旧教職員
（教科は離任当時）
平成６・７年の２年間だ

らば３回唱えれば記憶でき

少しずつ病院の診察券が

たことも、 回以上は唱え、 増えてきました。二度の骨

でデイサービス中心にボラ
ンティア活動をしてきまし

折で杖が必要ですが、何と

早く感じるこの頃です。

です。近くの川辺にいい散

駒谷とも子（Ｓ ） 歩コースがあります。

今年８月で 歳になりま

す。 実 家 の 近 く で 学 校 へ

布川 正子（Ｓ ）

度みたいと思います。

術をしたので、行けたら一

平野マサノ（Ｓ ） 行ってみたいです。両膝手

歳になる夫と、娘一家

か歩けるようになり、少し

実家から近く歩いて通学

しかし翌日には、半分以上

―いつも懐かしく、学友と

が忘れ去られていました。

と同じマンションの４階５

た。プロの曲九段を顧問に

階で、平凡に日々を過ごし

約２５０名所属する団体で

おります。折があったら旧

今年こそ大崎高校を見に行

そんな学生生活の中で、 ずつですが元気に過ごして
再び大崎高校との縁に出会

す。今年の３月をもって体
力の限界、コロナ騒動で引

てます。大崎高時代からの

私はお陰様で健康に恵ま

いました。 ひと学年上に、 友に会いたいですね。

れ、傘寿を迎え、趣味の旅

大崎高校の柔道部の一年後

回生有志の皆様の記事拝

く予定でした！ 毎年４～

退しました。碁の勉強は続

田舎に帰り、少し野菜を

能登 孝子（Ｓ ） 親友が介護４の体になり寂

行、ピアノ、ハープを楽し

けてます。

５人で銀座で食事会をして

畑江 糸子（Ｓ ）

んでいます。

磯田由美子（Ｓ ） います。やはり、大崎高校

佐々木邦子（Ｓ ）

は素敵でした

しい思いもして居ります。
今年米寿になり、生きて

が在籍しておりました。
「繋

芦澤 正則（物理） 輩の「Ｍ君」の次男坊さん

卒後 年、今年８月で

毎年会報ありがとうござ

いることが不思議に思うほ

歳。年齢同様に体力も衰え、

ど。現在、老人会役員とし

閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）
。

今年昭和 年度卒業生は
り、お花を教えたりして居

そして頑張って進級し、 てお仲間と共に楽しみを作

歳の傘寿です。来年の会

臨んだ２年生！ 「コロナ

報には当時の方々の近況を

北川 寿郎（化学） ウイルス」の影響で４・５

は坂倉先生と同室です。

ます。生物・化学準備室で

松宮 清治（数学） 校で３年生の担任をしてい
気持ちは元気です。今年

幸にも人工呼吸器の世話も

います。なつかしく高校時

掲載していただければ幸い

がっているのだな～」と思

見しました。元気そうで何

元気にしております。時

ります。この先何年か判り

代を振り返らせて頂いてま

わず感激いたしました。

よりです。川村さんはじめ

折、大崎高校の生徒達のこ

再任用２年目、調布北高

育てています。毎日、ヒヨ
ドリと闘っています。

た。校舎改築のため、近隣

三谷 博俊（国語） 皆様５９６―様。

住民の方々との会合を夜間
とを懐かしく思い出してお

け教頭として在職しまし

に何度も行いました。素晴
はスポーツ施設が休館に

す。 歳、それなりです。

葉山 伶子（Ｓ ） 外の外出もせず、自宅内に

ませんが、よろしく。

なく、理髪店・病院診療以
した。当然その影響は授業

月は休校となってしまいま
コロナあり、大変な状況

なるので、サイクリング、

野田 夏子（国語） ウォーキングで体を動かし

ります。

て思いのままの生活を過ご

しております。同期の友人

数の確保の点から夏休みに

の交流も皆無となり、淋し

になっておりますが、何と

病院通い、リハビリ、毎

い限りです。

ています。これから先も何

日ぼけていられない。でも

唐木 光子（Ｓ ）

先生が思い出されます。

谷田先生、田口先生、小林

先生、浜田先生、吉村先生、

長谷川隆也（Ｓ ） です。当時の先生方は高砂

お陰様で無事に過ごして

おります。お便りうれしく

真（Ｓ ） 拝見しています。

現在、主人が施設に入居

しておりますが、コロナウ

奥山 和代（Ｓ ）

イルスのおかげで面会にも

西川 育子（Ｓ ）

斉藤

生かされていることに感謝
年前に退職し、４年前 （しかも土・日曜日でした）
そして、そして、現在は、

をして居ります。

いうことは、
「ほぼ無し」！

出てきます。 「夏休みは、

私は４月から都立足立高

から東京都教育相談セン

元気で毎日を過ごしてい

行けず、心配ばかりしてい

総会が５月なので毎年参

加できずに居ります。同級

ます。卓球、ウクレレ、英

勉強できる喜びを、ひしひ

子供３人、孫５人、ひ孫

生５名ほどでつくし会とグ

会話をやっています。楽し

ています。健康第一です。 ターという所で都立高校の

１人。孫は都立高校でアイ

いです。
今年中に卒寿を迎えま

場、東京のオリンピックの

で二度ワールドカップに出

場、大学では 名スケート

くり、益々発展を祈ります。

足が私の誕生年と知りびっ

過ごして居ります。会の発

る毎日です。

ループで食事会を催し、近

す。最近は体力、気力も衰

鈴木 健司（事務長） 私もコロナウイルスに負け

新型コロナで最後の同期

山下 公子（Ｓ ）

気がつけば 歳、そんな

ます。

井上美佐子（Ｓ ） がされることを願っており

川村会長を始め幹事の

感謝しています。総会中止

は残念なことですが、来年

―

に年齢は気に掛けずに元気

て、あと何年元気でいられ

今は新型コロナが恐ろしく

会延期、残念。趣味の囲碁、 は母校創立百十周年の由、 でやってきましたが、

すエネルギーに転化してく
毎日テレビの前で生活で

キャンセル。幹事の皆さん

３月、５月、６月の旅行も

桜井 忠敬（Ｓ ）

嫁ぎ先は銀座の大日本図

光（Ｓ ） 書㈱の今では副社長の義父

の所です。 歳になり、息

して、孫が遊びに来るのが

「梧桐会報」届きました。 子も３人の父となり、独立

新型コロナの中ですが、元

楽しみな日々を過ごしてま

坂詰

吉野三保子（Ｓ ）

高（Ｓ ）

昨年、傘寿の会を屋形船

で行いました。

佐藤

昭和 年卒業で「さんさ

ん会」と称して、毎年３月

にＦ組クラス会を開催して

した。全員で 名程、 歳

ウイルスの流行で中止しま

栄（Ｓ ） いましたが、今年はコロナ

幹事の方々ご苦労様で

美藤 晶子（Ｓ ） す。

気にしております。

卒業後 年が経過し、元

す。マスク着用がしんどい

グ（６～７千歩）していま

なるべく毎日ウォーキン

が許せば今年中に再開しよ

元（Ｓ ）

来年は参加できるようにが

山川 容子（Ｓ ）

河村

うと考えています。

す。 歳。

んばりたいと思っていま

滝田 侑子（Ｓ ） す。今年は残念ですけど、 を超えていますので、事情

気で暮らして居ります。

ますやら。

百名城めぐり、コンサート、 盛大な総会・記念集会を催

土井 幸子（Ｓ ） カラオケ全て自粛、歩数計

ないよう頑張っています。

す。本年の梧桐会総会の中

五味

御苦労さま。

卒業生（卒業年度）
今年の誕生日（８月）が

止、本当に残念です。次の

も１回４０００歩に半減。 ださい。期待しています。
くると 歳になります。二

「梧桐会報」お待ちしてい

山田 薗子（Ｓ ）

何時も楽しみに読ませて
半貫 淑江（Ｓ ） 頂いています。１年が年々

ます。一日も早く終息宣言

況確認して元気変わりなく

しとかみしめながら通学す

ご自愛ください。

82

た。インターハイに二度出
退職して９年経ちました

退し、智力だけで持ってい

洋（保健体育）

が、何とか元気でやってい

矢作

小野寺 一（数学） 取り組んでいます。
一生教壇に立って教え続

ます。

新種目に選ばれなかったの
梧桐会報 号拝見。貴校

29

30

越川 綾子（Ｓ ） 皆々様いつもお世話になり
で残念でした。子供３人も
益々の発展に嬉しき事。
「会

それぞれ活躍しています。

を貯えておくことをおすす

員だより」湯川氏の寄稿に

めします。

照（保健体育） る状態です。若い時に筋力

た。それ以降の３校で、学

木槻美登里（日本史） 大崎高校で勤務してきまし

懐かしき当時を回想。私の

峯岸

校長の豊岡先生、国語科の

私は昭和 年から８年間

大崎高校の教員としてス

粕谷先生、転勤されていっ

在職３年は氏に伺ってくだ

‼

湯川 泉（保体・Ｓ ） ススケートをやっていまし

入学・転学等の電話相談に

校で非常勤職員として働い

島宮 道男（保健体育） ８月 日・ 日」限定。と

か元気にやっています。

何とか田んぼ、米づくり
志村 秀三
（日本史）

を続けています。
（山口）洋子 （英語）

森下 誠一（数学）

が起こるか判りません。

らしい校舎が完成しました
が、一度拝見したいものだ
と思います。旧校舎の中庭
に芽生えた紅葉の小さな
苗を自宅に持ち帰り鉢に植
えたところ、今では２ｍ近
い壮年の木に成長していま
す。大崎高校を想い出すよ
部骨折のためにブラリブラ

歳になり、左右両足頸

まもなく傘寿を迎え、梧
リの生活をしております。

すがとなっています。
桐会への出席はかなわない
骨折はつらい思いをしてい

相原二三男（地理） けたいと思っていましたが

ます。

病には勝てず、 年間の教

と存じます。母の日が近づ

員生活に幕を閉じ早や２年

くと送られてくる「梧桐会

元気にはしておりますが

報」は、生き生きとした会
た。

の活動を伝えて楽しみでし

余病と戦っての生活です。

ギング、テニス、読書、新聞、 タートした教員人生も 年

た体育の湯川先生、東先生

うやらというところです。

齋藤 教子（教頭） 年齢は歴然としており、ど

になりました。現在蔵前工

「健康寿命」を過ぎ、元

業高校に在職しています。 の方々といっしょに仕事が

気であるように努力してい

宗教書、ボランティア（日

現在、都立小岩高校にて

年前まで茶道（裏千家）の

さい。

本語教師、学校支援、町会

できたのも、大崎高校に何

師匠をしてました。

ます。

還 暦 を 迎 え る と こ ろ。 こ

同級の方は現在一人だけ
文通しています。健康にも

松浦 純子（Ｓ ）

れからも東京都の教育に関

います。

ます。
金子

歳です。同期会は 歳

寺島 静江（Ｓ ） までやってましたが解散。

りです。

あり、コロナで現在中止に

昨年、まさかの早期退職

32

32

32

ます。ウォーキング、ジョ

96

が、
「ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ」 か深い縁があったように思
で頑張りましょう。

等）
、海外旅行、孫の相手、 休校も長くなってきました
……、大崎高ナツカシイデ

員をしています。 年後の

端（保健体育） 恵まれ、百まで生きるつも

田中 康弘（数学） わっていきたいと思ってい
平成９年度から 年度ま

同期会では、同僚だった三

ス

石井 雅洋（世界史）

でお世話になりました。そ

晃（教頭）

都立高退職後、大学の教

の後、南多摩高校定時制に

平田

員を終えて、今年より、晴

調布北高校にて非常勤教

耕雨読を始めました。

「シューイチ」は何時も

なっております。会報いつ

また集まりましょうとの話
見ておりましたのに、 月

も楽しみです。

をし、選んだ第２の人生、
れしかったです。いつも梧 「東洋医学の道」
！ まさに

３日の放送の日は残念なが

先生方のお顔を拝見し、う

年振りの学生生活は有意

ら見落としをしました。学

正大学で週一度教職科目を

義であり、しかし、年齢と

永野 恒雄（倫社） みにしています。
音大１年の孫娘と二人暮

80

32

80

10

大平 一男（教頭） 異動して退職の現在は、立

坂倉 京子（生物） の駆け引きで、紆余曲折の

校の皆様方のご発展をお祈

桐会報は充実の内容で楽し

連続でした。とにかく記憶

りいたします。

担当しています。

力の低下は何とも、如何と

ターを退職後、東京理科大

もしがたい事実！ 以前な

4 4
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29

29

29

84
平成 年より令和２年３

らし中です。 歳超高齢者

32

10

16

30

30

15
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85

28

29

会

桐

梧
41

功（副校長） で、コロナを恐れています。 月まで、日本福祉囲碁協会
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報
会
桐
梧
令和２年７月１日
（１）

本年の梧桐会総会は中止いたしましたが、昨年度に「郵送を希望」と回答された方々に同封し

た「近況報告」に記入された方々からの返信が多数ありました。ありがとうございました。
その内容は来年の会報には入りきらないと思われ、また「近況」ということで、内容が新鮮な
うちに特別号としてお送りします。ホームページ限定です。

た。ショックです。
青柳 秀雄（Ｓ ） す。

私達 年度卒は今年で
マスクを作ろうと思ってい
（４月 日の消印）

することを祈るばかりで

ですので●●な気持ちはな
ます（おしゃれな）
。

す。今年の総会は「中止」 ました。これからガーゼの

歳を迎えます。個人差はあ
いですが……。

橋本監督時代の硬式野球部

席が難しくなってきます。
死亡率が最も高いがんです

て一年近くになりますが、

昨年は肝臓がんを発病し

年３Ｂの仲間で３Ｂ会（

良くやっています。昭和

梧桐会報ありがとうござ

～ 名程度）で年に何回か
集まって呑みながら懇親を
穴山

孝（Ｓ ）

卒業後 年目を迎えまし
た。母校の皆様の活躍を嬉
しく思います。
江上 尚志（Ｓ ）

年卒の「イチゴ会」も今年

分が明るくなりました。
割には元気です。娘が大崎

を 迎 え ま し た が、 年 齢 の

卒業以来 年が過ぎ喜寿

ひたすら元気に生きてい

穏やかに老後を楽しんで
います。

で、今は３食（毎日）作る
たいです。

くの散歩など、外気も吸い

行在校生の皆さんにぜひ、 日を待ち遠しく楽しみにし

語を勉強していますが、現

形は、ダイヤモンドのよう

小林 文代（Ｓ ） 春そのものでした。校章の

がとうございました。

元気をもらいました。あり

ています。同期の記事を見、

コロナで運動不足を感じ

ています。来年はコロナを

うことは、矢面に立ってそ

ています。現役で働くとい

五反田で会計事務所を開い

夫（公認会計士）と一緒に

現在、私は税理士として

成敗して、梧桐会の皆様と

本年３月に同期会を開催

す。今後もこのようなささ

かったと思うことしきりで

け、 こ の 仕 事 を 選 ん で 良

やかな喜びを積み重ねてい

する予定でしたが、コロナ

た。

を含む諸事情で延期しまし

笑顔で変える姿を見るにつ

田中 好子（Ｓ ） イ ア ン ト の 相 談 に 応 じ て

れなりに大変ですが、クラ

いでいます。

変わらず元気で働いてい

ます。

青木 敏夫（Ｓ ）

お蔭様で孫も高２を筆頭

に５人おり、それなりに元

小林英理子（Ｓ ）

佐藤 継郎（Ｓ ） きたいと願っています。

午前プール、午後囲碁、 ない、と昨年からの予定通

の準備と考えましたが、コ

りました。
「キセキ」入り

退職後十数年、大台にの

國分 秀通（Ｓ ）

赤津ひろみ（Ｓ ） 気にしております。

います。

茂（Ｓ ） 再会出来ますよう、祈って

た）４人組は、いつもこの

のが日課です。皆さん元気

に曇りのない心であるよう

江田 兼弘（Ｓ ）

森山

酒井佐都枝（Ｓ ） 語学の大切さを伝えたい思
おかげさまで、夫婦共元

に、という意味が込められ

恒（Ｓ ）

最近は家でじっとの生活

ていると、被服の谷田先生

会を開いています。

り、本年３月末に（軽井沢

ロナの恐怖は全てに勝りま

歳になったら仕事をし

晩合唱、週に一度の家庭菜

の店を）閉店し、現在同じ

す。映画だったらリセット

てそれを自分の肥やしとし

スの終息を願っています

ございます。コロナウイル

園の生活が一変。もっぱら

町内に転居して、庭いじり

スキー場で宿泊業をして

いっぱい作りなさい、そし

深井 博美（Ｓ ） 時 に 良 き 隣 人・ 良 き 友 を

又木 義浩（Ｓ ） うばかりです。
長年の高齢者介護が終わ

小山なな子（Ｓ ） 畑仕事の毎日です。月に一

できるのですがね。
今年はコロナウイルス発

り、体力回復に向け、毎日

等して、年金生活をしてい

て人生を歩んで行きなさい

師の方々にお世話になって

新型コロナでの
Stay
、自立する努力は
Home

歳になりましたが、元

気にすごしています。コロ

ナの影響で３年に一度の同

広（Ｓ ）

この４月で 歳ですが元

三井

神田 忠泰（Ｓ ） 期会も中止になりました。

歳、自営業継続中。

丸山 繁雄（Ｓ ）

宮下 敏夫（Ｓ ） 他の店の方々は大変です。

洋（Ｓ ）

同級生の消息を知りたい

山形

松山みどり（Ｓ ） のですが
酒と読書の日々、週１回、

天野 貞夫（Ｓ ）

ます。良いタイミングで閉

と言われました。優しい先

います。

店しましたが、この騒ぎで

度の仕事（大阪府内水面漁

おりますが、今年は雪不足

生で、大変な年になりまし

持病をかかえ、なつかしい

りです。

場管理委員会）も、今年限

笹野 信子（Ｓ ） とコロナで大変な年になり

生の思い遣り、クラスメー

た。母がまだ生存中なので、

努力をしております。

ました。元気でガンバリま

トに感謝をしております。

平成 年まで行方不明の

す。

年寄りばかり集まっていま

宮川 律子（Ｓ ）

思い出だけをたよりに生き

細々と小児科開業医を続

けています。

身に沁みています。関西在

体を動かすことの大事さを

毎日ダラけないように、身

旅行（国内、海外）等、よ

ス の 友 達 ３ 人 は、

を続けています。同じクラ

ます。

長年梧桐会に参加させて

住 年、関西弁が上手にな

山下 誠夫（Ｓ ） 結構しんどかったですね。 気に仕事（小学校時間講師）

頂いております。また、今

光（Ｓ ）
夫婦二人と犬（雑種、

年は同期会を予定しており

横内

松田美代子（Ｓ ） 湘南の浜辺を散策しており
コロナで気の滅入る毎日

歳）の生活。二人で趣味の

ですね。先の見える我が身
を思い、どう折合いをつけ

リ コ ー ダ ー、 太 極 拳 を 楽

野家 憲一（Ｓ ）

の指導と忙しい毎日です。 楽しみに。
コロナ終息まで全て中止、

す。

私も病で買い物に行くの

私。それ以降は梧桐会報を

も厳しい状態となり、介護

近く、すっかり尾道の人に

川村治君と同期ですが、 保険でヘルパーさんや看護

今年喜寿を迎えます。部

碁とシルバーリハビリ体操

なりました。現在 歳、囲

梧桐や今も正しき門の影

湯目

で す。 食 料 品 の 買 い 出 し

がおっしゃっていました。

大崎高校は私にとって青

新保 照代（Ｓ ） 気です。

ています。

今、保育園の理事のみし

畑山 順恵（Ｓ ） で頑張りましょう。

し ま し た。 長 く 会 長 職 を
登（Ｓ ） やって戴き、感謝しており

しか外へ出ません。時々近

私はそれを胸に生きてきて

梧桐会報、楽しく読ませ

ます。どうかお元気でね。

現在コロナで中止してい
くの公園に散歩に行ってま

て頂きました。ありがとう

読んでおります。

ますが、１回／数年の幹事
す。早く収束することを願

おります。浜田先生は卒業

後輩達の活躍を楽しみに

大田

川村様とは同期に卒業致

りますが、だんだん総会出

学校訪問などの記事を梧桐
のでおむかえが来るのはい

阿部 佳子（Ｓ ）

会報に掲載して頂いたこと

夫婦（旧飯野久江）と仲

を、懐かしく思っています。 つなのかと不安に感じると

（注・●●は判読できませ

松本 哲雄（Ｓ ） はかっています。

る昨今です。

織田 邦彦（Ｓ ） 共に、自分をなぐさめてい
昨年１月、胃がんの手術

をし胃を３分の２切除、以
来１年半近くなりますが、 んでした）
ます。元気になったらまた
い ま す。 新 型 コ ロ ナ の こ

今だ治療中で頑張っており
大崎の桜を見に行けたら
と、楽しみにしております。 とで家にこもっていました
渡邉敬治郞（Ｓ ） ら、なつかしい大崎高校の
頃を思い出させて頂き、気

ます。ご案内いつもありが
は無理かもしれません。
い、懐かしんでいます。

上野 博子（Ｓ ） で、時々訪れては往時を思

高の近くに住んでいますの

とうございます。うれしく

いただいております。
村木 順子（Ｓ ）

東京を離れ、尾道生活 年

宮下 重康（Ｓ ） 楽しみに待っております。

活のテニス、今も頑張って

ています。また会える日を

光山美知子（Ｓ ）

私は元気です。 歳。

一昨年、喜寿を機に昭和
楽しんでいます。

今年の１月に 歳になり

生きられれば……。先生の
年３月卒の学年会終了の

ました。あと５年位元気で

転退で〝行政〟という教科
があったので驚きました。 集い（約 人）をしました。
みゑ

今年、後期高齢者組へ編

ようかと考える日々です。

野口 充子（Ｓ ）

、
lunch

に感謝の日々です。梧桐会

とりあえず「壁打ちテニス

りません。

中林 正興（Ｓ ）

ましたが、残念ながら延期

「梧桐会報」 となりました。皆様、体調

し ん で い ま す。 来 年 は 創
立百十周年

を崩さないよう、ご自愛く

川崎から大宮に移り住ん

が習慣になっています。

木曽路で自営の観光民芸

卸業を、 歳になる現在も

業となり、 年間続けてき

イーク前の繁忙期が全く休

知（Ｓ ） 状態となり、ゴールデンウ

会社を閉めて、他社で働

新井

観光のお店、道の駅等休業

続けております。しかし、

２０１９年末、古希を迎

コロナウイルスの猛威で、
した。我々の在学中とは校

え会社を退きました。これ

山口惠美子（Ｓ ） で 年になります。毎朝大

木下トシ子（Ｓ ） ださい。

鈴木 幸子（Ｓ ） 楽しみにしております。
元気でやっております。

舎も校風も異なっているよ

からは趣味（能楽、歌舞伎、

宮公園迄ランニングするの
大森から鎌倉に越して

うで、今昔の感を深くしま

昨年のＴＶ放映拝見しま

く会っています。

入。 否、 否、 後 ろ 向 き に

でもはげもう」です。（

友近 恵子（Ｓ ） ならず、高寄（こうき）な
気持を持って前向きに夫々

の発展を祈っております。

黒田 美江（Ｓ ） 人生百年時代に向けて健康

奥相模の山里での登山生

毎年「母の日」が近づく

藤原 恵一（Ｓ ） と、大崎高校の同窓会を思

歳になります。 席するつもりです。

来年（ 歳）の総会には出

長谷川政行（Ｓ ） 活（単身）を続けています。

歴史？なのでしょうか？

今年で

昨年の夏、ギリシヤの大型

い出し、懐かしくなります。

年に一度の会報を楽しみ

因みに、漢詩と詩吟を楽し

船に乗り観光してきまし

寄る年波には逆らえず、 いつも「梧桐会報」をご送

にしています。役員の方々

生でした。

高橋 淑子（Ｓ ）

年になります。由比ヶ浜の

加齢による老化の進展
は、益々加速しているよう

陶芸）を楽しみます。

ましたが、初めてのことで

新型コロナウイルス感染

伊藤 正久（Ｓ ） す。この先、人類の未来も

藤倉 一恵（Ｓ ） いています。

相変わらず逗子で元気で

上條 宣子（Ｓ ）

います。登山のインストラ

した。

海に助けられています。
坂本 武夫（Ｓ ）

り、巣ごもり状態です。

大崎を卒業して半世紀以

津吉 彰郎（Ｓ ）

です。コロナウイルスによ

岩井

てからあと数年で 年が経
い思い出いっぱい

岩﨑 澄子（Ｓ ）

透析週２回をかかえなが

攻（Ｓ ）

の「道」を楽しみましょう。 歳、元保健師）

付いただきありがとうござ

た。 コ ロ ナ 感 染 に 遭 わ ず
病院通いが増えてきており

んでいます。担任は石原先

ホッとしました。

に感謝しています。卒業し

大崎高校も昭和、平成を

桐谷 展子（Ｓ ） ちます。若かりし頃の楽し

お祈りいたします。

います。梧桐会のご活躍を

渡辺 篤子（Ｓ ）

ごしております。

競り合いしながら楽しく過

邉敬治郞）と二人三脚で小

塩谷 道子（Ｓ ） ます。が、
まあまあ主人（渡

務（Ｓ ）

もうすぐ 歳、元気に生
きてます。
平野

越えて令和の時代を迎え、
我々も還暦、古希は早過ぎ

会をホテルで行いました。 て、喜寿の歳に至りました。 らがんばって生きてます。

昨年は 歳、喜寿の同期
とても楽しい一日でした。

肺線維症と糖尿、高齢の
三拍子、コロナには一発で

上経ち、年月を経た過去の

直井 啓次（Ｓ ）

白根 由一（Ｓ ） 止、残念ですね。

曽我 二郎（Ｓ ）

心配です。

不安な毎日が続いており
いつも川村さんのメッ

ごしています。ＨＰをのぞ

ま す。 元 気 で 乗 り 切 り た
コロナでおとなしく自粛

セージを楽しみに拝見して

皆様もお元気で

いましたＥＳＳ（英語部）

佐京由紀子（Ｓ ） いたところ、私の所属して

Ｓ 年度卒の美人（だっ

す。

コロナ感染症にならない

おります。以前、写真展に

が見当たらず、残念です。

症にかからないように、外
しています。大崎の友達と

もいらしていただきありが

私は今でも英語、スペイン

クターをしていますが、今
井上 昭彦（Ｓ ） は毎年旅行に行ったり、グ

とうございました。私は娘

コロナで自宅でじっとし

い！ と思っていますが、 出来事を思い返す日々を過
ループラインで近況報告し

ています。毎日の検温、近

ため、ひたすら家の中にこ
ています。会報で川村君の

の家族と住んでいます。６

出時にはマスク着用、帰宅
年連れ添った最愛の家

人家族です。コロナの影響

はコロナで苦労していま
ないで頑張って生きていま

元気な姿拝見するのが楽し

藤田 紀子（Ｓ ）

アカン。ナベちゃん飽きず

戦時中に生まれ、今将にコ

43

43

44

もっています。同窓会の中

す。これからも梧桐会報を

みです。コロナが早く収束

を視ること死の如しです。

井上 絹子（Ｓ ） ロナ禍の最中、まことに生

68

40

後の手洗い、うがい、洗顔

相関関係でしょうか、卒

内が、４月 日に、急病で

40

ご同輩の息災を祈ります。

43

41

小日向孝夫（Ｓ ） をする生活をしています。

業して何度か総会に参加し

天国へ旅立ってしまいまし

‼

卒業して早や 年。なん

69

41 ‼

41

楽しみにしています。手作

渡辺 康彦（Ｓ ）

69

70
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41

74

りマスクの形紙が手に入り

とかコロナウイルスに負け
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42

42

42
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42
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39

41

41

41

38

38

38
38
38

ましたが旧友はおらず、期

42

36

44

44

48

70

40

40

36

待してもむなしき感じで

20

33

‼

38

25

75

60

‼

39

39

36

36

41

12

36

34

13 36

35

35

36

37
37

21

34

34
34

40

40

80

77

15

60

59

36

37

33

33

33

41

33

33

35

60

41

80

38

80

33

33

33

37

50

38

33

80

80

‼

80

16

33

33

35

（２）
令和２年７月１日

報
会
桐
梧
第６６号（増刊）

東京を離れ早や 年？が

ダンボール達に着手し、ほ

いだと思っております。当

崎高校での友達との出会

まだまだ落ち着かない

友と出会えた事にも、また

の会もあればいいのになぁ

ります。同学年や同クラス

ター「山本将棋教室」もあ

開講しております。ツイッ

現住所地にて将棋教室を

ります。

大きな出来事だと思ってお

構造による新校舎の落成も

ておりますが、学校が耐震

よい思い出として深く残っ

開校百周年の行事も大変

いと思っております。

しながら頑張って過ごした

頃です。日々健康に留意？

いとも思っている今日この

です。

さ、尊さを感じています。

方々の近況には、私の名前

時の学区制で、縁有って大

誰か知り合いはいないか？

おります。時々クラス会を

が幾つか載っており、大変

崎高校で学びましたが、私

戻ってくることを信じ、頑

て健康で過ごすことが出来

有り難く存じます。

にとっては大変良かったと

した。今やコロナ拡大で本

ぼほぼ片付けることが出来

私は梧桐会を含め大崎高

中鉢 恵子（Ｓ ） を作成しています。
張りましょう。

日々ですが、いま在る健康

と思っています。

います。今年の方達は、私

高橋 和子（Ｓ ） と、写真や記事を拝見して

と幸せに感謝して…。また

した。機会があれば梧桐会

す。昨年クラス会をやりま

より、小学校長を拝命して、

見しております。昨年４月

毎年、会報を楽しみに拝

フの方々に感謝です。

報に掲載して頂ければと思

微力ながら教育に尽力して

お会い出来る事を心より

寺島 雅章（Ｓ ） 感謝です！
歳の時に第１子、 歳

て奮闘中です。

毎年会報ありがとうござ

山本 大輔（Ｈ ）

2

いできることを楽しみにし

治（Ｓ ）

とされた皆様と、旧教職員

◇今年の会報に「郵送希望」

川村

2

ております。

2

しかしながら私にとって

2

一番深く感じられるのは大

2
2

編集後記

かのはがきを入れ、返信の

数返信されました。紙面に

あった方は約４３００名で、 して３頁になりました。あ

りがとうございました。や

かったです。

ている姿を見れて、うれし

大崎高校の生徒達が頑張っ 「郵送希望」か「郵送不要」 はがきを入れたところ、多

されていたのを視ました。 ◇作年度と今年度の会報に、 の方々に「近況報告を」と

先日、ＮＨＫの番組でも
齋藤奈津子（Ｈ ） ペーパージオラマ部が紹介

昇（Ｈ ） かった時に撮影した写真を

んでいるときに、昔の楽し

コロナ禍で気分が落ち込

鈴木 美樹（Ｓ ） 願っております。
毎日、楽しく過ごしてい
ます。同窓会の方々、いつ
秋元

佐藤 公信（Ｓ ） もお疲れ様でございます。

来年は東京オリンピック

やっと自分の時間がと思っ

また梧桐会総会にてお会

来年、会員の皆様と笑顔で

なので、中々お手伝いもで

出産だったので、現在子育

そして、まだマスクが品

ま し た。 す っ か り と は 言

校とは長い間お付き合いを

ています。私はといえば、 月 日に手術、１ヵ月経っ

えないものスッキリとした

思っております。

ので、高校・大学と写真部

また、少し時間ができた
だった時に撮り溜めた膨大

開き、なつかしい話や近況

薄だった頃、自身も大変な

部屋で快適に過ごせるよう

させて頂いております。

笑しくない世代となりまし

昨年 月に電機メーカー
な量のネガを、１コマずつ

を退職し、現在は日々のん
びり暮らしております。

たらと思うばかりです。

中で、咳喘息持ちである私

になりました。通勤状況が

入学から数えれば 年近

たが、まだまだ元気でいた

当に世界中が大変なことに

のためにと数少ない手持ち

元に戻った今、維持が出来

くに渡り大崎高校の変遷を

ても痛みはなかなか引きま

のマスクを送ってきてくれ

るかどうかが更なる問題で

見続けてまいりました。

来年早々５人目の孫が生ま
川口 優子（Ｓ ） を話し、もり上がっていま

日頃から彼女には助けられ

す。

過ぎ、あれだけ田舎が恋し
す。コロナが収束したらま

てばかりですが、その優し

木全貴美子（Ｓ ） た、高校時代からの親友。

毎年４月末に届く度に、 た会い、お互いを労う予定

く温かな心遣いは、涙が出

なり、不自由で不安な日々

皆様も新型コロナウイル

るほど嬉しいものでした。

せん。現在自宅療養中。リ

ス感染症にお気をつけくだ

大崎高校で、そんな素敵な

れる予定で、ばあばとして

より２学年下の方と思いま

さい。まもなく 歳となり

かったものの、最近は妙に

す。 ク ラ ス 会 は ２ 回 程 あ

ますが、あせらず生活して

ですが、明るい未来が必ず

いつも会報をご送付頂き
り、あとはないので皆様ど

ハビリを兼ねて、この紙面

ありがとうございます。毎
うしているかと思っていま

おります。

もうひとがんばりです。

おります。いつか同窓会に

時代のものがかなりあり、 年楽しみに読ませて頂いて
す。
（現在、体調が不安定

身体にも多くの支障が現れ

茨木かおり（Ｓ ） の時に第２子を出産の高齢

波里 貴子（Ｓ ） きず、すみません）スタッ
還暦を越えて、同じ会社

渡部 良彦（Ｓ ） す。
長い間会報をお送りくだ
さり、ありがとうございま

年に同期会を開催し、 名
てきております。

した。すでに還暦を超え、 に雇用延長で働いておりま

程集まり、次回は〝オリン

私共も終活を迎えても可

いずれ会報に掲載していき
参加したいと思っておりま

池田 幸仁（Ｓ ） データ化しています。大崎
今のところ元気です。皆

京子（Ｓ ）

様も充分お気を付けてくだ
さいね。
藤
ＯＳＫ （大崎高校 年

舘林真知子（Ｓ ） 度 卒 ） と し て、 ２ ０ １ ７

ピックの年に！〟と企画し、

青柳恵美子（Ｈ ）

たいと思っています。

暮らしていた町を思い出し

ます。年を経ったというこ

とか。
大崎 博英（Ｓ ）
会報送付ありがとうござ

います。毎年楽しく拝読さ
寺崎 久生（Ｓ ）

せて頂いてます。

いつも梧桐会報をありが
とうございます。高校時代
を懐かしみながら読んでい
ます。

元気です。毎年会報を楽
青春を過ごした大崎の思

しみにしています。後輩達

加藤 伸子（Ｓ ）

て、楽しみにしております。 おります。

い出は忘れられませんが、 います。編集後記を拝見し
育てて頂いた教職員の皆様

年初より準備に入りました
と友人達には感謝で一杯で

の進学が気になります。
うなることやらの様相で

伊藤 直之（Ｓ ） が、コロナ騒動でこの先ど
す。あの頃がなければ、現

パー、ドラッグストアーは
います。
（戸越公園）駅前

ということでしょうか？

るには来年度の会報では間

令和２年の同窓会総会は

増えていきます。それでも

年卒業生が出ると、その分

けてきました。発送数も毎

整備されたあともずっと続

す。私が引き継ぎ、名簿が

ました。また、これだけの

卒の私も頑張らねばと思い

元気で何よりです。 年度

倒的に多いです。皆さんお

年代までの卒業の方々が圧

ることにしました。昭和

うちに急遽ＨＰ上で公開す

梧桐会報の発送作業は、 に合いません。
〝新鮮〟な

田口先生の時代から我々幹

新型コロナウイルスの感染

頑張ってやってきました。 方々に〝愛読〟されている

石井悠太郞（Ｈ ） 事の手により行われていま

拡大を受け、中止となりま

も聞かれます。それは簡単

したが、同窓会報をご覧に 「業者に委託してしまえば
村松 正教（Ｈ ） なった何人かの同窓生から いいんじゃない」と言う声

亡くなられました。同期の

た伊東秀一さん（Ｓ ）が

◇３年前にご寄稿いただい

ていました。喪中はがきも

皆さん読まれているのだろ

なくなられたことは非常に

自分より若い人が還暦前に

いておりました（既報）が、

届きました。私も喪中が続

うか？と思い、返信用はが

てから１ヶ月自宅待機とな

緊急事態宣言が発令され

ましたのでＨＰ上ではござ

報告」多数返信頂いており

此度、会員各位の「近況

に、断腸の思いです。残り

が「郵送不要です」の回答

毎年楽しみにされていた方

刊号を考えております。こ

も返信の状況によっては増

◇７月 日最終入稿。今後

結果がこの数字になります。 悲しいことです。

きを入れた次第です。その

ここ数年、梧桐会報は

と思うとうれしい限りです。

なことかもしれません。し

介護施設で働いていま

す。

私宛に電話が有り「中止は

コロナに負けず元気で

江森 俊昭（Ｈ ）

きたいと思っています。

新しい生活様式を守ってい

日常を目指して、前向きに

山本 忠克（Ｈ ） 大変だったねと語り合える

みんなでいのりましょう。
吉沢 伸男（Ｈ ）

毎年、春の恒例イベント
関口 靖子（Ｓ ） だった梧桐会総会が中止と

まり、会報には関心なし、 多いです。これらを紹介す

はりコロナ関係が圧倒的に

法政大学４年になりまし

りの約６割は反応なし、つ

していたので、昔撮影した

小池美紗子（Ｈ ） 全発送数の約４割です。残
写真を引っ張り出して見て

見ると良い、とＴＶで放送
私の勤務する小学校でも

平成５年以来クラス会を
休校が続いています。平穏

ドイツ人の主人と結婚し

行っておらず、さびしく思

た。コロナの影響でいつ学

在の私はありません。

います。担任のバスケット

いると、楽しかった時の気

校に行けるのか…。就職活

のフィールド・キャスト～

す。

お元気かな？ 卒業して

いっぱいで、こわくて仕方

ていたら、今度は母の世話、 年、梧桐会楽しみにしてい

すネ！

くも 年になります。子供

羽田野 健（Ｓ ） て、ミュンヘンに住んで早

な日が戻り、また故郷東京

持ちが蘇ってきて気持ちが

動が心配の種です。

のウサミの食べログ評がボ

安西 孝丸（Ｓ ）

す。早く終息して欲しいで

八王子もだんだんコロナ

ウイルス感染者が増えてき

ています。人はあまり歩い
ていませんが、公園とスー

５人目ももうすぐ成人に、 部顧問であった松島先生は

に行けることを望んでいま

明るくなります。あの頃は

ボランティアに参加予定で

ありません。

ます。

社で今も働いています。子

疫病退散 世界平和 を

おかげで最近よく帰国して

佐藤由美子（Ｓ ）

今年還暦を迎えます。同

供たちも独立し、だいぶ楽

います。

窓会デビューもコロナの関

大学卒業後、就職した会

私達も一昨年還暦を迎え

大沼 緑（Ｓ ）

内輪で集まりました。先生

になりました。

熊川

庄子 健治（Ｓ ） かったです。
元気でいます。
岡野 敬子（Ｓ ）

係で仕方ありません。来年
デ ビ ュ ー し ま す。 役 員 の

方がご健在なのか知りたい

とした海外勤務より帰国、 です。

都合 年間のアジア中心

巧（Ｓ ）

ロ ク ソ で、 ち ょ っ と 悲 し

2018.11.17

大石 恵子（Ｓ ） す。
ミニ同窓会を

に、大井町きゅりあんで行
葉山 良二（Ｓ ）

いました。

高校との唯一の絆は梧桐

なり、ここ数年、会社での

如何仕方ないですね」との

涼祭が中止となりました。

す。病院も介護施設も入居

夏の恒例イベントだった納
浮部 一也（Ｓ ） が ら、 高 校 時 代 を 懐 か し

一日でも早くコロナが収束

年に一度の会報を読みな

方が書かれていましたが、

く思い出しています。四国

す。感謝致します！

上池登美子（Ｓ ） 方は会報発送事務等大変で
コロナのため今年の梧桐

かし個人情報云々というこ

私も年賀状のやりとりをし

私のクラスだった伊東君

に出席できませんが、いつ

お話を頂きました。
ありがたさを実感する日々

が昨年１月に亡くなりまし

日々頑張っています。

会総会は残念です。日常の

昭和十二年から毎年開催

大変な状況の中、会報の

です。自分を含め、参加者

か参加したいと思っていま

一海三世次（Ｓ ）

おります。

会報だけとなっています。 ３月より東京で仕事をして
シッカリと読ませていただ
いています。
泉（Ｓ ）

者の御家族は面会も出来

しておりました総会が、こ

発送ありがとうございまし

た。奥様から喪中のはがき

卒業から 年近い年月が

草間

し、
「飲みに行くぞ～」の

ず、大切な家族に会えず入

のような原因にて中止と

が高齢となり、毎年がとて

うなの？と思います。

とが叫ばれる今、それはど

にいるので、なかなか総会

号令を掛けるのを楽しみに

居者の方も家族も苦しい思

た。早く収束してくれるこ

過ぎました。小学校長で退

が届き、大変ショックを受
やりとりをしていただけ

けました。ずっと年賀状の

も大切な時間です。来年は
とを祈っております。

うお祈りしております。

浅野 典子（Ｓ ） 皆さまお元気で集えますよ

職を迎え、現在、世田谷区

教育委員会の嘱託として、

若手教員の育成を担当して

藤田 美子（Ｓ ） に、本当にショックです。

６月末現在、息子の通う

ます。楽しみにしておりま

泉（Ｓ ） 小 学 校 も よ う や く 通 常 登

会報 号で御柱祭の記事を

山崎

す。

れからもよろしくお願いし

拝見し、元気に頑張ってい

の６割の方々が返信される

るご様子で何度も読み返し

ことを望みます。

「還暦クラス会」を投稿

いますが公開させて頂きま

60

毎年会報を楽しみにして

ます。

した。私と同期（Ｓ ）の

させていただきました。幹

38

40
りました。引越して半年経

めての母の日でした。

齋藤 哲也（Ｈ ） いをしています。早く良く なるのは誠に残念ではあり
す。
なって入居者、家族のより ましたが、この状況下では
松下 孝江（Ｓ ）
良い笑顔を見たいです。
梧桐会の幹事になって
中止と決めさせて頂きまし
蓬田 哲也（Ｈ ） た。
いつもありがとうござい 年。今年は総会のない、初
４月 日付けで解雇（コ

60
つのに、開封だけしていた

クに行こうにも会社から書

ハローワー
久末 節子（Ｓ ） ロナ？）となり、

います。

11

28
校となり、当たり前のよう

11

に過ごしてきた日々の有難

類がなかなか届かない。こ

今年は皆も還暦で、改め

たことがありました。
なった」と言ってくれま

の際「腰部脊柱管狭窄症」 事の皆さんが「良い記念に

59
の手術をすることにし、５

三歳年下の弟（加藤正弘

1
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です）も大崎出身です。二
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