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輝かしい新春を迎えられ︑お慶
び申し上げます︒

近時︑内外情勢は激動の変化が
あり誠に不安定です︒国外ではロ
シア総選挙・ウルグァイラウンド

交渉打結︒国内ではこの関連の米
輸入で向う七年間の段階的間税化
の問題︑政治改革だの︑補正予算
計上へと構造不況の脱出を試みて
はいるものの︑一般社会は全くの
沈帯ムード︑混迷せる時勢です︒
一日も早く光明の当る日々が興せ
る様︑願ってやまないものです︒
さて︑その中で︑我が同窓会は
一歩一歩ではあるが︑着実に前進
を行っております︒
① まず︑四月二十九日の総会で︑
役員改選を提案し︑承認を得まし
た ︵最終頁役員表をご覧下さい︶

更に︑幹事を推薦・選出し幹事会
を二回開き︑より多くの方々のご
意見を取り入れていこうとするも

のです︒本来ならばこの幹事は各
卒業年度から代表者︵二〜三名︶
が選出され︑本部事務局へ登録を

て開かれているのがホームカミン

頂き組織される形が好ましいので
す︒同期会等開催された折には是
非ご決定を頂き︑ご報告又はお申
し出をお願い致します︒
② 母校に関心があり〃折があっ
たら立ち寄って様子を知りたい〟
と常々考えておられる方に︑とし

グです︒お気軽に出向いて下さる

前記総会・学校訪問にも参加

ことを望んでおります︒

できない方々へ唯一の連絡お便り

③

として︑この会報を広報委員の
方々が︑ご投稿の依頼から︑編集
会議・校正会等を数度に恒って根

気良く頑張って下さいます︒この
会報をお読み頂き君も貴女も感銘
なり︑強い想い出等がある筈です︒
﹁仲間のひろば﹂にご投稿下さい︒
会員・関係各位の明日へ向って一
段の飛翔をお祈り申し上げます︒
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ルビン地区勤務︒十一年の永きに
わたるシベリヤ抑留後︑復興期の
わが国の学校教育に寄与され︑英
語教育並びに英語科教授法に顕著
な功績を残されました︒
本校には︑昭和五十年四月から
三年間︑校長として︑勤務されま
した︒この他︑数々のご功績に対
して︑今回叙勲の栄誉に浴されま
した︒
︵池永武昭記︶

轟宗を完吉宗き詳言多芸き喜き喜き宗卓彦統

J 正
眼
集 窮

郁全編車東

懇親会模様と吹奏楽部のアトラクション

讐原隆男先生叙勲﹂
孝 本校第八代校長の原隆男先生
犀が︑平成五年の秋の叙勲で︑めで
摩たく勲四等瑞宝章を受章されまし
孝た︒心からお祝い申し上げます︒
摩 先生は︑英語科の教員として︑
摩スタート︒第二次世界大戦の時局
摩緊迫に伴い昭和十六年秋教育召集
許V馳YmmVmmWY馳Y馳Ym虻WY馳Y

ぺ痘馳敬

摩疋応膏て渾廃匿∩り昌鹿瀬僻⁚レ

敬
敬
敬
馳
馳
馳
馳
馳
馳
敬
敬
馳
敬

第4号
向丘高校同窓会報
（1）平成6年1月20日

﹁同窓会に思いを﹂
校長
池永

武昭

サムエル・ウルマンの詩の一節
﹁青春とは人生のある期間ではな
く︑心の持ち方を言う﹂と記して

あります︒名言であると感心して
います︒一方︑青春のまっただ中
の三年間を向丘高校で過ごしたこ
とも事実です︒歳をとるごとに母
校に対する懐しさ︑思いは募るも
のです︒︵新会員は無理？︶
小生も大学時代の同期会四百名
の事務局も担当していますが︑年
一回の総会︵全国持ち回り︶ と二
回の会報発行で手一杯ですが︑何
といっても︑連絡したあと︑原稿
や近況等の手紙を頂いた時の喜
び︑嬉しさは他のものに比較でき
ません︒役員冥利に尽きます︒
向丘高校同窓会︵やよい会︶ は
会員一万四千余名を誇る大世帯で
す︒小川会長をはじめ役員の方々
は︑同窓会のために一生懸命頑
張ってくれています︒仕事や学業︑
子育て等︑色々な個人的な事情は
あると思いますが︑クラス会の役
員になっている方を中心に︑同期
会に発展させそれが総会に繋がる
ことになれば︑総会参加者も増え
る筈です︒誰かが猫の首に鈴をつ
けるのを待つのではなく︑役員の

立場に立って︑物事を考え︑判断
し︑行動してもらいたいものです︒

向かの近況報告
教頭
篠田

信雄

十一月二十四日︵水︶晴天のも
と︑多摩湖畔で恒例のクロスカン
トリーが実施された︒男子8・4km︑

女子摘kmである︒校長は女子の部︑
教頭は男子の部に参加し︑共に完
走した︒都立校多しと云えども︑
校長︑教頭共に︑このような行事
で走るのは向丘だけと自負してい
︒
る

二年生は十一月十日から十三日
まで修学旅行を四国方面で実施し
た︒あいにくの雨模様であったが

徒も言葉一つださず︑聞きいって

最終日︑広島の平和公園での語り
部の話は大変︑有意義であり︑生
い
た
︒

三年生は十月︑十一月と最後の
追込み︑推薦入試の真最中である︒
4大︑短大︑専門学校とまだ十数
名であるが合格者がで始めてい
︒
る

地上6階だてのインテリジェント

新年度の入試からいわゆる単独
選抜に決まったので︑どの都立校
も必死である︒本校の学校説明会
にも例年の倍︑二百名をこす生徒︑
保護者が集った︒教務を中心に周
辺の頭学校へ出向いてPRにこれ
務めている︒
校舎改築は設計図面のチェック
もほぼ終了した︒平成九年度には
スクールが本郷通り沿いに出現す
る予定である︒

母校だより

0
2

3
2

遠足

進学 計233名︑就職 計43名

民間企業就職
公務員

5月

目学校行事

は嘱託

‖職員の異動

︺

合唱祭︵4学区で実施して
いるのは本校のみ︶
︹

6月
出

平成5年3月末日をもって左
記の先生方が異動されました︒

伊藤栄洪教諭︵国語︶1退職

①転

日野堅助教諭︵化学︶1︹足立高校︺
山田久慈子教諭︵保健体育︶1退職

戸方面 H／10〜H／13︶

9月 向陵祭・体育祭︵今年も夢
の島競技場で行なった︶
日月 修学旅行︵広島・岡山・神

クロスカントリー︵多摩湖

初川宏子教諭︵英語︶1白鴎高校

畔にて︶
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をお祈り申し上げます︒

以上ご連絡を頂いた方のみをお
知らせ致すとともに謹んでご冥福

永島千景︵原型

友田政夫
武藤俊春

柴田

中川三鈴︵徳山︶

新井信之
高村節子
野村一雄

関口美代高崎︸昭24

氏

からご冥福をお祈り申し上げます︒

本校前PTA平成三年度会長多
田正門さんが︑病気のため平成五
年九月三十日逝去されました︒心

報

深尾陽子教諭︵英語︶1墨田川高校

計

鳥居雄司教諭︵物理︶1都研
矢作 洋教諭︵保健体育︶1都研
松本 順嘱託︵数学︶1退職
浅野和子司書教諭1︹練馬高校︺
関根 晃主査︵事務︶1︹工業高専︺
駒宮晴美主事︵事務丁板橋養護学校
高橋真里子主事︵事務︶1文京高校
入

平松恵子教諭︵国語︶−山崎高校

②転

佐藤善之教諭︵保健体育一−清瀬東高校
橋本久美子教諭︵保健体育︶I足立新聖同校

棚橋昌代教諭︵英語︶I紅葉川︵中央一

新井研一教諭︵英語︶−大山高校
佐藤雅子教諭︵英語︶−農産高校

阪東柳子主任︵事務丁板橋︐高島一中

武田貞夫教諭︵物理︶−︹志村高校︺
小町谷郁子︵数学︶I︹上野高校︺
澤口正春係長︵事務︶−北豊島工業

大竹裕二主事︵事務︶−白鴎高校
尾本四郎︵事務︶I︹武蔵丘高校︺
口進路状況−平成4年度
国立大学
国公立短期大学
私立大学
私立短期大学
専修各種学校
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長谷川
佐藤
石井

平成5年2月20日ホームカミングご出席の先生方と同窓生（於：母校4階会議室）

我が向丘に春爛漫
元校長

花咲き烏歌う四月の好季節︑恒

例の同窓会総会に出席し︑集まっ
て来られた多勢の諸先輩︑並びに
現校長の池永先生を始め︑新旧の
先生方にお逢いし︑本年も楽しい
ひと時を持ちました︒小川会長を

なものになっていくのは︑如何に

先頭に︑幹事の方々のご努力のお
蔭か︑この四月の会が年毎に盛ん
も慶びに堪えないものがありま

す︒殊に本年は池永先生のお話し
で︑いよいよ一号館︑二号館の全
面改築の計画が具体的な軌道に載
るとのことで︑これは実に素晴ら
しいと思いました︒それも高層建

築で六階建ての予定とか︒グラウ
ンドの広さを確保しようとの配慮
なのでしょう︒その上︑校地の問
題も︑永年の努力が遂に結実に近
付きつつある由︑誠に感慨の深い
ものがあります︒思えば創立三十

びに湧いたことを︑懐かしく思い

周年の頃︑延び延びになって居た
三号館の改築が実現し︑校内が喜
出します︒かつての我が国青年教
む本郷は向丘に︑いよいよ単独選

育のメッカ︑旧制一高の流れを汲

抜の好機を捉え︑高層の新校舎と
広きキャンパスに︑﹁天下の向丘﹂
として︑欄漫の春を謳わんことを
心から祈って止まないものです︒

三田

山本

元校長

心温まる集い

平塚寛次郎

毎年︑四月二十九日は ﹃やよい

会﹄ 総会ときまっています︒何よ

りも先約というわけです︒ことし
は雨でしたが︑多くの方々と楽し

く語ることが出来ました︒小川会

よくしたもので誠に適切に賑々し

がパンクしてしまいます︒だが︑

ですが︑千客万来とあっては会場

合計一四︑三一六名と力強い限り

の賜物であります︒すでに卒業生

小野寺長さんはじめ関係者各位のご努力
石山
寺村

気堂に満ちてあっという間に三時
間をすごしました︒ビンゴによる

く盛会となるからふしぎです︒和
河合

景品贈呈には破顔歓声の連続でし
た︒また︑現役吹奏楽部員の高校

五億

中川

勲四等瑞宝章に輝やかれましたこ
とは誠に慶賀に堪えません︒総会
の回想とともにこの慶事を記して
心からお祝い申し上げます︒

先生がこの秋︑叙勲の栄に浴され︑

楽しんだりして︑帰宅しました︒
この時のリーダー元校長の原隆男

ツツジを観賞し︑コーヒーなどを

閉会後︑数人で根津神社参拝︑

ておひらきとなりましたが皆晴れ
ばれとした表情でした︒

て名残りを惜しみつつ再会を約し

たれるものがありました︒こうし

生離れしたすぼらしい演奏に心う

橋本
岡小
村川
高
橋
池
田

歪
雷
莞
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だが︑卒業生として母校に何知に

せてくれた後輩︒様々な方にお会

とをしたい時期﹂ と言って︑それ

︵

係わればよいのか︑それを探り出
す場がホームカミングなのではな

いできました︒

ごしたということが︑こんな不思

同じような時期︑同じ場所で過

を脱した頼もしさを披露し安堵さ

いかという結論に至った︒

談論風発

議な連体感を生むものなのか︒見

人の意見がこんなにも素直にきこ

爽快！新鮮！

︵S42年卒︶ 石井︵奥山︶満喜子

の中を憂う前におのが身を律しな
ければいけないと痛感する︒

続けていると知り︑話をうかがい
たかったから︒聞けば︑楽しい日

ろうか？あっ︑以前︑同窓会の広

きました︒そして︑そこにも貴重

︒
す

そして︑それが妙に新鮮なので

毎年開かれるそうです︒
一度参加され体験されると︑

きっと良いことがあると思いま

︒
す

あります︒何故かホッとします︒

何か懐しい︑穏やかな雰囲気が

なひとときが⁝⁝⁝︒

その後︑同窓会のお手伝いのた
め何度か会合に参加させていただ
ちゃんと読むんだった︒

報誌が⁝ホームカミング⁝⁝？

うか︒実に︑さわやかな気分で︑

かったこと︑知らなかったこと︑

人々には︑ショックを隠せない話

母校だし︑目の前だし︑取り敢え

えてくることが︑最近あっただろ

過ごして釆たこと︑気がつかな

が出てくる︒高校生は現代社会を

ず⁝⁝⁝が現実となり︑向丘に通

会は定例どおり池永校長の挨拶
から始まる︒学校現場と縁遠い

もいちだんと力が入った︒

居先生ということもあり︑説明に

度︑学校の同窓会担当が物理の鳥

ホームカミング特集
母校発展を語る場
ホームカミンクへ

S31年卒 山本︵福永︶越子

平成五年二月二十日︑第三回
ホームカミングが開催された︒こ

そっくりコピーした行動をとると

あ
る
︒

三十余名の参加者は卒年もさま
ざまで︑母校の思い出にも世相が

そして再び広報誌を手にした︑

取っておけばよかった︒

いう事実を示され︑我々は今の世

帰途につくことが出来ました︒

すべての同窓生に母校を開放
し︑在校生︑卒業生及び新旧先生

うかがわれる︒学校郡以前︑以後
グル上フ選抜と都立高校の入試制

かならず︑昔とは違うって本当だ

方を交えて︑共に向丘の昨日まで

度の変更に伴い︑愛校心にも微妙

の催しは︑小川会長が就任と同時
にスタートした企画で︑当初聞き
慣れない横文字に戸惑った覚えが

う娘︒﹁大丈夫！イイ学校ヨ！﹂
と送り出すものの︑実は心中穏や

と明日からを語っていただくこと

校長先生の説明して下さる現状
には︑少々狼狽えも致しましたが︑

にわか同窓生︑早速ホームカミン
グヘ参加したのでありました︒
そんな中でS29卒︑小野寺栄光
氏の参加はうれしかった︒多くの
卒業生がそうであるように私も巣

それはさておき⁝⁝

とがない︒同窓会に携わるように
なって︑小野寺氏が途絶えること
なく四十年余バレー部のコーチを

立ってからは母校をふり返ったこ

なズレが生じている様だ︒

がこの会の主旨という︒

回を重ねる度に参加者の顔ぶれ
もさまざまで話の展開がどこへ行
くのか毎回楽しみである︒
卒業以来︑長い歳月を経て︑初
めて母校を訪れたという参加者も
いるのでまずは校舎の見学を︑と
いうことになった︒

校づくりの主眼をコンピュータを

ばかりではなく︑こちらの思いが

御存知の方も多いと思うが︑向
丘は都立高校の中でも特色ある学

いている︒一五〇台のコンピュー

近の高校生の現状を ﹁そういうこ

貴重な 時〟を経験致しました︒
﹁今年︑私たちが卒業生として最
初に定年︵六十五歳︶となります﹂
と自己紹介された方︒卒業後四十
年近くもバレー部で後輩指導を続
けておられる方︒教師として向丘
に戻ってきたいと希望を語られた
高校の先生︒私を狼狽えさせた最
利用したCAI ︵個別学習︶ に置

一人ひとりの力は微々たるもの

生徒には伝わらず空しいことも多
いとか御苦労の程が察せられた︒

タが設置されている教室はぜひ見
ていただきたい場所である︒今年

同

窓
△ 蚕

特

集

ります︒

には益々ご精祥のこととお慶び申
し上げます︒
本年も四月二十九日総会・懇親
会に出席致しました︒これも偏に
小川会長以下スタッフの皆様の日
頃の努力のたまものと感謝してお

同窓会で思うこと
人間形成は高校時代に！
︵S31年卒︶佐藤︵安藤︶令子
同窓会やクラス会には︑少々無
理をしてでも出席するよう心がけ
ている︒というのも同じ学舎から

とかって

な思いをしながら語り会えるこ
と︑毎回楽しくてたまりません︒
クラス会では会えるでしょう︒し

どうしているのかなあ〟

毎年ながら同期の方々に会える
ことを楽しみにしております︒私
の担任はゴジラこと田中修先生で
す︒毎回出席くださるので楽しく
お会い出来︑三十四年前の卒業で
はありますが︑当時の青春時代の
なつかしい時代の話に花をさかせ
ることが出来ます︒その中で初恋
の人の話しを先生も知っておられ
〃今日はMちゃんは来てないね︑

巣立った人々が︑どんな生き方を

同窓会の場合は︑世代の違う人

しているか知りたいからである︒

に会える楽しみがある︒後輩は見
るからに我々と違う背丈︑ひと首
もふた首も高く︑すらりとした長
い足に圧倒される︒またやることな
そしてマイクを前にしての酒脱

すことスマートでものおじしない︒

な話しぶりは︑昭和二桁の前半か
ら上の者には真似できない︒我々
の世代は︑経験豊かにして人前で
話すことにも慣れているにもかか
わらず︑どこかどん臭い︒という

かしいざ会えると自分の気持ちの
十分の一も話せず︑会は終わって
しまうのです︒その場に一緒に居
るだけで良いのです︒これが私の青
春の一コマの様に思えます︒又来年
のやよい会を待ちどうしく思いな

のも育った時代の背景を知らず知

がらペンを置くこととします︒

らずに背負ってしまっているので
あろう︒

高校の同窓会では何十年ぶりに
会う人でもすぐ相手が誰か分り︑
仕事や生きざまなどもその人らし
いので︑意外性がない︒それとい
将来性などきまってしまっている

二年後には同期会を！
︵S41年卒︶尾道︵大橋︶郁代
昨年にひきつづき同窓会に出席
しました︒同期の方が昨年の十一
人から二十四名にふえての参加と
なり今年の同窓会の一番多い学年

うのも高校時代に︑人相・人格・
ように思える︒いかに高校生活が
大切であるかを考えさせられる︒

思い出によせて
︵S32年卒︶櫻井 弘清

同窓会︵やよい会︶会員の皆様

︵

あと二年すると卒業三十周年に
なるのでそれまでには同期会が開
けるといいなあと他の幹事と話し
ています︒居住地や近況などお知
らせ下さい︒連絡を待っています︒
︵

総会、懇親会に参加の方々（ほぼ年代順・卓毎記念撮り）4月29日 於：母校体育館

となりました︒主に三Gのクラス

が多かったのでこれならクラス会
が開けるのせはと十月三十日土曜
日に池袋サンシャイン五十八階の
マテンロー飯店で開きました︒当
日はあいにくの雨にもかかわらず
十九名の方が集いました︒なかに
は大阪からかけつけてくれた方も
いました︒学生時代のニックネー
ムで呼び合ったりして二十八年の
タイムスリップ︒気持ちはすっか
り十八才に逆戻ります︒就職希望
のクラスで女子ばかり︑在校当時
からまとまりのあるクラスに記憶
しています︒担任の長田先生にお
声をかけないで開いた為参加者の
中には﹁先生どうしていらっしゃる
かしら﹂と問われて幹事といたしま
しては恐縮の次第です︒
摩天楼飯店
10月30日「3G会」於池袋
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ラケットを借りて後輩たちと

へ

く﹂ そして ﹁繋ぎ合わ

とクラブ活動等の ﹁縦
の糸﹂をどのように﹁太

います︒

せる﹂事が出来るか︑
などの課題があると思

いずれにせよ︑地道な
努力が必要と考えてい
ま
す
︒
私も︑微力ですが皆
様と相談しながらお手
伝いを差せて頂きたい

性教

と思います︒
宜しくお願いいたしま

︒
す
向丘で学んだ

千田︵樋口︶ 二仁江

育
︵S59年卒︶

現在︑養護教諭の産
休要員として働き続け
ている私は︑母校の特

りました︒

色ある教育として︑コ
ンピュータと性教育が
有名であったことを知

の悩みを打ち明けられる頼り甲斐
のある先生になっていました︒
そして今︑私は小学校で性教育
を行っています︒向丘で育てられ
た性教育への考え方は ﹁正しい知
識を知ること﹂ ﹁知識を得た上で︑
自身の生き方を考える心を育てる

こと﹂ でした︒この考えを指導の
基本としていこうと︑あらためて
思うと同時に︑性＝生を教える立
場として自分を磨き続けていきた
いと考えています︒

総会、懇親会に参加の方々（ほぼ年代順・卓毎記念撮り）

母校でテニスを楽しんで⁝
︵S45年卒︶宮久保 渡

たまたまテニスコートを見かけ

子供が向丘にお世話になってお
り︑昨年に引き続き9月の向陵祭
を見学にいった︒
感じた事として今の子供たち
は︑全体的に見て元気がないと言
う印象を持った︒

る︶

たときに︑在校生・OBがテニス
をしていた︒私も在校時テニス部
だったので︑︵尤も当時は軟式で
卒業後今日まで硬式を楽しんでい
テニスをした︒

上級生は結構上手で︑話を聞く
と第4学区の都立では1番強いと
か︑都大会でも頑張っているとい
う事らしい︒
その話を聞いて︑私も25年程前
のテニス部の3年間のことを思い

ちとテニスを楽しんでいる︒

だし︑大変懐かしく感じた︒
この日以来︑時間を調整し︑土
曜日何回か母校に行って︑後輩た

今後も時間が有る限り続けて行

ます︒ともすれば ﹁恥ずかしい﹂
﹁いやらしい﹂ と思ってしまいが

きたいと考えている︒

同窓会のことですが︑その活動
について小川会長さんを始め︑役
員の皆さんが大変努力されている
ことに︑敬意と感謝を申し上げま

ちな内容を︑正しい知識として学
習させようと︑保健体育の若い担
任は一生懸命だったように思われ
ます︒いつの間にか︑自分の健康

特に性教育は︑自分
自身にとっても身近な
内容であった為︑印象に残ってい

︒
す
在校生の為にも︑同窓会の一層の
発展を願っています︒
それには︑同期卒の ﹁横の糸﹂
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生きざま

︵S30年卒︶渡辺︵岩松︶洋子

ヅよ
Ⅰ

ろ

ひ
の

問

体験してみてほしい︒一人でも多

喜びを感じながら集いの場所へと

を馬鹿にして美術を選択したこ

青春時の面影しかと

ゆっくり歩みを進めた︒

私は思ってlいる︒

前記
﹁合唱へのお誘い﹂ の投稿者︑
小沢玉枝さんは現在コール・シャ
ンティという混声合唱団で技術
︵歌︶は勿論団運営でも中枢で御
活躍中です︒
コールシャンティは今年創立三

定刻に始まった︑高校一年のク
ラス会には予想を上廻る参加者が

くの人に合唱の喜びを伝えたいと

十周年を迎え︑現在団員数は50余

あり︑自己紹介エトセトラ︑談笑

届く早秋のたそがれどき︑首都高
速道路工事中の飛烏山公園を左に
見ながら︑久しぶりに友に逢える

度位の気候異変とか伝えられた夏
も終り︑北の方から紅葉の便りが

エルニーニョ現象とか百年に一

名です︒
この団の足跡は結構輝しいもの

と時の過ぎゆくままに盛り上り︑

︵S31年卒︶小柴︵大塚︶芙美江

があります︒毎年秋に上野の東京
文化会館で催される﹁東京都民合

それぞれに歩んだ人生は違って

も青春の時の面影をはっきりきざ

んでいた友だちが︑〃じゃーまた

高校時代に通った懐かしい旧都

ね〟と各方面に散っていった︒

電通りをタクシーを飛ばす︒左手
に二人の息子が生を受けた病院を

やみの中に見極め︑想い出を胸に
一途︑次の会場へと向った︒

街の各店先に︑一升ビンに入った

その日は︑中秋の名月の夜で
あった︒次の日︑自宅近くの商店
かく申す私も子育てが終り︑ふ
ル・シャンティがありました︒メ

ススキがゆれていた︒

チェロサウンドの心洗われる︑

ンバーの中に同窓生がいたのも心

︒
る

響を耳にしながらのつぶやきであ
︵

︵書記︶山本越子記

強く思へ︑しっかり楽譜も読めな
いのにもう六年も続いています︒

と我に返ったときに目の前にコー

あれば参加資格は充分です︒

を作りあげたい！という気持ちが

たい！みんなと楽しく一つのもの

にかかったことがなくても︑歌い

テン語なんで今までの人生でお目

ない︑英語不得意︑ドイツ語︑r ラ

文中にもあるとおり楽譜は読め

どです︒

奏︑というパターンをくり返すほ

気がついたら三時間余⁝⁝

と︑もう一つは合唱部がなかった

そう容易なことではない︒まして

も体ひとつで参加でき︑歴史︑文
化︑言語などの教養を得ることが

くらい認知されているだろうか︒

る︒それ
は︑本当

に合唱の

これをお読みの皆様もぜひ一度
︵

唱コンクール﹂ では一位︑招待演

ことである︒それは私にはとても

音楽というと︑子供の頃からの訓

残念でならない想い出である︒
ある年令を越すと︑芸術に触れ

に引き連れられて気が付

べない︑でも死に至る迄
は自分の考えでそれなり
に生きる事が出来る筈だ
が他の人間の思いのまま

会いして顔を見た一瞬変

できる︒I最も身近な芸術である

たり︑教養を身につけることは︑

いた時はもう︑遅かった

練や才能などが必要と思え︑敬遠
してしまう︒しかし合唱は誰にで

りする︑いろいろです︒

わってしまったかなと感

と思う︒

三十年以上も経ってお

じたが︑お話している内

かしい︒少しでも多く︑何かを伝

現代社会において︑合唱はどの

えたいと思うが︑なかなかうまく

多種の有線放送のチャンネルに合
唱曲とい
な

言えない自分と言葉が早い人のお
は

うジャン

い︒テレ

ル

しゃべりを聞く時間が︑多くなる︒

ビのC桐

で合唱を
趣味に持
つ新入社

貴方様は何を感じてどう生きて
いらっしゃるのでしょうか︒

ないからであろうと思う︒

素晴らしさを体験した人がまだ少

時私は生意気に高校での音楽教育

員を殴る
ものもあ

ざかっていた︒理由の一つは︑当

合唱へのお誘い
︵S55年卒︶小沢︵小林︶玉枝
私は幼年より音楽を噛み︑現在
も合唱団で活動しているが︑想え
ば向丘での三年間だけ音楽から遠

て行きたい！

無理をせず︑がまんをしないで
自分に素直に︑素晴らしい自然と
一緒に︑愛と文化を大切に︑生き

に学生時代そのまま︑とてもなつ

中

生れる時は自分では選
ザ
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中段左端が小沢さん、中段右端が山本さん

朝
会
窓
同

校

ひとり言

︵S31年卒︶古幡︵白井︶英子
出席しようか迷っての参加でし
た︒身勝手ですが最初は場所も根
津でしたので実家の墓参も出来て
きっと父母が私を皆様に会わせて
くれると思ったのです︒実は現在
主人の父97母96才との生活で人間
人生をいかにすごすか私にもすぐ
の宿題と考えている日頃です︒

ともあれ学び舎から四十年の年
輪の木々がいろくですが入口で

えれて又うれしく︑自分という一

の挨拶の声が心はずんだ声々で︑
旧姓で呼ばれるのが独身時代にか

︵

E組の皆さん二十六名が集いまし
た︒多感な十代に出逢った仲間た
ち︑瞬間に判る方︒﹁誰方かしら﹂

老化防止に⁝

五十代半ばのひとりごと

ります︒

︵

これも老化防止のひとつになる
のではないかと思うこの頃です︒

ス会待望論が起こりはじめまし

た︒とはいえ︑10数年間の空白は

月17日の午後︑母校に程近い豆腐
料理の店﹁五衛門﹂で行いました︒

し︑第13期C組のクラス会を︑10

に︑母校の前に集まろうという試

息が判明するに至りました︒

先へといった具合で︑現在では54

の場合にも楽しい時間は瞬時に過
ぎ行くもので︑その後は大挙して

活躍の様を語り合いました︒いつ

共有した若き日々を追憶すると共
に︑この間の健闘を讃え︑現在の

近況が語り合われ︑最後は大学の

参加し︑半ばから母校の並びの割
烹料理店で懇親会を行いました︒
瞬時にして︑苦の仲間に返った趣
がありました︒昔語りに談笑し︑

集ったのです︒この日は同窓会に

みが持たれました︒生憎の雨模様

不明者を更に探り当て︑触り合っ
た縁を大切にし︑共々歩みを進め
て行きたいと考えています︒

した次回のクラス会の日までに︑

ず安堵することができました︒そ
れと共に︑2年後の秋に開催を約

裏に終始したことは︑当初からの
企画に携った者の一人として一先

でした︒23名もの参加を得て盛会

卒業後32年目の此の度のクラス
会は︑このような経緯を経たもの

でしたが︑女性を中心に14名もが

私どものクラスでは︑何回かの

二次会・三次会へと向かったこと
は︑記すまでもありません︒

この間︑4月29日の同窓会の日

名のクラスメートのうち45名の消

10数年振り︑それ以上の期間をお
いた者も多く︑五十路を越えた今︑

た︒このようなわけで︑改めて名

した︒探り当てた先から更にその

簿づくりから着手することとしま

大きく︑音信の通う者は僅かで︑
時間が無為に経過する許りでし

︵S36年卒︶ 田中 正明

そして三十二年

方だ﹂と思い出す︒曾ての少年達
は︑立派な社会人となり︑随分と

担任の降旗経雄先生をお迎え

と思い記憶を辿るうちに︑﹁あの

社会に貢献した面持ちで風格も有
りました︒曾ての少女達は︑主婦
となり︑母となり︑それぞれの人
生経験を糧にして貫禄十分の風体
でした︒この長い歳月を︑皆んな
一生懸命に生きて来た同志という
思いにある種の感動を覚えまし
た︒老いのベールを時には感じる
この頃︑またの機会に壮健で皆さ
んにお目にかゝれることを祈り︑

でした写真も沢山に心より感謝申

帰途につく秋の宵でした︒

し上げます︒又の機会まで御元気で

サークルと見紛うほどに校歌を
歌って散会をしたのです︒
えてしまっていたのです︒しかし

10数年前の会を最後にして︑途絶

ながら︑数年前から︑

部

人の人間になってこう思うのは私
だけかもしれませんね︒それにつ
けても幹事さん王子の場所すてき

ラ

会合を重ねてきましたが︑それも

発に行われようとしております︒

︵S31年卒︶小林︵小川︶啓子
今︑世間では高齢化社会にそな
えて︑老化防止のための活動が活

く集い︑すでに忘れてしまってい

今回のクラス会に出席して感じ
たことですが︑かつての級友が多
る思いがけない事柄を語り合い︑
また一つのエピソードを思い出と

合って︑ほんのひとときですが︑

して共有していた事実を確かめ
若がえった気分になりました︒今
でも︑そのときの余韻が残ってお

10月17日「3C会」於白山上五衛門芳

高

懐かしい友
︵S31年卒︶飛矢崎︵今村︶美智代
今から︑四十年前の学友︑
10月1日「1E会」於王子安寿加毒

丘
向

平成6年1月20日（8）
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会

小川力洋会長

小川会長

平成3年度
書記 ︵山本越子︶
平成3年度

H

H

4

︑
0︑

ま家
名出席

総会の写真整理及

討並びに校正会を重ねた︒
年2月20出開催されました︒

︶
回 ◎第3回ホームカミングが︑

3㈱

︑反省ム雪 7名出席

やよい第3号誌の

第二回企画会議8

於校長

会

メンバーが同期会を同日に合わせ
て下さり前段の会合として8名も
の協力がありました︒各期で︑ご
活用を希望致します︒
参加された方々からは 〝懐旧と

ともに青春が来た〃 とご満悦のご
様子です︒校長先生はじめ︑ご理
解とご支援に感謝申し上げます︒
於体育館

0広報誌やよい3号が5年1月

㊥研究活動
29日発行されました︒今回は有返
信者のみ6613通を投函しまし

た︒それでも200通程が転居先不明

とな刀ました︒住所変更がある方
は必ず会長宛ご連絡下さい︒又︑
友人でやよいが届かない人があり
ましたらご一報をお願いします︒
10月て目企画会議からH／21︑12
／17︑⁚12／28︑1／5︑1／14︑

1／21︑と数多く会議をもち︑検

︵

t￣￣￣

加して下さった方々等に改めてご
案内をし︑会員23名︑旧現先生

第3号誌に広報し︑又かつて参

池永校長︑鳥居︶ 役員 ︵小

7㈱

松浦︑石井︶

会
H﹂︑4︑29㈱

客員12名

先生 ︵池永︶ 新幹事 ︵笠原︶ 役
員等 ︵小川︑三田︑荒川︑石山︑

室

役員顔合せ会8名出席

於校長室
︑3︑30㈹ 総会に向けて新幹事︑

先生 ︵鳥居︶ 役員 ︵小川︑三周︑
山本︑岩崎︑石山︑鶴田︑浅利︶

21拙

三田︑山本︑岩崎︑石山︶ 於志

出席
先生 ︵池永︑西渕︶ 役員 ︵小川︑

企融会 議 と 役 員 顔 合 せ 会 ︑ 7 名

4

長室

三田︑山本︑岩崎︑石山︶ 於校

︑6︑20拙 総会会計報告と写
真整理会︑7名出席91通発送
先生 ︵鳥居︑西渕︶ 役員 ︵小川︑

於阻端志ま家

三（付、

員︶ 7名 計30名の参加があ■吐︑

て行きたいと願っております︒

かつてない活発な母校愛に燃えだ
意見交換ができました︒
今後更に広く︑深く皆様のご参
加を得て確かな意見交流の場とし

㊥渉外関係
9㈹ 母校入学式に小川
4
会 長 が 参列した︒
00

l

︑31㈲

PTA研修会︑新

︒
た
︑9︑26出 向陵祭に会長が訪
問参観した︒
1㈲ 前北園高校校長大

5

田房太郎先生送る会に会長が出
礪L た ︒ 於 上 野 精 養 軒

4

10㈲ 池永校長御母堂御
逝去につき会長が通夜に参上し

H4︑
H

H

〝だ

年会に招待を受け会長が出席し
た︒小田原曽我梅林︑二宮尊徳
生誕地︑小田原城跡見学後

︵S37卒︶

るま〃 にて新年会となった︒総
勢46名
H5︑3︑10㈱ 卒業式に会長が招
かれ︑祝辞を述べた︒350名卒業

㊥振興助成
第14期

代表幹事河原正史氏が本郷弓町

H4︑4︑29㈱

︵S61年卒︶

クラブにて同期会を開いた心 会
員︑先生100名程が参加した︒お
呼び掛219名に対して助成した︒
第38期

代表幹事鶴田進氏が銀座若松に

H4︑10︑17拙

〃やよい

て同期会を開いた︒100名参加︑
160名お呼び掛に対して助成した︒

事業計画 ︵案︶

◆広報誌の発行と発送
5年1月末日をもって

3号〃 誌を発送することができま
した︒校正ミスが何点かありまし
た︒お詫び致します︒
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︑

︵

客

￣−
「￣￣
冊、11「百二「
三田、山本、岩崎、石山）
Y、生送6

員98名 合計110名が参加
特に第14期やよい会 ︵S39年卒︶

㊥総

H

H
H

￣￣丁■

岩望

◆総

会長あいさつ

開会のことば ︵三田昌男副会長︶
校歌斉唱

②決算報告
会計 ︵荒川雅司︶
平成3年度
監査 ︵石山彼早子︶

︵平塚寛次郎顧問︶

役員 ︵小川︑三田︑山本︑石山︑
千田︶ 以上13名出席︑於LL教

懇親会の運営について
先生︵千葉︑鳥居︑西渕︶幹事︵猪
飼︑松崎︑成田︑能川︑栗田︶

H4︑4︑18拙 総会次第︑役割分担︑

会合開催︺

◇役員会︵含幹事会︶︹都合6回

会務報告

援助資金とする︒
八︑閉会のことば

約20名
七︑ビンゴゲーム大会 カード1枚
￥500にて会場内で配布し︑

洋子様︑上尾市在住
吹奏楽部 出演︑顧問橋本先生

日舞 第七期︵S30︶渡辺︵岩松︶

アトラクション

懇談︵スピーチ等少々︑顧問等︶

乾盃

一︑開会のことば
司会 ︵千田二仁江会計︶
会長あいさつ
︵小川力洋会長︶
来賓代表あいさつ ︵原隆男顧問︶

◆懇親会

八︑閉会のことば

役員 ︵会長︶

④事業計画︵案︶
︵石井満喜子幹事︶
⑤予算︵案︶
会計 ︵千田二仁江︶
⑥規約改正の件
⑦役員改選につ いて
︵寺村光司幹事︶
⑧その他
七 ︑ 役 員 等 紹 介 顧問︑参与︑幹事︑

③監査報告

議長

校長 ︵名誉会長︶ あいさつ
池永武昭校長

︑議長選出
︑議事
①会務報告

四三二一
六五

六五四三二
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︵第

同時期6年1月末日までに発行致

したいと考えております︒

までで14︑136名と

会員総数︑5年3月卒業生
45期生︶

◆ホームカミング︵第四回︶開催

同窓生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土曜日午後三時から
母校にて開催することを定着化し

て行きたい︒6年2月19日が予定
日です︒

会員各位と同窓会本部とのつな

◆同期会︑同級会への助成

がりを確かなものにするために︑

各会開催に先着順で通信費助成を
行うものとする︒担当幹事は︑会

の呼び掛者名簿と︑当日出席者名︑
当日の報告文を400字程度にまとめ︑
さい︒

様子の解る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

創立50周年にはより充実した記

◆名簿確立への努力

念名簿が発行できる様︑毎年の卒
業者名の新規入力と︑日常送られ
て来る移動整理を続ける︒不明者

名の判明に努力する︒これらも︑

うものです︒

各位のご返信等によるご協力を願

審議事項
◆規約改訂の件

現第6条 本会に顧問︑参与若
干名を設け︑役員会の諮問に応え
る︒顧問︑参与は現旧教職員の中
から︑役員会の推薦により委嘱す
︒
る

得るものとする︒

新第6条 本会に顧問︑参与︑
相談役を設け︑必要に応じて役員
会の諮問に応える︒顧問︑参与︑
相談役は現旧教職員︑役員の中か
ら︑役員会で推薦し総会で承認を

◆役員改選の件

任期満了につき新役員 ︵案︶ を
提出︒
別表役員表に決定した︒

