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私たちが長)1二高校へ入学したのは昭和26年。当時は戦後が色濃く存在し

ていたときてい、谷村からの進学者は卜数人と少なく、バンの配給も山校一

年迄存在していた。戦後、 円本経済は11の景気循環を経験しているが、私

たちが高校へ入った頃、朝鮮戦争ブームて戦後の不況からようやく脱出し

つつあるときであった。昭和29年、百一存の多Jさな 3年を過ごした私たちは、

山形へ残る友人ら t別れ、過半数が東京へ新天地を求め集団就職したり、

大学へと進学した。

北の旅人たちが、しあわせを求め経済的安定を求めた結果、東京を 中心に家庭を持ち、

生活の基盤を築いてきたわけである。いつしか、同級会が向然発生していた (29会記.!J';参

照)。私たちの同級会への思い入れは、他県出身者より強い。'S凶に育った地域特性で、必

くもりを求めて青春|可州カサ郎、のだろうか。いま日本経済は米??有の不況と ili迷期1にある。

しかし、手ムたちは鷹桜で育んだねばり強きてい采り切っていくだろう 。211U:品己に入っても、

同窓会はもとより同級会を、いつまでも楽しく開催したいものである。 (昭和29年卒)



( 2 ) *京鷹桜同窓会幸li 第 1 8号

E置圏lf!~置ltI

罪滅ぼしの為に始めた
風力エネルギー屋

黒沢俊雄

科学技術が発達し、物質的には

盟かになった。その為人類は大iti;
のエヰ、ノレギーを消費してきた。 そ

の多くを、化石燃料に依存してき

たが、資源の有限性と 言 う深刻な

問題に直面している。i7'Jえ!;f石油

と天然方、スを現在のペースてや使用すれば、 49.ij".で

枯渇する 。化石燃料の代替エオ、ノレギーとして登場

したのが原子力であったが、その燃料であるウラ

ンは、従来の!民ーす炉では60年で、高速増殖炉を使

用しても、 3000年で使い切ってしまう 。

化石燃料の大註消費は、酸性雨や地球温暖化な

ど環境問題を招き、生態系に重大な出傷を与えて

来た。 その結果、種の保存さえ危うくしている。

また、気象変動によって被害を受けている地域や

海耐の上昇によって消滅の危機にある島々や間々

もある。 これ らは、皮肉にも高度に発達した文明

社会の作り 出した作品(結果)なのだ。私たちは、

これ らの作品#iIJ作に加担して来た事になる。

「神の作り給う自然は永遠に尊〈、

人の作りし物ははかなく空し L、。」

世界てやは、石油危機を契機に自然エオ、ノレギーの

開発が進められ、その中て¥風力発電の実用化が

最も早〈実現した。1992年リオで開催された地球

サミ ット以降、長足の進歩を遂け‘た。

風))発電とは、風の力を利用して買を向転させ、

同転力を発電機に伝達し、電気エオ、ノレギーに変換

させる働きである。現在、 一機で1000kw以上の発

電能力を持つ風力発電機も実用化されている。

風力の長所は数多く有るが、第一にクリーンで

ある事だ。風力は、 CO2やNOxを排出せず、地球に

優しく無尽蔵にある 。現在、実用性の最も i吉jい再

生可能なエオ、ノレギーと 言えよう 。

欧米では、風力開発は政府の肝入りで進められ、

風力発電は、既に、電力供給の重要な位置を占め

るようになった。世界の風力発電の総発電量は、

850万kwて¥そのうち最も進んでいるドイツのそ

れは280万kwていある。これは、最新鋭の原発 2機分

(株式会社スリーイー)

に相当する。 これに対し、 U本はドイツの 1%に

過ぎなし、。 ドイツと 言えども、十年前1;;1:.、現在の

l二l本と|百jノド準であったし、 日本には有望な風力の

適地が多いので、 卜年もすれば、現在のドイツと

|日lノド準に到達する44も不可能で、はない。

私1;;1:.、勉強より物作りが好きで、得意(? )てや

あったので、母校を出てから早大の理工学部に進

んだ。PLlil三のH寺、教J受から「原子力の平和利用を

する会社がある。」と初jめがあった。教授の勧めも

上手かったが、平和l利用が気に入った。それに、

当時、東大の原子核研究所の持き研究者であった

訪日越源一氏を憧れていた事も手伝って三菱原子力

(今の三菱重工のj京チ力本音10に入った。先生は

生家が隣り合わせてあったので、相当年上であっ

たが、子供の頃は、気安く 「ゲンち ゃ」と呼ばせ

てもら っていた。の ち、高エオ、ノレギ一物理学研究

所教授にな られた母校の大先輩である。入社当時、

原子力は未知のi!L採であり、先端技術に夢と希望

を膨らませ、多くの事を学ばせてI頁いた。

十年ほど勤めた会社を後にして、友人と小さな

ソフ トウェアの会祉を起こした。三菱から原子力

の安全管理システムを受注したり、新幹線の運行

システムの開発などに参加出来て、幸運であった。

やがて会社は成長し、株式の公聞が出米た。

五年前、後進に後を譲って、自然エヰ、ノレギーの

会社を始めた。退職金を全部注ぎ込んで、しまった

が、思痴一つ言わずについて来るマイオ、フラウは、

いとおしくもあり、肱しくも兄える。

思えば色々の事があったが、 二十世紀の後半を

がむしゃらに走り続けて来た。 この問、日本の経

済成長を支えて来た自負もあるが、 エコ ノミック

アニマノレの片棒を担ぎ、知らぬ聞に、 地球環境を

台無しにしてしま った罪の意識も小さくなし、。

子供や孫達の為に何を残せるか。たった一つの

地球という追産を大切に筏してやりたし、。 そんな

思いて¥小力なるが第三の人生は、自然エオ、ノレギ

ーの発1Å~1 に使わせて項いている 。 これで罪 lよろぼ

しが出来れば幸いである。 (昭和31年卒)
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三m同窓会総会盛り上がるャI
三以--月!IIIM飯沼橋・摩天楼じて)主...

笑顔・歌声・思い出、ここに再び…

前会長、高橋正二顧問ガお元気に乾杯の御発声

総会戸トラフション「福引き」高橋俊龍会長の

手はだれに幸運をも疋らすのか?

最後は恒例全員総立ち、高橋会長を中山

とし疋校歌です。担当幹事、昭和31年卒

の皆様ありガとうございまし疋!!

御存知、名物恩師水野多門先生(ゲスト)の前で

女学生に戻る中島コウ副会長

ナント11r福引き..11こて大豊作の白校現校長

漆山先生(ゲスト〉のスピーチ この勢いで、

田枝の発展よろしくお願いします!! 

4 4 4 4 4 0%。 寸ト 4 0%。

出席者総数110名余、例年通り会場中が高校

生・女子高生に戻った一日で した。ここでは紹

介てきませんでしたが、 二次会も例年以上の

盛り上がり 。

今年も多くの皆さんの御出席をお待ちして

おります。
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29会の同級会は 3年に 1回開催

昭和29年卒 '29会同級会」は、昭和56年10月に

東京 ・千駄ヶ谷で開催されたのが発端である。そ

の後、昭和160年の母校招待円を機に、第 1同の29

会主?開催した。その席上総会を聞き、今後は東京・

山形てや実行委員会をつくり、 3年仁 1回交容で開

催することになった。

第 2回以降の開催年と場所は、次の通りである。

第 2回:昭和63年10月東京・湯島GH、第 3阿:

平成 3年長::11"・タス、第 4巨1:平成 6年千葉・幕

張プリンスホテノレ、第 5回:平成 9年米沢 ・サン

マリ ーナ玉庭。参加者は毎同120名前後である。

第 7回は20世紀最後の65歳の同級会をいうこと

で東京 ・品川プリンスホテノレで開催の予定である。

29会の特色は、 3年次のクラス会も活発化 し聞か

れるようになったことである。それと、異色的存

在として 1年 4組のクラス会も 29会同様 3年ごと

に聞かれている。写真は今年 5月に、中学時代の

高石賢一

修学旅行地松島で開催された第 5回・1-4会のス

ナップである。

東京で知り合った友人、知人は大勢いるが、懐

かしい故郷の友人との再会は一味違う。青春時代

へ一足飛びで、一杯くみかわしたとき、大きな幸

せの気分にひたされる。 こんなところが29会を楽

しく支えているのだろう。

(29会東京開催実行委員長)

第ゼロ回東京鷹桜同窓会会長杯コンペ報告

残暑い、うより猛暑(当日最高気温33度)の一

日であった 9月8日、ナントグ 第ゼロ回東京鷹

桜同窓会会長杯コンペが聞かれました。

場所は千葉県フォ ーシーズンカントリ ークラブ、

昭和30年卒の佐藤司朗さんが支配人をされている

ところです。

昭和49年卒から昭和20年卒の大先輩までの総勢

17名の参加、女性は紅一点の昭和35年卒の坂本キ

ミ子さんの参加でした。

猛暑の中、全員汗ピッショリの結果はといえば、

優勝 ・ベストグロス共々、本年総会幹事学年であ

る昭和45年卒の荘司信明さんが獲得されました。

総会などのパーティ ーでは、なかなかお目にか

かれない表情や動きなど、実に様々な楽しいシー

ンの連続でした。

本当に暑ヵ、った一日であり、全員がタップリと

Hに焼け、 パーティ ーのビーノレてや更に赤くなりま

した。当日は高橋会長が急用にて欠場のため、第

ゼロ回となっており、第一回は来春に予定しており

ますので、奮つての御参加をお待ちしております。

何から何までな世話いただいた佐藤司朗さんに

改めて感謝申し上げると共に、行きも帰りもまる

で遠足のように楽しかったこのコンペが更に発展

する事を期待したいと思います。

高橋会長、次回が第一回、よろしく お願いし、た

します。
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故郷・新名所・再発見
~やませ蔵~

長井市あら町『やませ蔵』。まちの中の小さな美

術館というキャッチフレーズそのままに静かなた

たずまいを見せております。

『やませ蔵』は紬問屋として名高い 『山清』竹田

家の敷地内にある蔵を利用した美術館であり、竹

林や苔むした石などがある日本庭園の中に点在し

ております。

蔵の数は 5つ、明治時代に建てられたものであ

り、凶遊式庭園の順路にそって、 『東蔵~ w南蔵』

『新蔵~ wみそ蔵~ w質蔵』の構成となっております。

5つの内 2つがイベン 卜用、 2つが常設展示用、

そして 『みそ蔵』が長井紬の歴史がわかる展示品・

資料用となっております。

住 所/⑦993-0006長井市あ ら町 6-61 

電話 0238-88-9988(F AX兼用)

入館料/一般500円、高 ・大学生300円

小・ 中学生100円、団体割引有

開館時間/10: 00-17 : 00 入館は16: 30まで

月曜が休館日 月躍が祝日の場合は

翌日が休館 12月一 3月は休館

山清は、江戸時代から明治期にかけて最上川の

舟運による商いで発展した商家の一つであり、享

保年間に商売を始めたと 言われています。

特にl明治期以降、紬産業に力を注ぐようになり

ました。紬関係の資料や代々の当主が集めた美術

コレクションから往時を偲ぶことができます。

常設展示は、陶磁器色絵皿展 ・紬問屋の歴史資

料 ・伝承紬原画 ・型紙展となっており、その他に

4月を振り出しに 2か月ごとに特別展示カ子行われ

ております。

取材時は、森川曽文 ・清原雪信な Eの界風展と

陶芸の長谷川恵子展が聞かれておりました。



( 6 ) 東京鷹桜同窓会幸l-l 第 1 8号

く〉事務局からのお知らせく〉

(1) 活動報告 (平成10年分)

10月 総会案内発送作業(モ一言)

昭和31年卒、同45年卒 ・事務局員などで

総勢約30名にて無事終了。

11月 総会(飯田橋 ・摩天楼大飯j古)

ノド野多門先生、小林征次郎前校長、本部

会長、現校長をお迎えし大盛会であった。

出席者110名余

二次会も約80名の参加で、大変な盛り上り

であった。

活動報告 (平成11年分)

5月 事務局会議。

名簿整理作業、及び学年幹事会準備など。

6月 本音11総会。

東京支部よりは昭和44年卒の事務局員、

佐藤いく子さんが出席。

7月 学年幹事会 ・役員会(モ一吉)

36名の出席、本年の幹事学年昭和45年卒

並びに事務局の発案による芋煮会総会の

企画がぷ認される。

8月 総会幹事学年昭和45年卒及び事務局の有

志による東京サマーランドの現地視察を

T丁フ 。

9月 会員有志によって第ゼロ回東京鷹桜同窓

会会長杯コンペを行う。 17名の参加、

(2) 平成10年度会計報告(千成11年 3月31日現在)

〈収入〉 〈支出〉

前年度繰越金 780，343 総会費 871，800 
年会費 867，270 事務費 211，598 

総会費 721，000 会議官 30，000 

御祝金 80，000 印刷費 342，892 

本音15より援助金 16，000 通信費 349，040 

受取利息 36，742 税金 397 

2，501，355 計 1，805，727 

次期繰越金 695，628 

〈事務局より〉

今同の総会は、芋煮会を企画しました。平成 8

年度総会をピークに年々参加者が減少傾向にあり、

何か歯止めになる妙案がないものかと思案してお

りましたところ、当会長が社長に就任された会社

にて東京サマーランドも経営されているという好

機を得ました。

そこで学年幹事会にて提案したところ「 ド兄を

した上で実現可能ならOK/J との御了解と会長

の全両支援の確約をいただき決定いたしました。

交通アクセスと雨天の場合が最大の難問でした

が、害IJ安な]Rパスのチャーター、雨天でも十分に

楽しめる充実した施設の確保な E、解決する事が

でき自信をもって決行する運びとなりました。

今1111は、特別に聞かれた総会ということとし、

佐11家族や故郷自慢を許容してドきる御友人にもお

戸をかけていただき賑やかな御祭りのような総会

にしたいものだと考えております。

奮って御参加下さいますようお願いいたします。

また、 9J-J 8日に同窓会有志によるゴルフコン

ペも実行し、たしました。正式には来存に第一同東

京鷹桜同窓会会長杯コンペを企画いたしたいと思

います。御希望の方は返信用ハカ、、キに「コンペ案

内希望」と一筆添えていただければ幸いです。

「同窓会はエエ ものだ/ おもっしゃいごと一緒

にスッペ.グ」を合言葉に事務局一同も楽しく活動

したいと考えております。少ない仕事に多大な楽

しみ、小さな責任に大きな達成感の事務局に皆さ

んも是非参加して下さい。

。編集後記。

猛暑の夏でしたが、会員の背様は L、かがお過し

でしたでし 4 うか。故郷長井も現地取材当日の最

高気j昆は35度でした。

芋煮会総会の企画、コツレフコンペの開催など、

同窓会活動も益々幅広く充実していく事が実感で

きる内容を皆さんにお届けてきればと思います。

まずは、 11月141'1共に鍋を囲み笑顔溢れる皆さ

んをカメラに収めたいと考えております。
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