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戦後五十年からの追憶
副会長
三田
昨年は戦後五十年という事でテ
レビや新聞等色々と特集がくまれ
ておりました︒戦争中は食程もな
く自由もなく暗い時代でした︒そ
の時代を知る人も段々と少なくな
ってきております︒東京より熊谷

おります︒
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た︒今度の再会は二年後の還暦に
開くことに決定しました︒

あいあい楽しい一日をすごしまし

は終戦でした︒二十年の十月には
東京の本郷の焼け残ったおじの借
家に帰って来ました︒昭和二十年
の東京は一面焼野原で松坂屋の建
物のみが残っている状態でした︒

ぐ誰かしらと顔もわかりませんで
した︒段々と自己紹介をして話し
ているうちに昔の友の顔と一致し
ました︒参加者は全員で四十名位
でしたが昔の学生時代の話で和気

した︒卒業後会ってませんのです

昨年は阪神大震災︑オウム事件︑
大和銀行のスキャンダル等暗い話
ばかりでしたが今年は良い年であ
ればよいと思っております︒
学校の建物跡地の発掘作業も終
り今年から新校舎も立ちはじめま
す︒来年の五十周年記念式典を新
しい校舎で出来たら良いですね︒
九月に昭和二十八年卒の同期会
が王子にて開かれました︒私の3
Eのクラスからは︑五人出席しま
した︒その内四国や大阪の遠方か
らはじめて来てくれた人がおりま

発行責任者

このたびは時間的に余裕がなく
急な呼びかけで参加者が少なかっ
たのですが︑次回の同期会には多
数の方の参加を望みたいものです︒

原になりました︒翌日八月十五日

へ疎開した私は八月十四日熊谷で
B29の爆撃を受けました︒焼夷弾
の雨で荒川の岸辺を逃げまわりま
した︒一晩で熊谷の大都会も焼野

都立向丘高校同窓会

その後の東京の発展は目をみはる
様でした︒
現代の民主主義の時代が永く続
き平和な国であること︑全世界の
人達と仲良く出来る事に感謝して
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マルチメディア学習に
入る向丘高校
校

向丘高校は︑今年度Ⅰ・C ︵個

性化・特色化︶事業の推進校とし
て︑予算がつき︑マルチメディア
学習の実施に入りました︒
本校のコンピュータ利用による

これからは︑コンピュータにな
じむという受身の概念から抜け出
して︑自らコンピュータを使って

を培うべく︑発展を続けておりま

︒
す

稲垣

矢作

英子教諭 ︵数学科︶

希教諭 ︵生物科︶

洋教諭 ︵保健体育科︶

信雄教頭1都立大付属高校教頭

松重

彊子教諭 ︵英語科︶
1退職

1中野工業高校

1大泉高校

1足立新田高校

三浦

正春係長1農業高校経理係長

竹原

河村

忠夫教諭 ︵数学科︶

勝博教諭 ︵保健体育科︶

幸子教諭︵英語科︶

孝教頭−八丈高校数涙

矢野

信書事務室次席−文京・三中

−赤羽商業高枚 ︵定︶

−葛西南高校

−足立新田高校

宇宿

②転入
須永

薄口

篠田

①転出

方が異動なさいました︒

息職員異動
平成七年三月末日をもって︑在記の先生

母校だより

す︒微力ながらその一助になれれ
ばと願っております︒今後とも︑
本校にいっそうのご支援を賜りま
すよう心からお願い申し上げま

重ねです︒社会の急激な変化に伴
って︑向丘高も個性化に向けて︑
また生徒の人格形成のための基礎

孝

学ぶ時代となってきます︒

頭

向丘高の近況報告
教

須永

四月より着任いたしました︒

歴史と伝統ある向丘高へ今年度

組みは︑同窓生の皆さんもご存知

個別学習 ︵CAI︶ の実践の取り
の通り︑昭和55年より始まり15年

間継続して実践研究を行って来ま

その実績の上に立って︑マルチ

し
た
︒

メディア教室がはじまりました︒
マルチメディア機器では︑コン

ピュータを中心に文字・図形・画

張りを見せてくれていて︑厳しい
変化にも負けずに順調に推移して
います︒クロスカントリーも多摩
湖畔で︑寒風をものともせず︑元
気な姿をみせてくれました︒
教育は︑不断の人の努力の積み

年生は︑進学・就職にと最後の頑

平和の尊さを心に刻みました︒三

義園︶ を立派にやり遂げました︒
二年生は沖縄に修学旅行に行き︑

二学期は︑向陵祭・体育祭︵六

自由な雰囲気の中で︑自主的に
活発な活動をする生徒が多いこと
に驚きました︒現在︑学校は校舎
改築のための基礎杭工事に入り︑
プレハブ校舎の生活ですが︑平成
九年度の三学期には地下一階地上
六階建の新校舎に引っ越しするの
を楽しみにして︑教職員・生徒一
同勉学に懸命の毎日です︒

︵インターネッ

像・音声を自由に組み合わせて提
示することができます︒さらに世
界中のデータをあたかもその場に
あるかのように組み合わせて扱う
ことができます
ト︶︒

そして︑提示にたいする生徒の
反応を柔軟に取り組むことができ
生徒一人一人に異なる内容を提供
することも可能です︒また︑生徒
は情報を受け取るだけでなく発信
することができます︒これは︑生
徒にとって新しい学習環境です︒

明治大学︑立正大学

など

甘進路状況−平成6年度
国公立大学
東京水産大学
私立大学
跡見学園大学︑関東学院大学︑学習院大
学︑工学院大学︑国士舘大学︑駒沢大学︑
城西大学︑大正大学︑拓殖大学︑大東文
化大学︑千葉商科大学︑中央学院大学︑
帝京大学︑東海大学︑東京家政大学︑東
京工芸大学︑東京情報大学︑東京電機大
学︑東京薬科大学︑東洋大学︑二松学舎
大学︑日本大学︑立教大学︑法政大学︑
公立短期大学
立川短大

都立医療技術短大︑都立商科短大︑都立
私立短期大学

園女子短大

など

跡見学園短大︑大妻女子短大︑川村短大︑
嘉悦女子短大︑共立女子短大︑国際短大︑
国士舘短大︑東洋女子短大︑十文字学園
女子短大︑実践女子短大︑聖徳大学短大︑
東海大学短大︑東京成徳短大︑東京家政
大学短大︑淑徳短大︑富士短大︑目白学

医療秘書

など

専修学校・各種学校
中央工学校︑東京電子︑東京自動車︑日
本電子︑武蔵野栄養︑東京福祉︑御茶の
水スクールオブビジネス︑大原簿記学校︑
東京YMCA︑国際観光文化学院︑東京
就職

日拓エンタープライス︑ライフコーポレ

大日本印刷︑石丸電気︑サミット︑さく
らビジネスサービス︑八芳園︑杉村運送︑

ォトレディ

など

ーション︑山桜︑総合警備保障︑凸版フ
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﹁戦後半世紀を迎えて﹂
元校長

原

隆男

本年は戦後五十周年と言われま
す︒如何にも感慨の深いものがあ
りますが︑そう思って︑向丘の沿
革を辿ってみますと︑戦前は別と
し︑戟後新制高校として発足した
当時をふり返ってみまして︑いろ
いろなことを感じさせられます︒

例えば︑昭和二十三年四月一日の
項には︑学制改革により﹁東京都
立向丘本郷新制高等学校︵阿部篤
三校長︶ を開校﹂とありますが︑
同じく二十五年の一月二十八日の

項には︑﹁東京都立向丘高等学校
と校名変更﹂とあります︒そこで

更に遡ってみますと︑二十三年五
月十日としまして︑﹁阿部篤三校
長東京都視学官に転出し︑東京大
学名誉教授︑宇野哲人︑校長事務
取扱いを命じられる︒﹂とあり︑
又﹁二十五年︑三月三十一日︑宇
野哲人︑校長事務取扱いを免ぜら
れる︒﹂とあります︒言うまでも
なく︑向丘は宇野先生のご後任と
して︑当時都立上野忍岡高校の校
長をして居られました土屋潤身先
生を校長として新たに迎える訳な

して︑向丘に赴任されました宇野

のですが︑東大の名誉教授と云う
お立場から﹁校長事務取扱い﹂と

先生は︑誠に異例の人事であった
と思われます︒つまり二年足らず
の短かい期間の先生のお仕事の中
には︑他ならぬこの校名変更の問
題が︑可なり大きな意味を持って
居たのではないかと想像されま
す︒最初の校名を向丘本郷高校と
云いましたのは︑恐らく︑そもそ
もの前身である︑都立向丘高女と
都立本郷女子商業と云う両校の名
称を公平に含めたものと考えら
れ︑それぞれの学校出身の先生方
も居られる中での︑宇野先生の一
大英断であったものと思われま
す︒戦前には向丘と云えば︑旧制
一高の連想もあり︑校名としての
﹁向丘﹂と云う文字の床しさ等︑
そこは一大漢学者宇野哲人先生の
高邁なる識見に侯つ所であったも
のでしょう︒

面白い事には︑﹁二十四年︑四
月十八日︑文京区駒込追分町一〇
〇番地に新設された校舎に移転﹂
とありますが︑云うまでもなく︑
この校舎は現在に繋がるもので︑
その地番は今︑文京区向丘一丁目
十一番十八号となって居ります︒
これは︑﹁向丘﹂ なる校名に因む
文京区としての地域のご協力が当
時あったものと考えられます︒
改築以前の古い体育館が︑本郷
通りに向かう入口を持って居た事
など︑草創の始めから︑地域との

︵

関連が深かったことを︑沌み沌み
と︑感じさせられる昨今です︒
最早︑戦後半世紀︑月日ガ経つ
のは早いものです︒そしてヾ向丘
にも︑間もなく創立五十周年︵平
成九年︶ がやって参ります︒

平塚寛次郎校長の御尽力により︑

※前文中の ﹁古い体育館﹂ の門標は

平塚寛次郎

校長室に大切に保管してありま
︒
す

回想と現実
元校長

でに頂戴したものである︒その中

会をうならせた双壁なのである︒
実は﹁日本の歌﹂は﹁ローハイ
ド﹂ のテープをおねだりしたつい

の椰子の実・青春賦・荒城の月・

の日々を過ごした母校のぬくもり

琵琶湖周航の歌を聴いて︑遠い日
の学び舎や青い空︑緑の木々や旧
友︑そして向丘高でお世話になっ
たころを懐しく思い出していた︒
ちょうどその時︑向丘高同窓会
ホームカミングのお誘いが届いた
のである︒ふしぎな気がした︒向
丘高同窓会の方々もきっとなにか
をきっかけに懐しい母校を思い出
されるにちがいない︒青少年時代

は肌にしみこんで忘れ難いものに

なっていることでしょう︒はやく

ももう春三月︑四月二十九日恒例

をいまから心待ちいたしておりま

の同窓会も近づいてまいります︒
毎回労を七ってくださる小川会
長・役員の方々に感謝しっつ当日

このごろ︑音楽で心を癒すこと
がある︒横浜の弁護士ご一家がオ
ウムのために遺体となって発掘さ
れる悲しい報道に涙ぐむ︒一方︑
フランスの核実験決行の報道に胸
が痛む︒こうしたおりは︑しばし

︒
す

音楽で心を鎮めたくなるのであ
︒
る

取り出したのは︑意外といわれ
るかもしれないが﹁日本の歌﹂ で
ある︒このテープは︑過日︑元両
国高校長羽部先生からいただいた
ものである︒羽部先生の名演技︑
ベルトで畳を強打して歌う﹁ロー
ハイド﹂は︑わが向丘高の元校長
原先生の名演技︑扇子と口上で踊
る﹁エッサッサ﹂とともに元校長
︵

報
会
窓

同期会だより
四十周年記念同期会の開催
S30年卒 三谷一郎
昭和三十年卒業生の四十年目の
同期会が三月五日︑日暮里のホテ
ル・ラングウッドで開催されまし
た︒参加者は九十五名︑先生方は
五名がご出席になりました︒当時

の担任奥田先生︑永尾先生︑古田
先生に加え教科担当の長田先生︑

ょうと

﹁やよい﹂を通じて呼びか

内状の届いた人数の半分が出席し
たことは大いに評価できますが︑
残りの半分の方々も是非次回には
出席して昔の友垣を再び築きまし

ヽ ↓

O

けたいと考えます︒
そして五年︑十年と周年ごとの
同期会を皆様もぜひ企画して下さ
LV

キャッチフレーズに

﹁⁝⁝もし

いになるかも⁝⁝﹂という案内状
を手にしたら︑貴方ならどうなさ
います？そんなのムシですか︑ウ
フフと笑いますか︑ウーンそうだ
ナとうなずいてしまいますか︒

かすると人生でこれが最後の出会

同期会のおきそいに

S31年卒 入江 ︵倉林︶ 尚子

さそわれて

於ホテル・ラングウッド
40周年記念同期会

同

校

高

田中先生を囲みすっかり全員が昔
にタイムスリップし伸びやかにし
なやかに悠々たるそれぞれの人生
を語り︑お互いの無事を喜び合い
ました︒それぞれの人生が風貌に
刻み込まれ男性も女性も本当に魅
力一杯の面差しで尽きぬ話は三時
間の持ち時間もあっと言う問に終
わらせてしまいました︒
各クラス毎︑部活単位の記念写
真にも熱気が溢れ先生方を取り囲
んでの撮影には喜びの会話までが
しっかりと写し込まれました︒
昭和三十年の卒業生は五クラス
二百五十七人でした︒三年生の担
任であった五名の先生のうちお二
人はすでにご逝去されました︒
三十周年に続く企画でしたが次
は五年後に是非開催と多くの参加
者から希望が寄せられました︒案

勿論︑前後の文章に名セリフも
あり︑こゐコピーにつられて四十
名のなつかしい面々が︑遠くは香
川県や大阪から上京されてこられ
ました︒高校での三年間一度も同
じクラスになった事もなく︑お会
いしても︵？︶という方もあれば︑
四十年ぶりの再会なのに︑お互い
一目で昔の面影をみつけ出し旧姓
で呼び合ったり︑どこかでお会い
した事あるのだけれど ー とおそ

難度A

着地成功

S37年卒

寺村

光司

して︑同期会を開催しようという

月日の経つのは早いと言います
が︑三年なんてあっというまでし
た︒平成四年に卒業三十周年を期

ことになり︑初めて同期会を開き
ました︒その折︑次回は三年後幹
事はA組から持ち回りということ
になりました︒その時は三年なん

年目でもいいんじゃないとたかを
くくつていると︑篠田保君から連
絡があり︑絶対にやるとのことで
し
た
︒

名で予約し後は神頼みでした︒
当日は天気にも恵まれ︑八十一
名 ︵A十三名B十二名C十四名D
十九名E六名F十七名︶ が参加し
てくれました︒無事大役を果たせ
ほっとしましたが︑残念なことが

した︒会場は駒込のれすとらん
﹁ぷらざ﹂とし︑会場には六十五

てくれるかというところまできま

段々に格好がついてきました︒同
期の高橋喜美子 ︵旧姓⁚片岡︶ さ
んの店﹁わらしっ子﹂ での幹事会
も無事済んで︑後は何名が出席し

て遠い話と気にもかけませんでし
た︒それがあっというまに幹事年
が回って来ました︒後二年後の五

るおそる声をかけてみたり︒
各クラスにわかれ一人一人の近
況報告に︑昔を思い出して茶々を
入れてみたり︑久々たのしいひと
ときを過し外へ出れば︑十五夜を
明日にひかえ︑めいっぱいおしゃ
れしたお月様が私達を見送ってい
ました︒仕掛人︑世話人の方々あ

渋々重小腰を上げ準備を初め︑
しく〃⁚

りがとうございました︒またよろ

割烹「浦島」
王子
於
平成7年9月8日8期同期会

丘
向
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二つありました︒一つは担任の先

生方に出席頂けなかったこと︒た
だ︑橋本力先生には前回に続いて
出席して頂きました︒もう一つは︑
夜になって雨がふりだし皆さんに
大変な思いをさせたことです︒
会計も黒字となり次回の幹事B
組への引継ぎも終りました︒一緒
に力を合わせてくれた福沢とき子

︵旧姓⁚荒川︶ さんほか︑各組の
幹事の方たちにもお礼を申し上
げ︑難度A無事着地成功と密かに
喜んでいます︒後は十八年後︑生

30年ぶりの再会

バチッと合った

Ⅵ

次回の同期会 ︵来年の創立五十
周年の時とか︶ を楽しみにしてい
ま す ︒

中退席して会場に向かう︒開会30

きっと成功するものと確信する︒
同期会当日︑まず同窓会に出席し︑
本日同期会のある事を連絡して途

分前に着いたのにすでに数人の人
が来ていて次第に雰囲気が盛り上
がる︒先生方も現在いらっしゃる
5人すべての方が出席していただ
き︑まずは第一の目標は達成する︒
出席者も80名を越えて当初の予想
を越える︒
会がはじまり先生方一人一人の
挨拶をしていただくと会もクライ
マックスに達し30年の時を越えた
感じがする︒二次会︑三次会と夜
おそくまで宴は続き時のたつのを
忘れる︒
数年後再開を誓って解散するが余
韻が残る︒結局︑同窓会という年
代を越えた集まりの場所がある事

S41年卒 原 ︵近藤︶ 淑子

が同期生適の集まりを容易にす

▼

︻
︒
る

場は︑感嘆の声︒全然変っていな
い人︑ちょっぴり変った人︑でも

昔の記憶と今が︑バチッと合い︑

る︒

〜

餌わかっ

S41年卒 佐藤一男
昨年4月29日高校卒業御年を記
念して同期会を行なう︒
平成5年4月29日の同窓会に27年
ぶりに出席し︑その時居合わせた
同期の何人かで卒業30年目にあた
る平成7年に同期会を開こうと話
し合うが︑それから1年は両もし
ない間に過ぎてしまう︒翌年の同
窓会で来年こそ同期会を行なおう
と決め︑まず同期生の現住所の確
認に全力をあげることか鼠はじめ

気軽に会える場所へ ︻

幸い同期の谷嶋君が最大限の努力

﹃私と同窓会﹄

とても不思議でした︒
先生方にもお会いすることが出
来大変なつかしく思いました︒た

をして一人また一人住所邦

た︒三十年分の挨拶の波⁝！︒会

だ残念だったのは︑三年の担任の

卒業式の時︑フッと思ったこと
を想い出しました︒それは︑もう
二度と︑全員が一同に会すること
はない︑と︒各々に︑様々なこと
があった三十年間と思いますが︑
﹁光陰矢の如し﹂︑あっという間に
過ぎ去った気がします︒
第一回目の同期会︒少々不安な
気持も︑なつかしい友の顔を見て
どこかに︑吹き飛んでしまいまし

中村信忠先生が亡くなられたこと

ていった︒案内を出すこ には同
期生の3分の2ほどの住通がわか

きていれば︑又幹事を楽しくやり

です︒中村先生のお好きだった

とりあえず︑我々は同期生50名
以上集める事に重点をおき次回以
降人数をふやす事にする︒︑
何度かの打ち合わせのなかで50名
は集められそうと結論を出t同窓
会と同じ4月29日に同期会を行な
う事にする︒
集まるたびに幹事達に熱意を感じ

︵

て同期の人に会ってみたいと思っ
た時︑気軽に会える場所を作って
行きたい︒

集まりを同窓会の様に長く継続し

卒業30年してはじめて同窓会に
感謝したい気拝だ︒我々も同期の

︒
る

﹁小諸なる古城のほとり﹂を思い
出します︒
人と人との出会いは︑﹁再会﹂︑
﹁新しい出会﹂を問わず楽しいも
のという気がするこの頃です︒
同期会を通じて︑クラス会が開
かれたり︑疎遠になっていた友達
同士が集まったりと︑出会いの輪
が広がっていくことを願います︒

ましょう︒
卒業30周年同期会 於 的込 レストラン「ぷらざ」
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貴重だった同窓会参加と
同期会の薦め
S41年卒 谷嶋二三男

︵

かけも大切です︒他の期の方も同
期会の開催を考えてみるために︑
同窓会に参加してみてはいかがで
しょうか︒

30年ぶりの同期会は︑予想以上
に話がつきず︑学生時代同様︑先
生の話も︑おしゃべりで耳に入ら
ないぐらいでした︒
同期会の折︑次回の同期会開催
について調査した結果︑1年後開
催25％︑2年後開催25％︑3年後

開催卸％︑でした︒この結果と昨
年参加できなかった方も多くいる
ことから︑次回は2年後 ︵平成8
年︶ の開催を考えています︒同期
会が開催できたので︑同窓会はも
う良いというのはいかがなもので
しょうか︒毎年開催希望の方そし
て昨年参加できなかった方は︑ぜ
ひ今年の同窓会にお越しくださ
い︒幹事はできるだけ参加し︑情
報交換をしたいと思っています︒

花の19期生拡大クラス会
S42年卒 立花︵川井︶恵美子

去る平成七年八月二十六日
︵土︶︑私の仕事場でもある︑向丘
生涯学習館三階実習室に︑恩師︑
三年時F組級友︑私の個人的親友︑
その他e−C︑⁝十三名が集合︒
アルコールのないのを嘆きつ

つ︑女性一名が私の講習を受け︑
もう一名が経理の腕を活かして会
計︒私はお茶くみ兼幹事兼手芸の
先生兼︑旧クラス会及び同期会幹
事等々雑役婦をしてみました︒
当初七名の先生すべてより快諾
をいただき︑感激を涙をこぼしそ

うになった私ですが新山先生・中

もうかなり出き上ったような某

なつかしの母校の前で記念撮影
をとカメラ二台を友人に託す︒
十分程遅れ到着すると降旗先生
以外の吉田善雄先生︑小倉先生も
いらしていて又十三名になる︒

︒
殊

をし第二会場である自山上の五衛
門へ八人が徒歩で出発︒私は遅刻
者のチェックと残務整理の為居

が欠席され残念でした︒
ここを全員で後片づけ︑そうじ

村達郎先生・江川先生・篠原先生

於向丘生涯学習館
19期生拡大クラス会

昨年︑30周年同期会を盛会に開

催することができました︒
同期会が開催できた要因には︑
同窓会に核となるグループや個人
が数年間参加していたことが挙げ
られます︒数年間参加していたこ
とで︑たまたま参加した方とのつ
ながりを維持できたことです︒ま
た︑個人やグループそしてクラス
として卒業後も連絡をとりあって
いた方も多く︑いもづる式に珊名
近くの方の住所が判明して行った
ことも良い結果につながりまし

す︒とにかく︑ちょっとしたきっ

︒
た
同窓会の存在のお陰で同期会が
開催できたということも言えま

東天紅
上野
於
平成7年4月29日

氏 ︵特に名を秘す︶ のリードによ
イ○

りゲコの私が指名され再びカンパ

各自の近況報告に移るとこれか
らは爆笑のウズとなる︒

単身赴任が楽しかったという変
な氏︑関西の震災を体験した人︑
耐震設計の専門家として直後に現
地入りした人︑ヨガをしていてプ
ロ・ポーション抜群と自他共に認
められる人︑又養子に行った人︑
養子をもらった人︑バツ一の経験
者︑中・高校の先生が四名 ︵内一
名が小倉先生︶ 善田・降旗両先生

はそれぞれ公的或いは福祉等の社
会に貢献なさるお仕事につかれて
います︒
他に製薬会社で他のクラスなが
ら九中時代からの友人︑当番を他
の人に押しっけて出席したらしい

った途端に私語が激増し学生時代

コンビユトター関連会社の人︑電
通一名︒私から小倉先生の話にな

そのままに ﹁先生の話をきちんと
聞きなさい︒﹂ と一カツされ大爆

︒
笑
降旗先生の福祉の活動︑吉田先
生と小倉先生の東大紛争へのかか

わり等︑興味深いお話しや︑たび
たび起ったヤジや質問等により閉
店時間をすぎる程でした︒
又︑小倉先生が24才で着任した
事︑二人の先生が大正15年︑昭和
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1年の同じ年生まれで仲が良い事

等初めてうかがった事ばかりで

く閉会︒

︒
す
先生がたが翌日の仕事をひかえ
られていたため十名 ︵F組七名A
組一名D組一名G組一名︶ が三次
会のカラオケへ︑さらに盛り上っ
たり下ったり︑校歌でしめて楽し

ちょっと違和感を感じた︒いまど

きそうじゃない人がいると丸井サ
ンは思っているのかしらねなどと
冗談めかして悪口もいった︒が︑

フルネームでは通らない牡間があ

間もなく私自身︑女にはまだまだ
ることを思い知らされる︒叫

山

桜がほころび始めるころ︑夫に
仲人の依頼が来た︒夫は高校の教
師である︒十年程前に担底をした
卒業生からの電話らしい︒
﹁花嫁の紹介はお前がや■らてみ
るか？﹂

〝

やらせてもらえるの

ヽ一

0

く嫁料ル

でいる︒妻であり母親であっても

フルネームで生きている⁚﹁つもり

子育てが一段落するころから和
裁を教えるようになった︒不惑を
過ぎて始めて趣味の世界でも私は

け︒−私︑夫の付録みたい

だの理で宴私

0

﹁ええ！

やってみたーい﹂

歩花ず1まる

目立ちたがり屋の私は夫の言葉
に飛びついた︒過去数回の経験か
ら︑仲人夫人ほどつまらない役は
ないとしみじみ思っていたから︒
夫は︑挙式無事終了の報告から新
郎新婦の略歴紹介︑加えて祝辞に
いたるまで延々と喋
はただ黙ってうつむ
たけなわになってもア
赤い顔をするわけにも
を口にするのも遠慮が
お色直しの度に手を引い
い

て＿二かコ＿ま

男女四名相乗りタクシーで帰
宅︒先に帰った和田君を次期クラ
ス会会長︑栗田君の連絡係・名簿
係が決定︒又大学教授二名多忙な
なか遠方から有難うございまし

戦はそのまゝクラスの中に移って
きたようでした︒勉強もそれぞれ
に自由時間 ︵各自時間数が違う︶
を持ち図書室は何時も満員でした
ので私などは校長室 ︵土屋潤身校
長︶ を使わせて頂きました︒校長
先生には学生時代のこと︑宗教の
こと︑そして日本女性の美しきに
ついて又数学の先生がクラシック
音楽を︑漢文の先生がシャンソン
を︑生徒も色々でしたが先生達も
ユニークな先生が多く勉強の方法
も自由だったのかも知れません︒
古い歴史を持った高校からの転校
生だった私は驚くばかりでした︒
生徒間の交流︑先生達との語り合
いが本当に多かったと思います︒
今思うに不足な設備の中で当時東
大にしかないと云われた電子顕微
鏡に写し出された微生物と生物の
先生の笑顔が今も目の中に残って
いるのです︒電子顕微鏡は私達の
誇りでした︒今新らしく︑校舎で
学ぶ若人に大きな夢を措いてほし
いと思います︒
ふろくのたわごと

S31年卒 山本 ︵福永︶ 越子

数年前のこんなコマーシャルを
ご記憶だろうか︒
〝フルネームで生きています

テレビがそう呼びかけたとき︑

か？私は手塚さとみです″

つ

し

︒
た
追伸前同期会長横山氏︵弁護士︶
からの伝言
次期同期会長になりたい人はす
みやかに立候補して同期会開催の
準備にかかられたし

みんなの広場
古い思いで今いづこ
S26年卒 渡辺 ︵加藤︶ 信子

四十幾有余年の歳月は︑思い出
を消してしまいそうです︒木造二
階建ての箱庭のような校舎の想い
で﹁明治は遠くなりにけり﹂とい
いますが︑昭和も遠くなりつゝあ
るのでしょうね︒学生運動の盛ん
な時代であり︑又大学野球がスポ

ーツの花であった時で春秋の早慶

ちいルたて

私は山本越子なのだから︒

夏が過ぎ︑挙式日まで一カ月を
残すばかりになっても夫からなん
の話もない︒私はしびれをきらし

﹁ああ︑あれね︒やっぱり無理

︒
た
﹁ねえ︑どうなった 花嫁紹介
をさせてくれる話﹂

思ったんだけど⁝⁝﹂

だなあ︒僕もいいアイディアだと

どのマニュアル本を読んでも︑
経験者に聞いてまわっても前例が

頭に思い描いていた晴舞台は幻

ないという︒

と消えた︒前例を覆してまで私を

生かす気はないらしい︒残念！
ふろくの惨い抵抗はこれからも続
きそうである︒

第三の青春

S41年卒 斉藤 ︵青田︶ 美子

昨年30周年の同期会に出席し︑

机を並べた級友︵旧友？︶ たち

子育ての話より健康の話に花が咲
く年代を感じたこの頃です︒

は今も高校生の時の顔でした︒で
も後から写真をみるとそれなりの
おじさん︑おばさんの顔でした︒
︵失礼！︶ 花の50代に向けて第三
の青春を楽しみたいと︑ワクワク
しています︒

報
会
窓
同

校
高
丘
向
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櫻井弘清

旅の絵日記感じたま〜んま
S32年卒

女房の外出に夫の許可が
いるの？

S41年卒 尾道︵大橋︶郁代
今や女の時代と思いきや︑まだ

スキーに行くことが出来た︒今年
は雪も多く樹氷がもう見られる︑
フィットネスクラブの仲間だ︒忘

まだ︑夫に許可をもらわないと夜
の外出はできないという女性につ
い最近出会った︒私の通っている

平成七年十二月三十一日 ︵日︶
今日は数十年通っている蔵王へ

いつものごとくロープウエイに乗

り樹氷高原駅へ山頂線に乗り継ぐ

たくなれば帰ってくる始末なので

倫もできず︑やきもちもやかず眠

る所はないのが現実である︒どち
らも美男でも美女でもないから不

等誠によく報ぜられています︒ま

舎改築︑さらに同窓会の活動状況

とめられており︑母校の様子︑そ
れも施設や人事︑生徒の様子︑校

平成七年三月十日 ︵十七時︶

てくると寝ている時も起こすし︑
トイレに入っていても呼ぶと言

機会にお会い出来る日を待ち望ん

出来ず︑残念でなりません︒他の

にお会いする喜びを味わうことが

います︒

お忙しいところ︑早速会報を送
って下さいましてありがとうござ

S25年卒 原田かずゑ

︒
す

ました︒とり急ぎ御礼申し上げま

す︒いろいろとありがとうござい

送されたことを知り︑その思いや
ご努力にただただ感謝あるのみで

しても八千三百余名の同窓生に発

おり至れり尽くせりです︒それに

た︑同窓会役員名簿も掲載されて

石章二郎

あ
る
︒

一筆啓上
元校長

ないと言う︒夫は私と同じ年だ︒

静養しております︒私も健康を害

前略︒ホームカミングへの御案
内を戴き誠に有難うございまし
た︒参加致したいのですが︑愚妻
が病院に入院しておりましたが︑
退院の許しを得︑長女の処へ参り

年会をしようと言い出したのは︑
彼女だった︒その彼女が実は︑夫
の許可がなければ夜の外出はでき

ためのく整理券をもらえず︑ユー
トピアゲレンデにて︑何回かスベ
ッテ居ると放送でキャンセルが出

は？﹂と聞きかえした︒その夫は

私は ﹁過去に不祥事があったので

登った十五時頃は何十年に一度会

う︒その忘年会の当日は夫に許可

でおります︒

向丘時代の想い出

えるかどうかと云う好天に恵まれ

を得ていなくてどうしようと迷っ

で静養することに致します︒皆様

しておりますので︑共に当分当地

ることが出来︑又々運の良い日に

ていたところへ六時ごろ電話があ
ったので安心して出て来れたと言

仕事の都合で一日おきに泊町にな
る七言う︒職場から電話がかかっ

て︑整理券がもらえることになり︑

息子の分と二枚もらい運良く地蔵
山頂駅へ向かうことが出来た︒例
年だと雲海と吹雪きで地蔵尊は見

合うことが出来ました︒予約もな

っていた︒男性だけが威張ってい

ることが出来ないのに︑自分達が

にもしないで出かけたのに宿もH

平塚寛次郎

平成七年九月十日

皆様によろしく︒

OTEL﹁喜らく﹂と云う露天風

元校長

只今﹃やよい﹄第5号拝受︒一

も︑もう﹂ の実感をもって手にい

たしておりましたので︑﹁はやく

昨日︑お心くぼりの電話を頂戴い

あって生活したいと思う︒
我家では夫が出掛けることが多
い為私が夜外出することには何も
言わないのか言えないのである︒

のものを︑内容ずっしりによくま

たしました︒12ページに亘る大部

古い卒業証書コピーしてみまし

︒
た
宇野校長は白髪のとてもお優し
い先生でした︒

︒
す

地下鉄で一度白山を通りました
時は懐かしく思っておりました︒
卒業して一度同窓会で行っただけ
ですから九月には皆さんと揃って
訪ねて見たいと心がはずんでいま
る時代は終ったと思う︒夫婦であ
ってもお互いに個人を尊重し認め

つぐ幸運続きでありました︒本年

呂付の宿に泊ることになり幸運に

二月には実母清子が八十一才で他
界したので︑ふらりふらりの旅に
出て最高の思いをしました︒

とは一百え私も毎日のように出掛け

東大の名誉教授で文学博士︑浩
宮さまのお名前ももうお一方の先
生とお考え︑おつけになられたと
か︑新聞で拝見したことあります︒
同じ職場の人の名前だけ書いて
みましたので会報送って戴けまし
たらお願い致します︒
他の方とは音信不通です︒
戦後の焼けあとの中︑あの町︑
この町と復興祭の演芸が街角であ
りまして︑学校の近くで一寸立ち
止って眺めて見たこと︑学校から
一つ一つ物資で沢山の靴が届き一
足戴いた思い出があります︒
東大からは五月祭のご招待など
ありまして︑校章も似ているよう

でよく東大生と間違えられまし
︒
た

都電の走っていたあの頃︑物も

早宮短音
度冒すゑ

不自由な時代でしたが︑東京には
おります︒

お菓子の製造販売卸の会社をして

岡野茂夫

まだしばらく暑いことでしょう
お体ご慈愛くださいませ︒

S31年率

くなってきましたが皆様︑お元気
でお過ごしの事と思います︒
毎回︑お心に掛けて頂き︑お誘
い下さりながら︑欠席ばかりで︑

ようやく︑涼しくなり︑秋らし

大変申し訳なく思っております︒

業等
でパ

教室が

ます︒

の引出物︑お中元︑お歳
−トさんを使ってしてお
教室は船橋の自宅と関

つかり

ました︒

お菓子教室をはじめま⊥て十七
年になり昔は六十才にはリウィヤ
しようと思っておりましたがそれ
もあと二年になってまだまだ元気
ですので続けます︒

うろおぼえですが小川さんは家
具関係のお仕事と伺ったような気
がしますが？
私もお陰さまで二十代から七十
代の生徒さんに接することが出来
て幸せです︒
ゴルフ場に挨拶まわりで訂掛け
たり忙しくしております︒

ます︒

〜

八月は教室両方夏休みで
り少ない夏休みをたのしん

来年は高校卒業四十年とぼ気が
遠くなるような思いです︒▲

近況お知らせが長くなりまし
た︒お会い出来る機会を楽しみに
いたしております︒ ︶

さ
い
︒

﹁大林寺﹂というこ

又︑皆様にもよろしくお伝え下

たので︑何かのお役に立てて頂き
たいと存じます︒
乱筆︑乱文 ︵仕事の合間のこと
なので︶ ご勘弁下さい︒

又楽しみのこととも思います︒
創立50周年記念の資金作りのバ
ザーを開かれるとのこと︑気持ば
かりの金額︑同封させて頂きまし

のぞいて来ました︒
すでに︑当時の校舎も解体済で
更地となっており︑何かさみしい
気拝で︑帰って参りました︒しか
し︑立派な校舎が建築されるのも︑

ともあり︑ついでに︑ちょっと︑

寺が︑目前の

又︑今回も丁度︑家業の和菓子
で︑お彼岸の真最中のことで︑残
念ながら︑欠席させて頂きます︒
母校は目下新築中とのことです
が︑先日︑法事があり私の家のお

あり阪神大震災ももろに

ルフ場 ︵千葉︑埼玉︑神
岡︶ テニスコートは東京
ニスクラブ⁝です︒個人

本職はお菓子教室
持たないお菓子屋です売

東京のよさが残っていました︒東
京を離れ︑この地 ︵印旛郡栄町竜
角寺台︶に来て五年になりますが︑
故郷とこちらの文化に余暇を楽し
んでいます︒
いろいろと大変でしょうがよろ
しくお願い致します︒

ぎ31年卒 川上︵西村︶ 玉美
八万も下旬になっても今年の猛
暑は終わらずグツタリしておりま

同期会幹事の会が八月二十六日

す︒∴

ておヶまして郵便物がたまってお

にあるとのお知らせをただ今拝見
しました︒しばらく留守にいたし
りました︒

l 川先は
ン は店

おは

お返事が今日投函したのでは間
に合わないと考えてFAXで失礼
いたします︒あすは名古屋から息
子夫婦が久しぶりで来ますのでた
った一泊で帰ってしまうのでそち
らには伺えません︒
幹事だけの集まりで欠席の場合
は代理人との事ですが今日の明日
では探せません悪しからずよろし
くお集まりのかた達でご相談下さ

近況お便りとのことですが私は

いませ︒人数の少ない会合のよう
なのでぜひ伺いたく思いました残
念です︒

︵

Il＿套叫狼

で今

濁
沼か大ネ三月十星

吾桑貰客重曹

早宮したことを記す右
裾和事ユキ皐月手犬司

書重量汲字音金L
番手九七親

原田さんから送られた 当時の卒業証書
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宮さまのお名前ももうお一方の先
生とお考え︑おつけになられたと
か︑新聞で拝見したことあります︒
同じ職場の人の名前だけ書いて
みましたので会報送って戴けまし
たらお願い致します︒
他の方とは音信不通です︒
戦後の焼けあとの中︑あの町︑
この町と復興祭の演芸が街角であ
りまして︑学校の近くで一寸立ち
止って眺めて見たこと︑学校から
一つ一つ物資で沢山の靴が届き一
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んでいます︒
いろいろと大変でしょうがよろ
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たので︑何かのお役に立てて頂き
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岡︶ テニスコートは東京
ニスクラブ⁝です︒個人
の引出物︑お中元︑お歳
−トさんを使ってしてお
教室は船橋の自宅と関
あり阪神大震災ももろに

お菓子教室をはじめま⊥て十七

ました︒
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もあと二年になってまだまだ元気
ですので続けます︒
うろおぼえですが小川さんは家
具関係のお仕事と伺ったような気
がしますが？
私もお陰さまで二十代から七十
代の生徒さんに接することが出来
て幸せです︒
ゴルフ場に挨拶まわりで訂掛け

八月は教室両方夏休みで今は残

たり忙しくしております︒

り少ない夏休みをたのしんやおり
ます︒
来年は高校卒業四十年とは気が
遠くなるような思いです︒

近況お知らせが長くなりまし
いたしております︒

た︒お会い出来る機会を楽しみに
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篠田教頭のあいさつがあり︑次に

二時間位で目的地奥多摩に到着

全員が自己紹介をし︑つづいて担
当の先生からは今日の行動のスケ
ジュールの話がありました︒

お便り

いつも同窓会誌﹁やよい﹂を送

す︒私は第二十期の井手 ︵丹沢︶

し吉川英治記念館を見学しまし

詮・作家・揮地久枝様からのお便りで

小川力洋記

S28年卒清水

静子

杉浦副会長

石山監査

S43年卒 井手 ︵丹沢︶ 章子

っていただきありがとうございま

と申します︒十年程前体育館が改
築されたおり︑見学会 ︵体育担当

の会津先生にお世話になりまし

す︒そもそも友人から ﹁氏の随筆の中に︑

っていた時代の町名 ︵蓬来町・肴町︶︑街並

向丘 ︵多分︑終戦直後の前身校辺り︶ に通

のことが書かれていた﹂と聞き関連につき

会長

お伺い手紙を出したその返信がやっとあり︑

ご紹介です︒

S29年卒悪原

京子 ︵旧姓開田︶

光子 ︵旧姓金杉︶

訃報

S38年卒境

S42年卒小山田佳代子

S42年卒渡辺 恵子 ︵旧姓桜井︶

S46年卒竹中 敏子 ︵旧姓水越︶

S57年卒隅田一正

お祈り申し上げます︒

知らせ致しますとともに︑ご冥福を

以上︑ご連絡を頂いた方のみをお

S61年卒斉木 宏之

山本書記

千田会計

三田副会長

小川会長

尾道幹事

桜井幹事

た︶ と同期会を行ないましたが幹
事の準備不足により名簿作成が出
来ませんでした︒平成四年の同窓
会に三〜四人の仲間と出席する事

が出来ました︒その後入学当時の
仲間でクラス会を行ない︑男性幹
事に小川会長の方へ連絡を入れて
下さるようお願いしたのですが仕
事が忙しくそのままになっている
との事︑私の方でわかる範囲の方
に連絡いたします︒
今後共よろしくお願いいたしま

︒
す

三田昌男

PTAの研修旅行新年会に参加
S31年卒 ︵副会長︶

らと思います︒役員各位の更なる
ご活躍を期待するとともに吾が同
窓会も会員各位の関心を高めたい
ものと思います︒

践にたづさわる各先生方と保護
者・生徒諸君との心の通い合いか

た︒吉川英治が永く住んでいた住
居と書斎があり多くの文筆作品が
展示されていました︒又ビデオで
は生魔の記録の説明を見られる様
になヴています︒又庭園も広く多
くの木々が植えられており︑梅の
花などが咲いていました︒雪景色
がいっそう庭の美しきを倍加させ
てくれました︒次に川合玉堂美術
館を見学しました︒その前は御岳
渓谷でその急流をカヌーで下って
いる人達がおりました︒そこから
見る奥多摩の山々には雪がまっ白
に降りつもり木々の黒いのが対照
的に水墨画の様に美しく心があら
われる風景でした︒この様な雪の
日の自然の美しきに会える機会は
少ないのではないかと思います︒
向丘高校のより良い伝統を守っ
ていくには︑校長先生及教育の実

昨年二月五日PTAの研修旅行
に同窓会として参加させて頂きま
した︒当日は朝方から雪が降り出
して集合場所の池袋についた時に
はあたり一面まっ白の銀世界でし
た︒バスの中ではまずPTAの堀
内会長︑野口副会長︑北村校長︑

向陵祭：ブラスバンド演奏会

やよい会 ︵向丘高校同窓会︶
式次第

︵土︶

ホームカミング︑や

北区東田端出張所

北区東田端出張所
総会写真区分け︑今

北区東田端出張所
総会︑懇親会の打合

総会︑懇親会の打合

平成6年度会務報告

①役員会
H6︑4︑9
せ
■

三役︑新幹事
H6︑4︑20 ︵水︶

せ
︵水︶

三役︑新幹事
H6︑6︑15

︵金︶

後の方針
三役︑新幹事
H7∵1︑20

訪露開行掴紺東田端出張所

②総官懇親会

〝やよい″

H6︑6︑4︵土︶

出席 於 千石会館
原隆男先生

母校PTA歓送迎会

通信費助成を例年通り行います︒︵予算内

母校向陵祭

於

ホテル

S30年卒 ︵

川合玉堂美

参加

参観

於

出席

杉浦垂治副会長
H6︑7︑2 ︵土︶
会

︵日︶

小川︑杉浦正副会長
閣
H6︑9︑25

︵日︶

小川力洋会長
H7︑2︑5

ホテル

第22期

︵‖馴斡石衣

ラングウッド

︼

イ

とおりです︒
会報の発行︑発送と母校創立50周年記

母校創立50周年記念及び新校舎落成記

大きく響きました︒

念大会への協賛

会計

尾道

︵大橋︶

︵吉田︶

郁代

京子

以上が承認されました︒

S41卒

S34卒

役員変更の件
勇退

ク

●

後任

岩崎

同窓会としてもこの機会に母校への協力
賛助したく︑準備金を積み立てていきた
いと考えておりますが従来通りの予算で
は引当金の留保が困難です︒

2

今回の郵便料金改定の影響は当会計にも

数も増加いたしております︒
会報関係費の中でも郵送費の比重は重く︑

念名簿作成について
年毎に名憩が確立されるに伴い︑発送部

1

試案では︑会報を送付する際にご協力
を依頼することとし︑卒業後10年以上経
過する会員を対象として1人
1口
￥一〇〇〇〜2口程度を年会費として賛
助願おうとするものです︒郵便局で郵便
振替 ︵同封の用紙︶ にて送付いただきた
くお願いいたします︒︵送付先住所は役員
表に掲載あり︶ 使途内容は要旨の下記の

従来︑新卒者からの終身会費のみで賄っ
てまいりましたが︑事業の拡充と生徒数
の減少により逼迫を極めております︒

を考えなければなりません︒

が不足になります︒この費用の算出方法

◆運営維持費賛助の件
平成7年度事業計画を安全かつ順調に
推進するためには︑年間数十万円の金額

審議事項

いたします︒

先着順︶ 担当幹事は会の呼びかけ者名簿︑
出席者名︑及び報告文を刷字程度にまと
め︑様子のわかる写真を添えて会長又は
学校気付事務局までお届けください︒
◆ 名簿確立への努力
母校創立帥周年 ︵平成9年︶ にはより充
実した名簿の発行ができるよう︑新卒者
の人力︑移動の申し出での整理等︑継続
努力中です︒各位のご協力宜しくお願い

会
園

三田昌男副会長

︵日︶

吉川英治記念館
H7︑3︑5

40周年同期会

山本書記出席・

一

一
岸弘之氏が同期会を開催

︵金︶

サンシャイン59階

龍 名 館

肌

三谷一郎氏が卒業亜周年記念同

′於

︼

広報誌の発行と発送 ︵会員相互の意思
の疎通をはかるため︶

調絹錆纏摘甑迎
原稿をお待

平成8年2月末に6号誌を計画︒′
平成8年3月第47
え︑総数一四︑七一

ちいたしております︒

会員各位の投稿が主軸です︒
ホームカミンクについて

ホ ー ム カ ミ ン グ は 当 面 ︑ 向 陵 祭﹁併せて
開催いたします︒
◆ 同期会 クラス会への助成
会員各位と同窓会本部とのつな り を 確
か な も の に す る た め に 各 会 開 に対し

◆

◆

※事業計画

削名の呼びかけに対し︑助成七ました︒

期 会 を 開 催

幹事

H7︑3︑5 ︵土︶ 第7期 ︵S30卒︶ 代表

於

幹事 太田宗樹氏が同期会を瀾催
餅名の呼びかけに対し︑助成ヒました︒

H7︑2︑1

於

267名の呼びかけに対し︑助成しました︒

幹事

H6︑6︑26 ︵日︶ 第26期 ︵S49草︶ 代表

⑤ 振 興 助 成

業 生 湖 名

母校卒業式小
H7︑3︑10 ︵金︶
小川力洋会長出席︑祝辞を述べる︒

ド

於一一叙

一一

PM一⁚○○〜四⁚○○

体育館

司会 ︵田中正明︶
副会長 ︵三田昌男︶

︵小川力洋︶
あいさつ

︵山本越子︶

鏑紺︒縄㌍㌍客員柑名

︵寺村光司︶

特に第18期生 ︵S41卒︶ が29名も参加し
て下さり賑わせて下さいました︒

︵荒川雅司︶

︵山本越子︶

③研窃活動
①平成7年2月22日
5号発行︒

広報誌

場設営及び運営にご協力を頂きましたこと
を特にご報告いたします︒

事務局担当の諸先生︑在校生諸君には会

長が赴任されました︒

で都立寸松川高等学校へ栄転されました︒
後任には都立雪谷高等学校から北村透校

各期の皆様︑同期会・クラス会の第1次
会としてこの場をご活用下さい︒
前任池永武昭校長は平成6年4月1日付

隆男︶

︵千田二仁江︶
︵小川力洋︶

︵原

広報誌やよい5号を2月末日にむけて発送
依頼︒発送先は今までに応答のあった八三

A

日時 平成7年4月29日 ︵土︶

母校

開会のことば
会長あいさつ

顧問

︵平塚寛次郎︶

二一名の方々に送付いたしました︒
今後全会員配布を目標としてはおりますが︑

全数二一︑〇〇〇部を発送しますと費用約
￥一︑五六〇︑〇〇〇ともなります︒この
算出方法を考えなければなりません︒

②平成7年2月18日開催予定のホームカ
ミングは校舎改築の関係で中止いたしまし

河
鹿

会場

来賓代表あいさつ
顧問

在校生

︵尾道郁代︶

母校入学式
参列

研
修

視
賀
期見
生学

P

勲

り
ツ

◆総会
開会のことば
校歌斉唱
会長あいさつ
校長 ︵名誉会長︶

乾杯

母校吹奏楽部
ゲーム会 担当 ︵新幹事︶

会計

カード1枚￥一〇〇〇にてお買い求め
いただき︑資金援助にした︒
閉会のことば

︒
た

④渉湖関係
︑11 ︵月︶

寺村光司会計監査

H6︑

T

目
本

梅

会
弾備・溝一

新
年

7館

、
グ

）

卒

教頭 ︵須永 孝︶
︵小川力洋︶

議長
議長選出
議事
①会務報告 平成6年度
書記
②決算報告 平成6年度
会計
③監査報告 平成6年度
会計監査
④事業計画︵案︶ 七年度
書記

懇談

司会 ︵千田二仁江︶

⑤予算︵案︶ 七年度
会計 ︵千田二仁江︶
会長 ︵小川力洋︶
⑥規約改正の件
⑦その他
役員紹介︵顧問 参与・幹事・役員
事務局等︶
︵小川力洋︶
閉会のことば会計監査︵石山彼早子︶
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