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提携協約準備のため平成二年三月十二日︑委員会を代表して︑
わからぬではないが︑やはり最

常任幹事
奥野茂雄 知道会本部
常任幹事
の人名に後藤卓三知道会本部幹

に入る︒惧重なる協議の結果︑

た協定文案に基づき︑意見交換

あらかじめ当委員会で用意し

二︑協定文ついて︒

して回答をもらうことにした︒

がよくないか︒先方諒承︑検討

となっており︑この際同じ構成

同窓会から八名︑学校から二名

ましいと思うかどうか︒当方は

初から学校代表委員の参加が望

準備委員会協議の報告である︒

山口清隆 知道会本部副会長

○水戸側委員
上田 稔 水戸知道全
地区会長
小野高宗 水戸知道会
事長の出席を得て︑双方自己紹

おおむね合意に達したが︑ただ
特色的なことは︑当校は秋田高
校同窓会となっているのに対し︑
先方は知道会一水中・水戸一高
同窓会一となっているため︑単
純に水戸一高同窓会にならない
のかと質問したところ︑これだ
けは固有の定型名称になってい
るため変えることは出来ないと

セット

フ

所

株式会社

田刷
秋印

オ

刷

秋田高等学校同窓会

一若菜会一総会は八月十九日

秋高女子卒業生親睦の集い

八〇名による会員による茨城支

茨城県在住の秋高同窓会員約一

この日の日程すへてを終って︑

交流の面では︑つくば︑日立な

さらには水戸学と秋田学︒技術

口雨情と成田為三︑小松平五郎︒

ホテルをあとにした︒

はないかと︑談論つきないまま

げたい︒

意あるご配慮に深く感謝申し上

最後になったが︑水戸側の好

一日一午後四時から秋田市禰高

ど優秀な同窓生が頑張っており︑

い︑発展への可能性があるので

必ずしも歴史的縁故ばか︒でな

業式を終えて後︑母校の体育館

例年通︒︑三月七日一水一︑卒

平成元年度の同窓会入会式は︑

の言葉を述べられた︒

卒一が︑先輩を代表して︑激励

前秋田県副知事丸山完一昭十九

五卒一の入会歓迎の挨拶に続き︑

主義を排して︑絶えずエノべー

では︑マソネリズムや事なかれ

しての現在の日本の良さ︑仕事

公務員生活から︑戦前との比較

男女四百五十三名の新入会員

るわけであるが︑皆さんのよう

までより広い範囲の仲間ができ

を卒業して同窓会員となり︑今

をもって事に当︒︑自分の責任

閉じこもらずにグローバルな眼

ショソ一草新一が大切であるこ
とを熱っぽく語︒︑自分の殻に

最初に塩田会長が﹁秋田高校

を前にして︑塩田雄次会長一昭

司会で執︒行われた︒

で︑梶原忠郎氏一昭十九卒一の

欄絨飴新たに453人が仲間に

時代越え︑絆大切に

会館で開く︒会費は記念写真代 部設立の運び方について︑有志
込みで七千円︒連絡先は35年卒︑ を招いて懇談することが出来た︒
大観と広業︒芋銭と百穂︒野
吉田明子一秋田市手形字山崎二
十二一一一TEL一三四一〇九
五
〇
︒

水戸芸術館〜茨城歴史館〜借楽
園〜県立近代美術館と見学︒人
口二十五万︑秋田市の半分にも
満たない面積の都市︑その形成
にこそ提携のメリットが出てき
はしないだろうか︒
なかんずく市予算のいちわ︒
を運営資金にまわした︑今話題
の自己完結型の市立芸術館の今
後に注目したい︒

心から歓迎の意を表する︒同窓

てほしいLと述べ︑深い感銘を

愛する気持ちを忘れずがんばっ

ろいろな場所で︑様々な機会に

いつまでも変らぬ思いに︑深く

場の際の先輩の方々の母校への

喜びを感じるとともに甲子園出

木浩太郎君が﹁新入会員とな︒

最後に整頁を代表して︑佐々

与えた︒

同窓生と顔を合わせることは︑
生きてゆく上に力となり楽しみ

続いて同窓会を代表して︑丸

事にしてほしい︒﹂と挨拶した︒

極的に参加して︑同窓の絆を大

区の支部活動や年次制活動に積

る巾の広いつなが︒である︒地

強くのへた︒

とを誓う︒﹂と入会の決意を力

ら同窓の一員として努力するこ

びつきと将来への大きな展望が
こめられていると思う︒これか

時代を越える秋高健児たちの結

は其途進む〟という歌詞には︑

ひっつ未来の望 ゆたかに健児

山完氏は︑旧制中学・高校の印

目処とし︑うち一名は必ず女性

感銘を受けた︒校歌の″先縦追

象から共同生活の大切を学び︑

を入れるものとする︒なお︑委

本校の同窓会は︑多方面の年

員会の正・副委員長を選ぶこと

−・
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せるべきではなく︑また人選も

天上天下

茨城県人を代表する豪戸っ
ぽ﹂気質は︑一本気で直情径
行型と言われる︒そのルーツ
は︑万延元年一一八六〇一の
1桜田門外の変﹂にまでさか
のぼる︒幕末で不満のやり︒
場のない若者たちが︑実力行
使に出て︑時の大老を斬殺し
たこの事件は︑明治の夜明け
の導火線にもなった︒﹁水戸っ

ぽ﹂の行動力は︑短絡的な要
素を示しながらも︑その後の
日本歴史にたびたび登場する︒
現代民主政治のはしりである
自由民権運動にいち早く参画
したのも﹁水戸っぽ﹂︒昭和
になってからは︑血盟団事件︑
さらには五・一五事件︑二・

二六事件と続いた過激行動に
も水戸・愛郷塾の思想が強く
影響している▼こうした水戸
の″突っぼり〟精神の中で一貫
しているのは︑進取の気風に
ある︒だが︑その割に茨城県

の近代化が遅れたのも事実︒
かつては週刊誌に﹁日本で最

も住みにくい県﹂とたたかれ
たこともあった︒首都・東京
へ至近距離にあるのに・とハ
タ目には不思議に見えるほど
▼﹃常陸国風土記﹄には﹁そ
れ常陸の国は︑堺はこれ広く︑
土壌もつちこえ︑物産ゆたか
なるところな︒﹂とある︒肥
沃な土地に加えて︑恵まれた

山海の物産︑それに気候温暖
という恵まれた国土が︑のん
びりした県民性を青くんでし

委員会はつくらない︒ただし︑

がでたが︑議長の裁量で別格の

の正・副委員長は別表のとおり

員長が選ばれた︒以下各委員会

な︒︑副委員長には太田企画委

裁定で小澤副会長が当ることと

ある︒

員の委嘱は六月中に行う予定で

となった︒

総務委員長には副会長の一人を

た︒それについて︑様々な意見

充てることとし︑委員には他の

まったのだろうか︒それとも
︑水戸っぱ﹂の先取︒精神は︑
町づく︒は別︑というのであ
ろうか▼本校と水戸一高・知
道会との姉妹提携の話し合い

なった︒

員長の選考から協議することと

これによって選考を進めるこ

だろうから︑委員長と副委員長

も多いし︑委員長の考えもある

うことになったが︑これは人数

次にその他の委員の選考とい

である︒

があ︒︑先に総会で承認された

とになったが︑L委員会のうち︑

それについて出席者から意見
Lつの小委員会のうち︑総務委

財政︑名準広報の三委員会は︑

に一任ということになった︒

る︑と決定した︒

され︑記念実行委を総括するも

員会の役割は何かとの質問がな

ることになっているので︑四委

常置の委員長︑副委員長が兼ね

ただし︑人数は10人〜15人を

のであれば他の委員会と並立さ

施設湊

委員会委員長を入れることとす

まず︑総務委員長には議長の

考慮すべきであるとの意見がで

代やあらゆる地域で活躍してい

ともなるものである︒

社会に出ても︑進学しても︑い

た別の深い関係を感じるもので︑

生のつながりは︑普通とは違っ

イを貫き︑県外に出ても故郷を

＋／

と判断で︑ゴーイソグマイウェ
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な若い人を同窓生として迎える
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参考資料として水戸側から提
た﹁佐竹一族と秋田﹂ ﹁安東移
封での茨城﹂など面白く︑ひと
つのヒソトになるものであろう︒
四︑タイムスケジュールについて
以上のことを処理した上で六
月中には調印を済ませ︑七月の
常任理事会を経て八月の総会に
報告出来るように運ぶことにし︑
調印は秋田市において行うこと
にする︒
以上︑十七時に始った協議が
十九時近くに終了︑先方で設営
した中川榛に足を運び合同で懇
親会を持った︒
翌十三日は水戸一高に赴き︑
学校長他と要談して校内外の視
察︑市内案内と続き︑弘道館〜

120周年

会議は塩田会長のあいさつに

て開催された︒
続き︑室田校長から学校の近況
報告︑次いで事務局よ︒同窓会
の近況や今後の予定などについ
て説明があった︒
続いて塩田会長を議長として
協議に入︒︑まず委員長︑副委

は順調に進んでいる︒六月中
には︑先方が来秋して調印式
委員 委 員 長 副委員長
会名
も予定されている︒佐竹藩が
総務小澤雄象鋤 太田寿男囚
緑で結ばれる交わ︒だが︑必
財政小玉順一郎の 豊 口 祐 一 0 4
ずしも歴史時な縁故ばか︒に
行事梶原志郎個 山谷浩二の
こだわることもない︒知道会
校史渡部誠一郎田 田口能祐の
との結びつきをきっかけに水
名簿広島吾郎の 工藤雄一の
広報信太聡一郎 田宮 忠の
戸学の精神を学び︑明日のま
貞造の 高橋昌一釦 ちづく︒の糧に生かすへきで
ある︒

実行小委正・副委員長決まる
昨年十二月十六日の常任理事
会において︑会長︑副会長︑幹
事および常置委員に一任されて
おりました﹁一二〇周年記念事
業実行委員会﹂の委員の選考に
ついて︑去る二月二十三日午後
五時三十分よ︒秋田ビューホテ
ルで上記役員の二十名が出席し

闊

ことは大きな喜びあるとともに︑

敷
凡．ln ■

出された﹁常陽文芸﹂が特集し

ことにした︒

など検討した上で︑再審議する

双方予算︑並びに学校の事情

三︑事業の方向づけについて︒

うかと談笑となった︒

などといった冠名称にしたらど

のこくむしろ当方が﹁羽襲至

印

立
県
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発

総務委員長に小澤氏
水戸市で行われた秋田・水戸一高
同窓会提携準備委員会協議会

常任幹事
介に始ま︒︑両委員長の挨拶︑

嘘紗

山形晴一知道会本部組織委
経過説明がなされ直ちに協議に
入る︒

ヽh＿

一準備委員長一

一︑委員会構成の性格について︒
つま︒同窓会同志の提携で追っ

b■■㌢蛾

知道会本部常任幹

て学校に及ぼすという考え方も
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水戸知道会幹事長
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大曽根文彦 知道会本部

私と桜谷吾朗︑山中良二郎の両委員︑伊藤守一事務局長が水戸を
訪問した︒以下は水戸ゴールデン ・ホールで行われた両校同窓会

水戸
訪問

八月の総会で報告へ

提携準備委小玉得太郎委員長

事業方向など協議
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員長︑日立知道会事務
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453人の新会員を迎えて開かれた同窓会入会式

儀轟
水戸一高との姉妹提携

号
32
第

同窓会だよ
秋高
（1）平成2年6月20日

知道会との協約準備進む

は︑秋高同窓会茨城県支部設立
あることを提案し︑全委員これ

で調印式を行いたいとの希望で

水戸 高︑姉妹提携準備委

準備のための懇談状況の報告が

︵口語体一をということで一部

これを知道会に送付し︑知道会
ノコソクールーの記事で︑高橋

橋さんが独学で栄撃一全県ピア

▽だより第三十一号四面の﹁高

た︒

あることを全員で確認し了承し

物心両面にわた︒援助の必要が

にあたるとともに︑当分の間は

は︑本部が積極的に会員の啓蒙

茨城県支部の設立準備のために

その他としては︑秋高同窓会

を了承した︒

次いで︑委員長を議長として

あった︒

茨城県支部設立を援助
水戸一高姉妹提携準備委

知道会との協約準備進む

︳

前年度から進めてきた知道会

原案としたものであるが︑各委

と話し合った点を取捨選択して

に持参した素案を元に︑知道会

ついてであるが︑これは︑水戸

︵水戸一高同窓会一との姉妹提 協議にはいった︒まず協定文に
携に関する協約の調印を準備す
る第二回提携準備委員会は︑四
月二日午後五時三十分から千秋
会館に於て開催されました︒
もあって︑去る三月十二日に小
の語句の修正がなされたが︑基

この会は︑先に知道会の要請 員からできるだけ柔かな表現
玉委員長︑桜谷委員︑山中委員
市を訪問し︑知道会の準備委員
との合意を得られたら調印にもっ
さんの氏名を掲載しませんでし

と︑伊藤事務局長の四人が水戸 本的な表現の修正はなかった︒
と︑懇談を行ってきた︵詳細は
引き続き︑日程案について協

別項で掲載一ことを受けて開か 一ていきたいと全委員が一致した︒
会は︑責長あいさつに続き︑
談で︑五月中に協約文を交換し︑

議したが︑これは知道会との懇
お詫びいたします︒

たので︑お知らせするとともに

れたものである︒
事務局長から知道会との懇談会
六月中に知道会が来秋し︑秋田

済みましたが︑役員会費︑年次

▽平成元年度も終︒収支決算も
が出来上︒︑四月早々に約五千

訂正・異動表﹂が三月末に印刷
願いいたします︒

ご投稿くださるようご協力をお

なお︑事務局直通電話二一三一

ます︒

きは来る前にお電話をお願いし

きは︑必ず学校事務室に電話

一九五五三番一に人が出ないと

一三二一七二〇〇番一をしてみ

今年度から事務局長は︑毎週
ます︒事務局に用事のある方は︑

てください︒

月・水・金曜日に出勤してお︒
月・水・金の午前十時から午後

▽だよ︒三十一号で報告後の会

五百部の発送を終えることがで
ら感謝申し上げます︒

四時までの間にお出でくださる

きました︒皆様のご協力を心か
▽だよ︒の﹁つどい﹂には︑支

なり︑お電話くださるな︒して

ほぼ前年度と同じ納入率ですが︑
金額では役員会費が年次会費を
部総会や同期会の模様をお知ら

務は次の通りである︒

会費の収入状況は次の通︒です︒

上回っています︒
せしておりますが︑原稿が少な

ください︒ただし︑お出でのと

︵人数比一七十五％

役員会費納入率
いようです︒開催されたら是非

年次会費納入率
一金額比一八十 ％
円滑な会の運営のためには︑
会費収入率の向上が必要です︒
平成二年度の納入にあたって
は︑会員皆様のご協力を切にお
願い申し上げます︒
▽同窓会名簿三十五号の﹁正誤

出場が古里となっ

二回めの先発

カーとなった︒

のチャソスメー

い球を選んで四球で出塁︑反撃

1

0

二十六年次同期会

2

秋田市役所羽城会総会

新卒業生との懇談会

2

2

年次強化策懇談会

●
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1

●

2

1

1

●

2

姉妹提携準備委員会

井川支部総会

八郎潟支部総会

大潟支部総会

提携準備委知退会訪問

新入会員入会式

8

県庁支部総会

委員選考会議

3

百二十周年実行委員会

2

大館支部総会

0

飯田川支部総会

一男鹿支部一

2

●

2

8
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●

2

2

●

2

2

4

4・10 当番年次打合会

4・13 広報委員会

5・10 名簿委員会

5・12 東肥羽城会総会

≡
三
一
l
工

船

況と︑百二十周年実行委の準備

開かれた六十三年L月以降から

そして︑第l一回目のこの会合が

る一五十年一などがわかった︒

六十二年に一回だけ開催してい

に開催している一四十四年一︑

という︵四十五年一︑昨年八月

六十二年から毎年開催している

に一鰯夢決めた一四十三年一︑

名簿も作成したが︑今後は二年

期会を開催し︑今年も開催して

た︒最後に︑太田委員長から年

報交換があ︒有意義な会であっ

助言など︑年次の枠をこえた情

以上︑各年次の悩みや先輩の

と考えられる︒

く︑在住者でも異動が多いため

るにつれて︑県内在住者が少な

がわかった︒それは若年次にな

徴収方法にも苦労していること

年次会費や年次自体の運営費の

また︑各年次とも本部納入の

大越孝太郎一S2一秋田市2・2

青山 忍一S17一秋田市2・1

石山 銀作一S11一秋田市2・1

三浦 三男一Sは一前橋市2・1

山内 福麿一Sは一函館市2・1

刈田 文雄一T7一秋田市1・12

高田 昭一一S型大曲市1・12

工藤 正雄一S7一秋田市1・12

鈴木

悼

や水戸一高提携準備委の状況な

各年次とも組織の整備︑強化に

次強化のために一年次参万円ま

小熊 香 先生︵六郷高一

課壁斎萱一

須磨 武 先生一県企画調整

根田千雅子先生一仁賀保高一

吉田 正逸先生一県博物館一

嵯峨 克子主任一秋田中央高一

鈴木 政亜主査一秋田工高一

庫山 徹 先生一新屋高一

佐藤 高 先生一花輪高一

浅野 貞一先生一新崖高一

長崎 淳子先生一秋田中央高一

高橋 直文先生一秋田西高一

が出席した︒会は塩田会長のあ

除く九年次から二名づつの代表

十八︑四十九︑五十四年次一を

四年次までのうち︑既組織一四

この日は四十二年次から五十

今年は二回目の会合である︒

三年度から開かれているもので︑

備︑強化をすすめるため︑六十

一環として︑若年次の組織の整

同懇談会は同窓会の活性化の

五回も同期会を開催し︑昨年は

それによると︑五十二年以降

介された︒

名簿の作成など一をそれぞれ紹

状況や強化策︑同期会の開催︑

があった︒

を基盤にして拡げていき︑同期

ある︒ただ各年次ともクラス会

もと︒にくいというのが実状で

た会合をもっていないし︑連絡

ものの︑同期会としてのまとまっ

ス会や仲よし会は実施している

だがその他の年次では︑クラ

めくくり閉会した︒

大いに頑張ってもらいたいと締

発展に寄与することを自覚し︑

願いしたい︒それが母校の振興

会のあらゆる面にもご協力をお

ていただきたい︒そして︑同窓

これを活用して年次強化に努め

竹内 弘毅一S5一東京都2・5

江畑 直信一S13一佐野市

明石 祥子一S竺秋田市2・2

川原田

加藤 千雄一S型五城目町2・2

古屋 音更S27一秋田市2・2

三浦 伝六一S8一秋田市2・2

川口禰之助一丁誓秋田市2・2

次いで太田企画委員長の司会

鎌田 善典主査一秋田中央高一

小林 昌子主任一秋田北高一

いさつに続き︑太田企画委員長︑

名簿も完成させているが︑同期

昌一S竺秋田市1・12

一判明分・敬称略一

らびに会費納入状況などの報告

積極的に取り組まれたことを強

哀

澤 妄 害 妄 妄 裏 革 軍 蔓 菱 善 し

関

つ．ミミき一重．︑t．．声．モ⁝㌔き．i﹂

5・12 松鴨会総会

篇華

本校出身でただ一人のプロ野
県営球場では七番DHで先発︑
球選手・石井浩郎選手︵S58年 安打こそ出なかったが︑二打席
卒・近鉄一は︑五月二十日に県 目には︑2−0と不利なカウン
営球場で行われたロッテ戦にデ トに追い詰められながらも難し
ビューし︑故郷に錦を飾った︒
石井選手は︑本校

を卒業後︑早大︑ 先
発︑ 残念
プリンスホテルと
安打は出ず
エリートコースを

歩み︑全日本の四

た石井選手は︑

さすがに緊張したようすで﹁で

また︑同三十一号一面の﹁三

タンドは︑ご当所選手の元気な

番打者という勲章を引っ下げて

教諭が定年退職へ﹂の記事執筆

しかし入団直後に体調を崩し︑

デビューに大きな拍手を送って

きれば安打を打ちたかった﹂と

果的にはお盆を避けて八月一八

入院生活を余儀なくされて︑ス

今春ドラフト三位として近鉄に

日︵土一午後二時から秋田ニュー

すが︑これは四面放送委員会記

者が藤森健司記となっておりま

残念そう︒それでも超満員のス

グラソドホテルと決定︒例年ど

入団した︒

おり講演を行うこととし︑その

さんです︒

一C︵現二C一の高橋真由美

の状況報告を行い︑委員長から

総会は八月十八日︵土︶
の予定
当番年次打合金
人選は三十年次が担当すること

詫びして訂正いたします︒

い
た
︒

になった︒まだ事前準備のため︑

プリソグキャンプを犠牲にする

本年度の当番年次︵S十︑二
八月上旬に第二回の打合会を開

事執筆者の誤︒でしたので︑お

十⑤︑三十︑四〇︑五〇一打合

いとの意欲を示していた︒

会は︑四月十日︑栄太楼旅館に
催し︑万全を期するとともに各

次一四十六年一︑昨年始めて同

於て小玉副会長︑太田企画委員
年次とも会員の出席者増に努め︑

で懇談に入︒︑それぞれ自己紹

く感じた︒

各年次の実情など紹介

介ののち︑各年次の実情一運営

原田 哲子主任一社会教育課一

佐々木書文技師一県立聾学校一

広島名簿委員長からそれぞれ委

弘一S7一秋田市2・2

朝水 朋子主事一新崖高一

石井えり子先生︵講師として一

会を開催し︑活発化をはか︒た

▽転入 ︵氏名・前任高︶
大石 潔 先生一秋田北高一

会に多くの人を集めるためには︑

田会館に於いて開催された︒

23212012−137

開催時期がむずかしいという年

平成元年度の年次強化策懇談

●

員会の現況が報告され︑事務局

会は︑二月七日午後六時から鎌

3

●

長からは財政︑広報委員会の状

〒

0

1

0

秋用古山−二一一﹁H二 三
電話二四一九∵し
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3

●

腰山 潤 先竺講師として一

桃川有中通り11ト1∴加

3

●

金 弘樹先生︵講師として一

秋出JIJ卸町1…1
電話 用188日）2−（）．H5

掌子

（S30卒）

（S30卒）
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3

●

河先 進 先生一秋田中央高一

店

橋
−■▲
尚
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近
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寺

岸部恵一

盲憤

酒

代表取締役社長

寺

K警護秋田コウヨ

山

たかはし歯科医院

イ／テリ／ント化するオr7ィて二十畑施える

山

歯科・席l上・小児歯H

3

での補助を計上しているので︑

同期会開催に意欲

長︑岸部副委員長と︑各年次よ
会の盛り上げを図ることとした︒
協賛広告六十コマの年次分担と︑

その他では︑同窓会だよ︒の

り二名の代表者が出席して開催
まず︑総会の日程についてで
新入会員入会式の司会︑激励者

された︒

年次強化策懇

高島 清子先生一秋田北高一

どを決定し︑了承された︒

の人選を二十年次が担当するな

あるが︑帰省者の参加を考慮し
た場合︑お盆中でも良いのでは
ないかとの意見もあったが︑結

本校教職員の人事異動
▽退職

安木白
田村瀬

教諭 佐藤 直彦先生
教諭 田口 能祐先生
教諭
昭 先生
修 先生
技師
栄治さん
▽転出︵氏名・転出先︶
畠山 和也先生︵本荘高一
佐藤 晋 先生一本荘高一
出口 金也先生︵五城目高一
講
師

第32号
秋高同窓会だより
（2）平成2年6月20日

新屋のOBが気勢
午後六時から日吉会館で開かれ
た︒

秋田市新屋地区の秋田高校同
窓会︵松嶋会一は︑五月十二日

一高との姉妹提掲問題︑百二十

伊藤守一同窓会事務局長が水戸

広孝教頭が母校の近況を報告︑

あいさつに始ま︒︑来賓の斎藤

深井博之会長一S八年卒一の

実に半世紀近い年齢差︒

鋭が同五十四年卒の渡辺覚氏と

昭和七年卒の大島俊平氏︒最新

た︒この日の出席者の最長老が

野鋼一氏の進行で懇親会に入っ

息子が親父を紹介する場面も

同会は新屋並びに周辺地区に

周年記念など同窓会本部の当面

会一は︑昭和三十七年︑現在の
手形中台の校舎での入学第一期
永年の輝かしい伝統を誇る秋

生であります︒
高への憧れが達成でき︑新校舎

者が金出席者を紹介したが息子

頭で盛り上げる︒途中で︑司会

はもう古語で︑むしろ1人生し

いった﹂人生七十古来稀な︒﹂

才になったのだから︑昔杜甫の

の平均寿命は男性でL十五・五
晴 宮田光男 山信田伸二

雄 中山茂 早川太郎 三沢秋

忠男 菅原菊男 辻裕 長嶺三

は得られそ誇いさすれば喜寿
一七十七才一傘寿一八十才一は

館
大

二月二十二日午後︑大館支部

乳井先輩が
乾杯の音頭

一辻裕記一

が父親を紹介する場面も出るな

十近来甚だ多し﹂といってもよ

ど和気あいあいのうちにお開き
となった︒

手の届くところに来そうだといっ

く︑少なくともあと五年の余命

▼副会長＝太田寿男一S二十

会長以外の主な役員は次のと
お︒︒
五一秋山ま︒子︵S二十九一▼

総会を﹁いとく﹂で開催した︒
本部から伊藤事務局長を迎え︑

たことが話題となった︒
生憎秋田からのご出席者がな

幹事長＝中野源一一S二十一▼
幹事＝大島三代助一S二十二一

会員二十五名が出席して行われ

午後五時半散会した︒

ことを語りあい︑再開を約して

今だ遠きを思い︑大事に生きる

お互いに残りの日々昏れるには

し往時を偲び回顧談に花が咲き︑

ま︒︑校歌・校友会歌の斉唱を

恒例によ︒物故者の黙頑にはじ

く﹁ふるさと﹂の近況がきけな

のうえ日本座敷の会場をキープ

当日の参加者は次の通︒

音頭で懇親会となった︒
初めは秋中︑秋南︑秋高と席
を分けていたが︑酒の量と共に
区別がなくな︒︑例年の福引余
興が始まる頃には誰とでも話の

新卒業者招き
懇談会を開く

面白い場面を繰り返しています︒

たちの在学当時をアピールする

席︒

勇一郎副部長︵昭十三年卒・森
山歯科医院長一は1私は諸君と
懇談できるのは慶賀にたえない︒
諸君の若い意見を拝聴し支部活
動の参考にしたい﹂と述べた︒
この後︑鈴木与作支部顧問一昭
四年卒・元男鹿市議一の乾杯後︑
記念撮影をし懇談に入︒徐々に

らして頂きたい︒諸君が大成さ
れんことを切望する﹂との開催
の辞を述べた︒次いで︑加藤義
孝支部長一昭十六年卒は﹁勉学
にスポーツに全力を尽くして︑
習得した成果を今後︑郷土・男
鹿の発展に役立てて頂きたい︒
諸君のご健闘を祈る﹂と挨拶︒
また︑本懇談会長である森山

まず︑秋山秀暦幹事長一昭二
十七年卒一はー私導男鹿支部
男鹿支部
は︑同窓生の交苗・親睦を図︒
男鹿支部では︑一月二十八日 つつ︑多年に亙って文化講演会
一日一・男鹿駅前・ホテル諸井に 等を開催し︑地域の振興に貢献
て︑男鹿支部地域一男鹿市︑若 するなど︑他に類例ない活動を
し︑高い評価を得ている︒諸君
はこの伝統を受けついで︑若い
情熱を傾注し支部に新風をもた

美町・天王町一における本年三
月卒業生・昨年三月の卒業者を
招いて新春懇談会を開催︒

学校名が出てくるところになる

高らかに歌って締めるのですが︑

と呼ぶ同窓生の会があ︒︑武塙

かや﹂で開催し︑十七名の出席

と︑﹁秋中﹂ 萩南﹂ ﹁秋高﹂
のドラ声が一際高くな︒︑自分

三山先生の揮葛された会旗もあっ
て︑毎年︑懇親の会を開いてい

でしたが︑我が大学附属高校の

長の辻兵書君が極力都合をつけ

藤弘君一明徳一が出席してくれ
た︒このとき出席していた人見

年の会には青森県黒石市から伊

親愛が高揚︒今津谷勉幹事一昭
三十七年一司会で︑卒業生が自
己紹介と抱負等を述べた︒これ
に対し︑支部役員は︑在校時代
の想い出︑人生経験等の花が咲
いた︒最後に︑渡辺昭男副部長
一昭和二十年卒・男鹿観光協会
専務理事一の熱烈な音頭で︑高
らかに校歌を斉唱し︑更に万歳
の唱話をし極めて有意義に閉会
となった︒一秋山秀麿記一

て出席してくれている︒秋田の

啓治君一中通一は半年後に病気

︒ました︒一利部記一

でしたので更に活気ある会とな

今年は︑二月一日︑﹁おもた

ます︒学園創立の翌年一昭和一一

つも同じですが︑常に和気あい

少ないことから︑メンバーはい

十九年一に結成されました︒当
多数の会員だったのですが今は

の語︒ロで秋高の現状や仲間の

匂いをふんだんに含んだ氏独特

で逝去された︒
月中旬の最初の土曜日︑場所も

のなくなった在京会員にとって

る︒法事ぐらいでしか帰ること

禄郎一中通一刈田俊次郎一保

伊沢正義一五城目一近江屋

の動向など巾広く話をしてくれ

秋田中学を昭和十九年に卒業

谷喜代二一船川一白根礼吉

した同期生の在京同期会が毎年

会の終りには1天上邁かに﹂

戸野一黒木俊貴一中通一渋
いる︒湯島天神は上野駅に近い︒

辻君の話はまことに楽しい︒

この仲間は大正十五年と昭和

開かれている︒

湯島天神を本郷一一汗噌リー少し寄っ
た所にある料亭江知勝にきめて

在京一九会︑楽しく会合

料亭﹁江知膠﹂で年に一度

教職員︑役員のみとし︑二十八

春の選抜野球出場が決まった夜

に全員で校歌を歌い︑お互いの

卒業生は︑受験時期の関係か
ら十名・支部役員︑二十名が出

合う楽しい一夜となった︒最後
健康と再開を約して散会した︒

あいたる中で終始しています︒

秋田経済法科大学では紫変声

刊行・四年間に及ぶ厄年払・忘

お︒ます︒近年のゴルフブーム
を反映して︑四〇会ゴルフ同好

時は学生の中にも同窓生がいて︑

歴史は三十有余年に

秋田経済法科大学紫水会

光彦 佐藤吉治 佐藤久 進藤

数える年なのだが︑今や日本人

名の構成員です︒新規採用者が

北嶋千代吉 斎藤淑夫 坂本

事務局長から同窓会の近況報告
などがあり︑乳井先輩の乾杯の

に山寺慣子一S三十一一信太記一

り︑粋のいい渡辺氏が校歌の音
回とり決めた一は︑一月二十七

て︑大島氏の乾杯の音頭で始ま

高校時代の話しの輪が︑三先生
日一土一午後三時からJR東京

た︒
布袋崖会長のあいさつ︑伊藤

この後︑昭和四十七年卒︑中

を中心として続き︑楽しい会と

かったのが大変残念だったが︑

は︑前回の同期会で三年に 回

な︒ました︒
駅八重洲口の椿山荘で開催した︒

たものです︒
今回は加賀谷徳治君一当日欠

できて十四名のクラスメートが

庸一の斡旋で足場が良くて︑そ

を選任し︑学校理事五千円︑ク

な彗懇親会の前にして約十
分位時間を頂き︑クラス別幹事

開催するとの決定によ︒開かれ
桜谷五崩先生︑大綱定義先生︑
清水重孝先生の御出席を願い︑

ラス幹事二千五百円の年会費を
参集した︒

シマル会の発足は︑赤沼新二

会が発足し︑会としてトロフィー
を寄贈一二万八千五百円一し︑

応援歌︑副歌︑そして校歌等︑

和気あいあいと

今回は大半の者が馬齢七十を

同期会に出す事に決定し︑次回
は平成四年の夏に開催すること
とな︒ました︒一大島駿一記一

その名も
東京紫紺会
五十一回一昭和十三年卒一生
の第二十回クラス会一今回から

残すことができたのではないか

東京紫紺会と呼称することを前
いつ︑どこで︑だれに︑この間

年会︑東京支部忘年会の出席な
どです︒名簿の刊行にあたって

と思います︒

は︑父母名・実家の住所も掲載

であ︒ました︒同期生の一人は︑

君︑高橋智徳君たちが中心とな

し連絡がとれやすいようにして

児童︑生徒の親として︑この
なければならないのではないか

言葉の大切さを大事にしていか

を言われても即ちに断言できる
秋高生となってほしい︒﹂とご
挨拶されました︒
真撃な態度で︑語調は強くな

﹁汝なんのためにそこにありや﹂

︒︑卒業十年後の昭和五十年に

と常日頃考えてお︒ます︒

の標柱を町内に建て︑青少年の

設立しました︒

かったが私達を震撼させる言葉

健全育成に努めてお︒ます︒三

創立記念事業において︑野球

年に四回程度開催しております︒
部全国大会出場賛助寄付金にお

当初先輩からは︑﹁さっぱり

鈴木校長の言葉︑いまも

いても日頃の団結力がよく表わ
十九年卒から四十二年卒までの

多情多感の時代を秋高生とし

れているかと思います︒

統を創︒上げていかなければな

シマラナイではないか﹂と椰旅

鈴木弘一旭北一関善光一花

されましたが︑依頼十五年間は

ここならたまたま上京中で参加

を合唱する︒ふだん唱うことが
ない上に老化現象も加はって歌

同窓生は︑特にこの言葉が現在
もバックボーンになっているの

してくれた仲間が散会後上野発

らない秋高生としての胸の高ま

二年生れが中心で︑昭和をはじ

輪一高橋哲次一日新一藤原

りが︑今でも同期生の世話人会

めから生きて平成に及んだ時代

詞が覚束ない︒一同璽至よ︒﹂

一保戸野一鈴木郁雄一中通一
とは大きな喜びであります︒

の夜行列車に飛び乗って帰秋出

て過し︑多くの学んだことを社
会で実績できることになったこ

というこになる︒若くて忙しかっ

決断力のある﹁シマル会﹂と自

母校の弛みない発展を常に祈

負してお︒ます︒
三十名の世話人を中心にして︑

筆一一大曲一松本善也一楯山一

鈴木健次郎校長先生のこうし
た生徒への姿勢が︑学業︑スポー

に校歌同窓会応援歌の歌詞をい

ここ数年の出席者の顔ぶれは

吉一大曲一

山崎英郎一保戸野一大隅繁

来るという訳である︒

次のとお︒である︒昭和六十三

ちど掲載してもらうと有難い︒

たが︑年をとるにつれて人恋し

た頃は同期会どころではなかっ

ところ︑秋田市からは同期会々

参加者も含めて十五人弱という

最近の出席者は秋田市からの

念し︑私達の活動が学校︑同窓

さが増し︑数年前から毎年会う
ようになった︒会合は毎年十一

会運営の一助になれば幸いと思っ

三役制を設けています︒
会費は総会の際に三年分を納
入する仕組みで︑事業は名簿の

一佐々木雅樹記一

代表世話人︑事務局長︑会計と

ではないかと思います︒

二年生になっての新任式で鈴
木健次郎校長先生が着任され︑
﹁汝なんのためにそこにありや︒

40年卒同期会

ております︒

ツ両面に亘って輝かしい成績を

等で話題になっております︒

となったことを契機に新たな伝

懇親会は大先輩に敬意を表し

在住する秋高同窓生で組織︑こ

の課題について説明した︒

松鳴会

の日は約六十人の会員が出席し
た︒

三年振りの再
会を喜びあう
三七年季同期会
平成二年一月二日︑秋田市
﹁杉のや﹂において﹁三七年卒
同期会﹂を開催しました︒これ

つどい

私達四〇年卒同期会︵シマル
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のコンピューターへの入力をど

正・異動表﹂と今年三月卒業者

ちょっとでもすきを見せると︑

はともかく︑話すとなると︑と

る考え方ですが︑年齢は全く気

ました︒

今回の交換留学は︑僕にとっ

のような方法で行うか︒また︑

すぐ関節技にくるのには驚きま

たんに駄目になり︑単語が思い

にせず︑とにかく段位によって

終わりにホームステイの実生

て初めての〝海外〟であり︑まし

柔道留学記

載噌−

しい思い出として︑残りの高校

誇りでもあり︑なおかつ素晴ら

は︑僕にとって︑自信となり︑

習慣に触れ︑共に暮らしたこと

国アメリカの言語・思想・生活

非常に得がたい経験でした︒大

て︑できるだけ早く結論を出す

各自のまとまった意見を出し合っ

て検討する必要も凍るのではな
いかとの意見もでて︑次回には

いかないので︑小委員会を設け

て︑今すぐ解決というわけには

人︑金︑組織の問題点などがあっ

かなどが話し合われた︒しかし︑

今後も継続して来る連絡・異動

した︒

ら車で二十分程の通りに画した

仕宿に大きな影響を与えると思っ

通知のはがきの入力をどう行う

くことになります︒

上下関係が決ってゆくのです︒

ごく普通の家庭でした︒″昌l−○！

紗惨め誼惣院起

三週間のアメリカ生活は苦労

出せず︑一日に何度も辞書を引

僕も名前の次に″YOuWFt da

ストやピザに︑ミルクが付く程

の事を経験し︑学んできた︒今
N−指tOヨ邑yOuJと四人家

もありましたが︑今となっては

のは︑食事です︒朝昼ともトー

て派遣先が︑いわばあこがれの
とは思われないのがかれらです︒

度で︑本当に簡素なものです︒

活ですが︑最もなじめなかった

アメリカということで︑出発前

n才と尋ねられました︒そうい

しかし同じ校舎で学んでみて︑

でのフォーム研究︑走り込みな
回の入賞や受賞で︑一つの目標
族総出の出迎えで︑僕も″N−Q

普段の外見からとても高校生

から大いに期待していました︒

う考え方が影響してか︑段位の

ど︑独特の方法で練習を行い︑
に向かって挑戦することのすば

す萎Y

派遣地のワシントン州スボケ

二月に盛岡市で行われた国体

男子の湯田選手共々シーズンに
らしさを体験できて幸せである︒

スケートの若林選手
人見スポーツ賞受賞
ソという都市は︑なかなかの近

スケート大会で︑本校の若林育

入ってからの活躍は目をみはる

代都市といった感じがありまし
た︒ホームステイ先は︑そこか

子選手が三千メートルで本県で

また︑コンピューターの活用

ことを話し合った︒

について話し合ったが︑会員の

は初めて三位に入賞するという

ています︒

き活きとした瞳だけは生涯忘れ

でのものが出せるのか︒名簿委

要望にこたえるにはどの程度ま

tOヨ乱yOuJと元気に答え︑

ないと思います︒そしていつか

この貴重な体験をもとにこれか

僕も︑何か目標に向かって︑あ

のにはどんなものがあるのか︒

員会が会員にサービスできるも

ものがあった︒それらの努力と

しかしその分︑夕食の多いこと
多いこと︑あきれるくらい出さ

のような輝く瞳をもつことがで

これも検討してみる必要がある

誓成しとげた︒本県のスケー

気付いたとこは︑一人一人が皆

きることを確信し︑かれらに負

僕はおそらくかれらのあの活

勉強するために学校に来ている

れ︑しかも毎晩肉料理ですから

けない充実した人生を送りたい

小松紀幸︵三年︶
下の者に投げられると︑歯をむ

閉口させられました︒アメリカ

んだという思いがこみあげてき

き出して怒ってかかってきます︒

という意識が相当強いものがあ

人の体型について妙なところで

撞手を交わし︑いよいよ始まる

これがアメリカ人の開拓魂かな

りました︒勉強以外の生活は比

との意見がでた︒

い︒﹂と語っている︒今後の努
最初に柔道について話すと︑

などと思い︑負けず嫌いな所を

と心の体験から改めて誓いまし

らも勉強とスポーツに頑張りた

学校に柔道部はなく︑練習は町

日本人はもっと見習うべきだと

考えたりしたものです︒何といっ

活躍に対して﹁その年度に最も

道場で週三回行いました︒むろ

較的自由で︑かれらの生活のけ
じめのつけ方は尊敬もし︑かつ

決勝で秋田商業と対戦︑わずか

たのを覚えています︒

ん畳はなく︑つるつるのレスリ

感じました︒技術的にはこれと

出場し全国に秋高剣道部の名を

日の第二回東北高校選抜優勝大

常置委員会

だより

﹁同窓だより三十一号﹂発行

▽広報委員会 本年度初の同窓
厳しさ加わる

るものであり︑絶対正確とか︑

完全だとは言えないが︑会員か

かに入力し︑会員の要望にこた

ら連絡のあったものは︑すみや

える体制を整えたいものだとの

会だより第三十二号発行の編集

クホテルに於いて︑小林担当副

会議は︑四月十三日アキタパー

意見があった︒

にも︑また次期名簿の発行準備

広島委員長からは︑そのため

会長以下人名が出席して開催さ

を考えると︑委員会の充実が必

れた︒編集方針の基本は前年ど

おりとすることを申し合せする

側委員の佐藤晋委員︑出口金也

委員が転出されましたので︑後

任として河先進一S三十一一委

員と小林洋一S三十六一委員が

○ 花咲く春は人事の季節︒

痛 集 後 記

充を皆さんと共に考えていきた
いとの発言があった︒

要であり︑名簿委員の追加︑補
東北代表の座は逸したものの︑

とともに︑執筆分担や期日等の
平成元年度の県高校新人卓球

今後の大会へ向けて収穫は大き

話し合いがされた︒
全県総体では先輩が達成した

大会は︑一月十日から十二日ま

一五十九名一ときわめて高い数

三年度入試

補充されました︒また︑秋田魁

以後に開催された常置委員会は︑

五連覇をさらに伸し︑是非とも

で︑県立体育館で行われ本校は︑

値を示している︒本校生も中堅

最後に平成三年度入試につい

三敗一であった︒

かわらず︑プロノク四位一二勝

だが︑エース戸堀の活躍にもか

は二月二十日︑二十一日一関市

県代表として出場した東北大会

例年にない大型チームである︒

会︵山形県寒河江市一では強豪︑

道大会では︑ブロックの決勝で

に及ばず︑二−三で惜敗した︒

福島︑青森酉︑日大山形を破り

関東の古豪︑巣鴨高校に大将戦

轟かせたい︒︵渡辺明記一

第三位とまずまずのスタートを

で破れはしたものの強豪を相手

四月に行われた︑魁星旗争奪剣

切ることができた︒昨年度のイ

に秋高健児は大いに健闘︒会場

文化センター体育館で開かれた︒

ソターハイ経験者が三人残るな

内外から秋高強しの評を得た︒

卓球部
東北選抜大会で
活躍

ど戦力的に見ても今年は大いに

宮城県石巻市のインターハイに

日本女子大ヒ一二一明治学院大

以上の難関校に合格すれば︑そ

に転出されましたが︑後任は後

新報社の田口清洋委員も大館市

期待される︒主将の淡路貴之︑

しろ国公立大の実合格者数が前

十一一三一立教大ヒ一三一など

のまま進学することが次第に定

て展望を試みたい︒その特徴は

なお︑四月の異動により学校

佐藤静憲︑水晶智︑それに成長

年度よりも十一名も増え︑全体

東京地区では順調な伸びを示し

およそ0分離分割制の拡大一二

ちなみに前記東京八校の合格

共通一次試験が始まった昭和五

次の通りである︒

著しい二年の鎌田昌晃を加え︑

の合格率が六三・一％に達し︑

たが︑中部地方以西の大学では

着しっつある︒

た︒学校側委員の佐藤晋教諭が

当広報委員会にも大きく影響し

受験者が大幅に減ったことも影

日補充することとした︒

本荘高に出口金也委員が五城目

十四年以来第二位の好記録となっ

▽名簿委員会 本年度第一回名

高に転出︒また若手の田口清洋

大〇一十五一京大三一七一など

十L学部増加一④受験料目選択

に於て小沢担当副会長以下十一

簿委員会は︑五月十日千秋会館

く馴れ親しんできただけにお別

委員も大館に転出した︒せっか

た︒つまり後期は難化し︑B日

者六十四名車三十九名が進学し

名が出席して開催された︒まず︑

れは残念でならないが︒これも

響し︑立命館大︑同志社大︑京

学校側委員の小林洋委員が広報

世の流れでやむを得ないこと︒

た点を特筆すべきであろう︒

多用化に伴う受験校選択の複雑

に移られた後任として︑伊藤宏

改めてそれぞれの立場でのご健

受験者の力不足も重なって大き
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