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30年余の歴史を歩んだ平成が終わりました。

平成の時代が始まる数年前に産声をあげた関東青雲同窓会は、

社会の発展を感じながら、

昭和の終わりから平成すべての歳月である35年を共に歩んで来ました。

母校である函館東高校は、平成19年春の2校合併により幕を閉じ、

以降、函館東の名のもとに卒業した同窓生は現れません。

しかし、故郷を離れて関東地区で暮らす同窓生は、

昭和から平成、そして次の時代も、旧交を味わうために集います。

なぜなら、そこには市立中・高から東高へと受け継がれ、

決して消えることのない青雲の志が宿り、

笑顔があふれる同窓会があるからです。

関東青雲同窓会 総会の記録 ※参加人数は返信時のもので、来賓・招待を含みます。

第1回
第2回

昭和60年5月18日      茗渓会館 　　　        東高3回生(昭和28年卒)　  厚谷襄児 167人
昭和61年5月17日　　 茗渓会館 　　　        東高4回生(昭和29年卒)　  島岡清美 158人
昭和62年5月16日　　 麻布グリーン会館　          東高5回生(昭和30年卒)　  竹内　存 133人
昭和63年5月28日　　 白雲閣 　　　                 東高6回生(昭和31年卒)　  西村正義 146人
平成元年5月13日　　  麻布グリーン会館        東高7回生(昭和32年卒)　  近正隆盛 158人
平成2年5月19日　　　東京郵便貯金会館        東高8回生(昭和33年卒)　  高野勝芳 146人
平成3年6月1日　　　  半蔵門会館 　　　　     東高9回生(昭和34年卒)　  菅原正樹 132人
平成4年5月23日　　　日本工業倶楽部        東高10回生(昭和35年卒)　朝倉敏夫 169人
平成5年5月22日　　　麻布グリーン会館            東高11回生(昭和36年卒)　新山春一 139人
平成6年6月4日　　　  赤坂プリンスホテル        東高12回生(昭和37年卒)　鈴木雅子 169人
平成7年6月3日　　　  赤坂プリンスホテル        東高13回生(昭和38年卒)　酒井俊行 165人
平成8年6月1日　　　  麻布グリーン会館        東高14回生(昭和39年卒)　松村俊昭 145人
平成9年5月31日　　　東京グランドホテル        東高15回生(昭和40年卒)　中川和彦 143人
平成10年5月30日　　 はあといん及木坂        東高16回生(昭和41年卒)　厚谷延実 133人
平成11年5月29日　　 京王プラザホテル        東高17回生(昭和42年卒)　田村良人 116人
平成12年5月27日　　 ホテルフロラシオン青山    東高18回生(昭和43年卒)　北原恵一 124人
平成13年5月26日　　 香港ガーデン                 東高19回生(昭和44年卒)　廣川　豊 133人
平成14年5月25日　　 香港ガーデン                 東高20回生(昭和45年卒)　上嶋　勉 133人

第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

第10回
第11回

第18回

第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回

開催日 会場 幹事期／代表者／総会参加者数

平成27年5月23日 グランドアーク半蔵門       東高33回生(昭和58年卒)　上村　剛    125人
平成28年5月28日      目黒雅叙園                 東高34回生(昭和59年卒)　宮川博昌    162人
平成29年5月27日      大手町サンケイプラザ     東高35回生(昭和60年卒)　小松慎司    162人
平成30年5月26日      京王プラザホテル        東高36回生(昭和61年卒)　三宅　有    159人
平成31年5月25日      大手町サンケイプラザ     東高37回生(昭和62年卒)　野村雄次

第31回
第32回
第33回
第34回
第35回

平成15年5月24日　　 新高輪プリンスホテル       東高21回生(昭和46年卒)　釣谷　勝 131人
平成16年6月5日　　   京王プラザホテル        東高22回生(昭和47年卒)　亀谷　聡    123人
平成17年5月28日       新高輪プリンスホテル       東高23回生(昭和48年卒)　高橋喜宣    127人
平成18年5月27日　　 東海大学校友会館        東高24回生(昭和49年卒)　竹内　清    120人
平成19年5月26日　　 中野サンプラザ        東高25回生(昭和50年卒)　藤本智志    120人
平成20年5月31日　　 九段会館                 東高26回生(昭和51年卒)　奥山智美    124人
平成21年5月30日  渋谷東武ホテル　            東高27回生(昭和52年卒)　上口孝之    153人
平成22年5月29日  弘済会館                 東高28回生(昭和53年卒)　福田道義　  120人
平成23年5月28日      ホテルラングウッド        東高29回生(昭和54年卒)　村山雄一    101人
平成24年5月26日      ロイヤルパークホテル       東高30回生(昭和55年卒)　横井　透    131人
平成25年5月25日      學士会館                 東高31回生(昭和56年卒)　柿本　大    147人
平成26年5月31日 グランドアーク半蔵門       東高32回生(昭和57年卒)　松川幹治    167人

第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回

開催日 会場 幹事期／代表者／総会参加者数
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　函館空港に着く。実家のある松陰町は、タクシーで
2,000円足らずの距離なので、出迎えがいるとき以外は
タクシーを利用する。雪が舞うこの日も、到着ロビーを
出てすぐの乗り場から一台の車に乗り込んだ。
　「松陰町、初音通りです」「海岸線から？それとも
電車通りから？」「どちらでも良いですが、では海岸通り
からで…」 空港を背中に見ながら、タクシーは温泉ホ
テル前を通り、自衛隊横から実家のある方向へと進む。
♪右に見える競輪場～、左は刑務所だよ～♪と、思わず
ユーミンの歌を口ずさみたくなるロケーションのルート
もあるが、確かにこの方が近い。今はスーパーなどが
建ち並ぶ人見町の旧国鉄官舎エリアを左手に見て、
いよいよ車は松陰町界隈へ。すると運転手さんが、
「あれっ、初音通りって、これだったべが？」と聞いて
きた。「そうだけど、電車通りからの一通なんで、途中
から行けませんよ」「あ～、んだんだ！」
　その時、ふと思った。「初音通り」なんと風情のある
名前なんだろう。『函館散歩 まちは唄う』で読んだ
「名前のある道」というページに出合ったことを車内で
思い出してしまった。この辺りは他にも、松見、楓、緑町
など、四季と向き合った巧みなネーミングが随所に
施されているではないか。「鶯の初鳴きがどこよりも
早く聞こえるから、初音通り」という由来を知ったとき
は、“ホォーーっ…”と心の中で大きく頷き、良きものは
残る、人は良きものを残す、と納得した。

　同窓会の良きものとは何か。「昔話に花が咲く」では
あまりにも当たり前すぎる。同じ三年間を過ごした者
同士は、3年間で起きたこと全てが共有の財産であり、
何度同じ話をしても飽きないはずだ。自分が過ごし
た三年間が基本の味になり、部活、恩師、校舎、人それ
ぞれの“酸いも甘いも”などがスパイスとして加わり、
語り合えば語り合うほど、より味わい深い財産に仕上
がっていく。まるで、煮込めば煮込むほど味に深みを
増すカレーのように、昔話は時を経て進化するものだ。
　同窓会では、そこに先輩後輩という共有の三年では
経験できなかった新たなスパイスも加わり、ヨーロッパ
風、インド風、タイ風、和風テイストなど、違った味の
昔話を楽しめるようになる。
　関東青雲同窓会ができて35年、その間、実にたく
さんのスパイスが加わったことだろう。私自身、全てを
味わった訳ではないが、バラエティに富んだ私たちの
同窓会には、「青雲魂」というパンチの効いた隠し味が、
いつも主張を忘れていなかったはずだ。関東青雲
同窓会の良きものとは、青雲魂に込められた創り出す
意欲と、ふれあいを大切にする同窓生それぞれの気持
ちの持続だ、と私は思う。

　「名前のある道」のページには、「鶯の初鳴きが聞こ
えると近所の人を誘い合い、空き地にゴザを敷いて
宴を催した。また、句会や歌会を開き、芸者衆も呼ん
で一杯飲んだ」とある。当時、初音通り界隈に住んで
いた人たちもきっと、創意とふれあいを大切にしていた
のだろう。

今あらためて思う、
隠し味の主張。

関東青雲同窓会　会長
横井 透　東高30回生
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皆様におかれましてはつつがなく
新春をお迎えのことと、心よりお慶び
申し上げます。
さて、私事ですが一昨年は戸田市・

神保市長より、そして昨年はせたな
町・髙橋町長、函館市・工藤市長よ
り、日本国天皇陛下から三度に亘り
「紺綬褒章」伝達にて拝受の栄に
浴しました。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。
昨年6月、工藤市長より紺綬褒章

伝達式に招かれ函館を訪問した際
に、日本女子ソフトボールリーグ1部
函館大会の応援にも駆け付けまし
た。久しぶりの帰郷でしたが、初めて
の新幹線での旅も経験しました。学
生当時、上京するには瀬棚から瀬棚
本線で国縫まで2時間、国縫から函
館本線で函館まで4時間、函館から
青函連絡船で青森まで4時間、そして
常磐線で13時間かけて、やっと上野

に着く合計23時間の道のりでした。
それが今や陸路3時間40分で函館
に着くのですから、当時では想像も
つかない速さで、青函トンネルも25
分とあっという間、興奮覚めあがら
ず、一睡もせずに函館に着きました。
函館大会では、日本のエース上野

投手から得点を奪い、見事一勝でき、
同窓の仲間たちと一喜一憂しながら
応援したことは大変思い出深い一年
となりました。選手たちの試合練習場
は恒例である母校の広 と々したグラウ
ンドを使用。佐竹校長先生が快く承
諾してくださいましたお陰で選手たち
の1勝につながることができました。
その後、ソフトボール選手・応援団

を引き連れて生まれ故郷のせたな町
にも訪問、髙橋町長よりBBQで大歓
迎を受け、私が眺めて育った三本杉

岩を選手・職員たちに見せてやれる
ことができたことは感慨深いものが
ありました。
また1月25日から公開している映

画「そらのレストラン」（大泉洋主演）
のロケ現場がこの生まれ故郷せたな
町ということもあって、当日は大泉洋
さんのお兄さん（函館市役所観光部
長）、そして事務所 伊藤社長自ら、
細やかにロケ現場をご案内、説明く
ださいましたので、この映画を心待ち
にしておりました。近々映画館に出向
く予定で今から楽しみにしていると
ころです。
さて、人生10 0年時代が到来、

2040年代には日本は高齢化のピー
クを迎えます。人生100年時代を明る
く、豊かな時代になるよう、私の本業・
地域医療の中で、どのような立ち位
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昨年は災害の多い年で、異常気象
の影響で、台風の発生が多く日本列
島上陸のため各地で大きな災害とな
りました。また気温上昇による猛暑・
酷暑、9月には北海道厚真町の震度7
の地震発生、一方では凄惨な殺人事
件、減らぬ巧妙なオレオレ詐
欺、非常識な車の操作事故等。
また海外に目を向けると、中国
と米国の摩擦による世界経済の
不安感、株価の暴落、英国のEU
離脱問題、湾岸諸国の不安定な
政情等困惑の1年でした。
その中で、私は後期高齢者にな

り先も見えてきたので、ライフワー
クとして倉庫に未整理の先祖の古
物の、最終的なデジタル化をめざ
すことにしました。
毛利元就公の重臣であった先祖は

書状が多く残っており、萩藩で発行さ
れた『閥閲禄』に数十点記載されてお
り、手元にある十数点の原本は貴重

な資料です。それ以外は保存状態も
悪く山口県文書館、毛利博物館に問
い合わせたり、国立国会図書館にて
調べたり、叔父達に解読を依頼したり
と体力を使いますが、締切もないの
でマイペースで進めています。

　　整理中に判明したのですが、
先祖は当初「新屋」でしたが、1635年
主君毛利秀就より新屋は商号と紛ら
わしいとの理由で新山に改姓の書状
があり驚きました。

　　　　　　●

話は変わりますが、祖祖父の21代
新山荘輔翁の生涯が作家さんによっ
て現在執筆中です。日本に初めて競
走馬を導入し、千葉の三里塚、岩手
の外山、北海道の新冠の御料牧場
の場長として長く勤めました。興味の
ある方はお読みになってください。
今年の年末ころ発行予定です。

名誉会長　中村 隆俊
（市中2回生）

函館での勝利、再び

顧問　新山 春一
（東高11回生）

ライフワーク

置かを常に問い、地域医療を守る
ために尽力していかなければなりま
せん。そして自らも人生を豊かに過ご
していこうと思います。
昨年12月、埼玉県深谷市にある渋

沢栄一翁の生家と記念館を訪問しま
した。一昨年、渋沢栄一賞受賞の際
にいただいた記念品の染物に、90歳
の正月に自作されたという漢詩が書
かれているのですが、その一部に「回
頭愧我少成事」つまり「思い起こせば
自分が行ってきたことがいかに少な
いか、恥じ入るばかりだ」とあります。
91歳を迎えた私も全く同じ心境であ
り、まだやり残していることがあると、
心が熱くなってくるのを感じます。
100歳なんてあっという間にやってき
そうです。
選手たちと再び函館を訪れること

を夢見て、健やかに過ごしたいと思い
ます。
「再び会おう、函館よ！」

宇津木妙子さん（左）、宇津木麗華さん（右）も応援に駆け付ける。

故郷の同窓たちと。
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関東青雲同窓会創立35周年総会
開催にあたり、心からお祝い申し上げ
ます。
昨年の青雲同窓会は、長年の懸案

事項でありました「新会則」が8月の
本部総会におきまして、無事承認いた
だき、平成31年4月1日から施行され
ました。関東青雲同窓会の横井会長
をはじめ各支部役員の皆様には新
会則の策定にあたり、大変ご尽力い
ただきましたことを改めて感謝申し
上げます。
さて、この1年の函館の様子につ

きましてご紹介させていただきます。
昨年の年初は記録的な大雪に見舞
われ、観測史上最高の累積降雪量
510cmを記録しました。また、9月4日
から5日にかけては台風21号による
暴風により多くの家屋に被害が発生
しました。9月6日発生の北海道胆振
東部地震では、地域によっては3日間
にわたり停電し、冷凍・冷蔵食品の
損害や工場の停止など直接の被害は
もちろんのこと、一番大きな影響を
受けたのが観光産業でした。停電に
よる営業休止損害にとどまらず、その
後の風評被害により例年に比べ9月
の観光客の入り込みは3～4割も減っ

てしまいました。このように平成30年
の函館はとにかく自然災害に悩まさ
れた1年となりました。
年が明け一番残念だったのが150

年の歴史あるデパート「棒二森屋」の
閉店でした。市民の間でも五稜郭の
「丸井さん」と共に「ボーニさん」と愛
着をもって呼ばれていたデパートが
閉店した事は、昭和・平成という一つ
の（二つの？）時代の終わりを示唆す
るものと受け止めるほかありませんで
した。今後は本館建物を解体し、新
たにマンション・ホテル・スーパーなど
の複合施設を建設する予定とのこと。
またアネックスは3年ほど閉店を延期
するとの情報もありますが、現時点で
は定かではありません。いずれにして
も若松町には大型クルーズ船が着岸
できる埠頭ができるのですから、充
実した商業施設も必要だと思います。

ここで、青雲同窓会のホームページ
をご紹介させていただきます。トップ
ページには各支部・各会へのリンクや
新着情報、校歌の音声などが張り
付いております。また各支部の行事に
とどまらず「〇〇期の同期会をやりま
すよ」など同期会・クラス会の情報も
ホームページ管理人へ連絡いただ
ければ新着情報へ掲載しますので、
積極的にご活用ください。
また「会員・会員企業案内」のペー

ジは、同窓会員のPRページとなって
おります。1年間 5,000円となってお
りますので、ぜひこちらもご利用く
ださい。
最後は宣伝みたいになってしまい

ましたが、関東青雲同窓会のます
ますのご隆盛と会員の皆様のご多幸
をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて
いただきます。

関東青雲同窓会創立35周年大変
おめでとうございます。札幌支部一同
を代表して心からのお祝いを申し上
げます。
札幌支部も今年38周年を迎え40

周年も見えて参りました。同窓会の立
上げは難しいもので、札幌支部創設
の苦労は私どもの野呂顧問から何度
か聞かされております。札幌の先輩
が立ち上げた同窓会に人が集まらず、
野呂顧問が自費でハガキを送り、沢
山の宛先不明のハガキがあった話を
草創期の組織の立ち上げの難しさを
物語る出来事として拝聴しました。
関東には中村先生というすばらし

い先輩の力が現在の基礎になってい
ると思いますし、私どももやはり野呂
顧問の努力が今の札幌の基礎になっ
ていると思います。私も札幌支部で
15年ほど同窓会に関わっております
が参加者の拡大や費用の遣り繰りは

いつも難しいものだと感じています。
関東も札幌も先人のご苦労の結果
として今があることにいつも感謝が
必要と感じております。
現在青雲同窓会は函館本部の補

助もあり大変有意義な繋がりをもっ
て活動していると思います。函館、札
幌、東京、名古屋、大阪に同窓会の
拠点がありそれぞれの組織がお互い
の組織を引き立てて活動しています
が、この活動のおかげで各地区にいる
同窓会の会員に新しい出会いの繋が
りが増えていることも事実です。
札幌の昨年の年度幹事の37回生

も、東京や函館と久しぶりの再会で
繋がりができたり、私の期の22回生
でも昨年の総会後の同期会で大阪
の井上さんの来札がきっかけとなり、
新しい繋がりが生まれて、私も40年
ぶりの同期生と会うことが出来たりと
楽しい出来事が起こっています。また

今年の年賀状のコメントでは「大阪
の総会に出ようかな？」という同期の
声も出てきています。
この今の体制を維持している同窓

会は全国を探してもあまり沢山は無く
とてもすばらしいものだと感じていま
す。何とかこの体制を維持し、『同窓
会は楽しい』という事をまだ参加した
事のない同窓生へ繋げるために努力
を続けたいと思っています。
札幌にも次世代の同窓生が見えな

いことや、昔集まっていた世代の会員
の不参加が多くなってきている事
など課題もあります。
昨年の総会の際のアンケート結果

では会報の送付の可否（会員全員に
送るか、会費納付者だけに送るかと
いう問い）についても賛否は分かれ
ます。各拠点の会員のアイディアに
よって解決方法を見つけて行きたい
と考えています。
同窓会は会員すべてに開かれてい

て本人が参加しないと拒否をしない
限りいつでも参加できる、そんな会が
私の望みですが意見は分かれるかも
しれません。
私にとって同窓会も同期会も東

高校の集まりはいつも楽しい集まり
です。これからも函館東高校の同窓
会を楽しみ尽くします。

新会則施行のお知らせと
函館の近況報告

青雲同窓会
 会長　田代 誠治郎

（東高28回生）

青雲同窓会に思うこと
青雲同窓会 札幌支部
 支部長　斎藤 晋吾

（東高22回生）
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関西青雲同窓会
山﨑 憲吾

（東高24回生）

関西に来て好きになったもの
二つ

東海青雲同窓会
会長　板倉 恵美
（東高16回生）

いま、東海青雲同窓会は！

東海青雲同窓会は
10年目を迎えました。
思えば創立当時はいろ
いろな行事を考え実行
してきました。ここ5・6
年は行事と言えば年に
1度の総会だけですが、

これも当初知らない者同志の集まり
だったのが、各種の行事を経て気心

の知れる間柄になった事が大きい
かと思います。今では「あの人だれ？」
という事もなくなりました。
愛知県各地に根付いている会員

さんはそれなりに地域での活動が
あり、なかなか同窓会だけに力を
入れる事が難しいのが現状です。
これからも「楽しい」を第一に活動

していきたいと思います。

関東青雲同窓会の皆さん35周年
おめでとうございます、関西の24回生
の山﨑です。35周年とはすごいで
すね、これからも40周年、45周年と
続けてください。（100人以上で会場
探しが大変でしょうが） 
私が関西に来て45年になりますが

二つ好きになったものがあります。特
に一つ目は強烈なファンが多いので
関西に来ましたらGの話は控えめに
してください。
■阪神タイガース
阪神タイガースは1985年にバー

ス、掛布、岡田の3連続ホームランの
後、日本一になった。私が勤めている
会社も阪神ファンが多くいて、当時関
西にいた取締役もそうで阪神の住宅
用火災警報器を作ろうかとなり、阪神

の事務所に私は3回ほど行って承認
シールをもらうにはどうしたらいいか
とか、そんなことをした。どんな模様
にするかは商品販売課が考えたはず
だが、できたものは写真のようにコテ
コテのどうみても大阪。その取締役
が私に「山ちゃん2千個つくろうか?」
「2千個なんて簡単に売れてしまいま
すよ、1万個つくりましょう」と山﨑他
阪神ファン。で１万個作った。ところが
売れない、お客さんにプレゼントする
と喜ばれるが、さっぱり売れない。そ
れでも取締役や私たち阪神ファンは
机に飾って満足していた。（当時2007
年。まだ在庫があります。内緒でおわ
けします。山﨑まで電話をください）
■ポン酢（正確にはポン酢しょうゆ）
ふぐを食べるにはポン酢、水炊き、

湯豆腐、焼き魚、ギョーザなんでも
ポン酢。函館にはポン酢は2～3種類
しかないんだけど、関西には200種
類以上ある。スーパーにいっても20種
類以上は並んでいる。柑橘類のゆず、
すだち、かぼすのしぼり汁に醤油と
出汁なんかでつくる。お奨めは私の住
んでいる兵庫県尼崎市で製造されて
いる「ひろたのぽんず」。すだちがすっ
ぱい。北の国は煮込んだ味、しょっぱ
いのが好きなんでしょうが、関西は
うすい味が好きなんでしょうか。鍋文
化が違うんでしょうかね。先日、井上
先輩から京都の黒七味を頂戴しま
した。ポン酢にぴったり合います。
井上先輩有難うございました。
今年は阪神が優勝しますから、

お祝いに「ずぼらや」にいきます。 

論説顧問

「アカシアの集い」は、
おかげさまで38回目を迎えます。
日時：2019年9月7日（土）
　　 14：30受付開始　15：00スタート
会場：札幌ビューホテル大通公園 地下2階

〒062-0033 札幌市豊平区西岡3条5丁目1-11
青雲同窓会札幌支部

FAX.011-211-5606　acacia@seiunsapporo.com

    斎藤 晋吾（東高22回生）

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。
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函館中部高校 白楊ヶ丘同窓会東京支部
支部長　白川 正広

関東青雲同窓会を見習い、
共に発展していきます！

ご挨拶

このほど関東青雲同窓会の創立
35周年を迎えられましたことには、
心よりお祝い申し上げます。
昭和58年の創立以来の長きに亘

り、関東地区において同窓生の母校
を思う気持ちと、親睦を図りながら
綿 と々続けられた歴代の会長をはじ
め会員、幹事、役員皆様の賜物では

ないでしょうか。
例年の貴会懇親会にはご招待を受

け出席させて戴いておりますが、役員
を始めとする会員皆様の函館と母校
を思う熱い気持ちに浸りいつも新鮮
な感慨を覚えています。
また私どもにおいても貴会の運営

方法、スタッフ構成、懇親会の内容

などには惹かれることが多く、その局
面機会においては参考にさせていた
だいています。
貴会におかれては、今後も益々の

ご隆盛なられることを心よりご祈念
申し上げ、関東青雲同窓会創立35周
年のお祝いとさせていただきます。

関東青雲同窓会創立35周年おめ
でとうございます。実は、函館西高の
つ じゝヶ丘同窓会東京支部も昭和60
年に第1回の総会・懇親会を開催しま
したので、ほぼ同時期に東京の同窓
会活動を開始し、平成の30年余を駆
け抜けたことになるようです。
関東青雲同窓会の総会には何度

か来賓として出席しておりますが、来
賓を含めた出席者全員の集合写真を

撮り全員に配ること、幹事が満50歳
を迎える期の同窓生が行うこと、役
員が全員若返って30期生以下になっ
ていることなど、私たちからみてうら
やましく感じることが多々あります。
西高の場合は総会・懇親会が2年

に一度であること、出席者の平均年
齢が70歳を超えていること、総会運
営を事務局ですべてを仕切っている
ことなどが大きく異なりますが、東、

中部、西、商業、工業各高校の東京
同窓会の集まりである東京臥牛会を
通じて情報交換をしております。
両校とも学校の統合を経験する

など似た様な境遇にありますが、今
後も連絡を密にして、ともに同窓会
活動の活性化に取り組んでまいりま
しょう。

関東青雲同窓会
創立35周年を迎えて

このたび、貴同窓会には創立35周
年を迎えられたとのこと、心からお喜
び申し上げます。
故郷函館から離れ、関東で暮らす

同窓の仲間が集う同窓会が35年に
も渡り、継続して活動している事に、
改めて敬意を表します。
会報の発行、HP運用、各種行事の

実施、会費の徴収と多彩な同窓会活
動は、なかなか昨今の状況では難し
い中、横井会長様をはじめ各幹事様
の日頃の活動が継続して同窓会を支
えられている事にうらやましく思って
おります。
また私共函工同窓会関東支部と

は、東京臥牛会にて交流を図って
いただき、同窓会活動に役立つ貴重
な情報交換もさせていただきました。

重ねて感謝申し上げます。
昨今の首都圏での同窓会活動で

の課題は、上京する後輩が激減して
新入会員の確保が難しい状況が挙げ
られます。また、一定の年代にならな
いと同窓会行事に参加して貰えない
状況でもあります。
カンフル剤として、母校後輩たちが

スポーツ・文化を問わず全国レベル
の有名な大会へ出てくれたら応援を
しようと。そうすれば同窓会の活動
が活性化するのですが、これもなか
なか難しいところです。
函工においては、昨年春の高校野

球21世紀枠9校に推薦され、推薦枠
3校に選ばれたらと期待したのです
があえなく落選。その間私共同窓会
は、関東地区に4～5,000人在住して

いる仲間と、どのような応援をしたら
良いのか等々盛上りましたが・・・・。
とは言え会員増加対策には貴同窓

会のように地道に各行事を重ね、同
窓会に参加する機会を増やしていく
事が必要と思っております。
その為にはまず役員の増員が必須

で、増員を図るための仲間作りの輪
を広げる活動中です。
結びとして当会報にご挨拶できた

機会に厚かましいお願いですが、貴
同窓会の会員様のご家族・親戚・友
人等で函工卒業の方がおられました
ら当同窓会にも参加くださいます様、
一言お声を掛けていただければ幸い
です。
貴同窓会の益々のご発展を祈念

し、お祝いのご挨拶と致します。

創立35周年 おめでとうございます

函館西高校 つゝ じヶ丘同窓会東京支部
 会長　佐々木 太郎

函館商業高校 東京函商同窓会
会長　道下 佳拓

函館工業高校 函工同窓会関東支部
 支部長　本間 和吉
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日頃より関東青雲同窓会様には
たいへんお世話になっております。白
楊ヶ丘同窓会東京支部では東京臥牛
会等の場を通じて、組織活性化のた
めに広く他校の同窓会の取り組みを

参考にさせていただいております。一
例は貴会が実施されている「50歳の
期が総会の幹事を担当する」という
ルールです。当初、当同窓会にはその
ような発想はなく、運営は長く事務局

が担当しておりました。14年前に貴会
を見習い、このルールを取り入れ、
現在も継続しております。おかげ様で
総会にとどまらず、高校を卒業した
てで上京した方を対象にした「新人
歓迎会」などの企画運営も幹事期の
メンバーが中心になるなど、組織の
継続・発展にたいへん役立っており
ます。
それぞれの同窓会には歴史や特徴

がありますが、今後とも交流を密に行
い、良いところは積極的に取り入れ、
お互いの会の発展に繋げていければ
と考えております。
末筆ながら貴会のますますの発展

を祈念申し上げます。2018年 新人歓迎会
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函館市長
工藤 壽樹
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関東青雲同窓会が創立35周年を
迎えますことを心よりお慶び申し上げ
ます。
貴同窓会は、昭和59年に会員相互

の交流・親睦を図ることを目的に設立
され、以来、約1,000人の会員を有す
る同窓会のなかでも大変大きな組織
として、横井会長をはじめ、歴代の
会長、役員の皆様のご尽力のもと幅
広い分野で精力的に活動をされて
おり、日頃よりふるさと納税や観光PR
など当市の活性化に多大なご貢献を
いただいておりますことに心より御礼
を申し上げます。

皆様の母校である北海道函館東
高等学校は平成19年に北海道函館
北高等学校と統合し、市立函館高等
学校としてスタートしてから10年以上
が経ちましたが、文武両道の伝統が
在校生にも引き継がれ、卒業後も
数多くの有為な人材が、各界各層に
おいて、縦横のご活躍をされている
ことと存じます。
本年は、戊辰戦争が終結してから

150年の節目の年に当たります。函館
は、幕末の開港から明治、大正に
かけて、国の内外から多くの人が集
まり、開拓者精神と気概をもって、
まちを発展させてきました。
今後も様々な施策により、皆様が

故郷として誇りに思えるようなまちづ
くりを進めてまいりたいと考えており
ますので、引き続き、お力添えをお願
い申し上げます。
結びになりますが、関東青雲同窓

会の今後ますますのご発展と、皆様
のご健勝、ご多幸を祈念申し上げ、
御祝いの言葉とさせていただきます。

創立35周年を祝って

関東青雲同窓会の創立35周年を
心からお喜び申し上げます。貴同窓
会の皆様におかれましては、市中・市
高・東高が大同団結し、昭和60年5月
の設立総会で正式に発足、初代会長
には中村隆俊様（現名誉会長）が就
任されました。以来、総会、新年会、納
涼会等を通じて会員の交流も活発と
なり、会員の増強が図られ、各世代に
「青雲の志」の精神が脈 と々引き継が
れて、創立35周年の良き日を迎えら
れましたことは御同慶に堪えません。
私共北海道道南会では、御校出身

の方が数多く会員として活動して頂い
ております。特に、顧問の中村隆俊
様、朝倉敏夫様、相談役の沼崎貞良
様、監査役の新山春一様、幹事の
檜森兄元様、福地史人様には役員と
して会の中枢として運営にご指導ご
協力を頂いております。
北海道道南会は、昭和36年1月24

日正式に発足しましたが、有楽町の
「ニュートーキョー」で第1回新年
懇親会が行われ、当時、NHKのラジ
オ番組「話の泉」の名回答者で「物知
り博士」と言われていた渡邊 伸一郎

さんが初代会長に選ばれました。
北海道道南会では、新年総会・懇親
会、夏季懇親会、暑気払い、忘年会、
季節毎の花見会・菖蒲鑑賞・紅葉狩
り・5年毎の「ふるさと訪問旅行」等を
楽しんでおります。来年創立60周年
を迎えますが、新しい会員の入会を
お待ちしております。詳細はホーム
ページをどうぞご覧ください。
結びに、関東青雲同窓会の更なる

ご発展、並びに皆様のますますの
ご活躍とご健勝を祈念し、お祝いの
言葉といたします。

北海道道南会
会長　薬袋 泰

この度は、関東青雲同窓会の35周
年、おめでとうございます。このような
節目に、同窓会記念誌への寄稿をご
依頼いただき大変光栄に思います。

私は2005年に函館東高校に入学
し、3年時に函館北高校と合併、市立
函館高校の第一期生として卒業いた
しました。その後、群馬県高崎経済
大学地域政策学部地域づくり学科を
経て、現在は神奈川県川崎市に所在
する不動産業者にてまちづくりに関
連する事業を担当しています。
「東と北の合併」は、今思うと本当
に激動だったかもしれません。という
のも、正直に申し上げると私自身は純
粋に愉しかった思い出ばかりで、先
生方を始めとする当時の大人たちの
支えの中で、本当にのびのびと高校
生活を送っていました。

【生徒の意欲を大切にする文化】
東は「行事が多く、絆が強い学校」

というのは、皆さん周知の通りかもし

れません。
私たちもまさにそうでしたが合併後

のクラスについては生徒同士お互い
の距離感を測りあっていた時期もあ
りました。
私がいた「3年3組」は飯島先生が

担任でした。特徴的な髭、メガネ、そし
てことあるごとに「LOVERY」と親指
を突き立てる仕草は今も強く印象に
あります。クラスの雰囲気を盛り上げる
のがとても上手く、学級会長になりた
い生徒が3名いました。驚いたのは
その3名全員が会長になり、3名でク
ラスについて議論・運営をしたことで
す。固定観念にとらわれず、一人一人
の意欲を大切にすること姿勢、そして
それらがクラスの雰囲気につながる
瞬間を体験した貴重な経験です。

【私服高校だからこそ、街との繋がり】
函館高校になってからも私服で

した。そのおかげで街の洋服店と繋
がり、そこに通う大人達ともたくさん
対話することができました。私自身の

価値観、地域コミュニティへの意識
に大きく影響しています。
今は「函館学」という履修単位が

あるとのことですが、街と積極的に
繋がっていく高校であってほしいと
思います。

【校訓：何を求めるという言葉】
私自身は卒業時に直接聞けなかっ

たのですが、森校長の決めた校訓
「何を求める」は今も反芻する言葉の
一つで、人生なんども繰り返し自身に
問い続けています。ぜひ、皆さんにも
その趣旨を知っていただきたいです。
「森武のブログ」より。

30歳を経て、今、故郷に何かの形
で恩返しをしたいと思っています。
在校生の皆さんになにか一つでも役
に立てることがあれば買って出たい
と思います。

ありがとうございます。

関東青雲同窓会
創立35周年に寄せて

市立函館高等学校

1回生　松田 志暢

2007年5月15日　第1回 春季遠足 笹流ダム公園



P-17P-16

平成最後となった2019年の新年
会は池袋サンシャインのクルーズ
クルーズでの開催となりました。
58階という眺望のよさで会場を決

めましたが、人によっては「怖くて窓
に近づけない」という方もいらっしゃ
り、会場選びの難しさを感じました。
お料理はビュッフェではなく、ゆっくり
着席でお召し上がりいただけるスタ
イルとしました。
我々37回生は函館、札幌からの

参加を含め15名が集まり、そのことだ
けでも驚きでしたが、全体では110名
と新年会としては過去最高の人数と
なりました。卒業生の結束の強さを
感じました。
函館、札幌からきてくれた同期から

は抽選会の景品提供をはじめ、様々

な支援やアドバイスをいただき本当
に感謝、すばらしい同期を持ったこと
を誇りに思います。
少し残念だったのは、写真撮影、抽

選会とバタバタしてしまい、せっかく
の絶景を見る余裕があまりなかった
こと。まあ、函館山ほどではないので
よしとしました。食事も大急ぎでした
がしっかりおいしくいただきました。
お歴々の先輩、大先輩の元気な歌

声や笑い声を聞くことができました。

楽しかったという感想を持っていただ
けたとすれば、嬉しい限りです。
残るは5月の総会・懇親会です。

サラリーマン中心の幹事期なので
大した準備はできませんが、さらに
多くの37期が全国から集まる予定
です。気持ちだけはしっかり込めて
お迎えします。大手町サンケイプラザ
は昨年内装工事を完了し、とても
きれいな会場になっています。皆様の
ご出席を心よりお待ちしています。
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【2018年総会振り返り】 【2019年新年会報告】

幹事期幹事代表　野村 雄次
（東高37回生）

新年会を振り返って
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●ご来賓（役職は当時のものです）
小笠原 正吾　青雲同窓会 副会長　東高37
松崎 勝則　　青雲同窓会 札幌支部 副支部長　東高23
山崎 憲吾　　関西青雲同窓会 会長代理　東高24
吉田 榮一　　函館東高等学校 元教諭　東高9 
白川 正広　　函館中部高校白楊ヶ丘同窓会 東京支部 支部長
佐藤 雅英　　函館西高校つゝじヶ丘同窓会 東京支部 副学年幹事長
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 

2018年（平成30年）総会 出席者（敬称略）

2019年（平成31年）新年会 出席者（敬称略）

市中5
市高２
市高２
東高１
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12
東高12
東高12
東高12
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19
東高23
東高24
東高25
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35

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
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37
東高37

池田 義夫
沼崎 貞良
小山 光
登坂 幸作
舩坂 美以子
小林 渡洋雄　
廣川 勝代
藤井 英司
古谷 桂子
藤山 秀樹
新山 春一
三上 高
石田 修裕
伊藤 清治
平野 卓彌
佐藤 妙子
杉本 常三郎
中川 和彦
檜森 兄元
笠巻 哲昭
増野 建一
山﨑 英貴

丹藤 和子
山本 眞里子
池端 惠子
熊谷 園子
高野 徹二
小川 利勝
高橋 喜宣
千歳 芳充
藤本 智志
米坂 知昭
上口 孝之
池田 祥平
中澤 準
小田 利隆
多田 恒
村山 雄一
大山 久人
横井 透
古川 清志
長澤 圭祐
竹内 修
波岡 伸一

中川 孝子
小原 ゆかり
前川 裕昭
中村 耕也
橋本 裕美
吉村 宗則
加茂 千恵子
宇野 玲子
小早川 明也
塚田 善彦
赤間 美樹
栗本 亮
金澤 慎司
石田 伸
上村 剛
真田 美苗
北村 雅樹
西岡 由紀子
吉田 まどか
霞 修治
栗本 千佳子
高橋 聖子

土肥 健作
宮川 博昌
吉澤 史也
窪田 志保子
辻 峰子
西村 真樹
本間 丈夫
清野 さおり
田村 秀規
青嶋 宏
川﨑 都子
山形 歩
山岸 ゆりか
濵野 珠江
畑中 正視
島本 なおみ
金札 謙治
小川 真巨
塩越 佳奈
小野田 裕江
平野 和子
佐々木 博康

鹿内 暢
鹿内 欧子
小池 等
森 暢雄
小野寺 彩子
深山 泰志
尾崎 里佳
野村 雄次
米坂 修一
雪田 真吾
西田 正尚
白石 一也
服部 雄一郎
藤原 ゆり
新谷 浩司
伊藤 大輔
日沼 史年
吉川 陽行
吉野 智佳子
手塚 英二
山内 史
小笠原 正吾

市中2
市中5
市高2
東高1
東高2
東高2
東高3
東高10
東高10
東高10
東高10
東高10
東高11
東高11
東高12
東高12
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19
東高22
東高23

東高24
東高24
東高24
東高24
東高25
東高26
東高26
東高26
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
東高37
東高38

中村 隆俊
池田 義夫
沼崎 貞良
登坂 幸作
成田 恭子
金子 洋子
松山 由紀子
舩坂 美以子
木島 三樹男
小林 渡洋雄　
廣川 勝代
藤井 英司
新山 春一
三上 高
浅野 皓司
伊藤 清治
近江 一彦
鈴木 雅子
平野 卓彌
佐藤 妙子
杉本 常三郎
北村 幸子
原岡 路子
檜森 兄元
山﨑 英貴
板倉 恵美
宮下 日出夫
山本 眞里子
小川 利勝
亀谷 聡
高橋 喜宣

竹内 清
千歳 芳充
吉川 範明
大西 博文
藤本 智志
奥山 智美
紀國 仁
佐藤 司
米坂 知昭
上口 孝之
尾崎 光則
小田 利隆
日下 浩
村山 雄一
大山 久人
横井 透
波岡 伸一
中川 孝子
小原 ゆかり
片貝 祐子
落合 浩一
吉野 毅
橋本 裕美
吉村 宗則
加茂 千恵子
宇野 玲子
菊田 直美
小早川 明也
塚田 善彦
秋山 尚
赤間 美樹

金澤 慎司
金森 睦子
石田 伸
上村 剛
真田 美苗
北村 雅樹
西岡 由紀子
小松 卓郎
吉田 まどか
霞 修治
横井 康二
栗本 千佳子
丸山 忠美
高橋 聖子
土肥 健作
宮川 博昌
袴田 隆雄
薄田 香
窪田 志保子
辻 峰子
本間 丈夫
西村 真樹
清野 さおり
佐藤 信吾
小松 慎司
山﨑 彰叙
川﨑 都子
山形 歩
山岸 ゆりか
濱野 珠江
畑中 正視

山形 裕之
小川 真巨
塩越 佳奈
藤巻 正人
金札 謙治
平野 和子
鹿内 暢
鹿内 欧子
小池 等
森 暢雄
谷内 雅紀
佐藤 隆浩
近野 雅之
赤池 志美
小形 忍
尾崎 里佳
肱岡 雅子
小野寺 彩子
三宅 有
山岸 良一
加藤 泉
齋藤 剛
深山 泰志
佐々木 史恵
増田 啓
幅崎 美和子
高橋 和佳子
小林 賢
青木 利恵
城戸 珠恵
大久保 操子

松本 厚子
向井 真琴
木下 博喜
松野 賢一
宮脇 寛生
岩谷 美貴
小林 浩人
半田 仁
山科 雄介
山科 優美
吉田 忠彦
野尻 美香子
福原 康洋
渡部 卓央
上林 幸代
澤田 美佳
小山田 学
鈴木 美奈子
佐藤 道子
井形 英絵
土谷 康二
宮脇 智恵子
遠藤 郁子
野村 雄次
米坂 修一
棟方 順一
川口 真輝江

（合計 159名）

（合計 110名）
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【恩師の想い出】【恩師からの寄稿】

落合 浩一
（東高30回生）

我が恩師
梅谷利治先生

吉田 栄一
（東高9回生）

昨年（2018年）の5月、体調がすぐ
れず欠席を考えていたのですが、同
窓会本部 副会長の小笠原君や36回
生の幹事のお誘いもあって出席する
ことになった。
札幌、東海、関西支部代表の方、函

中、函西、函商、函工の同窓会の来賓
を含め総勢150余名。新宿の中心地
「京王プラザホテル」での開催。総会
のあと懇親会。来賓挨拶をと事前に
連絡があったので、資料を用意、持参
した。会が進み指示された舞台に上
がりメモを中心に市中、市高、東高の
創設とその経緯、加えて自分の高校
時代（昭和31年4月～34年3月）と東
高校 在職23ヶ年を振りかえり語り始
める。あんな事、こんな事を。ところが

予定の時間が過ぎ進行の方から終え
るよう指示があり、途中で失礼するこ
とになった。
懇親会は盛り上がり、交流あり、ま

た親交を深めあって、出席してよかっ
たと痛感している。市中、市高、東高
の諸先輩にもお会いし、当時の思い
出を懐かしく話してくれたのが印象
的でした。余興の部で、正装した応援
団とチアガールによる共演、そして
校歌、応援歌の斉唱は久びさに学校
時代を思い出し目頭が熱くなる。
楽しかった、なつかしかったひと時、
どうもありがとうございました。
最後に関東青雲同窓会のますます

の隆盛と皆様のご健勝を祈念申し
上げます。

出会いは入試。試験監督のドスの
効いた低音と一風変わったしゃべり
方に興味をそそられた幾人かが、試
験終了後何の科目の先生かを聞きに
行った。それぞれ予想して行ったのだ
が、全員大外れ。その巨漢の先生の
担当は美術、しかも、専門はまさかの
凧だった、ハハ。
「ギターが飛んでもいいじゃな～い」
とか「風がなくても飛ぶ凧だよ～」の
ようなユニークな発想、そして「ソ連
で連凧を揚げてたらスパイかと疑わ
れた」とか「夜中に光る凧を揚げたら
UFOと間違えて警察が来た」とか
エピソード満載の授業にすっかり魅
了された私は、迷わず高3の選択科
目でも美術を取った。
今でこそモデリングということばが

ある。自分のメンターの着ぐるみに
スッポリ入って、その人ならどう判断す
るかを考え、行動することだ。当時の

私は自然とそれを梅谷先生から身に
着けたようだ。より既成概念から自由
な発想を意識するようになっていた。
授業内でフレキシブルカイトを作っ

たときも何か変わったことをやろうと
思った。凧の上半分に日の丸の穴を
空けることにした。そこに回転盤を組
み込んで風でクルクル回す作戦だ。し
かし、試しに半分の大きさで作って飛
ばしたがうまく揚がらなかった。
そのときの着ぐるみの発想はこう

だった。
「無難に他人と同じことをやるより
も、失敗例になる方が意義があるの
では？」
そうして臨んだ凧上げテスト。かけ

るといい風が吹くというジンクスがあ
る「耳かけ」はつけずとも、「波と日の
丸」は見事に揚がった。回転盤はバタ
バタとうるさいほど回った。
たとえ失敗してもプラスに解釈して

チャレンジするという精神はその後の
人生でも役だった。受験では英語系
の最難関に挑んだ。合格報告に行っ
たとき、梅谷先生がクラスの生徒たち
に拍手をさせてくれたのが嬉しかっ
た。就活はせず、チョーク1本で生き
ていくことにしたのも、養子に入って
農業と英語教育の二足のわらじをは
こうと思ったのも、「そんな人が一人く
らいいたっていいじゃな～い」という
ユニーク思考からだ。
予備校講師は後2年で卒業だが、

平成最後の年も受験生を送り出す授
業でいつもの話をした。病気で亡くな
られた先輩が作ったイチゴの凧の話
だ。受験できるだけでいかに幸せか
という趣旨である。そして幸せといえ
ば、昨年、私は2人目の孫に恵まれた。
梅谷先生がよく言われていた「子供
は最高の創造物だ」ということばの深
さを噛みしめている毎日である。

関東青雲同窓会と
中村隆俊名誉会長さんとの出会いに感謝

母校の、
これだけは知ってほしい。

■市中

■市高

■東高

■市立函館

：1940年（S15年4月）～1948年（S23年3月） 

：1948年（S23年4月）～1950年（S25年3月） 

：1950年（S25年4月）～2007年（H19年3月） 

：2007年（H19年4月）～2019年（H31年3月）現在

6回

2回

57回

12回

800名

332名

23,162名

3,915名

卒業生数卒業回数

　関東青雲同窓会 中村隆俊名誉会長

（市中2回生）の偉業と貢献について

地元函館と市立高校に関する事柄を、

市立高校 佐竹卓学校長の談話として

紹介します。

　●2017年3月 函館市に、青少年の

育成に役立ててほしいと1億円を寄付

されました。市では2018年からこれを

財源に大学進学者奨学給付金制度を

設立。2025年まで毎年5名を選出し

支給する方針のようです。

　●2017年6月に函館市から紺綬褒

章されました。

　●2018年4月には市立函館高校へ

100万円を寄付され、学校では「学校

旗」、教材用の「実物投影

機」を購入し活用させて

いただいています。
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【部活の想い出】

 Ｑ．顧問の先生は？また、想い出は？

▲

上口：数学の遠藤昭先生で、1年
の時監督、2年・3年と部長でした。
温厚で物腰も柔らかく、メガネの奥の
眼差しも優しかったなぁ～。怒られた
記憶が全く無い！
それと1年生時の部長のダットサン！
（と呼ばれていた渡辺先生）。当時何歳
だったのだろう？1年生的には結構高
齢に見えていた！そう、英語の水谷先
生（ホッチャレ）以上に。グランド整備
（レーキとトンボ）をしていると、野球場
と校舎の間の当時未舗装の道路を
自転車で通ったので、1年生全員で
「オッス」（ニュアンス分かるかな～）と
大きな声で挨拶したら、片手を挙げて
「オ、オッ」（これもニュアンスが…）と
応えてくれたのは良かったのだが、
ふらついて転びそうになり慌てて立て
直そうとする姿にみんなで大うけした。▲

鹿内：坂下先生です。現在の嫁
（同期）の担任でした。当時にしては
珍しかったかもしれませんが、「気合！
根性！」ではなく理論的に指導して
くれる監督でした。

 Ｑ．入部のきっかけは？

▲

上口：田舎町（福島町）で小学校は
ソフトボール、中学校は軟式野球をし
ていた。東高校に入学できたが、下宿
生活だし勉強もたぶんついて行くのが
精一杯でクラブ活動をしている暇な
んかない！と思い入学当初は入部しな
かった。たまたま同じクラスに硬式野
球部でおもしろい奴が一人いたのと、
同じ中学出身の1年先輩に誘われた

こともあり、なんとなくやっていけそうな
気持ちになって、途中から入部した。▲

鹿内：単純に中学まで野球しか
やってなかったから。1日だけサッカー
部に入ったけど、ついていけないと悟り
すぐに野球部に切り替えました。

 Ｑ．今だから言える「ごめんなさい」
     は？

▲

上口：いずれも自分の事では
ない！が、これ書いて大丈夫かな～。
さすがにもう時効？
◎立待岬まで練習用のユニホーム（白
でネーム無し）を着てランニングで往
復した。当然手ぶらでスタートしたが、
立待岬に着いたらリンゴを持っている
のが一人。聞けば道端の果物屋さん
から「拝借」してきたとのこと。それな

りのスピードで走ってたのに！注意す
る前につい感心してしまった！（帰りに
代金をお支払いしました…）
◎硬式野球部だけでは無いと思うけ
ど、先輩が部室でタバコを吸ってて、
吸殻は壁の節穴に捨てていた（きちん
とバケツで消火してから）。絶対バレな
いはずだったのに、部室が建て替えに
なって吸殻の山が発見されたとか…。▲

鹿内：五稜郭5周のランニングで、
茂みに隠れて4周しかしなかったこと。
ごめんなさい。

 Ｑ．想い出の練習場所は？

▲

上口：夏の合宿で湯の川温泉の
「旭館」に泊まり、競馬場に行ってコー
スの内側にある芝の部分で練習した
こと。ただただ暑かった記憶が（野球

場と違い木陰が全く無い！）。▲

鹿内：研修館。1年生の時の合宿
で雨が降り、1日中筋トレになったこ
とがありました。数百回レベルの腹筋
や腕立てをやらされました。鬼って
実在するんだと思った（指導に来て
いたOB）。

 Ｑ．大人になって役立ったことは？

▲

上口：やはり礼儀正しさ、目上の
人への忠誠、仕事の忙しさに負けな
い体力！▲

鹿内：上下関係。目上の人にいき
なり失礼な態度をとることはありませ
んでした。

 Ｑ．昔と比べて「変わったなぁ～」

▲

上口：プロ・アマ問わず、スポーツ
界の暴力や体罰、パワハラが報道され
る昨今だが、当時はもっと、根性、気
合、精神力が主流の時代、他校のしご
きの話も結構聞こえてきていた。そん
な中、当時の硬式野球部は、先輩との
一定の上下関係あったものの、しごき
も体罰も一切なく、練習や試合が終わ
れば皆仲良くしていたし、特に冬の体
力づくりの練習は、結構、和気あいあい
と楽しみながらやっていた。今思えば、
いい意味で、「東高校が変わっていた
なぁ～？！」▲
鹿内：体力的なことでしょうか？

この枠では書ききれません。

 Ｑ．想い出のハプニングは？

▲

上口：ハプニングと言えばハプニ
ングかも。
◎冬の外練習で、結構な積雪だった
第一グランドでサッカー部と練習試合
をして、結果、勝ってしまった！あ、足元
が異常に悪かったからご愛敬か。
◎冬の室内練習で、中庭のテニスコー
トを囲む廊下を隊列を組んで周回ラン
ニングする。ラスト1周で「（キャプテン
が）カン・ト～ッ（函東）、ファイ、（部員

が）オス、ファイ、オス、ファイ、オス」と
掛け声を掛けながら、ある種見せ場的
に走っていたら、かなりのスピードだっ
たにも関わらず、女子羽根球部の連中
に軽～く追い抜かれた！恐るべし女子
羽根球部、体力に感心することしきり。▲

鹿内：初めて導入されたピッチン
グ・マシンに試しでボールを入れたら、
フラフラ～っと後輩が前に出てきた
こと。頭に直撃した。当然硬式ボール。
最近関東青雲同窓会でその後輩に
再会でき、元気で過ごしていることが
確認できました。ごめん、コメ。

 Ｑ．大会の成績は？

▲

上口：◎2年の新人戦からレギュ
ラーになれた。その大会では有斗高校
が地区優勝。有斗高校は全道大会も
制して翌年春の選抜大会に出場。当時
の雑誌「アサヒグラフ」は、甲子園出場
校の予選から出場までの戦績を練習
試合も含めて掲載していたが、有斗高
校唯一の負け試合が我が校との練習
試合だった！（多少自慢入ってます）。
決勝まで行く気満々だった我々2年
生は、大会日程と重なる修学旅行を
あきらめ旅行に出発する同期生達を
青函連絡船まで見送りに。しかし、準
決勝で中部高校に負けてしまった。
（これにはうれしい後日談があり、関
東地区在住の同期生有志14名と還暦
を記念して「2nd修学旅行」と称して
京都旅行に行ってきた。自分にとって

の「1st修学旅行」）
◎3年夏の大会は、地区Bブロックの
代表決定戦で有斗高校に敗れた。この
大会では控え投手（本来は右翼手）の
同期の沢田君が高専を相手にノーヒッ
ト・ノーランを達成した。新聞には「急
造投手の沢田がノーヒット・ノーラン
の好投を演じたほか、選手全員が伸
び伸びと暴れまわった函東の活躍は
すがすがしかった。」と書かれた！これ
もトンコーらしい。▲

鹿内：当時の函館支部（というか
南北海道）は有斗一強でした。そんな
中で、函館支部準優勝が2～3回あっ
たはずです。

 Ｑ．当時の部員に一言を！

▲

上口：一年後輩の女子マネー
ジャー（前列左側の女性）に一言。「当
時は、私を「さん」付けで呼んでくれて
色 と々お世話もして貰ったけど、今は、
我が家で立派な「監督」になり、強い
リーダーシップを発揮してくれるとは
夢にも思わなかった！」飲み会などで、
「奥さんとはどこで知り合ったんです
か？」と聞かれた時に「高校の時の
部活のマネージャーで…今では立場
が逆転して監督に…」とネタで使って
る（笑）。▲

鹿内：個別には会ったメンバーも
いるけど、みんなで昔話ししたいもん
だね。練習上がりにアイス食いながら
バカ話したように、今は焼酎で。

部活動の想い出を熱く（？）語ってもらう当コーナー、
今回は新しい試みとして、お二人に、Q&A方式のアンケートを
実施しました。ターゲットは硬式野球部。果たして、
心の奥底に眠っていた本音に迫れたでしょうか…？。

上口 孝之
（東高27回生）

鹿内 暢
（東高36回生）

回答者

2年生 冬の練習。筆者は前列右から二人目、配偶者は前列左から二人目

2年生 新人生開会式。筆者は後ろから四人目

3年生 グラウンドで。筆者は・・・？

上口 孝之

鹿内 暢

硬式野球部編
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【ふるさと函館】 【若手からの寄稿】

元気を発信！函館FMいるか

2019年1月12日（土）東京サレジオ
学園内ドン・ボスコ記念聖堂におい
て東日本大震災復興支援第8回チャ
リティーコンサートが行われました。
三位一体の神を現す三角をモチー

フにデザインされた素敵な聖堂で、
大きなパイプオルガンとオーケスト
ラ、合唱団と声楽のソリストの方々に
加え、同門で先輩のリコーダー奏者
須藤みぎわさんと共にバッハのカン
タータ106番「神の時は最良の時」を
演奏しました。朝から雪のちらつく悪
天候ながら、会場はお客さまでいっ
ぱいになり、多くの父母のご協力もあ
り心温まる演奏会となりました。本当
に好きな音楽と暖かい仲間たちとと
もに過ごす、演奏家としてこの上なく
幸せで特別な時間でした。
私にとっての2019年は多くの訃報

からはじまりました。昨年から契約社
員として働き始めた会社で私と同い
年の執行役員の女性が1日に、北海
道の伯父は昨年末に亡くなったと連
絡が入りました。今回のプログラムの
バッハのカンタータ106番は「葬送」
のために用いられる音楽で、とりわけ
心を込めての演奏になりました。

ところで、高校卒業時のクラスの
「卒業文集」には、「○年後に●●に
なっている人」に投票するという面白

い企画があり、私は「キャリアウーマ
ンになっていそうな女子」の上位にラ
ンクインされていて「へえ、そうなのか
な？」と思った記憶があります。当時、
音楽大学への受験のために吹奏楽部
の朝練に混じって、教室からリコー
ダーの音がしていて、その音の主が
私であることは結構知られていると
思っていましたし、自分の中では教員
免許をとって教員にでもなるかな？と
考えていました。しかし実際には音大
を卒業した後は演奏家の道を選んで
いて、ゲーム音楽へのレコーディング
をしたり、スタジオパークに遊びに
いくつもりだったNHKへは、「うたえ
リコーダー」の収録のために遊びより
先に仕事で出かけることになったり
もしました。
卒業後20年以上が経過した現在、

不思議なご縁でITの会社に就職、管
理部門で経営会議の準備のお手伝
い等をしています。当時のクラスメイ
トたちは私自身よりも私のことを良く
見ていたのかな、とその卒業文集の
ことを思い出します。
チャリティーはいただいた募金を

そっくり震災遺児奨学金に送金しま
す。私の小さな歩みが多くの方たち
（特に若い方々）が希望の持てる社会
への一助となれることを心から願っ
ています。

キャリアウーマン
？？？

現在のところ決まっている
次回の本番は-

中世音楽まつり
～吟遊詩人の宴～
2019年5月26日（日）14時開演
会場●あけぼのホール（川越） 
https://akebono-hall.com/

2016年3月、北海道新幹線が開
業。以来、函館には国内外から多くの
観光客に訪れて頂いている。その賑
わいも少し一段落した2018年を少し
振り返ってみたい。
函館出身のロックバンド「GLAY」

が、故郷函館・緑の島で2日間5万人
を集めた野外ライブを初めて開催し
たのが2013年7月。常に函館を想う
彼らは、その後も「函館アリーナこけ
ら落としライブ（2014年7月）」「冬の
函館アリーナライブ（2017年）」を行
い、多くのファンを函館に集めた。そ
の経済効果は計り知れない。2018年

8月、2回目の緑の島野外ライブを
開催。FMいるかでは、前回の野外ラ
イブ以降、函館を訪れる多くのファン
をもてなすための番組を放送し、メ
ンバーも喜んでくれている。今回は、
同じ地域メディアであるケーブルTV
のNCVと連携し、同時放送で盛り上
げた。台風接近で、前日まで開催が
危ぶまれたライブは、無事に2日間
行われた。
その余韻が残る9月6日、北海道胆

振東部地震が発生した。函館は震度
5弱を観測、そしてブラックアウト。煌
めく夜景の光は失われた。FMいるか

は日本初のコミュニティFM放送局と
して1992年に開局し、地域情報に
特化した放送をしている。災害時の
安心情報を伝えることも大きな役割
だ。これまでも気象警報が発表され
た時は、24時間放送で対応してき
た。19 9 3年北海道南西沖地震、
2004年台風18号被害、2011年東日
本大震災…。被害状況はそれぞれ違
うが、災害を通じて安心情報がいか
に重要かを実感してきた。今回の地
震では、発生直後から緊急災害放送
を開始。全ての世帯の停電が復旧
し、落ち着きを取り戻すまでの延べ
69時間30分を災害特別放送で対応
した。放送中にいただいたメール数は
1,500通を超え、その多くは函館市
民からの情報と、御礼・激励だった。
電波を通じて、伝える側も聴く側も不
安と安心を共有していたのだと身を
もって感じた。
発災直後、GLAYのTERUは、「こう

いう時こそラジオです！FMいるかさ
んが放送してくれています」とTwit-
te rで発信してくれた。この郷土愛
あふれた行動によって、市民だけで
はなく、市外で生活する多くの函館
出身者も、FMいるかのインターネット
放送で故郷の無事を確認したことを
伝え聞いた。
今の時代、どこにいても様々な方

法で繋がることが出来る。これからも
人と人を繋ぐ懸け橋としての役割を
全うしていきたい。函館のラジオ局
「FMいるか」を宜しくお願いします。

リコーダー奏者
星 典子（和氣 典子）
（東高42回生）

たくさんのグループが参加する
「まつり」に、中世ルネサンス音楽
合奏団tocatocaのメンバーとして
リコーダーで参加予定です。

函館山ロープウェイ株式会社 FMいるか
 局長　宮脇 寛生
（東高36回生）
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【寄稿】

生涯演劇人

【OB活動報告】

函館東高校放送局、コールサイン

は” TH K ”。このサインのテロップを

何年ぶりに見ただろう。2018年9月

15日、ニチロビル1階「カフェマルセン」

において、市立函館高校現顧問の坂井

淳先生をお招きし、元顧問（現指導員）

の星滋子先生を囲むOB会に集った卒

業生は35～50期までの35名。函館は

もちろん道内や関東圏からも集まりま

した。現役カメラマンOBが確保してい

たり学校に残っていた番組等を鑑賞

し、それぞれの代が思い出を発表した

りと、止むことの無い話に時間を忘れ

るひと時でした。

ご紹介したい話を2つ。現顧問坂井

先生は生徒たちに「放送は部ではなく

て局である。これは公に貢献するため

にある組織だという事を忘れないよう

に。」と常々伝えておられるそう。星先

生からは「みんな自分の子供だと思っ

ている。親より先に逝ってはいけない、

親不孝はもってのほか、元気でいる

ように。」と懐に染入る温かいお言葉

でした。

近々関東OB会もしたいとの声も

出た、次に繋がる会となりました。

中学生の頃から樹木希林さんに
魅了され、将来は彼女のような、面白
くて存在感のある女優さんになり
たいと考えていました。まあ、いきなり
テレビに出るのは無理であろうから、
地道に劇団に入って修行しようと
考え、東高校入学と同時に演劇部に
入りました。
ラッキーな事に、その年の6月に函

館市全部の高校が参加する「合同公
演」というものが市民会館で行われ
るということで、放課後になると各高
校の演劇部員たちが東高に集まり、
稽古に励みました。ついこないだまで
中学生だった私にとって、それはとて
も大人の世界のように感じました。
上級生、特に３年の先輩たちがみん
なカッコ良くて憧れたものです。

就職も進学もまったく考えていな
かったので、勉強は現代国語と古典
以外はほとんどせず、休み時間はテ
レビの話題やモノマネで盛り上がり、
とにかく楽しく過ごすことばかりを
考えていました。その集大成と言える
のが、３年の青雲祭の時に女子で
行った「ものまねパブ」です。理数科
2組で「J& I」と銘打ち、教室をショー
パブのようにしてレコードをかけ、そ
れに合わせて口パクで踊るという
ものでした。山口百恵、桜田淳子、郷
ひろみ、キャンディーズ、ピンクレ
ディー・・・。会場は大盛り上がりで
した。でもショーが終わるとみんな
さっさと帰ってしまい、肝心のドリン
クの売り上げが伸びなかったのは
計算違いでしたが・・・。

卒業後は、とある劇団の養成所に
入り翌年の1979年に、三宅裕司が
所属する劇団に入りました。しかし
その年の秋に、三宅裕司・小倉久寛
などの先輩達が、新しい劇団を立ち
上げるので参加しないかと誘われた
のです。それが現在私が所属する、
劇団スーパー・エキセントリック・シア
ター（SET）です。お陰様で、今年で
劇団創立40周年を迎えます。
私は還暦を迎えます。命続く限り、

この劇団と共にこれからも歩んで
行きたいと思います。

杉野 なつ美
（本名：奈津美）

（東高28回生）

放送局OB会 開催

 塩越 佳奈
（東高35回生）
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【イベント報告】

宮川 博昌
（東高34回生）
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【イベント報告】

快晴に恵まれた当日は、参加費

1,000円で差し入れ大歓迎の気軽

さもあって30名以上の大所帯に。

また他校の函館出身者も参加して

くれて、大賑わいとなりました。

また、函館と書いてあるのぼり

を立てていたこともあって、道行く

道産子や東北出身の皆さんから

も声を掛けられ、改めて

函館っていいなぁと感じたの

でした。

今後も函館出身、道産子、北海

道を知りたい皆さんと気楽に交

流できる場になれば嬉しいなぁ

と思いつつ、たぶん2019年もお

花見をやったことでしょう。（笑）

お花見やってみました！

2018年も「第6回中村杯関東青雲

ゴルフ会」を無事開催致しました。当ゴ

ルフコンペは、中村名誉会長発案のも

と同窓会生有志でゴルフを楽しもうと

いう主旨で始まりました。例年平日開

催が多いため、仕事を持つ現役世代の

参加が難しいのですが、今回は30回

生鶴賀さん、34回生土肥さん、袴田さ

ん、中江さんの4名が初参加となりま

した。また、戸田中央医科グループ

（TMG）秘書の廣瀬さんにもご参加頂

きまして、女性3名を含む13名4組のコ

ンペとなりました。2018年11月30日

(金)、恒例の江戸崎カントリー倶楽部

にて、師走も近づくなか寒さも一旦落

ち着いた絶好のゴルフ日和となりまし

た。山岳コースを思わせる南コース

OUTよりスタート、狭いフェアウェーや

要所に配置されたバンカーなど、昨年

と同コースとは言えその難しさに苦し

みながらも、全員大きなトラブルも無

くいつものように楽しくプレーを終え

ることが出来ました。成績は新ペリア

方式を取りましたが、ベスグロもたた

き出した12回生奈良さんが見事優勝

されました。準優勝は初参加の34回生

袴田さん、第5位（飛び賞）はこれまた

初参加の女性の34回生中江さん、第6

位（当日賞）も初参加の30回生鶴賀さ

んが脳ドック受診賞をゲットするなど、

新人旋風も巻き起こりました。中村名

誉会長の秘書の廣瀬さんも男子顔負

けの好スコアでプレーされ、今後「ベテ

ラン対若手」という展開が大いに期待

できそうです。中村名誉会長、池田ゴル

フ会会長、沼崎先輩から数々の賞品の

ご提供を頂いたお陰で、参加者全員に

賞品やお土産が行きわたり、皆さん笑

顔でお帰りになりました。2019年も秋

頃に第7回の開催を予定しております。

現役世代の方々にも多くご参加頂ける

ように早めの告知を行いたいと思って

おります。是非とも皆さんのご参加を

お待ちしております。

「中村杯ゴルフコンペ」
2018年は新人4名が初参加！

沼崎 貞良
（市高2回生）

小林 渡洋雄
（東高10回生）

池田 義夫
（市中5回生）

関東青雲同窓会では、秋の「中村名誉会長杯ゴルフコンペ」開催と、春の「東京臥牛会＊ゴルフコンペ」に参加しています。

年2回のコンペ以外にも、今後有志のコンペも企画したいと考えています。いち早くゴルフイベントのお知らせをいたしますので

同窓会メールアドレスまでエントリーメールをお送りください。もちろん会費は頂きません。お待ちしています！！

＊「東京臥牛会」とは、公立高校（東・中部・西・商業・工業）5校の同窓会で構成している親睦の集まりです。

関東青雲ゴルフクラブ会員募集中！お申込先●info@kantouseiun.com

市ヶ谷
外濠公園にて

2018年3月31日

日頃の行いが良いのか？担当

幹事が運を持っているのか？秋と

は思えないものすごい晴天の中、

屋外でのジンギスカン大会は40

名以上の皆さんが、ジュ～ジュ～と

いう音とあの匂いで盛り上がりま

した。屋外だから思いっきり焼け

るし、飲み物は各自で好きなだけ

ドリンクサーバーから注ぎ放題だ

し、もう堪りません！（大人の遠足

状態）

2019年も開催できると思いま

すので、ジンギスカンを通じて世

代を超えた交流をしませんか？

特に若い世代の方々はこういった

ザックバランな会で先輩と交流

してみてはいかがでしょうか。

ジンギスカンは思う存分屋外で！

明治神宮外苑
森のビアガーデン

にて

2018年9月22日
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成田博志（20回生 Tp）　　亀谷聡（22回生 Sax）
千歳芳充（24回生 Bass）　朝倉（土橋）早知子（26回 Perc）
村山雄一（29回生 Tp）　　大山久人（29回生 Euph.）
吉田（齊藤）美津子（30回生 Cla） 　三宅（三浦）嘉子（30回生 Sax）
長内孝一（30回生 Hr）　 加茂（若嵯）千恵子（31回生 Tp）　他

青雲吹奏楽団 関東OB会を
年に2回のペースで開催しています。
吹奏楽祭、コンクール、定期演奏会、

合宿、そして高校生活。
懐かしい話題で一緒に盛り上がりましょう。

Facebook グループ「函館市立東高校吹奏楽部 OBの集」メンバー追加リクエスト受付中 【連絡先】加茂（旧姓:若嵯）
kamo370927@gmail.com

吹奏楽部 のみなさん
青雲吹奏楽団 第8回定期演奏会 昭和51年8月5日
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（東高23回生）

https://www.facebook.com /kiyoshi.takahashi.587

高 橋　喜 宣
き よ し

32     KANTOU SEIUN 2019 -35th Anniversar y- KANTOU SEIUN 2019 -35th Anniversar y-   33

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）
5,000円～12,500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

取締役相談役

（東高30回生）
田 中  由 彦

取締役統括本部長

（東高39回生）
筆 染  恭 介

能美防災グループ

〒178-0063　東京都練馬区東大泉6丁目8番28号
TEL：080-7933-8145　 Fax：03-6733-8426
Mail：chitose.zeirishioffice@gmail.com

税金、保険のご相談
お待ちしております。

千歳  芳充
税理士

（東高24回生）

日本生命保険相互会社代理店
日本ファイナンシャルプランナー協会認定会員
北海道道南会、関西函館をおもう会　会員
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幹事長

（東高34回生）

土 肥  健 作

平成30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

9年連続
7年連続

理事・副学長
（兼 事務局長）

（2019年3月末まで）
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「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。

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はちょっと…
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、
過去の総会や

同期会開催の報告などを
掲載しています。

直近の新年会や総会、
お花見などその他の

イベント報告が
たくさんの写真と共に
掲載されています。

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）

弁護士 吉 川 陽 行 （東高37回生）

〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目 ラスコム15ビル3F
PHONE（011）615-7110　FACSIMILE（011）643-3522

よし かわ たか ゆき

原 洋司法律事務所
hara yoji law office

K M工房

〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田1074
TEL 0557-27-1235  CELL 090-3435-4047
E-mail  khf03450@nifty.com

ゼロ ゼロ

金 札 謙 治
かな ふだ

一級管工事施工管理技士
消防設備士（甲種1類）

（東高35回生）

〒041-1221 北海道北斗市清水川142-20
TEL.(0138)77-1111  FAX.(0138)77-1131

青雲同窓会総会・懇親会は、毎年
8月14日 17：30～ ホテル函館ロイヤルにて

開催されております。
http://www.seiun-honbu.com/

代表取締役社長
青雲同窓会 副会長

東高37回生（昭和62年卒）
小笠原　正吾

higashi 33

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

【Webサイトのご案内】
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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お
り、これまで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。

いただいたこと。関東青雲同窓会の今後
につながる画期的なことで、さらに母校
の違った姿を感じることもできました。
また、P02-P03 35周年へのメッセージ

やP22-P23 俺のブカツは、34～35回生
の精鋭女性陣のアイデアから生まれまし
た。これからも世代をつなぐような企画を
盛り込めたらと考えています。
今後ともご協力のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。

会報誌「関東せいうん -関東青雲同
窓会 創立35周年記念号-」をお届けい
たします。
無事発行できましたのも、お忙しいなか

原稿を執筆いただいたり広告をお申込
みいただきました多くの皆様のお陰です。
本当にありがとうございました。
今回の会報誌で特筆したいのは、函館

東高校に入学、そして市立函館高校 第一
期生として卒業された松田さんに寄稿

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 監査役・
関東せいうん編集委員

霞 修治
（東高33回生）

最近、ある雑誌で「同窓会行かない症候
群」という記事を見ました。全国の同窓会で
中高年参加者が伸び悩む現象が起きて
おり、昭和の働き方がいよいよ幸福に結び
つかなくなったことが大元の原因との内容
でした。確かに記事に書かれている内容は
時勢を反映したもので、SNSの普及や個人
情報の取り扱いなど、取り巻く環境は大き
く変わってきており、同窓会の有り方も変
化して行く必要があります。しかしながら、
変えてはならない大切なものもあります。
卒業以来ふるさと「函館」を離れ、遠い

関東の地に根を張って頑張ってこられた
諸先輩方や後輩達が、年に数回でも「同じ
高校の卒業生」だという、たった一つの
理由だけで集まることに、何ら難しいことは
要らないと思います。
本年5月の総会をもって、関東青雲同窓

会は35周年を迎えることになります。中村
名誉会長をはじめ、大先輩の方々のご尽力
により当会がスタートしたことを大変誇り
に感じます。私達、関東青雲同窓会は、これ
からも「変わる勇気と変わらない強さ」を
もって、継続・発展して参ります。

『不易流行』の精神で

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31年3月現在）

野村 雄次 (東高37回生）
米坂 修一 (東高37回生）
西田 正尚 (東高37回生）

平成31年度
幹事期幹事
（昭和62年卒）
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第35回 関東青雲同窓会 

総会・懇親会のご案内

　 2019年5月25日（土）

大手町サンケイプラザ 4階 ホール
［交通 ］●地下鉄各線「大手町」駅直結（A4・E1出口）●JR「東京駅丸の内北口」徒歩7分

日　時

会　場

受付開始
総会
懇親会

午後5時00分
午後5時30分
午後6時00分（午後8時過ぎ終宴予定）

関東青雲同窓会ホームページでもご案内しています。http://kantouseiun.com

大手町

大手町

町
手
大

町
手
大

東西線
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至中野

新丸ビル

大手町ビル

首都高速都心環状線神田橋出口

都
営
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田
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千
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田
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丸
の
内
線

至日比谷 至新宿 至新橋

読売
新聞社

至高島平
至綾瀬

至池袋

至水天宮

至西船橋

至上野

東京サンケイビル
大手町サンケイプラザ

丸の内中央口

町
手
大

徒歩順路

P

京
東

日本生命
丸の内ビル

丸の内
北口

N

半蔵門線

京
東
JR丸の内シャトル

（無料バス）
新丸ビルより1駅
15～20分に1本
の間隔です。

丸の内シャトル（無料バス）
15～20分に1本の間隔です。

A4出口E1出口

①JR東京駅で降りましたら、「丸の内北口」改札に向かってください。
②改札を出てすぐの交差点を渡り、ビル沿いに道なりに進んでください。
③次の交差点を渡って右折してください。
④直進、信号3つ目左側ガラス張りの高層ビルが
　東京サンケイビルです。（赤い大きなオブジェが目印です）
⑤大手町サンケイプラザの会場は4階になります。
　1階よりエスカレーターでお上がりください。

【東京駅からの徒歩順路】

さあ「関東青雲同窓会　総会・懇親会」です！
今年は35周年、節目の年となりました。

幹事は37回生、個性豊かな面々が皆さまをお迎えいたします。
函館出身で函館観光大使でもある暁月めぐみさんのミニライブも予定しています。

ぜひ皆さまお誘い合わせのうえ、ご出席ください。
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