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活動の継続で

嶋

輪の波及を期待

希望に満ちた新春を迎えられ︑
誠におめでとうございます︒−
我が同窓会は活性化に向けて︑︑
地道にひたすら継続性を重んじ︑
歩みつづけております︒
先ず やよい2号誌〃を四年一

カ

島 勉前・元教職員の先生方︑参

がありましたら︑お便り等でご一
報願いたいと存じます︒一歩一歩
できることから邁進して行きたい
と存じます︒又皆様からのご寄格
もお待ち申し上げます︒
次は第二回ホームカミングを二
月二十二日出午後六時から四階会
議室にて開催致しました︒池永武
昭校長先生︵名誉顧問︶をはじめ︑
顧問の石章二郎︑平塚寛次郎両元
校長先生︑客員として和田巳喜︑
田中修︑中茎久男︑橋本 力︑福

誠に残念でありますが︑今後共会
員各位に年一度の便り送付を浸透
して頂きまして友人で凍着の方

の発送を試みました︒多少無謀で
はありましたが︑この反応により
次回へのステップと考えて実行し
ました︒なんと転居先不明等が二︑
五〇〇通近くありました︒これは

月二十八日付で発行し︑新旧住所
が不完全乍ら︑一度は全会員のお
手許に届けたく︑二︑三八九部
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与・千葉 豊先生がご出席下さい
ました︒会員では第三期卒業生︑

岡村︵太田︶嘉代子様から四十三
期︵平成三年︶卒業生まで四十名

ものご参加を頂きました︒
懐しい諸先生方からお話を伺い
乍ら︑感慨無量であったり︑会員
自身の往事を偲礼だ沃ピーチ等全
員が話し合い︑二⊥二昔前の出来
事や顔が目の前に見えてくる様に
なり身も心もゆるみがちでした︒

後にお食事会となり更に和やかな
雰囲気で盛り上りました︒
第三には定期総会︑懇親会があ
ります︒毎年四月二十九日︵祝日︶
みどりの日と決め継続されており
ます︒母校体育館を舞台として九
頁の次第のとおり進行致しまし
︒
た

池永校長︑篠田教頭先生︑千葉︑
鳥居︑西渕各現役の先生方に大変
ご支援を頂いてスムーズな運営が
できますことに御礼と感謝申し上

歴代の校長先生︵顧問︶．では石

げる次第です︒

章二郎︑原 隆男︑平塚寛次郎︑
新城 昇の諸先生が︑又田中︑橋
本︑水町︑水山︑福島各旧先生方
のご列席があり︑会に花を咲かせ
て頂きました︒
お食事会︑アトラクション︑ゲー
ム大会︑抽選会など楽しさ満載で
す︒同期会︑クラス会の一次会に
ご活用され︑年々口コミで拡大へ
と︑母校愛を掻きたてましょう︒
尚︑平成九年に︑母校は創立五
十周年を迎えます︒

﹁同窓会の皆様へ﹂
校

池

長

永

武

昭

同窓会︵やよい会︶会員の皆様
には益々ご清祥のこととお慶び申
し上げます︒

平素は本校教育の推進について

信

雄

て検討中であります︒
これからも︑﹁生徒を大切にし
た教育﹂を前面に出して指導に当
たります︒今までに倍して︑ご支
援︑ご鞭蛙をお願い申し上げると
共に︑同窓会の益々のご発展を祈
念いたします︒

頭

﹁これからの教育に思う﹂
教

田

の消滅︑フロンガスによるオゾン
層の破壊など人間の活動が地球環
境に多大な影響を及ぼし︑人類の
生存を脅かす事態となっている︒
このような状態を認識し︑如何
にすれば悪化をくいとめることが
出来るか環境教育の重要性は今後
ますます増していくと考えられ
る︒本校でも力を入れていきたい
mOrOW

men叫

分野である︒TOday birds二〇苧

母校だより
‖職員の異動
平成4年3月末日をもって左記
の先生方が異動されました︒

篠

①転

出

学にこられた︒昭和55年︵198

本校は︑コンピュータに関する
先進校として︑つとに有名である︒
先日も京都や鹿児島の先生方が見
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11月 修学旅行︵広島・岡山・神

9月 向陵祭・体育祭︵今年は夢
の島競技場で行なった︶

合唱祭︵4学区で実施して
いるのは本校のみ︶

川口政利教諭︵数学︶
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名

深い理解とご支援を賜り厚くお礼
申し上げます︒

一昨年四月に本校に赴任して早
くも一年半が過ぎ︑歳月の流れの′
早さに改めて驚いています︒
同窓会におかれましては︑小川
力洋会長を中心に︑充実した活動
をされていますが︑会誌﹁やよい﹂
第二号を全会員に送付する等︑他
に類をみない発想に感服していま

︒
す
さて︑学校現場では︑学校週五
日制︑平成六年度からの家庭科男
女必履修を含む新教育課程の編成
加えて学校不適応︑中退問題︑大
学入試等の課題が山積しておりま

なった︒﹁教育の生涯化﹂ が必然

入

吉田由利恵主事︵司書︶
②転
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島

新校舎平成9年完成予想図

タの支援による授業︶ の実践が開
始されて以来︑今年で12年︑松下
視聴覚教育研究財団の理事長賞を
受賞するに至った︒
科学技術の急速な進歩が︑高度
情報社会を出現させ従来からの学
校教育の在り方が問われる時代と

平成五年度入試の募集人員が発

一途をたどっている︒大

地球環境は︑近年ますま

の、あ、が

地球の温暖化︑熱帯雨林

∴亘∴二．

︒
す

表されました︒一学年七学級︑一

的に要求される時代である︒この
ような社会にあっては︑情報活用
能力に︑情報発信能力を身につけ︑
自ら主体的に生きる生徒を育成す
急務であろう︒本校の先
その点で大いに貢献して

学級四十二名︵前年度より一名減︶
と決定しました︒入試もグループ
制選抜最後の年になります︒
来年度からは学校毎の単独選抜で
す︒本校の真価が問われます︒
長年の懸案でありました校舎の
改築︵二号館・二号館︶が決定し
現在設計案が提示され︑全・定の
教職員が一致団結し︑総力をあげ
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奥

小川会長の切なる声にのせられて
賀状をお送りします︒向丘高には昭和一
九年まで居りましたが︑田園調布高
り六十年で退職しました︑それまで
研究の日々でした︑今は自由人とし
ねてやりたくて︑而も今私がやって

くては成らない事の幾つかに取り組
ます︒その第一は︑五年程前になりますが酬
僧衣に身を包み︑太鼓を叩いて全国行脚を
し︑真の仏教の原点を知ることが出来まし

た︒第二は︑誰しもが興味を持つ︑自分の
先祖はどんな人であったかという事に取り
組んでいるのです︒こういう前提を知った
上で︑私の親しい人への年賀状を御紹介す

平素は

無沙汰をいたしてお
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いり

新年おめでとうございます︒1
が︑皆

﹃物集高

した︒こ
一号で

し
た
︒

世研究の捧尾を飾ったのは︑
ましても︑佐野夫人から高

さんに会いました︒

再度杵築に出掛け︑例の工

真
って頂きました︒

示会でし
村温夫氏
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をこなして居ます︒それでも心情

の問題亨は教会に行きます︒︵以
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理大図書館から ﹃記紀万葉
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今は昔となった昭和二年に ﹁お
茶の水﹂という本当のお茶の水に
あった学校が爆破された焼跡の︑
鷹急校舎を巣立って︑始めて教壇
に立ち︑以来神戸︑大阪︑東京と
家庭の都合で赴任した各校のうち
一番長く置いて頂いたのが向丘で
す︒創立前後の様々の状況をはじ
め︑戦後の学校教育の在り方︑学
校運営のむずかしさ︑GHQなど
というものの存在に︑上に立つ方
は勿論︑先生も生徒も色々苦労が
ありました︒そのせいか︑嘗時以
来生徒の皆さんとはふれあいの
あった限り︑八十八才の今日まで
縁が切れずに楽しい思いで続いて
居る︒一番最近に集って下さった
クラス会など︑或る年の国語の時
間に一諸に勉強しただけなのに私
は嬉し童のあまり担任の先生の御
出席を措いて多言に過ぎた失礼を
してしまい︑まるきり成長して居
ない自分を恥じ入りました︒なる
程私は昨今ようやく人類平等の根
拠を訃分なりに合点したくらいな
のです︒しかも人の話の後で−︒
生きるに欠くべからざる空気も
水も太陽の光も海にある魚も︑愛
情さへもみんなh烙なのだと思う
と︑感謝する以外に何が言えよう
かと思って自分の生き方に苦い反
省を持つことを我慢する気になり
ホームカミングご出席
の先生方等

つ

下研 はこて事
げ究 あれのな
ても りは事善
参第 ま決な体

奥
田

ました︒知らないこと︑分らない
ことが沢山有るのも又張合のある
楽しみだと思ったりしっゝ盲老人

の方や︑海外医療隊員の方々に
さゝやかなお手伝いを続け︑家事
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ホームカミングに参加して
︵S26年卒︶岡村︵太田︶嘉代子

︵S36年卒︶渡辺︵熊田︶康子
年令的にも︑学生時代をなつかし
む時なのでしょうか︒

千葉県の我孫子へ︑卒業と同時に
移ったものですから︑向丘高校とも︑
音信不通になっていた時︑新聞で︑

終止符を打つ時が来ました︒これか
らは公立の高校も︑流動的な将来に︑
いつでも遥しく対処出来る様な思考
力を養う小グループ制の話合いの授
業や︑コース制の授業を導入して︑
なるべく個性にあった授業形態が出
来たら勉強も楽しくなるのではない
か︑等と考え乍ら帰った次第です︒
先日御出席の卒業生の意見は︑こん
な時だけに︑同窓会の交歓会の様な
御挨拶に終始したのは残念に思いま
した︒私とても︑卒業後初めて母校
を訪ねて懐旧の念ひとしをでした
が︑それはそれ︑小川会長さんの肝
入りでホームカミング︑と云う機会
をもうけていただいたのですから︑

島崎︵渡辺︶︑藤本︵小杉︶ さんへ

ホームカミングの事を知り︑早速︑

その時は矢張りテーマに沿った御自
分の意見を持って︑母校発展の為に
出席されたらよかったと思うもので

青の橋本先生と︑石校長先生までも︑
おなつかしいお顔に︑少しも︑お変
わりないお姿を拝見して︑三十一年
振りにお会いしたのに︑先日お目に
かかったような︑錯覚すら覚えまし

んなでビックリいたしました︒

︒
た
和田先生は︑八十七才になられた
とお聞きして︑若々しいお姿に︑み

る社会が︑そうさせているのでしょ

担任だった︑深井先生には︑お会
い出来なかったのは︑残念でしたが︑
お元気なのでしょうか︒
現校長先生の︑向丘高校の最近の
報告で始まりました︒現代の高校生
︵向丘︶ の現状を︑大変憂えておら
れましたが︑自分の息子︑高校二年
生を見ていても︑私達の学んだ時と
は大分違っていますから︑豊かすぎ

うか︒困ったものです︒

橋本先生は︑昔は︑小石川や︑竹
早を落ちセ人達が来た学校だったの
で︑私達が学んだ時は︑まじめな生

徒が多かったと︑おっしゃっておら

おっしゃってました︒参加者一人一

れましたが︑その通りです︒石校長
先生も︑現在を憂えて︑﹁同窓生︑
皆様のお力を貸して下さい︒﹂ と︑

会しましたが︑時間的にも短く︑先

人感想を述べて時間が来てしまい散

を︑お祈り申し上げます︒
又︑現校舎建替計画も決まったとの

︒
す

電話をしてみましたら︑藤本さんは︑
子育て中で都合がつかず︑島崎さん
と参加しました︒
昔は︑校門から校舎まで︑前庭が
あったのに︑今は︑通りに面して︑
五階建の校舎が︑でんと︑構え︑当
時の面影は︑全くありませんでした︒

る方に会えるのを楽しみに︑又︑〝輪″
が広がるのを期待してましたのに︑
ちょっと残念でした︒
当時︑お習いした先生が︑いらっ

こと⁝その日が来ることを楽しみに／

集ったのは︑総勢三十六名ほど︑
一番古い方で︑二十六年卒業で︑三
十六年卒は︑二人だけで︑知ってい

しゃったのには︑大変うれしく∵国

生を囲んでお話し出来なかったの
は︑残念でした︒もっと長い時間が
欲しいものです︒小川会長︑出席な
さった先生方︑幹事の皆様に感謝の
意を表し︑やよい会の益々の御発展

富国強兵型の画一的な授業も︑経済

語の和田先生⁚数学の田中先生︑体

−

大国日本になるまでは役に立って来
ましたが︑世界の情勢からこれにも

ての多くのデータを示されました
が︑仲々厳しいものでありました︒
今︑科学技術の目ざましい発達に
より︑世界が目まぐるしく動いてお
ります︒日本をここまで築いて来た︑

ます︒過日ホームカミングの言葉に
引かれて四十二年振りに母校を訪ね
ました折︑冒頭の池永校長先生の御
挨拶にも︑向丘高校生の現況につい

のニュースをマスコミが伝えており

私の高校時代は︑第二次世界大戦︑
そして敗戦に依る︑あらゆる歪みの
ごった煮みたいなものの影響を︑も
ろに受けながらの生活でしたから︑
心から楽しんだ想い出は殆んどあり
ませんでした︒反面︑国の荒廃と︑
価値観の大転換を迫られた時︑おと
な達がいかに︑動揺するかを︑多感
な少女期に傍観して︑少女にしては
随分多くの感慨を身にしみて感じた
ものです︒ですから余談になります
が︑今のロシアがどの程度混乱して
いるか︑数年前の東欧の旅の記憶と
重ねて︑想像に難しくありません︒
一方︑日本の教育制度もそんな転
換期にあるのでしょうか︒毎日の様
に︑高校生の非行や中退者の増加等

平成5年1月29日（4）
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﹁日本人のこころ﹂
元来︑日本人︵大和民族︶とい

からです︒

′

国際化の時代が叫ばれ︑これか
らますます諸外国の日本に対す恩
風当りが強くなってくることは確

まうのではないでしょうか？

科学万能・形而下唯物的発想を
一刻も早く脱却しなければ日本の
国髄は︑このまま行き詰まってし

け︑もう一度︑日本人の〝こころ〟

発展してきた民族です︒
しかし昨今の政治の腐敗・経済
の不況・教育の窮状等をみるにつ

うものは︑祖先を崇拝し︑天地の
恵に感謝し︑自然と共存共栄して

現在︑私は東京の神社に奉務す
る神主です︒
何故︑神主を志したかといえば︑

︵S58年卒︶旗野 敏弘

それは日本人︵大和民族︶が本来
の原点に立ち返る事に目を向けな
ければならなくなってきている時

持っていなければならない最も基
本的な こころ〟 ︵感謝・礼節・

期が来ているのではないかと思う
のです︒

の想

スチュワーデスへの我があゆみ
︵S61年卒︶山岸みちる

向丘を卒業して一枚のチケット
が私の人生を大きく方向づけまし
た︒自分への甘えを一切たち切り︑
夢と不安を秘めて︑単独渡豪しま
した︒これからはすべて自分で判
断し行動しなくてはならない︒子
供の頃から英語が大好きで︑特に
力を入れてきた私だったのに︑

オーストラリアはかなりなまりが

強く初めは全く解らない程でし
た︒しばしば自己嫌悪に陥りまし

︒
た

文法などは基礎として役に立っ
たものの学校で習った英語もほと
んど使えず会話発音などはすべて
1からやり直し︒辞書片手の毎日
が始まった︒それに加えて生活の
スタイル︑言葉の使い方︑表現の

ヽ■

lV

仕方が日本とは全く違って︑私は
ショックで自分をうまく表現する
事が出来ず︑何度も見失いそうで
した︒普段はおしゃべりで︑何事
にも積極的な私でしたが総て消極
的になり夢が少しずつ消えていく
様でした︒
暫く悩んだ後︑人生はそんなに
甘くない︑まして留学なんて聞こ
えはいいけど成功させる為の留学
は決死の努力が必要なのだと思い
直しました︒それからは無我夢中
で仕事︑生活のための英会話を勉
強しました︒この時が今までの私
の人生の中で勉強に対して一番集
中出来た時かも知れません︒それ
は絶対に航空会社に就職したいと
いう子供の頃からの目標と︑よく
手紙を書いてくれた向丘時代の友
人・そして恩師の熊倉正一先生の
支えが私を勇気づけてくれたこと
で
す
︒

になっています︒

一人一人が自覚を持ち︑意識を改
革し︑真剣に対処していかなけれ
ばならないと思います︒
私が現在︑師事させて頂いてい
る宗教家の先生は︑言葉が乱れれ
ば社会が乱れ︑国が乱れると仰せ

その御指導を賜るにつけ︑日頃
の行い︑言葉使いなど身近に誰で
も手軽にできるところから手始め
しょうか？

としてやっていくべきではないで

今ふりかえって見て三年間の高
校生活は︑学校にはいつも活気が
あり個人を尊重する校風があり︑

全員の顔も覚えきれないし︑たぷ
ん3年間で一度も会っていない人
がいるのではないかなと言っても

た︒そんなお陰でオーストラリア

オーストラリア航空

丘は良い学校だ！

と感じてくれ

はり何であっても﹁新しい﹂と言
う事は︑気分が良いものであって︑
これから入学して来る学生達が向

どがなくなってしまうかと思う
と︑淋しい気もします︒しかしや

残りなのは︑在学中の時に壁に書
いた落書きや︑壊したロッカーな

ただ一つ心

毎日学校へ行く事が楽しみでし

︵カンタス

滞在中も日本人としてだけでなく
一人の人間として自分の個性を引
き出せたのではないかと思いま
す︒向丘を卒業して早くも七年︑
充実した生活に感謝の毎日です︒

客室乗務員︶

母校を誇りに
秀則

友人が何人かおります︒子供から
大人への境目を過ごした場だか

ば卒業生として本望です︒
私は今︑向丘在学中の頃からほ
向丘高校が廃校−
そんな噂が流れたのは︑私が平
成元年に卒業した直後でした︒確
かに最近は︑子供の数が減ってい

ら︑特に気が合うのでしょうか？
そんな大切な時期を過ごした学校
だから︑私は向丘高校を大切に思
い︑そして向丘卒業生としての誇
りを大切に持っております︒

ぼ毎月コンスタントに会っている

ると言う事は聞いておりました
が︑向丘のようなマンモス校が廃
校になると言う事は信じられませ
んでした︒今畢つと各学年8クラ
スはかなり多いと感じます︒第一︑

︵H元年卒︶林

よかったよかった！

過言ではない様な気がいたします︒
半信半疑︒そんな時に校舎改築
案の一報︒これでがあかも安全︒

・⁝M畠‖エ門緑で⁚摺り・・縛攣・魯攣・‖門畠⁝・・⁚胃管HM畠＝M哲・‖縛りェ摘録‖・・⁚増攣・膏塙で⁚門揖⁝・・再録⁝⁚蒋uW⁚‖門MH・・⁚得攣・⁚持帰V・鈎HW⁚⁚M掃‖⁝日印攣・孤塁掃ⅤAnHWエ純HMT瓜草u・・薄攣・蒔攣・日日畠で内房サ・品HMY・鏑揖⁝・・⁚狩野・銀扇V・HM畠∇・釣HW・・角自習・銀日野品目甲・⁝門MY・西山∇・鍋HM叩Y・拘ハMV・拘ハ攣・等・鵬HV・替り・・縄目WY・織八日野点HW・章・鍋H甲・章・拘厨Y・瓜塁uVA円高甘・章・AHV・織也口Y・鵬HV

母校へ

多く占めていることに気がついた

寛容等︶を宗教︑特に神道の中に

実です︒
そのような時代の趨勢の中で︑
日本人が世界新秩序に於ける日本
国の役割をしっかり認識し︑真の
意味での国際人となる為に︑国許
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久し振り〃2回目の同窓会
︵S30年卒︶井上︵中村︶雅子

卒業して初めて私にとりまして
第一回の同窓会に出席させて頂い
たあと︑住所も二回替り結婚︑子
育て︑仕事︑夫の両親の看病等々
皆様通る道でしょうが無我夢中で
過ごして居りました︒
子供もそれぞれ成人してほっと
一息自分の事を考えられる年令に
なり親友の協力もあって同窓会の
お知らせも届き30年以上たってか
ら第二回目の出席となりました︒
仕事をしながらもなつかしさ︑
嬉しさで頭の中は思い出で一杯に

待ちに待った当日友人とバスの

なっていました︒

中からキョロキョロしながらなつ

かしの校門前にたどりつきました

が︑校門のあたり︑校舎も高校時

代の思い出をみつけるのに一苦労
する程変わっていました︒
受付を済ませ校庭を見た時少し
広くなったような感じでしたが
まったく変わっていない当時のま

まの校庭に感激し思い出がどっと

体育︑運動会︑集会︑先生の顔︑

もどってきました︒

友人の顔等⁝⁝
友人⁝ぜんぜん変わっていない

人︑学生時代とむすびつかない人︑
ちょっと変わったかなと思う人⁝
でも話をしているうちにすっかり

高校時代にかえっていました︒
会終了後もレストラン︑なつか
しのおそばやさんで思い出話に花

回に ﹁つづく﹂ になりお名残りお

がさきまだ︿語りつくせず︑次
しく帰途につきました︒
次回も楽しみにしています︒
〃同窓会は素晴らしい〟 の実感で
します︒

した︒お世話して頂いた方に感謝

︵S34年卒︶折本︵増田︶輝子
春の同窓会に34年ぶりに出席し
ました︒懐かしい皆様に会え︑本
当に良かったと思います︒お写真
いただきました︒毎年出られる方︑
又︑私のように出るチャンスのな
い者にも里帰りするような気持ち
です︒たいへんでも︑お役目︑よ
ろしくお願いします︒

同窓会特集

総会、懇親会に集まって下さった方々（ほぼ、年代順・卓毎記念撮り）

（6）
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F組

河原

正史

この集いを ﹁第14期やよい会﹂

も忘れて話に花を咲かせた︒閉会
後2次会は勿論 3次会はては4
次会までと懐かしい顔が別れ難く
それぞれ笑顔で一時を過ごした︒
と名付け3年毎の4月29日に開催
することを決め感激を胸に3年後
の再会を約束し合った︒

〝六年ぶりの初同期会″
銀座4丁目レストラン若松で開催
︵S61年至同期会幹事代表鶴田 進
10月17日PM16時30分︒僕らは

会場掛前で開始時間を待ってい

た︒その時の頭の中は不安と興奮
で不思議な気持ちだった︒出席者
が減ったらどうしようなどと考え

い

う吸
の

ん

暗い一、

︑
︑
ゝ

は

も

轟

⁚

恐かった先生でさえこの場をしき
るのは難しいだろう︒でもみんな
楽しそうに懐かしそうに笑ってい
た︒まるで休み時間か文化祭︑修
学旅行の様だった︒ここまできた

盛り上がってきた︒こうなったら

素敵にはいて︑少し大人っぽく
なった顔で大笑いし︑思い出を話
し会社のグチをこぼし︑ますます

スーツも板につき︑ハイヒールを

テージは上がるいっぽうだった︒
そんなみんなを見わたすと髪形や
服装はあの頃と違うが︑しゃべり
方︑しぐさはあの頃とほとんど変
わっていなかった︒でもあの頃よ
りは7年分ふけている︒そのふけ
方が大人っぽくてかっこよかっ
た︒子供の写真を見せてくれた人︑
会社の名刺をくれた人など考える
ともう祁歳になり︑いろいろな所
で活躍しているのがわかった︒

PM7時︒同期会を始めるのは
とても簡単だった︒隣を向けばす
ぐに会話がはずみ︑会話がはずめ
ばのども乾きお酒を飲む︒そして
もっと打ち解けて会話がまたはず
む︒その繰り返しで会場のボル

心できた︒

始できるとおもい︑やっとひと安

どんどん消え︑代わりに笑顔が軒
てきた︒これで無事に同期会を瀾

みるみるうちに集合場所にいっぱ
いになった︒僕らの不安のほうぼ

てきた︒もっともっとやってき

どん増えた︒こう
はきちんと進む︒開始時間
いてきた︒出席者

や近時ど
んカ

るうちに︑タバコ

も
ど

で殻
ど

昭和37年卒業生同期会盛大に開催
幹事代表

気に取り戻すかの様に時の経つの

にお見えになり30年間の空自を一

向丘高校を卒業して実に30年ぶ
り︒A組からF組までの同期生が︑
平成4年4月29日文京区の弓町ク
ラブに集い思い出と近況を語り
合った︒
卒業後初めての集まりとあって
各組の幹事は住所︑電話番号等の
追跡調査に大変苦労したがその成
果は同期生の3分の1に当たる100
名もの出席をみるに至った︒クラ
ス担任であった新山 浦井 水町
各先生に加えて石︑元校長 橋本
︵力︶木内各先生もお元気に会場
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許J車間【ん

らもう一次会だけでは治まらず2

次会3次会そして朝までと続い
た︒そんなみんなの姿があの頃の
みんなの様でとてもよかった︒

最後に〝ありがとう〟といいたい︒

10月18日︑朝︒長い同期会が終
わった︒みんな仕事の忙しいあい
まに珊人近いみんなが出席してく
れて幹事としてだけでなく︑向丘
高校の卒業生として非常にうれし
かった︒手伝ってくれた人達には
もちろん︑返事をくれた人達にも

それではまた五年後に会いましょ
︒
う

上野精養軒での謝恩会で︑又先生

ただき︑三月十日の卒業式のあと

ウハチロー作でない︶ を教えてい

に聞えてきます︒

きます︒声も飛び出してくるよう

こんなことが次から次へと浮んで

送っていただき心からお礼申し上

われてきます︒懐かしい時代を

一筆啓上お便り集

〝ひももの花にお白酒〟と口ずさ

から今でも︑此の季節になると︑

げます︒

名簿とアルバムを合せて観てい

二期生の会却︶同封いたします︒
皆様のご努力に心から声援を送

のサイン帳など出て来て︑芳沢先

んで居ります︒又引越しで︑当時

す︒さて︑私も齢六十を過ぎ︑身

とと存じ有難く感謝しておりま

さぞかし物心両面ご苦労だったこ

運動会は中止で︑古い校舎の図書

の日︑同期会がありました︒雨で

らでした︒卒業の年に秋の運動会

に︑びっくりするやら︑嬉しいや

卒業以来︑初めていただく会報

大変お世話様でございます︒

いろいろと思い出されます︒

突然に取留もなく乱筆にて失礼
申します︒ますますの御発展をお
祈り申します︒

︵S26年卒︶渡辺︵加藤︶信子
この度は名簿をお送りいただき

ガヤとお喋りをして︑後︑集りも

されて出来た学校らしかったので

私も転校生ですがそもそも合併

本当に有りが難うございました︒

づけてきましたので︑同窓会でお
し
た
︒

なく︑長い年月が過ぎて仕舞いま

︒
す

今後共よろしくお願いいたしま

︵S50年卒︶大西︵田口︶絹子

同窓会報ありがとうございます︒

結婚して氏名もかわり実家も転居

してよくこの住所がわかったなあ

と感心したところ友人が教えてい

なつかしく読ませていただきまし

たと判明︒

早速送って戴きました︒名簿の厚

校長先生は漢学者の宇野哲人校

旧職員名簿の中に恩師の名がな
いのは残念でした︒私達の時代の

名簿に残部があればわけていただ

のおばさんをしています︒実は︑

た︒私は昭和五〇年三月向丘を卒

役に立てればと存じお送り申し上
げます︒

さに月日の重みを感じ又皆々様の

業︑同年．四月東京水産大学へ入学
その後団体職員をし大学の一回先

御尽力に深く感謝申し上げます︒

長︑そして生徒会を日本の高校に
ひろめたと言われた土屋潤身校

同窓会の御案内ありがとうござ

料金等お知らせいただければ幸い
で
す
︒

きたくペンをとった次第です︒

輩の主人と結婚し︑現在はパート

旧住所より回送されました会報

お世話になった先生です︒自由時

長︒土屋校長には個人的にも大変

も知れませんね︒

いました︒一期生は同じ日に毎年

で︑芳沢先生の御訃報のお知らせ

間︵その人の単位のとり方によっ

名簿の事も友達に聞きましてそ
ちらへお伺いして︑虞済堂様依り

私達迄のクラスはバラバラなのか

では︑ご面倒でしょうが︑よろ

同期会︵向丘さくら会︶ を開いて

を拝

結婚のため︑高三の三学

しくお願い申し上げます︒

おりますので出席出来ませんが︑

先生

人に校長室を提供してくださり自

二期生︶石川

立派な運営をして下さっているこ

期に芳沢先生に食物の授業をみて
いた粟き︑その時間のなかで︑先

由に使わせて頂きました︒そんな

肇し︑感無量です︒嘉手川

とは本当に嬉しく感謝しておりま

生かキおひなまつりの歌︵サト

れ

てつくられる時間︶ に教室のない

ご参考までに﹁さくら会だより﹂

︒
す

′ヽ、

和子

ると︑本当に昨日のことの様に思

り︑又当日の御盛会をお祈り申し

と大合唱をしました︒娘が幼い頃

二期生︶井上 早苗
上げます︒

辺整理をいたしておりますが︑同
封の新聞︑文集等︑多分︑私以外

室の隣りの教室と家庭科室でガヤ

生が書いて下さいましたお言葉に

梅の花も盛り︑一雨毎に春が近

のものには︑不必要となることを

︵S26年卒︶菊池︵落合︶孝子

思い︑せっかく四十数年ももちつ

す︒四十年間の会員総合名簿等︑

のことで大変お世話様でございま

づいてまいります︒日頃︑同窓会

平成5年1月29日（8）
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増

向丘高校同窓会総会︑懇親会

◆総会次第
開会のことば
校歌斉唱
会長あいさつ
名誉会長あいさつ
議長選出
議事
平成三年度
①会務報告
平成三年度
②決算報告
平成三年度
③監査報告
④事業計画案 平成四年度
平成四年度
⑤予算案

乾

盃

会長のあいさつ
来賓代表のあいさつ
懇 談︵スピーチ等︶
アトラクション

ギターアンサンブル部演奏
ピアノ演奏
ピアノ伴奏
抽選会
閉会のことば

H3︑4︑

H3︑5︑
H3︑10︑

やよい2号編集会議
を中心に顔合せ会

H㈱ 総会準備の打合
せ会
総会写真整理送
付反省会
︵

7月
︶

27㈲

◆役員会 ︵含幹事会︶

会務報告

︑
七
︑
八

一︑開会のことば

◆懇親会次第

七︑役員紹介
八︑閉会のことば

⑥役員改選につ いて
⑦その他

六五四三二
六五四三二

︵

会

H3︑12︑25㈱ 編集会議
H4︑3︑18㈱ 総会準備会
H4︑3︑30㈲ 総会打合せ会

◆総

母校前校長新城

川会長が参列した︒

昇先生を送る会に会長が出

H3︑6︑29出

ヽ︵

した 於東京ガーデンパレス
H3︑9︑23㈲ 母校向陵祭に
全国高校同窓

長が訪問参観した︒
H3︑10︑26

協議会総会に三田副会長・

H3︑も︑29㈱ 会員84名先生︵客
員︶ 12名合計96名新入会員の

魂

参加が多かった︒賑やかな歓

母校PTA研修

母校卒業式に会
母校ギタ

h

した︒校正ミス．の多かったこと

4年l月末日をもってやよ汗
2号誌を発送することができざ

◆広報誌の発行と発送

事業計画

象とした︒於田端志ま家

三橋︶春生氏︑都立大泉学園
高校︑校長就任につき祝う会
が同期生有志で催され︑資利
等寄稿されたので第2号の対

H3︑11︑7㈱ 第八期生川端︵旧

拡大クラス会が開かれ
簿︑報告又を寄稿されたので
第1号の対象とした︒ 登頂
袋海鮮問屋

H3︑6︑10㈱ 第八期︵S

射撃

◆振興助成︵都合2回あり︶

︵於︑南大塚ホー

サンプル部定期演奏会に
書記が出席した︒

H4︑3︑22㈱

長が列席し祝辞を述べた︒

H4︑3︑10㈹

で開催され会長が参加した・︒

〜小滞酒造見学をし ままご
とや〟にて会食というコース

治記念館〜川合玉堂の美術館

会・新年会が奥多摩・吉川英

H4︑1︑19㈱

迎会となった︒1600通の

︵於四階会議室︶

会、一一金一ご腐

′￣ヽ

本書記が出席した︒
︵於明治記念館︶⁝

4︑4︑29の総会に向けては︑

案内状を発送の結果である︒
周知徹底が弱い様です︒

4︑1︑28発行

朝日︑読売︑毎日︑東京新聞
の同窓会欄への掲出︑やよい
2号にて広報活動を行った︒
出席者数のヨミが難かしい︒
◆研究満動

①広報誌やよい2号の発行と全
会糖 への発送
体験でありますが住所が
判っている方々へは全員発送
を試みました︒総数11︑3
89通￥720︑000程の

送料が必要であった︒
転居先不明やら宛名不完全
︵含旧住所︶ 等で2︑500
通電が戻ってしまった︒
総発行数13︑500部︵都

②合新調相川㌍﹁ング大会
﹁同窓会意識を多くの会員に

の開催

譜鮎謂∽ほほ錆霊

艶聞10名︑会員40名の参加者

草掛けを行った結果︑客員・
・

あり︑今昔の語り合いを

戯 った

母校入学式小川

◆渉姓関係︵都合7回出席︶
H3∵4︑9㈹

岩ア
ル

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

） 崎二ンー
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えております

を反省しております︒
多数の皆様のご寄稿にたよる
ことが必致であります︒ご協力
を頂き更に充実した会報を目指
して同時期に発行致したいと考

となりました︒

会員総数4年3月卒業生︵第
44期生︶ までで二二︑七八六名

◆ホームカミング︵第3回︶開催

同窓会意識をより多くの方々
に広め︑母校愛の高揚に努める
べく毎年2月第3土曜日午後3

時から母校にて開催することを
定着化して行きたい︒

◆同期会︑同級会への助成

会員各位と同窓会本部とのつ
ながりと確かなものにするため
に︑各会開催に先着順で通信費
補助を行うものとする︒担当幹

事は︑︑会の呼び掛者名簿と︑

400字程度にまとめ︑様子の解る

当日出席者名︑当日の報告文を

ヽ I

O

写真を一葉添えて会長︑又は学
校気付事務局までお届け下さ

1人当

￥150円

︵例︶呼びかけ人数用人まで

とする︒

￥100円を目安

呼びかけ人数皿人以上
1人当

◆名簿確立への努力

創立50周年にはより充実した

記念名簿が発行できる様毎年の

卒業者のみ新入力と︑日常送ら
れて来る異動整理を続ける︒不
明者の住所判明努力︑連絡︑こ
れも︑各位のご返信等によるご
協力を願うものです︒

