えたが、 20回 生以降の参加者 が 3名
であつた。 この状況を改革 し、新会員 の増加を図ること
が東京同窓会に課せ られた大命題であると思 う。
さて、 18年 度 の決算が大幅に好転 した ことにより、
19年 度の予算編成も積極的になつたよ うで、 2011
年開催の 100周 年事業への対応 も万全の よ うである。
支出の中で、会員連絡・通信費はかな り高額 になるので、
常に調査研究の必要があり対応が望まれるところだろう。
小島校長より村松高等学校の近況について報告があり、
大学等の進学率が少 し上がって、大学合格 25名 、短大
合格 9名 、専門学校 49名 の進学状況 とのこと。スポー
ツ関係で磁 腱錯5、 野球部等の活躍が、そろそろ人材 も
揃 って来たので大いに期待 しているとのこと。会員諸氏
にも何かとご声援をお願い
致 したい ところである。
懇親会は、あちこちに同期
の輪が できた り、互いに自
己紹介 した りして笑顔 の話
し合いが溢れていた。途中
OBに よるブラスバ ン ド演
奏があり、最期 も、ブラス
バ ン ドに合わせて校歌・応
杵 洪1副 会 長 の 挨 拶

援歌の熱唱が続き、大盛上
が りの内にお開きとなつた。
広報・大橋 記

ろ んだ ん の 「 か る た 」
渡辺 ノuБ (高 3回 )
「
最近、 いろはかるた」取 りなどの遊びは殆ど見ること
がなくな りました。今様は多種多様な遊び楽 しみ方があ
り、古びた遊び ?に は目もくれなくなつたよ うですЭが、
私達世代のこ＼ ?に は、双六 と共に雪の正月遊びの定番
でありました。それ故 「かるた」に読 まれる文句は大抵
口吟む ことが出来 ました。幾度か口吟む うちに言わんと
している意味が朧げに解 かつたよ うな気が したものです。
「江戸いろはかるた」の 「ろ」の段には 「論 より礼
とい う「かるた札」があります。船 をせんより証拠を出
せ』 とい うことですが最近の世相では、悪事 を働いて捕
えられても何 とか体裁の良い 口上を述べ逃れ よ うとする
者がいます。が、いろいろ問し編吉められ証拠を見せ られ
ては降参 し、平身低頭、唯唯釈明に徹する光景をよく目
にします。 己の悪事がバ レまい と懸命に工作す るが『 天
′
網′
1灰 1灰 、疎 にして漏 らさず』で、天誅を避けることは出
来ない よ うです。最初から覚目を決め、「大和男の子」ら
しく腹を決めた方が立派だと思いますが… ?
さて 「上方いろはかるた」の 「ろ」の段では、輸 語読
み論語知 らず」とい うのがあ ります。江戸時代の学者は
大抵は漢学者で、漢学といえば儒学、儒学の中心は四書、
特に孔子の論語 とい う流れになつていたよ うです。 しか
るに 「論語読み」 とは儒学者であ り道徳を教 える先生だ
ったのでしょう力、 察するに『 道徳書を教 える先生が、
実生活ではかな り不道徳 (非 常識)で あった りする』 と
で も解釈 します力、 古今、道徳書の教 えはなかなか守れ
ない ものだそ うです。だったらいつそのこと、輪 語読ま
ずの論語知 らず」の方が世の中生き易いかもしれませれ
旧制中学校の頃、先輩から『 孔子・孟子が酒飲んで、
一杯機嫌でホラ吹いた、理屈なん力ヽま知るものか、嫌な
漢文止めちゃえ』 とい う教義 ?よ ろしく、節 を付けて教
わつた ことがあります。その移曰￨￨を 忠実に守ったせいか
未だに漢文 (1需∋ に縁が無 く、瑞語敦日らず」の体たら
くな人間で生 きています。
儒学の発祥の地中国では「仁」
、流れて韓国では「孝」
、
そ して 日本では 「忠」 とい う儒教的徳 目があつたよ うで
丸 最近どの国もこの誇るべ き徳 目?が 消え失せて、販 」
だけが横行 してい るように感 じられますが。せめて国家
間では 「信」とか、人間社会 では簡潔 にして「晴」ぐら
いを基調 とした徳 目が欲 しい ものですЭ
・「医者の不養生」
・「陰
同 じよ うな諺で 「紺屋の 白袴」
陽師の身の上知 らず」等があ りま九 いずれも、この手
の諺は 「説くことありて、行 を為 さず」とで もいいまし
ょう力Ъ たかがこんな 「かるた」の文句で も、我 々凡人

懇親 会 風 景

に与える筏言 としてみたら貴重な人生訓ではないで しょ
のパ
う力、 たまには 陽誼嫉瘍刺、軽妙な 「かるた調
ロデ ィーに浸 るのも一興かと存 じます。

こ ん な 生 き 方 も あ る一 ―
鮭 の 放 流 で 能 側 ￨1蘇 :れ !
∝ 網

￨￨の 概 要
り信渕

:九 十

￨￨へ 合流

九曲川 と言われて沢山の蛇行を繰 り返 し、数多くの魚が
生息する我等が故郷の川である。大雨になると河

￨￨一 帯

が水害に悩まされ、特に平成 12年 7月 の豪雨による被

)

の

￨￨に 入

12回

鵬
中

泉、新津を流れて小阿賀剛

*6月 中旬 能イ
句 ￨1水 辺公園内草刈
*7月 上旬 山女放流 ボランテア
*7月 中旬 育日旬 ￨1水 辺公園、十 ケの路、

(高

つ楽

の穀倉地帯を潤 し、村松、五
宝蔵山を源流 とし南音隣る

羽下 勢栄

クリーン作戦
→
々)を 保つ、愛称
1楽新州 楽 しむ (楽
*7月 下旬 鮎放流 ボランテア

害は甚大であつた。その後、県の災害対策事業で蛇行を
直線に幅広 く改修 し、堤防にはリン リンロー ドがほぼ完

*8月 下旬 晴師UIIの 魚を食 う会」開催

成し四季を通 じてサイクリング、散歩、ジョギング等多

*10月 上旬 :ウ ライ及び捕獲篭設置、次の 日から毎 日

能代川水辺公園 の草刈

くの市民が楽 しく利用 している。

組合員 3名 づつ ウライ清掃と鮭の捕獲作業

∝ ヒ乍もノ￨￨の う
奎遷

ウライ→河をせ き止め魚 が登 らない よ うに

昭和 20年 頃までは住民の大切な生活用水であ り、夏
は大勢の人 々が泳ぎ、魚捕 り等で賑わ う大切な憩いの川
だった。清流にはカワセ ミが数多く見 られ、魚の種類も
多く沢山の雑魚やカニが捕れたので、それを町の市 日に
販売 して生活の糧にする人々も多かったそ うである。
昭和 30年頃 までは鮭、鱒 の遡上もあつたが高度経済
成長に伴 う家庭の洗剤、町工場の汚水、1除 草剤の普及等
で 40年 代 には鮭、 さくら鱒 は油臭 くて食べ られなくな
り、 50年 頃から鮭、鱒の遡上は見 られなくなつたと言
う。 しかし、最近IJ
○鮭 妨
力日
測

￨け

IIの 水も大変きれいになつた。

の続
￨1支 部 として 20数 年前になるが当時
魚協能代り

70才 の初代組合長が幼少か ら親 しんだ拍関 ￨￨へ の愛着
から熱い信念で始 められた。組合長の川に対する考えを

するもの

*11月 上旬 :鮭 の不法捕獲禁止看板多数設置
*11月 中旬 :鮭つかみ取 り大会
*11月 中旬より採捕場の動員を毎 日8名 態勢
*12月 1日 、3日 の 2回採卵、オス 700尾 、
メス 500尾 準備、全組合員参加
*12月 上旬より孵化場担当者 2名 で水温、水管理、
12月 18日 より食
台
耳付 ￨す 開女

*3月 23日
*3月 24日
*3月 26日

:本州鮭鱒増殖振興会￨二 よる稚魚検査
:午 前中で餌付け終了
:県 の検査合格、酸素ボンベ と水槽を積ん

だ トラック 2台 でビス トン輸送、放流
Lが 鮭 イ中 FHDに に
○/Jヽ 三
ょつ た 動 機

拝聴 し、私 は深い感銘を受けた一人である。 自然の水、

研旬 ￨￨に 鮭組合が出来ると聞き知人宅に伺 うと、
昔、育
最期の申込者が帰宅 した後だった.久 員が出たら連絡を

空気、上のいずれかが汚染 されると、人間や生物 に重大

貰 うことにして帰 つたが数年後、 42才 の時￨二 連絡があ

な影響 を及ぼすと言 う。小河川の上流 にう レフ場が出来
るとその下流では小魚や/卜生物は機 自、
出来なくなつて、

りとんで行ったのを想 い出す.そ して、組合長 の話に胸
を打たれた。鮭は生き物で大変な労力と出費を要するが、

か 自然できれいなものにする運動 の一環 として鮭の放流

第一には水が命 である事:捕 獲、採卵、稚魚飼育、放流
まで長期間を要する事。また孵化場￨ま 井百寸く
￢J用 であり、

を決意 し、鮭 に命 がけで取組み始 めた と言 う。孵化場の

停電 になれば全てが終わるか ら一瞬の気tD緩 み も禁物で

土地は組合長個人が購入 しその後、組合に寄贈。孵化場

ある。 しか も稚魚 は県の検査 に合格 しない と買い上げて
寺、まだ勤 めてtヽ たのでお世話 に
もらえない事など。当日

つまり死の川 となる。 こ うした事から詣 旬 ￨￨の 水を何 と

の設備は全て国、県の補助金がなく、組合員のボランテ
アで力を結集 して造 ったものである。
○能 代 川 鮭 鱒 増 殖 組 合 の 年 間 計 画
新潟県には 28の 脚

￨￨が あ り、当所の規模はまだ

最小だと思 う。組合では年間捕獲数 1万 尾を目標 に取組

なつた方々への恩返 しになるので￨ま と思い、ボランテア
ただいた。
を考えていたが運良く鮭仲間にフ0■ てしヽ
○終新哉 と 興訂 ヒ湯訳の 3が
平成 14年 、加測

=

￨1漁 協組合長 の提案で育
厨tり ￨1支 部か

んでいる。毎年 2月 の定期総会で各種行事、方策を決定

ら県の許可により能イ
句 ￨1鮭 鱒増殖組合として独立L

し実施している。

年間も組合長単独 で孵化場を担当 し、年間の経費も大半

*4月 下旬 :能 イ
旬 ￨1水 辺公園 内清掃

を提供 して水質改善の事業を続 けて来 られたので県当局

12

20

では、組合長が亡 くなれは指脚 ￨￨の 増殖組合は終わ りか

し、生徒達が水槽で飼育、放流 している。特に大蒲原小

と囁かれていた。 しか し、平成 14年 から孵化場の補助

学校は孵化場 に近いので冬期間には 1時 間の授業に参加

者 として 2名 が新たに手伝 う事 とな り、小生もこの年か

し組合長が能側

ら孵化場に通 うことになつた。16年 度 に念願の水槽を

も真剣 に質問をしてい る。 また 自然環境の保護を説き、
￨￨に ゴミ等 を捨てない よ う啓蒙 に努 めてい る。
くれ ぐれもり

2基造 り17年 春、117万 尾の放流 に成功 し組合長の

￨￨の 変遷 と鮭 の一生について話 し、児童

永年の夢を規

今年は見学のお礼に 「育
計∪￨￨を きれいにしよ う」 と云 う

にて 2泊 3日 の研修に参加。帰ってから最新の技術で取

生徒手作 りの立看板 3枚 の寄贈 を受 けたので、現場写真
を添えてお礼を述べた。その後、 さらに五泉市立五泉小

18年 度か ら組合長は自宅待機、孵化
場担当 5年 目になつた。 これを機に担当者 2名 でJD鎚

究所の清水課長 と出会い全面的な指導 を乞 うと快諾 され、

学校、五泉第一幼稚園、新津第二小学校の 3校 から発眼
卵の希望があ り提供 した。特 に新津第二小学校では 「新

12回 も職員随伴で指導された。その結果、孵イ鬱藉嗽台

たな二小教育の創造」 として鮭の稚魚の放流をテーマに

以来の孵化率 92%の 成績をあげ県下で 1位 になつた。

PTA、 地域 と一緒に本格的な授業に取組んでお られる。

清水課長 には大変感謝すると共に、今後も皆で研鑽 を積

自然環境破壊が地球規模で進むなか、 ささやかながらど

み改革を進める決意である。

の川 も清 らかな 自然の恵み となることを祈 ってお ります。

り組むため議論を交す。その間に研修で 日本海区水産研

○地 域 の 連 携 に つ い て
能代川多自測

￨￨づ

終わ りに初代組合長のご冥福をお祈 り申し上げる。
鮭 C)力籟猪鬱女 と す甫薮

くり研究会の参加で大きな成果を

￨￨の 治J造 をテーマ に育
あげた。ふるさとの川・能代り
計UII

鮭鱒増殖組合、九十九曲の会、能側
の民間団体、自然環境・生態系 07可

￨1魚 を考える会など
￨￨な

どに詳 しい有識

者や コンサル タン ト、新潟地域振興局の技術職員な どで
構成する 「多自測 ￨￨づ くり研究会」を立ち上げ、先進
地研修、講演会な どで研修を重ねた。
○研 究 テ ー マ

年度

平成 14年
平成 15年
平成 16年
平成 17年
平成 18年
平成 19年

放流数

捕獲数

605尾
1462尾
2734尾

400千 尾
420千 尾
676千 尾
1170千 尾
813千 尾
821刊 1毛

3177尾

6320尾
楽 しみに してい る

・ 自然環境と生態系の保全と創造による豊な水辺空間。
・地域住民の利活用による賑やかな水辺空間づ くり。
・住民参加 と協同による地域ネ ットワー クづ くり。

あ とが き

16年度一部実嘉魏

平成 19年 の 3月 上旬、加藤系一 さん達が 1泊 2日 の
バス旅行を計画 して くれた。車中、男′
性たちが鮭の稚魚

17年 摸尭漏喘設告、纏 め。
17年 11月 、サケの路・育辟∪￨1水 辺公園 0楽 新保広

がどうのこ うの と話 していたが、私は興味を覚 えて話 し
に聞き入 つていた。翌 日、暗 くなつてか ら村松へ帰 り着

場完成、事例魏

いたが、車中では又もや鮭の話が続いて、羽下 さんはな

同 11月 施行イベ ン ト・サケの掴み取 り大会実施 45
0名 の4わ L

O今 後

の 課 題 と推 進

魚の放流な ど人工的な手法ではなく自然増殖で多様化
を図る。その他、 16年 度か ら県による鮭の有効活用の

おも熱 っぽ く語 つて くれた。村松で卵から鮭の赤ちゃん
にして放流 し、毎年決 まったよ うに成魚 になつて帰 って
くる。 まさにロマ ンである。 なんと知 らないことが多い
のだろ う。数 日後、ぜひ鮭の話を書いて貰いたい と電話

指導に沿つて事業推進のため組合で検討 し、イクラ販買

で依頼 し快諾を得た。
村松 をスター トした稚魚がベー リング海のアラスカ海

の拡大と鮭の加工を研究 し、地域の特産品と鮭の加工品

流域まで遊泳、また折 り返 してベー リング海、そ してオ

をセ ットにした地域振興策を模索 している。地域住民 と

ホーツク海 を経て、太平洋岸 の親潮に乗 つて南下するも

共に自然環境を守 り能側

￨1水 辺公 園の整備を更に進め、

ここ数年で安定 した鮭の遡上が 1万 尾 と予想 されるので、

の と、もう一つは北海道、青森の海を回遊 して 日本海 に
￨￨に は目もくれず村松 の能
入 つて来るものになる。他のり

能代川水辺公園内鮭捕獲場が五泉市の 目玉観光資源 とし

代川 に帰 つて来 るとは、何 と壮大な旅なんで しょ う

て発展することを夢見ている。

鮭の話を尽 きること無 く語る羽下さん

○地 域 の 学 校 と の 関 係

!

!

深見 洋子

(高

7回)

鮭の発眼卵を毎年、大蒲原小学校 と橋田小学校に提供

Iθ

あ

け び

新保 優 (高 10回 )
べ
の
の
私たち 子供 頃は食 ものに事欠 いた時代だったの
で、おやつ はもつぱら山野から、自分たちで調達するも
のであった。
春先の山つつ じの花 (甘酸 つぱくて以外におい しい)
から女
台まって、グミ、桑の実、野イチ ゴ、山ぶ どう、栗、
柿など、四季折々、食べ られるものは何でも口にしてい
た。
その中で も、秋 にとれるあけびは、たまにしか食べ ら
れないごちそ うであつたので、それの熟す頃になると、
よく探 しに歩いた。川 に沿つた林の中がポイン トであっ
たが、ほかの子 との競争が激 しく、見つ けても手の届か
ない ところだつた り、やつ と見つけた実が未熟なので、
熟 して口が開くのを待つていると、人に先を越 されて悔
しい思いをさせ られた りした。
春先にたくさんの花を付けて も、実を付けない蔓が多
いのを子供の頃に見てきたので、あけびは実付きの悪い
植物だとずっ と思つていた。 しかしあけびは、雌雄同株
ではあるが、実を付けるには他の木の花粉が必要なこと
を最近知 つた。
垣根や門にあけびをはわせた家をときどき見かける。
そ こに大 きな実が鈴な りなのを見て うらやましく、どう
するのかと不思議であつたが、実際には、数本をまとめ
て植えればよく実を付けるようだ。
数年前、庭のつげの本の下に小さなあけびの苗を見つ
けた。ガヽ
鳥が種を運んできたらしい。そ こでさらに 2本
ほどを調達 し、盆栽にするつ もりで、鉢植 えにした。 し
かし管理が大変な上に元気 もなくなつてきたので、早々
にあきらめて地植えにした。
地植えして 3年 目の今年、初 めて花をつ け、 しか も不
ぞろいなが ら、10個 以上 も実がなつた。

家 で実 つた あけび
あけびには、5枚 一組の葉を付け、熟す と実の外皮が
茶色になる ̀ア ケ ビ'と 、葉が 3枚 で、実が青紫色の
ツバアケ ビ'、 そして 5葉 で葉の縁に切れ込みがあ
り、両者の雑種 とされる ̀5葉 アケ ビ'の 3種 があるそ
̀ミ

ヱイ

うだ。 しかし育てているあけびは、素性のはっきりしな
い雑種の よ うだЭ実の色は紫がかっているが、白いの も
あり、
実を付けたつるには 3葉 と5葉 の両方が出ている。
ただ蔓がこんがらがつて しまい、 3本 の どれが実を付け
たの力ヽまつきりしないc
あけびの果肉はゼ リー状で、癖のない甘さがあり、上
品な味がする。 しかし黒い種がぎつ しり詰まっていて邪
魔であり、それを噛むといやな苦味が口中に広がる。何
十年ぶ リカヽこ口にして、改めてそれを実感 した。
あけびがバナナのよ うに種無 しであれば、一級の果物
になれると思 う。バイオ技術の発展がめざましい今 日、
その開発 は夢ではなかろ う。知識 と技術があれば、自分
でや りたい くらいである。
あけびの外皮は厚くて柔 らかく、見るか らにおい しそ
うであるが、 とても苦い。それを焼いた り、油でいため
た りすれ 験 べ られるとは聞いていたが、まずそ うで、
試す気にはならなかつた。
しかしその後、会社の同僚から、あけびの実の皮がおい
しい とい う話を一度ならず聞か された。
最近になつて、近くの家の庭で、あけびが棚作 りされ
ているのを知った。聞けばその実がおい しいので、食ベ
た くて栽培 しているのだそ うた それも皮のほ うである。
年のせいか、それ とも流行に載せ られたのか、以前は
まずい としか 思わなかつた、苦い ゴーヤ料理を進んで食
べ るようになつた私なので、 これを機会に、苦いのを覚
悟で、あけびの実の皮を試食すること￨二 した
教わったよ うに、皮の内側に味噌を塗ってそ こに紫蘇
の葉を貝
占り、油を しいたフライバンの中で、向白をこん
が りと焼き上げた。
焼きすぎて、紫蘇の葉が焦げてしまい、味噌が多すぎ
てす こし塩辛かったが、苦味 ￨ま 薄くなつて油や味噌 とよ
く合い、柔か くて、予想を超えた味だった。 しっか り料
c

理 して、味付けを工夫すれば、酒の肴に絶好の珍品にな
りそ うだ。
雲 村 俊 惟 さん (高 5回 )
第 七 弾 豪 華 絵 巻 で 楽 しむ
「大 奥 の し き た り」 颯 爽 発 刊
第六弾 「大奥の美女は踊る」イ
劇 ￨￨十 五代のお家の事晴
が発売好評につ き増版、増刷です。
第七弾 「大奥の しきた り」は全パージがカラーで約爛
豪華の絵・イラス トと共同魅惑の世界を読み解きま丸
それに大奥のお清めの式に歌われた 「君が代」が 日本の
国歌になつていますЭさらに大奥 と聞くだけで、あれは
将軍 のためのハー レムだ とい う先入観 しか持たない人
は、
先ず真 っ先 に紐解いて頂きたい本で九 必読ですよ
今までに無い A5版 の横長 で、厳選 8作 品ぬ りえ付き。
書店の新書 コーナーにて 1.300円 (税 別)で 発売中。
!

m

夕

一 ― 個 展 の お 知 らせ 一 一

θ

平成 19年 10月 25日 の 、松高東京同窓会の第 8
回親睦 ゴルフコンペが、埼玉県の入間カン トリー倶楽部
に於いて開催 された。今回も体調不良などにより参加者
が少なく、皆 さんの奮起を切にお願い致 したい。ゲーム
後、パーテ ィと表彰式で一息入れ、来春の再会を約 し散
会 となつた 今回も亀山、吉井氏 ご両人のじヽ力に多訪t
雌

(柵

)

1副 券・佐藤克、準優勝・大橋貞夫、 3位 ・片柳ムツ

参力[姥 鉾301靡 同・m)

1組 亀山知明、瀬倉武志、佐藤克
2組 鈴木輝雄、築野理恵子、片柳ムツ
3組 吉井清 、大橋貞夫

草もみじ(尾 瀬 )F12

レ(フ ランス)F50
モンサン ミッシェリ

お疲れ さま

〃 θ回 親 睦 ゴ ル ノ 分 の お 知 ら せ
平成 20年 4月 3日 内 、入間カン トリー倶楽部
｀
に於いて第 9回 親睦ゴルフ会を開催致 しま九
参加 ご希望の方は下記までご連絡くださしゝ
吉井 清 (高 8回 )■ LJaX042‑527‑6482
亀山 知明 (高 3回 )■ L042‑572‑5096

越 後 路 の 思 い 出 つ

第

10回

■会期

小 出博 三 氏 (高

8回 )油 絵 展

̀08/3月 2日 (日 )〜 3月 8日 (■

l

AMll:00〜 PM7:00最 終 日は PM5:00ま で

■会場

東京交通会館 Bl(シ ルバーサ ロンA)

千代田区有楽町 21併 1 ■L.03‑3215‑3826
」R線 有楽町駅 京橋 口 下車正面
地下鉄 有楽町線 有楽町駅 下車A8出 口
ア トリエ ● 〒274Ю 812船 橋市三咲 722‑20 TEL047‑4侶 ●632

く り

深見 洋子 (高 7回 )
「あなたの笑顔 に会いたいな !を 合言葉 に計画 した 3年
3組 のクラス会。
…声高 ら力ヽこ歌つた私達の青春も今もあ
臥青
の学舎か ら見た臥龍が丘の緑は、深 く鮮やかで しょう力、
そんな感傷を持 ちながら青春の尽きせぬ想い出を、菊の香
薫 り紅葉彩る湯の里で語 り明か しましょう。」
こんな案内状が届き、今回が最後 とのことで、21名 が
岩室温泉 「ゆもとや」に集合も皆で肩を組み、 高校三年
ど 'の 大が 民 とて も楽 しい一泊旅行でした

村松高校 7回 生 3年 3組
於

平成 19年 10月

28日

岩富 勝 調 )も とや

15

7月 006年 の平均寿命は男性 79歳 、女性 85.81歳
・29日 、参議院選挙 =民 主党が第 1党 となる
8月 。2日 、赤城農林水産大臣辞任

2007年 、国内の主な出来事
1月 ・11日 、1910年 創業の不二家が消費期限切れ牛乳を使用 した

・横綱 。
地方巡業体易届を提出しモンゴ咬 サッカ
朝齢 罰ゞ

ことが発覚 し洋菓子販売を一定期間休止
。東京都の 2006年度の枷机為 蠅 去最高の 4兆 9千 億円の
見通 し (都 発表)
。21日 、宮崎県知事選挙で東国原英夫氏が初当選
・イ ンターネ ッ ト調査結果一部靡勁 ヾ
わからない都道府県は
①島根 21.7%、 ②栃木 19.5%、 ③福井 17.6%、 灘 馬
16.3%、 ⑤ 鳥取 15.2%― ―①北海道
・18日 、暖冬で雪国 に雪なくゴルフ場の営業続く
・31日 、 日経平均 17,383.42円 、米 1,レ 121.32円
2月 。18日 、第 1回 東京マラソン参加者 26,058人
・2006年 、国内での出生数 112万 2278人
3月 。20日 、都心の桜開花 (平 年 より8日 早い)
・25日 、能登地震、輪島市で震度 6強
0東京都の 1月 1日 現在の推定人 口は 1269万 人
4月 ・大手 12生 保で不払い 247億 円が発覚
027日 、丸の内に新丸 DL/4ゞ オープン
5月 03月 末調査、NTT東 。西 日本の公衆電話 39万 台
(NTT発 足当時の 1985年 は 91万 台)
05日 、吹田市 「エキスポラン ド」でジェッ トコースターが
脱線 し 1人 死亡 19人 けが
。男子 ゴルフツアーで杉並高校一年の利 ￨1選 手が倒勝
。28日 、松岡農林水産大臣自殺 (事 務所費問題
6月 。社会保険庁、年金管理のズサンさ社会問題 となる
。14日 、関東甲信地方梅雨明け
。北海道 ミー トホーカ ゞ
コロッケに偽 ミンチ脚明発覚
。20日 、渋谷シェスパ従業員施設爆発 3名 死亡
7月 02日 、三鷹〜国分寺間下 り線が高架開通
04日 、久間防衛大臣 「原爆投下 しょうがない」発言で辞任
・5日 、赤城農林水産大臣の事務所費問題浮上
。13日 、ヤマダ電機が池袋駅前に出店
。14日 、台風 4号 が九州四国を縦断
017日 、中越沖地震発生 的16.8)1万人避難

c

27)書

広報委 員会

編集後 記

(旧 中

ュ一
ざ います
明けましておめでと︐
本年もよろしくお願 いいたします

今回︑村松在住 の羽下勢 禾氏から初めて寄稿し

新潟 県 立 村松高等学校 東京 同窓会

て戴き感 謝しております ﹀能代川と鮭 の話は寡聞

にして何にも知らず︑この度︑原稿を読んでビ ッ

クリしたり感激 したりしています︒鮭 の稚魚が

表紙 の題名 口題字 は佐伯益 ― 氏

新 潟 県立 村 松 高 等 学 校 東 京 同 窓 会 事 務 局
〒201‑0005 狛江市岩 戸南 2‑14‑14
丁el&Fax 03‑3488‑2117(石 黒 )

Iδ

色 々な難関を突破 しながら世界 の海を泳ぎまわ
り︑また︑生まれ故郷 の能代川に戻 ってくると云

うサイクルを作り上げた方 々に対し︑心から敬意

を表するも のであります︒

小島学校長からは︑真に格調 の一
局い文章 で旧制

中学 の創設期を書 いていただきました︒当時 の高

邁な信念 で勉学に励まれ︑並
墨 立って行かれた第 一

期生 の活躍振 りは我 々後輩にと って非常 に大き

な誇りであります︒大変な手間をかけて各種 の文

献を調べて下さり︑快く引き受けてくださ いまし
た小島学校長には心より感謝申し上げます︒

この原稿を読んでいると︑当時 の教育を受けた

第 44号

人達が︑現代 の政治家や官僚と入れ替 っていたな

らば︑今日のような不祥事など絶対にあり得な い

発行 人

だろうと︑停 い夢を持 ってしま います︒拝金主義
は人間を如何に堕落さ せるか︑し っかり学ぶ必要

があるとおもいますが如何でしょう？

皆さんの原稿ヽ俳旬︑写真など募集しています︒

一
Ｔ一
Ｑ
∞
人る０
ヽ

左記宛ま でお送りくださ い︒お待ちしています︒

？∞ 大橋貞夫
世田谷区玉川 十Ｎ

璽 豊 ¨豊 帯 ８■ 甲 ５
魯３ ３

平成 20年 1月

ーに興 じ、工場所出場停止処分
・3月 31日 現在の 日本の推定人 口は 1億 2705万 3471人
016日 、熱中症で死者 11人 最高気温1頭 晏
谷市、多治見市
¶国内過去最高の 40.9度 を記録 (全 国 で猛暑)
020日 、那覇市空港で中華航空機が炎上、全員脱出
。米 1,レ 115.28円 、 日経平均 15,732.48円
。22日 、高校野球選手権で佐賀県立佐賀北高が初優勝
・25日 、第 11回
権が大阪珊 幕
・26日 、名古屋で女性を拉致 し強盗殺人事件
・27日 、内閣改造…第二次安部内閣発足
・28日 、全国柳
食 …関東 は曇 り観測不可
9月 ・2日 、遠藤農水大臣が補助金不正受給で辞任
03日 、社会保険庁 と市因町村職員による年金保険料 3億
4274万 円の横領が判明 (10/1現 在 4億 1321万 円)
06日 、台風 9号 小田原付近へ上陸 し関東縦断
。16日 、安部首相辞任…在任期間 365日
日本の人 口65歳以 上は 274万 人、総人 口の 21.5%
025日 、福田内閣発足
。26日 、大相撲・時津風部屋で時太山が 6月 急死事件発覚
。27日 、ミャンマー・ヤンゴン市で日本人カメラマ ンが治安
部隊に撃たれ死亡
。30日 、プロ野求パ・ リーグ日本 ハム優勝
10月 ・ 1日 、郵政民営化 「持株会社・ 日本郵政」スター ト
02日 、プ ロ野球セ・ リーグ巨人倒勝
・6日 、生保の契約者へ不払い金、合計 910億 円判明
・23日 、伊勢・赤福が売れ残 り商品の再利用を認める
。27日 、英会話学校NOVA経 営破綻 し会社更生法申請
・29日 、防衛省の前事務次官が軍需専門商社に 200回 を超え
るゴルフ接待で衆議院特別委員会が証人喚問
○ 原稿締 め切 りの関係 で 11月 、 12月 の出来事は掲載を
割愛 させていただきます

