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卒業アルバムを開くと、まず旧木造
校舎の写真が目に飛び込んできます。
次のページには、東高の代名詞とも言
える広大な敷地を眼下に見下ろす空
撮写真。今なら、ドローンを飛ばせば
簡単に撮影できる写真でしょうが、当
時はおそらくセスナかヘリからの撮影
だったはずです。そして、当時の教職
員、卒業時のクラス写真とアルバムは
続きます。我々30回生（昭和55年卒）
がいただいた卒業アルバムは、そうし
たページがカラーで印刷されていま
す。しかし、卒業アルバムがカラー印
刷になったのは我々の世代を含めて
もそんなに前からではないはずです。
私個人としては、モノトーンのアルバム
を卒業後もずっと手にしていた方が、
あの赤錆びた自転車置き場、茶褐色
の階段手摺り、緑の木立に囲まれた
土のグランドなど、青雲台の随所に存
在感を醸し出していた部分を思い出
しながら、心の中で色付けして復元
できるので良いと思っています。
私を含め、卒業アルバムのカラー印

刷世代で役員を構成するようになり
ました。前体制からの大幅な変更で
あり、旧校舎解体のタイミングに在校
していた世代や、新築後の校舎を経
験している世代も役員に参加していま
す。2017年5月の総会で会長を拝命
した時のご挨拶でも申し上げました
が、新しい世代で任された以上、これ
からの同窓会運営を少しでも良い方
向に進めていくアイディアを、役員全
員で真剣に考えることが基本方針で
す。以来、様々な挑戦が続き、一つひ
とつを具現化していく中で、実を結ぶ

ものも出てきました。私が課題の一つ
と考えていた「情報の共有・保管・発
信」については、効率化と迅速化を目
的とした施策が良い方向に進んでい
ます。また、今の時代では当たり前に
なっていますが、当会としてはかなり
以前から実践しているWebサイトの
運営・管理は、内容を一層充実させた
コンテンツを掲載できるようになりま
した。情報コミュニケーションツール
を駆使した同窓会運営は、既存会員
の皆様を対象にしていることはもちろ
んですが、東高最後の卒業生である
57回生までの新規会員の発掘や、同
窓会と距離を置いている皆様への起
爆剤になればと思い、約一年のトライ
アル期間を設けて取り組んでいます。
関東青雲同窓会は、50歳になる

卒業期が毎年の幹事を務める伝統
が続いており、幹事期を終えた後も
同期の結び付きを密にして、各期で
様々な交流が盛んに行われているよ
うです。「50歳幹事年」をきっかけと
して、人生の後半で「青雲真っ盛り」
を再燃させていると言っても良いで
しょう。このような横のつながりだけ
ではなく、縦の結び目をしっかりさせ
るのも同窓会の役割であり、役員会
のミッションであると考えます。財政
面、事務局運営面、会員発掘面など、
直面する課題が多々あるのは事実
ですが、同窓会活動の本質である
「世代を超越した交流」を運営コン
セプトの中心と位置付け、新体制
で努力していく所存です。皆様の
ご指導、ご鞭撻をこの場をお借りして
お願い申し上げます。

青雲真っ盛りよ、
再び。

関東青雲同窓会 会長

横井 透
（東高30回生）



私事ですが昨年2月14日、埼玉県
上田清司知事より「第十五回 渋沢
栄一賞」拝受の栄に浴し、また渋沢
栄一記念財団の渋沢雅英理事長、渋
沢栄一翁ご生誕地の深谷市小島進
市長より副賞をご恵贈いただき、身に
余る光栄であり、感慨深い一年でご
ざいました。
この日を迎えられましたのも、ひとえ

に、永年にわたり、皆様の厚いご支援
の賜物と衷心より感謝申し上げます。
「日本資本主義の父」と呼ばれる渋
沢栄一翁は埼玉県の偉人であります。
富裕な豪農商に生まれ、武士となり、
渡欧を経験し、明治維新後には大蔵
省の官僚として、新しい国づくりに携
わりました。その後、実業界に転身
し、一民間経済人として欧州派遣の
経験を活かし新しい経済の仕組みを
作り日本で初めての株式会社第一国
立銀行を創設さらには紡績、海運、鉄
道など多くの株式会社を次々に設立、
育成しその数は500にのぼります。
さらに福祉・医療機関の運営や財政
援助などをして、利益を求める経済の
中にも道徳が必要であると考え600
もの社会公共事業に関わりました。
昨今の世の中の動きを見ていると、

転換期を迎えており、先進国のみな
らず途上国では10年前、いや数年前
には考えられなかった変化が次々と
起こっています。既存のシステムやビ
ジネスモデルを塗り替えるような抜本
的イノベーションを生み出し、新時代

を創造する革新的起業家が求められ
ています。明治維新という揺籃期にお
いて農民・武士・官僚を経験した栄一
氏はまさしく新時代を創造した革新
的起業家といえるでしょう。
また栄一氏の著書「論語と算盤」で

は、道徳経済合一説を唱え、ビジネス
において倫理と利益の両立を掲げ、
利益を独占するのではなく国全体を
豊かにするために、富は全体で共有
するものとして社会に還元することを
説いたものです。つまりは自分一人だ
けが幸せになるのではなく、みんなが
豊かに暮らすことのできる社会をつく
ろうと努力されたのです。
約100年前の思想であるこの栄一

氏の「論語と算盤」が今や空前のブー
ムとなり国内外から注目されている
のは、グローバル資本主義の中にお
いても道徳と経済の両方を掲げる意

今求められる渋沢栄一翁の思想
「サスティナブル」
～渋沢栄一賞受賞、感謝を込めて～

識を高めなければ幸福は継続しない
という栄一氏の思想が求められてい
るからでしょう。「論語と算盤」を今の
言葉で表現するとすればサスティナ
ブル、つまり持続性の要であります。
算盤勘定ができないと当然持続性は
ありません。しかし、算盤だけ見つめ
て周囲に関心を向けなければつまず
いてしまうかもしれません。
私は経営者とは現在と未来をつな

ぐ役目だと思っております。渋沢栄一
翁の精神に恥じないよう未来へつな
いでいける仕事をしてこれからも精進
してまいります。
当同窓会におきましても、ここ数

年、革新的な意見でもって、事務の効
率化、新企画など、めざましく発展し
ており頼もしく思っております。未来へ
つないでいける活動をしていただける
よう益々のご発展をお祈り致します。

♪うさぎ追いしかの山、小鮒釣りし
かの川～♪
「ボク、昭和の歌も知ってるよ」と小
学４年生の孫が言う。「じゃ、唄ってご
らん」と応えたら、唄ったのがこの歌
「故郷（ふるさと）」だった。

大正時代に小学唱歌として採用
された歌だが、孫にとって旧い歌は
みんな「昭和の歌」なのである。
この唱歌「ふるさと」は、ふつう、

故郷の山河を恋うる歌とされている。
だが、私には、2番、3番の歌詞をも
よく読めば、故郷の人々があってこそ
の故郷の山河、という内容であるよう
に思われる。
私は、毎年1～2回帰省している。

いつも旧友たちと二次会、三次会と
バカ話を重ねては疲労困憊しつつも、
精神的にはリフレッシュして帰京する。
同期仲間だけではない。青雲同窓

会という場で出会って心が通じる仲
になった先輩、後輩もいる。そうした
人たちがいてこその、故郷である。
だから、場の所在は必ずしも函館

でなくともいい。毎年続けてきている
「東京10期の会」、また、かのキャン
パスで青春を過ごしたという一点で
結ばれている関東青雲での先輩、
後輩などとの歓談も、私にとっては
「ふるさとの時間」なのである。
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名誉会長　中村 隆俊
（市中2回生）

顧問　朝倉 敏夫
（東高10回生）

ふるさととは「人」である

SNSなど、インターネットを中心と
したコミュニケーション手段が多様化
しています。それに同調するように、
人と人との繋がりが希薄な時代と
囁かれるようになってきました。「人と
接するのが煩わしい」という声も聞こ
えてくるほどです。このような時代だ
からこそ、同じ学び舎で過ごした者同
士の同窓会の繋がりは、人間が一生
を過ごす中で貴重な財産と言っても
良いくらいであると私は常々考えてい
ます。
関東青雲同窓会会長として1期2年

間を務めさせていただきました。この
間、会員の皆様から多大なるご支援
やご協力をいただきましたことに対し、

この場をお借りして心よりお礼を申し
上げます。在任中は、会員の皆様の親
睦を図ること、ならびに本部や他支部
との連携を図り、青雲同窓会全体の
発展に寄与するために微力を傾けて
まいりました。関東青雲同窓会では、
従来まで年3回の行事として、納涼
会、新年会、総会を開催しておりまし
たが、同期会、ゴルフ会、凧揚げの会
など、自主的な集まりの機会を増やし
ていただくことも会員相互の交流に結
び付くと考え、新年会と総会の年2回
といたしました。これにより幹事期の
負担軽減にもなり、それぞれの行事
の準備に十分な時間をかけることが
出来るようになりました。私は、その

結果が形となって現れていると感じ
ており、充実した同窓会が開催でき
ていると思います。その証として、参加
者は毎回増えています。また、会報
「関東せいうん」や「青雲真っ盛り」の
発行については、滞りなく継続出来て
いることは、皆様のご理解とご協力に
よるものとありがたく思っています。
11回生の新山会長から襷を受け取

り、30回生の横井会長へ無事渡すこ
とが出来ました。関東青雲同窓会も、
横井会長をはじめとする若手世代の
体制に移り、青雲の志を受け継ぎつつ、
大きな変革に挑戦していくものと期待
しております。尚一層の皆様のご理解
とご協力を宜しくお願いいたします。

顧問　檜森 兄元
（東高16回生）

若手の新体制へ期待を込めて



青雲同窓会
 会長　田代 誠治郎

（東高28回生）
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函館は新幹線の開業に伴う活況は
一段落しましたが、現在若松地区の
クルーズ船専用埠頭の整備がすすめ
られております。駅前地区に専用埠頭
が整備されることで、その高い経済
効果や市内中心部の活性化が期待
されます。一方で近海の漁獲高は低調
に推移し、水産加工業界に暗い影を
落とし、人口減や高齢化問題はます
ます深刻になってきております。
そんな高齢化問題に、予防医学の

観点から興味深い研究が行われて
いるという記事を先日目にしました。

それは「つながりがもたらす人類の大
変革」という記事で、人がより良く生き
るために重要な「つながり」の威力に
ついてのものでした。予防医学の観
点では、タバコやお酒、高血圧、肥満
が健康を害することが言われてきま
したが、「どうやらタバコよりも健康を
害するものがあるぞ」と気付き始めた
そうなのです。それが「孤独」であり、
30年以上行われている様々な研究か
ら、つながりが少なく孤独であること
が、健康や寿命に影響していることが
わかったのです。

また別の研究によると、健康を害
さないために必要なのは、3つ以上の
コミュニティに属することである事も
わかり、介護が必要になる可能性が
20%以上下がったそうなのです。そう
考えると職場や家族というコミュニ
ティの他にうってつけのコミュニティ
がこの青雲同窓会ではないでしょう
か。「孤独」な同窓生を根絶すべく、
より一層同窓会活動を発展させて
いかなければと心を新たにした次第
です。

青雲同窓会はコミュニティ

青雲同窓会 札幌支部
 支部長　木村 清順

（東高11回生）

関東青雲同窓会が横井新会長の
もと体制も一新して活動を始められ
たこと、誠に喜ばしい限りです。檜森
前会長をはじめ役員や会員の皆さま
とは、これまでも楽しいお付き合いを
させて頂きました。今後とも宜しく
お願いいたします。
札幌支部は9月の総会を、当番

幹事期（36回生）の頑張りで150名
余りの参加を得て終えました。今は
支部活動の基本的なことがらを検
討している時期ですが、会員が顔を
合わせるもう一つの行事として、2月
に「ボウリング大会」を開催いたしま

した。これは若い期からの提案で
2012年から始めたものです。いま
SNSの功罪が、前代未聞の事件も
あって世間の話題になりましたが、
心のつながりには「顔を合わせる」
ことがやはり大事ですし、家に籠もり
がちな札幌の冬にその機会を増やす
という意味でも、とても好い提案だっ
たと思います。
関東青雲同窓会は四季折々の活動

を活発に続けておられ、札幌支部の
好い模範であり刺激でもあります。
ますますの発展的なご活動を期待
いたします。

新体制の始動、おめでとうございます

関西青雲同窓会
 幹事　細田 雅人
（東高28回生）

東高卒業後を振り返ると28期生の
クラスメイト､羽根球部OBとのつなが
りのみの時間は､30数年におよんだ｡
社会人になった後は､医薬産業界に
身を置き現在に至っており､この世界
では､同窓生との接触は一度もなかっ
た｡関西青雲同窓会のクラスメイトで
ある大場幹事から同窓会に誘われ同
窓会幹事になったのが起点で化学反
応が起こった｡
昭和34年に函館で生まれ､高校ま

で過ごした世代は､造船業衰退､北洋
遠洋漁業の母港からの撤退､東日本

の中でも際立っていた西洋文化の
発信拠点の映画館が次々廃業､文化
レベルを証明する多数の古本屋の閉
店など､まさに坂を下る様子を観て来
た｡我々が生きている間に函館をもう
一度､坂を上る街にしたい｡そのため
に化学反応の起点にある同窓会つな
がりで出来たネットワーキングが貴重
であり､その一つ､函館国際水産海洋
総合研究所とのコラボで函館に新し
い産業創生を目論んでいる｡
北欧にあるメディコンバレーは世界

第3位の巨大バイオ産業拠点だ｡この

エリアは元々造船業が盛んだった｡
造船業が撤退した土地でバイオを始
めた｡海洋天然物の大半は､その生理
活性が明らかにされていない医薬の
シーズの宝庫だ｡
夢は函館に天然物科学者が世界

中から集い､一大拠点となり､彼らが
函館で生活し､研究成果が生まれ､
特許化され､医薬品が創製され､そ
の利益が函館に還元されるスキーム
の持続的な構築である｡

函館市立東高等学校同窓の
つながりを活かして

東海青雲同窓会
 会長　澤谷 輝
（東高11回生）

関東青雲同窓会第34回総会開催
に心からのお祝いを申し上げます。
私共、東海青雲同窓会も、本年10

月27日（土）に第10回定期総会を開
催致します。当会は青雲同窓会第5番
目の支部として平成20年11月に設立
致しましたことは既にご承知の通りで
す。時は母校の閉校、継承校としての
市函高の開校の翌年の事でした。
その将来性に大いなる不安を抱え

ての発足でしたが、幸いにもこの10
年間は頼もしい兄貴達の本・支部会
からの並々ならぬご教示、ご支援を
頂き、区切りとなる10回目の総会を迎

え得る所まで育てて頂きました。衷心
より深く感謝申し上げる次第です。
毎年の年次総会は、当会々員よりも

お客様の参加数の方が多いという
「面映ゆくも有難い」開催となっており
ます。これが当会の現状であります。
しかし、この先の続く10年に思い

を馳せる時、会員数増への努力は至
上命題ですが、今暫く皆様方のご協
力を願う次第です。引き続き何卒宜し
くお願い申し上げます。
一方、青雲同窓会としても、平成19

年の母校閉校は驚天動地事であり、
その永続性について悩ましい思いが

進行中だと言えるでしょう。
そこで、継承校でもある市函高を

市中→市高→東校と言う史的母校列
の中で捉え、柳星同窓会との速やか
な連携・統合の実現を目指して欲しい
と願っています。
本部が、市函高への支援と柳星

同窓会との連携の方針を打ち出し、
着実にその努力を進めつつある事に
大いに期待しています。（仮称「青雲・
柳星同窓会」などは如何！）
之こそが、「青雲台のDNA」が永く

生き続ける道と信じるからに他なり
ません。

東海青雲同窓会の夢見るところ
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論説顧問

「アカシアの集い」は、
おかげさまで37回目を迎えます。
日時：2018年9月8日（土）
　　 16：30受付開始　17：30スタート
会場：札幌ビューホテル大通公園 地下2階

名古屋市中村区則武1丁目19番17号
（NPO法人：愛知教育支援センター内）

aesc@voice.ocn.ne.jp　☎&fax（052）825-6241

祝
関東青雲同窓会第34回総会開催

東海青雲同窓会
会長 澤谷 輝（36年卒・11回生）

役員・幹事一同



前幹事期幹事代表　小松 慎司
（東高35回生）
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2017年5月27日（土）、第33回
総会・懇親会が終わり、何とか35回生
の力を結集して閉会出来たことと襷
が繋げたことで、大きな達成感を味
わうことが出来ました。同期全員が
自分の役割を全うし、手前味噌では
ありますが大いに盛り上がったと感じ
ています。また、その後は同期47名
（関東26名と函館・札幌・その他21
名）が集まる大同期会となり、32年
ぶりに東（とん）高生に戻り、昔話や
近況報告に花が咲き、宴会が終了
して外に出ると空が白み始めてきて
いました。
私がこの関東青雲同窓会で感謝

したいことが3つあります。1つ目は、こ
の同窓会に参加するきっかけを作っ
てくれた兄の存在です。2014年末、
兄が、愛知から引っ越してきた私を新
年会に誘い、そこで初めて関東青雲
同窓会新年会に参加したのです。兄が
誘ってくれなければ、その先続く楽し
い思いをすることも無かったので大
感謝です。しかし、参加したときは気
軽な気持ちで同期2名、これから悪戦
苦闘の同期集めが始まるとも知らず、
まさか私が幹事期幹事代表になると
は知る由もありませんでしたが・・・。
2つ目は同期に感謝です。幹事期

幹事の1年間を思い返すと、たくさん
の同期と共に活動出来たこと、まさか
関東でこんなにたくさんの同期と再
会出来るとは思いもよりませんでし
た。幹事期は、新年会・総会と会場
選定から当日の総会終了まで大変
でしたが、準備と称して長～い同期会
を複数回出来たこと（短めで中身が
濃い打合せもしていましたが・・・）、
同期が一丸となった総会での余興や
応援団による演舞と応援歌・校歌の
大合唱は忘れられない思い出になり
ました。
最後に関東青雲同窓会に感謝で

す。関東青雲同窓会という場所が
無ければ、これだけ多くの同期とこん

なに楽しく集まることは出来なかった
と思います。但し、この楽しさは参加し
なければ分かりません。是非、後輩の
皆さんも同窓会に参加して楽しい思
い出を作ってもらいたいと思います。
先日、36回生幹事の新年会に参加

し、36回生が一生懸命おもてなしを
している姿を見て、無事に襷が繋
がった事に一安心し、気楽に楽しませ
て貰いました。総会までもう少しです。
全員で力を合わせて楽しみながら
頑張ってください。
最後に、これからも関東青雲同窓

会が発展し続け、かつ諸先輩方、同
輩、後輩の皆様がご健勝であること
を心より祈念しております。

同窓会に感謝

幹事期幹事代表　三宅 有
（東高36回生）

我々36回生が幹事期として始めの
仕事となる2018年関東青雲同窓会
の新年会は、1月27日にシュビア赤坂
にて、開催されました。函館に比べれ
ば暖かいのでしょうが、東京にしては
なまらしばれる中、113名というたく
さんの方々にご出席いただくことが
出来ました。
新年会の準備は昨年の4月頃から

始まりました。我々36回生が幹事期
をお引き受けするにあたって、テーマ
を決めておくといいよ、という先輩か
らのご助言もいただき、まずはテーマ
を決めていく作業から始まりました。
何 度 か の 会 合
（飲み会）を経て、
我々、36回生 幹
事期のテーマは、
「結ぶ」、に決まり
ました。

このテーマ「結ぶ」をふまえて、準
備は進んでいきました。
会場手配を含む総合ディレクショ

ンは小池さん、鹿内（旧姓笠原）さん
の両名、パンフレット制作は谷内さ
ん、ビンゴ手配、進行は鹿内さん、小
野寺（旧姓中村）さん、佐藤さん。司
会には、FMいるか局長である同期の
宮脇さんを函館からお呼びしました。
ほかにも同期の皆様のたくさんの協
力があり、当日を迎えることができま
した。
当日は、帰りにお持ち帰りいただく

ように、最初に集合写真撮影から始

まりました。
その後、オープニング映像上映、横

井会長からご挨拶、加茂副会長から
乾杯のご発声をいただき、懐かしの
函館現地映像を上映しながらの歓
談。中村名誉会長、檜森顧問から
ご提供いただいた景品をはじめ、「結
ぶ」そして函館にちなんだ景品を多
数用意したビンゴ抽選会。校歌応援
歌斉唱では、急遽、袴田先輩、山形先
輩から演舞の申し入れをいただき、
夢の歴代応援団長共演が実現。凛々
しく迫力のあるエールがこだまするな
か、皆様とともに、盛り上がることが

できました。中締
めは宮川副幹事
長から熱いご挨
拶をいただき、次
年度幹事期の37
回生 2名の紹介
もあり、無事お開
きとなりました。

お越しいただきあたたかいお言葉
をおかけくださった先輩の皆様、並
びにいろいろとお気遣いをいただき
ました土肥先輩、宮川先輩、そして、
当日の受付アテンド、テーブルサービ
スを含め、おもてなしに全力で協力
してくれた同期の皆様、本当にあり
がとうございました。
次はいよいよ総会となります。5月

26日（土）12時より、京王プラザホテル
にて開催が決まっております。総会も
「結ぶ」のテーマに沿って、楽しいおも
てなしを準備しております。みなさま
お誘いあわせの上、ぜひぜひお越し
ください。

新年会を振り返って

旧友との語らい。懐かしい青春時代の写真を酒の肴に｡
みなさま一人ひとりが、結んでください-
人と人を。昔と今を。そして､ここから函館を｡

（当日配布のパンフレットから抜粋）

【2017年総会振り返り】 【2018年新年会報告】
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●ご来賓（役職は当時のものです）
田代 誠治郎　青雲同窓会 会長　東高28
松﨑 勝則　　青雲同窓会 札幌支部 副支部長　東高23
丸伊 宏子　　青雲同窓会 札幌支部　東高32
山本 眞里子　東海青雲同窓会 幹事長　東高16
奥野 耕史　　関西青雲同窓会 会長代理　東高24
俵 　浩治　　函館東高等学校 元教諭　東高1 
白川 正広　　函館中部高校白楊ヶ丘同窓会 東京支部 支部長
佐々木 太郎　函館西高校つゝじヶ丘同窓会 東京支部 会長 
道下 佳拓　　東京函商同窓会 会長 
本間 和吉　　函館工業高校同窓会 関東支部 支部長 

2017年（平成29年）総会 出席者（敬称略）

2018年（平成30年）新年会 出席者（敬称略）

市中5
市高2
市高2
東高1
東高9
東高10
東高10
東高10
東高10
東高10
東高11
東高11
東高11
東高12
東高12
東高12
東高12
東高12
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16

東高16
東高16
東高16
東高16
東高19
東高20
東高24
東高24
東高25
東高25
東高26
東高26
東高27
東高27
東高27
東高27
東高28
東高28
東高29
東高29
東高30
東高30
東高30

東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高31
東高31
東高31
東高31
東高31
東高31
東高32
東高32
東高32
東高32
東高33
東高33
東高33
東高33

東高33
東高33
東高33
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35

東高35
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高37
東高37

池田 義夫
沼崎 貞良
小山 光
登坂 幸作
福崎 正春
小林 渡洋雄　
藤井 英司
金柿 陽子
藤山 秀樹
古谷 桂子
三上 高
石田 修裕
瀬尾 勝之
鈴木 雅子
平野 卓彌
佐藤 妙子
杉本 常三郎
近江 一彦
大畑 由紀子
宮下 日出夫
山本 眞里子
池端 惠子
熊谷 園子

原岡 路子
檜森 兄元
笠巻 哲昭
近藤 真理江
幸正 純治
木村 正之
竹内 清
千歳 芳充
藤本 智志
山田 寿久
奥山 智美
佐藤 司
米坂 知昭
上口 孝之
駒木根 淳
尾崎 光則
小田 利隆
福井 孝一
村山 雄一
大山 久人
横井 透
小原 ゆかり
波岡 伸一

中川 孝子
谷本 由紀美
落合 浩一
管 麻子
橋本 裕美
吉村 宗則
古川 清志
中村 耕也
吉野 毅
加茂 千恵子
宇野 玲子
小早川 明也
流 博昭
塚田 善彦
秋山 尚
赤間 美樹
金澤 慎司
栗本 亮
石田 伸
上村 剛
北村 雅樹
西岡 由紀子
吉田 まどか

真田 美苗
霞 修治
高橋 聖子
土肥 健作
宮川 博昌
辻 峰子
小室 博之
袴田 隆雄
西村 真樹
佐藤 信吾
清野 さおり
小松 慎司
田村 秀規
川﨑 都子
山形 歩
山岸 ゆりか
島本 肇
島本 なおみ
山形 裕之
小川 真巨
平野 和子
藤巻 正人
金札 謙治

青嶋 宏
鹿内 暢
鹿内 欧子
小池 等
森 暢雄
谷内 雅紀
佐藤 隆浩
赤池 志美
小形 忍
小野寺 彩子
冨原 修
三宅 有
山岸 良一
加藤 泉
齋藤 剛
宮脇 寛生
深山 泰志
高橋 和佳子
佐々木 史恵
野村 雄次
米坂 修一

市中1
市中5
市高2
市高2
東高7
東高9
東高9
東高10
東高10
東高10
東高10
東高10
東高10
東高11
東高11
東高11
東高11
東高12
東高12
東高12
東高12
東高13
東高15
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16

東高16
東高16
東高16
東高19
東高21
東高22
東高23
東高24
東高24
東高25
東高26
東高26
東高27
東高27
東高28
東高28
東高29
東高29
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30

東高30
東高30
東高30
東高31
東高31
東高31
東高31
東高32
東高32
東高32
東高32
東高32
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高34

東高34
東高34
東高34
東高34
東高34
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35

東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高39
東高40

近藤 國彦
池田 義夫
沼崎 貞良
小山 光
荒井 宏悦
福崎 正春
保坂 好昭
朝倉 敏夫
金柿 陽子
小林 渡洋雄
藤山 秀樹
廣川 勝代
船坂 美以子
瀬尾 勝之
新山 春一
三上 高
石田 修裕
杉本 常三郎
鈴木 雅子
浅野 皓司
近江 一彦
酒井 俊行
中川 和彦
檜森 兄元
宮下 日出夫
熊谷 園子
池端 恵子
小杉 茂美
増野 建一
山﨑 英貴
北村 幸子

近藤 真理江
笠巻 哲昭
板倉 恵美
小川 利勝
釣谷 勝
亀谷 聡
高橋 喜宣
千歳 芳充
竹内 清
藤本 智志
紀國 仁
奥山 智美
駒木根 淳
尾崎 光則
小田 利隆
氏家 琴恵
村山 雄一
大山 久人
小原 ゆかり
竹内 修
横井 透
中川 孝子
藤塚 雅之
吉野 毅
中村 耕也
波岡 伸一
管 麻子
高橋 準二
古川 清志
谷本 由紀美
橋本 裕美

鈴木 雅代
長澤 圭祐
落合 浩一
小早川 明也
加茂 千恵子
宇野 玲子
寺内 敦子
赤間 美樹
栗本 亮
金澤 慎司
金森 睦子
石田 伸
栗本 千佳子
北村 雅樹
霞 修治
上村 剛
西岡 由紀子
高橋 聖子
吉田 まどか
小松 卓郎
真田 美苗
丸山 忠美
袴田 隆雄
辻 峰子
宮川 博昌
土肥 健作
窪田 志保子
中江 麻子
小室 博之
上村 卓
薄田 香

梶原 積
吉澤 史也
石塚 由美子
田原 浩一
西村 真樹
東浦 健一
金内 寿美
浜田 秀春
末廣 多加至
小林 あづさ
平田 千恵子
濵野 珠江
塩越 佳奈
島本 肇
島本 なおみ
立花 史博
立花 忍
神崎 厚美
小松 慎司
山形 歩
山形 裕之
川﨑 都子
山岸 ゆりか
菊地 美升
田村 秀規
神崎 厚二
浅川 恭子
藤巻 正人
廣田 隆司
浅井 由紀子
小野田 裕江

武田 満希
小野 マミ
東 真弓
荒物屋 麻由美
櫻庭 牧子
柴田 恵美
古川 理子
川村 曜補
畑中 正視
浜田 純子
本間 正人
古川 志乃
小玉 佐己子
加藤 史代
平野 和子
外山 聖子
柏渕 茂
東浦 康二
青山 達也
金札 謙治
山崎 彰叙
鹿内 暢
鹿内 欧子
小池 等
森 暢雄
佐藤 宣子
松田 有希子
浜谷 貢

（合計 162名）

（合計 113名）



佐々木 美幸
（東高20回生）
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東京の空に
凧を揚げる

星 滋子
（東高11回生）

「後輩の指導に骨を埋めてください」
と言われて辞令を受け取ったのが昭
和44年4月、爾来平成15年3月まで、
ほぼ3年間の病気休職を含め34年間
の教員生活だった。生徒としての3年
間を含めると37年間の函館東高生活
になる。これが表向き。
教員は定年で辞したけれど、部活

動の放送局へは市立函館高校となっ
た今も週１回ボランティアで通ってい
る。全道大会、全国大会へも都合が
つく限り出かける。この時、化粧室に
行くと洗面台の前には大きな鏡があ
り、若さ溢れる高校生の中に1人だけ
場違いな婆さんが映っている。よく見

るとこの婆さんが私なのである。この
時ばかりは「もうこのボランティアを
やめよう」と思うのだが、順に新しい
生徒が育っていくのを見続けるのは
この上ない喜びでもあり、現顧問から
の要請もありなかなかやめられない。
生徒たちも「大先輩の先生」と頼り
にしてくれるし本当に可愛い。よく
「エエエ！75歳？見えなーい！」と
言われるけれど、私の若さ？の秘訣
はこの現役生徒たちから若いエネル
ギーをもらっているせいである。
月2回、シニアの方々を対象に古典

講座を行っている。これは月10,000
円給料をいただいていて、年末には
ちゃんと源泉徴収票が来る。なにより
教員と違って、他のクラスと進度を合
わせてテスト問題を作り採点し評価
しなくていい。もっぱら作品を楽しん
で読む。目を輝かせているシニアの
皆さんに応えるべく、辞書と格闘の
日々である。
もうひとつ。退職してから洗礼を受

けてクリスチャンになった。年に1度、
教会のクリスマス会でプログラムの最
後に演じる出し物の仕掛人がここ数
年私の仕事である。函館東高校に私
が赴任した年から「青春座」が始まっ
た。毎年スタッフとして仕事をするうち
に培われたものが大きい。市立函館
高校では「柳星座」としてその心を
引き継いでいる。
お声をかけていただき、東海青雲、

関西青雲へ出かけている。再会はと
ても嬉しい。関東と札幌はなかなか
日程的に難しいが、そのうちに是非
とも出かけたいと思っている。

現役生徒とのお付き合いが
若さ？の秘訣

【恩師の想い出】 【恩師からの寄稿】

私は長い間、梅谷先生にはロシア人
の血が流れていると信じていました。
在校していた頃の函館は遥か遠くに

なってしまいました。幕末の北の国際
都市として発展し、教会、遺跡、墓地
などにエキゾチックな表情が色濃く、
外国人の神父やハーフの人が周りにも
いましたから。あの大きな体躯と高い
鼻、眼光の鋭い少しグリーンがかった
眼は、紛れもなくロシア人でしたし、そ
れを疑うものは誰もいませんでした。
当時ソビエト連邦であった隣国は、

私たちの印象も今より親密なもので
あったように思います。モスクワから
流れてくる日本向けラジオ放送が憧
れの外国でした。
ということで、先生は函館東高等

学校でも風貌も行動も特別な存在で
した。私の最初の驚きは、部室のダル
マストーブで陶器の器を作ったこと。
大胆にも石炭を一昼夜燃やし続け、
男子の先輩と先生で火の番をしてい
たのです。校舎のはずれにあった美
術部室を我が物顔に使い、それでい
てその行動を大目に認められている
ような処がありました。
しかし、授業での西洋美術史の語

り口は素晴らしく、自分が食べようと買
い求めた肉を描き続けついに腐らせ
てしまい、いつもひもじかった哀れな
スーティンや、美男子で薄幸のモディ
リアーニなど、モンパルナスの画家た

ちが生き生きと目の前に現れました。
突然その授業も「凧をつくるぞーっ！」
の宣言で終わりを告げたのです。その
後凧が何年もの間、先生との絆、また
後輩たちの絆を繋いでくれました。
後輩たちが先生を東京に招聘の

際、上京は叶いませんでしたが凧を
提供してもらったのが縁で、東京で
凧を揚げることになりました。2017年
に凧揚げは開催5回目を迎えました。
東京での凧揚げ開催を先生はたい
そう喜んでくれ、そして凧揚げに際し
て、電線に絡まったり凧による事故が
無いようにと心配してくれました。
「生徒たちに凧の広さと美しさ、
そして創ることの厳しさと喜びを伝え
たい。いや伝えるというよりも一緒に
その中で感激を味わいたいのだ。」
17歳の鬱屈した思い、その自意識

からがんじがらめだった高校生の
あの頃、お腹の底から響く大きな声で
自由を教えてくれ、なんと気持ちが
楽になったことか。
昨年の夏の終わりに帰らぬ人にな

りましたが、奥様には「生徒たちに囲
まれ、好きなことを続け、幸せな人生
だった。いい人生だった」と言い残し
たそうです。
とっくにロシア人の血は流れてい

ないと私は知っていましたが、先生の
骨はもしやと思わせるほど大きくて箱
からはみ出すほどでした。

梅谷先生の凧を
 関東の大空に。

梅谷先生はたくさんの凧を残されました。
その凧を多くの方にお渡しして、これからもみんなで
揚げたいと思っています。凧の保管が可能な方、
凧揚げに参加希望の方はご連絡ください。東高20回生&東高31回生有志

市立函館高校放送局の2年生1名、1年生5名と放送室で写しました。2年生
1名がこの日欠席で放送局総勢7名。この少人数で秋の大会にフルエントリー
し、地区総合優勝。全道大会の当番校を務め、テレビ番組部門で1位を獲得、今
年8月の全国高校総合文化祭（開催・長野県）の放送部門への出場を決めました。
もちろん現顧問の熱心な指導のお陰ですが、生徒たちは本当に頑張っています。
なお、私が手にしているのは東高34回生・佐々木邦彦さんが描いてくれた

もの。私が退職時に持ち帰ろうとしたら猛反対を受け、今も放送室にあります。

［連絡先］
東高31回生  加茂（旧姓:若嵯）
kamo370927@gmail.com



「高校生になったらバンドを組む」
という野望を胸にフォーク部に入りま
した。
『フォーク部』とはいえ時代は80年
代初頭、蓋を開ければロックあり
フュージョンありの部活です。私も念願
かなって初めてBassを手にし、バンド
を結成しました。そして迎えた最初の
ビッグイベントが『青雲祭』です。

青雲祭では、今で言う
“音楽フェス”さながら
2日間にわたってライブ
ステージが 行 われ 、

フォーク部員もそうでない生徒も思い
思いのステージを繰り広げました。初
めて人前で演奏したときの高揚感は
今でも忘れられません。柳町の東高
グランドがウッドストックに思えまし
た（笑）。部活動の延長で、当時函館
にはまだ少なかったレディースバンド
を結成。ヤ○ハ主催のコンテストに
出場して函館地区予選を抜け、札幌

大会まで行ったこともありました。
余談ですが、我々の5年ほど後には

函館から超有名なアーティストが輩出
されています。音楽スタジオが次々に
オープンしたり函館の音楽シーンに
も活気がある良い時代でした。
卒業して三十余年が過ぎ、SNSの

音楽つながりでは思いがけない再会
もあります。「今でもバンドやってる？」
を挨拶代わりに昔のバンド少年少女
の残党は、今でも『NO MUSIC, NO 
LIFE』で生きています。

清野 さおり
（東高34回生）
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フォーク部の想い出　

北村 雅樹
（東高33回生）

当時の東高陸上部は強豪で、特に
110mハードルは全道大会優勝、イン
ターハイ出場が当たり前であった。か
くいう僕も市内中学大会で5位入賞と
それなりの経験はあったが、3年生の
ハードルを飛ぶ姿にレベルの違いを
見せつけられたことを強烈に憶えて
いる。函教大でも陸上を続け、インカ
レにも出場された5つ上の先輩は、
時々練習を見にこられては高3の先輩

とハードル談義。何だか
とてもカッコよく映った
ものだった。
3年生が引退し、2年生

にハードラーがいなかったため、栄光
の伝統は1年の僕に引き継がれる…
はずだった。だが残念ながらそうはな
らなかった。それからは「あと一歩」
の陸上部生活。2位、2位、準決落ち
…、全道大会でもパッとせず、夢のイ
ンターハイも本当に夢で終わり、伝統
は僕で途切れてしまったのだった。
上京と同時に陸上はやめ、バイトと

山登りばかりしていた大学時代。でも

大きな満足はなかったように思う。そ
んな自分も仕事人生は合っていたの
かもしれない。ずっと頑張り続ける
ことに慣れている、そう簡単に成果が
出ないことにも慣れている。そうやっ
ているうちに、今は会社役員を10年
以上。頑張ることの大切さを教えてく
れたことが今に繋がっていると思う
と、落ちこぼれた陸上部生活も輝い
ていたのかも知れない。

陸上部の落ちこぼれ、東京で起つ

山本 眞里子
（東高16回生）

近年稀に見る大雪が函館に降った
日の夕方、私達姉弟夫婦4人は、母親
の法要のため東北・北海道新幹線で
新函館北斗駅に到着しました。途中
津軽平野の雪景色を眺め、津軽海峡
の長いトンネルを抜け、薄化粧をした
函館山が見えると、故郷へ帰って来た
という昔と同じ感動が湧いてきまし

た。22歳で函館を離れ愛知県犬山市
で47年間過ごしてきましたが、昨年8
月末、人生の終着駅は東京近郊の地
で暮らしたいと考え、埼玉県越谷市
へ引っ越してきました。北斗市に住む
叔母夫婦の応援と「青雲の志」を支え
にこれまで励んできました。函館を離
れてからも東高卒3回生の叔母は、絶
えず卒業生の近況などを伝えてくれ
ていたので、いつか私も同窓会に入っ
て函館とのつながりを深めたいと
願っていました。名古屋で「青雲同窓
会東海支部」立ち上げに参加して各
支部の同窓生と東高時代の共通の話

題で盛り上がり「青雲の志」を受け継
ぐ先輩・後輩たちと楽しいつながりが
できました。入学時は東高生だった
叔母の孫は、私や叔母が通ったあの
青雲台に建っている市函高の1回生
で、学校名は違ってもここにまた新た
なつながりが育っています。私たちが
帰函するといつも親と共に歓迎して
くれる孫は、今回も雪道を運転して
函館を案内してくれました。真っ白な
市函高のグランド、函館ベイ、駅前の
雪道を歩くなど雪景色の函館の街を
満喫させてもらった3日間でした。

ふるさと雪の函館を訪れて

深坂 祐希
（東高53回生）

同窓会への思い

【部活の想い出】 【ふるさと函館】

当時の陸上部顧問・小川智博先生が2月
10日逝去されました。これからは僕らの
想い出の中で生きる先生になるのです
ね。心よりご冥福をお祈りいたします。

1年生当時の青雲祭

私は函館東の第53回生（平成15年
卒業）です。高校卒業後に進学のため
埼玉へ移り、早いもので10年以上経
ち今ではすっかり「埼玉人」になって
いると感じております。そんな私です
が、埼玉に来た当初は埼玉の事が嫌
いでした。海や山など多くの自然に囲
まれた函館から一転、関東平野の海
なし県、満員電車、多くの人が行き交
う街、そのような埼玉に対して「違和
感」を感じていました。このような感
情を抱きながら過ごした大学時代に
心の支えとなってくれたのが、5名の

高校時代からの友人たちです。それぞ
れ札幌や青森など別々の場所に進学
しましたが、頻繁に連絡を取り合い
年に数回集まるのが恒例となってい
ました。この5名の友人たちとは今も
交流があり、折を見ては集まっていま
す。仕事の都合等によりしばらく全員
で会うことができずにいましたが、昨
年約5年ぶりに皆で会うことができま
した。そして偶然にもその日は函館で
の青雲同窓会の開催日でした。興味
本位で参加した青雲同窓会でこの
関東青雲同窓会の土肥先輩をご紹

介いただき、この度原稿執筆の機会
をいただきました。高校時代からの
友人のつながりから、同じ高校の大
先輩たちとのつながりのきっかけとな
り、人のつながりによる縁の大切さを
感じております。この関東青雲同窓会
を通じて、多くの大先輩たちと新たに
つながりを作らせていただければと
考えています。

網走駅にて。中央が筆者



阿部 光平（東高50回生） http://www.inandout-hakodate.com
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山本 大
（東高37回生）

私には定期的に立ち寄る場所が

ある。中央線の改札を抜け青梅街道

を渡ると心がウキウキする。まるで

遠足を前にした子供のように。そして

見えてくる緑色の暖簾をくぐる。

東高37回生の山本大さんがオー

ナーのラーメン店。八幡山にオープン

したのが2013年3月で、その後2015

年8月に荻窪に移転し現在に至る。

ちなみに日本テレビで放映の人気番

組『ザ！鉄腕！DASH！！』の”世界一う

まいラーメンを作れるか”という企画

で2014年に出演されたこともあり、

記憶されている方もいらっしゃるか

も知れませんね。伺うと必ず『OBの

方来ました』『〇〇高校の方来まし

た』と聞きます。口コミで噂が広まり、

着々と函館出身者が足繁く通うお店

になっている様です。メニューはい

たってシンプルですが、懐かしい函館

の味をを思い出せる場所へ是非伺っ

てみてください。函館民以外の方々に

も評価されている美味しいお店です。

シンガーとして大門ジャズフェス

ティバルや函館市内のライブシーン

で活躍する、37回生、西川幸子さん

に話を伺いました。

-東高を卒業してからの経歴は?

看護学校を卒業後、東京の病院に就

職。3年後函館に戻り教育大学養護

教諭特別学科へ進学。その後2人目

の出産まで幼稚園に勤めました。

-歌との出逢いは? 東高で組んだ

バンドでTeen’s Festivalのベスト

ボーカル賞を貰いまし

た。上京してナースをし

ながらBarで歌ったり

もしましたが、教育大

ではスキー部に入りま

した。

-路線が変わった!

目標のスキー1級まで

取得し、「やっぱり歌が

歌いたい！」と周囲に漏

らしていたらJazzバンドを紹介され

ました。当時一曲しか知らなかった

けれど、素晴らしさに目覚めた時は

すでに人妻、その後2人出産。始めた

はいいが活動停止と縮小と常に時間

との闘いでした。

-家族からは? 応援してくれてい

ると思う。「いいな、俺も人前で歌って

みたい。」という息子、寂しい思いを

させたこともあったのに。

-歌うジャンルは? ボサノバ、

Jazzを基盤にPOPs、童謡も歌い

ます。バンドで各種イベント、ライブ、

ホテル、Bar等での仕事もあります。

-これからの夢は? スタジオ録音

でCDを残したい。函館は施設もアレ

ンジャーも居ないので札幌や首都圏

でトライしたい。

在校時と変わらずアグレッシブ! 

関東での活躍も期待しています。

昔ながらの函館の味を
東京で再現する！

西川 幸子
（東高37回生）

【若手からの寄稿】

ママは、ジャズシンガー

【同窓生紹介】

　「ふるさと」という言葉には、「離れて

しまった場所」というニュアンスが含

まれているような気がする。生まれ

育った土地でずっと暮らしていたとし

ても、そこがふるさとであることには変

わりないが、僕自身、函館にいた時より

も離れてからの方が「ふるさと」を強く

感じるようになった。

　現在、僕は東京でライター業をして

いる。高校生の頃に読んでいた雑誌で

記事を書いたり、東高の同級生と結婚

して2人の娘がいるなんて話をした

ら、18歳の僕は飛び跳ねて喜ぶかもし

れないし、まったく信じてくれないかも

しれない。

　東京で子育てをする中で「ふるさと」

への思いは一層強くなり、Uターンに

ついても真剣に考えるようになった。

まずはいろんな人の体験談を聞きた

いと思い、〝地元を離れて暮らす函館

出身者〟と〝別の地域から函館に移住

（或いはUターン）してきた人〟という、

2つのカテゴリーのインタビュー記事を

配信するウェブメディア『 IN &OUT

‒ハコダテとヒト‒』を設立。これまで

に、パン屋やミュージシャン、函館市

役所職員など、職業も年齢も異なる

約40名の方々に、内側と外側という2つ

の視点から函館への想いを伺ってい

る。「ふるさと」で暮らすのが豊かな

ことなのか、それとも地元を離れる方

が有意義なのか、そこに明確な回答は

ないだろう。強いて言うなら、どちらの

選択も正しいのだと思う。だからこそ

僕は、函館と東京を行き来しながら

自分が納得できる暮らしを求め続け

ていきたいと思っている。

●営業時間・限定メニュー等の
　情報はこちらから
https://twitter.com/ramen_
goryokaku?lang=ja

■紹介者

村木 英一
（東高30回生）

■紹介者

塩越 佳奈
（東高35回生）

『函館塩ラーメン五稜郭』



沼崎 貞良
（市高2回生）
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「中村杯関東青雲ゴルフ会」は、中
村名誉会長発案のもと、同窓生有志
でゴルフを楽しもうという主旨で始ま
りました。平日の開催が多く、仕事を
持つ現役世代はなかなか参加が
難しいですが、ゴルフ会としては、毎年
広く関東青雲同窓会の皆様に参加を
呼び掛けています。このゴルフ会は、

秋の開催を原則とし、数組のコンペを
行っています。2017年も11月13日
（月）、秋晴れの空の下、江戸崎カン
トリー倶楽部を舞台に女性4名を含
む12名が参加しました。山岳コースを
思わせる難しい南コースに挑戦。狭い
フェアウェーのため、OB、ロストボール
が続出し、傾斜がきついグリーンで
は3パット、4パットも続出するなど、
スコアをまとめるのに苦労した人が
多かったようです。しかし、いつものよ
うに和気藹 と々、楽しくプレーを終了
することができました。
成績は、終始堅実なゴルフを展開

した金柿さんが優勝。準優勝は伊関
さんで、10回生の女性がワンツーフィ
ニッシュを決めました。さらに、第5位
（飛び賞）も同じ10回生女性の古谷さ
んで、脳ドック受診券、マンモグラフィ
受診券をはじめとした主な賞品は、
10回生女性が独占する結果になりま
した。
総会、新年会を中心として関東の

同窓会活動が盛り上がりを見せてい
ます。有志の会とはいえ、ゴルフ会も
その盛り上がりに負けずに頑張って
いきたいと思います。世代を超えて、
楽しく元気にフェアウェーを一緒に
進もうではありませんか。

2017年も元気に開催
「中村杯ゴルフコンペ」

池田 義夫
（市中5回生）

亀谷 聡
（東高22回生）

2018年2月4日に青雲吹奏楽団
OB会（関東在住者）を開催しました。
2014年の9月に始めた会は、第8回目
を迎えました。今回の開催場所は東
京メトロ虎ノ門駅前にある「“チム
ニー”虎の門店」です。メンバーの知
り合いであるオーナー河野さんの好
意で休みの日に店を開けていただ
き、アンサンブル演奏をおこなうこと
が出来ました。参加者は1972年卒か
ら1984年卒までの15人で、そのうち
飛田、谷村、亀谷、佐藤（克）、福田、
村山、加茂の7人がアンサンブルに参
加し、河野さん自身もトロンボーンで
参加してくれました。　
今回は、東高吹奏楽部OBで札幌

交響楽団の首席トランペット奏者を

務める福田善亮さんが札響の東京
公演に合わせて参加しました。　
プロの素晴らしい音に感心しなが

ら、私たちアマチュアも楽しく演奏す
ることが出来ました。私自身、数年前
に関東青雲同窓会の総会で出会った
後輩たちに刺激され楽器を買い練習
を始め、地元杉並区の吹奏楽団に

入り、40年ぶりに吹奏楽活動
を開始しました。

そして始めたOB会、回数を増すご
とに新しいメンバーが増え、世代を超
えた交流が広がり、これまでに参加
した延べ人数は32人になりました。
懐かしい先輩や初対面の後輩との交
流、それぞれの近況や高校時代の
話、語りつくされたような話の中に新
たな発見があります。人と人との面白
いつながりを感じながら楽しく活動し
ています。今後も新たな参加者が増え
ることを期待しています。

東高吹奏楽部・青雲吹奏楽団関東OB会
第8回開催

【イベント報告】 【OB活動報告】

出席者（敬称略）
亀谷 聡
葉原 茂樹
谷村 隆
佐藤 克洋
朝倉（土橋）早知子
寺島 真司
福田 善亮
村山 雄一
飛田（越前屋）幸子
三宅（三浦）嘉子
本田 恒
本田 猛
加茂（若嵯）千恵子
山内（尾角）恭子
佐藤 信吾

東22
東22
東23
東25
東26
東27
東29
東29
東29
東30
東30
東30
東31
東32
東34

（テナー・サックス）
（ユーフォニアム）
（アルト・サックス）
（ホルン）
（パーカッション）
（トランペット）
（トランペット）
（トランペット）
（クラリネット）
（テナー・サックス）
（トロンボーン）
（ホルン）
（トランペット）
（クラリネット）
（ホルン）

参加者（敬称略）
池田 義夫
伊関 直美
金柿 陽子
菊谷 攻
小林 渡洋雄
野口 紘一

市中5
東10
東10
東10
東10
東10

古谷 桂子
藤井 英司
岩井 邦夫
奈良 勝輔
岡安 恵美子
米坂 知昭

東10
東10
東12
東12
東20
東27

吹奏楽部
OB・OGのみなさん

校歌・応援歌を
一緒に歌う日を
楽しみに
しています

FaceBook「函館市立東高校吹奏楽部OBの集」もご覧ください

［連絡先］ 加茂（旧姓：若嵯） kamo370927@gmail.com
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Tel.03-3759-9771／Fax.03-3759-9768

関東青雲同窓会の集いは
なつかしさ、楽しさ、和気あいあいで
なんもかんも いいんでないかい。

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町4-13-27-102
ホームページ
メールアドレス

http://kondou.tokyo/
info@kondou.tokyo

株式会社 近藤
代表取締役

（市中1回生）近藤 國彦

大反響！
3刷発売中！

目
か
ら
鱗
。

検
診
・
治
療
の
前
に
一
読
を

（
後
悔
し
な
い
為
に
）

末
期
が
ん
に
な
っ
て
も

怖
く
な
い
生
活
環
境
を

つ
く
る
秘
策
。
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（東高23回生）

高 橋　喜 宣

檜森 兄元　池端 恵子　熊谷 園子（旧姓 石田）
山本 眞里子（旧姓 貞弘）　大畑 由紀子（旧姓 辻広）
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Tom house Sapporo

大瀧 比呂子
（東高26回生）

札幌市豊平区西岡3条5丁目1-11 Tel.090-6213-8692

tomhouse_sapporo@yahoo.co.jp

ひとり旅に、家族旅行に、便利なゲストハウスを。

2DK 1室貸切（4名様まで）
4,000円～10,000円1泊

Domeベッド（女性用4台、共用4台）
1台2,500円1泊

新千歳空港から高速バスで50分
札幌ドームまでは徒歩20分

Facebook Tomhouse sapporo

平成29年3月卒業者

正規教員就職者数
臨時採用等を含む教員就職者数

８年連続
６年連続
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幹事長

（東高34回生）

土 肥  健 作

「同期会」の開催告知を
ご覧いただけます。また、
過去の開催報告も掲載しています。

最新のイベント開催の告知や、
報告などを大きく掲載します。

当会のWebサイトでは、様 な々活動報告を掲載しています。 http://kantouseiun.com

関東青雲同窓会では
Facebookページも
絶賛公開中！
速報や、ここだけの情報も
載せていますよ！
Facebookはやらないわぁ…
というあなた！大丈夫です！
とりあえず見るだけでもOK。
ついでにまだ知らない同期に
教えちゃいましょう！

会長挨拶、会則、
過去の総会開催概要

などを掲載しています。

直近の総会、納涼会、新年会の
報告がたくさんの写真と共に

掲載されています。

35回生 一同
関東青雲同窓会

濵野 珠江
塩越 佳奈
島本 肇
島本 なおみ
立花 史博
立花 忍
神崎 厚美
小松 慎司
川﨑 都子

山形 歩
山形 裕之
山岸 ゆりか
菊地 美升
田村 秀規
神崎 厚二
藤巻 正人
小野田 裕江
東 真弓

古川 理子
畑中 正視
本間 正人
小玉 佐己子
加藤 史代
平野 和子
外山 聖子
金札 謙治
山崎 彰叙
小川 真巨

監査役

（東高33回生）

霞  修 治

菊地 美升

ル・ブルギニオン
〒106-0031 東京都港区西麻布3-3-1

Tel(03)5772-6244  http:// le-bourguignon.jp/

（東高35回生）

higashi 33
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新規会員の登録と年会費ご協力のお願い
関東青雲同窓会では、総会・懇親会のご案内に、年会費の郵便
払込票を同封しています。今後も、より多くの皆様に会員登録して
いただくお願いを申し上げますとともに、改めて年会費のお知らせ
をさせていただきます。同期会開催等で未登録の方がいらっしゃ
いましたら、何卒、会員登録のお勧めをお願いできれば幸いです。

同期会補助金がご利用になれます
関東青雲同窓会では、同期会開催のお手伝いとして補助金をご提供してい
ます。本誌にも掲載しましたように、補助金を利用して多くの期が同期会
を開催しています。同期会を通じて同窓会会員を増やすことを目的として
始まったこの制度も定着してきましたが、会員増には今一歩直結していない
のが現状です。誌面をお借りして、再度、ご協力をお願い申し上げます。

●補助金は、原則として10名以上の同期会開催に対して10,000円。　
●年度に一度のご利用で、次年度への持ち越しはできません。
●開催報告をホームページ等で掲載しますので、原稿や写真を依頼する場合があり
　ますのでご協力ください。
●申請は、事前に事務局までご連絡ください。

1年ごと
5年分一括 
20年分一括

：  2,000円　
：  8,000円　
： 30,000円

年会費

※郵便払込票は随時お渡ししています。事務局までお申し出ください。

最後にお願いがあります。この会報は関東青
雲同窓会の総会・新年会に参加され、会費を納
められたことが一度でもある方々に総会のご案
内と共にお送りしております。お知り合いの同窓
生で最近総会案内や会報が送られて来ないと
いう方をご存知でしたら、転居等で郵送物が返
却されている可能性がありますので、ぜひ事務
局のメールアドレス宛にその方の情報（お名前・
住所・メールアドレス）をお知らせください。同窓
生の皆様とのつながりを、より多くより長く続け
て行きたいと思っておりますので、ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

二年ぶりの会報「関東せいうん」14号を
発行いたします。

今号の制作テーマは「絆ぐ・繋ぐ・つなぐ」
です。現在関東在住の方はもとより、Uターン
され函館を生活拠点とされている方を含め、
青雲台を出発点に活発に活動されている各年
代の同窓生にお話をいただき、高校時代の良き
思い出や誇りに触れられる内容を目指して制作
いたしました。最近同窓会から足が遠のいて
いる方々も、今号を御覧いただき「面白そうだ
から久しぶりに顔を出してみようかな」と思って
いただけたら幸いです。

編集後記

関東青雲同窓会 
幹事長
土肥 健作
（東高34回生）

関東青雲同窓会 
副幹事長
金澤 慎司
（東高32回生）

昨年5月の総会を経て、現在の役員による新し
い体制がスタート致しました。この一年間を振り
返りますと、役員同士、予定を合わせて、よく集ま
り、よく話し合いをして参りました。定例の役員会
は、毎月1回木曜日19時から、事務局近くの貸会
議室を借りて行い、毎回21時過ぎまで行ってお
ります。また、役員会に先立ち、会長・副会長・幹
事長の三役会を開いて、会全体の方針や役員会
の議題などを議論しております。こちらの会合は
朝型スタイルで、平日8時に集合することも多い
です。これまで横井会長を中心として、新しい役

員同士、不慣れな点をカバーし合い、会の運営を
行って参りました。役員会として掲げている当会
の課題は、「新規会員を増やすこと」「財政の
健全化をすること」「会の運営の効率化」であり
ます。役員会では、色々なアイディアを出し合い
ながら、改善や新しい方策に取り組み始めており
ます。新体制2年目となります今年は、役員会一同、
更に力を合わせて、関東青雲同窓会の発展と
継続に尽力して参りたいと思います。会員の皆様
には、今後もご支援、ご指導を賜りたいと存じ
ます。何卒、宜しくお願い申し上げます。

「新しい役員会」として、この一年を振り返って

第1章　総則

 （名称）
   第1条　本会は、函館東高等学校関東青雲同窓会と称する。

 （事務所）
   第2条　本会は、事務所を東京都港区麻布十番1丁目7番8号宮下ビル402号
　           ヨコイクリエイティブコンサルティング株式会社内に置く。

 （目的）
  第3条　本会は、会員相互の交流・親睦を図ることを目的とする。

 （事業）
  第4条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
        （1）懇親会、講演会その他の集会の開催
        （2）会誌の発行
        （3）広報活動（ホームページ作成を含む）
        （4）その他総会で認められた事業
        （5）前（1）から（4）の事業のほか役員会で認められた事業

第2章　会員

 （種別）
  第5条　本会の会員は、次の2種類をもって構成する。
        （1）正会員は、函館市立中学校、函館市立高等学校、北海道函館東
            高等学校、北海道函館北高等学校及び市立函館高等学校を卒
            業した者ならびにそれらに在籍して原則として関東に在住
            し、会費を納入した者とする。
        （2）特別会員は、前項5校に勤務した教職員及び本会が推薦した者
            で原則として関東に在住し、会費を納入した者とする。

 （会費の納入）
  第6条　前条（1）（2）の会員は、第22条に定める会費を納入しなければ
            ならない。

第3章　役員及び役員会

 （種類及び定数）
  第7条　本会に次の役員を置く。
        （1）会         長　　1名
        （2）副   会   長　　1名以上
        （3）幹   事   長　　1名
        （4）副 幹 事 長　　2名以上
        （5）幹事期幹事　　若干名
        （6）会 計 幹 事　　1～2名
        （7）監   査   役　　1～2名

 （名誉会長等）
  第8条　前条とは別に名誉会長1名、顧問、相談役及び幹事若干名を置く。
       2　 幹事は、各期代表とし人数が少ない時は数期束ねることができる。

 （選出）
  第9条　役員は総会において正会員のうちから選出する。ただし、幹事
            期幹事は役員会において選出する。

 （職務）
  第10条　会長は、本会を代表しその業務を総理する。
       2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、役員会に
           おいてあらかじめ定める順位に従い、これを代行する。
       3　幹事長は、本会の業務全般を担当処理し、幹事期幹事及び幹事
           との連携を掌り、細務を処理する。
       4　副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、役
           員会においてあらかじめ定める順位に従い、これを代行する。
       5　幹事期幹事は、第4条（1）に定める事業の運営・実施に当たる。
       6　会計幹事は、本会の資産及び会計を処理する。
       7　監査役は、本会の会務及び会計を監査する。
       8　幹事は、各期会員の代表者で、各期の連携及び事務局との連絡
           を掌る。
       9  名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ又
           は、役員会に出席して意見を述べることができる。

 （任期）
  第11条　役員の任期は2年とする。ただし、幹事期幹事の任期は1年と
              する。
       2　補欠又は、増員により選出された役員の任期は、それぞれ前任
           者又は、現任者の残任期間とする。
       3　役員（幹事期幹事を除く）は、再任されることができる。
       4　役員は、辞任又は、任期満了後においても後任者が選出される
           までは、その職務を行わなければならない。

 （解任）
  第12条　役員が次の各項の一に該当する場合には、総会において出席

             正会員の2分の1以上の議決に基づいて解任することができ
             る。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知す
            るとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
         （1）心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる
             とき。
         （2）職務上の職務違反その他役員としてふさわしくない行為が
             あると認められるとき。

 （役員会）
  第13条　本会に第7条に規定する役員をもって組織する役員会を置く。
        2　役員会は、本会の事業案を決し、役員の職務の執行を監督する。
        3　役員会は、会長（の命により幹事長）が招集する。
        4　役員会に議長を置き、会長をもって充てる。
        5　役員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほ
            か、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
            決するところによる。
        6　役員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

第4章　総会

 （種別）
  第14条　本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

 （構成）
  第15条　総会は、正会員をもって構成する。

 （権能）
  第16条　総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関
              する重要な事項を議決する。

 （開催）
  第17条　通常総会は、毎年1回会計年度終了後10週間以内に開催し
              次の事項を審議し、決定する。
         （1）予算及び決算に関する事項。
         （2）会則の変更その他本会の運営に関する重要事項。
        2　臨時総会は、次の各項の一に該当する場合に開催する。
         （1）会長、副会長、幹事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
         （2）正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により
             招集の請求があったとき。

 （招集）
  第18条　総会は、会長が招集する。
        2　会長は前条2項の規定による請求があったときは、その日から
             30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 （議長）
  第19条　総会の議長は、総会出席役員の中から選出する。

 （議決）
  第20条　総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほ
             か、出席正会員の2分の1以上をもって決し、可否同数のとき
            は、会長の決するところによる。　　　　　　　　　　　　

第5章　会計　　　　　　　　　

 （経費）
  第21条　本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充
              てる。

 （会費の額）
  第22条　会費は、次の各号に定める額とする。
         （1）年会費は金2,000円とする。
         （2）会費を一時に5年分を納める場合には、金8,000円とする。
         （3）会費を一時に20年分納める場合には、金30,000円とする。

 （会計年度）
  第23条　本会計年度は、その年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に
              終わる。

第6章　会則の変更

 （会則の変更）
  第24条　この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会
             員の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、会長の決
             するところによる。

第7章　補則

 （施行細則）
  第25条　この会則の施行についての細則その他本会の運営に関し必
              要な事項は、役員会が定める。

函館東高等学校関東青雲同窓会　会則（平成29年6月1日現在）

会　長　横井 透 (東高30回生）
副会長　加茂 千恵子（東高31回生）
幹事長　土肥 健作 (東高34回生）

副幹事長    小原 ゆかり（東高30回生）
　　　　    金澤 慎司 (東高32回生）
　　　　    宮川 博昌 (東高34回生）
　　　　    辻　 峰子 (東高34回生）

会計幹事    赤間 美樹 (東高32回生）
監査役　霞　 修治 (東高33回生）

関東青雲同窓会役員および幹事期幹事 （平成30年3月現在）

三宅　 有 (東高36回生）
小池　 等 (東高36回生）
鹿内　 暢 (東高36回生）
鹿内 欧子 (東高36回生）

平成29年度
幹事期幹事
（昭和61年卒）



関東青雲同窓会のホームページでもご案内しています。　http://kantouseiun.com
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写真・地図：京王プラザホテルHPより




