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新入会員への記念品
携帯用目覚し時計

秋田高等学校同窓会
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﹁趣意書﹂ ﹁払込用紙﹂
﹁宛名ラベル﹂等は︑準備
のできた年次から一月二十
日頃を目処に年次募金委員
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との提案があり了承された︒
また︑記念品については︑
今年度から新規に検討する
年になっているので︑学校
の希望の物︵携帯用目覚し
時計一と企画委員会が検討
した物︵校歌入テープ︶の
うち︑価格・期日等で間に

合う品を差し上げたいとの
提案され承認された︒
︵期日の関係で時計となる︶

冒﹇□帝国缶

詰畠等自

募金活動始まる
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乗り物として利用するのは
自分だと云うことを若い人
たちに認識してもらいたい
ものだ︒人に対する思いや
りの心を育てるためにも︒

▼県内の自動車学校は︑例
年二月から三月は運転免許
の取得をめざす若い人がつ
めかける︒十八歳になった
ら車の運転免許を持つのが
﹁名簿・募金合同委員会﹂
第各年次の募金委員宛に発
あたりまえのような車社会
を開催し︑現時点で入力さ 送している状況であ︒ます︒
れている名簿の訂正方を各 まだ︑ラベルの出来てない 若い人が早く車を運転した
いのもよくわかる︒自動車
年次にお願いいたしました︒ 年次も相当数ありますが︑
その後︑十二月十二日に できるだけ急いで送るよう が遊び道具の一つと考えら
れているためかも知れない︒
﹁募金幹事会﹂を開き︑趣 にしたいと思ってお︒ます︒
なお︑昭和四年以前の年 ▼しかし︑県警察交通事故
意書・払込方法・時期等を
話し合い︑募金活動の開始 次および昭和五十年代後半 総合対策委員会が︑去年十
一月末に発表した中間報告
を一月下旬と決めて準備を 以降の年次については︑事
によると︑平成二年十月一
進めることとなりました︒
務局から直接会員個人に送
日から三年七月末日までの
そして︑訂正名簿が提出さ 付の予定です︒
二月以降︑年次募金委員 交通事故による死亡者九十
れ︑原簿訂正の入力ができ
六人のうち︑十六歳から二
た年次から順次発送という から送られた寄付依頼書に
より︑個人から寄付金の払 十四歳の若年者が二七・一
ことになりました︒
この決定にもとづいて︑
込みが行われてきておりま パーセソト二十六人となっ
事務局では趣意書の作成と︑ す︒二月末現在︑S19年が ている︒また︑このうち十
払込用紙について銀行や郵 最も多く︑他に7年︑9年︑ 五人は︑金曜日から日曜日
にかけて死亡しており︑レ
便局との打合せを行うなど 10年︑14年の方々から納付
ジャーとしての楽しいドラ
諸用紙の印刷を進めてきま されてきております︒
特に︑十年卒の小熊良貨 イブが一転して悲惨な結末
した︒
一月下旬には宛名ラベル さんからは︑十年次の同期 へとなったことも伺わせる︒
も数年次ずつできてきまし の集りがあった時に︑納め ▼若者の運転適性検査では
たので︑一月三十日に昭和 て下さいと言って金十万円 ハソドル操作は素早く正確
五年次から発送を開始し︑
を募金委員に託されたとの 性に優れている︒運転機能
以後︑順次ラベルのでき次 ことで︑まだ︑募金態勢も 測方警戒反応︑連続緊急反
整わない十二月のうちに納 応︑警戒力などは優れてい
付され︑寄付者第一号とな る︒しかし︑こうした優れ
られました︒心からお礼申 た面が︑自信過剰やスリル
を求めての無謀運転につな
しあげます︒
次に︑各年次から寄せら がりやすいと報告している︒
れる﹁つとい﹂ の原稿をみ ▼若者の死亡事故の原因で
ていると︑それぞれに母校 は︑スピードの出し過ぎが
の別立石．一﹁周年を賛える もっとも多く︑次いで前方
気侍と︑記念事業に対する 不注意︑飲酒運転︑安全速
協力の意志が強く表わされ 度違反などとなっている︒
ており︑本当に有難く感じ スポーツタイプなど格好の
ております︒
いい車とその性能︑運転技
この栄ある年に会する同 術を見せたいなどによる無
窓の皆さんには︑年次をあ
謀運転が死亡事故を引き起
げて御協力をいただき︑記
こしているほか︑同乗者が
念事業が滞︒なく︑成功裡
それを煽りたてている傾向
に終ることのできるよう︑
強く念ずるものであ︒ます︒ も見られるとも指摘してい
る︒
最後に︑近いうち同窓会
▼車は︑人間が運転するも
だよりの﹁百二十周年特集
の︑車を兇器とせず安全な
版﹂を発行の予定ですので︑
その節にまた︑募金につい
ての連絡ご報告をいたしま
す︒

こ〟を会場に持参していた
たきました︒
久しぶ︒に本物の郷土料
理を味わい参加者一同は︑
それぞれ懐かしい感慨に浸
ったことでした︒
何かと杓子定規になりが
ちなこの世の中で︑お互い
に生まれ育った共通の郷里
の出身者の集︒というのは︑
心を和やかにし︑すんな︒
とお互いにうち解け合える
ものだと思います︒
これからも︑あまり堅苦
しい集まりとしてではなく︑
お互い︑気軽に集まれる︑
オアシス的な会として︑発
展させてまいりたいと一同
考えているところです︒
最後になりましたが︑母
校の今後益々の発展を祈念
いたします︒

︵川口 眞S47記一

︵事務局長 伊藤守一︶

寄付第一号は︑小熊︵SlO卒︶さん
百二十周年記念事業実行
委員会では︑平成二年度よ
り小委員会を設けて︑事業
の検討や準備を進めてまい
りましたが︑これら事業の
④現在10年次代から50年
次代まで︑各十年次の中か 裏付けとなる財源の確保で︑
募金についても種々検討を
してきました︒
理事会・総会で承認を得
た﹁目標額一億円﹂をもと
に︑募金対象や方法︑時期︑
特に年次別目標額の決定な
どについては︑数回の会議
をもちまして原案を作るこ
とが出来ました︒
総会後︑各年次に募金委
員の推薦をいただきこれを
決定し︑募金活動は年次ご
とに実施していただくこと
にな︒ました︒
募金活動を円滑に行うた
めには︑まず︑名簿の整備
が第一に取︒組まなければ
ならない仕事となります︒
そこで十一月十一日に

に腕によ︒をかけて作って
いただいた〝かすへ〟 〝がっ

市内八幡町の居酒屋﹁あら
まさ﹂から︑おかみさん等
2名︵いずれも秋川県出身︶
に︑わきわきこの日のため

いただき︒大変なお骨折︒ に分析した︑大変格調高い うことで︑大いに喝采を浴
をいただきました︒
お話をいただきましたし︑
びておりましたし︑他のお
また︑学校側︑同窓会側 また︑高橋教頭先生からは︑ 二人も︑知的抑制の行き届
との連絡調整については︑
最近の学校関係の新しい情 いた︑良妻賢母という言葉
池田和男氏︵S42︑元応援 勢をつぶさにお話いただき にふさわしい方々で各テー
団長︶ にお願いしました︒
ました︒
ブルに呼ばれ︑人気を博し
設立総会は︑保坂氏の司
遠く秋田を離れている者 てお︒ました︒
会で行われ︑佐藤氏から経 にと︒まして︑郷土秋田が︑
元応援団長が︑お二人
︵前述池田氏と川合厚彦氏
そして母校秋高がどのよう
︵S型︶もおり︑校歌と︑
な変貌を遂げているのか︑
大いに興味をそそられると 校友会歌の2曲を歌い︑エー
ころであり︑参加者一同熱一 ルを行いましたが︑未だに
心にお二人のお話しを聞い 大きく張りがあり︑年齢を
ていました︒
感じさせない立派な声は︑
いかにも会の しめ にふ
さわしい堂々としたもので
した︒
なお︑今l‖−特別に︑盛岡
過説明が行われました︒
支部長には︑出席者中︑
最年長にあたる佐々木順治
氏一S16︶ が選出され︑ま
た︑幹事長には佐藤氏が︑
さらに︑幹事若干名が選出
されました︒
当日は︑秋田から︑秋田
高校同窓会副会長の小玉得
太郎氏一S18︶ のご臨席を
いただき︑また︑学校側か
らは︑高橋克二教頭先生に
お出いただきました︒
小玉副会長さんからは︑
最近の秋田県の経済情勢等
をさまざまな角度から克明

懇親会では︑一人一人か
ら自己紹介をいただきまし
たが︑実に︑多士済済︑個
性豊かな面々がそろい︑和
やかな中にも大いに盛り上
がったところです︒
また︑女性の出席者が3
名あ︒ましたが︑澤藤嘉子
さん一S朋空 は︑秋高への
女性入学者の第1期生とい

みて︑同窓の皆さんに是非 に事務局から発送すると報 ら一年次ずつを出して︑当
番次制を設けているが︑こ
お知らせしたいと思ってい 告された︒
引き続き塩田会長を議長 れを複数年次にしたいとの
るとの挨拶がされた︒
次に︑事務局から十二月 にして議事にうつった︒案 提案があ︒承認された︒
なお︑平成五年度は特に
現在の会計と会務報告とが 件は①同窓会入会式につい
あり︑続いて︑企画・名簿 てであるが︑入会式は三月 三年次制にすることも合わ
委員会から今後の計画につ 七日︵土︶卒業式後十一時か せて承認された︒
④学校林についてである
いての報告がなされた︒更 らで︑新入会員激励の辞は
県議会議長北林照助︵S20 が︑校史資料館は木造建築
④卒︶氏︑進行は山谷浩二氏 の予定であるので︑学校林
︵S20④卒︶に依頼している から使用できるものを使用
︵代採︶ させていただきた
いとの提案され︑満場一致
で承認された︒
なお︑学校林については︑
林有地︵仁別部落︶ から市
林務課あてにいろいろの要
望が出されているとの説明
が事務局からあった︒

の目的を達成するよう頑張 に︑百二十周年の施設委員
りたいとの挨拶で開会され 会からは︑先に承認を得た
た︒続いて︑室田弘校長か ﹁校史資料館﹂︵仮称︶ の概
ら役員ならびに同窓会から 略設計図ができたので︑今
の学校への後援に対するお 後学校との連絡をとり︑教
礼と︑学校の近況報告など 育委員会ならびに県土木部
を話しされた︒最後に︑先 の建築許可を得るよう事務
日五城目町の今村久吾郎先 手続を進めていきたいとの
生︵T10卒一を訪ねて校歌報告があった︒最後に募金
制定の経緯をお伺し︑大変 委員会から︑十二月十二日
感銘をうけました︒機会を に開いた募金幹事会により

本年度第二回常任理事会
は十二月十六日︑三十五名
の出席者で弥高会館におい
て開催された︒
塩田雄次会長の同窓会へ
の役員各位の協力謝辞と︑
百二十周年記念事業の遂行
にお互の結束を固め︑所期

題字は塩田会長

昨年日月30日︑サンセーた当夜︑どうせであれば︑
ル盛岡において︑34名の出岩手に支部がないから︑こ
席を得て︑秋田高校同窓会 れを機会に︑支部を設立し
岩手支部が旗揚げされまし ようではないかとの話にな
り︑準備が進められていっ
た︒
元々︑少人数で年に数回︑ たものです︒
幸い︑佐藤基氏一S31︑
保坂真一氏︵S至を中心
に︑懇親会を開催していた 幹事長就任一が︑同窓会名
﹇醐ものが︑発展して︑このた 簿をもとに︑岩手県に在住
びの支部設立につながった する秋高出身者すへてをリ
ストアノブするという大変
鉾
﹇窯のです︒
田
きっかけは︑何といって 根気のいる作業を既にして
も︑昨年の夏の甲子園への おりました︒
配回
これをもとに︑各人に対
して︑設立総会の案内通知
を行ったものです︒
設立総会に至るまでの諸
準備は︑加藤惇氏︵S翌
が一手に引き受けて進めて

□ 出場です︒
︻HmSSO○○易
仕事をさぼって︑秋田ま
転
日■間脳
でバイクで決勝戦の応援に
轡ぺ 出かけ︑八橋球場から勝利
の速報をいれた︑某氏の帰
盛を待って︑祝勝会を行っ
日

を

事支部設立総会
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巴当番年次を＝年次制に 府立あ
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仕に一生を捧げたのだと思っ
ている︒でも涙がでてどう

山谷喜志夫君の死を悼む
昭和±年季 佐藤 民治
山谷君が亡くなった︒一 少年野球大会で仙北荒川村
境一現協和町一の朝日小学
月九日早朝のことである︒
校が優勝し︑その主力選手
彼には同窓会の年次理事も
やって貰っていたが︑この だった彼が秋田中学にスカ
数年来︑クラス会にも︑同 ウトされた模様り 勿論すぐ
に野球部入り︑秋中独特の
スパルタ猛練習の洗礼を受
けることになった︒そして
窓会にも︑彼の元気な顔を
見ることはなかった︒療養
生活を続けていると聞いて
はいたが︑ついに不帰の客
となってしまったのか二巌
情にたえない︒
彼の輝かしい球歴につい
ては︑野球部関係者から述
べられると思うので︑私は
同級生として﹁クラスメー

成四年度の
願状況について
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主力選手として︑彼の姿の
あったことは言うまでもな
ヽ
ー︶

はげしい練習の明け暮れ
に︑ひどく疲れていたらし

いて起こしたことも︑テス

く︑彼は授業時間中の居眠
りが得意︑しばしば︑つつ
トの時はサインをかわした
ことも︒

人の好い彼は︑名選手で

あっても︑決して高ぶるこ
とはなかった︒
あのスポーツマソ︑あの
頃健だった彼が先に逝く︒
人生無常というべきか︒一心
からご冥福を祈るものであ
る︒

北大・北大・東﹇大等の難
関大が減少した中で京大が

の選択は難しさを増してお
り国私併願︑私大専願者を
増加させている︒
出願先大学では東大・東

今年は上位層が薄く八〇 特性を生かした選択をした
〇点満点でと00点を越え 結果が上の表である︒
た者がL名︵秋田県十名︑
特に国公立大学の分離分
昨年本校二六名︶ にすぎず 割化が進み︑B日程大学の
数学B︑物理︑化学等の難 減少で大学受験の﹁一校受
化した事もあって国立難関 験化﹂が更に進む中で︑そ
大の出願を減らしている︒

一

出願にあたっては各種情
報を集めて検討し︑大学側
のセンタ1試験利用の多様
化に対応して生徒の学力の

21亘5
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院 塾一智

車旦1636
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潟 沢 屋l一都 立

都 学

師を悼む

昭和三十年季信太永次郎

元秋高野球部監督山谷喜
志夫氏の葬儀は一月十二日
生地の協和町開発センター
でしめやかに執り行われた︒
亨年L十五才︒
当日は室田校長はじめ学
校関係者︑氏の教えを受け
た矢留クラブ会員が多数参
列し︑その功績を讃えて最
後のお別れをした︒

自身︑球史に残る連続四
年の甲子園出場︑母校の指
導者として三度の奥羽代表
を果たした︒

ほとばしる情熱︑奇をて
らうことのないセオリーに
忠実な野球哲学は︑卓抜し
た指導力と相まって多くの
逸材を球界に送り出した︒
しかし︑氏の野球人生に秋
中在学時の故古村精一郎部
長の薫陶よろしきを得たこ
と︑又︑学生野球の父と称
された飛田穂洲の手解きを
受けられたことが預かって
力となったものと思われて
ならない︒
今クラブはかけがえのな

青山が増加しているが︑そ
のチャレンジ精神は由とす
るものの単に有名ブランド
志向の憧れ受験ではなく積
極果敢に挑んでこれを突破
して欲しいものである︒

厳しさを増す大学受験に
あって︑進路指導部では生
徒の進路意識の高揚や実力
の向上を図るため︑夏・秋・
冬の特別講座や論述・小論
文講座の開講︑進路資料の
充実︑進路相談室の活用や
進路講演会の開催等を行っ
て来ましたが︑今後なお一
層の充実に励み︑生徒の志
望達成に努めて行きたいも

のと思っております︒
各界で活躍される同窓の
皆様方の︑なお一層の暖か
いご支援とご鞭蛙をお願い
申し上げる次第です︒
︵進路指導主事
伊勢日出男一

い大黒柱を失った︒現役と
力を合わせ近い将来全国制
覇を墓前に報告し︑師の恩
に応えたいと思う

盲務局だより一

●

了こ ■了一

了■−
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●エ

▼・▲

了■

了一

平成三年度の表彰選手と
して︑主将の佐藤幸彦君が︑
全国の高校野球選手四十六

．▲

8

1

0

3

7

2

1

7

能代・山本支部総
会

4

秋田市役所羽城会
総会
二十六年次同期会
募金依頼書発送
広報委員会
県庁支部総会

︵判明分・敬称略︶

悼

民竺S讐大曲市3・11

套S5一茨城県3・11

▼エー lT▲ 三三≡ 了▲ i ・一

了▲

▼・一

了■

平成三年十l一月に行われ 名とともに︑在学中の文武
た千葉県我孫子市議選にお 両道にわたる模範高校生と
いて︑本校三十二年卒の栗 認められ︑表彰の栄誉に浴
原一旧姓畠山一洋子さんが す︒
めでたく当選されたという
ことを会員からお便りを頂
きました︒ご当選を祝すと
共に︑今後のご活躍を祈り
たいと思います︒
前号︵36号一哀悼欄でお
知らせした︑平成三年九月
死去の﹁中村健二さんを
S11年卒と記載しましたが︑
S44卒の誤りでしたので︑
お詫びして訂正いたします︒

﹇胤回胤門i生−且

●

●

▽だより三十六号で報告後
の会務は次の通りでありま
す︒
12・ 120周年施設委員会
企画委員会
120周年募金幹事会
常任理事会

1

4年

2

哀

政一S型秋田市3・10

藤川 幸蔵一S6一大阪市3・3

高橋

三好 功一一丁誓湯沢市3・11

長谷川仁市郎盲讐秋田市3・10

豊田

小国敬二輿S9一秋田市3・H

伊藤

鎌田 雄介一S誓秋田市3・12

薄田 伸僚一S61一秋田市3・12

加藤久三郎一S5一秋田市3・12
清水 通良一旧職旦秋田市3・12

石川 倉二一定警秋田市4・2

山谷喜志夫︵S11一協和町4・1
安藤 文雄一旧職員一秋田市4・1

（S31辛）

親友小国敬二郎氏を偲んで

学

古一

二月 山

増加し︑徴増した大学では
東京外語大・農工大・東京
医科歯科大等であるが︑こ
こにも出願先の選択にあたっ
ての苦心の跡が見える︒
また今年は医学部志願者
が多く秋大医の三九名がこ
れを端的に表しているが︑
推薦で七名合格しているの
で他の生徒もこれに続いて
欲しいものである︒
私立大学では︑早・慶・

▼

了

男鹿rIi脇本字向山18の6
TEL O185（25）3001

TEL（）188（：う：j）5215

澤田正司

菅原桧夫

㈱加藤組

フ

ル

昭和九年卒 大守 崇男

4

6

病気などすることも無かっ

3

0

9

にもならない︒私達の青春
は戦争に命を捧げた時代で
あった︒氏は二度応召︑関
東軍︑中支派遣軍と出征︒
戦後氏が中心となり︑戦没
同級生を弔う同級会をおこ
ない﹁海ゆかば﹂ ﹁秋田中
学校校歌﹂を戻して歌った
のは四十年も前なのに昨日
の様に思い︑小園君が﹁太
守一寸相談コアル﹂ のやさ
しい声がきこえてくる︒氏
の県︑市︑業界で役職の数
は五十をかぞえ︑その業績
表彰は二十三に及び︑勲四
等瑞宝章受章に輝やいた︒
偉大な小園敬二郎氏を同級

4

芸

2

5

191612

た勲四等瑞宝章受章者︑栄
太棲旅館主の親友小園敬二
郎氏の死去に私たち同級生
は大きな悲しみに涙した︒
昭和四年入学︑九年卒業︒

14

バ

㈱

生に持った昭九会の我等は ト山谷君﹂をしのびたい︒
氏を誇りとし︑大兄の志を とは言っても︑やはり野球
つぎ昭九会の団結と母校秋 を離れては彼を語ることは
田高校の充実の為に壷力し できないようである︒
昭和六年四月︑私はあこ
ます︒最後に奥様と御子息
が﹁苦しむことなく本営に がれの秋田中学の門をくぐ
一年生ながらサードの定位
安らかにねむりました﹂と り︑一年E組に編入された︒ 置を確保︒夏の奥羽予選で
おっしゃっておられました︒ その時私のとなりの席に︑
は楯山グランドに宿敵八戸
同級生一同心から大兄のご 私たちの兄貴株のように見 中学を迎えて︑これを撃破じ
冥福と栄太棲旅館の一層の える筋骨たくましい新入生 秋中チームは見事甲子園に
発展を祈念して親友小園敬 がいた︒それが山谷喜志夫 駒を進めたのである︒この
二郎氏を偲ぶ言葉とします︒ 君であった︒前年夏の全県 チームの中に︑新入として︑

14

24

仙北郡角館町雲然字山崎1 12−16
TEL O187（54）2013
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1

14

も﹁ヱナダ﹂とにこにこし
ていた︒私ども同級生﹁佐々
坊﹂ の愛称で親しさをこめ
て呼んでいた︒旧図書館の
売店の食パンや千種の氷水
など︑御馳走になった同級
生数え切れない程いた︒私
もその一人であった︒今思
うと育ちの良さが自然にそ
うさせたのだろうと思う︒
数え切れない程の役職を依
頼され席の暖まる時間など
ない多忙さが氏の健康を害
していったのではと思った
りもするけれど︑氏の人徳
がそうさせたのであり︑奉

15

大学入試センターの発表 学二六六校︶ の増加や進
本校の五教科六科目受験
によると︑受験者数四四五︑ 学率の上昇︵特に女子一等 者二九七名の平均点は五四
五〇八人で昨年より一五︑ がその一因をなしている︒
三点︵昨年五八二点一で三
センター試験の結果につ 九点の減であったが︑全国
いては昨年に引き続いて全 平均では約三〇〜三四点滅
国平均で大幅な低下が見ら と推計されているので︑こ
れ﹁センター試験の難化﹂
の結果については今後の残
が定着しっつある︒
された課題といえる︒
12

（S31卒）

（S31卒）

（S31卒）

47
51

一六七人の増加で過去最高
の受験者であったという︒
これは十八才人口がピー
クを迎えたことを主要因と
して︑センター試験利用大

14

二只京京

20

1 − 一 ′
■■■▼

27

岩

26

昭九会会長として︑同級生
の消息を把握︑同級生の和
につくし同級会の度毎︑栄
太棲旅館に随分とご迷惑を
おかけした︒氏は増田の名
家佐々木家の子息で︑まこ

33
38

専務取締役

平沢健治

山王丸日出男

47

15

とに大らか︑やさしい人柄
で︑たのまれると﹁ウソウ
ソ﹂と引き受け︑同級生の
かわりに先生から叱られて

26

25

代表取締役

代表取締役

代表取締役

40

最激戦の入試前線から蛸

（調査書発行延数）

平成四年度入試の第一関
門とも言うべき大学入試セ
ソター試験が︑一月十一︑
十二日の両日全国三七五会
場で行われたが︑本校生は
秋田会場で三五﹁一名︵男子
二三八名︑女子一一二名一
がこれを受験した︒

大学別志願者数
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高級パン・洋菓子
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秋高同窓会だよ
（2）平成4年川711

に出発︒途中手形山の母校 懐旧談・現況談に花を咲か
昭和六年卒業
に立ち寄って校内見学︒新 せ三時間程盛会樫に終った︒
六十周年記念同級会 形式の学校をよく観る︒伊 年に二回くらい集る事を希
藤同窓会事務局長の案内で 望するなど今後も集ること
平成三年八月一日アキタニュー
学校林に到着︒我々の卒業 を申し合わせた︒
グラソドホテルを会場とし
頃にはじまった学校林も六 ︵出席者氏名一阿部武次・
て見学を含めて六十周年の
十年を経ると既に杉材となっ 浅田重夫・池田静一・石黒
同級会を開催した︒
て利用されたものもあって 次郎・越後谷一郎・遠藤三
うす暗い林となっている︒ 郎・大山正・柿崎長蔵・川
一時頃ホテルに帰り五階大 本卓見・菊地杜夫・近藤英
広間で市内を眺めながら記 夫・根田正吉・佐々木令章・
念祝賀会を開いた︒大山君 進藤末治・菅原作衛・平進・
が急用で会食直前帰られた 田口国男・中安正衛・乳井
のは残念なことでした︒
良一郎・早川五郎・平沢尚
物故者追悼の黙頑をささげ 忠・橋本長康・船木兼治・
た後︑懇親会に移った︒二 三浦実・武藤理市郎・諸井
十六名の出席︵欠席の通知 東洋治
のあった方は二十四名︒一 尚この会に先だって三月に
遠くは大阪の石黒君︒在京 打合せを兼ねて県内在住者
の大山正・早川・進藤・乳 の同窓会を開催︒又十一月
十一時に同ホテルに集合し 井・池田の五君︒東京から 二十五日に東京周辺在住者
てバス ︵近藤君提供一で仁 大曲に移られた田口国男君 の同好会が開催された︒
別にある母校の学校林見学 等多数の県内在住者の出席︒
︵菊地杜夫記︶

h署

秋高三三会特別企画
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記念事業として両校の校
章入りのテレホソカード

︵写真一が作成された︒

ナレーショ

ソとスライド

H3」19

−

一

その出版記念会を予定し
ていたところへ︑天の配清
か︑折りも良し︑ビック・

ニュースが舞い込んだ︒
菅原先生の﹁勲四等瑞宝
章﹂叙勲の栄誉である︒

よし︑その祝賀会と一緒
にやろうということにな︒︑

﹃大同級会﹄となった所以
である︒
先生ご夫妻をお招きして︑
十二月七日︑秋田市大町第
一会館本館に︑大阪から二
名︑首都圏︑茨城︑いわき
市からと︑二十二名の同級
生が合い集い︑厳粛に︑に
ぎやかに︑楽しく︑行った︒
会場には︑新聞見開き大
の賞状と勲章が飾られ︑全
員が﹁記念文集﹂を手にし
て祝った︒

ヾ立喜色ィ．与．山︼邑

縁の中に秋高の校章と会名
を金色でデザイソしたすば
らしいものである︒幹事の
一人で秋田市長の石川錬治
郎君の音頭で乾杯をした後︑
会場が暗くなり﹁あの日あ
の頃﹂ がはじまった︒はじ
めはスライドを流しながら︑
筆者によるナレーションが
あり︑ついで北高側幹事の
小池淑子さんと筆者の二人
の解説で︑当時の秋田駅前
からはじまって秋高生活︑
北高生活の数十枚のスライ
ドが映写され万来の拍手で
あった︒秋高東京三三会幹
事から参加の江尻久孝君︑
越中谷寿生君︑東京幹事の
吉田稔君等もスピーチで花
を添えてくれた︒会場には
BGMとして 当時はやっ
た音楽が流れ︑雰囲気も酔
いがまわるほどににぎやか
になり︑それぞれの出身中
学ごとにステージの上にあ
がって写真を振るなど︑考
えてもいなかった現象があ
らわれ盛︒上が︒は頂点に
達した︒最後に︑北高側は
﹁金剛石﹂ を︑秋高側は
﹁校友会歌﹂を斉唱して︑
われわれの企画は大成功裡
に終了した︒︵主藤雄一記︶

4 5 1 1

熊谷まで︑一部五千円︒
参加者は菅原先生ご夫妻︑
赤沼有︑秋山優︑阿部一三
浦︶要︑出一夫︑金子吉雄︑
工藤︵鐙一幹男︑熊谷広︑
小泉︵平野一金次郎︑児玉
和夫︑児玉了正︑畠山︵中
西一単三︑ 桜田昌︑真田寿
朗︑佐藤公 一郎︑佐藤康也︑
嶋田︵鐙︶ 嘉勝︑新出︵夏
井一金市︑ 鈴木肇︑園部実︑
高崎幸一︑ 西村公男︑村田
高明︒
︵畠山卓三記︶

奮 0 1 8 8 ︵ 竺

なお︑この﹃文集﹄は若干
残部があるので︑希望者は

おそらく︑こういう型で
恩師の論考を出版した教え
子の例は︑長い秋高の歴史
でも囁矢ではないかと自負
している︒

塑吋Lkイ詰LGlJ遍ス聖hち碗ゐとき蔓瓜ルとlマ輿望llH遠⑦己5﹂貨肌NLiマ認Gマ箪

が最初であった︒色々な案 で﹁あの日あの頃﹂を演出
の中で︑たまたま北高の昭 しようということになった︒
和33年卒の方々が︑われわ 幹事達が手わけをして当時
れ秋高三三会の卒業30周年 の写真が集められ︑スライ
記念式典・祝賀会︵昭和63 ドづくりは近藤隆君が担当
年11月一の計画に刺激され し︑ナレーション原稿は筆
て︑合同祝賀会がおもしろ
者
が
担当した︒
いのではないかという案が
本番は︑秋高側︑石川裕
浮上したのだった︒北高側 久君︑北高側︑中川協子さ
の幹事諸姉に申し入れると ん両名の司会ではじまった︒
大賛成であった︒しかしそ 双方からそれぞれの代表幹
れからの準備は大変であっ 事の渡辺吉雄君︑佐々木英
た︒双方から数名の幹事が 子さんがあいさつをした︒
出て︑四月から十一月の本 渡辺君からは︑ちょうど完
番前まで五回の準備委員会 成した秋高三三会会旗の披
と多くの作業が実行された︒ 露もあった︒紫紺の地︑金

をしようというアイディア

もしかしたら︑秋高同窓
会の長い歴史の中で︑かつ
てこんな会はなかったので
はないかと首をかしげたく
なるような夢の会が︑平成
三年十一月九日︑秋田ター
ミナルホテルで開催され百
数十人の参加者でにぎわっ
た︒事の起こ︒は︑秋高三
三会のある幹事会で出た︑
卒業33周年と会の名称との 祝 賀 会 の セ レ モ ニ ー の 中
語呂合せで何か楽しい企画 核 を な す イ ペ ソ ト と し て は ︑

ド

三．報那瑚竺

秋田駅前と三回も校舎が移
昭和二十六年卒業
動したのが話題の中心とな
卒業四十年記念祝賀ム
っ
た
︒
卒業四十年を記念し︑平
成三年八月十ヒ日︑甲子園
のその日︑秋田旭川の﹁さ
とみ温泉﹂ で︑盛大な会を
開催した︒百三名が全国か
ら馳せ参じ︑恩師の寺田光
和︑桜谷吾朗︑加藤仁美先
生︑同窓会の伊藤事務局長
の出席をいただいた︒総会で
代表理事︵会長︶ に小泉春
雄氏を選出し︑四十周年記
念事業の一環として︑母校に
式典用紅白の幕の寄贈が提
幕の贈呈は披露も兼ね︑
案され︑満場一致で了承さ 二月一日母校の離別式で行
ない︑周期の室出校長に読い
れ︑会計報告等で︑終了︒
懇親会は︑遠路はるばる て︑大嶋洋三氏一秋田大学教
鹿児島から駆けつけた利部 授一が趣旨を述べ︑﹁秋高で
寿郎氏の乾杯で始まり︑思 学びえたものをスプリング
い出話に時も忘れるほどで ボードにして大きく飛躍し
あった︒手形︑石油学校︑
てほしい﹂ と激励した︒

八十期会開催

昭和二十九年卒

健次︑菅原継昭︑長野佳司︑
森谷祐二︑高橋郁男︑畠山
春男︑細部佐悦︑出一夫︑
児玉了正︑西村公男︑大里
祐一︑草城稲太郎︑鈴木和
男︑田宮健一︑黒沢誠一︑
斎藤博嗣︑船木克己︑藤野
戸成美︑藤谷卓治︑湊輝雄︒
︵草湧記一
塁コ1勲聖︳ヨ刷荷と5彿前と5彿盾とつ由のcマ②㊦Gマき㊥iマせ

菅原繁雄先生の叙勲を祝う
八十期lニG会 ﹃大同級会﹄

の濃い文集が出来た︒

の古希を祝ったが︑それを
記念して︑先生の中国文学
論考などを出版することに
なった︒
さっそく在秋田のメンバ！
による刊行委員会が組織さ
れ︑クラス対抗総合優勝の
実績によるチームワークで︑
級友の協力を得て一年かけ
て完成した︒
﹃菅原繁雄先生古希記念
文集﹄である︒B5判︑一
一二頁の小冊子だが︑先生
の﹃李白と杜甫﹄などの論
考三編と﹃中国旅行記﹄を
柱に︑級友二十人が先生の
思い出などを寄稿し︑中身

銀行

PE

﹃大同級会﹄とは何か？
八十期三Gクラス会は︑
昨年︑担任の菅原繁雄先生

FAX O188（2

タニューグランドホテルで︑

平成三年十一月九日︑毎
年恒例になっている同期の
集いが秋田市大町第一会館
であった︒
物故者 森川︵佐川一敏
夫君に黙とうを捧げ︑東海
林博会長挨拶に続き遠路参
加された佐々木宣雄君の乾
杯で開宴となった︒
恩師の方々のご挨拶は青
春を彷彿させるものであ︒︑
いつまでも若く元気でいて
欲しいと願う期待に応える
ものであった︒
男女共学一期生にして女
性の参加者がいなかったの
は残念であったが刻々と浩
然の気満ちて盛会のうちに
大里祐一君の閉会宣言があ
り湊輝雄君の校歌斉唱と三
三七拍子で〆となった︒
恩師八名︑今江孝行︑木
村昭︑菅原繁雄︑館岡昇一︑
畑沢潤一︑深井博之︑山谷
浩二︑吉井忠亮の諸先生︒
出席者︑小林一二︑佐々木
宣雄︑宮田宜彦︑笹木清美︑
他見透︑東海林博︑佐々木

秋田高山王31112のl
TE L O188（63）1212㈹

（S51卒）

秋川lI川lI二6日110−9
猿田興業ビル（i F
TEL O188（6：う）1551㈹

極めたこと︒また五十期会
から大輪の花輪が贈られて
会場を一段と華やかさをそ
えたことに対して︑謝意が
表明されたのに対して︑参
加者一同から︑さらなる活
躍を祈って拍手で健闘を讃
えた︒
ついで︑桜谷吾朗前同窓
会事務局長から︑母校の百
百二十周年記念
二十周年記念行事の大要と
行事に総力で協力 現状︑並びに五十期会への
秋中五十期会 寄附金協力内容が説明され
て︑拍手をもって協力を了
秋中五十期会︵昭12卒一 承︒
の平成三年度忘年定期総会
は︑平成三年十二月十七日︑
午後五時から︑秋田市アキ

さて開宴︒醸造元の郡波
二郎右工衛門︑小玉健吉両
君から︑例によって︑しぼり
立ての新酒が大量に寄付さ
れ︑美酒を存分にたんのう
する間に︑ひさしぶ︒の再
会となった三時間があっと
いう間に経過︒
校歌を五番まで大合唱し
たあと︑会と母校の前途を
祝福して万才三唱で閉会︒
あとは三三五五川反の二次
会場に︒
︵出席名︶ ︵逆五十音順︶
渡辺喜一︑若松泰治︑三
浦善一郎︑福田兼一郎︑畠
山為敏︑根本常夫︑鳴海健
治︑郡波三郎右工門︑田中
義郎︑佐藤忠︑桜谷吾朗︑
沢石謙︑佐藤友三郎︑佐々
木茂雄︑小玉健吉︑近藤達
郎︑小西庄一郎︑工藤俊三︑
菊地五男︑加賀谷文明︑小
紙太郎︑石垣儀雄︑伊藤博
次︑荒川秀晴︑相沢弘︑
なお次回春期懇親会は︑
小玉健吉君の飯田川町で︑
お花見を兼ねて開催するこ
ととした︒︵沢石記一
写真は開宴前の記念写真︒

秋川市泉字金の田J15（ト2
TEL O188（（i5日801

1）：う（i51

佐藤俊行

後 藤
正
高 野 和 義

（S51卒）

会員二十五名が出席して開
催︒
冒頭︑伊藤博次常任理事
兼事務局長から︑一年間の
会員の消息が詳しく報告さ
れ︑数氏の思わざる死去に
対しては︑一同心から哀悼
の意を表明︒
さらに同君が二科展入選
いらいの力作七十数点を集
大成して催した初の個展が︑
七千余人の観覧者で盛況を

秋用市中央卸売市場
秋用lI】外旭川辛目合28
11El。0188（（う9）5500㈹

秋田市山I三7 日19の12
T E L O188（24）5151㈹

（S31卒）

秋用市八橋本町31日2のll
T E L O188（24）1111㈹

高橋良治

石田俊介
足達 草

荒 沢 俊 夫
吉 川 孝 男
高 橋 利 生

代表取締役

高橋庄四郎

代表取締役

（S31卒）

田臭つ芝ブコ五イ

ABS秋田放送

（S31午）

猿田五知夫

つとLl

丸果秋田県青果㈱

AKT秋田テレビ

（S31卒）

㈱秋田

衛迂

常務取締役

パーマ屋さん、I捕さんの事なJ湖ても

猿田興業株式会社
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あっという間に三年が過
ぎ︑ついに卒業を迎えるこ
とになりました︒

支えてくれた父兄の皆様に
感謝している︒
これまでの経験を生かし︑
今後も努力を重ねたい︒

確

個人一位

◇弓道

まナ ノ出し︑hレ 如ていー一山ヽ一ド眈ヽいこ ′鋏ヽ亡

私にとって︑高校生活で
の一番の思い出は剣道部で

・玩ヽヾ．

御指導くださった諸先生︑
よい仲間たち︑そして陰で

イソターハイでの目標二
勢いよく最後も全県総体
つのうち︑﹁全国大会で得 に臨んだ︒しかし︑力は出
点すること﹂ は達成できま し切ったものの惜しくも優
勝を逃した︒
したが︑﹁全国大会で一勝﹂
の目標は後輩達に託すこと
結局︑最後の目標は達す
になりました︒全国トップ ることができなかったが︑
レベルの﹁技術︑戦術︑体 三年間やり通した剣道部で
得たものは一生の財産とな
るだろう︒この貴重な経験
を与えてくれた秋高剣道部︑

力﹂を自分の目で見︑肌で
感じ︑体験してきた彼らは
きっとこの期待に応えてく
れるものと信じています︒

個人一位

◇剣道

ムでトー

榊．

艶

四

︑ ．．．︑もツ

﹂

歓声につつまれ優勝の大き
さを知った︒
高校三年間で一番充実し
ていたのが︑弓道をやって
いた時だったような気がす
る︒今でも優勝の瞬間の
﹁うおお︒﹂という歓声が
耳にはっきりと残っている︒

シングルス二位

◇ハトミントン

摩
一
一
一
メ

塚本三郎・塚本 尚

（S51卒）
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店店
計鐘
崎褒
出日
和和

顧 問北林照助（S20④午）

巣立ちゆく後輩たち
文武両道を目指して

ゝ′

鎌田昌晃

5年ぶり4回目

如ヽrr∵山で

決勝において西目高校を破
り︑十年ぶり三度目のイソ
ターハイ出場をきめました︒
今年のチームは︑要所に
好プレーヤーを配し︑まと
まりを身上としてがんばっ
てきましたが︑自分では近
年で最強といわれた二年前
のチームを凌ぐ力があると
思っていました︒
決勝では多くの秋高生の
応援の中︑自分達で考えた
とおりのゲーム展開でスコ
ア2対0︑堂々優勝旗を手
にすることができました︒
七月二十九日に静岡入り
し︑八月一日には感激の開
会式︑入場行進︒翌二日に
鳥取の米子工業高と対戦し
ました︒この日の気温は三
十五度を越え︑私たちには
この暑さも目に見えない強
敵でした︒﹁なんとかしな
ければ﹂という焦りから動
きが空回りしているうちに
試合が終了してしまいまし
た︒我がチームの特徴であ
る守りからの速攻ができず︑
逆に相手に試合の主導権を
与えたのが敗因でした︒
r￣5．

優勝
戸堀敏孝

一山でヘー．んてヽ︶．なしー

EE日

◇卓球部
卓球部主将

﹁もっと何事にも積極的に
ならなければだめだ﹂とい
うことでした︒この時がな
ければ高校生活が充実しな
かっただろうと思う程︑大
切な時でした︒そして全県
総体では団体戦では決勝で
らないと自分に言いきかせ
ました︒
高校三年間で僕の学んだ
ことは数多くありました︒
また︑同窓の先輩の皆様に
もいろいろと御世話になり
ました︒本当にありがとう
ございます︒今年で高校生
としては終わりですが︑こ
れからもずっと同窓生とし
て誇りを持って全てのこと
に一生懸命頑張っていきた
いと思います︒

◇サッカー
優勝 用年ぶり3回目
サッカー部主将朴 正植

ヽ

私たち秋高のサノカー部
は︑六月十一日の全県総体

私にとってバドミソトソ
部に所属してきた高校三年
間は︑あっという間でした︒
部活を通して忍耐力や持続
力が身につき︑真の友情を
深めることができた貴重な
毎日であったと思います︒
以前は勉強との両立に悩
んだり︑試合に負けて悔し
涙を流したことも何度かあ
りましたが︑先生や友人に
支えられ﹁めざせ全日本﹂
を常に目標にし練習を積み
重ね︑また試合に臨むにあ
たっていろいろと技術マス
ターを試行錯誤し︑自分の
精神的弱さを鍛錬してきま
した︒
そのかいあって個人で全
県優勝を果たし︑東北大会︑
全国大会出場と少しずつ目
標を達成することができた
ことは︑非常に嬉しいこと
です︒今まで訪れたことの
ない土地で試合し︑緊張と
興奮が入り混じった東北大
会︑全国大会でした︒大き
な大会では︑成績はふるわ
なかったものの︑一生懸命

総合建設業

加賀谷医院

川村洋子

に勢力してきたことは無駄
ではなかったと思っていま
す︒さらにもっと飛躍する
ことの必要性を学びました︒
三年間で蓄積された貴重
なものを︑これからの大学
生活にも十分に役立だせた
いと思います︒
最後に温かく見守ってく
ださった諸先生方︑先輩の
方々︑本当にありがとうご
ざいました︒

」／fJ芋

日田np義渾

の生活である︒
入部当初はこれから続け
ていけるのかと不安でいっ
甲
′
れ
1
ぱいであった︒しかし︑部
の生活にも慣れ︑目的意識
llltl
後
を持って練習に励んだ︒
そして︑新チームが結成
された︒全県総体の連覇が
﹁うおお︒﹂という歓声
途切れた出直しの年であっ
に鳥肌が立った︒一気に優
たので︑気持ちを新たに部
勝したんだという気持ちが
員一同︑優勝旗奮回を誓っ
大きくなった︒
てのスタートであった︒
弓道部に入部したのは︑
を超えていた︒握力がなく ただ見ていて格好良かった
なって持ち味のカーブが曲 という理由だけであった︒
がらず︑走者を三塁に置い 実際︑入部し練習すると︑
暑い日も寒い日もただ的に
て二度暴投してしまう︒l一
向うだけの地味な練習であっ
方的な展開になる心配もあっ
たが︑何とか持ちこたえて︑ た︒一︑二年の頃は︑的に
矢を当てるという弓道の楽
0−3の敗戦︒
もっといい体調で決勝戦 しさを知った︒しかし︑三
を戦わせたかったが︑不利 年になると︑弓道の奥の深
さ︑難しさというものを知っ
な悪条件の中でよく頑張っ
てくれたと思う︒特にエー た︒仲間と︑弓道について
ス佐藤は暑い中二日間で32 夜おそくまで話をしたこと
回1／3も投げ抜いた︒本 もある︒そうしているうち
当に立派な秋高のエースで に最後の県総体を迎えた︒
三年間のまとめとして良
い射をしようとだけ考え臨
んだ︒そのせいか︑練習の
ように非常にリラノクスし
てやることができた︒結果︑
初めての個人優勝︑仲間の
」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」
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秋田商業に二−三で悔んで
も悔みきれない位の大接戦
で敗れました︒しかしシソ
グルスは二連覇を達成する
ことができました︒三年生
が引退して︑私が主将に指
名された時は︑心の中で個
人戦での優勝を返上してま
でも団体戦で優勝してやる
と苦いました︒それからの
小学校五年の時︑兄の影 一年間は︑苦しい練習に耐
響を受け卓球を始め︑六年 えに耐えたつもりです︒そ
生で初めて全国大会を経験 の結果︑三年の全県総体で
し︑中学二年生の全日本大 の団体戦は︑昨年の雪辱を
完全に晴らして三−○で快
勝し︑ダブルス優勝︑シソ
グルスでは秋田県高校卓球
界で初の三連覇を成し遂げ
ることができました︒
しかし全国の壁は厚く︑
どれも上位進出なりません
でした︒全国大会で負けた
時このままでは絶対に終わ

日野

十餅ナ

あった︒二年連続全国大会
出場という目標は達成でき
なかったが︑貴重な体験を
させてもらった大会であっ
た︒
︵部長 斎藤常雄一

秋川lいい通（）Jl11ト30（市民市場通り）

会では︑運よくベスト8ま
で勝ち進むことができまし
た︒高校に入学する時は︑
迷わず秋田高校を志望し︑
卓球だけでなく︑学習でも
頑張って︑校訓である﹁文
武両道﹂を目指しました︒
二年生になる前︑一年の
反省をふまえ考えたのは︑

軟式野
奥羽大

機を迎えるものの決定打が
出ず︑遂に延長十八回引き
分け再試合となる︒
翌日改めて盛岡商と対戦︒
前日の余韻を引くような投
手戦となったが︑二度のチャ
ンスを足を使った攻撃でも
のにして2−0で快勝︑決
勝進出︒
一時間後︑本荘との決勝
戦︒連投のエースはじめナ
イソの疲労が甚だしい︒極
端にバノトの振りが鈍くな
また風に押し戻される幸運 り︑本来なら抜ける当たり
な二塁打となり︑ついに同 が凡打になってしまう︒エー
点︒延長戦に入ってからは ス佐藤も気力を振り絞って
佐藤が好投︑攻撃も再三好 投球を続けるが︑最早限界

ンクスの死闘

全国大会出場権をかけた 立ち上がり本来の投球が出
軟式野球奥羽大会︵7・30来ず3点を失う苦しい展開︒
〜31一︒硬式野球部が甲子この試合を落としては元も
子もないので︑四回途中か
らエース佐藤史康にスイノ
チ︒二︑四︑六回に一点ず
つ返して一点差に詰め寄っ
たものの試合の流れを変え
ることができず︑七︑八回
に一点ずつ失い3−6と追
い詰められる︒しかし︑決
勝進出にかける執念はすさ
まじく︑八回には外野飛球
が風で内野まで押し戻され
る〝神風安打〟も出て一点差
に︒九回にも︑二死二塁で
佐藤投手の左翼への飛球が

園出場を決めた直後だけに︑
硬軟ダブル出場をとチーム
のムードは盛り上がり︑開
催地八戸市へ乗り込んだ︒
一一回戦は地元八戸北を9
−0︑七回コールトで退け
る︒投手佐藤史康︑頭脳的
な投球で散発2安打に封ず
る好投を見せる︒
準決勝の相手は盛岡商︒
午後に決勝があるので︑予
定通りエースを休ませ︑一
年生投手佐藤琢麻をマウソ
トへ送る︒公式戦初登板︒

LO188−i4−（）255

E

1

〒011秋田市l崎港ヒ「＝侍−75
TEL（0188）45−0891
FAX（0188）45−2841

水晶光一

ナ｝イす∴輝

（S20．④卒）

（S41卒）

轟盈鞋彗池辺

本粧／秋田市山川1日目16−20℡（0188）23−2579（代表）
本店／北秋田郡森吉町米内沢「倉の沢℡（0186）72−iOOl

rl E L（0188）（）9−5う70−i

（S41卒）

夫

明

代表取締役

林

クレジットOK．′高価下取OK．′

秋田l†J量一崎i巷南∴r＝5−19
T E LO188（45）1863
FAXO188（45）5687
自 宅0188（45）1919

（S41卒）

0188（52）4131
FAX O188（52）4132

珍田

÷ヰ
●

代表取締役］ヒ林一成（S5時）

加賀谷禎子

藤原清己

■

鬼秋田土建株式会社

代 表

jSSm佐
・

■

十㌢ふ十十十す‡十十㌍ナナ㍉

本 店／秋田市旭南′ト学校通り
℡23−402川q
本荘店／本荘市由利中央線
℡23−3466
上崎店′／上崎港中央通り
℡45−7204
からみでん店／手形からみでん
℡34−7381
売店／木内デパート・秋川空港・ステーションテソヾ−ト

南秋川郡ナ1城l津∫字トタ町48
TEL O188（52）4130㈹

市

く夢地禽高砂寧

林工務店一級建築士事務所

代表取締役

一

高田屋意次

（S41午）

戸

代表取締役

専務取締役・一級建築士

渡辺兵衛

於

のミナト工棲株式会社

豊林工務店

暮らしを彩る生活用品

豊渡辺彦兵衛商店

会球

秋田市仁井田字柳林100−3
TEL O188（39）8100

F A X（0188）（）9−5617
テPスク（0188）（）（）−5618

河辺郡雄和町新波
TEL O188（87）2244

t（0188）う4−83681−リ

−1

￣．∴∵

（S41卒）

．・1某所 秋日日J外旭川f待合28
秋川lいい央ヱ印ノ呈rfJ域内

秋用IIJl崎港l卜央iJl14−40
（秋川鋏イJ t崎支J．‡IIr小−）
℡（0188）′15−0835・4（）−6118
FAX（0188）46−6118

イ
∵

（S41卒）

（S41卒）

（S41卒）
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智

代表取締役

和田庸悦

八

＿

畠ら去響掌ちんだ

撥秋田協和水産株式会社

戦DA

秋高同窓会だよ
4）平成4年3日7−1

