梧桐会総会開催
新しい梧桐会の会員として

今年も二四九名の卒業生が

さて、今年も第七九回梧

東京では街路樹の若葉が

桐会総会を五月八日（日）

芽吹き始め、緑が一段と目
りましたが、梧桐会会員の

入会されました。

皆様方には如何お過ごしで
母の日に大崎高校にて開催

に染みる季節にとなって参

しょうか。
致します。
同窓会の誕生が昭和十二

日頃より同窓会の活動に
対し、深いご理解、ご協力
年 で す の で、 今 年 で 八 十

戦時中に総会の出来ない時

幹事会でも色々と知恵を
出 し 合 い な が ら、 総 会 に
掛ける費用や郵送料等の経
費削減を計っておりますが、
これ以上は幹事の方達の労
務負担増ともなり、仲々厳
しい状況と成っております。
特に、新しく加わって頂け

ことは誠に喜ばしく、会員

同窓会を開催しております

ます。そのとき以外は毎年

でもよろしいので、事務局

し下さい。同窓会当日だけ

不問です。是非お力をお貸

活動に使えそうな方。年齢

少しの時間なら同窓会の

る幹事がおりません。

皆様方の温かいご支援のお

があったように聞いており

陰と思っております。

については事務局を中心と

梧桐会では、会報の発行

数々のご意見やご要望を頂

住所変更のご連絡を始め、

くの方にアクセスして頂き、

致しておりますが、大変多

公式ホームページを開設

平成十九年から梧桐会の

し上げます。

絡戴きたく、切にお願い申

会員の皆様方には是非、 までメール・ＦＡＸにて連
同級・同期・先輩・後輩を
お誘いの上多数ご出席下さ
います事を心より御願い申

して、掲載原稿の依頼や特

し上げます。

集記事の企画編集等に大変

頑張ってもらっております。 戴致しました事改めて深く
梧桐会ホームページをご活

感謝申し上ます。今後とも

会を何度も開催し、副会長

用頂き、会員相互の交流を

又総会につきましては幹事
を中心に全員にて準備を進

深めて頂きたいと願ってお

6.1％

まず、
「特進クラス」につ

ので、お知らせします。

会員他の方々からの戴くご

お一人七千円の終身会費と

費用は、新入会員から戴く

会員様には、こらの方へ是

ターネットをご利用しない

働しておりますので、イン

尚、事務局のＦＡＸも稼

生徒の学習環境と学習指導

路実現を達成するために、

し、より高い志をもって進

は、四年制大学志望者に対

設 置 し ま す。 特 進 ク ラ ス

いて新入生から学年進行で

寄付、又、総会の際の会費

体制を整備することを目的
としています。また、私学

非ご意見等をお寄せ頂けれ

ります。

16

ば幸いです。

ところで、梧桐会の運営

めているところです。

25.5％

収入に依って賄われており

平成二十八年三月を過ぎ、 回数が一つ少ないのですが、 ます。

頂戴しておりますことに厚
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9
3.4％
227 86.3％
21
8.0％
13
4.9％
263 100.0％

特別指定校の指定を受けて、 本校の教職員は、学習指導、 実施、定期的に全国統一模

中部学校経営支援センター

育推進校、平成 ・ 年度

ピック・パラリンピック教

会より、平成 年度オリン

本校は、東京都教育委員

深く感謝を申し上げます。

ここに、同窓会員の皆様に

になることです。この「タ

身に付いた知性のある人間

を逞しく鍛え、基礎学力が

などを通して自らの心と体

貢献、スポーツや文化活動

意識があり、そして、社会

動が充実した１年でした。 ルやマナーを守る高い規範

御支援をいただき、教育活

フな人間」の育成に向けて、 実施、１学年で勉強合宿の

いる人を助け、社会のルー

同窓会員の多くの皆様から 「タフな人間」とは、困って

いて年間 回の土曜講習の

て、国語、数学、英語につ

クラスの具体的な取組とし

向上も期待されます。特進

激を与え、学年全体の学力

を果たし、他クラスにも刺

年の先頭集団としての役割

に し て、 学 習 成 績 面 で 学

受験）を目指す生徒を対象

災活動支援隊）
、ペーパー

る部活動として、
防災部（防

指導により規範意識を醸成

底し、私学に負けない生活

力とした学力向上・進学指

に立ち、特進クラスを牽引

推進しています。この基盤

活動や学校行事の活性化を

す。

きる生徒を育成していきま

自信と誇りをもって活躍で

を心身ともに鍛え、社会で
変化・成長の大崎を合言葉

教育、地域社会への貢献活

動の指導、学校行事、防災

生活指導、進路指導、部活

大会出場を目指して強化し

ル・男子）を実施し、関東

特別推薦（バスケットボー

には、身だしなみ指導を徹

変化・成長させていくため

今後も大崎高校をさらに

ていきます。

指導、道徳心の育成と実践

重視した分かりやすい学習

そのため、基礎・基本を

うした取組を通して、生徒

上（入口）させていく。こ

上（出口）と入試成績を向

導を展開し、進学実績の向

ていただきます。

い申し上げ、御挨拶とさせ

力強いご支援を末永くお願

今後とも同窓会の皆様の

力の涵養、文化・スポーツ

えています。

ジオラマ部の活動を支援し、 することが極めて重要と考
に取り組んできました。新

動などに奮闘しています。

ていきます。さらに特色あ

学校の特色化を一層推進し
たな飛躍を目指して頑張っ

平成 年度入学生から新

次に、文化・スポーツ等
て行こうと、勢いのある学

たな取組をスタートします

日
新たな１００年を意識し

28

年目を迎えました。総会の

4.2％

擬試験を実施します。

18
校へと成長をしています。

28
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く感謝申し上げます。
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昨年度は、本校の教育活 た人づくりとして、「タフな 大 学（ GMARCH
・日東
動の充実・発展に向けて、 人間」を育成しています。 駒専）への現役進学（一般
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47.1％

ましたら、１０時３０分までに会場にお集まりくださ
い。よろしくお願いします。

Ｂ
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５月８日（日）母の日
１２時３０分（受付開始）
１３時～１６時
会
場 大崎高校 １階食堂
会
費 ２，
０００円（新卒者 無料）
当日会場でお支払いください。
プログラム 会長の挨拶・学校長の挨拶
会務報告・会計報告・その他
総会が始まる前に、現在の大崎高校の様子を紹介
したＤＶＤを放映する予定ですので、お早めにお
集まりください。
※当日、お手伝いをしていただける方がいらっしゃい
時
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拶
挨
ご
変化・成長の大崎を合言葉に、
さらに飛躍！

５月8日（日）
於・大崎高校
第79回

第６２号

報
会
桐
梧
平成２8年４月１日
（１）

定年後、町の教室で
「六十の手習い」
一昨年秋、オランダのウィレム・アレキサンダー国王ご
夫妻来日の折、天皇陛下がおみやげに大きな朱色の皿を差
し上げたニュースをご記憶の方は多いでしょう。その焼き
物の作者・草間祥介さんが、実は大崎高校の卒業生であ
ることはあまり知られていないようです。昭和 年度卒
業、 歳。サラリーマンを定年退職した時、老後の趣味に

33

工作は好きでした。手先は

美術工芸に興味は薄いけど

答 大歓迎です。ただし多

うします？

宅へ押しかけたりしたらど

近くの温泉に泊りがてらお

佑子▽山口（井出）紀江

文代▽堀川（石倉）優子▽松原恵子▽宮川（田中）

畑）美奈子▽曽根（久保田）亜紀子▽野口（田中）

【Ｄ組】宇津木（高橋）巳和子▽斉藤延子▽下田（名

家の床の間や押し入れにゴ

少しは器用なので老後は何

少難点のあるものが多いの

なかった。専攻は機械、仕

でもいいから物づくりを楽

【Ｆ組】遠藤（堂前）啓子▽岡川（遠藤）庸子▽小

「草間さんを祝う会」出席の昭和 年度卒 人

しもうと、町の趣味講座に

を承知の上でね。

ロゴロしています。

た一問一答の一部です。質

入ったのでした。

31

（２０１５年９月 日・三越本店）

33

いてもら いたいと誰かが

上山幸一▽須藤雄司▽曽根登▽宮本武紀▽安田清

【Ａ組】生出邦紘▽奥田忠敬▽織田（後藤）邦彦▽

志▽渡邊敬治郎▽渡邊康彦

部分を正確に」という点が

い仲間がもし「もらいに行

年、難関の「日本伝統工芸展」初入選に輝きました。二年

たのでしょう、十年を経ぬ間にめきめき腕を上げ２００９

土を捏ねた経験はなく、まさに六十の手習い。才能があっ

色をベースにした直径 ㌢

前二回と同様、鮮やかな緋

ですが、今回入選した鉢も

見ていただけないのが残念

出来栄えをカラー写真で

エとか工房とかシャレた作

自宅に窯は持たず、アトリ

を天皇が宮中晩さん会でオ

味あふれる姿がありました。 買 っ て く れ る と 聞 く と 凡

回す、驕ることのない人間

大皿（しんこうおおざら）
」 内の人に交じってロクロを

問 二度目の入選作「深紅

これこそ草間作品の原点と、 人 は 莫 大 な 額 を 想 像 し ま

た同期会で映しました。町

ＶＤを、青山でこの春開い

代表質問します。宮内庁が

きたくて聞きにくいことを

こ ろ で、 皆 さ ん が 一 番 聞

問 質疑も佳境にいったと

売る必要はありません。好

で食べるわけでなく作品を

▽渡辺（相場）英子

の入選と正会員昇格を目指

が湧いて来ました。四度目

一【Ｆ組】河野（森谷）紀子▽春田（羽田）安江

※他に質問書を寄せる形で参加＝【Ｂ組】田畑精

永井晴夫▽長谷川政行

【Ｂ組】臼井清▽岡田高治▽草間祥介▽富樫富隆▽

後に再び入選、その作品が「宮内庁お買い上げ」となりオ
余の大作です。鑑賞した富

業場もない。
そんな
「素人の

ランダ国王夫妻にプレゼン

か億はないでしょうが、残

す。ン百万、ン千万、まさ

ま れる無心・無欲がいいの

もやめられる。そこから生

きな時に作り嫌なら何時で

出席 は同期３００人の

×

し頑張ります。

明美▽渡邊（横田）和子

拍手がわきました。今も通

り人生、年金なんか無用の

先生の指導の賜物でもない。

嶺（川添）雪子▽筑（有川）美那子▽豊田（木村）

ランダへ渡ることになったのでした。そして昨秋、第 回
樫富隆君は次のようにエー

トした話は鳥肌が立つ感動

ってますか？

左ウチワあり得ぬ

展で三たび入選を果たしてプロ作家も目を見張る存在を確
ルを送りました。

環境」にあって黙々と教室

答 はい、皆さんこれまで

ビ番組「郷土の自慢」のＤ

かなものにしました。異才の大崎ＯＢを卒業生や先生生徒
「試行錯誤を重ねて創り

かせてください。陛下から

楽器構成が次々変わって聴

五年連続Ｖの記録も誇って

けに入選入賞。東海展では

イレベルの公募展で立て続

東京展初日の昨年９月 日、 最後まで同じリズムですが、 選した後も、全陶展などハ

年日本伝統工芸展で初入

話すと夕方のニュースの前

疑いました。ある同期生に

寄りを騙す新手の詐欺かと

っくり、何かの間違いか年

レビ局から電話があってび

答 あるわけないです。テ

意とするようになった経緯

問 緋色との出会いと、得

を出しています。

思い思いの作品づくりに精

私に引きずられることなく

ぬ相場です。工芸会準会員

庁といっても一般と変わら

すがここは違います。宮内

も値段じゃありません。作

む凡人がいた。

二八〇万で売れるんだと羨

たことがあります。昔の文

正～昭和初期の工芸」を見

格」を貼 る展覧会もありま 「官展を彩った名作

品の裏に「メーカー希望価

展（文部省美術展）や帝展

大

の丸尚蔵館が開いた企画展

問 十年ほど前に宮内庁三

締めくくりに、もう一人

願う皆の心の表れでしょう。

うち出来るだけ会う機会を

尊さを改めて知り、動ける

く尊敬、
加えて、
青春の友の

鉢も底に３桁の数字があり、 味でも、年金はありがたく、 高齢者となった今、突然の

×
事前に「オランダへ上げち

×
作陶を始めて六年目の

１割。卒業 年を経て後期

ぐ作品を生んでいるのです。 でした。あの時の心境を聞
年、桑名の市民展で市長賞

だと思います。そういう意

オコトバ無かった

の皆さんに広く知っていただこうと、紙面をお借りしまし

出した独特の緋色（深紅色） に通い、並み居るプロを凌
とグラデーション。そして
それらを自分のノウハウに

（文＝昭和 年度卒・曽根登、写真＝同・織田邦彦） 大きな器を歪なく作る技。

に輝いたのが受賞の始まり。 ゃうけどいいかい」とか、 通り普通に接してくださり、 左ウチワですか。きょうの

衆を飽きさせず、逆に聴き

います。

密は黙秘でいいです。

して貫いているところに感

同期生上山幸一君らが呼び

入らせる。草間君の作品群

答 出会いと言われてもよ

お祝いの「ミニ同期会」質問攻め

かけ日本橋・三越本店会場

もそれに共通するリズムを

お陰で多くの友人に見ても

幕末の儒学者・佐藤

次は国内で所蔵を

に集まったのは、陶芸好き

が「光輝高齢」草間君に抱

類の上薬をかけます。まず

な。人間国宝は別格です。

成のお買い上げ傑作」とか

した。草間作品も後世、
「平

れた美の真髄が並んでいま

買上品として皇室に収めら

が伝ってくる。てらいの無

プルな中に静けさと温もり

然なグラデーション。シン

―

―

緋色、上から鉄釉（てつゆ

い素朴さ が人々に受け入

に一斉メールを流してくれ、 を教えて ください。企業秘

の呼びかけ人渡辺康彦君が

色に近いオレンジがオラン

う）をスプレーで吹き付け

銘打つ展覧会で再び多くの

駆け付けた中には、陶芸

呼びかけに拘わらずこんな

に男子 人、女子 人が集

らえたようで す。歯医者さ

ダ皇室のシンボルカラーと

問 学生時代から拳法一筋

れられるのでは。

「さあコレが俺の作品だ」

暖かな色づかい。自

教わり、名誉なこととうれ

て仕上げます。他の人はあ

できた私の経験から思うに、 目に触れる機会があるので

寄せた言葉を添えます。
に熱心に質問し聞き入って

しくなりました。

まり手を出しません。人が

ではなく、
「こなの出まし

オランダへ渡ったのは名
もの静かだけど活発な子で

のなのでは…

っしゃろ」はもちろん言わ

品は国内で永く所蔵しても

ない。草間祥介君はそんな

答 中々味わえない感激で、 人 は 幸 せ 者。 自 分 を 痛 め

らいたいと願うのですが…

ず創作を愉しんでください。

にかけた作品が流出したこ

る窯場シーンがありますが、 ともと天賦の才があったの

我々同期生も全員伴々この

とでは大きな差が出て、勝

でしょうが、人生の大半を

寂しいとは思いませんでし

でしょうか。

過ぎ本来の仕事を離れ、余

た。このところ腰痛で大作

娑婆をたのしみましょう。

した。芸術の才能があるよ
自分で感じたことがありま

ああいうの、やります？

生の趣味として心に余裕を

に取り組むのに難儀します

人です。作品は作者そのも
すか。陶芸は定年まで本当

答 割るほど数はないし教

持っているから良いのでは

が、こうして激励され意欲

とに一抹の寂しさを感じま

に無縁だった？

室で投げたら怪我人が出ま

と思うのですが。

せんか。次のお買い上げ作

答 瀬戸、常滑、美濃など

す。多少ムラがあっても使

答 その通りですね。陶芸

たなければと思うと得てし

有名窯が多い東海地方に長

える皿などは欲しい人に差

て勝てません。草間君はも

く住んでいますが、自分で

し上げています。失敗作は

品をガシャンガシャン割

焼こうと思ったことはなく

（３面にも一問一答集）

打ち込めることを持てた

展覧会を見て回るゆとりも

うには思えなかったけど、 問 サスペンスドラマで作

無欲・無心が大切
以下、賑やかに進められ

問 高校時代からスクータ

心に余裕があることが事の

たけど…」だけ。
「どうだ

いました。

伝統工芸展３度目の入選作
「緋色鉢」と草間さん

やらない方法に挑戦したら

成就を左右します。試合で

は、と思ってました。
ーの遠乗りをし大学自動車

後のめり込んだということ 「勝たなければ」と「勝つぞ」 誉に違いないけれど、手塩

窯も工房も持たず

以来、 年東海伝統工芸展、 オコトバがあったの？

一斎の言葉を、楽しみなが

ず
―

まって開きました。その朝

持っています」
。

に一念発起し道具や材料に

の私で二八〇の一桁少ない （帝国美術院展）で奨励御

銘しました。ラベルのバレ

ら実践する草間祥介君の生
三重県から上京した「同期

多額の授業料を払いながら

くわからないのですが私の

額。正会員でその倍までか

無くてはなりません。

き方。それは、歳を重ね老
の誉れ」を囲み、館内レス

んをキャンセルして見たと

場合、白い土を焼いて二種

ー曲「ボレロ」は最初から

後の生きがいを手探りする

トランで昼食を共にしなが

挫折した失意の主も少なく

いう人もいました。作品の

老いて学べば死して朽ち

同窓の皆さんのしるべとな

草間君がすごいのは何と

ないようで、頼もしい旧友

09

部ラリーで全国を走り回り、 好きな色に焼き上がり、以

答 とんでもない。二八〇

るはず。また現役生徒諸君

ら賑やかにミニ同期会のよ

いっても、 歳定年後に地

学ぶ自信を植え付けてくれ
「 大 袈 裟 で な く 偉 業 だ。

るはずです。
梧桐会報に書き残そうよ。
土だけでなく、たまには文
章を捏ねて気分転換…」と
周りが勧めました。しかし
在学中からシャイだった当
人は「自分の慶び事は書き
にくい」と、変わらぬ謙虚
な返事でした。そこで代案
として、お祝い会で思い思
いの質問を皆で投げかけ、

×

×

やり取りをまとめることに
×

なった次第です。
草間君の「日本伝統工芸

15

緋にこだわる理由

には、素晴らしい先輩を持

うな三時間となりました。

31

50

つ母校への誇りと、そこに

56

07

62

16

道一筋でもなく、著名な大

た。このレポートは、お祝いの席で同期の仲間たちが聞き

つも外で遊んでいました。 くツアー」なんか組んで、

勉強は好きじゃなく、い

言ってました。作品を欲し

16

共通しているかも。

問 薔薇の模様の骨壺を焼

元の小さな町の趣味の教室

問者名は略。メールで寄せ

問 三重県のローカルテレ

事はベアリング会社の技術

でゼロから出発し隠れた才

三重県東員町の
文化センター教室で

畑。強いて言えば「細かい

能の花を開かせたことです。 られた問いも含みます。

第56回展
（2009年）
で初入選
した緋色鉢

出した草間さんの陶芸に輝く青春、いえ「銀春」です。

と町の文化センター陶芸教室に通い始めました。それまで

75

展」三たび入選を祝う会は

60

昨年の第62回日本伝統工芸展会場で草間さんを囲む
昭和33年度卒業同期の仲間

16

08

33

オランダ皇室へ渡った深紅大皿
（2011年第58回日本伝統工芸展入選作）

作者・草間さん、陶芸に輝く銀春

（２）
平成２８年４月１日

報
会
桐
梧
第６２号

オランダ国王へ天皇陛下が贈った大皿

ートルほどの路を挟んで真

隣りは元農水省長官。２メ
非常識な議員が居りました

ないこと（以前手渡しした

けないこと。直訴状を渡さ
か？」と。

何人ほどおられるのです
しいですね！」と思ったま

したので、私は「とても美

敵な着物を召しておられま

の質疑応答は、２面掲載の

草間祥介さんお祝い会で

え付けを借りて焼くそうで

しても、窯もまだ教室の備

作 る 手 ロ ク ロ で す。 プ ロ

ロクロは手で回して形を

です。教室を開くにも生徒

ほか次の通りです。

すね。陶芸家が使う窯と作

の電動ロクロは両手がフリ

枚描くそうです。同じ形を

問 著名画家は同じ絵を三

集めが大変なようです。

これは、
想定内の質問。「定
まを正直に伝えましたとこ

色づけです。

先般、平成 年４月 日に安倍総理主催の「桜を
向いは、岩手県知事、他に
時制生徒は約 万人、通信
ろ、いたく喜ばれて、

たる顔ぶれ。さすがは園遊

長等の各ご夫妻とそうそう

陛下を迎えるメイン会場は、 事務次官、東京都○○局局
下を、私の真ん前におられ

った時に、お付の方が、陛

で、陛下が私の前にと思
の御礼を申し上げました。

支援いただいていることへ

す」と受け答えをして、ご

ていたのです。晴れてよか

昨日の内からとても心配し

雨だったらどうしようかと

に陶芸部門は千を超す応募

最高レベルの公募展で、特

れ着を用意しましたので、 問 日本伝統工芸展は国内

「実は本日はせっかく晴

があり入選率が一番低いそ

に入れるまでの形づくりと

うなもの。肝心なのは、中

す。プロもガス窯で似たよ

答 教室のガス窯で十分で

ロクロはどうですか。

叱られないよう部屋にブル

家で作業する時は家内に

と作れません。

私も大きな物は手動でない

日かけ素焼き。上薬の吹き

え乾燥に二週間。その後一

年以上キャリアが必要です。 つ完成まで何日ですか。

いくつも焼くのですか。一

けど？・・・）
。皇族の撮影
制の生徒がおよそ 万人で

勿論報道陣でいっぱい。こ
た岩手県知事の所にご誘
そして、これは全く想定

品に違いは出ないのですか。 ーですが使いこなすには

も近辺には、○○医科大学
は厳禁との厳命です。

こはテレビで放映される人
会とびっくり。 日に、も
導・ご紹介。陛下は復興に

教室の窯でも十分

学長、県議会議長、○○省

（２面から続く） 問 趣味とは言えぬ域に達

見る会」に招待されたのに続き、４月 日に赤坂御
その時の様子などをお伝え致します。

方も全員モーニング姿）
。チ

（因みに当日園内は警備の
たちの指定席。場違いと考
もクロで賑やっていた「桜

は、ご苦労しながら勉強し

「定時制の生徒さんたち

がお近づきになり、

れて女王殿下に太陽光線が

た。
）その瞬間だけ、雲が切

全国的に大荒れの天気でし

弾みました。
（因みに前日は

に手を出したくなりました。

き、三年ほどして大きな物

抹茶茶碗や小さな花瓶を焼

答 初めは他の生徒同様に

答 いま考えれば何と言う

だ理由は？

問 趣味教室で陶芸を選ん

の正会員ですね。プレッシ

問 もう一回入選で工芸会

同窯は一度に数は作れませ

付け一日、本焼き一日。共

書き二日で図面通り形を整

答 一か月です。設計図を

ャーターしたハイヤーで門
えて、私と妻は、陛下の歩

まずはモーニング着用

をくぐり、受付を済ませる

うですが、六年前に難関に

ーシートを敷き詰めます。

ったわ！」との気さくなご

その後でした。陛下は左
ておられることでしょうか

の際に私が受章者代表とし

思いますが、
あるいは、
叙勲

とされました。まさかとは

っ！」とした表情でニコリ

次の瞬間、陛下が「おや

お礼とともに「引き続きご

聞いて下されましたので、 思議なことでした。

を浮かべてうなずきながら

況説明をしたところ、笑み

とお応えした後、少しく状

私は
「はいその通りです。
」

のは、何故なのかなァと不

次々と話し掛けて下さった

ろだけ皇室の方々が皆さん

それにしても、私のとこ

三重の人たちの研究会に入

らい、伝統工芸展を目指す

展覧会でそこそこ評価をも

した。周辺市や東海地区の

おそらくは、私の周りに

標になっていきました。
するのですか。

偉い方々は居ても、
「学校」 問 出来栄えは自分で評価
関係と色分けされたネーム

いました！」と私が深々腰

ただきまして、有難うござ

即座に「本日はお招きい

い側の岩手県知事の所に向

付の方の誘導で、直に向か

た高円宮妃久子殿下は、お

残念ながらその後に続い

合う今日的な姿勢なのでし

これも皇室の国民に向き

うと思っています。

私だけであったからであろ

究会の先輩たちに見せてア

できますが、出品の際は研

を愛でながら、喉を潤しの

など染めの模様を和紙に切

も同時に始めました。友禅

毎日プレッシャーです。

すか考えている点で、今も

答 斬新作をいかに創り出

※快挙を紹介するにあ

たり草間君から筆者あ

てに次のコメントが届

「自分は定年後の趣味

いています。

を見付けて生きている

普通のオッサンと思っ

ています。これほど紙

面を頂く価値があるの

か恐縮しています」

マネージャー）も兼務して

おり、高齢者のケアプラン

も作成しています。

大田区は、震災後、宮城

県の東松島市を支援し、自

分も活動に少し加わってい

口には語れません。あの三

高校時代の想い出は、一

れあいを泣きながらみんな

ーに合わせて中村雅俊のふ

落ち込んでる時、俺のギタ

そして球技大会。負けて

も怒ってなかったですよ。

しました。少しでも多く義

笑みを絶やさずに」を企画

日本大震災支援ソング〉
「微

てきましたが、この度〈東

音楽は趣味でずっと続け

ます。

年間は、最近の三年間と全

援金が集まれば幸いです。

かったので当時の喫茶店の

自分は部活に入っていな

るんだろうって、今はしみ

であんなに熱く一つになれ

く違います。

で歌った事。あの頃って何

なで早弁してました。先生

してもお腹が空いて、みん

品川 多門 （昭和 年度卒）

東日本大震災支援ソン「
グ 微笑みを絶やさずに」
を企画しました

食べていくのは難しい時代

答 陶芸熱は下火でプロも

問 生業にしませんか？

合わせに注意します。

た形に仕上げ、色との組み

す。それをバランスのとれ

なるようただ無心に捏ねま

答 土が早く均一な硬さに

間、何を考えています？

問 土を捏ねロクロを回す

は一年で止めました。

り抜く伝統技術です。これ

ことなくです。
「伊勢型紙」 ャーも強まるのでは？

と思うのを出展します。

ん。一年で一番よくできた

隣におられた美智子妃殿下

毎日プレッシャー

ところでヨットコセ。と言
やがてメイン会場でのセ
をお気遣いなされ、右回り

挑んだきっかけは？

いたいところですが、椅子
レモニーを終えた皇族の

五年くらいで教室の先生

対応に、短いながら会話が

の北原さんご夫妻、ノーベ
がないので立って待つこと
方々が、陛下を先頭にお近

パッと当たったのも、何と

御召し物をまとった紀子様

ル賞を受章された天野さん
約１時間半。正直足の裏が
ら、優秀な方が多いのです

られました。

ご夫妻と遭遇。よろしく記
疲れました。
で真後ろに向き直られまし

さすがに庭園は隅々まで

念写真に収まりました。
づきになられました。

も「このおっさん少し違う

て陛下に御礼を言上したと

支援ください」と申し上げ

な」と思ってくれたようで

も奇跡的でした。

は自分からは皇族に声を掛

ルールとしては、参加者

よね？」とお声を掛けて下

私の左隣は林野庁長官、右

星野 佳正（元校長）

手入れが行き届いていてそ

きの顔を覚えておられたの

ました。

りました。そこで自ずと目

かもしれません。

を折ると、陛下は笑顔で軽

かわれ、かつお一人でした

ょうね。

プレートを着けていたのは、 答 ある程度は自分で評価

く会釈をされて、美智子妃

ので左廻りに進行して、私

続いては、高円宮妃様の

んびり腹ごしらえ。帰りは
られました。スタイルもお （流しのタクシー）で家路に

ドバイスをもらいます。
殿下と互いに手を取り合っ

の所はスルー。

長女（多分？）が、私の前

屋根の上に提灯の付いた車

後は又しばし庭園の景色

て先に進まれました。
後には皇太子殿下が続き
ました。

に立たれ笑顔で微笑み掛け
顔立ちも良く、何よりも素

（完）

様子を目に留めておられた

着きました。
のか、私の前に来ると、ネ
ームプレートに目を移し、
「全国の教育のお仕事をし

nene(

ておられるのですか？」と
私は「はい」と返事を返

声を掛けられました。
した後、簡単に職務の説明
を致しました。殿下は何度
もうなずきながら耳を傾け

思い出があります。羅比亜、 じみ思います。

この曲をｉＴｕｎｅｓ、

レコチョク、ａｍａｚｏｎ

等からスマホやパソコンに

人で住み、仕事は大田区内

現在は大田区に妻と娘３

ひ視聴して、よろしければ

金として寄付されます。ぜ

通じて被災地に￥ が義援

ドすると、日本赤十字社を

１曲￥１５０でダウンロー

キボなど。当時は学校帰り

の民間の介護会社で介護の

ダウンロードお願いします。

54

られ、厚く労いの言葉をお

に普通に喫茶店で友達と語

た、介護支援専門員（ケア

仕事を 年しています。ま

り合ってました。

それと早弁かな？ ２時

向いにあったカネダ、アス

2016/03/19

wermusic.com/ds/release/20401503/

掛け下されました。
次に少し間を置いてあの

SONGS FOR PEACE 056 | SPACE SHO... 1/3

50

間目が終るあたりで、どう

13

髭の秋篠宮殿下が声を掛け
「全国に定時制の生徒は

て下されました。

http://spaceshowermusic.com/ds/artist/12038581/

1/2

) | SPACE SHOWER MUSIC

殿下は、近くで陛下のご

SONGS FOR PEACE 056 | SPACE SHO... 1/3
SONGS FOR PEACE 056 | SPACE SHO... 1/3
SONGS
FOR PEACE
056 || SPACE
SHO... 1/3
SONGS
SONGS FOR
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SHO... 1/3
1/3
056
| SPACE
SONGS FORSONGS
PEACEFOR
056 PEACE
| SPACE
SHO...
1/3 SHO... 1/3
ACE 056 | SPACE SHO... 1/3

れは見事です。

「園遊会」に招かれて

しかし場所は末端ながら、
されました。

草間さんを質問攻めにしたお祝い会

た。その時一瞬私と目が合

2016/03/19

18

いました。

う雰囲気でした。

外でしたが、素敵な黄色の

10

苑で行われました「園遊会」に招かれましたので、

21

向けての労いの言葉を掛け

20

18

を見る会」とは、かなり違

10

27

と、
すぐに
「なんでも鑑定団」 かれる通路の終わりに近い

第６２号

報
会
桐
梧
平成２８年４月１日
（３）

に共有した時間を懐かしく
合を占めている筈です。

る豊かな人生」が大きな割

化していますが、高校時代 「健康第一」と「趣味によ
鳥神社、目黒不動尊（瀧泉

中央改札口前に集合して大

午前 時にＪＲ目黒駅の
ドーム 個分の広さで、緑

万平方メートルの東京

ました。

思い、旧友に会えることを
期待して参加していると思
います。
十二支を一巡して還暦を

間関係は新鮮な良いもので、

した。

帰り際、バスの発車時間

ります。

きるようにしています。

教職員の転退

駅周辺で情報交換のお茶会

石川後楽園、などを散策後、 報、おもしろい情報・・・

小石川植物園、伝通院、小

山駅の改札口前に集合し、 代 の 懐 か し い 話 や 健 康 情

菅野明彦（国語）武蔵丘高校

武藤かおる（家庭）目黒高校

出

に所属する同期生の〝ひで
をしました。

転

さん〟こと、飯野秀明氏の

有志同期会では高校時

ガイドで普段はひとりで入

午前 時に都営三田線白

溢れる空間は自然の形態が

「ＮＰＯ富士山エコネット」 までの１時間ほどは河口湖

保たれており、ここでの静

青木ケ原樹海は９世紀の

曼珠沙華（彼岸花）の見学

にがさわ公園」の 万本の

など、
「有意義な情報交換

晴海総合高校

田部井紀夫（地理）高島高校

文京シビックセンターを訪

利用して遠方から参加され

の場」を提供し、新幹線を

好天に恵まれ、高台にあ

橋本康徳（保健体育）

また、この有志同期会の

伊藤 進（物理） （非）
終了

近岡正次（日本史）
（非）
終了

山下絢子（英語）千歳丘高校

大槻未季子（英語）大森高校

江戸川高校

る方もいますので、リーズ

階の展望ラウンジからは、 ナブルな価格での開催を心

る文京シビックセンター

れました。

報、知っているとお得な情

寺）
、
五百羅漢寺、
成就院（蛸

期会を開催しました。

日（日）には

７名が参加しました。

薬師）
、林試の森公園など
るのを躊躇する「青木ケ原

昨年度は計４回の有志同
寂は都心であることを忘れ

樹海」の散策や「西湖蝙蝠 （３）９月

穴」の見学などをしました。 神奈川県座間市にある「か
富士山大噴火で流れた溶

山塊、富士山までが見渡せ

開催に多大な情報と労力を

掛けています。
埼玉県日高市にある有名

提供して頂いた、中村和夫

スカイツリーや遠くの丹沢

億年の地球の生命から見

帰り際には、近くのファ

て素晴らしい眺望でした。

吾妻洋史（保健体育）

な巾着田の５００万本には

氏にはいつも感謝していま

遠く及びませんが、一面の

す。

ると１千年余の歴史があっ

ミレスで二次会を開き歓談

ても「若い森」と呼ばれて

しました。

して河口湖近隣まで行きま

当日はシルバーウイーク
リスが松ぼっくりを食べ

くも歩きました。

それぞれの会では集合記

念写真を撮影していますの

意されてお元気にお過ごし

くなりますが、健康には留

三浦弘史（日本史）

粕谷薫子（国語） 深沢高校

山藤たまき（家庭）大森高校

田中信吾（保健体育）

有馬利一（地理） 桜町高校

豊多摩高校

下さい。

転 入

（非）
終了
で混雑するため、早い時間

曼珠沙華は壮観でした。

に見学を済ませ相武台前駅

いるそうです。
て芯だけ残した〝森のエビ

で情報交換のお茶会をしま
した。４名が参加しました。

名が参加し、２万歩近
フライ〟を何個も見付けま
岩の上の土は センチ程
度と浅く、地表は冬でも葉

の「母の日」の午後には恒

なお、今年５月８日（日）

例の大崎高校同窓会『梧桐

月 ３ 日（ 日 ／ 祭 ） で、思い出の一駒になった

なお、各イベントのスナ

会総会』が母校で開催され

を落とさない針葉樹やシダ （ ４）

ップ写真は毎回、オンライ

ますのでお会いしましょう。 寺田典幸（英語）

には前回、好評だった上野

ンアルバムに掲載してパソ

界隈の散策に倣って、文京
ければ数百年以上をかけて、 区の歴史ある名所巡りを行

コンやスマホからも閲覧で

類に覆われ鬱蒼としていま

いました。文京区には、驚

すが、今後大きな噴火がな

くほど多くの寺社仏閣があ

ら、
と必ず言います。
実際に

葬儀は滞りなく終わった。 で暮らしていると言うのを

ールであった。

円とか。手続が大変。もう

育児休業から復帰

戸澤百合恵（英語）

第一商業高校

東村山西高校
最終的には落葉樹林に変貌

が俳号にしていた故郷の山

ことと思います。

これからは日増しに暖か
した。

志同期会」を開催しました。 年には公園として整備され

岩の上に出来た原生林で、 会を行いました。

青山洋一（日本史）

を散策し、武蔵小山でのお
てしまいます。 名が参加

の午後には、恒例の大崎高

人生の潤滑剤とも言えます。

しました。

れ、今まで積み上げてきた
母校で開催されましたが、 に林業試験場としてつくら （２）７月

校同窓会「梧桐会総会」が
少し足を伸ばし、新宿駅か

毎年５月に行われる梧桐会
そんな中で時折、還暦を

向かいました。

日（ 日 ） 茶会後、母校の大崎高校へ

地位やプライドの殻を脱い
れ、昭和 年には試験場の
ら往復共に高速バスを利用

過ぎると人生がリセットさ （ １） 昨 年 ５ 月

で、利害関係のないお付き
いつも十分な歓談時間が取
機能が筑波に移り、平成元

の総会以外に時折、有志に
過ぎて久しいのに知識や学

林試の森公園は明治 年

合いが始まる気がします。
れないため、
午前中には「有

よる同期会を開催していま
歴をひけらかす人や未だに

日（月）には

定年退職後の地域社会へ
の〝奉仕活動〟なども同期

す。毎回の有志同期会は中

会と同じであり、平等な人

村氏の発案、企画は生駒の
企業社会の「オレは偉いん

昭和 年度の卒業生では

二人三脚で担当し、目的は
だぞ文化」を引き摺ってい

があります。

り越して、惨めに思える時

る人に遭遇すると滑稽を通

互いに 久闊を叙すること
にあります。
当時の美少年・美少女は

今や歳ふり、中年を過ぎた
我々世代の共通の話題は

するとのことです。

ことを承知で書きました。
処置のため、いったん病

てもらいましたが記録があ

宗でお願いした。戒名は母
状況が変わったのは三日

病状も良くはならないし、 とにした。

何これ？と言うことがあり

その後、いろいろと調べ、 食事も少ししか食べず、ハ

ました。しかも残高が数百

途半端な財産があると、○

私が言いたかったのは、 りませんでした。また、中

聞きます。私の両親は、本

○証券の残高があったり、 いい、放っておこう。

人は自分のことはできるか

高齢化社会における介護の
は葬儀である。両親は蒲田

兄は葬儀の翌日入院、翌日

問題、よくお年寄りが一人
ったまま起きないので帰宅

駅前の互助会に加入してい

二つを入れてもらった。

すると、長男から「血圧が

室から出て、みんなで今後
を長期にわたりしてくれる

上がらない」と連絡を受け、 たので、そこへ電話をした。 がんの手術というスケジュ

のことを話し合った。まず

具体的には夜間の看護師の

病院がいくつか候補が出た

はできていません。自分た

目 の 夕 方 だ っ た。 私 は 会

配置、介護士が一人あたり

が、できれば自宅に近いと

一時間ほどして安置室に

翌日から私と妻がいろい

社の帰りに病室へ行き、眠

入居者何人を見るのかな

病室に戻った。みんなが相

移され、程なく遺体を運ぶ

2
2

2

2

2

私も来年還暦。そろそろ

終活をしなければ…

が「瑞宝小綬章」を受章さ

れたことをご報告しました

いる）のでわれわれの大変

編集後記を書き始めました。 前になりますが、
「園遊会」

◇４月９日（土） 時 分、 が、その後、ちょうど１年

編集後記

2

ドル建預金があったりで、

ど、一番良さそうなのが近

ころと言うことで、私の長

次いで到着。小康状態が続

不自由ながら歩行器を使い、 所にあったが、あいにく満

男が勤務する大田区のＩ病

室。次に良さそうなところ

ちは親の面倒を見た経験が

近くのスーパーまで買い出

ろ な 手 続 を し た。 朝 一 で

が兄の家の近くのＮホーム。 院にお願いした。

車が到着した。それを見送

しに行っていた。

銀行、郵便局に行き、生命

区役所に行き、年金事務所、 ない（若くして田舎を出て
家族を送り届け、蒲田に行

が病室で泊まることにした。 り兄と姉は直接、私は父と
交代で眠ろうとしてもなか

８月 日午前、介護タク
シーでＩ病院へ転院。姉と

そこへうまく母を誘い出し、

少し先に兄の家族が住み、 その場でそこの二人室に決

に招かれましたとのことで、

が母が横たわるベッドの周

今年の母の日は８日、会報

その様子を原稿にしていた

付き添った私は今後に備え

さを知りません。親の面倒

めました。 年 月入居。

保険…それは大変なものだ

姉は札幌在住。私は会社員

なか眠れないまま朝が来た。 った。 時になっていた。

りを囲んでいた。私たちが

だきました。その右側のペ

長男がいつもより早く出

発送までの時間があまりな
て母の口座のある銀行へ向

は子供が見るものだと思っ

のため、定年退職した兄夫

終わったのは三時間後、午

葬儀の打合せが始まり、 った。３日間で手続も完了

入って間もなく、オシロス

勤してきた。相変わらずの

ージも陛下のことが書かれ

かった。銀行のカードを作

い。時間との闘いである。
父はようやく家事から卒

前１時を回っていた。

ていたのか？ 手足に障害

婦が時々実家へ行き、両親

状態が続くので私は一時帰

しないまま会社に出勤、そ

コープの波線が、ピーッと

宅した。会社も休んだ。二、

てあり、梧桐会もいよいよ

ろうとしなかったため払戻

◇また今年も長文揃い。幸
業、母は不服そうに毎日を

いにして筆者との数回にわ
過ごしていた。二人とも二、 は難しいらしい。何か言わ

がある父、認知症の母。何

の世話をしていた。以前か

三時間寝ようといていたら、 問題になったのは宗派。父

度もホーム入居を勧めた

ら老人ホームへの入居を進

れたら「入院費」と言うこ

こんな時に限って一時間お

れから細々と残りの手続を

いう音とともに一直線にな

とで手続をしたが、すんな

きに電話が鳴った。

していくことになった。

った。テレビでよく見るシ

三か月に一度、品川区のＫ

り払戻しができた。父の方

格調高い会になったなぁと
病院に通った。父はインフ

はカードがあるのだが…。

たるやりとりを早い段階で

ーンである。
「おかあさん」 めていたが、父は早くそう

ルエンザで一度入院、母も

初日は、痛いの、何だの

思うのは私だけかな？

「おばあちゃん」と叫ぶ声。 したかったのに、母が頑と

持病で長期入院。一度退院

と元気でいたが、翌日から

が「自分でできるから」と

してそれを拒否していた。

したが、間もなく救急車で

入居を拒み続けているので、 進めることができ、１面と
もう耐えきれなくなった

再入院。入院中、私も兄も

平成 年８月 日午後７時

10

く の で、 私 と 姉 と そ の 娘

っている。このような対応



二人にふさわしい介護施設、 イカリックという輸液を使

すよ…」
。失敗に終った。

10



オッチャン・オバチャンと

会員だより

―

試行錯誤の介護



一昨年、ドライブに行こう

分永眠。



母を見送って

―

なっており、父が食事の用

渡部 良彦 （昭和 年度卒）
「どこにいるの？ 早く来

11

2.5

と近くにできたＷの介護ホ

両親は、２階建ての自宅

なぜか「ここ、誰かに勧め


前私の戒名は姉たちと同じ

弟姉妹は曹洞宗。しかも生

は浄土真宗。母の実家・兄

に近い日に決めた。文句も

きず、私の独断でほぼ当日

なかなかみんなの調整がで

月になってからがいいとか、

次の行事は四十九日。

父はほっとした様子でした。 の原稿も、８日に受け取っ

てしまいました。入居後は

歳を過ぎての入居となっ

た。心配していた学校から

４面を除いて早々に片付け

がたくさん集まるといいで

がんばっています。義援金

◇私の同期の品川多門くん。

うことにした。また長い夜

せめてもの願いは叶えてあ

ないのだから…等と言う。

章を、皆様の御迷惑になる

長々ととりとめのない文

があり、年金事務所で調べ

所で働いていたという記述

綴ったノートに戦時中に某

題。母が自分のことを書き

それと亡くなった後の問

◇前号で星野元校長先生

だいぶ削りました。

た。一番最後の拙稿も長文

なたの出席をお待ちしてい

りがないもので、これでも （日）
です。今年も受付であ

であるが、書き始めるとき

ますよ！

◇今年の同窓会は５月 日

すね。

ちも来たので、ホームに連
長男は、時間があれば病室

げたいと言うことで、曹洞

夕方、病室に行った。状

し父は、坊主なんか呼ばな

況は変わっていない。兄た 「大姉」
にしてほしい。しか

お通夜なしの家族葬で、

22

になるなと思い、私は家族
で先に夕食に行った。

（なべちゃん）

8

て！」姉からの電話だった。 意などをしていた。手足が

27

の様子を見に行き、われわ
病院へ転院の話があった。 れ兄弟も時間を見ていくこ

夏になり、病院から他の

40

私たち家族４人は近くで

12

出たが…無事終了。
ようかしら」などど言って

21

早めの夕食を終え、病院に

33

くてもいい。本人はわから

認知症の母は２階で、身障

いた。
「あなたが入るんで

90

戻ったところだった。

10

毎日のように面会に行った。 はほとんど眠っている状況。 絡して父を連れてきてもら

者の父は１階で、家庭内別

25

20





で二人きりで住んでいた。 ームに見学に行った。母は

居の状態、二人とも 歳に

11

近所に私たち家族、もう

10

10

11




病室に入ると子、孫たち

38
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林試の森公園で

勇美（昭和41年度卒）
生駒

90



50

53

昨年の梧桐会総会の正門前で
25

昭和４１年度卒の
有志同期会
41
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