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東京青山同窓会

第 ６３ 号
発行日：平成３０年１０月１日
発行所：
東京青山同窓会事務局
〒111-0032
東京都台東区浅草 3-8-2-1101
工藤 義夫 （７４回）

－東京青山同窓会年間維持費－

1口1,000円／2口以上（年間）
会計幹事：川上康夫 （７９回）
振込先：極力①でお願いします。
①郵便振込口座 00150-9-4074
加入者名 東京青山同窓会

e-mail：kudou74@tokyo-aoyama.org

TEL：090-1704-2413
発行者 日下部朋子 （８２回）

②三井住友銀行京橋支店 普 8430640
東京青山同窓会 会計幹事 川上康夫

『平成３０年度 東京青山同窓会＇総会兼新人歓迎会（』 報告
平成30年6月15日＇金（ “新会場” 「アラスカ」日本プレスセンター店

日比谷公園が一望に見える“新会
場”での同窓会”。梅雤寒の金曜夕べ、
126回卒新人12名など105名が集う。
新人にはもっと多くの参加を期待する
も中々忙しいらしい。今回は従来の2
時間から3時間に延長1,2次会兼用。１
部２部司会は今回多数参加した柔道
部の事務局81回卒の成海孝二さん。
冒頭の総会では、佐藤会長や青山
同窓会副会長から先に当選した花角
新潟県新知事が85回卒との紹介も。
会務・会計報告では財政回復と今後
の魅力的な活動方針等をご承認頂く。
渡邉毅青山同窓会副会長は、講師
吉田真吾氏が高校時代勉学・ピアノと
もに優れ東大か東京芸大かの進路に
迷っていたとのエピソードも紹介。
そして、飯田学校長からは母校音信
として、伝統の青陵祭も先週盛大に行
われ、今春の進学実績も堅調、在校
生数の女性優位傾向や、文化スポー
ツ活動の顕著な実績、東京夏季企業

工藤義夫 74回

研修への支援感謝等々を語られた。

懇親モードへ全面移行となる。

第2部の講演は、吉田真吾東大地
震研究所教授＇85回（から「1964年の
新潟地震」と題し、その特異な影響や
知見などが、その後の我が国の多様
な地震の解明や影響予測等にも貴重
な教訓を与えた状況を多彩な図表等
も交えて説明された。2点の質問にも
懇切に筓えた。
次に、フレッシュ新人コールへ。122
回卒の田中麟太朗さんが12人＇女子
7、男子5と卒業生男女比相似か？（
を紹介、返礼は男女各1名、出席通知
各一番の男女、佐藤真生・長浜朱音
さんが伸びやかに抱負を語る。佐藤
さんは大学では地方の高校でこうし
た東京同窓会に出られるのは羨まし
いとも聞き、長浜さんも漸く東京に慣
れ、今は学ぶのが楽しいとも。

そして今宵のスペシャルゲスト声楽
家今井あいさん＇105回卒（がパリから
参加、本場欧州で活躍する「生歌唱」
を聞ける機会を得た。和洋8曲を新潟
からのピアニスト栄長敬子氏伴奏とと
もにコロラトゥーラ・ソプラノの美声を堪
能、さながら上質の夜会の様。飲食・
お喋りの渦の中でさえも、その声は広
く会場の空間を賑わし響き渡った。

第３部司会は102回卒柔道部の尾
口優子さん。最長老の59回卒の長橋
敏雄先輩の乾杯発声で、漸く、飲食

さらに、集合写真、新人との校歌・忚
援歌斉唱。新人の庭野ほのか・山田
泰聖さんよるNHK全国優勝の放送部
紹介、“もり・りんたろう＇！（”両氏によ
る秋のカジュアルますらお会の案内な
ど、盛り沢山、夜9時半終了・解散。料
理の美味と美酒。長くも束の間のコア
タイム。元号改正で平成最後となった
東京同窓会はここ新会場でお開きに。
来年もまた、新しい顔、懐かしい顔に
会えることを楽しみに・・・。東京青山会
の今後のますますの盛会を期して。

“126回卒新人12名の計105名”～ 講演 と♪ミニコンサート♪も
＜新会場にて！＞

会場の風情

備え付けのピアノも

眼下には日比谷公園の黄昏

会場
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H30年度 総会＆126回卒新人歓迎会 ～ ハイライト

吉田真吾 講師

司会１成海

佐藤真生

司会２・尾口

佐藤会長

～

１２６回生の新人たち

渡邉副会長 飯田校長

～ 長浜朱音

長橋先輩

ソプラノ・今井あい
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東京青山同窓会会長
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佐藤 信秋７４回

詩 と 絵 ＜麻砂乃里＞

2018年9月

今年は、冬の豪雪にはじまり、大阪北
部の震災、西日本の豪雤災害、夏の異
常高温、台風21号の強烈な風と高潮の
災害、そして震度7を記録した北海道胆
振東部の震災と、災害が次々と襲いか
かってきた年です。今迄になかった、「記
録的」な雤量や高温が続きます。こうした
年に新潟の「安全安心第一」「住んで良し、
訪れて良しの新潟」と呼びかけ、(85回卒)
花角知事が誕生したことは大変意義ある
ことと、その活躍におおいに期待するも
のであります。
新潟もこれまで、中越地震、中越沖地
震、水害、雪害と、毎年のように災害に襲
われてきました。新潟を強く靭かにする一
方で、インバウンドをはじめ、多くの人に
訪れてもらえるよう皆で盛り上げようでは
ありませんか。

医学書や芸術書
絵本など出版販売。
東京青山同窓会の
前の副会長でした。

＇写真；2010年青山会（

平成３０年度
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期 末 現 預 金 残 高

総会兼新人歓迎会
（会場変更；100人）

２回分；郵送数減。

209,358 印刷等；外注→内製
0
現行ホームページの

0 機能回復、利用促進
109,500 2回
7,540
37,264
0

1,766,008

1,994,006

・次回会報へ投稿のお願い
同期会,部会,スポレク,趣味,旅行、会員紹介 等。
＇400～800字程度。写真もあればなお歓迎（
住所、電話、e-mail、氏名 等。

・年会費ぜひお願いします「２千円」

★特に、若手会員さまへ★
総会兼新人歓迎会

1,120,997

★事務局からのお知らせ★

＇※１千円でも可（。 振込先は1,4頁にも記載。

757,335 （会場変更）
0

1,468,000

「麻砂乃里」 は ペンネーム

・連絡先変更時はご一報を！

819,000 450人；前期*0.9

会

総
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考
（H30年度分）

1,633,997

総

合 計

著者 ； 西村正徳 ７２回

＜よこがお＞
著者の西村正徳
さんは西村書店
の代表取締役。

上期分；平成30年8月31日現在（金額：円）

年

報

“ぼくらが知っているあのころの夕日もそこにある…
青年時代から、海をながめ、詩をよんできた著者が書き溜めた「海のすがた」
がここにある。うれしいことも悩みも、自然と対峙することで、色々語りかけて
くれるような気がする…という、あのころの切ない気持ちを呼び覚ます、おと
な向け詩画集“

（Ｈ30年4月1日～Ｈ31年3月31日）

期 首 現 預 金 残 高

会

～ ぼくの秘密は、いつも、海だけに、話してきた。
２０年間、海を見続けてきた男の、穏やかで自由な対話の記録 ～
2017.11.9 発行 WAVE出版

平成３０年度予算および３０年度上期決算

要

会

出版紹介 ～ 『 海の唄 』

～会長の言葉～

摘

窓

注１）会計年度期間；平成30年度（H30.4.1～ H31.3.31の１年間）

↑2018年8月31日現在

学業、仕事、家庭など多忙で、同窓会ごとき？
でしょうが、連絡先等変更時はご連絡ください。
********************************************************
～ その他、何でもお問い合わせください！～
事務局・工藤義夫＇74回卒（
e-mail ； 事務局 kudou74@tokyo-aoyama.org
＇個人 plutarchoshannibal@yahoo.co.jp （
Mobile ； 090-1704-2413
********************************************************

★ホームページ・リニューアル★
～下期早々、新画面で再登場します！～
カラーでタイムリーな受発信。見てください！
＇ 制作 ； 渡邉修也氏・90回卒（
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Ｈ30年度～第３回・カジュアル 「ますらお会」 ご案内
日
時
・
場
所
・
費
用
～
二
次
会
～

平成３０年１１月１７日（土）
一次会 ；１６時～１９時 ＇３時間 （
場所； 「番屋」有楽町店
住所；千代田区丸の内3-1-1 帝劇ﾋﾞﾙ-B２
TEL.； 03-3201-3201
男性；6,000円
女性；5,000円
学生；2,000円
新人：1,000円＇126回卒（
＜自由参加、各自清算＞
＜若手幹事＞
二次会 ； １９時～
“もり・りんたろう”
場所；「有楽町Cafe & Dining」
・田中麟太朗＇122回（
住所；千代田区丸の内3-5-1
・ 森 豊 ＇ 90回（
東京国際ﾌｫｰﾗﾑB1
TEL.； 03-3211-2205

★みなさまへ、お知らせとお願い ～

年会費の 「振込口座」

・転居、連絡アド等変更時は、事務局にお知らせ下さい。

ご氏名と卒回とを必ずご記入ください！
１（郵便振替口座 ； 極力こちらで振込願います
00150-9-4074 東京青山同窓会
２（三井住友銀行；京橋支店
普 8430640 青山同窓会会計幹事 川上康夫

事務局 ・ よろず 窓口
東京青山同窓会事務局；工藤義夫 ＇７４回卒（
〒111-0032 台東区浅草3-8-2-1101
e-mail ；
事務局 kudou74@tokyo-aoyama.org
個人 plutarchoshannibal@yahoo.co.jp
Mobile ； 090-1704-2413

・e-mail等をお持ちの方は、登録のためご連絡ください。
【事務局 ；工藤 】 電話 090-1704-2413 または
E-mail ： kudou74@tokyo-aoyama.org

～ お知らせ ～
■事務局通信：
◆同窓会開催用住所リスト；事務局へ
◆偶数月第二火曜日の会：申込み不要・有志の飲み会。
H30：10/9・12/11～H31：2/12・4/9・6/11 毎回19時
◇日本海庄や・上野店
＇上野6-14-6 山田ビル4階／電話 03-5807-1921（
場所も時間も固定です。ぶらりとお立ち寄りください。
■Webサイト：
◇東京：http;//www.tokyo-aoyama.org/
◇本部；http;//www.aoyama-dosokai.com/

２０１９年度総会・新人歓迎会(？元年)年６月２１日(金)アラスカ
当初予定日を変更

＇日本ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ・10F（

？元年 第４回カジュアル「ますらお会」 ～ 2019年11月＇場所/曜日/時間；未定（
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６４回卒・東京同期会報告 ～ “８０代”の底ヂカラ！！ ～
星 満 ／ 坂井 敬

5月26日(土)に、新潟高校第64回
東京同期会を、日比谷の日本倶楽部
で開催、出席者は36名であった。昨
年、一昨年と、坂井敬君、川崎明君
の名幹事を続けて亡くしたため、新幹
事として、坂井俊一、星 満の新幹事
で行った。
最初に、坂井敬君を始めとする昨年
及び本年に亡くなった方(新潟も含め

全9名、本年既に2名（に対する黙祷。
次に、新潟から駆けつけた風間士郎
君の音頭で乾杯。その後、各自の近
況報告で始まった。途中で五十嵐滋
君の演奏により、校歌などを斉唱した。
64回生は既に傘寿を超えて80歳～
81歳。出席者は全員元気で、陽気に
話していたが、話の内容はやはり病
気や寿命のことが多かった。

６４回

“米寿”を目指して
2年前に、東京オリンピックを全員元
気に見ようと約束したが、出席者全
員は元気で米寿まで生きようという
ことになった。
星満 記
◆ ２０１８／５／２６ 日本倶楽部 ◆

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～～ ～ ～ ～ ～ ～

７４回卒・東京同期会＇酔都志会（報告 ～“７０代”健在～
＇よいとしかい（

卒業以来、東京で続く７４期同期会
＇酔都志会（。少しづつ物故者もある
中、とにかく毎年会いましょう会となっ
ている。今回は、卒業以来初めてと
いう方も出てきてくれた。外見からは
わかりずらいが、顔の中心部を見る
とどこかほのかな面影はあるものだ。
みな、それぞれ思い思いの話を重
ねて３時間を過ごす。

＜酔都志会＞
番屋

今回、４４歳で非業の最期を遂げた
「異才・五十嵐一＇ひとし（」君の２７年
目を記念した追悼集に、小中も一緒
だった谷中君が寄稿してくれることに
なった。筑波大の教え子が編集する
追悼集に掲載されることになる。月日
は早いものだと痛感する。彼も若い頃
は会に気さくに出ていたのだ。古い写
真のひとコマが蘇ってくるようだ。

工藤 義夫

７４回

“人生”あと20年！？
追悼集に寄稿してくれた同期生３氏
の回想文を本号の後頁に掲載すること
にしよう。濃淡はあるが、それぞれの
高校時代などを振り返ってみよう。今
回来てくれた人も、それぞれ年輪を重
ねてまだ元気に生きてるのだ。そして
また、ぜひ来年も会おうとしよう。

H30.6.2
＜31名＞
初顔も

大石憲一
若林源基
高橋信郎
大滝 均
丸山直人 糟谷好邦
池田 裕
石黒稔
豊田邦夫
谷中健治
橋本昭一郎
田澤博史 土屋彰義
藤田＇畔上（廣子
高橋 保
原 信一 齋藤一幸
工藤義夫 河野敬一 西田/橘/百合子 渡辺/佐藤/圭子 佐藤俊栄 小林淳子 池田正行 島津/中川/満里子 太田正孝 関川修一 安田/高橋/雅子 加藤直久 中村均 伊藤宏
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“新人紹介＇126回卒（”４名の言葉 ～ よろしく御願いします ～
東京の126回生を代表して

「 ロシア・ドイツ旅行 」
126回・佐藤真生
私は現在、9月9日から23日にかけて
ロシアとドイツに旅行するための計画
を立てている。ロシアのたまねぎ型の
ドームを持つ教会、ドイツの古城等々、とても楽
しみだ。ロシアのビザ取得には手間がかかると
いうこと、宿はホステルを利用すればコストを相
当抑えられるということ＇サンクトペテルブルクの
宿で一泊500円以下！（、それを持っていれば世
界各地の美術館で学割を受けることができると
いう国際学生証というものがあるということなど、
様々なことが知れて刺激的だ。
東大に入ってからのこの5ヶ月間は本当に色々
なことを考えさせられた期間だった。自分が大学
でやるべきことは何なのか。小学校から高校ま
でずっとバスケを続けてきてバスケが大好きな
私は大学でもバスケ部に入ろうと決めていて、
入学式より前に迷わず入部届けを提出した。し
かし、次第に留学、インターン、ボランティア等大
学では様々なことができるのであり、部活はその
うちの１つに過ぎないことがわかってきた。つま
り選択の問題なのだ。部活に懸ける大学生活も
本当に素敵なものだしそれを目指してバスケ部
に入部したのであったが、大学時代はその他の
ことを多く経験しその上で将来についてもう一度
深く考えたいという思いが強くなって、結局バス
ケ部を辞めることにした。ネガティブな気持ちか
らではなく、「様々なことを経験したい」というポジ
ティブな気持ちからの決断ではあったが、それで
も途中でやめてしまうというのは本当に悔しい。
その決断は将来の自分がどうなるかを予想し
にくくもした。1年後、もっと言えば1ヶ月後に私は
何に興味を持ち、何に取り組んでいるのだろうか。
その不確定性は何でもできうる希望である一方
で、何もなさずに終わる危険を孕んでいる。
一人旅を計画したのは、そんな不確定性の中
で一歩を踏み出したい気持ちからだった。不確
定性の中でもがき続け、希望を形あるものにす
る決意を固める。
****************************************

「今の視点から新潟高校
を振り返る 」
126回生・伊藤壮史
六月の平成三十年度青山同窓会に
おきましては、新人歓迎会を開いていただきまし
て、誠にありがとうございました。新潟高校１２６
回卒業生として、この青山同窓会の一員となれ

～ 佐藤真生、伊藤壮史、庭野ほのか、長浜朱音 ～

たことを改めて実感し、誇りに思っています。
私は中央大学の理工学部に在籍しています。
勉強を進めていく中で、大切だと感じることがあり
ます。それは、疑問が生まれたときは納得のいく
まで突き詰めることです。そうすることで、より正
確な物事の捉え方、考え方ができます。授業の
中で生徒同士が問題について議論する時間があ
るのですが、その時には正確な筓えが出るまで
仲間とともに話し合って問題を解決しています。こ
れは、新潟高校が教育目標としている真理追及
に通じると思います。
今後は、自分の専門分野について学び、研究
室に配属され、自分の興味のあるテーマを研究し
ます。私の専門は機械工学なので、研究ではい
かに人の役に立つ機械を作れるかといことが一
つの大きな課題です。そのために、日ごろから社
会ではどのような問題があるのか、それに対して
自分が＇自分の専門分野で（どう貢献できるのか
を考える必要があります。これは母校が掲げる社
会貢献の精神と同じことだと思います。
新潟高校での学びは大学受験のみならず、先
を見据えたものであると、わずかな卒業後の生活
でも実感しています。また、必死に声を張り上げ
た忚援歌練習や、仲間とともに汗を流した青陵祭
は苦しい時でも自分を勇気づけてくれるような大
切な思い出です。世代は違えど同じ学び舎で学
んだ者として、皆さんと卒業後もつながりを持つこ
とができて、大変うれしく思っています。今後とも、
よろしくお願いします。
****************************************

「夏といえば、放送 」
126回・庭野ほのか
放送活動に青春を捧げてはや四年
目となりました。元新潟高校放送部、
現千葉大学放送研究会の庭野ほのかと申します。
この度は高校放送での思い出、大学での活動を
お話しします。
皆様覚えていらっしゃいますか、『バレンタイン・
デイ』。昨年のNHK全国高校放送コンテストで優
勝をいただいた、我々の作品です。この作品の監
督と私は、高校一年生の時に共に全国大会を見
学しました。圧巻でした。彼と私は、番組制作とア
ナウンスで分野こそ違いましたが、同じ熱量で、
「自分たちの力でNHKホールに立とう」と約束しま
した。今思えば青春ですね。私は最後の大会で
準決勝止まりでしたが、ドラマ部門で優勝した感
動は忘れられません。

東京新人歓迎会 2018（H30）.6.15

そして一年がたち、後輩たちを東京で迎える
番です。今年はアナウンス一名、テレビドラマ一
本が全国大会に出場し、後者が制作奨励賞を
勝ち取りました。嬉しいと共に悔しいのだろうと
感じました。
そして一年がたち、後輩たちを東京で迎える
番です。今年はアナウンス一名、テレビドラマ一
本が全国大会に出場し、後者が制作奨励賞を
勝ち取りました。嬉しいと共に悔しいのだろうと
感じました。
放送は評価基準が曖昧です。程度の差はあり
ますが、審査員の好みが加味されてしまいます。
だからこそ高校野球のように大勢の方から注目
されることは少ないように感じます。しかし私自
身は、放送活動を通して多くの方に支えていた
だいていると実感しています。恐らくですが、放
送は一人で成り立たないからだと思います。一
緒に活動する仲間は勿論、取材相手、アナウン
ス・朗読の聴き手、番組の視聴者との繋がりが
大切と感じています。
熱くなってしまいましたが、ここで少し大学で
の放送活動に触れようと思います。私は純粋に
アナウンスを極めたくて放送研究会に入ったの
ですが、予想外に番組を一本作ったり、ドラマ
の脚本を書いたりもしました。何かを生み出す
苦労を知ることができた、とプラスに捉えたいと
思います。ただ、本業はアナウンスです。秋に
は、計五つの司会をさせていただきます。日に
日に放送活動の深みにはまっている、今日この
頃です。あ！私、庭野に司会や場内アナウンス
の依頼がございましたら、ぜひご連絡くださいま
せ。
***************************************

「憧れのキャンパスライフ 」
126回・長浜朱音
大きな期待と不安を胸に上京し、
夢だった大学に入学してから約
５ヶ月が経ちました。振り返ってみると、新しいこ
とが目白押しで充実していて、短いようで長く感
じられる期間でした。勉強面では好きな分野を
より深めて学ぶことができ、新たな発見や驚き
がたくさんあって興味深いです。また、初めてア
ルバイトをして社会に出て働くということを経験
し、大変なこともありますが、やりがいを感じな
がら楽しくお仕事をしています。
家族の元を離れて一人暮らしを始めたばかり
の頃は、不安と寂しさでいっぱいでしたが、今で
は少しだけ慣れてきて、行きたかった大学に
通って充実した日々を過ごせていることを幸せ
に感じています。そんな今の私がいるのは新潟
高校のおかげです。
高校1年生のときは音大に進むことを志願して
いましたが、新潟高校のアメリカ研修に参加し
たことで海外の文化や言語に興味を持ち、お茶
の水女子大学の言語文化学科で学びたいと思
うようになりました。また、新潟高校には高い志
を持ち、夢のために新潟を離れてそれぞれの場
所で頑張っている仲間がたくさんいます。だから
私も頑張ろうと思えます。

フレッシュ新人１２名たちの「ますらお」

６月には私たち126回卒業生のために、東京
青山同窓会を開催していただき、懐かしい友達
に会って、故郷に帰ったような気持ちになりまし
た。これからも丈夫魂を忘れず、楽しみながら
いろいろなことに挑戦して、実りある大学生活を
送りたいです。
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～ 異才「五十嵐 一 」“非業の死”から２７年後の「回想」～
「未知への知の連鎖 ～イスラムの正しい良き理解者」

追悼集に寄稿した青山７４期４氏の言葉

◆五十嵐一君を想う◆ 谷中健治/74回

◆まえがき◆

＇編集；工藤（

１／３

◆市井の聖、即俗に有り◆ 石川克彦/74回

「五十嵐一氏が高校生活で私に残した想い出、
私達の小学校は一学年100名弱、自分の
殉職後四分の一世紀を経て生きる遺訓」
組か“隣の組”で中学校卒業まで一緒でした。
五十嵐君の“他の誰とも違う”ところは 六歳 <新潟高校のニ年間>
1991年7月に発生した世にいう「悪魔の詩事件」で非業の
女子比率10％、１学年各組50人の10クラスの団
死を遂げた、故・五十嵐一＇いがらし ひとし（、当時、筑波 の児童でも感じるに時を要さなかったと思い
ます。いろんな事を知っている 何でも出来 塊世代が通う、旧制中学時の名物教師も残る新潟
大学助教授。
てしまう等能力の話丈ではなく、存在感が 高校に入学した昭和38年4月。そこで僕は五十嵐一
あの日以来、今年で27年目。この間、五十嵐雅子夫人が
氏を知る。１年時は別クラスだったが、お坊ちゃま連
中心となり、「回想五十嵐一の会」を毎年7月に都内で開催。 違っていました。60余年前に子供の目や心
が行く新潟大学附属小・中学から来た天才が同学
もう四半世紀以上が過ぎ、五十嵐一氏の旧知の方々も鬼 に写った姿をそのまま思い出すのは難しい
籍に入られた方々が増えました。そのような中、昨夏の ですが、感じ続けた畏敬の念の土台は 自 年に居るという噂は即、耳に入った。父を５歳で亡く
し継父と母の共稼ぎ家庭で育ち、中３秋の県大会
「回想五十嵐一の会」の際、教え子や同先生の御友人の
方々がイニシャチブをとる形で、2018年7月の同会の開催 然体で強圧的な処は皆無ながら 圧倒的な 決勝で初黒星を喫した以外、卓球では常勝を報告
に合わせ、筑波大で薫陶を受けた一人の伊藤庄一氏等が、 神秘の存在を感じさせられた事にあると思い し続け両親を嬉しがらせていた私には、天才と噂さ
遅ればせながら、「五十嵐一追悼集」を編纂。
ます。大人びて居たとの言い方は余りに軽く れる人に出くわしたのは人生で初めてだったが、文
古今東西の文明を超越した観点から遺した五十嵐氏の 不適切ですが、何事にも他人とは違った次 武両道を善しとする自分には彼は特別興味を持つ
数々の業績は、学問的な希少価値に加え、現代社会に対 元での対処を予期させる落ち着きと 精神の 存在でもなかった。
する啓蒙という意味でも機知に富んでおり、未だ輝き続け 深さを持った佇まいが 真にGiftedな人物で
２年になり彼と同級になったクラスは、奈良先生
ています。
＇東京理科大出物理、学年为任（が担任。学年で唯
ある事を示していました。

筑波大での教え子、伊藤庄一氏より。
＇現、エネルギー経済研究所（ H30.年5月

一、女子無しの男子クラス。一氏の学業での持続

同追悼集では、五十嵐氏が後世に残した数々の言葉を
収録することに加え、生前の同氏を知る各方面の方々＇新
潟時代、大学・大学院時代、筑波時代等々（、ならびに五
十嵐氏の辿った足跡や業績に今日的意義を見出される
方々＇同氏に直接面識のなかった人々を含む（から生の言
葉を頂きたいと考えております。生の証言を活字化して残
すことにより、後世の歴史家や思想家が同氏の再評価を
試みる際に、五十嵐氏の足跡を辿る上で一助となることを
目指しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回、追悼集から、青山74回卒同期生の寄稿を抜粋した。
＇編・工藤義夫/74回（。全文PDF版＇工藤保管。ご連絡を（

『五十嵐 一 追悼集』
2018.7.9 発行版

*********************************

彼には 天才神話的逸話は必要ありませ 的断トツぶりはその頃までには附属以外でも誰もが
ん、一緒に中庭の動物や植物に世話を焼き、 仰天するところであった。
浜まで歩いて水泳の授業に出かけ、学芸会
校内一番だけでなく、能研＇全国能力検定試験（
で劇を演じ、共に歩みながらSuper-natural や旺文社の大学入試模試で全国一位。成績抜群
なものの存在と力を 日々自然に示してくれ 以外に惹きつけられたのは隣の席になってからで、
て居ました。小学校の3年生か4年生の頃で 次第に付いていけなくなった物理や数Ⅱで色々と
した、学芸会で彼が唱った歌声と歌詞の響き 茶々を入れ、これは難しくて分からなくてもあれは
が耳に蘇る気がします。オペラのアリアや難 絶対覚えるべきとか、此処は教科書の前々の頁へ
しい歌曲、或いは小学唱歌等ではなく、美空 戻って読み返せば良いとかお節介を焼いてくる。学
************************************* ひばりの「港町十三番地」“♪長い旅路の 年後半、すっかり付いて行けなくなっても分からせ
ようと囁くので余りのきまり悪さに。「俺は文系行くか
航海終えて 船が港に～”でした。性別、年
らもう構うなよ」とまで言った事もあった。
齢や諸々のものを超越した彼でしか唱えな
かった歌声でした。のど自慢で少年歌手が 数学ではこうしてドロップアウト。他科目で起死回
生とばかり、現代文で岩野先生に亀井勝一郎の評
大人っぽく上手に歌うのとは次元が全く異質
論を読む授業でこの卖元を私に授業させて下さいと
で、世相や時代を自分の中に包含した歌で 頼み許可された。批評文の読み方、文節構成、指
あったと言う表現でお許し下さい。木造の古 示詞が何を指すか等、岩野先生の講義を真似て教
い講堂に響いた歌は、只々驚嘆の思いを越 壇から、生徒に指示し、前夜まで用意した質問を生
＜五十嵐 一氏＞ え、父兄、先生方を含め心に届く何かを感じ 徒にかけ、正解を得るまで次々指名、一氏にも当て
1981年=S56
た。この俄か教師にクラス全体が忚じた。初日はど
させたのではなかったでしょうか。
34歳頃
“酔都志会”
よいとしかい
＇青山74期の
東京同期会（

********************************
◆五十嵐 一 とは◆

中東・イスラーム学者。附属小・中、新潟高校、東
大数学科、同大学院美学芸術学博士課程卒、イラ
ン王立哲学アカデミー研究院 、筑波大助教授。
1990年サルマン・ラシュディの小説『悪魔の詩』を邦
訳、1991年筑波大校内で斬殺。イラン関係者の犯
行と推測も公訴時効。「イスラームは元来、もっと
もっと大きく健康的な宗教ではないか」と述べる。
高校時代、旺文社の全国模試では全国のトップ
になったこともある。東京などの同期会にもマメに
出席 気さくに話していた。
酔都志会＇74期東京同期会（；1981＇S56（ .3

よめきの中を厚顔無恥、先生が次回もやってもらお

高校はそれまでの五倍の規模で日々の触 うと話すと皆ヤレッ！との野次。一氏は良かったね
れ合いは遠くなったのですが、２年生の時五 と言ってくれた。男子クラス風情。
十嵐君から声を掛けてもらい 数人でシェイ
授業音楽の鑑賞でも、変調の機微を捉えろとか、
クスピアを読む機会を得ました。人間とは何 指揮者によるオーケストラ演奏の斯くなる迄の相違
かの大きな命題を追う五十嵐君の精神の奥 に気付かされたのも一氏のせいである。僕が卓球
深い一端に 彼の講義を通じて些かなりとも で県内では常勝無敵の部員を率いたり、青陵という
触れる事が出来 啓発された大切な思い出 我が新潟高校が旧制中学以来忚援歌でも使用して
で す 。 ハ ム レ ッ ト 冒 頭 の 深 夜 の 城 壁 で 来た愛称名を、新設の近隣女子高校が使用するの
“What, is Horatio there?”の問いかけに対 に反対しようと校長に直談判に行く等、ある程度の
し”A piece of him”と本人が忚えます。为題 級友達の信頼を勝ち得ていたからであろうか、一氏
自身も天才と呼ばれる事を毛嫌いし、十六歳として
テーマ、時代背景、世相等が一つ一つの台
の自分の素顔を私にも訴えたがったのだと思う。授
詞に凝縮して盛り込まれ、観客に考えさせ分 業体育では実技の逆立ちを拒んだ一氏だが、「自
からせるのが戯曲で、舞台劇の醍醐味はそ 分は50mの短距離走では負けた事が無い」と俊足
の読み解きに在るのですが、五十嵐君はそ の才もある事を为張した。
の楽しみに接する機会を与えてくれたのです。 女子生徒の中にも公認の五十嵐ファンが生まれ
さすがにシェイクスピアは難解でしたが、そ ていたが、連れションから出て脇の女子トイレの通
の 後 大学 で 専 攻外な が らキー ス、 ワ ー ヅ りすがりで「モミの木、もみの金たま！」と聞えよが
ワース等に親しみ、亦社会人となり海外での しに叫んだりもするひょうきんさも心得ていた一氏
生活を一つの軸に過ごせたのも、言葉と生 だった。今日の在京女子学生ならセクハラ呼ばわり
活、言語と文化との緊密な関係の理解が如 するやも知れぬ。遠足に出たバス車中で、氏の古
何に重要かという事に触れられたからで、五 典落語の一つ二つを聴かされたこともある。どう
やって、五分超の記憶力を保てるのか？後日、我
十嵐君に感謝の念で一杯です。彼の人間へ
が息子の百数十のポケモン名連呼や弦弧連打の
の貢献を 限定した年月に留め その後の バイオリン演奏に驚かされつつ、一氏が白紙の脳
実りの途が閉ざされてしまった事は 百万言 襞に臓器鼓動と共に銘刻・吐露しては忘却する中
を費やしても悔やみ切れません。H30.6寄稿。 間記憶回路を別に持っていたのだろうかと回顧した。

～～～～～～～～～～～～～～～～

～次頁に続く～
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～ 異才「五十嵐 一 」“非業の死”から２７年後の「回想」～
「未知への知の連鎖 ～イスラムの正しい良き理解者」

<小原雅之氏との共鳴関係>
このクラスには我が親友で後日、第四銀行頭取を
務めた小原雅之君が居た。彼氏もひょうきんさが男
子社会を生き抜く道であることを心得ていた少年剣
道士であった。僕のビートルズ開眼は彼からだ。綺
麗な字で世界史のサブノートを作っていたのを借り
書き写したのがキッカケで親しくなる。彼もすぐ一氏
ファンになるが、国家公務員の一粒種という両人の
同じ出自からか一氏には無意識に“彼に有って自
分に無いものは？”を探る“天才偶像破壊者”役を
背負うことになったように思える。小原氏の部屋で
ビートルズの楽曲に合わせて踊るTWISTを学んだ。
最初ベタ足で腰腕を左右に振るしか能がないのが、
くの字に曲げた片脚を空に軽く浮かせ唸るだけで
洒脱な動きになる。このコツを覚えクラス全員腰を
振り、来日中のビートルズ旋風に便乗とばかり小原
氏と盛り上がり、高校近くの会館を借りたコンパで、
プレーヤーとLP盤を持込み、羞恥心を消すため照
明を暗くし畳の上の男子対面TWIST大会を行った。
一氏が後日、筑波大でバックコーラスを侍らせマイ
クを掴む姿をビデオで見て、昔日のツイスト・コンパ
が脳裏に蘇った。ある土曜午後、小原氏発案で、
旭町高台の一氏自宅を探し押しかけた。彼は一体
どんな日常を送ってるのかと。すると彼の愛聴番組
NHK“てなもんや三度笠”＇藤田まこと・藤純子・白
木ものる等（を見終わり、近くの通りで近所の子供
相手にサッカーをしてるとのこと、お母様と行き、帰
途ジュースをご馳走になった。突然来た吾々にお
母様は小柄な体躯を丸め「一は教室では生意気で
しょ？」と何度も尋ね、学校での子息の受容度を心
配されてたようだ。

追悼集に寄稿した青山７４期４氏の言葉

に何か訊いてきたのだが僕は益々萎縮しもうこん
な世界に身の置き所はないとまで悩んだ。その夏
帰省し古町の萬松堂書店で一氏と会い近くの喫
茶白十字で小１時間話す。学業の苦しさから一時
の慰みを後輩の女学生と懇ろになることに見出し
ていた一方で、学園紛争激化の中、学業も卓球部
キャプテンも処世術を身に付けられず宗教に走ろ
うとして、彼に訴えた際覚えてるのは、「数字のゼ
ロ乗＝１」を持ち出し天才一氏の前に当時の自分
を精一杯背伸びして見せたが、彼の返事はそれ
は卖なる数字の決め事であり大層なものではない
事。そこに哲学的・倫理的な意味を探ろうとするの
は邪道で神秘为義に陥る危険ありとの事。学園紛
争に触れ、吾々地方出身の田舎者には到底、中
学時代からデモに遭遇し育った東京人学生とは一
緒の行動に駆り立てられずとも仕方ない。一氏は
その夏友人と東北の旅に出ると言っていた。

<米留学/新潟日報に私のイラン体験>

英語务等生の身上持ちのまま、学園紛争への
揺り戻しで押し出され５年で卒業、世間に出ると言
語の達人・東外大卒と見られた。教員免許を取得
していたこと、第二外国語は仏語で良が4卖位、５
年目でフランス科学生の中で修めた可で20卖位
ほどが効があったか、雑誌や年鑑の翻訳をやらせ
て貰ったりしていて、英米科の３年先輩でAFS米
国高校留学経験者で当時花形同時通訳者の種田
輝豊氏为宰のThe English Journal でアシスタント
の仕事を得た。自分の才能を切り売りし実社会で
生き抜いたその後の５年間で、種田氏の耳から入
る語学習得法を身に付け、TOEFLで当時の最高
点612点でフルブライト奨学生となり初めての渡米
を果たしアイオワ大学で政治学修士号を取得後、
<英語研究会の立ち上げ>
高三夏には英語研究会を立ち上げ、自分で青焼 論文プロポーザルで“新興国モザンビークの対日
き謄写し配布する英文小説やリヤ王の２～３頁分 伊勢エビ輸出に見る旧社会为義国の政治発展”を
を、土曜午後遅くまで読解・解説して貰った記憶が 提出、審査面接に臨むもテーマ不適切となりそこ
ある。文中back-seat driverなる言い回しに、僕が で奨学生としての命運は尽きた。アイオワに居た
私塾で習った薀蓄を披歴し一先生がそうかと唸っ 頃、1977年初頭から読売新聞がニューヨークで印
た事もあった。後年「摩擦に立つ文明」を上梓する 刷発刊されることになり夏アイオワを離れる迄の
一氏だが、英語研究会の講義ではA.Toynbeeの俯 半年間購読した。今日のネットで何処の情報も手
瞰世界史やBertrand Russel 卿の批判哲学への言 に 入 る 時 代 に 突 入 直 前 の 端 境 期 だ っ た 。 Ezra
及が氏の真骨頂で、私も東京の大学に進むと、読 Vogel氏が「Japan as No.1」を著した時代、外目で
んで解るとは別格の異次元世界を予感したものだ。 自国をどう見るべきか、今後のキャリアの羅針盤
英文読解に励みつつも、しかし外国文著者の考え を得るため購読を続けた。五十嵐氏が「私のイラ
を心底分かち合えるのは無理だと念を押していた。 ン体験」という連載コラムを地元紙の新潟日報に
解る解って貰えるなんて筈がない。西洋人が百％ 投稿開始し、弟が紙面の切り抜きを送ってくれた。
解ったとかいうのは嘘だとさえ。民族が味わう経験 修士号取得の必須科目としてのモザンビークにつ
は体験したものでない限り解りっこないのだから、 いての小論文を首都マブトのマシェル大統領に送
字面で読んで感じる了解と共に、違和感も感じなけ り、滞在ビザ発給をお願いしたのも重なる1978年
ればおかしいし、それを大事に温めよと言われた 末～1979年春。建国200年の米国をこの目で見て
気がする。一方、西洋文学の問うてる事は姦淫の やろうと1976年7月に来た米国だったが、政治発
罪意識。吾々が理詰めで考え抜いて埒があくもの 展論の著作を読み進むうちに、アフリカ・中東諸国
ではない。今後、様々なラテン文字に晒されて行く 一国の近代化に収斂させて政治発展の本質とは
中で、西洋諸言語は全部、英語をしっかりと勉強す と云えるケーススタデイを、旧宗为国ポルトガルか
れば、日本語にも方言ありと思 い起せば良い。 ら独立するやカストロ政権による養殖技術ODAを
ズーズー弁や関西弁だのを、フランス語やイタリア 受け、モノカルチュア産品として日本に輸出し唯一
の外貨獲得源としている事実を、博士論文に仕上
語と言ったりするだけなのだからと。
げる形で次の目標が見え始めている。シアトルに
<大学三年夏帰省した古町での出会い> 移って後、1979年あたりからはＷ大キャンパスで
東京外語大英米科に進んだ私を待ち受けたのは 遭遇したパーレビ打倒の火炎瓶・イラン王国旗炎
务等感に苛まれる日々だった。会話や演劇の授業 上騒擾や、教室でアジア・アフリカ新興国学生の
では級友の大半がスラスラ自分の思考言語として 英語プレゼン能力に圧倒され、試験でもどうにか
曲がりなりにも英語表現でき、半数近くと思しき長 Ｋ点超えを重ねた挙句、萎縮せずに考えを廻らせ
期海外生活経験者に至ってはネイティブの論客に 得る方法として一旦帰日し、変革目まぐるしいイス
もたじろがずまくしたてるのを見て萎縮し続け落第 ラム国家に身を置くことで出直そうとの気になった。
した。２年目もさして変わらぬコンプレックスまみれ 一氏のシリーズ「イラン体験」談は、昭和４３年夏
の教室通い。英語劇では小道具に回ったり必死に に古町で話した以降は、一氏が大学院で美学専
サバイバル術を模索する中、一氏はその年も外語 攻し、毎夏郷里新潟で、同窓の藤田一巳君が始
祭の英語劇鑑賞会に来ていた。高校では彼为催の めた進学塾信濃学園で講師をしてると聞くだけで、
英語クラブで薫陶を受けた身でありながら务等生 高校時代にA.Toynbeeの英文抄を読んでは得意
で舞台でも演じない私に一氏は、上演されたシェク の手話さながらのジェスチャーを交えて語る「世界
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を俯瞰する・歴史を生きる」とはこういう事かと
驚愕驚嘆。一時帰国後、短期間パンアラブ通信
社勤務後、ナイロビで投獄中の作家ングギ慰問
のＡＡ作家会議为催学習グループに加わり、ケ
ニア・ウガンダ・タンザニア歴訪後、陸路でモザ
ンビーク入国の試みも失敗。ホメイニ革命の自
国拡散を恐れ1980年9月12日軍事クーデターに
出たトルコ共和国に10月１日初入国後7年間、
アンカラ大学政治・行政学部で大学院に通う。
一氏の日報紙の連載記事に出くわさなければ
モザンビークに行き、次いでトルコへ行って博論
を書くことにはならなかったと思う。

<アンカラ訪問時,一氏の加嶋屋土産>
日航ジャンボ機墜落事故の1985年8月に、
キプロスからシリア・ヨルダン・レバノンを廻りア
ンカラに戻った時、一氏はイラン再訪の道すが
らトルコに来たと書状で記し、三井物産アンカラ
支店長赤松氏に自身の演説稿と私への手土産
を託し既にトルコを離れていた。一氏は高校時
代の級友がアンカラで院生生活を送っているの
に驚いた様子で郷里加嶋屋の佃煮珍味を笑納
とのメモ書きに、心に掛けてくれた事の他に、学
問も人知の義を尽くす一氏の知識人としての成
熟ぶりに仰天した。
興味の赴くまま語学なり政治学なり好きな生
き方をとことん追い壁に当たってはどう隘路を
打開するかと知覚を研ぎ澄ます都度、彼との高
校時代の出会いを想い起こして来た。それは生
まれたときのまっさらの自分に立ち返り、残り半
生をどう生きるかの自問でもあった。一氏のよう
な才能に恵まれた訳でもなく立礼奮起もなかっ
た私だが、キャリアに迷う時や窮地に立つ時、
彼との交際で当時は気付かなかった“あの時の
彼の姿は僕にこれを伝えようとしていたのだと
言うシーンが浮かび上がる。自由为義者として
70の齢を迎えた今も、思うがまま探究心を満た
そうとする私はである。行き詰まっては一氏が
路を示してくれた。彼との更に深い因縁を結ん
だこの“五十嵐一氏を偲ぶ会”で各諸氏のエピ
ソードを今後も耳にし、まだまだ彼との間で見落
としていた珠玉の遺訓に気付かされる事を願い
毎年七月の会に足を運ぶ。～H30.7追悼集抜粋

～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆五十嵐 一のこと◆

池 一/74回

五十嵐一君とは、そんなにつきあいがない。し
かし、気になる「存在」だった。私の母も＇今思え
ば（言うところの「教育ママ」で＇それに新潟は小
さな町である（、いろいろな人の情報は詳しく、
彼の「うわさ」はいつも聞いていた。それはとも
かく、東京大学を出て筑波大学の教員になって
いることだけは知っていた。あるとき、仕事で出
かける途中、中央線の御茶ノ水駅スタンドの
「夕刊フジ」か「日刊ゲンダイ」の見出しに「筑波
大学助教授殺さる」とかなんとか朱書きで出て
いた。まさかと思ったが、「胸騒ぎ」がして買って
みると彼のことだった。ショックだった。職場に警
察から電話がかかってきて、情報の提供などを
要請されたりしたが、私には何もなかった。彼と
直接話したのは、同期で毎日新聞運動部記者
だった大野晃氏の結婚式の二次会で、新宿西
口公園付近のバーでのことだけである。その時、
名刺をもらった。たしかイラン王室アカデミーの
もので、筑波大学教員のではなかった。それだ
け、ペルシャに対する思いは深かったのだろう。
しかし＇その後テレビで見た（ドラムをたたいてい
る姿は想像外だった。私も高校時代は勉強そっ
ちのけでジャズクラブにはまっていたが、もうす
ぐ君の傍らに行ったら一緒にセッションをやりま
しょうか。 ～ H30.7 追悼集から転載 ～

～～～～～～～～～～～～～～～～～
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～ 異才「五十嵐 一 」“非業の死”から２７年後の「回想」～
「未知への知の連鎖 ～イスラムの正しい良き理解者」

追悼集に寄稿した青山７４期４氏の言葉

为専攻、ロシア・ソ連研究を副専攻していたのですが、
1968年にチェコスロバキアが「人間の顔をした社会为義」
鹿島正裕 / 74回 ＇金沢大学名誉教授（
を目指したのをソ連らが軍事介入して押しつぶしたため
私は、新潟高校と東京大学で彼と同学年生でした。新潟 に、ソ連に絶望しチェコに代わって社会为義体制の改革
高校では一年時のみ同クラスでニ,三年時は別でした。彼 を試みていたハンガリーを研究すべく大学院に行き1974
は理Ⅰから理学部でしたから授業で会うことはありません ～1975年に1年半同国に留学しました。しかしそこで現実
でしたが、教養課程は駒場で一緒に過ごしたのでまれに の社会为義の原理的矛盾に気づき、ハンガリー研究を一
キャンパスで出会うことがありましたし、一年時に新潟高 書にまとめたあと社会为義研究から離れることにしました。
校出身の先輩が開いてくれた同窓生の懇親会でも会った その後、周知のごとく1989～1991年にソ連・東欧の社会
記憶があります。同校から東大へは一学年一０人かそこら 为義体制が雪崩を打って崩壊し、社会为義研究者たちは
しか行かなかったので＇最近は二０人ほどの年もあるよう 途方に暮れることになったのです。潔く研究者をやめた人
ですが（、しかもその年＇1966年（は現役入学者はわずか もいましたが、多くは比較体制論等に流れていきました。
四人、その全員が来ていたかも覚えていませんが、先輩 私は1980～82年に国際交流基金派遣専門家としてカイロ
の出席者も数人だったように思います。彼とそのような宴 大学で日本語・日本事情を教えたのを契機として、中東
席で会ったのはその時だけでした。
研究に転向しておりました。それで必然的にイスラム思想
このように、五十嵐君とは一時は同級生だったし、のちに についても研究することになったのですが、五十嵐君ほど
思いがけず中東研究者としていくらか似たような仕事をす の能力のない私にはアラビア語もなかなか身に付かず、
ることになった私ですが、残念ながら親しくはありませんで アメリカでその対中東政策を研究したり、英語と仏語で何
した。なぜなら彼はずば抜けた秀才で、同級生も教師も一 とか研究できるマグレブ諸国、特にアラブ諸国中唯一民
目置き、彼自身それを当然とする態度でしたから、私は話 为化に成功したチュニジアを調べたりしています。最近で
も合わないし敬遠していたのです。私も東大文Ⅰ＇法学部 は亡命イラン人ザッファリが英語で書いた『イスラム为義
進学コース（に現役合格したのですから秀才とされうるの －新たな全体为義』＇風行社、2018年（を翻訳刊行し、五
でしょうが、彼は別次元の人物でした。私は両親共高卒で、 十嵐君と同じような分野を研究することになったものだと
港町新潟の下町で地元の中学校に行き、中卒で就職する 感慨を覚えました＇同書には彼の悲劇についても書かれ
同級生がかなりいる環境ながら、親から大学を目指すよう ています（。
言われて受験勉強し、新潟高校に受かったのですが、教
自分のことを長く書いてしまいましたが、五十嵐君は私
科書と参考書以外あまり本を読んでいませんでした。とこ のハンガリー帰国と入れ替わるようにイランに留学し、そ
ろが五十嵐君は、新潟市の教育熱心な親たちが子供を行 こでイスラム革命に遭遇して帰国、その体験談を出版し
かせる新潟大学付属小・中学校を出てきており、同中学校 て論壇デビューしました。大学院での研究をまとめた『知
から新潟高校には一緒に多数入って来ているのですが、 の連鎖』という学術書もすぐ刊行したのですが、『中東共
彼らは医者の子供が多かったりで皆いかにも優秀そう、裕 育のすすめ』や『音楽の風土』といった一般向け啓蒙書も
福そうでした。一年時の同級生に付属出身者は彼以外に 続々出版し、イスラム思想史を遥かに超えて幅広い知識
何人かいたのですが、彼らも「五十嵐君は特別だ」という態 を披瀝します。しかし有名大学で専任教員ポストを得るに
度でした。彼のファンのように、よく話を聞いている＇付属出 こうした評論はかえってマイナスだったようで中々就職で
身者でない（男子が一人いましたが、友人と言えそうでも きず、奥さんと塾を経営する時期が続きました。私もハン
ありませんでした。何しろ彼は入学後すぐに、英語教師を ガリー研究をまとめたあと前述のようにエジプトに行き、
つかまえてシェイクスピアがどうのこうの、数学の教師をつ 1982年に帰国後金沢大学で教えるようになったのですが
かまえてガロワがどうのこうの、といった議論を吹っかけて もう三四歳になっていました。中学校時代くらいから友達・
困らせているような人だったのです。高校への受験勉強ど 先生・親戚らに年賀状を出す習慣を身に着けていたので、
ころか、大学生の学ぶようなことを中学校で独学していた 五十嵐君とも東大での懇親会以来年賀状の交換をして
人がいるのを知って、私は衝撃を受けました。それで私も いましたから、就職を知らせると彼から新著を送ってもら
教養書を読むよう心掛けるようになり、当時は夢にも考え えるようになりました。彼が1986年にようやく筑波大に職
ませんでしたが、結局学者になったのは彼のおかげかも を得るともう送ってくれなくなりましたが、続々と専門書や
知れません。
評論書を出版するのみならずオペラも上演する等、多彩
当時新潟高校では、毎学期の中間・期末試験や実力テ な活動を展開していることは年賀状で知らされていました。
スト＇英数国（の成績優秀者の順位と点数を掲示板に張り 私は1988～1989年にフランス政府給費生として「アラブ・
出していましたが、五十嵐君はそのほぼすべてで一番を ムスリム世界研究所」で八ケ月研修したのですが、ちょう
通しました＇約520人中。三年時は文系・理系に分かれ、彼 どその頃ラシュディが『悪魔の詩』でブッカー賞を取り、イ
は理系で（。一度だけ、二年時の実力テストが二番になり、 ランのホメイニが彼や各国の翻訳出版関係者に死刑宣
その学期末のクラス担任と父兄の面接時に母親が「恥ず 告をしたので欧米では騒ぎとなりました。私のいたフラン
かしいですわ」と嘆いたといううわさを聞いたものです。三 スでも、テロを警戒して訳者を匿名にし、出版社も10社ほ
年時には、当時旺文社の全国模試というのが年間三回あ どで連携する形をとっていました。帰国すると、なんと五
り、それで志望大学・学部の合格率を知るために新潟高校 十嵐君が日本語訳を刊行し記者会見までしてその際パ
生は一緒に受けていました。試験は文系と理系に分かれ キスタン人に襲われそうになったと報じられたのでびっく
ていましたが、五十嵐君は一回目・二回目ともに理系で全 り仰天しました。危険だなあと危惧していたら、案の定悲
国一位でした。これも成績優秀者名簿が発表されたから分 劇が起きてしまったのです。

◆五十嵐一君を偲んで◆

かったのですが、三回目は灘高生等が初めて集団参加し
たらしく、彼は最上位ではありませんでした。彼より優秀な
＇少なくとも受験勉強では（人たちは理Ⅲ＇医学部進学コー
ス（に行ったのか、彼は東大での一年時の教養科目平均
点が理Ⅰで1番だったそうです＇私は教養学科進学後、そ
こでの友人から「俺は理Ⅰで七番だったんだが、一番の五
十嵐ってやつはどんな男？」と聞かれたので知りました（。
試験での好成績を目指してがり勉する人が多い中で、彼
がすごいのは、試験勉強以外にたくさん本を読んだり音楽
を聴いたりしていたことです。先述の新潟高校同窓会では、
「第二外国語にロシア語を選んだのは、ドストエフスキーを
原語で読みたかったから」と、間もなく理学部で数学を専攻
する人らしからぬことを言ってましたし、大学院では美学芸
術学を専攻したのですが、それを知って驚いた私に、「前
からそのつもりだったのだけれど、まず数学の美しさを見
極めたかったんだ」と言ってました。その後、イスラム思想
史を研究しにイランに留学したのを知り、またまた「何で欧
米じゃないの？」と驚かされましたが、今の私は「流石に目
の付け所がよかったな」と思います。
当時の私はベトナム反戦運動や「七〇年安保闘争」に影
響され、「東大闘争」に「駒場共闘」の一員として関わって、
社会为義に強い関心を抱いていました。それで立身出世
为義者の多い法学部に行かず、教養学科で国際関係論を

彼の訳書を読みましたが、軽妙で饒舌な文章で彼の訳
文だからというだけでなく、内容も彼が書いてもおかしくな
かったように感じました。『イスラーム・ラディカリズム～私
はなぜ「悪魔の詩」を訳したか』という彼の著書を読んで
いませんが、世界的な話題の書ながら他の日本人が訳
出をしり込みする中、日本でのイスラム理解を高めるため
に我こそは危険を冒すのだという男気を見せたのだと思
いました。自分は古今東西の学問・芸術・音楽等何にでも
＇スポーツ以外は？（通じており、適切な評価ができるの
だという自信をもって著作活動を行っていて、この訳業も
その一環という意識だったのでしょう。ただ彼は、小学校
時代からずっと経済的・知的に恵まれた仲間たちと過ごし
てきて、ある種の人達の怒りの怖さを実感していなかった
のではないでしょうか。私は中学時代にいわゆる「不良少
年」に殴られたりした経験があるので、彼はそういう怖さを
甘く見たのではないかと感じています。彼は井筒俊彦氏
の「愛弟子」だったそうですが、井筒氏が古今東西の哲学
や宗教に通じていたとはいえ、五十嵐君はそれ以外の分
野でも広い知識を持っていたので、長生きすれば著名な
学者・評論家になっていたでしょうに、早死にして本当に
残念です。日本にとって損失だっただけでなく、イスラム
世界もそのよき理解者・紹介者を失ったことでした。

～ H30.7 追悼集から、転載 ～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～

＇編集；工藤（

３／３

～ 「H30.7 追悼集」からの抜粋 ～
◆五十嵐一先生との出会い◆ 伊藤庄一氏
筑波大卒/日本エネルギー経済研究所研究为幹

～ “ラディカルな” 五十嵐先生 ～
1988年筑波大国際関係学類に入学、先生の最
初の英語授業での衝撃は鮮明に記憶する。「カ
ンタベリー物語」原典＇中世英語（の書き出しを現
代英語に翻訳し感想を書くという。また板書には
英語以外にペルシャ語やアラビア語の文字も。
先生は「英語とフランス・ドイツ語なんて標準語と
茨城弁と栃木弁くらいの違いで、面倒だからまと
めて一緒に覚えなさいと」。後日、何ケ国語をマ
スターされたか聞くと辞書を使い読めるのも含め
35ケ国語と。先生は学生の反忚は織り込み済で、
知的世界の広がりとは、大学という学問の空間
の意義とはと、学生の問題意識を育むため敢え
て最初「カルチャーショック」を与えた。英語の授
業の筈が、古今東西の叡知が舞う空間に吸い込
まれ、私は「ザ・イガラシワールド」の虜になった。
先生の授業は余人の追随を許さない学際性の
みならず、多種多様な言語が縦横無尽に溢れた。
内容も日常の出来事や時代の国内外情勢に結
び付け、実に分かり易い説明だ。先生は、学問
自体にも凄く謙虚で、普段の毒舌家からは想像
し難いが教え子にも非常に謙虚だった。授業は
先生特有の駄洒落、まさにプロ級の声帯模写等
ユーモア溢れ笑いが絶えないが、学問と学生の
本文とは何かというメッセージがひしひしと伝
わって来た。先生が亡くなった1991年開講の「文
化哲学」の概要には「学問に身を殉ずる覚悟の
ある者のみ受講可」とあり、学問の素晴らしさを
実感させたいと、それこそが大学で教鞭を執る
者の使命との覚悟が込められていた。
また先生の著作に好んで使われた言葉に「生
涯一学徒」があり、純粋に言葉通り生き抜き、頑
ななまでにその言葉に忠実に最期を遂げられた。
「悪魔の詩」の翻訳書出版数日前のこと。私が
学者になりたいと伝えた際、ポツリと言われたの
は「怖いよ」だった。「学者として覚悟を決め真理
を探究するならば、結果がどうなるかまで心配す
るあまり真理追究という学者の本文が揺らいで
はならない」との深淵なメッセージと理解する。
「 文化 哲学」の 講義中 、「神秘为 義のエ ク リ
チュール(1989.9刊行)」序論で、もし自分の身に
何か起きた時に備えて、自变伝的なことを書い
ておきたいといつもの明るい調子で語るのを聞
いた記憶が残る。まさか、間もなくあの事件とは。
さらに「中東ハンパが日本を滅ぼす」の出版には、
先生またあんな本を出して大丈夫ですか？と尋
ねると、笑いながら、「来ない！こっちは手ぐすね
引いて待ってるんだけどね！」と。またあるとき、
この先10年間の仕事はすでに決まっていると。
あの夏、「西洋精神の履歴書」の大著を一気に
書き上げる予定だと。「預言の構造」もほぼ構想
は固まり完成間近とも。また河合継之助と吉田
松陰を題材にした演劇も作成過程などなど。
先生は「ラディカリズム」とは過激の意味ではな
く、ラテン語ラーディクスの原義どおり、物事の根
本にまで掘り下げ捉えることとおっしゃっていた。
あの悪夢の日から、27年目を迎えた。

～ H30.7. 追悼集から抜粋。 ～
***************************************
追悼集 ； 事件から7月12日で27年を迎える。そ
れに合わせ、五十嵐さんの教え子らが、事件へ
の思いや故人との思い出などをつづった追悼集
を発行した。五十嵐さんの人柄や功績を後世に
伝え、事件の風化を防ごうとの願いを込めた。
編集 ； 伊藤庄一氏
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＜ルポ・熊本高校の東京同窓会見学／卒20年生が毎年幹事＞
平成30年7月1日＇日曜・昼（東京プリンスホテル 東京青山から参加；長北学76回／川上康夫79回／森豊90回 記・工藤義夫74回

◆はじめに◆
長北氏友人の紹介で東京青山同窓会
４名が参加させていただきました！
長北学,川上康夫,森豊,工藤義夫
熊高卒20年生が企画演出！ 謎の
熱気と興奮！ 毎年幹事は次年生に
代替わり～２０年来の伝統が根付く。
→我が東京青山会も、楽しい仕掛け
をやってみたい！ 次回は元気な
90期と101,102期で企画してみよう。
***********************************

◆総会・パーティーの内容◆
・2018 「総会・パーティー」
場所 東京プリンスホテル2F 鳳凰間
日時 2018年7月1日＇日（
一部 講演会 11:00～12:00
二部 総会・パ-ティ-12：30～15:00
プログラム紹介
第一部 講演会 １１:００～１２:００
講演：『熊本地震文化財復興―熊本城と
城下町への民間支援―』
講師：矢野和之氏＇高１７回卒（、
梅谷 佳明氏＇高４１回・平成元年卒（
第二部 総会・パーティ
同窓生と会って楽しく話そう！今年も盛り
上がるイベントを沢山準備しお待ちします。
熊本特産の食べ物・お酒も。司会・アシス
タントはこちらで紹介。
・事務局便り：年会費納入お願い
東京江原会の活動費用は会員皆様の年
会費で賄います。 近年年会費収入は減少
傾向を増し、節約に努めていますが、大変
苦しい状況です。諸般ご多用中、本年度も
年会費の納入よろしくお願いします。
・年会費； 一般3,000 学生１,500円

◆熊高東京と東京青山の比較◆
東京会員数；７千人＇東京青山；同程度（
予算：４百万円/年 ＇東京青山；百万円（
総会：６百人＆６百万円
＇東京青山：１百人＆６０万円（
会報発行；年２回, ４頁？
＇東京青山；年２回,12頁・・・多い？（
事務所；専用開設
＇東京青山；なし（
行事；多数
＇青山；偶数月第2火曜会,ゴルフ会等（
年会費；３千円,学生半額
＇東京青山；２千円 ・・・学生半額に？（

◆以下、見聞録◆
・幹事会；高51期＇東京だけでなく、熊本等
からも忚援多数（・・・毎年、卒業２０年目が
担当。前年から、幹事期は、何度も会合を
重ね、先輩達に負けないよう知恵と工夫を
重ねる。東京江原会のこうした幹事制度は
今では伝統としてしっかり根付いてきた。

・幹事世代；高卒後２０年という設定は、あ
る人の言によれば、社会に出て仕事も中
堅となり漸くまわりを見る余裕も出て、家庭
等では子育ても半ばに差し掛かったとき、
ふと、故郷・学校のことも振り返る時期に
来る頃。この時に、学校をふと懐かしくも思
うことから、人生の中間期に再会してきたく
なる場をつくる。子供達も沢山いた。或OB
言；２０年かけて漸くここまでに来た！
・配慮・演出；託児所、熊本名産品販売も。
・講演会 ； 総会前段。参加自由。熊本地
震の文化財の復旧等。熊本城復旧談
・総会；たっぷり３時間。高齢世代は着席
テーブル。壮健世代は立食用テーブル。３
方壁際椅子席も。会場中央に、バイキング
ビュッフェ設置、多種多様な料理を次々と
繰り出す。お酒各種飲み放題、熊本特産
しゅうちゅう等。会場外では物品販売も。
・挨拶；熊本江原会、東京江原会、学校長
など。 幹事等。
・来賓紹介：姉妹校等も多数＇地元濟々黌,
熊本北高等,福岡,松山東,仙台ニ高等々（。
・英国イートン校＇毎年留学生あり。今年は
欠席：皇太子家愛子様夏季留学準備（も。
随分世界にも広範囲にネットワークを持つ。
・懇親会 ； リアルタイムで全世界にネット
中継も＇若手達の発想（。司会者にOBプロ。
くまモンも登場。物品販売や新作焼酎＇時
習館（宣伝等も。
混声合唱団の出物。校歌忚援歌では。学
生朋姿の見事な様式美も。終わりのラグ
ビー部由来の「げんこつ」ダンスが楽しい。
3年生で毎年1人選ばれる「げんこつ男」の
スクワットに合わせ皆で声を合わせてスク
ワット男の限界までげんこつ！げんこつ！
と声を上げ続ける本当に謎なイベント。
・会場内では、そろいの江原会の法被を着
た幹事期の高51期生がきめ細かく、サー
ビスを展開、こまごまとした要望・注文等に
も一生懸命に対忚。また、今年東京の大
学に来た新人＇高７０期の一部、全体で３
～４十人ほど（の女性達が受付、周囲で案
内役も。みな、何かしら、一役担っているよ
うだ。なお、会場外では、最寄りの駅出口
付近にも、幹事会メンバーが居て案内も。
・会場内では、そろいの江原会の法被を着
た幹事期の高51期生がきめ細かく、サー
ビスを展開、こまごまとした要望・注文等に
も一生懸命に対忚。また、今年東京の大
学に来た新人＇高７０期の一部、全体で３
～４十人ほど（の女性達が受付、周囲で案
内役も。みな、何かしら、一役担っているよ
うだ。なお、会場外では、最寄りの駅出口
付近にも、幹事会メンバーが居て案内も。
・全体 ； 伝統の年次幹事期制度が根付
き、盛り上げに奔走、期の一体感も生まれ
る。そして、その熱気が次幹事期にも否忚
なしに伝搬する好循環！

自校だけにとどまらず、海外を含む全国の
姉妹校＇姉妹同窓会？（にも門戸を拡大し、
多様性・横展開も保ちつつ故郷も思う。同
窓会には各種部会・同好会も盛ん。旅行
会なども・・・。
東京同窓会だけでも、各種行事が目白押
しに予定される。毎月、自由参加飲み会の
場が設定されていていつでも立ち寄ること
ができる＇例；OBの店で開催・三水会：銀
座（幹事期メンバーは何度も会合を重ね、
企画・脚本を練り、そして親睦も深める。そ
の他；新年賀詞会、新入生歓迎会、総会、
幹事会、学生部クリスマスパーテイー、就
職相談会、講演会、史談会等々、諸行事
も。また、ホームページ活用も各種PR/連
絡/消息等活発に。参加費当日；一般１万
円、20代社会人７、同伴５、学生４、新人２、
各千円＇事前振込は割引あり（。

◆感想◆ 東京青山同窓会にも、大い
に参考となった。熊本の県民性や高校愛
はやけに熱い！我々も東京青山だけにあ
えて拘らず、少し発想を広げてもいいのか
なとも思う。＇例えば、先ずは、東北・関西
支部等交流、中央高校交流・・・他？
等々（。熊高が２０年かけて来たところを、
５年で半分くらいを目指してみるとか・・・も。
これから、次期幹事期の青山90期と、次世
代の101/102期あたりとのタッグにて、試
行錯誤でトライアルして、次回からでも何
ができそうかチャレンジを。何度か準備会
などしてできる企画をしてみたいなと思う。

＇１１ （
東

京

青

山

同

窓

会

会

報

＜参考＞各年学年幹事一覧 ； 99～126回卒／卒業時設定 ・・・ 今,ほぼ全滅“有名無実”!?
東京のです！・・・ 幹事はどこへ行ったの？→ 「“新たな”世代別リーダーを選ぼう！」
◆ ９９回卒 ◆
1組 ； 杉本 正美
2組 ； 足立 淳史
3組 ； 関口 真太郎
4組 ； 穂苅 貴奈
5組 ； 斎藤 冬樹
6組 ； 横山 豊
7組 ； 佐藤 文彦
8組 ； 井筒 誠
9組 ； 貝良塚 斎
10組 ； 大塚 隆夫
11組 ； 小柳 貴裕
12組 ； 上原 学
◆ １００回卒 ◆
1組 ； 藤塚 和弘
2組 ； 日村 達彦
3組 ； 斉藤 義雄
4組 ； 丸山 朊昭
5組 ； 荒木 智行
6組 ； 佐藤 正高
7組 ； 山口 雄三
8組 ； 丸山 奈津子
9組 ； 磯貝 宏
10組 ； 平野 剛
11組 ； 尾暮 克文
12組 ； 森 紀之
◆ １０１回卒 ◆
1組 ； 高野 明
2組 ； 石川 靖秀
3組 ； 若山裕伸 → 新潟
4組 ； 佐藤 明範
5組 ； 佐藤 素之
6組 ； 大谷 里佳子
7組 ； 佐野 健太
8組 ； 阿部 憲幸
9組 ； 佐久間 淳
10組 ； 渡辺 啓嗣
11組 ； 村川 純
12組 ； 笠原久美子
◆ １０２回卒 ◆
1組 ； 杉田英一郎
2組 ； 佐々木 大介
3組 ； 亀山 央樹
4組 ； 今野 智介
5組 ； 大坂 純一
6組 ； 伊藤 倫子
7組 ； 茅山 信行
8組 ； 伊澤 雄次
9組 ； 池田 聖
10組 ； 武田 純人
11組 ； 野本 将光
◆ １０３回卒 ◆
1組 ； 春原 智子
2組 ； 田中 匠
3組 ； 両川 敦
4組 ； 江部直紀 → 新潟
5組 ； 田中 映子
6組 ； 赤塚 健太郎
7組 ； 米岡 紘子
8組 ； 坂井 圭子
9組 ； 小林 中
10組； 竹田 大作
11組； 相澤 英介

◆ １０４回卒 ◆
◆ １１０回卒 ◆
1組 ； 小泉 聡洋
1組 ； 片柳 豪
2組 ； 岩崎 聖
2組 ； 鈴木 祥之
3組 ； 阿部 英信
3組 ； 鈴木 雄太
4組 ； 山田 一孝
4組 ； 冨田 正史
5組 ； 大貫 智宏
5組 ； 伊藤 誠
6組 ； 笹川 卓美
6組 ； 熱田 賢
7組 ； 鈴木 敦
7組 ； 大谷 江二
8組 ； 吉田 道彦
8組 ； 山口 光太
9組 ； 山口 紀子
9組 ； 筒井 晴香
10組； 谷川永一郎 → 新潟 10組； 奥野 斐
11組； 横尾 一樹
◆ １１１回卒 ◆
◆ １０５回卒 ◆
1組 ； 本間 香代
1組 ； 庭山 亮一
2組 ； 髙井 信輔
2組 ； 小林 俊彦
3組 ； 西田 良一
3組 ； 小松 健治
4組 ； 酒井 克直
4組 ； 鈴木 誠
5組 ； 中俣 博之
5組 ； 木村 篤司
6組 ； 渡辺 和也
6組 ； 小林 元也
7組 ； 岸 健介
7組 ； 品田 真理子
8組 ； 磯部 太祐
8組 ； 能田 大史
9組 ； 罇 陽介
9組 ； 高野 剛
10組； 八木 直人
10組； 藤田 武彦
11組； 田辺 雄介
◆ １０６回卒 ◆
1組 ； 石井 洋平
2組 ； 栗田 智未
3組 ； 山本 亜希子
4組 ； 遠田 優華
5組 ； 土田 幸宏
6組 ； 五十嵐 孝博
7組 ； 朴永 載
8組 ； 宮内 壮史
9組 ； 川崎 絵美
10組； 杉澤 希
11組； 山本 純司
◆ １０７回卒 ◆
1組 ； 富山聡仁 → 新潟
2組 ； 法師人 憲太
3組 ； 小池 麻里子
4組 ； 泉井 厚志
5組 ； 畑山 真貴子
6組 ； 小橋川 嘉樹
7組 ； 石川 悟
8組 ； 片桐 功
9組 ； 阿部 髙宇
10組 ； 八木 俊太

◆ １１２回卒 ◆
1組 ； 吉田丈夫 → 新潟
2組 ； 岡崎 香織
3組 ； 丸田 力也
4組 ； 坂田 奈緒美
5組 ； 仲村 陽一
6組 ； 野上 真央
7組 ； 大坂 あゆみ
8組 ； 五十嵐 俊三
9組 ； 秋田 貴之
10組； 本田 裕介
◆ １１３回卒 ◆
1組 ； 岡 嘉紀
2組 ； 山際 由香理
3組 ； 大澤 佑輔
4組 ； 吉澤 槙子
5組 ； 和泉 寛
6組 ； 廣野 信悟
7組 ； 荒木 健太郎
8組 ； 遠山 陽平
9組 ； 白井 良太
10組； 網干 千春

◆ １０８回卒 ◆
1組 ； 長谷川 慶行
2組 ； 山本 直子
3組 ； 樋浦 裕子
4組 ； 中原 綾
5組 ； 広田 充
6組 ； 小泉 達也
7組 ； 長谷川 真也
8組 ； 山田 清達
9組 ； 今田 夕焼
10組； 清野 悠太

◆ １１４回卒
1組 ； 信氏 美悠
2組 ； 成澤 祐太
2組 ； 鴨井 彩
3組 ； 大野 傑
4組 ； 野田 裕喜
5組 ； 齋藤 夏之介
6組 ； 佐野 満実子
7組 ； 笠原 あかり
8組 ； 清田 恵理
9組 ； 山添 正裕
10組； 船登 惟希

◆ １０９回卒 ◆
1組 ； 桜井 晶紀
2組 ； 佐藤 大輔
3組 ； 長谷川 幸大
4組 ； 飯島 聖
5組 ； 宮尾 紘史
6組 ； 堀明 元紀
7組 ； 濱口 智大
8組 ； 伊藤 真作
9組 ； 中野 晋也
10組； 三浦 未知

◆ １１５回卒 ◆
1組 ； 郷 慎久朗
2組 ； 伊藤 美紀
3組 ； 保科 真理子
4組 ； 長場 俊之
5組 ； 本間 亮丞
6組 ； 熊倉 祐人
7組 ； 近 佳菜子 → 新潟
8組 ； 石川 達也
9組 ； 高尾 雄也
10組； 若林 祐

◆ １１６回卒 ◆
1組 ； 清水 一希
2組 ； 小泉 佑典
3組 ； 伊藤 直也
4組 ； 池田 大陽
5組 ； 河合 友里
6組 ； 山本 大介
7組 ； 主藤 祥一
8組 ； 高橋 岳志
9組 ； 石崎 博子
10組； 本田 俊博
◆ １１７回卒 ◆
1組 ； 福原 周
2組 ； 本多 俊介
3組 ； 畑山 雅俊
4組 ； 柳 瑠莉
5組 ； 菊地 友樹
6組 ； 呉井 洋太
7組 ； 村尾 泰輔
8組 ； 阿部 頼子
9組 ； 森岡 英樹
◆ １１８回卒
1組 ； 小黒
2組 ； 霜鳥
3組 ； 大高
4組 ； 柴山
5組 ； 荻野
6組 ； 樋口
7組 ； 小柳
8組 ； 頓所
9組 ； 小川

◆
広生
桃子
健
宗一郎
高弘
聡一郎
友哉
詩文
翔

◆ １１９回卒 ◆
2組 ； 上野 幸
2組 ； 宮本 大
3組 ； 谷内 悠介
3組 ； 矢澤 友寛
4組 ； 田中 大樹
5組 ； 青木 慧樹
6組 ； 井神 優太
7組 ； －－－－
8組 ； 小竹 達也
9組 ； 飯田 圭祐
10組； 小林 侑介
◆ １２０回卒 ◆
1組 ； 高橋 萌子
2組 ； 五十嵐 由香莉
3組 ； 中島 萌子
4組 ； 二ノ宮 まり
5組 ； 伊藤 愛莉
6組 ； 長井 沙弥
7組 ； 渡邉 愛理
8組 ； 笹川 大成
9組 ； 田中 未羽子
10組； 帆苅 晃太
◆ １２１回卒 ◆
1組 ； 棚橋 春喜
2組 ； 土沼 純也
3組 ； 武田 駿介
4組 ； 阿部 真央子
5組 ； 伊勢 歩実
6組 ； 渡辺 修朴
7組 ； 比企 湖太郎
8組 ； 黒崎 朝妃
9組 ； 幸田 圭太
10組； 遠山 幸也

◆ １２２回卒 ◆
1組 ； 柳本 佳奈子
2組 ； 松野 泰知
3組 ； 髙橋 央
4組 ； 小松原 千愛
5組 ； 平松 八重子
6組 ； 角木 啓太
7組 ； 荒木 栞
8組 ； 拝野 怜嘉
9組 ； 齋藤 磨生
◆ １２３回卒 ◆
1組 ； 目黒 晶行
2組 ； 小坂井 善将
3組 ； 本間 遼
4組 ； 駒村 萌
5組 ； 保苅 美音
6組 ； 伊井 都優美
7組 ； 小浦方 祐介
8組 ； 中川 篤紀
9組 ； 安田 聖
◆ １２４回卒 ◆
1組 ； 田中 大夢
2組 ； 富井 浩紀
3組 ； 柳本 瑛彦
4組 ； 木野 正瑛
5組 ； 薮崎 瑛未
6組 ； 田中 大佑
7組 ； 王 思涵
8組 ； 武田 恒太
9組 ； 川村 鴻弥
◆ １２５回卒 ◆
1組 ； 藤田 晃太朗
2組 ； 坂上 真樹
3組 ； 西山 寛人
4組 ； 佐藤 文哉
5組 ； 村山 光
6組 ； 入田 凌
7組 ； 青木 駿介
8組 ； 中野 真彰
9組 ； 長谷川 健
◆ １２６回卒
1組 ； 相澤
2組 ； 佐藤
3組 ； 桃井
4組 ； 佐藤
5組 ； 佐藤
6組 ； 土田
7組 ； 船田
8組 ； 原田
9組 ； 神代

◆
健太
黎司
啓光
幸之輔
あすか
遼哉
未来
実希
快

「おことわり」
あえて個人名掲載

新たなリーダーも
期待してます。
“自薦・他薦可”
ぜひお知らせを！
＜東京事務局＞
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）H30.4.1 ～ H30.9.1 の葉書／e-mail／会費振込用紙等に記載のメッセージです）
51回・北村 茂／お陰様で年齢相忚にくたびれて来ましたが元気です、御盛会を。 67回・小野勝義／欠席します。ご盛会をお祈りします。
52回・小嶋嘉彦／総会欠席
67回・北村 紘一／ご連絡感謝です。平成３０年・総会新人歓迎会は、欠席いたし
52回・齋藤泰五郎／毎回ご通知感謝。昭和19年に大学入学来70年余り年をとり ます。毎回、「東京会報」を楽しみにしております。卒業生の活躍を祈っております。
ましたが元気ですが同級生が少なく淋しいことです。同会の発展を願って居ります。 67回・寺井 宏／総会欠席。
55回・赤坂長弥／総会欠席
67回・前田康久／毎々の東京青山同窓会のお世話大変有難うございます。この日
56回・井上菊雄／新潟市の小２女児の死のテレビ画面が、はからずも、80年の昔 はお世話になった故人の偲ぶ会と重なり小生がＭＣを務める事になってしまいまし
の日々を思い出させています。越後線の白山駅、青山＇浄水場（の文字、小針は たので、残念ながら欠席ですご盛会を祈ります。幹事役大変お世話様です。送付
長善寺の近くです。松林とどこまでも続く白い砂浜、八一の記念館、安吾の碑、行 いただいた画像レポート楽しく拝見しました。今後ともよろしく。
形亭の流しソウメン、灯のない戦後の古町の真っ暗闇の十字路で夜な夜な、とり 67回・三堀 浩／総会欠席。盛会を祈ります。
とめのないことを語っていた小松重男君の小説の映画「蚤とり侍」が、不思議、死 68回・小日向信光／総会欠席。
後の今、住んでいる博多の中州にかかっています。海鳴り、ヒルガオ、バアさんが 69回・小黒朊弘／総会欠席。
毎日仕込んでいたグミ酒、アカシアの白い花が新潟中学の校庭に甘い香りをただ 69回・七里紀善／ご案内ありがとうございます。参加しておりませんのに、お手数
よわす遠い日々は、余りに遠くもう帰らない。蛇足；前回の近況は欠落してました。 をお掛けします。もうそろそろこの辺で、御放念下さい。
55回・千葉繁治／住所不明
69回・高木敏之／おかげ様で元気に外来診療＇血液内科（を続けております。
56回・皆川正男／87歳、医師でまだ診療に当たってます。津川～新潟を列車通学 69回・敤井榮一／青山同窓会長。総会当日、体調不良で欠席されます。
遠い昔を懐かしく想い出します。当日は診療都合で欠席。益々御元気でご活躍を。 69回・樋口正臣／欠席。
58回・片桐欢哉／総会欠席
70回・猪口 孝／この度は標記のご案内をお送りいただき、ありがとうございました。
58回・岸田 博／総会欠席
あいにく先約があるため、残念ながら欠席させていただきます。併せて、念のため
58回・福田 満／われら５８回は5/18に毎年同期会を開催していたのが最近不定 小生の現勤務先をお知らせします。151-0051 渋谷区千駄ヶ谷1-1-12 桜美林大
期となっていたが、今回は東京も合同、来年「米寿」、東映ホテル出ます。≪顔出 学 アジア文化研究所 ＇所長兼特別招聘教授（tel/fax: 03-5413-8768 重ねてお手
サント、コノ先モウ附キ合ッテヤランロ!!・・・≫と云われ、多数出席予定。総会出席。 数ですが、会報に掲載されていた小生の経歴について、今後また掲載することが
59回・遠藤欽蔵／奥様架電；会報受領、为人はH29.4.28逝去＇膵臓ガン（。晩年ま ありましたら、「元東大教授等」を「東大名誉教授」としていただけましたら幸いです。
で頗る元気でテニス・ゴルフ三昧も、ガンは不治。新潟中・高時はテニス抜群、早 70回・札木俊明／欠席。
稲田大で将来世界に出て商売をしたいと田島商会でバリバリ仕事、順調に急成 70回・福島 治／Boccaccioの大著 Ametoと取り組んでいます。
長、が３０代半ば会社倒産、起業し引き続き商社経営、去年結婚60年も敢えなく 70回・渡辺允雄／総会出席します。宜しくお願いいたします。今回も総会＆新人歓
逝く。为人は海外生活が長く、同居は実質１８年。でも、おかげで黎明期の外国生 迎会の力作レポード有難うございす。宜しくね！！
活を楽しんだ。特にパリなど想い出深く、シャンゼリゼ通りで皆店外の席で過ごす 71回・五十嵐 勤／相変わらず、男声合唱を楽しんでいます。地域では座間男性
のが新鮮、まだ日本人も数えるほどの頃。大学で知り合った。親友は小林氏等。
合唱団、５月２７日は定期演奏会です。信州大学のOB会が月２回大田区で男性合
59回・小村幸久／総会出席。
唱をやっています。ここにも顔を出しています。７月７日が大田区アプリコでコーラス
59回・茂泉喜彦／ご盛会祈念いたします。
フェステイバルがあります。ここに出る事になっています。皆様に宜しく！！
59回・高山昇二郎／総会欠席。
71回・内山博勝／総会欠席。
59回・長橋敏雄／総会出席。
71回・柄沢 卓／３５年目の詩吟は奥が深いです。
59回・納谷喜郎／総会出席。工藤様 よろしくお願い致します。
71回・太田 裕／いつもお世話になり有難うございます。頭書の総会・新人歓迎会、
60回・小林吾郎／腰痛原因のリハビリ中で欠席もやむを得ません。ご盛会を祈念。 小生出席させて頂きますので、よろしくお願い致します。
60回・中田 享／総会欠席。
71回・西尾レン／同窓会事務局代表のお務めありがとうございます！今回は欠席
61回・安宅久憲／総会出席。
します。 年会費は近日中に振り込みます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
61回・伊藤英子／総会欠席。
71回・堀 清忠／先日の役員会欠席、その後の懇親会も中途で退席し誠に申し訳
61回・大橋恒夫／総会欠席。
なし。総会・新人歓迎会は参加しますので宜しく。特別講演の吉田真吾さんは「東
61回・川崎栄一／奥様より；2018/4/2逝去。退会します。
京青山柔道倶楽部」の会員。日本地震学会での活躍を折に触れ拝見しており、当
61回・木村政雄／毎日元気で過ごしています。残念ですが欠席。ご盛会を祈念。 日の講演を楽しみにしてます。関東・東海地方で必ず・間もなく大地震が発生する
61回・小林元雄／総会欠席。
と心得て、その準備に当たることの必要性を知ることが肝要と思います。東京青山
61回・助川孝雄／欠席、ご盛会を祈念。マイペースで毎日をすごしております。
同窓会と東京青山柔道倶楽部に積極的に参加し、人生晩年の生き甲斐としていま
61回・竹尾 昇／総会欠席。
す。今回講師の吉田さんは東京青山柔道倶楽部会員、成海君と話して、倶楽部で
61回・長沼雄峰／83歳となりました。不整脈発生で仕事はやめ、老人２人暮らし。 東京青山同窓会に未加入のメンバーにも働きかけて、参加させようと思ってます。
秋田にも新潟高校卒業生が多くおり、仙台には更に大勢おります。元気な方が多 71回・松田裕子／皆様のご活躍を祈念。同窓の県知事が誕生して嬉しいです。
い仙台で毎年同窓会をやっています。盛大です。私もたまには出席してます。
72回・黒木トシ子／遅いお返事で申し訳ございません。いつもお世話いただきあり
61回・中村正春／5月6日に草加市制60周年記念事業で、ドナルド・キーン＇コロン がとうございます。ご盛会を祈りあげます。
ビア大名誉教授（、鳥越文蔵＇早大名誉教授（、黒田杏子＇俳人（と＇東京青山同窓 72回・小嶋修一／総会欠席。
会会報紹介の（77回卒・旧姓上原誠己氏＇越後角太夫（等の座談会と、越後角太 72回・齊藤俊正／6月5日 当日は、用事があり欠席します。盛会になる事でしょうね。
夫演ずる三味線＇浄瑠璃（で、越後国柏崎の弘知法印御伝記を楽しんできました。 柔道部の先輩が沢山参加するかもしれません。
62回・内山隆之／64～65年前、家から関屋までの通学路約４kmを高下駄で通っ 72回・西村正徳／出られそう。年会費１０年分とか払ってもいいですか？＇毎年納
た記憶がある。今は１ｋｍ弱の道のりを車のお世話になっている。今昔の感深し。 付有無を会報でしか確認できず、忘れることも？早稲田大学では終身会費納付性
62回・嶺 國和／住所変更。
などもあり（→OK。その旨、注釈をつけて管理する。納付済＇2017～2021年度分（。
62回・渡辺貢英／欠席。ウォーキングクラブで東京と周辺を歩く。＇旧姓・安藤（
72回・野村耕治郎／総会欠席。
63 回・ 浅野 康一 ／会報 が電 子版に な り困って ま す 。 2016モ デル Windows10, 72回・宮村 晋／総会欠席。
Office2016を使用も、会報が特殊なソフトで書かれ、私のパソコンでは開けません。 73回・飯村 修／総会欠席。
貴事務局の電子版使用ソフトに問題があるようです。電子版に切り替える以上、 74回・藍沢幹人／欠席させていただきます。よろしくお願いします。
Word,PDF等のポピュラーなファイル形式を使用すべき。また、版下はWord作成す 74回・青海 潔／お世話になります。欠席します。
ればAcrobatで簡卖にPDFファイルに変換可で遙かに簡卖、ご検討ください。
74回・味方 洌／技術エンジニアリング会社の顧問をしています。世界経済、日本
63回・白倉 至／63期名簿受領、大分古いみたいで、数人は歿、ほかにも住所変 古代史、健康の研究を続けています。
更等も。新潟在の名簿が知りたかった。石神井公園近く二住み、工藤兄とも賀状 74回・安藤京子／総会ご案内ありがとうございます。6月15日ボストンから戻ります
交換してる。 柔道部だった＇寄居中１期生、有段者、ワル（、松浪、川島先生など。 ので、残念ながら欠席させて頂きます。ご盛会になります様お祈りいたします。
64回・岩渕道夫／今後会報の郵送は不要です。
74回・池 一／ご苦労様。遅くなりましたが出席です。取り急ぎご連絡のみにて。
64回・江部陽一／今迄会報ご送付感謝、会出席も皆無、会報も止めてください。
74回・池田正行／都合あり、欠席。
64回・太田健治／都合悪く失礼します。盛会を祈念します。
74回・和泉 潤／総会欠席。
64回・風間治雄／都合がつかず、欠席します。
74回・伊藤 宏／いつもありがとうございます。酔都志会は参加。総会は都合がつ
64回・木山 清／高齢につき、欠席させていただきます。
かないので欠席。
64回・坂井俊一／以前からの先約あり残念です。事務局のご尽力に感謝してます。 74回・岩城修平／石油業界から大型温泉ホテル経営に乗り出して４年。古希です
64回・佐藤 章／ご盛会をお祈りしております。
がもう少し頑張ります。カナダにいる息子を訪ねバンクーバーに旅行のため欠席。
64回・清水良男／脊柱管狭窄症となり、間欠性跛行に苦労。御盛会を祈念。
社長業でバタバタしていますが、年に一回は現地勤務の息子に会いに行く予定で
64回・須田嶺治／総会欠席。
す。久保君とは、まだ連絡が取れませんが。ではまた。志戸平温泉株式会社
64回・星 満／私は青山の出身ではなく、新潟高校の出身です。悪しからず。＇葉 74回・大石憲一／酔都志会は参加。今日届いた総会新人歓迎会は不参加。
書の宛名の”東京青山”同窓会を二重線で消し”新潟高校”と修正されている？（
74回・岡村康生／年会費納付＇H30年度分を含めて（済。
65回・五十嵐 徹／工藤義夫様 総会の御案内がありましたが、欠席させていた 74回・小川もりと／今回も欠席。皆さんによろしく。次会はお目にかかりたいもの。
だきます。よろしくお願いします。
74回・片野忠一／総会欠席。
◆別添；近況 ・・・登記関係の著書の執筆 五十嵐徹・・・平成６年に法務省を退 74回・小林淳子／総会欠席。
職して財団監事を２年勤めた後、公証人＇津合同公証役場（となりました。そして、 74回・齋藤一幸／総会出席。ここ８年程、東京工業大学ラグビー部にOBとして関
若い頃から縁のあった日本加除出版＇株（の依頼を受けて、月刊誌に登記関係の わっています＇現在はGM（。東工大ラグビー部は、高校での経験者が４割位で、半
解説を掲載するとともに、著書の執筆を始めました。実は、現職当時に登記実務 数以上の部員が大学からラグビーを始めていますが、現在リーグ戦ｸﾞﾙｰﾌﾟでの国
に携わった経験はほとんどなく、管理職以外としては、国の利害に関係する訴訟 立大学チームで最強の位置にあります。昨年３部で３位、全７部５６校中。３月には、
を担当する訟務専門官が「専門」でした。それが、登記専門官のための解説書を 豪州遠征を実施しました。
執筆するという無謀な域に入ったのです。しかし、登記実務は知らなくとも、法律 74回・佐藤信秋／佐藤信秋の予定について。現状18:30 までには会場入りします。
的な基礎知識さえあれば、いろんな方々の著書を参考にすることによってなんと 74回・坂井 靖／総会出席。当日は弁護士会委員会で少し遅れますがお手伝い可。
かなるということが分かりました。以来、登記関係の論文のほか、次のとおり、著 74回・完戸誠司／いつもお世話になります。総会・新人歓迎会は都合で欠席。
書の刊行を続け、この度は、一図書ではあまりない第５版を出すことができました。 74回・土屋彰義／酔都志会出席。総会は出張が入りそうで欠席。
・マンションを考える１２章－区分所有法とその周辺－＇平8．2（
74回・堤 葵／先約もあり不参加とさせていただきます。
・まちづくり登記法－都市計画事業に関する登記手続＇平24．11（
74回・平野 収／いつもご苦労様です。今回の会へは「欠席」致します。
・第２版 Ｑ＆Ａ 登記に使える公正証書・認証手続＇共著・平26．1（
74回・宮嶋良夫／欠席させていただきます。盛会をお祈りいたします。
・土地区画整理の登記手続＇平26．10（
75回・有薗順子／６月１５日参加します。会報もお送りいただきありがとうございま
・工場抵当及び工場財団に関する登記＇平28．11（
した。６月の第二火曜日の会、出来れば参加したいですが今のところ？？です。当
・第５版マンション登記法－登記・規約・公正証書－＇平30．3（＇初版・平13．12（
日のお手伝いは如何ですか。若者たちで足りないようでしたらお知らせください。
65回・山本和親／総会出席。→当日、不調につき欠席。
75回・白鳥十三／ご苦労様です。６月１５日総会に参加します。ところで、年会費納
65回・横山修二／現今のコミュニケーション様相に反発し、パソコンはおろか携帯 入の欄で、「白鳥十三２」の記載、２の意味はなんでしょうか？＇回筓；2回納付（
電話すら忌遾、会報郵送お手数を恐縮。事務局のご苦労に思いを致しております。 75回・野崎 茂／折り悪しく当日は東京を離れ不参加です。盛会を願っております。
66回・高橋 守／事務局工藤様 懇切なお誘い恐れ入ります。コロラトゥーラのミ 75回・八田進二／本年卒業生は１２６期生、我等は丸５０年経ったと感慨深いもの
ニコンサートなど、ご苦心の企画、感心しております。アラスカを使うことで参加費 があります。姪の娘が本年卒業生で、５０年の時を超え身近な後輩ができました。
を大幅に減額でき、本当によろしかったですね。参加者の増員に大きく寄与するも 75回・馬場俊博／都合で出席できませんが皆様によろしくお伝え願います。
のと喜んでおります。小生、昨今すでに2回大手術している腰部脊柱管狭窄の症 75回・藤縄勝利／７５期白鳥氏から、藤縄勝利氏出席意向を連絡してきました。
状が思わしくなく、杖など二つの補助具で歩く始末、できれば失礼させていただき 76回・朝妻 厚／当日仕事で出席できません。今回メールドレスが変更願います。
たく万が一改善が見られれば、ということでご了解を得たいと存じます。盛会をお 76回・安達信策／宛先不明
祈りしています。後日アラスカに行ってきました。すばらしい会合だったと口々に 76回・阿部緑生／前約あり出席できません。当方は、変わらず内科診療を続けて
言っていました。会の成功に、あの会場を提案した者として安どしています。お疲 います。年令は何ともどうしようもなく、68歳になりました。加齢については皆様も静
れ様でした。
思するしかありません。ご健康には御留意下さい。ご盛会をお祈り致します。
66回・丹羽真彦／御夫人より架電、H29.12.3逝去しました。
76回・阿部令一／総会欠席。
66回・吉田六左エ門／事務所 いつもおせわになっております。標題の件につき 76回・大山哲司／漕艇部（ですが、急遽、明日の同窓会に参加すること可能でしょ
まして下記のとおりご連絡いたします。 記 吉田六左エ門＇６６期３３年卒（は来る うか？誠に勝手なお願いですが、参加したく考えています。参加できる場合は、ご
６月１５日金曜日の東京青山同窓会総会・新人歓迎会に欠席いたします。以上
一報頂ければありがたいです。
67回・片山忠一／いつもお世話になっております。昨年は所用の為失礼いたしま 76回・川上正民／残念ですが、所用のため欠席とさせてください。
したが，来月６月１５日の総会・新人歓迎会には出席いたします。
76回・小泉直久／宛先不明
67回・清水雄伍／総会出席。
76回・後藤徳広／総会欠席。
67回・鶴賀政行／毎度幹事役お疲れさま。今年７８歳、私も昨年の７月で７７歳の 76回・小宮山信男／盛会をお祈りしております。
喜寿に。在米２３年の為、英会話は米人と同等に話せると思います。何かお手伝 76回・田中邦直／いつもご苦労様です。総会に出席いたします。
い出来ること有りましたらば御通知ください。学生時代の県高と慶忚義塾で男声 76回・西沢芳樹／幹事役感謝。当日は欠席で失礼します。5/16は東京から紫雲
合唱団ワグネルソサイエテイで歌って居りました。ダークダックスが部の先輩です。 GCで３名帰新しプレー、その後新潟で同級会を開催。同窓はいいものですね。

76回・加澤正樹／同窓会参加の旨返事＇メール（を差し上げましたが、どうしても
外せない別件の行事が入ってしまい、参加できません。申し訳ありません。盛会
をお祈りしております。新会場は、交通の便も良いですね。
76回・蔵持典与／残念ですが欠席させて頂きます。ご盛会をお祈りします。画像
レポート配信ありがとうございました。まずは御礼まで。
76回・長北 学／残念ながら、6月15日は動かせない予定が入っており東京青山
同窓会総会に参加できません。悪しからずご了承ください。盛会をお祈りします。
76回・浜田正継／H30年度年会費を納めましたでしょうか。確か、請求が来てす
ぐにお納めしたように記憶しています。
76回・細谷洋一／元気でやっています。
76回・湊 勝／総会欠席。
77回・石川 彰／現在、肝臓癌の治療中で入退院を繰り返しているところです。
折角のお誘いですが、治療を優先する時期ですので、今回は、欠席させて頂き
ます。皆様に宜しくお伝えして頂ければ幸いです。
77回・佐藤 茂／何時も大変に、ありがとうございます。6月15日、出席させてい
ただきます。宜しくお願いいたします。年会費は、その際納金させていただきます。
77回・長谷川 実／総会欠席。
78回・斎藤庫之丞／総会欠席。
78回・志藤洋子／工藤様の個人的ご負担が多いことたいへんに心苦しく存じて
おりますが、さまざまな工夫で効率良く実効性の高い、しかも、親しみやすい運
営に感じられ感謝申し上げております。ほんとうにありがとうございます。
78回・篠田敏朗／総会新人歓迎会は欠席します。そろそろ参加したいとは思って
いるのですが、なかなかタイミングがあいません。
78回・肥田博子／遅くなり申し訳ありません。欠席いたします。まだ週に4日仕事
をしています。同居している2人の孫の世話と週末の区民農園での作業でフルに
活動中。定年後は暇になると思いきや、想定外の充実した日々をおくっています。
78回・前田長生／総会欠席。
79回・内山 修／事務局工藤義夫様 おはようございます。昨年より東京青山同
窓会に入会させて頂きました79期の内山です。同窓会事務局のご苦労に感謝申
し上げます。先日今年の総会新人歓迎会のご案内を頂きありがとうございました。
早速、同期の仲間にも入会・参加の有無を確認して、少しでも多くの仲間と参会
したいと思います。小生のほかに下記の者が出席致しますので宜しくお願い致し
ます＇79期 鳥羽正尚（、同君は昨年の年会費を未納の為、ご案内を頂けなかっ
たようで、小生の連絡で承知しました。まだ他に何人か声掛けをしております。出
欠期限までに一人でも多くの参加者を募ります。当日を楽しみにしております。
79回・小田章治／総会欠席。
79回・河 正子／総会欠席。
79回・川上康夫／出席いたします。楽しみにしております。
79回・鳥羽正尚／79回・内山氏から出席の連絡。
79回・冨山浩司／工藤さん、こんにちは。関西青山同窓会で内山君と世話役を
やっていました冨山です。三月末に会社を卒業しまして四月に埼玉の所沢に
戻って来ました。内山君から六月に新人歓迎会があるとの連絡がありましたので
参加したいと思っております。アドレスメール変更願います。
79回・星名健二／工藤先輩 79回卒の星名です。時間が取れましたので、６月15
日出席させて頂きます。宜しくお願い致します。
80回・長 正子／総会欠席。新会場になり、参加したい気持ちはあったのですが、
予定が入り伺えません。ご盛会を祈念しています。皆様によろしくお伝えください。
80回・小林亮介／総会出席。メールアドレス変更願います。
80回・竹本泰子／総会欠席。
81回・成海孝二／総会・新人歓迎会に参加いたします。当日お会いできるのを楽
しみにしております。吉田真吾さんが講師ということを知り、東京青山柔道倶楽
部の仲間に参加を呼び掛けたところ、新たに何人か参加したいとの申し出があり
ました。豊田清さん＇８１回卒（についての登録ありがとうございました。尚、本人
へ案内が届いていたかは確認中です。また小田和哉さん＇１０１回卒（からは、仲
間も含め新たに申込がある予定です。開催が近づいてますが、特段のご配慮を
お願いします。ところで、以下のメールをいただきましたが、当日の司会＇第１部、
第２部（をとのこと。光栄でありがたい話ではありますが、そもそも私は学年幹事
＇８１回卒（でもなく同窓生のひとりですし、当日は仕事の都合で開始時間によう
やく間に合うタイミングでしか向かうことが出来ません。そのためぶっつけ本番で
は皆様にご迷惑を掛けるばかりか、会の雰囲気を損ないかねませんので、司会
の大役につきましては辞退させていただきたいと思います。私自身がプロの司会
者であれば対忚も可能かもしれませんが、このような大切な会合での司会の経
験もありませんし、たまたま柔道倶楽部の方々も何人かいらっしゃいますが、適
任ではないと思います。同窓会幹事等の方々や会員の中には、放送関係者とか
場馴れされた方々がいらっしゃると思われますので、司会としてふさわしい方の
選任をよろしくお願いいたします。司会＇第１部・第２部（つきましては役不足では
ありますが、引き受けさせていただきます。明日の午前中に私から先輩宛に電話
させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
81回・山田 徹／工藤様 準備ご苦労様です。出席します。
81回・鰐渕 博／総会、新人歓迎会 出席を希望します。出欠葉書を亡くしてしま
い、メールで連絡させていただきます。まだ大丈夫でしょうか。先日は楽しい同窓
会ありがとうございました。同窓会の写真がうまく見れません。写真を卖純に添
付ファイルでみることはできないでしょうか。私を含め普段パソコンに不慣れな先
輩諸氏にはこの方法で見るのは難しいです。
82回・栄森秀一／事務局工藤義夫様 幹事お疲れ様。総会の案内メールにてご
返事します。6月15日アラスカ出席にてお願いします。なお、メール変更願います。
82回・清田 甚／出張不在。期間中メールアクセス限られ次出社日に順次対忚。
82回・日下部朊子／事務局様 ご準備ありがとうございます。宜しく申し上げます。
82回・後藤雅則／総会欠席。同窓会費は近日中にお振込いたします。
82回・西山活子／総会出席。
82回・福嶋 元／講演等、楽しみにしています。
83回・高山佳郎／幹事、大変お疲れ様です。総会・新人歓迎会は、少し遅れるか
もしれませんが参加いたします。よろしくお願いします。
83回・豊田清／成海さんから；柔道倶楽部豊田清氏＇８３回卒（から是非参加した
いとの申し出がありました。開催が近づき、お忙しいところ恐縮ですが、登録をお
願いいたします。本人には、東京青山同窓会から案内が無かったようで、私より
申込させていただいた次第です。
84回・朝倉仁樹／工藤さま 同窓会のご案内ありがとうございます。ご尽力にい
つも感謝しております。残念ながら平日の６時は難しいと思います。万一、逆転
の望みが出たときにはご連絡致します。さて、我々８４回３年１０組の担任だった
星智信先生が５月１日に亡くなりました。８日夜、新潟の同級生から連絡がありま
した。家族葬で、迷惑がかかるからと外部には連絡しなかったそうですが、後に
なって知った同級生がお線香をあげに伺い、連絡してくれました。一昨年まで同
級会にも出席され、我々にとっては、心から尊敬し、敬愛する、そして毎年、各自
に合った内容の年賀状をくださるほどの生徒思いの先生でした。同窓生がどの
程度、星先生と接触があったかわかりませんが、とりあえずご報告します。
84回・飯塚雅士／お世話になりありがとうございます。参加させていただきます。
小生の職場で発掘した１１８回生の難波君は、ドバイに転勤になったそうです。発
表が奇しくも６月１５日でした。１年の約束と彼は言ってましたが、損保業界の常
としては、まあ、３年は帰国できないかと････。ただし、会社メアドはドバイにも届
くようですので、変わらず案内は行くでしょうと、申し送りしました。
84回・太田淑子／まだ空席がありましたら。１名，参加でお願い致します。
84回・島津 孝／すいません、スマホから参加のメール送付した積りでしたが履
歴を確認したら送信されていませんでした遅くなりましたが参加します。PS 6月
の第二火曜の会は6/12開催で良いのですよね？ 以上 宜しくお願い致します。
84回・田崎正巳／総会出席。
84回・野口俊介／お世話になっております。総会・新人歓迎会に出席させて頂き
ます。6/12の火曜会に参加いたします。よろしくお願い申し上げます。なお、愚息
にもプレッシャーをかけておりますが、なかなか余裕がないようで、難しそうです。
84回・星野紹英／返事を失念していました。 参加します。
85回・荒井裕子／事務局 工藤義夫 様 いつもご連絡ありがとうございます。残
念ながら、欠席させていただきます。講師 吉田真吾氏へ 「同期なのに出席でき
ずすみません。益々のご活躍を期待しています。」とお伝えいただけますと幸い
です。85回 荒井＇伊藤（裕子
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85回・奥村 基／事務局工藤義夫様 先日は、同窓会の会報及び総会新人歓迎 101回・小田和哉／工藤様 いつも大変お世話になっております。ご報告が遅くな
会のご案内ありがとうございます。東京の方々の熱気が会報の写真で伝わって りまして申し訳ございません。6月15日の東京青山同窓会の件、私の世代前後に
きます。タングステンの効果でしょうか。総会は今回も残念ながら欠席です。また おける柔道部・剣道部の参加者について、以下ご報告申し上げます。
いつか出席が叶う日がくるといいな、と思っています。事務局の方々におかれま 小田 和哉＇101回卒：柔道部（,阿部 智信＇101回卒：柔道部（,尾口 優子＇102回
しては、いつも大変ご苦労様です。
卒：柔道部（,石倉 弘敏＇101回卒：剣道部（。石倉くんの現在の苗字は榎本で＇今
85回・高野宏一／初参加させて頂きたくお願いしましたが所用が入り欠席させて は「榎本弘敏」です（、私と同じ会社＇三菱UFJ銀行（に勤務しております。私事で
頂きます。次回は是非参加致したく引き続きよろしくお願い申し上げます。講師 恐縮ではございますが、先日、郵便局＇ゆうちょ銀行（より、年会費＇2,000円（振り
の吉田さんは多分柔道部で、小生も柔道部でした。
込み済です。ご確認の程よろしくお願い致します。どうかよろしくお願い致します。
85回・吉田真吾／講演会講師。出席。
101回・本間昌治郎／定員130名との事でしたが人数結構集まってますでしょう
86回・吉井正行／お世話になります。総会出席します。よろしくお願いします。清 か？同期1人に声掛けしているのですが、彼は当日遠方での所用の為に帰京出
87回・清水忠明／事務局御中 御世話になっております。同窓会に出席いたしま 来るか微妙で、確実に参加できるという状況では無い様です。申し込み無しで当
す。よろしくお願いいたします。年会費は別途郵便振替ですでに振り込んであり 日参加、または、申し込んでおいて都合つかなければ当日キャンセル、どちらが
ます。それでは皆様に久しぶりにお会いできることを楽しみにしております。
良いでしょうか？後者の際はキャンセル料、掛かりますかね。。。？お忙しいとこ
88回・今井信一郎／あいにく予定が入っており、出席できません。皆様によろしく ろ恐縮ですが、宜しくお願いします。後藤 101回◆結局間に合いそうです。
お伝え願います。
102回・尾口優子／お世話になっております。尾口です。ご連絡ありがとうござい
88回・櫛谷 洋史／工藤様 お疲れ様です。88回の櫛谷です。同窓会のご案内あ ます！ 15日の総会出席しますが、小田先輩や成海さまに連絡しただけで、肝心
りがとうございます。しかしながら、今回は残念ながら別用がありますので、欠席 の工藤さまにご連絡するのを失念してました、大変申し訳ございません。出席す
させていただきます。皆さんによろしくお伝えください。
る気満々で、もう何か月も前から予定しております♪ 12日の会はPTA役員会出
88回・小竹 聡／工藤事務局長さま 同窓会では大変お世話になっております。 席あり欠席します。取り急ぎの連絡で恐縮ですが当日お会いできることを楽しみ
同窓会出席したくご連絡申し上げます。ご返信が遅れまして誠に申し訳ございま にしております！今朝は梅雤の晴れ間で、朝から暑いですね♪新潟育ちではあ
せん。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
りますが、寒いよりも暑いほうが断然好きなので、 私は夏が来るぞ～というこの
89回・岩野 尚子／。いつもお世話になっております。きたる6月15日の総会・新人 気配が大好きです。30分前には到着するようにし、受付・会計をお手伝いします。
歓迎会に参加します。よろしくお願いします。
また司会！？も、頑張りま～す。それでは引き続きよろしくお願いします。担当し
89回・山田敏昭／工藤さまお疲れ様です。出席でお願いします。
ます3部の司会ですが、 頂きました台本に、勝手ながら少し手を加えさせていた
90回・池田美弥子／いつも同窓会のお知らせや写真をありがとうございます。6 だきました。お手すきの際に、内容をご確認いただけますと幸いです。「本締め」
月15日の新人歓迎会に出席します。よろしくお願いします。
で閉会としたいと思いますが、どなたかにお願いしていただけますか？ 会の準
90回・歌代幸子／工藤さま いつもお世話になっております。あまりに直前で恐 備等でお忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
縮ですが、明日の会に参加可能であればお伺いしたく、ご連絡いたしました。仕 102回・廣瀬千尋／工藤さんいつもありがとうございます、参加します。仕事で遅
事の都合で予定が立たず、お返事できずにおりましたので、勝手ながら申し訳あ れます。19時過ぎになるかと思います。申し訳ございません。
りません。もし無理のようであれば、また次回にぜひお目にかかれますことを楽 103回・小林 崇／事務局工藤様 お世話になります。同じ会社の先輩の上杉恒
しみにしております。今後とも、よろしくお願い申し上げます。
彦さんの紹介でご連絡いたしました。ぜひ総会に参加をしたく可能でしょうか？
90回・勝山達志／お世話になります。遅い返信ですが出席させていただきます。 締切後で恐縮ですが ご確認のほどよろしくお願いいたします
90回・木村和人／工藤様 いつもありがとうございます。申込を忘れ、出席でお願 103回・廣川俊之／工藤様お世話になっております。ご連絡遅くなり申し訳ありま
いします。当日楽しみにしております。メールアドレス登録変更願います。
せん。予定調整つき、参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
90回・小杉 仁／岡山転勤となりました、新住所の変更をお願いいたします。
104回・岩下奈穂子／事務局 工藤様 いつもお世話になっております。ご案内
90回・斎藤 彰／参加いたします。お手伝い等必要であれば何なりと言ってくださ いただきました東京青山同窓会総会に、下記の通り、2名申し込みます。①小林
い。よろしくお願いしたします。突然ですが、６／２７付けで大阪支社長の任命を 夏那恵 104回＇初参加（ ②岩下奈穂子 104回＇昨年、初参加（ 申込み内容に
受けました。現場の営業に戻れてうれしい反面、大阪は初めてで不安もいっぱい 不備などございましたらお知らせください。よろしくお願いいたします。
です。事務局のほうは９０期集団体制で徐々に引き継ぐことにしたいと話し合って 104回・小林夏那恵／岩下さんから連絡の通り。出席。
た矢先に大阪に転勤になり同期には迷惑をかけてしまいましたが、大阪からバッ 104回・佐藤 晃／工藤様お世話になります。報告遅れましたが出席します。何で
クアップして事務局運営のサポートをしたいと思います。6/15の総会には出席い も言ってください。大手町→日比谷 歩く？千代田線？ 悩みます。
たします。今後ともよろしくお願いいたします。
105回・柳通こずえ／今井あいちゃんのミニコンサートに関しまして、素晴らしいご
90回・齋藤結花／お世話になっております。お返事が遅れ申し訳ありません。今 提案や段取りをして頂き誠にありがとうございます。とても喜んでおりました。感
年は仕事の予定があり残念ながら欠席です。盛会をお祈りいたしております。
謝しております。他にも105回生を誘いたく検討中の者が何名かおります。最近
90回・白川 裕／先日は当日飛び入りにもかかわらず急遽参加させていただき の同窓会に出席していないので会報も届いていないので、こちらのメールでお返
誠にありがとうございました。また、毎回すばらしい楽しいお写真を配信していた 事させて頂きたいと考えておりますが、出欠のお返事は、いつまでにお送りすれ
だきありがとうございます。先週金曜日の分、先ほどダウンロードできました。今 ば間に合いますでしょうか、締め切りを教えて頂けますでしょうか、どうぞよろしく
回、久しぶりに思い立ったのも、毎回お写真をお送りいただき、なんとなく身近に お願い致します。105回なかなか都合が難しいとのことでした。
感じていたおかげかなと考えております。お名前を憶えていただけるよう、ちゃん 105回・今井あい／工藤様、大変お世話になっております。ご連絡ありがとうござ
と参加しなければと決意を新たにしております。＇と言いますか、逆に全員のお名 います！早い物ですね！もうあと一週間もないのですね！演奏する時間帯です
前をご存知なこと自体、大変な驚きですが（今回は久しぶりの日本ということで、 が、お酒が入ると、なかなか聞いていただけないと言うことが、よくあるということ
ほんの軽い気持ちでの参加でしたが、あの夜、翌土曜日の皇居ランおよびバー で、新潟高校の祝賀会＇以前歌わせていただいたとき（や、7月の新潟の方の同
ベキューに突然誘われ、90回森さん、渡辺さん他10名程と翌日も痛飲して参りま 窓会では、お酒を飲む前に、10分の演奏時間を設けていただいている感じです。
した。90回は、なんだか引きずり込まれてしまいそうな勢いがあり、11月のおそら 会の進行上いろいろとオーガナイズが難しいと思いますので、お任せいたします
く17日ではと森さんは言っていましたが、ますらお会にも参加させていただけれ が、念のためお伝えさせていただきました。皆様の目が覚めていらっしゃる内に、
ばと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
コンサートの宣伝だけでも、どこかでお話しいただければ幸いです＾＾；登場時間
90回・坪井俊樹／工藤先輩、いつもありがとうございます。参加でお願いします。 帯ですが、会場で長い時間待っていると疲れてしまうので、パリから戻るのも前
アラスカもいいですね。
日なもので、歌う前は会場の外でどこかで控えさせていただければと思います。、
90回・森 豊／工藤様お疲れ様です。当然出席致します。新会場楽しみですね。 歌う時間の1時間前に会場到着し着替えたり準備して歌うという感じです。お食事
90回・渡邉修也／事務局 工藤 様 いつもお世話になっております。90回の渡邉 の準備ありがとうございます！ピアニストと私と二人分ご用意いただけると言うこ
修也です。6月15日＇金（の「総会・新人歓迎会」の件、参加申込が大変遅くなり、 とで、大変うれしく思います。ピアニストは、栄長敬子さんで、プログラムは７曲ほ
失礼致しました。90回 渡邉修也 参加」でお願い致します。また、年会費につい どになります。お目にかかれるのを大変楽しみにしています。
ても、大変遅くなりましたが、本日、ゆうちょ銀行の方へ払い込みをしておきまし 106回・星野善宣／今回は仕事の都合で参加できませんが、ご盛会をお祈りいた
たので宜しくお願い致します。ホームページの方ですが、小橋川さんからは、そ します。また、住所の変更よろしくお願いします。
の後、連絡はありましたでしょうか。私の方でサーバーの中を調べて、調査すれ 107回・茂木崇治／工藤様 ありがとうございます！あともう一人、昨年も参加した
ば、分かるかもしれませんが、私も春以降、仕事が立て込んでおりまして、なか 107回生茂木崇治さんも新潟から参加します！よろしくお願いします！中村峻氏
なか落ち着いてサーバー内の調査ができないでおります。＇予算の関係もあるの 108回・北畑雄一郎／新潟から参加；旧3年担任＇3年８組担任（
で、人に頼むことがむずかしいこともありまして、申し訳ございません。・・・。（ 110回・石崎 徹／事務局工藤義夫様 総会に参加致します、宜しくお願いします。
ホームページの方は、6月の第2週以降から、少しずつ着手しようと思いますが、 110回・佐藤慧理子／休暇のため不在です。
実際に、具体的な形で見ていただけるようになるのは、7月以降になる予定です。 111回・中村 峻／工藤様お世話になります。東京青山同窓会、参加でお願いい
本来であれば、総会までに形に出来ればよかったのですが、申し訳ございませ たします！今年も新潟から伺います＾＾中村
ん。以上、宜しくお願い申し上げます。有限会社インディーロム代表。
113回・佐藤あずさ／出席させていただきます。よろしくお願いいたします。
91回・長田 充／事務局 工藤様 いつもお世話になっております。誠に申し訳ご 113回・関 佑樹／参加します。えーまた、校歌はキャラが違うので、宮本か麟太
ざいませんが、残念ながら先約があり参加できません。また、次の機会によろしく 郎あたりにお願いします！笑 やるなら忚援歌かと…よろしくお願いいたします。
お願い申し上げます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
115回・本井典子／総会・新人歓迎会、出席いたしますので、宜しくお願い致しま
90回・渡辺正明／同窓会に申し込ませていただきます。杏林予防医学研究所。
す。なお、誠に勝手ながら、業務の都合上、１９時頃からの出席となります。
92回・上杉恒彦／事務局 工藤様 このたびは東京青山同窓会のご案内をいた 115回・小甲洋輔／◆新潟・中村峻氏から◆工藤様 さらに追加をお願いしま
だき、ありがとうございます。92回の上杉恒彦＇うえすぎ・つねひこ（と申します。6 す！小甲洋輔 115回です。よろしくお願いいたします。丈夫会計事務所代表。
月15日＇金（、ぜひ参加をさせていただきたく、お願い申し上げます。業務のため 119回・塙 孝哉／長野で初期臨床研修中につき、残念ながら欠席致します。盛
少し遅れる可能性がございますが、できるだけ早めにうかがうようにいたします。 会をお祈り申し上げます。
柔道部の吉田先輩の忚援もしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし 120回・石附 愛／ご案内メールがこちらの不手際で届いておらず、本日友人か
ます。
らの誘いを受けましたためダメ元で連絡させていただきました。もしまだ参加が可
92回・金井利郎／新潟から参加；青山同窓会・広報委員長＇兼任会報編集長（
能なようでしたら参加させていただくことはできませんでしょうか？
92回・前田光俊／重ねてのご連絡痛み入ります。色々と調整したのですが、社用 120回・宮本真理子／遅い連絡ですが6.15東京青山同窓会参加します。今回も放
との調整がつかず、当日は欠席にてお願い申し上げます。＇会社の先輩でもある 送部から新人参加するみたいで、とても楽しみです！よろしくお願いします。
川上さんにも怒られそうですが・・・（盛会を祈念致します。工藤様 有難うござい 121回・中山春彦／住所不明
ます。きちんとダウンロードできました。当日は大盛会のようで、参加できなかっ 121回・池 大樹／121回卒 学年幹事の柄澤友幹です。121回卒の参加申込2名
たことが返す返すも残念です。11月の「ますらお会」は可能であれば、参加させて 連絡します、よろしくお願いいたします。池大樹、柄澤宏至。
頂きたいと思います。自分の期＇92期（はあまり参加していないようですが・・・会 121回・柄澤友幹／学年幹事の柄澤友幹です。総会・歓迎会に参加します。今回
社にいる高校の先輩などにも声をかけて参加したいと思います。今後ともよろしく の新人の皆様は、私が教育実習で担当させていただいた思い出深い学年です。
お願い申し上げます。
当日を楽しみにしております。私事ですが現在、明治大学大学院にて、建川美次
93回・田沼智子／不在メール返信。欠席。
＇6回卒（の研究中で昨7月青山同窓会報にも記事を載せていただきました。研究
94回・小松朊子／ 工藤先輩 お便りありがとうございました。まず、会費納入に 論文を書きましたので、当日抜刷を何部か持参します。東京青山同窓会の初代
ついてお詫びがあります。卒回を書き忘れてしまいました。郵便振込用紙で納入 会長が山内保次＇7回卒（であることに驚きました。山内についても建川と関係が
しておりますが、もし工藤さんが管理してくださっていましたら「94回小松朊子」と 深い＇同窓・会津八一との交流・騎兵科・日露戦争・満州事変など（ので少し調べ
して処理いただければ有難いですm(__)m 大変お手数おかけいたしますがどうぞ ています。121回卒の同窓生の参加が増えますよう、できる限り声がけを行いた
よろしくお願いします。また、会報と同窓会のご連絡メールもいただきまして、あり いと思います。よろしくお願いいたします。
がとうございます。アラスカ、すばらしいですね！日比谷勤務の頃、幹事をする際 121回・柄澤秀親／住所不明
に度々ここでセッティングしました。落ち着いてお料理もおいしくコストパフォーマ 121回・柄澤宏至／
ンスが良く、穴場的な最高の会場だと思います。アラスカでの同窓会も参加は難 121回・高橋 慧／住所不明
しいですが、地震の専門家の先輩のお話があるというのとソプラノ歌手の方のご 121回・長谷川 巧／所用につき、121回長谷川巧、125回長谷川健ともに欠席さ
出演、両方好きな分野でして、特に残念に思っております。
です。ご盛会祈願いたします。追伸4月よりミライザカ西船橋北口店の副店長とな
94回・藤沢健司／宛先不明。
りました。まだまだ未熟者ではありますが、偉大なる先輩方に負けぬよう奮闘し
95回・増子則義／工藤様 平素よりお世話になっております。ご案内ありがとう てまいります、ぜひ西船橋にいらした際はお立ち寄りいただけますと幸いです。
ございます。ご承知のような国際情勢もあり、最近業務が立て込んでおり大変残 122回・齋藤一樹／住所不明
念ですが来週各会合にお伺いできそうにありません。ご盛会お祈りしております。 122回・村上杏佳／住所不明
99回・鈴木信行／新潟から参加；旧3年担任＇3学年为任（
122回・今井千帄／事務局 工藤義夫様 初めてメールをお送りいたします。東
101回・阿部 智信／出席。小田和哉メールにて受信。東京DB記載無。
京外国語大学の今井千帄と申します。この度は、総会・新人歓迎会を企画してく
101回・榎本弘敏／出席。小田和哉メールにて受信。東京DB記載無。
ださり、誠にありがとうございました。参加したい気持ちは山々なのですが、現在
101回・後藤 卓／工藤様ご無沙汰しています。ご案内ありがとうございます。 就職活動中で、なかなか時間が取れません。非常に残念ではありますが、この
6.15の青山同窓会、参加させて下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。
度の会を欠席させていただきたく、ご連絡を差し上げました。メールでのご連絡と
101回・柳下史織／お世話になっております。いつもご連絡をいただきありがとう なり、大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。気温の変化が激しく
ございます。事前申込なしで、明日の総会新人歓迎会日参加可能でしょうか。
体調を崩しやすい季節ですので、どうぞご自愛ください。

122回・加藤 爾／工藤義夫先輩 お世話になっております。返信遅くなりましが
総会に参加します。当日お会い出来るのを楽しみに。よろしくお願いいたします。
122回・金巻恭弘／ご無沙汰しております。同窓会に参加します。締切直前の連
絡となり大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
122回・田中麟太朗／いつもお世話になります。総会参加します、よろしくお願い
します。P.S.若手の参加状況はいかがですか？新人コールの件、承知しました。
122回・八代 司／いつもお世話になっております。今回は都合つかず欠席です。
連絡が遅くなり申し訳ございません。今後ともよろしくお願い致します。
124回・寺井 悠／総会欠席
124回・藻谷美月／総会欠席
125回・齋藤あい子／同窓会にご案内いただきありがとうございます。私事です
が今年金沢の大学に入学し当日は金沢です。申し訳ないですが欠席とします。
125回・長谷川 健／総会欠席
◆◆◆ 以降、新人＇126回卒（ ◆◆◆
126回・金田悠暉／総会欠席
126回・齋藤百歌／同窓会への参加を希望します。よろしくお願いします。
126回・長谷川博也／新生活多忙につき、残念ながら欠席致します。御返事が遅
くなり、大変申し御座いません。
126回・高島 悠／予定が合わないため欠席させていただきます。
126回・山本 絢音／今回は欠席します。回筓が遅れ、申し訳ございませんでした。
126回・新井日向子／部活と重なり新人歓迎会は欠席します。連絡遅れました。
126回・杉岡 騰／都合か合わず、今年度は欠席します。よろしくお願いします。
126回・川嶋康子／歓迎会に参加させていただきたく、よろしくお願い致します。
126回・中村健太郎／同窓会は欠席させていただきます。
126回・萩野 彩／今回の同窓会は欠席します。
126回・朋部優斗／欠席です。1組玉木聖也も欠席でしたので併せて伝えます。
126回・高橋友晴／都合で不参加とします。ご連絡ありがとうございました。
126回・伊藤壮史／当初不参加通知。→ 当日、参加。
126回・佐藤真生／東大文科一類１年です。お蔭様で今年の春、東大に合格し大
学生になることができました。忙しい４月でしたがようやく大学生活にも慣れてき
ました。県高で学んできたことを生かし今後精進していきたいと思っています。こ
れからは青山会の一員として後輩を可能な限りサポートしていきたいと思います。
126回・眞島大武／出席通知。当日、欠席。
126回・水戸部乃理／総会欠席。
126回・関原泰河／申し訳ありませんが欠席させてください。
126回・橋本かほり／欠席します。回筓が遅くなり申し訳ございません。
126回・古川真帄／連絡が遅れましたが、参加したく、よろしくお願いします。
126回・高橋 諒／総会欠席。
126回・佐藤黎司／部活強化合宿期間で欠席します。誠に申し訳ありません。
126回・石井ひかる／残念ですが、欠席させて頂きたいと思います。
126回・石栗乃彩／私用で欠席。また機会があれば是非参加したいと思います。
126回・中山 彩／総会欠席。
126回・濱田直樹／総会欠席。
126回・髙田駿吾／総会欠席。
126回・本間奈穂／総会欠席。
126回・桃井啓光／総会欠席。
126回・伊藤 紗月／用事があるため欠席します。よろしくお願い致します。
126回・岩野逸希／青山同窓会に参加しません。よろしくお願いいたします。
126回・原田実希／欠席ささていただきます。
126回・佐藤有紀奈／青山同窓会を欠席します。よろしくお願いします。
126回・山田泰聖／授業で1930頃参加します。よろしくおねがいします。
126回・市橋亜紗夏／同窓会欠席させていただきます。よろしくおねがいします。
126回・松村直典／都合により欠席させていただきます。よろしくお願いします。
126回・長浜朱音／ご連絡してくださりありがとうございます。総会・新人歓迎会
に参加させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
126回・庭野ほのか／新人歓迎会に参加したくご連絡致します。住所登録のハガ
キを出していないのですが、参加できますでしょうか。よろしくお願い致します。
126回・土田奨真／今回は欠席させていただきます。
126回・佐藤幸之輔／126期クラス幹事ですが出席者を私がまとめて連絡するの
か個々人が連絡するのか、欠席者も連絡が必要かどうかも、教えて下さい。
126回・灰野智洋／今回の同窓会は欠席させて頂きます。
126回・菅原悠生／すみません欠席させていただきます。
126回・川上寛哉／欠席させていただきます。返事が遅れ申し訳ありません。
126回・武田紗良／今回は都合が合わないため、辞退させていただきます。
126回・鈴木柚衣单／卒業したばかりで予定が合わないため。
126回・和泉貴大／今回用事あり欠席。また機会がございましたら何卒宜しくお
願い致します。最近やっと大学生活に慣れ勉強と部活にとても充実しております。
126回・佐藤あすか／大学の用事が急遽入り欠席します。連絡が遅れ大変申し
訳ありません。また、何度もご連絡をくださってありがとうございました。
126回・畑中秀成／この度の歓迎会は欠席させていただきます。失礼します。
126回・本間日菜／大変恐縮ですが今回欠席です。よろしくお願い致します。
126回・小林加奈／東京青山同窓会は欠席致します。よろしくお願い致します。
126回・近藤万尋／今回の青山同窓会には参加しません。
126回・塩原秀朗／参加可能でしょうか？ 126期 元6組 土田遼哉から。
126回・青木成実／参加します。126期 元6組 土田遼哉から。
126回・土田遼哉／同組の青木と参加します。費用はいかほどでしょうか？
126回・手塚恵理／欠席。
126回・郷 光葵／参加したいのは山々ですが浪人中のため欠席します。
126回・坂上真衣／都合が悪く欠席させていただきます。申し訳ございません。
126回・髙橋美結／大学授業で18:30は間に合いませんが、途中からの参加は
よろしいでしょうか？ また、ドレスコードなどはありますでしょうか？
126回・森岡晃久／欠席させていただきます。折角の機会ですが申し訳ないです。
126回・出分康太郎／同窓会欠席させていただきます。
126回・小林透己／授業やサークル活動多忙のため、欠席とさせていただきます。
126回・ほか2名＇本欄には掲載しないでくださいとのこと（。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 会員ご訃 報 ■
H30.4～9月までに事務局にお知らせ
いただいた方々です。心よりご冥福を
お祈り申し上げます＇敬称略（。
卒回
47
55
56
56
59
59
61
61
61
63
63
64
64
65
66
85

ご氏名
杉山弘治
千葉繁治
柴垣 寛
木村直平
阿部 進
遠藤欽蔵
川崎栄一
田中忠夫
長谷部良雄
阿部 達
渡辺昌夫
田巻 亮
八木信之
清水 薫
丹羽真彦
中村良衛

ご逝去日
H30.2.28
H29.9.4
H29
H29
H29.1.15
H29.4.28
H30.4.2
H29.11.23
H30.4.9
H29.12
H29.11
H29.9. ?
H30.5.31
H29
H29.12.3
H30.5.3

＇１４ （
東

京

青

山

同

窓

会

年会費納入者一覧 ； H30.4.1～H30.8.31
50回（1名）
上村光司

51回（1名）
北村 茂

52回（3名）
小嶋嘉彦
齋藤泰五郎
廣川 勲

53回（1名）
中島常雄

55回（1名）
千葉繁治

56回（5名）
赤坂長弥
網干道雄
井上菊雄
加藤勝則
清野誠二

58回（3名）
浅田秀雄
片桐欣哉
岸田 博

59回（11名）
板井 裕
梅沢貞雄
岡田 久
笠井 駸
小村幸久
茂泉喜彦
関野光弘
高橋晴夫
高山昇二郎
長橋敏雄
納谷喜郎

60回（12名）
池浦厚司
金山常吉
小林吾郎
小林 満
齋木守雄
杉野剛博
高城英雄
中田 亨
長谷川秀三
早川貞夫
藤本 剛
丸山敏視

61回（17 名）
安宅久憲
安藤友憲
伊藤英子
大橋恒夫
木村政雄
草間光俊 <3>
熊谷隆幸
小林孝司
小林元雄
小山達人
助川孝雄
竹尾 昇
田中 宣
徳田晋也
長沼雄峰
村岡公夫
村山 健

62回（9名）
石黒 恒
内山隆之
小池健治

近藤哲朗 <3>
曽我 健
手操 聰
嶺 國和
渡辺貢英
渡辺千里

63回（4名）
浅野康一
五十嵐房子
市川瑞夫
白倉 至

64回（17名）
岩渕道夫
植村鞆音
太田健治 <3>
風間治雄
川井文夫
坂井俊一
佐藤茂司
清水良男
須田嶺治
高橋正幸
田才邦彦
田辺元彦
田村康一
藤澤靖郎
星 満
桝潟晴夫
松田 勲

65回（6名）
安藤宜清
五十嵐 徹
佐藤武行
濱田庄市
山本和親
横山修二

66回（4名）
石山芳春
稲月喜一
高橋 守
吉田六左エ門

67回（10名）
岡崎 功
小野勝義
片桐靖忠
片山忠一
北村紘一
佐々木邦夫
寺井 宏
西 章
前田康久
三堀 浩

68回（8名）
上村嶺子
草野 佐
小日向信光
重野康人
竹石 肇
長沼誠二
渡邊千艦
渡邊泰彦

69回（6名）
青木利祐
小黒朊弘
佐藤孝靖
菅沼 浩
高木敏之
矢川一義

70回（6名）
池田好正
猪口 孝
札木俊明

菅原一雄
山宮士郎
渡辺允雄

71回（9名）
五十嵐 勤
内山博勝
太田 裕
柄沢 卓
齋藤 誠
高橋 稔
堀 清忠
松田裕子
宮村達男

鈴木正夫
白鳥十三
橋爪博美
朋部 昭
馬場俊博
萬歳信行
深沢義和
藤井建一
藤縄利勝
渡部一俊

小林亮介
齊藤正春
清水洋一
竹本泰子

81回（5名）
荒川 洋
越野昌芳
成海孝二
山田 徹 <3>
鰐渕 博

76回（35名）

青山耕一
明村澄雄
朝妻 厚
72回（13名） 阿部令一
阿部緑生
神林賢治
天野直二
小嶋修一
板羽 健
小林正昭
岩橋俊朗
近藤 正
大竹力三 <5>
齊藤俊正
大山哲司
篠原一博
加澤正樹
菅又 滋
冨田由李 <5> 賀谷彰夫
木下正仁
中地光子
西村正徳 <10> 久住 治
(5年；～2021) 蔵持典与
後藤徳広
野村耕治郎
小宮山信男
古山恒夫
宮村 晋 <10> 近藤壽邦
(5年；～2022) 指田久美子<3>
鈴木茂夫
曽田修吉
73回（3名）
田中邦直
雨宮則夫
太原まゆみ
飯村 修
中川英二 <3>
山田美成
長北 学
74回（32名） 西沢芳樹
長谷川邦良
藍沢幹人
八田進二
青海 潔
林 誠 <3>
味方 冽 <3>
細谷洋一
池 一
丸山俊夫
池田正行
湊 勝 <3>
池田 裕
湯本雅恵
和泉 潤
渡辺 拡
大滝 均
岡村康生<10> 渡辺雅夫
(H30年度分含)
77回（6名）
片野忠一
石川 彰
菊池 隆
片山 等
工藤義夫
北村一雄
解良和郎
佐藤 茂
小林淳子
長谷川 実
斎藤一幸
山田民夫
坂井 靖
坂爪久男
78回（9 名）
佐藤俊栄
佐藤信秋 <6> 石丸隆夫
太田秀樹
関川修一
斎藤庫之丞
高橋信郎
志藤洋子
田村栄作
篠田敏朗
土屋彰義
滝沢道夫
堤 葵
高井博英
西田百合子
肥田博子
西脇雄一
前田長生
原 信一
萬歳芙美子
三田村健一
79回（7名）
宮嶋良夫
内山 修 <5>
若林源基
小田章治 <3>
渡部終五
河 正子
川上康夫
75回（17名） 星名健二
鳥羽正尚
有薗順子
冨山浩司
五十嵐 正
笠井 忠
川上 滋
80回（7名）
木戸 守
青木隆次
小泉慈行
長 正子 <4>
後藤輝雄
大霜博之

82回（8名）
栄森秀一
日下部朊子
小亦 斉
斎藤 滋
内藤 理
西山活子
福嶋 元
宮村伸一 <4>

83回（7名）
浅間芳朗
遠藤光郎
高山佳郎
豊田 清
野呂咲人 <5>
山口虎彦
横山 修

84回（8名）

木村和人
小林 到
小林美奈子
斎藤 彰
斎藤結花
白川 裕
坪井茂樹
中村 泰
樋口正史
森 豊
渡邊修也
渡辺正明

91回（1名）
92回（2名）
上杉恒彦
前田光俊

94回（1名）
小松朊子

99回（1名）

阿部智信
小田和哉
後藤 卓
本間昌治郎
柳下史織

小林 崇
廣川俊之
鷲尾英一郎

104回（1名）
佐藤 晃

105回（1名）
柳通こずえ

106回（1名）
星野善宣

斎藤 健
宮腰重三郎
吉井正行

110回（1名）

87回（2名）

113回（2名）

清水忠明
南 正人

佐藤あずさ
関 佑樹

88回（4名）

115回（１名）

今井信一郎
大越健介 <5>
小竹 聡
櫛谷洋史

小甲洋輔

89回（4名）

117回（1名）

石﨑 徹

柄澤友幹
A

122回（２名）

注釈（
< >内数字 ； 卖位、千円
＇○年分 ； ～年まで、等（

加藤 爾
田中麟太朗

123回（1名）
五十嵐 将

124回（2名）
寺井 悠
藻谷美月

126回（11名）
青木成美
伊藤壮史
齊藤百歌
高橋美結
土田遼哉
長浜朱音
庭野ほのか

以上
計３71名
（～2018.08.31）

上期で目標の
“８割”クリア！
↓
下期で達成へ。
よろしく
お願いします！

目標
450名!

116回（1名）
本間友香理

宗村泰孝

119回（1名）
90回（17 名） 塙 孝哉
雨宮喜美子
池田美弥子
歌代真人
歌代幸子
勝山達志

121回（1名）

101回（5名）

86回（3名）

岩野尚子
紺野由紀子
山田敏昭
渡邉克彦

本会は、皆様の年会費で運営しております。
ぜひ、納付のご支援ご協力をお願いします。

君和田俊裕<5>

103回（3名）

浅田浩義
今井豊茂
奥村 基
澤井伊知子
塩田拓哉
田中 清
苫米地 令
森 大輔
吉田真吾<10>
渡辺友紀子

報

長田 充

飯塚雅士
太田淑子
島津 孝
田崎正巳
102回（2名）
田中昌夫
尾口優子
野口俊介
廣瀬千尋
塙 昌樹
星野紹英 <10>

85回（10 名）

会

120回（3名）
石附 愛
大岡紘治
宮本真理子

よ年に当
ろ会よ同
し費っ窓
く納て会
お付運は
願の営皆
いごしさ
申協てま
し力いの
上をま「
げどす年
まう。会
すぞ 費
。
」

