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いくたびか夢も乗せたり 長井線

巻頭の言葉

みなさん，お元気ですか。

(丸川満〉

高橋正ニ
東京鷹桜同窓会会長

明治薬科大学顧問(前理'jT-長〉

東京臨桜同窓会もお蔭様で年毎に盛大になって参りましたことは，ご

同慶に棋えません。

今年 2月6日，母校において鷹桜同窓支部連絡協議会が開催され，私

も東京を代表して出席いたしました。母校の躍進振りを限のあたりに持

見し大いに意を強くすると同時に，われわれ東京も益々結束を固くして

母校の発展に寄与しなければ一と決意いたした次第です。

さて，従来東京時桜同窓会の機関誌は，木村 繁君(昭28卒〉を中心に立派な成果を収め

てきましたことは，みなさんご承知の通りです。このたひ、役員等改選を機に，丸川 満君

(昭39卒〉を中心とした編集委只によって，さらにユニークな発想企画のもとに発足するこ

とになり，その手始めの作品がこの会誌です。

今後，みなさん方のよりよいご協力でこの会誌がドンドン生長して，われわれ同窓会の

発展に寄与して下さることを念願して止みません。 (昭 7卒〉
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土色 A ヱ 弁護士への道

わが道を行く

タイトルほど大げさなものでは

ないが，わが脱サラ・転職の心境

など語るべく，編集委員の勧めに

よって筆をとった次第で、ある。

司法修習生の期聞を含め丁度20

年を経た 62年 3月をもって，検事

という名のサラリーマン生活に別れを告げ，現在

の赤坂-虎ノ門・霞が関の境界の地に細々とした

法律事務所を聞いた。例えば大きな組織の中での

20年間に知り得たことのひとつに人の能力・性格

の格差ということがあり，恒常的に他人を雇うこ

とすらためらいを覚え，アルバイトを入れること

から始めるなどおずおずと始めたこのオフィスも

1年余を経た今日，若い 2人の女性秘書が賑やか

に電話や来客の応待をするなど，もはや手狭にな

りつつあり，人的・物的に次なる対応を真面白に

考慮、しなければならない状態になってきた。

ところで，何故に脱サラの道を選択したのか，

と法務・検察の内外，あるいは官と民を問わず知

人から質問ないし詰問されたし今日に至っても

なお新たに知り合うこととなった人達から間し、か

けられている。脱サラ当時の法務 ・検察における

立場を知る人々から言わしむれば，このままの生

活を送れば歩み慣れた安穏をたどることができる

し，いす'れその年齢に達すれば勲二あたりを頂け

る機会もあろうに，何故に，それも既に迷わぬは

ずの40代も半ばにして，血迷って飛び出したのか

と疑うのも無理からぬことと思うし，それは自分

でも充々承知していたことではあった。

しかし61年春 3年間の法務本省、(訟務局参事

官〕勤務を終えて古巣の東京地方検察庁特別捜査

部に戻り， この先自分には決裁をする立場しか残

されていないこと，すなわち組織における“上司"

イコール役人としての役割しか存在せず，第一線

の法律実務家としての生き方は，あえて出世の道

を放棄しない以上もはや望み得べくもないことを

知った。その時の当惑は，おそらく妻子以外には

理解し得ないことであろう 。

土屋東一
東京j鷲桜同窓会事務局長

土屋東一法律事務所代表

それはさておき，そのように気付いた時，次に

脳裏をよぎったのは“吾は役人の道を志したに非

ず，市井の法律実務家なり"であった。すなわち

司法試験において，刑事訴訟法を選択せず(手続

法については，民事訴訟法か刑事訴訟法のうち一

科目を選択すれば可となっている)， 民事訴訟法

をとったことからしても明らかなように，元来，

弁護士志望であったところ，ある理由から一時期

にしろ組織人として世の習いと規律を身をもって

学ぶことの必要を感じて検察に入ったのではある

が，あの水郷長井のいがぐり頭に高下駄履きの中

学生の時に夢とした弁護士の道に転身すること，

もはや40代半ばとはいえこの際わが本意に立ちか

えり死するときに悔やむことのない生涯を送る努

力をすることが自分にとって最も幸せであろう，

と考えた。

そこで各方面からの慰留の話はお断りし，ょう

やくにして“裟婆"に出ることはできたものの，

何しろ預貯金及び退職金など全てかき集めても，

40歳程度の平均的なサラリーマンの年収といわれ

る金額の 2年分しかなく，未だ15年余のローン返

済が残っているマイホームが唯一の頼り，そして

これを担保に借金して事務所の保証金から当面の

運転資金を賄うとし、う状態で，中学生の二人の娘

を抱えての船出であったから，年老いた両親が心

配するのも無理からぬことではあった。だが生来

の楽観主義と聞きなおり，そしてそれ以上に友人

達の絶大なバックアップによって，冒頭陳述した

ようなそこそこの状況にこぎつけつつある。紙面

に限りあり中途半端で恐縮だが，鷹桜のもと学ん

だ後輩諸君のご参考にでもなればと恥を知りつつ

披露したものである。 (昭35卒〉
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|先生お 五五ーモ子三¥I 

l咋啄之機

水野多門先生
(前校長，物理)

/刷、h‘ 東京鷹桜同窓会の皆様，御健勝

s喫略bか: にてお過しのこと J心心からお慶び申

唱( しあけげeます。小生，在任中は公私

2泊.に防…わ杭た つdて哨哨格糊削削B矧別脈山lリ此l比MなMる御僻十指賠旨

援を賜わり，誠に有難うございま

した。お蔭様で母校も遂年隆盛の

途を辿り，挙げて地域の期待に応えておられるこ

とを感謝申しあげます。また，東京支部を模して

出来た各支部の活動も遂次軌道にのり，本部もま

た確かな足取りで発展の道を歩んでおられますこ

とをお祝い申しあげます。

さて a字啄同時という禅語があります。鳥の卵

が解る時，雛が殻の内側から吸ったりついたりし

て外へ出る準備完了の合図をするのを略といい，

親鳥がl燃で殻を外からつついてそれを手助けする

のを啄とし、し、ますが，親鳥と雛のタイミングが一

致しないと，鳥の生命が生まれて来ません。機を

得て両者相応ずる得難し、好機とし、う意味深い言葉

に， 略啄同時という語が使われております cw禅
語百選』より〉。師たる者此の事第ーなりという

教訓が忘れ難く，特に豊かな心と高遁な識見を保

有される先輩諸兄と苦悩も多い後輩諸君が一堂に

会して懇談できる同窓会は，親睦を深めると共に

絶好の略啄の機でありますことを切に念願申しあ

げているところであります。

私事，退任以来 l年半の時を経て，未だに夏休

みの一時のような感じを払拭できずにおります。

毎朝のリズム作りには苦労しましたが，昨年 5月

以来の早朝 1万歩を目標の約 1時間のウォーキン

グと，朝のTV体操の日課を消化して，どうにか

規則的な生活を過しているところです。 日中は，

時々県や市のお仕事を手伝ったり，地域の学校や

PTA，老人クラブ等で皆さんと共に家庭教育や

生再学習等の勉強をしているところです。自らも

高齢者の中間入りをし，美しく老いるための手掛

りを求めて試行錯誤を繰り返している毎日です。

今後とも皆様から叱時激励を賜わり私にも略啄の

機を恵与下さいますようお願い申しあげます。

皆様の益々の御健康と支部の発展をお祈り申し

あげます。

六月の風に寄せて

山口のぶ先生
(音楽〕

東京鷹桜同窓会の皆さんお元気

ですか。六月には二六会全国大会

に御招待，本当にありがとうござ

いました。 12日は米沢音楽祭のた

め(長井・米沢コーラス指導)，本

当に残念でした。相変らず元気で

この道に歩みをつづけております。

東京港湾局長の高橋さんには御多忙の中サン ト

リーホールにてN響を聞かせて頂き感激でした。

五月には山形の結婚式場で安部さんの伴奏，つい

この聞は竹田さんと長井で久方ぶりに懐かしい話

に花を咲かせました。 25日は私達のクラス会，白

つつじの園での語り合い。 27日から10日聞は長

井市の姉妹都市，西ドイツのゼッキンゲン市訪問

の旅。黒い森の最南端，ラインの河向うがスイス，

400年前の屋根付の木橋が名高く， 3日間の記念

祭に参加のハードスケジュール，ホームステイの

得がたい体験と歴史の古い石畳みの美しい街並，

豊かな生活と人情に溢れる皆さんに歓迎を受け遥

かなる姉妹都市との何とすばらしい心のふれ合い

だったろう 。市民歌と踊り，生花とお茶の交流の

役を果し，黄昏から白鳥の遊ぶラインの遊覧船に

て夕食会， ワインの酔いに心地よく昨年長井に来

られ友好を深めたマイヤーさんとローレライをデ

ュエッ卜する感激。ルツェルンのレストランでも

日本の歌を・・・とステージに呼ばれ同行のTさんと

二重唱。翌 日は雪山とお花畑の本場のアルプスの

大パノラマを満喫し，さわやかな六月の風を受け

ローレライと古域を左右にラインの舟下り，夕陽

に映える古滅の一段と美しいハイデ、ルベルグの街

の散策を最後の想い出に・・。

歌う楽しさ，健康の喜びに感謝しながら，ヨー

ロッパ 2度目の旅は自然と人間とのふれ合いの感

動の連日。 これも同じ長井高卒，しかも深いえに

しに結ばれ，長い間母校にお世話になったお蔭様

を，私は教師買利と感謝の心で毎日を送るこの頃

です。 皆さん， またいつの日か共に健康で高ら

かに校歌をうたえる日を楽しみに，六月の風に寄

せて近況のお知らせと致します。ごきげんよろし

く，さようなら。
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私 たちのふるさと

人生の並 木道

「ふるさとは遠くにありて思うもの」という言

葉がある。夜行列車で一夜を明かし，はるばると

着いた東京。帰郷とても滅多に出来ぬ昔の人々に

は，ふるさととは，懐かしい思い出の土地と して

心に深く抱き続けておったことだろう。しかし，

今は交通 ・↑jai-報などの発達の結果，それほど遠い

土地でもなく，日常の生活地域の一部に入った様

でもある。だから特に「速くにおいて思うもの」

ではなくなっている。

近代文明の発達は誠に驚くべきものであり，私

たちの今後の生活も，どうなるんだろうと，一抹

の不安でもある。

都市と地方の統一化の中で，最近地方の見直し

が叫ばれているのは面白い現象である。都市集中

文化が進むにつれ，いろいろの面で矛盾が生れ，

都会人はストレスに悩み，人生とは? 生きがし、

とは? を考え始めた。余りにも人工的な都市文

明，自然、の摂理に反する近代文明の当然の帰結で

ある。人々はストレス解消のレジャーとして，地

方の風景，風俗，文化に数いを求めるのも当然であ

る。し、かに統一化されたとはし、え，地方にはまだ

まだ近代文明に犯されない多くの風景，文化が残

されているからである。だから「ふるさと」を持

たない人が，ふるさとを持つ私たちを羨しがる気

持ちはよくわかる。事実私は，板谷Ih普を越え，米

沢を過ぎ，糠の目辺りから広々とした置賜盆地の

向うに葉山連峰のなだらかな稜線を見ると，その

すばらしい風景にホッと心が安らぎ「これぞ我が

ふるさと」と深く感謝する気持ちになって来る。

私たちのふるさと置賜盆地は，誠に自然に恵まれ

た自慢の出来る地域と思っているが，参考までに

かつて苦かれた本を二っとり上げてみよう。

明治 11年(西南の役の翌年〉に， 47歳のイサベ

ラ・バードという英国女性が，古い日本の姿を採

訪したいとて， 18歳の男性，伊藤を従者とし，東

京から日光を経て，会津盆地に入り，阿賀川を下

って新潟へ， 北上してmJlし そして小国を経て手

長沼孝三

JUk!低桜同窓会顧問

彫刻家

の子から置j協盆i也を通り， 山形から新圧，横手，

秋田，大館，青森，函館，室|品j，長万部，十iI}りは

函館から船で横浜まで， 3ヶ月の旅行を『日本奥

地紀行』に残している。車や馬の背に揺られ，あ

るいは徒歩で断破したこの旅は，貧しさのどん底

といった村落で，蚊・のみ しらみの攻撃だけで

はなく，数々の苦労を重ねており，よくも中年の

友性が，その困難を克服したものだと感心するの

であるが，そのなかで， iエデンの園Jと見えた

置賜盆地での印象は，一服の市涼剤で、ある。彼女

は言う。 i錫鋤jで

様に美しく，米，綿，とうもろこし，煙草，麻，

藍，大豆，茄子， くるみ，水瓜，きゅうり，布li，

O子，ざくろを豊富に栽培している。実り豊かに微

笑する大地であり，アジアのアルカデヤ(桃源郷〉

である。(中略〉 山に固まれ明るく輝く松川に減

税されている。どこを見渡しても，美しい農村で

ある。彫刻を施した梁と重々しい瓦葺きの屋恨の

ある大きな家が，それぞれ自分の屋敷内に立って

おり，柿やざくろの木の聞に見えかくれする。箆

草を這わせた絡子細|工の棚の下には花園がある。

ざくろや杉の木はきれいに刈りこまれて，高い生

也
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痘となり，プライヴァシーを守っている。」

私は外国人の目にもこの様に写った 「ふる

さと」に，心からの乾杯をしたい。その時泊った

小松の宿の情景も面向く，小松町にはバードのた

めの顕彰桝も連てられた。

1751年，韓国の李重;換は『択里志』とし、う 地理

主を書き，住居適地(楽土〉の条約二として，①地理

的条件，②経済的条件，③住民の人間関係を基本

とする社会的関係，④山水の景色，を提示してい

る。金裕赫檀国大学長は，この『択里志』の理論

と研究を円的に， 15年間も韓国，日本，台湾はも

ちろん，アメリカ，ニュージーラ ンド， ノルウェ

ー，マレーシア，タイ，インドネシア等の一部を

路査し， 1985年 6月長井市に来た時， Iこの地域

こそ択里志モデルそのものである」ことを発見し

た。そして 10月四日，中央大学で聞かれた地成

学会で「択里志理論に基づく長井市の地域特性に

関する考察」を発表した。発表要旨はたいへん面

ilく始しいものであるが，残念ながら省略する。

金学長は， I楽土」としての条件を理組的に備え

ている長)1:地域に非常な喜びと関心を持ち， Iこ
れからも長)1二市の姿を調べながら， t尺里志の理論

を実証的に研究していきたし、j と言っている。

自然を征服することによって発達した近代利学

文明も，すでにもろもろの矛盾を生み，末期現象

を呈しており，自然との調和の時代に変ろうとし

ている。豊かな心を育てる豊かな自然環境，業土

としての条件を備え持つ地域を「ふるさと」とす

る私たちは幸せで・ある。心から感謝し，大切にし

たいものである。(大 14卒〉
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|クラス会便り |

長井高女 18回卒業生，感動の同窓会開く

長井高女昭和 18年卒業生は，毎年 1同クラス会

を聞いているが， 63年は東京方面でとし、う希望が

多く，東京方面在住の有志が不安のうちに引受け

その準備にとりかかったのが， 62年 6月だった。

同級生 88人のうち存命する者 77人，その中で住

所不明確な人が 9人おり，この方たちの住所を探

すことから手をつけようと活動を開始した。集り

を重ねるうちに方針もまとまり，山形交通に依頼

をし，大友氏にお知恵を借りながらクラス会の準

備も平行して進行，結局住所不明おは 1人だった。

開催期日は， 63年 3月 12日(土)-13日(日〉の 1

m2日，宿泊地は横浜山下公園前のニューグラン

ドホテル，懇親会は中華街の広珍倭，そして行程

は山形交通のパス利用と決まった。

当日は，前日からのl誌もあがり，バスが山下公

園に到着し，一年振り，あるいは卒業以来の再会

に，あの顔この顔が涙にかすむ場面もあり，感激

だった。最初は貫録でシャンとしていた長井方面

の人たちも，写真撮影が終り，氷川丸を見学して

ホテルに入る頃には， ソロソロ方言が飛び出し，

“おしょうしな一"とエレベーターボーイに深々

と頭を下げるシーンもあり，夜の懇親会でもすっ

かり L女時代にかえり，みんな，たあいもなく可

愛い?

小倉小千子

翌日日は，全員ノミスで鎌倉見物，素直に出てく

る方言に，大仏様も微笑んでおられる様だった。

今岡の出席者は 44人，よく集まれたものだと，

今さらながら思う。来年のクラス会当番は長井宮

地区と決まり，上野の山形交通東京営業所前の路

上て¥長井方面に:hiるバスの人たちと劇的な別れ

をし，仙台方面に仰る人たちは列車でと，それぞ

れ州路についたのを見とどけたのが 15時 30分，

世話役の東京在住者は，責任を果たした安堵と事

のほか喜んで頂いた満足感とで， 一時放心状態で

あった。

丈ロ;gr;
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( 6) 東京!鷲絞同窓 会 報第 7号

手あの人・この入手

茶道にかける夢

難波俊子

昨年は卒業 30周年，学校の招きで同窓会のつど

いに出席して参りました。校舎はすっかり新しく

なり，また校庭ーの一部は背のままだった様て、す。

お元気な恩師の姿， 30年振りに会う懐かしい同

級生，皆さんに会えて，一期一会の大切な2日聞

を過して帰京しました。

今，私は茶道を教えています。OLの方，ご近

所のお母さま，そして，娘と友人の高校生がお梧

占をしております。 3年程前，お母さんの一人に

つれられてカナダ人がお稽古を見にきました。真

剣に見て質問もされ，秋にはカナダに帰るが，帰

ったらお茶の栴古をやる，というのです。

高校生も外閏に行く夢を持っているお弟子さん

ですから，お茶の心得を勉強し，お手前をしっか

り覚えて， 日本の伝統の一つ「茶道Jを広めてほ

しいと願いつつ励んでおります。 (昭 32卒〉

校舎変れど

後輩は変らず

中山和弘
中山会計事務所代表

‘諸;凋晶司""取

帰省、の関係で年に何回か米坂線をつかいます。

白川の鉄橋にかかるたびに，あっちに行けば長井

だなあと思いつつ通りすぎています。

つい行く機会に恵まれず，加えて校舎は鉄筋に

なっているしあの ?近代的な校舎を析して，こ

こが自分の習った教室だと娘に説明する勇気もな

いし，と最近まで思っていました。

しかし，先日 itl際」を 18年ぶりにいただきま

して変わりました。校舎が変っても，後輩は変つ

てはいませんでした。そこで，ふと校舎ではなく

自分自身の思し、入れが問題ではなかったのか，そ

れに気がついたしだいです。さて，今年は下駄を

はいて南長井駅から歩いてみます。ただ説明する

ときは，教室ではなく学校だとなりますが一。

蛇足になりますが，米沢出身の皆さん，総会で

待ってます。 (昭 45卒)
ぱ 11...11 1・叫11111"11' .句 11111'''11同" "I 1f""'"・吋1 11 1110' ''. '''11 ， 11 1 ' .'' '''111 ，(1'司"U"IIIIII ..." I [I ' ・ 111 ，' ....川 1'01111 ."‘ IJIU"llr~" IIIIII"11・M ・. '11 1 111川‘" "J1I1 IJ" ."川1111 1J， ...... h ・ ql llll ・4・ fh. ，Jj IIII'‘ . 11'1' 1[μl

会報の編集方針 今同から縦組みを横組みにし

て，誌面構成も次のように大幅に変更しました。

まず 1ページの表紙に，原則として郷土の写真

を掲載します。写真は符さんから募集します。ま

た，巻頭を飾る文章を適宜書いてし、ただきます。

2ページの「わが道を行く」では，各界で活躍

しておられる同窓生の符さんに，自分の仕事や考

え，立場，体験記などを書いていただきます。

3ページの「先生お元気ですかJでは，お世話

になった恩師の先生がたに，近況のお便りや心温

まるメ ッセージをお寄せいただきます。

4ページの「人生の並木道Jでは，仕事や家庭

のことなど何でも結構，幅広いテーマで心の裡を

団体旅行-観光パス・

ホテル・旅館の御用命

は当社へお任せ下さい。

語っていただきます。時には人生論，文化論，あ

るいは子育て日記が掲載されることでしょう 。

5ページの「クラス会便り」では，各学年の同

級会の情報などがあれば紹介したいと思います。

6ページの「あの人・この人」では，男女 2名

の同窓生に，高校時代の思い出や近況などを語っ

ていただきます。

7ページの 「間以通信」では，葉書や振替用紙

の通信欄で寄せられたお便りを紹介します。

8ページの「事務局からお知らせ」では，行事

や活動の記録，会計報告等の情報を掲，1実します。

この他にも，いろんなテーマや特集も組む予定

ですので，どうぞ御期待ください。

谷 山 形 交 通
-東京観光営業所

干110東京都台東区東上野三T自39-1O(光和ビル1階)

念日3(831)3031附 FAX03(835)1015



東京鷹桜同窓会報第 7号 (7) 

号 鷹 桜 通 信

松島恒次 (昭 3卒〉 昨年来体調をくずし通院

加療中で，残念ながら総会には出席できません。

三浦あさ子 (昭 12卒〉 いつも御連絡いただき

ましてありがとうございます。なつかしく拝見さ

せていただいております。欠席おゆるし下さい。

安部孝 (昭 14卒〉先般，総会に出席する旨

御通知いたしましたが，その後やむを得ぬ事情が

発生しましたので，総会は不参加といたします。

戸川恵美 (昭 15卒〉 たいへん遅くなりまして

申し訳ございません。総会の御案内をいただいた

とき忙しかったので，後でと思い封も切らずにし

まい込んでしまい，年末の片付けを始めましたと

ころ，思いがけないところから出てきてびっくり

しました。遅ればせながら事務運営費をお送りい

たします。年のせいかな P どうぞよろしく 。

黒石 恒 (昭 17卒〉毎度欠席で申し訳ありま

せん。まだ現役で働いておりますが，夫の方は引

退し遊んでおり，そのぶん私の方が働くことにな

り，損だなと思うのですがー o 7]IJに仕事が好きな

わけではなく，生活のためと，自分で海外の山を

ほっつき歩く費用を捻出するためて、す。仕事より

山からの引退が遅くなりそうです。あと何年山に

登れますか。 トレーニング次第ですが，当分はだ

いじょうぶのようです。

岩本 秀 (昭 21卒〉大変おそ くなりました。

欠席のハガキも出しそびれてしまい申し訳ありま

せん。そのうち皆さんさそいあわせて出席したい

と願っております。

荒木よし子 (昭 21卒〉 当日の御盛会をお祈り

いたします。

永井辰雄 (昭 23卒〉 会の益々の御発展と同窓

会員諸氏の御健勝をお祈りいたします。

島津康子 (昭 25卒〉 会報，楽しく読ませてい

ただきました。昨年出席した兄にいろいろ様子を

聞き，私もぜひ一度と思っておりますが，今回は

都合がつかず欠席させていただきます。御盛会を

心からお祈り致します。

金田可久 (昭 25卒〉 都合により総会は欠席し

ました。事務局各位の御奉仕に厚く御礼申しあげ

ます。

小原精寿 (昭 26卒〉 鷹桜同窓会報を拝掌しま

した。 トップの役員や幹事は毎年同じ人であり，

代り映えしません。中には 30年以上も役員に就い

ておられる人も多数見受けられます。このへんで

10年以上の役員は新人に交替し，これまでのマン

ネリを打破すべきではないか思いますが，如何。

他校は，もっともっと盛大に同窓の輸を広げてい

ます。

杉浦博敏 (昭 28卒〉 同窓会欠席致しました。

役員，幹事の方がた御苦労さまです。事務運営費

を遅ればせながら，前三回分さかのぼって振込み

させていただきました。よろしくお願いします。

衣袋美砂子 (昭 28卒〉 同窓会の御案内をいた

だきました。お世話さまです。 10月 18日は結婚

式に招かれており，残念ながら欠席いたします。

木村紀子 (昭30卒) 土屋東一事務局長様。大

学の夏休みで里帰りをしていた頃，夏の暑い臼に

ショートパンツにゴムゾオリ姿でよく弟を訪れて

いたあの限光桐畑とした東一 ッツァンを忠い浮か

べながら，御健康と御活躍をお祈りいたします。

黒沢洋介の姉です。

石井昌子 (昭 32卒〉 住所変更をお知らせしま

す。新住所:〒157世田谷区成城 7-35-290

遠藤祐司 (昭 34卒) 名簿に住所もれとなって

いますのでよろしく記入のほど，お願いします。

〒350-13狭山市水野 660-4。

小野紀美子 (昭 34卒〉 今年も東京鷹桜同窓会

の総会に出席できず残念でしたが， その後 34年

卒業生だけの集まりに参加でき，楽しいひととき

を過してきました。係の方の御苦労に感謝いたし

ております。

大辺由紀子 (昭 38卒〉 名簿の訂正をお願いし

ます。苗字・台辺→大辺，部屋番号:302→312。

市川春子 (昭 38卒〉 総会に出席できなくて申

し訳ござし、ません。次回には必ず出席させていた

だきたいと思っています。

黒須典子 (昭 40卒〉 昨年， うっかりしまして

会費をお送りしませんでしたので，今回 2年分送

金させていただきました。幹事の皆様の御苦労に

心より感謝いたします。

浅間朝子 (昭 44卒〉 住所が変更したので訂正

して下さい。新住所:〒144大田区西蒲田 2-1-1。

市川多佳子 (昭 45卒〉 昨年はついつい送りは

ぐれてしまいましたが，本年まとめて送らせてい

ただきます。鷹桜同窓会の御発展をお祈りいたし

ます。

樋口利美 (昭 46卒〉 初めて同窓会報を拝見し

たいへんなつかしく思し、ました。10年もの間同窓

生に会っていないので非常に感慨無量です。



(8) JIミ)~-( 1庇桜同窓 会報第 7号

<>事務局からお知らせ<>

( 1 ) 行事-活動の記録

62年 10月 18日 東京臨桜同窓会定例総会が，

市ヶ谷の私学会館にて 12時 30分から木村 繁氏

(昭 28卒〉の司会のもと盛大に聞かれた。大広間

いっぱいに 213人の参加。来賓は母校の今回久夫

校長ほか 3名。式次第に則り総会は進み，持が非

常に楽しみにしている学年紹介(26 年 ~ 35 年〉あ

り。あの娘はあんげに年とった，あの息子はあん

げになったながは ー。それは一般席の会只の胸の

中。62年のコーラス「みんなで歌う 15分間」で楽

しさはさらに盛り上った。また， 63年の総会世話

係は昭 29卒・ 35卒と決定。 来るべき総会に向け

て出発進行， これにて閉会となった。

62年 12月3日 役員・幹事会が四川飯間にお

いて聞かれた。 63年の活動について討議。出席者

は高橋会長ほか 30名。 才十r会員 5名が紹介され
~> 

ド」。

63年 1月23日 役只幹事会が「滞」におい

て聞かれ， 1""新人歓迎会」の議題で，名簿作成，連

絡方法，日時，場所その他について討議された。

出席者は 10名。

63年 2月6日 高橋会長，長井高校における鷹

12<同窓支部述絡協議会に出席。

63年 2月8日 役員会がI""SUNDAJにおいて

聞かれた。出席者は 7名。高橋会長から連絡協議

会の様子や，卒業式が 3月 8日で卒業生は 264人

そのうち50名位が東京方面へ出てくることなどの

報告があった。そして， その 50名位の卒業生に

は新人歓迎会の案内書を 3月7日まで配布するこ

とが決まった。

63年 4月 11日 役員会が「もきち」で聞かれ，

新人歓迎会について討議され 5月 28日に私学

会館において聞くことが決定された。また，役只

改選，会報の新しい編集方針，学年幹事会の拡充，

その他について討議された。 出席者は 12名。

63年 5月28日 新人歓迎会， それに先立ち役

只会，学年幹事会が私学会館で開催された。役員

会では人事と会報の編集方針が討議され，学年幹

事会では事務局から基調報告，役員会での討議事

項の報告が行なわれた。新人歓迎会では，母校か

ら今回久夫校長がかけつけられ御挨拶があ った。

今年は数多くの卒業生が志望校へ合格したという

吉報の後，新人の高橋康之，梅津晴美，今 五月，

渡部祥郎，富沢公雄，高梨潤，大道寺啓，

鈴木礼子，須貝幸子の諸君が自己紹介，賑やかに

会場は盛り上った。東京農工大学の安部 泊先生

(昭 36卒〉の貴重なお話もあり，新人諸君の活躍

を期待して散会。参加者は日名。(石井宏子〉

(2 ) 昭和62年度会計報告 (63年3月31日現在)

<収入>

前年度繰越金
総会会費
祝 金
、JCJ;先'fl((6141i)
広告料(9{，j:)

く支出>

1，100，174総会伐
1，306，∞0会議 1'j

52，0∞事務 1'j
614，000通{，:j"1~ 
45 ， 000 印刷~'j

(会報を合む〉

1， 155， 920 
296，998 
36，460 
192，005 

160，2∞ 
iili幼金(本部より) 10 ，∞o 交通運搬~'i 41，040 
受取り利息 9，039本部へ祝金 10，∞o 

計 3，136，213円 計 1，892，623円
次年度繰越金=1，243，590円(内，狙保定期へ60万円〉

(末吉暁子〉

編集後記 まず，前号まで編集の労をとられた

木村先輩に敬意を表し，心から拍手を贈ります。

同窓会とは何ぞや? この問題を反抗しながら

漸く第 7号が出来仁りました。年代較差の大きい

同窓会ですから，個人の考え方も千差万別です。

役員・幹事会でも新しい編集方針，横組みの件，

愛称のことでいろんな意見が出されました。しか

し，本会が吏に大きく積極的な活動を行う組織に

なるためには，底辺肱大として期待される来い世

代の感覚にもっと闘を向ける必要があります。

「先輩に学び，後輩にも学ぶj気持ちで，会員

相互の対話と親!陀とを図っていきたいものです。

今後ともよろしく御協力下さい。(丸川 j筒〉
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