
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        上田千曲高校同窓会関東支部会長 杉崎 壽三男（建 S29） 

会員の皆様方におかれましては、益々ご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。 

昨年 平成 27 年度総会にて深町会長より会長職を引き継ぎ、早や 1 年がたとうとしております。この間

当会の役員会・本校同窓会総会・東信同窓連総会・東京同窓連総会・本校 100 周年記念事業実行委員

会・母校同窓会会員大会・本会機械科・建築科部会等に出席をさせていただきました。各会共それぞれ

郷里・母校を背負っての集団であればこそ、おひとりおひとりの気合いが入った運営をされていることを

実感致しました。改めて我等信州人のすばらしさに誇りを再認識したところであります。 

さて、今年 11 月に開かれる総会では電気部会が幹事役となり、坂田和夫（電 47）実行委員長のもとに準備が進められてお

ります。今回の電気科は「チャレンジ 100」と銘打って大勢の参加者に集って頂けるよう企画立案に頑張られており、必ずや

目標を達成出来ると信じております。それに向っては先ず我々役員が会の目的・中味を更に精査し、参加して楽しかった・

有意義な会で是非来年も来たいと言われるような内容の充実を計らねばなりません。役員皆様と共に一層の努力をしてい

かねばと決意を新たにしております。 

今年の日本列島は正月明けからの雪不足により都民の水瓶である貯水池も水不足となり、取水制限がありました。又、

九州地方の大震災、夏場の度重なる大型台風の襲来よって日本全国広範囲にわたり貴重な財産・農作物や最も大切な人

の命をも奪われてしまいました。未曾有な天災とは言え被災された地域の皆様方に、又尊い生命を犠牲にされた多くの

方々にお見舞いとご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

目を転ずれば我が故郷は、母校 100 周年記念行事の準備・善光寺御開帳・諏訪の御柱祭・ＮＨＫテレビ「真田丸」の盛況

等、人間業の結集によって歴史に残る大事業が沢山ありました。スポーツでは大相撲 郷土出身力士 御嶽海の健闘・大リ

ーグ イチロー選手の 3000 本安打達成と続き、何と言っても特記はリオデジャネイロに於けるオリンピック・パラリンピックで

の日本勢の大活躍でしょう。真夏の深夜テレビに向って応援し、2020 年東京オリンピック・パラリンピックが成功することの

前兆を感じました。オリンピックを開催することにより、東京が更に文化都市として進化し、世界が認める国際都市に発展す

ることを望みたいものです。 

終りに今年度予定している同窓会総会には多くのお友達をお誘いして、母校 100 年祭の応援、上記にまつわる話題や自

慢話を持ち寄って楽しい会になるよう、是非とも会場でお会いしましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご 挨 拶   
                                 上田千曲高等学校同窓会会長 若林 邦夫（電Ｓ37） 

同窓生の皆様には、酷暑の夏を乗り切り、素晴らしい初秋の訪れを満喫されておられる事と存じます。 

平素より関東支部同窓会会員各位の御支援並び本校の発展に御貢献頂いております事に心からの感謝

と御礼を申し上げます、関東支部の皆様の活動は本校の同窓会活動を凌駕する積極的で且つ模範とな

るもので、常日頃から本会の目標とさせていただいております。 

ところで本校の創立１００周年記念行事開催まで残すところ一年余となってまいりました、１００周年記念

行事に携わる各委員会の皆様が、日夜開催日に向けた準備そして会議や行動をされておりますが、なん

と申しましてもこの一連の行事を達成するための募金活動の結果に全てが集約されます、関東支部の皆様には既に格段

の御協力を頂いておりますが、これからの数カ月が一番の山場と申せます、最後の御願いでございます、次の１００周年は

我々の存命中には参りません事を肝に銘じていただき、最大限の御助力を伏してお願いいたします。 

既に本学の在校生に対しての校内施設整備並びクラブ活動などについては、大きな貢献をさせていただき校長先生をは

じめ教職員の皆様や在校生から同窓会に対しての感謝の言葉が数多く寄せられ成果として結実してきております、結びに

なりますが関東支部並び同窓会員各位の益々の御健勝を祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきます。。 

 

◇関東支部会報挨拶 

                           上田千曲高等学校長 松沢 武人 

上田千曲高等学校同窓会関東支部の皆様、はじめまして。縁あって、伝統と実績のある「母校」にお世話

になっております、松沢武人と申します。どうぞよろしくお願いします。最初に、杉崎支部長さんをはじめ関

東支部の皆様には、日頃から「母校」の教育活動に惜しみないご支援をいただいておりますことに、この

場を借りて厚く御礼申し上げます。 

さて、早いもので季節は実りの秋を迎えております。学校では、３年生は自分の進路を決めていく、２年

生は生徒会の引継ぎ、修学旅行を通して学校の中心になっていく、１年生は大きく飛躍するために力を蓄

えていく、そんな大きく成長する２学期も半ばとなっています。 

２学期の始業式で生徒にも話しましたが、リオ・オリンピックにおける日本人選手の活躍には大いに感動しました。勇気と

元気をもらいました。それは、選手一人ひとりが「遠い目標」を目指して、子どものころから毎日毎日努力してきたことが誰の

目にも分かるからです。体操で大活躍をした内村航平選手の「僕は天才ではなく、努力でここまで来られたと思っています。

人一倍努力しているという自負はあります」という話も生徒に伝えました。 

本校は、一生懸命努力する生徒、一つのことに思いっきり打ち込む生徒を全力で応援したいと考えています。そして、ここ

で学ぶ生徒たちが、自分の将来をしっかりと見すえ、自分の可能性を広げるために思いっきり努力する、そして、それぞれ

の人生の目標を実現することを願っているのです。急速に進む少子化の中でも、「母校」は総合的専門高校として、進学に

も就職にも強い学校、他にはない魅力のある学校、ここでしか学べない特色のある学校、そんな「オンリーワンの学校」であ

りたいと頑張っていますので、どうぞご安心ください。 

来年度はいよいよ創立１００周年です。皆様にはお世話になるばかりですが、これからも、さらに「いい学校」を創っていき

たいと思っています。変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いします。終わりにあたり、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。 

 

第 42 回 上田千曲高校同窓会関東支部総会のご案内 

坂田 和夫（電 S47） 

明年、母校上田千曲高校創立100周年を迎えるに当たり節目となる今総会、母校の創立１００周年を慶祝

するとともに、『上田千曲高校』ここにありと、総会参加者の目標も『チャレンジ１００！』と銘打って各部会

とも全力で取り組んでいるところでございます。11 月 20 日当日は、昭和 45 年電気科卒の清水本武氏によ

る基調講演、懇親会では、シャンソン歌手の黒木悦子さんによる歌謡ショーを予定しております。是非とも

同級生にもお声かけ頂き、一人でも多くの同窓生が集い会えることを楽しみにしております。宜しくお願い

申し上げます。 
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第 42 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 28 年 11 月 20 日（日）  11 時 30 分   

場  所    上野精養軒  TEL ０３－３８２１－２１８１（JR 上野駅公園口 徒歩 5 分） 

 

基調講演   「私の研究人生：がん治療の基礎研究と食品の安全性」 講師 清水 本武 氏（電 S45） 

現在、東京都医学総合研究所にて実験動物を用いたがん免疫療法の基礎研究を行い、京都健康安全

研究センターでは遺伝子組換え及び食品の検査業務を行っている。 

                                          

アトラクション出演者    歌手 黒木悦子さん 

秋田県出身、シャンソン歌手、駒澤大学同窓会を基盤に全国各地でのコンサートやディナーショー

で音楽活動を続けている。共演者には中畑清氏、石毛宏典氏、広瀬哲朗氏等の野球界出身の名士や、

青空うれし氏、坂上二郎氏（故人）等、お笑い界の重鎮との枠にとらわれないバラエティーに富ん

だステージが好評である。モデルとしても活躍。 

プログラム -[①東京ブギウギ  ②ヨイトマケの唄  ③枯葉  ④愛の賛歌] 

 

千球会活動報告「第 17 回ゴルフコンペ開催」 

昨年秋の大会は、台風の影響で開催中止となり 1 年ぶりに平成 28 年 3 月 24 日（木）川越市の大宮カントリークラブで開

催しました。まだ桜の満開には少し早い時期ではありましたが 7 人が参加し、熱戦を繰り広げました。まだ年初のためか参

加者の調子が今一ではありましたが、新ぺリアによる順位で、優勝は 48 年機械科卒業の斉藤真さんが獲得しました。参加

者の成績は別表のとおりです。参加者には、優勝・準優勝・3 位・ブービー賞、また大技のドラコン賞、小技のニアピン賞な

どを出し、楽しんでおります。年 2 回春・秋開催しておりますので皆様のご参加をお待ちしております。なお、今期の秋季大

会は、この会報が発行される直前、平成 28 年 9 月 2７日（火）に開催の予定です。 

 

           平成２８年３月２４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 50 46 96 22.8 73.2  

準優勝 柳沢健一 47 44 91 15.6 75.4  

３位 中村征三 49  50 99 22.8 76.2  

4 位 佐藤宏次 54  50 104 25.2 78.8  

５位 小林生知 58  50 108 24 84  

６位 上野山勝信 58 58 116 30 86  

7 位 中村享二 57 54 111 22.8 88.2  

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 S32) 問合せ先 TEL：046－221－5082、佐藤宏次(機 S37)  問合せ先 TEL：048－769－2558 

 

 

   

第４1 回上田千曲高校同窓会関東支部総会出席者 

（平成 27 年 11 月 15 日） 

（ご来賓）村松義晴教頭（機 59）、鮎沢亨先生、若林邦彦同窓会会長（電 37）、宮澤令行同窓会顧問（建 33）宮下六朗同窓

会副会長（機 3１）、大口義明同窓会副会長（機 37）、田邉基子同窓会副会長（家 41）、南波ひろみ同窓会事務局（商 58）、

小松昭雄同窓会事務局（機 59）（建築）小泉知巳（28）、杉崎寿三男（29）、西入三郎（30）、丸山亘（31）、岩崎徳男（32）、滝

沢照支（32）、中村征三（32）、荒木重俊(33)、沢崎明彦（38）、大野年司（43）、武者博和（46）（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）、荻原登（31）、 横沢義雄（31）、饗場喜光（33）、尾沼

勇（33）、杉浦康之（33）、鈴木郁夫（36）、竹内正行（36）、佐藤宏次（37）、高野栄昭（38）、村田賢三（38）、一之瀬和夫（39）、

高橋忠正（39）、茂木正二郎（39）、柳沢紀明（39）、柳沢今朝雄（39）、清水丈正（43）、 内堀栄寿（44）、塩入幸雄（44）、中

村享二（44）（電気）深町共榮（37）、坂口光治（41）、坂田 和夫（47）、宮下希佐己（47）、岩下克弘（47）、深町和弘（47）、若

林幸一郎（49）、片岡 彰恭（57）（家庭）玉置町子（28）、三浦園枝（31）、葛原政子（31）、吉田公子（31）、石井和枝（33）、西

沢晴美(33)、杉村房枝（35）（商業）小山哲男（27）、花見功（30）、山崎光夫（30）、吉原頼輝（30）、上ノ山勝信（32）、塚田昌

司（32）、斉藤保江（34）、増田寿男（35）、小林重利（32）、森義夫（32）、丸山陽子〈33〉、北川量三〈33〉、若林竪壹(41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

和気あいあいの懇親会の様子！   歌あり、涙あり、旧交を温め合う姿がいたるところにみうけられました！ 

 

上田千曲高校同窓会関東支部 平成 27 度決算報告   

（平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 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 

前年より繰り越し 299,965  総会費 733,166  

総会費 721,000  会議費 311,897  

会議費 301,500 役員負担 通信費 130,736  

年会費 154,760  交通費 40,460  

雑収入 48 預金利息 消耗品費 20,929  

   雑費 6,719  

   次年度繰越 233,366  

合計 1,477,273  合計 1,477,273  

    

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

 会報に載せる記事、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 080-2066-8797   

  e-mail k.sato3028@jcom.zaq.ne.jp    

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

本部同窓会 HP からも入れます。     

写真 前列左側から中村享二（機 S４４）・上ノ山勝信（商

S32）・佐藤宏次（機 S37）・中村征三（建 S32） 

後列左から  柳沢健一（機 S37）・斉藤真（機 S48）・小

林生知（建 S43） 
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