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挑戦こそ若さだ
校長叫石順

創立肖一．ト周年を迎えて

．紅公公長 ｈト嵐節ｆ

新感覚のコミュニケーションで

任され︑その責任の収さを感じて

創立．白ニト周年の記念の年に選

ハ代会長に指名をされました．

発行︑百周年記念館整備等の加薬

記念音楽会や甲．美術展︑記念詰

を挙行いたします．

にあたり︑Ｌ一月一一Ｌ−日には記念式典

とは従来︑気心の知れた仲間内だけ

郎氏︵歴史学者︶で︑氏によれば︑和

るかもしれない︒提唱者は木村尚二

を提唱すると聞けば︑ん？と思われ

この方が﹁コミュニケーションの大切さ一

｜

同窓勁勁艮坏ト．推服

おります．

の準備を苫⁚々と進めており︑同窓会

のもの︑大勢の人が多様な形で出あ

和の精神︑に否定的な方がいる︒

仏は昭和一．十一年四月︑旧制中学

の皆様には一方ならぬご協力をいただ

う現代には新しい付合い感覚が必要

今年は本校訓奈白．．十周年の年

最後の学生として入学︑昭和一．十七

きましたことに対してまして厚く御

トムる．ｈ月︑トＬ目の総公で︑第ト

缶︲．．．目︑・や・業です．

｜

革命的変革のニトー匪紀へ
向けて新しいチャレンジを

1

1︶や命により

牡京同窓へ九九長渡辺肖一

い土︑私どもは︑西暦．．千年という

︑−−ｊ 一一ｊ
や川−び刹︱ Ｉｔまｊ

ｌべ出紀に始まった産褒革命がエ褒

ｎ勁を遣り︑人々の生活様式や価値

政を︑変させたようにでト．叫紀の

引へ・・は︑梢報技術︵

私どものライフスタイルを変えてし

だという︒大切なのは異質なもの広

な交流で︑そこから次代を開く知恵

範囲なものと協・調するボーダーレス ー
の道のりは︑幾多の紆余曲折を経な

が生まれるという発想だ︒

明治から百．．ト年間︑本校の歴史

礼申しトげます．

がら︑新しい教育制度と整わぬ教育

通学しました．

中学︑高校の穴年間を見咲の学術に

戦前︑戦中︑戦後と教育改革の名

条件を克服しながら険しいものであ

時間やら︲間の制約がどんどん小さ

まうといわれます．

絹度の中を最悪の司境ではありま

のもとに︑めまぐるしく変わる教育

が東京同窓会の場合と似ているから

くなへ鵬く川所︑購入先や販売先な

どソーヅ・ハルに・目出に選択できる粁

りました．こうした中で︑高遠な理想

だろうか︒ルーツは同じだけれど年

︒一日えてる︑と私が思うのは︑状況

宍かド想されるからです．

したが︑幾つかの楽しい思いでのあ

を揚げ︑暇肖生徒は様々な困難や葛

出界い左端を 伺く米川の高成長

る学生生活でした．

勢の築まり︒明日を間く知恵や閃き

が︑あの字間に飛びかうとしたら・⁝

だよ では始まらないと本伺氏はに

の強迫に情熱をーいでまいりましか

担ぅ本校１健かえ化国家を胴造し

う折角の集いの現にあって仏たち

知らない間柄で一顔じゃないよ心
そ内申︑中・⁚閃⁝目︑教育のｙ明煙入と

心曹かな人間に・首つＬぅ努勾してま

感じをＨ九ぜあうことで︑より広い目ハ

は︑まずぶもが隔てなく︑いい顔いい

仏たちは︑これまで以トに次代を

い≒問い一七出で永ました

いりますぺ／後とも︑変わらぬご支援
目 −勺の轍のトに︑同窓ごとして
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巾・バ同宍久一万所収サげ﹄の交流︲乳化

感を竹てていきたい

二に万全お願い中しＩげますとと

読いており土ｊ

ツふしが始まり︑残念ですが︑現此も

マド紆へ⁚選抜絹度となり︑甲府．高

学校閲格差是．︲にの錦の御旗は︑小

代もライフスタイルも多極多様な大
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私た炉目ん教職出まこんな風に頑張･｡て生きていま‑1

国際交流について
竹詰伺に任
一．間悳で

生徒会部活動の近況

本校の今年度部在籍率は︑︵生徒会本

生徒会係れ任一．加減

ｔ成Ｈ年度海外糾明体験留学は︑妬

コンクールで金賞を獲得し︑西関東

ています︒さらに︑昨年も県吹奏楽

斗高校の四名も参㈲するや定です︒

を通じて交流している北海道北見北

吹か楽コンクールに出場した応援団
吹奏楽部︒書道部・放送部・演劇部・写

れています︒特に書道部は８月の静

真部・化学部等も今年は大いに明防さ

体育局︵男66％・な47％︶となり︑重

岡県でのでの全国高校総合文化祭へ

部い除く︶文化勁︵男24％・女１９％︶︑

クトリア・バンクーバー︶で１０日間の研修
複客⁚を含んでいるとは︒一一両え︑・設置部

心⁝伺Ｉ年生かへＬ□参加︑カナダ︵ヴィ

を行いましたドハンクーバーでは巾内

いますで史に︑今年も高校選手権団休

の出場が約束されていて日々精進して

戦塵優勝の将棋部︒そして馥郁とし

数︵文化同郷・体育局27︶の多さと合

学学習への史なる意欲をかきかてら

た文化の香りを放ち続ける美術ふ目

のぷママ校で︑生の英語にふれ︑語

れました 公守のトマス・マクイナス高

梨・沢道・筝曲・茶道・新聞・文学部等︑
伝統椚の強い部の存在も忘れる訳に

と交流することができました︒また︒
ｆ一の１目胚︒目から貿目まで︑アメリカ︒

は行きません︒最後に︑生徒会本部

３学校を訪問︑同年代の高校生だち

アイオワ州のフーバー高校から︑生ぼ

︲五び
︲

進路状況
活躍ほど︒高の生徒会活動を象徴す

今春の卒業生の進路も確定しました︒

進路指導主事 福岡哲司

教職いの家庭にホームステイしながら

るものはないでしょう︒本部役員の

わせ︑県ドでも有数の部活を誇って

芸・横浜国人が各二名︑の合格者を

授業に参加し︑知事表敬訪問︑市内

徴は統制の収れた白ド的な練習が出

強斤遠足に参如したいという理由で

出すなど︑レベルの高さと多様さで大

四年制大学︒白六ト六名︑知人五十一名︑２

来ることではないでしょうか︒先ず︑

一高入学を希望する生徒が毎年かな

自生性と吹奏楽部・応援団の統制の

昨．Ｑの︑ヤ国高校選ｒ皆県人会で︑

りおります︑昨年十月ａ目六日に実

見学︑長野県への１日日ｔ学旅行など

目川︑峡北を破り︑強豪市川に２点

ター試験において︑また︑その後の

きな成果をあげました︒本年存︑セン

専修各種学校四乍一名︑就職八名ジド

や１健たちとの交流を深めました︒

差で惜敗して︑占豪復活を印象付け

施した強行遠足への生徒の参加率は︑

四年制人︵殊に国公立人︶で県ト酋

国公立大丘お一一︑名︑他が私人となって

います︒殊にハ７年は東北・東京外語・

軟式テニス︑アーチー・リーと旨った

退部と１１︒た目氷的なものと硬式・

きげけるわがあるのでしＬうか 本

足のどこに生隨たちを・ ﹂んなにも引

目指し︑ひたす・り歩くだけの強 汪埋

⁚に ｍ︑久 ｊは四し仙完を
ｌ
ｌ

を仙に︑本校の指導ザ針が功今がし

回き巴︺Ξｃえー目に祈・りた一の精神

様々な制度収や・学校収蔵︲のなかで︑

﹂貳ち︑注目されているところです

をドげたなかで本校の反問ぶりが際

︒橋・新潟の各三名︑京都・東京学

曲⁚洋的なものとが程よく混在して成

年も剖︲リ 円．−周年午迎えるにＩ川の

⁚剤めたと考えているしこＩろでＬ

体育振興係主任藤巻敬．・Ｌ

備校四ト二名︒四年制大学の内訳は

なお︑本校とフーバー高校はこのた
｡式に姉妹校締結を斤い︑歓迎式
び11

た野球部です 叉︑ハンドボール部

ｍ乃ｆ九︱八・ヒ％かつー足ト五・九％で

通高佼が軒並み点数・合格片の割八日

強行遠足

典において両校の締結史書の交換が

は︑総体では３位を勝ち取り︑久々

した︑これは過去⁚．取高の参加率です︑

宋をＩにげています地昧ながら陸−

目・叫目じ万抱されます伺り函回

刺刀Ｌは

や水泳︑巾球︑山以なとの活勅も光っ

した 剣道部ダ東道部︑空卜部︑Ｏ

います︒︒高の部活動の全体的な特

行われました︒

の関東人分出現の快挙を成し遂げま

毘噺さは高い評価を得ています︑

と直属の応援団吹奏楽部・応援団の

,lj−−
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ｉ１‑

の行事を体験し︑ホストファミリー

16名︑教員３私が来校︑本校生徒︑

篆J72で

の︒ト行練習をさせてくれだ強行遠足

し生けるだけは・・・ という人生

まで歩き続けて末たのだから二もう少

踏みとどまらせてくれたもの︲1こ一

ば桐析し︑くじけそうになる時に︑

てくれる⁝岬人生の途トで︑しばし

自己の力を投入して自に発見をさせ

る︒よく準備された教育プログラム︑

白⁚転弔に従って︑走り出したのであ

目いたがいた優︑先剛吊ぶの先生の

と思えたくらいで︑熱いお茶をひと

るのだか︑朝の松本駅前がスタート

あったと実感する︒そしてまた油気

神は実にニ局時代に培われたもので

ジしてきており︑そのチャレンジ精

り返ってみると常に何かにチャレン

断念した︒私のこれまでの人生を振

周囲の反対︑歯科医の将来性を考え

画材Ｌ八に入学金まで納めたが経済︑

突然︑歯科医に成ろうと思い立ち︑

レンジ精神は衰える事無く︑ある時

なり30年目を迎えた︒この間も︑チャ

ＨＫ国際放送の英語アナウンサーに

業後︑東京の大学で英語を専攻しＮ

一年間留学することになった︒一高卒

合周りから次々に﹁課題﹂をりえられ

レンジ﹂などとはほど遠く︑払の場

お会いするようになりました︒一チャ

て責任を負うと仕ハに︑沢山の方々に

後にはひけず？福祉の専門家とし

機に︑社会福祉資格を取得しました︒

に国家資格制度が施行されたのを

り︑福祉と関わってみました︒１１午前

心をもったものでした︒学ぶ機会かあ

そのものよｈ乙老いていくこと に関

ロジ士を語り︑20代たった私咤老い

していました︒著者が老年学︵ジェント

った日本が今日の超高齢社会を予測

I

｜

でもある

I

Ｔ
［

強行遠足新記録
−独立独歩の生活人・︲−

ように田七れれる 年の○︑山人の

ご︷⁚︲暉で口分の人生を沁倣している

⁚い回丿間の強︒伺遠足は︑いろいろ

や占
岩間
斤 ｎ紳がでも訓．ｊがよ

ため途中で中︲Ｅ11︲︑１諏訪から悩る
レフーー
／−／りり

てきたというのが実感です︒日常の

楽甲

く︑牛・れ⁝ともがんにれそうに思われ

を何年か朗に迎えた今︑また新たな

とを最七の幸せとうけとめて︑困難

小さな喜びや安心を分かちあえるこ

｜

be Amhili､IIls ！
j沁;.ぶIこ!llかれているBoys

勺い︑・Ｌ心力完で心痛刀ヒめ治山Ｊ

い将右︑大学の僥語教育の分野で自

３

な活動を大切にしています︑

若き日の石橋湛由の
チャレンジ

︑︲ｉｊ︱Ｊｊ・ごシ今

隔￨￨にJJ｡

ｄを試してみたいと計画を進めてい
るＩ必ずしも楽しくなかったＩ 高
時代が今は懐かしく感謝す・りしてい
ｙ？一の頃である︒

福祉援助＆として

石橋湛

ジ √よ汽Ｊ
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チャレンジをしようとしている︒近

こ局時代のチャレンジが
今も支えに
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出回叫一二Ｊ．中学校を明治．．ト五年
修︒︲Ｌし︑一新自由主義﹂を主張した

け止め︑レ︒セ・フェール型資本主義を

と許したで止に新進気鋭時代の経済

ｉｌｌ Ｊ＝＆ＦＩｒ４＆して︑そのハ︑
Ｌ目⁚ I−・凪︑第三⁚四万学校を受験す
孚へのチャレンジであった︒

る放市や摩擦など︑今でも解明し切

あるいは﹁泥沼の祠堂 と呼ばれてい

開発のためにはご占くて新しい問題﹂

えるげ巾をしている︑けれどもその

れは吊先端祠学へのチヤレンジに日九

の口入装置開発という︑ハタから見

素描︒Ｊや小力波などの物理学実験用

院から今にヤるまで収ハ空隙である︒

学であることを知った︑以来︑入学

その時初めて︑一良空言が応用物理

から学科す任の先生が説明に来た︒

入学２年の進学振り分け時に︑本郷

﹁泥沼の科学﹂

号言ヒＬだ もともと与のｆ弟で
あるからよ教家になるのは宿命と考
えていたが︑甲なる僧侶になるには
翁いにバンヒシヤスであった︑医術
片７≒？こ⁚肉体を叔い︑宗教をもっ

万 に大敗した．それでも

牡勺ヽ礼試勉強もサず兆ｊにこ

−よい休八的に馴染むものでな

こ 出し高吟学校の入試は石橋

て袖卵白以﹄っ道を選ぼうと考えたの

｜

ｙｔ

ｊ

／Ｘ

Ｃ

；−レヅだに胤んたら帽当の
・こ だろう一と後目﹁湛

乙⁝⁝陽に⁚誼界や政界

ツ 玉に士いる匝し本当に

−・に︑ご甫帳川にに人件︑同

− ︲ い胆訳出に出なかったと
−〜 明治国−国力︲︵．允．

− 申出1.1心論 混の編集を担
ｙリで洒伺山川ぱ経済を吋

れていごい臼空中で起きる．ｒ測不能

− 川−目でじふＪり︑当限ぱ人

のイヤな現染に0.き八目うことが必要

こいけない代物にチｔレンジするハメ

で︑我が身代での成果を闘詩して

紆ペリ∵を勉

−二心﹄︑︲ゲマ

Ｆい吃八Å﹃

斎藤芳男

ご川る・ ﹂レ か円・戦い趣昧であり翔

に八・ノー乙るが︑／目り以ト凶一利

Ｂバー沁脳奈化してしまった現代

的勺冷心白刈呆だった頃からの命題
丿ｌ一

お城の頃の思い出
〜Ｉト匪紀・時代の奔流に身をおいて〜

思えば七ト七年前の関東大震災がな
ければ甲府中学校との縁も生まれな
かった．大正十一一年九月．日ご．学
期が始まる頃︑あの忌まわしい大地
震が未曾有の大火災を伴って東京の
ド町をなめつくした．その時の阿鼻
叫喚は未だに私の記憶を去らない．
当時︑．家が著らしていた日本橋亀
島町の哨犀は勿論︑通学していた神
田淡路町の東京開成中学校の校舎も
焼失してしまった．小学︑二年にし
て父を失い︑四人のＴを残された母
が梢．杯︑無理をして就学させてく
れた生活設計も崩れ去り︑通学どこ
ろか︑取りあえず口過ぎを考えねば
ならなかった．日ならずして郷甲の
本家筋から目九舞いがてらの情報で県
の震災対策非常措置として避難生徒
の無条件受入れがあるから甲府へ来
いと誘われて︑甲身︑父削の地を踏む．
当ｎの甲中は厳選されたエリート集
団だったが︑．力謳紀が乱れ︑人試問
題ろうえい小作や︑仏の同級生が犯
した乍ご副拉人巾川なとで︑かなり

と無心な率先垂範により日ならずし

て平穏に戻る．五年生に内田常雄︑

四年生に有泉亨という後輩︑政界学

公に名をなす優駿も居た．同級生で

特筆したいのは志村彦七が大正＋コ．

年魅の全国中学校庭球大会で準優勝

して母校の名誉回復に貢献した．

太鼓橋を渡って黒門をくぐると古び

た木造校舎の前に．．．面のテニスコート

があったが之も校長の理解で整備さ

れ庭球部の全盛を謳歌した．続く寄

宿舎を回って中央線鉄路に近く汽笛

しげき運動場あり︑大正十四年四月

公布された一陸軍現役将校学校配置

令﹂により甲府聯隊現役平山大尉の

軍事教練が実施されたが︑何しろ⁚口

中戦争勃発より十一．年も前のこと一

︲.111 11111︲

︲

9･l

向に身につかなかった．その頃隣地に ４

水晶を象った恩賜林謝恩坦が建ｙ

されて占空に聳え立ったごＴ校か

移転すると共に何もかも消えてし

まったが謝坦坦のある風景は故の

まま八／も偶々帰省の析︑眺める白

い塔のトには仏の片き目の思い出が

残フーいるので叫の心の遣産として

いる．肌紀近く１かされて恥の

かき捨ては山気自得だが出紀犬が

こんなに帽いのは田ったこと︑回
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昭剰１４５年摩

大正151r章一

﹁我が快適チャレンジ精神﹂

昭和匹年４日切の女子︒明生として
入学︒副服は？体育は？トイレは？
光生だと口々続けられた試行錯誤が
まさに我々の規範を剖り出していたよ

一生益々︑
御発展！

ｉ一
ｙ
吋μ

１

ｔ

﹁稽占は弱い自分との戦いだ﹂﹁舞台
は毎回真剣勝負！﹂日々︑厳しい指樺

大島校長と甲中の生徒たち

−チャレンジの時代−

るではないか︒レリーフの人物は︑

その中に︽Boy
bs
e
Ambiti
︶o
とu
あs!

第七代校長大島正健である︒佐山氏

て︑甲府中学出身の︒二伸五﹈朗が米国

学公会口でもある佐山和夫氏によっ

ラブこ二田女学会会員︑アメリカ野球

ノンフィクション作家︑日本ペンク

のかかわりの真の動機については︑

三冲氏の渡米とアメリカプロ野球と

のプロ野球に向かわせた︑という︒

青年をアメリカに渡らせ︑前人未踏

ラーク博士のチャレンジ精神が二神

は︑大島校長を通じて伝えられたク

における日本人最初のブロ野球選胆

氏の結論に委ねるとして︑氏が大島

甲・府︒高総務ｔ任大西勉昭和 ︒ヤ四年卒

であったことか話題の著潜﹃ジャ之フ・

メリカに渡った良の動機を求めてほ
校甲府中学の後身甲府高を訪ねた
時の感動を次のように記している
バス路線から脇道に入って︑￡門へ
のまっすぐな道を影いた．グレーを
基調とした四階仕てのきれいな校冊
だ中火にたかく︑型の妨をあしらっ
た校尽か以える校門を過ざて︑中
典玄関に向か・了で歩き此んだどき力

,こljiQ｡iS･zi，
＝s・。S畠踪,=
植え⁚に﹂みの中にごで煩な ⁚⁚冲あり︑

ことだ 仏ぱＩりち七くんだ ぃ91︲側カ

将来の夢

のはきわめて大きいはずである

大島校長時代の甲府中学から学ぶも

んとし断たな挑戦を課叩・ごするい犬

歴史が︒︒︒つめの匝紀に第︒集を刻ま

十九殴記の後Ｔ︲から始まった本校の

じっくり研究してみる必要がある︒

生み出している︒この時代について

バル・スタンダードの傑出した人材を

レンジ精神で︑新風をおこしたグロー

各界で新分野を明り拓き︑旺盛なチャ ５

飯田蛇笏︑望月春江︑小油膜五郎など

治︑塚昭二四一︒︑内藤多陣︑斎藤潔︑

市︑平井好一︑中島鼎︑小林中︑笠井政

する甲府中学は︑石橋湛山︑浅尾新

い︒ト三年六ヶ月の大島校長が在任

神︶に着目した点はきわめて随ハ昧深

校長時代の甲府中学の空気︵時代精

なaaSzr

ミカドの謎 一で附に広く紹介された︒

5活一覧万ご
佐山氏は同箸のなかで二伸．作﹇朗がア

ＷレエムこいIT影

のもと︑国立劇場において︑日本の伝
統芸能である太神楽︵だいかぐら︶
の修行に励んでいます︒獅子舞︑お
囃子︑曲芸︵傘のうえで什を回すな
ど︶と︑多岐にわたる芸の修練には︑
白⁚分の眼界を打ち破る︑強い精神力
が要求されます︒予には︑直まめ示
できるなど︑生傷は絶えません︒ほ
校甲府一高に在学中︑中国研修旅行
に参加しました︒その時︑舞踊団の
素晴らしい演技を賎て︑中国交化の
偉大さ︑また︑芸術は︑国境︑人挿
を越えて人々に感動をりえられるこ
とに驚きました︒﹁人のために何かを
したいＩという信念で︑学生時代は
生随会長︑演劇部員として活動しま
した みんなにが⁚んでもらいたい︑
生きる力︑瓦気を河らかの形で削え
ていきたいと次第にぞえるようにな
り︑太神楽の修行を始めました﹁開

ﾄF ･lt翼AI11漓GIJEfAyK
一一一一
‑一一
託町E階ER
219

うに思う俄か造りのステージを感動
で拐るがせた片目仙成のピアノ﹁白五帝一
池田々旁︲ぃへ教授の講演﹁自由と規律一
など甲︒高１としての薫陶を受けなが
ら強 江尨尾に切挑戦︒朝礼時Ｌ級生
の怒︲ ｢のような仏語のざわめきに驚
いたり︑毎朝校門を入る私たちに窓
に銘々０で入声でエールを送って栗る
か１１ル様万に槌かに心をときめかしたり︑

蛍雪財代﹂を抱えな

々．Ｆ開りＩの毎目は快適試練とスリル
に満ちていた

んらハヅ目︷口するばかりの仏など．
白にーつ成り雅く︸迷走の末現在は小
湊ごＩぇ叱ぉｎ哀を通して心身健やかに

円ん⁚川⁚戌のごり介護に思う︒

開山氏に比べ我々が如何に多く

出現役︵俗にヒンヒンコロリ
ーー‰勺め刊化を図る梢

示深ければ深いほど︑暁は近い一を
モっトーに︑太神楽の数少ない後継
シロとして︑に続芸能をに承するとと

SｒSaul畠「」

第７代大島正健校長

！ゝＵ

･1

Ｕ
濡

、
ll、C
11
.1

奎ぷ
，

高橋恭子

⁚ヅ10化川ヤぶ．１きようと提唱続けて
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開１か関口叩かで肘健な

もに︑叫Ｗ各国とのえ化交流を進め
冲く犬神楽師に︑必ずなって参ります
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昭和２８年卒

T成六吊卒

とけんめいに練習しました︒その

り︑コーチの占成先生の指導のも

なると練習にも熱が入るようにな

りおもしろくなってきました︒そう

いに思うように当たることか多くな

ことができず苫労しましたが︑しだ

初めはなかなか思うように的を射る

そくアーチェリー部に入りました︒

になりました︑高に入学し私はさっ

聞き︑是非やってみたいと思うよう

高にはアーチェリー部があることを

仏は中学校の時︑担任の先生から︒

成したときは大きな喜びを得ること

交じり合うときや︑ひとつの曲が完

からです︒いくつもの音がきれいに

から︒みんなで演奏するのが楽しい

続けてこられたのは︑音楽か好きだ

たくさんあります︒それでも部活を

もうすぐ引退なのに︑不十分な点は

張っていくこと︑音楽性のなさなど︑

ありました︒六十名もの部員を引っ

るには︑これまでにも多くの困難が

したので︑部員全員の前で指揮をす

私は︑はじめ楽器を吹くのにも苦労

た︒将来的には︑海外で恵まれない

活動をしたいと思うようになりまし

は発展途上の国へ行き︑ボランティア

あげたいと思いました︒それから私

日本のような幸せをあじあわせて

は︑本当に幸せなのかと考えたとき︑

シ乃クでした︒発展途卜国の子供達

くらしているのかと思うととても

同じ人間なのにここまで違う環境で

進国にいたのでは想像つきませんが

途上国と聞いても︑日本のような先

は目を疑うものがありました︒発展

あるのですが︑人に向かって大きな声

うなれたらうれしいな﹂と言うものは

ぜならなにやら漠然とした一将来こ

は﹁大志﹂を見出せてはいません︒な

のに強い憧れを感じています︒今︑撲

ています︒僕は︑この﹁大志﹂と言うも

すか︑僕はこの言葉をとても気に入っ

抱け﹂というクラーク博士の名言で

いうものかあります︒﹁少年よ大志を

の校是に﹁ボーイズビーアンピシャス﹂と

めて考えてみました︒僕の通う高校

一夢﹈は何なのでしょうか？あらた

まで読んだ本は数え切れないし︑読

では言えないような内容なのです︒

んだ本全てを思い出すことはとても

昔から僕は本が好きでした︒実際︑今
多くの知識や技能を身につけようと

無理です︒でも︑それらのだくさんの

えてあげたいです︒そのために︑今は

思います︒夏休みにタイでマングローブ

子供達に私にできるだけの幸せを教

いている人に素晴らしい演奏を届け

を植林するオイスカの活動に参加しま

本たちは僕を色々な冒険や探検に連 ６

ができます︒今は七月の定期演奏会

なわれたジュニア選手権では残念

たい︑私たち自身も感動する響きを

す初め︑このオイスカ募集を見たと

に向けて全力を尽くしています︒聴

ながらト 巨に終わってしまいま

創りたいという一念で毎日放課後︑

ることができました︒この間︑おこ

したが︑仏はさらに練習を重ね

楽器を吹き︑タクトを振っています︒

結果︑今年︑貨国選抜で二位にな

て少しでも勾をつけたいと思って

れていってくれました︒山︑川︑外国︑

して創造する力を与えてくれました︒

異世界︑異次元︑宇宙・・・・・・︒

︵ついでに国語の成績も・・・・・︶

き︑私がこれから種々ボランティア活

ことを思う存分したいとよく思いま

私の夢はアナウンサーになること︒

・昌にかえり︑後輩の指導に当た

かりとシフトすることが︑私にとっ

今︑僕の夢は一小説家﹂になること

います︒仏は︑体育系の大学に進

りたいとｍ心っています﹃そのため

す︒私はさまざまな事に積極的に挑

さまざまな人が胸にその︒酉葉を抱い

追い半ばで倒れ︑またある人はその

て牛きていますある人はその夢を

夢を現実の壬ノにしています︒僕の

生活を送っています︒

い▽人−衆小志？︶﹂を抱いて・⁚四校

を伝えると︒⁚う人にはまだ⁚えな

なる﹂と︒リっ小さなＩ⁚帚﹂と︵感動

と思っています︒僕は今︑示丿説家に

本を読む楽しさを彼らに伝えたい

れが進んでいると聞きますが撲は

伝えたいです︒最近の子供は本離

て笑いを︑涙を︑僕の感じた感動を

も夢の眼界で胸踊る冒険を︑そし

です︒そして小さな子供にも大人に

戦して充実した人生を送りたいです︒

払は今海外協力隊にとても興味を
もっています︒興味をもちはじめたの
は︑中川への旅行がきっかけでした︒
中国について初めもっていた神秘的な
イメージはほんの︒部で︑その貧しさに

僕の夢﹁夢﹂

ての眼要な課題です︒

０しか入間になろうと思い︑現在
は々験勉強にがんばっています︒

今︑がんばっていること︑
将来の夢

払はへぺ吹奏楽部で指揮をしています
高校に入るまで・ぃ目梨経験のなかった

国際ボラン子々︒アをめざして

にはマカ面でも人格面でもしっか

なにより本は僕に想像する力︑そ

片通り年

動をするための第一歩にしようと思

伊東聡史

いました︒若いうちにしかできない

脂杜.ﾘlj

そのために一高に来ました︒部活を

内田陽子

引退した後︑受験勉強の気持ちにしっ

悒,府

み︑行末は体育の教員として母校

長田義治

●記念事業完遂のために
邨金にご臨力下さい︒
ぐ⁚屏金見込額
１０００万円
宍こ努金納入済額
りＪＩリ︼り矢力７９０３円
︷−一リヘ←振込完
山梨中央銀行北支店
ご目座番り
ΓＪ１に？ｊ４７−

Ｅ =ｙｌ︲<

︲

甲府中学・甲府．高Ｇ一ト周年一
乍衷臨時会会長海沼昭一
ー

63 °ウフカズオ

≒長谷言句二

言フリガナ

言仔Ｉド
Ｓ卵甲府．ｍむ
フリガナ・名前の前に卒宸の価をＩ
Ｓ卵・Ｈ３のようにご記入トさい︑一

．

一一

着々ほ進む
母校一周年記念事業
●﹁卒業生による 日楽会﹂
千成辺年１０月20日︵金︶14時〜15時30分

宣︵和太鼓奏者︶

於山梨県民文化ホール 入場無料
ｊＺ
／４
＆ｔ ７ｙａＲ

限夫︵ピアニスト︶

巾野忠彦︵バリトン歌子︶

ｐｘり
﹃ｉｆＪ

洋司テノール歌手︶

静子︵メゾソプラノ歌Ｆ︶

伴 ひろみ︵ソプラノ歌子︶
余
−
−
ｊ

●﹁甲一美術展﹂
平成回年10月19口︵木︶〜23目︵目︶
於県民情報プラザ地下展示会場

及び教職Ｏ

茂︵新任・昭和30年享︶

宗︵新任・昭和２７年卒︶

喜一︵再任・昭和18年卒︶

東京同窓会平成12年度︑
新役員が選任されました︒

ｈ −
−Ｊ一日

︲ぃＩ・洙︷折り昭和３１種卒︸

笠井莞爾︵新任・昭和33年卒︶
１.ト嵐節了−新任・．紅会・昭
和卯一︲卒︶
監事小宮山優︵．函⁚任・昭和20年卒︶
内強健八︵新任・昭和２７年卒︶
顧問大森雅典︵附随・昭和16年嘔︶
立川孝幸︵．内02・昭和17年や︶
伴野匡︵新任・昭和19年卒︶
飯野宇︵新任・昭和丿千卒︶

﹁チャレンジ﹂に想う
社会は今大きく変わろうとしている︒
新聞にテレビに毎日チャレンジの
・ぶ偕か踊る︒また今年はシドニーオ
リンピ︒クの年でもある︒日本の水泳
選手が記録を塗り替え︑柔道の田村
選訃が﹁金﹂への挑戦を力強く語る︒
彼らの挑戦は我々を熱くさせる︒
身近な生活の中にもたくさんのチャレ
ンジがある︑リストラのために転職
し︑折しい職場でがんばっているサ
ラリーマン︒定年退職後︑はじめて
台所にぐった男性︒子育てを終えて︑
女同七連れだって海外旅行に出かけ
た主婦︒なかにはいじめの被害者だっ
た人が︑同じような苦しみを持つ人
々の支援に立ち上がったなど︒より
よい明日を信じて今日を生きる︑その
毎日がチャレンジする心を育てるの
だろう 私たちが青春の日に歌った
校歌の一節﹁ロに新た︑また日に新た︑
いや高きのぞみをもちて・・こを
改めてよい歌詞だなと思う︒
黒田順子︵昭和37年今

表紙の画は清水勲氏の力作

﹁一紅会だより﹂

琴第３回新春講演会・懇親会開催

１月15日︵上︶如水会館において︑

講師に平野忠彦氏︵昭和31年卒︶

をお迎えし︑﹁歌とおはなし﹂︒

続いてロリポスフパーティーを︒

琴第４回新春講演会準備始まる︒

来春に向けて︑プロジェクト委員会

を立ちあげ︑発進︒

琴新役員きまる

会長に︑五十嵐節子︵昭和29年卒︶︑

副会長に井上若子︵昭和30年卒︶

の両氏に決定︒﹁︒紅会﹂に︑多勢の

方のご参加をおまちしております

編 一 集 一 後 一 記

意外と苦痛の連続︑同窓生のネ︒

★編集方針は﹁楽しく︑面白く﹂

トワークの大切さを痛感︒

頭脳は固いまま在校生の登場で

★﹁高校生に戻って︑頭を柔らかく﹂

お茶を濁す︒

★売り物の﹁目玉﹂を一つ作る

﹁われらがチャレンジ﹂は自慢の

目玉となる︒

猫達の姿を借りた人間の姿であり︑

写は人々を魅了する︑表紙の画は

本伺を︒追求し自由加放で大胆な描

を続け︑現在イタリア在住︒人間の

個展を中心にチャレンジフルな創作

京芸術大学油画材卒業後︑国内外で

山ト仰長潭Ｄに感謝いたします

母校の大西先生︑デザイン制作の

鍛接に︑資料を提供していただいた

が皆様のお気に召すやら︒

ユニークな編集に﹁チャレンジ﹂した

調ある誌面ヘチェンジ︒等々・⁝

編集と広告を分け︑シンプルで格

新聞スタイルから冊子スタイルヘ︒

★紙面の視覚的イメージの一新

我々はそこに様々な人間の業を見

清水氏は昭和37年卒︒清水氏は東

るだろう近々帰国︑個展の戸定﹃

７

出品者甲府中学・甲府．高卒業生

人馬無料
・．ｙ目梨勁・兄両肘補正斤豚４００万円︶

●百周年記念館改修整備事業
︵館内照明設備︑トイレ︑保管室︑展示
牢︑へふ議・玉︑巾務室︑ロビ上10口元日
仙汝完成式︵補正予算？ｊ００万円︶

●奨学金強化事業
絢生沢⁚学生︱大計八八入生抽出万円
孔弥高遠・同窓公奨学栄
こ側ａ ドり７００乃円︶
●記念誌の刊行
ず成13年呂目同行

池
辺

森
￨･

目トに﹃のあゆみ近年ト年の記録等

恩
田

II

Ａ４ ９１４０ａ︵哺削．ｒ吋１りり万口ご

長

1

長

JI

/ゝ

副

｢

祝

甲府中学･甲府一高東京同窓会

雄

ふ
ぷ

飛

＝

在郷同期会

回志

小宮山

清洋

原

龍二

浅川

宥

近藤

新太郎

林

久仁子

銅貨

勇

斉藤

達也

藤原

洋

銅貨

義久

酒井

昌男

古屋

千秋

飯野

寛

坂本

勝彦

保阪

三郎

遠藤

靖彦

笹本

忠彦

堀内

誠二

大野

仁

志村

栄成

薬袋

正嗣

奥脇

興一郎

新海

治夫

宮城

有市郎

村田

昭彦

望月

薫

津田洋‑郎

望月

武典

尾
が

召和37年卒

小田切
落合

常雄
哲哉
智允

久津間

神宮司
鈴木

征治
部文

￨:藤

広

寺田

喜長

望月

忠夫

功刀

旭

内藤

充久(故人)

山下

英雄

功刀

啓三

中沢

豊

山田

通正

新津

直樹

山本

敦夫

和田

勝久

久保田

二雄

剣持

正明

輿石

詔三

野々垣

８

健五

jl:1
総合建設業

KOMlyAMA

駱2桧社ｺΞりマエ菓

コミヤマエ業一級建築士事務所

にレニΞ二二芯し

l:yl;;ﾌﾑ;;ﾆ:;171
。

玉穂工場

干409‑3813

中巨摩郡玉穂町‐町畑882

TEL(055)273‑5411

中部支店大阪支店福岡支店松本営業所仙台営業所和歌山営業所広島営業所

山口営業所新潟営業所

祝！甲府一高創立120周年

電気設備工事
糾合広告代理店
株式会社

『1《顕弘電社

明文館

代表取締役 中村 敏雄(昭和36年卒)
刊01'0065東京都千代田区￣ｽﾞﾂﾞｽけｽJj

温言ぼ

ご回昌.昌゛昌吉昌ぷ

三洋電機株式会社

新聞関連物流の
エキスパート

tﾂjﾂkｸﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ副社長

(株)日刊スポーツロジテム

田中忠彦日s36u

９門昌こ設門‑2
11o4'ooな智慧ご地7‑6‑1

¨な恋路こ1‑1‑1

９

久保田公認会計士事務所

立正大学文学部心理学教授

斎

公認会計士･税理士

勇

久保田

博(昭和37年卒)

（昭和３７年卒）

〒350‑1317

東京都新宿区四谷１−１８

埼玉県狭山市水野689‑13

TEL.042‑958‑9672(FAX兼用)

TEL

03‑3226‑9155

FAX

王蘭ビル3F
03‑3226‑6359

鈴木明法律事務所
㎜

鈴木
横浜市中区弁天通2丁目26番地
第２トーホービル３階
電話(045)212‑1021

HAKUHODO
ＮＡＩ

回具回

[o]

四日市市茂福612‑1
(o迄)64･3210㈹
オフィス･事業所の設備廃棄･片付け
コンピューターの撤去･処理は当社へご連絡ください
産業廃棄物収集運搬業:中間処理業

ｉ市か尾駅

鵬3京浜港牝ｲﾝﾀ￨

社団法人神奈川産業廃棄物協会会員(879)

興栄商事株式会社け

JRa一編

J‑/

〒22斗ＯＯ５７神奈川県横浜市都筑区川和町103
人と地球にやさしい

会社

TEL.045‑929‑5525（代）FAX.045‑929‑5526

１０

二ヽこ
i可有司蒔iT7

頁 W ‑ ● 鴨 居 駅顧

小机１

（陶芸）

窒

焼

能穴

茂

林

九

ｊゝゝ｀●

松

｜

〒407‑0263 山梨県韮崎市穴山町4281
TEL
0551‑25‑5047 FAX
0551‑25‑5349
く

･1;J。。

地球にも人にも優し
Ｑ≒

空気とともに生きる

東 早熟工業株式会社
/I

･､1禎5取締役
山

梨

営

氷
桂
出切行業所

経営統轄本部長

業

所

長塩

瀬
野

妓貴
恒司

(本校昭和37年卒業)
(本校昭和43年･卒業)

東京都中央区京橋2‑5‑12
甲府市中央4‑8‑3 313号

〒104‑8324
〒40()‑0032

TEL

03‑5250‑4112

TEL

055‑225‑1199

｜

｜

80力国･1000のﾈｯﾄﾜｰｸ
精密光学機器製造(レンズ)

海外総合ニュース通信社

(有)コメイジ

米国

ＴＩＭＥ･ＬＩＦＥ英国

ＴＨＥ

ＭＩＲＲＯＲ

日本独占代理店
日本写真エージェンシー協会会員

古明地

勝昭

株式会社ユニフォトプレス
代表取締役社長

昭和３７年卒業

太田

東洋男（昭和36年卒）

干102‑0072東京都千代田区飯田橋4‑7‑6カクエイビル5F
TEL
03‑3264‑3761 FAX
03‑3239‑7002
URL http://www.uniphoto.co.jp.e‑mail:.libraryｏuniphoto.co.jp

コヒレント･ジャパン株式会社
メディカルレーザーグループ

仲

取締役会長

■政治経済学部
政治経済学科/コミュニティ政策学科
■人文学部
欧米文化学科/日本文化学科
児童学科/人間福祉学科
■大学院
政治政策学研究科(修士課程)
アメリカ･ヨーロッパ文化学研究科

洋

大阪支社
1‑532‑0003大阪市波jll区宮原4‑6‑IS新大阪和幸ビル３Ｆ

ｌ

ｉ

山

Ｔｅｌ：０６‑６３５０‑７６００【代】Fax:06‑6350‑7611
■

︱

ｌ

ｊ

e‑mall:hiroshしnakayamaaip.cnhr,COm
http://www.cah自r自nl.co.jpjcmQ/cmQh白ad

l.html

ｉ−ｄ■

東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌

昭和37年,卒
１１

標

朗

霖對tr11ヤ
ＬＵＮＣＨ：散茶食べ放 ･
口ＩＮＮＥＲ：料理と散茶食べ放●

大人３,０００円
大人４,０００円

香港より､美味しい香港を目指して、

子供１,８００円
子供２,４００円

２階の麻布迫賓槌は､ゆったりとしたスベースで個室など落ちついた
雰囲気でみなさまをお迎えいたします。ワンランク上のお料理を、
ゴージャスな零￨朗気の中でご･賞味ください。

香港ガーデン槍式自社
〒106‑0031東京都港区西麻布4‑5‑2 FAX:03‑3486‑8612
TEL:03‑3486･8611 予約専用03‑3486‑3711
河 西
力(昭和35年卒)
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●Ｓ某日､営業時間､イベント､§種情報などのお問い合わせ
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！Ｃ･７６,１９０,１００

ＳＡＮＲＩＯ

ＣＯ,．ＬＴｒ】，

お待ちしています｡OB一同

泰

社会のニーズに応える先端技術者の育成
東京工科大学

しごﾉづｲ汗づ他
学校法人J=≒柳学園

日本￨:学院八王子専門学校

1:学部情報通1,nl学科

教授

河西

宏之(昭和37年卒)

自動車整備科教０網野進(昭和57年一卒,)

￨:学1部･￨青報通1,1工学科

講師

飯田

清人(昭和37年卒)

〒192‑0983東京都八五ｆ市片倉町1404‑ITET.0426‑3y31n

メディア学部．メデyア学科

講師

河合

美保(昭和37年,卒)
l]本￨:学院専門学校

〒192‑()982東京都入玉ｆ昨和I11'

1404‑1 TEL

0426‑37‑2111

〒144‑8655東京都大LU区西蒲田5‑23‑22

エンジニアリング
干156‑0052 東京都世田谷区経堂5‑28‑20
TEL.03‑3706‑5611
FAX.03‑3706‑6766

営業内容

舞台･スタジオ･テレビの照明･音響･舞台に
関するコンサルタント汲び設計･設備･施工。
上記に関する機器の保守｡機器･資材の販売。

渡辺真智子(37年卒)

１２

TEL

03‑3732‑1111

香味佳良

ＫＵＲ

伝統の味

ＡＳＯＨ

株式会社

本

社/〒400‑0032

甲府市中央4丁目6‑20

TEL 055‑235‑1551

FAX055‑235,4523

東芝メディカル株式会社
常務取締役
三井

東京支社長

英郎

バークリーヒj1ズ甲虚11年１１月端工
株式会11でIII嵯ll丈･｀ﾌﾟ･ラＺ苧･･f一一jlイ,IQ,lt嘔務所
,uj,11,1f･，申11『文夫淵￨時制

設計管理
●分譲マンション●賃貸マンション
●事務所ビル●テナントビル

巾池ビJし４「
ＴＦＬ：Ｃ４２２−５ｉ−１４１７
ＦＡＸ：□４２２・ＳＩ一回４３６

東芝チック株式会社

昭和３７年卒業
関東地区同窓会

ｊ

東京都文京区本郷3‑26‑5

ダイヤルイン(03)3818‑2000
ファクシミリ(03)3814‑6170
E‑mail yoshinobu2.suzuki＠toshiba.co.jp

Ｅｍａｌｌ：ｄｇ‑ｓａｋ㎞ｉ＠ｔﾛ4o,email‑n徊‑lp
lJRL:Mpj4ww.n･･lpjsslhdﾒda‑s白kkaijnakaJiml.j

●RC住宅●教会等

｜

〒113‑8456

〒i8a‑aoos東京都武馥野市中町2･5･24

ＴＯＳＨＩＢＡ

ＴＥＣ

ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

３ ７
ミ

ナ

ノ

カ

東京支社甲府営業所

イ

甲府市中央2‑7‑25

１３

TEL

055‑237‑7715

手軽で便利なカードローン

鳶ｆｇＣ躊,211
メールオーダーサービスでお申込みができ､ＡＴＭでお借り入れできます、

四四

ご利用限度額
お問い合わせ

０１２０･２０１８６２

フリーダイヤル

栢 ･愛伺/9:00〜17:○○(月〜●曙日)
資料鵬求愛忖/24暗闇365日
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※ただし鎖行体累日は除きます。
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●各種清掃（床･硝子･外壁･貯水櫓･他）
●設備管理工事（空調･消防･給排水･電気･他）
●内外装工事（クロス･タイル･塗装･他）
●マンション管理業務
●海外事業部
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韓国支店（釜山）

ｊ

Ｓ

つねに時代の最先端を疾走しつづけるＡＳ／４００ｅが、
いますぐe･businessの世界へお連れします。

一臣］

IBM
AS/400e

株式会社オネスト
干400‑0051

甲府市古上条町506‑3

TEL.055‑243‑8211(代)FAX.055‑243‑7511
ホームページhttp://www.kk‑honest.co.jp

１４

甲斐路菓子処
銘

甲州ころ柿

菓

甲斐路めぐり

(株)竹屋あさかわ

本

店:TEL(055)235‑2288(代)
甲府市幸町9‑25(伊勢町通り)
若松町店:TEL(055)233‑3515
甲府市中央4‑12‑4

通商産業大臣認可
全国経営コンサルタント事業協同組合員

医療法人米山医院
ご九ノ美
￨

理ｻﾞﾚ
手塚

正大郎

(昭和三十七年卒)

〒300‑1233茨城県牛久市栄町6‑57‑2
昌昌:江昌

シティバンク、エヌ・エイ
ミンクマジック
個人金融本部
青沼

岩本福喜

バイス

プレジデント

副本部長

〒140‑8639 東京都品川区東品川2丁目3番14号
シティコープセンター
TE.L:03'5462'5.7j8
FAX:03‑5462‑5849
jojl.aonuma＠cltlcorp.com

替万言応諾肘

｜

〒141‑0031

丈二(374)

TEL03‑3494‑2786

１５

１６

快適な甲斐の
やすらぎの館

政府登録ホテJし･日本ホテル協会･東息ホテルチェーン

メ

古名庶出テル
干400‑0032

山梨県甲府市中央一丁目７‑１５

ＴＥＬ
伴野

０５５(２３５)１１２２
完(昭和23年,卒)

木を創造する／

山

株式会社
代刻備役小田切

工

本

場

社

常雄（昭和37年卒）

〒409‑3813
山梨県中巨摩郡玉穂町―町畑1085
TEL(055)273‑1707(代)
FAX(055)273‑1105
山梨県甲府市幸町12番7号
TEL(055)227‑3434
FAX(055)232‑1954
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雄

ＩＳＯ９００１認証取得

QUALITY sYSTEMI

真心と確かな技術

JI

‑2187

−

ｌ晶Ｙ轟ＮＯ

株式
会社

早

野

代表取締役社長
本

社/〒400‑0807

東京支店/〒］93‑0835

早

組
潔

野

山梨県甲府市東光寺一丁目斗10

TEL,055‑235,1111リニューアル印可EL.055‑232‑0200

東京都八王子市千人町2,5,24

TEレ0426‑6ﾌｰ8800

天ぷらの老舗
てんぷら日本料理

國

天
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新宿店
日本橋店

〒151‑0()51東京都渋谷区.1･駄ケ谷5‑24‑2

新宿高島屋レ割ヽランズパーク14階電詰03‑5361‑1875

〒103‑0027東京都中央lj.￨￨本橋2‑4‑】

日本橋高島厘6階竃｡占03‑3281‑1092

柏

〒277‑0842

柏高島屋地ト1階電ぶ047144‑HH(内2181)

店

1「堕県柏it｣･末広町3‑16
有限会社｜

甲斐國

代表取締役剣持甲斐太郎(31年卒)

/1ｦﾀ鳶蚕種式盆き

き
紬1剔al

/1ｦﾀｅ寂ilF

嘱叫1it…………………
.･･‑‑
一S44き
、
■.･●●･.

18

･･

損害保険コンサルタント
孚

寺級種別代理店

互恵商事

有限会社
代表取締役

一一ｺ．
タ･今

新

海

治

ＴＥＬ

０５５‑２３２‑８５８６

ＦＡＸ

０５５‑２３３‑９７２７

叔)甲府中学･甲府一高東京同窓会

雨西プラザ出店募集甲丿削几石田4‑2‑1
管理会社

夫(昭和37年生)

ﾑS＆

東￨￨』梨郡春日居町細目2(M
{fOｸﾞﾚｰ‑スライフ大柴
TEI.:{1553(26M720 FAX:0553(26)4620

契約代理人

甲府市中央一丁目16青柳ビJし301
弁I揚ｈ鶴ｍ和雄
TEL:0551232禰om
FAX:055(233)5190

CI企画･会社案内･商品ｶﾀﾛづ･･ﾎﾟｽﾀｰ･新聞･雑詰等企画制作
機式会社アサ・アドバタイジング

総合管理甲府巾川田町アリア203
(株)ｸﾞﾛｰﾌﾞﾗｲﾄ総合研究所
公認会計士藤原洋(昭和37年卒)
施i{代表取締役樋泉嫡志(昭和37年卒)

〒107‑0061東京都港区北青山3‑5‑11高桑ビル514
TEL03‑3･103‑3961(代)FAX03‑3403‑4089
F‑mail:asa＠dd.iij4u.o｢･｣p

人の数だけ､夢の数だけ、
．

エレクトロニクス技術商社

○

素敵な未棄に……

Ｗ

高千穂交易株式会社
ＴＡＫＡＣＨＩＨＯＫＯＨＥＫＩＣＯ．,１ＪＤ．

常務取締役今福

幽d

電f事業部長

山本

邦彦(37年卒ヽ
茂
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本社：東京都新宿区四谷1‑2‑S
TEL : 03‑3355‑111Hftl

削年卒･

〜東武･日比谷沿線に展開して20年〜
〜分譲住宅､一般建築､不動産仲介〜
…タウンズ･ア礼．
蔵式｀鳶ｰへ東武住宅
代表取締役社長
電話

堀田

勇(昭和37年卒業)

0489‑43‑8881(代)干340‑0053

埼玉県草加市旭町5‑6‑5
上木･建築基礎工事用各種調整剤の製造･販売
汚濁水･廃泥水･汚泥･浚渫土･ﾍﾄﾞﾛ･
建設発生土等の処理剤､土質改良材の製造･販売

r●.
1,●NTER(ROSSCQ,じ｢[l
株式会社インタークロス

(株)テルナイト

商業ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

;苛苛区大塚3‑6‑1
ご回1:昌:昌

代表取締役社長

代表取締役

河内

三郎(昭和27年卒)

干151‑0072 東京都渋谷区幡ケ谷1‑7‑5
TEL
03‑3377‑9321 FAX
03‑3320‑8961

飯島勇二(昭和37年度卒)

キーテレホンシステム/PBXシステム/パーソナルコンピュータ/POSシステム/通報装置
開発､製造､販売､保守サービスを行っている情報通信会社ですふ
Mts･ds

日通工株式§U:
〒101‑8532

東京都千代田区神田司町2‑3
昭和37年卒

山本

昌

皆様のシステムを介護します！
システム設計･構築
ソフトウェアの開発､ご相談､技術支援
OA器機関連の販売、
=1ンピュータに関する商品全般を承ります、
何でもご相談ください。

PFS株式会社ピ‑一二Zごフシヌデ∠･

〒130.0026 東京都墨田区両国2‑18‑11
TEL03(5600)5581(代)FAX03(5600)5584
URL
http://www.pfs.co.jp
E‑mail
sysinfo＠pfs.co.jp
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フコク生命キャラクター⁚上川隆也

とことんとん。
〒100‑0011東京都千代田区内幸町2‑2‑2

TEL 03‑3508‑1101 （大代表）
http://www.fukoku‑life.co.jp

株式会社丸十特殊土木

多宝産業株式会社
ぴ

代表取締役丹浮腰
(昭和訂年卒)

ら媛画:）
代表取締役小泉純
本

Mﾐ

千値呪八千代市八千代台東1−40−7

〒350−0442埼玉県入間郡毛呂山町前久保650−17

TEL.0474(85)3451(代)

TEL.0492‑94‑7177

FAX.0474(85)3183

FAX.0492‑94‑9175携帯090‑3426‑0182

ATLSystems
代表取締役

内

藤

治

生（S41年卒業）

株式会社エーヲず一エルシスヲａズ
〒400‑0858山梨県甲府市相生1‑4‑23日本火災ピル１階
TEL:055‑220‑6456

FAX:055‑220‑6458

URT.:http://www.atl‑systems.co.jp/
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a

安全をモットーに

41111J福気4

電気を供給しています，

和戸通り・甲府市東部市民センター前
甲府市和戸町こ2￣で
TEL･7557でｽﾌ
lt

医療法人

1で

日本原子力発電株式会社

1

取締役社長

鷲見

小宮山会

小宮山外科医院;;晶‰二昌低回雪几
。。｡｡｡｡

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
整形外科・リハヒリテーシｊン・眼科
貢川整形外科病院晶晶雪ﾕ腎:雷‰謔昌昌雪詣旨

東芝電送株式会社
代表取締役

三

枝

靖

夫

二言広言ごご昌言ご
株式会社

岡村製作所

首都圏営業部東京西支社
官公庁部
甲府営業所

港区赤坂 6‑1‑20 国際新赤坂ビル西館10F
TEL.03(5561)4031 FAX.03(5561)4020
甲府市相生 1‑2‑31
TEL055(225)1911

22

甲府大同生命ビル3階
FAX.055(225)1913

禎彦

不動産企画コンサルタント

株式会社

｜

」＿
旦

地企

画

住所 甲府市富士見１‑２‑１３
ＴＥＬ(０５５)２５４･５５００ ＦＡＸ(０５５)２５４‑５５０１

曳
くなＪ
ｉ

干406‑0015

山梨県東山梨郡春日居町鎖目２２０
ＴＥＬ：０５５３(２６)３１１７
ＦＡＸ：０５５３(２６)３１２０
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東京會舘ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ〈ｽｳｨｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ〉ｵｰﾌﾟﾝ/
ホームページから､おいしい東京會舘をお届け。

24時間受付ＯＫ
http://www.kaikan.co.jｐ／ｓｈｏｐ
オフィスから、ご自宅から、外出先から、24時間
いつでもご注文いただけ、日本全国ヘスムーズに
お届けいたします。200D年のチャレンジのひとつ
にインターネットショッピングの便利さと楽しさ
を、体験してみませんか？

笠井莞爾(昭和33年卒)

東栄書§官

千代田区丸の内3‑2‑1

(03)3215‑21n

全国の百貨店で発売申!北海道から沖縄まで３【】○店でごil』用いただける商品券です｡【１,ﾛ○○円券のみ】
詳しくは商品券売り埋でおたずねください。こ!利用店一覧をご用意させていただいております。

東 東 高大そ西
武 急
百 百 島

百
貨

越屋屋店

ご

急
坂

貨 貨
店 店 屋丸う店

伊 勢 丹

三松松阪

小田急ほ貨店
京王．白貨店
武百貨

近鉄百貨店

さいか屋

上野百貨店

丸広百貨店

店菱島橋

木

水戸京成．白貨店

訪丸
和上光

鉄．ｎ貨

遠松岡ハ

大井諏

馨OKA」 Vﾚﾍ
甲府市丸の内1‑21‑15雷話055‑2S2‑2111
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日寡・申の百貨・砺で

全国百貨店共通商品券

使える便利な舞晶券︑

−一一

北海道から沖縄まで300店鋪でご利用いただける

久保田二雄絵画教室
久保田二雄
(昭和37年卒)

区療法人共市会介護老人保健施設
Ｎｕｒｓｉｎｇ

Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ

ＮＡＣ湯村

Ｃａｒｅ

｜

〜あたたかな介護、自立へのお手伝い〜

地域の介護が必要な高齢者を支援していく機関として､利用者
個人の必要に応じケアプランを策定し､家庭にいるような心地よい
雰囲気の中で医学的管理のもと看護､介護､リハビリ､レクレーションを
行い、家庭復帰・自立支援のためのお手伝いをいたします｡

＜サービスの種類＞

◇ロングステイ（長期入所サービス）
◇ショートステイ（短期入所療養介護）
◇デイ・ケア（通所リハビリテーション）

※県外居住者もロングステイは利用できます

施設艮輿石詔三
(昭和37年卒)

〒400‑0073

山梨県甲府市湯村３丁目15番13号
TEL055〔253〕2200
FAX055(253)2203
E‑mail;yumura79＠beige.ocn.ne･jp
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株式会社

エス・ジー

二

7でﾌ
業務内容１通信ｼｽﾃﾑ開発

ﾀ

::
卜

ｻｰﾋﾞｽ3Posｼｽﾃﾑ開発等

〒105ご昆昌訂禁昌詔昌跡4

冒庭圖

･囚圖腿一議

･謳

歌題曲
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（月刊）
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（月刊）w
/.aJ･･ゝ−1･−

.

昌司郎東回）
（隔月刊）昌昌也（昭和35年卒）

t‑.･.■〒102‑8620東京都千代田区平河町1‑8‑3

V171iノノフ￣４ツソtL

TEL o3‑3234‑20ol

FAX 03.3234.64o6

ZS;曼朗（昭和46年卒）
HP htt9://www.boutique,sha.co.jp

入居者募集定員50名
デイサービスセンター併設
石和温泉駅前に開設
徒歩4大学｣ｽｰパーや町役場､銀行や病院など日々の倅らしに
分温海な砿没が近くにあり便利に生活することができます．
ケアハウス・デイサービスセンター
名

称・｢エレガローザ･イサワ｣

所在地・山梨県東ハ代郡石和町松本262番地
設置主体■社会福祉法人 恵友会
施設規模･内容・鉄筋６階建､冷暖房､エレベーター､スプリンクラー､トイレ、
ミニキッチン､展望風呂､ナースコール(全室完備)
理事長■小田切

常雄(昭抑7年卒)

什ユリ･ﾄＪ天恵友会ケァハウス
干406‑0021
TEL

ヱレガローザ･イサワ

山梨県東ハ代郡石和町松本262
055‑261‑2103
FAX 055‑262‑2251
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Sindbad

for the 21 st. century

藤原公認会計士･税理士事務所

本

部

〒400‑0811 山梨県甲府市川田町アリア203
TEL(055)220‑1770 FAX(055)220‑1774
附和公認会計士共同事務所山梨事務所

東京事務所

〒166‑0011

東京都杉並区梅里一丁目6‑12ﾘｰﾗ新高円寺307
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介護老人保健施設
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