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魂

国立西洋美術館 (東京都上野公園)

国 1ヽ西洋美術館は、2016年 (平成 28年)7月 17日 、「ル・コルビュジエの建築作品 ―近代建築運動ヘ

の顕著な貢献」 という,71称 で6か国 16作品ととtぅ に一括して文化遺産に合録された.

国立西洋美a預官は、oル・コルビュジエ (フ ランス人建築家)力 日`本に残した 1住一の建築作品であること、

②ル・コルビュジエが提唱した近代建築の上原則を表現し、「無限発展美術館Jの思想を体現していること、O
日本における近代建築運動に大きく貢献したこと、などが評価された1)の。
その昔、上野の丘陵には、藤堂高虎、津軽信牧、堀直ドfの屋敷があったc目立西洋美術館とその向かいにあ

る東京文化会館あたりは、村松藩祖 lF直苛の屋敷跡で、徳川幕府が江戸に寛永寺、東照官を造るとき、堀直苛
が屋敷地を幕府に献上し、陵雲院というお寺を造ったが、その跡地になる.
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～歴 史 と伝統校 の灯 りは消 えな い～

松高東京同窓会会長 金子 鶴男 (高 5同 )

初春を迎え皆さまに

はお変わ りなくお過 ご

しのことと存 じますc

本年の十二支の花は

蔓梅擬 (つ るうめもど

き)ですcつる性値物で

山地に生え、秋に|ま大変

綺麗なオレンジ色の実

がなります
=

平成 27年度新潟県教育委員会発表の県立高校の

再編計画「将来構想Jの素案では、少千 1ヒ に合わせて

全県で 14校以 L減 らす方針を示 しましたじ 具体名

は示 していませんが、1学年 3学級以 Fの学校で統廃

合を検討するとしてお り、平成 27年に生徒を募集す

る高校 84校の うち22校が対象とな りましたcその

22校中に我が母校松高も検言ヽ1再編対象に入つてい

ましたc教育委員会の「10年 1罰 を見据えた向:編成整

備計画」は生徒減や高校に求められるニーズが大きく

変わ りつつある中で、魅力的な高校であり続けるため

の「あるべき姿Jを示 したものとなつています[平成

27年に 2万 1700人 の中学卒業生が 10年後の

平成 37年には約 1万 8000人 にまで減少すると

予沢1され、その対応 として学校の統合を行い、中等教

育の視線化が行われています。

|コロ新潟颯の中学校事業者数の推計
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わ 2016年 5月 1日 現在の高等学校教育凛調査による。ただし、2013～ 2016年度は実績。なおIIア内の数
値は対前年度増減激を表す。

輔 教育委員会提供資料を基に綱集部で仰唸

今以上にキ撻 する

ために、中高一貫教

育を新設することや、

生徒の多様な学習ニ

ーズに対応するため

|二 、総合学科の拡充

をLA/1る ことなども計

画いたしました。

現在、中高
‐
貫教

育校|ま数校設置され、

総合学科の募集定員|ま県内高校の企入学者定員の一害1

を超えています.中高一貫教育校の存在は、 3午制の

中学校や高校にとつても、よい中1激になつていますЭ

中学校では、生徒や保護者から選1寺 1´ る学校になる

ために、各校が特色のある教育を打ち出しています
=

高校でも、中高
‐
貫教育に負けない、質の高い教育の

実現に向けて、様々な実践に取り組むなど、県全体の

中等教育の活1士化につながつています。「将来構想」基

本方針を示し、様々な分野で活躍できるグローバルな

人材を育成する教育の推進や、県外の生徒も学びたく

なる魅力的な学校づくりの推進などを県教育委員会は

提案していまづL

高校は元来広域性を大きな特徴としていますЭ生徒

はそれぞれ自分の入りたい高校に通うのが基本ですЭ

荒木同窓会会長|ま会報 。松城34号 35号に母校の

危機に対応を掲載されています:タイトノLlま 「伝統あ

る松高存続の危機にどう対応するかJ「松高はもともと

ブランド校でありましたJで現状を訴え「松高を存続

発展させる会」を立ち上げましたc地域への理解を深

め、固い絆に結ばれた人づくりに邁進されています。

我 l々pl窓生一同も、母校の危機感を再認識した上で

本部会長と共に母校の発展という目標へ共に向かいま

しょうc我が東京同窓会も日計 のヽ変化に合わせ、母校

の発展に尽力しなければならないと考えています。

「夢とロマンの同窓会」を発展させ歴史と伝統校

の灯 りを守 り抜こう′ をスローガンにして。
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村松高校 東京同窓会 第61口機会 議演

演題 「サー ドエイジこそ人生の手 は 題 )」 のお妊 らせ

・平成 30年 6月 2日 (D12:00頃 より

誌牢 笙口 式司 民 OL幌松成会 高14口)

● 講演内容

自らの体験を生かして、こうあればいいなあと夢

を見る。

幣

敗軍の将、輝く 榎本武揚 “生きざま"の検証 』

中西出版、 2013年 10月 、初板

2017年 H月 、 2刷

榎本武揚はFIH治 41年 10月 26口 永眠。享年 7

3。 東京の新聞は、榎本武揚の葬儀を盛大な “江

戸つ子葬"と 報じたc函館戦争で敗れ、明治を生

き抜いた男は、国際感覚を持ち合わせた新 しい時

代の真の リーダーであつた。

『 揺れ動くまな板の上の鯉 』
東京図書出版、2016年 12月

特大直径 7セ ンチのがんを発見 恐怖・不安・絶望

から生還へ。自らを見つめ、ほぼリアルタイムで綴

つた元ジャーナリス トの闘病記 ,

『奇跡の生還 大黒屋光太夫の足跡』
大黒屋光太夫顕彰会、 2018年 3月

知れば知るほど驚きの人生:漂着したロシアに 10年

数奇な経験の一船頭が帰国して日露外交の先導者

に 。

●

Ｆ

観光客に北大構内をガイ ドする望田武司氏

≪講師のプロフィール≫

1943年 新潟市に生まれ、新潟県立村松高等学

校から東京者Б立大学 (現首都大学)に進み、卒業と

同時にNHK入局。社会部記者、各ニュース番組デ

スク・編集責任者を歴任。

2003年退職し、札幌に終の棲家を求める。

現在、観光ボランティアガイ ドをしながら自然観察

に親しむ一方、エッセー「北国の使りJを メールで

発信c

平成 30年度 県立村松高等学校東京同窓会開催のお知らせ

◆日時  30年 6月 2日 (土 )

第 61回定期大会

*午前 11時半 開会

*12時 頃よ り

望田武司氏の講演

◆場所 ホテル グランドパレス

千代田区飯田橋 11-1

TEL : 03-3264-1111

◆申し込み 事務局まで

20ペーンに掲載

交通 ●地下鉄「九段下駅」

*東西線フ番出回より徒歩 1分

*半蔵門線・都営新宿線

3b出 口より徒歩3分

●JR・ 地下鉄「飯田柵駅」より

徒歩7分



平成28年度 収支決算書

平成28年 4月 1日 から平成29年 3月 31日 まで

決算及び収支報告書は監査の結果、適正に処理されていることを認めますじ

平成 29年  4月 22日 会計監事  片柳 ムツ  ①

会計監事  高岡 71百子 ①

以上の通りご報告いたします。

平成 29年  6月  3日     東京同窓会会長  金子 鶴男  ①

財務委員長  徳永 道子  ①

費  目 決 算 額 備  考

収

入

前年度繰越金

会 費

(年会費

(大会費

寄付金等

本部助成金

雑収入

653,101円

1,396,OOO円

540,OOOF])

856,OOOFヨ )

104,OOO円

50,000円

26,538円

180名 分の会費

第59回 大会出席者 107名 分会費

救う会ピンバッジ代、受取利息

合   計 2.229,639円

支

出

大会費用

会議室借用費

広報活動費

通信費

渉外費

諸雑費

¬,O04,645円

60,040円

175,645円

140,420円

108,000円

124,335円

第59回大会経費

常任幹事会、幹事会、おけさ会他

会報発行関連費とホームページ他

ハガキ代、郵送代他

本部同窓会出席、県人会賛助会費他

封筒作成費、振込代、コピー代他

合  計 ¬,613,085円

(収入)2,229,639円 一 (支 出)1,613,085円 =616,554円  次年度へ繰越

平 成 28年 度 寄 付 者 と寄 付 金 (敬 称 略 )

“まことにありが とうございました "

60,000円  村松高校同窓会ご祝儀

10,000円   五泉市長ご祝儀

8,000円   金子 鶴男

2,000円   篠川 恒夫、山崎 輝雄、塚田 勝 、吉井 清、片柳 ムッ

石黒 四郎、大橋 貞夫、佐藤 赳、高岡光夫、斎藤 正義

徳永 道子、高岡 五百子、高見 ハル

寄付金合計 104,000円



平成 29年度 東京 同窓会事業計画

【一般事業】

随   時  会員名簿・幹事名簿等の加除修正発行及び保管 (総務委員会)

6月  3日   平成 29年度定期大会の開催 会場 。ホテル グラン ドパ レス

8月 20日   本部同窓会総会への出席

2月   日  東京同窓会会報誌 新春号 (N059号 )の発行 (広報委員会 )

2月   日  東京同窓会平成 28年度決算見込み と平成 29年度予算案の策定 (財務委員会 )

随   時  東京同窓会ホームページの更新管理 (広報委員会 )

随   時  東京同窓会の運営に伴 う会則の改正 (総務委員会 )

随   時  東京同窓会幹事及び会員等研修会の企画立案 (総務委員会 )

l ll   時  他校同窓会 との交流会等の企画 (総務委員会 )

随   時  東京同窓会所有物品の整備及び管理保管 (財務委員会 )

【特定事業】

随   時   「甦れ 松高 !J 母校の発展を考える会運動の企画及び実施 (総務委員会 )

随   時  東京同窓会会員増強へ向けた取 り組みの企画及び実施 (総務委員会 )

随   時  東京同窓会の広報宣伝及び会費増収手法の研究 (広報 。財務委員会 )

平成 29年度予算書

(平成 29年 4月 1日 か ら平成 30年 3月 31日 まで)

以上、提案いたします。    平成 29年 6月 3日  東京同窓会長  金子 鶴男

財務委員長   徳永 道子

費  目 予 算 額 備 考

II又

入

前年度繰越金

会  費

(年 会 費

(大 会 費

寄付金等

同窓会本部助成金

雑 収 入

616,554円

1,450,000円

570,0001」 J)

880,000円 )

100,000円

50,000円

1,000円

3,000× 190名

8,000× 110名

預金の利 日́、等

合  計 2,217,554円

支

出

大 会 費 用

会議室借用費

広報活動費

通 信 費

渉 外 費

諸 雑 費

予 備 費

1,000,000円

60,000円

190,000円

150,000円

130,000円

120,000円

567,554円

第 60回大会経費

常任幹事会、幹事会、各委員会の開催

同窓会 「会報J発行関連経費

はがき 。切手代、宅配便等

本部同窓会へ出席、県人会賛助会費他

ホームページ、コピー代、消耗品等

合  計 2,217,554円



村松高校東京同窓会 第 60回 記念大会報
生
ロ

広報委員長  石黒 勝夫 (高 14回 )

第 6 01FIと なる記念総会を、6月 3日 (土)、 千代田区

飯円橋のホテル グラン ドバレスにおいて開催した
=

来賓として同窓会櫓 、の荒木'陳英会長、F}校から渡辺

欣彦校長、母校の後援会長で五泉市の伊藤勝美市長、交

流団体の長岡工業高校同窓会東京支部の樋 11日召支部長の

ほか 6名、同窓会本部冨1会長 2名 及Cttlるた1)か ら3名 を

迎え、約 80名の会員が出席した:

司会 。進行は石井1青和 (高 20)・ 阿部モヨF(高 22)
の両氏が担当。

第
‐
部総会は、最初に令了鶴男会長 (治i5)力 S挨拶し

た後、ご来賓の祝辞にノ、:り 、荒 |く同窓会長から渡辺校長
′、 渡辺校長からは、会員 。同窓生 t,心配している母校

の存続について「すぐに統合や廃止ということは無いの

でご安心を !Jと のお言舌があり、出席者
‐
「

llはひとまず

安心した。続いて伊藤五泉市長、lln l l支 剖:長から心温ま

るご挨拶をいただいた,こ の後、キ議  (詢藤赳・高 11)。

財務 (徳永道子・高 12)。 広報 (石 黒勝夫 。高 14)の
各委員長から、 1年間の1舌動報告 (会計監 r41N報告を含む)

があり、それを馬 忍した.

第二部は、行政書士で||:会人落語家である高座名天神

亭きよ美さんによる創作落語を、笑いの中にも真貪1さ が

漂うお言舌を楽しんだc 演目|ま 2題

一つは「天国からの手紙」=息子二人、娘 ‐人を残して

あの1性に旅立つ母。天IJの案内人に出会い、相続が争続

となることを聞き、遺言書と手紙をしたため残してくる.

東京同窓会・第 60回記念大会収支報告書

いよいよ二途の川を渡ろうとすると、大事なことを思い

出す ……という1)の. ■つ目|ま ノ、■を楽しむための笑

(工)ンディングノー ト_講座 エンディングノー トを

書くことで、自分の人生と向き合しヽ、自分自身を見つめ

直すきっかけになることc人生を悔いなく笑顔で過ごす

ため|二 i♪
エンディングノー トを活用しようとtヽ うお話で

した=糸科舌にはまだまだ早いと思われる年代の出席者で

はあるが、中には話のポイン トにいちいち頷き、真剣に

メモを取るなど、熱心に耳を傾ける姿が見受けられた。

第二部の懇親会は、篠り|1恒力顧1円 (高 2)″)乾 l lNの 音

頭でスター ト[会場には、ふるさと編んの二つの蔵元か

ら取 り寄せた才ゴ西やワインも振る舞われ、懇親の場の盛

り Lげに貢献 ク、しぶりの再会を喜び合い、近況を交歓

したり、友の消′日、を尋ねたり、あちこちで賑やかな同窓

の輪が広がった。途中から|ま、古替えを終えられた天神

亭きよ美さん t)加わり、交流の輪が ‐
層広がった.

象親会 t)佳境に人り、真水道了さ/レ (高 10)。 山田俊

治氏 (高 14)が先導して 「佐渡おけさ=の踊 りの輪が

会場一杯に広がり、やがて校歌・応援歌が会場に響き渡

る中、最後は、鈴木多喜男顧問 (高 4)σ)中締めで散会.

参加者には、第60回記念大会の記念1鴇 として、国の登

録有形文化財である母校の校FLlと 校歌が吊1られたクリア

ファイルや、校章 (長上の校章と併せ)が東1繍 されたバ

ンダすが配られ、出席者は大事そうに抱えながら再会を

約して会場を後にしたc

平成29年 6月 3日 (土)於 ホテル グランドパレス

収入の部 (1日立 :円 ) 支出の部 (単位 :円 )

∝ 費 (88名 ×8,000111)   704000

②会員寄付金 鮪志)       46000
③同窓会本部祝儀         80.000
①伊藤五泉市長          10.000

①懇親会費            669,162
②請頴蘭謝ネL他                  55,400

③Fpl窓会本部対応費         59,328
①通信費              51,248
⑤諸雑費              97,035

‖又 メ、 
“

全 言+             840,000 支 出 合 計      932,173
一ヽ %覇卜から補迪真            92、 173

総 言卜                    932,173 総 言卜                     932.173

欄Ｗ暉ユ県鵬
轟

ん

ｏ
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一 凩夢77箭策雪窪藁扁県立村松松高等学校 枷漏県正TT僣局春層

了稀鴨県立村松胃尋髪
髪

荒木快英同窓会長 金子鶴男東京同窓会長伊藤勝美五泉市長 渡辺欣彦校長



来 賓・他 (18名 ) 高 校 (21名 ) 校 (20名 ) 校 (25名 ) 高 校 (14名 )

講 師 生島 清身 様

同窓会本部会長

荒木 快英 様 (高 4)

同窓会本部副会長

浅田 光雄 様 (高 20)

滝沢 義則 様 (高 22)

同窓会本部事務局

熊倉 洋子様 (高 20)

熊倉 富美子様 (高 20)

酒井 力日代子様 (高 20)

同窓会五泉会会長

日高 太郎 様 (高 14)

村松高校 後援会長

五泉市長

伊藤 勝美 様

村松高校 校長

渡辺 欣彦 様

長岡工業高校 同窓会

東京支部長樋口 昭 様

副支部長 原  勝英 様

事務局長 大関 稔 様

統括理事 金井 博光 様

統括監事 片桐 謙― 様

理 事 山川 昭男 様

理 事 川村吾― 様

賛助会員

小倉 和助 様

02

03

篠川 恒夫

渡辺 八郎

04 鈴木多喜男

04 梶屋 庄佑

04 辻川  登

05 金子 鶴男

05 山崎 豊吉

07 宮川 裕皓

07 加藤 喜七

〇8 鈴木 輝雄

08 高地  彰

08 塚田  勝

08 木村 孝子

08 波多ミサエ

08 岡部 ユキ

08 山西愈佐子

08 久我 マキ

08 山崎 輝雄

08 片柳 ムツ

08  不層ム亘:鳥矢日本支

08 吉井  清

09 石黒 四郎

09 増田 訓英

10 大橋 貞夫

可O 宮沢 正由

10 真水 道子

¬O 小島 典子

佐藤  赳

¬2 近藤 洋輝

¬2 高岡五百子

可2 徳永 道子

12 桑原  トム

12 今井 英雄

12 安部  買

¬3 小黒 雅晴

13 金子 健二

14 石黒 勝夫

14 斎藤 正克

14 山田 俊治

14 横溝美恵子

14 猪 口 成吾

5

5

鈴木 長五

高岡 光夫

郡司 正大

17 黒井登起雄

¬7 佐藤み どり

17 前田 悦子

可7 斎藤  豊

¬8 斎藤 正義

18 青木 敏和

可8 笠原 静夫

18 川名ハル ミ

可8 岩野ハナエ

18 石井 清昭

18 三室 茂和

18 江口 浩市

18 大原 百合

可8 渡辺ひろえ

18 田中 弘子

18 須佐 信彦

18 松村 テル

¬8 五十嵐 力

18 高岡 英治

18 佐藤 洋子

1 9  イ左藤  矢ロイ申

19 石黒 久七

20

20

20

清和

慶子

紀子

22 平山 誠―

22  F可 音Fモ ヨ子

22 松澤 綾子

22 大橋 利光

22 吉井  修

22 笠原 和夫

22 山田 俊治

22 難波 幸博

22 柴野 暢夫

22 久保 俊栄

25 林  信子

席者合計 98

井

部

宅

石

阿

一二

東 京 同 窓 会  第 60回 記 念 大 会 出席 者 名

於 ホテル・グランドパレス 3F「白 樺」  平成29年 6月 3日

上は篠川恒夫顧間の乾杯音頭

右のテーブルは長岡工業の皆さん。

奥は出番を待つ各委員長

県立村|

生島清身さんの倉1作 落語講演



ご 挨 拶

村松高等学校 校長 渡辺 欣彦

・パ

一

一

該

新イliあ 1す ましておめでとうございます=lpl窓会の皆

様にlt、 お元気に力iし い年をお迎えのことと存 じます
=

口頃から松高の教育活動にご理解 とご支援を賜 り、心

より感謝中し上げます.また、日午年の東京同窓会第 6

01百 1記念大会では大変お世話にな り、誠にありが とう

ございましたcお陰様で楽 しくi畳 ごさせていただきま

した。同時に、皆様が松高をこよなく愛 しながら、故

郷を離れて活躍 されていることに感銘を受けました
=

そ して、松高の一九ヽヤ)充展のたず)に粉骨砕身 していか

なければならないとい う思いを改マ)て 感 じました。最

初に、今年度の松高の様子を幸‖|IFさ せていただきます〔

松高では、「分かる授業の実践」
~キ

ャリア教育の充実J

に力を人れて取 り組んでいます: 分かる授業の実践」

では、 1イ 11生の英語・数学 と2年生の数学で、 1ク ラ

スを
ゝ
|た 分にして 11+1で 国の行き届く少ブ、数授業を行っ

ていま司1,ま た、各学年の教室には司窓会から寄付 し

ていただいた電了‐黒板が設置 されていま十ノ)で、写真

や動世Iを使 うなどして分か りやすい授業を行つていま

す。 さらに、電了‐ll板同様、同窓会から寄千ヽ「していた

だいたエアコン t)普通教室に完備 されていま+71で、

授業は勿論のこと進学指導や就職指導などで、夏で t,

快適に学習することができます.

「キャリア教育の充実上では、
~人一人の進路希望

が達成できるよう、 1年生 |ま職場 。L級学校見学 (7

月 2611)、 2年生はインターンシップ (夏季休業中3

日1出 |)・ マナー講習 (12月 )、 3年生|ま五泉市合同企

業説明会 (6月 21日 、本校会場)。 面接指導 (7月 以

降)と い うように、 3年間を通 して計画的にキャリア

教育を行つています。現 3年生の進路状況 |ま 、昨年度

は大学進学者がいなかつたのですが、今年度 |ま 4年市1

大学に 5人、気I期 大学に2人進学する予定です[ま た、

9月 末||、午点の就職内定率は 89.3%(H乍年度 |ま 67
2%))で近隣の高校の中でt)1番の内定率 となつてい

ます.

6月 7日 に行われた体育祭では、晴天に t)恵 まれ地

域の方からもたくさん来ていただき大変盛 り上が りま

した。昨年度まではクラス対わtだつたのですが、今年

度は各学年を縦害1り にした 3軍で競技を行い、 3年生

が リーダーシップ
.を

発揮 して、 1・ 2年生を L手 くま

とめ上げていました。

部活Ijlで は、野球部は、 10人 とい う少人数で非常

にまとまりのあるチームで期待 していたのですが、甲

子園に向けた県予選では、残念ながら 1回戦で新発田

高校に惜敗 しました。運動部では他に、バスケットボ

ール部・サッカー部・バ ドミン トン部を中心に、毎 日

練習に励んでいます.

文化部では、インター

アク ト部は、日乍イけ吏は

広島で開催 された全国

高等学校総合文化祭に

出場 しましたが、今年

1虻 |ま 、毎月地域の催 し

物や老人ホームなどの

施設十二出かけて地域との交流を図つてお り、地域の方

から iり 大変感謝されています.ま た、8月 20日 に新

瀧で開催された同窓会総会で演奏を披露 した吹奏楽部

|ま 、今年度うヽら吉「に早格 して、少人数ではありますが

顧間の先生の指導を受 |:な がら、毎 日 ^生懸命練習を

しています.次に、今年ltつ新たな取 り組みとして、

毎月 1回その月の学1交 行 ',を 中心に判11集 した 「松城健

児だより」を中学生向けに作成 して tヽ ます: この PIく

誌 |よ 、松高HPに もアッフし、五泉市1旬 の4学校 (本 1ヽ

松桜・五泉・五泉北 。川東)、 五泉市役所、村松支所、

上泉図書館、五泉市総合会館などにも置かせてもらい、

本校の教育活動について積極的にPRしています。

次に、日午年 7月 6日 に公表された 「県立学校等 ||「編

整備計画Jについてです。松高の平成 30年度募集学

級 |ま 、 1学級減の 2学級 となりました.,私 として |ま想

定クトだったわけですが、県教育委員会は募集学級を決

めるに・ 1た つて志願者数を重要視 していますので、現

1学年の′志願者数が大中語に減少 したことが、今回の募

集学級 1)1支 につながつたのではないか、と考えていま

すc参考までに、県教育委員会は望 ましい学校規模を

1学年当た り4～ 8学級 としていますが、実際には、

県立高校は81校 (中等教育学校 6校除く)あるので

すが、平成 32年度までに 4学級未満の学校が 32
校 。約 40ツ)と なる予定です=募集学級が 1減になっ

たとして t)、 松高の存続をかけて引き続き本校の特色

ある教育活動について積極的にPRしていくことが重

要であると考えています。

最後に、「乍年 9月 、同窓会からの寄付により、本校

の正面玄関自iに 「誠を尽 くし、志をたて、必ず実行す

るJと 書かれた懸垂幕を掲げました。松高HPの トッ

プ画面からも見ることができますcこの松城精神を確

実に受け継ぎ、松高を母校として、心から愛 し、「誇 り

を胸に」活躍 してくれる有為な人材の育成に今後 とも

努めてまい りたいと考えてお ります。

今後 とも、母校・松高の教育活動にご理解 とご支援

をいただきますようお願い中し上げまして、新年のご

挨拶 とさせていただきます。



平成 29年 村松高等学校の本部同窓会総会に出席 して

1`4b文 29平嘆母校同窓会の本部総会が、昨年 8月 20
国 ILに 、午後4時から総 のゝ害1烹 「力1龍 |二おいて開催

業京同窓会からは、金子鶴男会長、古井清副会長兼事

薦局長、山崎輝雄副会長、石黒四郎副会長、大橋貞夫副

会長ほか 10人が出席し、1刊 午十二なtヽ出席者数となる。

上は荒木同窓会長

はじめに、本部の荒木際英会長の1甘夢があり、「松高を

存続発展させるための署名1舌動_|ま現在約 1万 5千‐名の

協力を頂いている「母校を栄光ある学校によみがえらせ

るため、「松高を連携型中高 一貫校にJと 「松高を存続さ

せる7~●動Jを一体にして努力していくc母校をこt71地域

になくてはならぬ学校として、各位にも引き続きご協力

を頂きたい。

金了会長からは、総会に出席する自年に有′ふ6人が篇鴨

県政記念館を見学し、1目指定重要文イリオの県議会旧議事

堂を興味深く見てきたが、県政の歴史認識を新たにする

ことが出来、大変勉強になつたc

続いて6月 3日 に開催した第 60口記念大会の報告と、

60回を祝 して作った記念品等の説明があつた.また、

天神亭きよ美さんの創作落語の言舌は、年配者にとつてIF

常にためになったとの感想があり、第 61同大会も面白

い請話を予定しているので、多くの方々のご参加をよろ

しく周願い致したいと挨拶。

藝 巫 轟 事 |||‐   :

渡辺欣彦校長より松高のIFL鮮腱告とさらに、「分かる授

業の実践J「キャリア教育の充実Jに一層力を入れていく。

また、士υ或との交流を図り、月 1回の「松城健児だよりJ

を各方面に配布し、HPに t,ア ップしている.今後とも松

高存続のために、特色ある教育活動を積極的に PRして

いくと表明c

今年、出来立ての女子吹奏楽部員による演奏

),

占

羹i多・:鋼
●  ヽ

来賓各位のテーブル



北大ボプラ並木のルーツ

札幌松城会会員 望田 武司 (高 14回 )

北海道大学情内には連 ロポブラ並本を見ようと観光客

が訪れているが、このポプラ並木は観光のために植えら

れたものではない.当時の札幌農学校の広い農地を区分

するために、農道

に植えられたもの

である. しかし枝

が垂直に上に向か

つて伸びるポプラ

は風情のある木、

それが連なつたポ

プラ並本は、牧歌

的な北海道のイメ

―ジとオーバーラップt、 いまでも北大構内を訪れる本

州の観光客は、必ずポブラ並木まで足を延ばす名所とな

つている。

実はポプラは北海道自生の本ではない。外来種であるこ

誰が持ち込んだのだろうかc

ここから物語は始まる3

明治時代、「佐 々城家 J

という格式の高い家に生ま

れた信子 (写真右)は、当

F」 としては珍しく進んでい

る女の子というか、とんで

る女で、家の中に閉じこも

つている “大和なで しこ"

ではなかった。

16歳の時、国本田独歩

という小説を書く男と知り合い、この男と一緒になりた

いというcこれに対し親は猛反対、氏素性 t)よ くわから

ないうえ、まだ売れてもいない “へなちょこ貧乏物書き"

と一緒になるのはけしからんという親の意向に逆らつて、

伸子は国本田独歩と一緒になる.

ところが独歩と信子の生活は、親が′心配していた通 り

うまくいかなかつた。極貧の生活に悲鳴を上げて、信子

はわずか 5か月で実家に戻つてきた。

こういう出戻 りの娘がいるのは家の恥である。佐々城

家は親族会議を開いて、信子の弟がキリス ト教を通じて

知 り合った友人の兄に嫁がせることになつたc信子はも

はや親のいいなりになるしかなかつた。

札幌農学校を卒業 した男は信子と婚約 したあと、農務

省の海外派遣農業実習生に合格 し、先に単身シカゴに着

いた。このあと横浜から日本郵船の鎌倉丸に乗ってアメ

リカに向かつた信子は、こともあろうに長き洵合旅の間に

鎌倉丸の事務長とできてしまった。信子をのせた鎌倉丸

はシア トルに着くが、信子はアメリカの上を踏まず、U

ターンして日本に戻り事務長と一緒になる.

あれれ、この話 どこかで聞いたか読んだことがある、

という方も多いと思われる。それもその|ま ず、有島武郎

の名作 「或る女」とは佐々城信子のことである[佐々城

信子は草月葉子、男は本村貞一として描かれているこ

この船旅には、たまたま後に鳩山一郎の母となる鳩山

春子が同乗 していた。春了|ま船内で人目はばかることな

く事務長と手をつなぎ、チュウチュウしていた信子を大

和撫子の恥であると糸LI弾する3後に共立女子大学の前身

となる学校を倉1立 して、三従の教え (女 |ま嫁せず して父

に従い、嫁 して夫に従い、夫死 して子に従 う)をモット

ーに、謙虚でつつましい良妻賢母を出に出す教育を行お

うとする春子にとつて、信子の言動は見て見ぬふ りする

ことはできなかったのであろう
=

帰国後雑誌にこの “とんでる女"を批半1し て、当時大

いに話題になったという= じつ|ま草月葉子に扮する佐々

城信子に袖にされたあわれな木村貞一こそ、札幌農学校

二代目校長・森源三の長男・森広であった。この森広が、

札幌農学校にポブラを送つた男であるc

森源三は長岡藩 (新潟県)の藩士であるっその長岡藩

が成辰戦争で北越路を東上して、怒涛の如く攻めてくる

新政府軍に対し、和睦を申し入れたのが家老の河井継之

助だった。内戦は第 3国に侵略の国実を与えるだけだと

幕府に進言するなど、小藩ながら中央にまでその名を知

られた名家老である。 (写真左側 )

河井継之助は長岡の隣の小千谷の慈眼寺で、新政府軍

の先陣軍監で、二回りも違 う23歳の岩村精十郎 (土佐

藩士 :右側)と 会談する。

年下の岩村を丁重に迎えた河井は 「長岡藩は恭順する、

隣の会津藩を説得 したいJと 和睦を申し入れるcこれに

対し岩村は時間稼ぎだとして相手にせず、「朝敵だ、朝敵

だ」とののしるばかり、河井は席を立とうとする岩村の

袖を引いてまでして懇願するが、岩村は振 り払つて姿を

消す。これで長岡の運命は決まったc

長岡の町は火の海となり、長岡城は落城するc河井は

Iθ



最前線で

'li政

年〒軍と戦 う

t)銃 ヴトを受 |十 て負傷し、

ま1,な (|:むビ■
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とき長 .11:5主 |ま 、このま

までiti・「,卜家 |まお家断絶

=な
:り 、家族の命が危な

とヽして河井継之ワ」と縁

のある森源三 (写真)に 対
‐

し、継之助の母や妻千をiビれ

この森源三に、ロモ1■ 1ヽを

力者、 旧1石 1111■ ■ F:|「 |■

―́:=」 し ,イ、  ‐―

=し
■した ',ti新政府の実

|三

=春
士)である.黒円は

幕‖(li til三 二:::'■
~rfミ

京 1と ともにオリLを 並べた間

li rl ′t :=≡ it=i:長 争√)時、敵の大将榎本武揚の

責全[riを 三二十なと、イ「能な人材を受け人れる度量を

`キ

う
´
〔 tヽ

ril:liを It F‐ させ、|り 1治 9年札幌農学校開校のとき事

lt,こ ヒたった森源三は、クラーク博士の下で仕事をした

1た 、 2代 日の農学校校長にまで出世 し、新渡戸稲造や

内付鑑 iら に直接卒業証書を手渡す |:場 になった
=

また1月 治 14年わjめ てIL幌 を行幸されたり1治 天皇に、

札1幌農学校をご案内する栄誉に浴するcl颯敵と言われた

長岡藩 |:が天阜を直接ご案内する、森源三はこれで朝敵

の汚名を1青 らすことができたと感激する。

森源 iが事務長となってクラーク博十をi型 えた午に長

男広|ま
/liま れる_

札幌農学校を出たあと農務省の農業Tfl itギ 生としてシカ

ゴに渡 り、妻 となる佐々城信子を迎えることになるが、

結果的にコケにされた形となる1女に袖を振られた哀れ

な男として描かれた森広の実像|ま、全くそうではなかっ

たようだ

森広|ま 体育の時間に足を折って障害者となり、前途に

希望を失いかけていた時、キリス ト教に出会う=本L幌 で

はクラーク博士の薫陶を受けた新渡戸稲造らが卒業して、

次第に札幌を離れるにつれて、キリスト教が ‐時廃れか

けていた時期もあつたが、森広|ま クラーク博 |]の 火を消

すなと、札幌独市基督教会の日曜学校の校長として灯を

燃や しつづけ、この影響で、友人の有島武郎なども教会

に出入りするようになった。

また ―時札幌バンドに背を向けていた内本寸鑑三を説得

して、卜L幌 に足を向かせた.こ のようにクラーク博士が

本L幌農学校に迎えられたとき、オギャーと生まれた森広

は、敬虔なクリスチャンになつてクラークの中し子のよ

うにキリス ト教の布教につとめた
=

有島武郎 L森広は本L幌農学校の同期生で親友で t)あ り、

有島|まアメリカで傷心の森と会っている:

そして破談話に及んだ時、森は思わずさめざめと泣い

たとい う=親女をi迎 えてあふれてしまった涙だろうか、

慰めようtDな い1戻 だつたという。有島はこれをヒン トに
~或

/~l女_を書いた: しかし森広は痛手から再起する.

その再起に大きな力を貸したσ)が、遅 しい成長力をみ

なぎらせてそそり立つホブラではなかったのかと研究者

は言 う。ボブラを本L幌農
rF校

に送ったのは婚約者に去ら

れたからのことであった.

これを受け取ったのが農場責任者の南鷹次郎 (後 の 2

代日北大総長)で、南の指示で農道に並木のように植え

られたc

森広はポブラの li本を農学校だけでなく、札幌の友人

にt)送つている.「俺|ま くじけていないよ、真っすぐ伸び

ているポブラのように元気だよ」、と伝えたかったのだろ

うか=悲劇の森広を励ましたホブラは、今日でも多くの

観光客の日を楽しめせている。

ちなみに長岡藩には河井継之助の他に、もう一人同J腕

で知られた山本帯刀という家老がいた.山 本は戦闘の最

中に捕えられるが、恭順すれば命を助けるという新政府

下の中出に「わが殿から|ま戦えという命令は受けている

が、降伏せ `よ という命令は受けていないJと |「否 し、阿

賀野川の河原で斬 肖されて露と消える。

二人の家老は戦争の責任を一身に負わされてお家断絶

となるが、後に再興して跡を判れ だヽのが、|ぼ井家 |ま養子

に入つた森源 1の ′宝、子であり、山本家は同じく養子の山

本五十六であった。

北大構内の農道に植えられたポブラ並本の糸を手繰る

と、いろいろな物語と歴史があったし農学校卒業記念写真 :明 治 35年



インドネシア回想録

武藤 達家 (高 19回 )

昨年 (2017年)6月 思いがけず、インドネシア勤

務時代の環境チームのリーダーから臨 舌が掛かつて来た。

ニューオリンズから東京に出張で来たとのこと。日本の

かつての L司に連絡を取り、急返、東京駅の近くで昼食

を共にしたc昔話にしばし花が咲く。77歳、76歳 (リ

ーダー)それに私は69歳である。あれからずいぶんと

お互いに年を取つたものである。その後、仙台に行く機

会があり当時の副社長兼製錬所長御夫妻にお会いした.

インドネシアで共に修羅場を駆け抜けてきた L司である3

ここでも当時を懐かしく語ることができた。2年に1度、

グレシック銅製錬所のOB会が東京である。昨年はその

年に当たる。

記憶は遥か23年前まで遡る。私は1995年 2月 19
日、 」L725便ジャカルタ行の機内にいた。インドネ

シア初の銅製錬所を建設するということで視察団の一員

として参加していた。訪問先はパー トナーである、フリ

ーボー トインドネシア社 (以後PTFIと 称す。本社は

米国、インドネシアのイリアンジャヤ州に巨大な銅鉱山

を所有)である。空港に近づくと、緑の大地に茶色く濁

つた大きな川がうねり、河日付近も広く濁っていた.海
岸線には塩田が数多く観られるのが印象的であったcス
カルノ・ハッタ空港に降り立つと、灼熱の太陽が降り注

ぎ、独特の臭いが鼻をつく。空港に入ると大勢の人の群

れが日に入つてくる。喧喚と渋滞の中を、PTFI社に

向かう。挨拶を交わしたのち、歓迎会に臨んだ。そこで

これから ―緒に仕事をする、フリーポー ト社 (以後FP
と称す)のメンバーを紹介された。翌日は我々 (三菱マ

テリアル社、以後NIIMCと 称す。)の代表がインドネシア

政府 (工業省)に行き、プロジェクトの概要を説明して

いる。ジャカルタはインドネシア (当 ＼ヽ 口は1.8億
人)の首都であり人口は約 2千万人と言われていた。翌

日は国内線でインドネシア第 2の都市スラバヤ (人 口約

300万人)に移動。自動車、バイクの渋滞する道路の

中央線上を、白バイの先導でサイレンを鳴らしながら、

信号無視で走る光景を見て気が引ける思いをした。農村

地帯を抜けて現地グレシックに到着。大きな国営肥料工

場の大会議室で大勢の関係者を前に我々のプロジェクト

概要が説明された。製錬所で生産される硫酸は肥料の原

料としてここに送られる予定である。我々のサイ トは肥

料工場に隣接し、海岸にマングローブの林がある以外は

何もない野原であつた。あちらこちらでヤギの群れがの

んびり草を食んでいたc

インドネシア政府から環境許認可を一日でも早く取得

するため、 3月 15日 から月末まで必要書類の準備がP

TFI社の会議室で行われた。実は何を隠そう、私が英

語に関して 「聞けない、しゃべれないJこ とは、先の会

合で既に証明済みである。上司は 「三菱連続製鋼法Jを

技術導入したキッドクリーク銅製錬所 (カ ナダ)出身で

英国育ちのスウィーティン氏を通訳として同行させた。

日本語はあいさつ程度 しか話せない。この先どうなるか

と不安を感 じたものである,メ ンバー|ま FP社の取締役

ジムがリーダー、環境課長のCJ・ ドウワラン、 (以上米

国人)PTFIか ら畠1社長のサン トン、 グラスベルグ鉱

山出身のサレー (以上イン ドネシアノ0、 RヽICIまサブリ

ーダの春日環境部長 (今回は欠席)それに私と、通訳の

スウィーティンである。そして作業のまとめ役は環境コ

ンサルタン ト会社社長のカール (ドイツ人)と 部下のリ

ディア (イ ンドネシア人)で構成されていた。朝 9時か

ら夕方 5時までホワイ トボー ドを見つめ苦痛に満ちた長

い一日が始まるc時々スウィーティンに、私が質問され

ていると言われ、その内容の説明を受けて答えるc昼食

は洋食、中華、メキシカンと日替わりで近くのレス トラ

ンに出掛け、雑談して帰る=夕方 5時過ぎホテルに帰り、

夕食を早々に済ませ、スウィーティンの部屋に行く。彼

のメモを見ながら、今 回一日の会議をレビューしてもら

い、自室に戻り日報に仕上|ず ビジネスセンターで東京本

社ヘファックスを送る=寝るの|まいつも 1時頃となる.

毎朝、日の出とともに街のあちこちから拡声器で聞かさ

れるイスラムのお経、コーランで起こされ、慣れるまで

寝不足が続いた。毎朝 6時 (日 本時間8時)に決まつて

日本の上司からファックスを見て質問の電話が入るcこ
の日寺ほど2日寺間の日寺差が限めしく思つたことはなかつた。

lllから晩まで英語漬けの 15日 間を終えたときには、ほつ

とした.しかしこの先は不安でもあつた。その後、サブ

リーダーの春 日部長 (英語も、インドネシア語も堪能)

が加わり、私はカバン持ちとして作業に力日わることにな

つた。部長と私は最終ブレゼンテーション (1995年
12月 8日 、環境省にて)までジャカルタ 。ヒル トンホ

テルを定宿とし、少なくともどちら力ヽ まジャカルタに留

まるようにした。コンサルタントとして男」途、現地スラ

バヤのアイルランガ大学のハーミヤン教授 (法律り 、ム

コノ博士 (医り が加わつた。我々のプロジェクトは環

境省がメインとなり工業省との合同で審査が進められた。

本プロジェク トは香り|1県にある直島銅製錬所がモデルと

なっていたため、環境省や工業省のお役人達を直島に案

内し、町役場、漁業組合の協力を得て、銅製錬の理解を

深めて頂いた。日本を更によく理解して頂くため、東京、

大阪、京都の観光も組み込まれていた。食事は特に調味

料といえども豚肉の入らない、アルコール分が含まれな

いハラール食品を食べて頂き、一日5回のお祈 りの場所、

時間に気を遣った。最終のプレゼンテーションまで、ジ

ャカルタ中央政府、ジャワ州政府、グレシック郡庁舎で

幾度となく説明会が開かれ、何日寺まで続くのかと心酉己し

たものだ。この問本社からは何時になつたら許認可がも

らえるのかと、矢のような催促が来る。辛抱の甲斐があ

12
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りた。戦前までノ、勺を食べて

たヽI‖ :ケ i:、 今は法律で禁 11さ れている |[[な 1簡資をす

ることが出来た。

1996年 6月 27日 |、「でインドネシア l・l製錬社 (以

後PTSCと 称す)技術・喘t境占「 7/辞令を受け取った.

建設チームでの役害||まワ :コ セス屋として硫酸 li場、ツト水

処理性り場げ)建設・立ち 111ドを担当することになつた。 7
月にノ、ろと建設工事が始 tり 、 7月 10日 、会社設立の

バーテ ィーがジャカルタで経済産業省ユ ドヨノ大臣夫妻

をキ賓にその他来賓多数参加の下、イン ドネシアの儀式

に従い厳粛に挙行された. 12日 はスラバヤ十二移動し現

地で トゥンキーエ業大臣をJi賓に招き、ジャワ州知事他

多数来客が参列する中、 lL i式が挙行された[その後本

格的に建設工事が進められた

1997イ 1110月 6口 現地に正式赴任し、イン ドネシ

アで住民票を得て、再び建設工事に参加 したt, 1998
年 2月 頃から設備の引き渡し、立ち上げテストが続き、

lllく 4月 14ロ アノー ドll製炉の火入れ式を迎えた.

その後の試験操業が続く中、計 1ン ることのできない事

件が lnLき た. 1998年 5月 、ジャカルタで民主化運動

ブランバナン (ヒ ンズー教世界遺産)を訪ねて

が盛んになり、あつという間にイン ドネシア全土に広が

つた。スラバヤで 1)、 デモ隊が暴徒化し、街には軍1隊、

戦車が出動されるに至った。 5月 18H、 日本領事館は

緊急にバスを準備し、日本人のバ リ避難を開始した。我々

の家族、出張者はバリに馴 し、そのまま帰国している,

翌 19日 、ジャカルタ本社、スラバヤ現地の 10名 ほど

はホテルで待機 し、私は日本人スタッフ6名 を連れて、

混舌Lの 中スラバヤ空港にイfき 、バリに避難した。 ‐時は

軍隊がスハル ト派、反スハル ト派に分裂 し内戦の様相|を

呈し、不安はT~1、1に達した. 21ロ スハル ト大統領の辞

任で暴動は収束し、23日 私達 t)ス ラバヤに戻 り、工場

は十い焼き討ち略年等の被害を免れ、試験操業を再開す

ることが出来たぃ

1999イ1111月 1日 、試験操業を漸く終了c ll月
16口 、MMC社 長他来賓多数出席の中、晴れて竣工式

を迎えることが出来たc思えば長くて苦しい道のりであ

った:立ち Lげ・試験操業は筆高
‐
に

'ヽ

くし難く、現場に

1主 1自 まりすることt)し ばしばであった.責任の重さと不

安で眠オ■ない日々()あつたcこれまで1旨導、支援を頂い

た多くの日本ブ、、イン ドネシア人はじめ世界各地の関係

者の皆様に′とヽから感謝中し上げたい]

長かったイン ドネシア生活も、 2002年 9月 12日

事務所の玄関で見送りを受け、りi引 Jの途に就いた. 19
95年 2月 19日 から数えて出張ベースも含め 7年半、

多くの経験をさせて頂き、多くの人達に支えられたイン

ドネシア生活 t)終わりを告げた
=

我々の銅製錬所建設で従業員約 500名他協力会社を

含め約 1000夕 |の雇用を創成 し、年 占120万 トンの国

内初の電気銅を生Fこ その後年間 30万 トンに増産され

ている.これを機に日本の銅電線メーカーがジャカルタ

近郊に工場を建設する等、我々はイン ドネシア経済の発

展に大いに貢献することが出来たぃ近年イン ドネシアと

の技術交流が需んになり、日付は 一日乍年と現地で教育し

た部下達が出張で日本を訪れ、立派に成長した姿を見せ、

流暢な英語でブレゼンテーションするのを聴きながら2

2イ 11前に思いを,馳せる私がいた.

秘書Ms Novaの結婚式にて

(可 999年 1月 24日 )(1997年 ¬2月 27日 )

lθ



工学的に視 る “さざれ石 "

【プロローグ】

村松高等学校は、明治 44(1911)年に旧制村松中学校

として創立し、羽戎 23(2011)年に創立百周年を迎え、

今、百六年の歴史と伝統を誇つています。私は、耕鳥国体、

新潟地震、東京オリンピックなどがあつた翌年の昭和 40

(1965)年 3月 に卒業し、早くも52年の月日が経ちまし

た。〕専 直後の4月 には、倉」立 50周年と当時の新体育館

落成の記念式典があり、2日 目には、串田孫一、森恭二の

各氏による特別講演がイ1・われたことを思い出しますЭ卒業

後の私は、一昨年 (2016年)3月 まで、「セメントコンク

リートに関する製造技術およびIミ(性の研究Jな どを主

体に、45年間にわたり大学教育とともに、研究室の学生と

一緒に実験研究にも取り組んできましたこ

【コンクリー トとは?】

コンクリートは、『Con‐ cea"』 を語源とし、『骨材を結

合してできる新しい複合材料』のことで、「セメントコン

クリー トJ「アスファル トコンクリー トJおよび「プラスチ

ックコンクリー トJがあります。セメントペースト (セメ

ント糊)を使つて議六 (岩石を破砕して細分したもの)を

結合した 「セメントコンクリー ト」が代表的なものです。

主に建設材料として多様な社会基盤構造物 (橋など)に利

用されています。「アスファル トコンクリー ト (アスファ

ル ト平膀Jで骨材を結合)Jも道路舗装などの建設材料に利

用されています。また、高分子材料の重合によつて骨材を

結合した「プラスチックコンクリー トJも あり、これらの

製品 (コ ップ、ボーノバ ン、食品ケースなどの日用品のほ

か、今哉庫、洗濯機はじめ電化製品や自動車部品などの工

場製品など)は、私たちの身の回りに浴れ返つており、重

要な生活道具になつています3

【さざれ石と石灰岩】
「さざれ 係田)石Jは、「君が代Jの歌詞に『君が代は、

千代に人千代に、さざれ石の巌 (いわお)と なりて、苔の

むすまで』と詠まれていますので、皆様ご存知と′思いま九

戦後生まれの私には、小、中学生さらに高校生の時期に、

入学式、卒業式などで何回も歌つていますが、「さざねノ～J

「石の～巌となりて～～Jと切り離して歌い、毎回、音楽

の先生に叱られた (注意された)覚えがあります。当時、

『「さSMJは 何か ?』 の解り易い説明がなかったこと

によるものと思つています 徹明があつても私が聞いてな

かつた ?)。 この「君が代Jの歌詞の出典は、「古今和歌集J

の『我が君は、千代に八千代に …………』とも云われ、現在

の歌詞と完全に一致していません。和歌としての出典と文

学的解釈、昭和 30(1950)年代からの学校現場における

国歌論争などは、私の理解と知識があまりにも浅く、狭い

ために指し控えます。ここでは、「工学的に視る “さざれ

黒井 登起雄 (高 17回 )

石"」 について記述しますので、正しく“さざォ1,石'を理解

して下さい。「さざれ石Jは、学術的に『石灰質角礫岩』と

称し、『石灰石が長い年月を経る間に雨水により溶け出し、

溶け出した粘着力の強い平L状のカルシウムが小石間の空

隙を埋めて、大気中の二酸化炭素 (炭酸ガス)と 反応して

石灰化 帳酸カルシウムに変化)したもの』と云われてい

ます.この反応が一個一個の小石を結び付け、次第に大き

な小石の固結・塊状化へと成長していきます。これは、石

灰岩をコ戒分とするセメントベースト (セ メント糊)で骨

材 (砕石などの細かい石)を固化する反応と同じ現象で、

同類とみなせますtしかし、近代 (約百余年前)に開発さ

れたセメントコンクリー トは、より強い構造材料に改善さ

れ、進化しています (現在では、150A/1p以上の超高強度

コンクリートも製造できまつ cわが国の「さざれ石」は、

キ製 県と岐阜県に連なる伊吹山系の春日村 (現在の揖斐川

町)の谷間の渓流で見つけられ、前述の和歌が詠まれたと

云われています。揖コ |1町には、国歌「君が代Jに由来す

る天然記念物の日最 (き ょがん)の 「さざれ石J力 あ`りま

す (私は、まだ観ていませんが !)。 私が観た「さざれ石J

は、上記写真の4ヶ所だけです。「さざれ石Jは、昭和 36

(1961)年 に揖斐川町で発見され、伊勢神宮の内宮、外宮、

明治神宮、神田明神、鶴岡人幡官など、全国の多くの神社

にも納められましたので、誰でも見ることができます。新

潟県、埼玉県に「さざれ石Jが奉納されている力ヽま、「?」

です 解百かめたいものです !)。 なお、わが国の石灰岩産地

は、葛生地域の鉱山 (栃木県)、 武甲鉱山 崎玉県)など日

本各地に40ヶ所弱があり、暖 P同が全国各地にあること

から、多さを理解できると思います。

【エピローグ】
「さざれ石」は、長い年月を経て創り出される小石の塊

であり、松高にも百年を超える教育の歴史の中で創り出さ

れた頑張りの精神を育む「伝統」があります。この『松城

の精神』を膨らませつつ、新しい時代の教育機関として発

展される松高を私ども卒業生は期待していますD
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春はあけぼの

鈴木長五 (高 15回 )

春|まあけばのcや うや う白くなりゆく、山ぎはすこし

あかりて、むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる.

この「枕草子」の冒頭は私にとつて|ま忘れられない強

いイメージで今も鮮やかな画像で頭に残つているこ特に

古典文学について興味があつたわけでもなければ、まし

て造詣などある筈もない自分がこれ |こ反応 したのは、文

中の空の情景描写であった=つまり自分の中にはあの情

景に即鳥■るだ|す の伏線があつたからである。

私|ま 」ヽ学生の頃から川釣りが大好きでよく行つていたこ

旧五泉市tF)西 で|まltむ夕日の能代り||が、東の方では早朝

早出川に架かるコ頭橋を渡ったすぐ向こう側を流れる天

正川が主な釣り場であつた。

束の方、夜明けと同時に自転車で善願橋へ向うのだが、

五泉の東の風景は、良く晴れた日には左に五頭山、右に

菅名岳の;稜線がはっきり見えて美しい。両山並みの裾端

が地平線の中央で交差し、その交点が作る逆三角形の下

方の頂点から上に向かつて空が明けてゆく。この情景こ

そがまさしく後に遭遇する事になるあの 「春はあけぼの

云々」の景色そのものであったc特に私が好きな箇所は

「むらさきだちたる雲の」の描写である。紫色はおそら

く雲の上側にできる日差しの影であろう。まだ日の光が

雲の下側から射している時間帯の影であり、真昼に見る

影は雲の下側に出る。ただ日本海側にある地元の空は完

全な晴天が少なくて、山の稜線も霞みがかつていること

が多く、スッキリと晴れた美しい朝の空に出会えたとき

は心から嬉 しかった。

こんな情景があの冒頭文を矢口つてからは、文と画像が

セットになり、自分だけの枕草子風景画としてしつかり

と脳に定着 した。但しそれはあくまで五泉で見る空の映

像であり、まだ高校生だった自分には京都で書かれた文

であることはまるで頭になく、後になつて初めて京の空

だつたことを思い知ることになるのである。

或る時、多分 50才前後位だつたかと思うが、私は暇に

まかせてテレビのチャンネルを適当に回していた時に、

不意に 「清少納言Jと いう言葉が耳に飛び込んできた。

懐かしさも手伝って、ちょっとの間じつとして聴いてみ

ると、どうやら枕草子の原文を某女陛の専門家が易しく

解説をする教養番組のようであった。途中からだったが、

その高説によれば、あの冒頭で言匝つているのは単に春の

あけぼのの情景だけではない。平安当時の貴族の一般的

生活習慣の形として 「通い婚」なるものがあり、あの情

景描写の裏には、一夜を過ごした夫との別れ際の場面が

隠されているのであると力、 従ってそれを読み解く事で

より文章の味わいが深まるというような内容であつたと

思う。それを聞いた日寺に、耳の奥でアッと声がしたよう

な衝撃を受けた。何故なら自分がそれまでに何十年も抱

き続けてきたあの空の風景画が、視覚的には同じ構図と

色彩でありながら、男女の別れ際にみる特別な情感の籠

つた異次元陛界に突如変貌してしまつたからである。

解説者の高説が果たして正解か否か ?な どは知る由も

なく、私はただ、あぁそうだったのかぁ、と改めて糸内得

するだけであつた。そして、今迄自分の思い描いていた

風景画が微妙に修正された情趣に変化して、ひとまず気

分は治まつた。が、実を言えばもう一つ。春あけばの、

と作者が断言したことに私は微かな疑間を持っていた。

先述のように、私の釣 り場通いの経験からも、早朝の

良く日青れた空は四季に拘わらず美しいものであるのに、

作者は何故特別に 「春Jを指定したのだろうか?であつ

た。それが夜を共にした男女の別れのシーンをそこに当

てはめて想像 してみると、やはり春夏秋冬の中ではあの

「春のあけばの」が最も相応しいとも思えるので、これ

も解説者の説明に成程ねと納得はした。しかし、五泉の

風景の中であのようなシーンを想像するには余 りにも不

自然で違和感があり、私の思つてきた風景にはまるでそ

ぐわない。やはり元のままの風景描写だけのイメージの

方が自分の好みには合つている。

それにしてもあの頃の自分には通い婚についての状況

がよく呑み込めていなかったと思い、少し調べてみた。

平安貴族の結婚が成立までに至る一般的刊慣を要約す

れば、最初は男性から女性に文 (ラ ブレター)を送る⇒

女畦の親が文から相手の身分その他を考慮して娘の相手

候補を絞 り込む⇒親の認めた相手に対して娘が応じる文

を送る⇒文のや り取りを重ねた後、何回かの簾 (すだれ)

越での面会⇒そこで意気投合すれば男性が女 l■の寝室に

忍び込む⇒三晩続けて通つてきたら結婚成立 。お祝い。

要はそこにはそれなりのノレールがあつたのた

げにモノをよく知らないという事は、上記のようにそれ

まで持ち続けていた固定観念が一変するほどの出来事を

引き起こすものであり、自分はその見本のような体験を

この枕草子を通して改めてしたと思つた。

また、最初から痛限なまでにキッパリと春の情景描写

を書いている他には何も言葉に残さないその奥に、本当

にあの解説者が言つたような別れの状況が隠されていた

とすれば、この表裏の違いこそが清少納言の、というよ

りも、自分が勝手に想像する遺伝子的に延々と今日まで

受け糸区がれてきた 「京女気質Jそのものではないの力、

更に言 うならば、京風文化特有の、本質を内に秘めて露

骨に表には顕さず、違った言い様で表現するといつたあ

る種の「したたかさJに対しても、私は心底恐れ入つた。

15



関東在住 高 18回生 20名、神田に集う

江口 浩市 (高 18回 )

昨年、 11並びの 11月 11日 11時、関東地域在

住の昭和 41年 3月 卒 (18回生)の 20名 が、神円

の居酒屋に集い、同期会を開催 した.

その契機 となつたのが、前午の 10月 、卒業 50年
と古希を記念 し、浜松町世界貿易センタービル 391砦

のレス トランレインボーで同期会を開催 したところ、

北海道や徳島、京都など遠方からの参加も含め約 50
名の同期が集まつた.幹事として、東京湾を見下ろす

眺望の良い会場を準備 したが、眺望を堪能してくれる

ことよりも、蛍雪の 3年間、卒後 50年の足跡を語 り

合う事で|1寺 1劃 が瞬く閾]に過ぎ、語 り尽せない思いでお

開きとなつてしまつた.

昨年 6月 の東京同窓会第 60回記念大会で再会 した

時、同期会開催の声が Lが り、今 可の開催につながつ

た t)の =た つぶ りと確保 したつ 1)り の 2時間半 1)短 く

感 じられるほど、今回も盛 り上がった同期会となつた
=

平成 30年も同期会を開催することを決めて散会 し

たが、 70歳の 18回生、まだまだ意気麻んである
=

■″‐‐~・

際 の数で寿命は決まる一丁人とのつなが

りが最高の健康法』

以前に読んだ本のタイ トノヒ

それによると、例えば、現役Fイミ、仕事 ―辺

倒だった人が、,鏃後は出掛けるところが少な

くなる。すると、だんだんと外に出掛けること

も億劫になる.いわゆる孤立してしまう。“孤

立はタバコを吸うよりも健康に悪い"と も。

同期会や同窓会は、懐かしい人にお会いでき

る陰 。出掛けやすいし、懐かしい話しなど共

通の言駆 も盛沢山cまた、元気t)も らえます。

人生 100年日計 、ヽお元気でビ!醍を |

編集子

胃がん手術体験記

高岡 光夫 (高 151亘 D

嫌いな食べものはないでしょう、良く問かれる。問か

れれば、食べものに好き嫌いがあるなんてぜいたくな、

と思 うほど胃腸に自イ言を持つていた
=

そんな私が平成 29イ 11の本先に、時々お腹がシクシク

することに気付いたcシクシク感は 5分 1玉 どで治った.

気付いた頃は、10日 に 1回位だった。それが 1週間に

1同になり、5日 に 11芝になつた。私はシクシク感を胃

の炎症か軽い胃潰瘍だろう、と思́っていたGかかりつけ

医に相談したところ内視鏡検査を勧められた。

5月 ド旬、胃カメラ検査を受 1す ることになつたc地元

の総合同坑での胃カメラ検査は、内科1/担当であった。

検査 |ま、|ま じめに麻酔入りの液体でうがいをした.ベッ

ドに横になり、「|う も 内視鏡の細い管を入れられた。検

査担Jlの若い医師が
~モ

ニター画面を見てて ドさいJと

説明しながら作業を進めた.映 し出された画面の中にお

できのようなものが見えた=医自「|ま
「胃がんですねJと

言つた。胃がんの宣告はこんな 1)のか、と思いつつ検査

は終わったc

検査後、私は内科から外科へ回された.外科で、胃が

んのステージΠで入院して胃の全摘手術になる、と説明

された。私の入院経験は、20代の虫Tl「 炎、50歳代の

胆嚢炎など4回あり、今度で 5巨 1日 となつた.

入院は、6月 15日 、手術は6月 20日 に行われた。

手術 |ま全身麻酔で、手術室のベ ッドで横になり医自liの

「これから麻酔を始めますJと 言 う声を聞きながら眠つ

てしまつたこ気持ちよく眠つていると肩を目11かれ目が覚

めた. 麻酔は、手術後1)2日 間効果が持続する方法が

とられた。3口 後から痛いとき、点滴から痛み I卜 めが入

れられた。4日 日と6日 日に身体についていた ドレイン

という2本の体液排出用チューブが外された。

手術後の経過は順調で 7月 1日 に退院することがで

きた.胃の全摘手術の結果、食事の 1回量が限られた.

1日 の必要エネルギーを摂取するには、1口 3食から5

食か 6食に分けて食事することになったて,よ く噛んでゆ

つくり食べる食事方法に変わった。

新聞によると、がんは遺伝子の老化による病気で、力|

齢とともに増え、男性の場合55歳 まで発症する確率は

約 5%、 65歳で約 16%になり、生涯では 3人に 2人

が罹患すると言われる。

私は濠 _74歳、今まで男性の平均寿命までは生きら

れそうだと思つていた。退院時、医師から5年生存率 7

0%と 告げられたcこの具体的数字は、私の生き方をよ

り積極的な方へと変えた。家族に感謝しつつ、五体満足

なうちにや りたい事をやろう、と思 うようになつた。

今年の手帳は、半年先まで予定を)こた。

聾
一
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村松と八十里越

五十嵐 力 (高 18回)

松高一年の時、仲間二人と白山に登つた。精原平野に

春霞がたなびき、山肌に残雪が残る季節で、当時まとも

な登山装備も持たず、ズボンの裾を泥で濡らしながらひ

たすら上を目指したこさほどの苦労もなく頂上に着いた

我々は、そこで自山の奥に広がる山々の姿に′思わず′臼、を

呑んだ。高度は自山と同じく 1000m程度で決 して高山と

は言えないが、山肌を雪で覆われた峰々の稜線 |ま、藍色

の空をナイフのように切 り分け、落ち込んだ渓谷には白

い筋となった1発充が激しく下つているこ下界で見る山の

姿と|ま全く違 う。後で地図を見て、それら|ま、コ 谷ゝ岳、

銀太郎山、銀次郎山などの川内山塊の山々であることを

知った。

高二の時、山岳部が川内山塊によく山行しており、「こ

の間、日本平山に行った=今度は矢筈岳亀 Jなどという

会話を羨ましく聞いていたものだ。高二の夏、受験勉強

の補修で学校に行つたら、数学の山本一興先生が、川内

で釣つてきたばかりだと言って、人寸ほどの山女魚をニ

ヤッとしながら見せてくれた。

結婚して、山好きな妻と山登りを始めた。深田久弥の

百名山が次に4Fく |IIの選択の日安で、北の利尻岳から南

の屋久島宮之浦岳まで、日本各地の名山を随分登つたc

ボルネオのキナバル山 (4095m)に登り、またネパールの

アンナプルナ山系を トレッキングして、3400m地点から谷

一つ隔てたダウラギリ峰 (8167m)に朝日が差し込む姿を

二人で見たのは懐かしい思い出である。上越は巻機山・

谷川岳 。平標山などに足を運び、長野県境の秋山郷には

毎年春に出かけ、鳥甲山の切り立った1峰に残雪が輝く姿

を剛

`め

ていたが、川内山塊までは足を伸ばす機会がなか

つた。

渓流釣りを始めたのは 30歳の頃からである。関東で仕

事をしながら17自 2日 程度で行ける範囲は限られていて、

奥只見の水系がよく行く釣 り場となつた。叶潮 ||での釣

行では、そこが越後と会津を結ぶ八十里越の入口で、す

ぐ近くの塩沢が成辰戦争で敗れた長岡藩の河井継之助の

終焉の地であることを知つた。また御神楽岳の東斜面の

沢で釣っているとき、反対の西側から指呼の距離に川内

山塊があることがわかつた。只見と村松の奥は案外近い

んだと思つた。80年代に1蟄嚇 3り 雑誌で、早出川の源

流が話題になつたことがある。曰く、割岩沢の上流にあ

るジッピと呼ばれる逆V字渓谷は、水流が幅 2mほどに圧

縮され、左右の岩の高さは 10m余 り、上部の割れ目が 1

mほどの極度に狭い箇所で、その奥は岩魚の楽園だ、な

ど。しかし、胸まで浸かりながら泳いでいくしかない源

流に踏み込む勇気もなく、雑誌の記事を読んで憧れるし

かなかった。 ここ十数年は、魚沼の破間川水系で渓流

釣 りを楽しんでいる。小出から入広瀬を越え、大白川の

集落を起点に浅草岳や守門岳の沢筋を巡る釣行である。

左沢と呼ばれる浅草岳の源流を遡つて地図を見たら、す

ぐ近くの尾根に登れば八十里越の道があることがわかつ

た。ただその沢からの道はなく、遥かに尾根を眺めた。

渓流釣りは危険が伴 うため、通常は釣友と行く。相互

の都合がつかないときには単独 となり、沢の選択にも注

意を払 う。2017年 9月 下旬、10月 からの禁漁を目の前に

してもう一度釣 りたいと大白川に行つた。馴染みの宿が

とれず、初めて泊まつた民宿の本棚で一冊の本に出合っ

た.「八十里越―記録が語る歴史の道J羽戎8年、社団法

人北陸建設弘済会発行。八十里越に関する古文書を集め、

丁寧に解説している。拾い読みをしていると、林‖Fと
いう字が何か所も出てくるcおや、と思つて読み進める

と、江戸の頃、人十里越の越後の起点の吉ケ平は村松領

であり、葎谷に口留め番所を置いて往来する人改めを行

つたという。また、天保 14年の大改修に携わった村松藩

|:の菊池佐五太夫・佐藤治郎兵衛の名や、納 ■宿本陣の

梁取由右衛門の名も見える。(松高で同級生だった梁取君

はその末裔か?)

越後から只見へは、米・興恨 。魚の干物・農機具など

が運ばれたというが、最重要な品日は塩であったというc

冷蔵庫もなかつた小学校時代、五泉で食べた海のものは

塩鮭 。干しイカやエゴなどであったから、多分同じよう

な産物が峠を越えたのだろうcまた、只見からの品目に

は、薬用人参・麻・真綿・蚕などが見える。

雪深いこの地は一冬が過ぎれば道筋の損壊は必須で、

その都度双方の集落が普請をし、更に大規模な補修が必

要な場合はお上に何度も願いを上げている。いずれにし

ても越後と会津の南西部を繋ぐ交通路の開削から維持管

理に至るまで、村松は重要な役害1を担つていた。明治維

新以降も往来は盛んであつたが、大正に入 り磐越西線が

開通するに及んで、次第に物資の輸送は鉄道主体となり、

試通は l■ltされないまま廃道 となつていったという。

昭和 45年、新潟・福島間をほぼ八十里越に沿つてふふ

道路が、国道 289号線に指定され、平成元年着工以来開

通を目指して工事が進められている。かなり出来上がっ

ているが完成の目途はまだ立っていない。現在、人十里

越の越後の起点は三条市であり、行政上もはや村松では

ない。五泉で育ち、村松で高校時代を過ごした私は、在

学時代に人十里越の話題に接 したことがなかつた。江戸

の頃に比べ、行政の区分が変わり、交通体系が大幅に変

化してしまうと、村松のなかでの会話では、会津に通ず

るかつての道筋は話題にのばらなかつたのかもしれない。

しかし、そう遠くない開通時期を考え、150年を超える昔

の村松の先達に想いを寄せると、新たな国道の開通にも

う少 し関心を持つべきだ、道が出来たら行つてみたし` …

岩魚釣 りの宿の布団のなかで 「八十里越=記録が語る歴

史の道」を読み進めるうちに、いつか睡魔が勝ち、眠 り

に落ちてしまった。
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酒 と肴 と…

金子 トシ子 (高 15回 。旧姓吉田)

「お酒は好きですか ?」

「ええ、だいすきですJ

ときどき会話の中に害1り 込んでくるこの言葉、コミュニ

ケーションをとるには、最適なものかもしれない。
「何が好き?J 「どうやつて飲みますか?J

次の質問はたいてい、これである.

「そうですねカラ酒はにがてですから、夕食のテーブル

をのぞいてから決めまづLJ

などと、イッチョマエの事を言 う私。

そうですね、と返事がかえつてくる。そして暑い時には

まずビールですよね、とも。

たしかに私はお酒が好きである。けれどもただ飲めば

いい、というのではない。おいしく食事をしながら、わ

いわいガヤガヤと会話を楽しみながら飲むのが好きなの

だ。その時々によつてビールだったり、ワインだったり、

ウィスキーだつたり、もちろん日相再の時もある。但し

断っておくが決して大酒飲みではない、と自分では思っ

ている。

皆で飲むときのその雰囲気、その空間が好きなのであ

る。我が家の皆がそうだからお客様、大歓迎である。来

る者こばまず、去る者おわず、これが我が家のモットー

であり、そして運のいい人はおいしい食卓につき、運の

ない人はつけものだけ、ということもたびたびである。

でもそれは又、それなりに楽しい。その時、その時の話

が酒の肴となり、そして又会話がはずんでゆく。

我が家がホームステイを受け入れるようになってから、

もう三十年以 Lになるかもしれない。そんな事からいろ

んな国の、いろんなジャンルの話がとびかつて、お酒を

かこんでの夜はあっというまに時がたつ。

もちろん私達は、出かけて行くのも大好きだし、そ う

いう機会も多い。

今から十年以上も前の事を思い出したc

アメリカのイージス艦が新潟へ寄港した時の事である。

最初にレイク・エリー、次の年にはカーテス・ウィル

バー、と二年続けての来港であつたc主人と私はそのど

ちらのイージス艦にも乗船する機会をいただいた。当時

まだお元気だった沢海の北方博物館の伊藤文占館長さん

からのお電話だつた。イージス艦の乗組員の皆さんが休

息の為、来館されるとの事。そこでいけ花のデモンス ト

レーションをやつてはしいとのお話だつた。デモといっ

てt)古式にのっとり、詩吟、お琴の演奏に合わせ限られ

た時間で生ける、という大がかりな生け花である。作品

の大きさは高さが三メー トルにもなる大作である。主人

は紋付の着物に袴、そして介添えの私の着物も、もちろ

んそれに準ずるものを着る事になる。私1靖物が大好き、

それを考えただけで、わくわくしてくる。

ともあれ無事終つた時には皆さんがスタンディングオ

ベーションで喜んでくださった。

その後、艦長さんよりのレセブションの招待を受けた

のである。最初の年と、今度と二年続けての招待であり、

しかも今回のジョン・ラウアー艦長さんからは息子達に

もと、うれしいご配慮をいただいたこ新潟東港、中央第
~埠

頭までは粉隻も検間を受けるこ車のナンバー、氏名,

年令のチェックを重ね、最後は車体の下まで調べるとい

う厳重な警戒の中、私達四人は艦上の人となった。後方

甲板でのノく―ティーは、それはそれは楽しいものだったc

おいしいワイン、おいしい料理、そしてもちろん楽しい

会話と、あっというまに時間が過ぎてゆく。その間に副

艦長さんが私達を案内して艦内を廻つて下さつた。その

途中に行き会う人達が又、かつこいい ||のである。

まつ白い制月風の肩、胸、ネ由口と色とりどりに縫いつけ

られた階級章が、ピリッとひきしまたスマー トな体に、

なんともかつこ良く似合つている。最先端の機器を誇る

操縦室をはじめ、どこへ行ってもおどろきと興奮の連続

で、狭い通路も着物のすそをまくつて登る、はしごの様

な急な階段さえも楽しかった。

後方甲板にもどり、私達は再びパーティーの輪にもど

った。チャンスがあったら又、お会いしましょうと艦上

の人達と握手をして、あつと言 う間に時が過ぎる。

車に戻つてふりかえると、違々 (こ うこう)と輝く月

が1監のシルエットを浮かび上がらせ、まるで映画のワン

シーンを見る様だつた。本当に夢のような楽 しい一夜で

あつた。

けれど残念なことが一つ !!

主人と,日、子達にどうぞ !!と 言い、私が ドライバーを受

けおった為、一滴も飲めなかったのだ。あのキンキンに

冷えた乾杯のシャンパン、おいしそうだつたなぁ～ 。

あのグラスでゆれていた赤ワイン、すてきな色だった

なぁ～ と、食べもの、いえ飲みもののうらみは、何年

たつても忘れないものである。

きの この佃 煮 ・酒 の肴 に最高 :

材料 なめこ・ 2パック、えのき茸・大 1袋

昆布 。10 cm、 酒 。大さじ3、 醤油 。大さじ2

みりん 。大さじ1

厚手の鍋に材料を全て入れ、中火で煮るcフツフツし

てきたら、弱火で 13分位煮て、煮汁が無くなつて来

たら火を止め、昆布を除き、瓶などに7a lる。冷蔵庫

で 1週間ほど保存萌 巳 ブナシメジ等を入れると、よ

り美味しいが、全体の量により調味料は加減する。

えのき茸は、石づきを取り1/2に切る。ブナシメジ

は根元からほぐし、それぞれ 1時間ほど天日干しをし

て冷凍する。なめこも冷凍して使うと良い。天日干し

で栄養が増し、冷凍すると吸収が良くなる。
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第 26回松高東京同窓会親睦ゴルフ大会

|`]戒 29年■月13日 (木)越生ゴルフクラブに於いて、

第 26回親畦ゴルフ大会が 6名の参力日を得て開催されま

した:なお、競技は新ペリア ミヽ で行われ、成績は下記の

i三 |です3

ヒt十責

優勝 :雨、茂、 2位 :五 1嵐 勝栄、 3位 :斉藤 豊

参加者

金了 在ら男、大橋 貞リモ、今井 英女性

漆原 茂、斉藤 豊、二十嵐 勝栄

第 27回松高東京同窓会親睦ゴルフ大会

ミヽ 29年 10月 5日 (本)生越ゴルフ倶楽部に於い

て、第 27同親睦ゴルフ大会を8名が参加 して好天の下

に開催した。競技は新ベ リア方式で行い、成績は下記の

通りで、次回は多数のご参加を望みます。

1歯責

優勝 :石黒久七、 2位 :力秦 豊、 3位 :漆原 茂

参加者

金子 鶴男、今井 英雄、漆原 茂、斉藤 豊

大橋 貞夫、石黒 久七、五十嵐 勝栄、佐藤 克

村松高校東京同窓会親睦ゴル フ大会開催 と会員募集

東京同窓会では、桜咲く頃の4月 と10月 頃に年 2回、親睦ゴルフ大会を開催 してお りますc同窓を巣立って活

躍されている皆様との懇親を深め、交流を広めていきたいと念願 しておりまづL現在、会員数は準会員を含め 17
人の方にご登録Tlいておりますが、更なる発展を願い大勢の皆様方に是非、ご参加頂きたいものと念じてお りまづL

お中し込み |ま下記の幹事宛まで、よろしくお願い申し上げます。

幹 事  今井 英雄 (高 12回)8:049(296)0751 E lnail:imahidmatch Ocn ne」 p

第 33回和紙は りえ銀座展開催

木本十孝子 (高 8)さ んが所属されている美杉会はりえ展が平成 29年 5月 2

家連盟画廊で開催され、24目 にお声がけした同窓生と一緒に拝観してきた。

にも次回の開催時には、ぜひともご覧いただだければと思 う.

3日 ～ 27口 にわたつて銀座の美術

見事な作品が多く展示され、皆様方

警

麟
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会員をご紹介ください。～会員募集中～

東京同窓会の運柵 の拡充と財政基盤の確立のため

に、村松高等学校をご卒業された方やご支援いただける

方をご存知でしたら、是非、動 召介をお願いいたします.

ご紹介いただきましたら、事務局の方から会報誌見本

と振込用紙を同封してご案内いたします。

東京同窓会のホームページ(下記奥付のア ドレス参考)

には、母校の沿車、校歌、活動内容、年間行事などをは

じめ、会報誌「臥龍が丘は緑なり」の第 1号から第 58
号まで閲覧できます。

一人でも多くの方のご入会をお待ちしています。

羽戎30年 2月 第 59号         表紙の題名・題字は佐伯益一氏 (旧 中 27回)の書

発行人 新潟県立村松高等学校東京 同窓会 広報委員会

新潟県立村松高等学校 東京同窓会事務局

〒190-0011 東京都立川市高松町 2-37-18
Tel・ Fax 042-527-6482(吉 井  清)

東京同窓会HPア ドレス :httpi〃Ⅵ酬v matsukou― tokyodousoukal net
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皆様か らの ご投稿、お待ち しています !

会報誌 「臥龍が丘は緑なりJIま、年 1回発行していま

すが、この会報誌は、会員の皆様相互を結ぶ唯一の情報

誌です。

次のような情報などがありましたら、どうかお気軽に

下記までお寄せください。
。同級会や週替同窓会などの開催情報
。旅、地域の情報

・趣味や日常思っていること
。会報誌を通じて伝えたいこと
。研究・発表 したいこと etc

★ 徴 と写真

(本文)

・半ベージの場合 :1,150宇程度 幡発、名前を除く)

。1ページの場合 :2,300字程度 (  同  上  )
(写真の挿カ

・写真 1枚当たり300字を本文から減ずる.

★ 締切 り

10月 末日

☆ 石黒 勝夫 宛

〒166‐001 東京都杉並区阿佐谷北6-32-19
Tel・ F額 :03-3330-4564
E― mall:isO・lcto-214〔

"■

ltloよ ip

文字データがある場合は、メール送イ寸をお願いしますc
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