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長野高校同窓生の皆様には、ますま

また、今年度より同窓会費が年3,000円になってお

すご健勝のこととお慶び申し上げま

ります。会費の高納入率を誇る上の学年が続々と免除

す。日頃は母校ならびに同窓会活動に

学年となり、やむを得ず36年ぶりの値上げということ

ご協力いただきまして誠にありがとう

ですが、会員の皆様には何分のご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。お蔭様で、その収入増により、

ございます。

さっそく学校の進路室にコピー機を設置することがで

さて、今年度６月の一般社団法人長

き、生徒の受験準備に役立っております。

野高等学校金鵄会総会におきまして、鷲澤正一会長の後

今後も長高金鵄会では、各界で活躍する同窓生の皆

を引き継ぎ、新たに会長に就任いたしました。私は、現

様のネットワークを生かし、これから社会へ羽ばたい

役の長野市長を務めている身ではございますが、微力な

ていく現役の生徒たちが元気に学べるように支援し、

がら力を尽くしてまいりますので、会員の皆様のご指導

長高生相互のつながりも深めていかれればと思いま

とご協力をお願いいたします。

す。あわせて、長野高校の中だけでなく地域の教育・

母校長野高校は平成26年度より、文科省のSGH（スー

文化の発展に貢献できる存在ともなれるように、全力

パーグローバルハイスクール）
に指定されまして、生徒・

を尽くしてまいりたいと考えております。

職員一丸となって頑張っております。また、同窓会員の

会員並びに関係の皆様におかれましては、今後も引

皆様には、昨年度は総額1,000万円を超える支援金をお

き続き、長高金鵄会の活動にご協力・ご指導いただき

寄せいただきましたこと、皆様の母校への熱い支援に

ますようお願いしますとともに、ますますのご健勝と

心より感謝申し上げます。

ご活躍を祈念申し上げまして、ご挨拶といたします。

会長退任のご挨拶

鷲澤正一（高11回）
支部や大阪支部の会などにも参加させていただき、楽

同窓会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し

しい時を過ごすことができました。心より感謝申し上

上げます。

げます。

さて、平成25年より一般社団法人長野高等学校金鵄
会の会長を務めてまいりましたが、本年度６月の総会

今後は体調に気をつけながら、同窓会の一会員とし

をもちまして退任させていただきました。短い間では

て金鵄会を支援していきたいと思います。長高金鵄会

ございましたが、在任中、多くの会員の皆様のご協力

のますますの発展をお祈りして、簡単ではございます

を賜りまことにありがとうございました。また、東京

が、退任のご挨拶とさせていただきます。

金鵄会館点景
学習室

大講義室
結婚相談室

左／金鵄会館の2階には、学
習室が3部屋あります。生徒
達が放課後、夜７時まで毎
日利用しています。
中央／結婚相談員が毎週木
曜日10時～16時まで来てお
ります。同窓生でなくても
かまいません。どうぞご利
用ください。
右／かつての25番教室（生徒
会室）が、壁も天井も取り
払われて、大講義室になり、
市民大学などで利用しており
ます。
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学年幹事会・同窓会総会開催
期

日 平成28年６月25日
（土）

場

所 長野市県町 ホテル国際21

◇平成27年度決算・平成28年度予算
○収入の部（単位：円）
科

出 席 者 学年幹事会 99名
（委任状を含む）
◇学年幹事会議事
第１号議案 平成27年度事業報告・決算報告承認・監査報告
第２号議案 平成28年度事業計画・予算案承認
第３号議案 平成28年度理事の選任
第４号議案 定時制学年幹事について
１．会館維持運営事業 ２．旧制中学校資料収集事業

13,500,000

準 会 員 会 費

2,348,600

2,321,000

特別会員会費

12,000

20,000

寄

付

金

538,500

200,000

貸

室

料

2,771,446

2,800,000

市 民 大 学

70,500

収

５．貸室事業 ６．池田満寿夫ギャラリー事業

考

80,000

302,419

200,000 利息・購買

貸付金返済収入

800,000

800,000 長野高校ＰＴＡ

の

他

436

400

前 期 繰 越 金

3,902,804

3,979,171

20,394,705

23,900,571

合

７．同窓会事業

備

入

そ

３．高校生の国際理解涵養事業 ４．市民大学開催事業

平成27年度決算 平成28年度予算
9,648,000

雑

◇平成27年度事業報告・平成28年度事業計画

目

正 会 員 会 費

計

○支出の部（単位：円）

（１）
会報
「日新鐘」
の刊行

科

（２）
支部・同期会・ＯＢ会への協力

目

平成27年度決算 平成28年度予算

会館運営事業

（３）
ゴルフコンペ （４）
在校生への援助 （５）
購買
（６）
日新館事業 （７）
結婚相談室
８．総会、理事会、各種会議の開催
平成28年度の事業計画は平成27年度に準じる。
◇同窓会総会
当番回期 高33回・高45回・高57回
◇学年幹事会・理事会報告
◇記念講演会

旧制中学資料収集事業

52,920

国際理解涵養事業

356,700

考

30,000
210,000 生徒アメリカ国連研修

127,152

同 窓 会 事 業

6,751,890

6,520,000 会報発行費・教育奨励費等

管

4,981,000 人件費・光熱水費・火災保険等

理

134,000

費

4,406,336

退 職 金 積 立

100,243

会館設備補修積立

100,000

100,000

創立120周年事業積立

0

2,000,000

備

100,000

費

0

50,000

次 期 繰 越 金

3,979,171

5,159,971

20,394,705

23,900,571

合

講 師 航空自衛隊第35警戒隊長 ２等空佐

備

4,615,600 給料・通信費・補修費等

市民大学事業

予

演 題 大空の世界～我ら航空自衛隊～

4,520,293

計

相澤 司氏
（高33回）
◇懇親会

母 校 近 況
進化するスーパーグローバルハイスクールの学び
全日制教頭 小川幸司
イントを駆使して英語のプレゼンテーションを行いまし

スーパーグローバルハイスクール（SGH）長野高校は、目

た。全部で14の分科会のそれぞれに大学・企業から招聘し

覚ましく進化しています。

た講師がついて、一人ひとりのプレゼンを採点・批評して

例えば、10月初旬のある土曜日、１年生全員がパワーポ

くれます。少しだけ生徒のテーマを紹介すると、…In
order to make Tokyo Olympics successful／The influence of
games on our brains／Why do people in Nagano prefecture
live long? …というように社会的な問題について英語を使っ
て論ずる者が増えたのが、今年の特徴でした。
彼ら１年生は40名定員の米国リーダー研修への申し込み
も多く、厳正なる選考によって参加が内定したメンバーの
うち24名が男子です。全国のSGH校からよく聞くのは、新
しい学びに積極的に参加するのは女子に偏るという話なの
ですが、本校は見事に
「男女共同参画」
になっています。
２年生は、10月中旬に課題研究発表会をコンクール形式
で行い、勝ち抜いた２班が全体会で英語をまじえたプレゼ
ンを行いました。最優秀賞に輝いたのは女子２人の班。
「ス
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日新鐘
ポーツが観客に与えてくれるもの」というタイトルで、ス

の中で「ここには学ぶ雰囲気がある」と生徒をほめてくだ

ポーツ観戦をすることによって本当に観客はプラスの効果

さったことも私には感激でした。確かにプレゼン後に挙手

を得ているのか、心理学の統計的手法を援用して、本校野

がいくつもあり、フロアから出てくる質問・意見が、どれ

球班の公式試合の観客に試合前と後で大規模なアンケート

も直球ど真ん中、
見事な発言なのです。討論することによっ

調査を行ったのが、彼女たちの研究です。結論として、長

て、明らかに物事への認識がみんなで深まっていくのです。

野県のスポーツ観戦条件に係る課題を指摘し、その解決策

９月末に文部科学省が全国のSGH第一期指定校の中間評

として米国や英国の施策を紹介しました。

価を６段階に採点して発表し、本校は上から二つ目のラン

この発表会の講師を務めてくださった一人の方が、講評

クになる高い評価をいただきました。これも1,000万円を
超える募金を集めていただいた同窓会の皆様のご支援あっ
てのことです。心より感謝申し上げます。
時代が直面する課題は、どれも様々な要素と多様なステ
イクホルダーが複雑に入り組み、容易に解決の方向が見え
ないものばかりです。だからこそ、①現場の大人たちの生
き方を見つめ、②友と語り合い複数の情報源をもつことで
多面的に分析することを心がけ、③日本語の表現を大切に
しながらも英語を効果的に操り、④「考える」ことで生まれ
る感動を大切にする、高校生が育つ長野高校でありたいと
思います。未来について構想する学びの中に「金鵄の光」が
優しく輝くよう、私も頑張る所存です。

女子バレーボール班
監督 河原田 浩
（高28回）
近年、私立高校を中心に中学の有望選手を必要以上に集

女子バレーボール班は昭和59年に同好会として発足し、
翌60年に班として承認された、今年で設立33年を数えるク

める風潮が強く、学業面で難度の高い学校には経験者がほ

ラブです。長きに亘り女子バレーの灯を守ってくださった

とんど入らない状況になっています。そんな状況に一石を

諸先輩方に感謝しています。

投じ「偸安の世を低く見（暁鐘の歌）
」るべく頑張ってくれて

とうあん

昨秋、北信のシード校２校を破り、初めて高校選手権
（春

いる現在の選手はみな、中学時代に学業とクラブ活動の両

高）の県大会出場を果たしました。16年ぶりに進出した今

立を実践し、見事に長野高校に合格してバレーを続けてく

春の高校総体県大会では17年ぶりに１回戦を勝ち、２回戦

れている
「宝物」
だと思っています。

では第１シードの都市大塩尻に敗れたものの、関係者から
高く評価される好プレーを随所に披露すること
ができました。現在は４人の３年生が引退し１・
２年生７人で闘っていますが、将来予想される
部員不足の備えとして、夏にはビーチバレーボー
ルの長野県予選に挑戦したところ優勝し、愛媛
県で開催された全国高等学校ビーチバレーボー
ル選手権にも出場しました。連続出場となった
今秋の選手権県大会でも１回戦を突破し、春に
続いて県のベスト16に入りました。最近行われ
た夏目杯では、初日の予選リーグを全勝通過し、
翌日の決勝トーナメントもすべて２－０のスト
レートで勝って優勝しました。特に準決勝で東
信１位の上田西、決勝で北信２位の長野商業を
破ったことは自信になりました。写真はその時
のもので、後方の「適理」
（てきり・りにかなう）
の横断幕は、OG有志の皆さんと男子の三星会か
らいただいた御厚志を形に換えたものです。
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定時制の近況
定時制教頭 山崎芳弘
今年度定時制は新たに19人の新入生を迎え、現在56名が

表しました。人生に対する前向きな姿勢、いくつになって

在籍し、アットホームな雰囲気の中、落ち着いた学校生活

も学び続けることの大切さ、夢を諦めずに力強く歩んでい

を送っております。

く生き方に深い感銘を受けるもので、結果は優秀賞をいた
だきました。

７月に開催した金鵄祭では、野本生徒会長を中心に全校
で恒例のかき氷の模擬店を出しました。１日目はあいにく

それぞれにいろいろな背景を持ち、経験をして入学して

の天気でしたが、２日目は天気に恵まれ、お客様の行列が

きた生徒たちです。勉強だけでなく、学校生活を通して人

絶えることのないほどの盛況ぶりでした。猛暑の中、
「全

間力を高め、
「卒業」という目標に向かい、生徒・職員一丸

てはお客様のために」のスローガンのもと、生徒が協力し

となって邁進してまいります。

合い、汗を滲ませながら一生懸命に接客している姿は、さ
わやかであり生徒の成長を感じることができました。10月
に選挙が行われ、現在は島田生徒会長のもと、新たな体制
で生徒会活動が行われております。
また、10月22日（土）に箕輪町にて開催された定時制通信
制生徒生活体験発表県大会に、本校から２年ぶりに１年生
の田中さんが出場しました。田中さんは、60年を超える長
い人生経験を振り返り、悔いのない人生を送るために「高
校入学」という、新たな一歩を踏み出した勇気を堂々と発

支部・同期会・OB会だより
高９回

目記念として、保存されている長野高校旧木造校舎を選びまし

東京北ラス会定例会

た。それなりのたたずまいを評価したようです。紙面に、懐か
しい校舎が掲載されておりました。

５月９日
（月）
、大手町のKKRホテル東京において、平成28年
度東京北ラス会を開催しました。今回は、長野から11名、東京

また、松島恵之君からは、NPO法人「OSJ」の紹介がありまし

周辺から50名と、総勢61名の会員が参加しました。喜寿を迎え

た。アジアに多い先天性口唇口蓋裂の子供たちを支援する団体

た前後から参加者は60名を切っておりましたが、再度60名を超

で、東京都で寄附金の免税が認可されている二つのNPO法人の

え、幹事一同ほっとしたところです。

一つだそうです。
２時間の歓談後、それぞれの二次会へ分かれ散会となりまし

KKRホテル11階の会場からは、皇居を見晴らすことができ、

た。

歓談のひとときを過ごすことができました。中でも、高校９回

（長田信一）

卒業生在学時の木造旧校舎に話題が集まりました。真冬という
のに、３年間裸足で歩き通し、質実剛健を文字通り実践した同

吹奏楽班甲子会

期生等々が思い出されました。

甲子会懇親会開く～現役定演の余韻に浸りつつ～

６月になってからでしたか、ある雑誌に木造校舎の写真を撮
り集めている写真家の記事が掲載されておりました。彼は千枚

吹奏楽班甲子会は６月５日
（日）
、長野駅前「油や」で平成28年

高９回

吹奏楽班甲子会

4

日新鐘
度の懇親会を開きました。今年は、現役の定期演奏会に合わせ

度籠球班OB会総会」
を開催しました。今年度は、
水崎義平氏
（S27

たため、例年より１ヵ月余りも早い開催でした。出席者は、演

卒）
、松木茂隆氏
（S31卒）
、大橋隆男氏
（S32卒）
、岡田文男氏
（S32

奏会のあと会場に直行した６人を含め、11人（高14回２人、高

卒）
、松井忠夫氏（S32卒）
、桑原郁男氏（S32卒）をはじめ平成23

15回６人、高16回１人、高17回２人）
。はじめに代表幹事の塚

年卒の大田敬剛氏まで幅広い年代から24名が参加しました。来

田さん（高15回）が「年１回のこの会で皆さんからパワーをも

賓として現役監督の相澤昌輝先生が参加してくださいました。

らっている。昔に返って若く生き生きとした雰囲気を味わいた

松岡憲四郎会長
（S40卒）
は冒頭、
「現役強化へのサポート体制

い」と挨拶。続いて近藤さん（高15回）の発声で乾杯し、いつも

づくりと会員の親睦を深めるため、OB会活動を活性化させて

ながらの賑やかな宴会へ。直前に聴いてきたばかりの現役定演

いきたい」と挨拶し、総会が始まりました。議事では、平成27

の感想やそれぞれの近況、また高校時代の班活の思い出など、

年度事業報告、平成28年度事業計画案が全会一致で承認されま

大いに語り合いました。

した。OB会の広報活動としてフェイスブックにOB会ページが

「甲子会」はもともと15・16・17回生の集まりとしてスタート

作成されたと報告がありました。また、今年度から監督に就任

しましたが、その後18回生まで広げ、更に昨年飛入り参加され

された相澤先生の自己紹介と現役の活動状況、大会の様子を聞

た高14回・轟さんの誘いで、今年は同期の山崎（旧姓増田）さん

きました。

も参加され、ますます幅が広がりました。山崎さんは17回生に

その後の懇親会では会員の近況報告が行われ、それぞれの日

とっては初対面の大先輩、15・16回生も高校以来半世紀を超え

頃の様子が発表されました。限られた時間の中で、親睦を深め

ての再会でしたが、まるでいつも顔を合わせているかのように、

ました。最後は、恒例の籠球班班歌を合唱し、現役の県大会優

和やかに話がはずみました。

勝、会員の健康を祈念しつつ閉会しました。

アルコールも程よく回った頃、浅川グランドに通い母校の野

また、第38回長野県４高校OB対抗バスケットボール大会が

球班ウォッチングを続けている清水さん（高17回）が最新情報を

９月17日
（土）
、東京で開催され、松本深志、上田、諏訪清陵の

レポート。
「今年はレベルが高い」との話に夏の大会への期待が

OBと熱戦を繰り広げました。

高まりました。また、恒例の一人ひと言では、歳をとった。今

毎年元旦に行う現役とOBの交流戦は籠球班の恒例行事です。

や眼鏡が自分の宝だ／酒は弱いが好き。こうしてワイワイ楽し

交流戦終了後、午後４時からメルパルク長野において新年会を

く飲めるのがいい／“年金バンド”に入ってから肺活量が増え、

開催します。参加連絡は不要です。多くの参加をお待ちしてい

心不全もなくなった／今でも楽器を吹いている夢を見る。歯が

ます。

（平成４年卒 小原克彦）

ガタガタで吹けないが…／この歳になって友人が増えるのはあ
りがたいこと。交友を大事にしたい／東京に住んでいても立ち

高33回 平成28年度同窓会総会・同期会報告

位置は長野の山川。実家を別荘替わりに行き来している／いろ
んな付き合いがあるが、この会は最高の宝だ／仕事の上で大変

６月25日
（土）
、長野市のホテル国際21において、本年度の長

辛い時期があった。幼稚で恥ずかしい高校時代だったが、あの

野高等学校金鵄会同窓会総会が開催されました。本年度幹事を

頃に戻ろうと思って乗り越えた／甲子園へ行けたのはいい巡り

仰せつかったのは、私ども高33回卒業生（昭和56年卒）で、当日

合わせだった／何だかんだ言ってもやはり健康でいられるのが

は、サブ幹事として高45回の皆さんにもお手伝いいただきまし

一番…等々、それぞれの思いが語られました。

た。

最後に校歌「山また山」を歌い、まだまだ話し足りないという

卒業時の組ごとにクラス幹事を決め、本格的な準備には２月

気持ちを残しつつ３時間余りに及んだ会はお開きになりまし

初旬から取り掛かりましたが、昨年度幹事を務められた高32回

た。来年は甲子園出場から55年、甲子会誕生から25年の節目の

の先輩方より頂戴した詳細な運営資料がたいへん役立ちまし

年。更に大勢の参加で盛り上げたいものです。

た。



（高17回 丸山憲司）

毎年注目の記念講演会ですが、今年は高33回で、現在航空自
衛隊経ヶ岬分屯基地司令２等空佐の相澤司（旧姓 宮林）君にお
願いしました。相澤君は、高校時代に大空に憧れ、高校卒業後

籠球班ＯＢ会総会

航空自衛隊に入隊してジェット戦闘機のパイロットとなり、昨
年度まで統合幕僚学校の教官を務めていたという、本校の卒業

籠球班OB会は６月18日
（土）
、長野駅前の「油や」で「平成28年

生としては異色の経歴の持ち主です。当
日は、
「大空の世界― 我ら航空自衛隊―」
と題し、自衛隊の訓練の様子や、現在の
勤務に関することなど、普段なかなか聞
くことができない興味深い話をお聞きす
ることができました。
ちなみに、同窓会のわずか３日前であ
る６月22日、某国が日本海に向け弾道ミ
サイルの発射実験を行うという出来事が
あり、一時は、相澤君の同窓会への出席
籠球班OB会
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のとして感じられていましたが、
諸先輩方のご指導のもと、久方ぶ
りに当時の仲間と汗を流し、また
当日は、年代を超えた同窓の皆様
との一体感を実感することができ
ました。終わってみれば、あの遠
い日、金鵄祭のあとに感じた心地
よい虚脱感にも似た感覚を、35年
の歳月を経て、再び思い起こすこ
とができたように感じます。
当日は、何かと行き届かなかっ
た点もあろうかと存じますが、ど
うか金鵄の旗に免じてご容赦いた
高33回

だければと存じます。
事務局の桃林先生、池田さんを

に急遽講演内容を差し替えるか？というハプニングもありまし

はじめ、尽力いただいた幹事の皆様に心より感謝申し上げ、以

たが、何とかそうならず、狩野君の講演はまた別の機会にとい

上ご報告とさせていただきます。

うことになりました。



（山口 亨）

記念講演会後の懇親会は、高45回の皆さんに進行を担当して
いただきましたが、冒頭のアトラクションでは、
「金鵄亭同窓

高10回

会寄席」と銘打ち、高33回の快楽亭狂志こと中村雅則君に落語

第28回東京山々会総会

を披露していただきました。彼の落語を聞くのは、私にとって

高校10回生
（昭和33年卒）
の首都圏地区同期会
「山々会」
の第28

高校時代の金鵄祭以来でしたが、その後の歳月を経てその芸に

回総会が７月１日、金曜日の午後、東京九段のホテルグランド

は更に磨きがかかり、アマチュアとは思えない堂々とした話

パレスで開催された。今年は全員が喜寿を迎える記念すべき年

しっぷりで、大いに会場を沸かせてくれました。

で、長野からの６名も含め50名が参加して盛大に行われた。小

懇親会後、33回卒業生による同期会を開催し、全国から参集

山芳伸君の司会で始まり、最初に79名の同期生物故者のご冥福

した110名の同期生のほか、２名の恩師にもご参加いただきま

を祈り、黙祷したのち笠原忠興会長が開会の挨拶で「この会は

した。まず、物故者に対する黙祷の後、ご参加いただいた伊藤

第30回まで続けよう」と提案すると全員賛同の拍手をもって了

利博先生と矢島昭巳先生からご挨拶を頂戴しました。続いて、

承された。山口光昭君の母校の近況報告、野村元久君の東京長

現在の学校紹介ビデオと我々が35年前に金鵄祭で製作した８ミ

高金鵄会報告、長田信一君の会計報告に続いて長野から参加の

リ映画をミックスして編集した10分ほどの映像作品（現役の放

太田光弘君の音頭で乾杯を行い懇談に入った。

送班の諸君が、この日のために作ってくれました。ありがと

各クラスの幹事が壇上から出席者を紹介した。中には今回初

う！）の上映後、現在母校で教鞭を執っている５名の同期生か

参加者や久しぶりの参加者もいて会場内は大いに沸いた。

ら、現在の長野高校生の様子などを報告していただきました。

宴もたけなわとなったところで岡本文孝君、小林二郎君の

そして、宴もたけなわとなった頃、全員で応援歌やらあの頃歌っ

リードで「見ずや春風」
「南下軍」
「凱歌」などの長野高校応援歌、

たなつかしい歌を大合唱し、近いうちの再会を誓って閉会とな

更に「青い山脈」
「高校三年生」などの学生時代のヒット曲を全員

りました。

が蛮声を張り上げて歌った。

実は、数年前から、今年の同窓会の幹事のことが「重たい」も

締めは、若さ溢れる声の須田荘一郎君の応援団式リードで
「信

高10回
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日新鐘

高7回

濃の国」
、校歌「山また山」を合唱し、エールの交換を行った。

未だ若いつもりであるらしく昼間の宴会は物足りないようでも

最後に鶴田哲郎君が閉会の挨拶で「来年も元気で再会しよう」と

ありました。でも機嫌よく来年を期して、再会を約束して散会

呼びかけると全員が拍手をもって応え、記念写真撮影のあと散

いたしました。

会した。

高７回

（小林一樹）

（文・峯村公雄、写真・河野昭一）

近畿長高金鵄会

北七会第61回総会

総会・懇親会

７月９日
（土）
午後５時より、大阪は天満のキャッスルホテル
３階中国料理錦城閣で開催される。総勢28人。

毎年７月の第２土曜日に開催されている北七会が今年も７月

総会は小林会長の挨拶に始まり、平成27年度の会計報告・承

９日に犀北館にて開催されました。

認、活動報告がなされた。他の議案として活動計画、イベント

今年は特別な意味があり「例年夜に行われたのが日中に開催

提案など発表があり、それぞれ承認される。

になり、卒業後61周年になると出席率が大きく変化するだろう」
であります。予定50名以上の出席者に体の故障でドタキャンが

続いて懇親会に移る。初参加者一人、高23回石井新氏。寄稿

生じましたが、雨にも拘らず40数名の盛況でありました。残念

もしてもらう。奈良の富雄で産婦人科医院を経営。以下、寄稿

ながらわが仲間102名が不帰の客となり寂しくなりましたが、

者。
高28回・西澤誠二氏。高校の先生。教え子のイタリアンレス

残りは最低90までは元気でいようと意気軒昂でした。しかし、

トランで毎年、ワイン会・通称西澤会を開催している。

そうは言っても杖を突いていたり、体の不調であったり、足腰

高31回・風間和仁氏。４月16日（土）開催の天王寺七坂から今

に故障が生じたり、で年相応であると言えます。

話題の真田丸跡のハイキングの話。

司会は名物となった坂野毅君の名調子で始まり、校歌斉唱に
青春の感慨に浸り声だけは大きい。若麻績会長の挨拶、来賓と

高19回・八木進氏。てんのうじ観光ボランティアガイドをし

して金鵄会事務局長の桃林氏の挨拶、近況報告をいただき、且

ており、昨年上田高校の修学旅行生に長野と大阪の縁につき説

つSGH事業寄付の御礼があり、我が北七会の面目を果たせまし

明した、と。

た。また、昨年の事業報告、会計報告が「北七会報」に記載され

高32回・樋口大阪事務所長は所用で欠席。代わりに高13回・

た内容に沿い報告承認されました。各々が自己の経歴、思い出

高坂昌利氏（長野県人会会長）が大阪事務所は駅前第１ビル８階

話に花を咲かせ歓談し、いつ果てるとも分からない盛会でした。

にあること、月・木は県人会の人が在籍など情報提供を行う。

近畿長高金鵄会
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高18回

森一良先生、高見澤俊雄先生、母校同窓会から事務局長の桃林

高３回・小林博氏。フルートを演奏される。前回の高34回深

聖一様をお迎えしました。

見敬子さんの音楽療法の話に触発され寄稿。若さを保つうえで

記念式典では、物故者への黙祷、会長あいさつ、経過報告、

も、本人にも他人にもいい音楽活動について話される。
高13回・小林稔明氏。科学者の氏は、スイスでのポリプロピ

会計報告に続き、恩師の先生方からのごあいさつをいただきま

レン樹脂の国際会議に参加した帰り道で遭遇した、妙齢の日本

した。校歌斉唱で始まった記念祝賀会では、桃林様から母校の

女性に助けられた話は圧巻。

近況などをお話しいただき、本会から母校教育支援基金として
昨年の寄付20万円を超えて集まった６万円を追加で贈呈しまし

高28回・村松徹也氏。氏は京都府職員。奥さんの実家が熊本。

た。乾杯に続く祝宴は、卒業してから初めての再会という仲間

被災地に飛び、現地での支援の件等話される。

がいたり、互いに年輪を重ねた顔を確かめ合ったり、思い出話

多士済々、皆さん元気。最後は「山また山」を合唱、散会とな
る。

は尽きませんでしたが、５年後の卒業55周年同窓会で元気に再

（高23回 野池 徹）

会することを誓って散会しました。

高18回

卒業50周年記念同窓会

（佐藤 寛）

松本金鵄会

高18回卒業生の同窓会「高一八金鵄会」は７月10日
（日）
、ホテ
ルメトロポリタン長野にて卒業50周年記念同窓会を開催しまし

「第４回松本金鵄会」が７月26日
（火）松本市のファイブ・ホル

た。1966年（昭和41年）３月卒業の高18回生は全日制467名と定

ンにて、42名の同窓の皆さんが集まり開催されました。

時制70名の合計537名で、後に団塊の世代とも呼ばれ、おそら

以前からの参加者の皆さんによる職場や同業のお仲間へのお

く母校の歴史の中で最も人数の多い時代だったのではないで

声掛け、また最近恒例ともなりました日新鐘の当会開催記事の

しょうか。今回の同窓会を開催するにあたっては、連絡できた

お陰もあり、高８回から高64回（前回は高62回）までの幅広い年

会員が371名、住所不明の会員が106名、物故者が60名という会

代が一堂に会しました。

員状況でした。このような状況の中で、同窓会には全国各地か

開会に際して、松本金鵄会会長、㈱市民タイムス代表取締役

ら100名の会員が集い、ご来賓として恩師の西村善次先生、藤

社長の新保力さん（高11回）からご挨拶をいただき、副会長の㈱

松本金鵄会

8

日新鐘

高38回

五千尺代表取締役会長の藤澤繁雄さん（高11回）の乾杯で開宴と

雄一郎さんに同行した山岳医として“時の人”となった大城和恵

なりました。

さん（９組）にもスピーチをいただき盛り上がりも最高潮。クラ

近況報告・全員スピーチの時間を設け、それぞれの時代の想

イマックスは応援団の小池広益君（１組）
、穂高慎君（７組）
、高

い出や現況が楽しく披露されました。料理やお酒が美味しく、

橋幸久君（５組）のリードで「山また山」の大合唱！３人は母校と

また幹事の根布屋仁さん（高35回）の軽妙な司会進行もあいまっ

恩師、38回生に向け熱いエールを送りました。最後に巣山先生

て時間を忘れる時を過ごしました。

の中締めでお開きとなり、その後二次会等の懇親会で38回生が
怒涛の盛り上がりを見せたことは言うまでもありません
（笑）
。

結びに副会長の㈱日本広告代表取締役社長の池田紀夫さん
（高11回）による中締めのご挨拶のあと、応援団OB山岸利行さ

この場をお借りして金鵄会、幹事の皆様始め卒業30周年の開

ん（高31回）によるエールに続き「山また山」の合唱で散会を迎え

催にご協力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。次回

ました。

の平成33年の金鵄会幹事並びに卒業35周年同窓会もやることは
しっかりとやりつつ、大いに盛り上げたいと思います。本当に

松本金鵄会は、本拠地が松本平にある、あるいは異動で松本

ありがとうございました！

平に職場のある同窓生などで構成され、冒頭に記しました通り

（幹事代表 鈴木隆治）

幅広い年代による柔らかな集いです。松本にて歌う「山また山」
では見える山や流れる川の名前こそ違いますが、向かっている

高48回

方角は同じなのだとつくづく感じます。
第５回は平成29年２月頃開催の予定です。


卒業20周年記念同窓会

去る８月14日
（日）に長野ホテル犀北館にて、高48回卒業20周

（高31回 金子智雄）

年記念同窓会が開催されました。当日は、当時の先生方やご来
賓、そして同期生含め約180名の皆様にご参加いただきました。

高38回

卒業後20年という歳月が過ぎたこともあり、連絡がつかないと

卒業30周年同窓会

いう方が多く、連絡方法から手探りで準備をすることとなり、
計画当初から非常に難航しました。しかし、他の同期生・先輩

８月14日
（日）
、長野市のホテル国際21において、高校38回生
の卒業30周年記念同窓会が開催されました。学年全体の会は同

方からの多大なる協力を得、盛大な会にすることができました。

窓会総会の幹事のお手伝いをした年を除くと20周年以来10年振

関係者の方々には本当に感謝申し上げます。
当日は、20年ぶりの再会という方も多く、同級生だけでなく、

りの開催。当日は、４名の当時の担任の先生方（１組 今枝真一
先生、３組 近藤均一先生、５組 片桐武夫先生、９組 巣山靖之

班活や生徒会の仲間、さらには幼馴染といった懐かしの顔ぶれ

先生）
にもご臨席賜り、計123名が集合しました。

に、皆が一様に再会を祝し動き回っていました。特段のアトラ

司会は幹事副代表・渡邉智子さん（６組）
。まずこの30年の間

クションは無かったものの、思い出話や近況報告に花を咲かせ、

に残念ながらご逝去された１名の恩師と11名の同級生に黙祷。

時間が過ぎるのも忘れ、あっという間に一次会はお開きとなっ

幹事代表の挨拶の後、片桐先生の乾杯のご発声で懇親会は幕を

てしまいました。そして、二次会（同ホテル別会場）への移動後

開けました。

も熱気は冷めず、幹事想定外の100名を超えるメンバーが参加
し、溢れんばかりの人と笑い声で大いに盛り上がりました。

正直、30年経っても変わらない人、30年経って変わり果てた
ヒト。そんな同級生が100人以上集まって盛り上がらない訳が

20年という節目に行われるこの同窓会が、ただ楽しいだけで

ありません。懇親会の中で４名の担任の先生方一人ひとりから

なく、今後の再会を約束し新たな交流を深められるきっかけを

当時の私たちのことを思い出しつつのお言葉を頂戴し大笑いし

与えてくれたことに、長野高校の伝統の素晴らしさを改めて感

たり、しんみりしたり。また、東京芸術大卒のヴァイオリニス

じさせられました。

ト桐山建志君（４組）には素晴らしいヴァイオリンの調べを奏で

最後になりますが、参加してくださった先生方、同期生、ご

ていただき感動。そして80歳でエベレスト登頂に成功した三浦

協力いただきました多くの方々に再度感謝申し上げます。また、
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高48回

今回参加が叶わなかった方にも声をかけ、次回もまた皆で校歌

ところ、木曽五木の高野槇がよいとのことで、先生がお世話に

を歌いましょう！ありがとうございました。

なっていた「おらが園」を紹介していただいた。３メートル程の

（西澤章弘）

幼木を購入し、学校側の了解を得て、旧校舎中庭西南の生物研

高５回

究室入口前に植えられ、暫く水遺りが続けられた。十数メート

長野北高校二八会総会

ルに成木し、百周年記念事業時に新校舎中庭の東南の隅に移植
され、笹敷の中に立ち御神木

本年度の総会は、９月９日（金）午後12時よりメトロポリタン
長野で、参加者39名で開催された。昨年の総会以後鬼籍に移ら

として神柵を供えている。今、

れた８名に黙祷を捧げ、伊藤治通会長の挨拶と来年度総会の幹

NHK大河ドラマ「真田丸」が盛

事２名、倉石高英さん、河原田實さんの紹介があった。宮川清

りあがっているが、上田地区

副会長からは東京二八会が４月13日
（水）に開催されたこと、島

の高校生は落ちない城に肖

田茂事務局長から本年度の事業報告、小林康男会計担当から会

り、上田城にある眞田神社で

計報告があった。

合格祈願をし、自信を高めて
いるとのことであるが、母校

卒業後63年を経た懇親会では、話題が豊富であり、今回の幹
事より母校の中庭にある「高野槇」について、次のような説明を

の生徒諸君も、この「高野槇」

申し上げた。二八会20周年の昭和48年10月10日（
『長野高校八十

に肖って受験効果をあげて欲

年史』988頁）
、当時の岡村半六事務局長より母校への植樹の提

しい。

案があり、奉職していた３人（梨本、山本、原教諭）で相談し、

総会最後に、齋藤秀行元応
援団長の音頭で校歌斉唱を

高校時代の級担任でお世話になった駒込光雄先生にお願いした

高野槇

高５回

10

日新鐘

新聞部OB会

来賓の新聞部顧問、仁科利明教諭は「長高新聞は全国的にも

し、来年の再会を期し散会となった。


（学年幹事 原 哲夫）

レベルが高いと評価されている。信濃毎日新聞の連載企画『群
青の風』
（16年６月）にも取り上げていただいた。創刊70周年を

日新会

迎える18年を目標に、さらに良質で読みやすい内容を目指した

新聞部ＯＢ会

い」
とあいさつした。

（高12回 横山 悟）

新聞部OB会の「日新会」の平成28年総会は、９月10日
（土）
、
長野市のホテル信濃路で開かれた。高２回から高63回までの幅

高19回

広い世代、36人が参加。懇親会では３年ぶりの再会に、旧交を
温め合う輪が広がった。

同期会

我々高校19回卒業の同期会は「一休会」と名付けて30年近くに

総会に先立ち、加藤昌男・元NHKアナウンサー（高13回・現

亘り毎年総会を開催しています。毎年６月ごろからクラス幹事

NHK日本語センター専門委員）が、
「新聞のことば、放送のこと

会を積み重ね、９月の秋分の日前後の土曜日を開催日としてお

ば」を講演。
“紙”の新聞と電波による放送の言葉の表現がどの

り、卒業同期生463名中、例年50名前後が集まってくれます。

ように違うか、具体例を挙げて説明した。メディアに対して、

本年も去る９月17日
（土）ホテルサンルート長野東口内の「茶

賢い読者・視聴者になるには、情報の信頼度や確かさを見分け

寮志もだ」で総会・講演会・懇親会が開催されました。総会前

る能力を磨くことが大切だと強調した。

に同期生の衆議院議員篠原孝君の有志による後援会も開催され

総会で宮下忠雄会長（高10回）は「この会も高齢化が進んでお

ました。

り、近年は年配者でやっと維持してきた。もっと若手が参加で

同日は例年通りの議事が進行されましたが、特筆すべきは矢

きるようにすることが必要。名簿一つにしても現況がつかめな

島良彰君の芸術選奨文部科学大臣賞受賞があったため、彼に記

い。どうすれば長続きするか、アイデアを出してほしい」とし、

念品を贈呈したことです。同期生として大変誇りに思います。

若返りを図るため、辞意を表明、了承された。後任に選ばれた

「一休会」では毎年会員の中から講師を一人選任しての講演会

中村隆次氏（高21回）は、
「フレッシュな顔ぶれを加え、盛り上

が行われております。本年は前澤憲雄君にお願いし「キノコに

げていきたい。輝かしい長高新聞の伝統が続くよう、在籍した

かける我が思い」と題して１時間に亘って講演をしてもらいま

新聞部に恩返しする」
と抱負を語った。

した。
その後、中山修君の司会で懇親会が
始まりました。中尾順悟先生・宮澤孝
先生にもご出席いただき、和気藹々の
懇親会となりました。来年は卒業50周
年となるため、より多くの人数が集ま
ることを約して散会しました。
なお、翌日には年２回開催されてい
る「一休会ゴルフ会」の第61回大会が長
野京急ＣＣで開催され、14名が集まっ
てコンペを行ったことを付記しておき
ます。
集合写真・ゴルフ結果等は運営して
いる「一休会ホームページ」で同期の皆
高19回
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（北澤眞一）
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管弦楽班ＯＢ会

高13回

三六会

本年の長野三六会は卒業55周年記念との意味合いを込めて、
本会の前に母校訪問を企画しました。長野を離れて久しい、あ
るいは長野市に居ながらも母校を訪れる機会がなかった17名が
訪問に参加して、金鵄会事務局のご配慮と案内によって金鵄会
館のたたずまいと匂いに往時を懐かしみ、新校舎の威容に感嘆
の声を上げ、母校への思いが胸満ちるひとときを過ごすことが
できました。
会場メトロポリタンでは総勢47名の参加を得て、本会の開催
となりました。すでに80名超となってしまった物故者への黙祷
ののち花岡荘太郎君の音頭による乾杯で宴の幕を開け、13回生
の学年幹事である小林哲男君からの金鵄会報告で、我ら同期の

管弦楽班OB会

加藤久雄君が金鵄会会長に選出されたことがあらためて発表さ
今年も贅沢な時間を過ごすことができました。

れました。続くスピーチでは輪袈裟をまとった巡礼姿（？）の新

８月14日
（日）
の午後、金鵄会館の２階では管弦楽班のOB会

眞人君による日本百観音巡り満願達成の報告、梅津利治君から

があり、現役の学生たちと30名を超えるOG・OBが集い、豊か

は淡路島での暮らしと魅力、高坂弾正の流れを汲む高坂昌利君

な響きが溢れ音楽を通じて一体感を味わう贅沢で幸福な時がゆ

から関西居住の三六会メンバーの情報とNHK『真田丸』への思

るりと流れていました。

い、長野三六会には久々出席の山岸修君から懐かしき高校時代

贅沢な要素のひとつは、この金鵄会館の響きです。アマチュ

の回想を、それぞれ熱く語っていただきました。スピーチ後は

アのオーボエ吹きとして多くのコンサートホールで演奏してき

杯を酌み交わしながらの歓談に花が咲き、のちほどホテルのか

ましたが、この金鵄会館は本当に気持ち良いのです。真ん中だ

たからは「みなさん、お年なのによくお呑みになりますね」との

け高く抜けている天井の構造のせいでしょうか。ずっと吹いて

論評がありました。

いたい気持ちになります。贅沢の要素の次は、恩師・山本昇先

年１回開催の当会は各組が輪番で幹事を務める慣わしでした

生の棒で吹けることです。今年はモーツァルトの交響曲第25番

が、会員は減る一方で単独の組による開催が難しくなってきた

でした。先生の変わらぬ、いや更に研ぎ澄まされた感覚を肌で

ため、此度は１・２組の共催でした。来年も同様に３・４組に

感じながら先生と一緒にブレスをして緊張感のある息を入れ

よる共催と決まり、次回幹事組への flag hand over によって本会

る、先生と目が合い自分の音が先生の音楽の一部になる、卒業

は盛大裡に閉会となりました。

（中村和貴）

後35年を経て、音楽に明け暮れていた高校生の自分と邂逅でき
る機会はこのOB会をおいて他にありません。次なる贅沢は、
世界を代表する桐山建志さんの演奏を至近距離で堪能できるこ
とです。今年は「無伴奏ソナタ１番のフーガ」
、バッハの霊妙な

郵政金鵄会
郵政金鵄会（会員数44名）は、10月７日（金）メルパルク長野に

音のマルチレイヤーが目に見えるような素晴らしい演奏でし

おいて平成28年度総会を開催しました。

た。町田先輩のフルート独奏も素晴らしかったし、何といって

国のブロック管理機関（管区）で長野市に置かれているのは、

も快楽亭狂志こと中村先輩の落語では腹を抱えて笑いました。

旧郵政省関係のみ（残念ながらNTTグループは「さいたま市」に

来年もより多くの方々とこの贅沢で幸せな時間を共有したいと

移転されてしまいましたが）
。そのため、金鵄会員の先輩たち

強く思いました。

は郵政関係機関に多数奉職され、枢要な地位を占め活躍されて

（高34回 小出裕之）

高13回

12

日新鐘
ある長野での開催にこだわって、毎年同期生が全国から集まっ
てきた会合に、今年も20人が地元をはじめ東京、大阪、京都な
どからはせ参じた。
幹事の倉嶋康君の司会で夕方から始まった総会に続く懇談会
で、一同、酒を酌み交わしながら、積もる思いを吐き出すかの
ように大いに談じ、かつ歌った。
第３回生は昭和20年旧制県立長野中学に入学して間もなく
「長野空襲」に遭遇した。戦後の混乱期の中、学制改革により併
設中学時代は学年を「10年生」と呼称。続いて新制高校となり、
「長野北高」と呼ばれた母校に６年間も机を並べてきた仲間であ
り、苦楽を共にしてきた緊密なつながりは格別である。
齢80代半ばにさしかかり、年と共に集まる意欲はいや増すの
に反して、体の不調を訴える者も増えて会の続行運営に不安が
出てきた。総会ではこの件を中心に活発な意見が交わされたが、

郵政金鵄会

北島悟、和田勇両君が来年の幹事として開催を引き受けてくれ、
きました。民営化された後も郵政事業は、相変わらず長野市が

一同暗夜に光明の思いで胸をなでおろした。

信越ブロック
（長野県、新潟県）
の中心となっています。

最後は、住まいのある京都で合唱団の一員として声張り上げ

近年、進学率の高まりから出身高校の把握が困難となってき

ている小林博の音頭で「山また山」を暗譜で最後まで高らかに歌

ており、会員の高齢化とあいまって会員が減少しているのが最

い上げて、再会を誓い合って散って行った。

（小林 博）

大の課題です。
当日は、他の行事と重なったり、夜間の会合を辞退する者が

高17回

出て９名という過去最低の出席者となってしまいました。

同期会

会長の徳永から加藤同窓会長のメッセージ、桃林事務局長さ

幹事クラス６組有志が、本年度の同期会は11月12日（土）
、会

んからいただいた長野高校の現況等の報告を兼ねた挨拶があ

場はホテルメトロポリタン長野と決定。10月初旬に案内ハガキ

り、増田文義顧問の乾杯で懇親会が始まりました。年の差34歳

を投函した。

もなんのその、そこは同窓同業、話は弾みアッという間に２時

当日、首都圏、関西から、そして地元を含めて60余名を迎え、

間は過ぎ、最後に校歌、南下軍をはじめ応援歌４曲を合唱、次

同期会が開催された。６組幹事団の指揮で写真撮影、物故者に

回は更なる参加者を期待し散会しました。

黙祷を捧げた後、乾杯！女性４名の参加を得て、
「古稀」の同期

郵政の職場にある長野高校出身者は、是非とも新会長倉嶋茂

会は長高時代に戻ったような雰囲気で始まった。

宏、副会長草間実の両君までご連絡ください。

出欠返信のハガキで、ご家族からご逝去の報がある同期生も

 （徳永幸信
（昭36年卒）
、倉嶋茂宏
（昭52卒）
、草間実
（平１卒）
）

最近は恒例となった。お互いの元気なことに感謝しつつ、近況
報告をクラスごとに行うこととした。出席者一人ひとりが近況

高３回

同期会

を述べて座は一段と盛り上がっていく。女性出席者へ高校時代

なお続行！

の想いを告白するような話題が少なからず報告されて、和やか
なうちにすすめられていった。

昭和26年卒、高３回同期会が10月18日
（火）
、黄葉が始まった
飯綱高原のアゼィリア飯綱で開かれた。これまでと趣向を変え

幹事の計らいで在学中の「長高新聞」の写しが配付され、当時

て、日帰りを主体に希望者だけが泊まるといった方式。母校が

の「生徒会の役員選挙」
・
「金鵄祭」
・
「無帽論議」の記事が話題を

高３回
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提供してくれたようだ。そして、
「山また山」を高らかに歌い上

その後、親しい仲間たちがそれぞれ二次会へ････。

げ、次回幹事クラス７組へ引き継いで散会とした。



（佐藤友治）

高17回

芸術選奨文部科学大臣賞（放送部門）
を受賞して
株式会社テムジン取締役CEO

矢島良彰（高19回）

思いがけなくも昨年度の芸術選奨

が及び、財務のプロを紹介してもらったこともある。特に既

文部科学大臣賞（放送部門）を受賞し

に事業を始めていたＳ君にはずいぶん世話になった。
「それ

た。表彰に先だって公表された贈賞

で今度はいくら必要なの？」と、電話一本で数百万もの取材

理由によると、評価されたのは会社

費を快く用意してくれた。金の貸し借りは友情を損なうとよ

を設立してからの製作実績であった。

く言われるが、幸いにも友情が深まりこそすれ損なうことは

確かに国内外のテレビ賞をたびたび

なかった。有り難いことである。

受賞してきたが、受賞した番組はい

そう言えば高校では放送部だった。今思うに受験勉強に追

ずれも満蒙開拓など日中の現代史や

われる日々のなかで高校生活を実感できたのは部活だったよ

日本人の戦争体験を扱ったものが多

うな気がする。１、２年は放送部で３年は応援団だったが、

く、こうした普遍的なテーマに取り

仲間たちと過ごした日々は何物にも代え難いものだった。そ
れと確か３年の頃だったと思うが偶然、NHKのラジオドラマ

組んできたことが評価されたものと感じている。
さて、会社を始めて30年になるが、
「自らの企画を自ら製

を聞いて痛く感動した覚えがある。寺山修司の脚本で佐々木

作する」ことを方針にしてきた。テレビ局の下請けに甘んじ

昭一郎演出の「おはようインディア」というドキュメンタリー

るのではなく、自分たちで企画を提案して製作を請け負うも

タッチのドラマだった。目黒の留学生寮に住むインドから来

のだが、その間の取材費などは自前で賄う必要がある。企画

た女子学生と犬を探しにきた近所の少年との交流をつづった

の採択から放送まで製作には通常でも３、４ヵ月、長い時に

ストーリーで、後半には折からの印パ戦争をめぐって留学生

は半年に及ぶ場合もある。当時は、それから請求書を発行し

同士が言い合いになる場面もあった。すっかりドキュメンタ

て回収まで更に１、２ヵ月かかるのが通例で、他の番組の製

リーと勘違いをして、将来自分もこんな番組を作ってみたい

作も重なるので何千万もの運転資金が必要になる。弱小の製

と思ったことを覚えている。だからと言って特にそのための

作会社が銀行融資を受けるのは容易ではなく、資金繰りはい

努力をしたわけでもなく、むしろ行き当たりばったりの人生

つも大変であった。番組を製作する上でどんな困難に直面し

だったが、半世紀になろうとしている今、同じ放送、それも

ても苦労と思ったことはなかったが、資金繰りにはほとほと

ドキュメンタリーに携わっていることは、高校の頃の体験と

苦労をした。こうした心許ない会社経営を心配してくれたの

その記憶がどこかで人生を導いてくれたものと思う。故郷の

は卒業後も付き合いがあった同級生たちであった。会社設立

仲間たち、そしてあの高校時代があっての今回の受賞であっ

にあたって資本を引き受けてくれたのも彼らであった。また

た。心から感謝をする次第です。

ある時には恒例の親睦旅行に出かけた温泉宿で経営分析に話
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日新鐘
市民大学事業特集
金鵄会館サイエンスカフェ報告
今年度のサイエンスカフェは、再生可能エネルギーをテーマにして３回にわたって行われました。以下、参加者の感想を引いて、
内容をご紹介します。

第１回 ９月24日
（土） 湯本 登 先生
（高22回） ㈱エネルギー環境研究所 代表取締役
「アフリカにおける再生可能エネルギー取組みの状況」
本日はサイエンスカフェに初めて参加しましたがとても面白いお話が聞けて、有意義な時間を持て
ました。ありがとうございました。普段、アフリカという地域は意識することなく過ごしていまし
たが、アフリカの電力事情から携帯電話のアフリカでの役割が、とても重要な役割をしていること
を知り、アフリカにも興味が湧きました。

第２回 10月15日
（土） 市川 幸美 先生
（高22回）
国立研究開発法人科学技術振興機構
「革新的研究開発拠点形成事業」 研究総括補佐
「太陽光発電と最新の太陽電池技術」
漠然と理解していた太陽光発電の原理を聞かせていただきありがたかったです。目から鱗！技術の
進歩には驚かされます。

第３回 10月22日
（土） 小田切 奈々子 先生
一般社団法人自然エネルギー信州パートナーズ 代表理事
「自然エネルギーの地産地消による地域の活性化～長野県での事例紹介～」
地域の活性化と発電事業を結びつけることができるのだと知りました。私もSGHで地域活性化につ
いてさまざまなことに結びつけて考えていきたいと思います。
（生徒）

古代史講座
公開講座

主催：一般社団法人長野教育文化振興会 協力：一般社団法人長野高等学校金鵄会

於 金鵄会館大講義室

真田戦国歴史シリーズ－
「よみがえる戦国時代・２」
第１回

12月24日（土）

元 上田市立博物館 館長、上田女子短期大学 非常勤講師

「真田信繁（幸村）の書状」

第３回

第２回

寺島 隆史 先生

奈良大学 文学部 文化財学科 教授

千田 嘉博 先生

「真田丸と大坂の陣」－真田信繁の戦略－

2月11日（土）

上田市教育委員会 文化振興課 文化財保護担当係長 和根崎 剛 先生
「真田氏時代の上田城」－発掘調査と出土品から考える昌幸の城－

1月21日（土）

第４回

2月25日（土）

上智大学 文学部 史学科 准教授

中澤 克昭 先生

「真田氏の肖像画と合戦絵図」－新発見の絵画史料は何を語るか？－

社会研究班発行雑誌
『うずまき』
復刻
敗戦後まもない1947年（昭和22）11月から翌年３月に
かけて校内で計３号発行した社会研究班の雑誌『うず
まき』が、当時の班員だった菅原達雄さん（高２回）に
よって復刻されました。菅原さんは発行当時の社会研
究班のメンバーであり、また、1948年創刊の長野高校
新聞部の初代編集長でもあります。
『うずまき』には、
戦後の新しい時代を担っていこうという若者の息吹が
感じられる記事があふれており、当時の高校生や社会
の様子を知る貴重な資料となっております。原本と復
刻版は同窓会に寄贈されておりますので、閲覧をご希
望の方はお越しください。

３冊とも左が原本、右が復刻版
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寄 贈 図 書

倒産法の実践

才口千晴氏
（高９回）
寄贈

医療・福祉の総合情報誌

太陽は黄色だ！

JAPAN MEDICAL SOCIETY
2016年６月号～11月号

弁護士という生き方

瀧沢敬三氏
（高13回）
寄贈

結

野村元久氏
（高10回）
寄贈

婚

相

日石・土田邸爆弾、
東電ＯＬ事件から原発被災者支援まで

談 著者

丸山輝久氏
（高14回）
武蔵耕治氏
（高14回）
寄贈

ご希望の方は申し込み用紙を電話またははがきでご請求ください。
年齢、性別、学歴等は問いません。

TEL.026-235-3822

長野市上松1-16-12長野高等学校同窓会

結

日本思想の言葉

ひろちか先生に学ぶ

死の虫

著者 竹内整一氏
（高17回）

著者 中牧弘允氏
（高18回）

著者 小林照幸氏
（高39回）

神、人、命、魂

婚

相

結婚相談室

談

旧制中学校におけるスポーツ成立と
学校運動部の展開に関する全国的調査と研究
こよみの学校
ツツガムシ病との闘い
ご希望の方は申し込み用紙を電話またははがきでご請求ください。
年齢、性別、学歴

TEL.026-235-3822

ご寄付をいただきました。

瀬川 大氏 寄贈

長野市上松1-16-12

長野高等学校同窓会

結婚相談室

ありがとうございました。

結

婚

相

談

◆高18回の皆様より６万円のご寄付をいただきました。
◆高48回の皆様より15万円のご寄付をいただきました。
高18回の皆様からは、昨年度、卒業50周年の前倒しというこ
卒業20周年を迎えた高48回の
ご希望の方は申し込み用紙を電話またははがきでご請求ください。
年齢、性別、学歴
とで長野高校のSGH事業のために、20万円のご寄付をいただき
皆様より、20年後輩の現高校３
TEL.026-235-3822 長野市上松1-16-12 長野高等学校同窓会 結婚相談室
ました。今年度さらに同窓会に６万円のご寄付をいただきまし
年生の卒業祝いとして「卒業証
た。ありがとうございました。
書入れ」を贈る資金15万円のご
寄付をいただきました。来年３
ご希望の方は申し込み用紙を電話またははがきでご請求ください。年齢、性
月の卒業式までに、良い品を選
●SGHにご寄付をいただきました。
（平成28年度分）
結婚相談
TEL.026-235-3822 長野市上松1-16-12 長野高等学校同窓会 結婚相談室
んで卒業生に贈りたいと思いま
◆個人11名より５万７千円
す。ありがとうございました。

平成28年度同窓会費（3,000円）のご送金をお願い致します。

長野高校吹奏楽班
結 婚 相 談
第48回OB・OG定期演奏会
ご希望の方は申し込み用紙を

今年度の会費未納の方に振込用紙を同封いたしました。
ご協力をお願いいたします。

送金方法

電話またははがきでご請求ください。

①同封の振込用紙を使う

年齢、性別、学歴等は問いません。
期 日 平成29年３月25日
（土）
TEL.026-235-3822 長野市上松1-16-12
会 場 長野市民芸術館
メインホール
長野高等学校同窓会

→手数料は事務局負担になります。

②インターネットバンキングやATMによる振込

→手数料を引いてお振込みいただいてもけっこうです。振込人氏
名に回期をご記入ください。

結婚相談室
皆様のご来場をお待ちしております。

結

池田満寿夫ギャラリー

婚

相

談

ご希望の方は申し込み用紙を電話またははがきでご請求ください。

金鵄会館では池田満寿夫（高４回）の作品を50点余り、常設
展示しております。ぜひ、ご覧にお越しください。
（平日14時～17時、それ以外の時間は予めご連絡ください。
）

年齢、性別、学歴等は問いません。
TEL.026-235-3822 長野市上松1-16-12 長野高等学校同窓会 結婚相談室

事務局便り

○同窓会回期別コンペの９月19日
（月）
は早朝から雨。結局コンペは中止となりました。それでも、エントリー80名中36名
の皆様が雨の中でプレーを楽しみました。後半には雨も上がり、用意していた賞品は終了後、大抽選会で分け合い大いに
盛り上がりました。
○平成29年度同窓会総会は６月24日（土）ホテル国際21において開催します。当番回期は高34回・高46回・高58回の皆様で
す。よろしくお願いします。
○同窓会ホームページ（www.kinshi.org）に「日新鐘」のバック
ナンバーを掲載しております。お手元に届いてない方にご紹
介ください。
○進路室に１枚10円で生徒が利用できるコピー機を同窓会より
寄贈しました。
○金鵄会館には応接室があります。同窓生の皆様の憩いの場に
コピー機
応接室
ご利用ください。囲碁・将棋などでご利用いかがですか。
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