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東京同窓会会長 鈴木 多喜男 (高 4回 )
会員の皆様、明けま しておめでとうございます。
現在、東京同窓会の総会員数 は 486名 ですが、毎年
開催 される定期大会への参加者は多くて約 130名 程度
です。今年の定期大会は本誌 5ペ ージに掲載通 り、 6月
12日 (日 )に ホテルグラン ドパ レスに於て開催致 しま
す。 ご苦労ではあ りますが、幹事の皆 さんには更なるご
努力をお願 い致 します と共に、各会員諸氏にも周 りにお
られる同窓生の方々に、是非 ともお誘いの一声をお掛け
頂きたく存 じます。皆様 のご協力なくして、 この会は成
り立ちませれ 心からお願い申 し上げる次第です。
さて、村松高校は今年、創立 100周 年を迎 えますが、
10月 1日 (土 )午 前 9時 半 より各種記念行事 が開催 さ
れます。それに伴い、記念事業実行委員会 より募金等の
お願 いがあるかと′
思いますも 当会の会則 では設立 目的の
「
一つに 母校の発展 に寄与すること」 と謳 つてお ります
ので、会員諸氏にも積極的にご尽力を賜れば幸いに存 じ
ます。

なお 、 6月 12日 の定期大会には同窓会本部 よ り相 田会
長 が ご出席 にな り、記念行事な どの ご説明を戴 けるもの
と思 い ます ので、多数 の皆様方 のご出席 を賜 ります よ う
お願 い申 し上げます。
新年 に当 りお願 い事ばか り申 し上 げま したが、そ もそ
も会 の運営 では、幹事及 び会員諸氏 のお力添えが無 けれ
ば何 も出来 ません。強力 な実働部隊があれ ば こそ円滑な
運営 が可能な訳であ ります.そ うした観点 か らも、各卒
せれば、スムー
、
以 上の幹事役 を西己
業期毎 に万遍な く一 ノ
ズな連絡網 が出来上が l,、 益 々会 の発展 に大きく寄与す
るもの と期待出来ます 3私 も、会長 として常 にそ うした
連絡網 を念頭 にお いてお りま十 :今 年 も、倍旧のお力添
えをお願 い致 します と共に、皆様 方の益 々のご発展 とご
健勝 を祈念 申 し上げます。

本年 もよろ しくお願 い 申 し上げます

新 年 おめ で と う ご ざい ます
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小 形 賢 治
校長
新年あけましておめでとうございます。
カルな学校にな りました。結果的に生徒の学力は低迷 し、
東京同窓会の皆様におかれましては、お元気 に新 しい
年をお迎 えのことと存 じます。 日頃 より村松高校の教育
慢′
性的な定員割れ とい う状況にな りました。過去には生
活動に多大な ご理解 とご支援を賜 り、心より厚 く御礼を
徒が荒れていた時期 もあつたとい う話も聞いてお ります。
の
ヽ
し
上
力
かつての栄光 を知る大先輩の皆様 には、懐かしい母校 の
デさまで
は
ll剛
申
げます。お
村松高校 教育活動
に行われてお りますので、どうぞ ご安心 ください。また、
昨年は第五十三回定期大会にお招きをいただきまして、
大変ありがとうございました。多くの同窓会員の皆様 と
楽 しいひとときを過 ごす ことができまして、思い出の一
日とすることができました。
いよいよ今年は村松高校の創 立百周年の年であります。
明治四十四年の創 立以来、幾多の優秀な卒業生を輩出 し
た学校であ り、同窓生の皆様におかれましては、思い入
れの深 さもまた格別なものがおありであろ うと想像 され
ますЪ村松は今も昔も言 うなれば田舎の地でありますが、
旧制中学校 は数少なかつた ことか ら、かの新潟中学校 と
生徒の優秀 さを競い合 った ものだと聞いてお ります。大
学教授や有能な経済人を多数輩出する学校 として、立地
条件からは考 えられないスケールの大きい学校であった
ことが伺 えま｀
九
しか しながら昭和の時代が終わ りに近づ くにつれ、高
校進学率がどんどん上昇 し、高校 もたくさんできたこと
から、状況が変化 してまい りました。特 に平成 になつて
からは新潟県の高校進学率は九十九%を 超えて、全国最
高にまでな りました。そ して中途退学者が出ない ように
極力努力を して、中退率の低 さも全国上位 になつていま
す。 このことは県全体の教育水準を誇 るべ きなのでしょ
う。 とはいえ結果 として高校は青少年 に伴 う問題をまる
ごと背負い込む ことになり、矛盾 に苦 しむ状況も生まれ
ました。新津、五泉地域では多 くの生徒・保護者が都市
部 にある学校を希望するよ うになつた こと、少子化が進
行 した ことなどが重なって、村松高校 は五泉・村松地域
出身の限られた生徒ばか り入学 してくる、きわめてロー

教育が物足 りない、あるいは嘆かわしい と、目に映 つて
おいでか もしれませれ
現実は大変厳 しく、アジア諸国で生産 された安価な商
品が流通するよ うになつて、五泉の誇 りであつたニ ッ ト
産業が不振 とな り、他 に有力な産業も乏 しいことから、
五泉・村松地域の経済は低迷を余儀なくされてお りま九
結果 として生活困窮家庭が増加 して、村松高校では学校
でかかる諸費用を払えない保護者 が 目立ってお り、中に
″ヾ
は生徒 自らアノ
イ トをして諸費用を払 つてい る事例 も
あります。 こ ういつた社会背景の もとでは、家庭 に余裕
があって優秀な生徒は、多くは都市部 の高校を卒業 して、
地元に残 らず遠 くに行 く進路をとりま九 村松高校の生
徒の多くは地元で通える範囲の企業に就職を希望 し、家
計を支 えながら地域に残 る道を選択 しま九 村松高校が
今生徒の就職 内定率百%を 目指 している取 り組みの真の
狙いは、学校の評判をどうこ うするとい うよりは、大先
輩の皆様が生まれ育った懐かしい郷上の崩壊を防ぐため
に、青少年を育成するいわば 「最後の砦」 として頑張る
ところにありますЭ
おかげさまで、就活バ スの運行や関係企業のご紹介な
ど、同窓会の皆様のご支援をいただいた取 り組みの成果
として、九月末の就職内定率は約二十%と な り、前年同
月比でおよそ三倍の結果が出てお ります。ただ、残 りの
半数の就職希望者が内定を獲得する道の りは大変険 しく、
忍耐強い努力が必要 となるでしょう。今後 とも学校をあ
げて生徒の進路実現を図つてまい りたい と思いま九
同窓生の皆様のご発展 とご多幸 をお祈 り申し上げま し
て、 J劇拶とさせていただきま丸

← 左の写真

53回 大会 で小形校 長

1県
(右

か ら 2人 目)と 相 田同窓会
長 (左 か ら 2人 目)が 校歌 ・
応援歌 を会員 と熱唱
→右の写真
丹藤亜希子 さん (阿 賀町 出
身)の ソプラノ リサイタル
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広 報委員 石黒 勝 夫 (高 14回
つの
い
来賓あ さ
後、総務・財務・広報の各委員長から
1年 間の活動報告があり承認される。最後に役員改選が
行われ、鈴木多喜男会長が満場一致で承認され 3期 5年
目に入つた。
)

11日 正午から、九段下のホテル グラン ドパ レ

7月

スにおいて総勢 140名 が集い、第 53回 定期大会 が開
催 された。来賓 として母校から小形賢治校長・桜井亮明
先生 (就職担当)、 同窓会本部から相田豊同窓会長・阿部
律雄副会長・事務局 3名 ほかを迎え、石黒勝夫・林信子
両幹事の司会で進行。
石黒四郎実行委員長の開会の言葉で総会の第一部が幕を
開け、鈴木多喜男東京同窓会長 の謝辞 と挨拶が述べ られ

第二部の丹藤亜希子 (阿賀町出勁 ソプラノ・ リサイタ
ル (ピ アノ石野真穂 さん)は 、間近で見る圧倒的で安定
感 のある歌唱力と存在感ある舞台姿に、参加者 は心から

る。相田同窓会長からは来年の母校創立百周年記念誌ヘ
の、小形校長からは厳 しい卒業予定者の就職への、それ
ぞれ支援のお願いがあつた。
この 日の会場では、同窓会が協力 した 「就職活動バス」

動 。
第二部の懇親会は、旧中卒でただ 1人 出席 された佐伯
益一前会長 の乾杯の音頭 でスター ト。やがて、恒例のお
楽 しみ抽選会が始まると会場も最高潮 に。
最後 は篠川恒夫幹事の手締めで閉会。その余勢を駆 つ

に関連 してNHKの TVが 当会を取材 していた。

ての二次会も大いに盛 り上がった一 日でした。

東京同窓会・第 53回 大会収支決算書
平成 22年 7月 11日 (土 )於
項 目

内訳

①懇親会費

ホテル グラ ン ドパ レス

支出 の 部

収 入 の部
人 数

金 額

8,000

129名

合 計

項 目

内訳

金額

1,032,000 Э懇親会費

男 子 84名
女 子 45名

酒類

ピア ノ 調 律 他

Э謝礼
Э祝儀

小形 校長

同窓会本部

7名

10,000
70,000

80,000 Э本部 対応費

16,20C

Э準備費
29,54C
62,115

会議費会館使 用料

③会員寄付

8,000

3名
佐伯 益―

大橋 貞 夫
笠原 静雄

総会 案 内に関す る

切手 ・ はが き

2 000
2,000
4,000

④二次会残金

コ ピー ・紙

(一 般 会計 か らネ
‖填

)

総計

NHKの 取材 に張 り切 る先輩方の熱唱

・ イ ンク等

宛名 シール
発送用 封筒
リボン・ 名札用

7,000

合計

合 計

1,012,50C
40,00C
33,36C
80,00C

135名

1,127,000
146,715
1.273.715

用紙等

37,860
11,390
3,980
5,820
3,065

合 計

1.273.715

総 計

1,273,715

佐伯前会長 の 乾杯
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松高 東京 同窓会 開催
◆ 日時

平成 23年 6月 12日 (日 )
正午開会

◆場所

ホテル グラ ン ドパ レス
千代 田区飯 田橋 1‑1‑1

TEL:03‑3264‑1111
交通
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『 喜 寿 を 祝 う』 第

4回 生 同 期 会 と母 校 訪 間

耀動詞
平成 22年 10月 13日 休 )月 岡温泉 「ホテノ
・
に、女性 19名 男性 41名 の 60名 が集いました。 こ
のホテルは平成 14年 、古稀を祝 う同期会 に 70名 が集
まった所です。記念写真撮影の後、地元の唐橋美明会長
挨拶・物故者への黙祷・開会の乾杯 と続いて懇親会 とな
りました。宴が終了後 に各部屋での懇親・懇談も大変な
盛 り上が り様 となつたのですが、その要因 となつてい る
のであろ う、我々の特殊な時代背景に触れてみま丸
①敗戦による価値観・歴史観 0社 会の激変体験の共札
②疎開児童生だ った東京育ちの方 々や外地引き揚げの
方 々 と机を並べた ことは、異文化の衝突でした。③ 旧制
中学校、最後の入学を したため、高校 1年 生までの 4年
間は、常に最下級生だった こと。④多くの同期生が一つ
の学校で 6年 間一緒に学んだ ことの連帯感。⑤村松高等
女学校 との合併のため、全国的にみてもかなり早期 か ら
の男女洪ギt⑥多感な「思春期」の高校 3年 間の′
思い出c
⑦ 日本の高度成長を支 えた 自負′
帆 ③喜寿 を迎えたお互
いの健康への祝福 と感謝の心、等々でしょうれ
一般論ですが喜寿の次は米寿、卒壽で現 「さて、自分
・?こ の同期会 に、
は何歳 まで寿命を保てるのだろ うか 。
・?」 各人が,い の底で感 じ
いつまで参加できるだろうか 。
て居ることです。「周囲と和やかに謝 口し、皆 に可愛がら
れる年寄 りにな りたいなあ。」 と思 ってい るのでしょう。
翌朝、ホテルの車で'隈 かしの母校まで送 って貰いまし
た。以下、母校である村松高等学校訪問記になります。
平成 20年 3月 に国の登録有形文化財 に指定 された昔
のままの正門を入 りますと、そ こに建 っていたのは、鉄
筋 コンクリー ト3階 建ての校舎が 3棟 と、新 しい体育館
が 2棟 でした。す つか り立派になつた校舎 に驚きました
が、自転車置場は昔のままのイメージで大変′
隈かしく感
じました。一同教室に入つて小形校長先生 と山本教頭先
生のご挨拶 とご説明を承 りました。 ここで頂いた 「学校
案内書」の表紙 にプ リン トされていた文言を転記させて
いただきます。

毎日の生活を大切 にし、自分の将来をしつか り考えて、
意欲的に学習 しよう。先生を十分に活用 し、友達を大切
にして、明るい学校生活を送ろう。
村松高校は、明治 44年 に旧制村松中学として設立され、
平成 23年 度に創立 100周 年を迎えます。優れた大先
輩に恵まれた伝統校です。地域の方々や同窓の方々にも
支えられ、村松高校は益々の発展 を目指 します。
その後、お二方の先生のご案内で 3棟 の校舎各階 と、
2棟 の体育館を見学 させて頂きましたこ平 日の午前中で
邪
したので殆 どの教室 が授業中で したこ 魔にならないよ
うに…」 と足音 に注意 しながら歩きました.第 1棟 と第

2棟 の間の中庭に残 つていた庭本を見て、

昔

のままです
よ。木造校舎の物理・化学の教室から良く見えましたで
すね。 よく覚 えています」 と多 くの同期生が囁いていま
した。廊下に校歌が大 きな紙に墨書 され、張 り出されて
ありました。校庭の野球場・陸上競技場・バ レー コー ト
跡・テニスコー ト跡な ども懐かしく眺めて来ま した。
我 々男子生徒が旧制中学 に入学 したのは、敗戦か ら8
ヶ月後の昭和 21年 4月 で、まだまだ食糧不足の時代で
した。そのため、校庭では食料用の農作物 が栽培 されて
いました。「実習」と称 して正規の授業時間中に、その農
作物の手入れをや つた ものです。それは、現在の野球場
辺 りでしたでしょう。
正門の斜 め左前 にある『 臥龍が丘』も懐 かしく眺め、
スキー競技を思い出 しながら、思わず『 臥龍が剣 が歌
い込まれている応援歌の一節 を口ずさんでいました。
その後、城町の 「新滝」に移動 して昼食を とり、名残
を惜 しみつつ散会 となりました。
皆々様方のご健勝を、心より祈願いたしてお ります。

△ ︵

校﹃

村松 高等 学

鈴木 健司 (高 4回 )
『教育目標』 世の中の こと、自分の ことについて常に
よく考えて判断 し、将来を見つめつつ積極的に現実 の間
題に取 り組む ことの出来る人を育成する。
『松高生には、 こんな高校生活を送 つて欲 しいと考 えて
「おはよう」の挨拶と笑顔で始めよう。
います』 一 日は、

様

喜 寿 を祝 う
高 4回 生 同期会
60名 が集 う

於 月岡温泉 華 鳳
平成 22年 10月 13日

箱根 で 2年 ぶ りの ク ラス 会
今年の 6月 に、2年 に一度のクラス会を箱根で行った。
今回は関東在住の我々が計画を担当 した。当初は温泉旅
館 一泊旅行 とい う、あ りきた りなこれまでの習慣を変 え
て、東京泊ま りの東京見物 にしよ うと考 えた。そして宴
会のできる日本旅館を探 し、下見で好印象を得たのだが、
この計画を知 つた地元組からの猛反発を受けて挫折 し、

新保 優 (高 10回 )
噴出孔が真近力ヽこ見られた。売店も立派 になり、10年
ほど前 とは見違えるようであつた。反面、前には自由に
通れた散策用の山道が全て通行禁止で、残念だった。観
光客も多く、当日は小学生の集団 と一緒になつた。

急速場所を箱根に変更 した。
実は以前、いわき温泉でのクラス会を行つた時、 これ
は私の責任であるが、ネット検索のみで安い旅館を探 し、
下見もせず に決めたところ、その旅館は薄暗 くて満足に
掃除も行き届かず、階段の窓にはくもの巣がいつぱいの
ひどい所であつた。そ この若主人はパ ソコンネ ットに浸
りきつていて、きり盛 りは女中頭まかせであつたが、 こ
れまた愛想が悪 く、飲み物の勘定をごまかそ うとするよ
うな、せこい人物だつた。
出席者は皆良識に長けた人たちなので、不満はあえて
口には出さなかつた ものの、私 に対する不信感が消 しが
たく残 つた人もいたよ うだ:今 回また妙な′
思いつ きのた
めに、高い金 と日
寺間を犠牲にして、面白くもない所 を引
き回されるのはごめんだと、今回の幹事が帰省 した折 に、
強く釘を東Jさ れてきたらししゝ
ボイ コット騒ぎは私の望む所ではないし、温泉宿での
一泊が特に厭な訳で もないので、変更を受け入れた。
宿泊所は箱根湯本にある、大学駅伝でおなじみの、宮
ノ下の富士屋ホテルの別館である。 ロビーが明るく清潔
で、部屋の状態やサービスも良かった。

関所跡の全景
関所跡も観光 の名所 として整備 され、沢山の建物 が増
設 されて当時の様子が復元 されてい る。役人の仕事ぶ り
まで人形で再現 されてお り、分か り易いがす こし不気味
である。 ここも国内外の観光客でにぎわつていた。
箱根 ホテルは豪華な建物 と大きな庭園を持つ名門ホテ
ルである。特 に芦 ノ湖を見下ろす庭園からの眺めはすば
らしかつた。庭では藤の花が満開だつた。昼食代の半分
位 は雰囲気 と景色の費用であろ うと納得 した。
旧街道 の途中にある、板宿の寄席木細工の店 は、平 日
のせいか、山上とは打つて変わって人影 もまばらであつ
た。静か過ぎて落ち着かない気分にさせ られたが、店が
多くて品数 も豊富なので、ゆっくりと品定めができた。

宴会 席 で 集 合
今回の出席者 はメンバーの半数 を超 える 17名 だ った。
宴会 の席 では恒例 だ つた近況紹介 は簡 単 に済 ませ 、予定
していたカ ラオケも取 り止 めて、 もつぱ ら旧交 を温める
雑談、懇談に終始 した。
翌 日はバ スを借 り切 つて大涌谷 に登 り、 さらに関所跡
を見学 した後、箱根 ホテルで昼食 を取 った。 そ の後 旧街
道 を通 つて寄木細工の店 に寄 り、帰途 についた。
大涌谷 にはよく整備 された遊歩道ができていて、蒸気 の

寄 席 木細 工 の 店 で
これでクラス会 も終了 とな り、帰省 のために駅 に直行
した。 なお、 この文章では会員 の浅見氏 の撮 った写真を
使わせて もらった。

昭和

39年

卒 同 期 会 と松 高

今井 ―義 (高 16回 )
10月 30日 午後、大型台風 14号 が関東地方に急接
近 !110月 31日 から1泊 で咲花温泉 「佐取館」で開催
される『第 2回 ・昭和 39年 卒同期会』 に参加する関東
地域の方々の足に影響 しない力り心配 されましたが、交通
網など多少混乱 した程度で、未明に房総半島沖を通過。
無事に 16回 卒の同期会が総勢 47名 (男 性 28名 、
女性 19名 )の 方々が参加 して、盛大に開催 されま した。
関東地区からも 17名 (男 性 11名 、女性 6名 )力 み効日
致 しました。65歳 にな り (こ れからなろうとしている
人もいますが)こ れでようやく2回 日で丸
思えば 4年 前、重い腰を上げて第 1回 目の昭和 39年
卒同期会を開催するにあた り、先生を呼ぶ ?呼 ばない?
で大 きな議論にな り、最終的には 「初回だから呼ぼ う」
と言 うことになりましたが、呼びた くない !当 時の先生
には会いたくない !と の意見も相当根強かったことを記
憶 してお ります。
昭和 39年卒 と言えば、昭和 20年 (終 戦の年)生 ま
れで絶対人数が全国的に少なく、我 々松高でも前年度よ
り1ク ラス減 (普 通科 4ク ラス、被服科 1ク ラス)で 、
卒業数が 200名 を割る 192名 でした。「のんび り屋が
多い」 と椰楡 された学年 で もあ りますが、また松高では
前年度から「進学クラス」「就職 クラス」と分けていたク
ラスを止めて統合 した時期で もあります。1年 生から3
年生まで、統合 したクラスだけにと計画 された初めての
学年で もあ りました。 3年 生 の終わ りになつて も教科書
が最後まで進まない (数 学な どは、進学生にとつて致命
的)、 即ち、母校松高が 「県内有数の進学校 ?」 を放棄 し
た年で もあ りますし また、これから厳 しい競争社会に立
ち向かわなければならない生徒 にとつて、根底 には当時
の保身に走つた教師・学校側 に対する不信感が、 40数
年経 った今 になつて も強く残 つてい ることを感 じた瞬間
で もありま丸
母校松高が創 立 10o周 年 を迎えるにあた り、記念事
業を計画 してい るようですが、同窓生にとつて 「現在の
松高が誇れる母校」であるのか、あろうとしている姿勢・
施策があるのか ?が 気になるところで九

城 下 町 「 む らま つ 」 ヘ
林 信子 (高 25回 )
五泉地区出身の私は、当時、松高まで登校する道程は、
とて も楽 しい瞳れの電車通学で した。下校時は銀河鉄道
その もので、四季折々美 しい 田園風景が広がってい まし
た。駅から校門までの思い出深い 日々、それぞれの青春
が皆 さんにもあつた事でしょう。毎年、恒例のバ レー部

OB会 に参加する際は、五泉から母校まで友人が車で送
迎 してくれます。私の中では 「む らまつ」はそ こまでで
しかなかつたのです。 しかし、東京同窓会 に参加 して 5
年 目を迎 えた今年、「むらまつ」仕1身 の先輩達 と親 しくお
付き合い させて頂 くようになり、もつと 「む らまつ」を
知 りたくなりました。
・村松本部 の総会はどの よ うな感 じなのかな ?
・ 25回 生は参加 してい るのだろ うか ?
・ もつ と若 い世代にはどんな人達がい るのだろ う?
・地元は、 どんな気持 で松高を見守 ってい るのだろ う?
現在、会社員 の私は、夏期体暇 を 自由に 1週 間取 る事が
出来 ます ので、15日 か ら 22日 まで実家 に滞在す る事
と致 しま した。

母 校 同 窓 会 総 会 に 出 席 して
平成 22年 8月 21日 (土 )於
割烹 新 青
目
先輩達 と同行出来ればと気軽に考えていましたが、諸
事情により私だけが出席するとい うハプニング !!懇 親
会には、 ようや く20回 生の先輩幹事が到着 してホ ッと
しました。村松出身のバ レー部 OBの 方がお二人だけ、
顔見知 りも殆 ど無 く心細 くもありました。但 し、 33回
生までの方が参加 していたので、新 しい 情報も収集する
事が出来ました。何 よりも 「む らまつ」を愛 して止 まな
しヽい意気 を感 じ取れま した。貴重な経験が出来たことに
感謝 したい と思いま丸
色々な事がある度に私は、縁 とか絆 とかそ う云 うもの
に気付かされ、大きく何かに包まれているように思いま
す。今年は稀 にみる猛暑でしたが、思い切 つて今回、初
めて本部同窓会に出席する事が出来ま した。平成 23年
に迎える百周年記念イベ ン トを機に、一人でも多くの人
達が 「むらまつ」を好きにな り、松高を温かく見守 つて
‐
貰いたい と思いま九
近頃、東京同窓会の幹事会が増々楽 しくなつてきま し
た。色々意見が発表出来るよ うになつてきたからです。
和気あいあいのムー ドもあり、一つのことを真剣に話 し
合 える事は良い事だと思います。松高ファ ミリーが完成
しつつあるように思えま九 北海道の札幌同窓会 も発足
したとお聞きしました。 これか らは、各地域の同窓会 と
も交流を深めて行き、 より良い会になりますよう念願 し
て居 りま九 一人でも多 くの卒業生に会 えることを楽 し
みに !!皆 々様、 これからで も一花二花咲かせましょう。

16回 卒同期会

平成 22年 10月 31日

於 咲花温泉 佐取館

いつ か らでも、幾つか らでも。

留 学 生 と 私

ました。以前は、我家から大学までバス と電車で 1時 間
半程通学にかか りました。アメリカでは車の生活ですが、
日本では毎朝ラッシュアワーのバス と電車に乗 り、全員
が貫れるまで大変だったと思います。現在は 5年 前から

芦川 靖子 (高 16回 )
夫婦 2人 に娘 2人 、 日本の どこにで も有る様なそんな
家庭 と、留学生 との出会いは、ちょうど 14年 前の事で
す。昭和の時代にどつぷ りと浸かった私の生活の中で、
外国の人 との生活など考えもつかなかつた事です。
留学生 との最初の挨拶 の言葉は、 日本語か英語か、覚
えたての英語を学生と会 った途端に全 く忘れて しまつた
こと等、で も実際に会 うとそんな心酉副ま全 くい りません
で した。 敗台めまして、 どうぞよろしく」「こちらこそ」

容面について、関係者の間で話 し合いが持たれま した。
それは、留学生のアメ リカに居る家族 との電話通話料金
の支払方法を、如何 したら良いかについてでした。其の
後、全員 が携帯電話を持つ様 になつた今は、イ ンターネ

とて も上手な日本語に思わず微笑んだ もので土
学生 と期待や不安の生活が始ま りましたが、 2ヶ 月も
過ぎると日本語の進歩がとても速 く、家族 と会話も出来
る様 にな り、楽 しい毎 日が送れる様 にな りました。それ

ットの日
イtに な りました。
留学生の年齢は全員 21歳 前後です。始 めた時は娘達
と2〜 5歳 違いで したが今では、 2人 共ず つ と年上のお
姉さんになつてしまいました。 あつ とい う間の 14年 間

は、毎年来た学生全員 では有 りませんが、おおむね同じ
様でした。
6年 目の春の事です。 4人 目の学生で通称 ̀ベ ス'は

でしたが留学生達は、沢山の思い出を置いて行 って くれ
ました。「14人 の子供達が皆、元気で帰国 して くれた こ
と。」 これが私の満足で有 り、誇 りで丸
今年も、家族 から一番の協力を貰い、留学生が帰国す
る際に言 つて くれる 「お母 さんありがとう !」 の言葉 に

健康で大変明るい子で した。その子から我が家 に手紙が
届きま した。「学生生活が終わ り今、アフリカにいま丸 」
現地の人達 と一緒 に写 つている写真や風景、そ して頑張
つている本人の状況等が記されていました。懐かしく手

地下鉄が通 り、家から 10分程で電車に乗れる様 にな り、
1時 間程度で大学まで行ける様 になりました。
ホームステイを始めた頃、受け入れのプ ログラムの内

力づ けられて、 9月 から
しい家族です。

̀ピ ーター さん'が 我家の新
平成 22年 10月 記

紙を読み、写真を見て嬉 しくな りました。それから数 日
後、大学から悲 しい知 らせが届きました。彼女が現地で
事故のために重体にな り、亡 くなつたそ うです。「まさ
か ?」 「本当に ?」 大きなショックを受けま した。彼女は
オ レゴン州の出身で、「私の家には、大きな森が有 り池に
は ビーバーが住んでいます。」「お母 さんは野生のビーバ
ーを見てみたいけど、1人 ではアメリカに行カツLな い。」
「私が連れて行 つてあげるから。」と話 し合 った事が悲 し
い約束になつてしまいました。
そんな暗い気持ちになりがちな時に、その年の学生 ̀メ
リー さん'の 母親が 5月 の連体にアメ リカから遊びに来
ました。お互い言葉の通 じない 1週 間で したが楽 しい毎
日でした。今までになかつた経験が又一つ増 えました。

最初の男の子 ジャ レッ トと

しかし、振 り返 つて見ると、留学生全員 と上手く生活
出来た事ばか りではありません。 8人 目の ̀ラ レー さん
は、私達家族 とは馴染めず、途中から 「寮生活の方が良
い」 と出て行 つて しまいました。此の時は本当に落ち込
みま した。 もう三度 とホームステイはや らない と′
思いま
「
したが、プ ログラムの責任者の方から 毎年 9月 に新 し
'

い留学生が来ます。受け入れ先が足 りないので、 どうか
続けて欲 しい。
」 との話が有 り大変迷いましたが、矢張 り
受ける事に しました。その前までは全員女の子でしたが、
家族から「今度は男の子に したら。」の提案で、 9人 日か
らは男の子に しました。女の子の場合は初 めの頃、今の
様に携帯電話を持 つている時代ではありませんから、連
絡が無いまま帰 りが遅い と心配で、バス停迄 よく見に行
つた ものです。で も、男の子の場合その心配がな くな り

【 ベ ス と一緒 に

】

東京新潟県人会 100周 年記念事 業
大 盛 況 だ つた 「新 潟 県 人 会 大 交 流 祭 」
石黒 勝夫

(高

14回

)

は じめに
昨年 9月 25日 (J、 26日 (日 )の 両日、新潟市内
の朱鷺 メ ッセ において 「新潟県人会大交流祭」 (24日
(金 )は 記念植樹祭 と前夜祭)が 開催 されました。
参加 された同窓会会員の皆 さんもお られると思います
が、 この記念事業に事務局の一員 として携わつてきまし
たので、その模様の一端をご報告 します。
国内外か ら 4万 4千 人が新潟 に集 う
東京新潟県人会 (登録 している地区会 リツ、
会を含 め)
の
以外に参加 された国内外 主な新潟県人会を挙げます と、
国内から1彪 乙T駆壁(3月 、剌 ζ(2月 、広島 (1カ 、国外か
らは中国広州 (1人 )、 ニューヨーク (2人 )、 ブラジル
1/ル (6人 )、 モスクワ (1
(4人 )、 北京 (4人 )、 ホノノ
人)な どで現
2日 間の来場者数は目標の 4万 人を上回る約 4万 4千
人 とい う大盛況でした。

多 くの人・ 団体の支えで実現
この大交流祭には、東京新潟県人会に登録 している首
都圏を中心に所在す る地区会・郷人会 (村松高校東京同
窓会も郷人会でつ から約 1,000名 近い人達が参加 さ
れ、交流祭の運営を手伝 つた リイベ ン トに参力日した りし
て交流祭を楽 しんでいただきました。
このよ うな人的支援 1劫 日
えて、地区会 りり、
会の団体・
・
・
会員をは じめ企業 団体から寄付金 協賛金 とい う形で
ご提供いただき、この大交流祭を支えていただきました。
(村 松高校東京同窓会からもご寄付をいただき、活用 さ
せていただきました。厚 くお礼申し上げま｀
九)
記念植樹 「ふ るさとの森 」
、
会 100周 年を記念 して、新潟市 「HARD
東京新潟県ノ
OFF ECOス タジアム新潟̲の 国体の記念植樹 「県民の
ふ

るさとの森」 として記念植樹
森」に隣接 した場所に
をしましたc
これからの 100年 は地球環境を考え、新潟から豊かな
自然環境を育ててい く取組みを世界に発信する、その第
一歩です。
「ふるさとの細 の入 り口には記念ブ レー トが設置 され、
植樹の趣旨説明と 1万 円以上 ご寄附された団体 (95)。
個人 (273)の ご協 が刻まれています (写真参照)。
村松高校東京同窓会の名前も刻まれていますので、訪れ
る機会があったら是非 ご確認 ください。
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料)を 実施 したのです

舅醸慾鷺不譲許鍵難隷鰤鮭蝉

す。祖先、父母の地であるふるさと新潟 の存在 が、今 日
までの頑張 りを支えてくれたといつて も過言ではない と
思います。
そのふるさと新潟 に感謝するとともに、 これからもふ
るさと新潟が活力に満ちて元気であつて欲 しい とい う願
いを込め、そのご恩返 しとして数 々のイベ ン ト υ、
場無
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ふるさと新潟を離れて国内外で暮 らす多くの県人会員
にとつて、それぞれの地で頑張 られたのはふるさと新潟
が常に心の中にあり、それが支えてくれたからと思いま
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大物産展の賑わ い

大交流祭の 目的
この大交流祭は、明治 43年 に創設 された東京新潟県
人会が、 2010年 (平成 22年)に 100周 年を迎 え
たことから、 これを機に国内外の新潟県人会が、ふ るさ
と新潟に集まつて県民の皆 さんと交流 し、 これまでの 1
00年 に感謝するとともに、 これからの 100年 を語ろ
うとい うことで企画されたものですЭ
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寄附者御芳名 (団 体 ・個人 )
ベ
この他のイ ン ト (大 物産展、前夜祭、オペ ラ 「夕仙 、
記念対談、米村でんじろ う面白サイエンスショー、朗読
コンサー ト、ふるさと芸能大会、映画・ DVD上 映、ふ
るさと大抽選会、個別・全体交流会な ど)の ご紹介 は省
略いたしま丸
おわ りに
最終 日の全体交流会では、国内外の県人会組織を束ね
る 「県人会連合会」の設立が提案 されました。
今後の新潟県と新潟県人会の発展を願 つて 2日 間の幕
を無事に閉じることができました。
(写真提供 :東 京新潟県人会写真部

齋藤常カ

裁 判 員裁 判 は何 処 へ

しは順調 と伝 えられましたが、開始から 1年 余 りが経
過 し、被告人は真犯人か否か、殺意の有無や因果関係
の有無、共謀共同正犯の成否な ど、事実認定に争 いの
ある困難な事件の裁判が始まつたため、裁判員の負担

?

中村 雅臣 (高 12回 )
1 平成 21年 5月 にスター トした裁判員裁半Jは 、国民
が裁判に参加することによつて、国民の一人ひとりの

を軽減 しなければならないこともあつて、公判開始前
に、裁判官・検察官・弁護人が議論を して、争点 と証
拠を予め整理する 「公判前整理手続」に時間 と手間が

感覚や経験に根 ざした、新鮮で多様な視点が裁判 にも
たらされる、として採用 された制度です。
その根底 には、「居酒屋やスナ ックヘ行つたこともな
い等裁判官は世間知 らずだから、一般の人が裁判員 と
して裁判に加わつて、裁判官の世間知 らずを補 う必要
がある。」 との考えもあるように言われていま丸
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しかし、世間のあらゆる事柄 について、何から何ま
で経験 して知つていることを裁判官 に求めるとしたら、

そんな人間は世の中には存在 しませんので、到底無理
な注文と言 う他はありませれ
裁判員裁判は、裁判官 3人 と裁詳J員 6人 の合議体で
すが、 6人 の裁判員が参加するだけで、「世間知 らず」
と言われる裁判官が、急 に 「世間を良く知 つている」
裁判官 に変身する筈 もありません し、抽選で選ばれた
裁判員が皆、常識豊かな人間である保証はありません。
確かに総体 としての国民は、絶妙なバ ランス感覚を
発揮 して、大方が納得する意見を提示することがあ り
ますが、抽選で選ばれた人が、裁判官を超 えて 「世間
を良く知つている人間」であるとは′
思われません。
3 裁判官は、実は、一般社会人 よりも、人間と社会の
深い部分を知る機会 に恵まれてい るのですもその理由

かか り、公判が開かれないまま滞留する事件数が漸増
し、 このよ うな数字 となつて現れ始めました。
さらに、今年 6月 17日 、最高検察庁の検事総長 は
「今年の夏以降は、複雑、困難な事件が多数控 えてい
る。 まさに正念場で、各地検 は、火事場 に近い状態 に
なる。」 と発言 し、今後、事実認定等について困難な事
件が裁判員裁判に係ることにな り、素人の裁判員に分
か り易い裁判を進める工夫をするため、 これまで以上
に多くの人員 と時間を要することになるので、地検は
火事場のよ うな混乱状態なるとの危瞑を表明 しました。

5

法曹界の現場では、裁判員の負担を減 らすため、半
ば強引に裁判 日程を短縮 して原則 2〜 3日 で裁判を終
了させる今の裁判員制度 に、大きな違和感を感 じてい
る弁護士は少なくありませれ

また、公判 日程短縮の他にも、裁判員に分か り易 く
するためや、早期 に裁判を終結するために、事案を無
理に単純化 した り、徹底的な真相解明の努力を放棄 し、
或いは難解な法的論争を避ける傾向が見受けられま丸
これでは、一体何のための刑事裁判なのでしょう力、
弁護人の立場で冤罪事件を防 ぐには、ややもすれば

は、次の とお りです。
「事実は小説よりも奇な り」 と言いますが、裁判官
は、保険金殺人や万引き、振 り込め詐欺や幼時虐待等
の犯罪、交通事故による損害賠償や境界争い等の民事、
離婚や相続紛争等 の家事や少年 の非行問題等など多く
の生きた事件を扱 うことを通 じて、人間と一般社会に
ついて、会社員・商店主等の普通の職業からは得 られ

見逃 してしまいそ うな細かい事実を、時間をかけて丹
念に調査 し積み上げることによつて、真相に迫る、即
ち 「被告人は犯人ではない」 との立証が可能になるこ
ともある、とい う点を忘れてはならないでしょう。
自ら希望 した訳で もないのに、抽選で選ばれたばか
りに諸々の犠牲を払 つて、公判出廷を余儀なくされる

ないことや読書によつては得 られないことを、生々 し
く経験 し、深 く関与 しているのですЭ
裁判官は、このよ うな様々な事件を扱 うことにより、

裁判員ですから、できるだけ負担を掛けず、早期 に裁
判から開放するための努力が払われていますが、被告
人の生命・身体・ 自由 0財 産に直接、影響 を及ぼし、

人の悩みや悲 しみ、喜びを実感 し、人間 と社会の深層
を知る機会があり、これによつて得 られる経験の広さ、
深 さ、多様さは、生半可の ものではない と、川 口元高
等裁判所長官が「法曹」とい う冊子で述べていますが、

被告人の人生を左右する裁判が、 このよ うな理由から
単純化され、急いで行われて良いものでしょう力Ъ
6 裁判員裁判には、裁判員候補者や裁判員の 日当・交
通費等の他、裁判所職員 0検 察庁職員 の増 え続ける残

成る程 とは思われません力、
ところで、今年 5月 2日 、最高裁判所長官が、昨年
5月 に裁判員裁判がスター トしてから今年 3月 までの
裁判員裁判事件の起訴人数は 1662人 、 うち判決が
言い渡 されたのは 444人 で、1200人 以上の事件

業代な ど、 これまで以上の税金が投入されていること
も軽視できませれ
7 裁判員制度の導入 による仕事量の増加により、現場
で苦労 してい る裁判所職員 が、怒 りや 贋癒 を表現 した
次のよ うな川柳を、皆さんはどう思われますか ?
いい ときに 辞めたと先輩 そっ と言い。
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が公判 も開かれないまま滞留 していると発表 しました。
裁判員裁判は、検察官 と被告人・弁護人間に事実認
定上の争いがな く、量刑だけが問題 となる比較的単純
な事件のみを対象 としてスター トさせたので、滑 り出

刑事部に 来たがる人は いなくなり。
(大 阪学院大学法科大学院

教授、弁護士)

村 松 高校 よせ が きノ ー ト

村松高校 の創立 百周年 に思 う

黒谷 幹丈 (16回 )
今年の 1月 に同期のG君 、M嬢 (?)に 会 う事にな り
ました。卒業以来 46年 振 りです。さて、何処で会 う力Ъ
小生は迷わず新橋にある居酒屋 「有薫酒蔵」を会 う場所
に決め、両氏にその旨を連絡致 しました。実は此の 「有
薫酒蔵」
、あるきつ力ヽすから、出身高校 ごとのノー トがお
店 に備 え付けられる様になつたとの事です。其のノー ト
が同窓の人達の心を繋 ぐ結節′
点の役を果たして居るとの
事です。小生は其の事を NHKの 番組で知 りました。そ し
て、我が松高のノー トがまだ 「有薫酒蔵」にない事を確
認 した上で 「よ うし、村松高校の ノー トを作ろう !」 と
思つたので丸 「有薫酒蔵」を会場 に設定 したのは、小生
のそ うした思惑、下心があったからです。
さて、無事に両名 との再会を果た し、店の女将か ら新
い
し ノー トを手渡 され、記念すべ き 1ペ ージ ロに気の利
いた文を記入する段 とな りました。小生、迂闊にも文才
なく尚且つ、悪筆である事をス ッカ リ忘れて居 り、「これ
は困つた」とその場に至 り、周章狼狽 してしまいました。
こ う言 う場合は謙譲の美徳を発揮 して、何方か最 も筆の
立つ方にと考 え、G君 、M嬢 (?)に 其のスペ ースを譲
ろうとしましたが、 ドウイウコ トか両名共謙譲 の美徳を
発揮 され結局、小生が頭 の部分を書 く羽 目になつて しま
いました。店の女将からは 「最 とマシな文章が書けない
のか」と言 う厳 しいご指摘を受け、恥 じ入 つた次第で丸
「ア〜ア、 こんな事ならもつと事前に準備を してお けば
良かった !さ すればこんな見つ とも無い事には為 らなか
ったのに・ 00」 高校時代の中間、期末テス ト後のあの
苦々 しい思い と全 く同じ思いを噛み締めま した。後悔先
に立たず・・ 0と い う経緯で、記念すべ き村松高校の よ
せがきノー トが同店に備え付けられた次第です。実に同
店 1216番 目の ノー トですも先輩諸兄姉、後輩諸君、
是非此のノー トを充実 して頂 く様、此の場を借 りて切に
お願 い申 し上げま丸 何かと世知辛い世の中、暫 し世の
雑事を離れ青春の心を、取 り戻そ うでは有 りませんか
何だかお店の宣伝の様な文になつてしまいました。
実は其の後、小生ノー トを見るのが恐ろしく有薫酒蔵
!

には行 って居 りませ んが 、
勇 を振 る つて 中身 が‐ 杯
の ノー トを見 に参 りた い
と思 つて居 りま丸

有 薫酒蔵

新橋 店

TEL 03‑3508‑9296

港 区新橋 1‑16‑4
りそな新橋 ビル Bl
」R新 橋駅 日比谷 口
よ り徒歩 2分
銀座線新橋駅 7番 出 口
よ り 1分
http://wwwo shinbashi― yukuno coln/

青木 敏和 (高 18回 )
に創 立百周年を迎 え
る。大変喜ばしい限 りであります。私は戦後生まれで、
それ以前の事は詳 しくは知 りませんが、私の高校時代の
事を話 してみたい と思います。
私達の前は、旧制村松中学校 として、県下にその名を
轟かせ、歴 々の名門学校であった事を誇 りに思います。
私が受験を した時、中学校の先生に 「君の成績では無理」
と言われましたが、何とか最下位で入学が出来ました。
私は、高校の門と松に憧れを覚えています。木造の校
舎講堂や新 しい体育館が出来て、テニスコー ト、陸上の
トラック、野球場、音楽室、美術部、生物部、カメラ部、
山岳部など各部室があ ￨,、 何か学園広場その ものでした。
私は山岳部 に入部、日頃の特別 メニューは別 として、足
腰の3剣 ヒに野球部 と良く行動、学校の裏山やマ ラソンコ
ースのジョギングなどをしました.週 末￨ま 、近隣の山行
キャンプをしての楽 しい思い出です。谷川岳マチガ沢よ
り登 り西黒尾根下山、夏の飯豊連峰縦走はとても懐 か し
い。当時の山岳部顧間は、なかなか授業では近づ きにく
いが、山に行 くと男り
人の様 に暖かい先生に思えるのが不
思議であった。その先生 とも年賀状が続いてい るが、別
の O先 生は 3年前に亡 くな り寂 しい。
一緒 に部活の練習を した野球部は、夏の県代表決定戦
に新発田農業 に 4対 5で 逆転されて しまい残念な思い出
である。その時、私は新発 田市、柏崎市の大会会場まで
1人 で 自転車に乗つて、応援 に行 ったのである。
自転車 といえば、高校 2年 生の春休みに、 9日 間 1人
で北関東 1周 の 自転車旅行を した事は、自慢の出来る事
である。出発 の 日が朝から雪が降 り、計画時間から2時
間遅れ の出発 とな り予定通 りに行かず、1日 日は越後川
口泊ま り、 2日 目は越後湯沢か ら雪道の三国峠を越 えて
行 くには大変なところ、前橋営林署の人が 「この雪道を
どこまで行くの ?」 と言われ、自転車 ごとトラックの荷
台で三国 トンネルまで乗せて もらい本当に助かった。私
は、雪の無い詳馬県に入 り、桐生市の手前の駒形町′
卜学
校に泊めて もらい、「明 日が卒業式だから早めに出て くだ
さい」 と言われ、宿直室で卒業生の名前書きを してい る
ところに、持ち合わせの寝袋で寝たのである。翌朝、「ず
いぶん楽 しかつたのか、笑 って寝言を言 つてましたよ」
と先生に言われ、お礼を言 つてそこを後にしたのである。
後は、父の親戚がある栃木県で農業を手伝いながら過
ごし、福島県苗代湖からは、猛吹雪で トラックが 2台 横
倒 しになつて、中山峠が通行止めのため 自転車をチ ッキ
で送 り、電車で帰る自転車旅であつた。 こ うして、私が
現在で も山登 りをやつているの も、原点は村松高校 の山
岳部に入部 したことがあったからだと思える。
同期にも優秀な仲間がいます。文武両道 とはいわなく
て も、其の人個人の良い ところを伸ばす教育を して頂き
たい。村松高校 も卒業以来訪ねていませんが、校舎 も新
しくなつて少 しは変わったでしょ うが、今年の百周年に
は訪ねてみたい と思います。伝統 ある村松高校 がこれか
らも益々栄 えん事を祈念 し、百周年を祝いましょう
母校村松高校は、平成 23年 4月

=
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趣味

は り絵

木村 孝子 (高 8回 )
ルー
プ 「美杉会」に入会
私が友人に誘われ、はり絵 グ
した頃は、鳥の子 とい う厚い無地の和紙 しかな く、色も
12色程度のものでした。32年 前のことです。
最初の作品は、灰色と緑色 の和紙を、ただ細 くちぎっ
て色紙に貼 つただけの 「ススキ」で した。今′
思えば、ま
るで魔女の第みたい !そ の後、和紙も豊富に出回つて く
るようにな り、テーマや表現方法にも各会員それぞれの
個性 が生か されて来るようにな りました。薄い典具調紙
を幾重にも重ね貼 りしてボリューム感を出 した り、雲龍
紙の繊維を使 つて花の葉脈を表現 した り・・・。油絵 と

松 五 会 ・ 夢 と ロ マ ンの 会 甘 味 処 め ぐ り
同窓会皆 さん の ご参加 をお待 ち しています
金子 鶴男 (高 5回 )
「夢 とロマンの会」は、伝統と歴史を誇る 「江戸甘味
処めぐり」を行っていますが、江戸つ子は意外にも甘党
でした。そんな銘店が、東京には今も生き残つています。
◎「本郷 口湯島 E上 野」編
平成 22年 6月 15日
・寛永 7年 創業→『三原堂』 どら焼
陶時議劃 千諏
0明 治 10年 創業→『竹仙』江戸風あられ・倉J業 不明→
『壺屋総本店』手作り最中・寛永年間創業→『湯島天神』
湯島の自梅→『 岡埜栄泉総本舗』豆大福・安政年間創業

見間違えられることもありま丸

湯 島天 神 に て

作品の一 つ 「ほほえみ 」
私は今、仏像に興味があり、あちこち古寺巡 りをしては
モチーフにヒン トを得て、頭の中で 自由に形や色を変え、
私な りの作品に仕上げてお りま九

◎「近郊 小江戸川越」編
平成 21年 9月 9日
『亀屋』亀最中・老舗中の老舗、天明 3年 創業→『亀屋
栄泉』 さつまいも菓子・明治 43年 創業→『 くらづ くり
本舗』福蔵・明治 20年 創業→『芋十』いもせんべい・
創業不明。その他お菓子屋横丁など、いろいろありますЭ

美杉会は、都内、川崎市、横浜市など6つ のグループ
の集 まりですが、かつて 100名 以上いた会員 も、高齢
化(?)等 の諸事晴により年々減少 し、現在は 42名 です。
毎年、銀座で作品展を開催 してお りますが、 こちらも
時代の流れ で しょうか、銀座の街そのものが大 きく変化
しつつあり、会場に している銀座中央通 り3丁 目の松屋
前 とい う絶好のロケーションも、今やギャラリーの存続
その ものが′
隆 しくなってお ります。
多 くの友人達に支えられ、頑張ることの出来る銀座展
は、私 にとつてのビタミン斉Jで す。一人で も多くの人に
観て もらいたい、目的を持 つて一つの作品に取 り組 んで
いきたい、いつまでも続けていきたい、心からそ う願 つ
てお ります。
今年も例年通 り、作品展は 5月 の第 4週 (火 〜 日曜)、
松屋前松島ギャラリーに於いて開催の予定です。 (但 し、
ギャラリー閉鎖の場合、会場は変更になります。
)

小江戸川越 口時 の鐘
「松五会 0夢 とロマン」の会は、約 35名 以上お ります
が、同窓会生で参加希望者を熱烈歓迎いた します。 ご一
緒に散策いたしましょう
!

期間中、銀座にお出掛けの際には、お立ち寄 り戴けま
したら幸いに存 じま丸

Iθ

日本 百 名 山

八幡平

(1,613m)

阿部 勇 (高 9回 )
の
6県
に深田先生
日
東北
本百名山は、17山 指定 され
ている。その中で、唯一人幡平山頂まで路線バ スが走つ
ている。盛岡駅前から岩手県北バスがシーズン中 (6〜

10月 )限定であるが、1時間 30分 ほどで山頂に着 く。
そ こでは、天空の体験が味わえ、天気が良ければ日前に
岩手山が答える。
東京からで も朝一番の新幹線を使 えば、 日帰 りは十分
可育
aぜ ひ東北の新緑、又は紅葉を愛でながら楽 しんで
戴きたい もの。更に人幡平の周 りには、全国を代表する
温泉があり、藤七温泉 0後 所掛温泉・乳頭温泉・網張温
泉などを利用 して温泉泊での登山もお薦めである。

備に身支度 し、10時 に登山開始 となつた。アオモ リト
ドマツの原生林に囲まれた登山道を 1時 間ほど登 り、茶
臼岳山頂 (1,578m)に 着いて、新装の山小屋茶臼山
荘で早めの昼食を摂る。
この辺は大変な豪雪地帯で、例年 8m程 の積雪があり、
山荘の出入 り口が 1階 と2階 に造 られてい る。 また、 5
0人 程度の収容が可能で、 トイ レもバイオ設備が設置 さ
れて臭い も無 く、快適であった。当 日は生 噌の霧雨で、
凛然 と答える岩手山の展望が叶わなかつた。更に 30分
程行 くと黒谷地湿原に出る。 ここは、天上の楽園を思わ
せる広大な湿原 と火 口湖 の湖沼群が無数に散在 し、熊の
泉が湧 く春 には、高山植物の宝庫 となつている。更に、
この先へ 1時 間ほど進み源太森に着 く。 ここから望む人
、
うが素晴 らしい。 また、1時 間ほど木
幡平のリヒ
幡沼 とノ
道を歩 くと雄大な人幡沼に辿 り着くこ湖畔 に建つ立派な
し、10分 ほど石畳を行 くと、アオモ リト
自、
稜雲荘で休′
ドマツに囲まれた山頂の三角点 に着 くが、 三二に￨ま 木造
展望デッキが建てられている。
南に 20分 ほど舗装道を進むと、山頂のバス停に着く
ここか ら 10分 程 バスに乗 つて、車輌の置いてある茶臼
c

岳登山口に戻 り、全員 が無事に午後 7時 、仙台に帰着。

八幡平の紅葉
一等三角点までは、山頂バス停からサ ンダル履きで も
20分 ほどで行 くことが出来る。途中、鏡沼・ メガネ沼
・ガマ沼、そ して人幡沼がどうどうと答 える。 ここは火
山湖が群が り、まさに天上の楽園を思わせる。
さて今回、10月 10日 (日 )に 仙台の登山サー クル
14名 と紅葉の真 っ最中、茶臼岳登山口より山頂 を目指
した。仙台を午前 7時 、車輌 3台 に分乗 してアスピーテ
ラインの茶臼岳登山口に 9時 半到着。霧雨の中を雨天装

於

茶 臼岳 山 頂

編 集 後 記

世 の中︑ い つの間にか無責任時代にな ったよう
だ︒訳の解らな い理由 で︑ 一年も経たずに何人も
の首相が そ の座を投げ出 した︒辞めれば済 む話

か？と思う のだが︑ ﹁
そ の器でな い﹂と云う のが︑
どうやら真相らしい︒本来︑総理 の座を辞退した
なら︑議員も辞退するべきではな いか︒
日本 の国会は何故︑核心を衝く論議ができな い
のだろう＾政府も国会も︑予算審議や政策論争を
軽視 して︑小沢 一郎 の政治資金問題などで︑膨大
な時間と金をかけて無駄な駆け引きを繰り返す︒

また︑閣僚 の中 でも︑首を傾げたくなるような
発言が相次ぐ︒くだらな い事 に無駄な金を使わな
いで︑それぞれ優秀なブ レー ンを身近に置き︑そ
の意見を参考にして良く研究してもら いた い︒

昨年 の六月末 で国 の借金 は九百兆 円を突破 し
た︒国民 一人当りの借金が約七百十万円に上る︒
一一年度末に 一千兆円台に乗るのはほぼ確実な情

広報委員会 大橋

勢だ︒財政危機に陥 ったギリシャをも上回る水準
な のに︑ 日本 の財政 は何故破綻 しな いか？と言え
ば︑国民の貯蓄が未だそれを上回 っているからで︑
何れ近 い将来︑全国民が重大な決断を迫られるこ
■ 政府も官公庁も無駄な出費を
とになるであろン
なぜ止めぬ︒

一
丁Ｈ釧∞ ｏｏＯヽ

原稿送付先

大橋 貞夫 宛

世 田谷区玉川四︱ 二十１人
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仙 台 山楽会 (前 列 左 が 筆者 )

第

14回 親 睦 ゴル フ大会報告

一 一 日 展 の 方 ″

ら を 一 一

平成 22年 10月 28日 (木)恒例 にしてい る松高東
京同窓会の第 14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。
セ 噌の雨模様であったが、皆 さん
当日は台風の影響ヽ
条件は同 じだとばか りに覚暦したのか、キリリと引き締
まつた表情で集合 してきた。はるばる新潟から元気 に参
加 された間藤氏始め、今回初参加の平山誠一 (高 22回 )
氏など 14名 が勢揃い し、 8時 49分 に 4組 でのスター
トとなつた。成績 は下記の通 りであるが、東京同窓会の
中に国腕が鳴って仕方が無い とい う会員が、まだまだ多
く居 られる筈である。奮 つて ご参加下さいますようお待
ちしてお ります。
懇親会の席上、各 自の出来栄えや言い訳 と反省を しな
がら楽 しく談話 と表彰式を終え、次回のスケジュール を
決めて、名残を惜 しみつつ解散 となつた。

F12

奥入瀬 の春

)II

いつ も亀山氏、吉井氏のご尽力には感謝申 し上げますЭ
成績

御.kl
(敬 乖
口
優勝 金子鶴男、準優勝 口今井英雄、 3位 日間藤謙■

,、

奥入瀬 の秋

第
亀山会長 か ら金子氏に優勝杯 の授与
参加者名 0贋 不同・敬称囀
1組 鈴木輝雄、片柳ムツ、岡部ユキ、鈴木理恵子
2組 亀山知明、瀬倉武志、間藤謙■

3組 飢 明 、吉井 清、大橋貞夫
4組 今井英雄、長智 ￨￨三 男、佐藤 克、平山誠一

13回

F50

小 出 博 三 氏 (高
￢

■会期

1/3月

6日

(日

8回 )油 絵 展

)〜 3月 12日

(土 )

AMll:00〜 PM7:00謙 日は PM5:00ま で

レヾ
―サ ロンA)
東京交通会館 Bl(シ ノ
千代田区有楽町 2‑10‑1■ 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
丸ノ内線 銀□駅 下車
エ
●ア トリ ● 〒274‑0812船 橋市三咲 7‑22‑20
■会場

TEL.047‑448‑9632

第

15回

松高東京 同窓会

親 睦 ゴ ル フ 開 催 の お 知 らせ
平成 23年 4月 7日 (木 )、 入間カントリー倶楽部
に於いて第 15回 親睦ゴルフ会を開催致します。
参加ご希望の方は下記までご連絡ください。
吉井 清 (高 8回 )■ ttFax:042‑527‑6482
亀山 知明 (高 3回 )■ L:042‑572‑5096
終 了後 に記念撮影
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2010年 、国内 の主 な出来事
東証大納会終値 10,546円 4銭 、3年ぶ り上昇
大学が昨年に続き総合優勝
04日 。日経平均株価 10,654.79円 、出来高 12億 9千 万株
07日 ・藤井財務相辞任で菅副総理が就任、戦略相 ￨ゴ 山′
新子政
昂嵯尉旦当本ロカラ輸努
19日 。日本航空は子会社 日本航空インターナシ ョナル、ジャ
ル キャピタルの 2社 と共に東京地裁に会社更生法の適
用を申言
青。3社 の負債総額 2兆 3221億 円。2月 20日
日本航空の株式上場廃止。
26日 。昨年 1年 間の全国 自殺者数は 32.753人 で、前年 より
504人 増加、1998年 以来 12年連続で 3万 人を超える
01日 。日本相撲協会の理事選挙で、予想に反 し貴乃花当選
04日 ・横綱朝青龍が現役を引退 1月 場所中に泥酔の上、一
般男 性の顔を殴 り1蚤我をさせた責任をとる
04日 ・ガ嘲民一郎民主党幹事長の資金管理団体 「陸山会」の土
地購入を巡 り、利 ￨1智 裕衆院議員 ら3人 を政治資金
規正法違反で起訴、小沢氏は不起訴
10日 。
鳩山首相は仙行 予政漏悌甲。国家戦略相の兼彩,る J翠 き、
目に専念 させ、行鰤 掬臀目1朝 幸男元政
国棚
躊
145)を 酬
13日 。第 20回 世界 らん展 日本大賞 2010東 京 ドームで開催
17日 ・俳優の藤田まこと大動脈瘤破裂のため死去、76歳
22日 0衣料専門店のキンカ堂が自己破産、全 20店舗閉鎖
28日 ・東京マラソン 2010藤 原正和 (ホ ンの 優勝 日本人初
10日 ・佐渡 トキ保護センター野生復帰ステーションの割1降 東
用)ロ ヒケージ内で トキ 9羽 がテ ンに襲われて死ぬ
10日 ・鎌倉の鶴岡八幡官で、樹齢千年以上の大銀杏が倒れる
11日 ・国内 98番 目の茨城空港が開港・定期便 2路 線のみ
29日 ・墨田区で建設中の東京スカイツリー (完 成後 634m)
が午前、338mに 達 し、東京タワー (333mlを 越 えた
02日 。自民党参院議員の若林正俊元農相 (長 野選挙国 は隣
席の青木幹雄議員の投票ボタンを押 し、不正投票 10
る
回艇 し、引新
03日 。
第 82回 選抜高校野球大会は興南 (1嚇 Dが 延長 12回
105で 日大三 (東 京)を 破 り、初優勝を飾 った
09日 ・6年 に一度行われる長野県の諏訪大社御柱祭 りは 9日
舞台を上社か ら下社に移 し山出 しで開幕、11日 まで
の 3日 間で 8本 の 「木落 し」力｀
行われる。
。
「
10日
たちあがれ 日本」結党、平沼赳夫代表・与謝野共同
代表他 3人 の計 5人 で発足
17日 。
東京者陶いなど41年ぶ りの遅い降雪、3,4月 の季節は
ずれの冷 え込み続きで野菜が高騰、春物衣料不振
「新党改革」結成、舛添要一代表他 5名
23日 。
23日 。
行政刷新会議 籐 ・鳩山首相)は 104の 独立行政法
人の うち、47法人の 151事 業を対象に仕分け開始
27日 。殺人・強盗殺人の時効射 、その他の時効は倍に
11日 ・宮崎県で家畜伝染病が爆発的に広が り、71農 場の牛
豚 7万 7千 頭を殺処分、被害 は前回 2000年の 100倍
とな り、対応の遅れが原因

1月 03日 。第 86回 箱根駅伝畔

2月

3月

4月

4月
4月

4月
4月
4月
4月
4月
5月

平成 23年 1月
発 行 人

第 50号

5月 18日 ・ 口隕

更に拡大 126農 場、殺処分 11万 4千 頭に
東国原知事非常事態宣言、種牛も大打撃
5月 21日 ・ 日本初の金星探査機 「あかつき」と宇宙 ヨット「イカ
ロス」を 賜ヽロケット17号 機 で打ち上げ分離に成功
6月 02日 ・鳩山首相は沖縄の米軍普天間飛行場移設問題の迷走
で社民党の連立政権離脱等の責任をとり距
小沢
幹事長を含む党執行部も総退陣 した
6月 08日 07日 の両院議員総会で枝野幸男幹事長等党役員 を正式
に決め、菅直人首相・仙石由人官房長官など新内閣
は 8日 に正式発足
6月 14日 ・宇宙航空研究開発機構の小惑星探査機はやぶさが 13
の 40倍 に
日夜、7年 に及ぶ旅を終え、地球丁柳
あたる 60億 kmを 満身創疾で奇跡の帰還 (南 オース
トラリアの ウー メラ個
月以外の天体に着陸 して
帰還 した人類初の探査機
。14日 関東甲信越 と東北南部が梅雨入 り
7月 07日 。大関琴光喜 と大嶽親方が解雇 された野球賭博事件で
NHKは 名古屋
阿武松部屋を警視庁が強制捜査を決め、
の
止
生
場所
中継を中 する。
7月 11日 ・第 22回 熙院選が行われ、与党￨■ 13議席の 110、 野党
は+13議席の 131議 席 となり、ね じれ国会
7月 17日 。関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州J賠「
の各地方が一斉に梅雨明け した
。只成電鉄 「成田スカイアクセス」開通、15分 短縮
31日 ・第 33回 隅田川花火大会・2万発 ・95万 2千人
8月 20日 ・羽田空港の 4本 目の滑走路 ①滑走路)完成、10月
21日 オープス ー連の総費用約六千億円
8月 21日 。
第 92回 全国高校野球はキ
報 の興南が東海大相模を下
し、史上 6校 目の春夏連覇を成 し遂げる
8月 27日 。自埼県口締疫問題終 日、
宣言、4120発 生以来 130日 日
9月 08日 ・尖閣諸島沖で中国 ノ
研振 を公務執行妨害容疑で逮捕
9月 10日 ・ヤ
蟻 省の全国調査で戸籍 卜牛存 しながら現住所不明
の 100歳 以上￨ま 234,354ノ 、 120歳 以上 ￨ま 77,118人
江戸時代生まれの 150歳 以上￨ま 884ノ 、
9月 10日 。日本漸蓼晰畏i子 が 10日 、金漏山〒に石
痴碇申言
青。1000万
くイオフ」′
り
円とその利息に限る 「′
1ビ リ、
9月 14 日・民主党代お■ 菅直人代表がノ
lg職 に大勝 し続投
9月 15 日 。政府 。日銀が円売 り・ ドレ買いの為替介入、82円 台
から85円 台まで急落、ロン ドンやニューヨー ク市場
でも介入、過去最大の 2兆 円規模(株 価 9500円 台に
9月 21 日・郵便不正事件を巡 り、押収 した FDの デー タを改 ざん
して大阪地検特捜部の前田恒彦主任検事逮捕 される
9り 弓24 日・那覇地検が中国人船長を処分保留のまま釈放
L/fヒ学賞を根岸英一氏、鈴木章氏が受
10月 06 日 02010年 ノーベノ
賞。有機合成 に於けるバ ラジウム触媒を用いたクロス
カ ップ リングを確立 した功績による
10月 21日 ・羽田空港に完成 した 4本 目の滑走路 と新たな国際線
ター ミナルが開業 し、発着枠が 1.5倍 の年 45万 回
31日 から国際定期便も復活、営業も 「24時 間イ
ロ
10月 24日 ・烈院北海道 5区 補欠選挙は自民・町村信孝氏が大勝
☆ 校正、印刷等の都合で 11月 〜12月 は割愛させていただきます
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