
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

 会員の皆様には、ご清祥のこととお慶び申し上げます。今年は、猛暑の後、台風18号の豪雨により

鬼怒川が氾濫し常総市に大被害をもたらしました。被災された皆様にはお見舞い申し上げます。 

 さて、上田千曲高校同窓会関東支部の総会（41 回）の時期となりましたが、この度の総会で、新会

長が選出されることになりました。私、深町は、成澤学会長（商 S30 卒）の後、平成 16 年に就任して以

来、６期１２年間に亘り会長を務めさせて頂きました。 

この間、内閣は、小泉、安倍（1 次）、福田、麻生、鳩山、菅、野田、安倍（2 次）と目まぐるしく変わり、

日本は、低成長にとどまる一方、台湾、韓国、中国の経済発展が著しく、特に中国は、GDP では日本

を抜き去り世界第 2 位となり、世界経済を大きく左右するに至っております。また、アメリカでは、平成

21 年に黒人のオバマ大統領が選ばれ、核兵器廃絶を訴え、ノーベル平和賞に輝きました。日本では、

デフレが続く中、平成 22 年 3 月 11 日、東北地方大震災がおこり、東北の東海岸は、想像を絶する大津波で壊滅的な被害

受け、さらに、福島原発は大津波でメルトダウンして水蒸気爆発をおこして、東北及び関東の広範囲に放射能汚染物質を

まき散らしました。大震災及び放射能汚染された被災地は一日も早く立ち直ってもらいたいものです。第 2 次安倍内閣が発

足してから、永い間のデフレから脱却しつつあり、日本経済に少し明るさが見え、若者の育成にも日が当り始めております。

この間、母校同窓会では、創立 90 周年記念事業（平成 19 年）を成功に導いた宮澤令行会長（建 S33 年）から大川秀一氏

（機 S33 年卒）に代わりました。大川会長は、総会参加者を増やし、創立 100 周年記念事業の基礎を固め、平成 25 年に長

年副会長を務められた若林邦彦氏（電 S37 年）を会長に選んで勇退されました。現在、若林会長の下、平成 29 年における

創立 100 周年記念事業を成功させるべき努力が続けられております。また、関東支部同窓会は、役員幹事の皆様のお陰で

総会の回数を重ねるごと、総会の内容が充実してまいりましが、神林徳治会長の代から使用してまいった代々木の健保会

館が老朽のため閉館となり、平成 23 年からは上野精養軒で総会を開くようになり今日に至っております。残念なことに、こ

の間、関東支部の創設にご尽力され活動を支えられた、上羽貞子先生、綿貫隆生先生、丸山登一郎先生が御高齢とは言

え他界されたのは何とも残念なことでした。この度、新会長に推薦されました杉崎壽三男先輩（建 S29 年）には、関東支部を

益々発展させていただけますよう、切にお願い申し上げます。 

第 41 回関東支部総会は、機械部会が幹事役となり、中村享二実行委員長（機 S44 年）の下、平成 27 年 11 月 15 日（日）

に上野精養軒にて開催されます。母校より、恩師の先生方、学校長、母校同窓会の会長、副会長等、多数のご参加を予定

しております。会員の皆様、互いにお誘い会って出来るだけ多くの皆様がご出席されますことをご期待申し上げます。 

私は、今後、本部同窓会若林会長の下、会長代行役に専念し、100 周年記念事業を成功に導くため努力してまいります

ので、どうか、ご理解をいただき、ご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

南校舎、この屋根に

太陽光パネルが設置

されています。 

 

ご 挨 拶 
上田千曲高等学校同窓会長 若林 邦夫（電 S37 年） 

 同窓生の皆さまには、酷暑の夏を過ごし、素晴らし初秋の外気にほっとされておられ事と存じます、

平素より皆様の同窓会活動に対する御支援並び御鞭撻に心からの御礼を申し上げます、特に関東

支部の皆さまは従前より、本部同窓会を凌駕する積極的で立派な活動を続けてこられたことに、敬

服と感謝の念を禁じ得ません、本当にありがとうございます。 

早速でございますが、母校の創立１００周年記念の年も残すところ２年となりました、皆様にはすで

に一部御報告の通り、在校生向けの学習環境の改善に向けた扇風機の設置あるいはエアコンの設

置を完了いたしました、これは同窓生一同の在校生に向けたエールを少しでも早く届けさせて頂き、

在校生各位のより一層の頑張りに役立てば、１００周年の一番の目的を達成する事に成るのではな

いかと考えたからであります、これらの前倒しの予算執行を完全な形で終了させるための募金活動がいよいよ本格的に開

始されます、皆様方には大変な御尽力を賜る事となりますが、何分の御協力を伏してお願いいたします、結びに成りますが

同窓会会員各位の益益の御健勝祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 
  

ご 挨 拶 
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 41 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 享二 （機 S44 年） 

関東地域在住の母校同窓生の皆様方にはお元気でお過ごしのこととご推察申し上げます。 

 来る、11 月 15 日に上野精養軒にて母校同窓会関東支部第 41 回総会が実施されます。本年の総会は

私ども機械科部会が当番幹事となり実施させて頂きます。実施に当りましてのモットーは「主役は参加者

お一人お一人！」「参加頂いた方には存分に楽しんで頂く！」を掲げ実施計画を練り上げてまいりまし

た。 

縁あって、人生の中で最も多感な一時期を共有した同窓生の皆様一人でも多くの方がご参加の上、旧

交を温め、大いに飲み、語り、楽しいひと時をお過ごし頂きたく願っております。是非お越しください。 

 

第 41 回上田千曲高校同窓会関東支部総会 
開催日時   11 月 15 日（日）  1１時 30 分より 

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  「コンピューターソフトウェア開発と短歌」  講師 茂木正二郎氏（機 S39 年） 

コンピューターの基礎及びソフトウエア、短歌の歴史及び関わり、技術者と短歌について、人生体験

についてお話していただきます。 

 

アトラクション出演者                              歌手 竹内 華菜枝 さん 

沖縄県沖縄市生まれ。幼少の頃より音楽/文化に親しみ、祖父から三線（さんしん）の手ほどきを受

ける。大学在学中から、千葉県を拠点に音楽活動を開始。約 1 年間の路上ライブを経て、東京都内を

中心に、三線弾き語りアーティストとして精力的に活動を行っている。沖縄の言葉（うちなーぐち）の解

説や、かちゃーしーを用いた踊りなどを織り交ぜて、沖縄の雰囲気や三線の魅力を伝え、聴く者が笑

顔になれるライブを目指している。 
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千球会活動報告「第１5 回ゴルフコンペ開催」 
佐藤宏次（機械 S37 年） 

第１５回ゴルフコンペを平成 27 年 3 月 27 日(金)川越市の大宮カントリークラブで開催しました。3 月の下旬の開催であり、

かなり寒い日のゴルフコンペとなりましたが８人が参加し、楽しい一時を楽しむことができました。コンペは、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賞、ロングホールではドラコン賞の賞品をだし、スタートしました。  

今年の冬はあまり大雪等もなく、コースコンデイションはまずまずのなかでプレーができました。結果は、別表の通りです。

千球会は年２回、3 月～4 月に 1 回、9 月～10 月に 1 回計年 2 回 10,000 円～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・キャデイー付き・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２６年のコンペに参加されました方、参加予定の方は、杉崎寿三男(建 S29 年)、西入三郎(建 S30 年)、中村征三(建

S32 年)、荒木重俊(建 S33 年)、柳沢健一(機 S37 年)、佐藤宏次(機 S37 年)、沢崎明彦(建 S38 年)、高橋忠正(機 S39 年) 小

林生知(建 S43 年)、金沢良人(建 S43 年）、中村享二(機 S44 年)、斉藤真(機 S48 年)です。 

 

           27 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 斉藤真 46 47 93 22.8 70.2  

準優勝 金沢良人 48 48 96 24 72 ＮＰ･ＤＣ 

３位 佐藤宏次 43 55 98 21.6 76.4  

4 位 高橋忠正 47 52 99 21.6 77.4  

５位 小林生知 52 51 103 25.2 77.8 ＤＣ 

６位 中村征三 51 50 101 21.6 79.4  

7 位 中村享二 50 57 107 26.4 80.6 ＤＣ 

8 位 荒木重俊 55 59 114 28.8 85.2  

 

写真 前列右側から、斉藤真、荒木重俊、中村征三、高橋忠正、中村享二、 

  後列右側から、小林生知、金沢良人、佐藤宏次  

 

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 S29 年) 

幹事：横沢義雄(機 S31 年) 問合せ先 TEL：046－221－5082 

幹事：佐藤宏次(機 S37 年)  問合せ先 TEL：048－769－2558 

 

第４０回上田千曲高校同窓会関東支部総会出席者 

（平成 26 年 11 月 16 日） 

（ご来賓）柴田修身学校長、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）、大口義明同窓会副会長（機 37 年）、田邉基子同窓会副会長（家 41）、清水高市同窓会事務局（建 50 年）、南波

ひろみ同窓会事務局（商 58） 

（建築）小泉知巳（28）、杉崎寿三男（29）、西入三郎（30）、丸山亘（31）、金井文雄（31）、吉池重忠（32）、滝

沢照支（32）、中村征三（32）、岩崎徳男（32）、荒木重俊（33）、沢崎明彦（38）、大野年司（43）、内山力（H2 年）、 

（機械）小塩寿夫（26）、松尾道雄（26）、児玉文也（27）、小林侑（27）、滝澤明（27）内堀哲夫（31）、山口忠男

（31）、横沢義雄（31）、東義彦（31）、荻原登（31）、饗場喜光（33）、杉浦康之（33）、竹内正行（36）、佐藤宏次

（37）、高野栄昭（38）、高橋忠正（39）、井出和輝（39）、一之瀬和夫（39）、中村享二（44）、寺島芳雄（44）、内

堀栄寿（44）、中村泰隆（H13）、 

（電気）塩谷忠義（36）、深町共榮（37）、春日芳徹（37）、下形和男（37）関弘吉（37）、田仲光夫（37）、宮沢忠

（37）、宮下希佐己（47）、坂田和夫（47）、深町和弘（47）、若林幸一郎（49）、 

（商業）高橋清子（30）、花見功（30）、中川真子

（30）、吉原頼輝（30）山崎光夫（30）、上ノ山勝

信（32）、宮島義昌（32）塚田 昌司（32）、小林

重利（32）、丸山陽子（33）増田寿男（35）、若林

堅壹（41） 

（家庭）下崎武子（25）、玉置町子（28）、松井良

子（30）山浦 登茂子（31）、葛原政子（31）、三

浦園枝（31）、野村富子（31）、吉田公子（31）、篠

崎 さく（31）人見昭子（34）、杉村房枝（35） 

 

上田千曲高校同窓会関東支部 平成 25 年度決算報告 

（平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 年度 9月 30 日） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 適用 科目 金額 適用 

前年より繰り越し 360,985  総会費 804,735  

年会費 147,110  通信費 124,875  

総会費 801,000  会議費 308,570  

会議費 275,500 役員負担 消耗品費 15,899  

雑収入 51 預金利息 雑費 602  

   交通費 30,000  

   次年度繰越 299,965  

合計 1,584,646  合計 1,584,646  

 

第 1 回上田千曲高校同窓会会員大会 

9 月 6 日に第 1 回同窓会会員大会が上田高砂殿にて開催されました。本部同窓会報 29 号に述べられている事ですが、

創立 100 周年記念事業の教育環境整備の一環において、校舎の教室に扇風機の設置を行い、その電力を太陽光発電で

賄うことになりました。この電力は一旦電力会社に売電するため、同窓会が収益事業を行うこととなり、この結果、同窓会規

約を社団法人並みに改正し、理事・代議員による総会を開催する事になりました（今年は 5 月に開催）。一方、会員全員が

参加できる同窓会は会員大会と称して開催することになり、今回の大会は、第 1 部：活動報告、第 2 部：記念講演、第 3 部：

懇親会としました。記念講演においては、BMC エンタープライズ社長、武者博和氏（ブッチ―武者、建 S46 年）が「生きる」に

ついて、「オレたちひょうきん族・ひょうきん懺悔室」の懺悔の神様当時の服装でお話をされました。第 3 部においては、在校

生の吹奏楽班による演奏を聴き、また、歌手の諏訪ひろみさんの歌を聴きながら、懇親会を楽しむことができました。今回

の参加者は、104 名で関東支部からは、5 名参加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会                                吹奏楽班の演奏 

 

広報担当 宮下希佐己（電 S47 年）、坂田和夫（電 S47 年） 

事務局 349-0144 埼玉県蓮田市椿山 4-14-5 佐藤宏次（機 S37 年） 

TEL＆FAX 048-769-2558 携帯 080-2066-8797 

e-mail: k.sato3028@jcom.zaq.ne.jp、URL http://www.applescience.com/chs/index.html 
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