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を越え︑質的にも非
常に高かった︒女子
生徒が年々増加する
傾向にあるが︑校章
に示された智・徳・
勇の教育理念の元に
文武両道︑自立の校
風のためにまい進し
てまいりたい﹂とあ
いさつ︑今年春の人
事異動で就任した松
岡正樹︑高橋克二の
両教頭を紹介した︒

平成2年度基金会計

前年度繰越 14，138，901

．一！．．

年次別の目標額の合計が︑
一億七百五十万となってい
るが︑これは募金委員会が
・誉：︹⁝⁝言上⁚ご：・・二・責募金月渾l唐甲つ・
発足すれば若干の調整があ
◎常任理事会・理事会
るとの説明があった︒
物で︑建設費は約七十方日
このあと︑34年卒の作家 平成三年度第一回常任理 である︒
西木正明氏が﹁裏面史への 事会及び理事会は︑八月三
この募金方法としては︑
招待﹂と層して講演を行っ 日︵土︶︑午後四時から第 各年次別に募金委員を委嘱
一会館本館に︑約九十名の して年次別にまとめていた
た︒
訴演の内容は︑氏がライ 出席を得て開催された︒
だくこととした︒
フワークとしている︑﹁歴
会長の挨拶︑学校長の近
以上の報告事項が全員一
史の波の中で︑もみくちゃ 況報告を含めての挨拶に続 致で承認された︒
になりながら人生を送った き︑会務・事業報告︑常置
続いて議事に移り︑決算
人々﹂に︑小説を通して光 委員会報告︑百二十周年記
︵一般会計︑基金︑名簿︑
をあてることに関してなど 念事業実行委員会報告等が 百二十周年︶︑監査報告が
なされた︒
であった︒
なされ承認された︒平成三
デビュー作ともいえる﹃オ
特に︑百二十周年実行委 年度事業計画並びに収支予
ホーツク諜報船﹄では︑学 員会の報告では︑総事業費 算も原案通り承認された︒
生時代の体験から︑レポ船︑ は一億円とし︑主たる事業
さらに総会日程も八月二
北方領土のことを話し︑ である施設整備事業として︑ 十五日︵臼︶午後二時ニュー
学校の歴史を伝えるにふさ グラソドホテル︑講演者西
わしい資料の収集・保存と︑ 木正明︵三十四卒︶ に決定
卒業生の刊行物や記念誌の した︒
収集︑それらを供覧できる
また︑百二十周年の募金
﹃スネークヘッド﹄では︑
香港での元紅衛兵の女から
開いた︑内蒙古人民党事件︑
阿片のこと︑﹃ルーズベル

進行は土肥養一世話人︵S
26︶初代会長に選ばれた松
本善也氏︵S19︶ のあいさ
つ・つづいて秋田高校同窓
会副会長 小玉得太郎氏
︵S18︶・水戸一高知退会副
会長 山口清隆氏・秋田高
校同窓会東京支部長・朝倉

⑯⑲＠◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎③愚あ愚愚ああああああああああ

トの刺客﹄では大統領とユ 展示室や同窓会事務局も併 活動として︑各年次の募金
ダヤ人国家建設など︑注目 設する︵仮称︶校史資料館 委員と財政委員とで募金幹
に値する話題ばかりであっ を建設することが報告され 事会を設置して推進するこ
た︒
た︒木造二階建約細扉の建 とが承認された︒

︵S黛 の進行で始まり︑

掟携が緑で︑同年11月18称
日は︑同窓会支部の意味を
の秋田高校同窓会茨城支部 持つこととしても︑独自性
結成準備の世話人会が開か を持たせる意味で︑〝茨城
れ︑その後数回の協議をへ 秋商会〟とする︒会則も6
て発足にこぎつけた︒翌15条のごく簡単なものにする︒
役員として戦前卒をすべて
顧問・今回は出席者4名・
世話人は選任・また︑戦後
卒業生とする等々が了承さ
れ︑定例会は︑毎年9月の
第1土曜日とすることになっ
た︒この後設立記念祝賀会
に移り意義深い会となった︒

ごやかな祝賀会となり︑中
ジメは片岡保夫世話人︵S
26︶ の音頭︑それぞれ二次
会︑三次会へと散会︑来賓
として︑外に秋高同窓会よ
り︑山谷浩二幹事︵S20︶
伊藤守一事務局長︵S21︶
水戸知道全会長泉武氏︑姉
妹提携委員長山形晴一氏同
じく副委員長外岡仁氏等が
出席す︒
山谷浩二記

天上天下

▼﹁今は夢︑今に正夢宝く
じ﹂と云うことで︑第一勧
業銀行宝くじ部の調査によ
ると︑昨年度︑秋田県内で
百万円以上の宝くじ当せん
金を受け取った人は︑三百
六人︒▼この人たちを対象
にしたアソケート調査では
宝くじを買った理由は︑夢
を持ちたいからが七四パー
セソト︑金が欲しくて一発

勝負と云う人は六パーセソ
トとなっている▼宝くじは
もちろん買わなくては当た
らないわけだから︑どのく
らい買ったかと云うと︑ジャ

ソポのみと云う人を含めて
年数回が四十七パーセソト
次が毎回の二十パーセソト
だが︑初めてと云う人も七
パーセソトある▼当せん金
を受け取った人の六十二パー
セソトは︑五年以上宝くじ
を買い続けており︑一部の
ラッキーな人を除くとそれ
なりに正夢とする努力をし
ていると云うことになるの
だろうか▼この調査では当
せん者に多いイニシャル︑
買い求める場所などの報告

もあり︑夢を持ちたいと云
いながら正夢となることを
願っているのがよくわかる
▼夢−講談社の日本語大辞
典によると0眠っている間
に︑さまざまのできごとを
実際におこっているかのよ
うに見聞きしたり感じたり

俊夫氏︵S仰望︑乾杯は大
する現象㊥はかないこと㊥
昨年6月の県立水戸一高 経過説明は︑柴田久志世話 先輩の菊池壬子郎願間︵S
たやすく実現できない願い
の同窓会・知道会との姉妹 人︵S34︶が担当・会の名5︶︑また俗称﹁たむてつ
④理想として予想されるも
さん︶ こと田村鉄男顧問 の⑤現実から雛れた甘い考
︵ S 1 7 ︶ よ り ス ピ ー チ ︑ な えとある▼夢を夢として理
解して対応できるうちはよ
いが︑夢を追うだけになっ
てはどうにもならない︒夢
は将来展望ではないからだ
▼今年も残すところわずか
となった︒節目となる新し
い年を迎えたとき︑一年の
計︑百年の計を︑夢として
ではなく目標をしっかりと
見定めた実現性の強い計と
したいものだ︒
日の茨城新聞には〝学友た
ちが一堂に㌦秋田高同窓会
が発足〟本県の各界で活躍
する︑企業役員・研究者ら
約百人が出席⁝と大きな見
出しで報道された︒
設立総会は戸島均世話人

挨拶する松本会長

題字は塩川会長

西木正明氏︵直木賞作家︶講演
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このあと︑塩田会長を議
ト社
長に議事にうつり︑平成二
ッ会
年度収支決算︑一般会計︑基
金会計︑名簿会計の報告監
査報告が行われ︑原案通り
承認した︒
田刷
続いて審議・承認された
秋印
平成三年度事業計画では︑
平成三年度の通常総会は八月二十五日︵日︶アキタニューグランドホテルに百 同窓会の入会式︑同窓会だ
よりの年三回の発行︑名簿
二十名の出席を得て開催され︑平成二年度の事業報告決算︑平成三年度の事業
関係では︑訂正・正誤等の
計画と収支予算︑平成五年の創立百二十周年記念事業実行委員会の報告などが
入
力などを行う︒
全会一致で承認された︒
知道会︵水中・水戸一高
〃Jr︐
同窓会︶との交流について
仕 甲 ／
〃
／
は︑向こうからの呼びかけ
／
用﹂／′′
に応えるなど内容を考えて
¶ ／ ／
今年の当番幹事は一年次 進めることとなっている︒
で︑41年卒の岡部寛氏が司 創立百二十周年実行委員
会・進行に当たり︑11年卒会の説明では︑総務委員会
の佐藤民治氏の開会の言葉 が︑募金総額一億円を達成
で始まり︑校歌斉唱︑物故 できたら国際交流などを含
会員に黙痛をささげた︒
めた奨学研修などを検討し
塩田雄次会長は﹁幸い今 たい︒募金計画については
年の秋高は︑進学において 各年次に割り当て︑各年次
も東北有数の進学率をあげ の代表二名による募金委員
ている︒また︑夏の野球で 会を発足させる計画だとの
も非常に輝かしい戦績をあ 報告があった︒
施設委員会からは﹁運動
げている︒このような母校
の勢を同窓会としても大い 部合宿所と同窓会事務局の
に応援してまいりたい︒皆 建設について総務委員会・
で力を合わせて秋高の発展 財政委員会の意見も参考に
を考えよう﹂とあいさつ︒ 検討した結果︑同窓会館の
続いて︑室田弘学校長が 建設一本に絞ることにした
﹁硬式野球部の甲子園での 建設場所は︑学校への坂を
全国大全山場に際しては 登りきった左側︑研修会館
大変なご支援と暖かい応援 と相対した所だ︒総面積は︑
を頂き︑選手諸君は持てる 当初百坪を目標としていた
力を十分発揮できた︒また が︑土地が狭いこと財政の
軟式野球部は︑奥羽大会で 面なども考慮し︑木造二階
準優勝するなど運動 建︑六千万から七千万円の
部の活躍が目立った︒ 予算としたい︒外観などは
また︑現役生徒の進 検討中だが︑内容としては︑
学率が70．バーセソト迎賓応接室︑小会議室︑学
校の歴史を刻んだ資料室︑
同窓会の中心部となる事務
彗それに付随したコソピュー
ター室を予定しているなど
の説明があった︒
財政委員会からは︑募金
目標一億円に見合う年次別
の配分を検討した︒百十周
年での十万円以上の大口寄
付などについても考慮に入
れているが︑今回は︑各個
人毎に大口寄付を依頼しな
いで年次で負担して頂く︒
3，281，600
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秋高同窓会だよ
ぐわ平成4年1月10日
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はじめに

、

た貴重なお話は︑このあと
で紹介いたしますが︑その

によって知っていたからで
あります︒
当日︑聞かせていただい

の作詞の依頼を直接土井晩
翠氏になされた方であると
いうことを本校校史の記述

たというのは︑氏が︑本校
校歌の制定に当たって︑そ

ました︒私が是非とも今村
さんにお目にかかりたかっ

く︶︑しかもその記憶力の
確かさには︑感動させられ

心酔されたということであ
ります︒その後︑大正五年
から昭和九年までは母校で
ある秋田中学校の教諭・教
頭として長年にわたって教
鞭をとられておりますが︑
本校創立六十周年記念の

した︒戦後︑仙台市名誉市
民に推挙され︑また︑詩人
としては日本ではじめての
文化勲章を授与された方と
いうことでもよく知られて
おります︒
− 今村翁のお話 −
今村さんのお話によりま
すと︑今村氏が二高に入学
した春︑秋中時代の恩師で
ある古村先生から︑秋田中
学校の﹁校歌﹂の歌詞を土
井晩翠氏につくってもらう
よう依頼されたとのことで
あります︒そこで秋中卒業
の二高の学生であった今村
氏︑元の能代市長柳谷清三
郎氏など四名の学生で︑夏
休み前のある日︑二高教授
であった晩翠氏の自宅を訪

するには及ばないようにも ね︑直接校歌の作詞をお願
思いますが︑ここでは若い いしたのであります︒
同窓の方々のためにその概
晩翠氏は︑学生である今
略だけを述べさせていただ 村さんたちの突然の訪問に
きます︒
もかかわらず︑この依頼を
古村先生は︑明治四十三 快く引き受けられ︑秋田市
年旧制秋川中学校を卒業後︑ 周辺の県観︑高い山は何か︑
同じく旧制の二商︵仙台︶ 大きい川は何か︑また︑郷
に進まれ︑ここで英文学教 土の伶人は誰かなどと尋ね
授として活躍中の土井晩翠 られ︑その時に答えた﹁太
氏の講義を受けられ︑氏に 平山﹂ ﹁雄物川﹂︑﹁平田

作詞者選定にあたって︑
職員間で相馬御風︑土井
晩翠などいろいろな人物
が挙げられたが︑古村精
一郎︵現同窓会長︶の二
高︵規東北大学︶時代の
恩師土井晩翠にお願いす
ることになった︒その当
時の二高在学中の今村久
吾郎︵京都衛生局長︶が
連絡の衝にあたったとい
われる︒
この文章の中に出てくる
古村柄一郎氏については︑
私達にとって同窓の大先輩
であるはかりでなく︑氏を
秋田中学時代での恩師と仰
いで︑その薫陶を受けられ
た方もたくさんおられます
から︑私から敢えて御紹介

﹁校友会歌﹂の作詞者とし
﹁校歌制定﹂にゆかり てばかりでなく︑同窓会の
の深かった人々
第二代会長としても長い間
始めに︑本校創立百周年 母校のために心を尽くされ
の記念誌の中から校歌制定 た方として同窓諸氏の問で
にまつわる記述︵﹁大正編﹂ は忘れることのできない先
一九六頁︶ の一部を原文の 生のお一人であります︒と
まま引用することから話を ころで︑古村先生が二高時
進めます︒
代に教えを受けた土井晩翠
以前から校歌制定の必 氏は﹁荒城の月﹂の作詩な
要が在校生の間で叫ばれ ど︑詩人として︑また︑英
ていたが︑創立五十年を 文学著としてあまりに有名
目前にした大正十一年七 でありますが︑明治四年に
月十五日︑秋田中学校校 仙台市に生まれ︑二高から
歌は︑土井晩翠の作詞︑梁 東大英文学科︑さらに大学
田貞作曲によって制定さ 院へと進み︑卒業後は母校
れ︑同年九月一日︑創立五 である二高の教授・東北大
十年記念日に発表された︒学の講師として活躍されま

学校長 室田 弘

私はかねてより一度は
お伺いをして直接お話を聞
かせていただければと思っ
ていた五城目町在住の今村
久書郎さんのお宅にお邪魔
する機会を得ることができ
ました︒この日同行の労を
とってくださったのは︑こ
れも五城目町に住んでおら
れる越後市朗氏︵本校二十
年卒︶ であります︒ところ
で︑今村さんはすでに九十
歳−︑まことに老翁の域
に達している御高齢であり
ますが︑元気斐錬︵かくしゃ

平成三年の九月二十六日
のことでした︒

−

よ

前に今村さんの御経歴につ
いても簡単に触れておくこ
とにします︒今村さんが旧
制の秋田中学を卒業された
のは大正十年−︒その後︑
旧制二高︵仙台︶ に入学︑
さらに京都大学医学部へと
進まれ︑京都病院勤務を経
て︑京都市衛生局長などを
歴任︑御退職後は郷里の五
城目町に帰られ︑ここで八
十歳過ぎまで保健所長とし
て御活躍︒現在︑九十翁の
域にあって悠々自適の生活
を送っておられる方であり
ます︒

璃胤﹂ ﹁佐藤信淵﹂などと 今でも忘れられないと言っ
いう言薬は︑そのまま歌詞 て懐かしがっておられまし
の中採り入れられることに た︒晩翠氏の御自宅は︑い
なったのだそうでする
わゆる純和風の浦洒なたた
晩翠氏は︑この校歌を作 ずまいで︑お部屋の中には
るに当たって秋田まで足を 当時としてほ珍しい扇風機
運ぶということはなかった などもそなえられ︑また︑
ようですが︑それでも秋田 夏の日のおもてなしという
中学が︑当時すでに創立五 こともあったのでしょうが︑
十年の歴史を持つ秋田県を グラスにそそがれた透明な
代表する名門校であり︑優 砂糖水に氷片を浮かべたも
れた人材を数多く張出して のをご馳走になったという
いる学校であることは充分 ことであります︒まだ大正
に念頭に入れて作詞に当たっ の十年代︑砂糖水でさえお
たように思われたとのこと 洒落なお飲み物に思えた上
に︑一般の家庭でどのよう
にして氷を貯えておられる
のか︑今村さん達学生は︑
不思議な気分を味わいなが
ら晩翠先生のお宅をあとに
されたとのことでした︒
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であります︒
以上が︑本校の校歌がで
きるまでの概要であります
が︑今村さんは︑この時お
訪ねした晩翠氏の自宅の様
子や︑今村さん達をもてな
してくれた独特な雰囲気が

論が交錯することが度々で︑
終りにジャソケンして決め
るやり方のジャソケン倶楽
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本年五月の東京支部総会
において支部長に選出され
ました︒マソモス東京支部
の設立は戦後の混乱期の昭
和二十二︑三年で︑初代支
部長は元図鉄総裁の長崎惣
之助氏と聞いております︒
又前支部長金谷勇氏は設立
当初から東京支部の発展の
ため轟力され支部長在任期
間も三十数年に亘りました︒
その長年のご功績に対しま
して︑ここに深甚の敬意を
表します︒さて東京支部は
東京都及び其の近県に居住
する卒業生︵職員を含む︶
を会員としており現在会員
名簿に登録されている方々
は約七百五十名です︒しか
し東京地区には数千名の同
窓会員が居られるはずです︒
当面は一千名をメドに会員
名稗を補充いたしたく考え
ており︑日下各年次の東京
地区同期会名簿の提供を依
斬中であります︒私は故里
秋田を離れて三十数年にな
りますが︑秋田県人として
の誇りと郷土秋田を愛する
気持を忘れておりません︒
仕事等を通じ数多くの方々
と接してまいりましたが︑
秋田人は人柄︑人情の深さ
等々日本一と自負しており
ます︒母校も二年後は創立
百二十周年を迎えます︒全
図屈指の伝統校東京支部の
更なる発展に微力乍ら努力
する所存です︒

ているもので⁚今回は三回
目の記念表彰であります︒

このたび︑石井直明氏
︵経法大附高講師︶が永年

祝

︑ ＼

悼
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t

︵判明分・敬称略︶一

●

昭更S讐秋田市3・7

嶋崎 工︵S竺五城目町3・10

小西松治郎︵T誓六郷町3・10

加藤 二郎へS竺秋田市3・9

渡辺孝之輔︵S7︶秋田市3・9

菊地養之助︵S5︶∫i城‖町3・9

熊谷与四郎︵Sll︶秋田市3・9

渡辺 忠︵S37︶秋田市3・9

武田 基︵S6一秋田市3・8

中村 健一︵S11一秋田市3・8

成田 耕造︵T11一秋田市3・8

畠山 太郎︵Sll︶八郎潟町3・8

佐藤 直樹一S竺秋田市3・7

奈良 園 S9一秋田市3・7

紐 高三郎へT誓飯川川町3・7

池田

古田 守︵S18一秋田市3・7

阿久津正子︵S竺仙台市3・7

竹田 達郎︵S10一秋田市3・6

工藤 幸助︵T誓神戸市3・6

神田 孝一︵T誓西宮市3・6

花岡 省道︵T誓秋田市3・5

茂木松次郎︵T誓茅ヶ崎市3・1

哀

慶

I

の功折が認められて︑晴れ
の受賞となりました︒

▼．

れ︑お二人の二高時代の恩 石井直明氏︵S20④卒︶
師として土井晩翠氏がおら
日本セラミックス協会
教育功績賞を受賞
この貨は︑セラミックス
産業並びに教育の発展に尽
力され功績のあった方々を︑
協会が十年毎に表彰を行っ
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伺いすることのできた校歌 れて⁚秋田高校には誇るに
ができるまでの貴重な逸話 足るべき﹁校友会歌﹂ と
を︑このようなつたない文
﹁校歌﹂が残されました︒
章でではありますが︑何と この餞倖にも心から感謝し
かまとめ挙げることができ ながら稿を閉じさせていた
ました︒今村翁には心から だきます︒
感謝申し上げたいと思いま
す︒間もなく秋田高校も創 1就任の抱負・所感
立百二十周年を迎えること
東京支部長 朝倉俊夫
になりますが︑私達は同窓
のきずなを﹁校友会歌﹂で
確かめ合い︑﹁校歌﹂の一
節を口ずさむことで︑秋田
中学・秋田高校をわが母校
と呼ぶことのできる誇りと
喜びとを幾たびとなく呼び
覚ましてきました︒かつて
の秋田中学に︑古村精一郎
先生がおられ︑その教え子
として今村久吾郎氏がおら

前の宿泊と十日分の経費負
担︑試合に負けると翌日お
帰り︑朝十時半に出発の一
行を東京で迎え︑東京駅で
朝食を出し日劇を見物させ
て夜の六時頃在京の同窓仲

ろ御世話になった︒
雄︑佐宗金太郎︑吉成一郎
同窓会の支部運営中に二 先輩︑加賀谷等一郎︑宇佐
度母校の野球部が秋m代表 美︑木村元治君達がよく助
となり︑甲子園の全国大会 けてくれたから出来たもの

部を造ったことを今でも時 間八十名位が加わって歓迎
折思い出す︒
会︑大いに慰労してやり上
やがて東京に同窓会支部 野駅迄送るのが十時半頃だっ
秋田の山の中で育った私 を結成することをきめ︑支
た
︒
祝
賀
会
に百名位の招待
は中学を出てすぐ東京の大 部長に国鉄の総裁長崎惣之
状
を
出
し
会
員を集めること
学に入った百姓育ちであっ 助先生をお迎えし︑国鉄の
は
大
仕
事
だったが︑仲間は
ただけに東京の大先輩の町 若い部長の橋本錬太郎先輩
よ
く
力
を
併せてくれて実行
田忠治︑田中隆三先生の立 に参加してもらい︑よく文
出
来
た
こ
とだった︒
派なお二方に摩目にかかっ 部省の大沼洋美先輩等と長
そ
の
三十年間位支部の運
た時は心から敬服した︒し 崎支部長におねだ︒して国
営
を
や
りとげたのも今思う
鉄から映画をお借︒した︒
と
不
思議な程でした︒よく
時折おねだりして支部運営
仲
間
の協力を得たことが有
を願ったことも思い出され
り
が
たいことだった︒
ます︒物心両面からいろい
東京では︑土井︑佐藤文

かも御二方を御紹介下さっ
たのが蒼々たる県人である
砧堂徳治先輩︑田口先輩の
御二万であった︒それだけ
皆様の手前︑県のために姦
さねほならぬと思ったほど
だった︒
そのころ一︑二年のうち

出来た友達も今思うとすぐ に出場することになり︑本 だった︒最近ここ数年同窓
れた仲間の人達だった︑仲 部の要望を受けて東京支部 会会報を年三回本部が作成
の良い友達となるにつれ︑ も募金に力を入れて協力し してくれるので助かってい
私にとって十二分に楽しく た︒全国大会出場は名誉な るが︑その前は県の先粟が
大学生活を味わうことが出 ことと仲間は誇りとした︒
新聞を出してくれたのも印
来た︒新宿で酒交す﹁バー
全国大会出場選手五十名︑ 象深い︒鷲尾よし子先輩の
秋田﹂は大坂志郎先縄の母 応援が六︑し十名その人達 御協力も忘れられないこと
親の店であった︒時折田か の旅費︑宿料を同窓会がも だっ士と追憶して感謝して
けた数人の仲間とはよく議 つだけに大変でした︒試合 いる︒
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伊藤圭右衛門

代表取締役

工藤英夫

片谷信一

薬剤帥

長

陀

代表J綿音役

高堂酒店

院長

赤いクスリや薬J．．1

洒・たばこ

好きですアキタ！
（有）赤坂酒店

（医川用1会天神巨通病院

秋川鈷某処
川湖洋某J ・連盟会H
株式会什 勝 目
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秋高同窓会だよ
（2）平成4年1月10日

それぞれ語られた︒その中
出席者は次の通り
で皆から異口同音に︑本年 ︵東京︶斎藤善次郎︑︵大
阪一佐藤栄司︑︵宮城︶鈴
木光義︑︵酒田︶ 三森福治︑

の母校野球部の甲子園での
大健闘が讃えられた︒更に
先刻配られた欠席者の椚息 ︵秋田︶安倍興︑相沢謙一︑
を話題にしたり︑︑このた 伊藤彰︑伊藤武雄︑石井正
びの台風の残した爪跡の大 雄︑加藤久三郎︑金沢英治︑
きかったこと︑それにつけ 佐藤岩雄︑桜田正吉︑佐山
お互いがこうして参加出来 秀武︑塩田維次︑槻井太郎︑
た幸を喜び乍ら︑盃を酌み 本間善次郎︑松葉重敏︑宮

水戸l高知道会総会

交し合い︑話は轟きること 崎政二和賀茂︑藤本儀二
なく続いた︒

に出席して
参与 桜谷吾朗

して謝辞を述べられ︑たま
今年は三回日で︑派遣先
たま前日拝見した︑茨城新 はイソドネシア ︵ジャカル
聞創刊百周年記念事業の桃 タ・ジヨグジャカルタ・デ
山大観名作展にふれ︑一時 ソバサール︶︑期間に夏休
本校に籍を匿いた秋田出身 み期間中を利用して十三日
の寺崎広業が︑大観ととも 間︑派遣人員は男子生徒八
に岡倉天心を中心に日本美 名︑女子十名で︑総会では
術院を設立したことや︑浦 代表として女子三名による
湘八景などの話しにもふれ︑ 報告が行われた︒学校訪問︑
こんなところにもご縁のあ ホームステイ︑青年海外協
ることを述べられた︒
力隊との交流など︑若者の
型通り議事は進行し︑こ 感覚で捉えた発表は印象的
の度は会則の一部改正が上 であった︒

∵望虔

日

口

ロ

など拝見できたのは幸いで たあと︑大観幹事の司会進
あった︒
行で開会︑まず同期物故者
総会前日午後には︑江戸 に対する黙商を捧げた︒つ
時代の庄屋居宅﹁山篠目照 づいて菅原代表幹事から母
沼家﹂ や国営常隆海浜公園 校野球部の夏の甲子園出場
周辺を案内していただくな に伴う協力に対する謝辞と︑
ど︑知退会の役員の方々の 近づく創立百二十周年の記
ご配慮︑ご厚意に深甚なる 念事業への協賛依頼のこと
謝意を表し報告とする︒
ばがあり︑大槻幹事から会
務・会計報告があって型通
秋田駅頭で
セレモニーを終了︒
和やかに交歓 りの
森山勇一郎君の乾杯音頭
秋中五十一期︵昭和13年 で開宴にはいる︒欠席者の
近況報告なども披露され︑
綺麗どころのお酌でお酒も
弾み︑学生時代の武勇談や︑
戦争の思い出︑果ては健康
・趣味談議︑孫の自慢話な
ど話題は轟きない状況であ
っ
た
︒
やがて準備しておいたテー
プで校歌・校友会歌・応援
歌が流されると︑期せずし
て全員が斉唱︑しばし若き
日の感懐に浸った︒
七十の坂を越した面々と
て︑無理をせず健康で来年
の再会を約し︑八時頃には
とっぷりと暮れた街に家路
を急いでいった︒
当日の出席者は次の通り︒
安東誠︑石田秀二江見
喜代彦︑大槻家静︑小松義

邑】
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日 囚 町 田

︻H田

総会を終り︑場を変えて 卒︶ の同期会は恒例の十月
程された︒その内容は︑会
員の年会費︵二千円︶ の納 立食形式で懇親会に入り約 第三土曜日︵十九日︶ に︑
入と︑事務局長を会員また 二時間交歓︑最後に一中︑ 秋田ターミナルホテル四階
は母校勤務経験者から全長 水戸一高の校歌を斉唱︑秋 ﹁ぷなの間﹂ で開かれた︒
が任命して置くことの二点 高と水戸一高のエールを交 定刻四時までに元気な姿を
である︒
換して閉会した︒
見せた十四名は︑お互いに
翌日︑水戸知退会幹事長 久閥を喜びあい︑校章旗を
年会費については︑これ
バックに記念撮影を済ませ
まで︑卒業時納入金︵五千 外岡 仁氏の好意により︑
円︶ は終身会費として扱わ 茨城新聞社を訪問︑茨城秋
胞︒
れていたが︑これを入会金 高会設立の記事に謝意を表
として年会費は五年間免除︑ し︑今後のご交誼をお願い
その後は年会費を納入する した︒
更に笠間市に案内してい
ことに改められたもので︑
本会より一歩を先んずるも ただき︑笠間稲荷︑芸術の
ロ間聞山
のと評価した︒
村︑笠間焼の窯元など見学︑
知道会の目玉事業は︑創 たまたま月曜で休館であっ
たが︑日動美術館や陶芸家
として名をはせた北大路魯
山人のアトリエを鎌倉から
移築した春風万里花のお庭
立百十周年を機にして設け
られた﹁在校生志気高揚資
金﹂ による在校生の海外派
遣である︒

二四1二五五一
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較して︑恥しいことのない
ように︑一同努力しようと

来る創立百二〇周年記念の
募金活動では︑他年次に比
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二〇四の会例会として母校
秋中二〇四会
同窓会の動きについて報告
と き平成3年相月25日
がなされた︒
ところ栄太楼旅館
北林照助氏が去る六月︑
県議会議長に就任・その祝
賀を兼ねて︑平成三年度同
期会が︑同期生三四名田席
のもとに開かれた︒祝賀会
と云うので︑東京・北海道
在住の同期生からも祝電が
寄せられた︒会は一部−祝
賀の挨拶・そして北林君か
ら︑議長就任の挨拶と︑心
境が語られた︒秋高0・B
の県議が十二人になったこ
と︑しかし0・B国会議員
は不在・また議長席に座っ
て居ると視線を何処に向け
るかで非常に苦労があり︑
眼が疲れる等々興味ある︑
挨拶であった︒二部は秋中

一︑柴田均一︑進藤一雄︑
菅原繁雄︑鈴木哲郎︑高安
泰助︑平野伸治︑宮崎金一︑
森山勇一郎︑横江剛一

昭和三七卒
首都圏同期会開催

星人

院

1

滑

■

／

尖．

院

首都圏在住の昭和37年3 藤
斎
月秋高卒業生の同期会を次
のように開催しました︒
日時 平成3年10月18日

テルアネックス

場所 東京︑新橋第一ホ

今度の同期会は︑東京を
始め近県から約30名の出席
者がありました︒中には遠
く︑秋田からの出席者もあ
り︑また2名の女性の方の
出席者もあり︑大いに盛上
がり︑かつ色彩りを付けて
下さいました︒
秋の一夜︑出席者は︑高
校時代の思い出や現況など
に話の花を咲せ︑一段と旧
交を深め︑談笑を楽しみま
した︒
最後に︑平成5年の秋高
創立120周年記念への協
力と︑昭和37年3月卒業生
の卒業30周年を記念して︑
明年︑再び皆で集うことを
約して︑この殿賑な会を御
開きに致しました︒

の声もあった︒今回は︑東
京から佐川悠三君がわざわ
ざ出席されて︑約半世紀ぶ
りの︑ご対面を楽しんだ人
も多数居った︒その他佐々
木銀一君もしばらく振りの
出席と言うので︑佐川君と
共に︑ご挨拶をお願いした︒
以上の外に当日の出席者は
小柳・小棚木・工藤︵敏︶
神威・河田・金田・加賀谷・
石橋・石塚・石井・仲様隆・
渡辺作用
渡辺一大・山中・宮越道・
三浦義幸・三浦逸・松橋昭
吾・日野・野手・根本・手
塚・田村義春・竹内育・高
松・高橋晃二・進藤昭次・
庄司・平塚・近間
であった︒次回を楽しみに
散会す︒
︵山谷記︶

利鞘組出町↑家の後

TlH−01千日（・1：り：‖05

昭五会の記

の後各位の現況と所感が︑

姉妹提携を結んだ水戸一
高知遇会が︑十月二十七日
︵日︶午後一時より︑﹁サ
ソレィク水戸﹂ で開催され
た︒
ご招待をいただいたので︑
会長代理として小玉得太郎
副会長そのお供をして私も
出席した︒
出席会員は約一三〇名と
盛会で︑私たちの他︑来賓
として水戸一高の奥村義栄
終りは懐かしい校歌︑ 校長︵組織上は顧問︶も出
﹁天上遥かに﹂を五番まで︑ 席学校の現況について報告︑
殆んど暗諭で歌い上げ︑午 ついで小玉副会長が挨拶に
後五時半︑来年も元気で再 立ち︑まず本校野球部に対
会することを期して散会し するご芳志と︑茨城秋高会
設立に当つてのご協力に対
た︒

1◆n

TEL

（S31卒）

長

陀

彰

斎藤

滑川五郎

隆

伊藤

秋田気象台始まって以来
の︑風速五十一・四メート
ルというすさまじい十九号
台風通過の翌々日︑九月三
十日に我々は千秋会館で︑
昭五会を開いた︒
開会に先立ち︑本間幹事
が今回の出欠者の便りをま
とめ︑自ら﹁ワープロ﹂を
打った﹁何か一言﹂が配ら
れた︒
今年は︑大阪より初参加
の佐藤栄司兄と県外よりの
常連三氏︑それに県在住の
十七名を加えた二十一名の
参集であった︒
午後三時に開会︑記念撮
影︑物故者追悼の後︑本間
氏より会務その他の報告︑
つづいて塩田同窓会長より
同窓会の近況説明があり︑

東京昭五会
︵春の例会︶の記

抜けてきた仲間達の年一度
その健在を確め合い同期会

をバックに記念写真︒串で
の
あ
と
︑
秋
高
同窓会総会へ
第四十九期︵昭和十喜度︶
次の会場新宿セソタービル
出
席
し
た
の
であるが︑なん
秋田中学入学六十周年
地下一階の串ライオソ安具
と
最
多
出
席
のことで︑塩田
記念の催し︒
楽で会食︒・午後四時すぎ校
会
長
よ
り
賞
訳のお言葉をい
歌を斉唱し次の再会を約し 昭和六年当時来根小屋町に
た
だ
き
︑
幹
事当番としての
解散した︒出席者 斉藤善 あった旧校舎に入学して︑
面
目
を
果
したことになった
次郎・深井正二・国井時雄・ ちょうど六十年の記念すべ
次
第
で
あ
る︒
渡部豊治・平川栄三・斉藤 き年度を迎えた︒偶々秋高
次
の
級
友の集りを報告し他
直一・小林賓・鈴木光義︒ 同窓会の催しの当番幹事の
の
同
期会の発展を祈念して
桜田亮直︑菊地壬子即︑清 筆頭年次に当ったことから︑
や
ま
ない︒
沢書助の三氏は欠席した︒
八
月
二
十
五
日
秋
高
同
窓
会
総
佐藤民活・石田正・渡辺
会の日時に合せて︑同期会
純一郎・高堂五郎・高田年
を催すことにした︒
郎・佐藤淳治郎・須貝作郎・
昭和六年と言えば満州事変
倍凹昭・目黒武士男・水谷
がぼっ発した年でもある︒
勝
一・小川宇一郎・伊藤啓
一・市川 稔・佐藤俊一・
た因縁深い同級生の仲間達 小野静男・菅生正雄・伊藤
であった︒︵この年はあの
事務局は秋H市寺内学蛙椴
二・二六事件があった︶
昭和の激動の荒波をくぐり 三八〜二四 伊藤 韓宅
入学当時二百名余の同期の
仲間も古希を過ぎた今日︑
物故者も百名を越す高齢者
社会の一員となりつつある︒
白亜の校舎に入学してから
奇しくも昭和十一年この校
舎の最後の卒業生とむなっ

−■一一一▼二コ

−1−
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長

抹

高橋豊彦
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塚本三郎（S20．個）
塚本 高（S5咋）
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長

伊藤1−川卯、拝し医院

専務取締役

安川火災池上保険㈱

⑧加商高砂生 軸前品昌i

［

昭五会︵昭和五年卒︶ は
秋田では毎年開催されてい
るが︑東京でも在京の有志
が毎年開催していて今年は
四月二十日︑春の例会が桜
花爛漫の新宿御苑の花見を
兼ねて開催された︒毎回の
世話役は斉藤善次郎・深井
正二・国井時雄の各氏︒仙
台在住の小生は秋田へは毎
年︑東京は都合のつく限り
参加させてもらっている︒
御内はソ聯大統領の来苑予
定のため︵来苑されなかっ
た︶塵一つない萌黄の美し
い芝生︒見事に咲いた八重
桜．の大木︒日本の並木の親
といわれる百五十米続くプ
ラタナスの並木︒台湾飯等々

堕竺竺四感肥翔

△

第 36 号
秋高 同窓会だ よ り
（3）平成4年1月10日

t − ′
■■■▼

神居

隆

卒業三十周年

佐藤卓彦

を果たし︑優勝することが
できた︒その時の嬉し涙は
絶対忘れないだろう︒
全力を尽くし︑最高のプ
レーをしよう︑という目標

次同窓会長の祝辞のあと記 も︑京都北嵯峨との対戦で
念撮影を行い︑恩師への花 劇的な勝利を収めた瞬間︑
束贈呈の後︑町田与太郎先 第一回で京都二中に敗れた
生の乾杯で大懇談に移った︒ 一日のことが鮮やかに浮び
畑沢潤一先生他恩師の先生 上ってきたに違いない︒鳥
方の一言スピーチや︑東京 羽クラブの大槻氏も和賀氏
36会の長谷山律子君他遠路も︑両校の絆が甲子園を通
県外から駆けつけて久しぶ じて一段と深くなったと述
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◆柔 道
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印刷機材の総人目ディーラー

代表取締役

佐藤

博

︵S利率︶

か並木クリニック

秋川保㍉野郵便局

長

〒010秋川市哩㍉野中即しノ川・ハ
電話 ︵ロ．八八︶ 脚九六．⁚

︵S41卒︶

鈴木一哉

局

並木コンタクトレンズセンター

一事務局だは刃

◆同窓会事務の効率化を図
るため︑事務局にFAXを
入れました︒番号は電話番
号と同じく三二局九五五三
番です︒ご利用願います︒
◆年次名簿委員と募金委員

●

l ︳ 一 t r l ヽ こ ▼ ご l

患蒜っ

8

行
財政苦会

25 通常総会
9・9

近畿支部総会

茨城県支部設立総会

25年次還暦記念同期会

一二〇周年施設委員会

広報責会
一八会総会
札幌支部総会
営林局支部総会

追分三叉路会支部総会
西仙北支部総会
知道会総会

一二〇周年名簿・募金

36年次同期会
合同責会

湯沢雄勝支部総会

一二〇周年行事菅只会

本荘・由利支部総会

一二〇周年校史香只会

岩手県支部設立総会

∬裾蝕佐藤商事

が決ってない年次がありま
工の総理と︑宮沢喜一のヌー りの方々の感動のスピーチ べている︒
す︒
ドは︑どちらが実現可能性 が続き︑級ごとにセットし
インタタ﹁ハイ
があるか﹂という生徒の質 た席もいつの間にかくずれ︑
早急に決定して︑事務局
問には︑やんやの喝采が湧 30年ぶりの顔を見つけて名 軽重量級三位 安田大介 までお知らせ下さい︒
刺交換をする光景があちこ
いた︒
この度御陰様で︑全国大 ◆年次会費・役員会費未納
最後は小玉得太郎同窓会副 ちに見られた︒
会三位入貨することが出来 の年次・役員の方は︑取り
会は同窓会百二十周年へ ました︒これも皆様方の暖 急ぎ納入下さるようお願い
会長から祝辞とコメソトを
の力強い協力を苦い合い︑ かい応援があってこそ実現 いたします︒
頂いて締めくくった︒
続いて五時から︑秋田温 校歌︑校友会歌の斉唱で幕 したものであり︑本当に感
泉郷さとみ温泉で開かれた を閉じたが︑一同さとみ温 謝しております︒
卒業30周年同期会には︑同 泉に泊り︑夜を徹して旧交
自分としても上位入賞な
窓会長︑校長︑恩師など十 を温める者あり︑川反に繰 どということは意識せず︑ ▽だより三十五号で報告後の会
名の来賓の他︑百十五名の り出して︑同日行われた北 まずは予選リーグを突破し︑ 務は次の通りであります︒
会計監査
同期生が参加して盛大に行 高あげまき会の36会30周決
年勝トーナメソトに進出す
当番年次打合せ会
われた︒
の流れの方々と︑しめし合 ることだけを考え今回の大
一二〇周年総務委員会
坂本哲也君の司会のもと︑ わせて︵？︶合流する者あり︑ 会に望みました︒
硬式野球部甲子園出場
物故者への黙とう︑石川清 夜の更けるのも忘れ肩を組
決勝トーナメソト一回戦
激励会
治君の代表幹事報告︑照井 み︑杯を酌みかわす者あり︑ の相手は奈良県正強高校︒
常任理事会・理事全
清司君の実行委員会長挨拶・
なごりの尽きない楽しい一 奈良県といえばレベルが高
知道会員来秋懇談
く︑前日︑天理高校が団体
室田弘校長・謝辞・lk川雄 日であった︒
四八年次同期会
優勝を決めています︒そう
四三年次同期会
球の重み︑というものもい いうこともあり︑胸を借り
男鹿支部総会
やというほど味わった︒
るつもりで全力で終始攻め
26年次卒業30周年記念
この大きすぎるほどの貴 続け﹁優勢勝ち﹂すること
同期会
重な経験と教訓を忘れずに が出来ました︒
今後も努力を重ねていきた
しかし︑世の中そんなに 8・20 同窓会だより第35号発

鱗を見せた︒日本の政治思
現役を合わせ総務34名の懇
想の流れ︑氏が秋高生時代
親会になりましたが︑OB
S36全卒業30周年を記念から政治に興味を持ち続け
と現役が合同して新しい酢
卒業30周年を記念した︑ 現在に至ったこと等︑高校
で同窓会支部を運営してい
くことが総会で決議された 36年卒業同期会が︑十一月 生に判り易すく感銘深い講
こともあり︑例年以上に雰 二日に秋田市で開かれた︒ 演であった︒
当日はまず︑十時から母
講演後︑生徒との質疑応
囲気が盛り上がり︑最後に
校歌を斉唱して散会しまし 校にて︑どん帳袖幕の贈皇 答があり︑特に︑﹁宮沢リ
式に引続き︑全校生徒︑同
た︒
窓生を前に︑湊昭策君の司
会で︑東大法学部教授の佐々
木毅氏 ﹂期生︶が﹁日本

部長

〃
総会後の懇親会には︑来
賓に塩田同窓会長︑高橋教 越前 栄二 ︵昭和28年卒︶
頭先生︑営林局から西村総 事務局長
務部長をお招きして︑OB・ 吹浦 忠充 ︵昭和33年卒︶

◆硬式野球

主将

して秋高に何か新しい風が
吹いたようで︑﹁やればで
きる﹂が本当のところだな
などと思い直して秋田に帰っ
てまいりました︒

い夏でしたが︑野球部︑そ

の政治の過去と未来﹂と屈
して講演を行った︒﹁政治
平成3年度秋田営林局高
校同窓会支部総会が︑10月
改隼は政治家の品質管理の
19日秋田市の弥高会館で開
問題である﹂と論評︑今売
催され︑2年度の事務報告・
れっ子の政治家評論家の片
決算報告のあと3年度予算
を決定しました︒
10年前には︑70名近くも在﹇新役員﹈
長
籍していた我が会も︑新規 会
採用者0に加え年々退職者 佐藤 昭 ︵昭和35年卒︶
が増え︑現役は33名の会員 副 会 長
となってしまいました︒
加藤
弘 ︵昭和27年卒︶

秋田営林局支部
総会概要報告

＿幸
この度の甲子園出場に際
甲子園
しましては︑同窓の皆様方
2 6 年 ぶ り ベ ス ト 川 進 出の暖かい御声援をいただき
まして︑まことにありがと
二回戦
うございました︒県予選の
秋 田 4−3 北嵯峨 一回戦から球場に足を運ん
三回戦
で下さり︑選手一人一人を
秋 田3−4大阪桐蔭 熱い視線で見守っていただ
きました︒最終回が終り︑
スタソドの皆様方の所へ挨

を持ち大阪入りした︒公式
練習︑抽選会開会式と︑す
べての事が印象深く頭に残っ
ている︒
心配した暑さも︑それほ
どではなく︑皆体調万全で
二回戦の北嵯峨戦に向かっ
た︒九回に追いつかれたも
のの︑緊迫した試合でよく
錬り勝ったと思う︒そして
校歌を二十六年ぶりに歌え
たのがうれしかった︒

いと思う︒
うまくはいかず︑準決勝で
r鳥羽クラブ﹂から
無情にも主審の手は相手に
﹁76年ぶり︑秋田︑京都 上がりました︒
勢に雪辱﹂という見出しで︑
進学校であり︑勉強との
八月十三日の朝日新聞関西 両立に絶えず苦労をし続け
版に︑京都二中OBから︑
た三年間ではありましたが︑
矢留クラブの前会長和賀政 ﹁やれば出来る﹂という気
男に︑祝電が寄せられた記 持ちを持ち続け︑テーマを
事 が 掲 載 さ れ た ︒ 電 文 は 与えられ︑それに最大限努
﹁鳥羽︑悲願ならず︒不日︑ 力していったのが良い結果
甲子園にて対戦を夢みる﹂
に結びついたものと思われ
で︑秋田高校が山場を決め ます︒
中学時代︑全国・東北大
た日に打電された︒奇しく
会どころか全県大会にも出
場出来ず︑素質もない自分
をここまで育ててくれた先
生︑並びに皆様方には本当
に御世話になりました︒こ
れからも︑我が校のモットー
﹁文武両道﹂に一歩でも近
づくべく努力していくつも
りであります︒

〒0川秋lltlli人町51日4−28
Tl：L O188−6・t−1161；

甲子園に行こう︑これが
我々秋高野球部の目標であっ
た︒しかし︑春先のチーム
状態は最悪︒これで勝てる
のだろうか︑という不安は
あったが︑甲子園という確
固たる目標があったので︑
苦しい時も頑張れたと思う︒
四月︑六月の合宿を経て︑
チームは自信と意欲をもっ

暑さも敵になった三回戦
の大阪桐蔭では菅原の踏ん
張りでまたも緊迫した競り
合いとなった︒勝ちは逃が
したものの最高の試合がで
きたと思っている︒
二試合を通じて︑自分連
の実力以上のプレーを甲子
園というものがさせてくれ
たような気がする︒また一

（S′11牟）

拶に走り寄る度に熱いもの
が胸の内より沸き上がって
きて︑何よりの励みになり
ました︒プラウソ管の前で
応援していただいた方々へ
もこの思いが伝わってくれ
たものと信じております︒
選手連は純真に一戦一戦を
大事に︑今日で終ることに

て夏の県予選に臨んだ︒
﹁一戦一戦︑一球一球を大
切に﹂というテーマをもっ
て戦ったのがよい結果を生
んだ最大の要因だと思う︒
そして︑決勝では我々の目
標の一つである﹁打倒経附﹂

東京郁多摩Ili桜ナl了車2日
TEL（0・123）74−6658
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悔いを残さぬ試合を心掛け
て戦いました︒そして見え
ない力に育てられ強くなり
夏を駈け抜けました︒短か

（S41牛）
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時計・メガネ・宝石
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愛川医院

軋理主
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