
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                      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、記録的な猛暑となり、また、9 月には、台風 18 号が北関東に竜巻の突風による被

害をもたらして通り過ぎましたが、この台風を境にやっと秋の気配を感じてまいりました。会

員の皆様には、お元気でご活躍のことと存じます。 

母校同窓会は 9 月 7 日（土）に上田市高砂殿にて 100 名を超す参加を得て開催されまし

たが、そこで、創立100周年記念事業の内容が決定されました。来年には、その詳細が皆様

のお手元に届くことになるかと思いますが、この事業内容についてご理解を賜り、ご協力を

よろしくお願い申し上げます。事業の一部に、生徒たちの学習環境の整備があります。少し

でも早く整備することが望ましいとの意見がありましたので、手持ち予算を前倒しして、この

夏に扇風機を 3 年生の各教室に設置しました。その結果、生徒達には、大変好評であると聞いております。また、

演題、「世界の頂点をめざして」の上野実里菜さん（食栄 H21 年）による記念講演では、2011 年技能五輪国際大会

ワールドスキルズ 2011（ロンドン開催）洋菓子部門優勝、及び 2012 年洋菓子コンクール世界ジュニア部門（ブラジ

ル開催）優勝と 2 度の優勝を果たし、世界の頂点に輝いたお話と、実演にてそのハイレベルの技術のご披露は、多

くの参加者に感銘を与えておりました。この講演内容は、地元新聞にも掲載されております。上野さんには、今後

のご活躍を期待すると共に、後輩達には、大変良い刺激と夢を与えていることと存じます。 

今回、第 39 回上田千曲高校同窓会関東支部総会は、商業部会が幹事役となり、小林重利氏（商年卒）実行委

員長のもと、11 月 17 日（日）、上野精養軒にて開催されることになりました。総会には、母校から校長先生はじめ、

恩師の先生方、若林邦彦会長、役員の皆様に参加をお願いし、また、基調講演は、水墨画家で、別所温泉に庵を

構えて活躍されておられている櫻井穂光さん（家 27 年卒）にお願いし、アトラクションにはプロ歌手 2 名の出演を予

定しております。この機会に、一人でも多くの皆様にご参加を願い、旧交を温めていただけますよう心より願ってお

ります。 
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   第第第第 39393939 回回回回    上田千曲高校同窓会関東支部総会のご案内上田千曲高校同窓会関東支部総会のご案内上田千曲高校同窓会関東支部総会のご案内上田千曲高校同窓会関東支部総会のご案内    

 

実行委員長 小林重利（商 S32 年） 

 

 

記録的な猛暑も彼岸を過ぎてようやく秋の気配が感じられるようになってまいり

ましたが、同窓生の皆様にはお元気でそれぞれの持ち場や立場でご活躍のことと

拝察申し上げます。 

 さて、上田千曲高校同窓会関東支部総会は、数多くの同窓生の皆様の絶え間な

いご努力とご協力のお陰をもちまして 38 回の歴史を重ねて第 39 回の今回も多く

の役員を始め皆様のご協力を頂き、開催案内をお届けする運びとなりました。 

 今回も母校より校長先生始め恩師の先生方、同窓会本部より会長始め役員の皆様方をお迎えし、同窓生に

よる基調講演、同窓生にゆかりのプロ歌手の歌唱に加え皆様にもご参加を頂くコーナーも用意いたしますの

で、是非ともご参加頂きお楽しみ頂きたいと思います。 

 このところ同窓会は高齢化や少子化に伴う地元指向の影響もあり各科の役員は若い方々のご出席に大変

苦戦を強いられております。 

どうそ同窓・同期や若いお知り合いの方々をお誘い頂き総会を盛り上げて頂ければ大変幸いに存じます。 

 

第第第第 39393939 回回回回    上田千曲高校同窓会関東支部総会上田千曲高校同窓会関東支部総会上田千曲高校同窓会関東支部総会上田千曲高校同窓会関東支部総会    
    

第 39 回上田千曲高校同窓会関東支部総会は、11 月 17 日（日）、12 時 30 分より開催いたします。 

（受付 11時 30分、総会 12時 30分） 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 「幽遠なる天地をめざして」櫻井穂光の水墨世界 

櫻井穂光（武子、家 S27 年）さんは、現在、別所温泉に櫻井穂光庵を構えて活躍されています。櫻井さんは、子育

てを終えたのちに水墨画の世界に入られました。水墨画はシンプルな表現だけに微妙で奥深く、無限の天地です。

当日、スライドでの作品紹介なりますが、透明感のある墨色によって観て下さる人の心に希望と安らぎ、哀しみや

喜びを伝えることができます。スライド紹介は深町共榮氏が担当する予定です。 

 

 

 

 

 
 

 
    
    
 

アトラクション出演歌手の紹介アトラクション出演歌手の紹介アトラクション出演歌手の紹介アトラクション出演歌手の紹介    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関関関東東東支支支部部部会会会報報報   上田千曲高校同窓会上田千曲高校同窓会上田千曲高校同窓会上田千曲高校同窓会 

発行：上田千曲高等学校同窓会関東支部 

平成25年10月8日 No.18 

第第第第３３３３９９９９回上田千曲高校回上田千曲高校回上田千曲高校回上田千曲高校同窓会同窓会同窓会同窓会関東支部総会の開催にあたり関東支部総会の開催にあたり関東支部総会の開催にあたり関東支部総会の開催にあたり    

キングレコード歌手

の真城かずとさん（茨

城県筑西市出身）は、

ラジオ、テレビに出演

され、また、日中文化

交流、日・タイ文化交

流と国際交流の経験

が豊かな方です。 

キングレコード歌手、諏訪

ひろみさん（上田市真田

町出身、柳沢敏子さん（商

S 33 年）の次女）は、ミニ

コンサートやショーなどの

歌手活動と共に、自らの

体験談を盛り込んだトーク

＆ライブショー、講演会、

ラジオパーソナリティー等

で活動しております 

写真 左  講演の様子 

写真 中央 実演風景 

写真 右  出来あがったお菓子 
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        千球会活動報告千球会活動報告千球会活動報告千球会活動報告「第「第「第「第 11111111 回・第回・第回・第回・第 12121212 回ゴルフコンペ開催」回ゴルフコンペ開催」回ゴルフコンペ開催」回ゴルフコンペ開催」    

                                 幹事 佐藤宏次（機 S37 年） 

 

平成 25 年 3 月５日(火)第 11 回、平成 25 年 9 月 13 日(金)第 12 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 11 回大会は、3 月の初旬の開催で真冬のゴルフコンペとなりました。寒い中２組６人でのプレーとな

りました。 

第 12 回大会は、猛暑日続きの 8 月の直後であり、９月中旬とは言え真夏日の中のプレーとなり、2 組 8

人で楽しいコンペとなりました。成績は別表の通りです。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。（申し込み時期が遅れた場合キャデイ付きが不可の場合

有り） 

平成 25 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)、横沢義雄(機 31)、中

村征三(建 32)、荒木重俊(建 33)、柳沢健一(機 37)、佐藤宏次(機 37)、斉藤真(機 48)、です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 年 3 月 5日参加者           25 年 9 月 13 日参加者 

左写真 斉藤真・佐藤宏次・柳沢健一     後列 沢崎明彦･横沢義雄・斎藤真･佐藤宏次 

中央写真 西入三郎･中村征三・荒木重俊    前列 中村征三・杉崎寿三男・西入三郎・荒木重俊 

 

25 年 9 月 13 日成績表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田千曲高校同窓会関東支部ゴルフ同好会「千球会」 

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 

 

 

 

第 38 回 上田千曲高校同窓会関東支部総会における出席者 
（平成 24 年 11 月 18 日開催） 

 

（御来賓） 鮎沢亨先生、須田志げ先生、若林邦彦同窓会会長（電 37）、宮下六朗同窓会副会長（機 31）、 

春原宗明同窓会副会長（電 36）、横塚和子同窓会副会長（商 40）、田辺基子同窓会副会長（家 41）、 

宮下幸良同窓会副会長（建 42）、山部一巳同窓会副会長（電 46）、清水高市同窓会事務局（建 50）、 

南波ひろみ同窓会事務局（商 58）、渡辺けい子同窓会事務局（商 43）、降旗次男基調講演講師（電 41） 

（建築科） 杉崎寿三男（29）、西入三郎（30）、青山泉（31）、井澤正夫（31）、丸山亘（31）、岩崎徳男（32）、 

中村征三（32）、吉池重忠（32）、荒木重俊（33）、丸山昇一（34）、沢崎明彦（38）、柳沢幹夫（36）、大野年司（43） 

（機械科） 松尾道雄（26）、児玉文也（27）、滝澤明（27）、小林侑（27）、東義彦（31）、荻原登（31）、山口忠男（31）、 

横沢義雄（31）、内堀哲夫（31）、饗場喜光（33）、三上重勝（36）、竹内正行（36）、佐藤宏次（37）、石井正昭（38）、 

高野栄昭（38）、高橋忠正（39）、塩川忠恒（39）、寺島義夫（39）、寺島芳雄（44）、中村享二（44）塩入幸雄（44）、 

倉島和希（h21） 

（商業科） 高橋清子（30）、花見功（30）、吉原頼輝（30）、上ノ山勝信（32）、小林重利（32）、塚田昌司（32）、 

宮島義昌（32）、小山照雄（32）、斎藤保江（33）、丸山陽子（33）、山崎光夫（30）、浜村信子（36）、佐藤初枝（36） 

（家庭科） 玉置町子（28）、松井良子（30）、葛原政子（31）、篠崎さく（31）、三浦園枝（31）、吉田公子（31）、 

山口和子（31）、野村富子（31）、人見昭子（34）、田村紀子（34）、杉村房枝（35）、青木よし子（41） 

（電気科） 塩谷忠義（36）、深町共榮（37）、下形和男（37）、坂口光治（41）、宮下希佐己（47）、坂田和夫（47）、 

岩下克弘（47）、深町和弘（47）、若林幸一郎（49）、坂口 浩（54）、片岡彰恭（57） 

 

上田千曲高校同窓会関東支部 平成 23 年度決算報告 

（平成 23 年 10 月 1 日～平成 24年 9 月 30 日） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 適用 科目 金額 適用 

前年より繰越 426,088   総会費 757,415   

年会費 185,340   通信費 73,980   

総会費 678,000   会議費 402,455   

会議費 367,000   外部同窓会費 4,000   

雑収入 662   消耗品費 15,556   

      交通費 12,980   

      次年度繰越 390,704   

合 計 1,657,090   合 計 1,657,090   

 

関東支部は、年会費で運営されています。総会に出席できない方は、年会費の振込をよろしくお願い致します。 

 

    

宮下六朗氏宮下六朗氏宮下六朗氏宮下六朗氏（機（機（機（機 S31S31S31S31 年）年）年）年）の個展の個展の個展の個展、、、、10101010 月月月月 12121212 日（土）より日（土）より日（土）より日（土）より 11111111 月月月月 4444 日日日日（月）（月）（月）（月）までまでまでまで、、、、青木村郷土美術館に青木村郷土美術館に青木村郷土美術館に青木村郷土美術館にてててて開催開催開催開催    

ギャラリートーク 10 月 20 日（日） 午後２時より 

    

    

事事事事    務務務務    局局局局                    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, 本部同窓会の HP からも入れます 

 

-3- -4- 


