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甲府中学･甲府−高創立132周年

第53回東京同窓会記念誌

S49
甲斐犬の
イチコウ

Ｉ

﹁日新鐘﹂に寄せて
昨年の﹁三・一一東日本大震哭﹂は︑わが国社会

日本人の資質に改めて感嘆の声をあげさせることと

てあゝした態度が取れるんだ﹂と深い感動を与え︑

いうのは何なんだ﹂︑﹁こんな過酷な状況下でどうし

く振舞っておられる姿は︑世界の人々に﹁日本人と

北の皆さんが︑礼節を守り︑健気に︑逞しく︑明る

被災し︑厳しい環境下で避難所生活を強いられた東

のあらゆる分野に深刻な打撃を与えた︒そんな中で︑

井上幸彦

なった︒又︑東北の皆さんは︑震災を通じて︑家族︑
学校︑職場︑地域社会の﹁絆﹂に支えられて生きて
いるとの思いを強く感じたことであろう︒
この震災により昨年の東京同窓会も予定どおり開
催できるのか︑との危惧の念もあったが︑日本全体
が︑できるだけ早く日常の生活に立ち戻ることが︑
東北の復旧︑復興にも連なるとの思いから予定通り
実施し︑会場には募金箱を置き︑多くの方々から義
さて︑今年の同窓会のテーマは︑﹁伝えよう い

損金の協力を戴いたことは意義深いことであった︒
にしえの心 あたらしき智慧﹂ということだ︒この
同窓会の場が︑学び舎を共にしたという﹁絆﹂を改
めて確認し︑それを強め︑﹁温故知新﹂を実践する
機会なることを切に望む次第である︒

ごあいさつ

甲府第一高等学校校長
奥田正直

東京同窓会の皆様には︑変わらぬ御支援︑御協力

して︑教職員一同努力して参ります︒

進め︑﹁文化の香りがする懐の深い進学校﹂を目指

今後も︑生徒の多様な可能性を伸ばす教育を推し

島でボランティア活動を行ってきました︒

もに東日本大震災の復興支援として︑南三陸町や福

ロジェクト﹂と銘打って︑新聞部や生徒自治会とと

日新基金を活用して﹁がんばろう日本︑テニス部プ

初優勝を果たし︑テニス部もインターハイ出場後︑

へ出場し︑中でもアーチェリー部は︑関東で悲願の

げました︒また︑部活動でも︑全国大会や関東大会

果をあげ︑特に国公立大学合格者は百名と飛躍を遂

ますと︑進路面では︑全県一学区三期生も大きな成

さて︑昨年度の母校の状況について簡単に報告し

となっております︒重ねて︑御礼申し上げます︒

生徒の学業︑文化及びスポーツ活動への大きな支え

特に︑昨年度は﹁同窓会奨学金﹂への寄付も賜り︑

いただき心より感謝申し上げます︒

頃より本校発展のために多大なる御支援︑御協力を

い申し上げます︒また︑東京同窓会の皆様には︑日

東京同窓会が盛大に開催されますことを心よりお祝

平成二十四年度 甲府中学・甲府第一高等学校

●

をお願いするとともに︑益々の御発展と御健勝を祈
念いたします︒

いにしえの心あたらしき智慧﹂

清水喜彦

本日はどうぞ最後まで同級生や先輩後輩と昔を思

演奏を楽しんで頂けたらと思います︒

と相川達也君のギター及びマンドリンの素晴らしい

て同級生︵昭和四十九年卒︶の山下一恵さんのお琴

懇親会では伝統と新しさ︑洋の東西の融合を目指し

きたいと思っております︒

次の世代に﹁より素晴らしいもの﹂として伝えて行

どけ﹂を引継ぎ︑甲府中学︑甲府コ局の良き伝統を

昨年のテーマ﹁いや高く つないだ心 天までと

思いを込めさせて頂きました︒

立ち直る強い日本はそう有るべきと言う幹事の強い

日々新た﹂とは︑そういう事ではないか︒震災から

プラスして残して行きたい︑正に﹁日々新た︑また

論︑単に伝えるだけではなく︑それに新しい智慧を

甲府一高の良き伝統を次の匪代に伝えることは勿

しき智慧﹂と致しました︒このテーマは︑甲府中学︑

本年度のテーマは﹁伝えよう いにしえの心 新

心から感謝を申し上げます︒

窓会を支えて頂きました全ての皆様に当番幹事一同

稿頂きました皆様︑物心両面から第五十三回東京同

透明な経済環境にも係わらず﹁日新鐘﹂に広告を出

本日ご出席頂いた同窓生の皆様︑また不安定︑不

﹁伝えよう

平成24年度幹事長

い出し︑明日に思いを馳せて楽しい一刻をお過しド
さい︒

Ｉ

東京同窓会会長

(昭和31年卒)

(昭和49年卒)
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お得で楽しい情報いっぱい●･vvvvvv.puroland

ついては予包な《･更する場名かございます

｀Ｊ

（準特急･調布で急行乗り換え）

●言県日､営県時間､ｲﾍﾞﾝﾄ.各種情報などのお問い合わせ

４

５
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ゲストの皆様に愛され続けた歴史が私たちの誇りです。
雄大な富IJのパノラマをステージに、
至福のプレーとアフターゴルフをお楽しみください。

インターネ・ト予約やコース攻略廸､その低コンペプラン･レデ４−スプ５ンなどｇｌｌ情報12
ホームペーりでご癩内しておi】塗す．

http://www.fuji‑9c.com

TEL0555‑62‑2500

ご予約専用

FAX0555‑62･03?4

富士山麓山中湖畔
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山梨県富士吉田市新西原5‑6‑1
http://www.fuji‑q.jp

会員割引でフリーパス・キッスパスを
ご購入の小学生以下のお子様には
もれなくプレゼント!
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想い返してみると︑私が甲府中学︵現・

８

Nisshinshovo』.19

甲府▽⁚四︶に在学していたのは︑今から

しト年近く昔のことになります︒

私か生まれた一九二七年当時の山梨県

は︑日本四十六都道府県中で最下位と言

われるほどの貧乏県でした︒山梨県は郡

内と国中で分かれており︑郡内地方は富

囲まれ︑その山間から流れ出る笛吹川︑

卜山の溶岩地質︑国中地方は四方を山に

釜無川など多くの川が運んでくる土砂に

よって川底が卜がり︑川が道路よりも高

いところを流れる天井川と呼ばれる地形

で︑雨の地区は大雨のたびに氾濫を起こ

していました︒どちらにしても地形的に

恵まれないＬ地であったため︑山梨県は

貧乏県であることを認めざるを得ません

でした︒

そのため︑何とか︑その貧しさから脱

即しようと汐んだ者には︑二通りの道か

ありました︒

一つは︑︑獲千金を求めて︑附徒となっ

た者たちで︑黒駒︵くろこま︶の勝蔵︵か

つぞう︶︑祐天︵ゆうてん︶︑古松︵きち

まつ︶︑竹居吃安︵たけいきつやす︶といっ

た有名な賭匝師たちは山梨の出身でした︒

その中から︑ある者は爾の富ト川をドっ

て︑清水次郎長一家に合流し︑ある者は

刺の秩父山脈を越えて︑群馬の国定村の

国定忠治の下で一家を成したと伝え聞き

ます︒

一握丁金を求めた附随が多くいた一万

で︑ヅ哀を随ハして︑それを成功に導いた

片も数多くいました︒︒当時︑唯一の輸出

Ｉ

‑

.J〃゛
ｔ

ｉ

。X

●

年︶十月︑山梨県中学校

アウトになってしまうのですから︑精神

本にたどり着けなければ︑そこでタイム

験でした︒二十四時間以内に目的地の松

○年こ明治トご

一年には徽︵き︶典館︵て

府学開所を設置しました︒それがＩハハ

となり︑ご八八

甲府中学時代の注氏

んかん︶︑一九〇六年からは私が在籍した

私が松本にたどり着くには︑二十三時間

的にも肉体的にも相当きついものでした︒

四ト分かかりました︒あの時の苦しさと

︑ 一口ったら︑後にも先にも覚えがないほど

で︑その時のことは今でも鮮明に記憶に
ＢＥ ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ! ｜少年よ︑

キにうずくまって甲府駅まで帰ってきた

いう﹇ＢＯＹＳ

ことなどを七ト年近く経った今も時々懐

残っています︒しかも︑到着した途端︑

大きな志︵夢︶と日々変化を求めること

かしく想い出します︒

大志を抱け！・にの教えが掲げられ︑一九

の意義を教えて下さいました︒

この強行遠足は︑中学生の私に︑やり

足が少しも上がらなくなってしまい︑三

さらに︑この学校の伝統行事として︑年

始めたことを最後までやり抜く不屈の精

︲ぃＩセンチほどの溝さえ跨ぐことが出来な

一回行われる強行遠足がありました︒私

神力を教えてくれました︒

こ六年当時の江口俊博校長は﹁日に新た︑

たちの時代は長野県松本を目指して歩い

その強い精神力を持って︑大志を抱き︑

かったことや︑そのあと︑中央線のデッ

たのですが︑それは︑どんなにつらくて

目に新た日々に新たな変化を先取りして

の鐘を鋳造なさって︑私たちに未来への

も苫しくても目的地に向かってただただ

ます︒

に大いに努力してもらいたいと思ってい

現在においては世県の乍和と繁栄のため

て︑卒粂生︑在校生は日本のため︑いいえ︑

この伝統ある学校の存在を心の糧とし

その卒業生であることは私の誇りです︒

甲府中学︵甲府一高︶の生徒であったこと︑

私の耳に聞こえてきます︒長い歴史ある

ん︑か１んという日新諦の鐘の音が今も

こうして当時のことを想い出すと︑かＩ

びました︒

とを私は甲府中学蜜で甲府一高︶で学

生きること︑︒方で伝統を大切にするこ

二十四時間歩き続けるという初めての経

口々に新た﹂の意を持つ日新鐘という名

農学校のクラーク博士から教えられたと

ここでは︑有名な大島正健校長が札幌

山梨県立甲府中学になりました︒

＿Ｊ＿̲７

品だった生糸を生産し︑それを横浜港へ
運んで利益を得ていたのは山梨県の生糸
采肴でした︒生糸業の成功を皮切りに物
を作る製造業でなく︑大衆消費産業であ
I.'.'.
li･.I.
幽i

る鉄道︵地ド鉄も含む︶︑海運︑電燈︑ガス︑

/｀

●

金融︑白貨店で東京に進出する実業家が
続々と現れたのです︒
また︑歴史的に見ると︑甲斐の武田一
族の滅亡後︑江戸の徳川一族は団結力の
強い甲斐一族の勃興を恐れ︑甲斐の国に
は城主を置かず︑幕府管轄領として代官
所を作り︑代官を江戸から派遣すること
で︑この地方を管理しました︒
その派遣されて来る代官には︑当時︑
江戸でも遊興好きと言われた旗本が多く︑
甲府近番に任命されるやご恭賀の役者︑
公人︑踊り子︑花魁をはじめ︑演芸場そ
のものまでもを甲斐の国に持ち込み︑そ
れによって甲斐の花柳界は盛況を呈しま
した︒これは︑やがて︑甲府から文化人
を生むきっかけになりました︒
土壌的に恵まれなかったことから奮起
して別の活路として実業の道を選び︑成
功を収める実業家が明治以降︑多く表わ
れ︑やがて︑その集団は印︲州則閥と呼ば
れて︑滋賀県の近江財閥と並び称される
までに実業界︑特に大衆産業で大きな力
を発揮するようになります︒
そして︑その企柴家たちは文化や芸能
も犬りに引き継ぎ︑根岸美術館︑宝塚劇
場などの大衆文化の発展に以献しました︒

山梨県民は︑寛政年間︑甲府城の南に甲

このように︑嘔業と文化を両逞させた

いにしえの心あたらしき智慧

う

伝えよ

９

いにしえの心あたらＬきﾔ11辿
う

仁えよ
荷札

ター･

●

ゝ

１

1
日新鐘と制服姿のギティちゃん

後姿もかわいい!

｜

︵昭和二ＩＬ年卒︶

伝えよういにしえの心あたらしき智慧
上原勇七
うえはら・ゆうしち
昭和八年生まれ︒山梨学院大学政経学部卒業︒
平成十六年 株式会社印傅屋上原勇七 代表取締役会長
昭和四十九年甲府印伝商工業協同組合理事長

平成七年

平成三年

財団法人伝統工芸品産業振興協会理事

株式会社山梨県産品センター代表取締役社長

ロータリーインターナショナル第２６２０地区ガバナー

昭和五十八年財団法人山梨県甲府・国中地域地場産業振興センター副理事長

平成十年

平成十九年 甲府商工会議所会頭

からは私一人先生の付き添いもなく一人

験を受ける事になりました︒鳳来小学校

昭和二十一年新春︑甲府中学の入学試

の空襲により甲府市の約半分が焼失︒印

昭和一一ト年七月六日夜半︑米軍機り旨

伝屋も母屋をはじめ座敷棟︑四棟の蔵も

で入学試験を受けに行った時の状況︑今

の生徒は先生の指導のもと受験をしてい

全焼︒当時私は・冨士川小学校の六年生で

父は知人を頓りに北巨摩郡鳳来村島原

る様子を比較し︑ちょっと寂しさを感じ

でもなつかしく思い出します︒他の学校

︵現在白州町︶に疎開︒私は鳳来小学校に

た嘔を今でもよく覚えています︒

した

通学する事になりました︒

今迄︑全く経験した事がなかった生活習

精神を糧として今後の各自の進むべき道

としての規律と︒ BoysbeAmbitious"の

甲府一高で体験した勉学の心は伝統校

慣︑その地域の仕来りを体験し︑大変勉

をしっかりと見極める事を教わり大変感

私はこの以来村での生活約七ケ月位︑

強になったと今でも感謝しております︒

｜
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昭和２０年頃の印傅厘上原勇七店舗のようす

一

時期札幌︑松山に営業所開設︒しかし︑

応は以外にも社内の活性化に結び付く効

ナショッブとして直営店を開設︒この対

果が人きかったと存じます︒次に印伝の
一一

謝しております︒又︑多くの友人と知り

昭和四十年頃より海外旅行が盛んになり
場の開拓の必要性を予感し︑札幌︑松山

将来の国内旅行の衰退を予想︒新しい市

私の幼名は重雄と名付けられました︒

の営業所を閉鎖すると共に今後の対応を

合う機会となり︑その険の人生の大きな

当家は長男に重をつける習わしになって

検詞︒

支えとなりました︒

おり︑私の父は重治︑私の長男は重樹︑

結果として専門店︑デパート︑問屋を

歴史は着物︵和︶の時代に育てられ今日

孫は承哉と名伺けました︒

対象に昭和四ト三年︑池袋に東京営業所

進して行く所存でおります︒

右記の指針を目標に今後の企業経営を推

出目本の文化として海外巾場への挑戦

不易と流行の見極め

圓伝統の継続

品質︑価格︑アフターケア

②企業の信用の構築

出光興産出光佐三氏の提唱

巾人間尊重の事業経営

当社の指針

プン

平成二二年トー月名古屋御園店オー

︵通称 アリア・ディ・フィレンツエ︶

プン 協同組合ファッションシティ甲府

平成六年甲府市川田町に新工場オー

平成二年大阪心斎橋店オーブン

重要な役割を果たす結果に︒

れはお客様はもとより︑社内の活性化に

の後︑毎年一ブランドの開発を継続︒こ

Carray︵キャレイ︶シリーズを開発︒そ

昭和五十八年︑約二年の歳目りをかけ

に至っており︑この脱却は如何にするか︒

戦後ト年︑印伝の仕事もやっと軌道に

五

を開設︒その後︑高度経済成長の時代を

一一 七

Ｉ

予測︒昭和五十六年︑東京青山ヘアンテ

１１

た︒当時父は襲名により十二代勇七を名
乗っておりました︒父の死去により私は
ニトニ歳で上原勇七を襲名する事になり︑
現在に至っております︒
ここで印伝の由来についてふれておき

にｔ

のりはじめた矢先︑昭和三十年十一月父

7・ﾚぐ:

が脳出血により五十六歳で他界致しまし

﹂Ｆ
−

LICALEA（リカレア）

巾着

ます︒
印度伝来から印伝︵一説︶と云われて
おります︒佛教と共にシルクロードを経
て日本に伝わったとも云われております︒
当時日本で調達できる鹿皮と漆を原料
として今日に伝えられたものと考えられ
ます︑
漆は英語で]apanといいます︒
奈良︑平安時代東大寺所蔵文箱︵国宝︶
正倉院御物経本カバー
︵印伝博物館に展示︶公家が愛用した蹴
鞠︵けまり︶また戦国時代に入り武具と
して鎧︵ヨロイ︶に用いられたり︑一説
によると武田信玄公が印伝の巾着に砂金

昭和三十年〜四十年国内観光旅行

を入れたとも云われております︒

ブーム︑県内外の土産品販売店及び︑ホ
テル売店へ納品︑北海道から九州迄︑一

伝えよういにしえの心あだらしき智慧
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えよういにしえの心あだらしきyljl慧
f.

時化

電子回路を形成していきます︒たとえば

りします︒このようなことを何回も何回

量で︑約１センチメートル角の中に二十

人類が創ってきた重要なものの一つに

相当︶︒

も繰り返し製品となっていきます︒直径

穴あけの場合は︑約四千五百平方キロメー

これらを作るためには三百ミリメートル

七十五キロメートルというと東京八王子

億ビットのデジタル情報を収納できます︒

のウェハー︵シリコンでできた厚さ○・ハ

と千葉の距離になります︒これを二十五

科学がありますが︑その中の一つである

ミリメートルの円盤状のもの︶にコンセ

トルの円内に直径二十五ミリメートル︑

プトとして確立している写真の技術二

ンチメートル角のものになります︒実際

万分の一に戻し切断すると先の一平方セ

のＩＣの中の配線は数十ナノメータ︵ナ

この気の遠くなるような技術も原理は

工をして最終的にそのウェハーを数︒白個

二十五万倍に拡大したとして考えてみま

写真のコンセプトではありますが︑現在

ノは十億分のＩメーター︶の線幅で描か

す︒そうすると先の三百ミリメートルの

の姿にまで進化してきたのは︑長い時間

の個片に切断して︑一つのＤＲＡＭが生

ウェハーは直径七ト五キロメートル︑厚

をかけて人類の渚先輩が築いてこられた︑

れています︒最先端のＩＣがいかに微細

さに︒白メートルの大きさになり︑この基

化学︑物理︑電気︑通信等をはじめとす

まれます︒ウェハーを加．Ｌしていくプロ

盤が写真でいうとフィルムのポリエステ

る科学のたまものであると同時に︑より

加工されているのかイメージできること

ルの部分になります︒この表面に写真で

良いもの︑より価値あるものをより早く︑

セスですが超微細な加工技術のため︑実

は感光材に相当するレジストを︑厚さ五

より多くの人々に届けたいと願う︑現代

と思います︒

十センチメートル︑厚さのばらつきか二

でいきたいと思っております︒

付加価値をつけて︑若い人たちに引き継

今私たちは︑これらの遺産に︑さらに

の人々の情熱と努力によるものです︒
に相当する面積に塗るのです︒

布します︑約四ｆ一五百平方キロメートル

十五ミリメートル以ドの精度で均一に塗

感がわきませんので︑ウェハーの寸法を

八〇〇年代の前半に発明︶を駆使して加

つまりＩセンチメートル四方の中にｌｂ

／

エレクトロニクスの分野は︑このわずか

遂げてきたことが実感できるのではない
かと思います︒
半世紀前の私たちの身の回りのものを
思い出すと算盤や四角な顔のような電話
機︑毎日ねじを巻く時計︑太陽光を使っ
た複写︑蛇腹のカメラ等が︑懐かしく思
い出されますが
今現在皆様か使っておられるパソコン︑
スマートホン︑等の電子機器をはじめ︑
家庭電化製品︑産業機器︑人工衛星︑自
動車︑航空機等と比較すると︑これがたっ
たこの半匪紀の間の変化であるのかと︑
驚きの感に堪えません︒そしてこの変化
をもたらした最大の要因はエレクトロニ
クス技術の進化であり︑それに伴うコン
ピュータ技術の発展に負うところか多い
のではないかと感じております︒現代最
先端のこうした機器の中核となる機能は
ＩＣ︑ＬＩＳ等に代表される︑半導体︵あ
る条件によって電気を通す時と通さない
時がある性質の物質︶を利用した電Ｔ部
品等で構成されております︒
一九六〇年代に発明されたＩＣはまだ
瓦十年の歴史しかありませんが︑最先端
の技術で件られたＩＣは驚異的な性能を

そのトに紫外線領域の短波長の光で回

なりますが現像したり︑削ったり︑穴を

自分の職業分野ではありますが︑最初に

しえの心︑新しき智慧﹂を考えたとき︑

今回のテーマである﹁伝えよう︑いに
あけたり︑絶縁膜を堆積させたり︑洗浄

浮かんできたのはこのようなことでした︒

路パターンを露光した後︑数︒白工程にも

したり︑薄膜をコーティングしたりして︑

１２
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深さＩメートルの穴を︑一千億個以上︑

「これからの人生も楽しく過ごしたい」が今の一番の願い

ｉｔが入る部屋を二十億個作るというこ

慶応大学法学部卒業後、東京エしクトロン株式会社入社。

五十〜六ト年間において飛躍的な進歩を

代表取鮑役専務執行役員を経て現在は常務監査役。

同時にしかも均一に形成したり︑同面積

都留市生まれ。

'こ7

とになります︒この記億部屋数だけでも

はら・まもる

内の広さ内に散らばった大きさ五センチ

（昭和/10年卒）

ｆ｡四
４こぶli

驚くべきことです︵因みに二十億ビット

半導体集積回路の加工寸法

メートル︑数十個ほどの異物を除去した

最先端技術も原理は写真から

の情報は五百ページの文庫本四百冊分に

加味／読書、飲酒。ゴルフ

/
ｉ

実現しております︒パソコンに大量に使
用されている記憶のためのメモリーであ
るＤＲΛＭを例にとりますと次のように
なります
最先端のＤＲＡＭは２ギガｂｉｔの容

●

護
原

えい CヽあyリjLきllIII佃
、

Ｊ

fj
↓

今も思い出すのは四月の入学式︒桜満
開の時︑夢と希望と胸を膨らませていた
僕の耳に入ってくるのは戦中の勇ましさ
を鼓舞するような応長歌でした︒
起て起て起て健男児
覇気ある健児よ
自彊の盾をば振りかざし
破邪の剣とりて起て
撃てや懲らせや
われらが敵を
撃ちて勇姿を
世界に．小すはこの秋ぞ
フレー フレー 高

新入生は全員︑応援団に日本男児の心
意気と愛校精神を叩き込まれたものでし
た︒一九六〇年代︑華やかなアメリカ文
化が日本に流人し︑それが急速に伝播し
ていた時代でしたが︑日本男児としての
真髄は︑思春期の新鮮な心にストンと落
ちてきて︑今でも僕の心の中に宿ってい

︱
中

京都大学薬学部製薬化学科卒業
‑

ます

シミックホールディングス株式会社
「

当時の甲府一高は︑質実剛健の校風で︑
寒い冬でもストーブを使わせてもらえず
に僕らは寒さで震えていましたが︑極寒
の中でも一本歯の高ド駄で登校していた
バンカラもいました︒︒肩で風を切り︑豪
傑然とした姿はなかなか格好が良いもの
でした
毎年行われる競歩大会では︑疲れと睡
魔に襲われながらも︑二十四時間歩き続
けます︒まさに︑己との戦いであり︑精

した︒

をもたらしてくれま

集中力の持続・向上

は︑僕の心の安定と

うな心身練磨の環境

と思います︒このよ

極めて効果があった

神と肉体への鍛錬に

日のことをくよくよと思い悩まずに︑明

なく︑一日一日を懸命に働きました︒昨

ました︒それまでは決して順風満帆では

を機に会社は成長軌道に乗ることができ

明確な位置づけを得ることができ︑これ

きました︒そして︑一九九七年︑法的に

広報活動︑行政との折衝などに奔走して

社会的な位置づけを確立するため︑啓発・

を精一杯に生き切ることに徴してきて︑

日のことを思い煩うこともなく︑﹁今日﹂

でもある﹁萄日新︑

気がっけば二ｔ年︒数大の仲間と始めた

また︑校是の一つ
日日新︑又日新﹂︒

ただし︑僕がそれを継続してできたの

小さな会社は従業員数四Ｌ人を超える企

は︑ビジネスとして成長させたいという

中国の殷王朝を創始

自戒していたとのこ

気持ちの一方で︑旧態依然の産業構造に

業グループになりました︒明日は何かあ

とです︒毎日︑今日

イノベーションを起こしたいという強い

した湯玉が毎朝顔を

という新しい日を迎

るのかわからないのだから︑﹁今日できる

えるのだから︑今日

想いがあったからです︒﹁仕事﹂より﹁生

洗う器にこの言葉を

一日に全力を尽くそ

きがい﹂に近いものかもしれません︒生

ことは今日やり遂げる﹂を心がけ実行し

うという意味です︒

きがいだからこそ︑情熱と魂のすべてを

刻み︑毎日新しい心

僕が四ト五歳で大手

注ぎ込むことができました︒夢を叶える

てきました︒

製薬企業を退職し︑

には︑やはり地道な努力の積み重ねしか

で生きていくことを

日本で初めてＣＲＯ

からこそ︑今の僕があるのだと思います︒

日という一日を大事に︑充実させてきた

ないのです︒毎日生きがいに向けて︑今

ボ業を行うベン

そして︑僕が長年に︒日︒り︑その揺るぎな

︵医薬品開発支援︶

げて︑今年で創業二

チャー企業を立ち上

い意思を持ち続けられたのは︑コ陥で鍛

ています︒

えられた心身練磨の賜物であると感謝し

ト年になります︒
独立当時は法的な
整備がなく︑曖昧な
状態の中でＣＲＯの

伝えよういにしえの心あたらしき智慧
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特集

心身練磨に努めた日々、
今も目に胸に
１手口男

（昭和40年卒）
なかむら・かずお

代表取締役会長兼社長薬学博士

日本最初のＣＲＯ(医薬品開発受託機関)

を創業。臨床試験、劇薬、科学技術振興

などに関わる多数の国家プロジェクトに

参画。アメリカの代表的芸術家「キース・

ヘリング」のコしクションのみを屡示す

る世界で初めてのプライベート美術館を

山梨県北杜市に開館

早稲田大学卒業
出身地：山梨県

12年１月第三舞台封印解除
11年１１月〜

･｡194年映画「男ともだち」（山
ＣＭと幅広く活

0‑0588
03‑541
Fax
0‑8585
Tel 03‑541

私の続けている︒俳優︒という仕事は︑

に・・こと冷や汗をかくこともしばしば︒

誤解されて﹁そういうっもりじゃないの

仕上がりに満足していました︒

上げで︑私としては都会的なオシャレな

短く切り揃えた襟足は当時でも斬新な刈

14
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演技を通して観客に目に見えない何かを
伝えることだと思っています︒ですが︑

中の半分以上は誤解の上に成り立ってい

この伝えることこそが難しく﹁実は世の

るんじゃないか？﹂と思うこともあるく
らいです︒例えば︑私はどちらかという

思えば学生時代からそうでした︒時には

翌日︑一高の講堂で集会があり︑担任の

と話して説明するのが苦手です︒言葉を

思いがけず都合よく解釈してもらえこと

先生の目に私の刈り上げか飛び込んだ様

子で

もありましたが・⁝
これは甲府一高時代のことです︒当時︑
私は禁・にされていたパーマをゆるくかけ

私が真っ赤になって言い訳を考えたその

い﹂

﹁全校生徒の皆さん！筒井さんを見なさ

目美容師さんの勧めで気分転換にバッサ

時︑

セミロングの髪型をしていました︒ある

リとショートボブにしたことがあります

﹁先日パーマを注意したら︑さっぱりと髪

を切ってきました！・筒井さんを見習って

ください１・﹂

私は先生の意外な言葉に耳を疑い︑

﹁え？・いや︑反省した訳じゃなくて・：私的

にはオシャレのつもりなんだけど・：﹂

それからというもの︑私に先生は目が合

うたび優しい微笑みを向けてくれるよう

になりました︒小さな誤解でしたが︑先

生との関係がよくなり︑その時こう思っ

たのです︒

﹁誤解から好転することもあるんだなあ

⁝﹂と︒

今だからこ⁚えますが︑髪を切った本当の

理由は親しい友人にしか話しませんでし

Ｉ

『伝えることは面白く

また難しし

筒井真理子(昭和54年卒)
経歴：早稲田大学在学中より湖上尚史主催「第三継台」

に参加。代表作は「ビー・ヒア・ナウ」ピ」しグ

リム」等。その後、継台をはじめ映画・デしビ・

□巧監督ノ東京国際映画祭参加作品）で主演デ

ヴューをはたす。以後、多彩な作品に出演。主

な映画出演作品に「クワイエット」し一ムによう

こそ」（松尾スズキ監督）、「アキしスと亀」（北

野武監歯）、「ヒーローショー」（井簡和幸監督）

他多数

＆解散公演「深呼吸する惑星」に出演

た︒

伝えたく⁝でも言葉だけではうまく伝え

思うのです︒誰かと何かを共有したくて︑
を読んでいると︑とても六百年以上も前

るということは︑一寸したことのようだ

好でやることがかえって本当らしく見え

するのが良い︒この写実とは変わった格

が︑物まね令般にわたる工夫である︒﹄

に書かれたものとは思えませんでした︒

りだと驚いたことをよく覚えています︒

今の私たちの演劇にも共通することばか

のかも知れないと今ではそんな気がして

られない︒それが︒演技︒︒に向かわせた

私たち俳優は映画やドラマの仕事が決ま

また最近ではこんなこともありました︒

ると最初にあるのが︒衣装合わせ︒︒です︒

検討することから始まります︒

用意した衣装を一着ずつ広げ︑みんなで

ず衣装さんと監督が事前に打ち合わせて

を合わせる緊張の瞬間でもあります︒ま

が上手くなりたいと過去の先人たちの本

それでも︑私は少しでも人に伝えること

壁ばかりでした︒

集団でのコミュニケーションなど新たな

の表現の難しさ︑今まで経験のなかった

大学で演劇の世界に入ると︑舞台上で

それは演技論だけではなく︑ものの考え

にしえの心を今に伝えている︒︒のです︒

次第である︒﹄と書いています︒まさに︒い

能の専門家として守るべき教えを残した

﹁花伝書﹂の中で欧阿弥は﹃自家の子孫が

速やかに上達するであろう︒慢心せず自

つけ他人に尋ね︑自分で工夫するならば︑

さだめし悪いところが多いだろうと気を

の悪いところがあったら未熟な自分には

良い︒これが上達の第一の方法だ︒上手

と思ったら上手なものもこれをまねるが

﹃どんな下手でも︑もし善いところがある

本当らしさ︑今でいうリアルとは何なの

あるドラマの衣装合わせで︑いつものよ

を読み漁りました︒リー・ストラスバー

方︑とらえ方として今に通じているので

分の良いところ悪いところを知るべし﹄

﹁花伝書﹂を現代語訳した川瀬一馬さんも︑

ます︒

うに衣装さんが衣装を広げた時︑私は瞬

グのＩアクターズスタジオ≒演劇入門≒朗

す︒

謙虚に学ぶ姿勢を痛感しました︒

か︑私は表現の原点に触れた気がしまし

時に自分の役のイメー ジやシーンを頭の

︒唐人︒という項目にはこうあります︒

つい先口︑ある外国の名俳優が師と仰

序章でこう書いています︒﹁花伝書は何回

中に巡らせ考えました︒﹁うＩん・：﹂
読入門Ｊｅｔｃ・⁝

﹃物まね︵能においての︶はそっくりまね

ぐ人が書かれた本を読みました︒内容が

事な作業で︑監督やスタッフと初めて顔

その小さな呟きを間いた瞬間︑衣装さん

その中に世阿弥の﹁花伝書︵風姿花伝︶﹂

てみてもおもしろいとは思われない︒た

た︒

はとっさに﹁ですよね・：ちょっと地味過

がありました︒世阿弥が父・観阿弥の口

だどこかひと様ｆだけ唐めいた風にＬ火

︒問答条条︒にはこうあります︒

ぎましたね﹂と︑素いく取りドげようと

述筆記をしたもので世界でも最も占⁚い体

た︒ただ衣装さんが私に気遣って下さっ

時代が違っても︑人間はいつも誰かに﹁自

ては再読している日々です︒国や文化や

で︑また﹁花伝書﹂を本棚から取り出し

ある﹂

したのです︒

ただけで︑いわゆるロ本人の美徳である

﹁花伝書﹂と共通するところが多かったの

ー察する心﹂でした︒でもそこには︑確か

の役をＬ寧に演じて行きたいと思います︒

事と実感しました︒これからも一つ一つ

いことかと気付き︑生涯をかけた私の什

そして﹁伝える﹂ことはなんと深く面白

それを享受できることが有難く思います︒

を残していてくれたことが頼もしく︑今

時を越えて人生の先輩たちが︑そのすべ

か︒

ようと懸命だったのではないのでしょう

分が知り得た大切なことや知識﹂を伝え

私は衣装には何の不満もありませんでし

﹁あ︑いえ︑違うんです・：大丈夫ですＬ

系的に優れた芸極論だそうです︒﹁花伝書﹂

講じても︑講ずる度に日に新たな感じで

衣装合わせは︑役のイメージを形作る大

二1ム､。

に小さな誤解が生じてしまったのです︒
山梨にいた学生時代から︑どこか私は
人と意見を分かち合うことに敏感だった
のかもしれません︒特に自分の気持ちや
意図が伝わらず︑歯がゆい思いをするこ
とが多かったように思います︒
ですが︑自分の本意を上手く伝えるこ
とがいくぶん苦手で︑毎日小さなもどか

という道に進ませたのかも知れないとも

しさを感じていたことが︑後に私を俳優

伝えよ ういにしえの心あたらしき智慧
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山下一恵

︵昭和四十九年卒︶

︵山下名猪野︶

やました・かずえ︵やました・なおの︶
東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業
幼少より母都築声に筝の手ほどきを受ける︒
鳥居名美野先生に師事現在に至る
東京芸術大学非常勤講師を経て︑洗足学園音楽大学組歌講座講師︒
ＮＨＫ﹁邦楽のひととき﹂﹃邦楽百番﹄﹁邦楽花舞台﹂に出演︒

のだと感慨を抱き︑偶然桜に出会えば足

を止めます︒心を奪う美しい景色も︑奪

われる人の心も︑変わっていないではあ

りませんか︒

数ある曲の中で私が最も憧れる曲に﹁四

季の曲﹂という三百六十年ほど前に作ら

れたものがあります︒この曲を通し︑古

人と一緒に春︑夏︑秋︑冬を楽しんでく

ださい︒

春︑﹁春は梅に鶯︑つつじや藤に山吹﹂︒

この詞を歌いながら争は梅の匂いや︑春

の色︑そして鶯の鳴き声を連想して奏し

っせり﹂問季の中で春が一番好きだと思

ます︒そして﹁桜かざす宮人は花に心う

い︑Ｔ心うっせり﹂と歌います︒

さらに様々な事に見舞われ︑悩みます︒

色々な事があります︒成長してからは︑

私たちが生まれ成長するまでの間には

ているかも知れませんが︑古の人々か如

す︒音楽からの理解ですので︑かなり偏っ

い︑隠れた思いを理解するよう心がけま

であり︑演奏するときは古人の意識に倣

たということですが︑今も少しも変わら

しをそらいた﹂︒恋のため︑大いに若返っ

るる﹂恋の応びは﹁八十の翁 こいにこ

の塩釜なのみにて へだててみをぞこが

れば おもいはむねにみちのくの 千賀

せり﹂腎い夏もいいものだと思えてきま

糸をかき流します︒そして﹁水に心うっ

から肌に感じられるよう十三ある全ての

相応しい音を出します︒涼しげな風を耳

でも格別です︒筝はそれぞれの花の姿に

本日︑アトラクションにおいて演奏予定︒

夏︑フ兄は卯の花︑橘︑あやめ︑蓮︑撫7.︑

そして人生の秋を迎えては︑︵︑同窓会の当

何様であったか︑私の筝曲への思いも込

風吹けば涼しくて﹂︒暑い時に吹く風は今

番幹事を済ませた頃︶﹁あるがままに受け

私はおよそ四百年から八白年前に作ら

き涙かや﹂と︒女性同士の勢力争いは﹁葵

うきよを須磨の恨みにて 我とひとし

北へ渡る鳥に名残惜しみ︑同時に満開の

ちたら欠けるからおもしろいと︒そして︑

と秋が行き交う空を感じ︑月は満ち︑満

﹄幽−
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秋︑﹁秋はもみじ︑鹿の跨︑千草の花に

す︒やはり︑夏が一番好きだと思います︒
では︑自然に対する美学や人生観はど

ない感じですね︒

多くの曲のテーマは恋愛や左遷のうら

うであったでしょうか︒散るからこそ桜

めてご紹介してまいります︒

みです︒現代人も抱えてる大きな問題で

は愛しい︑とＩばい切ります︒川の流れは

たいと気取ります︒平安に生きた古の人々
はどのように物事の優先順位を決め︑ど

はないでしょうか︒遠くへ追われた者は

れた古典音楽を学んでおります︒専門は

のｈのときめき賀茂のものみのをりか

桜や人との出会いを楽しみます︒

常に変わるから人生そのものとＩ．一口い︑夏

江戸時代中期に江戸で生まれた︑三絃を

らにくるまあらそいつれなきは 深き

﹁小夜児けて鳴く千鳥何を思ひあかしね

伴った弾き歌いを原則とする山田流筝曲

私たちも満月を見ればｍ日の人も目｀ていた

なんとも複雑で貪欲で繊細です︒現代の

許されざる恋は﹁人口しのぶのなかな

うらみなるべし﹂︒

﹁古今和歌集﹂か多く︑まさに古人が主役

です︒歌詞の題材は﹁源氏物語≒平家物語﹂

のでしょう︒

のような事象にどのように心を尽くした

入れる﹂という禅の境地に少しでも達し

忿ゆ
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松虫︑雁なきて夕暮れの﹂︒出だしの音は

しく︑この先心配になっておりましたが︑

少数派になってしまいました︒私自身寂

えてくれた先入たちに感謝を込め︑次の

の幸せを感じます︒そしてこの幸せを与

演奏の技術だけでなく︑音楽を通じ︑

既に秋の音でなくてはなりません︒１草

た︒先人が真摯に守り続けてきた古典ａ

古人に倣い︑欠けた月は必ず満ち︑散っ

世代に伝え残さねばと思います︒

楽というものは︑それだけ奥が深いとい

た桜はまた咲き誇り︑悲しい別れも新し

近年︑Ｌ口典回帰の傾向が強まってきまし

うことなのでしょう︑それと同時に︑現

や︑松虫の鳴く声がそのまま伝わるよう
気を配ります︒﹁月に心うつせり﹂︒秋の

しもう︑という思いも︒

い出公いもぐて受け入れ︑心ゆくまで楽

冬︑﹁冬は時雨︑初霜︑あられ︑みぞれ︑

本人としての心が確かに受け継がれてい

脚゛

代に生きる私達の内にも︑古人と同じ日

が秋風にそよぐ様子や︑つま恋う鹿の声

●‑●、

目口は心に染み渡ります︒

こがらし︑さえし此のあけぽの﹂︒歌詞は

私は何百年の間残ってきた曲を演奏す

ると感じます︒

もって春夏秋とまるで違う空気が伝わら

るたび︑古人の美意識を共有でき︑最高
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次々と白⁚然現象を述べます︒同じ奏法を

なければいけません︒そして﹁雪に心う
っせり﹂︒
この曲の歌詞はなんて単純でしょう︒
筝の旋律や奏法も極めて単純なものです︒
占典音楽の大半は︑最後に此の無常を伝

y/
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えます︑しかしこの曲は四ト余文字のう
ち︑人の感情は七文字のみ︒他は自然に
あるものを並べているだけです︒最後の
﹇心うっせり﹈︑この一句と偉大なる作曲
家ハ橋検校の手により︑古人の美学と
抑の心が伝わって来るのです︒
虫の声︑風の音︑水︑雷︑雪︑花︑木︒
占の人々はこの世にある全てのものに意
味を見出し︑心を奪われ︑昨日と今日の
空気の違いをかぎわけました︒そして︑
音楽に携わってきた人々は︑このような
むかな︑また︑繊細な心や︑自然の変化
をで瞬の﹁間﹂や﹁一音﹂で表現しました︒
しかし︑明治時代を迎え︑文化革命と
でも言うのでしょうか︑そのような音楽
家達の間でも︑平安の頃から続いてきた
音楽の価値が覆されました︒第二次世界
大戦後はなおさら︑古典ｙ目楽を志す者は

1盛ﾖ
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歴史的な視点を交えながら、新たな甲府の玄関口としての機能を備えるべく変容を遂げて)つ
ある甲府駅北口の姿の今をお伝えしたい。

甲府駅北口整備のイメージ
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旬
①甲府地方合同庁舎 (仮称) ②甲府中央消防署
⑤甲府駅北口広場

⑥甲府駅北口多目的広場

⑨甲府市歴史公園

⑩甲州夢小路

③市営第一自転車駐車場
⑦甲府市藤村記念館

④NHK新甲府放送会館

⑧新県立図書館

※甲府地方合同庁舎 (仮称)、ＮＨＫ新甲府放送会館、
新県立図書館については、甲府市が仮に想定した建物です。

取り壊し前の甲府駅北口(昭和59年)

現在の甲府駅北口

①甲府地方合同庁舎の完成

②甲府中央消防署

③市営第一自転車駐車場

平成24年１月完成。９の省庁出先機
関が機能連携を図るためよとまって入
る予定。

平成19年完成し活動してい
る。中心地の防災強化を目的と
している。

平成19年完成｡駅機能の利便性
と省ｴﾈ温暖化対策として。

Nisshin5ho
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ふるさと甲府情報
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④ＮＨＫ甲府放送会館
平成24年完成。情報発信、文化の創造。
温暖化対策機能を備えている。

●
F¶7

⑤甲府北口広場
平成22年整備。

⑧新山梨県立図書館
駐車場もなく､館内スペースも手狭になっ
たため移転。平成24年月月開館予定。
⑥甲府北口多目的広場
(よっちやばれ広場)
平成22年整備。憩いの場と
多目的な交流可能なイベント
広場として活用。屋外トイレ
も備えている。30分無料の駐

⑦藤村記念館

車場も隣接整備されている。

平成２２年完成。武田神社から国指定の
重要文化財である旧睦沢学校校舎を移築
されており、すでに見学も可能となって
いる。

⑨甲府市歴史公園

え)の風情を蘇らせながら､その特質を活かしつつ､新たな都市としての

そもそも甲府城は、武田氏滅亡以降に

利便性や発展性を求め融合を図ろうとする(智慧)整備事業となってい

豊臣氏そして徳川氏の治世の頃に築城さ

る｡観光客､ビジター等の集客以上に､ふるさと甲府を愛する本県出身者

れ、1873年に廃城となった。その後、

の動向もこの事業の成否の大きな要素と宮えるのかもしれない。

建物の廃棄が進められてその跡地の多く
は、官業施設となった。戦後は、価値有

−−

今回の整備事業￨ま､多くの大都市における再開発事業と違い､昔(いにし

なお､他県からの米話者を期待して以下のイベントが開催予定である。
①平成24年甲府大好き祭りか10月20日に開催

る史跡として発掘事業が行われた。
平成１９年完成。山梨県甲府城の追手門、

②｢関東B−1グランプリ｣通称FB級ご当地グルメよっちやぱれ市in甲

山手渡櫓門を復元し、歴史的景観を伝え、

府｣が平成24年11月24日、25日に開催http://yocchabareichi.com/
③平成25年には､年間を通して､甲府市を含めた山梨県内各地におい

合わせて、将来的に集客性のあるイベン
ト使用が目的の広場との回遊性も高めよ
うとしている。

てF全国国民文化祭｣の開催か予定されている。
http://www.city.koh』.yamanashi.jp/kokubun/kokubun/kaisai.html
これらのイベントに足を運んでいただければ､甲府駅北口の変容をつぶ
さに見ることかできる｡これらのプロジェクトやイベントのいずれもの
担い手の多くか同窓会会員諸氏であるということも最後に付け加えて
おきたい。
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⑩甲州夢小路
平成24年着工予定。歴史公同等と連携
を図り。民間事業者による歴史観光型集
客施設となる予定。

井上

︒︒︒月十目の春の講演会ではたくさんの人

が必要と考えていたところ︑大修館河店が

違った目的になります︒この教育に副読本

べさせることでしたが︑それとはまったく

童生徒に自分の予防接種歴や成長記録を調

帳が教育に使われる場合は︑小中学校で児

うになりました︒降水晰︒が多く火山が多い

の生長に役立っているのでは︑と考えるよ

温泉水に含まれるリン酸やカリウムが植物

こがロ本と同様の火山国であり︑火山灰や

緑の絨毯に覆われた美しい風景を見て︑そ

さて︑少子化かこのまま進めば日本とい

わせをし︑本講演では女子学生の母子手帳

べてくれました︒その後も何回かの打ち合

一緒にわざわざ聴きに来られて︑感想を述

の講演に井ト若子さん︵昭和三十年卒︶と

子手帳教育﹂が親子の絆を強めるのに役立

が︑飯田さんは私が大学でやっている﹁母

哭のあと人の絆の大切さが認識されました

ては︑子育ての経験を持つ熟年女性を活用

すれば保育吋が不足しますか︑それに対し

で廃校になった小学校を使えます︒全人に

ことが必要です︒保育所の施設には少子化

対しては︑保育所無料・全人の制度を作る

きずに︑少石化はさらに進みます︒これに

どもか欲しくても若い夫婦は産むことがで

ないと家庭が持てません︒その状況では子

振るわず給料が下がる時代︑夫婦共稼ぎで

対する社会制度は出来ていません︒経済が

〇〇年に介護保険制度か出来ましたが︑②に

えない︑ことがあります︒①に対しては二〇

若夫婦の子どもは年寄りに面倒をみてもら

と同居しないので︒面倒をみてもらえない︑②

ます︒現代の核家族社会では︑①高齢者は子

の￡Ｊを実際に産める社会にする必要があり

第二の提案ですか︑若い火婦が二人以ド

N0.1と言われた時代を経験しました︒その

さの中から高度経済成長をしてJapan

私は戦前に生まれ︑日本が敗戦後の貧し

れました︒

り面白かった︑とある人︵男性︶からＩ．一目わ

この後半の話の方が前半の母子手帳の話よ

盤には﹁人の絆﹂の遺伝子と文化とがある・：

精神が醸成されたでしょう︒日本社会の基

では共同作業が必要で︑さらに助け合いの

も考えられます︒弥生時代以降の水田稲作

合いの遺伝子か﹁自然選択﹂されてきたと

生き残れなかったでしょう︒つまり︑助け

た︒その災害時に自分勝手に行動する人は

から天災のときお互いが助け合ってきまし

す︒そのような風土で日本人は︑縄文の昔

地震・津波の巨大災害かときたま起こりま

のです︒一方︑火山がある場所では噴火・

食物が豊富であるという自然の恵みがある

国︵日本とインドネシアのみ︶では植物・

う国はいずれ消滅します︒現在生きている

する什組みを作るのか良いでしょう︒さら

後は﹁失われた二十年﹂でした︒今︑世界

秋に出版してくれることになりました︒

我々には︑7.孫のために︑自分の寿命を超

に︑熟年女性が子育て家庭へ﹁訪問保育指迫ご

を見ると︑人類は物質文明と環境破壊との

でも話して欲しい︑と私に言ってこられた
のです︒昨年の九︑十月に他所で行った私

感想文の朗読を甲︒同窓の若手俳優・神谷
︵石4.︶ひとみさんに頼むという演出までも
していただきました︒

た︒

ト分は日本の凰Ｌの特徴についても話しま

とたっぷりありましたので︑そのうちの三

ところで︑孚えられた講演時間は九ト分

愛し︑この国が将来も持続するように努力

の特徴を知り︑自信と誇りを持って自国を

れません︒若い人には︑日本の風上と歴史

人が︑匪界に新しい生き方を示せるかもし

as
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から﹁良かった︑面白かった﹂との感想を
いただき︑演者としては話し甲斐があった
と満足しております︒
この講演内容に関しては︑一紅会会長の
飯田冨美子さん︵昭和三圭二年甲一卒︶の

えたはるか先の日本の将来を考える責任が

をすれば︑子ども虐待も減るでしょう︒将

相克の中にいると言えるでしょう︒三・一

意気込みを感じていました︒三・︒一トハ震

あるでしょう︒講演では少石化対策として

来の口⁚本を考えると︑①よりもむしろごの対

︒震災・原発事故の国難を乗り越えた日本

つとの話をどこかで聞かれ︑一紅会講演会

次の二つの提案を述べさせていただきまし

策の優先度の方が高いのです︒

ぃ口年期の若者に母ｆ手帳を母親とＩ緒に

も虐待防山11︲にも少子化対策にもなるでしょ

した︒私は三十代の後半に国際協力嘔栗団

をしていただきたい︑と願っております︒

見させる教育は︑親ｆの絆を強めるだけで

うｙ昌枝高学年から大学新人牛︑を対象にす

JICA9仕乍でインドネシアに何回も行き︑

なく︑この教育が全国に普及すれば︑子ど

るのが良いと考えています︒今までほ子手

Ｉ

μ４
ｼﾄi（昭和33年卒）

ｒｙ

存のIII‰d
州

旧本の将来を考えたい
第１５回「一紅会」主催呑の講演会

東大医学部卒、同大学院修了医学博士

いのうえ・さかえ

元・国立感染症研究所感染症摘報センター長

20C1年大書女子大学家政学部教授【健康教育】

左から清水幹事長、一町会瀧田幹事、井上講師、一紅会飯田会長

母子健康手帳活用推進協会会長

収
lx

一紅会は創設Ｌ−五年の節目を迎えました︒
この間一杯会を支えてドさいました多
くの同窓生の皆様に衷心より感謝申し上
−−−︱●

１−−●

１−−・

●il､i

げます︒ありがとうございました︒
思い起こしますと平成八年︑甲府中学・
一高東京同窓会の活性化のために少しで
も貢献できればとの思いから女性ネット
ワークをｙちトげました︒
平成九年三月七日十七名の女性幹事に
より東京会館で設立会合を開いたのが昨
日のことのように思われます︒
以前東京回窓会は長い間上野精養軒で
行われていました︒︒一︒︒白人程入る会場に
は男性卒業生が大半を占め︑便かな女性
は後ろの片隅に肩身が狭そうにして参加
していました︒治安もあまり良くありま
せんでしたので︑薄暗い不気味な公園の
中を足ｙに会場に向かったのを思い出し
ます︒
そんな祈に︑︑ニード二年当番幹事が会場
を精養軒から銀座東武ホテルに移してく
ださいましたのを機に︑翌年三︲ド三年当
番幹事として私は︑さらに会場を女性も
参加し易いように交通が便利で広い東京
会館に移しました︒そして一紅会幹事は
首都圏在住の女性卒業生達に声をかけ︑

帽和33年俯

噪柘4

一人でも多くの方に同窓会へ参加するよ
うに促しました︒︑
そうした中で開催しました平成九年の
同窓会は︑参加者が飛躍的に増えてかハ性
の参加者も八十名もの大勢になり︑総勢

て毎年立派な同窓会が行われるようにな
りましたことは︑一紅会創設当初の目的
がそれなりに達成されたのではないかと
自負しています︒
一紅会活動の最大行事は︑平成十年一
月より毎年実施している﹁春の講演会﹂
です︒回窓文化の発展に寄与するために
企画した講演会ですが︑いつしかみなさ
んの知識欲と相まって︑お陰様で回を重
ねる毎に参加者も増えて好評裏に実施し
財政的なこともありますが︑様々な分

続けております︒
野で第一人者としてご活躍されている同

参集の皆様と一緒に言い尽くせない感銘

力を賜わりましたが︑毎回会場満杯にご

います︒今まで十五名に講師としてご協

で︑講演会の講師は同窓生にお願いして

幹事を中心に歌好きな面々がレッスンに

文化祭に参加の第九を歌う会では一紅会

来年山梨県で開催される第二十八回国民

へ歴史散策紀行を実施しました︒更に︑

究同好会は今年で十二回を数え︑富山県

窓生が綺羅星の如くいらっしゃいますの

を頂きました︒講師の先生方には深くお

励んでいます︒

第十四回講演会は特別なものがあります︒

思い出も沢山ありますが︑中でも昨年の

事が心を一つにして同窓文化の灯明を燈

ました︒これからも新役員と六ト名の幹

当初の目的を果たすべく努力してまいり

一紅会は東京回窓会の一翼として設立

礼を申し上げます︒

開催日が三月十二日︑巨大地震の翌日

し続けて行くことでしょう︒未来を見据

講演会を十五回も重ねておりますと︑

でしたので︑やむなく当日早朝に中止を

えた魅力的な一紅会の発展のために︒

これからも変わらぬエールを宜しくお

決定しましたが︑僅か四時間足らずで︑
全参加者三七四名様に連絡完了しました︒

トワークと強い絆を改めて確認できまし

余を充実して有意義に︑そして楽しく過

最後に 私事一社会会長として八年有

願い致します︒

たのは大きな収穫でもありました︒第十

辛い決断でしたか︑一紅会の確かなネッ

四回講演会はその後場所と日程を変更し

ご支援に厚く御礼申し七げます︒

一紅会幹事はじめ同窓生皆様のご指導︑

ごすことが出来ました︒

て盛況に催行することができました︒
また︑講演会を起点に生まれた歴史研

伝えよういにしえの心新しい智慧
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︒瓦百名近い参加者を得て︑華やいだ同窓
会で大盛況でした︒これがベースとなっ

四･･
,●J,ji･･,4

飯田冨美子
W‑回《

一社会会長
一泰

〃

‑
㎜

、
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皿
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訓会

一紅会の未来に

Ｆ￣

斗

月
入'｀!fl式
仔:J; 斗月８日入学式か行われまし充。今年度は、晋通辞２斗１名、英吾科３７名、十ｚ７８名の
新入生ｔ迎え、本校体育館？行われまし尤。
息擾練習

斗月１３日、１斗日、一年生ｔ対象に体育館７島
環団の指導のもｙ息護練習か行われまし尤。

！

５月

第６３回山梨県高等学校総合体育大会
５月１１日、小瀬スポーツ公園陸上競技場？総合開会式が行われまし充。競技は１３日ま？恥ごなわ粍、本
校からは17部総勢斗１５名か出場しまし充。
一高の総合順位は男子20位(8点)､文子18位(6点)。テニス男子､陸上､ソフトテニス男子､空手､柔道､アー
チェリー、の６競授か関東大会への切符をこ)かみまし充。
11日￨ごは県内８校の息擾団ｙ各校生徒会の生徒か復興ｔ願ヲエールｔ東北地カヘ送リまし充。

６月

アーヂェリー部関束大会団体優勝
群馬県？の関東大会？、初優勝乞い｀ｦ快挙ｔ或し埋しｱまし充。

一高祭
６月２斗日から二日間にわ尤リー高祭かはけまりまし充。文
化ホール？、開祭式のあｙクラス発表・文化局発表かありま
し充。二日目は､一級公開？し充。たくさんの力か米校才れ７、
クラス展示や似顔絵、部展示、クラス新聞なy｀見７いただか
まし充。

７月

全国高校野球山梨大会

学校説明会

第９３回全国高等学校野球選手権山梨大会？、

普通科が７月１７日に山梨県民文化ホール？、

本校野球部は７月１３日に富士北稜高校に６対

英語科か７月３０日本校？行われ、生徒主体

Ｏ？、６年ぷリ夏の大会？の勝利ｔ挙げまし尤。

の運営？好評ｔお穿めまし尤。
Nisshinshovol.19
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甲府一高

ごの一年

月

日新基金被災地ボランティア活動
創立１ ３０周年ｔ記念し７創立才れ充生徒の包主釣活動ｔ支護す
７日新基金７、今年は「かんばらｙニッポンノテニス部ﾌ･ロシ

ェ

クト」か掻用才れ、８月９日から１斗日ま？男子テニス部、新聞
部の２３名か南三陸町？ボランティア活動ｙ取材ｔ行いまし充。
での様子は甲府一高新聞？生徒に?伝えられまし充。
ｵｰﾌ･ンスクール
８月２８日に本校￨ごおい７「オーフ･ンスクール」か行われまし充。午前ｙ牛後のＺ回に?分け７、体験授業・
部活動披露・施設見学等か行われ、中学生・保護者か約１０００人参加しまし充。

10月
第８５回強行遠足
１０月８日〜９日￨ご、本校最大の行事？あＥ瓶行虚足か行われまし充。今年は天
候にも恵まれ、男子は学校から長野県小海まで、文子は須玉から野辺山まで包ら
の力を試しまし充。多くの同窓生の力にご協力ｔい尤がかまし充。
甲府第一高等学校美術館構想展
１７日からＺ３日にかけ７校内？甲府一高美術館か開催才れ、生徒の作品や同窓生の浅川洋
才んｙの合同作品も展示才れ､保護者､同窓生ｔはしパノ)ｙし７多くの力か米場くが才いまし充。
新人戦
２年生中心ｙなっ瓦斯チームの公式戦？は､アーチェリー部か全国大会､陸上
テニス男女は関東大会￨ご出場か決まりまし瓦。他の多くの部も健闘しまし瓦。
１

１月山梨県高等学校芸術文化祭
１１月１０日12開会式の行われ尤山梨県高等学校芸術文化祭￨ﾛは１斗の文化部か参ｶ［］し、芸術文化祭賞（美
術部・演劇部・応援団吹奏楽部）最優秀賞（新聞部）優秀賞（美術部・包然科学部一文字部・写真部）等各
くの賞ｔ受け、文化活動の成果１抜露しまし充。

朝日町の活住化一尤ひす講祭り参加
朝日町の活性化のために、えひす講祭りに「一高ひろば」｀とい｀ｦﾌ″−ス
ｔ設け文化部な？か参加し翌況？し充。
１

２月研修旅行
１３日〜１６日￨ご、二年生か沖縄に研修旅行に行かまし充。沖縄の美しい包然￨ご
触れ、平和学習？講話ｔ開口尤リ、戦跡ｔめぐっ尤リしまし充。

２

月

−

同窓会入会式
２９日￨ご３年生Ｚ７２名か同窓会￨ご入会しまし充。

３
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月卒業式

短期海外研修

３月１日、２７２名の卒業生

短期海外研修に生徒２斗名ｙ教員Ｚ名かオーストラリアの姉妹校ヘン

か母校を菓立っ７いかまし充。

リー高校に３月１０日から１９日まで、研修￨ご行っ７さ=まし充。

伝えよういにしえの心あだらしき智慧

私の夢は冷語師ｙして最大限の力包誕かのためじ尽
くし続け４ｎｙＱ２ ＳＳＧ４ｆ５９ｊ禧９ｔ￥４￥ｎ
ｔはでキ︑ないぜ︑焉請は想穐以上ド大キ︑な力乞傾っ
ている︒日進昌⁚歩する医療桟橋ｔｙ尤い私白身毛な
力乞し続け︑匈くの人ｔ聞おり命μ触れる中で自分
白身宅︑辰肴でキ︑るだろう︒づ日じ新た︑また日ド
新芦甲府名一高苓学報で身ド忖けた客勢参頁
ず夢乞︒７こい︒
平城二十四与今筆生長田舒香

私の夢は逮９・吸じなるＭｙｋ￥５ ５い噪から︑タ
まぞよな鸚包創作しよらｙリっ島欲を傾ってソ５こ
屯あります排︑一番大晦︑な晦︑︒かけは尊敬するなの
存在です︒
瓦てくおましたＱ

ｙは建９匁であり︑私に朔包作λご壱の大四方包教
その中じ私ぜ逮９・刄包芯すぞっじな︒た言葉ぜあり
覆おる禄し方レｔリっ言葉でした︒この言葉は︑私

ｔ４￥９ ｔ４はー目分の想穐︑訟針した朔が実隙じ
の叩乞私かすのじ十分過ぎる魅力包傾っていました︒
そして私芒ふ言葉乞圈じ︑父を尊敬し父ｙ同い浪
乞牛み︑逮９ 緊じなりたいｔ田貿ています︒
三年小田切首史

４!!︒は４れてぃる先生ぜぃる︒その先生は︑柔

私の将来の夢は︑傾馳包傾︒た体育叙帥じなる﹃ｉ

直の顧問で宅あ︒た︒時ドは擾しく︑時μは厳しく︑

ｔｙ

でしかないのび︒去単一与間のスイス留学尨通して

おなりり目絃はあクにぜ︑柚めての七〇レ以を邸齢妬づ︒

４ｓ９４：９ｊａ６ ｌｌ６ ９ａ録が醇るぞっなタイ以

ニ与望日⁚島松

実し４４４９９￥￥９ｈｙ¥ｙ

楕復していキ︑た

高の今昔・生がある三乙

ニ与植原常世

６ ４ '私は甲府一

／ｒ
４私は毎日︑岑当じ充

り包樋ち︑ おから屯日々︑

生蓼目指会費三年西野四季

していキ︑たいガオ︒

力など︑匈くの力々から資されろきっな一高ザくり乞

を目指し︑在籾生や卒業生乞始め︑先生大や退蔵の

知新 ｔい︑つ言葉のＪＩく︑数々の矢輩力ぜ
晋いて岑︑て乙にヽタコに秘琥￥４ｙ＆ｊ４
ｈ４Ｇ発屎

し日々備く馳くなっています︒

早く毛三与目じＩアヽハしよ
八対する恩いは一高で渦亨

十四与今草生癩 川脳幹

先生大など匁︒くＧ￥!!︒４４

ろ︒一心は一番幸せな学ぢである︑ｔ︒同窓会や

三与前の自分に自錯葱屯りてＦっ寥︒￡λごこぜが岑︑

た︒しかし︑三年叩ふ一心で渦亘し今業する今︑

備僻遠吊︒ふ学当秘は﹃ふぐらぃしか匙ぃつかなか︒

ろうか︑ｔ罵￡ひこぜある︒侃続︑女波両直︑

私は一心ハ入学するｔキ︑︑一心は伺択一番なのび

鷲力あるのみ︒

レソびし︑題蕪乞雌んで４おの先生のぞっな存在じな
れるヽぞっμ︑一日一ｍｇｇ
５ｉ!｡ｔ体りたいｔ匙う︒

は艮るだけでは伺宅地よらない︒自ら雌柘的ドチャ

Ｊ箆ｒ身攻げけどまびまげ蓮ぃ存在だ︒ｊご

どんなド穴委で宅生低のこｔ包匙ぃやり︑禧してくお
る先生び︒

由は白分び育マキヽた県のミふで罵今２こぜで

叫は湧々しく支実原じあふれ︑﹃元な体報ぜで岑︑る

しかし︑未知︿の枇粉︑自分の限匙⁚八枇粉した稿のず

限らず︑相次いでおこています︒物事の正否乞は・
６７ｙ＆９１／ｒ４９Ｍ．ｙ ｔ４Ｍｔ％ ￥￥Ｊ２ｙＳ

足はあと一回ある︒経上部の仲間ｙトレーニングに励

しかし︑最近は県庁雍︱じよる不耕事が山梨県じ

雰不同宍な﹃こだ︑ｙ私は田心います︒過去９目分の理

４

一心に入学して本当２．４￥４Ｌ４ｙ％Ｊ

想冬１ふらない人間じなりたい︑そのためじ毛︑な力

乞目指して走りたい︒

ｔＧｔｙ遠

距紅乞走る こは切穐ぺ上じ今く苦しいものだ︒た︒

小々ヽ口吻からとて経上の長距敗聚町ていた兪利一

侈は︑恒号誉呑魅せられで歴府︸︒ 一・・犬ｙ４じふ右だ・

在籾生

で︑美しい日本尨︑毛りｙ毛りｔマ汐︲悶が岑︑る人材
じなりたい︒
三与荻野奈橘ぶ

只琴丿奉ドｔらおれすぎているのではないびろらか︒
和の将来の夢は固ま雍︱じなスごこである︒そこでロ

私達は︒昨い苓語尨大与以上習っているのに︑v{lg壁

和司福原したのは︑日本人は︑ｊ目外套17汐−μするレ
ｙリっ奉じついての白絃ぜ全くない︑ｔいヽ？こび︒

こ乃ワだ︑りた︒外国人から覧た日本人は﹃ぶ超唐

づナオコは８本人なの口︑なんで英語が詰せるの７じ

ｊ

岑ヽるからです︒

私の将来の夢は県庁嘸９仁まここです︒芯望理

Ｅ

を悸しまなヅぞっドしたいで賃︒
ニ与小渾柿二朗

一圖圖四腫賜−
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強行遠足
ＰＴＡボランティア参加して
佐藤光政
息子の入学に伴い︑四十年ぶりに強行
遠足に関わることになった︒二度とも救
護所付近の道路の分岐点の警備案内を行
なった︒
強行遠足の実施全体については︑我々
の頃と比べ︑相違点︵以下に列挙︶も多々
あり︑過ぎた年月の長さも感じた︒
①交通量の増加や︑安全対策のため︑コー
ス中の間道の距離が増えたこと︒
②支援ボランティアの数が参加生徒数と
ほぼ同数となる位の手厚い体制となった
こと︒
③先生方の準備が早くから長い時間をか
けて周到に行われていること︒
④新たなツールが登場し︑学校側でもそ
の一々の扱いに対して指示規定を作成し
ていたこと︵スポーツ用品店の強行遠足
対策の推奨靴の販売︒服装の変化︑携帯
電話︑コンビニの登場等︶︒

息子から︑アドバイスを求められた時

には︑流石に上記の変容もあり︑装備品

についての話は憚られたが︑基本的な考

え方ということで︑私が先輩より言われ

た言葉を伝えた︒﹁強行遠足でゴールでき

るか否かは︑体力の問題というよりも行

こうという意思を貰けるかどうかの問題

だ﹂と︒この言葉を理解してくれたかど

うかはわからないが︑体力的な不安を若

ゴヽ︲︲ルできてほっとしている︒

干感じていた息子が︑二度とも︑何とか

今更ながら︑世代や時代を超えて︑喧々

房々と話の尽きない一高伝統の行事﹁強

行遠足﹂の有難さを感じている今日この

頃である︒

平成二十三年

強行遠足に参加して

二年 佐藤正顕

強行遠足への参加は二度目︒去年は︑

一日目の最初から︑雨が降り始めて止ま

なかったため︑体は冷えるし︑疲れるし

とうことで︑ゴールは遠く天変だった︒

初めての強行遠足ということで︑父から

話を聞いていたが︑正直なところはよく

わからないままに始まって終わったとい

う感じだった︒今年は天気も良く︑去年

の経験もあり︑様子がわかっていたので

ゴールヘの不安はなかった︒

できれば︑父遠が経験した百キロ以上

の強行遠足を経験してみたいと思う︒そ

れから︑きついところや困っていたとこ

ろで声をかけてくれた父の友人の方々に

は感謝している︒

１

伝えよういにしえの心あだらしき智慧
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ホームページ入力、FAXなどで６月中旬までに投稿いただいたものを掲載しています。
小池沿道

山梨県立甲府中学校を､今を去る６７年前に横須賀の軍事工場で卒業して以来､片時も忘れたことのない故郷の景色は､あの常々

(昭和20b年卒)

たる鉄筋の校舎と甲府の西山の夕景色でした。超チビたった中学生にとって、いつも見上げていた私の人生の先生です。

斎藤芳樹
(昭和33年卒)

「畑は恋人」退職して始めた野菜作りも七年目を迎えた。当初は友人から七坪ほどの畑を借り楽しんでいたが、今では八十坪
ほどの広さになり、約四十種の野菜を育てている。四季を感じながら種を蒔き、育て、収穫し、それを産直として妻と知人に
食してもらう。こんな楽しみ今しかできない。感謝、感謝の毎日です。

大西

勉

(昭和34年卒)

３年＋12年＋11年。母校にお世話になった年数だ。最初は生徒、次は母校職員、三つめは同窓会事務局長。なんと四半匪紀
母校に係わらせていただいた。高邁な見識、人格をもった後任が見つかったので、あと一期だけご奉公して、余生は「一高よ
もやま話」でも書こうかなと考えている。

多摩市にある恵泉女学園大学を定年退職し、今は名誉教授として大学の公開講座で、60代を中心とする熱心な受講生と一緒に

(昭和35年卒)

アメリカ文学を原書で読んでいます。大学のホームページを見て、参加してみませんか。

河原道雄

2002年にカラオケ好きが嵩じてCDを出してから､歌手として毎日唄っています。昨年の大震災被災地を応援する歌「生命（い

(昭和37年卒)

のち）」を自分の作詞・作曲で作り昨年９月に発売、その印税を義援金に回しています。カラオケで唄えます。応援￣ﾄﾞさい。

１

藤野早苗

廣池哲夫

本同窓会では、年二回有志によるゴルフコンペを開催しています。年２回、50歳代から80歳代までの同窓生50有余名が和気

(昭和37年卒)

あいあいの中で同窓の縁を深めています。新ペリアの個人戦のほか上位３名の学年対抗もあり、大いに盛り上がっています。
奮っての参加をお待ちしています。連絡先

hiroike̲yokohama＠ybb.nejp

東日本大震災の液状化で斜面と化した我が家の床。宮沢賢治の物事を真っ直ぐ見る心に勇気をもらい、拙著『八ヶ岳の空から、

(昭和38年祭)

本当の幸せを求めて』を執筆しました。東北の被災地の方々との「絆」も求めて。

山本秀彦

今年の当番幹事の協力を得て独自ドメインを取得し、東京同窓会のホームページを再構築いたしました。ＩＴを活用して、同

(昭和41年卒)

窓のネットワークを更に広げて行きたいと思っています。ご協力をよろしくお願い致します。

永井

よん燦会（４３年卒）では、還暦以降、強行遠足＆小諸の夜、西沢渓谷＆塩山温泉、サントリー山崎＆京都時代祭、サントリ

ｉ
−；

大村紘一郎

博

(昭和42年卒)

白州＆ハヶ岳と毎年泊まり込みのイベントを続けています。歩き、飲み、唄う。元気溌刺の団塊世代です。

池田秀雄

昭和３５年石橋湛山元総理をはじめ時の政財界重鎮が上野の森で鶴城を唄い、東京同窓会は始まった。多数の老若男女が一堂

(昭和43年卒)

に会し、初めてでも同窓の絆で垂直に交流出来る場の継続を願い、若い方の参加を強く望みます。

市村一司

この３月に公立高校の教員を定年退職し、４月から山梨秀峰調理師専門学校に勤めています。いままでの経験を生かしながら

(昭和45年卒)

新しい職場で挑戦し続けています。高卒以上の生徒が対象なので非常に勉強になります。

斎藤幸三

迫りくる超高齢社会・・60歳の起業。株式会社かい援隊本部。迫りくる超高齢社会、介護人材不足も深刻。

(昭和45年卒)

万人不足の予測も。そこで、「介護現場の助っ人に元気高齢者」を合言葉にこの４月にスタート。詳しくはかい援隊本部のホー

2025年には100

ムページをご覧ください。

清水一彦

筑波大学理事・副学長の４年目です。今年度は教育担当から総務・人事担当となり、国立大学の未曾有の給与削減問題に取り

(昭和45年卒)

組んでいます。人づくりを無視した緊縮財政は日本を滅ぼします。応援をよろしくお願いします。

小川早苗

昨年ミラノのオーディトリウムでヴェルディのレクイエムを歌ってきました。プロのオーケストラとの共演は最高の体験でし

(昭和47年卒)

た。この４月には夫が定年となったのを記念して桜の奈良を歩きました。人の少ない法隆寺で国宝をゆっくり楽しめました。

玄間

当番幹事から２年、定年まで１年となった現在、定年延長するか、ボランティアＮＰＯ活動に転身するか迷っています。家庭

稔

(昭和47年卒)

■犀づ雪冒E°ﾆﾆ｀

では、息子が結婚、国際結婚のため３月と４月に両国で結婚式を挙げ、現在二世帯住宅購入を検討し始めました。
Nisshinshovo□9
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100字近況
米山散文

東京同窓会の学年幹事で集まったことが切っ掛けになり47年会を結成、ハイキングを初め新春の七福神巡り等、色々なイペ

(昭和47年癩

ントを行っています。６月９日は千葉にある銅山の散策です。

渡辺正文

60歳定年まで残り１年７ヶ月。晩婚だったので子供は高１と中１、独身貴族を謳歌したツケが重く圧し掛かっていますが、２

(昭和47年卒)

年前の東京同窓会幹事年以降同期で集まる機会が増え、還暦間近の人生をエンジョイしています。

青柳靖元

４７卒岩渾先輩に遅れること約１年、昨年５月から一念発起して減量に取組んだ結果、約10K

(昭和48年卒)

ンドが心配ですが､成功の秘訣は、リンゴダイエットとご飯減らし及び１日1.5万歩ウォーキングです。［］野原重明先生（医師）
を見習い、生涯現役１

gスリムになりました。リバウ

０ ０歳健康長寿をめざします。

石川ゆり子

当番幹事だった昨年の今頃は、ささらほうさらでした！あっという間に１年経ち、月例幹事会の名残のように同期で集まる機

(昭和48年卒)

会も増えて、交流を楽しんでいます。皆様の健康とご家族の健康、地球の健康を祈っています。

遠藤裕紀

最近、温泉が好きすぎて困っています。露天風呂なら最低でも一時間は入っていたいですね〜。今年の甲府同窓会に参加した

(昭和48年卒)

時には汀要害温泉｣に立ち寄りました。景色の良い露天風呂のある｢ほったらかし温泉｣｢天空の湯｣｢みたまの湯｣｢パノラマの湯｣
にも行ってみたいと思っています。

ハ田政仁

昨年、当番幹事が無事終わり、その後は同期とのイベントが月一ペースで開催されるので、なるべくそれに参加して楽しんで

(昭和48年卒)

います。また、来年の第九の発表会に向けて、一生懸命練習しています。皆さんもどうですか？

廣瀬昭仁

休日も返上し、幹事会一丸となって同窓会の準備に取り組んでいた頃が懐かしく思い出されます。当番幹事を終えた後も、

な

(昭和48年卒)

んだかんだと遊びの企画で集まっては同窓の仲間と交流を深めています。にれが大切ですね）さて次の企画は‥・？

お

楽しみに！

雨宮絹枝

今、一高で同窓会とＰＴＡの係をしています。校舎は変わりましたが、昔と同じ風が教室には吹き、懐かしさを感じます。私

(昭和49年卒)

がそうだったように、生徒にも高校生活を一高で過ごしてよかったと思ってもらえるように努力したいと思います。

込山富秀

10年ほど前からハマっている卓球､真空管オーディオ作り。両方とも一高時代に手を染めて以来の復活です。子供はまだ小６、

(昭和49年卒)

小２、ジイさんが孫をかわいがる理由がわかります。

軽石拳孝

私は30歳の時にソフトウェア開発会社を立上げ、現在に至っています。昨今の不景気には閉口してしまいますが、時々同期

(昭和50年卒)

の皆と会うと元気をもらい、強行遠足での達成感を思い出しながら、また頑張る力が湧いてきます。同窓生って有難いですね。

窪田治美

仙台に一高の後輩で借越ですが我が従弟が住んでいます。さいわい東日本大震災の直接的被害はなかったそうですが、ライフ

(昭和50年卒)

ラインの復旧まで時間を要した由です。

１

こんな時こそ伝統ある一高に思いを寄せます。

−︱

日本の近現代の政治家等が残した文書（手紙・日記・書類）を収集して公開する仕事を続けています。伊藤博文・山県有朋な

(昭和51年卒)

ど明治の元老のみならず、母校の先輩石橋湛山の資料に関わる幸運にも恵まれました。

小川

首都圏甲府会事務局、県人会連合会facebook、「甲斐ゴルフクラブ」コンペ運営をお手伝いをさせていただいております。東

朗

京スポーツ、中京スポーツ、大阪スポーツ、九州スポーツに広告出稿の祈には勉強させていただきます。（現広告局長）

仲田道弘

昭和53卒の学年同窓会は、２年前の当番学年幹事を終えた後も活動を続けています。

(昭和53年卒)

４月の桃の花見会など…。４年後の東京同窓会に向けて、甲府からも応援させていただきます。

勝村良一

甲州ワインの欧州輸出プロジェクト（ＫＯＪ）を支援しています。今年も２月にロンドンとパリにプロモーションのお手伝い

(昭和53年卒)

に行ってきました。山梨の魅力を首都圏にＰＲする「ピタミンやまなしキャンペーン」も実施中です。

相山

皆さんは「ファミリービジネス（同族企業）」についてどう思っているでしょうか。オーナーが勝手な経営をして業績も悪い

１−

(昭和53年卒)

ＩＩ

堀内寛雄

ＩＩ
−−−

豊

(昭和55年卒)

10月の強行遠足への協力、１月の新年会、

というイメージに反して、ファミリービジネスの業績は一般企業よりいいのです。このあたりの理由を昨年から明治大学ピジ
ネススクールで教えています。（東京都千代田区在住）

−−

野渾俊英

英語の教員として、甲府一高に赴任して３年目。昨年度から英語科（21期生）の担任をさせて頂いております。微力ですが、

(昭和61年卒)

全力を尽くしたいと思います。日々、母校の教壇で後輩たちに教えられる幸せを感じています。

＊お詫び

FAXで寄稿いただいた方の中で機器の不調により、未着になった原稿が出ました。氏名・内容が
読み取れないため確認できず掲載できない原稿が出ましたことを深くお詫び申し上げます。
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浜岡コース＆ホテルならではの快適プレーをお楽しみください。

−−−

■

ただいたお部屋から
'Tスタートホールヘ。
漬闇コース&m5=nj
TEL(0537)as‑9311

｜

T437‑16s6鶴岡儒摺罰鏑徊F¶‐207ﾛｰ2

｜

畠田コこILjココース

袋井コース

＝427‑0107静岡県島田市船木3500

〒437‑8501静岡県袋井市国本1616

TEL(0547)38‑1313

TEL(0538)43‑3311

/iN
､↓
cURD

三河カントリークラブ
〒441‑1352饗知県新城市・栄1‑16
TEL(0536)23‑5551

静岡カントリー
http://www..co.jp

■●扁カントリー塵崩ＩＩ所〒lc3‑0028東京都中央区ハ簾洲1‑5‑17 TFLIQ313271‑5670
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新しいおもてなしで皆様をお迎えします。
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と駿如ljn、￥してきらめく夜;;;｡
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ｙｲﾉ･感のあるオー九デイタイニンク、
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S)01？{￨秋の１−フンを￨￨￨ﾛしておＵます｡どうぞIこ期待ください｡

ぐi

｜

｜

日ﾎ平ホテル
T42/1‑8719静岡県静岡市清水区日本平

お問い合わせ
日本平ホテル開業準備室
り)イタルリ(￨ン)
14?7,8{}67
静同￨訓翔III駿湘X柚川1出1･1011ﾄﾞﾍﾞﾙﾌｰ21
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歿ｏ

社会に貢献出来る企業でありたい。
ｉ

法令遵守のもと、

エンドユーザーに喜んで頂ける製品を提供させて頂く事を目標に掲げております。

事業内容：車両事業部

鉄道車両更新・改造・工事・定期検査・機器オーバーホール・試験機器・検査機器

｜

ｉ

自動化ラインの設計製造据付工事

建築設備事業部

空調・換気・給排水・電気工事

客室内床張替

客室内施行

都電荒川線

東京メトロ様

日常点検

儀装配線引替

電磁弁試験器

東京メトロ様

皿■㎜
,.j,゛:･宮脇車輛工業株式会社
本

空調機更新工事

心回心皿宮脇法彦

社

東京都足立区綾瀬６丁目２６番１５号
ｔｅｌ：０３(３６２９)３２６６

ｆａｘ：０３(５６８２)５７７５

URL http://www.miyawaki‑sharyo.co.jp
E‑mail.info０miyawaki‑sharyo.co.jp

小石川事業所

千佳事業所

東京都文京区小日向１丁目２７蚤３２号

東京都荒川区南千佳４丁目８番１号

東京地下鉄株式会社新木場ＣＲ内

東京地下鉄株式会社小石川ＣＲ内

東京地下鉄株式会社千佳車両基地内

部門：車両事業部［車両工事･車両検修］

部門：車両事業部［車両工事］

部門：車両事業部[車両工事]

綾瀬事業所

荒川事業所

鳩ケ谷工場

東京都足立区谷中４丁目４番９号
東京地下鉄株式会社綾瀬車両基地内

東京都荒川区西尾久８丁目33番フ号
東京都交通局荒川車両検修所内

埼玉県川□市三ツ和２丁目22番６号
部門：車両事業部［システム開発］

部門：車両事業部［車両工事］

部門:車両事業部[車両修車･車両検車]

一一

‑一

32
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●=ニフ訂

新木場事業所
東京都江東区新木場４丁目４番２２号

一一一一

｜

部門：総務部・経理部・企画営業部・車両事業部・建築設備事業部

Ｃコ

・

奢唇唖回E
彦

ヨ市fl井上幸

(昭和31年卒)

東京本部

卵祠丿戸絢卯

氓

叩ﾌ･摂ｙ

Office

TEL(03)5452‑126B FAX(03)5452‑126ﾌ

Z、芦

＠お々ａふ

TOKYO

150‑0045東京都渋谷区神泉町21‑3‑3F

脳神経外科 整形外科 麻酔科
脳神経外科病院
藤沢

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
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院長：数野隆人
(昭和31年卒)
代表取締役社長

廣

瀬

彰

義
(昭和31年卒)

交通ご案内

〒251‑0032神奈川県藤沢市片瀬2‑15‑36
電話 0466(27)1511(代)FAX 0466(28)0882

本社

〒820‑0004福岡県飯塚市新立岩1番20号
TEL

福岡支店TEL

092(473)0889

北九州支店TEL

093(681)9138

東京支店TEL

03(3441)4125

新 屋 敷 パ ス 停 下車１分。

９ｕａ青柳守彦
｜

！

0948(22)1312

● バ ス ･ ･ ･ ･ 藤 沢 駅 南口より江ノ島バス

ハードオフ･オフハウスFC加盟店運営会社
株式会社京葉マツヤデンキ

0948(22)0215(代)

本社営業部TEL

● 電 車 … ･ ･ 江 ノ 電 鵠 沼駅下車徒歩６分。

本部/〒272‑0823千葉県市川市束菅野2‑19‑22

FAX.047‑325･7572
｜
ｌ

消防・防災・環境・新エネルギー事業部
TEL

TEL､047‑325‑75ﾌI

ハードオフ

0948(22)0215

柏豊四季店/〒2ﾌﾌｰ0863
市川大野店／于2ﾌ2,0804

柏市豊四季224‑6
TEL.04‑7147,7188 FAX,04‑7146‑0530
市川市南大野1‑14‑10 TEL,047‑303‑5586 FAX.047‑303‑55Bﾌ

オフハウス
柏豊四季店/〒27ﾌｰ0863

柏市豊四季224‑6

︱

●
医療法人社団
りii!能見台パートリア

孝和会介護老人保健施設

てんぷらの老舗

｜

http://www.kabu‑yamabun.co.jp/

−

−

−

TEL,04‑7144‑2384 FAX 04‑7146‑0530

天

木挽町
株式会社甲斐國
代表取締役

剣持甲斐太郎同和31年卒）

新宿高鳥屋レストランパーク１４階
TEL

高級毛皮レザーウエアー
スペイン製ムートン輸入元

至横須賀中央

Iln柳潭和孝(n314・)
l皿柳渾政統(o354や)

のミンクマジック

ｙ
ﾕ，
//.゛/｝

〒236‑0058
横浜市金沢区能見台東10‑1

地下IF105号室

TEL03(3494)2了86
(車)横浜横須賀道路釜利谷JCTより
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〒141‑0031東京都品川区西五反田了‑22一打
TOCビル

Te1.045‑790‑5733
Fax.045‑790‑5737

O3‑5361‑1875

並木方面へ堀口能見台出口下車1分

代表

FAX03(5了40)5了87

岩本福喜(u31年v)

r7￣

濯⊇夕七言仏尚尚ツ
おかげさまで創業90周年を迎えました。

4

1

｡1

1j

￣へ
｀‑W.

ゝ??φ♂〃J

り=
４

お祝い・ご家族やお仲問とのお食事会に、ぜひご利用ください。

●

レストランプルニエ（フランス料理）

本舘１階

●

シエ・ロッシニ

地下２階

●

八千代（日本料理）
東苑（中国料理）

｜

本舘２階

｜

落ち着いた個室もご用意いたしております。

＊全ての宴会場から皇居の緑が臨め、ご結婚披露宴などにもご好評をいただいております。
(本舘８階･11階･12階)
la:11:1:笠井莞爾（昭和33年卒）
T栄一一心i⌒官
!iiﾐ!
E≡≡l舌

〒100‑0005東京都千代田区丸の内3

‑ 2 ‑I TEL03‑3215‑21 1 1 http://www.kaikan.co.jp
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１

第53回甲府中学･甲府一高東京同窓会１

重要部署は女性に頼っています。

松村泳成（S43卒）
萩原睦幸氏（S41卒）
萩原先生にはISO27001取得を指導していただきました。

田中万智が所属する開発部

入社２年目をむかえた田中万智(H18卒)と伯母の

会社の要である管理部のみなさんと社長

武井ちあきさん(S48卒)

マレーシア在住のクレデン社々長湯川浩氏

左より、角田政(S48卒応援団々長)、畔元氏(共通の知人)、

変な人だけど、と紹介されて故スティーブン・ジョブス氏

松村泳勲(S48卒応援団)、鈴木孝男(S48卒応援団)

とレストランでＨ寺間ほど話したことがあるそうです。

３人が揃ったのは、３６年ぶりでした。

「ほんとうに変った人でした｡」と言ってました。

｜

｜

日本テクノ・ラボ株式会社
代表取副支社長松村泳成（ｏ４３年や）

NipponTe(hnoLabln(.
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〒102‑0093東京都千代田区平河町1‑2‑10平河町第一生命ビル
TEL 03‑5276‑2810 FAX
03‑5276‑2820 URL http://www.nt1.co.jp/

一一
｜

医薬品分野での新たな価値剔出に貢献し
人々の健康と幸せを支える企業グループを目指します
シミックグループは、1992年に日本で初めてＣＲＯ〔医薬品開発支援〕

｜

事業を開始し、リーディングカンパニーとしてお客様の様々なニーズに
対応してきました。今では、医薬品の開発支援を中心に製造から
販売まで、主に製薬企業を支援するサービスを提供しています。

｜

シミツクホーjLﾉﾃﾞｨこﾉｸﾞ:ｽ株式会社
本社所在地：東京都品川区西五反田ﾌｰ10‑4
資本金：３０憤８,７７５万円
上場証券取引所：東京証券取引所市場第一部
http://www.cmir‑hQldinqs.co.jp/

一一

中村和男（昭和40年卒）
一一

代表取締役会長兼社長ＣＥＯ

第53回甲府中学・甲府一高東京同窓会

ａ
ｌ︲ｓｓａ＆〜Ｉ

■

'゜゛CmlCYEARs

昨年はたくさんの御協力をいただき誠にありがとうございました
昭和48年卒業生一同
４８クラフ
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祝

第53回

甲府中学・甲府一高東京同窓会

自然と都市の快適さを融合した環境づくり

目

総合ディベロッパー

株式会社
DAITA

9″ｲ

9

j

j

COMPANY

LTD

代表取締役社長中込哲太郎

｜

賃貸オフィス(ﾀﾞｨﾀﾋﾟﾙ)

本

社

山梨県甲府市丸の内2−14−13

〒400‑0031

TalO55−226−3831

F●x O55−222−8673

www.daita.co.jp

不動産部

〒400‑0031

山梨県甲府市丸の内2−2−2
Tel O55−222−3370

Fax 055−222−3360

www.daitaetank.com

」

盟和産業株式会社
取締役社長

清水俊彦

(東証二部上場)

｜

(昭和40年卒)

事業概要

自動車内装部品の製造販売
トヨタ・日産他国内金自動車メーカー

主要製品

トランク内装品・フロア内装品他

｜

｜

主要納入先

(甲府工場)

(フロア内装品)

（トランク内装品）

本

社:〒243−0003神奈川県厚木市寿町３−１−１

ルリエ本厚木

TEL : 046−223−761

1

FAX

: 046−223−6163

FAX

: 055−275−5516

甲府工場:〒409−3853山梨県中巨摩郡昭和町築地新居751−2
TEL

1 055−275−551

事業所：（営業所）東京・神奈川・群馬・愛知・広島
（工場）甲府・長野・岐阜
海外拠点：中国（大迫一広州・佛山）・タイ（バンコク）
U
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L : http://www.meiwasangyo.co.jp

1

「

INDENjYA

｡

天正十年(1582年)創業。
鹿革と漆の伝統技を
今に伝える甲州印伝の総本家。
､喘゛.llllllll｀ヽIIls゛￣ll漂ー原
￨､一回顎一覧Sxi埋眼磯ISSl
lSI宸SI窓ISI湛1胴曜1
i'罹挺1 'ヽ.‑￨‑i
x曝廻国醍醐

'i･1ヽlヽ's.
l

'哩g‑il｡･i､ZaII戦i､Z弧､,l
､ヽ，'jl;S
I

､､1:

M噪宸ー隨1111麗唯蕗111｀s
. .｀4‑−，
ａｌ謎

Eﾛｲ専丿置･
.十E代よ‥屏を勇七
さあ、印伝の世界へ。

｀'ヽi.ﾉ

ヽ一･‑．１‑,､'Ｓ

，

www.inden‑ya.co.jp

iﾌﾟ￨回

一

−

１
壽

山梨県甲府市中央3丁目11‑15
1EL

本社一工場

055(233)1100

0青山j,り･

r￢営業時間AM10:00〜PM6:00
コ年中無休(年末年始は除く)

山梨県甲府･削￨￨田町アリア201
○心斎橋店

Ｉ

○名古屋御園店

｜

Ｉ
ﾙllど

一

一
才

Ｎ
Ｔ
Ｔ

･JR中央線甲府駅より徒歩15分。
(タクシーで約5分)
・国道411号(旧甲州街道)沿い｡※駐車場完備

Eﾛｲ専i専鴉喧宮宍トに尚
ご昌ﾑﾆ言回言仁一−一一j，

Ｉ

⑩

．..

株式会社ThyssenKrupp

｜

Ｔｒ･

コ
｜

本店

｀l‑

､繁一liill｀sﾀﾞ SI'｀llll｀磁翻
IS、 19｀麗ーー□l哨

1●

㎜

ー
幽ﾀﾞ

￢

．

.….̲̲.＿……̲̲"::.=:'置屋回謳瓢‑.＿..̲

otto

(創立1952年)
代表取締役社長阪本和也
(昭和36年卒)

当社は、ドイツThyssenKrupp

uhde社の日本法人として

環境とエネルギー関連のプラント事業をおこなっています。
●コークス製造関連プラント、石炭処理設備
●焼却炉、食品残漬リサイクル設備、エネルギー・環境関連設備
●各種燃焼装置、バイオマスガス化発電設備
本社:〒107‑0052

東京都港区赤坂4‑15‑1赤坂ガーデンシティ17F

TEL.03‑3587‑4111（代）FAX.03‑3587‑4100
URL

: http://www.thyssenkrupp‑ottojp
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ｴｸｽﾃﾘｱ
ｶﾞlﾃﾞﾝ……
ﾄ･手芸･料理･園芸･アニメ絵本…etc

ＣＥＯ志村司郎(昭20年卒)相談役志村昌也(昭35年卒)社長内藤

朗(昭46年卒)

祝第５３回甲府中学・甲府一高東京同窓会

東京４９会有志一同
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安らぎのひとときをあなたへ‥・ホテル内藤グループ
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．回流態1西lil浴期限劃一館庖Uiｉ塚掴（回
翫型慰笛掴召図穏自四圖函陽脳9
.″055一回2‑26圏みたまの湯
検索 ･，
（D5S‑2腿一随一 スパランド
検索
−−
……芦−，

ﾀﾄﾞ

Ｓ
ａ

，

短期滞在手術

日曜午前も診療

門﹂

１

各種保険取り扱い
入院設備有り
川口

荒

１︶

肛

Ｒ

帽

ll a l l｀−EI∋ー踊ﾐ温0叙Ｓ迩Ｓ

門

‐

｜

痔

科医 院

核

手

術

（硬化療法･根治手術）
大腸内視鏡検査
大腸ポリープ切除術
松田好雄（昭和35年卒）
大高京子・森

康治

松田大助・大沢晃弘
原

知憲

〒571‑0030大阪府門真市末広町７−５樋ロビル３Ｆ
06‑6900‑7877
40

−＝−
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c七こ匹ご
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□
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ﾕ)↓今

白州町に建設する「みんなのふるさと
夢プロジェクト」を応援して下さい！
医療的ケアが必要な子どもと家族の為に、日本で初めて
の本格的な常設キャンプ場が､私たちの故郷、山梨の地、
白州に作られようとしています。山梨においても多くのご
家族が必死の思いで難病のこどもをご家庭で守り育てられ
ていますので、このキャンプはきっと大きな希望の地とな
Ｌり･CkツVﾉ‰ゝ1..V､j'● S'//･w｀･‑･〜〜fヽ〜 一一I一一
る事でしょう。甲府中学、甲府―高の同窓生が不思議なｓ八心

ノヅ

−

でこの夢プロジェクトに結集しました。その縁を広げて､ら･
是非同窓会の皆様に協力をお願いしたいのです。「みん
ふるさと夢プロジェクト」は、病気や障害のある子ど

U決

訂

と家族が好きな時に訪れて自然を楽しみ感性を育む常設
キャンプ場です。協力あるいは寄付をお考えの方は、難病
のこども支援全国ネットワーク（認定NPO法人）のHPを
ご覧下さい。

おぐちこどもクリニック

http://www.nanbyonet.orgp/

小口弘毅(昭孝口45年卒)

情報通信の未来を築く
協和エクシオの「トータルエンジニアリング」の力が、
豊かなユビキタス社会の実現に貢献します。

/

j｀ジ″￣ダＺダ
づＥＸＥＯ

'心
Z
〒150‑0002東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号
株式2二X社協孝0ｴｸ2ﾉﾌ￨'TEL03‑5778‑1111
http://www.xe.co.jp
代表取締役社長石川國雄(昭和４２年卒)

皆様のご来場をお待右しております。
2012年１２月に
新クラブハウスの建物が完成数します。
………………………=………。,。

高坂カントリークラブ

昭和３３年１１月開場
交通案内
関越自動車道 鶴ケ島ＩＣ ９キロ15分
東武東上線 高坂駅下車クラブバス５分
（朝11〜12使 運行有り）
l呻回
……j
……
｀'こすヴ

〒355‑0047
埼玉県東松山市高坂1916‑1
電話 0493‑34‑3311
FAX 0493‑35‑1122

l犬

御礼

２０↓１年度視聴率『三冠王』

全日:6時〜24時ゴールデンタイム:19時〜22時ﾌﾟﾗｲﾑﾀｲﾑ:19時〜23時令3部門No.↓

日本テレビ放法網株式会社
fhふ乙､みら‑Z口
ﾉ●‑1￣￣

I
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（昭和４４年卒）

NPC

日本パーキング株式会社
s｡a会･

小

林

仲

−

：

司

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

j

〒102‑0084東京都千代田区二番町10番地5
TEL.03‑3222‑0015 FAX.03‑3222‑0029

環境への想いをかたちに
ｸﾘｰﾝな地球
安心して暮らせる街
私たちのｽﾄｰﾘｰは
人と地球の調和が
ﾃｰﾏです
↑
西

HAYANO

諮ご笛蛮｡
。
株式会社早野組URL

http://www.hayano.co.jp
II四II･1

器1ご:雷

本 社・〒400‑0807山梨県甲府市東光寺一丁目4‑10
TEL.055‑235‑1111㈹ FAX.055‑235‑1109
■中部支店
＿ 77
1リ＿こ一ﾉﾉﾚ合印
TEL.055‑232‑0200
1環境事業部 TEL.055‑225‑2001

■東京支店
東京都八王子市千人町二丁目5‑24 TEL(042)667‑8800 FAX 667‑9497
長野題Eﾖ市上郷飯沼1438‑1ﾀﾞﾝ･ｲﾅｶﾞｷ鴎 TEL(0265)22‑3969 FAX 52‑2171
3352‑8710
■新宿営業所
観都新躯新害毒7ｺｽﾓ闘観ﾋﾞﾙ琉
(03)3352‑8700 TEL(0537)22‑1301
FAX
1青争岡１業所
静岡鯨排下賎2‑3‑20ﾊｶﾏﾀﾊｲﾂ円01萌室
FAX 22‑1302
■岐阜営業所
収牡岐紅岐覇土船2087･1ﾄﾘｰﾑﾏｳﾝﾃﾝ循A鰻
(0572)55‑2834 FAX 55‑0817
■南ｱﾙﾌｽ該所
山梨県南アルプス市野牛島885
(055)285‑6108 FAX 285‑6109
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「ハローキティ」は、フコク生命のイメージキャラクターです

富国生命保険相互会社
〒100‑0011

東京都千代田区内幸町2‑2‑2

TEL

: 03‑3508‑1 101(大代表)
背広一秘書‑877(H242.20)

滝田会

山荘病院
神経科・精神科
干3↓5‑o1↓6
TEL
FAX

茨城県石岡市柿岡3787
0299‑43‑0079（代）
0299‑43‑6498

副理事長瀧田智子（s49年卒）
ＩＳ０９００１：２００８認証取得事業所

―空気と水と大地の環境診断一
株式会社

ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５：２００５認定試験所
エコアクション２１認証登録事業所

ﾘS4F山梨県環境科学検査センター
一

濃彩

・検査／分析／測定
･飲料水 ･プール／浴槽水 ･温泉 水質(河川水／湖沼水／地下水／事業所排水)
･土壌 ･産業廃棄物 ･大気(ばい煙／環境大気/VOC/室内空気環境／悪臭)･騒音／振動
･簡易専用水道 ･作業環境 ･材料､製品(ROHS/ELV指令等対応)･食品／医薬品 ･放射性物質
・コンサルタント業務／評価
･¶SO9001及びISO14001取得､維持
・調査
･環境アセスメント

エコアクション21取得､維持

･福祉サービス第三者評価

･環境法令

東京営業所:〒101‑0041

〒400‑0111 山梨県甲斐市竜王新町2277‑12
TEL 055‑278‑1600 FAX 055‑278‑1601
代表取締役社長

TEL
小渾

一昭

http://www.yrce.co.jp

監

査

東京都千代田区神田須田町1‑2
香洋ビル3F
03‑5577‑5245 FAX 055‑3257‑2025

役

飯田

mail＠yrce.cojp

冨美子

［

︲

−

・

−

︲

︲
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祝第５３回甲府中学・甲府一高東京同窓会

同

甲府４９会有志

≪￨

信頼

施工

≫･

爆破土木、構造物発破解体、温泉掘削・設備、鉄構製品

匯格式会社II･￨コ一
本社／東京都千代田区神田西福田町4‑I
支店

代表取締役会長

伊東

Tel.03‑3255‑7770

昭（昭和34年卒）

Fax.03‑3255‑7780

営業所／東京ヽ仙台ヽ千葉ヽ知多､名古屋､大阪､広島､福岡〔URL

http://www.kacoh.co.jp/〕

〈営業品目〉

一般土木工事・建築工事・管更生工事・リフォームエ事

社

総合建設業

国際建設株式会
国際建設㈱一級建築士事務所
r●
7

本
社
東京支社
45

jiix
帚尚尚図安全に･より良く･より早<
代表取締役会長
工器皿し

〒400‑0026
〒166‑0001

山梨県甲府市塩部4‑15‑5
東京都杉並区阿佐ケ谷北2‑2‑10

佐々木渦里子

電話（055）251‑2111
電話（03）3339‑1531

(代表)
(ｲ戈表)

･

Android携帯電話アプリ開発からサーバー管理まで
コンピュータやスマートフォンのことなら何でも御相談ください

株式会社システムインナカゴミ
昭和４９年度卒代表取締役
TEL 055‑230‑7611

http://www.sin.co.jp

申込裕
Email : nakagomi@sin.cojp

祀第53回東京同窓会
東京47会（昭和47年卒業）
−

︲

ｌ

ｉ

−
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=‑7匹

豆汁ｷﾞﾈｽﾞ改脳ルドjじﾚ迦ぶW｢泄界で最1も歴史むあ」る旅館=j=認赴三ヮｿﾞ
開場 r三百年の伝統。毎分16301場温五十l度の掘削温泉として。
日本随一の湯量を誇る温泉を客室風呂から給湯に至るまですべて加湯
加水のない100％源泉掛け流しでお愉しみ頂けます。

全館源泉掛け流しの宿
甲州西山温泉

⑤貪 曇 剱

TEL.0556−48−2111(代)
〒409‑2702山梨県南巨摩郡早川町西山温泉
FAX.0556‑48‑2611
URL
http://www.keiunkan.co.jp
代ぶ政綸授社長深潭雄
明治

'.(昭和三十年卒)
( 昭 和四十九年卒)

iⅢ損害保駿【株】取締役新lll陽

‑一一一一一一一一

日販
〃

づ趾昌謳
迷．．．

まごころこめて読者まで

・．

良

日本出版販売株式会社
代表取締役社長古屋文明（市日44サ）
〒101‑8710 東京都千代田区神田駿河台4‑3
PHONE:03‑3233‑1111（代）FAX:03‑3292‑852

1 URL

http://www.nippan.co.jp/

rli
飯能ゴr7クラブ
理事長
沁−
111

井垣

昭

71〒357‑0013
埼玉県飯能市芦苅場495
11
TEL 042‑972‑3680 FAX 042‑972‑3685
1
ホームページhttp://hannogc.co.jp/

鄙壁ぺこど烏丿陽ニツ少
院長

清音5達子㈲和49年卒）
(旧姓

古屋)

〒400‑0026
山梨県甲府市塩部↓14‑12
055‑252‑181
1
4Z

医療法人社団慈広会
矢

崎

病

住所：神奈川県綾瀬市上土棚中1↓16
TEL : 0467‑76‑6211
診療科目：胃腸科・外科・麻酔科

院

住所：神奈川県綾瀬市吉岡2361‑7
TEL : 0467‑76‑8001
URL : http://www.ikoukai.com/

介護老人保健施設ﾒｲﾌﾟﾙ
理事長
院

長

矢
一
一
一

崎
神

浩（35年卒）
悛史（44年卒）

暑
)LTD

昆山梨パッケージ
〒400‑0822山梨県甲府市里吉１丁目１−３０
ＴＥＬ０５５−２３１−６５５５

小野浩道税理士事務所

瓦丿即ニサシ

DANCE
所長

SCHOOL

小野浩道(回394・)
162‑0843東京都新宿区市谷田町1丁目2番地
ランゴスタビル3F

〒150‑0001
東京都渋谷区神宮前２丁目33番8‑502号
Tel03‑5772‑7661

Fax03‑5772‑7510

ずつ⁝⁝ｙ︵ｎｊｙ

玉… 1'!!.i.j｡j､jC.¥､莱｡k……
…

甲府一高･昭和43年
「よん燦会」

yltｽ1=l;; ..゛r｀賃^｀r゛r゛t｀貢≒で

Te1
Fax

03−3235−531
03−3260−2133

1website http://ishih39d゛ce'co°
Email info@ishiharadance.com

笠井牧法律事務所
弁護士笠井
〒160‑0022

敗（昭和39年卒）

東京都新宿区新宿２丁目11番７号
第33営庭ビル1003号

電話 03（3356）7617（代）
FAX
03（3356）8155
URL
http://kasai‑1aw.com
Email skasai＠oregano.ocn.neJp
48
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伴野内科クリニック
内科(消化器胃腸循環器糖尿病
大田区久が原3‑36‑13‑I

内視鏡）肛門外科
F TEL03‑5747‑1188

設計監理

中目黒ｱﾄﾗｽｸﾘﾆｯｸ

●分譲マンション

●事務所ビル

●賃貸マンション

●テナントビル

●RC住宅

●教会他

謐胆

内科（糖尿病循環器消化器胃圏内視鏡）小児科
目黒区上目黒1‑26‑1中目黒アトラスタワー4F

TEL03‑5773‑5570

‑級建築士事務所
株式会社中嶋文夫十Ｄ･Ａ設計事務所

アトラス心クリニック
精神科心療内科
目黒区上目黒1‑26‑1中目黒アトラスタワー３Ｆ

代表取締役

ＴＥＬ０３‑５ｱｱ3‑5571

中

嶋

文

夫

（昭和46年卒）

〒1自o−0006 東京都武蔵野市中町２−５−２４中嶋ビル４Ｆ
ＴＥＬ：０４２２−５１−８４１７ ＦＡＸ：
０４２２‑５１−８４３６
ホームページ:http://www.ne.jp/asahi/da−sekkei/nakajima
メール:da‑sekkel＠tokyo.emajl.ne.jp

理事長

伴野正枝（S50年卒）

匯実にやるのはどこでもできる。

！

｜

確実に速くやるからこそ「価値」になる。

SIS

三井住友銀行

SMBC
ＬＥＡＤＴＨＦＶＡＬＵＥ
三井住友フィナンシャルクlﾚｰﾌ

有限会社

後藤設計室・アーキシップ帆

特許業務法人樹之下知的財産事務所

〒104‑0032東京都中央区八丁堀3‑21

‑3‑1 006

TEL03‑3553‑5464

取締役
佐藤

守（昭和52年卒）

産科婦人科

む=皿H士木下責

‑
一
一

(昭和36年卒)

〒167‑0051東京都杉並区荻窪5‑26‑13
荻窪ＴＭビル３階
TEL.03(3393)7800㈹

FAX.03(3393)7808㈹

甲斐の銘菓

清水クリニック
院長

清水洋一（回5o≒）

〒400‑0813

山梨県甲府市向町450‑5

TEL

O55‑221‑0341

FAX

O55‑221‑0381
50
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NPO法人Ｃ＆Ｃクラブ(シーアンドシークラブ)
･●I･￨●

10周年記念ミュージカル｢来夢来人(ライムライト)｣

‑ガたソフyヽ吠z=アあ慧老ず￢iら庸λ/のニカ7膚−で貳

SSS::

ユーチューブ

コ

若しくはｸﾞｰｸﾞﾙの回顧
検索キー：ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾗｲﾑﾗｲﾄ

私も出ま〜す。観て下さ〜い

株式会社

代表取締役軽石泰孝（昭和５０年卒）
〒171‑0033東京都豊島区高田2−18−23シャトー目白203
TEL:03‑3986‑0048

http://www.vw.comryloener..cojp/

豊かなコミューニティーづくりを目指す
http://tetote.orjp/（地方ほのぼの新聞）S38年卒

FAX:03‑3986‑5794

上矢洋久

祝

程薬5ﾖ回東京同窓g

第53回甲府中学・甲府一高東京同窓会

赳よりお祝LI申L,上げます。

１６周年の
甲府中学・甲府一高潮南地区同窓会
長

堀江克郎（s32年卒）

幹事長

横滓良次（s42年卒）

会

昭翻5ロ軍卒一同
相武カントリー倶楽部

●住友不動産

蜀

〒163‑0233
｡ヽ｡ヽ｡････r々だ，

新宿区西新宿2‑6‑1新宿住友ﾋﾞﾙ

φ占

･､､･･｀｀･ヽ7z｡､､ヽﾏ･､･yS､､ぶなj､.｡､､.､･･々･J4
、、、･､･､､､j・
‑い回⊇………………￣､応…………………元号己惚……………1……?………………
、、岫岫岫以丿俯紐琳叶ぞｻｶﾞｻmm竺2皿99湊謳言啓司鰯
IEﾑ
゛￣･聯奏￣回二･ニニΞヨヨ芒ﾖ芒芒∃ｓ 一
｡搾､−,、一説

゛。。心
⊇ご護
､

中村芳文(s44年卒)

〒193‑0935東京都ハ王子市大船町620TEL.042‑771‑8211

配電盤・制御盤・継電器メーカー
奉和電気工業株式会社

暮s懸芒子:
代表取締役社長/jへ泉敦夫（s29年卒）

!(?JStぞFﾚy
lhe

悲愁ど樫
東京都港区浜松町2‑7‑16第３小森谷ビル2F
TEL
FAX

51

03‑3432‑2521
03‑3432‑2527

「

‑まで．Ａ

山梨県東京事務所

Ｅ，･．

ｌｊ

，

ｉ

釘μ川巾ﾄり一川目悶丿勁
山梨県南都留郡鳴沢村字富士山854H

TEL

0555‑86‑3111

ｉ

。

侭

ｓ゛）
http://www.脳ilakesaid‑ccjp/

富士枝カントリー倶楽部4o≒ご雲気ック開催

所長八巻哲也（s47n）

山梨県南都留郡富士河ロ湖町小立7187‑4

TEL

0555‑73‑2211

http://www．izakura‑ccjp/

敷島ｶﾝﾄﾘｰ倶肩l昌瓢豊町
山梨県甲斐市神戸440

TEL

055‑277‑6川

゛

http://www.shikishima‑ccjp/

http://www.pref.yamanashijp/tokyo/
ISム富士観光瓢賢壁
0555‑72‑2236

Ｒ＆Ｃソリューション総合研究センター
ミ事長

うあきやま医院

坂本正彦（s35年卒）

院長秋山健太郎（s5o9）
携帯
E‑majl

090‑3527‑0988

〒400‑0843山梨県甲府市東下条町80‑2

m‑sakamoto＠privee‑g.com

TEL.055‑243‑0500

内科・胃腸科・外科・肛門内科・小児科・皮膚科

電気製品・家庭用品卸商社

医療法人社団仁誠会
うじはらクリニック
理事長

代表取締役飯島茂一(s43年卒)

氏原康之

〒299‑3236千葉県山武郡大網白里町みやこ野1‑2‑1サイグサビル2F
TEL.0475‑73‑3320

株式会社飯島
〒404‑0042山梨県甲州市塩山上於曽1133

FAX.0475‑73‑3306

びを呼ぶまつり
厄除地蔵尊大祭

TEL.0553‑33‑2316

1

うｌｇ･？4ぷ3
4゛;･1･おり

毎年二月十三日十四日
代表取締侃白田末雄
(44･40年皐)

こ四u.い冨田山塩藻寺

http://www.entakujiJp

脳外科・内科・外科・脳ドック
京島クリニック
院長京島和彦(s4on)
〒399‑8301安曇野市穂高有明10340‑1
TEL.0263‑83‑8567

株式会社現代建築研究所
小池紀彦(昭和46年卒)

甲府−l神i匿夕l･科l諏院
ＰＥＴセンタこ皿認忿怒訟

嗚ぢ

子161‑Oaj3東拿辱新宿・下鼻泰j‑2ト2
TEL
aj‑jgjト8j28

ほ￡りhttp://ｗww.didac肩lac.co.jp/
kd : ujiradida@uc&ida4,肩s,a,,c,.jp

日本三御嶽三大業場企穫神社
禰宜

窪坂順臣（昭和59年卒）

〒400‑1218甲府市御岳町2347
TEL;055‑287‑2011 FAX:055‑287‑2088

くぼた内科胃腸科医院
診療科目

内科・胃腸科・小児科

診療時間

午前9:00〜12
: 00 午後3:30〜6:30
(但し、土曜日は午前のみ)

〒160‑0022東京都新宿区新宿2丁目8番8号とみん新宿ビル
TEL.03(3352)4471(代)FAX.03(3354)4140

●

FAx a3‑39jl‑ljj8

ﾔｽﾞごしご/yﾌｻjﾂﾞで翔引
〒4oo‑oo73山梨県
'rEI,o55(252)8556

FAX.0553‑32‑041

休診日
木曜･日曜･祝日
山梨県富士川町青柳町50 昔0556‑22‑0301

祝

甲府中学･甲府一高
東京同窓会

甲府一高東京５１会一同
52

‑=

.゜.･

工房

さいとうクリニック

ビオ

小尾信行（S49卒）

無垢材の家具

皿斉藤昭人(s47n)

〒399‑8301安曇野市穂高有明8510‑1
tel0263‑83‑7647
安曇野の山から伐倒した材で家具を製作してい

〒257‑0034神奈川県秦野市太秦町ト8トミービル3F

ます。ゆったりとしたスペースに展示していま

TEL.0463‑84‑5222

すのでおこし下さい。

｜

有限会社ジャパンアートメモリー

創業明治42年俯集い稔り

‑%==心

Ｉ︒

ａ,寿痢清水家

Ｉ．一一一

東京都中野区新＃1‑11‑8‑3F tel.03‑3388‑8266
http://www.artmemory.co.jp/
りゝ→

ｲ大麦取締役朱宮

遺言

任意後見

新

宿

明美（s54年卒）

定款

公

各種契約公正証書

証

役

〒400‑0032山梨県甲府市中央1‑18‑9
0032山梨県甲府市中央1‑18‑9

平日

場

第53回東京同窓会
昭和41年卒一同

９：００〜１７：００

昔０３−３３６５−１７８６

新潟県ハイヤータクシー協会
会長 土屋蔵三
長岡市･旭ﾀｸｼｰ株式会社
(昭和25年卒)

055‑233‑61
055‑233‑6440

祝

等

お気軽にご相談においでください（相談無料）
営業時間

TEL

笠 井

弁護士

治

(Ｓ４２年卒)

〒105‑0001東京都港区虎ノ門３−２５−２
ブリヂストン虎ノ門ビル１階

社長

東京リペルテ法律事務所
TEL

03‑5776‑221

1 FAX

03‑5401‑2261

URL: http://www.okyoliberte.com

京王線／国領駅５分

広告代死票

●不動産売買､相続､贈与等の登記

株式会社

明文館

代表取締役

中村敏男（昭和36年卒）

●会社設立､役員変更､増資等の登記

〒101‑0065東京都千代田区西神田2‑4‑6宮川ビル3F
TEL.03‑3230‑4859

F

A X.

〒184‑0022東京都調布市国儡町4‑46‑17ｴｸﾚｰjﾚ国鎖301
TEL.042‑485‑4330 FAX.042‑485‑4388

03‑3230‑4860

（昭和41年卒）

［辰函￣禰秘⊇］

祝第53回甲府中学・甲府一高東京同窓会

参 S脆神田のはんこ屋
し・し●chj回1叩包

一7

佐野允夫（昭和40年卒）
!

原

清水

han‑shop.co.jp/toyodo/
聯…………………………………………￣￣￣￣･￣￣￣￣

茂手木

寛（s42年卒）

護（昭和40年卒）

株式会社

昭（昭和44年卒）

ユニフォトプレスインターナショナル

代表取締役
太田東1羊男

大久保正博（昭和47年卒）

（昭和36年卒）
藤原茂樹（昭和49年卒）

http://www.uniphoto.co.jp
〒101‑0051

島田敏男（昭和52年卒）

東京都千代田区神田神保町3‑7‑1ニュー九段ビル5F
Te1 03‑3264‑3761

53

Fax

03‑3239‑7002

mail:

ohta＠uniphoto.coJp

■゛￣

T]ガヨ]]イベント奏者の紹介頌ﾉ』

山梨県内の高校や短大のマンドリンクラブのＯＧが中心になって2000年に結成された、圭婦によるマンドリン・アンサンブルで甲府･高ＯＧ
も加入しております（･全23名）。
「ブリランテ」とはイタリア語で「輝いて、輝きを持って活発に」という意味があり、常にそうありたいという願望をもって命名されました。
2011年１月に第５回を数えた「かがやきコンサート」をメインに､社会貢献として福祉施設などでのボランティア演奏､甲府市文化祭への参加、
公共施設でのロピーコンサートなど演奏活動を行っています。

友情出演

宮崎

2005年より相川達也氏が常任指揮を務めています。

仁さんCパーカッションj

甲府市出身。東京芸術大学音楽学部打楽器科卒業。シエナ・ウインドーオーケストラ創立メンバー。アコースティック・バンド「Ｇ‑クレフ」
メンバー。1990年、G‑クレフのアルバム「五右衛門」が日本レコード大賞アルバム企画賞受賞。同年ＮＨＫｒ紅白歌合戦」に初出場。
1993年

渡米ポピー・サナブリア氏に師事。

一

侑異一恵（山下名籍野）さん(昭和49年卒)

幼少の頃より母都築優声に筝の手ほどきを受ける。
1972年
−

粟

夢演奏

鳥居名美野先生に師事（現在に至る）

1974年東京芸術大学音楽学部邦楽科人学
1978年

同大学卒業

1980年

ＮＨＫ邦楽技能者育成会第25期修了

1984年

河東節荻江節の三味線を山彦さわ子先生、荻江さわ子先生に師事。

1985年

文化庁国内研修員に任命。

2007年〜2009年
現在

東京芸術大学非常勤講師

洗足学園音楽大学組歌講座講師

NHKr邦楽のひととき］「邦楽百番」「邦楽花舞台」に出演。

表紙〜巻頭作者:込山富秀さん(n49四)ｕｱｰﾄﾀｨﾚｸﾀｰ
約４０年ぶりに校舎の教室に入ってみた。残念ながら当時の校舎ではない。
空間的位置はほぽ当時と同じはずである。一人４階の教室の引き戸を開ける､､、

ゝ●
‑･･j･･−=

肇

ツミＴＸ゛４吸
厦
゛４

一一窓からこんな素晴らしい景色が拡がっていたとは

゛｀ヽ‑４乙』

あの頃の自分はいったい何を見ていたのか、ああ恥ずかしい。
続きは同封のカレンダー

美咲めぐり

でお楽しみください。

サントリーNEWオールド「恋は遠い日の花火ではない」・JR東日本「もっと2」
「ジャンジャカジャーン」、新幹線「こまち」「あさま」開業キヤンベーン、日本初
のICカード「Suica」導入キャンペーンなどを手がける。フルムーン、青春18きっぷ
のポスターは今も続く。40代は京都造形芸術大学、東京芸術大学で講師を歴任。

／

Nisshinshovol.19
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いー｀幹事のつぷやか

での会社生活も三年後には定年を迎えます︒今年の一高

一高を卒業して甲府を出てから三十八年︑自動車会社

発揮しています︒時々感情の行き違いでの衝突もありま

幹事みんなが同窓会に向け︑各自の得意分野？で力を

専業主婦歴三十二年の私も﹁少しはお手伝い出来れば﹂
とがんばりました︒高校時代の仲間と充実した時間を過

私は事務局の補佐を担当ですが︑一紅会や広告依頼の

すが︑これも許される仲間だからでしょうね⁝

懐かしい仲間にも会うことができました︒同期一同結束

東京同窓会活動を手伝う中で︑山梨からの応援も含めて
近藤厚子

ごさせて頂きました︒

会議あとのアラ遠の女子会︵ランチ︶が楽しい思い出︒

電話掛けなどお手伝いさせていただきました︒

腕に自身のある方はもちろん､Ｈ．Ｃ．を一杯持っている方も気軽に奮って参加してください。女性の方、

して無事に東京同窓会を開催して︑来年からは同期で気

競技は､各学年上位３名のグロスによる団体戦（卒業年次によるハンデあり）と新ペリアによる個入域です。

楽に美味しいお酒を飲みたいと思っています︒

先輩後輩が混じる組合せで甲州弁も飛び交う中、3､4ホールを回る頃には、20数年の隔たりもすっかり打

松本博美

高校時代面識のなかった方が今では良き友です︒

ち解けて、同窓の絆で結ばれます。

地元以外の地域で大きな同窓会組織を持つ高校は日本

永嶋幸弘

広告担当の幹事でしたが︑ほとんどお役に立てず恐縮
です︒部会長ほか応援して頂いた皆さまのお陰です︒感
謝しております︒当日は救護班を命ぜられました︒活動
永島淳一

楽しみました。女性の参加者も増え、前回は８名でした。

広しと雖も︑多くはない︒今更ながら︑伝統校の懐の深
さを感じている︒今回の東京同窓会開催準備に︑甲府在
住ながら携わることができた事には不思議な縁を感じて
いる︒特に︑在校時には言葉を交わしたことのない友人
達と語り合えた事は有益であった︒住職という職業柄︑

の場がないことをお祈りしております︒

当番幹事メンバー・一高ＯＢ皆様のご協力により︑広
告部会長の責を何とか果たすことができそうです︒正直
広告営業活動は思いのほか大変ではありましたが︑清水
幹事長の力強いバックアップと先輩各位の励ましで目標
をクリアすることができました︒多くの方とお話する中
で︑故郷や母校への熱き思いを感じることができました︒

新田陽一

この貴重な経験を大切にして︑一高の伝統を継承しこれ
からも頑張りたいと思います︒

齢五十代の後半をむかえ︑﹁とんでもない事が始まった
ぞー︒どうしよー﹂が第一声Ｉ・ 時間の経過とともに何
とかなるさ︑みんないるんだからと思えるようになって
きたのが不思議なものだ︒この機にＰＣも購入し︑悪戦
苦闘！・打ち合わせの後の飲み会だけが楽しみな︑邪な幹
事です︒ごめんなさい︒でも楽しかったな︒一高の三年

広瀬高行

間に感謝です︒これからゆっくり余生を楽しめそうな仲
間と再び出会いました︒一高バンザイ︒

清水幹事長の鶴の一声で事務局を担当することになり
ました︒担当し始めて感じたことは︑当り前ではありま
すが各部会長及び幹事の方々との顔を合わせたコミュニ
ケーションは月に一回程度の幹事会のみ︒従って幹事の

本同窓会では、ゴルフ愛好者によるコンペ「日新会ゴルフコンペ」を春と秋の２回問催しています。場所

甲府中学出身の父は︑甲府での同窓会幹事の年齢には
すでに病床にあり︑その後他界しました︒一高卒の長男は︑
やがて幹事の年齢に達すれば︑きっとなにがしかの役割
を果たすでしょう︒僕は幸いにも︑甲府と東京で三回も
総会のお手伝いをする機会に恵まれました︒特に今回は︑

今年は︑本会のホームページを含め︑オリジナルドメ

興味のある方、もう少し詳しく知りたい方は、下記に気軽にお問合せ下さい。

他県の友人達と顔を合わせる機会がなかったが︑これを
機に大いに交流したいと思う︒いずれは︑同窓生となる
息子と共にこの同窓会に出席したい︒

清水喜彦︵幹事長︶

インを取得し︑全体のシステムを構築︒ホームページの

方々との意思疎通が非常に重要でありますが︑この点に
関しては事務局としての力不足を痛感しております︒か

もちろん大歓迎です。

いにしえの心︵父︶と新しき智慧︵長男︶とをつなぐ架
け橋になれればと思い︑参加させていただきました︒
相川達也
佐勝光政

平成八年のサブ幹事から︑あっと言う間に十六年が経

土曜日集まれ︒夜集まれ︒会合の多い事︒
私︑そのあたりの時間が仕事忙しいんですけど︒まあ︑

す︒
卒業して四十年近く︑初めて顔を合わせた女性達も今で

なかった方と出会い︑親しくなれた事︒同窓生という響

貸家暮らしから︑持ち家を持ちました︒安くしたら︑な

新しい仲間に出会えたことに感謝︒

は女子会で盛り上がり︑一泊温泉旅行の計画中︒二度目
の修学旅行も夢ではないかもです︒

きの魔法でしょうか？そして皆が人生で培ってきたもの

んでも自分で造らなければならなく︑泥沼化しておりま

瀧田智子

今では︑パソコンオタクと言われるまでになっていま

てしまいました︒神輿は軽い方がいいなんてね︒

う事も無かったのに︑ちょっとお願いの一言で乗せられ

一紅会何て名前も知らなかったのに︑パソコン何て使

本当にありがとう御座いました︒

や先輩︑何よりも四十九年卒の仲間の協力のお蔭で︑第
五十三回の東京同窓会を無事開催する事が出来ました︒

ち︑幹事年度が廻って来ました︒
最初は不安で一杯でしたが︑東京同窓会の役員の皆様

今渾 晋

そうは思いつつ︑あまりに久しぶりな面々との作業で新
しい友人ができたような楽しみもあり︑ラストまでがん
ばります︒

本日︑盛大な東京同窓会が開催できますのも多大なご
支援を頂きました同窓生の皆様︑広告を出して頂きまし
たスポンサーの皆様︑毎年ご協力を頂いております東京
會舘様など多くの皆様のお陰と厚くお礼申し上げます︒
昨年同窓会の準備を始めましたが︑一時はどうなる事
とかと思う事もありました︒しかし同級生の持ち昧を生
かしたスクラムで一つ一つ乗り越える事ができ︑同窓会
準備を通じ仲間の絆という貴重な財産を得たと思います︒
小田切信

山梨からの参加であまりお役には立てませんでしたが

を持ち寄り︑ぶつかりながらも拘りを持って作り上げた

つこれがうまくいかないために暗礁に乗り上げている問
題が多々発生しています︒何はともあれ無事七月十四日

anb03306＠nifty.com

E‑mail

電話＆FAX042‑708‑8835

406

干194‑0033東京都町田市鶴川6‑9‑12

荒井彊征

日新会事務局担当

今春は26年卒から48年卒までの47名が参加して、和気蕩々のうちに一日を

は八王子の相武カントリー

得たものがありました︒それは高校三年間で関わる事の

同窓会と記念誌が出来上がる過程に立ち会えた事︒これ

す︒事務局長には急かされるし︑何でもホームページが

お世話になった甲府一高への恩返しとの気持ちから幹

保坂明彦︵事務局長︶

が成功裏に終了しますようにＩ︒

事を引き受けました︒高校時代一言も話をしたことのな

竹内浩二

今回幹事長からお誘いいただき︑準備に参加致しまし

い人︑卒業以来久しぶりに会った人︑でも全く違和感な
細田和孝

く甲州弁丸出しで楽しんでやることができました︒

た︒昼夜の打合わせで先輩方にあたたかく迎えていただ

武内信二︵昭和五十二年卒︶

き多謝︒一高の伝統を改めて痛感する日々でした︒一高

盛り立ててください︒

万能だと思われても⁝︒来年以降の当番幹事の皆さん︑

は幹事にしか味わえない貴重な体験でした︒
窪田三枝

私にとって︑断たれていた一高との繋がりが︑約四十
年後に それぞれ別の人生を歩んできた同級生と同じ目
的でふたたび繋がり︑幹事のひとりとして一緒に活動で
きたことに感謝しております︒また︑先輩の方々が長き

生でよかったー︒

伝えよういにしえの心あだらしき智慧

55

に亘り同窓会を開催されてきたとを誇りに感じます︒
窪田由起子

白球が取り持つ同窓の絆

タゴ

編集後記

今年の東京同窓会誌は﹁伝えよう︑いにしえの心︑新しき智慧﹂

というテーマで編集を進めてまいりました︒打ち合わせを始めた

当初は何から手をつければ良いのかと・・・︑しかしながら︑諸

先輩からの熟きご寄稿と広告︑ふるさとからの知らせ︵一高この

一年・在校生の︵私の夢寸強行遠足記︶に元気をもらいました︒

｜

平成二十四年度当番幹事

清水喜彦

昭和四十九年卒
幹事長

また一紀会での井上先生の貴重な講演内容も掲載いただき︑会

誌の姿が見えてくるに従い伝統ある同窓会活動に参加でたことに

喜びを感じ︑一高で過ごした風景・友人達が蘇ってきました︒

新田陽一 網倉 洋 小河敏彦
永島淳一 輿水良太︵平成十六年卒︶

での生活・考え方を初心にかえり見つめ直す機会となりました︒

広告部会

細田和孝 窪田由起子

武内信二

最後に︑編集にあたりご協力いただいた有限会社スターシップ・

本誌が何かを誰かに伝えるきっかけとなれば幸いです︒

昨年の東日本大震災・福島原発事故は︑私たち一人一人が今ま

会計部会
小田切信 相川達也 水筒幸弘

コーポレーション様には︑心より御礼申し上げます︒

まず︑日新鐘の寄稿に快諾していただいた方々に心より感謝い

幹事長から﹁日新鐘の担当を頼む﹂の万一呂 さて︑何から手を

たします︒

つけたらいいのかな１．戸惑いから始まった日新鐘部会でした︒

前年度の担当者から引き継ぎ︑難しいことではないからと言う

最近﹁あまり新しい事に挑戦しなくなっていたなあ﹂と感じ引

言葉が︑成し終えた人達が言える余裕に見えたものでした︒

回窓生という連帯感を強く感じ︑頼もしく思いつつ︑この絆を

き受けました︒
繋げる責任を痛感しました︒

行行集

TEL.055‑267‑8022

−

毎年この日新鐘が発行されることが如何に大変な事なのか！・い
ままでの幹事の方々に敬意を表します︒

発発掘製印

者:日新値記念誌部会

−

全てを読んで︑多彩な先輩諸氏の思いを感じ取っていただいた

者:甲府中学･甲府一高東京同窓会

−

最後に楽しい？時間を共有した幹事皆さんに﹁ありがとう﹂です︒

ら︑新旧のつながりがより深くなると確信しています︒

広瀬高行

日：平成24年7月14日(土)
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懇親部会

今洋 晋 飯室明洋

細井 一

会員増強部会
広瀬高行 込山富秀

中込 裕 三洋美弥子 佐藤茂樹

武内信二︵昭和五十二年卒︶

日新鐘部会

甲府部会

橘田 恭 遠藤正記 佐藤光政

竹内浩二

瀧田智子 窪田三枝 山下一恵

ＩＴ部会

保坂明彦 松本博美 小林久美子

一紅会

事務局

網倉真美子 小林正信 近藤厚子
藤井順子 ローソン笹本宏美
吉田幸江

l一犬=

TEL.0265‑34‑1515

〒399‑3302長野県下伊那郡松川町生田900‑I

所:ユニプリント株式会社

刷

〒400‑0117山梨県甲斐市西ハ幡3987‑30

作:有限会社スターシップ･コーポレーション

日新鐘vol.19

2012甲府中学・甲府一高東京同窓会記念誌

㎜

千代田セレモニーグループ
千代田(東京)･ドリーミー(立川)･ファミリーラブ(甲府)
｜ｒ代田セレモニーグループは、地元とともに歩み続けて50年．
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千代田セレモニーグループは、首都圏と山梨で全37施設。
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立川メモリアルホール

メモリアルセレス千代田21

ファミリーラブ

■セレモニーホール
○メモリアルセレス千代田21
＠千代田城北ホール

０セレス立川
○セレス甲府
ｅホテル春日居

＠千代田鎌倉ホール
○千代田西新井ホール
○千代田赤羽駅南ロホール

●千代田つきみ野ホール
●千代田ホーJし櫓拿
ａセレンヌホール立jll
●宜￨￨￨メモリアJしホール
●セレンスホール田無芝久保

○千代田豊島園会館
９小豆沢ホール
○成増ホール
○千代田赤塚ホール

●セレンスホール敢』￨￨
●ドリーミーホール八王子
●ドリーミーホール国立
●アピオ楠山ホーJb
●アピオセレモニーホール天昇膳

⑤千代田相模原ホール

●アピオキャピタルセレモ二−ホール

ｅアピオセレモニーホール甲府
・アピオセレモニーホール甲府北
⑩アピオセレモ二−ホール田富
＠アピオセレモニーホール八田
９アピオセレモニーホール巨摩
９アピオセレモニーホール南西
＠アピオセレモニーホール八代
＠アピオセレモ二−ホール山梨
＠アピオセレモ二−ホール身延
＠アピオプラザ都留
＠アピオセレモニーホール大月斎場

グループ本部グループ代表大石和雄（。,26年卒）
〒目6‑0013

東京都荒川区西日暮里2‑39‑4

TEL / 03‑3802‑4191 （代）

−Ｉ

■ブライダルホール
○セレス高田馬場
＠セレス相模原

マンパワーリースを
排瞳したソフトウェア開発
及び販売を専業とし、
関連業務の多角化でなく
開発分野の総合化と
‑

流通化を図り、
情報社会に貢献する。

外に向かって、
ソフトウェア市場の

㎜嚇属灘lg置屋yl￣￣

確立のために、

㎜纏●､｡/内a!向かって、

顧客の啓蒙と開拓に

一瞬゜技権者の意識改革を

先導的役割を果たす。

77−狸'として、豊かで幸せな

一一

一一
㎜㎜

㎜㎜

㎜㎜

㎜㎜

r㎜

J=

一一

人生を追求する。

一分野一社を原則とし、

社員持株制度を採用し、

顧客の信用と安全を図る。

経営への参加を認める。

株式会社Ξﾉ:Kフヲック
取締役会長

神山

茂（昭和30年卒）
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〒108‑○074東京都港区高輪3‑5‑23
TEL.03(3446)0295(代表)
ホームページアドレスhttp://www.astec.co.jp/
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