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ティバル﹂
︑
﹁おおさき夢さ

校として︑﹁品川エコフェス

絡協議会の協議委員として︑ きます︒

長には︑本校の学校運営連

また︑同窓会︵梧桐会︶会

ことでご協力させていただ

ち教職員は︑できる限りの

大崎高校は︑もう直ぐ１００歳

入学してくる多くの生徒

ん橋﹂
︑
﹁地域ふれあいフェ

ます︒この四月には 回目

２０１１年に百周年を迎え

学校をさらによくするため

また︑地域に根ざした学

が︑上級学校への進学を希

の新入生を迎えることがで

っています︒

卒業生が２万人を超えるの

スティバル﹂等に積極的に

きました︒これまで本校を

て︑本校の学年７クラス体

も時間の問題となりました︒ 望してきていることに応え

す︒地域の信頼に応える学

路実現を図っていくことに︑ 係わって参加してきていま

るため︑その第一希望の進

校として︑教職員一同取り

制への移行が予測されます︒

学校としてもしっかりと地
学校全体で取り組んできて

組んでまいりますので︑こ

燃える大崎の先輩諸氏のパ

しあい︑更なる意気込みに

この総会で元気な姿を確認
立身出世への励ましといっ

に語りかけました︒この言

て︑その成果が確実に現れ

のきめ細かい指導と合わせ

葉の意味が︑功名心や野心︑ 制がほぼ形づくられ︑日常

に再会することを合言葉に︑ と言う有名な言葉で入学式

うことで︑毎年︑
﹁母の日﹂

た浅い解釈にとどまり︑時

てきています︒

えて︑系統的な進路指導体

のキャリア教育を基本にす

いたします︒

てやって下さるようお願い

しての温かい励ましをかけ

き︑未来の梧桐会の会員と

れまでにも増してご支援頂

援を賜りましたことを感謝

大崎高校へのご理解とご支

関の方々には︑これまでに

生︑地域の方々︑関係諸機

支えてくださいました卒業

に﹁校歌﹂の楽譜とＣＤを

卒業生が︑同窓会をするの

先日︑ 歳になる本校の

ています︒

に助言やアドバイスを頂い

いただくことがあります︒

の登校下校の状況で苦情を

トの短さや茶髪︑駅周辺で

ら︑本校女子生徒のスカー

校に来られる卒業生の方か

最近では︑近隣住民や学

の育成をめざしています︒ あると思います︒わたした

淑訓

に足を踏ん張って︑生徒を
います︒単なる受験指導に

副校長 小林

鍛え育てていかなければな
陥ることなく︑１年生から

都立大崎高等学校は︑

りません︒

ワーに触れさせていただい
代遅れの考えであると思わ

"Boys be ambitious!"

ています︒これまでの先輩
れていますが︑次のような

やわがままな欲望のためで

け！ しかし︑それは金銭

めている処ですので︑会員

若い幹事の方々が準備を進

郵送料を軽減したり︑総会

便物を局へ持ち込事により

事務局を中心として幹事の

は年一回の発行を目指し︑

発行が有ります︒梧桐会報

思いますが︑第一に会報の

ては︑皆様ご承知の事とは

同窓会の活動につきまし

しい財政状況と成っており

続いておりまして︑仲々厳

の見込みより減少の傾向が

は終身会費の収入が︑当初

賄われておりますが︑近年

会の際の会費収入に依って

他の方々からのご寄付︑総

人七千円の終身会費と会員

は︑新入会員から戴くお一

ります︒同窓会と致しまし

ち上げる旨をお聞きしてお

学校ＰＴＡを中心として立

百周年を祝う実行委員会が

る事と成ります︒本年より

二三年に創立百周年を迎え

原状です︒

ながら企画をしているのが

その他
尚︑事務局のＦＡＸも稼

と願っております︒

互の交流を深めて頂きたい

ページご活用頂き︑会員相

今後とも梧桐会ホーム

謝申し上ます︒

戴しました事改めて深く感

数々のご意見やご要望を頂

方々にアクセスして頂き︑

致しました所︑大変多くの

の公式ホームページを開設

一 昨 年４ 月 か ら 梧 桐 会

る次第です︒

賜ります事を切にお願いす

後とも︑尚一層のご支援を

会計報告

考え等をお寄せ頂ければ幸

﹁地域ふれあいフェスティ

さんばし﹂やＰＴＡ主催の

スティバル﹂
︑
﹁しながわ夢

ント︑
﹁しながわエコフェ

路指導を行い︑地域のイベ

て︑１学年からの系統的進

科全日制の高等学校とし

現在は︑全定併置の普通

崎高校は青春の大切な１ペ

卒業生の方々にとって︑大

問い合わせがありました︒

スナップ写真をとりたいと

窓会を行うのに今の学校の

別の期の同窓生からは︑同

てお渡ししました︒また︑

あり︑音楽の教員が用意し

頂きたいとお問い合わせが

員で努力して行きますので︑

となって行くため︑全教職

信をもって通学できる学校

崎﹂として生徒が誇りと自

ります︒

て受け止めさせて頂いてお

りますが︑学校の課題とし

面についてのご指摘ではあ

残念ながら本校の生徒の一

家庭︑学校の三者が連携し

れだけで心置きなく語り合

同じ時間を共有したことそ

しくお願いいたします︒

今後ともご支援をどうぞ宜

昨年の
総会風景

えるのが同窓会・同期会で

Ａ組
Ｂ組
Ｃ組
Ｄ組
Ｅ組
Ｆ組

武石 理花
吉濱 晃央
小林瑠璃子
中川
俊
田平
翠
村井 康児
岡
理沙
福田 健太
奈良真理子
山形
駿
角田 祐太
堀内 麗奈

平成 年度卒業
梧桐会新幹事

た取組を行い︑社会のなか

大崎高校が︑
﹁天下の大

バル﹂などに参加し︑地域︑ ージであり︑何年たっても

68

で社会を支えて行ける生徒

申し上げます︒

諸氏の数々のご苦労とご活
大切な言葉が続いているの

今年の入学式は︑まさに

です︒﹁青年よ大志をいだ

躍に頭の下がる思いで一杯

満開の染井吉野︵そめいよ

なく︑
また︑
いわゆる名声と

です︒

しの︶の桜の舞に包まれ︑

いう空しいもののためであ

とに到達するためにあるも

希望と期待に胸膨らませた

のでなければならない︒
﹂新

ってはならない︒それは︑

受け入れることになった結

入生にも︑大きな志をしっ

新入生２７７名を迎え入れ

果です︒少子化傾向が進む

かり持って将来を担える人

自分の能力の最善を尽くし︑

ヤモンドのように光り輝く

中ですが︑これからの数年

として︑育ってほしいと願

自分が人として成すべきこ

梧桐会の皆さん今日は︒
姿で︑着実にこの地域に根

間は︑子どもの増加が見込

ました︒昨年秋に急遽決定

２年後には１００周年を迎
ざし︑信頼されていくこと

まれ︑その受け入れ校とし

された１クラス増を本校も

えるという本校の歴史と伝
の重さを実感している次第

ご承知のように︑梧桐会

の皆様方にはどうぞ同級・

に掛かる費用を幹事の方達

内食堂にて開催すべく︑現

て入会をされ︑今日では約 ︵日︶母の日﹂に︑大崎高校

です︒

拶

統の重みを︑日々全身で受

挨

け止める中で︑校章のダイ

ご

は会員相互の親睦交流と︑

が準備︑手助けをしてもら

在︑副会長を中心として︑

併せて母校発展に寄与する

同期お誘いわせのうえ︑多

う事で業者に払う人件費を

二万人の多人数の組織へと

事を目的として昭和十二年

数ご出席下さいますようお

削減するなど︑知恵を絞り

成長して参りました︒

に設立されて以来︑今年で

さて︑梧桐会の運営費用

方々が忙しい仕事や学業の

さ て︑ 大 崎 高 校 は 平 成

合間をぬって︑掲載原稿の

ので︑幹事会に計り出来う

対し深いご理解︑ご協力︑

る限りのご協力をして参り

ご支援を賜っておりますこ

一方︑会員数は毎年増加

たいと考えておりますので︑ いです︒

春の季節から初夏へと︑

会務報告

働しておりますので︑そち
致しますので︑会報発行枚

梧桐会会員の皆様方には今

爽やかな風が感じられる今

ても︑記念すべき慶事です

数と郵送費用が増え続ける

とを厚く御礼申し上げます︒ 依頼やら特集記事の企画編

学校長の挨拶

らの方へも是非皆様方のお

訳で有ります︒そこで︑郵

日この頃と成って参りまし

当日会場でお支払いください。

第二に総会の開催が有り

集等に大変頑張ってもらっ

ます︒

ま し た︒

待ち申し上げております︒

１３時〜１６時

七十二年を迎える事と成り

１２時３０分（受付開始）

ますが︑今年も﹁五月十日

平成二十一年三月を過ぎ︑ ております︒
今年も二一三名の卒業生
が新しい梧桐会の会員とし
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卒業 年に修学旅行﹁再現﹂

古希に近づく今︑平和公

の声をあげたい﹂⁝⁝イン

核開発が悲しい︒私も反対

める﹂
﹁今も世界中で続く

ら始まった︒

合コンを開きま〜す﹂ ―
宮島の宴は司会者の冗談か

ガールが﹁上まぶたと下ま

眠い︒ウトウトするとバス

旅の寝不足がたたりすごく

園を歩き︑死没者の慰霊碑

タビューに答える参加者の

﹁私の半世紀 を
｣三分間で
語れという無理難題のスピ

ちは何を思うでしょうか︒
宮島へ渡って一夜明けた
あの朝は︑舞い散る雪の中︑

そう言われながらも︑緑が
今度はどんな朝が私たちを

その一夜が明けると︑さて

﹁出前﹂を頼んでおいた花

手を挙げた︒

の問いに︑参加者の大半が

ここに来た人は？﹂
︒幹事

人で現実のものにしたのだ︒ は百年間︑草木が生えない︒ さけば⁝﹂で盛り上がる宴︒ ﹁あれ以来︑きょう初めて

が恐ろしくて目をそむけて ﹁だいこんや﹂と読むことが

こちらも目頭が熱くなる︒

明の声が時に涙声になり︑

自身が被爆者だという︒説

ちより一つ下の年代で︑ご

ボランティアの一人は私た

に泊まった︒木造三階建︒

りの﹁大根屋﹂という旅館

学旅行は︑桟橋に近い海べ

ホテル有もと﹂だった︒修

裏手にある﹁宮島グランド

前夜の宿は︑厳島神社の

宮島に集う巡り合わせは何

前と同じ日︑こうして同じ

チが耳に残っている︒

﹁女の子﹂の誰かのスピー

あっという間に時が過ぎた︒

亡き友を偲んで涙ぐむうち︑

って大声で笑い合い︑時に

今宵ばかりは高校時代に戻

×

さいませ﹂などと言いやが

る︒
︵略︶バスは寺の前ま

で行って説明するだけ︒な

んの感銘もなく︑この京都

回りは失敗だ︒
︵略︶徹底し

た節約主義と強行軍でまず

い日程もあった︒しかし︑

広島や厳島まで見られたの

は幸せである ―
ずいぶん生意気な生徒だ

ったと恥じ入るが︑振り返

って今も思う︒広島まで足

出され﹁人影の石﹂として

人影﹂は︑保存のため切り

ると﹁それはいい話ですね

予約の際︑旅の趣旨を伝え

社長に就いている︒幹事が

大根屋を引き継いだ次男が

月で︑私たちは入学式でこ

できたのは昭和三十一年三

員起立し校歌合唱︒校歌が

感動のフィナーレは︑全

宴から一夜あけると︑見

会は零時を回っても続いた︒

生の怒鳴り声はない︒二次

﹁早く寝ろ！﹂
︒今宵︑先

気がする︒

え方が大きく違ったような

原爆死没者慰霊碑の前で待

あの時︑原爆のツメ跡を

を伸ばして本当によかった︒

目にしたのとしなかったの

とでは︑のちの人生で平和

変わっていた︒平日なのに

資料館の大型ガラスケース

老人の過剰なノスタルジ

はないのは何故なのか⁝⁝

ぶたを仲良くさせないで下

コメントは同紙の都内版︑

ーチタイム︒母校の今昔や

に花を手向けながら︑私た

広島版︑インターネット版

修学旅行の記憶を試す珍問

少しずつ植えられ︑ビルが
待ち受けているでしょう︒

再訪でわかった︒その建物

なのでしょう︒ここにいる
グランドホテルの正式社

中は街の雑踏に近い︒外人

とか人の命とかに対する考

が目立ち︑核廃絶の願いの

た影は色あせ︑普通の石と

れを聴いた最初の世代︒な

晴が待っていた︒

事としか言いようのない快

五十年前︑九百キロ離れた

習としてヒロシマを訪れる︒

生徒が疲れれば事故が怖い︒

み大抵ではなかったはずだ︒

め担任の先生方の苦労は並

引率した校長先生をはじ

京の学校は少なかった︒

広島を修学旅行先に選ぶ東

おさら思い入れが強い︒

連絡船が桟橋に着き︑送

え﹂と喜んでくれた︒

今は全国の学校が平和学

再訪した広島平和公園︒

展示ケースの中の焦げた

世界的広がりを感じさせる︒ に収められていた︒黒かっ

修学旅行の時は︑重苦しく

︒ がこぼれ落ちていた︒
名は﹁有限会社大根屋﹂だ︒ 人生の不思議を感じます﹂

ラスの私さえ︑不覚にも涙

に載り︑広く発信された︒

みんな学生服で震えていま

私たちの修学旅行は︑昭
建ち並ぶ大都市の姿を取り

いたのか︑鮮明な記憶はな

は今はなく︑跡地の一部は

のが私で︑亡き同期の友で

奇問のクイズコーナー⁝⁝

和三十三
︵一九五八︶
年三月
戻しつつありました︒

い︒人生を積み重ねた今︑

駐車場になっていた︒

×

ームに東京発﹁のぞみ一〇
二十八日︑春とは思えぬ記
原爆ドームの向かいに前
アと笑われるかもしれない︒ っていてくれた︒一本ずつ

同じ物を見て感じ方がこう

×

五号﹂が到着し︑おじさん
録的な寒波に震えながら︑
年完成した真新しい市民球
受け取り︑それぞれの思い

も違うかと自分でも驚く︒

×

おばさん二十四人の団体が
夜の東京駅を出発した︒新

だが︑元気に生きる身を感

原爆資料館は︑丹下健三

を込め献花台に捧げた︒

再び訪れる宮島︒校歌
﹁桜

したね︒

降り立った︒一見︑花見ど
幹 線 は ま だ な い︒ 車 中 ほ

謝し︑平和とか︑命とかを

昼下がりの広島駅新幹線ホ

きの高齢者ツアーだが︑先
場がそびえ︑人々に元気を

考える原点に戻ってみよう

昔︑バスの車窓から見た

︵世話人団︶

導のメタボ系が掲げる小旗

場は昨年秋︑プロ野球最後

ゲームに興じて十八時間︒ 与えているようでした︒球

とんど眠らずトランプと罰

の試合が行われ︑カープ球

住友銀行玄関石段の﹁死の

と思っていたが︑ ﹁この二十六人が五十年
若い時は生々しい展示物 ﹁おおねや﹂

が不似合いだ︒ピンク地に
広 島 駅 に 着 い た の は︑ 翌

設計の当時のままだが︑す

屋さんが︑白菊の束を抱え

手書きで﹁大崎高校﹂
︒そ
二十九日午後だった︒こん

っかり近代博物館に生まれ

×

の校章を帽子や襟に付け︑
という︑少々面映いが真面

×

若者のようにはしゃぐ人た
目なイベントでもある︒

復興のシンボルとして生

団のホームグラウンドはこ

×

再現旅行の出発を前に︑ まれた大きな建造物が老朽

×

の春から駅に近い新しいス

旗を取り違えたわけでは

ちもいる︒
ない︒一行は︑私たち大崎

の第一〇回卒業生である︒
母校を離れ五十年︒記念に︑

想い出の修学旅行を再現し 世話人が﹁旅のしおり﹂を 化しその役割を終える ― 雲が垂れ込め︑寒い灰色の
ないか︒半世紀前と同じ日︑ 作った︒男子クラス十二人︑ 五十年とは︑そういう長さ 空間だった︒放射能がまだ

誰かが古い新聞コピー
ここにも五十年の風雪を感

♪桜咲けば雲も輝き⁝⁝
じる︒

変わらないように見える︒ 迎バスに乗り込む︒なんと︑
水筒⁝どれもが昔あった品

残っていやしないかと︑皆︑ 防空頭巾︑遺髪︑つぶれた

女子クラス十四人︒参加者

そのものである︒一つ一つ

の歳月なのでしょう︒

同じ広島を訪ね︑原爆ドー

その印象はまったく違っ

半ば本気で心配していた︒

を 持 っ て 来 て い た︒昭 和

私たちもその間︑様々な

三十三年︑同じ三月三十日

波に直面しました︒すでに

歌えば︑校庭の桜の下で

たちの思いが︑そこに綴ら

語り合ったあの頃が頭をよ

れている︒

聴きなれた大崎の校歌が車

ムや平和公園を回ってみた

内に流れている︒皆びっく

い︒宮島に渡って同じ宿に

資料館の横に﹁被爆アオ

付け朝刊である︒
があれから五十年︑ずっと

それでも敢えて︑﹁戦争と平

ぎる︒込み上げるものを抑

亡き友も少なくありません︒ た︒緑の量が圧倒的に増え

ギリ﹂が二本︑
﹁被爆アオギ

りし︑感動した︒社長のし

泊まり︑同じ日付けの朝を

た︒桜が見事に咲きそろい︑ 持ち主の無念のメッセージ

﹁吹っ飛んだ花の週末

青春の旅をともにした者同

えきれず声が詰まって困っ

十七歳の若者たちが
―
初めて目にした広島は︑原

ゃれた心くばりだった︒

皆で迎えたい︒七十歳に迫

和﹂のテーマをこの子たち

た︒歌い終えると︑男子ク

三十二年ぶりの晩雪﹂

﹁ただいまからシルバー

の胸に刻んでおいてやりた

リ二世﹂が一本立っている︒

昔の悪天候の損をここで

を発し続けてきたと思うと

取り返した気分になった︒

×

世を去ってしまった先生

となった︒

がら思い知る﹁再現の旅﹂

い︒教師の情熱を今さらな

×

もおられるが︑ここにあら

年度卒同期の﹁いちご会﹂

修学旅行再現は︑三十三

◆

含め五泊六日︒めまぐるし

の行事ではなく︑日ごろ飲

◆

くハードな行程のフルコー

◆

︵撮影は鈴木康雄ほか︶

ス再現は︑この歳になって

み会や小旅行を楽しむグル

業五十年記念同期会は︑以

﹁いちご会﹂としての卒

ープの私的な集まりでした︒

下の通り開かれます︒

サンケイプラザ

場所 大手町

午後四時〜七時

日時 五月十日︵日︶

すぐ﹁修学旅行メモ﹂を書

京都のバスはせっか
―
く男女クラス混合であるが︑

京都のくだりにこうある︒

ている︒五日目
︵四月一日︶

き残した︒今も大切に持っ

私は当時︑東京に戻ると

一泊︑京都一泊に絞った︒

は無理な話で︑今回は宮島

かった︒往復の車中二泊を

屋島に寄ってすぐ京都へ向

栗林を回って高松泊︒翌日︑ ためて感謝を捧げたい︒

船で四国へ渡り︑金毘羅︑

修学旅行では︑宮島から

×

宮島のプレゼントである︒

桜も満開︒まさに春爛漫の

﹁おっ︑我らが同窓会の梧
桐だぞ﹂
︒

家族連れや若者たちが芝生
とつない空がまばゆい︒

案内をお願いしたピース

士︑こうして五十年を経た
幸せ︑そして不思議⁝⁝

「宮島の宴」は校歌合唱で感動のフィナーレ

胸が締めつけられた︒

爆の惨禍からまだ十二年七

再現旅行のしおり

同じ日︑同じ地に集う喜び︑ に弁当を広げている︒雲ひ

るロマンチストたちが︑数
年前からあたためてきた夢︒ カ月しか経っていない街で

親木は爆心から一 三
･㌔
離れた旧逓信局の中庭で熱

再現修学旅行は︑それら
を噛みしめる旅にしようで

一度は広島へ行くようすす

のつもりで来た﹂﹁孫にも

て深く考えなかったお詫び

﹁若いあの時︑平和につい

さんが取材してくれた︒

の半日を︑朝日新聞の記者

平和記念公園での私たち

﹁梧桐は強いんだなあ﹂
︒

いるという︒誰かが言った︒

平和の使者の役割を担って

られ︑今では二千本以上が

生まれた苗木は世界中に贈

二世が生まれた︒タネから

この地に移植され︑傍らに

与え続けた︒昭和四八年に

芽を吹き︑被爆者に勇気を

それでも︑毎年春になると

線を浴び︑幹がえぐられた︒

原爆死没者慰霊碑に白菊を捧げ、思い思いに合掌

はありませんか︒
修学旅行のあの日︑瓦礫
のドームや原爆資料館をバ
スで回りましたね︒銀行の
玄関の石段に腰かけたまま
熱線で焼かれたという﹁死
の人影﹂も目のあたりにし
ました︒多少なりとも戦争
を知る世代ですが︑ピカド
ンのツメ跡にはまた別の衝
撃を覚えたものです︒
しかし無邪気な高校生た
ちは︑戦争の悲惨さを実感
しても︑平和の尊さにまで
深く思いを馳せることはな
かった︒ロカビリー旋風の
﹁ダイアナ﹂のほうに心を
占められていたのです︒

被爆アオギリの下、われらが「梧桐会」を思い出しながら…

×

どの再訪は︑正確にいうと

した︒放射能に汚された土

被爆アオギリ

ジャスト五十一年ぶり︑と

現地参加を含む総勢二十六

上山 幸一 ︵昭和 年度卒︶
33

タジアムへ移りました︒

三月二十九日の日曜日︒

半世紀を経た同じ日
同じ旅に集う不思議

50

いうことになる︒

平成２１年４月１日

報
会
桐
梧
第５５号

会員だより
近況報告
生駒 勇美 ︵昭和 年度卒︶
歳︑ 歳と

年

昨年度は我々︑団塊世代
の多くが還暦を迎えた節目
の年でしたので︑
﹁還暦祝

学生時代〜近況
湯原︵香取︶信子 ︵昭和 年度卒︶

絡をとり合い︑ランチをし

ながら近況報告をしていま

す︒以前は子供の話が中心

年余が経過しています

いたしました︒卒業以来︑
後半︑札幌オリンピック︑

がたちました︒昭和 年代

大崎高校を卒業して 年

い曲を聴くたびに︑若い人

ラマに使われている懐かし

もテレビのＣＭや映画︑ド

って聴いていました︒今で

我が家は１歳上の夫と３

してきました︒

自分の健康など話題も変化

でしたが︑最近は親の介護︑

ので４０５名の同期生のう
浅間山荘事件︑大崎高校で

いを兼ねた同期会﹂を開催

ち︑残念ながら亡くなられ

歳下の私の妹も大崎高校の

の分野で成長されたご自分

まだないころ︑少ないお小

が好きで︑ＣＤレンタルも

来日コンサートに行ってい

いた外国人アーティストの

して︑そのころよく聞いて

最近は青春の後始末と称

まだまだ行けると思わせて

わらず︑パワフルな演奏に

還暦を超えているにもかか

つつ︑どのアーティストも

ていただいた英語の田島先

妹のクラスも３年間担任し

ということもありました︒

偶然にも高校の友達だった

の娘さんと私どもの長女が

遣いでどれを買おうかと迷

ます︒これが見納めと思い

生はお元気で︑毎年集まり

選びつつ︑ここ何年かはエ

と特筆することもないよう

ＯＬ︑結婚︑出産︑子育て

ったり︑友達から借りたＬ

があるようです︒

リッククラプトン︑ＴＯＴ

な平凡な人生を過ごしてき

Ｐレコードをカセットに録

くれます︒武道館のいすは

同期の皆さん︑近いうち

Ｏ︑シカゴ︑ボズ・スキャ

ました︒去年は長女に孫が

回は是非ともご参加頂きた

に是非︑またお会いいたし

ッグス︑キャロル・キング

写真１００余枚はインター
バムに掲載し︑止むをえず

ましょう︒そしてまた高校

等々のライブに足を運びま

がいいかななどとホールも
欠席された方々でパソコン

時代にタイムスリップして

く思います︒

メールアドレスをお持ちの

語り︑飲みましょう︒私た

ネット上のオンラインアル

方々にもご紹介いたしまし

私自身は高校卒業後︑
短大︑

かたいので国際フォーラム

当時の私はロック系音楽

代に当たります︒

たちがどう思うかは別とし

また︑皆様にもそれぞれ

卒業アルバムをベースに

について語って頂き︑本当

うになり︑同じクラスの方

は私服通学が許可された時

１年先輩のご主人と

卒業生です︒夫の学年は最

は胸が熱くなりました︒

て︑いい曲は世代を超える

は果たして何名の方々にご

て親睦の輪を広げています︒ た方が 数名おられ︑今回

昭和 年度の卒業生では︑ 志による同期会﹂を開催し
今までに
月
参加頂けるか幹事一同には

今回は昨年
さて︑
日︵土︶に開催しました同
一抹の不安がありました︒

の節目ごとに同期会を開催

間はあっという間に過ぎて

近になって同窓会を開くよ

してきました︒また︑近年
期会の内容をご紹介させて
名︵同期 名︑先生４名︶
もの大勢の方々が出席され
て︑予想以上の反響に驚き
ました︒担任の先生方は堀
井常三郎先生︵地理︶
︑田
島貞雄先生︵英語︶
︑斎藤
亘保先生︵現代国語・古文︶
︑
松宮清治先生︵数学︶にご
出席頂き︑お元気なお姿を
拝見して感慨無量でした︒
先生方︑本当にありがと
うございました︒

デジタル映像でリメイクさ

た︒

今までの同期会の中ではハ

ージェンシー 東京﹂と︑

付けにし︑ＢＧＭの﹁高校

ョーは 分間も出席者を釘

れた︑苦心作のスライドシ

いたしました︒

多い同期だったことを実感

に多岐にわたって専門家の

三郎先生︵数学︶
︑中山元

先生︵保健・体育︶
︑松上

み子先生︵英語︶
︑古村アイ

これからも健康には充分

校を誇りに思っています︒

心のふるさとである大崎高

ちは青春時代を過ごした︑

客席です︒今でも現役で活

ちになることもなく静かな

ような中高年が多く︑総立

した︒観客の方たちも同じ

社会人となり親としての努

ーを果たしました︒長男は

ゃん︑おばあちゃんデビュ

誕生し︑とうとうおじいち

今回︑欠席された小林ふ

イグレードな雰囲気のホテ

三年生﹂や﹁学園広場﹂に

これから出かけるにはい ﹁お箸﹂です︒時には私たち

ちを込めた記念品は特製の

先生方への感謝の気持

入りの集合記念写真をお送

かれず残念でしたが︑氏名

先生︵地学︶にはお目に掛

楽しみにしています︒

再びお目にかかれることを

に留意され︑お元気な姿で

ころの曲が始まると客席の

の歌もありますが︑青春の

動している歌手も多く最近

れず を超えた両親が４人

社会といわれている例に漏

めは終えましたが︑高齢化

い季節です︒戸越の町にカ

を過ごして頂きたい︑との

らもこのお箸で健康な毎日

を思い出して頂き︑これか

ていましたでしょうか︒そ

教え子の昔の面影は残っ

崎高校同窓会﹃梧桐会総会﹄

の﹁母の日﹂には恒例の大

健在です︒まだ第二の人生

を楽しむところまでの余裕

高校当時から仲のよかっ

したいと思っております︒

も健康で楽しく毎日を過ご

はありませんが︑これから

た友人何人かとは今でも連

す︒

なお︑今年５月 日︵日︶ 反応も変わるように感じま
メラを持って出かけてはい

駅前にあった和菓子屋さ

りいたしました︒
かがですか？ 駅前の写真

す︒

がら店の中から眺めていま

ルでの開催で︑予定の２時

当日は﹁ハイアット リ

しまいました︒

と実感しています︒

は毎年５月に行われる梧桐
頂きます︒

しかし︑開催当日には

会の総会以外にも時折︑
﹁有

転車で同じ道を毎日走って
います︒

梧桐会の総会では毎年来
越公園の駅の周りを見るこ

ていますが︑ゆっくりと戸

外を見ていると学校がある

ともありませんでした︒な

が母校で開催されますので

日とない日の賑わいがこん

ので 年振りにこの町に来

れともあまりの変貌ぶりに

なにも違うのか︑と大崎高

気持ちを込めたものです︒

地元である青物横丁でア
校の生徒たちのパワーに圧

て変化に驚きました︒

戸越公園の駅前から毎日

48

10

今の職場︑ ステーショ
ンという写真屋で働き始め
て今年で４年目になりまし

35

40

屋でお待ちしています︒

ルバイトを始め︑３年間働
倒されます︒楽しそうに登

んがなくなり薬局になって
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奮ってご参加ください︒

いていましたが今年１月に
下校する姿を︑自分も大人

出

教職員の転退

転

吉岡 哲︵国語︶ 山崎高校

葛飾商業高校

田口拓男︵保健体育︶

板橋高校

幸村 伸︵保健体育︶

佐竹雅之︵英語︶ 八潮高校

飛鳥高校︵定︶

大山秀海︵英語︶

世田谷総合

瀬戸山隆︵主任︶

世田谷総合工科

今井孝明︵技能主任︶

転 入

松野輝明︵国語︶ 多摩高校

新規採用

大島かや子︵国語︶

淵江高校

勝山康英︵地歴
︵日史︶
︶

江戸川高校

田草川直希︵数学︶

小岩高校︵定︶

金子 端︵保健体育︶

湯川 泉︵保健体育︶

蒲田高校

橘高校

青木喜和︵英語︶ 新規採用

中村文男︵英語︶

つばさ総合高校

小澤 優︵事務︶

川田博統︵用務︶ 広尾高校

退 職

田村みゆき︵国語︶

椋代すみれ︵数学︶
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戸惑われたでしょうか︒次

不況により店舗閉鎖︒それ
からこんな風に見えていた
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なお︑この日のスナップ

に伴い異動した先が偶然に
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も大崎高校のある戸越公園
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平成21年３月１日現在

10

左から斎藤先生、堀井先生、田島先生、松宮先生
いたり︑
松屋︑
モスバーガー︑
マクドナルドといったファ
ーストフード店が出来てい
たり最初の１週間は知らな
い町に来た気分でした︒
少しずつ新しい現場にも
慣れ周りを見渡す余裕が出
てきた頃にやっぱり古い店
も古い家もたくさん残って
いるんだなと感じたり︑戸
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出席者全員の集合写真
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越公園の桜の変わらぬ美し
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違った目線で大崎高校の周
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41

のかなと懐かしさを交えな

青柳恵美子（平成 11 年度卒）
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店となり︑ 年前と同じ自

十 年 一 昔

10

さに感動したりと 年前と

�����������

41

40

40

りを楽しんでいます︒

平成20年度卒業生進路

10

第５５号

報
会
桐
梧
平成２１年４月１日
（３）

す︒あのシダレ桜は消えて

社会の時代の変化を感じま
野良猫の子猫をあずけられ

が好きということになって︑

匹の猫があります︒私が猫

かしく思い出されます︒今
は学校に対しても生徒に対

てしまった時代や社会です

のひとつでした︒

って大崎高校との結びつき

す︒

や北海道への修学旅行︑ま

蔵壬でのスキー修学旅行

の間に行われた全面的な改

でも実感しております︒そ

高校での 年間だったと今

楽しく充実した期間が大崎

た︒残り１年は自分の教員

った卒業生を送り出しまし

桜並木や校門を入った所に

祭︒まだまだ規制の少ない

築による７階建ての前校舎︑ 生活の総括としてのんびり

崎サムタイムズ﹂
︵１３３６

卒業生を出した後︑
私は﹁大

く卒業後もよく会いました

がりでしたので︑関係が深

回目のときは３年間持ち上

業生を送り出しました︒１

年間の間に︑２回の卒

月最後の担任として受け持

を迎える年となり︑この３

校﹂で５年間過ごし︑定年

学校である﹁つばさ総合高

ております︒

成昭先生と職場を同じくし

年にお別れした生物の宮司

に大崎高校に着任し︑同じ

ボーリング大会 優勝河辺︑五郎︑清文チーム︑

時間的にも気持ち的にも余

た︒皆たくましく成長して

同窓会が開かれ招かれまし

員で年中楽しんでいました︒ めて２年生の時のクラスの
裕のある時代でした︒異動

おり嬉しかったです︒一緒

︵写真︶

食事や旅行をしています︒

は︑今でも仲良く︑一緒に

諭３人︵坂倉・堀越・佐藤︶

に学年を組んでいた女性教

しても︑これだけは宝物と
して持っています︒
その中からいくつか紹介
します︒
いま読み返しても昨日の
ように思い出せます︒

大崎高校に感謝です︒

2

2

2

2

編集後記

◇４月 日
︵土︶ 時を回っ

号をお届けします︒ん？

たところです︒梧桐会報第

14

大崎高校での 年間

しても教員に対しても理不

る気を持たせていただきま

が︑都立高校の良さがまだ

尽に事細かくうるさくなっ

ました︒それが 年の天寿
平成４年から平成 年ま
した︒そうした中で経験で

まだ保たれていたすばらし

広志

思い出として鮮明に残る
を全うしました︒三回も家
での 年間国語を担当して
きた生徒たちとの関わりや

旧職員 菊地

のはやはり修学旅行や臨海
出をしましたが︑最後は私
お世話になりました菊地で

私も溺れるのではないかと
がありました︒着任当日は

た厳かに組織された応援団

美しく咲き誇っているしだ

ったすぐの所にありました︒ 号〜１４０３号︶という職

し︑今でも多くの生徒と年

です︒

旧職員 坂倉

都立高校﹂というものがど
貼り出されていました︒こ

夫の百ケ日で欠席しましたがクラスが大成功でよかっ
大崎ジョーカーズ︑大森コリンズに 対９で

た︵堀越︶青木先生から差し入れの梨が届く
／

第１回サムタイムズ杯囲碁リーグ戦優勝鈴木

圧勝︑不動の４番菊池打点４︵監督平野︶

／

忘年会 食物室で おでんと餅つき︑大崎十

幸雄︑優勝賞品くさや

／

大ニュース発表︑
︵青年部主催︶
スキー教室終わる 橋本先生の姿に暴走族を︑
植田先生には優しさを︑秋山先生には努力を︑網谷先
生にはコミカルさを︑平田先生には華麗さを︑そして
隣の池に早くもヒキガエルが産卵に！

は生徒の一番人気は芦沢先生
２／

ハイスコア１７８伊藤︵実行委員長黒い稲妻こと桜井︶
木槻先生退職前にサムタイムズの思い出を
これまでのサムタイムズの厚さ ㎝ ︑伊佐先生︵前

３／

先生たちの夏休み︑総集編 いろいろ・・・

社長︶の執念︒号数が抜けても岡崎先生や田島先生が

18

大崎の思い出
しまいましたね︒

かもしれませんが︑それに
施設やスキー教室での一齣
の膝で死にました︒私にと

旧職員 堀井常三郎

してもだらしがないことで
です︒下田での遠泳は実は

昭和 年度卒業の同期会

に出席しました︒還暦記念
す︒ごめんなさい︒
恐れました︒その晩の女子
大崎高校には 代から
古くて暗い職員室に通され

に率いられた伝統的な体育

い時代でもあったと思いま

在職中のことですが︑教
のフラダンスの勇姿を今で
かけがえのない時間でした︒ て不安な気持ちでのスター

代にかけて在職しました︒
トでしたが︑グランド脇の

す︒そして私の三十数年の

科のことより︑先生の山の
もなつかしく思い出してい
赤い糸で結ばれた多くの

多くの行事は私にとっての

ど私と 年の年齢差ですが︑
話や体験談しか覚えていま
ます︒水害でこわれた錦帯
人々を知りました︒

大切な宝物として残ってお

余命いくばくもない私との
せんと云われました︒まさ
橋は︑自分も通ったのだと
まだ少しこの世に居る予

その間にはいろんなこと

差は歴然たるものです︒特
に汗顔の至りです︒どうも
思い︑自分の旅行と結びあ

教員生活の中でももっとも

に最近自分の老境を感じて
立派な教師ではなかったよ
わせています︒今はもうな

ります︒

いますので︑失礼ながら出
うです︒

最後の担任として
受け持った卒業生と

席された方の顔と名が一致
私は自転車通勤をしてお

人工地盤による立派な新

も変わりましたから︵中学・

自由な企画や雰囲気の中盛

とまた余裕のある最後の年

れ桜︑生徒たちの持ってい

にしたいと思っております︒

定です︒よろしくお願い申

グランド︒長い歴史と伝統

梧桐会の皆様のご健康を心

くなった寝台車に乗った旅

り上がりを見せた文化祭な

を持つ大崎高校の新しいス

定時制・通信制・博物館等︶ りましたので︑大崎高校正
るとても明るいムードの学

どなど︑いろんなことが懐

し上げます︒

門前の道路の整備にクルマ

校生活に新しい気持ちでや

行もありました︒

印象がまじりあっているの
大崎高校とのつながりに

場新聞を 年度１年間担当

賀状などやり取りしていま

なお︑４月からは同じ年

からお祈り申しております︒

あり︑名物の枝垂れ桜があ
とても古く暗い部屋でした

あこんな新聞を書いていた

が︑ 年間そこにいました︒ しました︒今思うとよくま

す︒

現在は大分形の変わった

タートでした︒

りました︒矢野先生が生徒
冬になるとスケルトンとい

ものだと思います︒稚拙で

２回目は︑大崎では珍し

したものです︒

と一緒に年中手入れをして

俗話も多く︑そこは若さに

く毎年クラス替えをした学

当時は旧校舎で︑校門に

ありました︒生徒昇降口の

う陶器の入っているガスス

免じてという事もあります

年でした︒昨年卒業以来初

職員だより

所に︑生徒がちょっと悪い

トーブを使い︑その上で湯

が︑今ならとても許しても

私の生物室は２階に上が

二人産み︑非常に思い出深
事をして謹慎や説諭を受け

を沸したり︑パンを焼いた

らえないような行事を教職

二校目の高校で︑その後
んなものなのかを教えても

入るとすぐにロータリーが

私は１９８２年４月から
い勤務校です︒大学まで福
た時︑平田先生が墨書きで

りできました︒教室にもあ

大崎高校の思い出

１９９３年３月まで 年間
岡県に住んでいた私にとっ

り︑生徒もやっていたよう

京子

大崎高校で勤務しておりま
を模造紙に書かれたものが

12

が夜 時ころ︒それから会

帰ってパソコンに向かうの

しいのになぁ⁝︒会社から

退されてしまった︒私も忙

ルで依頼してことごとく辞

ず︑苦労をしました︒メー

がら︑今年も原稿が集まら

ないかも⁝︒毎度のことな

たって？ 誰も気づいてい

去年の後記で号数を間違え

55

12

とのことですから︑ちょう

16

しないのです︒職場を七つ

12

とお説教の文
て︑
皆さんが言う
﹁古き良き ﹁生徒諸君へ﹂

した︒
転々としていますが︑一番
れが自主自律なのだと感動

答 ・８歳

スポーツ大会︑
雨でバレーに︒
事務室チーム優勝

事務室Ｕさん︑誕生日に黄色いバラが︑しか

３年・事務混成チーム優勝︑実力の２年力及

さて大崎にきて１回目の

らった所でもありました︒

大崎の教員の平均年齢は？

公園花見へ︑宮下先生マイクを離さず
４／

９／
９／

すぐに訂正を︑
３学年伊豆熱海方面研修旅行記 お互い﹁先
生﹂と言ったら罰として百円︑夜は﹁大貧民﹂初めて

品川公会堂で分けてやった芸術祭が良かった ３／

篆刻︵森下︶があります︒
９／

︵パパになったばかりの佐川︶自分にはない若さのエ

の私は石井さんからアドバイスを︵渡辺︶

86

◇３月 日
︵火︶
の朝日新聞

⁝愚痴でした︒

報の作業を始めるのだから

10

12

40

私が担当した大崎サムタイムズの86年度年間の内容

◇今年も母の日︵５月 日︶

願いします︒

けております︒よろしくお

桐会報の原稿も随時受け付

ご意見・ご希望︑そして梧

ますので︑ご利用ください︒

しては滞りなく届いており

いようです︒住所変更に関

なため︑更新もままならな

なさい︒ＨＰ担当者が多忙

した︒が︑が︑が︑ごめん

◇ＨＰ開設２周年を迎えま

ております︒

出来栄えになったと自負し

数年になりますが︑最高の

も梧桐会報を担当して二十

しいものだと思います︒私

ないかと思うくらい素晴ら

者がその場面にいるんじゃ

者の文章の表現がまるで読

紹介したのが２面です︒筆

ませんでした︒その内容を

か新聞に出るとは思ってい

に知っていましたが︑まさ

行﹂に行かれることは事前

す︒私は先輩達が﹁修学旅

された方も多いかと思いま

の文字がありました︒目に

東京版に︑
﹁都立大崎高校﹂

31

19

30

文化祭迫る︒展示室に写真︵平野︶絵画︵網谷︶

ばず︑ホームラン山田・田中︑勝利投手河辺

７／

てくれます

７／８ ソーメン試食会 職員室中央で神山先生が作っ ２／

も女性から

６／

︵佐々木︶
妖怪でもよかったわ︵神野志︶

︵高橋清︶
パーデンネンをやるといったら子供が喜んだ︒１／

は本田美奈子を知らないのに︑腰振れといわれても︒

ない︒
︵渡辺け︶がらにもなくダイアナを︵上條︶僕

やった︑もっとはしゃぎたかったのに嘴がありでき

６／５ 体育祭モダンアート今年も絶好調︒死んだ気で

５／

36

４／９ 山岳部のグランドシートを借りて新２学年戸越

長く勤務し︑ここで子供を

12

12

︵なべちゃん︶

いことがあるかもよ︒

にご出席ください︒何かい

ない！ お一人でもお気軽

しい友人に会えるかもしれ

出席しましょうよ！ 懐か

を開催します︒今年こそは

に大崎高校にて梧桐会総会

10

10
11
12

21

12

ネルギーの爆発だ︵粂井︶

青梅にて。真ん中が私です。

27

10

10

10

27 10

24

25

連絡先変更フォーム：http://www.aogirikai.com/archive/form.php

原稿の送り先：aogiri̲kai@yahoo.co.jp

昭和33年度卒の「２度目の修学旅行」が紹介
されました。（２面参照）
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Mail：info@aogirikai.com
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