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を経過し、記念すべき年を迎えることになりました。この間、半

ます。この時から今年はちょうど五十年

れた「３０年のあゆみ」に記載されてい

雅叙園で開催した、と平成八年に発行さ

戦後の再建同窓会第一回通常総会を目黒

本荘高校東京同窓会は昭和四十一年、

の在校生の活躍や学校の発展、ふるさとの様子などたくさんの情

しゃる方が大変多くいらっしゃることを実感しましたし、母校で

になってから会員の皆様の中には素晴らしい人生を送っていらっ

ちとのおつきあいしかできませんが、同窓会活動に参加するよう

参加するようになりました。高校在学中は前後二年の学年の人た

わりがありませんでしたが、お誘いを受け十年ほど前から活動に

就職して東京に住むようになっても同窓会とは当初はあまりかか

五十周年記念文集の発行に寄せて

期）

世紀の長きにわたり同窓会を支えてこられました会員・役員の皆

報が得られ、新しい親睦の輪を広め、深めることができたと感じ

東京同窓会会長 佐 藤 源 一 （

様はじめ母校・母校同窓会の関係者に厚く御礼申し上げますとと

ております。

今日、東京同窓会は会員相互の親睦を深め母校の発展に寄与す

もに五十周年を迎えられましたことをともに慶びたいと思います。
この間幾多の困難に遭遇したと思いますが、会員の皆様をはじめ

るという会の目的達成のため、定時総会・懇親会、講演会、同好

ームページの充実化を図りスムーズな情報交換の場の構築と運営

関係各位のご協力により今日まで発展してまいりました、会を代
そもそも「本荘高校同窓会」は明治四十年三月第一回卒業生を

に注力しています。私の手元にあるものを見ますと「四十周年記

会、会誌の発行、文集の発行などの活動を実施するとともに、ホ

世に送り出したその夏に結成され、秋田県下の高校で最も古い歴

ゅう２０１３」と文集の発行はこの十年間でも精力的になされて

表し心から感謝申し上げます。

史を持つ同窓会ということです 本(荘高校八十年史 。)私たちはこ
の誇らしい伝統を受け継ぎ、本部同窓会、東京同窓会ともに引き

います。発行担当の皆様方の尽力に深く感謝申し上げます。この

同窓会の歴史と時期が重なります。自分のことを振り返ってみる

私は昭和四十年三月の卒業ですので、その後の人生はほぼ東京

じております。

様のいっそうの親睦が深まることにお役立ていただけるものと信

たびは、
「五十周年記念文集」を皆様にお届けしますが、会員の皆

念文集」
、
「ぶんしゅう２００９」
、
「４５周年記念文集」
、
「ぶんし

続き発展させていかなければならないと思います。

と今日の社会の状況がそのころと比べて隔世の感を禁じえません。
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60

このたび、本荘高校東京同窓会が

力することとお聞きし、大変嬉しく思いました。加えて、講演会

また、当会の目的は、会員相互の親睦を深め、母校の発展に協

東京同窓会創立五十周年記念に際して

本荘高等学校校長 佐 藤 一 吉

れているという事実に参加者全員がほっとした様子で、それが温

かい雰囲気となっていたのでしょう。新入会員さんに、
「ふるさと

離れ、寂しいだろうががんばれ。次の新しい子、頼みましたよ」

創立五十周年を迎えられたことを心

や講習会、多種多様な分科会を設定したり、さらには会報のみな

思わず語りかけてしまいました。

よりお祝い申し上げます。

んでいるともお聞きしました。実際に、出版物の多さやその内容

らず、文集も発行するなど、文化の香り高い企画に数多く取り組

を迎える県内最古の同窓会であり、

の濃さ･
深い考察には本同窓会員様の持てる力の凄さを感じます。

母体である本高同窓会は百九年目
その支部も北海道から関西まで六支部を有しています。東京同窓

在校生にも是非伝えておきたいと思っているところです。

おかげさまで、多くの方々にお酒を注いでもらいましたが、そ

会はその中で最も古く、かつ、規模も二千人を超える大きな会で
あり、その濫觴は昭和十一年、そこから数えるならば今年八十年

でした。中でも、
「初参加者による自己紹介」は、本荘の同窓会ら

継ぎ式などおもしろさ満載で時間がとても短く感じられた懇親会

楽しませて頂きました。日本舞踊にプロ歌手の歌、カラオケや引

昨年、東京同窓会総会・懇親会へ参加する機会を得て、大いに

からに違いありません。 周りを見渡せば、とにかくに、
「会員相

はっきりと思い出せないのは、楽しいお話とお酒を注がれ過ぎた

いう素敵な別名があることをお聞きしましたが、残念なことに、

るが、東京だけ、支部が付かない名前であること、東京玲瓏会と

り、母校の様子を尋ねたりするものでした。同窓会支部は六つあ

の時の話題はほとんどが東京同窓会の良いところのお話であった

しい温かなものでした。スピーチの内容もさることながら、この

互の親睦」は十分すぎるような有り難い雰囲気でした。

の歴史を有する全国でも有数の支部とお聞きしております。

ように新入会員を大事にするという姿勢が東京同窓会に引き継が
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「母校の発展に協力する」ことについても、感謝を込めて述べ
ておかなければなりません。本会員の皆様には温かな母校愛で持
って毎年のように、ご支援ご協力を賜わっておりまして、心より
感謝申し上げます。全国出場を成し遂げた部活動への激励費や、

第 38 回全国高等学校柔道選手権大会 柔道部家族及び東京同窓会会員による応援状況

試合会場に足を運んでは横断幕を張り、
応援して頂いております。
この三月にも、日本武道館で行われた柔道の全国選抜大会にたく
さんの方が駆けつけて応援して頂いております。顧問はじめ選手
一同、いたく感激するとともに、本荘高校生であることのありが
たさ･
素晴らしさを実感し、
同時に何か大切なことを感じ取って決
意したようでした。
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創立以来、人格の完成と社会に貢献する人材の育成を目指して
きた本高ですが、これからも、三つの校標のもと、職員 生･徒 保･
護者 同･窓生 地･域が一体となって全力で取り組んでいきます。
今、
社会は、人口減少、グローバル化、イノベーションの波などに代
表されるように、大きな変化の中にあります。将来の予想が困難
であるこれからの社会を力強く生き抜いていくために必要な力を
「変化に対応する力、学び続ける力」と捉え、これらを身に付け
られるよう職員一同邁進して参ります。
これまでの同窓会の皆様のご活躍は在校生にとって安心と大き
な誇りです。これまで同様、次の五十年、百年と幾久しく、在校
生と共に歩む同窓会であって欲しく思います。同窓会がさらに発
展され、母校に、より大きな希望を与えてくださることを祈念し
て祝辞と致します。

第 49 回東京同窓会 佐藤校長 母校の近況説明

第 49 回東京同窓会 猪股会長 来賓挨拶

東京同窓会創立五十周年を祝す

東京同窓会再建
とうございます。

周年、誠におめで

秋田県内で最も古い高校同窓会が我

本荘高校同窓会長 村 岡 兼 幸 （

期）

すが、今では時間距離がとても短くなり、随分と近くなりました。

然し、ここで云っているのは、具体的な遠さではなく、精神的な

ふるさとへの想いの深さであって、今も昔も変わらない、生まれ

歳に故郷を離れ、大学にあるいは 就職し

育った 郷土への特別な心情だと思います。
多くの卒業生は、

て社会人へと進み、東京・首都圏という日本経済の中枢の地にあ

が本荘高校同窓会であります。来年、
同窓会

って、想像するに大変厳しい生存競争の中で強く生き抜かれてき
人一倍強いのだと思います。

記されています。『首都圏に在住する本荘高校卒業生の青春時代

健男子」の心意気で頑張ってこられた

心身に染みこんだフレーズ「右文尚武いそしみて

起て鶴城の

まさに本荘高校校歌にある、若き精神を鼓舞・激励する本高生の

を共に過ごした母校に対する敬愛心が高まる事と、母校の現況と

は、想像にかたくありません。

年の歴史であったこと

母校を支える故郷「由利本荘市」及び「にかほ市」の近況を知り、

東京同窓会「東京玲瓏会」のホームページの冒頭に会の目的が

た先輩達だからこそ「母校本荘高校」そして「故郷」への想いは

日本の首都東京の東京同窓会が再建

周年を迎える母校にとって、

71

す。』この一文に東京玲瓏会の想いの全てが語られています。

その発展・繁栄を願う卒業生各位の心情に沿うことを目指しま

出してきた東京同窓会は、地元本荘にあっての我々の誇りであり

結びになりますが、各界各層で活躍する多くの先輩を、世に輩

周年の歴史を礎に、さらに大きくたくましく発

ます。この再建

50

「ふるさとは遠きにありて思ふもの」
という室生犀星の有名な一
節がありますが、同窓会にあっては、まさに「母校は遠きにあり
周年、半世紀前の東京は、ずいぶんと遠かったと思いま

げ祝辞と致します。

く澄んで光り輝き、ご健勝でご活躍されますことをご祈念申し上

展されますことと、東京玲瓏会の同窓会員が、まさに玲瓏のごと

50
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18

50

周年を本年迎えますことは、大変意

110

義深く改めて心からお祝いお慶び申し上げます。

50
て思ふもの」でありましょう。
再建

50

「北海道支部からのお祝いの言葉」

本荘高校東京同窓会の五十周年、おめ

北海道支部長 加 藤 幾 芳 （

期）

学の修学旅でのときは、まだ、終戦後の空気が残っていて、宿泊

北海道支部は、今年、二十六年を迎え

度、日本の高度成長が始まった時期でした。東北地方からの集団

ホテルに秋田から米１升を全員持参したことを覚えています。丁

ました。東京同窓会はそのほぼ倍の歴史

就職を歌った井沢八郎の あ｢あ上野駅」が出たのが１９６４年、そ
の後の日本の高度成長を支えた世代だったと思います。

でとうございます。

を積み重ねてこられたことを思うとき、

私は小学２年生の時に、父の仕事の関係で神奈川に転校し、５

後、高校を卒業するまで、仁賀保でしたが、今でも故郷の友人と

年生の時に祖父母が住んでいた秋田にまた帰って来ました。その

改めてその重さとそれを支えてこられた
皆様のご努力に敬意を述べさせて頂きたいと思います。
回総会の折、
「本荘・由利・秋田と北海

道の縁（えにし）
」と言う題で歴史研究者の猪股良夫会員 ( 期）
が北海道移住史の講演をされました。
「まんず、ながまれ」と言う

秋田と違う言葉には参りました。例えば、
「メンコ、しよう」と誘

は言葉が大変でした、訛りはまだなんとかなりましたが、方言で

先日、北海道支部の

言葉、由利郡を含めた秋田の方言が北海道で生きていると言う話

われた時、
「メンコ」が パッチ」だと分かるまでしばらく掛かり
｢
ました。
当時はまだテレビもなく、
言葉の問題は大変深刻でした。

話をする時は仁賀保弁です。しかし、小学２年生の転校したとき

から始まり、鳥海山を祭る 大｢物忌神社」が羊蹄山を望む洞爺村 旧(
弁辺村）にあることなど、北海道の開拓と故郷が深く結びついて

してみる空気がまだ強くあり、標準語を話そうと言う努力がされ

を使わない」などと言うのがありました。方言を良くないものと

たり、掃除の手伝いなどする）でその週の目標として、
「汚い言葉

また、秋田に戻った時、学校の週番制（上級生が下級生の面倒見

し）はいかがでしょうか。
東京同窓会が発足した昭和四十一年 １(９６６年）に卒業した
期の私たちの世代にとって、東京は今よりはるかに存在感があ

秋田では靴はゴム短、雨具は合羽でしたが、転校先ではズック靴

ていました。言葉の問題だけでなく、生活の面でも違っていて、

ったように思います。東京オリンピック １(９６４年）の翌年、修
学旅行で東京を訪れたときは、その３年前の中学の修学旅行の時

にコウモリ傘で、
びっくりでした。
東京に出てこられた皆さんも、
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61

いたことを紹介されました。東京と故郷とのつながりや縁（えに

66

27

に見た東京とは比較にならないほどのまぶしさを感じました。中

61

豊かな蓄積を持つ東京同窓会に同窓会活動のあり方を学ぶ上で

に語り合う場は今でも掛け替えのないものではないかと思います。

れませんが、青春の多感な時に同じ母校だった同窓会の方々と共

本社会が変わり、今では東京と地方の差は随分なくなったかも知

京同窓会の役割が大変大きいものがあったと思います。また、日

んなにすばらしいことか、容易に想像できます。その意味で、東

じ思いをされている同窓会の方々と話ができる場があることがど

す。いろいろなご苦労があったと思います。そんな苦労など、同

きっと、似たり寄ったりの経験をされたことが多々あると思いま

現支部幹事長で当時のホテルアーサー 現(プレミアホテル）の副支
配人をされていた澁谷 昭会員 ( 期）と相談して、集まりをスタ

で顔を合わすだけでは、会員の間の絆は生まれてこないと考え、

部会長だった小番正八会員 ( 期）を中心に始められ、その後ず
ーと続けてきたものです。小番さんによると、年１回の支部総会

月の例会が二百三回目でした。支部が発足して５年後に、初代支

だり、駄弁ったりする会です。それが、今年、二百回を超え、８

月例会は名前のごとく、毎月、会員が集まって、食べたり、飲ん

それは、
ほぼ毎月開催している、
北海道支部月例会の集まりです。

そんな中で、北海道支部が少し自慢ができることがあります。

名です。最も

年卒の方で、最もフレッシュな会員は

91

44

なかなか新会員になってもらえないと言う問題もあります。若い

近の若者の傾向として、
組織に加わることに抵抗感を示すために、

してます。また、せっかく若い同窓生にコンタクトできても、最

把握することが難しくなり、新たな会員を増やすことに四苦八苦

法の影響で、卒業生個人の進学先や就職情報など新たな連絡先を

参加などの経験を是非教えて頂きたいと思います。個人情報保護

いように思いますが、東京同窓会での会員の拡大、特に若い方の

少ないことです。これらの問題は、北海道支部だけの問題ではな

が伺い知れると思いますが、会員の高齢化と若い同窓生の参加が

を超えることもあります。最近は、少し、メンバーが固定化して

者は、会員の他に奥さん方も時折参加され、毎回、数人から

ン党に宗旨替えされた方も少なからず居られます。月例会の参加

日本酒党が多い同窓会メンバーの中にも、月例会を通じて、ワイ

を知り尽くされており、
そのお勧めで頂くワインの味は最高です。

ります。澁谷さんはワインマスターソムリエで、ワインのすべて

はじめ、澁谷幹事長の並々ならぬ努力の結果であると感謝してお

時から毎回参加されている古瀬 清会員（

中止になる月もありますが、ほぼ毎月続けてこられたのは、発足

その後二十一年間、 支部総会のある月や多くの会員の都合で

名

期）
、小番元支部長を

人にも抵抗感なく、参加してもらい、会員であることに楽しさや

きているところがありますが、おいしい料理とうまいワインを楽

飲み放題と言う大変うれしい企画が実現されました。

ートさせたそうです。澁谷さんの計らいで、わずかな参加費 当(初
三千円で、現在は三千五百円）でフレンチコース料理とワインの

60

意義を見出してもらうにはどうしたらいいかが最大の課題です。

10

40
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も、この機会に私たちの北海道支部の最近の活動と話題をご紹介
期、昭和

86

したいと思います。現在の北海道支部の会員数は
上の先輩が
18

期の平成３年の方です。このことからも、支部の抱えている問題

37

しみながらの話題は多岐にわたり、つい時間の経つのを忘れてし
まいます。
東京同窓会の皆さん、北海道に来られる時がありましたら、北
海道支部の月例会にも顔を出してみませんか。開催日は固定され
ていませんが、開催場所はお世話をしてくれる澁谷さんが勤務さ
れている「プレミアホテルー TsubakiH｣
札幌」です。ご興味をも
たれた方は、澁谷幹事長までご連絡下さい。
最後に、改めて東京同窓会の五十周年のお祝いと、東京同窓会
のますますのご発展をお祈りいたします。
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第２７回北海道支部総会・懇親会

平成 28 年７月８日（金）開催

本荘高校の先輩たち

このたび、本荘高校東京同窓会が

秋田支部長 村 山 公 雄 （

期）

応援歌の歌詞と後輩達の全国大会での活躍の記事も拝見しました

が、日頃の活動の充実ぶりには脱帽です）
。

一方、わが秋田支部は、昨年（平成二十七年）に設立四十周年

た。戦中、戦後と大変な苦難を味わわれたであろう先輩各位が、

京同窓会としての第一回総会を開催された旨をお伺いいたしまし

一年五月に、
戦後再建の旗印のもと東

貴会におかれましては、昭和四十

として心よりお祝い申し上げます。

とは、誠に慶賀に堪えず、秋田支部

ピーク）
。これは、それぞれ、当時秋田県出納長（斎藤長先輩：四

七十二名、平成十二年には百八十三名を数えました（手元記録の

す。総会への参加者数は年を追うごとに増え、昭和六十二年に百

に、現在の秋田支部が再結成（復活）され、今日に至っておりま

とのことです。貴会再結成から九年がたった昭和五十年三月一日

を中心に設立され、その後は諸般の事情で一旦休会状態となった

校の改築費の募金活動へ対応することを目的に秋田市役所の有志

を迎えました。記録によれば、当支部は昭和三十三年に一度、母

母校と後輩、そして郷里への熱い思いから再び立ち上がったこと

十期）と秋田市助役（工藤昇先輩：四十五期）の要職にあった両

めでたく五十周年を迎えられますこ

に思いを致すに、当時の皆様のご労苦と情熱が偲ばれ、強い感動

支部長をはじめとする先輩各位のご努力の賜物と敬意を表する次

の斎藤出納長にボーナス勧誘でおじゃまする機会が

恐縮ながら、私事について少々記します。私は地元銀行在職中

第であります。

と敬服の念を禁じ得ません。
また、
貴会の歴史の一端と現在の活発な活動状況を伺うにつれ、
母校への思いというものは、郷里から距離が遠いほど「純化」さ

に、前述の

ありましたが、同窓であることが判明するや初対面の若造を自席

れ高まるのではないか、ということを強く思いました。特に貴会
の皆様は、母校卒業後首都圏に打って出られたということからし

に招き母校の想い出話をしてくれました。また同様に

の工藤助

て、高い志、独立心そして強い母校愛をお持ちであり、その分「純

役とは韓国定期航空便の秋田空港誘致ミッション団でソウルへご

OB
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70

度」も高いものと拝察する次第です（貴会ホームページにて、全

OB

は六十六期の高橋正氏です。氏は歌手「津雲優」としてヤマハポ

二人の当支部会員を、ここでぜひ紹介したいと思います。お一人

また、母校同窓生のみならず秋田県民にも大きな印象を残した

田支部の我々は郷里や母校との距離は近いわけですから、その分

百名をできれば少しでも増やしていきたいと考えております。秋

じ県内の支部として本部との連携を密にしつつ、今後この参加者

秋田市内への本高卒業生の就業者数も限られつつありますが、同

す。平成二十七年は約百名の参加を得て、支部創立四十周年とい

プコンを通じてデビュー、その後は秋田で活動を続け、大曲の全

訪問や交流の「頻度と密度」を上げることにより、我々なりに愛

一緒しました。お二人とも大変気さくで懐の深い方であり、母校

国花火大会のイメージソングをはじめ地元のために多数の歌を作

校心の「純度」を高めていきたいと考える次第です。

うことで現在の母校の模様に関するビデオを放映いたしました。

られた方です。
そのイメージソングには秋田県民歌が織り込まれ、

重ねて個人的なことを申し上げますが、私の身内にも、姉、叔父、

の縁に改めて感謝する次第です。

今も大会のフィナーレでは先輩の歌声が流れます。惜しくも平成

従兄、そして姉妹夫婦と、首都圏在住の本高

がおりますので、

二十五年の四月に逝去されましたが、年に一度八十万人の人が耳

今回のことを契機に貴会のことを早速連絡してみたいと思います。

によるものであることは、誠に誇らしく感慨深

にする曲が本高

また、同様に貴会の関係者で秋田市在住の

がおられましたら、

いものがあります。もうお一人は、七十四期の工藤幹夫氏です。

秀勝率の二冠を獲得する等大活躍されました。玄人好みの伝説的

団し、昭和五十七年には大沢監督のもと最多勝（二十勝）と最優

かれることをお祈り申し上げまして、お祝いのメッセージといた

を迎えられることに重ねて敬意を表し、今後尚一層発展されてい

締めくくりに、貴会が唯一支部名でない同窓会として五十周年

紹介いただければ幸いです。

サイドスローとして、強気なマウンドさばきと共に、球界では今

れば幸いです。

延ばし、できればお乗り頂いて、鳥海山麓を走る車両をご覧下さ

期）の作品をラッピングして運行中です。帰省の際にはぜひ足を

現在おばこ号の車体ににかほ市象潟出身の版画家池田修三氏（

私が通学でお世話になった由利高原鉄道（旧国鉄矢島線）は、

【追記】

します。

市内で「怖くて優しいコーチ」として地元小中学生の指導に当た
る等、地域の野球発展に大いに貢献されていた矢先、この五月に
惜しくも急逝されました。
お二人の逝去は秋田魁新報で伝えられ、
生前の地元での地道な貢献活動が、その熱い思いと共に紹介され
ております。
が総支配人を務める市内のホテルで開催しておりま

34

-9-

OB

OB

でも語り草となる強烈な足跡を残しました。現役引退後は、秋田

氏は昭和五十四年に、本高初のプロ野球選手として日本ハムに入

OB

ところで、現在秋田支部の総会は、原則として毎年六月の第一
金曜日に

OB

東京同窓会の想い出

仙台支部長 三 浦 陽 一 （

期）

になりました。学校側からはこれもまた懐かしい作左部先生がご

其の時に思った事は、私達五十三期生は初めて新設された商業科

さて、遡る事四十余年前に私が東京

出席なされておりました。ボート部の監督さんでも有り、学科は

この度は、秋田県立本荘高等学校東

同窓会に初めて出席させていただきました時期は確か昭和五十年

国語の先生でも有りました。私が昭和三十年（五十三期）入学で

を含めてクラスが八組になり、生徒数が約三六〇名でしたが卒業

の第九回の総会だと思います。会場は目黒の雅叙園で開催されて

したので当然国語を教えて貰いました。その時の授業内容をご披

京同窓会創立五十周年記念式典誠にお

おりました。今あの頃の会場の事を思い浮かべる事は大変難しい

露すると、今の生徒諸君は怒る事でしょうが、作左部先生と云う

した者は三四八名位となりますが、当時東京同窓会に顔を見せた

状況ですが、建設会社に身を置いた者としての目線でお話しする

方は授業には入らず、「ボート部の選手はいかにして試合をどの様

めでとうございます。衷心よりお喜び

と、目黒の「雅叙園」の第一印象は武家屋敷のたたずまいで、初

にして戦ったか」とか「いかにして強くなったか」とか「どんな

のが四～五名ではなかったかと、淋しい想いをしながら諸先輩の

めて目にする様な庭木が並び、正しく高級料亭でした。尚、庭を

作戦を授けた」とか等々事細かくお話が有りまして、全国制覇し

申し上げます。同記念誌への特別寄稿

通り玄関先に立つと「紫檀」
「黒檀」と言うインド等で生息する木

た時はラスト三十メートル時点でスパートを掛け、長浜高校に約

お話に耳を向けて心に秘めて居た事は、在仙同窓会の発足に向け

材等を使用しての装飾と屏風などが有りお客をお迎えするのです。

三十センチメートルの差で勝って優勝した話とか、四十五分授業

文の依頼を賜り厚く御礼を申し上げま

驚く事には座敷に上がると、これがまた立派で下地が黒色の漆地

中、約二十分間はボート部の話で花が咲き、勉強はそっちのけで

話し合いをしていた事も有り、とても今の仙台支部としては参考

に「螺鈿」と言い青色を施す貝殻細工をちりばめた板屏風は見事

したね。今ではそれもこれも良い思い出となります。

す。

な前室であったと回想しています。あの様に高級、一流料亭での

緒になった先輩で菱刈さん（四十八期）が居りまして、会が盛り

私が東京同窓会に何回か出席していたころですが、隣席でご一

第九回の総会は当時の荒川会長のご挨拶で始まり、ボート部の

上がって当時の授業の事、先生方の在りし日の事等に花を咲かせ

同窓会を開かれた先輩の皆様には本当に敬意を表します。
活躍等の同窓会のお話とか、
学校と同窓会との事が中心でしたが、
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53

習風景であったと聞いておりました。今にして想えばその様な厳

ない方法で有り、この箱型ボート漕ぎは本荘ボートマンだけの練

反動で箱型ボートを背後に進める練習は、ボート競技でしか出来

ない時は、あの百間廊下での箱型ボートに座りオールを漕ぐあの

でしたから、子吉川の流れが凍り付いてボートのオールが作動し

路についた事を覚えています。やはり、お話の中では作左部監督

変感動し、当時の事を細かくお話しいただき嬉しさいっぱいで家

すか、それも国体で優勝した時のメンバーとお聞き致しまして大

ったか」とお伺いした処、本校のボートマンだと言うではないで

ていました。「菱刈さん高校時代は何か運動活動をしていらっしゃ

で宴会を幕に致しました。斉藤智善先生は現在仙台市内にて九十

江幡各々の先生も賛同されて校長も首を縦に振ったとの四方山話

君達五十三期生からだったと教わりました。印藤、磯貝、藤井、

れた上でトップクラスを造る事を決めて、実際に造り上げたのが

先生と斉藤智善先生よりのお話で、
「昔の話だけども」と前置きさ

これは総会終了後の二次会で五十三期八人の諸君を前にして平間

しも賛成ではなく決定する迄は紆余曲折の論議であったとの事。

ある先生方は生徒に対して差別ではないかとの発言もあり、必ず

職員室での会議では昭和二十九年の始めの頃より検討していたが、

立大学にも合格出来るようにするにはどうするかが課題であり、

同窓会史上忘れる事の出来ない事は何と言っても本荘高等学校

五歳位になりますが、お健やかに暮しております。

の国語の授業の中で本校のボートマンを労い愛し続けた先生の気

創立百周年記念で有ります。平成十四年十月五日に記念式典が挙

しい練習と訓練をメンバー諸君に求めた監督作左部先生は、我々
持ちをどのような形で全校生徒諸君に伝えようとしたか、その表

達がこの件について具体的な内容を教えて頂いたのは、平成二十

は、本荘高校百年史の中でも江幡勝一郎先生が触れています。私

見れば想像通りのクラス編成がなされていました。本件について

明確な形での「トップクラス」とはなっていませんが、外部から

まったのではないかと考えています。私達が入学した新学期より

ところで、昭和三十年頃より高校教育に対して新しい試みが始

れくさいやらで、今思えば人混みに逃げたい気持ちでした。終っ

先輩として三年生の生徒諸君に講師としてお話を致しましたが照

ています。亦「先輩諸氏による特別事業」が有りまして、私も一

浦疲れたよ。よく最後までできたなあ」とおっしゃった事を覚え

逢いしてご苦労様でしたと声を掛けたところ、
車いすの先生が
「三

綱引きの事等聞いて居りましたが、お話が終わってから先生にお

校舎が建設された事とか尚且つ歴史的な中身についての県と市の

行されまして江幡先生の講演は実に内容が誠に現実的で、今の新

二年の同窓会仙台支部二十周年記念総会の開催時に来賓として平

てみれば五十三期生が講師として五名程居りましたので安堵した

現方法ではなかったかと、今考えると胸が熱くなります。

間文次先生と斉藤智善先生のお二人をお迎えしての式典でのこと

ものでした。

私が授業で話した三年生のＨクラスは商業科ではなかったかと

でした。その時に恩師より伺った「トップクラス」の内容につい
ての説明は、本荘高校から多くの生徒諸君を国立大学亦は有名私
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思いますが、その後卒業し社会人になられた生徒からあの百周年
記念の「ようこそ先輩」の授業で三浦先輩より教えていただきま
した「現在必要とされる社会人とは」の中で人間関係の重要性と
付加価値を持っている事の大切さがよく理解したとの言葉が書き
記され、自分の話しが少しでも人の成長に役に立って良かったと
心から喜んでいた次第です。卒業してから六十年過ぎましたが、
この様な形でわが母校での思い出や恩師の方々を思い出しながら
本荘高等学校を卒業できたことを嬉しく思います。最後になりま
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すが、本荘高等学校東京同窓会五十周年記念総会を祝し，亦、同
窓生皆様方のご健康をご祈念申し上げます。

仙台支部二十週年記念総会
平間先生と斉藤智善先生

本荘高校創立 110 周年記念式典 村岡兼造同窓会顧問（後列右）
、
故小笠原隆治東京同窓会長（前列右）
、私（三浦：前列右から二人目）

期）

本荘高校東京同窓会が、創

生していないから自分の暮らす場所だけは安心だという何の根拠

大震災より激しい衝撃を受けました。それは、過去に大地震が発

庄内支部長 齊 藤 武 久 （

立五十周年を迎えられました

もない「安全神話」がもろくも崩れ去ったからです。今となって

庄内支部よりのごあいさつ

ことに対し、心からお祝い申

は

数年前に発生した新潟地震も、もはや遠い記憶のかなたです

し上げます。

58

と一緒に全会員に手渡し又は

内の支部員には当支部の会報

きありがとうございます。庄

員数の部数を毎回送付いただ

贈頂き、それも庄内支部の会

山児水」はじめ貴会会報を寄

東京同窓会よりは、
毎年
「鳳

る行動を明日からでも実行すべきです。何より優先されるのは人

たくさんあると思いますが、各自ができる範囲で、大切な命を守

屋の耐震補強をする、地域での支援体制を町内で話し合う、他に

の時に備え今何ができるのでしょうか ？ 防災用品を備える、
家

も早く平穏な日常を取り戻せますよう祈るばかりです。一体、そ

れる悲惨な状況を見ると心が痛みます。被災された皆さまが一日

など存在しないのだと切実に感じました。連日テレビに映し出さ

が、無数の活断層が走るちっぽけな日本列島、どこの地域も例外

ところで、東京同窓会員の皆様、久しく故郷本荘を訪ねる機会

郵送でお届けしており、皆様
特に記載のコラム・記事の後

がございましたらついでに本荘から車で一時間、庄内へもお立ち

の命です。そんな事を強く思う昨今ですが・・・・。

の氏名の後の卒期を見て、同期の方や一～二年の差の卒期の方の

寄り願えれば幸いとぞんじます。同窓会事務局を通じてでもご連

から大変喜ばれております。

名前を見るたびに本荘高校のその当時の校舎の情景と共に おう

絡いただければ卒期の近い庄内支部員が心より歓迎ご案内申し上

本荘高校東京同窓会 創立五十年を記念して 皆さんで本荘を

彼も元気にやってるな とその時代にタイムスリップ 青春とは
話は変わりますが、先の九州の熊本・大分地方を襲った大きな

訪ね子吉川を眼下に鳥海山を仰ぎ見る そんな旅を企画してみて

げます。

地震は、直接的な被害の全くないここ山形 庄内に暮らす私たち

下さい、庄内支部も駆けつけます。

心の若さとばかり 皆若返ります。

にも大打撃となりました。むしろ、記憶に新しい五年前の東日本
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50

同窓会活動について想う

先ずは東京同窓会が

周年を迎えら

れるということに、心から敬意とお祝い
を表したいと思います。
今回湯田事務局長から五十周年誌への
特別寄稿文をとの依頼があり、拙文を披
露するのも気が引けてかなり躊躇したの
ですが、何せ湯田さんとは同期のよしみ
ですので、恥ずかしながらの寄稿と相成りました。
私が東京同窓会の総会に初めて出席させて頂いたのは二年前の
平成二十六年でした。
さすがに首都圏の同窓会組織で、その規模、活動の多彩さ、活
発さは目をみはるものがありました。私が関西支部長に就任して
間もない頃でしたので、比較して特にそう感じることが大きかっ

関西支部長 須 田 和 朝 （

期）

たが、最近は県代表から遠ざかっており寂しい思いをしておりま
す。

また関西地区では秋田、秋田商業、秋田工業、秋田中央、由利

等の僚高校の同窓会同士でそれぞれの総会に代表者が出席するこ

とになっており、県内各高校同窓会との交流は盛んです。

そもそも私自身が同窓会活動に参加したのは平成十四年頃です。

関西に来たのは昭和四十九年、大学を卒業して新入社員の時でし

た。
それ以来人事異動により途中に数年のブランクはありますが、

大阪、奈良が仕事や私生活の拠点となりました。

当初は関西（弁）に苦手意識を持っており「北帰行」の思いが

強かったのですが、長らく居るうちに京都出身の妻も迎え、関西

の地に腰を据えようと腹を決め、家も奈良に買いました。

その頃同窓会の存在も知るようになり、毎年の会費も納めてい

関西支部の会員は二百名ほどですが、実際に諸活動に参加する

にはなれませんでした。やはり会社・仕事優先で「同窓会 過=去の

ましたが、それでも積極的に同窓会活動に参加するという気持ち

者はその１割の二十数名といったところです。
行事としては総会、
新年会、納涼会といったところですが、春の甲子園選抜の時期、

社内での出身学校の繋がりや、関西出身者同士の付き合い等とは

野球部が遠征に来る際に激励会を行います。
関西支部としては甲子園球場を域内に抱えていることが特徴な

無縁のスタートでしたので、大げさにいえば、裸一貫で孤軍奮闘

先輩も地域的の知り合いも全く居りませんでした。そのため、会

思い出 後=ろ向き」という感覚が強かったのだと思います。
それと、私が入社した会社は正味関西色の強い会社で、大学の

たと思われます。

65

ので、過去に甲子園出場した際には大きな盛り上がりがありまし
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50

してきたという気負いが、居心地のいい関係性の中に身を置くこ

に人脈を作ることに力を注いできた会社人間でもあります。その

かというと、人脈の全くないスタートで、一から個人で、社内外

世代の方々が日本の高度成長をつくりあげたことも事実であり、

とを拒否していたのかもしれません。
同窓会に参加してみようかという気になったのは、五十歳を超

中、結構ユニークなキャラクターの諸先輩に接し、会員有志で北

まずは恐る恐る総会に参加。何となく秋田弁の匂いが感じられる

は多様・多彩である方が良いと感じます。高校同窓会の意義もそ

っていかなければならない環境ですし、その関係性のチャンネル

ただ、今後その世代も会社以外の新たな関係性を社会の中で作

一概にそれを否定するつもりもありません。

陸へのカニツアー（カニは美味しくなかったが･
･
･
･
）にも参加し

んなところにあるのではないかと、私は今考えています。

えて、
会社でもそれなりの立場に身を置くようになってからです。

たりして、その楽しさの中で、いつの間にか幹事になり･
･
･
･
何故

若い人の入会や参加は各同窓会の大きな悩みであり、貴東京同

窓会は成功されていると思いますが、関西支部はその点でもまだ

か（今でも不思議ですが）支部長という重責を担うことにもなっ
たのです。

るので、その点は今後貴会に学んでいくつもりです。

まだです。若手のパワーを注入できればもっと活発な活動もでき

これらの経験の中で私の「同窓会 過=去の思い出 後=ろ向き」論
はちょっと違うなということに気が付きました。少なくとも活動

ただ、先ずは自分たちが楽しく、そしてその楽しさを少しずつ

でも、できるだけ周囲に広げていく、各人が持つ多様な関係性の

に積極的な方は、現在そして未来をよりよく生きる術の一つとし
て同窓会をとらえており、今まで築いてきた数ある人間関係の多

チャンネルの一つとして存在し、
「来る者は拒まず、去る者は追わ

ませんが、しっかり「あり続ける」ことが大事であり、そのこと

彩なチャンネルの一つとして同窓会も活用しているのだと思えま
東日本大震災以降「絆」という言葉が多用されています。災害

が、遠くにいながらでも故郷への想いが維持・継承されていくこ

ず」そんな緩いやり方でいいかどうか、自信があるわけではあり

によって、助け合いの大切さが再認識されたこともあるでしょう

とにもなるのだろうと考えます。

す。

が、その背景に、核家族化や地域における互助の精神が薄れ、プ
ライバシーを過度に尊重するあまり、
周辺への無関心がはびこり、

り成長・発展されることを祈念し、関西支部も頑張っていくこと

今後とも東京支部が各地の同窓会のフロントランナーとしてよ

もあるのではないでしょうか。

をお誓いし、寄稿とさせて頂きます。

個人の力の限界を感じることが多くなってきたことへの揺り戻し
日本 特(に男性 は)会社への帰属意識が強く、市民社会の一員と
しての自覚が少ないなどと言われることがあります。私もどちら
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東京同窓会の皆様へ

前同窓会長 猪 股 春 夫 （

期）

ただき、ありがとうございました。深く感謝をしている次第です。

また、同窓会活動の内容につきましても、毎年盛大に行われる総

会とその際行われる講演会はもちろんのこと、充実した会報・東

京同窓会独自の多岐にわたる同好会行事など、本部にとっても見

います。佐藤会長ならびに会員の

会五十周年、誠におめでとうござ

の中で、先輩の方々からは、数々の興味深いお話を伺うことが出

員の皆様と二次会・三次会までご一緒させていただきました。そ

個人的なことで誠に恐縮ですが、東京同窓会訪問の際には、会

習うべき活動が数多くあり、いつも感心させられていました。

皆様に心から御祝いを申し上げま

来ましたし、同時に、卒業以来会っていなかった数多くの同期（

秋田県立本荘高等学校東京同窓

す。

だったと記憶しています。日本が元気いっぱいだった時代に、日

て数年の高度成長期、その一方で、学生運動がはなやかなりし頃

高校に入学した年です。その当時は、東京オリンピックが終わっ

東京同窓会が創設された五十年前と言えば、ちょうど私が本荘

いただき、ありがとうございました。

ることの出来ない場所を見学するなど、大変貴重な経験をさせて

前の総会の翌日、皆様と皇居に行き、植物園など一般には立ち入

窓会そのもので、私にとって大きな喜びでした。他にも、何年か

期）の仲間と再会し、旧交を温めることが出来ました。まさに同

母校本荘高校は創立百十四年目に入り、二百年目の未来に向け

ゃまして以来、二十年近くお世話になりました。その間、母校の

私自身、東京同窓会には飯田会長時代副会長として初めておじ

様はじめとする会員の皆様の御健勝を衷心よりお祈り申し上げま

るものと思います。東京同窓会のますますのご発展と、佐藤会長

十周年そして記念総会は、次の百周年に向けた新たな第一歩とな

確実な歩みを続けております。東京同窓会にとりまして今回の五

創立百周年・百十周年、同窓会の創設百周年、二度の甲子園出場

す。

きたことに、心からの敬意を表するものであります。

の後五十年、数多くの同窓生とともに、活発な活動を展開されて

本の中心で活躍していた先輩の方々が東京同窓会を立ち上げ、そ

64

など、数多くの行事や事業に、心のこもった御支援・御協力をい
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64

東京同窓会の歴代会長
東京同窓会の前身は、東京同窓会再建「

年のあゆみ」に詳細

五十周年を迎えるにあたり

期）

本荘高校東京同窓会が再建五十周年

東京同窓会名誉会長 飯 田 金 廣 （

学校東京支部である。
この東京支部の初代支部長が中江繁治氏
（１
期）
、二代目支部長に森岡謙治氏（
戦争を境として会員の消息など事態収拾が困難となり、諸般の事

11

は敬意を表し、役員の方々及び会員の

に 尽力 されま した 諸先 輩 の皆 様方 に

昭和三十九年五月に在京会員有志の間に東京支部再建の願望が

皆 様に はご 協 力と ご理 解を賜 り感 謝

中心となり、
母校の作左部忠先生と緊密な連絡をとりながら、
佐々

本荘高校東京同窓会が五十周年を迎えるにあたり、現在の佐藤

申し上げます。

期）
、尾留川賢造氏（

木眞綱校長外三名の先生方のご出席を得て臨時東京同窓会を開催

したので、歴代の会長を代表して、私が会長を務めた十年間を改

期）平成二十四年十一月～現在に至る

期）平 成 十 八 年 十 一 月～平成二十四年十月

期）平 成 八 年 十 月～平 成 十 八 年 十 月

期）昭 和 四 十 九 年 十 月～平 成 八 年 九 月

期）昭 和 四 十 一 年 五 月～昭和四十九年九月

うに思います。そこで、総会への幅広い年代からの出席を増やす

総会への出席は約八十～九十名であり、年代的に幅が狭かったよ

会員への総会通知は六百名以上の皆様に発送しておりましたが、

薦をいただいた平成八年十月十二日でした。
私が就任した当時は、

会長を歴任されておられました荒川七郎会長が御退任されて、推

同窓会の総会が目黒雅叙園で開催され、その役員改選に当り長年

私が東京同窓会の会長に就任したのは、第三十回本荘高校東京

います。

等学校東京同窓会整備委員会を設置した。その後、昭和四十一年
園において開催され、今日まで至っている。

めて振り返るとともに今後の東京同窓会への思いを述べたいと思

し、会長に葛西清一氏（

源一会長以外では歴代の会長で生存しているのは私だけとなりま

26

期）を選任し、機構整備のため本荘高

湧き起こり、小松銀之助氏（

期）等が

情により休会の形となっていた。

し上げます。これまでに同窓会の発展

を 迎え られた こと を 心 からお 祝い 申

に紹介されているが、昭和十一年春に結成された秋田県立本荘中

30

期）と引き継がれましたが、

49

ことを目的に、広報委員会を設置し、会報を発行し、情報交換に
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26

五月二十八日に戦後再建の第一回東京同窓会通常総会を目黒雅叙

18

東京同窓会（再建）の歴代会長としては次のようになる。
葛 西 清 一 氏（
荒 川 七 郎 氏（
飯 田 金 廣 氏（
小 笠 原 隆 治 氏（

佐 藤 源 一 氏（

60 48 49 33 18

ジに紹介されているように「鳥海山頂、夏なお深く静かに残りつ

され白銀雪華の校章に通じるものがあります。母校のホームペー

明治三十五年五月二十八日に本荘中学校として開校と同時に制定

年建立）に刻まれた銘に由来しています。また、この鳳山児水は、

とわが人生』に書いているように、本荘藩戊辰役勤王碑（大正九

いては、五十一期の齊藤芳雄氏が鳳山児水第２号の『
「鳳山児水」

２号から現在の「鳳山児水」としました。
「鳳山児水」の起源につ

た。その後会員皆様より会報の名称を募集して、会報の名称を第

１号は、平成九年九月一日発行で「東京同窓会だより」としまし

並びに会員皆様のご協力により十年間の会長職を務めることが出

一回の総会・講演会・懇親会の開催等に際しては、役員、関係者

会報誌の発行や文集の発行、多岐にわたる同好会の運営、年に

て、
出来るだけ多くの同窓生が出席するよう工夫を図っています。

講演していただきました。その後も同窓生による講演会を開催し

生命環境学部環境科学科教授）に「オーロラ輝く南極」と題して

の総会・懇親会に、六十八期の竹内智山梨大助教授（現山梨大学

度講演していただくことも企画して、平成十年十一月十四日開催

されている中から「興味深くて為になる話」を三十分～四十分程

総会を楽しく意義ある会にするため、同窓会員で各方面で活躍

ます。また、東京宝塚を観劇する同好会も活動しています。

つ、発しては清流子吉となる万年雪をかたどったもの」であり、

来ました。平成十八年九月三十日の総会において、一年先輩の四

努めるとともに会員相互の親睦を深める一助としました。会報第

鳥海山（鳳山）のごとく、そして子吉川（児水）にも似た「高く、

十八期小笠原隆治氏に会長をお願いしました。その小笠原先輩も

会長を三期務められましが、平成二十七年九月二十六日に享年八

清く」という理想の表象でもあります。
また、会員皆様の色々な趣味を活かした同好会を作る必要性を

くしている同窓生に案内で、五月の風に吹かれながら毎年コース

ースが白熱する頃、巨人・阪神戦を主としてます。鎌倉を知り尽

野球同好会は、東京ドームでの野球を観戦している。ペナントレ

主として五月に国技館に集まり、夏場所を観戦しています。プロ

と続き、
いずれも新緑の息吹を満喫しています。
大相撲同好会は、

日の出山、子の権現、丹沢の大山、大磯の高麗丘陵、多峯主山等

し、毎年二十数名の参加を得て、南高尾山稜、伊豆ヶ岳、弘法山、

力してアイデアを出してより魅力のある東京同窓会にしていただ

一番重要です。私も微力を尽くしますので、役員及び関係者で協

の世代交代は進んでも東京同窓会が継続して発展していくことが

い世代の方にも積極的に参加して欲しいと思います。役員や会員

に若い世代の役員を増やし、総会・講演会・懇親会にはもっと若

ることですが、役員には若い世代の方も就任していますが、さら

様々なイベント等で役員の方々とお会いしています。そこで感じ

さて、最近は名誉会長として役員会には出席していませんが、

十一歳にてご逝去されました。

を変えて、社寺を中心とした鎌倉散策も楽しい行事の一つです。

きたいと思います。

感じました。そこで具体的には、春にはハイキング同好会を実施

ゴルフ同好会は、親睦を深めながらもある程度格調高く行ってい
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矢

東京同窓会五十年の思い出

副会長（前事務局長）打

創立総会

進

の利息によって同窓会事務局の運営費を賄うことができる」とい

うことが了解されて募金をつのった。金利の高い時代であったか

ら、二百万円～三百万円の資金が集まれば、そのことが可能であ

ろうとみんな考えた。さて基金の募集が始まってみると応募額は

三千円とか五千円程度の金額が多く、募金をお願いするため連絡

できた同窓会員の数も少なかったため、募金の額は目標額には程

遠い金額に終わった。この時募金に応じた方々は現在ほとんど亡
くなられてしまった。
休会となった総会

第四回総会の時から弁護士の斎藤栄一氏（四六期）が事務局長

昭和四十一年五月のある日、突然、本荘高校東京同窓会開催の
案内状が我が家に届いた。こういう同窓会があることは初耳だっ

に就任した。斎藤氏は「東京同窓会総会は毎年開催しなくとも、

く立腹し、
昭和四九年に荒川さんが東京同窓会会長に就任すると、

たので、少なからず驚いた。その頃は方々から借金をして家を建

れて目黒雅叙園の会場に出かけた。総会に遅刻したため後で分か

事務局を再び小松銀之助さんが経営する大信倉庫（㈱）に移し、

隔年に開催すれば十分だ」と言って、昭和四八年度の東京同窓会

ったことだが、この日が第一回の東京同窓会総会を開催した日で

事務局長を小松祐美氏（五一期）に交代させてしまった。東京同

てたばかりで、生活費に余裕がなかったので出席の返事は出さな

あった。
母校からは作左部忠・河村千代三両先生等が見えており、

窓会五〇年の歴史のなかで同窓会総会が開催されなかった年は、

総会を独断で休会としてしまった。これには荒川七郎さんがひど

作左部先生の甥にあたる三浦恒雄君が忙しそうに連絡に動き回っ

この昭和四八年の一回きりであり、五〇周年行事の開催も実は五

かったが、当日になって「どんな会なのか」という好奇心にから

ていた。懇親会の席上では虎ノ門の方で歯科医を開業していた五

一年目に当たるのはこのためである。

荒川七郎会長

味芳保氏（四二期）と隣合わせになり、
「同窓会には一人で来るも
のではない、必ず同期生を誘って来るものだ」というお説教を受
けたことが強く印象に残っている。

た。目黒雅叙園の一番良い部屋を借りて、料理は九千円、鞄など

荒川七郎会長は毎年同窓会を盛大に開催することを考えてい

東京同窓会の発足準備の話し合いのなかで、「同窓生から広く募

の福引の賞品を用意し、校章入りの手ぬぐいを全員にくばり、さ

創立時の運営基金
金をつのり、集まったお金を同窓会の基金として運用すれば、そ
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以下の人たちが拠金して埋め合わせるのが常だった。拠金に応じ

を開催するたびに多額の赤字が残った。その赤字を会長・副会長

千円の会費を集めただけではとても支払いは間に合わない。総会

はせいぜい八千円でしょう」という意見にまとまる。一人から八

員会に諮った。すると役員会では「会費として出してもらえるの

「さて出席者からは当日の会費をいくらもらえるだろうか」と役

らうためバンドを呼んだ。すべての計画が出来上がったところで

てある「八〇年史」や猪股忠さん（六〇期）の文章を元にして校

た。さらに中身を充実させるために、母校の校歌について書かれ

校の動き」として毎年の進学状況や部活動の成果を送ってもらっ

乏しいので、母校の同窓会事務局長の梅津清哉先生に頼んで、
「母

いという要望であった。印刷して製本するにはあまりにも内容が

だけを記録した用紙を私に見せて、
「三〇周年の記念誌」を作りた

第一回の総会から毎回の総会に出席された来賓の名前と出席者数

東京同窓会の三十回目の総会を迎えるに当たって、荒川会長は

「三〇年のあゆみ」発行

られるように、会社役員、医師、歯科医師のように経済的に余裕

歌制定当時の藤原正先生や楠正一氏について、数ページの紹介文

らに校章入りのネクタイピンまで用意した。懇親会で演奏しても

のある人でなければ同窓会の役員にはなれなかった。総会が終わ

を書き足した。

この「三〇年のあゆみ」を印刷屋に頼むにしても、支払う費用

ると同窓会には何もお金が残らないから、他校の同窓会から招待
されると出席者に対して、荒川会長は「招待された同窓会でご馳

は同窓会のどこにも無かった。それを見兼ねた荒川会長がポケッ

トマネーから一〇万円を出してくれた。印刷屋の請求額には足り

走になるのだから、持参するお祝金は自腹で払うべきだ」と常々
話をしていた。

都内のホテルに私と小松裕美君が荒川会長から呼び出されて、役

くれ」と、有無を言わさず引き受けさせられた。総会前になると

川会長からすぐ電話がかかってきて「同窓会の事務局長をやって

では「この手は直ぐ治るから」と言って弱気なところは微塵も見

ら右手にガン細胞が見付かり、人差し指を切断された。私達の前

扱っていた影響だとご本人は言うが、会長を辞める一年ほど前か

荒川会長は若い頃医学の研究者を目指してレントゲンをたえず

なかったが、何とかそれで我慢してもらった。

員会に提案する議案について意見を求められた。荒川会長は大変

せなかった。

平成六年に私が事務所を構えたという案内を出したところ、荒

几帳面な方で、その議案は全く修正の必要がないほど整備されて
荒川会長は母校在学中に剣道部に入っていたので、母校の剣道

開催日に合わせて、ご本人が出席していないにも拘らず三万円の

めか、荒川さんは亡くなられる寸前まで、毎年東京同窓会総会の

同窓会総会の開催のたびに、赤字の埋め合わせに苦労されたた

部の世話をよくしていた。荘司栄徳さんや池田哲三君、打矢伸君

お祝い金を贈っていただいた。

いた。

は剣道部の後輩として、
荒川会長から可愛がられた人たちである。
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飯田金廣会長
第三十回目総会で飯田さんが東京同窓会長に選出された。総会

われたのか、庄司一春氏（五十三期）から池田哲三君を通して十

万円を提供していただき、
それで支払いを済ませることができた。

て会報を会員へ配布しなければならないという意見が出された。

くてはならない。それにはギブ・アンド・テークの精神からせめ

を運営できないから、会員の方々から年会費を出していただかな

議した。その席上で同窓会の運営費が何も無くてはとても同窓会

先生（五五期）によるスライドを使った「上手な病院の使い方」

が加わった。第一回の講演会は都立駒込病院内科部長の石渡淳一

ルフが計画され、その後にプロ野球観戦・観劇会・鎌倉散策など

案された。最初の年は同好会としてハイキング・大相撲観戦・ゴ

飯田会長は講演会の開催と同好会的な行事を開催することを提

同好会・講演会

とりあえず会報を発行することと、年会費を会員から二千円提供

というテーマであった。飯田会長のときに始めたいろいろな同窓

後飯田会長は役員を集めて、今後の同窓会の運営方針について協

していただくことなどが決まった。
しい」と頼んだが、飯田会長から「しばらくの間ぜひに」と懇願

を趣味としておにぎりとカメラを担いで連日のように鎌倉に

加藤徳一郎氏（四四期）は明治生命を定年退職後、写真撮影

会運営の方式がその後のモデルとなって踏襲されている。

されて、当座の事務局運営費としてポケットマネーから二十万円

出かけて写真を撮っては鎌倉を紹介する雑誌に投稿し、たびた

私は事務局長の仕事にはうんざりしていたので、「辞めさせてほ

を出して貸してくれた。

で、
ファクシミリで南極の大陸の現況について原稿をお願いした。

分かった。当時私はまだインターネットを使用していなかったの

南極基地にはインターネットやファクシミリで連絡できることが

号の紙面を飾りたいと思った。早速竹内先生の留守宅に尋ねると

しているという情報が入った。このビッグニュースで会報の創刊

内智先生（六十八期）が南極越冬隊の一員として南極大陸に逗留

部民江さんと渋谷駅前に集まり協議した。そのとき山梨大学の竹

さて、会報を編集するには中身をどうするか、池田哲三君・岡

と驚かせた。鎌倉散策会は平成十二年から二十五年まで十回実

っているつもりだが、こういうお寺があることは知らなかった」

（四九期）をして「鎌倉に別荘があるので鎌倉のことは大抵知

寺を案内してくれたことがあったが、同行した田口信一朗氏

加者があった。また加藤氏は鎌倉の案内図にも載っていないお

となり平成十五年に光明寺を見学の際は実に三十三名もの参

案内する鎌倉散策会に切り替えてみた。この鎌倉散策会は盛況

たが、参加者が少なかったので、カメラとは無関係に加藤氏が

プロの域に達していた。一度カメラによる鎌倉撮影会を企画し

び彼の撮った写真が雑誌の表紙や紙面を飾り、その腕前はセミ

するとブリザード吹き荒れる生々しい南極大陸のレポートを送っ

施された。

会報の発行

て頂くことができた。会報の創刊号の費用が足りないだろうと思
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文集発行

えてしまった。

文集のような形で遺しておきたいと考えた。そこで文集の隔年発

史上最大の新薬と言われた「スタチン」の発見と開発について講

第四三回総会のときに旧東由利村出身の遠藤章博士を招いて、

幻の講演会

行を提案したところ、飯田会長から「文集を隔年に発行したら、

演を予定していた。講演依頼の交渉は同じ旧東由利村出身で遠藤

同窓会の活動を記録に留めておくには会報だけでは不十分で、

東京同窓会は破産してしまう」と言われてしまった。私の心の中

かめるように頼んだところ、
「彼は絶対大丈夫だから」と言い張る

博士とは大変親しい小中学校の同級生の人に任せていた。講演予

戦前に本荘中学校同窓会東京支部が結成されたということは葛

のでそのままになっていた。ところが講演会当日に遠藤博士は姿

では、赤字を出さずに文集を隔年に発行することは可能だろうと

西清一氏が「右文尚武」第一号に書かれているが、どんな活動を

を見せず、その日はまだ米国に滞在中であることが分かった。来

定の一か月前に不安になり交渉役の人に遠藤博士に講演予約を確

していたかはそれ以外には記録として残されたものがないから、

賓をはじめ同窓生一同が見守る中での大変な大失態であった。翌

考えていた。

今では一切知ることが出来ない。同窓会活動の記録を文集のよう

年は前年と同じ人に任せきりでは不十分なことが分かったので、
会出場を改めてお願いした。

小笠原会長同伴で三鷹市にある遠藤博士の事務所を訪問し、講演

な冊子として残すことは重要なことだと思う。

小笠原隆治会長
てからその二年後の平成二〇年夏、母校が四度目の甲子園出場を

経済成長の時期に当たり、首都圏の人材不足を補うため上京して

本荘高校東京同窓会発足以来の五〇年間の歴史は、日本の高度

結びに替えて

決めたため東京同窓会は二度目の応援団を派遣した。少なくとも

きた二千六百人を超える同窓生の活動の歩みそのものであった。

平成一八年夏、母校硬式野球部が三度目の甲子園出場を果たし

バスだけで二〇名以上の応援団を結成したいと思ったが、夜行バ

来て留まる人も減少してきた。東京同窓会も大きな転換期に差し

昭和五〇年（七〇期生卒業の年）に集団就職列車が廃止されたこ

一回戦で母校は鳴門工業と対戦し、九回表に逆転して勝ち越し

掛かっていることを痛感する。過去五〇年間に出来たことが、今

スを避けて新幹線を利用する人が増えて、その願いは叶わなかっ

を決めた。勝利まであと一歩である。その時の応援団の盛り上が

後は通用しないかもしれない。このような変化の兆しにどう対応

とに象徴されるように、高度経済成長も終わりを告げ、首都圏ヘ

りは凄いもので、その場にいた人をすべて奮い立たせた。しかし

していくかが課題であろう。

たが、小笠原会長から餞別を頂いて出発した。

九回裏にサヨナラの惜敗を喫してしまい、甲子園初勝利は夢と消
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飢餓の目で「飽食」を見る

期 佐々木茂雄

最近のテレビは朝から晩まで食べまくりの番組だ。
美食、
飽食、

行為を拒否した裁判官は餓死した。飢えた人々は米の国・秋田に

殺到した。汽車通学の私はその人波にはまった。

日本全土の四割が焦土と化す中で、
「にかほ」は戦火と窮乏から

一機が金浦小学校

遠い恵まれた土地だった。敵の姿を見たのは二回、音をきいたの

は一回。遊びがてらにやって来たグラマンＰ

の大編隊が低空で夜空一杯に広がり、機体に明々とライト

型台風の凶作で四割の米作。四〇〇万の復員。満州からの移入な

った。働き手を失った耕地は荒れていたのに加え、長い秋雨と大

死は悲惨なものであったが、国内ではむしろ戦後の窮乏がひどか

代と重なる。無謀な戦争による戦地での兵士と侵略地の住民の餓

私の本荘中学校の五年間（一九四三年から四八年）は、その時

死するといわれた大飢餓の時代があったことを忘れてはなるまい。

が最も危険なアメリカに握られる。七〇年前、一〇〇〇万人が餓

リカの日本州知事の安倍晋三に任せていては吾々の生殺与奪の権

ないこと。しかし、そのための政治は全く機能していない。アメ

やって来る。国民を守るということは「戦争と飢餓」を招来させ

古来、庶民の歴史は飢餓の連続であった。戦争と飢餓はセットで

八〇〇万ｔ（米の年間生産量に相当）という国が狂気の沙汰だ。

三九％、ＴＰＰが発効すれば一〇％に落ちる。そして食品廃棄が

ていて」という願いを受けて、私は布カバンに米袋を隠し、検問

る国家権力は正に人殺しの泥棒ではないか。
「学生さん、これ持っ

秋田まで来たのだ。その庶民に食料も与えず、米を奪い、検束す

戦場にとられ、殺され、残された子どもたちを生かそうと必死で

った。折角手にした命を保つ大事な米をとられた母たちは、夫が

駅には警官が並び、列車を止め、食管法違反という名目で米を奪

刻も早く家族の下へと急ぐのに、立ちはだかるのが検問。象潟の

かった。遠い道程をへて、やっと分けてもらった米を抱えて、一

きができず、トイレの中まで人が一杯、用もたせない。母親が多

がけて飢えた人々が汽車に鈴生りになりやって来た。車内は身動

もあった。蛋白源は鮫と沖アミで鮫肝から油もとれた。そこを目

したたる磯には魚介がとれ、小砂川梨、長岡の柿、神田のぶどう

食料は鳥海山の伏流水で稲が稔り、里山には山菜、肥えた水の

揺れであった。

艦砲射撃で一八〇キロも離れているのにひどい射撃音で震度三の

をつけ、圧倒する威力に荘厳さを覚え見入っていた。音は釜石の

うＢ

脇に小型爆弾一つを落していったのと、敗戦前夜、土崎空襲に向

54

が済むと車内に入り、その人たちに返し走りまわった。理不尽な

競食、爆食、果ては大喰いの国別世界大会とくる。食料の自給率

29

し。配給の食料はよくて半月分、ヤミ価格は公定の一〇倍、ヤミ
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44

無謀な戦争をおこし、敗れ、今度は自己の保身だけに狂奔する

者への庶民の怒りの表れであった。大戦を主導し、敗れても帝位

権力への「一六歳の抵抗」であった。
その時、政治は何をしていたのか。昭和天皇の免責と国体の護

「食料と資源」の爆食は紛争と混乱をおこしている。全世界の

を離れなかった昭和天皇はナポレオンも不可能であったことを可

船が沈められ海底に横たわる兵士たちの引上げも何もしなかった。

人々が、今の日本人の消費生活をすると地球が一〇個も必要とい

持に没頭していた。満州に残された邦人の救出も、シベリアへ送

戦災孤児たちも野坂昭如の「火垂るの墓」に書かれたように死ん

われている。限りある地球の贈物を大切に慎ましく分ち合い共生

能にした。戦後の政治家の無責任体質の根源はここにある。

でいった。孤児たちに食を与えたのはパンパンといわれた人たち

していくには平和な外交と互恵の貿易があってこそである。制裁

られた捕虜への対策も、
外地に散らばった日本兵の白骨の収納も、

であったといわれる。それだけでなく権力に連らなる者どもは陰

「食」とは「他者の命」をいただくことである。このことを心

も集団的自衛権も核の傘もいらない。

アジアの国々から奪ってきたダイヤ・貴金属をヤミ市場にもち出

に刻む教育が必要である。六〇年前、それを掲げて教育実践をし

でボロもうけをしていた。
軍の隠匿物資を横流し、
供出させたり、
し利得金をえていた。そのヤミ資金は戦後の高級政治家に流れて

た校長がいた。校舎脇の雪が真白く積った千町田に三〇〇人の生

その人の名は、石沢中学校長 加藤春造。

は違っていた。

実践する校長がいた。今の教育委員会の下僕と化した校長たちと

当時は、
このような自らの教育理念に基いて部下職員を指導し、

実感した。

それを確認し、豚汁を食べ、
「命をいただく」という厳粛な行為を

師の小野崎さんが大きなメスで頸動脈を断ち切った。生徒たちは

徒が円陣を組み、その中心に一頭の豚が逆さに吊るされた。獣医

いった。
一九四六年五月一九日、食糧メーデーのデモがあり、プラカー
ド事件がおきた。
詔 書
國体はゴジされたぞ
朕はタラフク
食ってるぞ
ナンジ人民
飢えて死ね
ギョメイギョジ
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矢島線の思い出
期 新 田 耕 三

要もなく、兄弟四人を乗せたトロッコは自然に走り出した。次第

に加速されてスピードがぐんぐん上がる。私は恐怖の悲鳴を上げ

たが、さいわい兄がブレーキの掛け方を覚えていて、踏切の元の

位置に止めることが出来た。親に叱られた覚えがないから、兄弟

で秘密にする約束をしたのだったと思う。

高校生になってから芥川龍之介の「トロッコ」という短編小説

を読んだら、この経験そっくりのことが書いてあった。

もともとこの線は、本荘から前郷を経由して横手へ行く横荘鉄

道（おうしょうてつどう）として、大正十一年に本荘～前郷間で

「開通まで」
私が四歳で、やっと物心がついた頃、矢島に汽車が来ることに

営業を始めていたのだったが、紆余曲折を経て矢島に来ることに
本荘～矢島間の距離は

キロである。先に述べた通り、路線が

なって、横荘鉄道は国有化されたのだった。

メートルほど先の田んぼを横切って、線路

なって、我が家から

を敷く工事をしている様子が、工夫達の掛け声や作業歌になって
毎日聞えて来て、子供ながらに期待で胸をふくらませ、時々大人

の矢島は山林とその製材で好景気が続いていた上に、町の南側の

変更になったが、採算が合わなければ来てくれる筈がない。当時

工事が大分進んだある日、姉が夏休みで本荘から帰っていたの

斜面を利用して鶯川から取水して子吉川に流す水力発電所の工事

いる時だったらしいが、その日は休みで踏切のそばの線路の上に

線路の工事はほぼ終わっていて、レールをトロッコで点検して

するが、これは戦時中に二軒に統合された。この物資を運ぶため

く、水がきれいで良い米がとれた。造り酒屋が四軒あったと記憶

は県内で一番暑く、冬は大雪が降って寒いという寒暖の差が激し

も始まっていて、その資材を運ぶ必要があった。更に気候が、夏

トロッコが一台止めてあった。兄がさわったら動くではないか。

する汽車を見た。汽笛を鳴らして、黒い巨大な怪物が轟音を発し

た。駅へ行っても人ごみで見にくいだろうと、私達は踏切で通過

昭和十三年十月、汽車がやって来た。開通式の日は丁度雨だっ

「矢島線の開通」

にも矢島に鉄道を通すことは国策にかなうものだったのだろう。
メート

メートルほど進んだら鉄橋があり、その辺りから

上り勾配になったが、姉も降りて三人で押して、さらに

推し進めて、

姉と私がトロッコに乗って兄二人が駅と反対側（本荘の方向）に

った。

で、姉と小学生の兄二人と私の四人で踏切の所まで様子を見に行

に連れられて工事現場を見に行ったりしていた。

23

200

そこから引き返すことになった。今度は下り勾配なので押す必
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47
ルほど進んで勾配を登り切った所がトンネルの入り口だった。

400

400

私は子供のころよくお腹をこわした。小学校低学年の頃は矢島

機関車が大きくて、煙除けの板と炭車がついているのに驚いた。

行事は三日間ほど続いたが、良く覚えていないが、毎日の雨で

に何軒も医院があるのに、母が私を本荘の医院に連れて行ってく

て通過する光景は、幼い私に強烈な印象を残した。
新設の道路は泥のぬかるみになって、それでも駅前通りによしず

れたが、これは母も汽車に乗って本荘へ行きたかったのではなか

戦争中は矢島駅に出征兵士を送りに行き、戦況が悪くなると、

張りの軒を連ねて大そう賑わっていた。日中は狼煙が打ち上げら
たが、幸い我が家の方に風で流されてきたので、兄はいくつか拾

その最終列車に戦死者の遺骨を迎えに行くことが多くなり、集団

ったかと今思い出すのである。

ってきて私達弟に自慢した。夜は雨中の花火で、それでも実に美

疎開の痩せ衰えた生徒達を迎えに行ったり、母と次兄と三人で平

れ、上空で球が割れて、その中から万国旗がとび出す仕掛けだっ

しかった。頭上で花開く花火の音と光に圧倒されて、火玉が落ち

沢の父の友人宅にハタハタを分けてもらいに行った帰り、猛吹雪

で矢島線が不通になって、本荘の駅前旅館に泊めてもらったこと

て来るのではないかと心配した。
開通式の歌を子供も大人も良く歌っていた。「昭和の十三秋なか

もあった。

終戦前後の数年間は、真冬は大雪で矢島線が不通になって、矢

島の人達は大いに苦労したのだった。戦争中の矢島線には良い思
「汽車通学」
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ば、実る稲穂の波分けて、鉄音高く驀進・・・・」という開通の
祝賀の歌を、矢島出身の私より年長の人は今でも歌うことが出来
るだろうと思う。
て見た印象も強烈で、わざとブランコから落ちるところを見て、

終戦の翌年の昭和二十一年、私達は晴れて本荘中学校に入学し

い出があまり無い。

失神しそうになった。あまり面白いので手伝いの人が、もう一度

て、汽車通学がはじまった。この頃、列車の事情が極端に悪くな

開通と前後してサーカスがやって来た。手伝いの人に連れられ

見ようということで、入れ替えの時に出ないで二度見たら、我が

っていた。その情景を毎日新聞社の秋田支局編昭和

年３月

家では人さらいにさらわれたのではないかと心配して、若い人が

日発行の「母校賛歌・わが青春の本荘高校」に実に正確に読みや

昭和二十一年、矢島線の列車は五両編成で、客車は一両、貨車

由利タクシー専務）がインタビューに応じたものだ。

級生東海林明夫君（この取材時、矢島小教諭）と渡部孝君（同、

迎えに来た。家で叱られるかと思ったが「さらわれたのでねがっ

行ってくれた。
初めて見る海に感激したが、
本荘駅で本線を見て、

行くのだった。翌年の夏、父が私達姉弟を本荘の海を見に連れて

免の地蔵さん参りでだったが、外を見ると電気柱が後ろに飛んで

はじめて矢島線に乗ったのは、祖母に連れられて西瀧沢の奉行

すく書いてくれているので、引用させていただく。矢島の私の同

15

たが、えがった、えがった」と喜ばれた。

51

のの、木の床、壁には馬、いや馬のフンのにおいがしみついてい

た。その貨車は、なんと馬の輸送用である。屋根がついているも

目、秋田に通う約百人ほどの男女通学生に一両づつ割り当てられ

が四両ついていた。客車は一般客だけで、貨車二両が、本荘や西

げ帰った。

ってくれた×子ちゃんに、東海林は頭を下げて、転げるように逃

級生の四年生ともなればこわい存在である。
「あっそう」と受け取

ってもらえなければ、制裁が待っている。女学生といっても最上

しさで真っ赤に染まるのがわかるほどだ。
「あのー、これ」受け取

まだこの記事は続くのだが、この辺にさせて頂くが、まったく

る。照明もないので、横開きのフタを閉めれば真っ暗だ。それに
五十人が詰め込まれる。

した。馬貨車の中には、
“牢名主”がいたのである。
「おい新入り、

矢島から本中へ入った渡部孝はそう思った。渡部の感想は的中

たが、二年目ぐらいには小さな裸電球が一両に一個ついて、なん

の壁には馬フンがこびりついていた。馬貨車の通学は二年間続い

馬フンのにおいのことが書かれているが、においどころか車両

この通り、ご両人は良く語ってくれた。

お前の席は一番奥だ」
、予科練帰りの四年生が指した場所は、貨車

とか予習・復習が出来るようになった。

「囚人のよだね」

のすみだった。
「夏は涼風の通る入り口付近、冬は寒風が吹きこま

が変更になったため）
、冬は真っ暗な中、吹雪をおして矢島駅まで

またその頃、
石炭不足で矢島線は一日三往復しか走らなかった。

初めのころは鼻について仕方がなかった馬のにおいは、一ケ月

行き、一時間後本荘駅に着いてもまだ暗かった。本線も本数が少

ない奥。そこが上級生の“特等席”
、その逆が我々一年生だったと

もたつと少しも気にならなくなった。慣れとは恐ろしいものであ

なく、本荘駅に矢島線より少し後に到着するという事情で、まだ

朝は五時四十分前後（前後としたのは一年に一回ぐらい発車時刻

る。しかし、上級生の“こわさ”には慣れなかった。
「渡部！貴様

うす暗いうちに本中の授業が始まった。日本で一番早く始業する

渡部。
一時間立ちんぼ、
ゲタを並べて床にすわれば良い方だった。

はー」と言われるとゴツン。なぐられる正当な理由がないのであ

学校と言われていた。

戦後の学制改革で私達が二年生の年から各市町村に新制中学校

る。
口答えしようものなら袋だたきにされる。「いやな時代でした。
敗戦で目的観を失った彼らのストレス解消役にされたわけです」

紙を××子ちゃんに渡して来い」
「△子の返事をもらってオレに

「上級生の“恋のメッセンジャー役”も一年生だった。
「この手

手こずらせた。私は学業成績は良くなかったが、いろいろつまら

最下級生であった。いつまでもやんちゃな学年として、先生達を

新制高校に併設された中学校ということで、
高校一年まで四年間、

が出来たので、私たちの下に新入生は入って来なかった。私達は

届けろ」命令は絶対まもらねばならない。東海林は×子ちゃんの

ないことを覚えている。矢島線の機関車のナンバーは「Ｃ１２２

と渡部。

帰りをジッと待つ。自分にやましいことがないのに、顔が恥ずか
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る機会が無いとは思うが、もし訪ねる機会があったら、矢島駅の

「まつ子の部屋」に立寄って、まつ子さんとの会話を楽しんで欲

４２」だった。
「由利高原鉄道・鳥海山ろく線」

しいと思っています。

年２月

矢

しんかん

彊

日の新聞を読んだ私共家族は、突然の預金封

年には飢餓状態に近い

食糧危機が起きていた。軍部は農村の働き手を根刮ぎ徴兵した為

鎖を知り驚きのあまり呆然とした。昭和

昭和

１ 敗戦後の日本を震撼させた預金封鎖

期 打

昭和二十一年の預金封鎖と財産税

戦前・戦後大活躍した矢島線も、国内の他の中小線同様、モー
タリーゼーションには勝てるはずも無く、昭和六十年に民営化さ
れた。本荘市にとっては何の役にも立たないし、矢島の奥の鳥海
町では、自動車で矢島まで来て矢島線に乗り換えるような無駄な
ことはしない。途中の駅も同様である。他の町の協力は一応あっ
たものの、矢島町が主になって存続の運動の結果、昭和六十年十
月、第三セクターの由利高原鉄道株式会社に引継がれ、国鉄矢島
線の役目は終わったのだった。初代大井永吉社長の人的、経済的
な寄付は大変なものだった。今は全国に公募して採用された春田
啓郎社長が知名度を高める多大の努力をされ、全国紙の新聞にも
時々大きくとりあげられるようになった。遠くから訪ねてくれる
人も増えて来た。昨年、埼玉県立川越工業高校の生徒達が、前郷・
矢島間を乾電池で車両を動かして折り返し運転に成功して、ギネ
スブックに載るという快挙があった。
鳥海山を仰ぎ見ながら稲田の中を走る風景は、大抵の新聞や旅

に、あとには年寄りと婦人と子供だけが残された。主な稲作、農

作業の担い手を兵隊にとられたのと、 年夏の天候不順が重なっ

年の米の生産高は、大正・昭和期をとおして最低値を記

して、駅を利用する人にボランティアでお茶か桜茶を出して歓迎

に、飢餓状態に近い食糧不足が起きていた。このほかに敗戦直後

録した。そこへ海外から多数の引揚者と復員兵が帰還してきた為

引き出して食糧を買ったり生活必需品を買う必要に迫られていた。

してくれる。何度も全国紙の新聞に紹介されている。私も矢島駅
東京同窓会の皆さんも、矢島は由利本荘市の奥で、あまり訪ね

から急激なインフレが進行していたので、どこの家庭でも預金を

て昭和

20

の雑誌がほめてくれる。
最後に矢島駅の名物おばさん、まつ子さんを紹介する。駅で売

17
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48

で必ず立寄って言葉を交わすのを楽しみにしている。

店を営むが、まず商売にはならない。店を「まつ子の部屋」と称

21

21

20

こうした状況下での預金封鎖は食糧不足とインフレに苦しむ庶民

渋澤敬三氏は敗戦前後に日銀総裁を務めたのち、昭和

年

月幣原内閣の大蔵大臣に就任し、預金封鎖を断行した責任者であ

日現在で全ての預金を封鎖する。封鎖預金

号 金融緊急措置令

年２月

収に等しい「禁じ手」であった。これを正当化できたのは、当時

預金封鎖とセットで実施された財産税の徴収は、個人遺産の没

徴収して戦後国債の支払いに充当することにあったと述べている。

彼は『日本銀行職場百年史』に、預金封鎖の目的は、財産税を

に更なる苦難を強いることになった。

昭和

は米軍の占領下にあったからＧＨＱの指令によって「戦争利得」

月

号 臨時財産調査令

日連合軍総司令部（ＧＨＱ）は「財政改革に

日

日のＧＨＱによる「軍事補償の支払いの差止め指令」

今の４兆４５６８億円に相当する金額である。

から月末迄の僅か２週間で１１８億円が支払われた。この金額は

で、大量の資金が敗戦のどさくさに紛れて支払われた。８月

これらの支払いは大蔵省ではなく、陸・海軍の権限で行われたの

（３）銀行の戦争保険金の支払い。
（以下略）

職金、復員手当の支払い。

（２）動員された軍隊から将兵や軍属が除隊する際の給料、退

払い。

（１）軍需産業に対する未払金や契約解除に伴う損失補填の支

これらの支払いの大部分は「臨時軍事費」であった。

４ 政府は敗戦直後に軍需産業や軍隊に大量の資金を支払った

からの現金引き出しは、１か月につき世帯主３００円、家族１
号 日本銀行券預入令

を没収するという理由からであった。

年

月

を受けた政府は

日にこれ迄に支払った補償額は５６５億

（１） 戦時利得税及び財産税の創設。

円に達した旨を発表した。この金額は今日の貨幣価値に換算する

月

（２） 軍人恩給の停止。

関する指令」を発令した。

昭和

当初の目的は戦争関連財産の没収であった。

３ 預金封鎖の目的は財産税の徴収

算定の対象とする。

し、預貯金、株式、公社債、出資金、手形小切手などの動産を

財産調査の対象は田畑、山林、宅地、建物などの不動産を除外

３月３日現在で財産調査を行い、財産税算定の基礎とする。

（３） 勅令第

７日迄に全て預け入れさせて封鎖預金とする。

既に流通している日銀券の通用は３月２日限りとする。３月

（２） 勅令第

人につき１００円とする。

17

（１） 勅令第

日に公布され、即日施行された。

法令は議会の審議を経ないで、昭和天皇の緊急勅令として２月

る。

20

２ 預金封鎖令のあらまし

10

16

84
85
25

とおおよそ２１兆３、４００億円に相当する。こうした大量の日

25

11

（３） 軍需補償の支払い差し止め。
（以下省略）

11

11

20

27
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21

83

16

銀券の民間への流出が、敗戦後のハイパーインフレを引き起こし

されていなかったならば、取り付け騒ぎが起きて幾つかの銀行が

回復不能なほどの不良債権を抱えてしまった。若しも預金が封鎖

年７月迄の期間に

た。

年３月から

倍になった。この期間の封鎖預金の平均残高は６０

預金が封鎖されていた昭和

倒産してもおかしくない状況であった。

月の財産税法に基づいて徴収された。最

卸売物価は

８億円であった。従って２年半の預金封鎖の期間中に、預金者の

最も多額な財産税を納めたのは天皇家で、３８億４、３００万

当するという。預金封鎖は、事実上これだけの金額を預金者から

教授の試算によると、当時の５５６億円は今日の約２１兆円に相

資産は約５５６億円が実質的に失われた事になる。岡崎哲二東大

円を納めた。この額は今日の貨幣価値に換算すると、約１兆４、

銀行に移転する結果をもたらした。破綻状態にあった銀行の再建

年３月

日号週刊ダイヤモンド掲載、岡崎哲二「歴史の交差点」
）

14

納では相済まぬ」と言って自分が暮らしていた邸宅を物納した。

て田圃を取り上げられて消滅した。例外として旧小作農と復興金

地主階級は財産税を納付したほかに、昭和

年の農地改革によっ

その結果家族は敗戦後のインフレと食糧難のほかに住む家を失う
ていた。財産税徴収後もインフレは進行していたから、結果論で
はあるが自宅を物納しないで金納し且つ延納した方が負担がすく
なかった。
６ 預金封鎖は金融機関の倒産を防いだ
政府がＧＨＱの「軍需補償の支払い差止め」指令に従って軍需
補償を打切ったので、軍需産業に融資していた銀行や保険会社は

皇居前に建てられた GHQ の施設

融金庫の融資を受けた製鉄などの大企業の経済状態は改善した。

至る殆ど全ての階層の人々を没落させ、
貧しい生活に零落させた。

して猛威をふるい、皇族、華族などの上流社会から一般の庶民に

敗戦後に起きたインフレは預金封鎖と財産税の徴収を道づれに

30

という大変な苦難を味わう事になった。財産税は延納が認められ

大蔵大臣渋澤敬三は周囲から財産税の金納を薦められたが、「金

その跡地は現在司法修習所として活用されている。

三菱財閥の岩崎家は財産税を支払う為に本郷の邸宅を物納した。

家の李王家の邸宅跡地は、
現在赤坂プリンスホテルになっている。

５１５億円に相当する。多くの華族・富裕層が税を納めた。広い

％という苛酷な税であっ

万円。この額は今日の約３、７７７万円に相当

年

５ 財産税が富裕層・上流社会に及ぼした影響
財産税は昭和
低課税対象額は
する。累進税が適用されて最高税率は

23

は預金者の負担なくしては困難だったのである。（平成

た。

11.7

11

土地や美術品を物納したケースもあった。赤坂にあった朝鮮王朝

90

21
新税３法案

25
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10 21

でいく。トイレや風呂を使うときは細目に扉を開けたまま入るの

だから、他の事も推して知るべし。

て、キリッとしたその姿に親の方もひと安心、ジジ・ババもやれ

二人の孫

あまりに仕草が幼いので親の方も流石に心配になったとみえ、

小学校入学を間近に控えたある時、半ば強制的に町道場へ連れて

行って空手を習わせた。最初は渋っていた本人もスポーツそのも

小生には二人の孫がいる。どちらも男子で上の孫は現在小学校

やれである。それでも生まれつきの線の細さ、甘えん坊の性格は

小 松 廸 弥

５年生、下の孫は２年生である。上は小生の娘の子供、下は息子

如何ともし難い。何しろ「フランダースの犬」のホームビデオを

期

のは別段きらいではないらしく、通ううちに仲良しの友達も出来

て練習にも次第に気合が入り、現在はあと一歩で黒帯の手前、茶

の子供で双方共に一人っ子、少子化の申し子の様な存在である。

見て、涙を浮べる優しい男子である。

帯という段階にまで到達した。道着の着こなしもサマになってき

どちらも小生と妻のＤＮＡを平等に受け継いでいる筈だが、体格
上の孫はすらりと細身で格好良く、如何にも現代っ子風。足が

ラスのほぼ三分の一、十数人が自宅に押しかけてワイワイガヤガ

に映るらしく、友人の数も多くて、４年生のときの誕生会ではク

こんな孫だが、その優しさが級友達（特に女子）には一面魅力

早く、走るのが得意で、百米走のタイムは学年で一～二番とか、

ヤ、夜まで騒いでいたとかで娘が目を丸くしていた。男らしく、

も性格もまるで正反対。

学校の運動会でも先頭を切って颯爽と駆けるその姿は見るからに

堂々として頼り甲斐のある男子は勿論理想的だが、この孫息子の

また、かなりの読書好きで彼の本棚には世界童話の絵物語や怪

格好良く、毎回拍手喝采である。また、マラソンも大好きで、各

線が細く、この点ジジ・ババを悩ませている。何しろもうすぐ小

獣の本、地球の歴史物語、科学の進歩などの本がぎっしり並んで

様に格好良く、優しくて皆に好かれるタイプの子もそれなりにま

学生という頃になっても、二言目には「かあちゃん、かあちゃん」

いる。さらに、空を飛ぶのが夢だった親の気質を受け継いで、大

種大会の親子マラソンに出場するのも毎度のこと、（ちなみに父親

で片時も傍を離れない。我が家にあそびに来ても、昼食の仕度を

空翔ける自身の姿をたまには想い描くこともある様子（ちなみに

た良しというべきか・・・・・。

しているその母親がゴミ袋を片手に、玄関の扉を開いて外へ出て

両親共に趣味はパラグライダー）
。
将来の宇宙飛行士へと親の期待

はかつての高校球児）
。ただ、見た眼と同じで男の子にしては少々

行こうものなら目の色を変えて遊具を放り出し、玄関へ素っ飛ん
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50

は膨らむが、しかし、世の中には「棒ほど願って針ほど叶う」と

初めて手にした浮輪を身に着けた途端、タッタッタとプールサイ

泉旅館の浴槽以外に大きな水槽は知らなかった筈なのに、これも

ためらいもなくプールの真中へ向ってひたすら前進、また前進・・

いう昔から語り継がれる諺もある。折角の大きな希望を萎ませて

本人のもうひとつの特技は卵子料理やケーキ造り。割烹着を身

見ていた両親もジジ・ババも、皆「ありゃ、ありゃ」と言いつつ

ドを駆け出しそのまま躊躇することなく水のなかへドボン、見様

につけ台所に立つその姿はなかなかのもので、味付けの方も子供

見守るばかり（流石に父親は後を追って水に入ったが）
。見事プー

はならじと、ジジ・ババは今これを大切に折り畳み、胸の奥深く

ながら結構上手に調理されており、ジジ・ババが訪問した折には

ルの中央に辿りついた彼はそこでストップ、こちらを振り向き、

見真似でジャブジャブと犬かきの如く両手両足で水をかき、何の

率先してフライパンや包丁を手に、ランチづくりの腕前を披露し

満足しきった顔でにっこり笑ってみせた。無論水底に足など届く

にしまい込んで粛々とその成行きを見守っている。

てくれる。目下のところ、宇宙飛行士よりはこちらの方（未来の

ル大好きとなった孫は幼稚園入園と共に自ら希望して水泳教室に

筈がない。この恐ろしさ知らずのクソ度胸に皆唖然。以来、プー

一方、下の孫は対照的に如何にもどっしりとした感じで体格も

入門、短期間のうちにクロール、背泳ぎ、平泳ぎと進み、目下は

シェフ）がはるかに現実的で、成功率も高いことは疑いない。
良く、身長、体重共にクラスで二番目との由、
（一番はハーフの女

次のバタフライ挑戦を目指して闘志まんまんとか。

また、初めて父親の仕事先である仙台から“ハハ（母）抜き”

児）
。お世辞にもスマートであるとは言い難いが、その度胸、決断
力、独立心等は折紙付き。七歳の今日まで、これらを物語るエピ

の孫の父親）の膝に乗ったのを見た途端、ぐっと眉をつり上げ、

あそんでいた筈の二人が、
何かの拍子に上の孫がひょいと叔父
（下

まず上の孫との初対面だった一歳の秋、それまで仲良く玩具で

二時間でもあそんでいる。
「家に帰る」とは決して言わない。これ

ババのどちらか一人が一緒であれば外へ出ても平気で一時間でも

という“恋し言葉”が発せられないのである。そしてまた、ジジ・

した三泊四日の期間中に彼の口からただの一度も
「おかあちゃん」

の男二人だけではるばる相模原の我が家を訪れた三歳の夏、滞在

「ウワーツ」と威嚇する様な大声を発して傍ににじり寄り、両手

にはジジもババもただ感心するばかり（特別に彼の御機嫌を取っ

ソードには事欠かない。

で彼を押し除けたのである。まるで「俺の父ちゃんだぞ、そこを

ていた訳ではない）
。全く大した豪傑である。

て両親と一緒に散歩に出た帰路、冒険心から家の近くで「ここか

ので知らない大人には小学生に見えたらしい。我が家に遊びに来

一昨年の夏はまだ満五歳で小学校入学前だったが、体格が良い

退け！」と言わんばかりの仕草に、皆驚くやら呆れるやら、一斉
にその顔を眺めた次第。まさに迫力満点、自分より大きな相手に
もひるまないのである。
また、初めてプールに連れて行った二歳の夏の事、それまで温
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もされたらそれこそ一大事、何より五歳の子が一人、知らぬ土地

口からこの話を聞かされた当方は肝を冷やした。万が一、誘拐で

感じて探しに出た両親とババに囲まれ、無事帰還した後に本人の

ロリとしていたらしいが、なかなか本人が帰宅しないので不安を

掛られたとか、本人は「オレ、幼稚園。お散歩です」と答えてケ

を見知らぬ小父さんから「坊や何しているの、何年生？」と声を

新興住宅街で道がわからなくなり、キョロキョロしていたところ

らは一人で帰る」と宣言、両親と離れて単独行動をとったところ

五キロの道程を足取り軽く（？）歩いて行く。

ングする若造や、
犬を連れてそぞろ歩きを楽しむ女性たちに交り、

小生は今日もスニーカーに履き変えて緑道の散歩コースをランニ

仙台に帰る際に我が家の玄関先で言い残した孫の言葉を胸に刻み、

「おじいちゃん、
これからもずっと元気でいてね」
と今年の正月、

ューをわが身に課し、鋭意それをば実行中である。

健康でその時を迎えたいと、目下一日一時間のウォーキングメニ

で酒を酌み交すこと。その日まではまだまだ先は長いが、何とか

小生のこれからの夢は、この二人の孫を相手に一緒のテーブル

心も和む

心優しく

きら

夏は煌めく

（平成二十八年五月）

山里の道

ホーホケキョ 吾子は応える ホーホケキョ

笑顔眩しく

鳥海の 残雪を背に 立つ吾子の

茶帯の吾子は

少年と 犬の物語に 涙する

はなし

で道に迷ってたらまず泣くであろうに・・・・。何でもこの時、
本人は泣くどころか、我が家から二百米ほど離れた小路を一人で
家とは反対方向へ歩きながら、
悠然と
「帰ってきたウルトラマン」
を口ずさんでいたらしい（発見したババの話）
。
また、本人は幼稚園のときから自分の事を「俺」と自称してい
る。小学校に入学した折、受持となった若い女性教師から「ボク
と言いなさい」
と注意されたらしいが、
一向に改める気配はなく、
相変わらず「オレ、オレ」で通している。
さらにまた、十分に遊んで仙台に帰る際は母親のすぐ横にきち
んと両膝をそろえて座り、畳に手をついて「さようなら、また来
ます」ジジ・ババに対して丁寧な挨拶を忘れない。こちらはびっ
くり、瞬時に目頭があつくなるのである。
この様に型破りの一面を持つ孫だが、我が「小松家」の唯一の
後継者であるこの「ウルトラマン男児」を、小生はこよなく頼も
しく、かつ又愛おしく思っている。
“孫よ、是非これから先も、心も体も健やかに育て！”
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小 松 廸 弥

ふるさとの夜行列車「急行鳥海」
期

発音で語られる「東北弁」の会話を聞いていると、本当に心から

ホッとする様な安らぎと温かさを覚えるのであった。「お国訛り」
、

津軽十万石の城下町として知られる弘前である。郷土色豊かなこ

きた集団就職の中学生達の姿も忘れられない。生まれて初めて両

また、学生服に学生帽、ボストンバックひとつを手に乗り込ん

それは間違いなく自分とふるさとを結びつける心の絆であった。

の街で青春の四年間を過ごし、就職のために上京したのは今から

親の膝元を離れ、上京する夜行列車の片隅で人知れず涙を流した

玄関口上野駅には翌朝の７時少々前に着く。上野駅から秋田へ向

あった。
（羽黒という名称で呼ばれた時期もある）
。秋田 羽
H｣後本
荘（夜、８時頃）～酒田～鶴岡～新津～長岡とつないで、東京の

田（本荘）と首都東京を結ぶのは一本の夜行列車、
「急行鳥海」で

る。春の花見や秋の芸術展などでたまたまに上野駅へ出て来たと

彼等少年少女達の姿を形取った「あゝ上野駅」の碑が置かれてい

上野駅前広場の一郭には、今もなお蒸気機関車を背にして立つ

中で、果たして強く生き抜いて行っただろうか。

であろう、あの少年、少女たち・・・・。大都会の混濁した渦の

き、私の頭にはふとこの碑の事が浮かぶ。仕事の中身こそ違え、

今から半世紀以上の昔、東北の片田舎から夜行列車に乗って単身

荘には翌朝８時頃に着く。秋田（羽後本荘）～上野間、およそ

時間の旅であった。現在は秋田新幹線の特急こまち号が秋田～東

上野駅 夜行列車を 待つ人の

胸中から消え去ることは永遠（とわ）にない。

ふるさとの夜行列車「急行鳥海」
、その名にまつわる思い出が私の

めた負けじ魂、これぞ秋田県人としての自分の原点である。

共通するものがある。表面には出さなくても胸の奥深く、常に秘

上京し、大都会の渦の中で苦闘してきた点では自分にも彼等にも

番線ホーム、私自身も薄暗いこのホー

座り込んだことか、今思い出しても胸が熱くなってくる。勿論、

（平成二十八年五月）

お国訛りに 心安らぐ

だ、ンだ」という懐かしい秋田弁や庄内弁で、それに混じって時

周囲には知っている顔はない。
それでも耳に入ってくる言葉は
「ン

ムの固いコンクリートの上に新聞紙を敷き、何度行列に加わって

ぶ必要があった。上野駅

るためには遅くとも発車の２時間位前にはホームへ行き、列に並

ただ一本の夜行列車「急行鳥海」は常に満席で、座席を確保す

能で、まさに隔世の感がある。

京間を４時間で結び、一日十五往復している。日帰りも十分に可

11

うときはこのコースを逆にとり、上野駅を夜９時頃に出て羽後本

半世紀以上の昔、昭和

年代半ばの事であった。当時、郷里の秋

私が大学生活を送ったのはリンゴと桜で名高い本州最北端の地、

50
折「マイネ、マイネ」という津軽弁も聞こえてくる。この独特の
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30
13

Ｈ君への手紙「出版事業の変容」
～音と光と文字の三元を理念として～

期阿 部 利 隆

私は昭和三十五年に学参書中心の学研に入社しました。

して〇年の科学６学年の発行によって小学生

誌揃えた。勢いの

ある時は何をやっても当るもので、この当時小学生千三百万人。

この雑誌は、学校の先生方に手数をかけて、いわば学校扱いの関

係で部数が伸び最高月刊六百五十万部まで記録を伸ばした。この

記録は単純に二人に一人が購入したことになります。直販雑誌の

為、世間にはあまり認知されていないが前人未到の記録です。
音と光と文字を融合させた商品作りに

学習雑誌は後に、学研商法と指摘を受け家庭配本に切り替えて

いくが、教育に関わる物は全て発行しよう。学習雑誌で得た財力

を基に、標題の「音と光と文字」の分野への挑戦が続いた。
ロ 音の分野はレコード、ＣＤ

点、学習書他５万点以上の刊行物

イ 光と音の分野は映画（一般映画、教育映画、スライドなど）

日本を担う。それには教育しかない。子供たちに役立つものはな

ハ 文字の分野は、玄関雑誌

創業者は、終戦直後の荒廃した時期に「この子供たちが将来の
いか」と考えてきた。昭和二十一年に学習雑誌「５年、６年」の
出版物は、
問屋に当る取次を経由して書店に入る
（市販という）
。

好ものが多く、
メイカーから見て定期収入に繋がるものは少ない。

今、書店に行くと出版物で溢れているように見えるが、趣味嗜

を持つ程に。

教育誌だけに、その流れを取らずに読者に直接届ける（直販とい

月刊雑誌を沢山持つことは、定期収入が読めるので経営上大変大

学研でも、児童、生徒物ができたが、子供の激減により月間六

う）方針でいくので扱い者もそれに相応しい人にお願いしたい。

も独自に確立して順調に船出した。しかし問題は、名もない出版

百五十万部の学習雑誌、中学雑誌、高校雑誌他休刊にして再建策

事なことです。しかし、時代は少子高齢化になり、従来の刊行物

社で紙の購入では苦労したようです。紙の統制が厳しい時期で、

を模索した。出版物のウェイトを半分ぐらいに抑えても経営が成

当時の退職校長に目をつけて新聞募集した。社内で直売部長さん

無名の出版社は信用してもらえなかった。少しずつ知名度が上が

まさにそうです。

り立つように考えた。今、出版社が冬の時代と言われているが、

では市場が受け付けてくれなくなった。

二誌を発刊して独自の流通ルートを確立した。

12

と称してスタートした。流通網の完備していない時代だが、物流

70

り、紙も手に入り毎号発行できた。
二十五年頃には、〇年の学習として６学年、その後、後続誌と
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51

園経営）、教室運営（算数・国語中心の

てきている。総売り上げも全体で年間二兆円を切るような状態で

更に減少し、大型店化して、ところによれば書店のない街も出

二〇一三年出版社数 三、五八八社 書店数 一四、二四一店

が、このうち福祉部門が二百億円くらいで、この部門だけの黒字

に育てる）である。創業七十一年の来期は売上額千億円に達する

書、福祉部門（この福祉部門だけで４～５年以内に年商五百億円

教室）全国展開、塾経営、ＣＡＩ教室全国展開、出版部門・学参

は、幼児部門（幼稚園

す。書籍対雑誌で雑誌が一兆円割っているぐらいです。

＊二〇〇〇年出版社数 四、三九一社 書店数 二一、四九五店

今後の出版事業
紙と鉛筆と机と電話が一本あれば本は出せると言われて久しい
今存在している出版社を分類すると、幼児向け、学参向け、大

の派手に経営しているワタミが福祉部門を売却に出している。一

今、百か所ほど開設しているが人件費が膨大にかかっている。あ

が、今は新聞社を含め厳しい時代です。
人向け、専門書発行に分けられるが、企画力のないところは前出

か所（一事業所）

人くらいの職員を配置している。それぞれに

のデータのように年々淘汰されている。少子高齢化したことと、

入所金も通常のアパートを借りる際の契約金と同じ金額である。

転換までにはそう簡単ではない。
「サ高住」の基本理念は厚生年金の範囲内で入所できること

20

縦の思考では成り立たなくなった。

なってきた。従来の幼児物、小学生物、中学生物、大人物という

電子書籍の移行等によって採算部数を読み取るのが非常に難しく

各種の情報取りにはインターネットの利用があり、紙の文化から

ことが必要。

置場所によるが、厚生労働省の志向していることを熟知している

住」に幼稚園の併設、デーサービス、ショートステイの併設。設

かなりの付加価値をつけて採算性に持っていく必要がある。「サ高

福祉分野の確立、
「サービス付高齢者住宅」
（サ高住という）の事

潰すわけにはいかない。学研では、十五年程前から施行してきた

てきた。社員を千名以上抱える事業になってくると簡単に会社を

事も作れなくなったらそこで食事もとれる、
セキュリティは勿論、

志向しているのは厚生年金をもらっている人が入れるところ。食

が、入所金が高いので限られていると非難されてきた。厚労省の

ワタミ、出版界ではベネッセがすでにこの事業に先行している

「サ高住」には何時、どんな人が入所するのか

業化により、社のもう一つの柱に取り組んでいる。上場企業とし

具合が悪くなったら医者と連携している。
高齢になったらそこで、

異業種とのタイアップも考えた経営転換が望まれるようになっ

て、最高千五百億円の年商までいったが、小学生雑誌の休刊、中

が、連れ合いが亡くなったりして食事の支度も時々しか出来ない

デーサービスにも行ける。現在は全ての事業化で完備していない

一般企業からすると規模が小さいが、小売り単価が低いので重

という人が入っています。介護士も配置しているので、そこで一

学雑誌・高校雑誌の休刊により年商千億円を切ってしまった。
版出来る商品開発に苦労しているのが現実です。現在の事業展開
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10

て洪水の様子を観察していた。地元、本荘の弟妹に電話連絡した

このとき、私はパソコンを操作し、河川のライブカメラを通し

定年後、終の住家としても利用できるような設備である事が要

ら、
近くの子吉川が氾濫していることを全く知らないでいるのだ。

生涯過ごすことが出来る仕組みになっている。
求されている。設備投資が莫大であること、人件費が莫大なこと

遠く栃木県に暮らす私には手に取るように洪水の様子が観察でき

パソコンで洪水の様子を観察しているうちに、私は祖母や叔父

など片手間では出来ない。人命を預かる事業なので、資金力は勿
ンあたりも進出しているので競争激化してくるでしょう。福祉・

から聞いた明治時代の大洪水のことを思い出した。明治二十年生

るのに、皮肉なものだ。

介護は十年ほど前は親の為にあると思っていたが、今や自分の時

れの祖母は子供の頃、現在の由利本荘市岩谷町が洪水になったの

論完璧なノウハウがないといけない。今、パナソニック、ゼネコ

代になってきた。ハード、ソフト面の研究が十分か見定めが大事

で、妹を連れて逃げたとのことであった。また、叔父から、明治

時代に本荘が大洪水になり、
親戚の娘さんが亡くなったと聞いた。

急な出水のため、外へ逃げられず、押入れの天袋へ登ったが、洪

水が天井を超えたため、亡くなったという。他の家族はどのよう

にして助かったかは聞いていない。叔父は洪水の水位が八幡神社

に印されていると教えてくれたが、そのころは興味がなかったの
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です。

八幡神社石柱に刻まれた明治の天災

で、調べに行こうとは思っていなかった。

平成二十三年の水害をきっかけに、郷里が被害を受けた明治の

洪水に興味を持った。しかし、遠く離れているので、ままならな

に石柱があり、これに明治の洪水と震災の記録が刻まれた碑文を

期 工 藤 孝 夫

い。そこで、本荘在住の弟に連絡し、本荘駅近くの八幡神社に洪
平成二十三年六月二十三日から二十四日にかけて、由利本荘市

見つけたと連絡があった。
弟は八幡神社の近くに住んでいたのに、

水の印があるか調べてもらった。すると、八幡神社の鳥居の右手
一帯は大雨となった。洪水が発生し、石沢川は子吉川との合流付

郷里に行く機会があったので、碑文を確認した。文字がかすれて

弟に碑文の書き写しを送ってもらった。また、平成二十五年に

今まで気がつかなかったという。

しかし、幸いにも人的被害はまぬがれた。

できた。そして、七十五戸の家屋が浸水し、田畑にも被害がでた。

近の堤防が決壊。その他にも二つの川は水が堤防を越えた箇所が

51

・右側 「明治三十年八月寄附中横町丁内」

・前面 「懸社八幡神社」
（懸社はセメントで文字埋め）

（パソコンで表せない文字は現代文字に改めて記録した）

いるところは推測して記録した。
石柱の碑文は次のとおりである。

半潰十九戸破損百六十戸其他田畑の損害家具の流失破損等算無く

二千余死亡二十一人行方不明一人流失家屋六十四戸全潰三十五戸

余名の生霊を空しく水中に葬る止むなきに至った（略）浸水戸数

悉く流れ救助船の如きは僅に数人を容れる小舟二三艘のみで二十

たものも少くなかった（略）急激の出水であったから河川の舟は

八幡神社の石柱には「流失家屋三十余戸」と刻まれているが、

・左側 「秋田懸羽後國由利郡本庄町」

當町大町除之外悉浸シ溺死者二十余名流失家屋三十余戸非常ノ惨

本荘町自治史によれば、
「流失家屋六十四戸」とあり、その家の名

上流では人畜の死傷更に甚しかった本荘町前代未聞の大洪水であ

状ヲ呈セリ同年十月廿二日劇震アリ道路亀裂シ隣懸酒田市ハ中心

が記録されている。流失家屋の数に大きな違いがあるので、碑文

・後側 「明治廿七年八月廿五日本懸未曽有ノ大洪水アリ由利平

点タリ同廿九年八月三十一日劇震一層甚シ源ハ本懸六郷町中心点

の書き写しに誤りがあったのではないかと思い、撮影してきた写

った」

タリ如此頻繁ナルハ稀有ノ事タルヲ以テ紀念ノ為ノ後世ニ傳フト

真を拡大してみたが、三十余戸に誤りはなかった。勝手な解釈で

鹿雄勝ノ三郡最モ激シ子吉川水量の増加此ノ標柱ヲ超ス事尺五寸

云爾」

あるが、数世帯が同じ棟に住む長屋を一戸として数える場合と、

世帯ごとに数える方法の違いではないかと推理したが、確かなこ

石柱は高さが約二・六メートル、幅は三十六センチの角柱であ
り、高さ約四十センチの台石の上に建てられてあった。洪水は

とは分からない。

碑文を調べているとき、幸いにも宮司さんにお会いすることが

「此ノ標柱ヲ超ス事尺五寸」とあるので、洪水の水位は八幡神社
の境内では、約三・五メートルと推測される。

「屋上に上り或は天井を破って梁に上り或は楼上にあって半身を

の状況が次のように記されている。

が刻まれ、その上に「明治二十七年大洪水是過」と、釘のような

位の印は、本殿の奥の右柱の後ろ側にあった。七寸角の柱に横線

本殿の柱に印があるとのことで、案内していただいた。洪水の水

できたので、洪水の水位の印のことについて尋ねてみた。それは

浸され纔に生きるを得たのみで其狼狽悲泣の有様實に譬ふるにも

先の尖ったもので印した跡があった。叔父が教えてくれた洪水の

なお、
「本荘町自治史」によれば、洪水から避難する様子や被害

のなく愈々満水に及んでは深さ殆ど二丈（約六メートル）に達し

八幡神社の石柱には水害と同じ年に起こった酒田市を震源地と

印とは、このことなのだろう。

ひ出されたものが多く最も見るに忍びざりしは産婦病者であって

する大地震と、二年後の六郷町を震源地とする大地震についても

た所もあり（略）梁に登ったものも其泣聲により屋根を破って救
避けしむるに舟なく止むを得ず屋根に上げたので数日内に死亡し
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記されている。ネットでの資料によると、明治二十七年の地震は
庄内地震と呼ばれ、由利郡で家屋破損千五百四十八棟、また、二
十九年の地震は陸羽地震と呼ばれ、死者二百五名、負傷者七百三
十六名となっている。
明治の先人は後世の我々のために、洪水や地震の災害の記録を
石に刻んで残しておいてくれたのだ。先人が八幡神社の境内にど
んな気持ちで石碑を建て、本殿の柱に洪水の水位を印したのであ
ろうか。
奇しくも、この原稿を書いていた平成二十八年四月十四日、熊
本地震が発生し、甚大な被害を受けた。天災は忘れた頃にやって

近況報告
期 斎

藤

雄

あれから六十年を遥かに過ぎた現在も続けて「鰰ずし」を注文

ていました。

とりわけ平沢中学・本荘高校在学中は鳥海山を仰ぎ日本海を愛し

せていただきありがとうございました。秋田は私の故郷であり、

数年前同好会行事の一つとして「城下町佐倉散策会」を開催さ

51

し、その他盆と暮れに地酒「飛良泉」を取り寄せ食卓を飾ってい
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来るという。明治の先人が八幡神社の石柱や本殿の柱に記録した
天災を、心に留めておきたい。

八幡神社の石柱（前面・右側面）

八幡神社の石柱（後面の一部）

ランティアガイド等、多数のボランティアを行っています。今年

現在私は日本城郭協会選定の百名城の一つである佐倉城址のボ

私がこの写真を見たのは二〇代であるが一見して画面の人物が

たとは大いに驚きだ。さすがは沢木氏、しばらくは必見である。

ったが撮り手自体の疑念におよぶのは初めてでそんな見方があっ

何らかの作為によって得られたものではないかと指摘する声があ

二月二十八日に開催された東京マラソン十回記念大会に於いてボ

何をしているところなのか判らなかった。おどけているようでも

ます。

ランティアリーダーとして参加し、十年連続ボランティア活動を

あるし、足を滑らしたのかもしれない、ただならぬ雰囲気も伝わ

ってくる。そこで写真集の巻末にある解説をみると、
「崩れ落ちる

達成したことを報告致します。
短歌一首

国から義勇軍が参戦組織され知識層もこれを支援した。キャパも

は一九七五年将軍の死まで続いた。共和国側にはソ連をはじめ各

内戦は三年余の末フランコ側の勝利で幕を閉じたが右翼独裁政権

し右翼、
貴族など富裕層がフランコ将軍を立てて反乱を起こした。

た。一九三六年七月王制を廃し共和国を宣言した人民政府側に対

そうかスペイン内戦か世界史でチラッと習ったなあと思い出し

る共和国軍兵士」と詳説されていた。

「スペイン内戦でコルドバの丘の戦いで頭部に銃撃を受けて倒れ

兵士」ロバート・キャパ・一九三六年九月・スペイン とあって

茂

この陣営に与し取材している。国内的には民兵の形で交戦したの

であるが「崩れ落ちる兵士」もその一員とされている。小説、映
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里恋し鳥海山の麓にて育った頃を懐かしむ日日

藤

ロバート・キャパの傑作を解く

期工
Ⅰ

画の「誰がために鐘は鳴る」はこの内戦中のナバセラダ峠の戦い
に材を取っている。

さて本論に入るけれど番組のナビゲーター沢木氏は当然のこと

氏は既にキャパの写真集「グラフィス」やリチャード・ウィーラ

ながら真相はこうだと言ったキワモノ的に主題を扱ってはいない。

頁参照）
。
その撮影者がキャパではないかも知れないと暗示した表

ンの「ロバート・キャパ伝」の翻訳を手掛けていて親キャパであ

離 しつ つま さに 倒 れん として いる 死の 一瞬の 写真 であ る （

題になっている。
以前からこの写真に関してはヤラセではないか、

62

だれ」は秀逸だった。キャパの最高傑作といえばあの兵士が銃を

沢木耕太郎が推理 キャパと恋人の旅路 あの傑作を撮ったのは

三年前の平成二五年二月三日に放送された「ＮＨＫスペシャル

55

撮影現地を訪ねてみたい願望は確たるものとなる。番組はその結

きっと。戦闘じゃないよ」とのコメントを聞くにおよびともかく

は深くなる。さらに従軍作家大岡昇平氏の「演習しているんだよ

る撮影順序からしてこの兵士は死んでいないのではないか、の念

沢木氏は「グラフィス」に載っている他の四枚の写真にみられ

うのである。写真そのものを吟味しようとするだけなのだから。

きなかった点に発する。確かに「含意」を持ち出されては話が違

らだ」と唐突に議論をかわしてしまったことがどうしても納得で

な人物の死のリポートとしての完璧な正確さにあるのではないか

がその著書でさんざん疑問を呈しながら最後に「 HｧHｧ
その写真の
偉大さは、最終的にはその象徴的な含意にあるのであって、特別

り敬慕の情は明瞭である。沢木氏の写真懐疑の嚆矢はウィーラン

当たるはずとキャパが考えて当然で単に「夢中で押す」ほどウブ

得ない。それは機関銃から放たれたどれかの一発が確実に兵士に

せない。確実な悲劇は間断なく飛んでくる弾丸によってしか起き

る悲劇を１００％の確率で察知するのでなければシャッターは押

て斜面を転がり落ちるしかない。塹壕を出た途端に兵士が遭遇す

を向けているのだからシャッターを押したらあとはカメラを抱え

に与えられたチャンスは僅か一回である。なにせ自身も敵弾に背

分の一の僥倖に浴したのだとする、この論はあり得るか。キャパ

シャッターを押した」としている。その結果百万分の一の、一億

向けになって頭上にカメラを上げファインダーも覗かずに夢中で

懐の中で「麓の友軍に合流したい兵士と一緒に塹壕を飛び出し仰

が頭部に命中したことを確認してからシャッターを押したのでは

陵があったのであろうか。しかもフランコ軍が布陣することが出

は水平に近い弾道でなければならないがこの丘と対峙する形で丘

景の稜線や下部の平野の形状からして判る。兵士を後ろに倒すに

二点だ。撃たれた兵士は丘状の比較的頂部に近い所にいるのは遠

理機能からして死の瞬間を捉えるようなシャッターを押せるかの

頭部を撃ち抜いた弾丸は一体どこから飛んできたのか。②人の生

私にとってこの写真への疑問はすこぶる簡素のもので①兵士の

していて密着版も無いとされている。

ラに詳しくなくとも考えつくだろう。またこの写真のネガは消失

塹壕はどこにも映っていないのはなぜだろうか。以上は特にカメ

ある。兵士が合図したのだろうか。それにしても飛び出たはずの

仰ぎ見る写真は撮れない。キャパが一瞬でも早く飛び出す必要が

す必要があったのか。一緒に飛び出しては二人が並行するだけで

兵士は間断なく飛び来る弾丸の中に薄弱な動機のもとに身をさら

ではない。
とまあキャパの発言を真と受け止めても瑕瑾は生じる。

こんな写真は撮れないこと論を待たない。キャパはその少ない述

実である。

来るほどの地形があったとしても随分と距離が離れるはずで果た

この論争は一時終局を迎えようとした時がある。一九九六年九

Ⅱ

で頭部には命中しない。②はどうであろうか。視覚で得た情報が

月二日の朝日新聞夕刊が英紙オブザーバーの記事を引用して「崩

して弾丸の威力がどの程度維持され得るか。丘陵下部からは仰角
脳神経に命令して右手人差指が作動するまでの時間を計れば弾丸
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の郷土史家マリオ・ブロトンス氏が長年の調査からアルコイ地方

沢木氏は英紙そのものを取り寄せて検討した。それによると地元

った兵士がいるのでは写真の真偽を問う意味は無くなってしまう。

れ落ちる兵士」の身元が判明したと報じたからで、実際に亡くな

ぶのは二〇一〇年夏のことである。

者ススペレギ教授（パイス・バスコ大学）を訪ねてスペインに飛

レル説は根底から履がえることになる。沢木氏がエスペホの発見

であることが判明したと報じた。そうとなればブロトンス氏のポ

ていた。自分もそう思う」と頼りないもので伝聞の伝聞に過ぎな

ら『ポレルは頭を撃たれて即死した』と聞かされたのでそう信じ

「夫（ポレルの弟）も従軍したがその場にはいなかった。戦友か

現地を訪ねてポレルの義妹（七六才）にインタビューしたところ

録に残していた。マリオ氏は既に亡くなっているので英紙記者は

ドバ近くのセロ・ムリアーノの戦いで死んだことを確認したと記

ね歩く場面を主としていた。ス教授の専門は「映像論」で『ある

ル」の原本探索でフランスやアメリカの図書館、アーカイブを訪

する現場に到達する過程、当時の写真掲載誌「ヴュ」や「ルガー

景に広がる沃野と近景である兵士が崩れ落ちる丘陵がピタリ一致

ペホへの行程を聞き出し、あの写真のとおり遠景の山の稜線、中

では詳しく想い浮かばないが、ともかく沢木氏がス教授からエス

ＮＨＫスペシャルがどのような展開で映像がどうであったか今

Ⅲ

い事が判った。キャパの写真を見て即座に肯定したのは「刷り込

イメージ（写真、映像）が本来の意味から外れて別の属性を付与

出身で二四才の民兵ポレル・ガルシアが一九三六年九月五日コル

み」の効果（おそらくマリオ氏からも提示されていた）によるの

してポレルの写真を載せているがそれはまさに二四才の張りのあ

て間もなくゲルダ・タローという女性をパートナーとしていてス

番組冒頭で重要な事が紹介される。キャパがパリで暮らし始め

された作品の転変を調べること』なので当然キャパの写真にも行

る青年像であり、特にたくましい頬、顎が特徴的である。
「崩れ落

ペイン内戦をも共に取材している点であった。キャパはその自伝

ではないかとの見方もある。さらに二〇〇七年に出版されたリチ

ちる兵士」はどちらかといえば中年に差し掛かっていて顔も細面

「ちょっとピンボケ」ではゲルダに一切触れていないから私にと

き当たった。というのがエスぺホ発見の機因と判った。

でありウィーランは同一人物として載せているのだが強引過ぎの

ってこの番組が初見だ。しかしゲルダについて語らないのは何故

ャード・ウィーランの「これが戦争だ」に親族から手に入れたと

感を免れない。
層募ることになる。そうした中二〇〇九年七月一八日のＡＦＰ電

一〇月二二日ハンガリーのブタペストで生まれた。両親はユダヤ

ロバート・キャパは本名エンドレ・フリードマンで一九一三年

だろう。

はスペインの新聞ペリオディコ紙が「崩れ落ちる兵士」の撮影地

人で仕立て屋を営んでいて生活には困らなかった。一七才の時左

皮肉なことに沢木氏のキャパ追跡行への思いはこれを契機に一

はセロ・ムリアーノでなくそこから南東へ四〇キロ先のエスぺホ
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翼思想とその行動で官憲に逮捕留置されたが国外退去を条件に釈
て現地に入った。

イン内戦が勃発するとキャパはスペイン語のできるゲルダを伴っ

番組の流れとしてはここで「 HｧHｧ
撮ったのはだれ」の暗示がお

Ⅳ

放されベルリンに出る。新聞記者を志すも言葉の壁で断念。食い
つなぐためにグラフ誌の事務所で暗室係の職を得る。ここで所長
からカメラの才を見込まれて亡命中のトロツキーをコペンハーゲ

さて沢木氏だけどスペイン入りして直ぐススペレギ教授を訪ね

ぼろげに顔を出して来る。

った。この写真は諸兄も目にしたことがあると思う。乏しい灯り

てエスペホへの経緯を聞き出したのは既述した。次に教授はライ

ンの集会場で撮ることに成功（１９３２・１１・２７）
。一九才だ
の中で吠える様にソ連革命への焦燥を弁ずるトロツキーの例の一

フ誌の「崩れ落ちる兵士」を分析し始める。そうだこの写真はも

た写真は存在しない故戦争写真の歴史的一枚となるのである。一

枚である。ガリガリと傷ついたフィルムも雰囲気を盛り上げてい

どこれをメディアに売るのも一筋縄ではいかない。そこでゲルダ

年も前の写真でニュース性はないはずなのに人々はこれを受け入

ともとフランスの「ヴュ」＝１９３６・９・２３日号、
「ルガール」

はマネージャー役に徹し、フリードマンでなく「アメリカの有名

れた。
「ライフ」の写真は右側から大きく空を占め中天は不必要な

る。やがてドイツはナチの全盛を迎え到底キャパの居場所ではな

なカメラマン、ロバート・キャパ」を創作して売り込みを伸ばし

ほど広い。３５ミリサイズのネガから起こしたにしては違和感が

＝同９・２４日号に載ったもので、その時から名声を得ていたか

ていった。名付け親である。自身もゲルダ・ポポリレからゲルダ・

ある。
「ヴュ」のはサイズが小ぶりなせいか横長にできていて中空

くなりパリへと逃れる。カメラしか持たないキャパは大いに苦難

タローにした。タローとしたのはあの岡本太郎が当時パリに留学

は狭い。ライフ版は真四角に近いローライで使うブローニイサイ

は不明である。しかしアメリカのグラフ誌「ライフ」が翌年１９

し名を売っていてそれを拝借したのだ。才気溢れるゲルダはやが

ズのネガの可能性が高い。ス教授はライカとローライの縦横比を

するがなんとか足場を築くことができた。その頃ある偶然からゲ

てフォト・ジャーナルそのものにも興味を示していく。キャパは

駆使してこの写真がローライフレックスで撮影されたものと断定

３７・７・１２日号で取り上げると一躍スペイン内戦を象徴する

当時ライカの３５ミリと二眼レフのローライフレックスを持って

する。キャパは当時ライカとローライの二台を使い分けていてロ

ルダを知ることになる。彼女はドイツ生まれでキャパより三才年

いたので初心者のゲルダはもっぱらローライで撮っていた。万事

ーライは三脚で撮り、ゲルダが手にすることは無かったろう。彼

傑作となった。否、それ以前も以後もこうした死の瞬間をとどめ

多才なゲルダは写真術の面でも急速な進歩をみせてキャパの作品

女の腕はそこまでに達していなかったし役目は通訳とマネージャ

上の才気煥発で魅力的な女性だった。写真を撮るのも労力だけれ

中にまぎれてグラフ誌に登載されることしばしばとなった。スペ
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ーだったのだから、というのが教授の見立てだった。それにして

に倒れる。あの兵士も真実弾丸が当たっているなら前のめりにな

掛かりであるからバランスを失えばほぼ１００％前方にうつ伏せ

らの銃撃を受けたかのように印象付けるのである。沢木氏は帰国

もス教授の着想は傑出している。もしあの写真の定説が改められ
沢木氏はその後エスペホへ行き今はオリーブ畑となったあの丘

後銃弾で兵士を後ろに倒せるかについて学友に話したところ意外

るところ逆に後ろへ倒れようとしている。これがいかにも前方か

と対面する。土地の古老からは内戦当時共和国軍の陣地があった

と簡単に「運動量保存の法則」によって計算できることを教えら

たなら真っ先に名を記されることだろう。

こと、戦闘は同年の九月二三日まで無かったことを聞き出す。そ

のけ反らせるにはマッハ８０の速度で命中しなければならないと

れた。それで試算してみると仮に弾の重さ一〇グラムだと兵士を

そうなんだな。あの写真を迫真力のある傑作と見まがうのは

の答えが出た。やはり一発の弾丸であのように見事に倒れるとは

して丘が思ったより急傾斜なことに意外感を持つ。
我々の錯覚に依るところが大きく働いている。皆さん、よく遊び

物理的にも不自然なのである。
Ⅴ

に行ってこんもりした丘をバックにして撮ったのにできた写真は
ただの平地に写っていたとか急なゲレンデで颯爽と滑ったから良

木氏の経験で証明される。次に前方からの被弾に人は後ろに倒れ

たからだろう』と認識しがちである。平地でない急斜面なのは沢

に倒れるのは前方より大きな力が加わったからで恐らく銃撃され

それたがその「錯覚」とは『平地のようなこんな所で後ろにモロ

直角に当たる撮り方だったらきっと迫力が出ると思う。話が横に

で視るアルペン競技は面白くない。ドローンでも飛ばして斜面に

続としてとらえていくので傾斜を映してくれない。だからテレビ

ス教授は一顧だにしなかった。例証とはキャパとゲルダが内乱の

あの傾斜地で三脚を用いたとの説に例証を示して自説を試みたが

５ミリカメラとローライフレックスを一人で使い分けていたこと、

はないとのことだったので沢木氏は前回疑問に思ったキャパが３

後の研究成果を聞き意見を交わした。研究の進展にさしたるもの

るのが目的であった。まずは前回世話になったス教授を訪ねその

見出していてこれらがエスペホの丘のどこで撮られたかを検証す

撮影された３５ミリ版二〇数枚とローライのブローニー版四枚を

沢木氏の二度目のスペイン行きは二〇一一年秋のことで、ウィ

るかである。西部劇や戦場ものでは撃たれれば必ず仰向けに倒れ

始った直後にマドリードで写した男女兵士の休息場面などはほと

いショットに違いないのが平場の練習にしか撮れていなかったと

最後のひと言を呟き、ガックリと首を横向きにして息絶えるのが

んど同一の瞬間なので撮り手は二人、仕上がりはローライフレッ

ーラントの「これが戦争だ」の中に「崩れ落ちる兵士」と同時に

定番だけどあれはそうしないと場面がスムーズに進まないからで

クスに軍配を上げる、と主張してみてもはかない努力だった。た

いう経験がおありでしょう。カメラレンズは単眼だから地面の連

そのように信じてはいけない。立位でも座位でも人体の重心は前
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ていいだろう。しかしタローは自分の特集記事を手にすることな

女は短期間のうちにキャパの付属的身分から抜け出していたと見

ジュ』が特集され一級のカメラマンであることが証明される。彼

３７・７・２２日号では『タローによる衝撃的な戦争ルポルター

や「ルガール」に掲載されていた。なかでも「ルガール」の１９

る意味はよく分からない。ゲルダの作品は主に「ス・ソワール」

なかったろうか。ス教授がゲルダのキャリアを必要以上に軽視す

経緯がある。二人がスペイン入りの頃は初期から中期の段階では

パ」
、次に「キャパ＆タロー」
、さらに「タロー」の単独名となる

氏名クレジットを入れるがこの二人の場合、最初はすべて「キャ

だしゲルダについて沢木氏には根拠があった。写真家は掲載誌に

である。しかしそれだけで実戦の写真でないとの主張は客観性を

窮屈な兵士の姿はどこにも覗えずどれも綺麗に整った画面ばかり

で撮影しており、
銃撃戦なら当然あり得るフレームから外れたり、

感が微塵もないことである。カメラマンは完璧に自由なアングル

たのであろう。演習、訓練と言う最大の根拠は画面に臨戦の緊張

ある。とすれば九月初旬頃エスペホを訪れ民兵等の訓練に遭遇し

人は九月一八日にはトレド経由でマドリードに戻っているからで

は九月二三日からだ」との証言とキャパとゲルダの行跡記録で二

と記したが根拠は地元の戦史家が「エスペホで戦闘が始まったの

ら始まり次第に底部に至るようで人数は一〇名程。いま「演習」

は白シャツにカーキ色のズボンをはいている。演習は丘の頂部か

る雲の位置が変化しているのに気がつく。ただ浮いているだけで

持たない。沢木氏はエスペホの丘で写真のコピーを傍らに確固た

まれ重傷を負い病院に収容されるも絶命してしまう。二七才の誕

なく右から左へと時間の経過とともに移動している。手元の写真

く逝ってしまう。同月二六日マドリード近くのブルネテで戦闘を

生日目前であった。
「可愛い赤毛ちゃん」と誰からも親しまれた女

から雲が写っているものを選び出し稜線の頂点を基軸に雲の移動

る結論が引き出せないか黙考する。何分か過ぎて稜線の上にかか

性カメラマンの葬列には数千人のパリ市民が参加して早すぎる死

順に並べてみるとかの「崩れ落ちる兵士」は最後まで他の兵士と

取材中のタローは自軍と言っていい共和国軍戦車の暴走に巻き込

を惜しんだ。あの「崩れ落ちる兵士」が「ライフ」７・１２日号

ともにいることが判った。ここまでくると戦闘の最中に銃弾を受

けて崩れ落ちたとの説明はまったく根拠を失ってしまう。もっぱ

に載ったことも知らないままだったかも知れない。
沢木氏はス教授との面談を終えるとエスペホへ向かった。バッ

ら演習中のある出来事をカメラマンが偶然にスナップしたのが真

これまでだと「撃たれた兵士は再び丘の中腹で銃を構えている

グの中には「これが戦争だ」から取り出して拡大した写真のコピ
斜具合、遠景の稜線の高低、下方の平野が占める割合、兵士等の

けど、おかしくありませんか」
『ああ、その後に撃たれたんだよ』

相となろう。

位置取りからの推定で順序立つ事が判ってきた。服装は民兵の故

「丘の形状から上の方で撃たれたことになりませんか」『そう見え

ーが詰まっていた。これらの写真は一見無秩序に見えたが丘の傾

か各々まちまちだから個別を間違うことはない。「崩れ落ちる兵士」
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兵士が時間を置いて再び写真に出てくるのは演習中だからだろう

動きという確たる傍証から戦闘中にはあり得ぬ銃撃され死亡した

士をＣをとしよう。キャパはライカを手にし、ゲルダはローライ

落ちる兵士」をＡ、正面の「突撃する兵士」をＢ、筒先だけの兵

ここに登場する三名の兵士、即ち隠れて見えないが後に「崩れ

瞬時に「崩れ落ちる兵士」への疑問を氷解することができた。

と沢木氏は確信する。ではどのようないきさつからこの伝説的写

フレックスを下げていた。演習が開始されるまで少し間があった

るのはカメラアングルのせいだよ』と一蹴されていたものが雲の

真が誕生したのであろうか。

のでキャパは三人に「突撃のシーンを撮らしてくれないか」と依

ツと弾帯からあの「崩れ落ちる兵士」であることが判る。どうい

く奥にもう一人銃を上向きに持っていてわずかに見える白いシャ

日号に載った「突撃する兵士」であるが写っているのは一名でな

２、３として説明すると１は「ルガール」の１９３６・９・２４

ナシなのに字句のみでは限界があるし誤解も生じる。三枚を１、

紙幅に余裕の無いなかで三枚の写真を載せて貰った。写真のハ

始動開始「ＯＫ」と勘違いして動き出してしまった。これを見た

の銃口は入らない。ところでＢはキャパの発したＯＫを自分への

左側、丘の形状からすれば僅かに上になりやや斜めになるからＣ

込めないまま正面のＡにピントを合わせていた。位置はキャパの

目は終わったということである。この間ゲルダはよく事情が呑み

にピントを合わせて「ＯＫ」を出した。もちろんＡに対してで役

銃を上向きにする。キャパは地面すれすれにカメラを構えその銃

Ⅵ

頼し三人は了承する。Ａに「フレームを決めたいから正面でしゃ

がんでくれないか、銃は持ったままでいい」
。Ｂに「Ａが銃を突き

出すからその位置を突撃姿勢でゆっくり行ってくれ」Ｂ「分かり

ました」
。キャパはファインダーを覗いて「Ｃさん筒先が入るから

う訳か画面の上部三分の一にレイアウトが施されている。２は１

Ａは急ぎ銃を引っ込めて立ち上がろうとしたところバランスを崩
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銃を上げてくれ」
。Ｃ「了解」
。Ａに「右手の銃をこちらに突き出

してくれ、そこをＢが通るから」Ａ「よし分かった。こんな具合

のオリジナル版。３は１９３７・７・１２日号の「ライフ」に載

しヨロヨロしたまま立ち上がろうとする。右手の銃を後ろへ振っ

か」と銃を水平に突き出し肩紐がブラブラするので手繰り寄せて

った「崩れ落ちる兵士」で前年の「ヴュ」誌９・２３日号のより

たのは自らこれを踏んで怪我をしないよう、かつ大事な武器をか

銃の筒先

空の領域が広い。重要なのは２の左隅に写る銃の筒先で、１では

写真-3

ばう気持ちがそうさせたのだろう。銃は右手から離れ、と同時に

写真-2

レイアウトに隠されて見えなかったのであるが、私はこれを見て

写真-1

Ａのアクシデントによる偶然のしろものだったと言える。撮影の

瞬間にシャッターを押した。そんなわけで「崩れ落ちる兵士」は

付くも焦点合わせのし直しには間に合わずＡの立ち上がりかけた

立てたぐらいの高さだろう。ゲルダはＡがダミーであることに気

ら正確にＢをとらえた。靴底が見えるほどだから腹這いで両肘を

尻から倒れてしまう。これより一瞬早くキャパのカメラは真横か

いて場合によったらＢの後に続く突撃者になるかもしれなかった

ばならない。最大の理由は兵士Ｃの存在である。Ｃは銃を持って

私は先に２を見て氷解したと述べたがもう少し具体的でなけれ

ろうか」
であったから、
はしなくもそれが立証される形になった。

とした丘の上で戦闘場面のヤラセを考え付くカメラマンが居るだ

推測論に終始した。私の「ヤラセ」説への反問は「こんなツルン

説はこうした撮影環境を抜きにして論じられてきたから延々たる

人物だけど基本的には見物人である。見物人が居てもいい撮影現

時間差は一秒もなかったろう。
写真家の田村彰英氏は雑誌太陽２０００・７月号でこの距離感

場には暗黙の了解が形成される。それは全員が撮影者の指示に従

（多分に筆者の造語）で仕上げたのである。通常カメラマンは動

を「高さ５０センチで丁度膝あたり、被写体まで５メートル」と

て胸の位置なので写る平野部が広くなり、２は地面と平行する形

く被写体に合わせフレームを決め、求める構図でシャッターを切

うということである。これなくして撮影は遂行されない。この章

になるから平野部は狭まる。１の不可思議なレイアウトは何だろ

るが『はめ込み写真』はフレームと構図をあらかじめ作りそこに

見なし、ゲルダの持つローライフレックスの位置を言い当ててい

うか。多分印刷寸前で「ルガール」の面々が左上の筒先に気付き

被写体が現れた瞬間にシャッターを押すのである。
これは時間的、

の前段でキャパとＡ、Ｂ、Ｃの疑似会話を試みたのはその顕れで

時間も無い事で版下に直接黒色の矢印を被せたのだろう。それ故

場所的な制約から致しかたないのかもしれない。こうしてキャパ

る。２（１もだが）と３の撮影時刻は雲の形で同時と判断できる。

原本の２が傷つくことなく残ったものと考えられる。総じて言え

は一枚の写真をものにしたが小さなミスをしてしまった。いや決

ある。私は２の左隅の筒先を見てキャパが撮影現場で仕込みをし

ばススペレギ教授の持論たる「キャパはライカで撮ってから、三

定的と言おうか。今のデジカメはどうか知らないがフィルム使用

場所的同一感は丘に生える草茎の形状で証明されるが傾斜感が補

脚に据えたローライのシャッターを押した」ような芸当はできよ

のカメラはファインダーで見る画面と実際のフィルムに写る面積

たと解釈した。つまりこの「突撃する兵士」を『はめ込み写真』

うもないから「崩れ落ちる兵士」を撮ったカメラはゲルダが下げ

に若干の違いがあって後者が僅かに広い。皆さんも経験があるで

足されない点は先にも書いた。二人のカメラの高低差は３は立っ

ていたローライフレックスとするのが自然な成り行きだろう。こ

たつもりが出来てきたプリントにはしっかり写っていてガッカリ

しょう、邪魔な枯れ枝が入るので苦労してファインダーから外し

こで番組に言う「 HｧHｧ
撮ったのは誰」の解答は明確になる。
そうすると「キャパの傑作」自体が消滅してしまうが「ヤラセ」
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も突撃する兵士の後方に中空を向いた銃口のある不思議な写真が

よしとしたのだろうか或いは遠慮があったのだろうか。ともかく

したことが。アレですよ。キャパもファインダーから消えたので

つように撮り、ゲルダはＡを撮った。Ｃはその後で通過していっ

右手に移して振り回し転んでしまった。キャパはＡとＢを迎えう

てきたがＡが足を滑らしてバランスを失い左手で持っていた銃を

ャパの十字架」
（文藝春秋社）よるとＡとＢは突撃の恰好で並走し

て来たＡの体勢が思いっきりカメラ側を向いてＢとは九〇度違う

でき上がった。
この不思議度を合理的に説明しなければならない。

つまりＡが滑って転ぶところをゲルダが撮った、それをキャパ

こと、Ｃの持つ銃口が何故中空にあるのかの説明は無かった点で

た。というのだが傾斜して狭隘な場所を考えると三人も突撃する

が自分の写真と一緒に「こんなのもあったよ」と、雑誌社に渡し

私とやや見解を異にする。沢木氏の著書は二〇一三年度の司馬遼

銃を中空に向けて突撃する兵士はいないからＣはキャパの指示に

た。本来は２も下部に写る銃が上向きになっていたりで失敗作な

太郎賞を受賞した。その最後に「これで終わったわけではない、

なんてややムリ筋ではないかと思うがどうだろうか。Ｂと並走し

のだが「ヴュ」
」
「ルガール」は時宜を得たものとしてそれに相応

今も検証作業を続けている」とあるのでさらなる精緻な論稿を期
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「アイよ」と応じてあとは撮影風景を見物していたのだ。

しいキャプションを付けて掲載した。これが伝説の始まりで、翌

待したい。

銃の筒先

年「ライフ」に転載したのはブローニー（ローライフレックスの
フイルム）のビンティズ版だったからライカ３５ミリとはサイズ
が異なり懐疑の端緒となった、略記すればこんな風だろう。
さて沢木氏の最大の功績は１の「攻撃する兵士」にもう一人兵
士が居るのを「発見」したことだろう。１と２の写真は当初から
存在していたのだけれど銃を上向きに持つ兵士について故意か偶
然かこれまで誰も触れなかった。
ましてそれが
「崩れ落ちる兵士」
となる人物であるとの指摘はやはり「発見」と言っていいのでは
ないか。世間は３の写真を視て八〇年になるのに何ら解答を出せ
なかったが沢木氏の慧眼によって２の森を見るに至ったのだ。３
はいわば木に過ぎなかった。そう「木を見て森を見ず」の例えど
おりと言うことになる。
では沢木氏は肝心の場面をどうとらえているのか、
その著書
「キ

（本名：エンドレ・フリードマン）

ロバート・キャパ

本文 46 頁写真２の拡大版

喜寿を迎える私とバスケットボールの思い出

豊

部のご指導を頂けないかと、学生の分際をわきまえもせず直接直談

判に赴き、その時は怪訝な顔をされ相手にされませんでした。その

反響が思わぬ方向に及び、地元本荘市バスケットボール協会の幹部

から、その無謀な行動をたしなめられ大叱責を受けました。それで

もどうしてもチームを強くしたい願望と、自分もバスケットボール

断して頂き、今後の練習方法をご教示お願いしたいと訴えた。加藤

期 今

の指導者の基礎を学びたかった事から、其れに怯む事無く、次は手

〈高校時代の思い出〉

先生は私の執拗な嘆願に根負けし、それでは現状を診断して下さる

紙作戦に切り替え、どうしても一度チームがどのレベルにあるか診
バスケットボールとの出会の原点は小学校５年生の時に明治大

月に加藤先生を本荘高校にお迎えし、練

高校先輩の勇姿にひと目でその魅力にとりつかれ、中学校２年にプ

ません。結果は加藤先生曰く、個々の選手の身体能力はかなり高い

習を診て頂き、その結果を聞く瞬間の緊張は今でも忘れる事が出来

年

レーを始めたものの、体が小さいため自分の納得いくプレーが出来

ものがあるので、基礎をきちんとやれば、選手は伸びるし、チーム

事と成った。昭和

ませんでした。ただ上手になりたい一念で中学校３年から本荘高校

も強く成る、３ヶ月間の練習メニューを送るから、それを忠実に遣

学の紺に赤い縁取りのユニフォームを着て颯爽とプレーする本荘

に進学するまでかなり無理を続け、高校１年の秋の健康診断で肺浸

ャー兼コーチ役で取り組みました。当時の篭球部にはとても素質に

ケットボールの指導者になる決心をし、本荘高校篭球部のマネージ

留年する結果と成りました。復学後は選手としての道は諦め、バス

チームに変貌していった。当時体育館を使うクラブが多く、オール

ていただく事になった。その春の合宿では技術のみならず、選手と

選手も懸命に頑張った。その結果３月の春休みに合宿で技術指導し

た。冬の寒い３ヶ月必死になって練習メニューに沿って基礎訓練に

しての心構えまで指導を受け、チームの雰囲気も変わり一皮剥けた

恵まれた選手 斉(藤実・山岡敏雄・今野一穂・故伊藤光男等 が)多く
おり、何とか彼らと一緒に秋田県の上位チームを目指したいとの思

千葉県バスケットボール協会理事長・副会長・全日本教員バスケッ

から注目を集め、ある種羨望の目で見られたが、強くなる為には、

せて貰うことが出来た。ご存知の通り由利高校は女子高であり周囲

（教育大出身・千葉県習志野市立高校で男子のインターハイに優勝、 利高校のチームを指導する事を担保に、由利高校の体育館で練習さ

いから、昭和

コートを使っての練習が出来ず、困る日が多かった。そこで私が由

潤が見つかり、

りこなせたなら、３ヵ月後その成果を診て次を考えるとの事であっ

11

ヶ月の闘病生活を送る事になってしまい、１年

33

トボール連盟会長を歴任）に私が単独で秋田北高校に出向き、我が
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55
年に国体で優勝した秋田北高校の故加藤雅春先生

10
33

野球部が体育館を使いたいと申入れがあったが、硬球は体育館には

部員は後に顧問の先生に大分油を絞られたと聞いた。又雨の土曜日

ール部に勝ってオールコートを確保した事もあった。バレーボール

とコートを賭けて、バレーボールのゲームに挑み、本職のバレーボ

納得のいく練習場を確保する事であった。ある時はバレーボール部

い出と成りました。

りました。完全燃焼し、そして初志を貫徹、大願を成就する尊い思

の青春のエネルギーを全てバスケットボールに傾注した甲斐があ

校時代最高の結果でした。何よりも選手との絆を大切に思いつつそ

指揮を執り東北大会への出場権を獲得する快挙を成し遂げ私の高

校も我々との練習の成果で大変力を付けて、これまた私がベンチで

社会人として昭和

年に地元本荘でＴＤＫ平沢工場に入社し、

〈企業でのバスケットボールの思い出〉

馴染まないと断ったが、相手は納得しない、そこで私と野球部の主
将と相撲で決着を付けようと、全く体格的に言ってもかなう相手で
はない無謀な賭けだと誰しもが思った。でも私には勝算があっての
申入れだった。果たせるかな、相手は怒涛の如く襲い掛かってくる

月に千葉県市川市の工場に転勤になって現場職を３年経験して

部の独占で練習が出来た。練習場の確保に対する執念は手段を選び

ボール部の創部に加担し２年程在籍しておりましたが、仕事が人事

総務部門に異動になりました。その間ＴＤＫ市川工場にバスケット

年にバスケットボール部から男女チームの監督の要請があり、

だな」との一言、私は即座に「何もありませんでした」と答えまし

頃の渋い顔とは違う柔和な顔で開口一番、
「今君、特に無かったの

早々校長室に呼ばれ、処分を覚悟で校長室に行った。関谷校長は日

型の企業であり、従業員の士気高揚のために、強いチーム作りが主

程にありチームつくりには良い環境であった、当時はまだ労働集約

を作れとのお墨付きを頂き、当時のＴＤＫは電子部品業界で成長過

総務部長に相談した所、中途半端は駄目引け受けるなら強いチーム

和

た。
「良し分かった」それだけで放免された。そんな破天荒な事が

題でそのためには従業員の理解と協力が必要であり、選手に思い切

ました。一番喜んでくれたのは、誰あろう加藤先生でした。あの笑

校以来篭球部が初めて東北大会に出場する快挙を上げる事ができ

業高校と３位決定戦に臨んだ。これに見事勝利を収め、本荘高校開

校選手権大会でベスト４に入り東北大会の出場権をかけて横手工

とる。この３つをチームの指針として、時には厳しさの中に愛情の

律を守る、２、人に後ろ指を指されない、３、協調性のある行動を

ム作りを目指し、特に日常の職場生活に於ける躾を重視し、１、規

り練習できる環境を作ってやろう、そして従業員から愛されるチー

あっても、チームは確実に強くなっていた。昭和

年度秋田県高

本堂に同宿させた。その事が近所の人から校長に投書され、２学期

た際、由利高校の女性マネージャー２人に賄いを手伝ってもらい、 労務へと異動した事から、暫くチームから離れていたのですが、昭

つつ確保していった。夏の合宿を母校の先輩のお寺でお世話になっ

私は瞬時に相手の首に手を回し首投げで一蹴し、午後の練習は我が

37

ある血の通ったチーム作りに励んだ。チーム作りは順調に進み、私

- 50 -

12

46

顔は今でも忘れられません。そして同時に私が指導していた由利高

34

し、国体や実業団選手権大会では全国大会に出場できるまで成長し

スになり、関東実業団リーグでも男子は２部、女子は１部へと進出

よくチーム作りは順調に推移した。そして成績も県下でトップクラ

う観点から選手をその方向付けで指導し、職場からの選手の評判も

も生産工場の人事労務を担当し、
「物づくりの前に人づくり」と言

して大きく関りを持つ起点となりました。其れに平行して、私に対

け受ける事になりました。これが私のバスケットボール界に役員と

ることでもあるから地域に貢献するのも企業の使命だと言われ引

願され、総務部長に相談したところ、チームもこれからお世話にな

運営に協会の理事として協力して欲しいと今度は加藤先生から懇

選手の自覚と努力の結果次第にチームの成績向上に比例して周囲

践を心掛けましたが、己の信念を譲らない余り時には激しく議論す

「構えず自然体」そして「和をもって貴しと為す」をモットーに実

てきた。何とか選手の行動が従業員の模範になれればと腐心を重ね、 する役員の委嘱の数も増加してまいりました。組織の中での私は、
からの評価も高くなりチーム作りの手応えを感ずる事が出来た。そ

歳で全ての役

ることもありました。でも会議後の一杯で後を引く事はありません

年間

人の選手の仲人をして、皆幸せな家

んなチーム作りの過程で、

でした。役員として次の団体に身を置く事

職を辞しましたが、その間全国各地に多くの仲間と出会い、その交

庭を築き夫々定年を迎えるまで会社の中心的役割を果たしてくれ
た事が一番嬉しいことでありました。ただチームは製造部門が地方

流は企業の仲間とは一味違った不思議な仲間意識と連帯感があり

まして、現在も交流を続けており、正しく生涯の宝物であります
〈役員履歴〉

年に発展的解散となりました。苦渋の選択の中断腸の

思いで決断しましたが、残った選手には申し訳なく慙愧に耐えない

千葉県実業団バスケットボール連盟設立と共に副理事長・理事長・

との交流が続けられておりお互い

トボール協会の理事長であった秋田での恩師である故加藤雅春先

日本バスケットボール協会：理事・常任理事（総務部長）
・常任委

顧問）

事長・副会長・監事を歴任 常(任顧問 )
千葉県バスケットボール協会：理事・常任理事・副会長歴任（現在

会長歴任 現(在顧問 )
日本実業団バスケットボール連盟：理事総務委員長・副理事長・理

関東実業団バスケットボール連盟：理事財務委員長・副理事長・副

事でした。でも選手と強い絆を築く事で企業の中でバスケットボー

に幸せな事です。

会として硬い結束力で現役と

可能性の追求であり、その効果をもたらしてくれました。今でも

会長（現在名誉会長）
、

ムは昭和

工場に転出が続き結果としてチームを維持することが出来ず、チー

72
員歴任 現(在参与 )

年に千葉国体の準備で奔走していた当時千葉県バスケッ

〈役員生活の思い出〉

0B

生が、私が市川にいる事を知り、工場に訪ねてこられ、千葉国体の

昭和

0B
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42

10

ルを通じて健全な人づくりが出来た事はスポーツの持つ限りない

59
46

日に平成

年度日本バスケットボール協会功

日本体育協会からの委嘱で日本スポーツマスターズ委員４期８年
担当

年１月

〈各種受賞に感謝〉
平成

労章）
４、平成

年

月

日：日本実業団バスケットボール連盟

日：千葉県実業団バスケットボール連盟

年７月３日：千葉県バスケットボール協会

（功労賞）
５、平成

年７月

年４月

（感謝状）
６、平成
（功労賞）

労賞の受賞し、これは日本バスケットボール界の最高権威のある
賞でありその受賞は私一人の力で貰えたものではありません。Ｔ

７、平成

年

日：公益財団法人日本体育協会

公益財団法人日本オリンピック委員会

月２日：日本クラブバスケットボール連盟

年１月

日本実業団バスケットボール連盟

日：公益財団法人日本バスケットボール協

回アジア競技大会のバスケットボール部門の競技副本部

して生涯の思い出になりました。

活に於ける究極の夢であり、その実現は大変有意義で貴重な体験と

長として大会運営に関り、これら国際大会への関与は長年の役員生

には第

員（総務副部長）を拝命し大会運営に関与できた事、又１９９４年

６バスケットボール世界選手権大会」に於いて大会組織委員会の役

ージが２００６年に日本で開催された世界で一番権威ある「２００

最後にバスケットボール界に身を置いた私にとって、最大のステ

〈究極の夢と思い出〉

会（功労賞）

９、平成

（社会人大会功労賞） 日本教員バスケットボール連盟

８、平成

（功労賞）

ＤＫのバスケットボールの仲間をはじめ、所属した団体の諸先輩
や仲間、そして全国の諸先輩や仲間に支えられたお陰だと思って
おり深く感謝申上げる次第です。これを誇りに残された人生の励

日：千葉県実業団バスケットボール連盟
日：関東実業団バスケットボール連盟

23

23

16

10

みと糧にしたいと思います。
私がバスケットボールに親しんでから、チーム作りをして、そし
て役員生活のトータルが６３年になりますが、その間多くの諸先輩
にご指導を頂き、そして全国に多くの友人と仲間が出来てこんなに
幸せなバスケットボール人生を送れるなんて思いも寄らぬ事であ

月

日：財団法人千葉県体育協会（スポーツ功

10

11

27

りました。多くの人との出会いと触れ合いのご縁にただ感謝あるの
みです。
〈彰受賞暦〉

年

周年功労賞）

１、平成７年９月
（創立
２、平成

年１月

（功労賞）
３、平成
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22
22

23

23

26

10
11

12

30

24

17

19 20

21

28

28

中学同期会開催に思う

同期は昭和
･ 年生まれで干支は巳年と午年で、当時は戦争
が始まり、子供が多く クラスもあり、中学卒業後２００名位の
11

国等外地から日本に帰って来た人）
、父母の実家（本荘）に都会か

日（土）に

名程の同期会で大阪・名古屋・静岡・新

名程の特別参加とな

名程から連絡があったが、体調を崩している人

が多いのには驚いた。やはり年齢を感じた。地方から来た人をど

名は不

「今年は巳年です。皆さんお元気ですか？あの懐かしい新山さ
ん（新山さま？）の中学校を卒業し

さら同期会だなんてノスタルジーに浸るのはダサイなんて思わな

安と期待でいっぱい、喧々囂々（けんけんごうごう）
・侃々諤々（か

先日新聞で、今話題の日本近代史家・評論家の渡辺京二さんの

現
「あらゆる意味づけが解体され、人が生
H｣代はどう見えますか。
きる意味、根拠まで見失って、ニヒリズムに直面しているのでは

インタビュー記事『生きづらい世を生きる』を読んだ。

大いに語りましょう・逢いましょう・笑いましょう・泣きまし

ありませんか。だから合理的に働き、合理的に稼ぎ、合理的にモ

の好きな人は今どうしているだろうか？
ょう・飲みましょう・食べましょうよ。お互いに連絡しながらご

稼いで遊び、遊ぶために稼ぐ。それが人生だと。それで済む人も

ノを買って遊ぶ。グルメや温泉巡り、ゲームがはやるわけです。

した。

参加下さい」と開催主旨を書いて首都圏の中学同期を中心に案内

残された人生を…自分のことを知ってもらっているだろうか？あ

すが、首都圏に在住者は１１０名程…。各々の半世紀を確認し、

いで…あの人は今…うれしい、はずかしい巳年会（同期会）を開

13

んかんがくがく）の幹事会となった。

年ぶりに会う友人とどんな出会いになるのか。幹事

の様に歓待しようか。
２次会は、
同期会の次の日はどうしようか。

った。欠席者は

潟・福島・山形、そして秋田・本荘からも

９月

感な青春を過ごしたので、思い出は多くつきないのである。

平成二十五年の夏は猛暑でした。そして地域によっては秋雨前
周

年を迎えることになりました。ふるさと会への思いは各々色々で
あると思いますが、今後共よろしくご協力の程、お願い申し上げ

50

のこととお察し申し上げます。お陰様で私達のふるさと会も

ら戻って来た人も結構いた。その様な時代の私達は貧しい中に多

学校、中学校では父親を戦争で亡くした母子家庭、引き揚げ者（中

い等、就職列車で東京へ…地方へとふるさとを後にした。戦後小

ていった人が多かった。勿論農業、大工、板金、土木、家事手伝

生徒は「金の卵（たまご）
」等と言われて一次産業の企業に就職し

17

線による大雨等、異常気象でしたが、会員の皆様に於てはご健勝

期 池 田 哲 三

16

70

年の月日が過ぎました。今

ます。

10

21

25

催することにしました。住所確認の同期生は４２０名とのことで

50

56
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55

を食ってきたか。これが一番です。そこでどんな関係を構築でき

人
「ど
H｣が生きていくうえで、大事なことは何だとお考えですか。
んな女に出会ったか、どんな友に出会ったか、どんな仲間とメシ

空しくなる」
。

いるでしょう。でも人間はいつまでもは満足できない。そのうち

※参考

した。

され、哀悼の思いで加筆し、今回の文集に寄稿させていただきま

催に決定しました。又この同期会に出席していた中学同期・高校

す。その後２０２０年のオリンピック・パラリンピックは東京開

渡辺京二

年に「黒船前夜」で大佛次郎賞受賞。

昭和５年生れ、日本近代史家。著書に「北一輝」「評伝宮崎稻天」

同期の小野忠一君（Ｄ組）
、縄野庸男君（商業科）の両君がご逝去

るか。自分が何を得て、どんな人間になっていけるか。そこに人

「近代をどう超えるか」など。平成

位かは関係な

間の一生の意味、生の実質がある。本来、生きていることが喜び
であるべきなのです。日本がＧＤＰで世界２位か

いんです」
。人と出会い、交わる。そこに一生の意味、何かをつく
り出そう。最近ある大義のため人間を犠牲にしてしまう危険があ

「大学卒業

藤

勇

年、つれづれなるままに」

期 伊

周年の同期会を幹事として箱根で開催した。

年間親しかったドイツの友人を亡

くした。ドイツの友人の奥様から訃報の知らせをいただいたが、

間に、高校時代からの親友と

この年になると２割近くの方が鬼籍に入られている。この半年の

５月中旬、大卒

57

る。
「人間の命を燃料にして前に進むものはいけません。その失敗
は、歴史がすでに証明しています」等、大変含蓄のあるインタビ
ュー記事であった。
私達の今、気候（温暖化）
、天災、世界の動き（シリア）
、経済
（デフレ）
、日本の政治のありかた、憲法改正、集団的自衛権、拉
致問題、消費税、年金、雇用問題、高年齢の医療費負担、原発の
汚水再稼働、基地（沖縄）
、身近なことでは秋田県の人口減少等、
多くの課題をかかえる世の中で…幸福感を感じながら生きること
は？オリンピックは…じぇじぇじぇ…なるようになるさ…。私も
年８

50

手紙をかけないまま１ヶ月以上過ぎた５月連休、
本人宛に
「 Peter
、
年間も親友でいてくれてありがとう」と涙ながらに手紙を書き
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22

30

残された人生を「自分のふるさとを思う共同社会に軸足を置いて
日）
。

25

50

20

号に掲載したもので
44

生きていきたい」と思っている今日この頃です（記 平成
月
【追記】
この文章は会報「本荘ふるさと会」の第

30

30

終えた。 Peter
には１９８６年にドイツのケルンで初めて会った。
この年、４年に一度開催される「世界の写真の祭典」で招待講演
を依頼され、その後、バイエルに勤める友人の招待でバイエルの
研究所で講演した。その後、ベルギーのゲバルト、スイス連邦工
科大学、チバガイギー、英国のスミスクライン、そして最後にス
トックホルムの王立工科大学と講演旅行をした。全てカナダ・米

でも日々老いを感じつつ、人生のラストステージを清く美しくす

年の節目にあたり、私の人生を支えてくれた３人の方々

ごしたいと思っている。
大卒

に感謝を述べたい。

個、水素

個からなる５員環

１９７５年、米国の大学で、当時世界の合成化学者がしのぎを

削っていた“ Dodecahedron(
炭素

たが、心の優しさと清らかさ、写真に対する情熱、それに各教会

演の翌日、友人が Peter
を誘いケルン観光をした。 Peter
はアグ
ファのカラー写真研究のリーダーで私とは完全なライバルであっ

７年、文化勲章受賞）にお会いした。米国のボスが用意してくれ

聘されたばかりの向山光昭（むかいやまてるあき）先生（１９９

時からゲバルト

事したいとおっしゃる。仕方なくボスの許可を得て、他の研究室

の日本人数人にも声をかけて一緒に夕食を楽しんだ。それからと

僚達５人が一番前の席に並んでいるではないか。驚いて Peter
に
「いったいどうしたの？」と聞いたら「あなたの講演を聴くため

走になった。
しかも先生自ら南荻窪の駅まで迎えに来て下さった。

に帰国した際には、妻と一緒にお宅に招かれ奥様の手料理をご馳

いうもの、私の富士フィルムへの入社の世話をして下さり、日本

に４時に起きて、車２台で５時間かけてやって来た」と言うでは
に、富士フィルムの「日本の風景」のカレンダーや浮世絵の版画

化学会では偶然にもホテルでチェックインの最中、先生にフロン

していただいた。シンテック社での研究所長ご夫妻の接待による

年。もうその年から

（最底辺の 億人）
”のために少しでも役立ちたいと抗マ
Billion
ラリア薬開発のベンチャーを設立し合成実験をしているのだから、

22

夕食会後、夜遅くハイウエーを車で運転しながらモーテルを探し

昔は人生

帰国時、会社に出張日程の変更届を出し、サンフランシスコ空港
年もすぎたが、
“
The
Bottom
でレンタカーして先生にスタンフォード大とシンテック社を案内

トでお会いし、それから５日間、先生の部屋で電話番を務めた。

ないか！それ以来

不思議なものである。１９８０年、ラスベガスで開催された米国

と彼の同
Peter

られ、米国のボスとの夕食会をキャンセルしてどうしても私と食

た面談で、５分もしないうちに初対面の大先生にすっかり気に入

ケルンを立ちブリュッセルに向かい翌日午前

年もの長い親友にはならなかったかもしれない。その日の夕方、

の歴史やステンドグラスに関する博識に驚嘆した。それだけなら

国の大学で知り合った友人達が招待してくれた。バイエルでの講

20

の正 面体 ”)の合成で、１日 時間も合成実験に明け暮れてい
たころ、日本を代表する合成化学者で東工大から東大の教授に招

20

15

を贈り、彼は自作の写真付カレンダーを毎年贈ってくれた。

30

こんなに丈夫なＤＮＡを与えてくれた両親に感謝している。それ

50

10
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50
12

年、日本の自然と浮世絵をこよなく愛する彼

で異なる演題で講演したが、講演会場に入ったら

10

30

生活を経験することを勧めたい。わくわくした感動とともに、世

ようなことが度々起きる。若い方にはとにかく日本を離れて海外

て先生と宿泊し帰国した。海外にいると日本ではありえないこの

っしゃってくれた。加々路さんは私にとってまさに「拾う神」で

ての権限を私に託し「伊藤さんが好きなようにやってくれ」とお

は私の移籍の顛末を全て把握しており、研究所と営業開発部の全

とにかく勉強し、実験し、２～３年後には「合成力では富士フィ

あり、本当に救われた。その期待に応えるべく、研究陣と一緒に

１９９８年、失意の中、三協化学（現在の富士フィルムファイ

ルムより三協化学の方が上である」とささやかれるようになり、

界的視点が養われる。
ンケミカルズ）に移籍した。当時の富士フィルムの儲け頭であっ

それから数年後、皮肉なことに三協化学が富士フィルムに買収さ

妻は東京青山の裕福な家庭に育ち、絶世の美女でしかも才媛。

たカラーネガフィルムの開発で次々と業績をあげ、将来の役員候
勝っていた。また、写真が世の中からなくなるのではないかとの

彼女と秋田の田舎育ちの私が結婚できたのはよくよく考えれば奇

れ、私も富士フイルムグループの一員に戻った。

懸念を持っていたが、
同調する者は誰一人いなかった。
そんな中、

跡的である。両親の大反対を振り切ってなぜか決心してくれた。

を与えた。私がかなりの都会的センスを身につけ、多少なりとも
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補と目されていたが、私の価値観は「好きなことをやりたい」が

上司・役員を説得し、医薬品事業を目指す小さな研究室を作って

はじめて会って１週間後には結婚の約束をし、私が無一文だった

クサックを背負って山登りに行った。それから２ヶ月後に始まっ

いただき、その後、ノーベル医学・生理学賞を受賞されておられ
ン郊外のレキシントンに免疫分野の医薬品開発を目指す子会社を

たカナダとアメリカでの３年間の海外生活は子供の誕生・子育て

ので大学の施設で会費制の人前結婚式をあげ、新婚旅行はリュッ

設立し、利根川先生と一緒にその会社の役員として、日米両方の

もすべて二人でやるしかなかった分、お互いに支え合い強い影響

たＭＩＴの利根川先生の後押しもあって、１９９２年にはボスト

年間の長期計画だった。抗

エイズ薬の臨床試験まで進んだ１９９７年、会長の判断で医薬事

傲慢さが減って人に優しくなったのはほとんど妻のおかげであり、

研究開発を担当することとなった。

業から撤退することとなり、その会社の清算後、突然、三協化学

海外での３年間がその基盤を築いてくれた。

移籍した三協化学は富士フィルムが少し株を持っていたが、約

名のオーナー企業で加々路社長が全権を握っていた。加々路社長

400

もらいほっとしたが、
やりきれない気持ちには変わりがなかった。

化学の方がいいのでは？本当にお疲れ様！」と明るくねぎらって

ていたと思われる妻には申し訳ない気持ちで一杯だったが「三協

に移籍の辞令が出された。富士フィルムの役員になることを信じ

10

現職場を通して感じたこと

やっていなかったので最初は身体がきつかった。また、過去の役

職・プライドを捨てるのに苦労しました。実際の仕事は、月に約

八〇時間、ただし、大学は夏休み・春休みが長いので約三ヶ月は

休みとなります。真夏は暑く大変です。また、大学生はルールを

現役時には、
「人事管理」
「労務管理」を主とした事務系の業務

多いですが、顔だけでは判断つかない中国や韓国の留学生は注意

ると日本の学生は「ごめんなさい・次から守ります。
」との返事か

期 工 藤 俊 行

遵守しない者が多く決められた場所に駐輪せず教室の近い場所に

で日々過ごしてきました。私の年齢では年金が六二歳から支給さ

すると「日本語は分かりません」で誤魔化されます。それで良く

入りそうもない所に無理やり突っ込んで行く始末です。注意をす

れることになっていたので、それを機に骨休みしたい思いで退職

現在は、団地の外の清掃で月約七〇時間、一日七時間労働、五

授業が受けられるのか疑問に思った記憶があります。次に、マナ

シルバー人材センターとは、「高齢者の就業及び活動の機会を確

人体制、交代要員も必要なことから十人編成で輪番勤務となりま

しました。約半年間は、ウォーキング・模型作り・カラオケ等で

保し、組織的な提供を通じて、高齢者の生きがいの充実・社会参

す。リーダーは先輩がやっており、私は当番リーダー（サブリー

ーの悪さ特にタバコのポイ捨です。仕事の合間を利用しボランテ

加の推進を図ることにより活力ある地域社会づくりに寄与するこ

ダー）として、当日の業務を仕切ります。人間は十人十色と云い

遊んでいましたが、どうにも暇をもてあまし、また、身体がなま

とを目的とした団体です。会員は「六〇歳以上で健康な人」
「働く

ますが真にその通りです。仕事の速い・遅い、仕事内容を理解で

ィアで喫煙している者の前であえて吸い殻を拾い、少しでも意識

意欲のある人及び社会奉仕活動等に参加できる人」が主ですが、

きる・できない、頑固な者、雑な者、要領が良い・悪い、積極的

り、ボケていく感じがしたので、健康と暇つぶし及び酒代確保の

公的機関からの請負の仕事は七五歳まで、民間からの請負の仕事

で自主性のある者等様々です。一昨年は、集めてゴミを道路の排

改革になってくれればと思って実施していました。

は健康であれば続けられるのが現状です。ただし、同一職場は五

水溝に捨てた者と仕事がチャランポランな者を住民が管理組合に

ために地域のシルバー人材センターに登録をしました。

年制度を設けている関係から職場が変わる仕組みになっておりま

後も体調が優れず今年の二月に辞めた者が出てくる位、真夏は厳

投書し、両者は「首」になりました。昨年は熱中症になり、その

登録したら直ぐに大学内の自転車整理の仕事に決まり、二人で

しく下着を四・五回取替えます。落葉シーズンは掃除したのに元

す。
半日交代し千五百台の自転車整理でした。事務系だけの仕事しか
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の状態になることは、多くあります。私が当番リーダーの時に指
示をしていない仕事をやり約三十センチの高さの段差から右肩か
ら転倒し労災になりました。年輩の女性ですので治りも遅いので
メンバーを変えなければなりません。幸いに頭に異常がなく一安
心です。当日の責任者としては、直ちに全員に対し、指示した以
外の仕事は実施しないよう周知するとともに安全が最優先である
事を徹底しました。このように様々な行動や考え方を持っている
者が居るのでコミュニケーションが一番大切と思い私が計画し、

佐 藤 正 義

犬の話（おぼろげな記憶の中から）

期

たる。私は、パジャマ姿のまま、外に出て、犬の声がする方に駆

「キャーン、キャーン」と、あられの降る夜に犬の声が響きわ

年二回ノミュニケ シ
H｣ョンで意思疎通を図るべく努力しています。
その他、ボランティア活動にも参加し、社会貢献に努めていま

けて行った。

小犬を側構から引き上げて、そのまゝ家へ戻った。

た。

小犬が側構に落ち、冷たい水の中で、道路に上がれず鳴いてい

すが、今後ともスケジュールが空いている時は参加するようにし
ています。
今後とも同窓会やその他のイベント等に積極的に参加し今後の
老後を過ごしていきたいと思っております。

玄関に入ると、私が外に出た事に驚いた家族がいた。

小犬を引き上げた話をすると、
「お前の後にその犬が居るよ。
」

と言って、早速、古毛布を用意し、犬の居場所を作った。

寒さで震えている犬を浴室に連れて行き、洗濯たらいに湯船の

残り湯を汲み、その中で洗ってやった。

翌日、父が犬小屋を用意し、犬を飼うことになった。犬の名前

は「コロ」
「シロ」
「ゴロ」と、家族が勝手に呼んでいたが、全て

の名前にしっぽを振って答えた。

週２回程度、たらい湯に入れるが、嫌がりもせず気持好さそう
に洗って待っていた。
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犬を連れて散歩している時、
車が通る大通りを横切る犬を見て、

父が丹前姿のまゝ玄関の戸を開け、
「ゴン」と声を掛けると、安
心して玄関前に横たわる。

その後、朝飯を食べ、父の出勤時に一緒に出て行き、門の前で

飛び出さないようにしようと思った。
犬の首を挟みこんで、右を向き、左を向きそれから横切るよう

父に帰るよう合図されると、
家へ戻って来て、
玄関前に横たわる。

帰郷した時、
その話を聞き、「渋谷のハチ公」
を超えたと思った。

なんて」と、ゴンの話をした。

一緒に帰ると、父は家族に「びっくりしたな、駅に迎えに来る

と掛け寄っていった。

父が駅に到着すると、ゴンが駅前で待っていて、父の姿を見る

出掛けて行った。

家族が、
「父がもうすぐ帰って来る。
」と話していると、ゴンが

翌朝、母に玄関を開けてもらい、定位置に横たわった。

って来た。夕飯を食べ終わると、いつもの通り帰って行った。

ゴンが父と一緒に出て行き、いつもとは違い、駅で父と別れ戻

ある日、父は一泊旅行に出掛けた。

ゴンは「渋谷のハチ公」の我家版だと思った。

日課である。

夕飯を食べ終わると、近所の自宅へ戻って行く。これが毎日の

げる。一緒に帰宅すると玄関前の定位置に陣取る。

父が仕事を終えて、門を出ると、ゴンがしっぽを振り父を見上

夕方、父の帰宅時間になると、ゴンは父を迎えに行く。

教えた。散歩の都度、教えると、２、３回で覚えて、大通りへ出
ると右左を見るようになった。
家族と散歩する時も、左右確認をすると聞き、交通ルールを覚
えた賢い犬になったと喜んだ。
しばらくして、散歩した時、犬の様子を見ていると、右を見て、
左を見て、それから横切るのではなく、早く横切る合図をしてく
れと、私の顔を見ている事に気が付いた。
交通ルールを覚えたのではなく、左右確認の動作をして、横切
る合図を待つことを覚えただけで、車が通っても早く合図をして
くれと、私の顔を見上げていたのだった。
交通ルールを覚えてなくても、飛び出すことなく、合図を待つ
ことで、安全に横切ることになり、良かったと思った。
私が、東京に就職してから、数年後の夜、犬小屋へ連れていっ
た犬が、キャンキャン鳴いて小屋の中へ入ろうとしなかった。
玄関へ連れて行くと、家族の顔をしげしげと眺めてから、小屋
へ戻って行った。
翌朝、犬小屋の中で亡くなっていた。
きっと、最後のあいさつをしたのだと、帰郷した時に聞いて、

数年後、ゴンは姿を現さなくなり、心配していると、眼が見え

その後も、父の出勤・帰宅時はゴンが同行する習慣は続いた。

それから数年後、私の家に新戚の犬が来るようになりました。

なくなり、付き添いなしに歩けなくなったと聞いた。飼い主と一

これまでありがとうと手を合わせた。
「ドスン」
「ドスン」と朝早く玄関の戸にぶつかる音がする。
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緒に散歩している時、家族が出会い、
「ゴン」と声を掛けると、し
っぽを振って「ワン」と答えた。眼が見えなくても、声でわかる

芭蕉

と訪れた山と海は何度訪れても絶景と思います。

象潟や 雨に西施が ねぶの花

されていました。
雲の峰 幾つ崩れて 月の山

五月雨を あつめて早し 最上川

暑き日を 海にいれたり 最上川

荒海や 佐渡によこたふ 天河

芭蕉

會良

象潟駅の待合室には昔、能因法師もこの地を訪れている事が記

んだと思った。それから２年後、飼い主に看取られ亡くなった。

晋

汐越や 鶴はぎぬれて 海涼し

藤

等の句を想いながら新潟駅に到着。

新潟からは新幹線で東京に帰りました。晩年は故郷で生活しよ

うと思った事もありましたが今は東京に帰るとホッとします。自

ればこそと心より感謝しております。本年は四月下旬に本荘中学

ようになりました事は、同窓や同郷の皆様の励ましが多くあった

つ、本荘高校東京同窓会のためにお役にたてるのなら、健康に注

義なものにしたいと思います。先立たれた皆様のご冥福を祈りつ

野球観戦、本荘高校の先輩や後輩、同窓会での交流を大切に有意

宅に帰り自室に入ると落ち着きます。五月は大相撲、七月はプロ

校のクラス会があり出席しました。
本荘高校の同期生も数名出席、

意しながら、まだまだ頑張ろうと思う今日この頃です。

ているものと深く考えさせられました。当日は鶴舞公園の桜が満
開で夜桜にも行きました。子供の頃、今は亡き両親と行った夜桜
を思い出し涙、本荘に二泊して翌朝バスで象潟へ、快晴の鳥海山
の雄姿、平安時代には西行法師が、江戸時代には松尾芭蕉が會良
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「ゴン今までありがとう」と手を合わせた。

才の近況
期 工

年間、色々
29

才で早期退社、どうにか画業に専念できる

才になりました。出版社で

60
52 70

色々な苦労を重ねて今日ある事に、人は皆重い物を背負って生き

な経験を積みながら

五月の誕生日で満

70

成田市に移り住んで

があります。その方によれば結論的には「鳴鐘山東勝寺」がその

「旧勝寺」ではないかと推察しています。東勝寺とは聞いたこと

がない方がいらっしゃるかもしれませんが、江戸時代の義民・佐

倉惣五郎を祀る「宗吾霊堂」の名前で広く知られており、年間二

いかと推測される東勝寺も我東北の旧住民や勃興期の東国武士を

期 佐 藤 源 一

百五十万人からの参詣客があるとのことです。開山の詳細は不明

とされていますが、桓武天皇の勅命により坂上田村麻呂が創建し
千葉県成田市に住まいを移して三年が過ぎました。成田市には

鎮圧するため、大和政権側の勢力が開山したものであることがわ

たという寺伝があるようです。このように新勝寺も旧勝寺ではな
成田国際空港があり、海外旅行に出かける人あるいは海外から日

かります。

ますが、「蝦夷」
と関係があるようです。
この地名の由来としては、

成田市には「江弁須」という地名があります。
「エベス」と読み

本を訪れる人で国際線利用客数は年間二千八百万人 平(成二十七
年 を)超え日本最大です。私の所属する町内でも若い人の多くは空
港関連業務の会社に勤務しています。町の中では外国人の観光客

同地にある「皇産霊神社」の「拝殿建設記念碑」には「・・・坂

上田村麻呂が征夷大将軍として東方出征の折に兵馬の糧食を確保

を多く見かけるのはもちろんですが、実際に成田市に住んでいる
外国人の人も多数います。ちなみに、成田市のゴミ収集用の袋に

するため、稔り豊かなこの台地に後方の陣を構え、それを「江弁

須」と名付け・・・」との記載があり、また、東国の征伐で捕ら

はゴミ区分が七カ国語で表示されています。
成田市にはまた、一千年以上の歴史を有する成田山新勝寺があ

えられた捕虜 蝦(夷 を)収容し監視した地であったとする説もあり

との縁も深く「成田屋」の屋号を代々名乗っていることもご存知

毎年開催され、見物人でにぎわいます。歌舞伎役者の市川團十郎

実で、この北総地域には大製鉄地帯が形成されていたのではない

港建設地からは多くの製鉄関連遺構が検出されたということは事

征伐に必需品としての鉄製品 主(として武器類）を生産する製鉄業
に従事させられていたのではないかとする説もあります。成田空

ます。さらに、大和政権の征夷と共に捕虜となったえみし 俘(囚 )
が陸奥の国から大量に東国に移住させられ、この捕虜たちは蝦夷

ります。新勝寺は、平安の昔「平将門の乱」を平定するため弘法
大師開眼の不動明王の御尊像を遷座され開山したとされています。
新年の元朝参りや節分の豆まきなどはテレビでも毎年放映されご

の方もいらっしゃると思います。ところで、
「新勝寺」があるから

かと推定されています。地名として今日まで残るほどですから、

覧になったことがあると思います。七月の初旬には成田祇園祭が

には「旧勝寺」があるはず、と研究されている人に出会ったこと
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なことが次第に明らかになり、東北人の私としては、これはえら

みんなの知るところです。この地の歴史を調べるうちにこのよう

いかとされる蝦夷の住む東北が滅ぼされていったその後の歴史は

たようです。大和政権の蝦夷征伐により縄文人の生き残りではな

このように、ここ成田市 北(総地域を含めて は)奈良時代から平
安時代にかけて律令国家による「えみし征伐」の最前線基地だっ

とであろうと想像されます。

深刻で、ますます先行き不透明な時代になりつつあるように思わ

ていた当時に比べ約半分の生徒数となっているようです。事態は

のではないかといわれています。母校の在校生も私たちが在籍し

ることになりそうです。秋田県の人口は今年中には百万人を切る

が深刻となり、ますますの地方からの介護人材の確保が要請され

とです。一方、東京圏では高齢化が急速に進行し、特に介護問題

「地方消滅」
「東京消滅」 い(ずれも 増田寛也編著 中公新書 が)
現実的な緊急問題として提言されています。前掲書によるとふる

さぞや多くの蝦夷が強制的に故郷からこの地に連れてこられたこ

い所に住み込んでしまったなとの思いを強く持ちました。同時に

れます。

さと秋田県は大潟村以外は全市町村が消滅の危機にあるというこ

「歴史探索大好き人間」としてはこれまでは予期もしなかった新

り住んできました。集団就職などという言葉も生まれましたが、

が日本の産業・経済の発展に従事するため故郷を離れ大都市に移

の時期に生まれたいわゆる団塊の世代で、多くの同級生・同窓生

ころは高度経済成長期の真っただ中で、また戦後のベビーブーム

年東京オリンピックが開催されました。私たちが高校を卒業した

高校一年の時の担任で日本史の授業を受けた江幡勝一郎先生がそ

は、二人の歴史の先生から受けた影響が大きいと思っています。

ように私は感じています。私が歴史に興味を持つようになったの

れるような重要な意義のあるテーマとして改めて問いかけている

ったのか」今日の地方と都市の深刻な問題に一つの解を示してく

泉の遺跡・精神は世界遺産にも認められましたが、
「平泉とは何だ

千年前、ふるさと東北は大和政権に平定されましたが、蝦夷・

既述のように千年以上前の状況と同じような、東北から中央へと

の一人です。残念ながら先生は、平成二十五年八月にお亡くなり

しいテーマに遭遇し、
ますます興味をそそられているところです。

若い人たちの移住がなされたのです。そして「あれから○十年」
、

になりました。同じ年の十月、大学での日本史の先生だった高橋

東北人は京都や鎌倉にも勝る「平泉」政権を確立し、平和で豊か

日本は驚異的な発展を成し遂げ当時からは想像もつかないような

富雄先生が亡くなられました。私が大きな影響を受けた二人の歴

さて、時は下って昭和四十一年東京同窓会が再建出発し今年は五

今日の姿になりました。当時の若い人たちも今は前期・後期高齢

史の先生が奇しくも同じ年に亡くなられてしまいました。先生の

な奥州文化を築き上げ、一世紀にわたって継続しました。この平

者の仲間入りとなった今日、東京圏一極集中化、少子高齢化など

最晩期の著作の一つである「平泉の世紀」 講(談社学術文庫 を)最

十周年になります。私たち六十期は昭和四十年の卒業ですが、前

社会問題が顕在化してきました。特に人口減少の問題が深刻で、
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近読み直し深い感銘を覚えました。ご興味のある方は是非一読さ
れることをお勧めします。

『子吉川と北前船』
期 小笠原弘三

●本荘・武田家は北前船とともにやって来た
私の家は本荘で、由利橋のすぐ近くにあった。まだ子供だった
年頃は、気候も今のような温暖化ではなく、冬になると子

大阪（上方）と北陸・出羽・陸奥・蝦夷とを日本海沿岸に沿っ

て結ぶ海運に北前船があった。北前船の航路は江戸初期の寛文

年（１６７２）に西廻り航路として開発され、これを契機に出羽・

陸奥の諸港は湧き立ち交易は活発化され、経済や文化はめざまし

い進展をみせた。以来、出羽の諸港の浮沈はまさに西廻り航路の

消長と、運命をともにすることになる。

私のルーツとなる本荘・武田家は、まさにこの北前船に乗って

やってきた。記録によれば加賀国小松から出羽国本荘に渡って来

て、元禄年間には出戸町（現在の桶屋町あたり）に居を構えたと
ある。

江戸時代、本荘六郷藩は二万石の典型的な城下町として発展し

た。町人町は大きく出戸町と古雪町に分けられた。前者には油小

て水位が下がるのに合わせて砂利採り舟が何隻もでて、その傍ら

ると矢島方面から筏流しで杉丸太やブナ材が運ばれて来た。やが

吉川は凍結して氷を切り出していた。雪も融け春の増水時期にな

て評判があったが、これは北前船の船頭たちによって持ちこまれ

われた「本荘追分」は早間の三味線にのった陽気なお座敷唄とし

全国にその名は高く、遊郭は殷賑をきわめていた。古雪の郭で唄

町、片町、浜の町があった。中でも古雪は北前船の寄港地として

路、上横町、中横町、桶屋町、鍛冶町、日役 ひ(きじ 町)、猟師町、
大町、中町、田町、後町があり、後者には和泉町、古雪町、観音

を本高のボートが練習していた。そしてつかの間の夏、由利橋下

象潟湾は百三の島が浮かぶ景勝地として芭蕉も詠んでいるが、

た「信濃追分」などから発展したものだ。

時代からの木材廻船問屋だったことを知った。そこで、その時に

の波止場からポンポン舟に乗って、私たちは海水浴場に行った。

調べた北前船のことや幼いころから親しんだ子吉川について、寄

●北前船で栄えた由利の経済や文化

昭和

12

文化元年 １(８０４ の)大地震で地盤が隆起してしまった。隆起前
の象潟の塩越港は良港として知られ、千石船が１２艘も碇泊でき

稿してみたい。
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２００８年、私は親戚で幼なじみの武田一枝 旧(姓 さ)んとで『本
荘・武田家の歴史』を上梓した。この中で、私たちの先祖は江戸

30

北）へ陸送されていた。塩越の象潟川に架かる欄干橋のたもとに

荘藩領で、陸揚げされた荷物は内陸部の秋田領（雄勝、平鹿、仙

て、町内には町奉行所や廻船問屋が７軒あったという。ここは本

の輸入される旧暦四月初旬になると石脇港は俄然殷賑を呈し、石

船の取引をめぐっては、いつも紛争が絶えなかった。鰊（かど）

船を奪い合ったという。とくに北海道・松前から入船するニシン

脇港がほとんど鰊輸入を独占し、販路は由利郡内はもちろん雄

勝・平鹿二郡におよんでいたという。また、北前船は由利の地に

さまざまな文化をもたらし、多彩な文人墨客も運んできてくれて

は史跡「船つなぎ石」があるが、元禄２年 １(６８９ 『)奥の細道』
因みにこの塩越の小浜の辺りに、私の曾祖父・武田喜代松が、

化との交流によって作りだされた文化財が今も各地にのこされて

の芭蕉と曾良がここで俳句を詠っている。
明治 年 １(９０５ 日)露戦争戦勝記念として合歓園温泉旅館をつ
くったが、これは今で云うヘルスセンター。そして現在、ここか

いる。

５年 １８５８ だが、この時に作られた「本荘港と石脇港所属の
(
)
廻船問屋」の案内が遺されている（別図参照）
。これによると廻船

江戸幕府が鎖国を止めて日米修好通商条約調印をしたのが安政

いる。象潟・平沢や本荘・亀田・矢島などには、同時代の上方文

ら少し蚶満寺によったところには展望温泉を備えた道の駅・ねむ
の丘がある。
街道の宿場、北前船の寄港地として発展していた。平沢の三森港

問屋が、本荘港には７軒、石脇港には６軒記されている。本荘大

にかほ市平沢は小規模ながら仁賀保氏３千石の城下町の羽州浜
世紀末、斉藤市兵衛・遠田四

は狭く商圏も大きくなかったが、

町の商人宿・小松屋儀兵衛も載っているが、現在も中町にある小
松屋旅館である。

本高のボートがＵターンする辺りの中島に設けていた。子吉川舟

明治を経て大正時代までつづいていて、明治以降の方が隆盛を極

私たちは北前船交易は江戸時代のことと思っているが、じつは

●北前船交易の繁栄と凋落、そして新たなる発展

運による矢島藩からの米積舟は矢島町川辺の船着場から発った。

めていたと知ると、驚いてしまう。

こうして、北前船交易は米・木材・杉板・杉皮を大阪などに送

の藩政時代からの子吉川水運経済が基礎となって、北前船交易は

古雪港と石脇港を擁する本荘港では、本荘藩・亀田藩・矢島藩

り、塩・砂糖その他工芸品、陶器などの雑器・雑貨・古着などを

明治時代になっても一層活発化した。明治 年 １(８７９ ２)月に
は子吉川に子吉橋が架かり、本荘港の廻船業は好景気を迎えます

ちが大方であった。

筏流しも矢島を発ち木材を集約しながら、筏乗りは新上条の人た

を競っていた。また矢島藩も藩倉をおいて移送米を収納したが、

を亀田岩城藩が交易港として整備し、川をはさんで二つの港が覇

本荘の子吉川河口、左岸の古雪町を本荘六郷藩が、右岸の石脇

郎右衛門・大丸屋久太郎らの廻船問屋があったと記されている。

18

移入した。古雪と石脇の両岸の廻船問屋は対抗意識が強く、入港

12
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38

ます繁栄を謳歌していく。日清戦争 １(８９４ 、)日露戦争 １(９０
４ そ)して第一次世界大戦（大正３年、１９１４）と、日本国の勃
興や戦時景気にほとんど波長をあわせるかのように、本荘港を核

これには由利本荘市とにかほ市も後援として参加している。その

後、この活動は着実に進展して『北前船コリドール構想』が提案

され、２０１５年からはいよいよ動きはじめている。

この構想では、
“ほんの１００年ほど前には日本海側に、北前船

交易による立派な経済圏が存在し、秋田や山形などは決して「裏

とする子吉川水運経済はひたすら発展を遂げていく。
しかし好調な子吉川水運経済も徐々に下降をたどり、その凋落

ルートを点から面へ、回廊として発展させよう”とするものだ。

大通り・回廊を意味し、かつて日本海側が栄えた「北前船寄港地」

日本」ではなかった。コリドールとは、人と物が行き交う通路・

年 １(

を決定的なものにしたのは、北前船交易から鉄道への運輸革命で
あった。大正

年 １(９２２ 本)荘にも鉄道が開通し、大正

２９ に)はニューヨーク株式大暴落に端を発した世界大恐慌、翌年
には日本でも昭和大恐慌となる。

お宅を訪ねたり、子吉川や象潟・平沢の地を実際に歩いて、子吉

くは、故・高野喜代一さんから教えて頂いた。何度も高野さんの

私は「子吉川と北前船」について調査研究を行ったが、その多

羽越線開通の運輸革命によって行き詰った古雪港や石脇港の廻

た。そして今、新たな「コリドール構想」も始動するわが故郷に

川を母なる川とする本荘・由利の地の多様で豊かなことを実感し

たが、それも世界大恐慌による不景気のダメ押しで完全に立ち行

賛歌をおくりたい。

田雑貨店（小さなデパート）を中横町に興したが、それも昭和

なビジネスに活路を見出す人びともいた。私の祖・武田本家は武

かなくなる。このような大激動の中でも、生き残りをかけて新た

船問屋の多くは、金融業（いわゆる金貸し）に転業して凌いでい

９２４ 羽)越線は全面開通した。これによって本荘港での廻船業は
急速に衰退する。さらに追い打ちをかけるように、昭和４年 １(９

13

港地が主体になって「北前船寄港地フォーラム」が設立された。

な脚光を浴びつつある。２００６年、秋田県や山形県の北前船寄

最近になって、江戸から明治・大正に及んだ北前船交易は新た

った長田建設である。

廻船問屋・能登屋藤四郎の末裔となる、かつては古雪に本社があ

年 １(９３９ に)は閉店に追い込まれ、その後の一族はさまざまな
小売・専門店に転じた。現在でもしっかりと継承しているのが、

14
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本荘港と石脇港所属の廻船問屋

口

「七十数年のおつきあい」

期 田

宏

本荘高校ＯＢ・ＯＧの皆様におかれましては、ご清祥のことと

心よりお慶び申し上げます。私は母の介護のため平成二十年に帰

省し、母が亡くなるまでの七年間、岩谷町の自宅に一人住まいし

一人で母を看取りました。皆様には大変お世話になり誠に有難う

周年記念誌が発刊される

ございました。心よりお礼申し上げます。

わが母校本荘高校の東京同窓会第

の真っただ中、わざわざ亡き母・孝子のためにご会葬頂き誠にあ

本日は、ご多忙にもかかわらず、特に農家の皆様には、稲刈り

母の葬儀に際し、喪主として一言お礼の挨拶を申し上げます。

【喪主挨拶】

り頂いた弔電及び先生への御礼状も添えます。

より丁重なる弔電、弔辞を頂戴しました。お許しを頂き、先生よ

葬儀には元衆議院議員内閣官房長官、元運輸大臣、村岡兼造様

します。

に当たり、葬儀の際の「喪主挨拶」を中心に作成した原稿を投稿

50

りがとうございました。またご丁重なるお供物や供花、弔電、弔

辞を賜り、重ねて御礼申し上げます。
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の後急変し、九月二十七日午後０時４０分に亡くなりました。お

で組合病院に入院、お盆の頃一時回復し退院の予定でしたが、そ

二月で満九十二才を迎えるはずでした。この七月二十四日熱中症

母は、大正十二年十二月、旧本荘市中堅町に生まれて、この十

情の賜物であり、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。

様、さらにはご近所の皆様、そして岩谷町、八区の皆々様のご厚

く終えることができましたが、これもひとえに、ご会葬頂いた皆

永久に眠りにつくことが出来たと思います。本日の葬儀を滞りな

をありがたく頂戴しながら、母は九十二才を一期として安らかに

にかえさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。

医者の見立ては心不全でした。生前母は「もう思い残すことはな

昭和十五年、十六年の戦争が激しさを増す頃、母は二十才前後

【弔電・元衆議院議員内閣官房長官、元運輸大臣、村岡兼造様よ

これからも私ども遺族に対し、故人同様のご厚誼を賜りますよう

で旧本荘町鶴舞小学校で教鞭をとり、三年生、四年生の担任をし

り】

い、悔いはない」と達観していました。子供の私から見ても、誠

ました。
その頃の生徒さんには、
元内閣官房長官の村岡兼造先生、

「田口孝子先生のご逝去に報に接し、謹んでお悔やみ申し上げま

お願い申し上げまして、誠に措辞でございますが、お礼のご挨拶

東京足立区で建築会社の社長、会長を歴任された石脇出身の三浦

す。在りし日のお姿を偲び心からご冥福をお祈りします」
（九月二

に見事な人生でした。

昭太郎さん、石脇曹洞宗「長禅寺」前住職の金子さん、本荘高校、

十八日午後五時）
【先生へのお礼状】

秋田北高校、秋田高校の先生であった高木純朗さん（東大出身）
と多士済々であったと聞いております。

た。私は小さい頃からそうした話を聞きながら成長しました。母

事にもすばしこい子供さんであった、と懐かしげに語っていまし

「誇り」を持ち続けていました。特に村岡先生は、頭脳明晰で何

せていただき、亡くなる寸前まで皆様の教員であったことに強い

まで励ましのお電話をいただき身の引き締まる思いをいたしまし

し、恐縮しております。また先日先生が帰秋の際、わざわざ自宅

く生花とご弔電をお届けいただきまして私たち遺族一同大変感動

生花とご弔電をいただき厚く御礼申し上げます。親類より最も早

拝啓 先般は、亡き母田口孝子（旧姓村上）の為にご丁重なる

村岡先生 殿

の保育園時代のことはあやめ会、清野先生が先程弔辞の中でご紹

た。葬儀の際の喪主挨拶を添えて、お礼のご挨拶とさせて頂きま

母は、皆さんとのご縁を大切にして七十数年のおつきあいをさ

介していただきましたので省略しますが、私が中学三年の時、保

敬具

す。

平成二十七年十月三十日

田口 宏

母試験を一回で合格したことが記憶にあります。
今こうして田口家父の菩提寺の長谷寺様、母の両親が眠ってい
る蔵堅寺様、地元岩谷麓の永伝寺様による読経と皆様方のご焼香
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期

年の暮れに中学時代のクラスメイトから郵便物が届い

若田部 小(石 京
)子

遠きにありて想うこと

平成

期、昭和

年卒業で卒業証書には組合立出羽中学校と

いう学校名が消えてしまうのは残念であるが仕方の無いことでし
ょう。
私は

記載されていたように思う。中を開くと懐かしい片屋根のまるで

期生までの写真と名前が載っていた。私の兄弟、姉妹

鶏舎のような学校の写真が載っていた。頁をめくっていくと第１
期生から

７人のうち５人が出羽中学校を卒業しているので夢中になって写
期生、三女の私が

期生、三男と四男の間に次女がい

真と名簿を探した。長男が２期生、次男が５期生、三男が８期生、
四男が

たが１歳でなくなった。生きていたら

期生である。写真もクラ

行したこと、何部か手に入ったのでプレゼントしますとの手紙が

校章が気に入っていた。教育長の説明によると出羽中学校の歴史

この記念誌を見ながら兄弟・姉妹にも見せてやりたいという気

は次の通り。昭和

ここから私はお思い出すままに祖父母、両親、兄弟、姉妹、それ

い時の私の目から見た家族の想い出も綴ってみたい気持ちになり、

中学校に改名し再出発して以来、市町村の合併、中学校組合の解

ぞれの連れ合い、甥、姪、お正月、お盆の行事、我が家のご馳走

年、平成

散等の変遷を経て、平成
て改名して

年３月で

枚、
ことを綴った。

A4

歳までの

ページに写真と名簿、そして「家族
40

の想い出」は私が４～５歳から結婚して秋田を離れる

クリアファイルで

に関連付けて思い出すことに気付いた。そして何回も何回も思い

とであった。
生徒数が少なく部活動も思うように出来なかったらしい。全国
的に地方ではこのような事態になっていると思われる。出羽中と

22

20

は大内中学校との統合により校舎は継続使用し、由利本荘市立大

27

出しては付け加えながら「小石家家族の想い出」は完成した。

65

17

27

内中学校として大内地区唯一の中学校としてスタートするとのこ

年の幕をとじ、

年３月、由利本荘市立出羽中学校とし

年４月岩谷村、北内越村組合立出羽

持ちが湧いてきた。見せてやるだけではなく、バッチの私が小さ

りだったことである。思わず笑ってしまった。

気が付いたことは４人の兄達は父親の若い時の写真の顔とそっく

11

などを書き綴ってみた。書いていくうちに何かを思い出すと次々

岩谷中を母体として、昭和

22

年度から

25

年４月設立の北内越村立北内越中、岩谷村立

鷹の羽を交差させた真ん中に「中」という漢字の校章、私はこの

表紙には「堤台の丘に立つ」という文字と学校の写真、そして

スごとの写真では容易に兄の顔を見つけることができた。そして

た。その中には母校である出羽中学校が閉校するので記念誌を発

40

入っていた。

15

63
10
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65

13

26

山、そして田植えの終わった田圃、見慣れた懐かしい風景で、実

に頂いた年賀状の写真を使わせてもらった。晴れ渡った空と鳥海

表紙には今は亡き同級生、佐藤（大友）彰子さんから何年も前

にもきっと参加してくれたに違いないと思うと残念である。

世話役をしてくださった。もしも現在元気でいたら今回の同期会

まれる。地元で開催する時にはいつも亡くなった佐藤彰子さんが

同じ空気を吸って育った仲間と語り合う時は不思議なことにた

開かれない。参加者がなかなか集まらないのだ。もっと積極的に

家の深沢部落からいつも見ていた風景だったのでこれ以外には無

私達兄弟・姉妹は両親が亡くなってから実家に帰省することも

東京同窓会の懇親会に参加してくれたらミニ同期会になるのにと

ちまちその当時のことが思い出されて、小学生、中学生に戻った

少なくなってしまうので兄弟・姉妹で会う機会も無くなってしま

思い、何回か案内を出したが同期生の参加は増えないのでちょっ

いと思って使わしてもらった。カラーコピーが優れているので綺

うからと三男の兄が実家の近くに林檎、柿、栗などを植え、それ

と残念であった。故郷のなまりで会話が進み、同窓会も楽しい場

気分でとても楽しいひと時だ。残念なことに高校の同期会は殆ど

を収穫するという名目で毎年、秋に集まっている。この集まりに

になりますよ。遠慮なくお喋りできる東京同窓会の懇親会に同期

名の参加申

期 湯 田 友 夫

った地元建設会社の社長として活躍している伊藤佐喜男さんも含

ている。この参加者の中には閉校記念誌をプレゼントしてくださ

現在、横浜市の緑区に住んでいますが、高校同窓会、大学同窓会、

本荘高校を卒業し、
故郷を離れてから約五十年近くになります。
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麗に出来上がった。

お土産として持っていきたいと考えたのが家族の想い出綴りのき

生を誘って参加してみませんか。

年秋、お土産として皆さんに渡すことが出来た。兄たち

名、総勢

26

自治会活動を経験して

っかけになった。
平成

はとても喜んでくれた。兄弟・姉妹共に歳を重ね、姉は亡くなり、
あと何年皆で会えるかわからないけれども子供たちにも見てもら
い、自分の親が育った故郷のこと、その家族の結びつきなどを思
年）、中学校の同期会を東京都内でやりたいという話

い出してくれたら嬉しいと思っている。
本年（

が出て、７月７日～８日に会場を上野の不忍池近くのホテルを予
名、県外から

約した。私を含め近くに住んでいる５人が世話役となり案内を出
したところ、秋田から

15

し込みがあった。卒業以来、初めて会う人もいるので楽しみにし

11

65

27
28

長の経験は何回かあるが、自治会の役員の経験はなかったのです

管理組合の他に単独で自治会を形成しています。これまでは、班

任していました。
今住んでいるマンションは二百十一世帯ですが、

学の同窓会及び会社関係の活動に積極的に参加あるいは役員に就

務の傍らに参加している。これまではどちらかというと高校・大

た仲間との交流会、ふるさと会等の同窓会や会合に、今の会社勤

六十二歳まで務めた会社のＯＢ会、会社の学会活動等で知り合っ

選任するようにすれば良かったのですが、変革時には二年続けて

なったようです。その時に、二年目の役員から会長と事務局長を

分からないが、スムーズに引き継ぐために半数交代の二年任期と

賛成を得ました。当初は一年任期であったのですが、いつの頃か

という組織に変えようと、私案を作成し、役員会に諮り全員から

は二年目会長含みの副会長、二年目は事務局長含みの事務局次長

総会で正式に会長として承認されてからは、一年掛けて、一年目

会長職等を務め二年目で会長となることが良いと思っていたので、

続けて会長職を担うことは、高校同窓会の事務局長を引受けるこ

が（むしろ役員になることを避けていた）
、平成二十六年一月にそ

を決めるということに私は非常に驚きました。なかなか自分から

ともあり避けたかったので、二年目の会長には一年目の事務局長

会長や事務局長になる必要があったので一年目の役員から会長と

会長や事務局長をやるという人はいないので、例年通り抽選で役

を口説いて会長候補、事務局長には一年目の事務局次長を口説い

の当時の会長他役員から頼まれて自治会の役員（立候補が無い場

職を決めることにしました。運悪く（ある意味運よく）私は二年

てお願いしました。ここには、もう一つ私の狙いがあって、是非

事務局長を選任したようです。
過去の役員経験者に聞いたところ、

目の役員が望んでいたように会長に当ってしまいました。抽選が

とも女性会長の誕生を願っていました。私が所属している自治会

合は輪番制で未経験者より候補者を選定）を引受けることになり

始まる前にはどうせやるなら会長で良いと思っていたので、一応

の歴代の会長は男性であり、また地域の９自治会の会長の集まり

多くの人がおかしいとは思っていたがなかなか自分から改革しよ

ポーズで若干落胆している素振りは見せたが、心の中では既に自

である連合自治会に出席して分かったことであるが、他の自治会

ました。自治会役員は二年任期で、総数十二名の半数交代となっ

治会組織を改革しようと思っていました。四十代になったばかり

でも全員男性の会長であり、これまでに女性の会長はいなかった

うとは思わなかったようです。言いだしっぺである私には、他の

の頃に、会社の組合で約六百名の本社の支部長を経験したことが

と聞きました。私の所属している自治会は入れ替わりが少なく、

ていました。その時に新規に役員候補となったのは六名ですが、

ありますが、その時も任期は二年で、一年目は広報部長を務め、

住民の高齢化が進んでいるので、将来的には若い世代の入居が無

役員からは二年続けて会長をとの推薦もあったが、私自身も二年

その一年間で支部長の何たるかを学んで、二年目に支部長になり

い限り、
自治会活動が縮小される可能性が想定されます。
そこで、

新規の六名から三役の会長、事務局長及び会計の三名を含む役職

ました。私としては、二年任期の場合は、一年目で会長の下で副
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会長はスムーズに二年目の役員から選任されています。但し、今

今年度は会計監査員
（来年の四月初旬に会計監査を行う）
ですが、

ています。平成二十八年度自治会は、私は二年の任期を終えて、

生）であり、積極性もあったので自画自賛ですが適任人事と思っ

いました。今回私とコンビを組んだ事務局長は女性（中学校の先

性に就任していただき、少しでも自治会活動を活発化したいと思

是非とも女性の会長を誕生させて、男性より長生きし、元気な女

協力してお互いに助け合うことが重要と思います。

るので色々なイベントに参加して、
住民の皆様と顔見知りになり、

共助、公助の段階がありますが、自分で出来ることには限界があ

という時にはお互いに助けになると思います。
大災害時には自助、

住民の皆様と普段からコミュニケーションをとっていれば、いざ

感じました。遠くの親戚より近くの他人と言われますが、近隣の

ことが再認識されたように、地域との関わり合いが重要であると

日本大震災や集中豪雨による大災害を契機に「絆」が大事である

人は生を受けてから家族、幼稚園、小学校、中学校、高校、ふ

年度は男性であるが、来年度は若い世代の女性会長となりそうで
す。

るさと、大学、会社、住んでいる地域などの同級生、同窓生、友

人、知人、仲間、隣人と関わり合いを持っています。私のこれか

ここで私が所属している自治会の年間のイベントを紹介します。
四月には総会、キックベースボール大会（連合自治会主催）
、五月

らの人生で恐らく時間的、地理的に一番関わり合いを持つことに

域でのボランティア活動を、他の同窓会、ふるさと会、会社のＯ

には退任役員の慰労会、福祉まつり（連合自治会主催）
、七月には
氷、おもちゃ等の販売、お神輿担ぎ、盆踊り他）
、九月には第一回

Ｂ会の活動とのバランスを取りながら、自治会役員の任期を終え

なる今住んでいる近隣の皆様との関係、すなわち自治会活動や地

防災訓練（連合自治会主催）
、敬老会、十月には健民祭（連合自治

た後も継続する努力をしていくことが重要と思っています。

一大イベントである納涼祭（焼きそば、焼き鳥、生ビール、かき

会主催運動会）
、十二月には炊出し訓練を兼ねた餅つき大会、一月
には新年書き初めと餅つき大会（連合自治会主催）
、成人式のお祝
い、二月には第二回防災訓練（連合自治会主催）があります。定
例役員会は月に１回ですが、イベントによってはその準備のため
に毎週土曜日か日曜日に集まることもあります。会長はこれ以外
に連合自治会の会長会に月１回出席し、地元の小学校、中学校の
入学式や卒業式、
出初式等への出席が要請されることもあります。
一年目の会長の時は、自治会及び連合自治会のイベントには全
て責任者として参加しました。二年間の自治会活動を通じて、東
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藤 典 明

レコードをめぐる、あれこれ
期 伊

ＬＰレコードをたくさん持っている。手狭なため実家に送った
ものを合わせると、一千枚近いだろうか。多いのはクラシック系

られたが、どうやら気持ちが通じたようで、追認された。

二度目の下宿は、高校と駅との中間に位置していて、恰好の社

交場となった。部活の関係もあって、音楽好きが集まった。先輩

からジャズのレコードを聴かせてもらったのもこのころだ。とぼ

しい小遣いの中から、デューク・エリントン楽団の名曲集を買っ

た。これを某友人に貸し、何日か後に訪ねたところ、彼は、
「Ａ列

車で行こう」の冒頭のピアノ・ソロを寸分たがわずに演奏した。

その見事さに舌を巻いた。のちに、彼はプロになった。

鑑賞用教材のレコード（珍しい二五センチ盤）が幾枚かあった。

もともと、小学校の教師をしていた母のおかげで、実家には、

たんはビッグバンドに在籍したものの、連日の終電までの練習に

をよくした。スピーカーの自作に寝食を忘れる日もあった。いっ

のような生活だった。エア・チェック（ＦＭ放送の聴取・録音）

大学時代も、場所を東京に移しただけで、おおむね高校の延長

父が買った懐メロのセット物や、兄が揃えたソノシート（半透明

耐えきれず、ほどなくやめた。才能がないのを見極めるのも才能

で、ほかにも、ジャズ、ポップス、落語などさまざまある。

の薄いレコード）もあった。それらのうち、おもしろそうなもの

食費を切りつめて、秋葉原の、今はない『石丸電気３号館』で、

のうち、と自己弁護した。時間はたっぷりあっても、おいそれと

親にねだって買ってもらった最初のレコードは、カラヤン指揮

ワルターのアメリカ直輸入盤を何枚かまとめ買いしたことがある。

を枕もとの電蓄で聴き、夜は子守唄代わりにした。ワルター指揮

のおなじみ「運命」
「未完成」が表裏に収められたものだ。静電気

直輸入盤は一般に国内盤より安い。このときもさほどの出費では

新譜は買えない。手持ちのレコードを繰りかえし聴きこんだ。

防止に効果があるとかで、赤い盤面だった。中学のときか高校に

なかったが、とてつもない贅沢をしている気がした。

のベートーヴェン「田園」の第一楽章がお気にいりだった。

入ってまもないころだったと思うが、定かでない。店は、本荘の、

親に内緒でローンを組み、プレーヤーとアンプを買い、ヘッドホ

高校に入学し、下宿（間借り）することになった。このとき、

画、本などのフロアもあるビル）ができた。欲しいレコードがと

ＡＶＥ』という、とても洗練されたレコード店（だけでなく、映

せずに買えることだった。昭和五八年、職場のある六本木に『Ｗ

就職して何よりうれしかったのは、レコードと本を誰にも遠慮

ンでレコードを聴きだした。契約書の保証人欄に父の名前を書い

ころ狭しと並んでいた。ここで、ずいぶん収集した。交響曲や歌

たしか『ポルカ』といった。

たことで、父に確認の連絡がいき、不正が発覚した。しこたま怒
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説やら歌詞を訳すといったこともやった。たとえ買わなくても、

劇をドイツやイギリスの直輸入盤で買い、辞書と首っ引きで、解

と、ひっくり返したり、続きの盤を乗せかえるのが煩わしい（ワ

ょっとの油断で盤面が傷ついてしまうので緊張する。長い演奏だ

それなのに、
なぜレコードなのか。
好きな理由を説明するのは、

ーグナーの「神々の黄昏」など、一曲で六枚もある）
。

てのレコードを探して送ってあげたことも一度や二度ではない。

案外むずかしい。溝に刻まれた音楽信号を針でなぞってすくい上

足繁く通ってジャケットを眺めた。秋田の友人から頼まれ、目当
しかし、やがてＣＤが主流となり、またたく間にレコードの陳列

すると、すばらしい音を聴かせてくれる。ジャケットは大きく見

げる仕組みが、アナログ人間を自認する自分の心性にぴったりく

結婚して住みはじめたのは、二Ｋのアパートだった。オーディ

応えがあり、それ自体が芸術的だ。すでに消滅した各国の多様な

が減って、魅力を感じなくなった。この店は、十五年ほど前、六

オ装置とレコード棚が占める容積は、ばかにならない。大きなス

レーベルもなつかしい。それを手に入れたときの光景や心境が、

るのかもしれない。愛情をもって調整されたオーディオ装置を介

ピーカーの下には、床が共振しないようにコンクリートのドブ板

古い日記を読んだときのように現前する。レコードは、
「モノ」と

本木ヒルズのための再開発事業で、ビルごと姿を消した。

を敷いていた。これでは、家人が眉をひそめるのも無理はない。

しての実在のうちに、深い静かな郷愁を秘めている。

昨今、レコードがブームだという。もちろん、かつてのような

さすがにドブ板は撤去し、スピーカーも小さなものにした。子ど
もができてしばらくは、童謡や幼児向けビデオを除き、音楽にひ
高田馬場に『タイム』という老舗の中古レコード店があった。

ード再生や保守のための機器・部品も、新品・中古レコードも、

そうではあっても、少数ながら愛好家がいることは事実だ。レコ

全盛期が再来するはずはなく、
そう信ずるほどナイーヴでもない。

勤め帰りに途中下車し、この店で中古レコードを物色するように

巷に出まわっている。せめてこのような状況が続いてくれればい

たる余裕は、まずなかった。それでも「虫」は騒ぎはじめる。

なった。買いそびれたまま廃盤になってしまったものや、五代目

いが、と祈らずにはいられない。

還暦をすぎ、病気や余命を語る歳になった。さいわい、聴力も

志ん生の落語、デューク・エイセスの「にほんのうた」などの掘
り出し物を手に入れた。転居してからは、経路が変わって足が遠

体調も良好な状態を保っているようだ。手が震えては、レコード

を少し上等のものにして、今あるレコードを、じっくりと丁寧に

のいた。
この店は長く続いたが、
時流には逆らえなかったものか、
レコードは、かさばって重いし、斜めにすれば反ってしまう。

聴き直してみたい。その実現には、まず部屋の片づけと、それな

に針を下ろすことさえできなくなる。願わくば、オーディオ装置

しけるとジャケットにシミができ、本体にはカビが生える（実家

りの資金が必要だ。 H｣H｣
なんだか頭が痛くなってきた。

今年のはじめ、ついに閉店したらしい。

に置いてあるものが心配だ）
。特有のパチパチいう雑音も入る。ち
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佛壇屋に勤めて思うこと
期 佐 藤 俊 悦

勤務していたお店が閉店になり、やむなく後を引き継ぐ形で独
立してから一年三か月になろうとしている今、それまでの佛壇屋
で感じたことなど思い出すままに綴ってみたいと思います。

気持ちを思うとこれもしかたないかと思う様にしました。

お寺をまわっていると無縁仏の石碑の中に子供の戒名が刻んで

あったりするのを見るたび、子を亡くした親の気持ち、戒名をつ

けた昔の住職さんの優しさなどが感じとられました。人格者の住

職さんが多い中で糖尿病なのにいつ行っても昼寝をしている住職、

そしてせっかく来たからと言ってお茶を出してくれて、さつまい

もを食べながらおならをする住職さんといろいろな方に出会いま
した。

気がついてみると今年還暦を迎えました。自分が困っている時

はとっても恵まれているなと思う今日この頃です。この先何年商

にはいつでも「力」になってくれた人がいたりして、自分の人生

ハローワークにて見つけた佛壇屋に再就職できたのは四十六歳の

売が続くか分かりませんがあと数年でもいいから生きのびられた

四十五歳のそれまで勤めていた建築関係の会社をリストラされ、
時でした。それまでの分刻みのスケジュール、また営業目標に追

らなあと思っております。

期 保科勇記夫

由利高原鉄道 応援団

いかけまわされる毎日から一転、定年後の暇つぶしみたいなゆる
ゆるの環境でとまどうことばかり。毎日のお寺さんへの挨拶廻り
と御用聞き、土日にたまに入る佛壇の配達等いろいろありました
が、
店に入ると並んでいる佛壇の数々の気味悪さと線香のにおい、
仏壇の配達に行った先の祭壇の遺影と骨つぼ等に悩まされました
が、次第にそれにも慣れ、友人・知人の「おくりびと」と勘違い
されることにも慣れてきました。
佛壇の配達で一番驚いたのはご主人を亡くされた御婦人の立ち
直りの早いこと、なかでも御主人の入院中に仏壇を求められる気
屋さんとは知り合いになりたくない」等のいやな言葉を浴びせら

に乗りました。
無料駐車場のある薬師堂駅から乗る事にしまして、

今年５月に帰省した時、
何十年振りに由利高原鉄道
（旧 矢島線）

の早さにはびっくりしたものです。子供に先立たれた方の「佛壇
れたのももう昔のこととなりました。でも子供に先立たれた親の

73
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70

が降りてきたのです。各自の車でここに集合して、１台の車で山

ていたら、その後続々と数台の車が到着、山菜採りに行った人達

着いてビックリ、多くの車があり、皆、由利鉄に乗る人だと思っ

鉄を守りましょう」

矢島に行っている回数が多いのは間違いないです 笑( )
是非、帰省された時や地元の方、由利鉄に乗って、
「故郷の由利

東京からは勿論、全国から駆けつけます。帰省する私よりも本荘・

ゆったりと「ブラ由利鉄 旅」もいいですよ～～。

へ行く。こんなのありなんでしょうね。
さて乗車。車内は秋田弁でない撮り鉄・乗り鉄と思われる人達

頁参照 。)宜しくお願い致します。

また、応援団やオーナー制に興味がある方は私にご連絡下さい 連(
絡先は広告欄に掲載

108

で賑わっていて、車窓からは田園・鳥海山・風車など映画のワン
シーンのような情景が流れてきて感動しました。後日地元の友人
分で

に話をしたら、車で移動するので乗る事はないとの事です。盛り
上がっているのは地元以外の人達なのかも知れません。約
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矢島駅に到着。

赤い応援Ｔシャツ

まず春田社長に「由利高原鉄道アシストクラブ・つり革オーナ
ー」の申込みをしました。五千円で１年間 私のつり革が 別(途写
真 、)由利鉄にゆらゆらと揺られます。自分では見る機会がありま
せんが、１ヶ月後、フェイスブックの友達から「保科さんのつり
革を見ましたよ」って、写真が送られてきまして、感激しました。
この時は本当に嬉しかったです。
次に天寿の大井社長（高校同級生）を表敬訪問して、次回は篁
で会う事を約束。帰りの車中では、春田社長から由利鉄の頑張っ
ている話しやご苦労されている話しを聞きました。
由利鉄応援団って何？と思っている方、私もまだ初心者なので
うまく説明はできませんが、
「こよなく由利鉄を愛する人達・電車
が大好きな人達の集まり」とでも言いますか。当店にも沢山の応
援団の方達が来てくれます。それに、地元で由利鉄のイベントが
あれば、皆さんオリジナルの赤い応援Ｔシャツ 別(途写真 を)着て、

保科オーナーのつり革

30

イスラエルでの多言語生活の現在と
それに至る人生転機

佐
々
木
嗣
也

究大学でも授業担当は従であり、昇進のための業績評価で最も重

える仕事です。研究大学の例にもれず、現在奉職しているこの研

ちにヘブライ語学、つまりヘブライ語の仕組みをヘブライ語で教

的に言えば、ヘブライ語を母語とするイスラエル生まれの学生た

ン大学ヘブライ・セム語学科での上級講師というものです。具体

私の現在の仕事はイスラエルのテルアビブ近郊にあるバルイラ

去を振り返る機会にもしたいと思います。

次にお話しすることで、本荘高校卒業後の自らの人生の現在と過

それに寄与したと思われるこれまでの人生における重要な転機を

ているかなり特殊と思われる多言語生活の現在を最初にご紹介し、

驚きが待っていることを信じて、私が永住先のイスラエルで送っ

には想像もしなかったものになりました。今後の人生でも嬉しい

本荘高校卒業後の人生は仕事でも私生活でもいい意味で在校時

期

要視されるのは研究、特に研究論文の執筆です。言語学を専門と

し、ヘブライ語・イディッシュ語・エスペラント語が研究対象言

語で、辞書学・人名学・社会言語学が主な研究分野です。小国イ

スラエルの大学では研究成果を世界的舞台で発表することが求め

られるため、研究論文は主に英語で執筆しています。英語・ヘブ

ライ語・イディッシュ語・エスペラント語という４つの言語の他

に、研究文献を読むために必要に応じてドイツ語・フランス語・

ロシア語も使っています。
研究生活で日本語を使う唯一の機会は、

年になるエ

研究成果の一部を一般の方々にも分かりやすく紹介するために大

体年に１回の日本遠征時に行う講演です。

留学時代の５年間も含めると住み始めて通算約

ルサレムでの私生活では英語・ヘブライ語・イディッシュ語・エ

スペラント語・ロシア語・日本語という６つの言語を目的に応じ

て異なる頻度で使用しています。読むのは主に英語・ヘブライ語・

日本語で、書くのはこれら６言語すべてです。話すのは主に英語・

ヘブライ語・イディッシュ語ですが、エスペラント語・ロシア語・

日本語もそれほどの高頻度ではないものの話す機会がそれなりに
あります。

言語学者・多言語話者としての私の現在の人生に寄与すること

になった人生第１の転機は本荘高校入学をはるかに遡る小学６年

生の時に、従姉からもらった英語だけで書かれたカセットテープ

付きの独習教材を使って、中学校で正式に英語を学び始める１年

前に英語を独習したことになろうかと思います。日本における他

言語学習者の多くとは異なり、耳から入る・独習するという２つ

の学習法は、本荘高校卒業後に英語に引き続いて学んだ複数の言
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17

76

いう自問をした際に出てきた答が、自分はやはり言語に一番興味

に考え始めるようになって、自分は何に本当に興味があるのかと

然と思っておりましたが、３年生になり将来の進路をもっと真剣

ュア無線の関係もあり、大学では電気工学か何かを学びたいと漠

本荘高校では理系クラスに進み、当時興味を持っていたアマチ

大学大学院で言語学を専攻することを勧められ、猛勉強のかいも

上記のヘブライ語の恩師２人がエルサレム留学前に学ばれた京都

当時も現在もヘブライ語が専攻できる大学は日本には皆無なため、

の独習を始めて１年後の大学３年生の時だったように思います。

増しに強まり、大学院進学を真剣に考え始めたのが、ヘブライ語

生涯の仕事としてヘブライ語の研究に携わりたいという思いが日

来の専攻であるアラビア語よりもヘブライ語の方が面白くなり、

があり、いずれかの言語を専門的に学びたいというものでした。

あってか幸いにもその修士課程に入学を認められました。ヘブラ

語のうちの多くに適用しました。

結局、
大阪外国語大学でアラビア語を専攻することになりました。

したが、修士課程を無事終了し博士課程を始めた頃には限界を感

イ語はその後独習を続け、その研究も自己流で何とか続けていま

その後の人生に最も影響を与えることになった人生第３の転機

じ、エルサレム留学を具体的に考えるようになりました。京都大

イ語がアラビア語に似ており、アラビア語既修者には学習は簡単

ライ語を選んだのは、同じセム語族に所属する言語としてヘブラ

ライ語を独習しました。英語・アラビア語に続く言語としてヘブ

きました。ヘブライ大学在学中に学んだイディッシュ語はその後

くのことを学び、ユダヤ文化も生活の中で直接体験することもで

だけでなく、エルサレムを舞台にした人生という大学で本当に多

人生の中でも最も刺激に溢れた有意義な期間でした。狭義の学問
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これが人生第２の転機です。
が、この大阪外国語大学でのヘブライ語との出会いです。当時の

学大学院在学中に独習した新しい言語はその後の研究対象言語の

人生第４の転機は、イスラエル政府給費奨学生として、ヘブラ

大阪外国語大学には、私自身が後に５年間の留学生活を送ること
ばれた先生が２人おり、３年生・４年生の際にそれぞれの先生に

イ語学をはじめとするユダヤ学研究の世界的中心であるエルサレ

ひとつにもなっているエスペラント語です。

ヘブライ語を教えていただくという日本では極めて稀な機会を得

ム・ヘブライ大学ヘブライ語学科の博士課程に入学を許されたこ

になったエルサレム・ヘブライ大学に留学されてヘブライ語も学

ました。それに先立つ２年生の際には、今は亡き祖母に成人のお

とです。そこで１９８８年

歳から過ごした５年間はこれまでの

祝いにと買ってもらった英語による独習教材を使って事前にヘブ

だと言われていたからです。大阪外国語大学在学中は更にアラム

その後日本に戻り、神戸に居を据え、母校大阪外国語大学でヘ

して私生活での言語としても役立っています。

研究対象の言語として、ロシア語は研究文献を読むための言語そ

となるユダヤ関係の本を手当たり次第読み漁っていくうちに、本

ヘブライ語プロパーの学習と並行してその歴史的・文化的背景

語・ドイツ語・フランス語も学びました。

25

年が経った頃に人生

ブライ語と外国語としての日本語を、関西の私立大学で英語と言
語学をどれも非常勤講師として教え続け
第５の転機が訪れました。現在奉職しているイスラエルの大学に
月

専任講師として赴任して来ないかというありがたいお誘いを受け
たのです。幸いその後の業績審査も順調に進み、２００４年
から現在の仕事に就いています。これに至る以前の人生４つの転
機を振り返ってみると、この第５の転機が巡って来たことは夢で

高校生活について

期 藤谷 隆博 （東京大学 理科一類）

この度は、本荘高校同窓会の創立五十周年を迎えられたことを

最後に、まだ現在進行中である人生第６の転機は、これまでと

とを、誠に光栄に思います。私は本荘高校卒業後、東京での一年

卒業生代表として、私がこのように文章を添えることができるこ

心よりお祝い申し上げます。また、創立五十周年に際しまして、

は異なり、仕事よりも私生活における多言語使用を更に複雑かつ

間の浪人生活を経て、この春に大学に入学いたしました。この文

はないかと思うことが今でもあります。

興味深くしてくれているものです。それは同じくイスラエル国外

章を書いている今の私は、大学での生活を満喫しながらも、本荘

勤務先のバルイラン大学

生まれで言語学者・多言語話者である人生最高の伴侶に巡り会い、

高校で過ごした三年間を思い出して、懐かしさ、それと少しの寂
しさを感じております。

私が秋田県立本荘高校に在学致しましたのは、平成二十四年度

からの三年間になります。私の入学当時は、桜坂では、歩行者と

自転車で通行する側が分かれており、平日の登校時でも自転車に

乗ったまま桜坂を登りきることが容易にできました。眠い朝は、

全チャリが眠気覚ましにいい運動になりました（
『全チャリ』と書

いて伝わるでしょうか？）
。さて、本荘高校での思い出は語り始め

ると尽きませんが、私はその中で、主に部活動について書こうと
思います。

私は、在学時は弓道部に所属しておりました。弓道を始めた理

由は、体への負担が少なそうで、楽そうだから、というものでし

- 78 -

10

110

10

多言語的家庭を共に築きあげつつあることです。

イスラエル 国会議事堂前の公園

で弓を引くことはありません。段階を踏むごとに、弓の楽しさが

段階が用意されており、入部してから約三ヶ月間は、実際に的前

た。新入部員には、正しい射の基本作りとして、いくつかの準備

の改善には客観的な目が不可欠であることです。自分で思ってい

気づけただけでも、嬉しかったです。今になっても思うのは、射

けないと気づき、改善に取り組みました。どこが悪い点なのかに

かの軸を、地面に対して垂直、水平にすることです。これではい

るのと実際とでは全然ちがう、なんてことはしばしばあります。

わかっていく気がしました。
準備段階を全て終え、ようやく的前に立つことができたのは七

具体的に改善すべき点が見つかってからは、弓道はまた楽しく

人間の感覚なんて、所詮はそんなものだ、ということです。

なんか面白いな、などと思っていました。ですが、次第に的中が

なりました。多くの他の部員の目標であったであろう「的中」と

月の初めでした。
初めは、
おっかなびっくりで矢を放つだけでも、
気になってきます。とにかく中（あた）らない。同期の男子二人

は違いましたが、自分が定めた、射に関する目標に向かって頑張

自分の射の転機になったのは、本荘高校は一年生のみで出場し

がかなり中っていたこともあり、焦りましたし、苛立ちもありま
引きまくりました。土日、夏休みの練習では、自主練で遅くまで

た、十月の全県新人大会でした。団体戦で、私は十二射九中とい

ることができました。

残り、少ない日でも一五〇本は引きました。それでも一本も中ら

う好成績を収めることができました。これまでの練習が、期待以

した。何をすれば良いかはわかりませんでしたが、とにかく弓を

ない日もありました。周りから見るとさぞ滑稽だったでしょう。

りました。自分の射と、矢が飛んで行く方向との関係を意識する

上の結果を生み、
自分の中の自信になりました。
この大会以降は、

夏が終わる頃、焦りや苛立ちが峠を越えて、だんだんと諦めの

ことができるようになった、とも言えます。それ以降は、先輩方

地面を掃いて、ボロボロになっていく矢の羽を見るのは、本当に

気持ちに変わります。自主練は続けていましたが、懸命さ、必死

に射を見ていただき課題を発見し、それを直す、というサイクル

的中を意識して自分の射の改善に取り組むことができるようにな

さは無くなって、もはや惰性でした。
「そんな練習やめろ」と誰か

がうまくいきました。

辛かったです。

から言われれば、やめていたと思います。幸か不幸か、誰からも

ある日の練習でした。コーチから「なんか、傾いてない？」と言

諦めの気持ちでだらだらと練習を始めてからしばらく経った、

前、中前、中、落前、落の順に一本ずつ矢を射ることを四回繰り

ろしかったです。私の立ち位置は五人中二人目の中前でした（大

分の的中にチームの勝敗の責任が伴うようになるのは、初めは恐

年が明けて二月には、五人団体のメンバーに選ばれました。自

われて、鏡の前に行き確認してみると、弓を引く際に、自分でも

返し、計二〇本の総的中数で競います）
。一学年上の先輩方が面白

何も言われませんでした。当然的中は出ません。

びっくりするほどに前傾していました。弓道の基本は、体の幾つ
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くて優しい人たちだったこともあり、それにかなり助けられまし

遠方に出向く機会もあり、非日常の経験を楽しむこともできまし

た。大前の方は「俺が外した直後だけ当ててくれればいいよ
た。残念ながら、男子団体はそこから調子を崩し、最後の全県総
〜」
と言ってくれるのですが、全く外さないので、それでかなり安心
体では予選一回戦で敗退したのですが、悔いは残らず、達成感に

体で団体戦優勝してからは一層練習に身が入り、六月の全県総体

その中で弓を引くのは良い刺激になりました。五月の中央支部総

がいっぱいでした。この頃から、団体の的中が良くなってきて、

んでした。団体メンバーとしての自分たちの射や的中のことで頭

を含め二年生の男子三人は、新入部員の相手がほとんどできませ

新学年の四月になり、弓道部にも新入部員が来るのですが、私

存在も含めて、本荘高校は自分がのびのびと過ごせる場所だった

す。それを優しく諌めてくださる先生や、笑ってくれる同級生の

しわ寄せが来るほどに弓道に熱中していたということだと思いま

寝て過ごす日もありました。都合良く言えば、睡眠時間に大きな

ません。二年の終わり頃までは弓道漬けで、授業時間ほとんどを

している本荘高校ですが、私は在学時この両立を達成できており

校訓の『右文尚武』の通り、生徒に部活動と勉学の両立を奨励

似た気持ちがありました。

では、個人戦で決勝に進むことができたのみならず、団体で優勝

と思います。納得いかないこと、辛いこともたくさんあり、その

できました。

し、インターハイ出場を決めました。団体戦決勝リーグでの緊張

度に深刻に悩みましたが、それは生活が充実している証だったの
今この頃であります。

かもしれません。当時の日々の充実に、ようやく気づき始めた、

や興奮は独特で、おそらく一生であの場面でしか味わえないよう
な気持ちだったと思います。
夏の福岡でのインターハイは暑くて疲れましたが、私は八射六
中というそこそこ良い成績を出せました。今思うと、一年生の夏
に闇雲に引きまくったことが、暑い中での体力、精神力の持続に
かなり寄与したのではないかと思えます。福岡での七日間は色々
と初めての体験が多く、大いに楽しめました。
そこからは、
大会で弓を引くことを楽しめるようになりました。
大会での他校の選手との絡み？ も覚え始め、コミュニケーショ
ンの訓練になりました（笑）
。十月の全県新人大会では、男女とも
に東北大会出場を決めました。二月の岩手での東北大会、新学年
になる直前の四月の、フランス大使館での演舞など、男女団体で
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年

月
期 ）、 尾 留 川 賢 造 氏 （

期）等が 中

期）を選任、

年 ６ 月 に 完成 、 その 名

局を大信倉庫株式会社（小松銀之助

昭和

期）に設置した。昭和

作左部忠先生のご出席を得て整 備委員会を開き、事務

簿を 基にして東 京同窓会会員 名簿の作成 に取りかか る。

を 作 成 す るこ と にな り 、昭 和

母校において戦後第３回本荘高 等学校同窓会会員名簿

設置した。

機構整備のため本荘高等学校東 京同窓会整備委員会を

と称することにし、会長に葛西清一氏（

臨時 同窓会を開 催し、会員数 が多いため 「東京同窓 会」

がら、佐々木眞綱校長外３名の 先生方のご出席を得て

心となり、母校の作左部忠先生 と緊密な連絡をとりな

小松銀之助氏（

在京会員有志の間 に東京支部再建の願望が沸き起こり 、
昭和

【東京支部再建への動き】
日

日

第１回

第２回

戦後 再 建の 第 １回 東 京同 窓 会総 会

東京 同 窓会 総 会を 目 黒雅 叙 園に お

名（同窓会員

名特別参加。
・出席者
年 （一九六七 ）◇ ５ 月

名（同窓会員

日

第３回

第４回

名）

東京 同 窓会 総 会を 目 黒雅 叙 園に お

名）

東京 同 窓会 総 会を 目 黒雅 叙 園に お

名（同窓会員
日
いて開催。

年 （一九六九 ）◇ ６ 月

・出席者

先生ご出席。

・母 校より梅 田校長、 小野幸彦・ 小松正・ 須藤・藤井 純一

いて開催。

年 （一九六八 ）◇ ６ 月

・母校の硬式野球部甲子園に初出場（吉田監督）に湧いた。

・出席者

会長、作左部忠・須藤・長谷川先生ご出席。

・母 校より梅 田校長、 佐々木眞綱 前校長、 小坂善之助 同窓

いて開催。

名）

忠 ・河 村千 代三 両先 生ご 出席 。由 利高 校同 窓会 会員

・母 校より佐 々木眞綱 校長、小坂 善之助同 窓会長、作 左部

が目黒雅叙園において開催された。

年 （一九六六 ）◇ ５ 月

【東京同窓会総会開催】

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆本荘高校東京同窓会五十年のあゆみ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

昭和

月

（一九六四）

年

月

東京同窓会を運営するた めの 募金 募集 事業 を開 始し た 。
役員会を開催して基金募集に関する件を討議する。
役員会を開催して基金募集に関する中間報告を行い、会昭和
則案と総会開催に関する件を審議する。

20

須貝作郎・平間文次各先生、真鍋元教諭ご出席。

・母校より梅田校長、斉藤弥太郎同窓会副会長、小野 幸彦 ・
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74

26
18

28

94

27

97

22

41
42

43

44

（一九六 五）

年

月

26

昭和

昭和

年

（一九六 六）

月

月

9

年

年

10

91

61

昭和
昭和
昭和

2
4

66

28

40

40

5
6

40

26

39
40
41
41

昭和

名（同窓会員

日

名）

名）

東 京同 窓 会総 会 を目 黒 雅 叙園 に

名）

昭和

東 京 同 窓 会 総 会 を 目 黒 雅 叙 園 に昭和

本 荘高 等学 校創 立七 十周 年記 念式 典が 挙
第７回

年 （ 一九七四 ）
◇

49

月９日

第８回

期 ）、 名 誉会 長 に葛

東京 同 窓会 総 会を 目 黒雅 叙 園に お

期）前会長を選任。

い て 開 催 。新 会 長 に荒 川 七郎 氏 （
西清一（

日

第９回

東京同 窓会総 会を目 黒雅叙 園に お

名（同窓会員

鎌田孝先生ご出席。

月

・出席者
年 （ 一九七五 ）
◇

期）

事務局を 大信倉庫株 式会社社 内に移す（ 事務

名（同窓会員

鎌田孝先生ご出席。
・出席者

・４ 月１日

小松祐美（

日

第

優勝を遂げる。
月

いて開催。

・出席者

回

東京同窓会総会を目黒雅叙園 に お

名（同窓会員

会長、武田理事ご出席。

名）

佐 々木徳治 同窓会長 、作左部忠 元教諭、 柴田太右衛 門副

・母 校より木 村賢一校 長、亀井聡 先生、谷 田寿彦事務 長、

年 （ 一九七六 ）
◇

・端 艇部（女 子）は三 重国体にお いてナッ クルフォア で 初

局長

名）

れる。由利高校同窓会会員３名出席。

便 たたず欠 席。作左 部忠先生 のみ予約 の航空便 で出席さ

・母 校より中 山健校長 外２名の出 席予定の 先生方は交 通の

限りの出席者のみによる決行に踏み切る。

・こ の日は全 国に及ぶ 長期に亘る 国鉄スト に当り、可 能な

いて開催。

名）

・母校より中山健校長、佐々木徳治同窓会長、作左部忠・

33

・出席者
覇達成。
期）

東 京同 窓 会総 会 を目 黒 雅 叙園 に
昭和

・端 艇部全国高 校総体におい てナックル フォアで全 国制

に移す。
第５回

・４月１日事務局を斉藤法律事務所内（斉藤栄一

日

おいて開催。

年 （ 一九七〇 ）◇ ６ 月

第６回

名（同窓会員

名特別参加。

会 理事、高橋 元由利高校教 諭ご出席。 由利高校同 窓会

・母 校より小松 正・佐々木先 生、真鍋元 教諭、矢口 同窓
会員
・出席者
日

おいて開催。

月

行される。

日

名（同窓会員

藤井純一・長谷川各先生、佐藤事務局長ご出席。

・母 校より石川 禮治校長、小 坂新同窓会 長、小野幸 彦・
・出席者

◇

おいて開催。
・ 母 校よ り石 川禮 治校 長、 佐々 木徳 治新 同窓 会長 （
名）
年は東京同窓会を休会）

名（同窓会員

期）
、作左部忠・渡辺・佐藤先生、佐々木元教諭ご出席。
・出席者
（
) 昭和

51

年 （ 一九七一 ）◇ ６ 月

一(九七三

年 （ 一九七二 ）・ ５ 月

年

61

28

63

昭和

昭和

昭和

10
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18
65

29

32

46

11
11

11

59
49
59

39

27

70

32

10

50

51

65
27

36
90
26
65
28
28

45
48

45
46
47
48

年 （ 一九七七 ）◇

月５日 第

いて開催。

回

回

回

東京同窓会総会を目黒雅叙園にお

名）

東京同窓会総会を目黒雅 叙 園に
期）
、江幡勝一郎先生、谷田

名）

東 京 同 窓 会 総 会 を 目 黒 雅 叙 園 に昭和

回国体少年男子ナックルフォアで優勝 。

昭和

・母 校より小島 悟一・江幡勝 一郎両先生 、佐々木徳 治同

第

名（同窓会員

窓会長、柴田太右衛門副会長、武田理事ご出席。

日

おいて開催。

月

・出席者
年 （ 一九七八 ）◇

第

第

名（同窓会員

事務長、佐々木徳治同窓会長ご出席。

・母校より佐藤文夫校長（
・出席者
日

日

おいて開催。

月

年 （ 一九七九 ）・９月
◇

日

第

回

名）

東京同窓会総会を目黒雅 叙 園に

名（同窓会員

木徳治同窓会長、武田理事ご出席。

・母 校より佐藤 文夫校長、鎌 田先生、谷 田事務長、 佐々

月

・出席者
年 （ 一九八〇 ）◇
おいて開催。

・母校より佐藤文夫校長、江幡勝一郎先生、谷田事務長、昭和

日

第

回

名）
東京同窓会総会を目黒雅 叙 園に

名（同窓会員

佐々木徳治同窓会長、大友重雄副会長、武田理事
ご出席。

月

・出席者
年 （ 一九八一 ）◇

名）

第

本荘高等学校創立八十周年同式典挙行。

東京同窓会総会を目黒雅叙園におい

日

回

日

名（同窓会員

木徳治同窓会長、柴田太右衛門副会長、武田理事ご出席。
・出席者

・出席者

日

回

名）

東京同窓会総会を目黒雅叙園におい

名（同窓会員
第

回

名）

東京同窓会総会を目黒雅叙園におい

名（同窓会員
第

期 ）、 佐 々 木前 同 窓 会長 、 柴田 前 副会

名（同窓会員

名）

佐 藤矢島拓 道会会長 、遠藤部 長（秋田 魁新報） ご出席。

長 、武田前 会計理事 。来賓と して柴辻 正東京雄 水会長、

藤 恒 同 窓 会長 （

・母 校より平 間文治校 長、印藤良 生先生、 月本事務長 、伊

て開催。

年 （一九八四 ）◇９月

・出席者

島拓道会会長、遠藤部長（秋田魁新報）ご出席。

荘 市長ご出 席。来賓 として柴 辻正東京 雄水会長 、佐藤矢

衛 門・大友 重雄同窓 会副会長 、武田理 事、佐藤 憲一前本

・母 校より最 上勉校長 、鎌田先生 、月本事 務長、柴田 太右

て開催。

月５日

・出席者

（秋田魁新報）ご出席。

東 京秋工会 会長、成 田富次郎 東京鳳鳴 会会長 、 遠藤部 長

衆議院議員（建設次官）
、柴辻正東京雄水会長、谷藤正三

木 徳治同窓 会長、柴 田太右衛 門副会長 。来賓と して村岡

・母校より最上勉校長、江幡勝一郎先生、佐藤事務長、佐々

て開催。

◇９月

年 （一九八二 ）・５月

57

年 （一九八三 ）◇

71

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

おいて開催。
・母校より最上勉校長、増田良行先生、佐藤事務長、佐々

68
25 28

62

61

74

95
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16

17

18

47

51
49

46

84

11
12
34
13
14

15

11

35
34

40
28
55
27
54
25
52

17

29

105

10
10

58

59

11
10
10

27

52
53
54
55
56

年 （ 一九八五 ）
◇９月

日

第

回

東京同 窓会総 会を目 黒雅叙 園 に

いて開催。

藤 恒同窓会 長、佐藤 憲一前本 荘市長。 来賓とし て村岡兼

・母 校より増 川信利校 長、早川寿 助先生、 佐藤事務長 、伊

平成元年 （ 一九八九 ）◇

月７日

月６日
て開催。

第

回

回

東京同窓会総会をホテル高輪におい

名）

東京同窓会総会をホテル高輪におい

名（同窓会員
第

荘 市長。来 賓として 柴辻正東 京雄水会 会長、富 田矢島拓

伊 藤恒同窓 会長、小 坂直司同 窓会副会 長 、佐藤 憲一前本

道 会会長、 村上芳栄 西目高支 部長、遠 藤秋田魁 東京編集

日

第
において開催。

回

東京同窓会総会を３年間にわ た っ

た 改築工事 が終わり 、新装開 店したば かりの目 黒雅叙園

月

93

・母校より畠山忠男教頭、今野博雄先生、伊藤恒同窓会長、

平成３年 （ 一九九一 ）◇

名）

工 藤一弘副会 長、小坂直司 副会長、月 本前事務長 、谷

東京同窓会総会をホテル高輪にお

名（同窓会員

田前 理事。来 賓として村 岡兼造衆 議院議員 、 大川東京

回

・出席者

長ご出席。

名）

長、 佐々木元 太郎元本荘 高教諭 、 遠藤部長（ 秋田魁新
名（同窓会員

日 第

25

昭和
おいて開催。
・母 校より平間 文治校長、印 藤良生先生 、佐藤事務 長、

造 衆議院議 員、柴辻 正東京雄 水会会長 、蘇武矢 島拓道会

東京同 窓会総 会を目 黒雅叙 園 ク

平成２年 （ 一九九〇 ）◇

会 長、星田 文夫由利 工支部長 、遠藤秋 田魁東京 編集長ご

回

名）

事務 長、伊藤 恒同窓会長 、工藤一 弘副会長、 月本前事

第

名（同窓会員

日

95

・母校より増川信利校長、佐々木準次先生、中山吉富先生、

24

105

16

報）ご出席。
・出席者

◇９月

年 （ 一九八八 ）・８月 硬式野球部が 二度 目の 甲子 園出 場（ 尾留 川監 督）

11

102

雄水 会副会長 、重野矢島 拓道会監 事 、村上西 目高支部

・母校より増川信利校長、工藤勇先生、伊藤恒同窓会長、

リスタルパレスにおいて開催。

年 （ 一九八七 ）◇ ９ 月

・出席者

出席。

と して柴辻 正東京雄 水会会長 、富田矢 島拓道会 副会長、

長 、小坂直 司同窓会 副会長 、 佐藤憲一 前本荘市 長。来賓

・母 校より増 川信利校 長、佐々木 準次先生 、伊藤恒同 窓会

て開催。

名）

副会長、遠藤秋田魁東京編集長ご出席。

名）

東京同 窓会総 会を目 黒雅叙 園 ク

名（同窓会員

として村岡兼造衆議院議員、柴辻正東京雄水会会長、

回

・出席者

伊 藤 恒 同 窓 会 長 、月 本 前 事 務 長 、谷 田 前 理 事 。 来賓

第

名（同窓会員

蘇武矢島拓道会副会長、遠藤部長（秋田魁新報）ご出
席。
・出席者
日

84
・出席者

期 ）、 早川 寿 助先 生 、佐 藤

23

93

務長 、谷田前 理事。来賓 として村 岡兼造衆議 院議員 、

・ 母 校 より 増 川信 利 校長 （

10

10

柴辻 正東京雄 水会会長、 佐藤矢島 拓道会会長 ご出席。

43

リスタルパレスにおいて開催。

年 （ 一九八六 ）◇ ９ 月

87
146
79

昭和

19
20
21
22

昭和

昭和

24

- 84 -

28
97
27
169
26
92

60
61
62
63

日

回

名）

東京同窓会総会を目黒雅 叙 園に

秋田県立本荘高等学校創立九十周年記念式
第

・

期）

月

日
いて開催。

出場。

月

・出席者

日

回

東京同窓会総会を目黒雅叙園 に お

事 務 局 を 打 矢 総 合 事 務 所 内 に 移 す 。（ 打 矢進
第

第

回

名）

東京同窓会総会を目黒雅叙園 に お

京都市で開催された全国高校女子駅伝に二度目の

名（同窓会員

佐々木哲也秋田魁東京編集長ご出席。

会 長、吉田 英子由利 高支部長 、藤田四 造由利工 支部長、

賓 として山 本孝浩東 京雄水会 会長 、富 田清平矢 島拓道会

恒 同窓会長 、小坂直 司同窓会 副会長、 佐藤憲一 顧問。来

・母 校より藤 井民之佑 校長、事務 局長梅津 清哉先生、 伊藤

◇

小坂 直司同窓 会副会長、 佐藤憲一 前本荘市長 。来賓と平成６年 （ 一九九四 ）・ ４ 月 １ 日
して 村岡兼造 衆議院議員 、柴辻正 東京雄水会 会長、富
田清 平矢島拓 道会会長、 村上芳栄 西目高支部 長、木村
エイ 子由利高 支部長、青 山浩子由 利高副 支部 長、藤田

日

名（同窓会員

四造由利工支部長、遠藤秋田魁東京編集長ご出席。
・出席者

月

典を挙行。

平成４年 （ 一九九二 ）・５月
◇
おいて開催。
・母 校より小島 貞明校長、佐 藤金造事務 長、伊藤恒 同窓
会長 、小坂直 司同窓会副 会長、佐 藤憲一前本 荘市長 。

月

いて開催。

長、佐藤憲一顧問。

同窓会長、小坂直司同窓会副会長、村岡淑郎同窓会副会

・母 校より松 田至弘校 長、事務局 長梅津清 哉先生、伊 藤恒

来賓 として柴 辻正東京雄 水会会長 、富田清平 矢島拓道平成７年 （ 一九九五 ）◇
会会 長、村上 芳栄西目高 支部長、 木村エイ子 前由利高
支部 長、吉田 英子由利高 支部長、 藤田四造由 利工支部
名）

長、佐々木哲也秋田魁東京編集長ご出席。
名（同窓会員

名（同窓会員

名）

第

回

東京同窓会総会を目黒雅叙園 に お

京都市で開催された全国高校女子駅伝に三度目の

名（同窓会員

美秋田魁記者ご出席。
月

・出席者
・

出場。
日

七郎氏を選出。

い て開催。 東京同窓 会長に飯 田金廣氏 、名誉会 長に荒川

月

名）

長 、富田清 平矢島拓 道会会長 、筒井文 子由利高 支部長、

・来 賓として 村岡兼造 衆議院議員 、柴辻正 前東京雄水 会会

回

月京都市で開催された全国高校女子駅伝に初出場。
第

藤 田四造由 利工支部 長 、村上 芳栄西目 高支部長 、舟木保

日

長、富田清平矢島拓道会会長、吉田英子由利高支部長、

来賓 として村 岡兼造衆議 院議員、 柴辻正東京 雄水会会

務長、伊藤恒同窓会長、内藤総務委員、佐藤憲一顧問。

・母 校より藤井 民之佑校長、 佐藤金造事 務長、月本 前事

おいて開催。

月

東京同窓会総会を目黒雅 叙 園に

・出席者

78

59

・

28

29

30

平成５年 （ 一九九三 ）◇

15

89

72

12

12

27

藤田 四造由利 工支部長、 佐々木哲 也秋田魁東 京編集長平成８年 （ 一九九六 ）◇
ご出席。
・出席者

81

10

16
93

- 85 -

10 44

12

101
63

21

26

114

28
17
75

10

10
12
10

・母 校より松田 至弘校長、同 窓会事務局 長佐藤隆先 生、
小坂直司同窓会副会長、村岡淑郎同窓会副会長ご出席。

・
◇

名）。

東京同窓会総会をグランドヒ ル 市

第

会報「鳳山児水」第二号を発行。

回

日

日

開催（参加者
月

月

ヶ 谷におい て開催。 この日山梨 大学工学 部助教授竹 内 智

・来 賓として大 川与四郎東京 雄水会会長 、富田清平 矢島

先生による講演会開催。演題「オーロラ輝く南極の大地」

回

東京同 窓会総 会をグ ランド ヒ ル
者

名）

伊豆ヶ岳のハイキングを実施（参加
H｣

大相撲夏場所観戦会実施（武蔵丸が連続優勝

鎌倉散策写真撮影会を実施（参加者４名）
。

正丸峠

名（同窓会員
日

名）。

・出席者

記者ご出席。

支 部長、佐 藤十八郎 矢島高拓 道会副支 部長 、秋 田魁新報

・来 賓として 大川与四 郎東京雄水 会会長 、 筒井文子由 利高

ご出席。

岡 淑郎同窓 会長、佐 々木千尋 同窓会副 会長 、伊 藤恒顧問

・母 校より吉 川一成教 頭、同窓会 事務局長 佐藤隆先生 、村

拓道 会会長、 清涼麗子由 利高副支 部長 、藤田 四造由利

名（同窓会員

京編集長ご出席。
・出席者
され た。この 中には、本 荘高校校 歌制定 の由 来が紹介

・東 京同窓会「 三十年のあゆ み」を発行 、出席者に 配布

名）

工支 部長、村 上芳栄西目 高支部長 、前川重明 秋田魁東

11

年 （ 一九九九 ）
・４月

日

・５月９日

名）。

東京同窓会総会をグランドヒ ル 市

会報「鳳山児水」第三号を発行。

回

「東京同窓会員名簿」発行。
第

月１日
日

月９日

横綱へ）（参加者

・５月
・
・

月

ヶ 谷におい て開催。 この日日本 大学歯学 部助教授後 藤 実

先 生による 講演会開 催。演題 「噛むこ との大切 さ、味わ
うことの大切さ」

道会顧問、秋田魁新報記者佐藤誠一（

期）ご出席。

・来 賓として 佐藤孝子 由利高副支 部長 、富 田清平矢島 高拓

窓会副会長ご出席。

村 岡淑郎同 窓会長 、 工藤兼雄・ 佐々木千 尋・猪股春 夫同

・母 校より谷 口賢一郎 校長、同窓 会事務局 長佐藤隆先 生 、

◇

96

されている。

第

日「東京同窓会だより」（仮称）第１号を発行。

月９日

市 ヶ谷におい て開催。この 日東京都立 駒込病院内 科部平成
長 石渡淳一先 生による「上 手な病院の 使い方」と いう
講演会を開催。
・母 校より佐々 木勉教頭、同 窓会事務局 長佐藤隆先 生、
小坂直司同窓会副会長、村岡淑郎同窓会副会長ご出席。
水会 会長、富 田清平矢島 拓道会会 長 、筒井文 子由利高

・来 賓として村 岡兼造内閣官 房長官、大 川与四郎東 京雄

大相撲夏場所観戦会実施（若乃花連続優

南 高尾 山稜 のハ イキ ング を実 施（ 参加 者

名）

支部長、村上芳栄西目高支部長、三浦陽一仙台支部長、

日

名（同窓会員

秋田魁新報記者ご出席。
・出席者
年 （ 一九九八 ）・ ４ 月

日日

名）。
・５月

名）。
武 蔵松山カント リークラブ でゴルフ同 好会

65

31

勝、横綱へ）（参加者
・７ 月２日

18

◇

11 10

14

32

33

- 86 -

14 21

105

29
22
20

85
100

20

12

95
11
110

29

23

13

11 10 10

10

平成９年 （ 一九九七 ）・８月

平成
10

・出席者
年 （ 二〇〇〇 ）・４月
者
・５月
加者

日

名）

大 相撲 夏 場所 観 戦会 実施 （ 魁皇 優 勝 ）（ 参

浅間山・弘法山のハイキングを実施（参加

名（同窓会員

日

名）。

第

回

東京同窓会総会をグラン ド ヒル

会報「鳳山児水」第四号を発行。

東京ドームで巨人 阪
H｣神戦を観戦（参加者

寿福寺・海蔵寺の鎌倉散策を実施（参加者

名）。

日

名）。

・６月
日

名）

・８月

日

日

会報「鳳山児水」第五号を発行。

回

東京同窓会総会をグランドヒ ル 市

武蔵松山カントリークラブでゴルフ同好会開
第

ヶ 谷におい て開催。 この日天寿 酒造株式 会社代表取 締 役

月

催（参加者４名）
。

月４日

・９月１日
・
◇

大 井建史氏 による講 演会開催 、演題「 あなたは 日本酒の

ことをどれだけ語ることができますか」。

・母校のビデオ映写。

岡 淑郎同窓 会会長 、 工藤兼雄・ 佐々木千 尋・猪股春 夫同

・母 校より大 道政敏校 長、同窓会 事務局長 佐藤隆先生 、村

窓会副会長ご出席。

・来 賓として 村岡兼造 衆議院議員 、伊藤晶 東京雄水会 副会

日

名）

・７月

◇

・

月

名）。

名）

名は「あじさい館」で野

子の権現のハイキングを実施、当日折悪く雨

名（同窓会員

日

日

大 相撲 夏 場所 観 戦会 （ 武蔵 丸 優勝 ）（ 参加 者

東 京ド ーム で巨 人ー 中日 戦を 観戦 （参 加者

会報「鳳山児水」第六号を発行。

円覚寺・明月院・建長寺の鎌倉散策実施（参

第

回

東京同窓会総会をグランドヒ ル 市

本荘市民センターにて母校創立百周年記念式

名）。

日

典挙行。

月５日

加者

・９月

・９月１日

日

名）。

・５月

天風呂（参加者

天のため登山者は５名、他の

年 （ 二〇〇二 ）
・４月

・出席者

長 、清涼麗 子由利高 支部長 、 小石実矢 島高拓道 会会長 、

歳の事件ーそれを防止する親の役割とは」。

市 ヶ谷におい て開催。この 日前東洋英 和女学院大 学文
連続する

村 岡淑郎同窓 会会長、工藤 兼雄・佐々 木千尋同窓 会副平成

・母 校より大道 政敏校長、同 窓会事務局 長佐藤隆先 生、
会長ご出席。
会長 、江幡征 子由利高副 支部長 、 小石実矢島 高拓道会

・来 賓として村 岡兼造衆議院 議員、佐藤 聰明東京雄 水会

名）
御岳山～日の出山のハイキングを実施（参
杉本寺～本覚寺の鎌倉散策を実施（参加者

名）。

日

名（同窓会員

会長ご出席。
・出席者
年 （ 二〇〇一 ）・４月
加者

日

東京ドームで巨人ーヤクルト戦を観戦（参
名）。

日

名）。

・５月

加者

36

・７月

109

藤田四造由利工支部長ご出席。

14

学部 教授佐々 木實氏によ る講演会 開催、演題 「なぜ？

月

・９月１日

35

17

12

121
21

◇

13

103
93

25

31

12 14

12

平成

平成

34

10

20

20

10

10

17

102

- 87 -

13

10

113

23

16
11 20 20
29

16
20
10
25

20 13 22

20 12

12
13

平成

長、小石実矢島高拓道会会長、勝平敦子ゆりの会支部長、

名）

ヶ谷において開催。この日斎藤洋三氏による講演会開

・４月

東京宝塚歌劇の観劇会を実施（参加者７名）、

年 ４ 月 ２ 日 第 ２回 （ 参加 者 ２ 名 ）、 ５ 月９ 日 第３

日

日

名）。
・５月

回

名。

東京同窓会総会をグランドヒ

会報「鳳山児水」第八号を発行。

東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦（参加者

赤羽ゴルフクラブでゴルフコンペ実施（参加

名）。

鎌倉大仏、長谷寺、極楽寺の鎌倉探訪会実施

大相撲夏場所観戦会、北勝力大活躍（参加者

大磯・高麗丘陵のハイキングを実施（参加者

「ぶんしゅう二〇〇四」を発行。

日第５回（参加者４名）
、参加者合計

回（ 参加者３ 名）、 ７月２日第 ４回（参 加者２名 ）、９月

平成

月４日

名（同窓会員

秋田魁新報社記者ご出席。

16

年 （ 二〇〇四 ）
・４月１日

・

・出席者

催、演題「日本の金融機関は立ち直れるか」
。
・当日発行した「ぶんしゅう二〇〇二」を配布。
猪股春夫同窓会副会長ご出席。

・母校より佐藤耕教頭、村岡淑郎同窓会会長、工藤兼 雄・
・来 賓として旧 職員小番巌先 生、伊藤晶 東京雄水会 幹事

名）

丹沢 大山のハイキ ングを実施 （参加 者

平成

長、小石実矢島高拓道会会長、藤田四造由利工支部長、

日

名（同窓会員

秋田魁新報社記者ご出席。
・出席者

名）。

９名）
。
日

（参加者

・５月

日

者８名）
。

・６月９日
・６月
名）。

第

二） による講 演会を実 施、演題「 楽しきか な役者人生 」。

ル市ヶ谷において開催。この日俳優伊藤幸純氏（本名 浩

月７日（土）

・９月１日

18
ご出席。

部長、 三浦陽一仙台支部 長、舟木保美秋田 魁新報社部長

会長、 小石実矢島高拓道 会会長、小笠原了 子ゆりの会支

・来 賓として 元母校職 員小番巌先 生、浅沼 昭夫東京雄 水会

藤兼雄同窓会副会長ご出席。

・母 校より高 橋正敏校 長、同窓会 事務局長 佐藤隆先生 、工

◇

30

日 大相撲夏場所観戦会（魁皇が朝青龍を倒す）
光 明寺、妙法寺 の鎌倉古寺 探訪会実施 （参

名）。

東京同窓会総会をグランド

20

・５月
（参加者

赤 羽ゴルフクラ ブでゴルフ コンペ実施 （参

名）。

・６ 月１日
加者
・６ 月４日

東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦（参加者

加者８名）
。
日

回

会報「鳳山児水」第七号を発行。

日（土） 第

日

名）。

・６月
・８月
◇９月

ヒル 市ヶ谷に おいて開催 。この日 浅香英男氏 による講
年の体験からー」
。

演会 を開催、 演題「中国 経済発展 の原動力は 何かー香
港駐在

岡淑 郎同窓会 長、工藤兼 雄・佐々 木千尋・猪 股春夫同

・母 校より熊谷 龍益教頭、同 窓会事局長 佐藤隆先生 、村
窓会副会長ご出席。
・来 賓として旧 職員小番巌先 生、佐藤聰 明東京雄水 会会

12

90

38

- 88 -

101

16

25
22
30
19

13

17

13

96

37

30

21
27 23
14

11

105
27

33

18

24

年 （ 二〇〇三 ）・ ４ 月

15

平成

平成

・出席者
日

日

名）

大相撲夏場所観戦会、朝青龍優勝（参加者

天覧山・多峰山のハイキングを実施（参加

名（同窓会員

名）。

東京同窓会総会をグ ラ ン

・８ 月１日

東京ドー ムで巨人ー 阪神戦を 観戦、李選 手の

名）。

会報「鳳山児水」第十号を発行。

２ホーマーにより巨人が勝利（参加者
・８月１日

名応援に参加、５対７で初戦突破ならず。

甲子園での本荘・天理戦のための夜行バス及

板橋花火大会（戸田市共催）見物（参加者
名）。
・８月

日

日

体育館へ。
・９ 月７日

定時制高校剣道全国大会出場の森紗也香選手

期）が小田原市総合

定時制高校バトミントン全国大会出場の小松

日（土）

加者９名）。

第

回

東京同窓会総会並びに四十周

武蔵松山 カントリー でゴルフ コンペ 実施 （参

沙莉選手応援のため藤原良子氏（

・８月

応援のため打矢進氏が日本武道館へ。

・８月

び新幹線で

日

・８月５日

25

期 ）、 同 名誉 会 長に 飯 田金

期）を選出。日本化学工業株式会社社長佐藤源

窓 会 会 長 に小 笠 原 隆治 氏 （

年 記念式典 をグラン ドヒル市 ヶ谷にお いて開催 。東京同

◇９月

31

年 （ 二〇〇五 ）・４月
者
・５月
名）。
日 武 蔵松山 カント リーで ゴルフ コンペ 実施

回

名）。

台風一過の東京ドームで巨人ー阪神戦を観

名）。

常立寺、滝口寺、満福寺の鎌倉探訪会実施

（参加者７名）
。

・ ５月
日

（参加者

・５月
日

戦、この一戦で巨人の自力優勝消滅（参加者

・７月

第

会報「鳳山児水」第九号を発行。

日 （日）

ドヒ ル市ヶ谷 において開 催。梅津 清一先生に よる講演

月

・９月１日
◇

63

一 氏が記念 講演会を 実施、演 題「これ からの日 本の化学
工業」
。

庄司一春氏に表彰状と記念品を贈呈。

・功 労者表彰 として、 堀清一氏、 飯田金廣 、小松祐美 氏、

・「四十周年記念文集」を発行し、当日配布する。

・母 校より熊 谷均校長 、村岡淑郎 同窓会長 、猪股春夫 同窓
会副会長ご出席。

長 、元母校 職員小番 巌先生 、 友成穂秀 秋高連会 長、浅間

・来 賓として 村岡兼造 元内閣官房 長官 、柳 田弘由利本 荘市

昭 夫東京雄 水会会長 、小石実 矢島高拓 道会会長 、小笠原

了子ゆりの会支部長、高橋浩文秋田魁東京支社編集部長、

- 89 -

52

10
11
廣氏（

48

会を 実施、演 題「星の如 く虹の如 くー佐藤憲 一元本荘
市長の業績ー」
。
・母校より高橋正敏校長、村岡淑郎同窓会会長ご出席。

大相撲夏場所観戦会、白鵬初優勝（参加者

高尾山・薬王院のハイキングを実施（参加

名）

幹事 長、松田 淳矢島高拓 道会副会 長 、勝平敦 子ゆりの

・来 賓として元 母校職員小番 巌先生、伊 藤晶東京雄 水会

日

名）。

名（同窓会員

会副支部長ご出席。
・出席者
年 （ 二〇〇六 ）・４月
者

日

名）。

・５月

名）
。

40

25

17

95
39
81

日 大 船観音 ・フラ ワーセ ンター 観察会 実施
（参加者

26

・ ５月

88

30

16

29
26
16
23

49

104

24

18
21
26

20
10
22
11

20
28

17
18

平成

平成

同窓会猪股良夫北海道支部役員、伊藤次雄秋田支部長、
三浦 陽一仙台 支部長、斎 藤毅庄内 支部長 、織 田忠雄関
西支部長ご出席。
会実施。
名（同窓会員

大相撲夏場所観戦会は案内状が届くのが遅

春の花を観賞する鎌倉散策会を実施（参加

高尾山・城山のハイキングを実施（参加者

名）

・祝 賀会では中 村早智とター メリックに よるバンド 演奏
・出席者
日

日

名）。

日

９名）
。
・５月
者

名参加 。東 大 元

20

・９月

日

第

回

期）による講演

東京同窓会総会をグランドヒ

「東京同窓会会員名簿」を発行。

月７日（土）

ル市ヶ谷において開催。土門欣治氏（

会を実施、演題「熟年離婚を避けるためには」
。

日

日

日和田山・高麗峠のハイキングは雨のために

佐倉歴史散策の会を実施（参加者

会則の一部改正案が可決された。
年（ 二〇〇八 ）
・４月

中止。

・５月

日

名）。

・５月

・６月７日

・８ 月５日

大相撲夏場所観戦会、琴欧洲が優勝（参加者

劇団四季観劇会を実施し、
「キャッツ」を観劇
名）。

秋高連総会の懇親会に小笠原隆治会長以下７

板橋花火大会（戸田市共催）見物（参加者

母校 の甲子園出 場を応援 するために 急遽

名）。

定時制高 校卓球全国 大会 に母 校より出場 した

の惜敗を喫す（参加者

と 対戦し、 ９回に逆 転して勝 ち越すが 、その裏 サヨナラ

バ スを利用 した応援 団を募集 。４日第 三試合で 鳴門工業

・８ 月３～４ 日

余名）
。

・８月２日

田 の底力と 展望」で 講演、会 場はアル カディア 市ヶ谷。

名 参加。秋 田県立国 際教養大学 教授勝又 美智雄氏 が 「秋

日

（参加者

名）。

・総 会におい て「理事 の中から事 務局長を 一名選任す る」

長ご出席。

務局長、勝平敦子ゆりの会副支部長、三浦陽一仙台支部

先生、伊藤晶東京雄水会幹事長、藤原龍治矢島拓道会事

・来 賓として 村岡兼造 元内閣官房 長官 、元 母校職員小 番巌

・母校より鈴木俊一教頭、村岡淑郎同窓会長ご出席。

◇
10

・７月

17

・５月
秋高 連総会の懇親 会に

れたため中止。
日

定 時制高校卓球 全国大会に 母校より出 場し

東 京ドームで巨 人ー阪神戦 を観戦（参 加者

板 橋花火大会（ 戸田市共催 ）見物（参 加者

学長佐々木毅教授が講演、会場はアルカディア市ヶ谷。

・７ 月

名）。

・８ 月４日
・８ 月７日
名）。

・８ 月７日

定時制高校剣道全国大会に母校より出場し

た栄 喜由加選 手を応援、 東京都駒 沢体育館（ 打矢事務
局長）
。
日

た板 垣泰史・ 森沙也香選 手を応援 、日本武道 館（打矢

・８月

母 校の軟式野球 部が北東北 大会で優勝 し全

会報「鳳山児水」第十一号を発行。

事務局長）
。
・９月１日

30
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52

41

24

・９ 月１日

国大 会に出場 する。東京 同窓会よ り応援の募 金を送金
した。

30

97

30
11 20
24

17
10

23

113

22
13
26

21

21
25

20

10

年 （ 二〇〇七 ）・４月

19

栄 喜 由 加 選 手 を 応 援 、 駒 沢 オ リ ン ピ ッ ク 総 合 体 育 館平成
イ ンターハイ柔 道競技に母 校より出場 した

（打矢事務局長）。
・８ 月６日
期菅原常雄氏）
。

男子団体チーム５人と女子個人（佐藤愛選手）を応援、
イ ンターハイボ ート競技に 母校より出 場し

本荘高 校同窓会百周 年記念式典 が由 利 本

回

東京同窓会総会をグ ラ ン

年 （ 二〇〇九 ）
・４月
名）。

・５月

日

日

日

日和田山のハイキングを実施（参加 者

名 ）。

小江戸川越の蔵造り見学会を実施（参加者

名）。

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元霧

名）。

劇団四季観劇会を実施、
「ライオンキング」を

東京ドームで巨人ー楽天戦を観戦（参加者

島が親方である陸奥部屋で会食（参加者

・５月

日

・６月７日
名）
・６月

日

北海道支部創立二十周年の記念総会に合わせ

観劇（参加者

秋高連総会の懇親会に田口宏副会長以下

秀雄副会長が出席した。
日

日

板橋花火 大会（戸田 市共催） 見物（参加 者多

定時制高 校卓球全国 大会 に母 校より出場 した

回

東京同窓会総会をグランドヒル市ヶ

会報「鳳山児水」第十三号を発行、会員２、
第

谷において開催。

月３日

１２８名へ発送した

・８月

長、岡部民江理事）
。

栄 喜由加、 加藤聡太 郎選手を 宿舎にて 激励（打 矢事務局

・８ 月３日

数）。

・８ 月１日

期に活かそう」で講演、会場はアルカディア市ヶ谷。

参 加。直木 賞受賞作 家西木正明 氏 が「秋 田の地力を 変革

・７月

名

て 、本荘高 校同窓会 支部連絡 協議会 が 開催され 、宇津野

・７月

20

10 19

・来 賓として 元母校職 員小番巌先 生、伊藤 晶東京雄水 会幹

一同窓会副会長ご出席。

・母 校より五 十嵐隆文 校長、猪股 春夫同窓 会長、小笠 原良

国 が遅れた ため、講 演会を中止 するのや むなくに至 った

・講 演会の講 師を予定 していた遠 藤章博士 が米国から の帰

◇

20

埼玉県立武道館（
・８ 月９日
期

た 女子舵手付 クォドルブル の選手と男 子シングル スカ

会報「 鳳山児水」第 十二号を発 行、 会 員

東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦（参加者

期宮崎一志氏、打矢事務局長）
。

ル（安彦健斗選手）を応援、戸田ボートコース（
日

工藤絋治氏、

日

日

日 （日）

数出席）
。
月

第

名 誉会長が同 窓会より表彰 された（東 京同窓会会 員多

荘 市文化会館 で挙行され、 小笠原隆治 会長、飯田 金廣

月

２、０４２名へ総会の案内状と共に発送した。

月

名）。

・８月
・
・

◇

期）に

よる 講演会を 実施、演題 「仮面か ら世界のか たちが見

ドヒル市ヶ谷において開催。小笠原弘三氏（
えた」
。

・母校より五十嵐隆文校長、猪股春夫同窓会長、同窓会
事務局長佐々木昌喜先生ご出席。
・来賓として元母校職員小番巌先生、武田夏男東京雄水

名）
名）。

16

18

11

52

会副会長、角谷健矢島高拓道会副会長、小笠原了子ゆ
名（同窓会員

鎌倉散策会を実施（参加者
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30

45

23
27
10
22

72

りの会支部長ご出席。
月７日

・出席者
・

18

43

60

42

74

22

12
11
10
22
81

10

10 20
11
11
12

21

平成

事長、佐藤明夫矢島高拓道会関東支部長、小笠原了子
名）

鎌倉散策会を実施、加藤徳一郎氏（

期）

「ぶんしゅう２００９」発行、出席者に配

名（同窓会員

ゆりの会支部長ご出席。

布された。

月３日

・出席者
・
日

全国高校柔道選手権大会に母校より出場し

告時を散策して晩秋の紅葉を鑑賞した（。参加者
日

た柔 道部男子 団体・女子 団体の選 手を宿舎に て激励す
昭和記念公園にてバーベキュー大会を実施

る（役員５名）
。
日

深大 寺・植物園見 学会を実施 （参加 者

・８月

日

日

会報「鳳山児水」第十四号を発行、同月

日

仙台支部創立二十周年の記念総会に合わせて、

に会員２、０４６名に発送した。

第

回

会長が出席した。
月９日

東京同窓会総会をグランドヒル市ヶ

本 荘高校同 窓会支部 連絡協議 会 が開催 され、佐 藤源一副

・９月

◇

・母 校より高 野光章教 頭、猪股春 夫同窓会 長、村岡兼 幸同

窓会副会長、佐藤隆元教員ご出席。

・来 賓として 、武田夏 男東京雄水 会副会長 、佐藤明夫 矢島

名）

横浜三溪園見学会を実施（参加者

東日本大震災発生、Ｍ９の地震と大津波が岩

名）。

高 拓道会関 東支部長 、鈴木喜美 子ゆりの 会副支部長 、遠

日

日

名（同窓会員

藤章博士ご出席。
月

・出席者
・

・４月
・５月

・６月

名）。

日

佐倉城下町見学会は東日本大震災の影響によ

芝桜と秩父札所見学会を実施（参加者

名）。

日

大相撲夏場所観戦会は、八百長疑惑のため夏

日

・６月４日

劇団四季「ベニスの商人」観劇会を実施（参

東京ドームで巨人ー楽天戦を観戦（参加者

場所が中止となったので観戦会を取り止めた。

日

る交通・電力不足のため開催を中止した。

・４月

拡大した。

５ ５名、福 島原子力 発電所 が 水素爆発 し、放射 能汚染が

手 ・宮城・ 福島を襲 い、死者 ・行方不 明者合計 １８、４

年 （ 二〇一一 ）・３月

15

名）。

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元

劇団四季観劇会「アイーダ」を実施する。

71

・４月

日

日

（参加者
・５ 月
名）。
・５月

名）。

霧 島が親方で ある陸奥部屋 でフランス 観光客と交 流し平成
日

ながら会食（参加者
・６月

階にて懇親会（参加 者

定 時制通信制高 校卓球全国 大会に母校 より

板橋花火大会（戸田市共催）見物（参加者

東 京ドームで巨 人ー阪神戦 を観戦（参 加者

観劇後に新橋の第一ホテル
名）。
名）。

・７ 月３日
・８月７日
名）。

藤監事）。

79

28

18

出場 し二名の 選手を宿舎 にて激励 （打矢事務 局長、伊

・８ 月９日

21

大の新薬スタチンの発見と開発」
。

締 役所長遠 藤章博士 による講 演会を実 施、演題 「史上最

月

29

20

15

20

11

18

・

20
25

谷 において 開催。株 式会社バイ オファー ム研究所代 表取

23

名）。

44

96

の案 内で、十 二所神社、 光触寺、 明王院、浄 妙寺、報

10

103

15
19
25
16
22
20

11

17
25
23

10
22 29
19

23
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44

10
11

年 （ 二〇一〇 ）・３月

22

平成

加者
なる。
会報「鳳山児水」第十五号を発行し、会員

板 橋花火大会は 東日本大震 災のため中 止と

名）。

・８ 月６日
日

第

回

東京同窓会総会をグラン ド ヒル

日 「四十五周年記念文集」を発行した。

日

市ヶ 谷におい て開催。国 士舘大学 法学部教授 、同大学

月

月

２、０００名に発送した。

・８月
・
◇
院法 学研究科 教授高橋敏 先生 によ る講演会を 実施、演
題「民法解釈の難しさと面白さ」
。

全国高校柔道選手権大会に母校より出場し

日

日 本武道館で開 催された全 国高 校 柔

・４月

日

日

秋高連総会に松本幸江副会長、打矢進事務局

名）。

武蔵国分寺・国分尼寺跡を巡るハイキングを

長、庄司一春氏が代議員として出席した。
・５月

日

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元霧

実施（参加者
・５月

名）。

劇団四季観劇会「オペラ座の怪人」を実施（参

本荘高校百十周年記念式典が母校第一体育館

会報「鳳山児水」第十六号を発行した。

東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦（参加者

名）。

日

島が親方である陸奥部屋で会食（参加者
加者

・６月

名）。
日

・７月７日

・

・出席者

日

日

第

回

東京同窓会総会をグランドヒ ル 市

名）

秋高連のフェスティバルに佐藤源一会長以 下

名（同窓会員

の会支部長、講師宮塚利雄先生ご出席。

会 長、保田 完次矢島 高拓道会関 東支部役 員 、葛原愛 ゆり

・来 賓として 元母校職 員小番巌先 生、岸本 六蔵東京雄 水会

事務局長我妻沢美先生ご出席。

・母 校より吉 原慎一校 長、猪股春 夫同窓会 長、母校同 窓会

報いるため、感謝状と記念品が贈呈された。

・３ 期６年に わたり会 長を務めら れた小笠 原隆治氏の 労に

会を実施、演題「北朝鮮の現状」
。

山 梨学院大 学経営情 報学部教 授宮塚利 雄先生 に よる講演

ヶ谷において開催。新会長に佐藤源一氏が選出された。

月

で 、記念祝 賀会はホ テルアイリ スで開催 された。東 京同

りの会支部長ご出席。
秋高連 のフェスティ バルに松本 副会 長 以

名（同窓会員

日

～

道 選手権大会 に出場した母 校選手を応 援した。畑 山茂

・３ 月

励す る（打矢事 務局長、工藤 晋理事、小 笠原栄三氏 ）。

た柔 道部女子 団体と男子 個人種目 の選手を宿 舎にて激

日

下５名が出席し、県内他校と交流を深めた。

月

・出席者
・

名）

・来 賓として元 母校職員小番 巌先生、和 田武男東京 雄水

月６日

・８月

20

窓会からは小笠原隆治会長ほか５名が出席した。

・

18

46

副会 長、佐藤 明夫矢島高 拓道会関 東支部長 、 葛原愛ゆ

幸同窓会副会長ご出席。

・母 校より小杉 和夫校長、猪 股春夫同窓 会会長、村 岡兼

21
13
27

７名が出席し、県内他校と交流を深めた。

月

「秋 田県立本 荘高校応援 団」を会 場に掲げて 、畑山茂
築 城４００年記 念佐倉城下 町散策会を 実施
名）。

66

氏 が注文して 小笠原隆治会 長が寄贈し た大きな応 援旗

10

11

74

93

氏、千葉久氏、打矢事務局長他同窓生が声援を送った。
（参加者

・４ 月８日

15

29

20

◇

23

45

19
20 10

25

20
20
29 20
101

28
18
19
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10

10 10
11

年 （ 二〇一二 ）・３月

24

平成

日

全国高校柔道選手権大会に母校より出場し

◇

月５日

ル」。

第

回

東京同窓会総会をグランドヒル市ヶ

コン フリクト ・ミネラ

谷 において 開催。富 士色素工業 株式会社 代表取締役 社長

日本武道館で開催された全国高校柔道選手

小 笠原隆治 氏による 講演会を 実施、演 題「中小 零細企業

日

・母 校より吉 原慎一校 長、猪股春 夫同窓会 会長、同窓 会事

岸本六蔵東京雄水会会長、佐藤昭夫矢島高拓道会会長 、

・来 賓として 村岡敏英 衆議院議員 、元母校 職員小番巌 先生

務局長我妻沢美先生ご出席。

団」 を会場に 掲げて、池 田哲三応 援団長 のほ か畑山茂

佐藤六郎西目高校同窓会副支部長 、三平俊悦秋田工業同

名（同窓会員

名）

窓会会長、鈴木喜美子ゆりの会支部長ご出席。

務局長他同窓生が声援を送った。
劇団四季観劇会「サウンド・オブ・ミュー

・出席者

日

ジッ ク」を実 施し、終演 後の新橋 ライオンで の懇親会

国体陸上競技に出場した母校の高橋静香選手

67
日

日

秋高連のフェスティバルに佐藤源一会長以 下

日 本武 道館 で開 催さ れた 全国 高校 柔道 選手

９名が出席し、県内他校と交流を深めた。

月

の応援、味の素スタジアム（打矢事務局長）。

月６日

・

77

26
日

日

日

日

秋 高連 総会 に佐 藤源 一会 長、 佐藤 正義 副会

高山不動尊と関八州見晴台を結ぶトレッキン

名）。

名）。

等々力渓谷散策会と国宝源氏物語絵巻を見る

名）。

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元霧

島が親方である陸奥部屋で会食（参加者

・５月

会を実施（参加者

・５月

グを実施（参加者

・４月

に選任された。

長 が代議員 として出 席した。 佐藤正義 氏が秋高 連の監事

・４月

務局 長、畑山 茂・ツヤ 夫妻、池田 哲三監事 、千葉久氏 ）。

権 大会に母 校より出 場した高 橋仁美選 手の応援 （打矢事

・３月
年 （ 二〇一四 ）

・

10

11

名）。

秋高連総会に佐藤源一会長、佐藤正義副会
文学ゆかりの記念館を訪ねる鎌倉散策会を
平成

に劇 団四季会 長の佐々木 典夫氏も 駆けつけて 、劇団四
日

季の活動について説明された（参加者
・４月
日

長、小笠原栄三副会長が代議員として出席した。
・４月
名）。
名）。

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元

実施（参加者
日

全 国定時制通信 制総合剣道 大会に母校 より

東 京ドームで巨 人ー阪神戦 を観戦（参 加者

名）。

六義園と旧古河庭園を巡るハイキングを実

霧島が親方である陸奥部屋で会食（参加者

・５月
日

施（参加者

・５月

名）。

・８ 月２日
・８ 月４日

会報「鳳山児水」第十七号を発行した。

長、打矢事務局長、伊藤宏男監事、池田哲三監事）
。
日

20

20

20

25

出場 した工藤 嵩也選手を 宿舎にて 激励（佐藤 正義副会
・８月

12

18

11

14

19

27

・４月

氏、 伊藤宏男 監事、木村 茂氏、畠 山良治理事 、打矢事

会長 が寄贈し た大きな応 援旗「秋 田県立本荘 高校応援

権大 会に出場 した母校選 手を応援 した。小笠 原隆治前

・３月

一 会長、工藤 晋副会長、小 笠原栄三副 会長、打矢 事務

47

た 柔道部男子 団体の選手を 宿舎にて激 励する（佐 藤源

10

の 経営の難 しさ」と 「紛争鉱 物

26

局長）。

18
20
14
20
21
18
19
25

11
24

20
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年 （ 二〇一三 ）・３月

25

・７月

日

日

名）。

・７月

東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦（参加者
インターハイボート競技が山梨県富士河口

委員会形式での初めての開催。

・母校より佐藤利正校長、猪股春夫同窓会長ご出席。

・来 賓として 佐藤隆村 岡敏英衆議 院議員秘 書、元母校 職員

日

日

日

佐藤源一会長同席の上、湯田新事務局長が打

秋高連 のフェスティ バルに佐藤 源一会長 以

秋高連総会に佐藤源一会長、小笠原栄三副会

下７名が出席し、県内他校と交流を深めた。

月

矢進前事務局長より引継のための打合せを実施。

月

名）

小番巌先生、佐藤明夫矢島高拓道会関東支部 長、中溝悦

・
・

年（ 二〇一五 ）
・４月

名）。

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元霧

長、松本幸江副会長が代議員として出席した。
日

新企画として鈴本演芸場での寄席落語鑑賞会

島が親方である陸奥部屋で会食（参加者

・５月

日

日

名）。

もう一つの新企画として東京湾でのランチク

東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦（参加 者

名）。

を 実施し、 鑑賞会終 了後に近 くの料理 屋で親睦 会（参加

・６月
加者
名）。

・７月

日

歌舞伎観劇会「芸術祭十月大歌舞伎」を実施。

会報「鳳山児水」第十九号を発行した。

ルージングを実施（参加者

・８月

日

第

回

ヶ谷において開催。

月

ホテルの「ラウンジ

名）。

東京同窓会総会をアルカディア 市

」で懇親会（参加者

歌 舞伎の片 岡松十郎 さんの楽 屋を訪問 。その後 新橋第一

観 劇終了後 に今回の チケット を手配し ていただ いた上方

月４日

・９月１日
・

名（同窓会員

子ゆりの会事務局長 、須田和朝関西支部長ご出席。

インターハイ柔道競技が千葉県成田市で開

・出席者

子 舵付クォド ルブル、男子 舵付クォド ルブル、女 子ダ

27

湖 町の河口湖 漕艇場で開催 され、母校 より出場し た女
ブルスカルの３クルーを応援（打矢事務局長）。女子舵
日

付クォドルブルが準優勝。

東京同 窓会総 会をグ ランド ヒ ル

11

・７月
級中川恭平選手、

級高橋 仁美選手 を宿舎に て激励 （佐藤源 一

催され、母校より出場した男子
女子

イ ンターハイ弓 道大会に母 校より出場 した 平成

会長）
。柔道部先輩の千葉久氏は試合会場にて応援。
・８ 月６日

久保 友希選手 を宿舎にて 激励（松 本幸江副会 長、打矢
事務局長）
。引率の梅津正和氏に陸上競技部佐貫有彩選

全国定時制通信制総合剣道大会に母校より

手、 ソフトテ ニス部佐々 木一輝・ 三浦駆選手 への激励
日

費を託す。
・８月

会報「鳳山児水」第十八号を発行した。

回

25

出場した工藤嵩也選手を宿舎にて激励（打矢事務局長、
日

東京宝塚劇場観劇会として星組公演のミュ

伊藤宏男監事）
。
・８月
日

第

名）。

ージ カル「美 しき幻影」 と「パッ ショネイト 宝塚」を
月４日

20

15

実施（参加者

17

・９月

◇

期）による講演会「大学から見た日

81

21

市 ヶ谷におい て開催。母校 元教諭の小 番先生によ る講
授松澤昭先生（

◇

49

演会 「本荘高 校十七年間 の思い出 」と東京工 業大学教
本と世界の若者」を実施。
・今回は、卒業期末尾数字が０と１期の会員による実行

11

88

25
25

18
23
14
10 19

30
31

48 15

66

10

10

81
kg

31
63
kg
10
24 24
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11
31

25
10

平成

・今 回は、卒業 期末尾数字が ２と３期の 会員による 実行
委員会形式での開催。講演会は無し。

・５月

日

日

大相撲夏場所観戦会を実施し、観戦後に元霧

名）。

名）。

新宿末廣亭での寄席落語鑑賞会を実施し、鑑

島が親方である陸奥部屋で会食（参加者
・６月

第

回

東京同窓会総会をアルカディ ア 市

東京同窓会五十周年記念文集を発行した。

会報「鳳山児水」第二十号を発行した。

東京ドー ムで巨人ー ＤｅＮＡ 戦を観戦（ 参加

賞会終了後に近くの料理屋で親睦会（参加者
名）。

・７ 月８日
者

日

・９月１日
日

ヶ谷において開催予定。

月

・９月
◇

15

・ ホ ーム ペー ジの 運営 を担 当し てい る佐 々木 勝氏 （
期）理事就任が承認。
・母校より佐藤一吉校長、猪股春夫同窓会長ご出席。
・来 賓として元 母校職員小番 巌先生、保 田完治矢島 高拓

日本武道館で開催された全国高校柔 道

級 の板本 広大 選

20

21
12

20

30 30

道会 関東支部 長、小林隆 子由利高 同窓会 ゆり の会東京
名）

秋高連 創立三十周年 のフェステ ィバ ル に

名（同窓会員

日

日

表 となっ てい る）。個人 戦で は、

歌舞伎観劇会「四月大歌舞伎」を実施。観

った が、２回 戦の相手開 星（島根 ）に代表戦 で惜しく
日

も敗退。
・４月

劇後 に今回の チケットを 手配して いただいた 上方歌舞
名）。

伎の 片岡松十 郎さんの楽 屋を訪問 。その後品 川の秋田
美彩館にて懇親会（参加者

17

50

支部長ご出席。

めた。
～

戦の 選手の応 援（佐藤源 一会長、 松本副会長 、池田哲
級板本広大選 手 、

三監事、佐々木勝理事、佐藤俊悦理事、斎藤博人理事、
伊藤宏男氏）
。個人戦は、

級佐藤光選手、無差別級大場悠斗

73
kg

級（秋田高校）以外は母校の生徒が秋田代

級高橋駿選手、

66
kg

手が ベスト８ の敢闘賞。 団体戦は １回戦は不 戦勝であ

66
kg

選手（

81
kg

10

65

佐 藤源一会長 以下７名が出 席し、県内 他校と交流 を深

月

・出席者
89

選 手権大会に 母校より出場 した男子個 人戦と男子 団体

20

・

94
30

19
60
kg

24
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11

年 （ 二〇一六 ）・３月

28

◆◆◆ 東京同窓会の現況 ◆◆◆

総会・講演会・懇親会

大相撲五月場所観戦会

観劇会（歌舞伎、劇団四季、宝塚）

プロ野球観戦会（東京ドーム）

落語・寄席鑑賞会

定例役員会（年４回）

母校の部活動の応援
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本荘高校東京同窓会会則
第１条（名称、所在地）
本会は本荘高校東京同窓会（略称 東京玲瓏会）と称し、事務局を会計担当宅に置く。
第２条（目的）
本会は母校の発展を期し、会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第３条（会員）
本会は東京都及びその周辺に居住する秋田県立本荘高等学校（旧秋田県立本荘中学校）の卒業生並
びに同校に在学した者をもって会員とする。
第４条（事業）
本会は第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
１．会員親睦会
２．会報の発行
３．ホームページの維持
第５条（総会）
本会は毎年定例総会を開き、会務会計の報告をなし、役員の改選その他重要事項について協議決定
する。
第６条（役員）
本会に次の役員をおき、その任期を２年間とする。
１．
２．
３．
４．
５．
６．

会
長
副 会 長
事務局長
会
計
理
事
監
事

1名
5 名以内
1名
1名
30 名以内（常任理事 5 名）
2名

理事の互選
理事の互選
理事の互選
理事の互選
総会で選出
総会で選出

第７条（役員の任務）
会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、合意をもって会務を総理する。
事務局長は会務の推進をはかり、その調整にあたる。
会計は年会費の徴収など本会の会計を担当する。
理事は会長、副会長を助け、理事会を構成し会務を処理する。
監事は本会の会計を監査する。
第８条（名誉会長及び顧問）
本会に名誉会長、名誉副会長及び顧問をおくことができる。
名誉会長、名誉副会長は会務経験者の中から役員会の議を経て会長が推薦する。
顧問は本会に対し功績のあった会員の中から、会長が推薦する。
第９条（会計）
本会の維持費は会費、寄付金、預金利子等の収入によって支弁する。会費は年 2,000 円とする。
第 10 条（会計年度）
本会の会計年度は、10 月 1 日に始まり、翌年 9 月 30 日をもって終わる。
第 11 条（会則の改正、役員の選出）
本会則の改正、役員の選出その他重要事項は総会において出席会員の過半数の同意を得るもとする。
附 則
本会の創立は、昭和 41 年 5 月 28 日である。
本会則は昭和 41 年 5 月 28 日から施行する。
本会則は平成 6 年 10 月 15 日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成 19 年 10 月 7 日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成 25 年 10 月 5 日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成 27 年 1 月 24 日一部改正、同日より施行する。
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最近の東京同窓会役員一覧

No
.

役

職

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

H24.10.1～H25.9.30

H25.10.1～H26.9.30

H26.10.1～H27.9.30

H27.10.1～H28.9.30

氏

名

期

氏

名

期

氏

名

期

氏

名

期

1

最高顧問

小笠原隆治

48

小笠原隆治

48

小笠原隆治

48

2

名誉会長

飯 田 金 廣

49

飯 田 金 廣

49

飯 田 金 廣

49

飯 田 金 廣

49

3

会

長

佐 藤 源 一

60

佐 藤 源 一

60

佐 藤 源 一

60

佐 藤 源 一

60

4

副 会 長

佐 藤 正 義

59

佐 藤 正 義

59

打

進

44

打

進

44

5

副 会 長

小笠原栄三

60

小笠原栄三

60

佐 藤 正 義

59

佐 藤 正 義

59

6

副 会 長

工

晋

60

工

晋

60

小笠原栄三

60

小笠原栄三

60

7

副 会 長

松 本 幸 江

62

松 本 幸 江

62

工

晋

60

工

晋

60

8

副 会 長

湯 田 友 夫

65

湯 田 友 夫

65

松 本 幸 江

62

松 本 幸 江

62

9

事務局長

打

進

44

打

進

44

湯 田 友 夫

65

湯 田 友 夫

65

10

理

事

加 藤 治 夫

44

加 藤 治 夫

44

加 藤 治 夫

44

加 藤 治 夫

44

11

理

事

工 藤 泰 蔵

51

工 藤 泰 蔵

51

伊

允

51

伊

允

51

12

理

事

伊

允

51

伊

允

51

工 藤 俊 行

57

工 藤 俊 行

57

13

理

事

工 藤 俊 行

57

工 藤 俊 行

57

鈴 木 禮 治

60

鈴 木 禮 治

60

14

理

事

鈴 木 禮 治

60

鈴 木 禮 治

60

小笠原弘三

60

小笠原弘三

60

15

理

事

岡 部 民 江

61

岡 部 民 江

61

小 坂 善 雄

61

小 坂 善 雄

61

16

理

事

安 井 賢 光

62

安 井 賢 光

62

安 井 賢 光

62

安 井 賢 光

62

17

理

事

若田部京子

63

若田部京子

63

若田部京子

63

若田部京子

63

18

理

事

木 村 文 子

63

木 村 文 子

63

木 村 文 子

63

木 村 文 子

63

19

理

事

菊 池 和 夫

64

菊 池 和 夫

64

菊 池 和 夫

64

菊 池 和 夫

64

20

理

事

畠 山 良 治

64

畠 山 良 治

64

吉 澤 厚 子

67

佐 々 木 勝

65

21

理

事

佐 藤 昌 彦

67

佐 藤 昌 彦

67

伊 藤 典 明

69

吉 澤 厚 子

67

22

理

事

吉 澤 厚 子

67

吉 澤 厚 子

67

佐 藤 俊 悦

70

伊 藤 典 明

69

23

理

事

伊 藤 典 明

69

伊 藤 典 明

69

保科勇記夫

73

佐 藤 俊 悦

70

24

理

事

佐 藤 俊 悦

70

佐 藤 俊 悦

70

遠 藤 桂 子

74

保科勇記夫

73

25

理

事

保科勇記夫

73

保科勇記夫

73

清

学

83

遠 藤 桂 子

74

26

理

事

勝又千代子

73

勝又千代子

73

斎 藤 博 人

86

清

学

83

27

理

事

遠 藤 桂 子

74

遠 藤 桂 子

74

斎 藤 博 人

86

28

理

事

清

学

83

清

学

83

29

理

事

斎 藤 博 人

86

斎 藤 博 人

86

30

監

事

伊 藤 宏 男

50

伊 藤 宏 男

50

池 田 哲 三

55

池 田 哲 三

55

31

監

事

池 田 哲 三

55

池 田 哲 三

55

畠 山 良 治

64

畠 山 良 治

64

藤

矢

藤

水

藤

矢

藤

水
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矢

藤

藤

水

H27.9.26 逝去

矢

藤

藤

水

平成 28 年度
分類

担当名

東京同窓会役員の役割分担
業務内容

担当者

事 務 局
秋高連
同好会

会計係

預金口座及び郵便振替口座の管理、会
費受領、出金、決算・予算案の作成

湯田友夫

総会会場交渉係

総会を開催する会場との交渉（平成 28
年度は 10 月 30 日（日）13:00～17:00
アルカディア市ヶ谷で開催）

斎藤博人（清水
学）

総会・懇親会計画係

総会の講演など含めた進め方、懇親会 実行委員会（担当
の進め方について検討。平成 28 年度は、 期 役 員 ＋ 会 員 有
54,55,64,65,74,75,84,85 期担当
志）

秋高連運営委員会

運営委員会に出席（２名、年４回位）

佐藤源一、佐藤正
義（監事）

秋高連役員会

役員会に出席（１名監事、年６回）

佐藤正義（監事）

秋高連代議員

４月の総会の代議員（２名、年１回）

小笠原栄三、
松本幸江

大相撲観戦会係

５月場所の大相撲観戦会の計画・実施

工藤

野球観戦係

東京ドームでの野球観戦の計画・実施

畠山良治

観劇会係

歌舞伎、劇団四季、宝塚などの観劇会
の計画・実施

保科勇記夫

落語鑑賞会係

落語鑑賞会の計画・実施

遠藤桂子

会報編集係

「鳳山児水」の編集・発行(毎年)

伊藤典明、湯田友
夫（打矢進）

記念誌編集係

50 周年記念文集の編集・発行

佐藤源一、打矢
進、佐々木勝、湯
田友夫、伊藤典
明、遠藤桂子

ホームページ

ホームページのデータ更新を含めた維
持・管理

佐々木勝、湯田友
夫

応援係

母校選手出場試合の応援を組織し、応
援を実施

池田哲三、松本幸
江

新規会員拡大係

70 期以降の会員勧誘の健闘

清水学、斎藤博人

広

湯田友夫

事務局長

理事会の通知、理事会の開催、議案提
出、会務の推進・調整、理事会の議事
録作成

報
その他
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晋

平成 26 年度からの実行委員会メンバー
平成２６年度（平成２５年１０月１日～平成２６年９月３０日）より、総会・講演
会・懇親会の計画・実施は、卒業期末尾番号０と１（次年度は２と３）の会員有志に
よる実行委員会形式としている。

実行委員会メンバー
No.

役

職

平成 26 年度
氏

名

平成 27 年度
期

氏

名

平成 28 年度
期

氏

名

期

1

実行委員長

佐藤源一

60

安井賢光

62

菊池和夫

64

2

委員長代行

工藤晋

60

松本幸江

62

畠山良治

64

3

会計（兼任） 鈴木禮治

60

木村文子

63

4

書記（兼任） 岡部民江

61

佐瀬芳子

63

湯田友夫

65

5

書記（兼任） 小池保子

61

若田部京子

63

6

副委員長

石渡淳一

50

田口二三夫

52

伊藤征三

54

7

副委員長

伊藤宏男

50

羽賀確夫

52

池田哲三

55

8

副委員長

小松廸弥

50

浅香英男

53

斎藤博厚

64

9

副委員長

黒田綱平

50

佐々木健治郎

53

小松倫人

64

10

副委員長

伊藤允

51

佐々木義智

53

斉藤三城勇

64

11

副委員長

工藤泰蔵

51

高橋直哉

53

佐々木勝

65

12

副委員長

工藤孝夫

51

矢作孝雄

53

佐藤正明

65

13

副委員長

小野由喜夫

61

加藤芳治

62

木村あや子

65

14

副委員長

小坂善雄

61

佐藤篤子

62

尾形宏

65

15

副委員長

横山聰

61

張千代子

62

遠藤桂子

74

16

副委員長

齊藤茂義

61

福岡信一

62

斎藤博人

84

17

副委員長

佐藤俊悦

70

保科勇記夫

73

清水学

83

18
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平成 28 年度の年間スケジュール
年 月 日
平
成
27
年

平
成
28
年

実

施

内 容

10 月 24 日(土)

平成 27 年度会計監査実施

10 月 24 日(土)

第１回役員会実施（第 49 回総会資料の審議他）

10 月 31 日(土)

第 49 回東京同窓会総会・懇親会開催

11 月 06 日(金)

秋高連平成 27 年度第５回役員会出席

11 月 30 日(月)

秋高連創立 30 周年記念フェスタに会長他８名参加

12 月 29 日(火)

秋高連平成 27 年度第６回役員会出席

01 月 23 日(土)

第２回役員会実施（平成 28 年度の年度計画、同好会行事の
計画、実行委員会、50 周年記念誌の発行他）

02 月 05 日(金)

秋高連平成 27 年度第７回役員会出席

02 月 27 日(土)

第１回編集委員会実施（記念誌の内容、体裁、予算他）

02 月 27 日(土)

第１回実行委員会実施（第 50 回総会・講演会・懇親会の日
時・場所、実行委員の担当、基本方針他）

03 月 14 日(月)

秋高連平成 27 年度第７回役員会出席
秋高連平成 27 年度第４回運営委員会出席

03 月 19 日(土)
03 月 20 日(土)

第 38 回全国高等学校柔道選手権大会の母校柔道部応援

03 月 27 日(土)

第３回役員会実施（実行委員会報告、編集委員会の報告、同
好会行事の確認、同好会行事案内等の発送作業）

04 月 16 日(土)

秋高連平成 28 年度「総会及び交流会」出席

04 月 24 日(日)

歌舞伎観劇会実施（「四月大歌舞伎」参加者 17 名）

05 月 21 日(土)

大相撲夏場所観戦会実施（参加者 20 名）

05 月 25 日(水)

秋高連平成 28 年度第１回役員会出席
秋高連平成 28 年度第１回運営委員会出席

06 月 12 日(日)

新宿末廣亭での寄席落語鑑賞会実施（参加者 15 名）

06 月 18 日(土)

第２回編集委員会実施（進捗状況、今後のスケジュール他）

06 月 18 日(土)

第２回実行委員会実施（実行委員会のメンバー、総会・講演
会・懇親会の中身など）

07 月 08 日(金)

東京ドームにて巨人―DeNA 観戦会実施（参加者 20 名）

09 月 03 日(土)

第３回編集委員会（原稿の編集、校正他）

09 月 03 日(土)

第３回実行委員会（総会・講演会・懇親会の時間配分と役割
分担の確認他）

09 月 17 日(土)

第３回役員会（第 50 回総会・講演会・懇親会の案内他の発
送作業）
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平成

年

24

月６日
10

本荘高校

周年記念誌より

110
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賛助広告ご協力企業・団体等一覧
掲載順不同
このたびの 50 周年記念文集発行に際し、以下の企業、個人の皆様より賛助広告
にご協力いただきました。心より感謝申し上げます。
会員各位のご厚情・ご支援に対し、改めてお礼申し上げます。
【企

業】

○村岡建設工業株式会社

P105

○株式会社三浦工務店

P106

○株式会社ニッセイ

P107

○秋田誉酒造株式会社

P108

○尾瀬岩鞍リゾートホテル

P108

○株式会社池田

P109

○まつ惣

P109

○篁

P110

○板橋センターホテル

P110

○天寿酒造株式会社

P111

○株式会社ハンズ

P111

【東京同窓会役員】
・飯田

金廣

P112

・工藤

俊行

P113

・伊藤

典明

P114

・佐藤

源一

P112

・鈴木

禮二

P113

・佐藤

俊悦

P114

・打矢

進

P112

・小笠原 弘三

P113

・保科 勇記夫

P114

・佐藤

正義

P112

・小坂

喜雄

P113

・遠藤

桂子

P114

・小笠原 栄三

P112

・安井

賢光

P113

・清水

学

P114

・工藤

晋

P112

・若田部 京子

P113

・斎藤

博人

P114

・松本

幸江

P112

・木村

文子

P113

・池田

哲三

P114

・湯田

友夫

P112

・菊池

和夫

P113

・畠山

良治

P114

・加藤

治夫

P112

・佐々木 勝

P113

・伊藤

允

P112

・吉澤

P113

厚子
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●創業 100 年

技術と誠意で奉仕する

兼 村岡建設工業株式会社

代表取締役
取締役副社長
本社

村岡
村岡

淑郎（54 期）
兼幸（71 期）

由利本荘市一番堰 181 番地
TEL 0184-22-0630
FAX 0184-24-5442
URL http://www.muraken.co.jp

平成 23 年 由利橋下部工工事
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住宅・ビル・マンション・社寺≫建築まで
あらゆる建物を
「技術であらわす感謝の気持」で・・・
あなたに

ISO9001・ISO14001 認証取得
技術であらわす感謝の気持

株式会社三浦工務店
代表取締役社長

三浦 敏男
(51 期卒業)

本

社

〒120-0003 東京都足立区東和 3-14-25
Tel.03-3605-2313 Fax.03-3605-3744
ﾘﾌｫｰﾑ部(直通) Tel.03-3605-7123 Fax.03-3629-5094
本 葉 支 店

〒272-0131千 葉 県 市 川 市 1 5 - 4
Tel.047-359-1151 Fax.047-356-1649

埼 玉 支 店

〒340-0813 埼玉県八潮市木曽根 648-1
Tel・Fax 048-997-6260

秋 田 支 店

〒015-0072 秋田県由利本荘市裏尾崎町1-21
Tel・Fax 0184-23-3637
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小松 倫人（64 期）
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代表取締役 猪股 春夫(64期)

常務取締役 星野裕子(旧姓藤島 69期)
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（65 期）
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7,020

円

飯田 金廣（49 期）

7,020 円
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環境を守る技術が、ここにある
株式会社ハンズは環境プラントの電気・計装設備の設計・施工及び
監視制御システムの導入からサポートまで行う、経験豊富なエンジ
ニアリング集団です。

株式会社

ハ ン ズ

〒337-0015 さいたま市見沼区蓮沼 1085-9
TEL：048-685-9659
代表取締役社長

斉藤 三城勇（64 期）

◆詳しくは弊社、ホームページをご覧下さい。
『埼玉株式会社ハンズ』で検索して下さい。
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編集後記
本荘高校東京同窓会は再建五十周年記念の年を迎え、五十周年
記念文集を発行することになりました。
これまでに、平成八年十月に「三十年のあゆみ」
、平成十四年十
月に「ぶんしゅう２００２」
、平成十六年四月に「ぶんしゅう２０
０４」
、平成十八年九月に「四十周年記念文集」
、平成二十一年九
月に「ぶんしゅう２００９」
、平成二十三年十月に「四十五周年記
念文集」
、平成二十五年十月に「ぶんしゅう２０１３」を発行して
います。

平成二十八年九月三十日

◆五十周年記念文集◆
発行日

秋田県立本荘高等学校東京同窓会

0051
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今回は、編集委員会を立ち上げて、企画・構成として五十周年
記念文集の内容（目次案）
、発行までの工程、編集作業として、特

発行人

会 長 佐藤 源一

別寄稿の執筆候補者への依頼、一般会員への原稿募集、賛助広告
の募集、手書き原稿の電子化、初校アップ、校正・修正の繰り返
しなど、そして入校作業として最終校確認、入校、校了など、印
刷・製本を除いた一連の作業をすべて編集委員で行いました。

（右連絡先は事務局長 湯田 友夫）
編集委員長 佐藤 源一

今回は、印刷・製本に至るまでの作業を自前で行い、電子デー
タとして保存（ひな形）することにしました。これまでに発行し

編 集 委 員 打矢 進、佐々木 勝、湯田 友夫、伊藤 典明、
遠藤 桂子

た「ぶんしゅう」と「記念文集」の中の東京同窓会の活動記録を
全て統合し、最近の活動記録も追加しました。今回の編集作業は

表紙（デッサンと配色） 工藤 晋

編集委員

- 東京都千代田区神田神保町二丁目四番地
話 〇三ー五六五六ー五一〇一

印刷通販 プリントパック東京支店

今後の六十周年、七十周年の記念誌発行の際の参考にもなり、か

〒

印刷・製本

今後は、ホームページの会員枠も活用し、会員皆様への情報提

電

63

第 1 回編集委員会

つ費用低減にも繋がると思います。
供、会員相互のコミュニケーションも図りたいと考えています。
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五十周年記念文集

五十周年記念文集
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秋田県立本荘高等学校東京同窓会

秋田県立本荘高等学校東京同窓会

