
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

                      上田千曲高校同窓会関東支部会長 深町 共榮（電 S37 年） 

  

今年は、春が遅く来たものの、猛暑となり、残暑が長く、彼岸を過ぎてやっと秋の気

配を感じられるようになってまいりました。関東支部会員の皆様には、如何お過ごしの

ことでしょうか。 

昨年3月11日の、東北地方大地震、想像を絶した大津波、福島の原子炉メルトダウ

ンによる放射能汚染等、この大災害に対する復旧・復興が急がれる中、政局は混迷を

深めており、さらに最近は、中国や韓国との領土問題が表面化し、国内の不安定化に

拍車をかけております。一日も早い総選挙のもとに政局が安定化し、デフレ脱却をして

世界に力強い発信ができる日本になってほしいものであります。 

 我が長野県上田千曲高等学校も5年後には創立100周年を迎えようとしております。

母校同窓会においては、創立 90 周年事業を成功させた後、同窓会長を務められ、同

窓会の活性化にご尽力されてこられました大川秀一氏（機 S33 年卒）が、この度の役員改選のおりに勇退されるこ

とになりました。この 100 周年記念事業を成功に導くにあたり、長年副会長を務められておられました若林邦彦氏

（電 S37 年卒）が新会長に就任されることになり、また、組織の強化と活動の活性化に向けて、会長代行をおくこと

になりました。この会長代行に、不肖私がその任に就くことになりましたが、どうか会員の皆様には、ご理解を賜り、

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 第 38 回上田千曲高校同窓会関東支部総会は、電気部会が幹事役となり、総会実行委員長に坂田和夫氏（電

S47 年）にご就任をいただき、役員会を重ねて、平成 24 年 11 月 18 日(日)に総会開催の運びとなりました。支部総

会には、恩師の鮎沢亨先生、須田（柳沢）志げ先生、若林邦彦同窓会長等、本部役員の方々にご参加を願ってお

ります。また、電気科 S41 年に卒業後、上田日本無線（株）に就職され、現在、同社代表取締役社長を務められて

おられます降旗次男氏に基調講演をお願いしました。赤字体質を見直し、先端技術を取り入れ、付加価値の高い

製品を世に出しておられる、同氏の経営哲学には、多々学ぶべき事柄多いものと存じます。また、アトラクションに

は、佐久出身の歌手、岩田美智子さん、また上田地元歌手の坂口浩さん（電 S54 年卒）にご出演をお願いしており

ます。この機会に会員の皆様には、お一人でも多くご参加いただき、旧交を温めていただけますことを心より願って

おります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                            
上田千曲高等学校長 宮坂千文 

 

 上田千曲高等学校同窓会関東支部の皆様には、常日頃より、本校の学校運営

にご理解とご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。 

 さて、生徒諸君の活躍ですが、今年度は１１の運動班が県大会出場を果たしまし

た。さらにソフトテニス班、陸上班、アーチェリー同好会、柔道班（定時）が北信越大会を経てインターハイに出場し、

活躍しております。特に本校の看板でもありますソフトテニス班は、３年連続インターハイ出場ということで、全国高

体連より特別表彰をいただきました。野球班も、夏の大会でベスト８、秋の大会で県大会出場と活躍中です。また、

文化班では簿記班が中部大会、吹奏楽班が東海大会に出場しています。特に吹奏楽班は、東海大会初出場で金

賞受賞という快挙です。班活動以外でも、東日本復興支援ボランティアへの参加、千曲町自治会や城南公民館、

上田創造館との連携事業、ものづくりコンテスト入賞、人命救助で表彰等、枚挙に暇がありません。（詳しくは本校

の HP をご覧下さい。） 

 また、７月７，８日には第５３回千曲祭が行われました。本校始まって以来初めての７月開催でした。この７月開催

に向けて、生徒会役員、千曲祭実行委員等を中心に、生徒諸君はよく準備しました。当日は上田市内６校が文化

祭でしたが、大勢の来校者がありました。各専門科の展示、文化班やクラスの展示、ステージ発表、屋台等、充実

した内容で、来校者の評判も上々でした。 

 先日、校長室の棚を整理していたら、８０周年記念式典関係の資料、旧校舎の写真集、戦前の教育勅語等が出

てきました。いずれも上田千曲高校の歴史と伝統を物語るものです。その本校で学ぶ生徒諸君が、充実した高校

生活を送り輝かしい未来への一歩を踏み出せるように職員一同全力で取り組んでおりますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 末筆ながら、関東支部の皆様のご健勝を祈念してご挨拶とさせていただきます。 
 
 

退任御挨拶 
 

前同窓会長 大川 秀一 （機 S33 年） 

 
関東支部同窓会の皆様には如何お過ごしでしょうか。 

昨年の三月十一日に始まった一連の事は、正に地球的規模で将来のことを考えさせ続

ける、様々な課題をつきつけております。 

世は、一層の難問をかかえての現状ですが、期待と夢で明けた二十一世紀の筈です。これ

からが大切でしょう。マイナス思考ではなく、プラス思考で、私たちは、挑戦したり、アプロー

チして行きたいと思います。 

 さて、お一人お一人、立派なご活躍をしておられます同窓各位にまず心より敬意を表させ

て頂きます。 

 母校は現時点で創立から九十五年を数えます。五年後には百周年を迎えます。この大切な時期に、長野県上田

千曲高校同窓会では、百周年記念事業を実施する為の準備を進めてまいりましたが、ここで、区切りをつけ、記念

事業を実行委員会設立の段階となりました。 

 その為に、同窓会役員体制は、記念事業遂行と一体化する前提のもと、ここで、大幅な役員交代となりました。副

会長、理事の方々、特に長年、ご活躍頂きました役員さん方、母校の充実、発展の為に賜ってまいりましたご恩に

感謝致します。 

 新会長には若林邦彦氏（昭 37 電卒）、会長代行に深町共榮氏（昭 37 電卒）にご就任頂き、小生、二期四年間、

皆様のご協力を頂きながら、微力ながら会長として、つとめさせて頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。有り難う

ございました。 
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 第 38 回 長野県上田千曲高校同窓会関東支部総会開催に当たって 

 
総会実行委員長 坂田和夫（電 S.47 年） 

第 38 回長野県上田千曲高校同窓会関東支部総会開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上

げます。 

上田千高校同窓会関東支部総会も、諸先輩、同窓生各位のご協力を得まして、お陰様をも

ちまして第 38 回目の開催を刻むことができます。長野県上田千曲高校の創立１００周年を５年

後に控え、関東支部としても同窓会活動をより活発化し、地域、社会で大いに活躍し、千曲高校の卒業生ここにあ

りの意気で、誇りと希望を持って、校歌にもある通り、「志 美しき 信州の青年の 言うことぞ 潔き 我が誓ひ 山

川にかけて言ふ」との青年の気概で、清新な息吹を、同窓生に送っていきたいと念ずるものです。ともあれ、上田千

曲高校同窓会の永遠の発展のため、誠心誠意努力してまいる所存です。今回の開催場所は、昨年に引き続き、上

野精養軒となっております。旧交を温めつつ、楽しい語らいをしてまいりましょう。一人でも多くの同窓生のご参加を

お待ちしております。 

 
 

千球会活動報告「第 9 回・第 10 回ゴルフコンペ開催」 

                                 幹事 佐藤宏次（機 S37 年） 

 
平成 24 年 3 月 14 日(水)第 9 回、平成 24 年 9 月 7 日(金)第 10 回千球会ゴルフコンペを川越市の大宮カントリ

ークラブで開催しました。第 10 回大会は、猛暑日が続いた 8 月の直後ではありましたが、当日は比較的爽やかな

天候に恵まれ、2組 8人で楽しいコンペとなりました。毎年 3月～4月に 1回、9 月～10 月に 1回計 2回 13,000 円

会費で開催しております。（平坦なコース･乗用カート・キャデイー付・食事付・参加費、プレー費込み）是非皆様のご

参加をお待ちしております。平成 24 年のコンペに参加されました方は、杉崎寿三男(建 29)、西入三郎(建 30)、関 

要(機 31)、志賀勝広(機 31)、中村征三(建 32)、岩崎徳男(建 32)、荒木重俊(建 33)、佐藤宏次(機 37)、大野年司(建

43)、小林生知(建 43)、中村享二(機 44)です。 

千球会幹事長：杉崎寿三男(建 29) 

幹事：横沢義雄(機 32) 問合せ先 TEL：046－221－5082 

幹事：佐藤宏次(機 37)  問合せ先 TEL：048－769－2558 Mail：k.sato3028@tcat.ne.jp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

平成 24 年 3月 14 日参加者                       平成 24 年 9月 7 日参加者 

     中村（征）・中村（享）・西入･志賀･関･佐藤            後列 中村（征）・荒木・小林･佐藤･大野 

                                          前列 岩崎･杉崎･西入 

 

 

 

第 3７回 上田千曲高校同窓会関東支部総会出席者 
（平成 23 年 11 月 20 日開催） 

 

（御来賓）大川秀一同窓会長（機 33）、春原宗明同窓会副会長（電 36）、若林邦彦同窓会副会長（電 37）、横塚（宮

下）和子同窓会副会長（商 40）、小林昭仁同窓会事務局（機 55）、南波ひろみ事務局（商 58） 

（建築科）小泉知巳（28）、杉崎寿三男（29）、青山泉（31）、井澤正夫（31）、田中悦（31）、丸山亘（31）、岩崎徳男

（32）、片倉英男（32）、滝沢照支（32）中村征三（32）、吉池重忠（32）、荒木重俊（33）、沢崎明彦（35）、大野年司

（43） 

（機械科）松尾道雄（26）、児玉文也（27）、東義彦（31）、荻原登（31）、宮下六朗（31）、山口忠男（31）、横沢義雄

（31）、内堀哲夫（31）、山寺金人（32）、佐藤宏次（37）、塩川忠恒（39）、寺島義夫（39）、三戸部信治（39）、内堀栄

寿（44）、寺島芳雄（44）、中村享二（44）、倉島和希（H21） 

（商業科）小山哲男（27）、上原晴久(30）、高橋清子（30）、花見功（30）、山崎光夫（30）、吉原頼輝（30）、上ノ山勝信

（32）、清澤通像（32）、小林重利（32）、塚田昌司（32）、宮島義昌（32）、丸山陽子（33）、柳沢敏子（34）、増田寿男

（35） 

（家庭科）柿崎つぎ子(27)、玉置町子(28)、清水永子(30)、松井良子(30)、吉村さかえ(30)、葛原政子(31)、篠崎さく

(31)、三浦園枝(31)、吉田公子(31)、田村紀子(34)、人見昭子(34)、深沢綾子(34)、杉村房枝(35)、小山富貴子(38)、

佐藤里子(40)、青木よし子(41) 

（ 電気科）関弘吉(37)、宮澤忠(37)、下形和男(37)、田仲光夫(37)、深町共榮(37)片岡彰恭(43)、坂口光治(41)、宮

下希佐己(47)、坂田和夫(47)、深町和弘(47)、若林幸一郎(49) 

 

 

 

第 3８回 上田千曲高校同窓会関東支部総会 
 

第 38 回上田千曲高校同窓会関東支部総会は、11 月 18 日（日）、12 時より開催いたします。 

（受付 11 時、総会 12 時） 開催場所 、上野精養軒 JR 上野駅公園口、電話 03-3821-2181 

基調講演「地域企業の活性化を目指して」 
上田日本無線株式会社 代表取締役社長 降旗 次男 氏 （電S41年） 

 

アトラクション出演歌手の紹介 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 事 務 局                    349-0144 埼玉県蓮田市椿山 4-14-5 佐藤宏次(機 S37 年)  
広報にのせる記事、連絡がありましたら事務局にお寄せ願います。 

TEL & FAX 048-769-2558, 携帯 080-20668797,  e-mail k.sato3028@tcat.ne.jp、 

URL http://www.applescience.com/chs/index.html, 

「演歌歌の集
いＩＮ信州」に
出演の坂口浩
さん。 
（東信ジャーナ
ルＨＰより） 

日本クラウン歌手、岩田
美智子さんは、持ち歌の
「真田のおんな旅」を歌い
ながら、真田幸村公放映
の実現を願う会署名を集
めております。 
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