三橋重男先生を偲んで
りました︒まだこの本を読んでいない私です
が︑魂の強靱さに先生のお姿を重ねて︑読んで
みようと思います︒追っかけをして︑足元にも
及ばずにいましたのに︑先生は逝ってしまわれ
ました︒謹んでご冥福をお祈りいたします︒
最後に︑私よりかなり前の代の方々だと思わ
れますが︑先生がピアノを買われた時に︑お祝
いに駆けつけて︑ピアノと歌を演奏してくれた
方々が︑どなただったのか︑
﹁あのときの感動
を生涯忘れられません︒
﹂とおっしゃっていま
した︒この誌面を借りて︑お伝えしておきます︒

三橋先生の教えてくださったこと

いながらもそれを約二十五年間ものあいだ︑見
守り続けて下さったということ︑翻訳者︑教師
という職業を通して会得された叡知を︑ご自分
の体のある限り︑私にさずけ続けようとしてく
ださったという先生の厳しい愛情に対し︑私は
ただ﹁ありがとうございました﹂と繰り返す以
外できずにいます︒
先生︑どうもありがとうございました︒これ
からも私の中に生き続け︑教え続けていってく
ださい︒

三橋重男先生は︑
昨年十二月にお病気のた
めご他界されました︒
謹んでご冥福をお祈
りいたします︒

ていたのです︒
在校生達が︑素晴らしい同窓会を運営してい
る先輩がいっぱいいるんだとわかったら︑学校
を大切に思うのではと言うのが︑私の考えなの
です︒
一年に一度の同窓会をもっと違った会にでき
ないか ･･･
と考えたのです︒
たとえば︑講演会やコンサート活動を通じ
て︑在校生にも今を考えたり︑楽しんだり︑悲
しんだりすることの大切さを︑心揺さぶること
で伝えることは出来ないか ･･･
と思うのです︒
私達先輩が︑
﹁何かを伝えたい﹂
︑そして伝え
られる人々をたくさん作りたいと心の底から思
うのです︒
他の同窓会とも交流したりすることも大切な
のではないかとも思います︒
何も有名な人がいなくたって︑心揺さぶる話
や歌︑演奏だって出来る人がいるだろうし︑そ
うじゃない人だっていいのです︒

同窓会で心揺さぶる何かを考えませんか︒
同窓会のあり方を
もう一度︑ 考えてみたくて ･･･

勝見鈴代︵高校二十回︶

昨年の﹁きずな﹂で︑体育の青木慶子先生に
インタビューをさせていただいた時の先生の言
葉が︑ズーッとズーッと心の中にひっかかった
まま一年を過ごしていました︒
なるべく石
気になって仕方なかった言葉 ﹁
･･･
神井高校で教師をしていたことを言わない様に
しているんです ･･･
﹂という一言でした︒
青木先生は長く武蔵関にお住いです︒
普通なら胸を張って︑かの石神井高校で教師
をしていたことは誇りです︑とさぞおっしゃり
たいだろうに︑と私の胸にちょっと悲しく
ズーッと残っていたのです︒
今︑武蔵関かいわいで︑我が石神井高校があ
まり評判のよくない高校だといわれているな
ら︑何が悪いのかとか︑どうすればよいのかな
どを論じていないで︑後に続ける為の同窓会作
りをもう一度考えたら︑我が石神井高校は胸を
張れる母校になるのではないかと︑ふっと考え

石田 弘行
弘行（高校
（高校 16 回）
回）山岳部
山岳部・
・山荘 OB
白馬村山案内人組合所属
美和（高校
美和
（高校 22 回・旧姓金井）
旧姓金井）ESS
ESS・
・山荘 OG
〒 399‑9301 長野県北安曇郡白馬村みそら野
Phone 0261‑72‑4325

浜名︵旧姓 箕輪︶尚美︵高二十七回︶
私は鏑木さんのおかげで︑昨年九月約二十五
年ぶりに三橋先生にお目にかかることができま
した︒長年のブランクにもかかわらず︑先生の
笑顔は昔のまま︑お声にも張りがあって︑ご病
気のことをつい忘れてしまうほどでした︒先生
は体調の悪いのを押して︑私の話を辛抱強く聞
いて下さり︑また熱心に語りかけてくださいま
した︒
その先生の最後の教えとも言えるものは︑
﹁八十才になったものでなければ︑八十才の
者の気持ちはわからないものだよ︒
﹂
ということでした︒
このことばは私に衝撃を与えました︒私は津
軽三味線を弾いていましたから︑少しぐらいそ
の道で修行したからといって︑うぬぼれるな︑
十分にわかってもいないことには︑その年齢に
なるまでは決して興味本位に首だけをつっこん
ではならない︑という戒めとして心に響きまし
た︒学問を積み︑修行を重ねても︑そうした思
い上がりの心が︑全ての努力と成果を一瞬にし
て無にもどしてしまうということを︑やんわり
と︑しかし厳しく諭して下さった貴重な一言で
した︒
ロシア語同好会の第一期生であったというだ
けで︑あまり目立たなかった私の中に︑小さな
可能性の芽を見つけて下さって︑はるか遠くに

GROVE INN

鏑木 ︵旧姓・加藤︶久美子 ︵高二十七回︶

三橋先生との出会いは︑高校一年の時の数学
βの授業からでした︒先生は︑チョークを軽く
三本の指で摘んで黒板に向かうと︑ものすごい
スピードで数式を進め︑ある程度までゆくと︑
チョークを置き︑手をもみながら教卓の横に立
ち︑ロシアの話をして下さいました︒その時の
先生は︑ロシア語を交えながらとても情熱的で
した︒
私は高二の時︑ロ シ ア 語 同 好 会 が 発 足 さ れ
る︑という事で入部し︑ロシア語の勉強の傍ら︑
先生からいろいろなお話を伺う事ができまし
た︒先生の話術の巧みさや︑アカデミックな雰
囲気にすっかり魅せられ︑その後亡くなるまで
二十五年近く︑追っかけをしておりました︒晩
年︑何度かの手術で入院されている時も︑フラ
ンス語︑ラテン語など数カ国語のラジオ講座の
テキストを置いて︑勉強しておられました︒ま
た︑その数年前は︑数学を教えながら︑かつ
ヒューマニズムを今の若者に教えたい︒教える
事は自分にとっても勉強なのだ︑と受験を指導
していらっしゃいました︒また︑数学に関係す
る多くの著書や訳書を残されるかたわらで︑一
番やりたかったのは︑歌を詠むことであった︑
とお話しされ︑多くの短歌を聞かせてください
ました︒最後にいただいた年賀状に記された歌
は︑
﹁繙けるラテン文法書のアンダーライン
生活ともしく生きて来にけり﹂という歌で︑
先生のお姿そのものでした︒
また一九七八年﹁チェーホフの生涯︵上・下︶
を訳出され︑そのあとがきの中に︑次のように
記していらっしゃいます︒
﹁チェーホフの生涯をしみじみと読み︑何より
もまず深く心を打たれたのは︑その魂の強靱さ
である︑身辺索漠として耐え難い折も︑チェー
ホフはきっと読者をなぐさめ︑勇気づけてくれ
るだろう・・・﹂
この文章は︑亡くなる二ヶ月前にお目にか
かってお話をした最後に︑残されたお言葉であ

白 馬 山 麓・
山のプチホテル
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八月二日︑八王子市はＢ ︑六十九機の飛来
私は見た！列車銃撃の瞬間
︑死者は
樽井 秀美︵中学二回︶ と︑六十九万発の焼夷弾攻撃を受け︑
四百五十名︑市街地の八十六％が灰塵と化し
た︒八王子駅では︑駅舎は勿論︑架線︑線路︑信
この記事は︑太平洋戦争末期︑終戦の僅か十
号所なども焼失して︑中央線は不通となった︒
日間前︑昭和二十年八月五日に︑中央線浅川〜
三日たった八月五日︑やっと開通したばかりで
与瀬間︵現在の高尾〜相模湖間︶の﹁湯の花ト
あった︒
ンネル﹂
︵地元では猪の鼻トンネル︶で発生し
さて初めての役目であり︑特にやることもな
た︑アメリカ軍戦闘機による︑国内最大の犠牲
者を出した列車銃撃事件に関するものである︒ いので事務所の椅子に腰掛けて外を眺めてい
た︒そこへ一人の若い女の人が挨拶に入ってき
当時私は十六才でこの銃撃事件を山の上から目
た︒中央線が走り出したのでこれから田舎の家
撃︒母校石神井中とも関わりがあるので︑五十
へ帰るのだと言う︒事務所の人々にお礼を言っ
三年を経たいま︑こ の ま ま 沈 黙 す る に 忍 び な
て嬉しそうに出ていった︒
く︑記憶を頼りに思い出すままに纏めた次第で
やがて敵機襲来を告げる空襲警報が鳴り響い
ある︒
た︒この頃はいつも昼前になると決まって警報
が鳴り︑
﹁ムスタング﹂と呼ばれた敵機のＰ
昭和二十年八月五日︑私は浅川町の山中に
型戦闘機が我が物顔に上空を飛び回って︑人影
あった︑
﹁中島飛行機地下工場﹂の入口に近い
や動くものを見付けると超低空で︑繰り返し機
事務所の中にいた︒この地下工場は浅川駅の疎
銃攻撃を加えるので︑警報が解除されるまでは
開先というのみで︑工場内の様子や周りがどん
生きた心地がしなかった︒
な場所だったかは︑はっきり覚えていない︒
︵東
この工場では警報が鳴ると︑私も数人の生徒
高尾山稜︑金比羅山の中腹に縦︑横︑碁盤目の
たちと急いで細い山道を登って避難した︒夢中
大規模な地下工場が有ったといわれた︶
いったい私がなぜこんな所に来ていたのか︑ で暫く逃げ︑気が付くと急斜面を前にした雑木
林の中︑丁度体がすっぽり隠れるブッシュの中
まずこれからお話しせねばなるまい︒
に座り込んでいたのである︒視界は前方が開け
母校﹁石神井中学校﹂では︑受験に失敗した
浪人たちを︑五年卒︵一期生︶四年卒︵二期生︶ ていたので空と向こうの山がよく見えた︒今思
えば現在の京王高尾線︑最後のトンネルのある
の別なく︑四月から通常の学校と同じように登
せきほうたい
上部︑甲州街道に面した山の急斜面に居たので
校させ︑
﹁石芳隊﹂と名付けて校庭を耕作させ
はないだろうか︒
たり︑周辺農家の畑仕事の応援をさせたり︑Ｂ
まもなくキューンという風を切るような敵機
二九空爆跡の復旧に使役させるなど︑およそ学
の音が聞こえてきた︒と同時にピィーという甲
生とはかけ離れた毎日を二十人位？が送ってい
高い電気機関車の警笛がはっきりと聞こえた︒
た︒また︑先生に代わって在校生の世話︑自習
私は鉄道マニアだったのでトンネルに入る手前
時間の立ち会いなどもやっていた︒私もその内
で︑機関車が警笛を鳴らすことを知っていた︒
の一人であった︒当時は︑ほとんど自分たちの
﹁列車が動いている︑危ない﹂と直感したとほ
勉強は出来なかった︒私の記憶では入学以来お
とんど同時︑バリ︑バリ︑バリと耳をつんざく
世話になり︑
﹁え組﹂担任だった故吉田寿先生
銃撃音とともに︑目の前はるかに高い雲の中か
がおられて︑我々を纏めていた︒そしてこの地
ら突如急降下してきた二︑三機のＰ が機銃掃
下工場に動員学徒として駆り出されていた三年
射を浴びせる様子がはっきりと見えた︒あっと
生に︑この日一日だけ先生の代理として付き添
いう間の出来事であった︒ここからでは列車の
うため︑私は浅川に出向いたのであった︒理由
様子は分わからなかったが︑唯恐ろしさに声も
は︑私が︑一番近い中央線豊田に住んでいたか
出なかった︒
﹁鬼畜米英﹂当時のこの言葉はま
らである︒

さに真実であり︑見つかったら最後︑情け容赦
なく無差別に攻撃してくるＰ こそ悪魔の凶器
だったのだ︒やつらは更に二︑三回攻撃を繰り
返したが︑ほんの数分の事のように思えた︒や
がてやっとのことで悪魔も去り︑我々もほっと
した気持ちで工場へ戻ることができた︒
﹁列車は大丈夫だったのか﹂事務所内はまだ
機銃掃射の恐怖と興奮が覚めやらなかったが︑
ともかく遅い昼食を取ったように思う︒そのう
ちに﹁さっき帰っていった女の子が列車に乗っ
ていて撃たれて死んだ﹂という情報が入ってき
た︒
﹁可哀そうにあんなに元気で帰っていった
のに﹂と皆が話している︒しかし﹁明日は我が
身﹂と思うと︑気の毒がってばかりはいられな
いのであった︒
﹁小仏トンネルの手前辺りで︑機
銃掃射で列車の人が大勢死んだ﹂
﹁今怪我人を
トラックで運んでいる﹂ ･･･
気が滅入るような悲
惨な話ばかり伝わってくる︒暗いニュースには
もう慣れっこの私にも﹁この先戦争はどうなっ
ていくのか﹂強い不安が頭をもちあげてくるの
を振り払うことはできなかった︒
事務所︑工場内外の動きが慌ただしくなった
のが人の出入りで分かった︒浅川地下工場へ物
しちょう
資輸送をしていた陸軍東部軍輜重隊や大和運輸
のトラックも負傷者のピストン輸送に協力した
と言われている︒
こんな大騒ぎのため︑生徒達は終業予定時刻
より早めに帰されたと思う︒しかし浅川駅まで
来てみると﹁電車は不通︑復旧の見込みは不明﹂
といわれ︑一時途方に暮れたが運良く︑怪我人
を運び終わったトラックに拾われて立川まで行
き︑再び不通の線路を歩いてやっとのことで︑
我が家に帰り着く事ができたのである︒長い夏
の日の夕暮れであった︒

ネルで走行中の︑
新宿発長野行きの四一九列車がＰ五一の銃撃

八王子空襲の三日後の八月五日の昼頃には︑中央線湯の花トン

※注

一 九 九 八 年 十 月 十 一 日 ︑ 思い出すままに記
す︒
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を受け︑
五十名以上が亡くなっている︒
この列車にたまたま乗

り合わせた︑
浅川工場の女子工員が一人亡くなったが︑残念な

がら女子工員の身元は分かっていない
︵︒
出典：齋藤 勉著
﹁地

この湯の花トンネルの空襲が︑機銃掃射による列車空襲とし

下秘密工場﹂のんぶる舎︑一九九○・十二・十五発行︶

ては太平洋戦争中︑
日本国内で最大の死者︑
負傷者を出したわ

けは︑
列車がトンネルに入ったところで停止してしまい︑満員

が飛び去った後︑車内には即死者︑

の客車が何も防護もないままに︑何度となく機銃掃射に晒され

たからであった︒ ･･･
Ｐ

同期会紹介はみだしコーナー

発行︶

昨年ご紹介できなかった分です！

勉著﹁中央本線四一九列車﹂
のんぶる舎︑一九九二・八・五

浅川工場の女子工員の名は
﹁森下むつ子﹂
十八才である︵
︒齋藤

た方の八割程度という︶
重軽傷者三百余名︑
前記の亡くなった

い所すらあった︒ ･･･
名前の分かっている死者四九名︵亡くなっ

が座席や壁に飛び散り︑
床には血も流れていて滑って歩きにく

たちが残されていた︒
座席や荷物が散乱したうえに︑
血や肉片

負傷者が横たわり︑
恐怖のあまり列車から脱出できなかった人
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第33
33期同期会、
期同期会、
ゆかいにやりました
３３回卒業 中谷内雅之 がらも、
人生をエンジョイしている人．．．
そういえば、
英
̀97.11.15(土
̀97.11.15(
土)夕刻より、
石神井の先輩の青山にあるオシャレなお 国生まれのだんなを連れてきた女子がいたなぁ．
．
．
店で、
卒業後初
（たぶん．
．
．
）
の同期会を開催。
久々に集まった70
久々に集まった
70名
名 なごやかなムードのうちに、
９時過ぎにお開き。
再会を約
あまりが、
ワイワイと楽しんだ。15
15歳で入学し、
歳で入学し、
18歳で卒業したこ
18
歳で卒業したこ 束して、
三々五々２次会やお茶会へ。
とを思えば、
30代半ばになった我々は現役生のダブルカウント。
30
代半ばになった我々は現役生のダブルカウント。
そ また、
機会をみつけて楽しく盛り上がりたく思います。
の間、
高校を出るまでの自己成長に比べると、
大きくなったのは （当日世話役が、
仕事と重なりご迷惑さまでした。
その後、
ビール腹とずうずうしい態度くらい。
人生山あり谷あり報告が遅くなりましたが、
いいこともア
まぁ皆が集えば、
あっという間に高校時代に逆戻り。
出るは出るは、リ元気にやってます。
当日参加できなかった人の分も含め
ついに昨日のことのように学生時代の想い出話が．
．
．
「○○先生は、
。
て、
みなさんからの一言レターが100
みなさんからの一言レターが
100通程届いています。
通程届いています。
よく授業中にチョークを投げた」
とか
「誰々は何々を好きだった．
．
．
」会の記念
会の記念photo
photoを含めて、
を含めて、
今回同窓会総会会場で、
閲覧
とか、
衝撃的だったのは、
「私のファーストキスは、
あの関公園の池 コーナーを設けますので、
ぜひお立ち寄りを。
今度は母校
のわきのベンチだったワ」
（くそっ、
俺はあそこで生真面目にトレー の体育館ですので、
当日参加できなかった子連れママさん
ニングしかしてなかったのに！）
も気楽にどうぞ。
）
現在の参加者の近況を聞いてみると、
実家を継いで自営業の人、
手
堅く公務員になった人、
不景気にもめげずがんばっている企業戦士。
独身貴族もいれば、
かわいい子供連れのパパ。
X1、
X1
、
X2と繰り返しな
X2
と繰り返しな
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29

51

51

同期会・
同期会
・クラス会の報告と、これから

予定している会のお知らせです。お
予定している会のお知らせです。
お
問い合わせは、それぞれの期の幹事
問い合わせは、
それぞれの期の幹事

中学二回 ︵
昭 和 二 十 年 ︶同 期 会

十六期生 ︵
昭和三十九年度卒業︶
同期会開催レポート

吉沢 敏也︵高十六回︶
ご参加頂きました先生方
ありがとうございました︒
参加された皆様︑楽しい思
い出ありがとうございまし
た︒参 加 で き な か っ た 皆
様︑次回にはぜひお目に掛
かりましょう︒幹事の皆様
大変ご苦労様でした︒
開催日 平成十年十一月十
四日
場所 渋谷東急文化会館
東急ゴールデンホール
会費 １万円︵一次会費︑
名簿代︑雑費︶
参加者 一次会七十七名 二次会六十一名
︵一次会・二次会共同一場所を使用︶

高校二十回卒業三十周年記念
合同同期会開催

ろん随時︑開かれてきましたが︑全クラス集合
の同期会は︑ありませんでした︒
開会の挨拶に続き︑ご来賓を代表し和田又一
郎先生の乾杯︑ご発声により同期会が進行して
いきました︒遠くは︑ニューヨークから秋山君︑
藤岡君︑大阪からは会亀︵佐藤︶さん︑森下︵高
橋︶さん︑新潟からは中山︵新田︶さん他が出
席されました︒
一︑二年次のクラス毎に︑担任の先生も交え
てのクラス紹介では三十年の年月を一瞬タイム
スリップし︑あの時のままの顔︑そして顔︑担
任の先生も楽しそうに︑そしてうれしそうにお
話をして下さいました︒次期開催の為の役員を
クラス毎に選び︑再会を約束し︑最後に全員で
校歌を合唱し︑記念撮影︒そして二次会︑クラ
ス毎に三次会︑同期会は夜遅くまで続いていま
した︒

Ｅ組（森山）
Ｅ組
（森山）15
15 名 Ｆ組
Ｆ組（原田）
（原田）15
15 名 Ｇ組
Ｇ組（根上）
（根上）11
11 名 Ｈ組
Ｈ組（西原）
（西原）14
14 名

昨年から今年にかけて開催された、

の方へ、直接お願いします。
の方へ、
直接お願いします。

佐伯博敏︵中学二回︶

力に感謝︑イン
ターネットに同
窓会のホーム
ページの開設
等々を紹介して
頂きました︒京
都・岐阜・名古
屋・静岡・横浜の
各 都 市 と 千 葉・
神奈川からも
奮って来談し︑
美酒を交わし︑
美食を頂くなど︑
互いの仕事や第二の人生を語り︑すっかり童心
に立ち返り︑久々に旧交を温める友・朋友︒中
にはヴァイオリンを作ると同期生がその楽器を
試奏してくれるという温かい友情・精神病院長
も一生徒に返って談笑する雰囲気︒この日を楽
しみに集まった甲斐があり︑互いに健康長寿を
願って次回平成十二年の再会倍増を約し︑全体
とクラス別の写真を撮影しました︒先生はじ
め︑お集まりの諸君︑各組幹事の皆様に感謝と
お礼を申し上げます︒

十二期は四年ごとに同期会

私たち二十回生︵昭和四十三年卒︶は︑昨年
七月五日︵日︶東京九段会館にて卒業後三十周
年目にして初めて︑同期会を開催しました︒
母校石神井高校を卒業して三十年といえば︑
就職・進学・結婚など出会いや別れがあり︑ま
た成功や挫折を体験してきました︒卒業生の人
生それぞれが﹁物語﹂ではないでしょうか！
石神井を卒業したときは︑十八歳︑その彼等
はいまや四十八歳です︒三十年振りに︑同期生
が一同に集まり︑顔を見て︑語り合おうと企画
した次第です︒一年前から有志の方々の協力を
得て︑名簿の追跡・会場の手配・案内状発送等々
の準備を行いました︒併せて本誌﹁きずな﹂の
貴重な紙面をお借りしＰＲしたことも効果があ
り︑当日の出席者は百十八名にものぼり︑会場
受付は長蛇の列ができるほどでした︒ご来賓と
してはご多忙の中︑先生方九名︑及び高橋会長
のご出席をいただきました︒クラス会等はもち

Ｉ組（保母）
Ｉ組
（保母）10
10 名

吉岡幸子︵高校十二回︶
私たち高校十二回卒業生では︑四年ごとオリン
ピックの年に同期会を開催しております︒その
間︑二年ごとに小さな会を開催し︑準備会とし
ています︒先回
は九十六年アト
ランタオリン
ピックの年に同
期会をしたの
で︑次は二千年
の開催の予定で
す︒写真は︑昨
年十月十七日に
開かれたミニ同
期会です︒

Ａ組（和田）
Ａ組
（和田）14
14 名 Ｂ組
Ｂ組（古川）
（古川）15
15 名 Ｃ組
Ｃ組（長島）
（長島）12
12 名 Ｄ組
Ｄ組（田中）
（田中）12
12 名

同期会報告
・お知らせ

平成十年十一月六日金曜日︑レストランあお
しま青山店で二年ぶりにお元気な橋本正一先生
を岐阜市よりお迎えして第九回目を開催しまし
た︒卒業後五十三年を過ぎ︑七十才となり︑面
影はあり乍ら︑話し合う中に昔をお互いに名札
をつけて︑偲び合う貴重な一時でした︒
卒業当時︑二百五十六名を数えた仲間が現在
百六十六名︑その中から今回は恩師を含めて四
十三人が和やかに懇談・写真撮影ができ︑Ａ組
ではクラス会もこの年に日をずらして持たれた
にもかかわらず︑出席された事を皆で喜び合い
ました︒Ｅ組幹事立川君が恩師は米寿を迎えら
れた様に挨拶の中で話したのを受けた先生は︑
﹁一昨年呼んでいただいて︑また今年も呼んで
いただいて︑本当にみなさんを拝見してまた二
年延びた︒米寿の話が出ましたが︑まだ米寿に
ならない︵笑︶
︵幹事は数えで！と︶卒寿までは
生きる積もりだ︵齢を奪わると聞こえる︶又延
びるかも知れません︒どうぞよろしくお願いし
ます︒
﹂とご挨拶を戴く︒後で健康法をお聞き
したら︑夕食時に奥様と缶ビールを一杯召し上
がるのがお楽しみと承りました︒高橋会長も同
期で︑母校の現状︑きずなに寄せる会員のご協

クラス別出席者の内訳 1,2 年次の
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同期会のお知らせと

同期会アドバイス！

石 神 井 高 校 第 六 回 卒 業 生 ︵昭 二 十
九︶同期会ご案内

拝啓︑
新緑の候︑
皆様益々ご健勝に日々お過ごしのこととお

さて︑
毎年︑
皆様との楽しい同期会の集いを重ねてまいり

慶び申し上げます︒

1999（平成
1999
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）年 5 月発行

ましたが︑
今年も例年通り七月第一土曜日に︑皆様とともに

年に一度の懐かしく楽しく幸せな仲間達との︑すばらしい出

会いのひとときを左記の通り持ちたいと思います︒お誘い合

記

わせの上︑
是非ご出席下さるようご案内申し上げます︒

日時 平成十一年七月三日
︵土︶
十六：〇〇〜十八：〇〇

石神井倶楽部からのお知らせ 城 和裕(
和裕 ( 高校十二回）

場所 ＢＩＧ ＢＯＸ 九階 アルファ

東京都新宿区高田馬場一ノ三五ノ三

「きずな」第
「きずな」
第 48 号
︵ＪＲ山手線・西武新宿線・地下鉄東西線高田馬場駅前︶

会費 七︑
〇〇〇円

℡ 〇三
︵三二〇八︶
七一七一

尚︑
会場の準備の都合上︑
ご出欠の返信ハガキを六月十五日

迄必着にてご送付下さい︒

朝田淳一・磯貝敬美・内田 隆・岡本
︵阿部︶
みつ子・金久

︿世話人﹀

千賀可一・滝田
︵山口︶
由利・成冨嶺男・堀 貞雄・村上
︵古

保
︵金子︶
友子・河崎 裕・川副
︵出口︶
正枝・相楽純夫・

賀︶
三和子・柳沢敏夫・山崎
︵西沢︶
芳江・渡辺
︵大塚︶
文

子

成冨まで
追伸：本会に関するお問い合わせは ･･･

高校十七期同期会のお知らせ

前回の同期会からそろそろ五年︒また一堂に会して旧交を暖

めたいと思います︒
前回恩師を含めて約百名の参加で盛り上

がりました︒
今回も奮ってご参加下さい︒

日時十月二日 午後三時より
青山メトロ会館 電話〇三︵三四〇五︶〇五
一三
お問い合わせ 大久保利一 〇三︵三九二四︶
三六五九

（12
12）
）

同期会を終えて、 感じたこと
高橋一夫（同窓会副会長
高橋一夫
（同窓会副会長 高校 20 回）

本格的景気回復はまだまだこれから、こういう時こそ情報交換は大切です。
本格的景気回復はまだまだこれから、
こういう時こそ情報交換は大切です。

昨年、
20回生同期会を行い、
20
回生同期会を行い、
幹事の一人として運営に当たりました。
運営上気がついたことを書き留めました。
これから同期会を開く方の何
当、石神井倶楽部は
当、
石神井倶楽部は 50 名〜 120 名までゆっくりとくつろいでお集まり戴けます。
かの参考にしていただければ幸いです。
仕事の話、健康の話、
仕事の話、
健康の話、家族の話、
家族の話、やはり同期生の会合は何時でも有益です。
やはり同期生の会合は何時でも有益です。

只今同期会やクラス会の開催のお手伝いをしておりますのでお気軽にお問い合わ
せ下さい。

・会費について
一万円では高いと考え、
8000円としました。
8000
円としました。
当日受付でカンパ
（500
はじめは貴方の期の世話役 2 〜 3 名が集まり日時、
名が集まり日時、場所、
場所、会費等企画すれば後は
会費等企画すれば後は
円以上）
を集めました。
また名簿希望者は事前に申し込ませて、
300
簡単です。
円で販売。
（ただし、
当日希望者が多く冊数が不足）
①手間のかかる宛名印刷は年一回迄は同窓会が負担してくれますのでお申し付け ・会場の選定
下さい。
今回は九段会館を利用、
利益追求型の施設でなく良かった。
②往復はがき印刷も原稿を決定下されば実費で作製のお手伝いを致します。
単価は、料理／室料 6000
6000円／
円／（税・サービス込）とし、女性（比
ヒント(( 一言手書きの添え書きが入るとより効果的です。
ヒント
)
率1/2
1/2）
）
が多いと考え、
飲み物はパックや飲み放題とせず、
別注文と
③先生をご招待の場合生徒 1 0 名につき先生 1 名が無料となります。
した。
午後１時から開催なので、
多くは飲めない。
④どの期の幹事さんも悩みの種は当日の参加人員のつかみ方が難しい事です。 ・支払額は
支払額は736,312
736,312円
円 全出席予定者の１割減で申し込んだ。
128人の
128
人の
そこで金融機関に口座を開き前以て振り込んでもらうと完璧です。
ところ110
ところ
110人で申し込んだが、
人で申し込んだが、
結果は良かった。
( 当日の天気で左右されることが多く参加者が少ないと赤字になることも
当日の天気で左右されることが多く参加者が少ないと赤字になることも･･ ･ ･ )
・なお、
十年期の開催ということで、
同窓会から五万円を補助しても
⑤当日会費を集める場合は領収書の準備があるとトラブルは避けられます。
らった。
残ったので、
同窓会への寄付金として処理。
補助はルールと
⑥やはり当日名札は必需品、女性は旧姓で参加されると分かりやすいようです。
⑥やはり当日名札は必需品、
女性は旧姓で参加されると分かりやすいようです。 して確立しているので、
申し出るべき。

（同期会開催のポイントガイド）

⑦胸章は無料でお貸し出しすることもできます。ご相談下さい。
⑦胸章は無料でお貸し出しすることもできます。
ご相談下さい。
⑧意外に掛かる費用が通信費です。ファックスの利用も考慮しましょう。
⑧意外に掛かる費用が通信費です。
ファックスの利用も考慮しましょう。
⑨クラス毎に幹事さんを指名して特にマドンナに動いて貰いましょう。
⑩住所不明者の捜索がその期パワーとなります。判明者は石神井倶楽部に
⑩住所不明者の捜索がその期パワーとなります。
判明者は石神井倶楽部に FAX し

29 期同窓会 ノウハウと自慢
野村（壇ノ浦）
野村
（壇ノ浦）弘子
弘子 （高校 29 回）
回）さんより
さんより

て下さい。
⑪ 2 0 0 0 年には新しい同窓会名簿が作られます。
年には新しい同窓会名簿が作られます。どうか一人でも不明者の発見
どうか一人でも不明者の発見
に･ ･ ･

活発に同期会をしている期として、
29期の幹事のおひとり、
29
期の幹事のおひとり、
野村さんから
開催のポイントなどを伺いました。

( 勤務先、
勤務先、実家、
実家、年賀はがき、
年賀はがき、大学の名簿、
大学の名簿、小中学校の名簿、
小中学校の名簿、親しい友人からの
親しい友人からの
情報))
情報
⑫写真好きな人に集合写真をお願いしましょう。

石神井倶楽部のお薦めメニュー
立食パーティーおまかせ料理

飲み放題(( ３時間
飲み放題
３時間))

(A)3000 コース

(梅)1500 コース

(B)4500 コース

(竹)2000 コース

(C)6000 コース

(松)2500 コース
( 産直シシリーワインが出ます
産直シシリーワインが出ます))

二次会のご相談も承ります。
土曜、日曜、
土曜、
日曜、祭日は貸切で承ります。
祭日は貸切で承ります。
〒 107‑0000
港区北青山 1‑2‑3 青山ビル
青山ビルB1
B1 地下鉄銀座線
地下鉄銀座線『青山一丁目駅』
『青山一丁目駅』徒歩
徒歩 1 分
℡ 03‑3403‑3461 (FAX も可
も可)) あおしま青山店 店長 城 明美
夜間・
夜間
・日祭日 ℡ 03‑3367‑1224

(ご予約承りご相談電話
ご予約承りご相談電話))

・同期会について
2年おきの開催ということで、
第2回目の開催時に決定。
都内の交通
の便の良いところで開催。
飲んでおしゃべり、
演出などは特になし。
・自慢と特色
①名簿が結構充実。
人脈をたどって住所をさがします。
②昼夜二部制。
子供が小さくて夜出られない方、
遠くの方などに
好評。
昼はお茶とケーキ、
夜はお酒と食事の会です。
③近況報告書を作成。
出欠はがきの近況欄から作成。
全員分をのせる
ので、
内容量は増える一方ではありますが。
④名簿と近況報告を、
欠席者にも郵送することがポイント。
欠席者も
所定の金額
（1,000
1,000円）
円）
を振り込むと、
海外であっても郵送します。
これがとても好評のようです。
いろいろなご寄稿や写真のご提供ありがとうございました。
素材はすべて掲載するのが
「きずな」
の伝統なのですが、
さすがに
今回は全部掲載することは不可能でした。
ご提供いただいた分は、
インターネットのホームページには順次掲載していくほか、
同窓会
懇親会などで、
展示させていただく予定ですので、
ご容赦下さい
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石神井高校同窓会ホームページのご紹介
URLは
URL
は http://www.shakujii-club.gr.jp
石神井高関連ホームページ
石神井高校同窓会では、この
このURL
URLでホームページ
でホームページ
を開設しています。昨年の９月の運用開始以来利
を開設しています。
昨年の９月の運用開始以来利
用者は約 3,000 名です。
名です。単に同窓会からの情報発
単に同窓会からの情報発
信の場としてだけでなく、同窓生の皆さんからの
信の場としてだけでなく、
同窓生の皆さんからの
情報発信もお待ちいたします。
本誌でも紹介いたしましたが、住所不明者さが
本誌でも紹介いたしましたが、
住所不明者さが
しキャンペーン「あの人はどこ？」
しキャンペーン
「あの人はどこ？」のホームペー
のホームペー
ジが開設されています。住所不明者の連絡先
ジが開設されています。
住所不明者の連絡先（き
（き
ずなの送付先になります）をご存知の方は、
ずなの送付先になります）
をご存知の方は、専用
専用
「黒菱山荘委員会HP
「黒菱山荘委員会
HP」
」
フォームでデータをお送り下さい。
同窓生で独自のメールアドレスをご希望の方には、
メールアドレスを発行しております。ご希望の方
メールアドレスを発行しております。
ご希望の方
同窓会ホームページでは、
は管理者までご連絡下さい。
校 歌 や 応 援 歌 が 楽 しめ ま す 。
なお、ページの作成
ページの作成・
・保守は高瀬スナオさん（高
32 回）
回）にお手伝いいただいております。
にお手伝いいただいております。
校歌や「きずな」
校歌や
「きずな」バックナンバーの抄録、
バックナンバーの抄録、といっ
といっ
たコンテンツに加えて、近況報告ご投稿のフォー
たコンテンツに加えて、
近況報告ご投稿のフォー
OB 有志
有志「石神井高校
「石神井高校 HP
HP」
」
ム、クラブ
ム、
クラブ・
・期別の掲示板なども用意しています
ので、インターネット接続されている方は、
ので、
インターネット接続されている方は、ぜひ
ぜひ
同窓会ホームページでは、ヤマハ
ヤマハVQ
VQシステ
システ
一度ご覧下さい。
同窓会ホームページの連絡先
ムの使って、校歌や応援歌を直接インター
なお、
なお、このコーナーでご紹介しているホーム
このコーナーでご紹介しているホーム 板谷方彦 27 回
ネット経由で聞けるようになっています。
ページは、同窓会ホームページからリンクをして
ページは、
同窓会ホームページからリンクをして （amjack@shakujii‑club.gr.jp)
応援歌は、今年の体育祭で収録された者の
います。
高瀬スナオ 32 回
ほか、同窓生が個人ライブラリしていた
同窓生が個人ライブラリしていた74
74
個人ページを開設している同窓生の方は、URL
URLを
を （sunsun@shakujii‑club.gr.jp)
年ごろの応援歌も公開する予定です。
お寄せ頂ければリンクしますのでご連絡ください。

石神井同窓会
ホームページ制作者に聞く
見てほしいですね︒

︱︱これから石神井同窓会のホームページは
どんなふうにしていくのですか？

のに限らせていただきます。

九十八年の９月より本格的に稼働している石
神井高校同窓会のホームページは︑約３０００
件のアクセスを数えており︑同窓会の﹁きずな﹂
以外の広報手段としてその価値を徐々に高めて
おります︒今回︑ホームページの制作をボラン
ティアで引き受けていただいている︑三十二回
生の高瀬さんにうかがいました︒

ください。なお、
ください。
なお、写真に写っ
写真に写っ
ているかたのご承諾を得たも

同窓会の諸先輩たちといろいろな内容を作っ
ていくのですけれど︑現在は﹁住所不明者の調
査キャンペーン﹂に対応するシステムを作りま
した︒ホームページの中で︑住所がわからない
同窓生の住所を画面内のフォームで送信する
と︑自動的にデータが送信され集計されるシス
テムです︒そして︑住所判明者は不明者一覧か
ら自動的に削除されます︒これによって︑同窓
会の幹事の方たちの手間が省けるのではないか
と思います︒

いては、ホームページをご覧
いては、
ホームページをご覧

︱︱すてきなホームページを作成していただ
い て 有 り 難 う ご ざ い ま す ︒ このホームページ
は︑高瀬さんが最初から作成したのですか？

ご投稿いただく形式などにつ

︱︱いろいろ有り難うございます︒なにか利
用者に向けてメッセージはありますか？

がベストです。

一昨年︑
﹁きずな﹂を編集されている二十七
期の板谷さんからお話がありまして︑共同で制
作をしました︒ホームページはＨＴＭＬ形式と
いう簡単なプログラムで書くのですが︑この部
分は私が担当しています︒

れてメールに添付される方法

なるべく多くの方が︑ホームページに参加し
ていただきたいと思います︒各クラブなどで掲
示板を作成することもできますし︑そのほかに
もご希望があれば︑できる限り反映させていき
たいと考えています︒

するよりも、スキャニングさ
するよりも、
スキャニングさ

︱︱現在お仕事もコンピュータ関連だとか？

なお、原本の写真をお預かり
なお、
原本の写真をお預かり

︱︱これからもよろしくお願いします︒

をお送り下さい。

金融関係のシステム開発会社に勤めているの
で︑その業界にいることになりますね︒

高校や武蔵関の思い出の写真

︵編集部：板谷より︶
高瀬くんは︑私と共同作業といっておられま
すが︑実体はまる抱えしていただいている状態
です︒本当にご苦労様です︑謝々！

懐かしの PHOTO ライブラリ
を開設する予定です。石神井
を開設する予定です。
石神井

︱︱いろいろとご苦労があるのでは？

別にページを作ること自体は大変じゃないん
ですけれど︑内容
を作るのがたいへ
んですね︒ホーム
ページの中に︑ク
ラブ別や期別の掲
示板を作ったので
すが︑それほど書
き込みがないので
寂しい状態なのが
残念です︒もっと
多くの人たちに︑
ページをのぞいて
インターネットでは

皆さんは山荘についてどんな思い出をおも
ちですか？
私にとって﹁山荘﹂と﹁石神井高校﹂はほと
ん ど 同 義 語 と 言 っ て よ く ︑ 石神井高校と聞く
とすぐに﹁山荘﹂を思い浮かべてしまいます︒
これはまさにパブロフの犬的反応なのです︒
思い返せば︑山荘で出会い︑生 活 し た 友 人

八重田 茂︵高二十三回︶

黒菱山荘について思うこと

立することに致しました︒当面五カ年計画で左記

長の三者が協議し︑この度﹃黒菱山荘基金﹄を設

そこで︑学校長︑父母と教師の会会長︑同窓会

両会共に限界があります︒

すが︑大幅な補修費用などの負担には︑会費制の

と﹁同窓会﹂とが分担して経費支出をしておりま

により行われ︑その経常費は﹁父母と教師の会﹂

の維持管理の運営は︑山荘長を中心に山荘委員会

築も老朽化が進んでいる現況となりました︒山荘

も︑建築後四十年近くになり如何に堅牢な木造建

さて︑標高千五百メートルに位置する黒菱山荘

と思います︒

雪渓の散策の拠点として是非お越しいただきたい

こで冬はスキーに春夏秋はお花畑や八方池周辺の

設も整い︑山荘の周辺環境も良くなりました︒そ

環境整備も素晴らしく整ってジャンプ台等競技施

が山荘のすぐ側まで滑降コースに使用されるなど

冬季オリンピックが白馬村で開催された為︑我

ティア活動で修理維持管理されて参りました︒

契約が成功し︑その後も大勢の後輩たちのボラン

生方や関係者の方々の熱意ある交渉で白馬村との

物として現存しております︒また山岳部顧問の先

が担当され︑頑丈で工夫された夢のある木造建築

山荘の建設には建築家千賀可一氏︵ 高 校 六 期 ︶

て素晴らしい実績を残して参りました︒

や卒業生に利用されて精神と肉体の鍛錬の場とし

野県白馬村に建設された黒菱山荘は︑幾多の生徒

昭和三十六年に都立石神井高校の山荘として長

﹁黒菱山荘基金﹂設立と募金趣意書
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要領により皆様からのご寄付をお願い致したくご案
内申し上げます︒昨今の景況厳しき折柄ではござい
ますが︑何卒趣意にご賛同くださりご支援賜ります
なお︑基金への応募金額状況︑使用計画などにつ

ように重ねてお願い申しあげます︒

記
目標額

金五千万円也

井﹄に掲載させていただく予定です︒

きましては︑同窓会の会報﹃きずな﹄や校誌﹃石神

五千円

◎黒菱山荘基金
﹇十口以上の方は山荘内銘板にお名前を刻みます﹈

◎一口
◎基金振込先 郵便振替口座〇〇一五〇ー三ー一二

中央信託銀行東京中央支店

九七四八番︵ 00150‑3‑129748
︶
﹃黒菱山荘基金﹄宛
︵預金者名簿作成および参加署名人方式にて連名で
管理︶
◎基金管理銀行

平成十一年五月吉日

︵副署名人方式にて定期預金管理︶

父母と教師の会

会長

副会長

鈴木

中二回︶
高十二回︶
浦川 伸一︵黒菱山荘委員長 高三十二回︶

〃

凱夫

都立石神井高等学校 同窓会長 高橋 勇
〃

都立石神井高等学校 校長 外池 武嗣

参加署名人

林 弘︵ 同 窓 会 幹 事 長

黒菱山荘基金設立発起人代表
同

署名人

城 和裕︵
同

の何と多いことか︒そして︑つきあいの何と長
続きしていることか︒一つ釜の飯を食い︑気心
の知れた友人とのつきあいは一生続くものの
ようです︒普通の高校生活では知り合える人
たちは精々二才上下までで︑クラブ活動等を
通じても多少幅が広がる程度︑十才以上年齢
の離れた先輩後輩と知り合う機会はあまり無
いことと思います︒でもそれが出来るのが﹁山
荘﹂なのです︒そして︑年の離れた若者と何の
気兼ねも無く会話が出来る場所でもあるので
す︒
︵相手は気を使っているのかも知れません

が︒
︶最近の山荘ＯＢ・ＯＧは自分の息子程も
年が違ってきました︒
この山荘ＯＢ・ＯＧ︑ボランティアで山荘
の管理運営にあたっているわけですが︑なか
なかしっかりした若者たちなのです︒もちろ
ん︑年齢的な未熟さはあるかもしれません︒し
かし︑同じ年齢層の若者の中ではなかなか高
い水準の若者が集まっていると感じます︒町
中での若者の振舞いを見るにつけ﹁日本の将
来 は ど う な る の だ ろ う か ﹂ と不安になる近頃
ですが︑山荘を訪れる度に﹁日本の将来はま
だまだ大丈夫﹂と安心する事が出来るのです︒
石神井高校を卒業してからもう︵何と！︶三
十年近くになりますが︑山荘で学んだことも
多かったのです︒掃除にしろ︑食事の片づけ
にしろ︑自分たちでやらなければ山荘生活そ
のものが成り立たない︑という義務感や責任
感︑そして一員として参加し協力しているの
だという参加意識︑連帯感︑先輩に対する礼
儀︑後輩に対する心遣い︑そういった諸々の
ものが混在して醸成される﹁場﹂が﹁山荘﹂な
のです︒
実は今言った義務感︑責任感︑参加意識︑連
帯感︑礼儀︑心遣い︑といったものすべてが近
頃の教育の中で忘れ去られてしまい︑最近の
若者︵私もこんな言葉を使うようになってし
まった・・・かつては反発を感じていた言葉
だったのに・・・︶の中で希薄になってしまっ
たものなのではないか︑と感じるのは私だけ
でしょうか︒
都立高校の統廃合の噂を聞く昨今︑特色を
出そうと各校とも模索をしているようです︒
でも我が石神井高校に関して言えば︑山荘と
いう得難い特色があるのです︒体 育 祭 と 並 ん
で我が母校の﹁売り﹂になりうる特色である
と信じています︒
もっともっと多くのＯＢ・ＯＧが︑父母が︑
先生方が︑そしてもちろん現役高校生が山荘
を利用し︑その雰囲気を味わうことで︑山荘
を中心とした繋がりがさらに広まっていくこ
とを願って止みません︒

現 役 ＯＧ ︵山 荘 管 理 者 よ り ︶

山荘では冬はスキーにスノーボード︑夏は後
立山の登山︑河原のバーベＱ︑魚釣り︑日本
海の海水浴場もすぐ近くです︒そして夜は満
天の星空を見ることができます︒また︑様々
な年代の人と共同生活を行い︑普段体験でき
ないことが山荘ではできます︒このような施
設をみなさんにも利用していただき︑様々な
体験をしていただき
たいと思います︒是
非一度︑山荘にいら
し て く だ さ い ︒自 然
に 囲 ま れ て ︑有 意 義
な時間が過ごせると
思います︒
松田慶子︵高四十六回︶

新しい山 荘 委 員 長 は 浦 川 さ ん

こんど黒菱山荘委員会の委員長に就
任しました高校三十二期の浦川です︒
委員会活動も六年目を迎え︑初代委員
長の千賀さんからのバトンタッチです︒
いつまでたっても山荘って変わってな
いね︑と言われる石神井の数少ない伝
統を引き継いで生きたいと思っていま
す︒どうぞ今回の特集を機に出かけて
みてください︒
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公開！・
公開！
・これが黒菱山荘の内部だ！

黒菱山荘へのお誘い
みなさん、
石神井高校黒菱山荘を知っていますか。
黒菱山荘は、
長野県白馬村八方尾根に1961
長野県白馬村八方尾根に
1961年より建ってい
年より建ってい
る歴史ある山荘です。
昨年の２月に冬季オリンピック長野大会が開催されことはまだ記憶に新しいことですが、
そ
のオリンピックの会場となった場所です。
同窓生の中には、
学校行事としてまた卒業してから山荘を訪れた方も多
いことと思います。
冬のスキーはもちろんのこと、
これからの夏から秋にかけての登山やトレッキングと素晴らし
いロケーションに山荘は位置しています。

☆山荘の利用方法
山荘の管理は、黒菱山荘委員会が行ってい
山荘の管理は、
黒菱山荘委員会が行ってい
ます。以下の利用規程についてご理解の上ご
ます。
以下の利用規程についてご理解の上ご
利用ください。
資

格

石神井高校生（ただし保護者の同伴
石神井高校生
（ただし保護者の同伴
が必要）
・ＰＴＡ会員
ＰＴＡ会員・
・同窓会員
同窓会員・
・教
員・その同伴者

宿泊費 同窓会員 学生 1200 円 社会人
1400 円 会員外 20 円増し
＊ただし冬季は暖房費用 200 円いた
だきます
期

間

基本的に制限をしていませんが、山
基本的に制限をしていませんが、
山
荘に不慣れな方は山荘管理者が入荘
している期間の入荘をお勧めします。
夏休みはお盆休み前後 , 年末年始２

☆利用申し込みの手順
① 先ず大体の日程、人数等をお問い合わせ戴くことをお勧め
先ず大体の日程、人数等をお問い合わせ戴くことをお勧め
します。
※連絡問いあわせ先 『黒菱山荘委員会 03‑3385‑8996
03‑3385‑8996』
』
当日の小屋番の有無、申込み状況、
当日の小屋番の有無、
申込み状況、山荘概況等をお伝え出来
山荘概況等をお伝え出来
ます。
② 所定の申込み書にてお申し込み下さい。
正確にお書き下さい。特に卒業生
正確にお書き下さい。
特に卒業生・
・一般の区分、
一般の区分、社会人
社会人・
・学
生の区分、宿泊日
生の区分、
宿泊日・
・ 日数等を明記下さい。
③ 申込みから 1 週間を目安に宿泊費を指定口座に入金して下
さい。入金が確認させませんと現地で宿泊をお断りする場合
さい。
入金が確認させませんと現地で宿泊をお断りする場合
がありますので御注意下さい。振込用紙の控えは、
がありますので御注意下さい。
振込用紙の控えは、当日山荘
当日山荘
で入荘時に小屋番が提示をお願いする場合がありますので、
大切に保管の上当日携帯して下さい。
「指定口座 郵便貯金10130‑55842331
郵便貯金10130‑55842331 都 立 石 神 井 高 校 黒 菱 山 荘
委員会浦川 伸一」
④ 申込書を受理し入金が確認されますと、
申込書を受理し入金が確認されますと、折り返し
折り返し『山荘利
『山荘利
用のしおり』をお送りします。
用のしおり』
をお送りします。
ＦＡＸ連絡が可能な方にはＦＡＸで、その他の方には郵送で
ＦＡＸ連絡が可能な方にはＦＡＸで、
その他の方には郵送で
少なくとも入荘 1 週間前までに送付します。
週間前までに送付します。万一期日までに
万一期日までに
お手元に届いていない場合は御連絡御確認下さい。

黒菱山荘要目
所在 長野県北安曇郡白馬村黒菱
標高 約１５００ｍ
建設 １９６１年
（６期 千賀可一氏設計）
電話 ０２６１−７２−６５４６

月から３月にかけては不定期です。

山荘でなにすんの？
山荘では四季それぞれに自然の良さを体験できます。 春は、 北アルプスの山々には残雪が残り、 周辺では
山菜が採れ、 新緑がまぶしいなかで、 澄んだ空気を胸一杯に吸い込んでください。 夏は、 ３０００ｍ級の北
アルプス後立山連峰への本格的な登山から、 第３ケルン （八方池）や山荘周辺の手軽なハイキングまで楽し
八方池）や山荘周辺の手軽なハイキングまで楽し
めます。一面の高山植物のお花畑や、
めます。
一面の高山植物のお花畑や、雪渓での雪遊び、
雪渓での雪遊び、 満天の星空等々。
満天の星空等々。夏であることを忘れさせてく
夏であることを忘れさせてくれる
ほどの涼しい気候が魅力です。 秋は、 燃えるような紅葉の木々と、 白馬三山には早くも新雪が望めます。 山
はそろそろ長い冬に向けての準備をしだします。 冬は、 なんといってもスキーです。 黒菱山荘は日本一とい
われている八方尾根スキー場のゲレンデの中にあるので、 いつでも好きなときに好きなだけ気ままにスキー
が楽しめます。 朝一番、 誰も滑っていないゲレンデにあなたのシュプールが描けます。 （残念ながら、 スノー
ボードは山荘周辺では滑走ができません）積雪期でなければ、
は山荘周辺では滑走ができません）積雪期でなければ、 山荘近くの駐車場まで自家用車で行くことが
可能です。周辺には、
可能です。
周辺には、長野オリンピック関連施設
長野オリンピック関連施設 （白馬ジャンプ競技場等）、栂池自然園、
、栂池自然園、大町山岳博物館、
大町山岳博物館、
扇沢からの黒部立山アルペンルート、 そして八方周辺の数多くの温泉などなど。 利用の選択肢は、 年を追う
毎ひろがっています。
山荘での生活は、 共同生活です。 皆で協力しあって、 快適な時間を過ごしてください。 食事の支度も自分
たちで行います。 自慢の料理を披露する人、 料理テクニックを盗もうと必死な人、 毎日、 ワイワイガヤガヤ
とにぎやかに料理をしています。 山荘の管理を行っている、 大学生諸君は山荘で料理を覚える人も多いよう
です。また食事の後の友との語らい、
です。
また食事の後の友との語らい、みんな石神井高校の関係者です、
みんな石神井高校の関係者です、いろいろな人
いろいろな人
との出会い、 新しい自分を見つけてみてはいかがでしょうか。

山荘委員会の主なメンバー
委員長 浦川 伸一
（32
32期）
期）
副委員長 泉水 裕二
（33
33期）
期）
鳴滝 康正
（33
33期）
期）
稲垣 豊（38
38期）
期）
会計
廣坂 晶子
（43
43期）
期）
監査
佐藤 賢二
（26
26期）
期）
委員
千賀 可一
（ 66期）
期）
今井 克博
（36
36期）
期）
久保木健太郎
（45
45期）
期）
松田 慶子
（46
46期）
期）
吉元 大智
（48
48期）
期）
阿部 敏（50
50期）
期）
福井繪里子
（50
50期）
期）
平井 麻子
（50
50期）
期）

黒菱山荘委員会の活動

黒菱山荘委員会は１９９５年に、 石神井高校黒菱山荘の維持管理をする目的
で発足しました。 生徒の校外活動として、１
で発足しました。生徒の校外活動として、
１９８５年以降は黒菱山荘を利用す
ることがなくなり、 山荘の管理運営母体が、 不明瞭になってしまっていまし
た。委員会の発足以来、
た。
委員会の発足以来、石神井高校を始め、
石神井高校を始め、ＰＴＡの方々、同窓会の方々の多
大な支援により、 ５年目を迎えることができました。 この間、 黒菱山荘の改
修 ・補修 （ベランダの改修・
ベランダの改修 ・ペンキの塗り替え、畳の入れ替え、
替え、畳の入れ替え、雨漏り
雨漏り箇所の
補修等々）・物品の購入 （シュラフの一新、 ガスコンロの充実等）
ガスコンロの充実等）を行ってき
を行ってき
ました。それまでの大学生中心の維持管理から、
ました。
それまでの大学生中心の維持管理から、委員会のメンバーによる活動
委員会のメンバーによる活動
となり、 今まで以上に快適な山荘生活が送れるような形になってきています。
現地での管理は、やはり
現地での管理は、
やはり大学生が中心となりいわゆる 『小屋番』を行っていま
小屋番』を行っていま
す。 山荘のことを知らない石神井高生が増えている中で、
山荘のことを知らない石神井高生が増えている中で、大学生のメンバー
大学生のメンバー
を確保することが現在の課題です。 （幸運にも昨年は４人の新しい仲間が増え
ました）委員会では、
ました）
委員会では、山荘の維持をするために、
山荘の維持をするために、年間を通して次のよう
年間を通して次のような活動
を行っています。５
を行っています。
５月の準備会 （積雪期の片づけと夏の準備）、８
、８月の補修、１
月の補修、１
０月の準備会 （積雪期に向けての準備・
積雪期に向けての準備・燃料の補給等）です。
です。それ以外の委員
それ以外の委員
会の活動として、８
会の活動として、
８月のトレッキング、 ２月の連休でのスキーツアー、 ３月の
卒業生を対象のスキーツアーなどを企画、文化祭での在校生への広報活動を
卒業生を対象のスキーツアーなどを企画、
文化祭での在校生への広報活動を
行っています。 また毎年、 ７月にはＰＴＡの方々に 『星をみる会』として、
星をみる会』として、研
研
修旅行で利用していただいています。
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多くの同窓生の
想い出の場所 黒菱山荘 。
想い出の彼方と思いきや、同じ場所に
想い出の彼方と思いきや、
同じ場所に
同じように黒菱山荘は建っています。
遠い青春の日々の想い出に浸るだけでなく、
もう一度懐かしい友たちと、黒菱平を訪れてみませんか？
もう一度懐かしい友たちと、
黒菱平を訪れてみませんか？

1 9 9 9 年夏

石神井高校創立六十周年
「 黒 菱 山 荘 」へ 行 こ う

特別企画

同窓会の後援を得て、下記の旅行を企画いたしましたので、
同窓会の後援を得て、
下記の旅行を企画いたしましたので、
友人、家族連れ、夫婦、
友人、家族連れ、
夫婦、一人旅等々、
一人旅等々、奮ってご参加下さい。
奮ってご参加下さい。
黒菱山荘の現在を体験し、白馬山麓を散策しましょう。
黒菱山荘の現在を体験し、
白馬山麓を散策しましょう。山
山
荘の今後を考えてみませんか。

昨年は字が小さくて反省しましたが︑今年
は更に小さくなってしまいました︒シニア
グラスの方たちには︑
ちょっと読みづらい
点をお詫びさせていただきます︒今年はお
手伝いパワーが足りなくて︑ちょっと苦し
かったです︒
どなたか
﹁きずな﹂
の編集を
お手伝いでもよいので︑
お願いしま〜す︒

板谷方彦︵二十七回︶
高橋一夫︵二十回︶
勝見鈴代︵別所︶
︵二十回︶
木村好一︵二十四回︶
鶴田洋子︵高坂︶
︵二十七回︶
小林麻美子︵朝原︶
︵二十七回︶

平成十一年五月発行

同窓会長 高橋 勇
都立石神井高校同窓会
東京都練馬区関町北
四の三十二の四十八
０３︵３９２９︶０８３１
株式会社文明社
東京都新宿区榎町七九番
０３︵３２０３︶６６１７
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発行人
発行所

印刷所

編集スタッフ

☆ 2 泊 3 日 宿泊 1 日目 山荘 2 日目 白馬山麓・
白馬山麓・プチホ
テル「スカラ」
テル
「スカラ」
（OB･OG 石田夫妻経営）
石田夫妻経営）℡
℡ 0261‑72‑4325
☆出発日
A 班 7 月 23 日( 金) 〜 7 月 25 日( 日)
B 班 7 月 24 日( 土) 〜 7 月 26 日( 月)
☆催行人員 各班とも最大 16 名／計 32 名
☆会費 ※ 2 泊 6 食付 山荘・
山荘・ペンション各 1 泊
特急コース 33,000 円
ＪＲ特急列車利用
エコノミー 23,000 円ＪＲ普通列車青春 18 切符利用
旅行条件
1.山歩きの装備にてご参加下さい。
1.
山歩きの装備にてご参加下さい。特に靴
特に靴(
(はきなれたもの
はきなれたもの)
)、帽子、着替
え、防寒具
え、
防寒具
2.黒菱山荘滞在中は、
2.
黒菱山荘滞在中は、
団体行動、
共同作業となりますのでご理解とご協力
願います。
3.部屋割りは、
3.
部屋割りは、
幹事にお任せ願います。
男女別の相部屋になることがあり
ます。
4.会費には個人的に消費するものは含まれておりません。
4.
会費には個人的に消費するものは含まれておりません。
5. 交通機関のダイヤは 11 年 5 月現在
6. 集合場所、時間、乗車券などは、お申込後、詳しくご案内します。
7. お申込は 6 月 20 日まで
日まで(
(但し、先着順とさせていただきます。
)

６／１２ 本校 同窓会会場にても受付します。
お申込／お問合せ
〒 176‑0002 練馬区桜台 4‑11‑2
高橋 一夫 TEL/FAX 03‑3991‑3586

