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感染防止と教育について

同窓会長（長野市長）

加藤久雄（高13回）

今年は、新型コロナウイルス感染
症が全国で流行し、日々の暮らしが
大きな影響を受けています。
国内で感染が始まった当初は、未
知のウイルスとして、国内で何万人もの死者が出る
と言う専門家もいました。その後、現在まで、感染
症の収束の見通しは立っていませんが、当初恐れら
れていたほどの事態にはなっていません。
そんな中、過度な自粛により、大切なものが失わ
れていることが気がかりです。例えば、入学式・卒
業式や夏の全国高校野球大会、高校総体など様々な
行事を中止することが見事な決断と言われている
風潮は、どこかおかしくないでしょうか。
「こんな時期に開催することは如何なものか、大
丈夫なのか、もし何かあったらどうするのだ」と批
判が起こり、この一言で、大体の主催者は責任を取
りたくないので、イベントなどを中止してしまうの
です。感染不安は同調圧力となり、いわゆる「自粛
警察」のような風潮も生まれています。また毎日、
新型コロナウイルスに関するニュースが流れるの
で、国民はますます不安となり、犯人探しのように
感染者を詮索し、公表した企業が誹謗中傷の対象と

なっています。
様々な行事が、
「生徒や関係者の命と安全を守る
ため」という大義名分のために中止されてきました
が、そのことで何が起きているのでしょうか。大会
出場を一生に一度しかない高校生活の最後の目標
として全力で努力していた学生の夢と希望を無残
に葬り去っているのです。
大学においても「学生と教職員の健康と生命を守
る」
「もし新入生の多くが感染すれば授業ができなく
なる、卒業生が社会に出る前に感染させてはならな
い」などの大義名分を作って、卒業式や入学式が全
国の大学で軒並み中止になり、講義もオンラインに
切り替わりました。そのため、現在でも満足に学校
に行かれない学生がたくさんいます。大学生は知識
だけ習得すれば良いのでしょうか。
思えば私の大学時代は、キャンパスで知り合った
友人達と好きなことを好きなだけ自由に過ごし、自
分を成長させた、人生のまさに最高の時間でした。
どうしたら一生に一度しかない思い出に残る入
学式・卒業式を学生に与えてあげられるか、どう
やったら学生同士が交流できる学生生活ができる
かを考えることが、今、大切なことだと思います。

弓道班全国大会 12月25日〜26日 岐阜県
ECC班全国大会 12月19日〜20日 オンライン開催

11月５日音楽会、恒例の第九演奏 於ホクト文化ホール
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コロナ禍における教育活動の継続
学校長
日頃より本校の活動にご理解とご支
援をいただいておりますことに感謝申
し上げます。さて、前号の日新鐘でお伝えしましたよ
うに、５月いっぱい続いた休校期間においては、
「Google
Classroom」機能を利用してオンライン授業を行いまし
た。県下初のSGH（スーパーグローバルハイスクール）
指定により、生徒全員がGoogleのアカウントを所有し、
授業でも利用していたアドバンテージを活かすことが
できました。この時の学校の対応については、７月に
実施した生徒・保護者の皆さんへのアンケートで、
「満
足・ほぼ満足」が90％を占めるという結果でした。この
取組は長野県教育委員会でも報告され、さらに河合塾
の広報誌『Guideline』
（10・11月号）でも取り上げられて
います。休校中のオンライン授業実施により、補充授
業は２週間分のみで、夏休みまでに１週間分、夏休み
中に１週間分の補充授業を行うにとどめることができ
ました。
さて、学習面だけでなく学校行事や生徒会行事につ
いては、駅伝大会、芸術鑑賞、春季クラスマッチは中
止せざるを得ませんでしたが、６月からの対面授業開
始以降、生徒の皆さんは７月の金鵄祭を実施しようと
奮闘しました。金鵄祭は準備期間や日程の短縮、さら
には模擬店・クラス展・外部公開ができない状況でし
たが、オンラインを活用するなど、生徒の皆さんは工
夫を重ねました。
「できただけでも良かった」
「正直、不

宮本

隆

完全燃焼」等、生徒の皆さんの感想は様々でしたが、何
とか金鵄祭を実施することができました。その後は、
夏休み期間に菅平で実施予定の３学年の学習合宿は中
止とし、学校での学習活動に切り替えました。９月に
は秋季クラスマッチの２日間に、春季クラスマッチで
実施できなかった種目も組み込み、複数の教室で卓球
を行うなど、密を避ける対策を行い実施いたしました。
２学年の台湾研修旅行は、オンラインで台湾の生徒と
クラスごとに交流を行い、さらに生徒を中心にクラス
ごとに旅行計画を作成して12月下旬に１泊２日で長野
県や近県への研修旅行を予定しています。また音楽会
も生徒を交えて検討会を行い、練習場所や方法を工夫
しました。11月の音楽会当日は、ホクト文化ホールの
中ホールをリハーサルで借用し、さらに第九演奏時の
歌い手は大ホール１・２階の観客席からマスク着用で
参加、その様子を中ホールに中継して、他の生徒・職
員が鑑賞しました。今回は保護者の皆さんの来場は叶
わなかったため、業者にDVD作成を依頼し希望者に購
入してもらうこととしました。これらの行事遂行のた
めにPTA会計からご支援をいただいております。
新型コロナウイルス感染症の終息は未だ見えない状
況ですが、学校としては、学習面のみならず行事や班
活動においても、知恵やアイデアを駆使して教育活動
を継続していく所存ですので、ご支援のほどよろしく
お願いいたします。
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日新鐘
学年幹事会開催
◇令和元年度事業報告・令和２年度事業計画
１．会館維持運営事業
２．旧制中学校資料収集事業
３．高校生の国際理解涵養事業
４．市民大学開催事業
５．貸室事業
６．池田満寿夫ギャラリー事業
７．同窓会事業
（１）
会報
「日新鐘」
の刊行
（２）
支部・同期会・OB会への協力
（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
令和２年度の事業計画は令和元年度に準じる。

今年度の学年幹事会は、コロナウイルス感染の状況に鑑み、
議決権行使書によるご出席と意見表明をお願いしました。
開催当日は、理事２名が送付された議決権行使書を確認し、
全ての議案について承認されたことを確認しました。
期
日 令和２年６月27日
（土）
場
所 金鵄会館
出 席 者 学年幹事 89名
（議決権行使書）
◇議事
第１号議案 令
 和元年度事業報告
決算報告承認・監査報告
第２号議案 令和２年度事業計画
予算案承認
第３号議案 長野高校創立120周年事業報告
決算報告

◇令和元年度決算・令和２年度予算
（単位：円）

○収入の部
科

目

令和元年度決算 令和２年度予算

正

会

員

会

費

準

会

員

会

費

2,268,301

特 別 会 員 会 費

22,000

備

（単位：円）

○支出の部

考

科

12,162,000 13,200,000

目

令和元年度決算 令和２年度予算
4,863,155

2,298,000

旧制中学資料収集事業

16,200

20,000

国際理解涵養事業

0

210,000 生徒米国リーダー研修
129,000

料

1,645,402

1,800,000

市 民 大 学 事 業

0

0

80,000

太陽光発電事業

78,788

太陽光発電収入

654,797

1,500,000

同

金
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1,200,000

管

創立120周年寄付金

13,364,200

8,279,688

市

室
民

寄

大
付

雑

収

7,459,071

8,375,000 会報発行費・教育奨励費等

費

4,530,878

5,031,000 人件費・光熱水費・火災保険等

金

積

立

300,000

100,000

金

積

立

100,168

100,000

800,000 長野高校PTA

会館設備補修積立

100,000

100,000

13,364,200

学

退

職

理

0

奨学金貸付金返済収入

300,000

100,000 池田満寿夫美術奨学金

固 定 資 産 取 得

緑の基金取崩収入

275,000

100,000

貸

付

金

3,200,000

他

374

400

予

備

費

0

金

10,189,255

8,636,053

次

計

42,648,513 38,104,241

合

期

合

頭の
体操

繰

越

90,100 利息・購買

奨

貸付金返済収入

前

286,000

業

会

118,702

の

30,000

事

窓

入

そ

考

4,772,000 給料・通信費・補修費等

会 館 運 営 事 業

学

貸

備

期

繰

越

0 太陽光発電設備
0 長野高校PTA
50,000

金

8,636,053 18,921,241

計

42,648,513 38,104,241

元長野高校数学科教諭中山和夫先生
（高11回）
が、問題をお寄せくださいました。
答えがわかった方は、同窓会事務局までお越しいただければ記念品を差し上げます。

Q1

Q2

3 1 3 1 の４枚のカードを使って、

次の図形（Wの字）に、直線を３本引いて、三角形

計算式を作り、答えを 10 にするには

を９個作ってください。

（3×3＋1）
× 1 ＝ 10
では、問題です。

例
これは７つしか
できていません

9 1 9 1 の４枚のカードをそれぞれ
一度だけ使って、答えを 10 にするにはどのような
計算式になるか。
ただし、9 を 6 にしてはいけない。
使用できるのは、
四則 ＋ － × ÷ と（

）だけです。
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母 校 近 況
2020年度ＮＧＰ活動報告 ～学校で完結しない学びの実践～
NGP推進室主任 小宮山 潤

日頃より長野高校の教育活動、とりわけ
「長野グローカルプロジェクト（NGP）
」に
対するご支援をいただき、感謝申し上げま
す。同事業は、文部科学省指定事業「地域
との協働による高等学校教育改革推進事
業（グローカル型）
」として実施２年目にな
りますが、コロナ対応をしながらも、地域や
海外との協働にチャレンジしております。
❖１年生
様々なインタビュー活動にチャレンジ
社会人の講師らを招き行うインタビュー
活動では、同窓生の牧野浩文様、中島孝明様、
土屋龍一郎様、清水唯一朗様、岡根谷実里様に
加えて、教育委員会内堀繁利様、現代アーティ
スト越ちひろ様を「オンラインゲスト」としてお
迎えしました。また12月には、協定校である
APU立命館アジア太平洋大学の留学生への英語
でのオンラインインタビューも予定しています。

２年生 台湾との交流会開催セレモニー

究支援もいただいております。
❖２年生
台湾との共同プロジェクトにチャレンジ
台湾高雄市政府教育局の支援を受けて、2015
年以来、高雄市内７校への訪問交流を行ってき
ました。今年度は残念ながら訪問は中止となり
ましたが、海外とのパートナーシップ構築を継
続するため、現地の高校生と協力して１本のビ
デオ作品をつくる「共同ビデオ制作プロジェク
ト」を行いました。
「オンラインライブ交流」では
現地のパートナーと英語で話し合いました。そ
の後、原稿作成、ナレーター、ビデオ編集など
を台湾の生徒とも分担してプロジェクトを進め
ています。LINEでも友達になる人も多く、高雄
の学生との友好関係が続いていくことを祈って
います。

❖２年生
校外との協働を活かした研究活動にチャレンジ
12月に実施する発表会を目指して課題研究を
進めています。８月に実施した「オンラインイン
タビュー」では、80箇所以上の団体にご協力をい
ただきました。また地域の企業・大学からなる
コンソーシアム等より、個々の研究に対してイ
ンターネット上でのコメントをもらう形での研

１年生 フィールドワーク 長野市鬼無里いろは堂
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NGP事業では、これからも
長野高校生が将来社会で活躍
するために必要な力を考え、
卒業生や地域のみなさんとの
協働の中で、生徒達がチャレ
ンジする機会を創出していこ
うと考えています。今後とも
ご支援のほど、よろしくお願
いします。

日新鐘

弓道班 県新人大会優勝・準優勝報告
顧問 神津明男

今年の３月～５月はコロナのため休校で、ほ
とんどクラブ活動ができませんでした。また、
３年生にとっては最後の大会になる北信総体、
県総体、全国総体が全て中止となってしまいま
した。３年生はこれまで真剣に班活動に取り組
んできましたが集大成の場がなくなってしまい、
やるせない気持ちでいっぱいだったと思います。
６月になってようやくクラブ活動が再開され、
弓道班３年生は新入班員の勧誘を２年生と一緒
に行うこととなり、約２週間練習に参加してく
れました。そんな中で３年生が見せた射は、純
粋に弓道に取り組むすばらしいものでした。その
おかげもあって今年は１年生が18名入り、また活
気のある班活動ができるようになっています。
これまでの多くの顧問の先生方や卒業生のご
尽力のおかげで長野高校には瓦葺きの立派な弓
道場があり、班には真剣に稽古に取り組む伝統
が伝わっています。上級生は後輩を優しく指導
し、先輩に教えていただいたことを伝えようと
しています。班員はここで、弓道の技術のみで
なく、心も磨くべく稽古に打ち込んでいます。
前顧問の細田尚先生の教えを引き継ぎ、班員と
共にこれまでの弓道班伝統を次に繋いでいきた
いと思っております。

大会１日目の男子団体の決勝戦。静寂の中で
本校代表３名が的に向かい、心を込めて一本一
本を丁寧に引く。途中はずしても落ち着いて行
射を続け、全員が最後の４本目を的中。そして
念願の優勝と全国選抜大会出場を決めることが
できました。決勝戦が終わってから戻ってきた
選手や控えの選手が見せた緊張感のとれた、う
れしそうな顔が忘れられません。
大会２日目は女子団体戦が行われ、前日の男
子の活躍をプレッシャーに感じながらも、選手
それぞれが自分の射をすることに徹し、予選を
１位で通過し、決勝トーナメントも勝ち進んで
決勝戦に駒を進めました。残念ながら、ここで
力尽き、準優勝に終わりましたが、見事な戦い
ぶりでした。北信越新人大会出場権も手にしま
した。
今年度の県新人大会はコロナ対策のため、男
女の試合を別の日に行い、無観客・無応援とい
う形で実施されました。いつもの「よし！」とい
う応援が飛び交うこともなく、静かな中で淡々
と試合が進んでいきました。試合中、今回は控
えにまわった選手や予選で終わった選手が、戦っ
ている選手をしっかりとサポートしていました。
その成果も大きかったと思います。

長野高校弓道場にて
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新聞部 活動報告 全国年間紙面審査賞最優秀賞受賞
部長 ２年 町田莞太

ト判は今や全国ではめずらしい存在になってし
まいました。特集を組む時は編集方針を決めて
取材に出ます。2019年10月の台風19号による災
害の際は長野市長沼で取材をさせていただき、
その後も「復興の道程」として継続して記事を掲
載してきました。
『速報金鵄』は駅伝大会や金鵄
祭などの行事に発行しています。入学式や卒業
式では当日に保護者にも配り好評を博していま
す。今年は新型コロナの影響で春に活動ができ
ず発行回数も減ってしまいましたが、年度後半
は例年通りの発行をめざし部員一同頑張ってい
るところです。
なお、新聞部では21年ぶりに
「長高新聞縮刷版」
増補第５版の発行を準備中です。発行の際は「長
野高等学校金鵄会」のホームページにて紹介させ
ていただく予定ですので、是非お買い求めいた
だき、母校のこの21年間の歩みをお確かめくだ
さい。

今年度の第44回全国総文祭（2020こうち総文）
は新型コロナの影響で残念ながら開催されず、
代替の「WEB SOUBUN」祭となりました。例年、
新聞部門では全国高校新聞年間紙面審査賞の最
終審査結果が発表されます。今年度の第24回審
査で新聞部は全国５校の最優秀賞を受賞するこ
とができました。
「学校創立120余年、新聞創刊
70余年という堂々たる歴史を刻み続けてきた『長
高新聞』
（長野県長野高）
。それは王者の風格さえ
漂わせている」
。これは審査委員長の講評の一節
です。予算不足に苦しめられている新聞部が多
いことを述べるにあたってのコメントですが、
それでも長高新聞部がどう評価されているかを
示していてうれしく感じます。近年では第21回、
第22回に続く最優秀賞の受賞で、先輩たちが築
き上げてきた部の活動を引き継がねばと気持ち
が引き締まる思いです。
紙面審査賞は１年間に発行したすべての新聞
が審査対象となります。
通常は『長高新聞』を年
８回、
『速報金鵄』を年
10回ほど発行していま
す。
『長高新聞』は先輩
諸氏ご存じのとおりブ
ランケット判で２面か
ら４面、金鵄祭の時は
６面から８面で発行し
ていますが、ブランケッ

囲碁・将棋班 活動報告 県大会団体戦準優勝、個人Ｂ級優勝
班長 ２年 宮原尚大

ました。そして３年生が引退し、２年生に代替
わりして最初の新人
将棋選手権大会が松
本市勤労者福祉セン
ターを会場に行わ
れ、参加してきまし
た。
初日は、１年生は
優勝した１年生

我々、囲碁・将棋班は現在１年生４名、２年
生４名の計８名で活動しています。班員の多く
が高校に入ってから始めたということもあり、
日々の練習対局の中でお互い教え合ったり、詰
将棋の問題を皆で解いたりして楽しく班活動を
行っています。
春の長野県将棋選手権大会は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大により中止となってしまい
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日新鐘

しかし、今回の大会を通して新たな課題が見
えてきました。次は来年の春に予定されている
長野県将棋選手権大会に向けて、日々の班活動
で仲間たちと切磋琢磨しながら、棋力の向上に
努めていきたいと思います。

個人戦Ｂ級、２年生は個人戦Ａ級に、２日目は
団体戦に出場しました。
個人戦Ａ級の予選はスイス式で３局指し、３
勝した者が決勝トーナメントに進みます。個人
戦Ｂ級はスイス式で６局指します。それぞれの
対局では持ち時間が決められており、15分を切
ると負けとなってしまいます。ちなみにスイス
式とは勝った者同士、負けた者同士が対戦する
ように組み合わせるトーナメント方式です。
初日の個人戦Ａ級に出場した２年生は敗退し
てしまいましたが、Ｂ級に出場した１年生の岩
渕さんがみごと全勝優勝を果たしました。２日
目の団体戦では各々気持ちを切り替え、対局に
臨みました。初戦の上田高校戦に勝ち、その後
は順調に勝ち進み、最後は松本第一高校戦に負
けてしまいましたが、準優勝という結果を得る
ことができました。日々の練習の成果が現れた
ことは嬉しく感じています。

自由投稿 ― 短歌 ―

「明日は明日 ー台風十九号ー」 
匿名氏

おはようの挨拶よりもなんとなくごくろうさまと声かけてゆく

土壁は水の高さに崩れ落ち無惨にのこる竹の骨組み

あるじ

ハンマーで狂ったように床板を叩きつづけるこの家の主人

この家はどうするのなどと聞けなくて異常気象の話などする

鼻先まで水に浸かりて七頭の鰐と化したり新幹線は

コ

水没のピアノはきっと鳴っただろう世界の果てで猫ふんじゃった

ネ

昼時に箸が持てない泥を乗せ一輪車を支えし指が震える

ボランティアの和歌山県の若者が家の陰にて憩うひととき

いぬのまんすい

仏壇の泥がきれいに拭われて座敷の奥がすこし明るむ

みょうしょうじ

「戌満水」
三Ｍ三十
玅 笑 寺 千曲川大洪水水位標

相之島・屋島・牛島…川沿いに島の地名が続くも悲し

気が遠くなるほどのゴミ気が重くなるほどの泥 明日は明日

短歌・俳句・詩・川柳など随時作品を募集しています。奮ってご応募ください。

ただし、採用については事務局にお任せください。
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支部・同期会・OB会だより
高３回

だと、スキーもできなかったと言われていた長野も雪
景色に変わるだろう。
しばらく帰っていなかった故郷を想い出しながら…。

（丸山一昭）

米寿を迎える同期会

地元長野で開かれていた高３回同期会は、元号も変
わった令和２年１月17日（金）上野駅に近い御徒町「吉
池」で開かれた。
今年、米寿を迎える私達。欠ける仲間は年々増え淋
しい限りだが、長野からの４人を迎え、総勢17名。昼
の宴会だが元気そのもの。一升瓶はどんどん空になる。
久し振りに起きた長野の洪水の話が身近にせまる。
昼酒ということもあったのだろう、二次会の話は出
なかった。それとも今朝発表された雪の天気予報を心
配したのかもしれない。
しかし、楽しい時間だった。
翌朝起きると、東京でも小雪がちらついた。この分

高13回

東京長高36会新年会

毎年１月の第３金曜日と決められている高13回東京
長高36会新年会は、１月17日、竹橋のKKRホテル東京
孔雀の間で開催された。今回は39回目となる。今年は
「令
和に生きる」をスローガンに長野から９名、関西から３
名を含めた56名の参加者を得て開催することができた。
まず物故者に黙祷をしたあと、昨秋の台風19号で被
害を受けた同級生支援のために、長野より参加の三俣
隆男君が被害の状況と義援金
募集について説明された。続
いて４組の代表幹事で紅一点
の飯室悠紀子さんが力強い開
会の挨拶をされ、堀内騏一郎
君指揮で「信濃の国」を全員で
斉唱した。
年初とは言え、昨年の千曲
川氾濫のニュース等で話題も
湿りがちのムードの中、突然
会場におごそかな越天楽のメ
ロディーが流れ、入り口から
片柳公三君扮する変な神主さ
高３回
ん（頭にスリッパ、割烹着を後

高13回
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東京長高36会

日新鐘
ろ前に着て、手にしゃもじの杓）がにぎにぎしく？登壇
し、戸隠神社末寺の金鵄神社なるところの神主と名乗
る。昨年の天地異変の災いを払うべく御幣を振り祝詞
を奏上したあと、神主の音頭で乾杯というスタイルに
会場の雰囲気は和やかさを増した。折から孔雀の間の
カーテンが上がり、新春のまばゆい陽光の中に深い緑
をたたえた皇居の杜が眼下に一望され、会場の雰囲気
は更に盛り上がりを見せた。ホテル自慢の料理に食指
を動かしながら青春の思い出、年金生活や孫の話など
話題は尽きない。歓談のあと、長野代表として花岡荘
太郎君、関西地区からは近畿長野県人会会長として活
躍されている高坂昌利君から両地区の近況報告があっ
た。また遠路奈良から高田英麿君、淡路島から梅津利
治君の参加があり、当地での活躍振りが披露され和気
あいあいの懇親会となった。
クラスごとの記念写真や代表の挨拶、また36会ゴル
フで優勝幹事の小林清文君から次回の予定などの話を
受けている間に予定時間もあっという間に過ぎ、幹事
引き継ぎの時間になった。飯室さんから次回幹事５組
代表の稲田英昭君へ会旗の引き渡しがあり、幹事引き
継ぎとなった。最後に恒例の五明則保君の大きな声で
元気よく〜の号令の下、校歌「山また山」を声高らかに
歌い上げ、来年の再会を期して散会となった。
４組幹事：飯室悠紀子、上松佑二、片柳公三、北村強、
茂原信生、永井恒太、宮沢克人、清水氾雄
（記）

感がありました。
ホテル側も従業員の方たちはマスク着用、消毒薬の
噴霧、ソーシャルディスタンスと市の指導に則って、
我々の要望に付き合っていただきました。このような
開催はホテル側にとっても初めてで、手探りの中で進
みました。終わってみれば我々もそれなりに満足し、
ホテル側もコロナ下でのイベントの成功に自信を得た
ようでした。
総会では、昨年度活動報告、会計報告、本年度活動
計画の発表があり、承認されました。
本年は、企画担当幹事の風間さんの尽力で、リモー
ト（Zoomアプリ）で、総会・懇親会が開催でき、また月
１回の「長高金鵄サロン」が開かれる運びとなりました。
お時間に都合のつく方は自宅等から参加できます。当
サロンは飲み食い自由、途中参加、退場ＯＫ、自由に
語り合うバーチャルサロンです。４月から毎月開催し
ていますが、未知の現場情報が得られ、老化防止には
もってこいだと思います。過去に20名が参加していま
す。奥様等の同伴参加もありです。
コロナウイルスがもたらしたものはいろいろありま
す。当会も当初は、リモートでの開催も考えて始めた
ことでした。が、多少下火になった頃でもありました
ので、会場でのリアル参加と両建てでの開催としまし
た。コロナの影響をはまだまだ続くと思いますが、正
しく恐れ、賢く付き合い、人生をたのしみたいものです。
最後は、いつものように円陣を組み校歌斉唱とはいき
ませんでしたが、その場所で立って「山また山」を歌い
ました。
（高23回 野池 徹）

近畿長高金鵄会総会・懇親会
９月12日（土）17時から令和２年総会・懇親会を開催
いたしました。参加者14名、会場参加８名、リモート
参加６名。会場参加者は、コロナウイルスの影響で各
位２ｍ程離れて着席しました。リモート参加者は前方
スクリーンに映し出され、初めての試みでしたが臨場

高17回

同期会

昨年2019年に幹事クラスが最後まで回ったため、今
年は東京で開いて今後の方針を決めることになってい

近畿長高金鵄会

高17回
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ましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、対
面での開催は自粛となりました。また、長年にわたり
この17期同期会の世話をしていただいてきた、佐藤友
治さんが永眠されるという衝撃も受けました。
そのような状況下で、何とか17回生の集まりを、と
いうことで、インターネットによる開催を試みました。
おそらく同期会として初めての試みではないかと考え
ています。
11月11日
（水）の午前11時から約２時間にわたって、
夏目がZoomのホスト（主催者）となって実施しました。
参加者は13名で、写真はその集合写真です。自己紹介、
近況報告、ミニトーク「人工頭脳と人間頭脳～将棋名人
がAIに負けた原因を探る」
（話題提供夏目）を行い、最後
に佐藤君へ黙祷を捧げました。来年はぜひとも（長野ま
たは東京で）対面で開きたいですが、その場合もイン
ターネットで同時開催することで、長野、東京および
他の地域を結びたいという結論になりました。それが
この17回同期会を長く続ける上で重要と考えています。
このインターネットという方式が他の回期、班活動の
集まりをお考えの同窓生の方々にも参考になれば幸い
です。
（夏目雄平）

は民間団体へ出向中の職員もいるため、この会が発足
するまでは職員同士で顔を合わせたこともなかったり、
面識はあっても、お互いに長野高校の卒業生であると
いうことは知らなかったりという状況でした。
中でも、この千曲市役所金鵄会会員の中に、長野高
校の校長を務められた中村公雄先生（高24回）がいらっ
しゃったことに非常に驚かされました。
縁あって千曲市役所に就職し、この度、千曲市役所
金鵄会発足を機に交流の機会を持つことができたので、
今後は所属する部署や組織の枠を取り払い、交流を深
めながら連携やチームワークを図る場として、さらに
発展させていくことができればと思っております。
昨年の令和元年東日本台風災害、そして今年の新型
コロナウイルスと、昨今の世間を取り巻く状況は非常
に厳しい状況にありますが、それに負けないよう我々
は一致団結し、邁進してまいります。

（高58回 大月貴博）

千曲市役所金鵄会
令和２年、我が母校のある長野市の隣、千曲市にお
いて千曲市役所金鵄会が発起人の内田雅啓会長（高31
回）
のもと発足いたしました。
千曲市役所所属の長野高校卒業生は総勢10名。それ
ぞれ市役所内の様々な部署に配属されており、さらに

千曲市役所金鵄会

回期別対抗ゴルフ・コンペ
同窓会主催のゴルフコンペが９月26日（土）長野カントリークラブにおいて、
71名参加のもと新ペリア方式で開催されました。成績は下記の通りです。
○個人優勝
小野
清
（高24） グロス45 ネット34.2
個人２位
坂口 正行
（高34） グロス51 ネット35.4
個人３位
笠井 三郎
（高24） グロス44 ネット35.6
○団体優勝
高24
（小野清・笠井三郎・和田隆平）
団体準優勝 高34
（坂口正行・池田潔・植松悦夫）
団体３位
高11
（内山威・戸根川千尋・清水博）
団体４位
（高20）
／団体５位
（高23）
／団体６位
（高27）
団体７位
（高25）
／団体７位
（高29）
／団体９位
（職員）
団体10位
（高19）
／団体11位
（高13）

10

日新鐘
市民大学事業
古代史講座
公開講座

主催：科学研究費補助金
（基盤研究
（S）
「
）天皇家・公家文庫収蔵史料の高度利用化と日本目録学の進展－知の
体系の構造伝来の解明」
研究プロジェクト
（第１回～第４回・第６回）
・共催
（第５回）
東京大学史料編纂所
「天皇家・公家の文庫・宝蔵研究の拠点創設」
プロジェクト
（第５回）
於 金鵄会館 大講義室

続・古典を読む－歴史と文学－
「いま明かされる古代」
シリーズ45＆中世・近世
第1回

10月3日（土）

第5回

放送大学 教養学部 教授 ・ 東京大学名誉教授 近藤 成一 先生
「鎌倉時代の信濃武士の家族生活」－文永2年の裁許状を読む－

11月21日（土）

東京大学 史料編纂所 古代史科部門 教授 田島 公 先生
「天皇家や公家はどのようにして古典籍や古文書を伝えたのか」
－近世の天皇家と公家の文庫と火災－

第2回

10月17日（土）

立命館大学 文学部 日本史研究学域 教授
「古代僧の治病能力」－病と仏教の接点－
第3回

10月24日（土）

早稲田大学 文学学術院
「絵馬の起源を探る」
第4回

本郷 真紹 先生

教授

第6回

川尻 秋生 先生

第7回

12月19日（土）

放送大学 教養学部 教授 ・ 東京大学名誉教授 近藤 成一 先生
「鎌倉時代の信濃武士の家族生活」

11月7日（土）

－文永2年の裁許状を読む その2－

早稲田大学 文学学術院 文学部 美術史コース 教授 山本 聡美 先生
「古代絵巻に描かれた病と信仰」－「病草紙」に見る因果応報観－

結婚
相談室の
ご案内

11月29日（日）

東京大学大学院 人文社会系研究科
基礎文化研究専攻 美術史学講座 准教授 髙岸 輝 先生
「中世絵巻に描かれた霊地と国土」－王者と聖者の見た風景－

結婚相談室は平成９年に開設されました。かねてより進学・就職で都会に出て
しまう人が多く、出会いの機会を作ってほしいという同窓生からの要望があり、
金鵄会館の有効活用も考えて、同窓会で運営を開始しました。長野高校の卒業生
に限らず、どなたでもご利用いただけます。

１．相談日時
原則として木曜日のみ 10時〜 16時まで
２．相談員
現在、長野高校の同窓生である女性相談員２名が交代で勤めております。
３．申し込み方法 長野高校同窓会ホームページに詳しくご案内しております。
http://www.kinshi.org
ホームページ上から申込書・身上書をダウンロードするか直接同窓会事務局
までご請求ください
申込金
5,000円
４．会員数
延べ会員数 男性 511名
女性 776名
現 会員数 男性   28名
女性   30名
（平成２年４月現在）
延べ成婚数 31組（ここ数年、少なくなっています）
昨年度お見合い件数 ９件
５．相談室所在地・連絡先
〒380-0802 長野市上松1-16-12
一般社団法人長野高等学校金鵄会 金鵄会館内 結婚相談室
TEL 026-235-3822
（平日午後14時～ 19時）
E-mail dousoukai@kinshi.org
ご希望の方は、お気軽にご相談ください。ご本人でもご両親様からでも結構です。
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寄 贈 図 書

医療・福祉の総合情報誌

JAPAN MEDICAL SOCIETY
2020年６月号～12月号
野村元久氏
（高10回）
寄贈

小説 帳悦

中国の女子学生

著者 峯村純夫氏
（高15回）

私の戦記そして教師 長野県近現代史論集 検察官になるには

著者 河合義人氏
中澤 勝氏
（高16回）
寄贈

横山憲長氏
（高17回）
共著

N 氏。

中村正夫さんのコラムより

著者 飯島一孝氏
（高19回）

故 中村正夫氏
（高22回）
荻原 実氏
（高27回）
共著

犬と猫

ペットたちの
昭和・平成・令和

著者 小林照幸氏
（高39回）

ご寄付をいただきました。
八十二銀行
「地方創生・SDGs 応援私募債」
発行の際、引受手数料の割引分を地域の学校等に寄付できる制度を活用し、
下記の物品の寄付をいただきました。
◆令和元年度
長野高校Wi-Fi設備

10万円分

◆令和２年度
長野高校大型スクリーン

鈴木土地株式会社
代表取締役社長
鈴木隆治氏（高37回）

10万円分

株式会社エーシーエ設計
代表取締役
竜野泰一氏（高34回）



ありがとうございました。

長野高校吹奏楽班
OB・OG第52回記念定期演奏会

長高生だったあなたの、
あの日のあの時を お手もとに

「長高新聞」縮刷版

日 時 令和３年３月28日
（日）
13：30 開場／14：00 開演 入場無料
会 場 ホクト文化ホール 中ホール
曲 目 組曲
「展覧会の絵」
より／Ｍ.ムソルグスキー、
アルメニアンダンス パート１／Ａ.リード ほか
皆様のご来場、また多くの吹奏楽班OB・OGの皆様の
ご参加を心よりお待ちしております。
公式サイトURL https://nhb-obog.net/

CD２枚組 長高新聞１号～530号 頒価3,000円

令和元年度同窓会費（3,000円）の
ご送金をお願いいたします。

池田満寿夫ギャラリー

紙製約500頁 長高新聞527～668号
（1999年～2020年）
近日発刊予定 頒価未定
このセットで昭和23年の第１号から71年間の長高新聞の
紙面をすべてお読みいただけます。
お問合せは金鵄会事務局 dousoukai@kinshi.org

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。
）

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

①同封の振込用紙を使う
→ 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
→ 振込人氏名に回期をご記入ください。

事務局便り

・金鵄会館学習室の椅子を新調しました。平成９年の学習
室創設以来20年以上使用していた椅子が古くなり破損も
目立つようになっていました。そこで昨年の120周年記
念事業の募金残金を利用して、生徒用の椅子を84脚購入
しました。写真に見られるように綺麗で座り心地の良さ
そうな椅子ですが、いずれも新古品です。
・今年は新型コロナの影響で、同窓会総会ほか各地の同窓
会や卒業20周年をはじめとする各周年行事等も軒並み中
止になってしまいました。来年こそは、懐かしい会合が
各地で開かれることを願っています。
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