
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                      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 2 月に、上田でも 1m 近い豪雪を記録し、8 月下旬の長雨は、広島に大規模な土

砂災害もたらし、この異常気象は、地球温暖化によるものと思われます。この春の消費税

引き上げは、経済成長の足を引っ張っているようですが、一日も早い景気回復を願いたい

ものです。 

上田千曲高校創立 100 周年に向けて、同窓会は募金活動を開始しましたが、それと共

に、在校生の学習環境整備を進めております。すでに皆様のお手元に寄付の趣意書が届

いていることかと存じますが、創立 100 周年記念事業内容を良くご理解の上に、今まで以

上のご寄付にご協力のほどお願い申し上げます。 

この春まで学校長を務められた宮坂千文先生は、上田千曲高校の校歌は、実に素晴らしいと機会あるごと

申されておりました。この評判が高い校歌は、折口信夫作詩、信時潔作曲です。折口氏は、万葉集の研究家で

あり、信州阿南町の「新野雪祭り」の研究でも有名で、信時氏は、先の大戦の時、準国歌との呼ばれた「海ゆか

ば」を作曲した大作曲家の一人で、全国で校歌を 800 曲ほど作曲されていますが、私が調べた限り、この両氏

が組んだ信州の校歌は、我が母校一曲のようです。信州の青年に夢を託した詩と、日本の伝統を醸し出す曲

により、母校校歌が生まれました。戦後、高校の県立移管にあたり、この作詞家・作曲家のコンビを実現した、

高野豊文校長の手腕に頭が下がります。今年の関東支部の総会にも、例年以上に多くの皆様のご参加を願い、

そして校歌を歌いましょう。  
 

 ご 挨 拶     
 

                            上田千曲高等学校同窓会長 若林 邦夫（電 S37 年） 

 

 日毎に秋の気配がたかまり、過ごし易い穏やかな季節が始まりました、同窓会関東支

部の皆様には御健勝にてお過ごしの事とお喜び申し上げます。 

関東支部の皆様には平素より同窓会活動には格別の御支援ご協力を頂いております

ことに重ねて御礼を申し上げます、皆様既に御存知の通り本学は 2017 年に設立 100 周

年を迎える事となります、同窓会は既に様々な記念事業に着手致しております、在校生

の皆さんの学習環境の整備の為、全ての教室に扇風機を設置させて頂きました、いよい

よ本年より記念事業に向けて募金活動がスタート致します、これから同窓生の皆様には

大変な御苦労をお掛けいたすことになりますが、ここに同窓会ありの心意気で計画の達成をして参りたいと考

えております、伏して御協力をお願い申し上げます、結びに会員各位の益々の御健勝を祈念申し上げ、お願い

と御礼のご挨拶とさせて頂きます。 

 

 
   

 
                                        上田千曲高等学校長 柴田 修身 

上田千曲高等学校同窓会関東支部の皆様には、益々ご健勝でご活躍のことと心よりお

慶び申し上げます。また日頃より在校生に対しまして物心両面にわたりご支援を賜り厚くお

礼申し上げます。 

今年度は教室棟屋上にソーラーパネルを設置して頂き、生徒昇降口にはその発電状況

を示すモニターを設置して頂き、生徒のエコに対する意識の醸成や環境教育に大いに活用

させて頂いております。また、全ての HR 教室に天井吊下げ型の扇風機を設置して頂き、涼

しい環境の中で授業が行われ、快適な夏を過ごさせて頂きましたこと重ねてお礼申し上げます。 

さて、同窓生の皆さま方のご活躍は、在校生に無言の感化を与えるものであり、今年の就職戦線も「先輩に

続け」と７７名の生徒が世に出る準備を行っております。社会的責任を負うには未だ学ぶべきことが沢山ありま

すが、夢を持って臨む彼らを引き続き励まし支えてくださいますようお願いいたします。 

関東支部の皆さまが相互の親睦を深められ、世代を超えたコミュニケーションを図り、友好の輪を広げるた

めに本支部総会が益々ご盛会となり、その情報発信基地となりますようお願い申し上げご挨拶とさせていただ

きます。 

 

第 40 回上田千曲高校同窓会関東支部総会のご案内 

実行委員長  中村 征三 （建 S32 卒） 

関東支部の皆さんお元気でご活躍のことと思います。 

本年も母校から校長先生、恩師の先生、同窓会の役員の皆様もお迎えし、多くの皆さんの

ご参加を楽しみにしております。 関東支部総会も本年は第４０回を迎えそれなりの伝統が

記録されつつあります。平均寿命も男性は８０．２１才 女性８６．６１才 医療技術が進歩

すればさらに寿命が延びる余地があると思いますが、皆様の今後ますますのご健康、ご長

寿をお祈り申し上げます。 

さて遊びの３要素に「サンマ」説がありますが、楽しい仲間 楽しい時間 楽しい空間 の

３間をいうようです。私たちの同窓会もこのサンマの条件が満たされていると思います、皆さんの参加を期待し

ております。 

本校におきましても創立１００周年行事も３年後に控え、関東支部の皆様にもご協力のほど宜しくお願い申し

上げ挨拶に代えさせて頂きます。 

 

 

第 40 回長野県上田千曲高校同窓会関東支部総会 

 
開催日時   平成 26 年 11 月 16 日（日）  12 時３０分   

場  所   上野精養軒   TEL０３－３８２１－２１８１（JR 上野駅公園口 徒歩 5分） 

基調講演  「2020 年東京オリンッピクにおける東京都都市計画について」         

講師、岩崎徳男氏（建32年）、中村征三氏（建32年）、沢崎明彦氏（建38年） 

 

アトラクション 歌手 諏訪 ひろみ さん 

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。 

 

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 

発行：上田千曲高等学校同窓会関東支部 

平成26年10月7日 No.19 

第４０回上田千曲高校同窓会関東支部総会開催にあたり 

― １ ― 
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ご 挨 拶   



 

千球会活動報告「第１３回ゴルフコンペ開催」 

 

第１３ゴルフコンペを平成 26 年 3 月 27 日(木)川越市の大宮カントリークラブで開催しました。第１４回千球会

ゴルフコンペは平成 26 年 9 月 30 日(火)川越市の大宮カントリークラブで計画しました。第１３回大会は、3 月の

下旬の開催でありましたが、かなり寒い日のゴルフコンペとなりました。小額ではありますが、1 位から 3 位まで

の賞金、ショートホールはニアピン(NP)賞、ロングホールではドラコン(DC)賞のご褒美を狙ってスタートしました。

結果は、別表の通りです。 

           25 年 3 月 27 日成績表         大宮 CC 

順位 参加者名 くれない あかつき グロス HC ネット 備考 

優勝 佐藤宏次 45 46 91 15.6 75.4 NP・DC 

準優勝 中村征三 45 49 94 18.0 76.0 DC  

３位 柳沢健一 51 49 100 21.6 78.4  

4 位 荒木重俊 56 54 110 28.8 81.2  

５位 小林生知 57 53 110 27.6 82.4  

６位 高橋忠正 48 56 104 20.4 83.6  

7 位 斉藤 真 53 51 104 18.0 86.0  

8 位 中村享二 56 57 113 25.2 87.8 DC 

9 位 西入三郎 58 60 118 26.4 91.6 NP 

第１３回千球会参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
左から中村征三(建 32),高橋忠正(機 39),荒木重俊(建 33),西入三郎(建 30)、佐藤宏次(機 37),小林生知(建 43)、 

斉藤真(機 48),柳沢健一(機 37),中村享二(機 39) 

上田千曲高校同窓会関東支部ゴルフ同好会「千球会」、幹事長：杉崎寿三男(建 29) 

幹事：横沢義雄(機 32)（TEL：046－221－5082）、佐藤宏次(機 37)（TEL：048－769－2558） 

 

 

 

 

 

 

第 39 回上田千曲高校同窓会関東支部総会出席者（平成 25 年 11 月 17 日） 

 

 

 

 

（御来賓）宮坂千文学校長、鮎沢亨先生、須田志げ先生、若林邦彦同窓会会

長（電37）、春原宗明同窓会副会長（電36）、横塚和子同窓会副会長（商40）、

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）、宮下祐二同窓会事務局（建 58）、桜井穂光基調講演

講師（家 27） 

（建築）杉崎寿三男（29）、西入三郎（30）、青山泉（31）、丸山亘（31）、田中悦

（31）、岩崎徳男（32）、滝沢照支（32）、中村征三（32）、吉池重忠（32）、荒木重

俊（33 年）、金澤勉（36）、沢崎明彦（38）、大野年司（43） 

（機械）松尾道雄(26)、児玉文也(27)、小林侑(27)、滝澤明(27)、東義彦(31)、内堀哲夫(31)、荻原登(31)、山口

忠男(31)、横沢義雄(31)、山寺金人(32)、竹内正行(36)、佐藤宏次(37)、一之瀬和夫(39)、 

井出和輝(39)、高橋忠正(39)、寺島義夫(39)、柳沢紀明(39)、柳沢今朝雄(39)、中村享二(44)、 

内堀栄寿(44) 

（電気）塩谷忠義(36)、深町共榮(37)、関弘吉(37)、田仲光夫(37)、下形和男(37)、坂口光治(41)、 

宮下希佐己(47)、深町和弘(47)、坂田和夫(47)、若林幸一郎(49)、片岡彰恭(57) 

（家庭）柿崎つぎ子(27)、宮下佳代(27)、高橋武子(27)、篠塚ケエ子(27)、中山トシ子(27)、玉置町子(28)、 

葛原政子(31)、野村富子(31)、平間浅子(31)、三浦園枝(31)、吉田公子(31)、篠崎さく(31)、山浦登茂子(31)、石

井和枝(33)、羽田恭子(33)、高橋ひさよ(33)、人見昭子(34)、杉村房枝(35) 

（商業）小山哲男(27)、中沢武夫(27)、花見功(30)、中川真子(30)、吉原頼輝(30)、高橋清子(30)、 

山崎光夫(30)、上ノ山勝信(32)、宮島義昌(32)、柳沢俊美(32)、伊東隆幸(32)、塚田昌司(32)、森義男(32)、小林

重利(32)、丸山陽子(33)、北川量三(33)、斎藤保江(34) 

（総会写真 坂田和夫氏(電 47)提供） 

 
上田千曲高校同窓会関東支部 平成 2４年度決算報告 

（平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 9月 30 日） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 科目 金額 

前年より繰越 390,704 総会費 749,060 

年会費 192,600 通信費 91,676 

総会費 687,000 会議費 344,810 

会議費 324,000 消耗品費 7,370 

雑収入 57 雑費 2,800 

    交通費 37,660 

    次年度繰越 360,985 

合 計 1,594,361 合 計 1,594,381 

   

 

        （今回から、会報編集に宮下希佐己、坂田和夫の両氏の協力を願いました。） 

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, 本部同窓会 HP からも入れます。 

 ― ３ ― ― ４ ― 

第 39 回 

総会風景 


