
創刊にあたり
　1912年、芦品郡立実科高等女学校の創設以来、旧制府中中学1921年（県立芦品中学校）開
校、1949年からの新制府中高校へと続く、母校の歴史は96年の長きにわたります。4年後の
2012年には学校創立100周年を迎えます。

　学舎を巣立ち遠く故郷を離れ、関東の地に進学あるいは就職・嫁いだ同窓生の数、おそらく
数千を超えると思われます。　現在、東京支部が維持管理している同窓生名簿は1600名余。
そのうち確実に住所が分かっている方々は1000名に及びません。　　　

　当支部では毎年7月に、支部総会と懇親会を行い、久闊を叙し、互いの活躍を讃えながら、
同窓の輪を拡げようとしております。年々高齢化が進み、個人情報保護の流れもあって、若い
世代の方々にお声がけできる機会が急速に減っております。

　一昨年の総会でのご提案、「会の活性化、若い世代の参加を増やし、会員相互に良い刺激を
与え、母校や故郷に何かしらの貢献ができれば」との思いで、このような会報の発行に到りま
した。今後とも皆様のご理解とご協力を頂き、細く長く続けて参りたいと願っております。
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新支部長　紹介
32年卒（高8回）　藤岡康宏

こころの故郷
　昨年７月の総会で支部長を仰せつかりま
した。５０代半ばを過ぎて北海道から東京に
戻って来ました。同窓生に暖かく迎えられ、
どれだけ励まされたかわかりません。広島県
立府中高等学校。その学び舎は私にとって青
春の原風景、こころの故郷です。時代に合う
同窓会にしたいと思います。よろしくお願い
致します。

新幹事長　紹介

35年卒（高11回）　小川英光
　　同窓会は未来のために
　同窓会は、我々自身がより豊かになるた
めの集まりではないでしょうか。
先輩の方からは味わいのある生き様を学び、
後輩の方からは若い情熱を分けてもらいま
しょう。
他者の幸せをともに喜び、他者の哀しみをと
もに悲しむことによって、お互いにより豊か
になることができます。そのような機会を与
えてもらえるのが同窓会です。

FUCHU
同 窓 会 東 京 支 部 会 報

昨年　平成19年総会・
懇親会のご紹介
当日の様子と、出欠ハガ
キの近況報告です。
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同窓生寄稿
29年卒（高5回）澁谷（高橋）道尚さん
平成8年卒（高47回）石橋　豊さん

同窓生紹介
32年卒（高8回）城戸（高橋）我夜子さん
60年卒（高36回）村上　彩子さん
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今年　平成20年のご案内
39年卒（高15回）、49年卒（高
25回）、59年卒（高35回）が当
番幹事ですが、今年は49年卒が
中心になって企画・運営しま
す。
19年の当番幹事からご挨拶
38年卒（高14回）佐藤　義雄さん
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府中の今　会報発行の経緯
配布数、来年の当番幹事年
次　編集後記
府中二中と近隣小学校が小中一貫
の「府中学園」となり、2008年4
月からスタート。
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昨年（2007年）の
総会・懇親会の様子
総会の後は、

34年卒（高10回）
の、藤原稔由さん
（元アゼルバイ
ジャン全権大使）
から、「トルコの
魅力について」講
演を頂きました。
（新市町出身）
　--------外務省に
足かけ40年勤務。
その間外国勤務は24年間、国内勤務は16年
間。外国勤務は4カ国（トルコ、米国、カナ
ダ及びアゼルバイジャン）専門分野として
は、トルコ、コーカサスおよび中央アジア地
域のいわゆるシルク・ロード地域です。
　最後の外国勤務はアメリカとコーカサスで
平成11年からカンザス･シティ総領事、つい
でアゼルバイジャン大使として勤務し、平成
16年10月退職しました。

乾杯の前に、60年卒
（高36回）の、村上
彩子さんのソプラノ
独唱。本部同窓会の
小野副会長（35年卒　
高11回） と。

更に57年卒
（高33回）
の皿田泰二
さんが、和
太鼓を勇壮
にうち響か

せてくださいました。
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掛江　正弘
（前）支部長（28年卒　高4回）
役員交代の発議がありました。

府中高校から来賓として、昨年着任さ
れたばかりの世良副校長にご挨拶頂

き、今の学校の様子をうかがいました。

　　　府中中学卒の大先輩方  30年卒（高6回）の皆さん

当番幹事年の48年（高24回
の皆さん 
 

遠く富山からの参加もあった、52年卒
（高28回）の皆さんはワインで乾杯。

今年は、
卒業年次だけではなく、後半は出身中学別でテーブル
を囲み、懇親の輪を拡げました。

最後は、府中中学、高校の校歌を斉唱して終了。



皆様の近況（2007年6月頃）
　　　　　敬称略（括弧は旧姓）

旧制府中中学
昭和13年卒

・延藤　安男
当方健在です。皆様のご健康とご多幸を祈
ります。

昭和17年卒
・横藤田　正　柔道部　銃剣術部
幹事さん、何時もお手数を煩わして恐縮で
す。長い間、府中に帰りませんが、5年間
10kmの通学がなつかしく思い出されま
す。

昭和19年卒
・勝場　則臣
昨年は、出席予定のところ、庭の手入れの
為、3ｍの脚立から落下・骨折の為出席で
きず残念でした。
・門田　晟
最年長組に入って来た模様に付、出来る限
り頑張って出席しましょう。

昭和20年卒
・桑田　喜久己
幹事の皆さん、毎年お世話になります。
・橘高　大典
「戦艦大和」に呉の学徒動員先で乗艦した
思い出は、平和な今でこそ。二度と殺し合
う戦争は孫達の為にも避けなければ。
・田原　順三  剣道部
昨年脊椎管狭窄症と白内障の手術を致しま
した。目下三本足で歩行訓練中です。盛会
を。
・桑田　健市
寝たきりになってしまいました。今後は参
加不可能と思います。
・内田　秀志
脳梗塞で19年目を迎えております。体調良
くないので欠席します。みなさんに宜し
く。
・永倉　英資
変形性頸椎症で歩行が少々困難になりまし
た。今後参加不可能ですので、名簿から除
外いただければと思います。盛会を祈りま
す。

昭和22年卒
・大塚　欣二

仕事も止め、近くのゴルフ場にてノンビリ
ゴルフ等やってます。
・田中（森田）毅
病気入院中の為、残念ですが欠席します。
・高西　忠司
元気で過ごしております。当日所用があり
欠席致します。
・小林　章人
都合悪く欠席します。会のご繁栄を祈りま
す。

昭和23年卒
・山中　玄造
平成7年以降、悪性黒色腫（メラノーマ）、
重症感染症による多臓器不全、前立腺が
ん、そして今年3月の心筋梗塞と四つの大病
を、何とか克服しました。福山から出てい
る郷土誌「備後春秋」6月号は休筆しまし
た。
・河面　貢
未だ元気ですが、いささか高齢になりまし
たので、静かに暮らしております。盛会を
・久保井　和雄 バレー部
最近腰を痛め、歩行に不自由しております
ので、今回は欠席します。幹事の皆様に感
謝いたします。

昭和24年卒
・藤井　尚
幹事様ご苦労様です。当日お世話になりま
す。宜しく御願いします。
・福元　克治
体調が悪く、入退院の繰り返しです。盛会
を。
・木村　成幸  柔道部
狭心症の為、バイパス手術を受け、なんと
かやっています。2ヶ月に1回通院していま
す。
・桑田　勝利
今後通知など、省略会員に移行下さい。

府中高女
昭和23年卒

・梅田（佐藤）美智子
いつも欠席で申し訳なく思っています。丁
度この時期は私の方も発表会と重なり、ど
うにも余裕が無く・・・・。盛会になりま
すように。

昭和24年卒

・高田（井上）静子
ご案内ありがとうございました。

新制高校
昭和25年卒（高1回）

・鈴木（宇野）洋子 生物部
同窓会をお支え下さって感謝します。今回
既に予定があり、欠席します。会が益々祝
福されますようにお祈りします。
・新井　満　高2早稲田高校に転入　大連中
残念ながら、元勤務していた会社のＯＢ会
を同日開催し、引率しますので、参加出来
ません。同期の皆様によろしく。
・小川　功
開催案内を頂くだけで、出席した気分に
なっています。会報ありがとうございまし
た。
・谷口（永久）千代美
いつもいろいろお世話下さりありがとうご
ざいます。今回は都合悪く欠席させていた
だきます。

昭和26年卒（高2回）
・服部　守弘
病気の為、１人で歩けません。残念です。
・後藤　朋智　陸上競技部　生物部　誠之館中
白内障の手術の為、出席できません。同期
に宜しく。
・宅味　大治 　バレー部、音楽部（合唱）
会報準備号楽しく読みました。幹事さんの
ご苦労に感謝します。このところゴルフの
練習に熱を入れています。本番のスコアは
思ったほど反映しませんが・・・。
・甲斐　昭次
母校と同名の市に住んでいます。両市は同
名のよしみで交流されたことがあり、市役
所にはヘリコプターが飾ってあります。トル
コのお話楽しみです。
・森田　祥一
今回は都合悪く欠席します。ご盛会を。
・佐藤　吉彦　　映画部
ご出席の皆さんに宜しくお伝え下さい。

昭和27年卒（高3回）
・鹿見　恒夫　　　戸手実業併設中学
会報創刊準備号拝見しました。同窓諸兄姉
のご活躍とてもうれしく思っています。会場
の片隅でもと思いましたが、卒業後55年経
過しており、勇気が出ませんでした。
・助迫　邦利　　　バレー部
マイペースでわがままに毎日を過ごしていま
す。
・藤田　靖
会報楽しく拝見しました。会の発足時から
念願していた三つのうちの一つが実現した
ことに心から拍手を送ります。会の発展の
為に大きな力を発揮することと思います。
関係者の努力にお礼を申し上げます。

昭和28年卒（高4回）
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・桑田　弘也    二中
今回は特にいろいろと送っていただき感謝
しております。
・千葉　薫三　　陸上競技部  中央中
狭心症で通院しています。盛会を祈ります。
・水島　恵子    二中
いつも欠席ばかりで申し訳ございません。
体調を崩しており、外出がしんどい年にな
りました。盛会を祷っております。
・長久　雄三　　　　　　　　網引中
ご案内ありがとうございます。今回都合に
より欠席致します。ご盛会を祈ります。
・橘高　泰司 （本部同窓会会長） 一中
本年も欠席になり申し訳なく思っていま
す。小野副会長が出席しますので、宜しく
御願いいたします。東京支部同窓会の盛会
をお祈り申し上げます。

昭和29年卒（高5回）
・宇野　文也
出席を楽しみにしておりましたが、急用が
でき残念ながら欠席致します。
・尾高　壽俊　　　　　　　　　　二中
残念ながら先約があり欠席致します。ご盛
会を祈念致します。
・湯谷　志津夫　　　　　　　　　芦田中
皆様お元気にご出席の事と思います。昨年
欠席しました。今年も同じ日に別の予定が
入り欠席致します。
・枝廣　幾悦  野球部  二中
開催当日、他に行事が入っており、参加で
きないことをお許し下さい。
・佐藤　詔三 　　科学部　外語部　中央中
義理を欠かせない日程と重なり、今年も欠
席となりました。盛会を祈念します。
・正武迫　英明　バレー部　地歴部　二中
07年6月より抗ガン剤による治療に入りまし
た。体調がすぐれませんので、欠席いたし
ます。昨年再会を求めた皆様には失礼いた
します。会社も任期満了となり、気楽にな
りましたが、体が不調では少し残念です。
でも自由勝手に47年間勤務出来たことは幸
でしょう。
・澁谷（髙橋）道尚
生憎欠席です。丁度この時期は、ＪＡＦの
モータースポーツ全日本ラリー選手権第6戦
とＦＩＡのアジアラリーチャンピオンシッ
プとの併催で、ＦＩＡの方の審査員として
派遣される事となっております。私はモー
タースポーツに関わり約50年です。盛会を
祈念しています。
・田中　忠夫　　ブラスバンド　　河佐中
2年連続で姉が亡くなり、出席が欠席になり
申し訳ありませんでした。今年は出席でき
ると思います。楽しみにしています。
・寺地（高山）敏子   一中
幹事の皆様お世話になります。年を重ねる
毎に同窓会を楽しみにしています。
・森信　節子　　生物部  二中

年も考えず、今スキューバダイビングに夢中
になっています。海中の世界は癒やしの空
間です。なかなかうまく写真が撮れないの
ですが、魚と一緒に泳いでいるだけで楽し
い。ダイビング仲間では最年長、いたわって
もらっています。

昭和30年卒（高6回）
・吉村（小埜）臣令　映画部　弁論部　中央中
例年以上の充実した内容の会であり、是非
出席したかったのですが、家族が入院の
為、残念ですが欠席します。　幹事のご苦
労に感謝いたします。
・高辻　知義    一中
私は附属出身なのですが、同期の会には良
くでています。（府中一中出身）附属の同
窓会「オリーブ会」の東京地区会長を務め
ています。
・宮野　稜生 　地歴部  三川中
若い方々の参加を如何にしてゆくかが、今
後の課題でしょう。皆様の努力に大いに感
謝します。
・田中（大江）洋子　英語部  中央中
創刊報準備号をいただき、関西在住の、又
府中在住の同期の人に見せましたところ、
東京の方々は熱意をもってやっていると返
事が来ました。私は今年出席のつもりでい
ましたが、故郷に見舞いのため帰省するこ
とになり、当日の予定があいまいです。
・田里（湯藤）幸子 文芸部  中央中
お世話をかけ、ありがとうございました。
・戸田　裕    品治中
幹事役ご苦労様です。体調を崩し出席出来
ません。皆様に宜しくお伝え下さい。
・桑田（住田）澄江   二中
いつもお世話になります。主人、桑田弘也
（28年卒）は毎年出席しております。ご盛
会をお祈りしております。

昭和31年卒（高7回）
・宮奥　禎造    二中
・灘尾（立神）邦子   二中
・河原（尾高）順子   二中
・桑原（下川）啓恵　書道部  中央中
申し訳ありませんが、同日福山で同期会が
あるため、今回欠席させていいただきま
す。
・宮川（神野）美代子　卓球部 二中
ご出席の皆様に宜しくお伝え下さい。元気
でおります。
・山崎　令氐    一中
毎年参加してきましたが、本年は残念なが
ら都合がつきません。
・井本　昌樹    一中
ご盛会をお祈りいたします。同窓会がいつ
までも存続しますよう、宜しくお願い申し
上げます。
・野田（小林）博子   二中
今年の幹事役お世話になります。出席出来
なくて残念です。皆様のご健勝を願ってい
ます。

昭和32年卒（高8回）
・磯西（河本）フミコ　ソフトボール　一中
欠席の返事をする時ほど、心寂しく感じま
す。「7月7日」なんて良い日と・・。でも
欠席だな・・。私のサークルイベント“たな
ばた祭り”・・・。ふる里を思い、友を思い
ながら、当番幹事の皆様に“お礼”を申し
て。
・甲斐　光生  柔道部  二中
自分の人生への諦観と肯定を繰り返しなが
ら母校で学んだ清純な心を失うことなく、
人生の最終章へ向かって最後まで貫き通す
覚悟です。諸先輩のご活躍をお祈りします。
・中野　昌雄    二中
同窓会費は相応の負担をすべきと思いま
す。
・戸田　豊    中央中
2007年末までオーストラリアブリスベンに
来ており、年末帰国の予定です。残念です
が今年は欠席いたします。
・鴨田　卓爾    阿字中
病気療養中の為出席できません。いつもあ
りがとうございます。ご検討をお祈りしま
す。
・神田（細井）通子   河佐中
今年は出席できませんが、そのうち出席し
たいと思います。
・三谷　明（福山支部支部長）
お招きいただきありがとうございました。
ご盛会をお祈りいたします。皆様に宜しく
お伝え下さい。
・松岡　寿昭    二中
いつも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。

昭和33年卒（高9回）
・長谷川　晋朗 卓球部  二中
久しぶりに出席させていただきます。皆さ
んに会えるのが楽しみです。
・有地（河野）恭子   一中
幹事様ありがとうございます。忙しくしてい
まして、友と連絡を取っていないまま、6月
になってしまいました。参加は次回とさせ
ていただきます。
・豊原　憲二    二中
ご盛会を祈念申します。
・楢﨑　洸（広島　府中）音楽部 一中
企業ＯＢの会合あり、欠席させていただき
ます。会のご盛会を祈念致します。今回幹事
の皆さんの諸準備に御礼申し上げます。
・毛利　禎次    中央中
何かとお世話になりありがとうございま
す。他に予定があり、申し訳ありませんが
欠席します。今後とも引き続き宜しく御願
い致します。皆様に宜しくお伝え下さい。
・岡脇（岩下）光枝   一中
母の三回忌の為、府中に帰省しますので、
出席できないのが残念です。どうか楽しい
ひとときをお過ごし下さい。
・浅野　恭行（大阪）  二中
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思えば来年で府中高校卒業して50年になり
ます。来年こそ是非出席させてもらいたい
と思います。
・城戸（古川）通子   二中
今年に入り家族が体調を崩し、介護に明け
暮れております。申し訳ありませんが、欠
席いたします。皆様のご健康をお祈り申し
上げます。

昭和34年卒（高10回）
・藤原　稔由    中央中
当日どのようなお話をしたらよいか考えて
おります。当番幹事には大変お世話になり
ます。
・菊岡　
隆 
野球部  
 
二中
非常に楽
しみにし
ておりま
す。WIFE
共々宜し
く御願い
します。
・見平　
逸二  
 常金丸中
都合により申し訳ありませんが欠席致しま
す。ご連絡ありがとうございました。
・鈴木　晥之  演劇部  一中
折角の機会でありますが、私事都合があり
出席できず申し訳ございません。ご盛会を
・永谷　喜二  珠算  中央中
3月10日に入院して5月に退院、計68日間。
生まれて初めての長い入院でした。（脳梗
塞）　今度の弁士の藤原閣下（通称）は中
学生からの親友であります。多分高校始
まって以来の大使誕生と思います。
・佐藤　紀子  音楽部  二中
体調崩しており、欠席します。

昭和35年卒（高11回）
・小野　公子（本部同窓会　副会長）一中
ご案内いただき、ありがとうございます。
二年ぶりに皆様にお会いできるのを楽しみ
にしております。
・唐川　安弘    中央中
故郷へのボランティアとしての希望、アン
ケートに加えてください。「ふるさと納
税」は発案されている時節です。金に加えて
行動も。
・角倉（大橋）千代江  二中
予定が入っておりまして、欠席させていた
だきます。皆様どうぞお元気で。当番幹事
の方々、ご苦労様です。お世話になりまし
た。
・堀内（宮下）よしみ　茶道部　常金丸中
都合がつかず欠席させていただきます。

昭和36年卒（高12回）
・太田（佐藤）　恵子  二中

妹と一緒に出席するつもりでしたが都合が
つきません・・・。次回出席いたします。
・買原（木下）雅恵 美術部  二中
4月、50年振りの中学同窓会に帰省しまし
た。なかなか思い出せなくて・・・。帰宅
後にやっといろいろな方の事を思い出し、
もっと話したかったと・・・。昔に戻るこ
とが出来、楽しかったです。
・橋本（金尾）洋子  常金丸中
7月は次女がロンドンに発つ予定で残念なが
ら引っ越しの手伝いです。ご盛会を。
・日下　俊弘（奈良市）  金丸中
田舎の仏事と重なり出席できません。一昨

年福山に自
宅を新築
し、奈良と
福山を往復
する生活で
す。2008年
春には福山
に帰る予定
です。今回
で退会しま
す。ありが
とうござい
ました。妻　
寛子（清

水）（39年卒）
・阿部（長谷川）範子　バレー部 二中
いつもお世話いただきありがとうございま
す。
・鎌倉　康夫    二中
詳しい連絡を頂きました、お礼申し上げま
す。所用がありまして残念乍ら欠席致しま
す。
・坂本　幸喜　　バレー部  二中
今回は楽しみな企画、ご苦労様です。とて
も残念ですが、所用により今回は欠席とさ
せていただきます。
・坂本（赤毛）和子   二中
主人同様に所用の為今回は欠席とさせてい
ただきます。
・広川　克郎    一中
会の大成功をお祈り致します。
・森　主計彦    二中
一昨年の幹事をやらせていただきました。
盛大な会になります事を祈念致しておりま
す。今回は都合がつかず欠席させていただ
きます。

昭和37年卒（高13回）
・朝野（山中）睦子　　　排球部　河佐中
喜んで参加致します。お世話をしていただ
き、感謝しています。
・金田　邦彦  　  中央中
今までも大変だったと思いますがこれから
当日までまた、なにかとご苦労の多い事と
思います。無事故、大成功をお祈り致しま
す。同級生にも声を掛け合って参りたいと
思います。
・服部　治　    一中

当日抜けられない所用があり、出席出来ま
せん。悪しからずご了承願います。幹事の
皆様のご苦労にお礼申し上げますととも
に、盛会をお祈り致します。
・森（服部）由美子   二中
ご案内ありがとうございます。残念なが
ら、予定が重なりそうですので、欠席させ
ていただきます。ご盛会を心よりお祈り致
します。
・政近　裕    二中
当日は私用の為、残念ながら欠席します。
会の発展成功を祈念しております。
・前川（紙本）暁子 体操部  二中
幹事様ご苦労様です。大変申し訳ありませ
んが予定が入っていて行けません。
・田辺　泰治  柔道部  二中
2～3年来体調崩しており、外出がままなら
ず申し訳ありません。ご盛会を。
・吉津　宜英
今年度も駒澤大学学生部長として忙しくし
ております。
・前川（白井）雪子   二中
老親の介護をしており欠席します。盛会を
・山崎　重人    二中
先日府中の町を約3時間歩き廻りました。古
い家が多く、シャッター通りが続いていま
した。「恋しき」が営業していたのは喜び
でした。
・田辺　潔    二中
初めての参加です。楽しみにしております。
・松岡　忠勝  経済研究部 一中
62歳から茅場町で働いております。盛会を
・吉田　憲司  書道部  中央中
順子（旧姓　鞆津）が存命なら一緒に幹事
役をしていたと思うと、10年前が懐かしく
思い出されます。協力させていただいてう
れしいです。

今年も、37年卒（高23回）吉田憲司さ
んが書いてくださいました。
・斉藤（北浦）美智子  二中
現役で働いています。役員の皆様、大変お
世話になっています。
・黒木　武彦　   中央中
野暮用の為欠席します。盛会となります
様。
・出原　靖弘  野球部  中央中
行事が重なり欠席致します。ご盛会を。
・河村（土永）恵子   二中
欠席で申し訳ありません。

昭和38年卒（高14回）
・菊岡（佐藤）博子   二中
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何もお手伝いできず、せめて出席だけはす
るつもりです。
・久保川　守　バスケット  一中
ささやかではありますが、当番幹事として
ご奉仕させていただきます。
受付の準備をする38年卒（高14回）の

みなさん

・田中（石岡）美智恵  一中
腕前を見に行きますよ
・樋口（加藤）ヒトミ  上下
お手伝い出来ることがありましたらお申し
付け下さい。
・楢崎　昌哉    一中
お世話になります。
・門田（藤井）満江 演劇部  二中
お忙しい中、幹事の打ち合わせ等本当にご
苦労様です。盛大な同窓会になりますよう
に。
・小野（佐藤）美枝子  一中
幹事の方にはお世話になります。
・小田　史人  ソフトテニス 二中
今年も週8時間アルバイト的に高校に通っ
ています。期末考査と重なったことと、夏
の高校野球応援のため次の機会を楽しみに
しています。
・佐藤（千葉）清子 音楽部　常金丸中
本来なら是非出席したいのですが、仕事
上、土日が一番忙しいため悪しからず。
・松田（石川）登美子  二中
62歳になりますが、私自身60歳と思えず、
まだ若者の中に入っていける感じです。世
間を知らない部分があるので、そう自分勝
手に思うのかも知れませんが。元気で主人
と旅行しています。コーラスも頑張ってま
す。
・山本（小森）芙美子 生け花部　二
中
当日行事と重なってしまい、お手伝いもで
きず心苦しく思っています。幹事のご苦労
が実って、盛会に終わりますように。

昭和39年卒（高15回）
・森　重利（府中市にもどる） 二中
母（89歳）が入院の為、欠席いたします。
皆々様の益々のご発展とご健勝をお祈りい
たします。
・角谷（平地）和子  音楽部　二中
本当に申し訳ありません。友人の演劇の会
を優先したいと思います。会報とても楽し
く読ませていただきました。次号が待たれ
ます。
・下　勝（名古屋）　剣道部 協和中
高校卒業以来勤務したユシロ化学を退職
し、43年間のサラリーマン生活に終止符を
打ちました。通信費を考えれば、メールア
ドレス登録したらどうですか？
・飯田　幸子    二中
1978年～1999年まで横浜で生活していま
した。その間1度お誘い頂いたのですが、
都合悪く参加できませんでした。それ以来
連絡しなくなって今に至りました。子ども
たちも横浜、川崎に居りますので、呼び掛
けあれば是非参加したいと思います。
・河合　諄一    二中
府中への帰省を繰り返しています。第2土曜
日なら出席出来たのですが・・。残念で
す。
・日下（清水）貴子　（奈良市）
・・・2008年春には福山に帰る予定です。
（36年　日下氏　奥様）
・村上（倉田）幸子 卓球部  中央中
生憎この日は田舎に帰省します。
・根岸（長谷川）貴美子　速記部 協和中
他用あり出席できません。盛会をお祈りし
ています。
・髙山（佐々田）芙美子  二中
いつも案内いただきありがとうございま
す。
・重見　成美  書道部  二中
当番幹事の皆様ご苦労様です。盛会を。
・小林　允    二中
60才過ぎて大学の同窓会、親類の米寿の祝
い等々あり今回欠席させていただきます。

昭和40年卒（高16回）
・大津（国見）倫子　　　　　　　　二中
長い間お世話になりました。近々転居の予
定でございます。厚く御礼申し上げます。
益々のご盛会をお祈り致します。
・髙島（山崎）明子　　　書道部　一中
「東京支部会報」　同窓会の様子や故郷が
思い出され、懐かしく・・。急に身近に感
じました。ご苦労された皆様にとても感謝
しています。ありがとうございます。
・戸田（江種）伸枝　　　　　　　中央中
60才になり、ますます故郷が偲ばれるこの
頃です。皆様、広島弁でなつかしいひとと
きをお過ごしなさいますよう。
・山村（鎌倉）民枝　　　　　　　三中

毎回おハガキいただきながらなかなか都合
つかず、出席できず残念です。今年も地元
の行事と重なり欠席します。
・中山　正千代　　卓球部　　御調一中
60才になりましたが、まだフルタイムで元
気に勤務しています。
・松岡　浩四郎　　　　　　　　　　二中
2007年3月末　定年退職致しました。
・錦古里（佐藤）素子　珠算部　　　二中
会報楽しく読ませていただきました。今年
は丁度娘たちの所（シンガポール）に行く
ことになっており、残念ですが欠席しま
す。幹事さん大変でしたでしょう。ご苦労
様でございます。
・松田（皿海）久子　　　　　　　芦田中
先日10数年ぶりに友人が電話をくれまし
た。「今度、広島に帰ってこん？」と。
嬉しくもあり、懐かしくもあり。話題は年
老いた親の事、年頃（過ぎた？）子供のこ
と、自身のこと、と尽きませんでした。
“高校時代に仲良くしてくれてありがとう”
デス。“電話をくれてありがとう”デス。
・齊藤（近藤）登美子  三中
どうしても行かねばならないところが出来
てしまいました。皆様によろしく。
・長谷川　民雄   二中
出席できず申し訳ありません。

昭和41年卒（高17回）
・飯尾（杉原）邦子　　　　　　　二中
いつもお世話になりまして本当にありがと
うございます。府中の町、府中高校での楽
しい思い出を今も大切にしております。皆
様のご多幸とご健康をお祈り致します。
・大倉　正雄　　　　　　　　　中央中
東京支部会報の発刊を楽しみにしていま
す。
・徳毛　誠治　　　　　　　　　一中
同期の木下さんに今後案内を御願いしま
す。
・本宮（森田）順子　　美術部　中央中
藤原稔由様に40年振りでお会いできると
思って今からわくわくしております。トル
コのお話楽しみにしています。
・三浦　喬   二中
別件あり残念乍ら欠席します。皆様によろ
しく。

昭和42年卒（高18回）
・奥田　操　　野球部　化学部　　芦田中
この時期は平塚の七夕で、私は趣味の将棋
で七夕将棋大会を主催するため、不参加と
させていただきます。
・田渕（山森）ふみ子 神石一中
丁度この時期、旅行を計画しておりまし
た。盛会をお祈りしています。

昭和43年卒（高19回）
・小林　寛治　　　写真部　　　二中
当日海外出張の予定です。
・佐藤　聖治
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軽い脳梗塞で、半身不随まではいかなかっ
たが、手にしびれあり、字が書けません。
・平井　国男　　　　柔道部　　　駅家中
北海道に単身赴任中です。
・鈴木（藤井）瑞惠　　　　　　　御調中
毎年の事ながら、この時期は、一学期の成
績処理のため出席出来ません。盛会を。
・三島（八藤後）久美子　地歴部　三中
お世話になってばかりで、申し訳ないで
す。父母が高齢となり、なかなか外出が出
来なくなりました。
・松岡（河面）ひろ子  二中
今年は都合我悪く欠席致します。

昭和44年卒（高20回）
・宮﨑（松坂）千代子  二中
今年も楽しみにしております。幹事の皆様
お世話になります。
・門田　博文　　地歴部　三和小畠中
個人情報保護法に配慮願います。
・能見　栄一郎  二中
ご連絡ありがとうございました。皆様によ
ろしくお伝え下さい。
・横山　茂樹　　　　水泳部　　神辺中
記念講演等大変興味深いものですが、残念
ながら出席できません。（幼児～高校生・
浪人生までの塾をやっているため、土曜日
が一番忙しい日にあたります）特に7、8，
9月は席を外すことができません。
・山森　克史　　　　　神石第一中学
皆様のご健勝をお祈りします。そろそろ老
いを感ずる年齢に入りつつあります。
・宮﨑　孝直 　　　排球部　　　二中
2007年4月にシンガポールから帰国しまし
た。もう海外勤務はないと思いますので、
これからは参加させていただきます。
同期の藤広信良君も参加します。
・掛江　実　　バレー部　　一中
2006年7月北九州の会社に出向しました。
2007年6月社長に就任し、挨拶回りの際に
同窓会に出席する予定でしたが、調整でき
ず、スミマセン。掛江前支部長、谷口元支
部長に宜しくお伝え下さい。盛会をお祈り
致します、

昭和45年卒（高21回）
・君島（橘高）郁美　体操部　一中
母の具合が悪く欠席します。
・網野（坂口）千恵子　　放送部　二中
私の叔父が府中高校の第一期生でした。
代々府中高校卒業、みんな誇りを持ってい
ます。同窓会でお会いした先輩方からもそ
う感じられ、立派な人生を歩んでいらした
方々ばかりと感じております。
・細川　修宏（福山支部幹事長）　油木中
今年も盛大に開催されます事をお祈り致し
ます。
・品川　滋邦  音楽部  二中
来年を楽しみにしております。

・桑田（山崎）玲子   二中
折角のご連絡ですが、歯の治療中で欠席し
ます。また御願いします。

昭和47年卒（高23回）
・三上（黒河）温子 放送部  二中
地元にいる老両親とも卒業生の為（大正15
年生まれ）もしかしたら当日二人を伴った
出席になるかもしれません。
・田中（橘高）加代子 演劇部　一中
当番幹事の皆様お世話になります。当日を
楽しみにしております。大勢の参加があり
ますように。
・影山　修一  音楽部  二中
幹事役は大変だと思いますが、よろしく御
願い致します。
・岩田　功  剣道部  中央中
当日楽しみに参ります。
・今川　修吉  軟式庭球 二中
幹事の皆様ご苦労様です。今年も多くの
方々に参加いただき盛会になりますよう。
47年同期にも声を掛け、できるだけ多く参
加できるよう努めます。
・前場（池田）尚子　習字　華道部　中央中　
先日は会報に拙い私の文章を載せて下さい
まして、感謝致します。本来なら万難を排
して出席せねばならない所ですが、相変わ
らず忙しく、欠席致します。本当にありが
とうございます。
・加藤（佐藤）仁美
6月27日までに確定します。
・遠藤（小林）享子　バスケット部　中央中
毎年申し訳ないのですが、バスケットの試
合の期間中の為、負ければ出席できるとい
う形が変わりません。当日突然でよければ
出席させていただきます。
・林（水田）直美 音楽部、文芸部　一中
今回は申し訳ありません。
・藤原　善充   常金丸中
前年は当番幹事でしたので、幹事様のご苦
労がよく分かりました。今回はどうしても
外せない用事で欠席とさせてください。
・後藤　輝明    駅家中
盛会を祈念しております。

昭和48年卒（高24回）
・恩田（横山）和美 バレー部 駅家中
参加させていただきます。
・田部　啓治    二中
会が盛大になる様微力ながら協力致しま
す。
・旗手（後藤）洋子   
電話でたびたびお心配りをいただきありが
とうございました。
・佐藤（浦上）廣子  生物部 　一中
連絡ありがとうございました。
・東（小田）千明 書道部  芦田中
都合がどうしてもつかず。ごめんなさい。
47年卒（高23回）新林さんの紹介

で63年卒（高39回）の池上さんから

頂いた、広島へのＵターンや、Ｊター
ンの情報誌を展示しました。
他にも、当日出席年次の卒業アル

バムや、府中本部同窓会の総会次第を
展示しました。

昭和49年卒（高25回）
・伊能（豊田）幸子　陸上部マネージャー　二中
同窓会の為に労を担っていただいている
方々、寄付していただいた方々に申し訳な
い思いと、感謝の気持ちで一杯です。
盛会をお祈り致します。
・渡辺（大場）緑　　　　　　駅家中
私は病気の為卒業が1年遅れましたので、
同窓生と言ってもあまりよく分かりません
が、当日楽しみにしています。
・小川　満行　　サッカー部　加茂中
幹事様ご苦労様です。厳しい環境の中で努
力しています。この同窓会には一回しか出
席しておらず申し訳ありません。
・原田　忠則    神辺中
ご案内御手数お掛けします。次回の集まり
を楽しみにしております。
・橋本　雅文    二中
所用の為欠席致します。折角のご案内です
が、申し訳ございません。皆様で楽しいひ
とときを。
・高山　稔  水泳部  駅家中
皆様に宜しくお伝え下さい。

昭和51年卒（高27回）
・中山ひとみ　　　放送部　 加茂中
当日は大阪の松竹座に芝居見物に参りま
す。チケットの変更が効かないため、今年
は欠席します。来年以降も宜しく御願い致
します。ご盛会をお祈りします。

昭和52年卒（高28回）
・寺腰　妙子 　富山市からの参加
・矢倉（佐々田）靖子 テニス 　二中
会報楽しく拝見しました。同期に声掛け合
い参加したいと思います。
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・花山（楳田）照子  卓球部 　二中
会報ありがとうございました。当日楽しみ
にしております。
・連下　佳代子 新聞部  中央中
ご案内ありがとうございました。皆様にお
会いできること楽しみにしております。
・芥川（横山）容子 バスケット部 二中
途中からの参加となりますが、よろしく御
願いします。
・滝口（中山）洋子 バレー部　広島観音中
幹事ご苦労様です。よろしく御願いしま
す。
・高尾　幸江  音楽部  二中
よろしく御願いします。
・江草（井上）恵美子  駅家中
いつも欠席で申し訳ありません。会報、主
人と二人で楽しく読ませて頂きました。写
真に同級生の姿もありとても懐かしかった
です。ありがとうございました。
・原田　実能 　　　　音楽部　　二中
茨城に住み始めて15年になりました。同窓
会の会報を拝見しながら、懐かしい顔、懐
かしい学舎、体の奥にしみついた広島弁を
思い出し、元気と勇気が溢れてきました。
ありがとうございます。
・亀山（菊岡）澄美 音楽部  二中
今年もよろしく御願いします。
・神谷　達也  空手道部 二中
都合で欠席致します。申し訳ございませ
ん。皆様に宜しくお伝え下さい。

昭和53年卒（高29回）
・高橋（真田）登美子　男子バレー部マネージャー
予定を調整してみましたが、少し無理でし
たので、欠席させていただきます。

昭和54年卒（高30回）
・土屋（池口）貴子  三和　小畠中
以前から計画していた旅行の日程と重なり
出席出来ません。幹事の皆様ありがとうご
ざいます。次年度以降は都合つけば出席し
たいと思います。
・石田（三好）京子   駅家中
毎年連絡頂いておりますが、なかなか出席
することが出来ずスミマセン。大学進学か
ら今まで関東に住みついています。その
間、偶然見かけた同級生が1名、ばったり
出合わせた同級生が1名。偶然ってあるも
のですね。
・永野（藤井）智子   加茂中
すばらしい会報ありがとうございました。
とても懐かしく　楽しく読ませて頂きまし
た。
・坪井　正博　テニス  一中
今年も所用の為出席できず残念に思ってお
ります。現在東京医科大学病院の呼吸外科
に在籍し肺癌の診断・治療に携わっていま
す。縁あって2007年5月23日府中医師会で
講演させていただきました。

昭和55年卒（高31回）

・石原（唐川）ひろみ　陸上部　茶道部　二中
連絡が来るといつも懐かしくて嬉しくなり
ます。前回は門田先生がいらっしゃるとい
うので、3年1組で担任だったので、お会い
したかったのですが、都合つかず残念でし
た。その時の写真の写っている会報が送ら
れてきて、本当にありがとうございまし
た。同期の人達と連絡とって会いたいなー
と思います。
・平田　俊司  バレー部 来見中
毎年ご苦労様です。今後ともよろしく御願
いします。

昭和56年卒（高32回）
・永久　徹   中央中
どうしても調整つかず、欠席します。会の
益々のご隆盛を祈念しております。

昭和57年卒（高33回）
・皿田　泰二  サッカー部 二中
二度目ですが、今回は和太鼓の演奏をさせ
ていただく事になり、大変ありがとうござ

います。
・石岡（小川）裕子　地理歴史研究部　三中
子どもたちがダブル受験の為、何かと大変
な一年です。学校説明会の日と重なり欠席
いたします。
・小川（林）明美　テニス部 神辺中
同級の皿田さんの和太鼓演奏もあり、興味
深い講演も予定いただき、是非出席した
かったのですが、所用のため欠席します。
盛会となりますよう。
・平田　夏樹    駅家中
当日仕事で出席できません。
・高尾　尚志    神辺中
幹事お疲れ様です。ご案内いただきありが
とうございます。申し訳ございませんが、
今回は所用につき欠席とさせていただき
ます。
・有地（信原）美佐子  二中

仕事の都合で欠席致します。来年は行きた
いと思っています。
・飯田（近藤）美雪    
幹事ご苦労様でございます。都合により欠
席致します。
・小林（永久）由紀 　音楽部　　中央中
・松村（秋本）優子   芦田中
ご連絡ありがとうございました。

昭和58年卒
・松葉　達憲　バレー部  駅家中
毎年ですが、この日は中体連の大会前で行
けません。元気でやっておりますので。皆
様に宜しくお伝え下さい。平塚市の公立中
学校で数学を教えています。

昭和59年卒
・仙道（吉岡）智子　放送部　　神辺東中
仕事の都合で欠席いたします。
高校の時、バンドでドラムをやっていらっ
しゃった泰二先輩の和太鼓聴けなくて残念
です。
・桑田　純雄  サッカー部 一中
海外駐在中につき出席できません。

昭和60年卒
・村上　彩子    神辺中
今年も機会を頂きありがとうございます。
先輩方にお目にかかれる事、とても楽しみ
にしております。

昭和61年卒
・後神　容子
ご案内ありがとうございました。

昭和62年卒
・石原（馬屋原）典子　書道部　神辺中
いつもご案内ありがとうございます。
5月21日に第4子（四男です！）を出産した
ばかりなので、残念ですが欠席させていた
だきます。小4、小1、2才と0才の男の子達
の子育てを満喫中の穏やかな毎日を送って
おります。

昭和63年卒
・有地　裕明    中央中
いつも案内状頂きありがとうございます。
仕事の都合で欠席させていただきます。す
ばらしい会になることををお祈り致しま
す。妻（長良木）幸恵 神辺東中
お世話になっております。申し訳ありませ
んが、欠席させていただきます。
・金巻（中山）雅実　サッカー部　一中
19年4月、8年間の東京勤務から妻の実家の
ある新潟営業所へ異動になりました。遠方
の為欠席いたします。
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訃報　謹んでご冥福をお祈り致します。

旧制中学　Ｓ19年卒　小田　精司様

皿田泰二　プロフィール
府中二中時代に始めたドラムを、大学時代、関西
ジャズ界の大御所、故・河瀬勝彦さんのドラムス
クールで深めた。卒業する春の急病で就職先を
断ったのが転機となり、「将来後悔したくない」
と思い切って太鼓の道へ。上京後、一九九一年民
族楽器のバンド「Ａ・ＪＹＯＴＴＡ（ア・ジョッ
タ）」に参加。和太鼓を叩き始め、ロサンジェル
スなどでライブ活動する一方、太鼓集団「鼓友
会」を主宰する西川啓光さんに師事。西川さん
は、長野冬季オリンピック聖火リレーの作曲や、
市川猿之介のスーパーカブキの音楽プロデュー
サーなどでも知られ、皿田さんもその太鼓メン
バーとして第一線の舞台に。九八年には、蜷川幸
雄演出の『元禄港歌』の大鼓役で、九九年には二
代目西崎緑舞踊団の太鼓奏者として薪舞「間」の
スペイン・マドリッド公演へ。また劇団四季の
「ソング＆ダンス」では西川さんとともに和太鼓
指導するなど、数多くの舞台芸術に参加してき
た。



同窓生寄稿
29年卒（高5回）
  澁谷（高橋）道尚

私とラリー
日本国に自動車の「ラリー」とい

うものが入ってきた頃から関わり、も
う53年がすぎました。私の青春時代は
このラリーでいっぱいでした。忙しす
ぎての18年間は寝ている外はハンドル
を握っており、そのほかは何も見えま
せんでした。
何しろ1年間

に10万ｋｍ以上
走ったこともあ
り、平均すると8
万ｋｍは走ってお
りました。

ーーーー私
は、7人兄弟の
末っ子で五男で
す。長男は府中中
学の初めの方で、
海軍に召集され戦
病死、次男は陸軍
に召集されニュー
ギニアで戦死しま
した。三男、四男もやはり府中中学で
四男は最後の組でした。

兄を頼り田舎を出て、中央大学入
学にそなえ充電中に、横浜伊勢佐木町
や鶴見駅総持寺近くのガード下にあっ
たナイトクラブで、バンドマンとして
アルバイトもしました。四男の兄が府
中中学時代にブラスバンド（クラリ
ネット）におり、私はその影響でクラ
リネットを吹いていました。アルバイ
トとはいっても、お金の取れるプレイ
ヤーとは程遠いのですが、客からはお
捻りが投げられ、終わると私が拾い役
で、時間給からいえば結構良かったの
です。6～7人のコンボ編成で私はクラ
とベースをしておりました。
私は上の兄（三男）に親代わりに

面倒見て貰いました。学費や運転免許
取得の費用、小遣い等出してもらい本
当に世話になり感謝しております。
大学を卒業して正式に日刊自動車

新聞社に入社して、重宝がられ二輪車
にも乗り、四輪車では、新車のコマー
シャルの撮影に行ったり、試走会に
行ったりで、新車に乗れるのが楽しみ

でした。
後に師匠となる野口正一氏と、初

めての乗鞍の頂上に着くと、山小屋の
中のストーブが赤くなっているのが車
の中から見えました。ドアを開けて外
に出る。　もう寒いのなんの、これが
乗鞍。周囲の景色もすばらしい。今で
こそ乗鞍に登った回数170回、よくぞ
登ったものだと思います。
仕事で台風の時、満天星、晴天・

大雨・濃霧のかかった
日・・・・、ありとあ
らゆる天候に登ってい
るので皆さんの知らな

い乗鞍を知っ
ています。何
人にも真似出
来ないことを
してきたこと
は強みだと思
います。
現在の私は報
道事業基金の
カメラ同好会
に所属し、撮
影会に参加し
ております。
他に腕・腰・目等の庇護の
為に卓球をしており、回数こ
そ少ないものですが結構良
い運動をしております。　

今年3月22日　東京プリンスホテ
ルで、「懐かしの日本アルペンラリー
を語る会」が盛大に開催されまし
た。
---------------------------------------------
（雑誌　「ベストカー」より抜粋）

　三重県に鈴鹿サーキットがオープン
し、第一回日本グランプリが開催さ
れたのが、1963年（昭和38年）。そ
れより4年前、1959年（昭和34年）
に日本で初めての本格的なモータース
ポーツが開催された。それが「日本
アルペンラリー」である。
鈴鹿や富士で日本グランプリが

盛り上がり、やがてＦ1が開催される
ようになり、ついにはＷＲＣまで開
催されるようになった日本。その端
緒はまさにこのイベントであり、日
本のモータースポーツ界の創生期を
支えてきた人々が関わり、またここ
から育っていった。
　このアルペンラリーをオーガナイ
ズするために組織されたのが、日本
モータリストクラブ（ＪＭＣ）。

のちにこの組織は、「日本自動車連
盟（ＪＡＦ）」と名称を変え、会員
数1700万人の日本を代表する唯一の
モータースポーツ統括団体としてＦＩ
Ａに加盟することになる。ＪＡＦの
前身は、この日本アルペンラリーを
開催するための団体だ。
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書籍紹介
「日本アルペンラリーの足跡」
澁谷道尚　編
湧水社出版　

　昭和34年から51年まで、日本
の山岳地帯を四日間にわたって
走り続けるラリーが毎年1回開
催されていた。それが日本アル
ペンラリーだ。日本の自動車産
業、車社会の成長とともに歩ん
だその18年間の歴史がこの本に
は記されている。
　内容は、競技そのものの記述
に加え、参加者・車のプロ
フィールにとどまらず、時代時
代の車を取り巻く社会環境もう
かがい知ることが出来て興味深
い。



同窓生寄稿
平成8年卒（高47回）石橋　豊

平成8年卒の石橋豊と申します。昨
年は総会に御呼びいただきまして、心
よりお礼申し上げます。あのように盛
大な同窓会が遠く離れた東京の地にて
催されていようとは、正直夢にも思っ
てもおりませんでしたが、それよりも
更に驚かされたのが、平成卒の参加者
が小生一名であったことです。総会の
華々しさの反面若干の淋しさも感じま
した。ここは一つ、「平成卒呼び込み
キャンペーン」と題打ちまして、もっ
と若い同窓生の参加を促すことを心よ
り期待しております。
さて小生、本来は広島県庁の職員な

のですが、 現在二年
間限定で

日 本
貿 易 振 興 機 構

（JETRO）にて研修を受けて
いるところであります。それまで東京
で暮らしたことのない小生にとりまし
て、この限られた東京生活は非常に貴
重な時間であり、ここでしかできな
い事を一つでも多く体験したいと
日々考えております。それはまる
で、はかなくそして元気よくひと夏
鳴き続けるセミのような心境です。
今回の総会にも是非参加させていた
だきたいと思いますので、東京生活
の極意を諸先輩方より伝授いただけ
れば幸いです。最後になりました
が、このような大規模コミニティー
を運営される事務局の皆様方の日頃
の取組に、心より感謝申し上げます

同窓生紹介
32年卒（高8回）
城戸（高橋）我夜子さん
女子栄養大学　教授
在校生の企業研修を受け入れ

母校からの
要請を受
け、10年以
上、修学旅
行で上京し
た母校の後
輩達に、研
修の場を提
供してこら
れました。

昨年2007年
7月26日、勤務先の女子栄養大学での
栄養学講義に始まり、学内レストラ

ン「松柏軒」で、実
際に料理を頂
きながら、
テーブルマ
ナーを教
えて頂き
ました。

前年は母
校でも、
テーブルマ
ナー講習会をな
さったそうです。

（取材　長谷川　57年卒）

同窓生紹介
60年卒（高36回）
村上　彩子さん
神辺町出身。
大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業。会社員
を経て2007年春　東京藝術大学音楽学部
声楽科を卒業。

2001,2004年フジテレビドキュメント番
組｢ザ・ノンフィクション｣で藝大合格まで
が2回に渡り特集番組となる。ハワイ、シ
ンガポール、ニューヨーク等諸外国にも放
映となる。
2006年・第5回水芭蕉忌コンサートin愛知

(作曲家、故中田喜直先生追悼演
奏会、オーディション)歌曲部門
１位、文部科学大臣賞受賞。

2006年1月に企画、奉唱した戦没学生慰
霊演奏会は反響を得、中国地方を中心に演
奏回数は12回、新聞掲載10回、来場数は
2500名を超える。

遠藤周作夫人が代表を務める円ブリオ福
山の活動にも演奏で参加。東大病院でミニ
コンサートのボランティアを続ける。地元
福山の小、中学校で命の大切さや夢を諦め
ないことなどトークと演奏を積極的に行
う。鹿児島県、知覧町での特攻隊慰霊演奏
会実現に向けて企画を進めている。命の
尊厳や親子の愛についてをテーマに演奏
活動を続けている。

 村上さんの活動の様子は、故郷の同期、
中山さんの上記ブログを御覧下さい↑
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女子生徒の制服が昔と変わらず、とても懐かしく。

2007年12月1日　キタガワアザレコンサートで広
島交響楽団と共演（府中市）

住まいるアップ府中！村上彩子さん

http://nakayanma.shinlog.jp/smile/cat
581481/index.html

http://nakayanma.shinlog.jp/smile/cat581481/index.html
http://nakayanma.shinlog.jp/smile/cat581481/index.html
http://nakayanma.shinlog.jp/smile/cat581481/index.html
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当番幹事より
　7月12日の同窓会には是非多
くの同窓生に出席して頂き、参
加されたメンバーが久し振りの
再会を喜び合い、「くつろいだ
雰囲気」の中で想い出を語り合
える場にしたいと思います。ま
た幅広い年齢層が一体感をもっ
て楽しめるイベントも考えてみ
たいと思っています。

　例年に比べて当番幹事会の立
上げが遅れましたが、これから
精力的に準備に取組んで
参ります。

平成19年度当番幹事からのご挨拶

平成19年度の東京支部総会、同窓会が
学士会館で盛大に行なわれたことを会報
創刊号に報告できるのは当番幹事として
光栄なことで、皆様のご協力に感謝申し
上げます。
当番幹事が初めての幹事が殆どだった
ので準備は手探り状態でのスタートでし
た。幸い、引継ぎ資料を見るとここ数年
の同窓会の準備の流れも詳しく掴めた
し、名簿がIT化・完備されており、その
点は大変助かりました。
やはり、準備で苦労するのは同窓
会を盛り上げるためのコンセプトつ
くりだと思います。限られた時間内
に特色を如何に出すかがキーになる
かと思います。
今年は前アジェルバイジャン大使
の藤原様（S34卒）の「トルコの魅

力」についての講演の他、
結構盛りだくさんのイベ
ントを中心に企画･検討す
ることができました。
　同窓会の開催・運営につい
て経費の観点から忌憚のない
意見を申し述べさせて頂ける
ならば、希望は、常時120名
以上の規模になれたらと思い
ます。

平成19年度は同窓会会報を発刊する
企画が既にあって、その創刊準備号が同
窓会の案内状発送の1ヶ月前に発行され
ました。その効果もあり118名の出席者
をキープでき、なんとか盛大な同窓会に
することができました。
出席頂いた中には、関東圏在

住者以外の同級生にまで
声をかけて誘い合って出
席していただいている年次
もあり、本当に有難く思っ
た次第です。
皆さんから共有できる話

題、情報源を会報にご提供頂
いて、これが東京支部同窓会

の発展の起爆剤となるよう盛り上げて
いってもらいたいと思います。潤滑油に
なって皆さんが集える場を作り、それを
通じて、願わくはS40年卒以降の若い世
代へも輪が広がっていけば良いかなと切
望しております。
最後になりますが、皆様の益々のご健

康とご活躍とご多幸を心よりお祈り申し
上げます。
平成19年度幹事　S38年卒（高14回）　

  佐藤義雄
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東京大丸屋上ビアガーデンで、38年
卒（佐藤、久保川、北村）、48年卒（井
上、戸田、田部）当番幹事の打ち上げの
様子。ホントにお疲れ様でした。

今年　平成20年の同窓会
総会・懇親会のご案内

日時：7月12日（土曜日）
 13時～16時30分
場所：学士会館　2階大会議室

住所：東京都千代田区神田錦町

会費：8000円/人
今年は39年（高15回）49年卒（高25
回）59年卒（高35回）のうち、49年卒
（高25回）が中心になって企画・運営
します。
４９年卒幹事会のメンバー（10名）
　石岡義章、石口光志、伊能（豊
田）幸子、小川満行、竹中廣虎、殿
元清司、橋本雅文、藤原和嘉、本宮
正暁、宮坂（福地）初恵



くどいようですが、会報発行に到った経緯
昨年の総会において、ご提案致しましたが、会報によって東京支部の内容を皆様にお知らせし、総会・懇親会
への参加者を増やす事が第一の目的でございます
幹事の労を担っていただいた歴代の諸先輩方から、「年々、出席者の高齢化が進む一方で、若い世代の参加が
少なく、 このままでは同窓会そのものが自然消滅するのでは」との危機感を提起されました。
決して余裕があるわけではない東京支部の会計の中から、千数百名にも及ぶ会員名簿の維持管理、会員皆様へ
の連絡通信費に相当の支出がございます。懇親会出席者にお支払いいただく会費の中から、これらの連絡通信
費を賄っているのが現状です。
本来、出席者の皆様には出来る限り当日ご参加の皆様と存分に飲食し、旧交を温めていただきたいのですが、
会場経費やこうした連絡通信費は固定費となります。懇親会への参加者が少ないと、その分飲食費に回す金額
を圧縮せざるを得ず、せっかくの会が、満足感の薄いものとなってしまい、「また来よう」と思っていただけ
なくなるという悪循環が懸念されます。もう一つは、会報によって、同窓生の様子を知り、母校や故郷への思
い出を共有することで、皆様ご自身が益々元気でご活躍されるように、との思いからです。
将来は母校や故郷に、何らかの形で会として役に立てれば言うことはありません。

より多くの皆様からのお便りをお待ちしております
高校時代の思い出、クラブ活動や文化祭、体育祭
　友と、仲間と、先生方と過ごした日々。
あるいは、卒業後のご自分をふり返り思うこと。将来への夢など・・・。
テーマは何でも結構です。
こちからかも遠慮無く原稿の御願いを致しますが、
趣味やサークル活動、ボランティア活動どうぞお気軽にご紹介下さい。
（編集の都合で、手を加えさせていただくことがあります。）
FAX03-5395-0644（長谷川）　またはメールyo_hase@mac.com
までお願いいたします。

個人情報の取り扱いについて
皆様方の個人情報は、同窓会の総会・懇親会の連絡、本会会報の作成、発送他、
同窓会活動の連絡にのみ使用し致します。ご本人からのご要望があれば、個人情
報の修正、削除について速やかに対応いたします。

今回、会報を発送させていただく方々
平成17年に整理して下さった名簿を元に過去2年間、加筆修正して参りました。（17年度当番幹事の36年卒の皆様に
深く感謝申し上げます）
本来なら、住所確認ができている方全員にお送りしたいのですが、財政的な制約もあり、今回の創刊号を発送させて
頂くのは下記の皆様です。
・過去5年以内（平成15年～19年）に1度でも同窓会に出席いただいた方。
・17年当時「今後も同窓会案内を希望する」と回答された方。
・新規登録者
上記以外の方でも、
・旧制府中中学・府中高女卒の皆様と25年卒（高1回）の方と、
当番年次の皆様には、基本的に全員に送付させていただく予定です。
・今年度当番幹事（39年、49年、59年 年）・次年度当番幹事（40年、50年、60年）

! 府中県立府中高等学校　同窓会　東京支部会報　  創刊号（Ｎｏ . 1）

                                                              　ＰＡＧＥ　12 /13                                    2 0 0 8 . 4 . 2 5発行

FUCHU
ふるさと　

府中の情報
　今年4月か
ら、東小学
校、西小学
校、広谷小学
校、岩谷小学
校の4つの小学校と、府中二中が一
緒になって、府中学園府中市立府中
小学校と同　府中中学校に生まれ変
わりました。小中一貫校の誕生で
す。ＪＴ工場跡地に新校舎を建て、
隣接する二中は、更地にした後、グ
ラウンドと体育館が建てられていま
す。
　地元の企業が、福山や東京に主た
る機能を移しており、子供のいる家
庭が減っています。旧銀店街も
シャッター通りとなって人通りが本
当に少なくなっています。
　そんな中で、府中高校だけは、未

だに近隣から入
学希望者が多
く、市の活性化
の為にも母校を
もり立てようと
故郷の友は頑
張っています。
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会報及び同窓会の案内を希望されない方は、出欠の返信ハガキにその旨お書き下さい。

卒業年 人数 卒業年 人数 卒業年 人数 卒業年 人数 卒業年 人数 卒業年 人数 合計

13年 2 31年 12 41年 13 51年 5 61年 6 38

17年 1 32年 25 42年 11 52年 17 62年 7 61

18年
高女

2 24年
高女

2 33年 23 43年 15 53年 3 63年 4 49

19年 4 34年 18 44年 16 54年 9 H2年 2 49

20年 8 25年 9 35年 16 45年 18 55年 9 学校 5 65

21年 26年 12 36年 20 46年 3 56年 7 42

22年 5 27年 10 37年 37 47年 28 57年 41 121

23年 5 28年 17 38年 30 48年 17 58年 12 81

23年
高女

3 29年 22 39年 21 49年 11 59年 9 66

0
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