新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、出席される方々の健康・安全面を第一
に考慮した結果、本年の梧桐会総会の開催を中止することにいたし ました。
出席を楽しみにされていた方々には大変申し訳ございませんが、ご理解をお願いいたします。
梧桐会会長 川村 治
幹事一同

本年の梧桐会総会は中止
挨

拶
村

治

が起こり、四月七日には新

新型コロナウイルスの伝染

た。それと共に二月からは

あげる次第です。

ります事を切に御願い申し

ございます。何卒ご理解賜

には誠に申し分けない事で

葉書を同封いしました。

頂く事とし、アンケートの

ない会員の方々には是非と

昨年にご返事を頂いてい

型コロナへの非常事態宣言
梧桐会会員の皆様にはこ
が、本年は二百三十七名の

式が小規模に行われました

大崎高校第七十一回の卒業

協力の程お願い申し上げま

を図って参りますので、ご

経費の節約も視野に改善

令和二年三月七日には、 も返信して下さい。

の重大な時節、如何お過ご

が国から発せられました。

しでしょうか。

ジを開設致しておりますが

梧桐会の公式ホームペー

す。

大変感謝申し上げます。

入会をして戴きました。

方々に梧桐会新会員として

日頃より同窓会の活動に
対し、大きなご理解ご支援
頂戴しておりますことに厚

決定させて頂きました。

ませんが幹事会にて中止と

守る為、誠に申し訳ござい

染予防と会員各位の健康を

た新型コロナウイルスの伝

ですが、冒頭申しあげまし

さて、今年の同窓会総会

を極力抑えながらのも、学

ございます。今後とも経費

有り、中々厳しい状況では

報郵送費や印刷代の増加も

すが、消費税増税による会

カバーする事としておりま

からのご寄付により活動を

身会費七千円と会員の皆様

毎年の新入会員から頂く終

事務局のＦＡＸも稼働して

いと願っております。尚、

相互の交流を深めて頂きた

ページをご活用頂き、会員

す。

改めて深く感謝申し上ま

要望を頂戴致しました事、

を始め、数々のご意見やご

して頂き、住所変更の連絡

ネットをご利用しない会員

川

同窓会が誕生した昭和

校支援や同窓会活動を推進

梧桐会の財政面ですが、 大変多くの方々にアクセス

十二年から数えて今年は

お り ま す の で、 イ ン タ ー

く感謝申し上げます。

八十三回目の同窓会となる

して参ります。

様にはこらの方へ是非皆様

今後とも梧桐会ホーム

ところでしたが、緊急事態

ここで事務局からのお願

今号にこちらのはがきが同封されている方は、ご返送を
お願いします。同封の目隠しシールをご利用ください。

お い て、 強 豪 私 立 を 破 っ

となりまして、やむなく中

て連続東京都ベスト 、秋

方のご意見等をお寄せ頂け

状況においても、大崎高校

の新人戦においてもブロッ

いですが、今回も会報が確

の生徒達は明るく元気で頑

ク優勝（ベスト ）するな

止と致しましたが、同期や

連休明け再開に向けて準備

張っております。登校日で

ど、関東大会まであと一歩

ことで、浪人回避の動きが

ましたら、月末には積雪が

をしているものの予断を許

の様子を見ていても、今自

というところまで来ており

今年三月中頃には、東京

さない状況で、学習活動の

分やれることを一生懸命取

ます。硬式野球部も着実に

れば幸いです。

停滞や１学期中の学校行事

り組んで、家族や地域のた

実に会員各位のお手元に届

の全面中止など、通常の教

めにしっかりと考えて行動

強まり、本校生徒が希望す

いているかの確認をさせて

振るっており、会員の皆様

育活動に大きな影響が出て

る大学の倍率がかなり高く

先輩・後輩との再会を楽し

におかれましても、日常の

おります。特に部活動に関

力をつけており、昨年度か

なってしまいました。今年

みにしていらした会員各位

大崎高校３年目となりま

生活を送ることができず不

してくれています。やはり

らバスケット部と同様に特

有り、全国的に寒暖の差が

したが今年度も引き続きよ

安な日々をお過ごしかと存

しては当面活動ができない

規範意識の醸成を軸とした

別推薦を実施することも相

激しい春の気候となりまし

さて新型コロナウィルス

ろしくお願いいたします。

じます。学校としましても

ことから、今年の関東大会

主体的に学び続ける力、防

での桜の開花が日本中で一

感染症は、東京でも緊急事

３月２日（月）から始まっ

予選やインターハイ予選が

新しいステージに向けて

態宣言が出されるなど、い

た臨時休校は、一応５月の

これまで頑張ってきた成果

ます。

と根付いている証だと思い

いやりの心などがしっかり

すべて中止となりました。 災教育を通した他者への思

た。学力選抜入試のほうも

非常に高い倍率となりまし

試では、男子が４・ 倍と

まって、今年の推薦選抜入

を高めて、よりよい生徒の

として、進学指導の実践力

指定された進学指導研究校

度も東京都教育委員会から

ります。普段通りの学校生

晴れない日々を過ごしてお

経験したことがなく、心が

徒の声が聞こえない日々を

ても、ここまで学校内で生

ない状況です。私としまし

も気持ちの切り替えができ

迎えてしまったことに生徒

の部活動は地域社会に大き

表彰されており、この２つ

た。防災部は品川区からも

育委員会から表彰されまし

部の代表として、東京都教

の３年生濱本純玲さんが両

の３年生檜木礼君と防災部

ては、ペーパージオラマ部

昨年度活動状況としまし

ていたのですが、今年度か

試の結果は昨年より上がっ

んでした。大学センター入

思うような結果を出せませ

実績のほうは、残念ながら

に上がっております。進学

るのですが、大崎高校は逆

は合格ラインが下がってい

償の影響で軒並み都立高校

ます。昨今の私立授業料無

上位層の増加傾向がみられ

１・ 倍と高倍率で、特に

きます。

げ、ご挨拶とさせていただ

いご支援をお願い申し上

後とも同窓会の皆様の力強

も頑張ってまいります。今

るよう生徒・教職員ともど

一層変化・成長を続けられ

の節目の年に向けて、より

立百十周年を迎えます。こ

いきます。

進路実現に向けて尽力して

来年度は、大崎高校は創

幸せなことであったかを、 く貢献してくれています。

活が送れることがどれほど

また運動部は、男子バス

改めて実感しているところ

ら大学入試制度が変更する

64
ケットボール部が関東大会
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番早いと伝えられたと思い

ご

第 66 号
まだ衰えることなく猛威を

「梧桐会報」
送付について
お知らせとお願い
を見せる３年生最後の大会

16
となるはずが、突然引退を

12
予選とインターハイ予選に
しかしながらこのような

です。

会計報告

梧桐会

耕一郎
豊岡

令和元年４月１日～令和２年３月31日

梧桐会報の発送数は年々増加し、現在約
12,000通となっており、封入作業につきま
しては、これまで幹事の手ですべて行ってき
ました。また、名簿の管理につきましても、
30年以上前から事務局で管理しております。
宛名の印字もすべて事務局で行っております。
このことは個人情報保護の観点等から、今後
も続けていく予定です。
昨年に引き続き、今回会報が毎年会員の皆
4 4 4
様のお手元に確実に届いているのかを確認し
たく、右のような「アンケートはがき」を同封さ
せていただきました。（回答済みの方を除く）
該当箇所にチェックを入れてご返送ください。
切手は不要です。
皆様のご協力をお願いいたします。
なお、ホームページで梧桐会報のバックナ
ンバーをご覧いただけるようになっておりま
す。併せてご利用ください。

令和２年４月１日発行
発 行 所

梧

渡部良彦
川村
治
サミット印刷
編集人
発行人
印刷所

都立大崎高等学校長

第６６号

報

会

桐

梧

令和２年４月１日

（１）

年振りの学生生活

３月７日は大崎高校の卒業式でした。
参加者は、生徒と教職員だけという異例の形で行われました。
私は恥ずかしながら開式後の学校の様子を拝見しに行きました。
実は、昨日の卒業生が私が大崎高校で、また教員として最後の授業をした学年でした。

最悪の症状が出る前にしっ

同級生・後輩が多数卒業し

は、柔道関係の恩師、先輩・

現在通っている専門学校

彼は大崎高校卒業後、
「柔

た。

な挨拶を照れながらしまし

くお願いします。
」と簡単

らは同級生ですからよろし

を簡単に説明し、
「これか

的な面からなかなか治療の

取っています。やはり年齢

ています。

る資格取得に向けて頑張っ

働き臨床経験を積み、次な

やアスレティック・ジムで

その資格をいかして治療院

の道を選択

あるうちにやり残したこと

そして選んだ道は、
「命

程）
」です。ここでは、ま

めて「昼本科」へ進んでき

現場で働くということが難

つくづく感じたことは、 ３ 学生生活
かりと医療を受けて対応し

た東洋医学では名門の専門

道整復科」へ進学し、難関

ちらの道を選択しました。

ておくことがいかに大切か

学校です。私が選択した科

の国家試験にも合格し、改

的に学びました。
）当時不

しい現状があります。

不随意で収縮を繰り返し

一昨年のとある明け方、 脚にこの刺激が伝わらない

そして、自身の健康状態。 れます。
この私の症状は、
右

ということでした。まかり

は「昼本科（鍼灸師、按摩・

整脈が現れると息苦しくな

ました。現在も勉強に関す

面倒を見ることができとて

症状です。（このあたりのこ

間違えれば命を失うところ

指圧・マッサージ師養成課

私は、教員になりたての

をやろう」ということで、 さに東洋医学でしかできな

で、円滑な血液循環が行わ

心臓のもの凄い激痛で目を
とは、
現在の専門学校の「生

でした。

頃から気が付くと不整脈が

りましたが、軽い運動をす

も羨ましい限りでした。

日本体育大学在学時代に
覚まし、あわやの危機が訪
理学」の講義で改めて専門

２ 何故、今更、専門学生

は、付属で「日体柔整」と
れました。

しかし、当時の私は家庭
現れ、 代後半からはかな

るとそれが改善されていた 「早期退職→東洋医学の専

この点で現在私は後れを

いう夜間の専門学校があり

が経済的に大学に通うだ
り頻繁に現れるようになり

ので、あまり緊迫した状況

ました。

けで精一杯で、断念をせざ
ました。健康診断ではいつ

ではありませんでした。

本来であれば、図々しく入場から退場まで見送り、祝ってあげたかったのですが。
このような世の中の状況では仕方がありません。
私は、平成 年３月 日
るを得ませんでした。
「教
も「右脚房室ブロック」の

と思っていましたが、いざ
養護の小野村先生からしっ

高校在職時代には、当時の

裕が出来たら入学しよう。
」 判定が出ていました。大崎

んでした。しかし、近年は

れといって支障がありませ

日常の生活では、特段こ

をしていただき、東洋医学

態を聞き出して簡単な施術

き、お会いする度に健康状

心臓の症状を顔相から見抜

実は、現在のクラスに大

しばしばありました。
）

れて、挨拶を受けることも

の学生から教員に間違わら

入学当初は私の容姿から他

い施術とそれの関する理論

ます。

実した学生生活を送ってい

迎える国家試験に向けて充

）をして、２年後に
（ 笑 い 話 に な り ま す が、 ます。

を日々学んでいます。

る事

からないことを聞きに行き

る情報交換（専ら、私が分

経痛による両足関節痛、更

腕二頭筋長頭損傷、坐骨神

症）
、頸椎捻挫（大学時代

傷）
、右膝（変形性膝関節

膝（前十字、後十字靭帯損

ま で に 受 傷 し た 古 傷、 左

不 足 を 補 う た め に、 こ れ

年振りの学生生活」を

現在は、東洋医学を修め

打ちました。

「
送っています。

特 に、 教 員 時 代 に 残 念

心臓の洞房結節というとこ

掛かり症状改善のためのア

を繰り返すための刺激は、 ついに循環器の専門病院に

「先
えて、あえて「柔道整復科」 いたことのある声で、

れからの日本の状況を踏ま

で出始めました。そして、 中村先輩の助言もあり、こ

生、どうしたんですか」と

にいたところ、後ろから聞

入学前の健康診断で教室

手技を身に付けていなけれ

も、しっかりとした施術の

免許登録したからと言って

できません。更に、合格し

許登録をしなければ施術が

年後の国家試験に合格し免

卒 業 で き た と し て も、 ２

様に施術し、少しでも回復

がすぐれず困っている患者

ら体験した東洋医学を体調

資格を取得した暁には、自

受けています。

くは軽減すべく各種治療を

てこれらの症状を改善もし

に高血圧症状等、身をもっ

関節腱板損傷）
、両上肢上

上のことはしてあげられず

ブレーション処置を受け、 ではなく「昼本科」を選択

声をかけられました。そし

ばとても人様に施術はでき

この過程において、私の

門学校進学」でした。

教員になると、今度は時間

脈拍数が 回／分以下にな

の素晴らしさや魅力を教え

崎高校での教え子のＥ君が

そこで私は現在臨床経験

をもって、 年間勤めた都
員となり、いつか生活に余

１ 教員生活に終止符

立高校教員生活に終止符を

るために都内の専門学校

かりと受診するように再三

ることもしばしば、一昨年

ていただいた中村先輩の偉

例え、現在の専門学校を

に受傷）
、両肩の五十肩（肩

へ通っています。まさに、 的に余裕がなく断念せざる

助言をいただいておりまし

の明け方の症状が出た辺り

大な存在があります。私は、 います。

にいることでした。柔道整

ろから発生し、その先の房

不整脈の症状も一応収まり

て、彼に入学に至ったわけ

ません。

４ これからの自分にでき

た。本当にありがとうござ

では、めまいと立ち眩みま

を得ませんでした。
いました。

のに・・・」など、温かい

「せっかく管理職になった
復師の資格のある先生は応

室結節、ヒス束、そして右

ました。

跡の時間空間だったなあと

だったのは、目の前で負傷

慰留のお言葉も頂戴いたし

急手当からその後の症状改

脚・左脚と伝えられ心筋が

た長い年月を感じる、懐か

実感します。

回りの方々からは「定年

ました。しかし、大変申し

善、リハビリまでしっかり

弓子先生、高橋清文先生、 くさんあったようで、あち

しく楽しいひとときでし

心臓がリズミカルな拍動

訳ありませんでしたが、こ

名という大人数の参加者で

らこちらに笑顔と笑い声が

た。

まであと少しなのに・・・」
、 した子供たちに応急手当以

だきました。そのおかげも

長谷（現・鈴木）雅美先生

溢れていました。パッと見

数日余韻に浸りました。 でしたが、代表幹事ら言い

Ｈ組

うに柔道整復師や、
ＡＴ（ア

学生の中には、Ｅ君のよ

います。そして、東洋医学

のお役に立ちたいと考えて

専門学校を卒業し晴れて

が前々号に、Ｈ組幹事の私

賑わいました。
（残念なが

でわからなくてもすぐ当時

しました。

が前号に「同期会に向けて」 あってか、いろいろな方面

のお三方にご出席頂きまし

Ｇ組

前からこの企画をぼんやり

ます。彼らは、在学中から

の資格を持っている人がい

などもされているようで

まったり、クラス会の企画

同期会を機に、少人数で集

います。

に伝えていきたいと考えて

スレティックトレーナー） の素晴らしさや魅力を後世

話していたそうです。大橋

今回の事前準備の大捜索

した。
「次の同期会は還暦

して２月、蒲田に集合しま

我々幹事も打ち上げと称

す。

代表幹事周辺の方々、構想

年
（笑）
、お疲れさまでし

で、 不 明 だ っ た 連 絡 先 も

に」と話しているところで

す。今回来られなかった人

も、次回はぜひご参加くだ

さい。同期のみなさん、先

生方、それまでお元気にお

過ごしください！

→『笑屋の同窓会』

みてください。

た。興味ある方は検索して

ろ業者まかせで開催しまし

今回の同期会は、もろも

【参考】

２月の幹事打ち上げ

だいぶ判明しました。この

た。大盛会でした。

20

私はつい最近からの幹事
た。会場中がお久しぶりだ

Ｆ組

出しっぺ仲間は、 年ほど

Ｅ組

いま振り返ると、本当に奇

Ｃ組

の顔を思い出したり。過ぎ

20

Ｂ組

らけ、卒業以来の再会もた

Ａ組

担任の先生からは、青木

らＤ組からは０人でしたが

40

次回はぜひ。
）

100

から新たな連絡先が増えて

会員だより

31

された同期会は、総勢約

30

昭和 年度卒業生の同期

31

35

11

会代表幹事、Ｆ組大橋雄介

40

トークが若干長くなり幹事に連れ
戻される高橋先生

君（関西テレビ大橋アナ） の案内告知を書かせていた

36 年後の同期会 -Back to 1983-

35

ゆき、昨年 月 日に開催

泉（旧職員・昭和54年度卒）
湯川

真樹（昭和57年度卒）
関

お姫様だっこ＆ほっぺにチュー
される青木先生
「大崎の七十年」から担任の先
生方のコメントをご紹介頂いた
長谷先生

35
57

（２）
令和２年４月１日
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えば伊藤君、とゆう感じで

らしていました。第九とい

こへでも応募して歌いにい

九の合唱がある所へは、ど

られましたが、そのうち第

声楽のレッスンを受けてお

時代に音楽の吉田先生から

のことです。彼は大崎高校

に思い出すのは、伊藤豊君

す。世界中が平和な世の中

を見聞きすると心が痛みま

が、そんな世界情勢の報道

苦しんでいる人達がいます

や、その為に難民となって

ます。今も国と国との争い

本当に幸せなことだと思い

を過ごしてこれて、これは

現在まで私達は平和な人生

て大変でしたが、戦後から

になっておりますので、取

ウィルスの問題が大変深刻

ありましたが、新型コロナ

も５月開催でお知らせして

昨年の同期会の時に、今年

ています。

で開催そのものが危ぶまれ

ちらは、今回コロナの出現

心配しておりましたが、こ

になっていたので、猛暑を

上がりました。

ト大会などで皆大いに盛り

昨年末もその交響曲第九番
和が段々に遠くなっていく

ざまな思い出のつまった昭

た私にとりましては、さま

半を昭和時代で過ごしてき

へとなりました。人生の大

今は時代も昭和から令和

東京オリンピック、パラリ

さは厳しくて、今年の夏は、 こうと思っております。今

となりました。特に夏の暑

変動により今年の冬は暖冬

くなってきています。気候

季節の移り変わりがおかし

て、穏やかに過ごしていた

この頃は気候も昔と違っ

までご協力いただきまして、

幹事役を卒業させていただ

そして最後に私は今年で

ませ。

にお過ごしになって下さい

期と致します。皆様お大事

り敢えず５月の同期会は延

人混みでした。九段下で解 「還暦にあたりちょっと特

見学しましたが、もの凄い

とができたのです。

縁あって会場をおさえるこ

六十周年のタイミングでご

入ったサプライズプレゼン

い出話、還暦を祝して赤の

会で近況報告、懐かしい思

能し、クラスメイトとの再

当日は美味しい料理を堪

ことを願ってます。

せる機会を長く続けられる

とこれからも元気で一同会

共に過ごしたクラスメイト

れてますね。私達も青春を

昭和

年度卒の有志同期会
生駒 勇美 （昭和 年度卒）

ですが、世界の冬は極寒で

今年の日本は暖冬で例外
の総会以外にも時折、有志

名前後が集まりますが、こ

梧桐会総会には多い時で

報、おもしろい情報・・・

報、知っているとお得な情

代の懐かしい話や健康情

有志同期会では高校時

３月 日（土）の午前

四谷・赤坂・麹町』です。

広重の名所江戸百景で巡る

テーマは『江戸古地図と

満開の桜を見物しながらの

ながら巡りました。折しも

片手に、当時に思いを馳せ

どの各区域を江戸古地図を

水、粋な姐さん〇〇〇」な

己紹介や各自の近況報告な

町の中華料理店で行い、自

昼食を兼ねた懇親会は麹

花で圧倒感があります。

ノよりも色鮮やかな大きな

た。神代曙桜はソメイヨシ

では短時間で終わってしま

がありました。武相荘だけ

ある「武相荘」の見学要望

になったと思います。

夏は猛暑が続くようになっ
による同期会を開催して親

など、
「有意義な情報交換

どの情報交換をしました。

がないため、併せて横浜み

い、周辺には他に見どころ

メンバーから町田市鶴川に

秋の有志同期会として、

たそうです。昨年は地球温
睦を深めています。我々世

散策は風情があり、心地良

なとみらい 地区にある海

した。

暖化の影響により台風によ

の場」を提供していますが、 時、ＪＲ四ツ谷駅前に集合

最後には予定外の靖国神

一」と「趣味による豊かな

社にも立ち寄り、関東地方

今年に入ってからは新型コ

いものでした。皇居のお堀

遠方から新幹線を利用して

端も散策して満開のソメイ

10
して江戸古地図と７枚の歌

30

参加される方もいますので、 川広重の名所江戸百景を片

人生」が大きな割合を占め

江戸古地図散策

ている筈です。

長寿の秘訣に「まごは（わ）やさしい」という
言葉があります
ま：大豆などのマメ類
ご：胡麻
わ：ワカメなどの海藻類
や：野菜
さ：刺身、サカナ類などのタンパク質
し：シイタケなどのキノコ類
い：芋類
とにかく、規則正しい食事でバランスの取れた
食材を良く噛んで、
腹７～８分目が良いようです。

した。しかも時を同じくし

してクラス会を開催しま

一昨年私達は還暦を記念

りましたが目標に向かいワ

幹事会を開き紆余曲折もあ

別感出したいね」と何度も

悟桐会報でも多くの先輩

られてるように思います。

て和気あいあい親睦を深め

か！ この頃になって改め

明が受けられ、今の時期に

問題が多い北朝鮮という国

赤レンガ倉庫と大型クル

たダンディな白洲次郎の足

吉田茂の側近として活躍し

ン、戦後は連合軍占領下で

戦前は近衞文麿のブレー

が付けられています。

ーズ船の飛鳥Ⅱが停泊する

全行程は１１０００歩だっ

に位置するため、双方の１

武蔵の国と相模の国の堺

下さい。

意されてお元気にお過ごし

くなりますが、健康には留

これからは日増しに暖か

文字から「武相荘」の名前

を見学しました。

洲次郎・正子邸の「武相荘」 たので健康的な１日でした。

町田市鶴川に移動して旧白

親会を含む昼食会のあとは、 跡を辿ることができました。

大さん橋付近を散策後、懇

の認識を新たにしました。

方のクラス会報告が投稿さ

ンチームとなり実現にこぎ

海上保安資料館横浜館で

幹事を募って一年あまり

キング発祥である『サール』 つけました。

て、かの帝国ホテルのバイ

るようになるのでしょう

もなく何の屈託もなく話せ

代とは変わり男女の隔たり

さんになると純情だった十

わが国で年の瀬の風物詩
ニ短調作品１２５（合唱付
ようで、寂しい気持ちにな

有難うございました。

散しましたが、当初予定の

ない友とも、おじさんおば

わらず、一度も話した事の

同じクラスだったにもかか

歩んでます。当時は三年間

した友など皆様々な人生を

に転身した友、大病を経験

た友、教師・医者・政治家

会社員を全うし定年を迎え

卒業して四十年あまり。

したが、その伊藤君も亡く
になるといいですね。

といえば、ベートーヴェン
き）の演奏会を聞きに行き
ンピックが開催されること

手に飯野氏の説明を聞きな

途中、当初計画にはなか

１００００歩を大きく上回

扨て、私達の同期会も、

なられてしまって、とても

のいわゆる「第九」を真っ
ります。昭和は戦争もあっ

リーズナブルな価格での開

がら、それぞれの浮世絵が

った国立劇場にも立ち寄り

る２１０００歩は良い運動

寂しい限りです。

先にあげることができます。 ましたが、これを聞くたび

同期の皆さまは古稀を過
催を心掛けるようにしてい

桜」はそれは見事で、ひと

会員だより
ぎて益々円熟の年代に入り

描かれた場所を３時間位か

きわ目立つ神代曙桜の前で

有志同期会を開催しました。 けてゆっくりと歩きました。 ました。劇場前の「神代曙

ます。昨年度は下記２回の

映画「男はつらいよ」で

近年は春と秋の季節が短
毎年５月母の日に行われる

のソメイヨシノの標本木を

ますが、様々な情報源は大

お馴染みの寅さんの啖呵売

ヨシノも満喫ました。

事です。

「春の有志同期会」の発

の口上、
「四谷、赤坂、麹町、 集合記念写真を撮影しまし

くなったように感じます。

41

ロナウィルスが世界的に蔓

は自沈した北朝鮮の工作船

海保横浜資料館

MM21散策

41

る水害被害が甚大でしたが、 代の共通の話題は「健康第

13

41

最近はサプリメント全盛で、この事業は儲かる
と見ると食品とは異業種の企業も新規参入して
いる状況です。これだけ、量が多くなると中に
は粗悪な〝マユツバ物〟も沢山あると聞きます。
高齢者が増え続ける昨今、
〝健康〟という言葉に
魅せられてフリーダイヤルの 0120 に片っ端か
ら電話し、どれが効いたのか分からない今日こ
の頃。
サプリメントとは〝補助食品〟のことで、本来
は栄養バランスの取れた主食で賄うべきですが、
サプリ主体では本末転倒な気がします。
過日の「ＮＨＫクローズアップ現代 +」の情報
では、サプリも飲む時は薬の飲み合わせと同じ
ように注意が必要だそうです。サプリ利用は全
て自己責任なのでご用心あれ。

延しています。

料館の見学も行いました。
16
（土）
、ＪＲ桜木町駅の北改

11

札口前に午前 時に集合し、 運良く海保職員の詳細な説

とその資料を見学しました。

秋晴れの暖かい 月 日

上保安庁の北朝鮮工作船資

21

10

名が参加しました。
11

武相荘

20

また、人生でのストレス

昭和 年度の卒業生では、 は体の免疫力を弱めて健康

案企画は同期の飯野秀明氏

還 暦
クラス会

を損ねるため、極力避けた

髙橋（三井）和子・幹事一同（昭和51年度卒）

チャラチャラ流れるお茶の

美藤（岩倉）晶子（昭和29年度卒）

からあり、 名が参加しま

29年度卒の皆様へ

いものです。
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大変恐縮ですが昨年結婚し

依頼を受けまして、私事で

すが、私も事務局長からの

会報を執筆する事が多いで

の恒例として結婚した際に

は二回目となります。幹事

したが、会報を執筆するの

事を務めさせていただきま

卒業してから二十三年幹

興味を持ち始めたのがきっ

したが、この経験が写真に

ールを作るという催し物で

いたプリクラと呼ばれるシ

景を合成して当時流行って

なっていますが、人物と背

ォンで簡単に出来るように

った際に、今はスマートフ

活動の催し物でカメラを使

と感じた次第です。

で、皆考えることは一緒だ

順番待ちが発生していた程

を行いました。市役所では

が切り替わった初日に入籍

大事にしたいと考えて元号

が、元号が変わるこの縁を

は決めていなかったのです

前年で、入籍日は具体的に

で苦楽を共にし、人生を学

りました。これからは夫婦

謝の気持ちでいっぱいにな

したが皆様の暖かい声に感

婚式ではかなり緊張致しま

ることが多かったので、結

総会では裏方で作業してい

感じられた月になりました。

で一番時間が早く過ぎたと

ぐあとの五月下旬に実施し
す。

び続けて行きたいと思いま

かけです。現在のＩＴ系の
ました。昨年の五月は人生

結婚式は昨年の総会のす

た際に感じたことを執筆さ
経験を通してですので、高

この紙面は「部活動特集」と
なっています。各部の１年間
の活躍が掲載されています。
梧桐会のホームページでは梧桐会
報のバックナンバーが見られます
ので、拡大すればその内容がわか
るかもしれません。

拡大すると…

せて頂きたいと思います。 職を目指すきっかけもその

大崎高校がTVで紹介されました‼

拙い文章で恐縮ですがご高
校時代を過ごした三年間の
経験や出会いが今の自分に

覧いただければ幸いです
妻との出会いのきっかけ
繋がっている事を強く意識
入籍日は昨年の五月で、

は同じ職場での趣味の写真

いわゆる令和婚となりま

致しました。

趣味を持つようになった元

撮影を通してであり、この
を辿ると高校時代の部活動
す。結婚を決めたのはその

教職員の転退

転 出

今中一三︵国語︶

東高校

伊藤正樹
︵英語︶ 新規採用

宮井裕子
︵英語︶ 大森高校

清瀬高校

柳屋伸明︵保健体育︶

2

2

2

の連絡を﹁密﹂にして日々

幹事会では３月から４月

先どうなるのだろうか？

ルスの感染が蔓延し、この

◇世の中は新型コロナウイ

編集後記

2

星野巧美
︵行政︶ 新規採用

第一商業 高校

︵行政︶
大 江 戸 高校
︵定︶ 椎名 豊

澤本和憲
︵数学︶

松本浩一
︵化学︶

大崎高校
︵定︶

伊藤靖明
︵ 理 科︶ 三田高校

寺田典幸︵英語︶

葛飾総合高校

小磯好雄︵英語︶

第一商業 高校

様子をうかがっておりまし

佐藤玲未︵英語︶

名古屋市立当知中学校

た。そして４月４日の幹事

らない。今年も幹事数人で

会報﹂は発行しなければな

総会は中止でも、
﹁梧桐

総会の中止を決定しました。

会において、今年の梧桐会

國枝信之︵保健体育︶ 退職

荒川区立第四中学校

若林美穂
︵国語︶

梅原佐知子︵英語︶

冨江 聡︵行政︶芝商業高校

新宿山吹高校

勝俣 勤︵行政︶

ました。昨年は私の会社で

浅草高校
︵定︶ 封入作業をすることになり

やりましたが、この状況下

いつも幹事会で使用してい

使える状況ではない。急遽、

る施設を押さえましたが、

転 入

荻野駿一︵数学︶

やはり使用中止になりまし

松田せつ子︵国語︶桜町高校

樺島 祐︵数学︶ 新規採用

た。幹事の自宅でやること

継続

古川淳一︵理科︶ 深沢高校

どってようやく場所を確保

も考えましたが、伝手をた

佐藤博史︵理科︶

蔵前工業高校

４月 日（土） 時、最

第三商業高校
︵定︶ しました。

終入稿。

11

︵なべちゃん︶

頑張って乗り切りましょう。

願っております。皆さんも

て終息宣言がされることを

染拡大が早く収束し、そし

◇新型コロナウイルスの感

にご記入願います。

れたという方も、それなり

亡くなられたとか、転居さ

ください。また、ご本人が

チェックを入れて返信して

度返信をされていない方は、

がきを同封しました。昨年

職員を除きアンケートは

◇今年の会報も新卒と旧教

お願いしました。

婚をしましたので、原稿を

また、幹事の一人が昨年結

の記事でまとまりました。

◇今号も同期会・クラス会

17

宅 紗彩︵英語︶

寄 付 の お 願 い

梧桐会の運営は卒業生の終身会費にてまかなわれております。
その中から梧桐会報の発行や郵送料（これが大半を占めます）
、
総会などに使われています。
つきましては会員の皆様方にご寄付を頂戴したいと存じます。
同封の払込取扱票に住所・氏名・会員番号（宛名の4桁または5桁
の数字）をご記入のうえ、最寄りの郵便局にて払い込みをお願
いします。金額はお気持ちで結構です。宜しくお願いいたします。

まで遡ります。黎明祭の部

大崎高校が、令和元年９月27日、フジテレビ「ノンス
トップ︕」で、また11月３日、日本テレビ「シューイチ」
で紹介されました。
そのときの模様が「緑風」
（令和２年３月２日発行）に
掲載されました。

俊昭（平成９年卒）
江森

（４）

元号が変わっても変わらない
高校時代の経験と出会い

令和２年４月１日
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