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「関東青雲同窓会 30 周年」を祝う

名誉会長　中村 隆俊
（市中２回生）

　関東青雲同窓会 30 周年にあたり、一言ご挨拶申し上げ
ます。
　昭和 58 年 8 月、新橋第一ホテルにおいて、初めて市中・
市高・東高合同の関東青雲支部会が開催されて以来、30
年の月日が流れました。当初は市中・市高・東高が、それ
ぞれ分かれて同窓会を開催していましたが、「世代を超え
て多くの同窓生とつながりをもとう！」という機運が高まり、
数名の発起人の賛同を得て、この関東地区青雲同窓会を
設立する運びとなりました。
　振り返ると、当会を発足するまでの準備には幾多の難局
がありました。当時は各期の世話人役を知り得ず、函館・
青雲同窓会本部が発刊していた同窓会名簿を頼りに、関
東地区在住の住所を一つひとつ拾い上げていく作業で会
員名簿を作成しました。同時に、銀行で同窓会の口座を
開設して年会費の振り込み管理を行い、総会・納涼会・新
年会の行事ごとに何度も集まっては夜遅くまで話し合う幹
事会を開くなど、当時の幹事長だった葛西眞一君（東高 6
回生）が辛苦を共にしてくれたお陰で当会の礎ができまし
た。こうして 30 年目を迎え、皆様と共に過ごせることは感
無量の思いであります。
　順風満帆に運営されていた当会も、平成 8 年をピークに
蓄えも少しずつ減り、年会費の低回収で各行事も赤字運営
となっておりました。その頃から会運営の若返りと若い会
員増強こそ私が果たすべき役割と感じ、体調を崩したこと
をきっかけに、20 年間努めさせていただいた会長を退きま
した。平成 17 年、当時の幹事長・田村良人（東高 17 回生）
君の会社に事務局を移転し、朝倉前会長（東高 10 回生）、
現在の新山会長（東高 11 回生）が私の思いを受け継いで
若い同窓生が入会しやすい環境を整えてもらいました。そ
の結果、徐々に若い役員も増えて会全体の若返りが実現し

ていきました。平成 19 年には、少子化に伴い母校は函館
北高校と統合し、最後の卒業生を送り出しましたが、当会
としましては、現在も一都 8 県に約 1,800 名の会員が名簿
に名を連ね、益々活気づいていることを大変嬉しく思いま
す。
　一昨年、私の経営する医療グループはお陰様で 50 周
年を迎えました。常に患者さまを第一に、来れば断ること
なくひたむきに日夜労苦を惜しまず働いてきました。懸命
に働く傍ら、そこにいつも身近にいたのが同窓の仲間でし
た。彼らは、青雲の精神で繋がっている特別な存在です。
私は 3 年前に脳梗塞を発症し、一時は身を案じましたが
今は元気に過ごしており、今年で 87 歳となります。この
佳き、30 周年のことを、亡き中島君、山名君、小西君、
近正君、その他の仲間たちにあの世で報告するのはもう少
し先にして、神様が許す限り老体に鞭打って、世に恩返し
をしていきたいと思います。
　最後にあたり、皆様の益々の御健勝と当会の発展を祈
念し 30 周年のご挨拶とします。

関東青雲ビッグ３

会長　新山 春一
（東高 11 回生）

ため退会、また鬼籍に入られた方など、一時 2,100 名いた
登録会員は、現在 1,800 名弱になっています。一方、役員、
事務局、当番幹事期の熱意、団結、企画、運営等には素
晴らしいものがあり、年 3 回の行事の参加者が確実に増
えていることは喜ばしいことです。当番幹事期を経験する
ことで、同期の絆が強まるだけではなく、先輩、後輩との
繋がりも生まれ、同窓会の楽しさが実感できるようになる
と思います。これが青雲同窓会の意識の高揚に結び付け
ば、より多くの人が参加して、会員の増強につながるので
はないかと思います。
　2009 年の 25 周年記念は、多くの皆様のご協力を得て、
200 ページの記念誌を発行することができました。同窓会
他支部や他校同窓会から羨ましがられました。これこそ関
東青雲の青雲魂の表れだと思いました。その後毎年、参
加者が増え、特に 50 歳代で 6 割以上を占めるに至ってい
ることは嬉しい限りですが、会の充実を一層図るためには、
もう一段の頑張りが必要だと思います。
　同窓会の今後の問題として、平成 14 年を最後に個人情
報保護の観点から名簿が発行されていません。先輩、後
輩の繋がり、クラブ活動の繋がり、在校時の恩師、兄弟
姉妹関係、会社関係等からの貴重な情報をお寄せいただ
ければ事務局にて整理します。また、現当番幹事の 32 期
までは同期会名簿も作成されていますが、33 期以降は厳
しい状況です。皆様のご協力を宜しくお願いします
　最後になりますが、市立函館高校との同窓会併合は、
本部役員と学校側とで話し合いが行われているとの情報
がありますが、まだまだ時間がかかりそうです。関東青雲
は、35 年、40 周年にむかって、今後も会員の皆様からの
ご指導、ご協力、そして力強い応援をいただきながら継続、
発展させていきたいと思っています。

　函館東高校は昭和 15 年の開校以来、平成 19 年に併合
され、67 年の歴史を閉じましたが、同窓会は、昭和 20 年
に青雲同窓会として発足以来、併合されることなく現在 69
年目に入っています。一方、関東支部は、昭和 57 年の札
幌支部に次いで、昭和 58 年、市中、市高、東高 1 期か
ら 4 期の方が支部会を立ち上げ、正式に昭和 60 年に設
立されました。当時の先輩、その他関係者の皆様が相当
な苦労を重ねながら、今日の関東青雲同窓会の基礎を築
いてこられたことに心から感謝いたします。
　当時の戸田中央病院の中村院長現名誉会長の相川秘書
の日誌を見ると、発足の経緯がよくわかります。設立総会
にて中村現名誉会長が会長に決まり、方針として、年会
費 2,000 円、同窓生が集まる機会を少しでも多くするため、
新年会、総会、納涼会という年 3 回の同窓会を開催、当
番幹事は満 50 歳を迎える期に設定して年度の運営にあた
る。このような決め事が、途切れることなく継続されてい
ます。
　今日まで大きな問題もなく同窓会の運営を遂行できたの
は、事務局の存在があります。設立から 20 年間は、戸田
中央病院の秘書室の相川様、瓜生様、広瀬様にお世話に
なり、その後、17 回生の田村良人氏経営の会社に移転し
ました。奥様やお嬢様にお世話になりながら事務局運営
を行い、平成 20 年からは 16 回生檜森兄元氏経営の行政
書士事務所に事務局を移しました。ここでも、ご本人多忙
の中、献身的に頑張っていただきました。そして平成 25
年 6 月から、30 回生の横井透氏が経営する会社にお願い
しています。
　同窓会運営には、会員の増強イコール会費の問題があり
ます。平成 19 年に市立函館高校になったため、新しい卒
業生の入会はなく、昭和 20 年卒の方が 86 歳と高齢化の

継続は力なり 30 年



KANTOU SEIUN 30th Anniversary  

6

KANTOU SEIUN

7

30th Anniversary  

市中入学からを振り返る

今井 忠
（市中 5 回生）

　私は、昭和 18 年に市中に入学しました。入学試験は、
弥生小学校近くの旧木造校舎で行われ、4 月に新校舎に
入学しました。現在の校舎は、函館の財界人梅津氏の寄
付によるもので、ご功績を讃え、校舎の右前方角に氏の
銅像が立っています。校舎移転にあたり、先輩の方々は船
見町から柳町まで校旗を揚げ、分列行進して新校舎に到
着です。物資不足の時代を映し、生徒の服装は特徴的で
した。軍服の中古品を着用したり、青菜っ葉服ズボン（現
在のデニム）を履いている人もいたり、工務店で働いてい
る人夫のような集団です。私は 12 歳になったばかりで、こ
れらの粗野に見える上級生の下で就学することに、恐怖を
感じたことを覚えています。
　校舎敷地の周辺は湿地です。東側の五稜郭公園側は正
常草地で野球場に使用されました。校舎の裏側にある小
川の向こうには、戦時中に銭亀沢鉱山との物資輸送と多分
下海岸防衛のために建設中の国鉄戸井線の堤防が見えま
す。季節には郭公や雲雀の声が美しく、私は良いところに
きたなあと思っていました。学習は、軍国少年育成の一色
です。教課には「修練」があり、学校には陸軍中尉の配
属将校が勤務して軍事教練を担当します。学課の成績は
秀、優、良、可、不可と記され、席次は、昭和 20 年第 2
学期までは、学年 266 人の上、中、下と記されています。
昭和 20 年 8 月に日本は敗戦となり、昭和 21 年度の通知
箋も大きく変わりました。学科毎の成績書はズバリ数字に
なり、席次も数字の表記になりました。上位の 20 〜 30 人
位は、席次と氏名が教員室前の廊下に掲示され、自由な
競争時代に入ったのです。
　5 年間の在学中には、学習以外の行事が数多くありまし
た。昭和 19 年、2 年生の秋には約 1 か月間、八雲町のユー
ラップ川河畔の陸軍の飛行場造成に動員されました、八
雲高等女学校の体育館に自宅から運んだ布団で就寝です。
陸軍は生徒の勤労奉仕に謝意のため、実物の戦闘機の操
縦席にすわらせてくれて大満足です。同期の体格のいい金

谷鉄弥君が種々面倒をみてくれ、現在も交流が続いていま
す。
　翌昭和 20 年の 4 月から1 か月間、大中山の農家に分宿
しました。さらに、7 月頃から援農で、瀬棚線の種石とい
う駅から1km 位奥の農家に分宿です。後に、日魯へ就職
した櫻庭君が面倒をみてくれました。農家は利別川に面し、
天然のしいたけが採れ、川の浅瀬で鮭を素手で捕え、鍋
にして食べました。無論、違反行為です。ジャガイモの種
付けも行い、大中山の 1/3 の収量です。地域が違えば、
これほど違うものかと驚きました。ここで敗戦の日を迎え
ました。今川駅前に集合し、放送を聞きました。内容はわ
かりません。一億国民は、必死で戦え !! との放送だと勘
違いした者が多かったのです。
　上記のとおり、市中の 2 年・3 年生の大半は勤労奉仕
に駆り出され、学校への登校は極めて限られていました。
私は、市中の他にも北大水産学部、小樽、塩釜、神田等
の農林省の各出先機関、水産庁・大洋漁業の各事業本部
と多くの同窓会に出席しますが、この旧制中学の同窓会が
一番懐かしく思えます。その理由を自問自答した時、根底
に生まれ故郷の色が残っていることに加え、物心がつく思
春期の同僚であったこと、生徒各人のその後の変貌が多
岐にわたり、大化けする者が出たりして面白いのです。今
まで 30 年の長さにわたり、お世話いただきましたが、こ
の先 30 年を経たときに皆様はどうなっているのでしょう
か、平成 25 年度夏の会の記念写真はお宝に変わるでしょ
う。関東青雲同窓会と会員の皆様のご健康とご多幸をお
祈りいたします。これからも、楽しいねえ !!

顧問　朝倉 敏夫
（東高 10 回生）

の寿命についてではない。この標柱が“邪魔モノ”視され、
撤去される日が、そう遠くないうちに来るかもしれない、と
いう気もするからである。標柱は、市立函館高のみなさん
が、自分たちの先輩が遺したものと思ってくれている間は、
それなりに、一応、尊重してもらえるだろう。しかし、いく
ら東高卒業生が「あの懐かしいキャンパス」などと甘酸っ
ぱい想いを寄せたところで、市函高側が東高校を“先輩校”
だと思っていてくれない限り、そうはいかない。そうした“繋
がり感”は、同窓会が繋がっていてこそ保たれるものであ
ろう。市中、市高卒業の先輩が、東高卒業生と同じ青雲
同窓会で結ばれているように。残念ながら、市函高と東高
の間には、そうした紐帯はない。市函高側の“繋がり感”は、
時間とともに、年 、々薄れる一方であろう。函館の青雲同
窓会役員は、なんとかその紐帯をつくりたいと努めている
ようではあるが、さて、関東青雲としても、なにかお手伝
い出来ることはないものだろうか。

　今もご健壮な市中、市高時代の先輩方が少なくない中
でこんなことを言うのもおこがましいが、時の流れという
のは、加齢とともに加速するものらしい。私が、関東青雲
の中村隆俊・初代会長の後を受けて、会長を務めたのは、
創立 20 周年に当たる年だった。それが今年、もう30 周
年になるとあって、そうしたわが内なる加速感を新たにし
ている。会長を引き受けた当時、私が強く感じたのは、会
場の出席者を見回してみて、このままでは、どんどん“老人
クラブ”化してしまうということだった。それで、自分のや
るべき最重要課題は全体の若返りをどう進めていくかにあ
ると思い定め、そのように述べもした。それが、会長を引
き受けてまもなく、仕事上の都合が変化し、たった１年で
新山春一君に後事を託すことになってしまったのを、たい
へん申し訳なく思っていた。しかし、昨夏、東京・有楽町
で催された納涼会で、30 期前後の年代の出席者がとても
多くなっているのを見て、かつての私の不安が過去のもの
となったばかりか、若返りが加速しているかのような印象
さえ受けた。こういう流れの運営になれば、当分、関東青
雲の将来に不安はない、とまことに心強く感じた次第であ
る。
　ところで、最近、10 期生仲間に教えられて、青雲同窓
会ホームページの「今も残る／函館東高校写真集」に、
われら10 期生による記念植樹の標柱が載っているのを
知った。10 期生は、1985 年に卒業 25 周年記念として、
校舎の西側にオンコの木を 3 本植えた。その旨を記した
表示板が風雪に曝されて字が読みにくくなったので、2008
年、卒業 50 周年記念事業の一環として、ステンレスの標
柱に建て替えた。高さ1.3 メートルの三角柱で、三つの面
に「北海道函館東高等学校第十回生（昭和三十五年三月
卒業）」等 と々趣旨・由来が刻まれている。ステンレスだから、
今後さらに長期間、われら10 期生がすべて世を去った後
も残るはずである。だが、最近は、「そうはいかないかも」
という悲観的な気分がだんだん強まっている。ステンレス

「標柱よ永遠なれ」とは言いたいけれど
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2泊3日の函館冬帰行

東海青雲同窓会 会長　澤谷 輝
（東高11 回生）

　関東青雲同窓会の皆様には、設立30 周年という記念す
べき節目を迎えられました事、東海青雲を代表しまして心
よりお祝いを申し上げます。私ども東海青雲の 6 倍もの長
き年月を運営してきた会員並びに役員の皆様に敬意を表し
ます。青雲台に若き「市函高」が開校している今、青雲同
窓会の将来像に思いを馳せる時、貴会の経験に基づくリー
ダーシップに、大いに期待するところであり、小会も、微
力ながらその一翼を担えるよう努力を惜しまぬところです。
　昨年 12 月初め、青雲同窓会の本・支部合同会議で初
冬の函館に帰省した時、私が体験した二つの貴重なエピ
ソードをご紹介します。一つは会議初日、宿泊のホテルか
ら会議が開催される旧ひんがし会館への道中、何気なく
飛び込んだ「トマト」という喫茶店での出会いです。店主
と雑談を交わす中で、13 回生の梅谷氏であることが判明。
しかも、凧先生の従兄弟とのことでした。同窓の誼を感じ
つつ雑談していると、梅谷氏が重ねて「校名は残って欲し
かった」「同窓会のこれからは？」と心の中を打ち明けてい

ました。私は、函館を離れた者も地元の人達も、同窓生と
して思いは同じなのだと強く感じたのです。二つ目は会議
二日目、同じく朝の道中でのことです。杉並町で市電を下
車し、旧ひんがし会館を目指していた私の横に、「市函高」
のジャージを着た高校男子が立っていました。声をかけて
みると、部活動とのことでした。彼に「学校の先生ですか？」
と訊ねられたので、「青雲同窓会の関係で…」と答えると、

「あっ、大先輩なんだ」と思わず微笑みたくなる言葉が返っ
てきました。孫の世代の市函高生に、青雲同窓会はどのよ
うに映っているのか危惧していた私にはとても嬉しい反応
でした。
　同窓の梅谷氏と若き後輩、二人の言葉を重ね合わせた
時、青雲同窓会と市函高／柳星同窓会の緩やかな連携の
可能性を、この先に夢見ていても良いのではないかと思え
た 2 泊 3 日の函館帰行でした。「市中→市高→東高→…」
という歴史的な母校列に市函高の名が続くことは、極めて
大切ではないでしょうか。

祝　辞

青雲同窓会 副会長　佐古 一夫
（東高16 回生）

　このたび、［関東せいうん］第 12 号の発刊にあたり、時
同じくして関東青雲同窓会発足 30 周年を迎えられます事
に心からお慶びを申し上げます。
　青春時代に志をもって多くの若人が母校を巣立ちまし
た。その輪は全国に広がり、函館を故郷として、永遠に先
輩、後輩の絆を育んでいます。中でも関東地区における同
窓生の数は群を抜いており、故郷を離れた土地で青雲の
同胞が「関東青雲同窓会」を設立し、立派に運営されて
参りました。改めて、このたび 30 周年の大きな節目を目出
度く迎えられました事に対し、お祝いを申し上げますととも
に、今日まで多くの苦難を乗り越えて運営されました役員、
会員、ご関係の多くの皆さまに敬意を表する次第です。
　ご承知のように、残念ながら母校は消滅いたしました。
そして同じ場所に校舎を活用して「函館高校」が誕生しま

した。先般、本部並びに各同窓会の役員が函館に参集し、
同窓会の今後の運営について話し合い、青雲同窓会として

「函館高校」を我々の母校の延長線上にあるものと位置づ
ける合意がなされました。弟や妹ができたと純粋に喜び、
大切にしたいと思います。
　さて、我々の母校であった「市中」「東高」加えて現在
の「函館高校」は故梅津翁がその敷地を函館市に寄付し
設立に至ったものです。しかるに「函館高校」では、歴代
学業優秀なる生徒に授与される［梅津賞］が廃止されたと
聞いています。梅津翁への敬意の念は、函館高校におい
ても同じではないかと思うのは私だけでしょうか。
　結びに、「関東青雲同窓会」様の益々のご発展と会員様
のご多幸を祈念し挨拶といたします。

関西地区の同窓生拡充へ

関西青雲同窓会 会長　小林 正孝
（東高12 回生）

　関東青雲同窓会の創立 30 周年を心からお慶び申し上げ
ます。創立時の諸先輩のご苦労もさることながら、30 年
の長きに亘り、「青雲台」を心の絆として、固い結束のもと、
今日のご隆盛を築かれております事は、ひとえに歴代会長
様をはじめ、役員、幹事、そして会員の皆様のひとかたな
らぬご努力の賜物と存じ、深く敬意を表します。
　関西青雲同窓会も今年で創立以来 22 年目を迎えます。
初代会長は貴会の中村隆俊名誉会長様と同期（市立中学）
の田中誠一さんです。私は 2 代会長です。創立時には、
中村名誉会長様からアドバイスもいただいております。創
立時から数年間は市立中学、市立高校、東高校の1 回生、
2 回生、3 回生が多かったのですが、田中誠一様、校歌
を作詞された厚谷悌二様など故人となられた方も多く、現
在は会員名簿を見るとかなり変わりました。現在の会員数
は約 300 名です。函館から遠く離れたこの関西では、関
西青雲同窓会は「ふるさと会」又は「家族会」的な雰囲気

も考慮して運営してきました。夫婦や子ども連れで同窓会
に参加してくれる同窓生もおられます。このような同窓会が
あっても私は良いと思います。
　総会は、原則として毎年 6 月の第 3 土曜日に開催してい
ます。今年は 6 月 21 日の土曜日に開催する予定です。こ
の「関東せいうん」を読んで関西在住の同窓生を思い出し
た時は是非ご連絡ください。特に、30 回生以降の方がお
りませんので是非ご紹介ください。宜しくお願い申し上げ
ます。小規模な同窓会ですが、これからもこの雰囲気も大
切にして、楽しい会となるよう続けていきます。皆様方の人
脈やお知恵をお借りしながら、私どもも更に努力を重ねて
まいりたいと存じますので、これまで以上のお力添えを賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに「関東青雲同窓会」の益々のご隆盛と会員皆様
のさらなるご健勝を心から祈念申し上げましてお祝いの言
葉とさせていただきます。

関東青雲同窓会に期待する

青雲同窓会 札幌支部長　佐藤 徹郎
（東高11 回生）

　関東青雲同窓会様には 30 周年をお迎えになりますこと、
心からお喜び申し上げます。30 年と言えば、並 な々らぬ年
月、創設のご苦労はもとより、長年にわたって会を発展さ
せて来られた諸兄姉には筆舌に尽くしがたい困難もあった
ことでしょうし、それを支える友情、母校と故郷函館に寄
せる情熱があったればこそであろうと、心底敬意の念を禁
じ得ないところです。貴会の総会には何度かお招きいただ
き、じかにその熱気に触れ、圧倒される思いで、貴会の
盛況ぶりをうらやましく拝見しているところです。
　一方、地元函館では、時代の流れということなのでしょ
うか、街の活気にかつての勢いはなく、我が母校も北高
とともにその名を過去のものとし、辛うじて市立函館高校
に伝統継承の望みを託しているところですが、そのスクラ
ムもいまだ模索の段階というところでしょうか。そうした中

にあって、函館本部の運営も、かつてのように陰に陽に母
校に依存するようなこともできなくなったこともあり、様々
な困難や課題を抱えながら奮闘していただいているようで、
そのご苦労には敬意を表するとともに、我らが母なる青雲
台の地元にあって、全国同窓生の拠り所として、是非一層
の奮闘をお願いしたいところです。
　とはいいながら、今や青雲同窓会も、親元である函館
本部に任せきり、頼りきりというわけにもいかなくなったの
は現実であり、全国の地域組織がこれを我がこととして、
一体となって函館本部を支え、全国の会を盛り立てていく
ことが求められているのだろうと思います。勢いのある関
東青雲同窓会様にはぜひ先頭に立っていただいて、今後と
も函館を支え、全国組織の牽引役となっていただくことを
期待したいと思います。
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副会長　千歳 芳充
（東高 24 回生）

た。しかし、中村会長をはじめ新山幹事長（現会長）や、
他の先輩の方々が優しく接して下さったのでとても嬉しく
思いました。納涼会、総会等の準備のため学年幹事期と
して役員会に出席するうちに、中村名誉会長、朝倉顧問
及び新山会長をはじめとする役員の方から顔や名前を覚
えていただき、少しずつ関東青雲同窓会のお手伝いをす
るようになりました。
　このように私が継続的に同窓会に参加し始めたのはこ
こ最近の事ですが、この間、関東青雲同窓会内外でも数々
の変化がありました。
　（喜）同窓会の参加者が、以前は幹事期幹事の先輩
たちが幹事期を終了すると参加しなくなっていたようでし
たが、ここ数年は村田副会長や横井幹事長を中心とした
50 代以下の同窓生の参加も増え、毎回盛会となっていま
す。
　（怒）・・・・・・・・・・・
　（哀）母体高の函館東高校が、平成 19 年 3 月に函館
北高校とともに閉校となり、同年 4 月、市立函館高校が
創立されたことにより、残念ながら東高校卒業生（同窓生）
は、19 年 3 月の第 57 回卒業生で最後となりました。
　（楽）役員では、会長が、初代中村隆俊氏から朝倉敏
夫氏へ（中村会長は名誉会長へ）、朝倉敏夫氏から新山
春一氏へ（朝倉会長は顧問へ）と、幹事長が、初代葛
西真一氏から新山春一氏へ、新山春一氏から田村良人
氏へ、田村良人氏から檜森兄元氏へ、檜森兄元氏から
横井透氏へと、また他の役員も若返り、諸先輩の知識と
経験等を順調に引き継ぐとともに、ホームページ、会報及
び総会等の企画等にも斬新なアイデア等を出しています。
　今まで関東青雲同窓会を盛り上げて下さった先輩の
方々、またこれからどんどん盛り上げてくれる後輩諸氏、
今後とも関東青雲同窓会を一緒に盛り上げましょう。

　昭和 60 年 5 月、中村隆俊名誉会長が中心となり発足
した関東青雲同窓会が、今年で 30 年を迎えることとなり、
とても喜ばしく感じています。中村名誉会長をはじめ諸
先輩のご尽力で、この関東青雲同窓会が一度も途切れる
ことなく続いたことを感謝するとともに、引き続き関東青
雲同窓会を末永く継続していきたいと思っています。
　発足当時、私も何回か同窓会の案内を受けた記憶が
ありますが、よく会う同期と「同窓会？う〜ん、知ってい
る人もあんまりいないし、行きたくないね〜」等と話し、
なかなか会場まで足が向きませんでした。それから数年
後、同期数名と初めて青雲同窓会総会に出席してみまし
た。出席者は想像通り大先輩の方々ばかりで、同年代の
先輩・後輩も殆ど出席しておらず、残念感と緊張感の一
時でした。そんな時、当時の葛西幹事長が「これからの
関東青雲同窓会を君たち若者が盛り上げてくれ」と労い
の声をかけて下さり、ほっとしたものです。
　何年かが過ぎ総会幹事期の時期が近づいてきたため、
久しぶりに同窓会に出席してみました。葛西幹事長にお
会いするのを楽しみにしていたのですが、欠席していた
数年間のうちに、副会長となった葛西さんは、生憎健康
を害されたとのことで、残念ながらお会いできませんでし

発足30年を迎え
　〜関東青雲同窓会と私〜

関東青雲同窓会30周年によせて

副会長　藤本 智志
（東高 25 回生）

　今年で関東青雲同窓会 30 周年を迎えるにあたり、ま
ずは、第一回総会開催にご尽力された中村名誉会長はじ
め、諸先輩の方々やこれまでに年間幹事を務めていただ
いた方々に感謝申し上げます。
思い起こせば、私の高校での 3 年間は、伊達中学校か
ら一人で函館東高校へ進学し、入学時は一人の知り合い
もいない中、一学年上の兄が中部高校に通っていたので、
同じ時任町の下宿から通うことになりました。その生活
は当時の 3 無主義の最たるもので、授業中はなるべく目
立たぬように、部活は当然帰宅部、雨が降ると自主休校
というありさまで、卒業後も同窓会は勿論同期会すら縁
遠いものでした。
　そんな私が、就職した先の戸田中央総合病院の当時
の中村院長が偶然函館東高校の先輩で、関東青雲同窓
会の会長であることを、数年して上司から教えられました。
その後、中村名誉会長の勧めにより、昭和 62 年 5月16 日

の第 3 回麻布グリーン会館での総会に初めて出席しまし
た。この時偶然、二人の同期生に再会し、それからは
新年会・総会・納涼会と可能な限り参加しております。
　こうして同窓会に参加するようになり、毎回多くの方々
と知り合い、また知り合った方々から他の方をご紹介い
ただき、どんどん知り合いが増えていく、同じ高校の卒
業という枠の中ではありますが、これが同窓会の楽しみ
であると今では思っております。
　また、50 歳の年度幹事を務めるために、この同窓会
で再会した同期生や先輩方のお力をお借りして、多くの
同期生が集結し同時に同期会も行われるようになり、今
では本当に同窓会に参加して良かったと思っております。
　今後は、関東青雲同窓会のますますの発展と継続のた
め、微力ではありますが、役員の一人として長く参加して
ゆきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願い
いたします。

イラスト ：   高橋光（東高 30 回生）
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幹事長　横井 透
（東高 30 回生）

カメラを手にして歩いていると、函館の街の様々な場所に
は、市民の「残したい」という意志が反映された建物、風景、
文化などが数多くあるではないか。そのようなものを写真
に納めながらひたすら歩き、東高に向かう私の心には、
やはり何かを「残したい」「残っていてくれ」という思いが
湧いてくる。おそらく日本でも屈指の校地面積を誇るこの
学校は、私が卒業してから校舎が建て替えられて新しく
なったものの、全体的な面影は当時をキープしている。し
かし、悲しいことに肝心の校名が残っていないのだ。
　その本を読み進んで行くと、「意志」だけで伝統は残る
のだろうか、と疑問を投げかけていた。生活が変わった
時、価値観が転倒した時、生き方が大きく変化した時な
どに、実態としての伝統は消え去るのが現実なのだと記さ
れている。視覚的には確かにそうかもしれない。しかし、
人の心には永遠に残るものがあっても良いと私は思う。そ
れを演出してくれるもののひとつが、同窓会なのではない
だろうか。「同窓会としての意志」が強く維持されていく限
り、伝統は残ると信じたい。さらに言うならば、「残したい」
を同窓生の皆が心に抱き、いつの時代も思い出を肴に酒
を酌み交わすことができれば最高である。関東青雲同窓
会が 30 年を迎えることができたのも、諸先輩の皆様の
伝統を絶やさぬ強い意志があったからこそ。同窓会の結
束とは、そういうものではないだろうか。

　在校時と変わらず、今でも実家は松陰町にある。通学
は自転車で 5 分とかからず。私にとって、東高はとても便
利な場所にあった。今では、その実家にも数年に一度くら
いしか帰らなくなったが、昨年は帰省の機会が 10 月と 12
月の二度あったのは珍しい。以前からそうだったが、帰
省の際は、時間を見つけてはカメラを肩にぶらさげ散歩す
る。大森浜方面へ足を運ぶこともあれば、定番の西部地
区、函館山を挟んで左右の漁港界隈の光景も素晴らしい
被写体だ。しかし、どこへ行っても最後は必ず東高で締
めくくる。電車通りからの学校に向かう直線のアプローチ、
高校生時代に自転車をトバしたあの距離が、今は数倍長
く感じるのは、当然と言えば当然のことなのか。正門から
校舎を臨む。「あ〜、木造のオンボロ校舎の面影は消えた
な」と少し嘆きながら視線を右にやれば、赤錆びたトタン
屋根の自転車置き場が今でも残っていてくれた。その横
には、三年間走り回っていた広いグランド。周囲に広がる
木立は今でも美しくその姿を残し、まるで歴史の証人のよ
うに吹く風を受け止めてくれていた。振り返れば、野球場
のネット越しに新しくなった五稜郭タワーが見えている。
　「伝統とは意志である」から始まるある著書に出合った。
その時代の人々が、「残したい」と思ったものだけが残り、
反対に残したいと思わなかった膨大なものが、知らぬ間
に歴史の闇に消えて行ったと、その本には記されている。

残すべきもの 東 高 生

菅原 善直
（元東高教諭／東高11 回生）

　生徒として 3 年間、教員として 25 年間いた東高の名前
が消えたことは、寂しいというより悲しいという気持ちでい
ます。戻るところのない悲しさです。
　草創の頃の先輩が学校を一から作り上げた写真などを
見ると、歴史を消すのは簡単ですが、作り上げることの大
変さを感じます。戦時下と皇紀 2600 年、函館市立初の中
学校の誕生。恐らく希望と士気に燃えた生徒の集団だっ
たのだと想像しています。

「（前略）時は 60 年安保で世の中は騒然。高校生のデモ
行進初参加に賛否両論。担任の見守る中で大門をデモ行
進。安保自然承認で日本の将来は真っ暗と落胆。日本人
が日本人としての自覚を持つことの必要性を痛感。夜には
有川岸壁や有川線ガードの草原で友人と政治を、世の中を、
人生を語り明かす日 。々しかし、そんな硬派だけではない
のが若さ。理想の恋愛を語りながら、現実の募る片思い
に苦しみ、自分は好かれるはずがないと諦めながら、好
きな子の視線に一喜一憂し、フォークダンスで瞬時であれ
一緒に踊れることを期待し、手が触れただけで人生は薔
薇色、そんなこんなで勉強が手につかぬ日 。々クラスの海
水浴、目の前で友人を失う。何も言葉が出なかった。仮
装行列をやり、花笠音頭を踊り、行燈を作り、日魯ビルで
の文化祭発表会を失敬して駒ヶ岳登山をし御来光を拝む。

（後略）」

　これは昔書いたものですが、私が東高生だったのは昭
和 33 年から 36 年です。小学区制（行ける普通高校は住
んでいる町で決まっていた）の頃で追い越せ中部高という
ことで勉強にハッパをかけられたものでした。男子には登
下校時の下駄履き禁止、放課後も制服・制帽の着用とい
う規則があり、学校側にその自由化の要求をしていました。
運動会があり、仮装行列、花笠音頭踊り、そして学生服・
制帽・白のトレパンであの第 1 グランドで踊ったフォークダ

ンス。照れくさく、恥ずかしくて相手の顔も見られなく、で
も心躍るものでした。文化祭での行燈行列。草創期で蝋
燭による照明で、途中で燃えてしまうというハプニングもあ
りました。そんな中での友人との出合い。それが今でも続
いている幸せ。
　大らか、受験にこせこせしない、いい友人との巡り会い
ができるなどという「東高生気質」。これはどこから生まれ
たのだろうと思うことがあります。自然豊かな環境（ひんが
しの杜、五稜郭公園のそば、銀杏並木）、広い校地（第 1
〜 3 グランド、第 1 〜 3 体育館）ということもありますが、
それだけでは説明できないものがあると思います。そのも
のとは何か。それは集まる集団（生徒）の持っている個性
なのではないかと思います。教員集団も影響を与えている
とは思いますが、先輩から受け継がれてきた青雲魂にある
のではないか。それに憧れ東高生になり、伝統の上に新
しい東高を作り後輩を呼び、東高を旅立っていく。そんな
歴史の中から生まれた東高生よ、永遠なれ！ 

ひんがしの杜。思索にふさわしい哲学の杜



KANTOU SEIUN 30th Anniversary  

14

KANTOU SEIUN

15

30th Anniversary  

30周年によせて

　関東青雲同窓会 30 周年及び、「関東せいうん」第 12 号
発行おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
　早いもので、貴同窓会との交流も 20 年近いものになっ
ております。当、白楊ヶ丘同窓会東京支部は 37 年を迎え
ておりますが、設立当初の勢いもだんだん薄れ、高齢化
の進展、会員数の減少等色 な々課題を抱えております。そ
んな中、貴校及び各校との交流は、お知恵拝借出来る相
談相手としてなにものにも増して心強い存在であり、また、
その活発な活動振りは私たちにとって大いに刺激になって
おります。
　白楊ヶ丘同窓会は、毎年秋に会報を発行し、親睦大会
を開催しておりますが、その幹事を 50 歳になった期の方
にお願いしております。これには予想外の効果も出てきて
おります。それまではあまり同窓会に関心の無かった方々
が、一致団結して会を成功させようと頑張り、同窓会出席
のきっかけになる事です。若返りのチャンスでもあります。
　ここで当同窓会の名前にも使われている「白楊ヶ丘」は、

函中スピリット「白楊魂」に因んで付けられたと聞いており
ます。「白楊魂」について函館本部の前会長の故三ツ谷富
夫氏が書かれた会報記事から少し書かせていただきます。
白楊は「ポプラ」の木ですが、同窓会の目的の一つは「母
校教育の精神を発揮し母校の発展に寄与すること」で、こ
の精神を「ポプラ魂」と言うとあります。それは、かた苦
しく言うと「自主自立」「自由闊達」「質実剛健」「堅忍不抜」

「不撓不屈」となるのですが、大きく言えば目先のことにと
らわれずに人生の真実を追い求める姿勢であり、小さくい
えば、今朝の何気ない挨拶にこめられた「何事にも胸を
張って事にあたる」自身に満ちた爽やかな態度という事だ
そうです。
　貴校の校門の碑に刻まれていました「青雲の志」にも、
同窓生が結束するよりどころがあるものと推察いたします。
最後になりますが、新山会長をはじめ役員及び会員の皆
様の更なるご隆盛とご健勝を心からご祈念申し上げます。

「 白 楊 魂 」

函館中部高校  白楊ヶ丘同窓会東京支部
　支部長　安田 康次

　関東青雲同窓会の 30 周年おめでとうございます。
　函館の高校の東京同窓会は、親睦のため総会懇親会に
来賓として相互招待をしており、私も第 27 回、第 28 回総
会に出席させていただきました。部外者が出席できるのは
総会の後の懇親会ですが、冒頭に全員の集合写真を撮り、
会の終了時全員に配られること、会の運営が幹事期の人た
ちにより運営されており、幹事引継ぎは ｢たすきをつなぐ｣
というやり方で責任を意識させていること、同窓会会員を
増やすために、同期会に補助金を出すことなど、大変参考
になる運営をされていることに深く感銘を受けました。つゝ
じヶ丘同窓会東京支部も同期会補助金などの施策について
は早速取り入れております。
　今回原稿を依頼されたのを期に、函館西高の東京同窓

会の歴史をみてみましたが、関東青雲同窓会とほとんど同
時にスタートしたと思われます。昭和 60 年に第 1 回の総会
を開催、以来隔年で総会を開催しており、昨年第 15 回の
記念総会を開催しました。西高の前身は高等女学校でした
ので、新制高校になってから男子が入り、高女の同窓会と
統合するまで 35 年の時間がかかったことになります。
　最近は函館の人口減少、なかんずく西部地区の衰退、高
齢化などで西高は卒業生が減少しており、同窓会をいかに
維持するかということに心を砕いております。一方で間もな
く北海道新幹線が開業しますので、何とか故郷函館の応
援を出来たらいいと考えております。故郷との絆を強くし、
同期の結束、先輩後輩のたてのつながりを大事にして、お
互い同窓会の活性化をはかっていきましょう。

函館西高校  つゝじヶ丘同窓会東京支部
　会長　佐々木 太郎

関東青雲同窓会創立30周年に寄せて

　平素は同窓会活動においてご交流を頂き、またご指導
などを頂戴し誠に有り難くお礼申し上げます。関東青雲同
窓会の皆様には創立 30 周年にあたり心よりお祝い申し上
げます。今日この日を迎えるには、先達の皆様の長きに亘
る同窓会活動と、綿 と々引き継がれた青雲の志の賜物と言
えるのではないでしょうか。本当におめでとうございます。
　東高等学校・関東青雲同窓会の皆様とは、同郷の函館
を遠くから応援する共通の思いから、長くお付き合いを頂
き、東京地区における活動などに連携をさせて頂いており
ます。特に、函館出身の在京同窓会で構成されている「東
京臥牛会」においては、日々の情報交換や函館市との連
絡などにご尽力を頂き、また足並みを揃えた活動を共に取
り組んでおります。これからも参加同窓会の横の連携を幅
広く行い、同窓会を通して会員の皆様へのサービス提供に
も接して参りたいとも思っております。
　私ども東京函商同窓会は、貴会より少しばかり年長です
が、同窓の先輩のご指導を頂きながら運営している環境は

同じ状況でございます。今後とも「ふるさと函館を応援して
行く」との思いを同じくして、共に同窓会活動に連携して
参りたいと考えております。次の新しい関東青雲同窓会に
向けて、より一層のご発展をお祈りし、関東青雲同窓会創
立 30 周年のお祝いの言葉とさせて頂きました。なお、こ
の機会を頂きました新山会長及び会報編集委員会の皆様
には厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

ご 挨 拶

　このたび、貴同窓会には創立 30 周年を迎えられたとの
こと、心からお喜び申し上げます。故郷函館から離れ、
関東で暮らす同窓の仲間が集う同窓会が 30 年にもわたり、
継続して活動している事に、改めて敬意を表します。
会報の発行、ホームページの運用、各種行事の実施、会
費の徴収と多彩な同窓会活動は、なかなか昨今の状況で
は難しい中、新山会長様をはじめ各幹事様の日頃の活動
が継続して同窓会を支えられている事にうらやましく思っ
ております。
　また、私ども函工同窓会関東支部とは、東京臥牛会に
て交流を図っていただき、同窓会活動に役立つ貴重な情

報交換をさせていただいていることに、重ねて感謝申し上
げます。函工同窓会は、関東地区に 4,000 〜 5,000 人の
同窓の者が在住しており、毎年 10 月第二土曜日近辺に総
会・懇親会を日暮里駅徒歩 2 分のホテルラングウッドにて
100 名前後の参加者にて開催しております。この会報にご
挨拶できた機会で厚かましいお願いですが、貴同窓会の
会員様のご家族・親戚・友人等で函工卒業の方がおられ
ましたら、当同窓会にも参加下さいます様、一言お声を掛
けて頂ければ幸いです。
　貴同窓会の益々のご発展を祈念し、お祝いのご挨拶と
致します。

函館商業高校  東京函商同窓会
会長　汐谷 進

函館工業高校  函工同窓会関東支部
事務局長　本間 和吉

両校にとって思い出深い五稜郭公園
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幹事期代表　松川 幹治
（東高32 回生）

幹事は幹治

になるとは・・・ある同期の女子！が、「お前は名前が幹
治なんだから、幹事やれ！」の一言に対し、全く抗うこと
もできず、「はい！」と即答。やってしまった！？そして現
在に至るのであります。この時の同期の人数は 5 名、こ
れからのイベントを考えると少なすぎるため、まずは徐々
に同期にコンタクトをとるところから始めました。今では
25 名を超えるメンバーとなり、ひとまずホッとしていると
ころです。
　同窓会に参加させていただくまで、満年齢 50 歳の期
が次期幹事の重責を担うとは知りませんでした。前幹事
期からタスキを引き継いだのが昨年の総会、その後、納
涼会、翌年の新年会、総会の会場検討と年間行事の準
備、検討に追われました。何一つ幹事期だけでは進めら
れず、会長をはじめ、副会長、幹事長等諸先輩方に本当
にお世話になり、何とか計画を進めているという状況で
す。今後ともご指導を賜り、幹事期の責務を全うすべく
鋭意努力してまいりたいと思いますので、ご迷惑や至らぬ
点が多々あるかと存じますが、よろしくお願いいたします。
　最後に、これからも青雲同窓会がいつまでも発展し続
け、同じ窓を共にした諸先輩方、これから参加される後
輩たち共 、々いつまでも健やかに過ごされますことを心よ
り祈念しております。

　函館東高校同窓生の皆様、はじめまして、東高 32 回
生幹事期幹事の松川幹治と申します。平成 24 年夏、同
期から声がかかり初めて同窓会に参加しました。私には、
東高校の 5 回生と 7 回生の叔母、叔父がおり、以前同窓
会に参加していたと聞いていたことから、もしかすると会
うこともあるのではとの若干の期待と、久しぶりの同期と
の再会を楽しみにしていたことを思い出します。私が次期
幹事期幹事のターゲットにあるとは露知らず・・・・・
　32 年ぶりの同期との再会、3 年間同窓でありながら初
めて言葉を交わした同期、懐かしさが溢れ、あの頃の自
分に戻れた一時は、この機会をご提供いただいた諸先輩
方に感謝の一言です。この時の主催は柿本先輩率いる
31 回生、催しは趣向を凝らしたディナークルーズでした。
初めての同窓会、初めてのクルーズ、とても華やかで楽し
い一時を過ごさせていただきました。また、ご一緒させ
ていただいている方々は全てが函館出身者、聞こえる声
は函館弁。年齢はまちまちですが、まるで大都会の東京
湾周遊の旅に修学旅行できているような気分、懐かしさ
を感じ、和やかな気持ちになりました。やがて素敵なク
ルーズも終了し、最後に校歌、応援歌の合唱！　またまた、
懐かしく「同窓」の意味をしみじみ胸に感じたのを覚えて
います。
　宴も終わり同期のみでの二次会、ここが私の運命の時

これらのイラストは、新年会で配布したレジュメに掲載したもの。
描いたのは幹事期の東高32 回生・竹林（和仁）知子さん。
プロの漫画家としてご活躍中です！

ク青山のレストランJYOAN での開催。ウラク様からの心
尽しの「おもてなし」に幹事期としても大満足で、納涼会
と同様に 90 名を超える皆様にご参加いただきました。新
年会は、32 回生が幹事を務める 2 回目のイベントで、私
たちの結束も益々強固になっています。準備は、まだ夏の
暑さが続く9 月頃から総会の会場探しと並行して始まりま
した。ここでは慣れぬ分野にも関わらず、交渉に交渉を重
ね男性陣が大奔走。同期会の開催や、電話とメールを駆
使した呼びかけには女性が大活躍。また、当日配布する
資料のかわいいイラストは、急なお願いにも関わらず、同
期の知子さんが快く引き受けてくれました。新年会当日の
準備作業や進行も、テキパキ・サクサク、新年会後は皆で
二次会〜三次会、仕事の都合で本会には参加できなかっ
た同期も加わり大いに盛り上がりました。
　関東青雲同窓会に参加させていただくようになって出
会った同期生とは、ほとんどが「初めまして」状態でしたが、
あっという間に旧知の仲。信じられないほど楽にスムーズ
に楽しく話せる、これも東高のパワーなのでしょうか？
　ああ、東高生で本当によかった！5 月 31 日の総会も、
32 回生一同団結して頑張ります。皆様のご参加を心よりお
待ちしております。

幹事期活動充実中！
　〜納涼会 & 新年会〜

幹事期幹事　赤間 美樹
（東高32 回生）

　“絶対、東京国際フォーラムがいい”このコンセプトで突っ
走った納涼会は、東京を代表する建築物の一つ、東京国
際フォーラムガラス棟の最上階「東天紅」で開催すること
ができました。会場は、中空に広がるどこか不思議なガラ
スの空間、この素敵な異空間を皆様に楽しんでいただきた
いという私の個人的願望を、同期である甚田君の抜群の
交渉力が見事に叶えてくれたのです。「同窓会の幹事」っ
て、いったい何をどうすればよいのか、右も左もわからな
い私たち 32 回生です。諸先輩のご指導のもと、何とか分
担して準備を進めました。前回は華やかでしたが、今回の
企画に満足していただけるのか？ 準備に漏れはないのか？
スムーズに運営できるのか？ 食事は？ 幹事期企画は？と
不安満載状態でした…が、ふたを開けてみれば、過去最
高の 90 名超の皆様にご参加いただき、いまだ衰えぬ暑
気と同窓生の情熱で、とてもアツク活気に満ちた時間とな
りました。諸先輩の楽しそうな笑顔にホッと胸を撫で下ろ
し、頼もしい同期の活躍が本当に嬉しくて、いろいろ失敗
もしてしまいましたが、とても充実した時を過ごすことがで
きました。1 年前、初めて関東青雲同窓会に参加させてい
ただいた時は戸惑いしかありませんでしたが、このような
楽しい機会を与えていただけたこと感謝しています。あり
がとうございました。
　納涼会から 5ヵ月、恒例の新年会は、2 月
1日に前回と同じお洒落な会員制ホテル・ウラ

納涼会受付にて

同期決起集会！（目黒・駒八にて）
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「吹奏楽部」
　〜昭和53年18歳のバカへ〜

村山 雄一
（東高29 回生）

　私は、高 2 の 4 月に父の転勤に伴い、福島県立相馬高
校から転校してきました。同じクラスで親しくなった仲間が
たまたま化学部だったので、誘われるままに入部しました。
当時の化学部の顧問が伊藤哲男先生でした。
　特に化学が好きだったわけでもないのですが、部室に
ある分厚い化学実験の手引書を開くと、いろいろな実験
方法が載っていて、化学実験室にある薬品や実験器具を
使って様 な々実験をすることができました。理論はともかく、
実験そのものに興味が湧き、かなり自由にやらせてもらい
ました。今にして思うと、危険な実験も行っていたように
思います。そんな中、伊藤先生はいつもニコニコと笑みを
絶やさず、優しく見守ってくださいました。しかし、たまに
部員たちが脱線・暴走しそうになると、「まじめに！」の一
言が飛んできました。それだけで私たちには十分伝わりま

した。そんなわけで、放課後はほとんど化学実験室で時
間を過ごしていた私です。
　15 年ほど前、関東青雲同窓会に恩師・来賓として出席
されていた伊藤先生にお会いしました。当時のことや、当
時の部員をよく覚えてくださっていて、懐かしさがこみ上げ
てきました。
　私は、大学は文系でしたが、現在、化学系建材メーカー
の経営に携わっています。会社の技術研究室で様々な薬
品の混ざった匂いを嗅ぐと、今でも時 、々あの木造校舎の
化学実験室を思い出します。

駒木根 淳
（東高27 回生）

　吹奏楽部は、体育会系の体質を持ったクラブです。年
末年始の数日を除くほぼ毎日が練習です。オンボロ木造
校舎のあらゆる場所で、迷惑を顧みず音を出しまくりまし
た。今思えば周りの方たちや顧問（阿部先生、米谷先生）
は寛容だったと感謝しています。そんな東高吹奏楽部も、
コンクールでは全道大会出場はなかったものの、歴代の
先輩たちはとても良い演奏をしていました。勝つことよりも

“音楽をしている今を楽しむ”ことに無上の喜びを感じてい
たと思います。そんな“吹奏楽バカ”な先輩たちに少しで
も近づきたく、私たちも吹奏楽にのめり込んでいきました。

　3 年生で部長を務めさせてもらった夏、OB を交えての
青雲吹奏楽団定期演奏会では、ムソルグスキー組曲「展
覧会の絵（全曲）」、ショスタコーヴィチ「交響曲第 5 番第
4 楽章」という大曲に取り組み、さらにコンクールではス
トラヴィンスキー「火の鳥」に挑みました。「火の鳥」は当時、
吹奏楽譜が出回ってなく、前年の修学旅行の折、東京で
オーケストラ譜を購入し、手書きで吹奏楽譜を作成すると
ころからの準備でした。しかし、コンクールで金賞は取れ
たものの全道大会への出場は叶わず、悔しい結果でした。
気がつけば、自分たちは勝つことより“吹奏楽バカ”な先
輩たちの背中を追っていたようです。勝ちを優先するなら
違う選曲もあったはずですが、誰もそこには触れず“吹奏
楽バカ”の“伝承”に走り続けていました。昭和 53 年、
18 歳の自分に声を掛けることができたらきっとこう言うで
しょう。 “心配するな、充分にバカだよ”と。今も下手な
りに楽器を続けられている私は、“吹奏楽バカ”な先輩た
ち、そして同級生、後輩たちに感謝です。

化学部顧問 伊藤先生

【 部活の思い出 】

【 我が恩師】

昭和 51 年吹奏楽部 1 年生（中庭部室の前にて）

毛虫、べこ餅、コアップガラナ

貫戸 希代子
（東高29 回生）

　子どもの頃、将来何になりたいかと誰かに聞かれた記
憶があると思う。自分がなりたいと思った仕事に就いてい
る人がどれほどいるだろう。夢を叶えるために努力もせず
に、時間の流れに流されるように生きる日々を過ごしてき
た人が大半ではないだろうか。
　彼が子どもの頃から画家になりたいと思っていたかどう
かわからない。しかし、画家という職業はビジネスマンに
なることとも、家業を継ぐこととも違うはずだ。自分でなり
たいと努力し、世間に認めてもらわなければならないから
だ。そういう意味において、彼は自分の夢を叶えた一人と
いえると思う。
　彼の家は私の実家の近所だったので、たまに遊ぶことも
あった。高校まで同じ学校に通いながら彼と同じクラスに
なったのは、高校 3 年生の時が初めてだった。それまで

同じクラスになったことがなかったので特に親しい付き合
いもなく、その時まで彼が芸術の道を目指しているとはまっ
たく知らなかった。
　東高校を卒業して 34 年。同窓会の幹事期を経て旧友と
の親交も深まり、彼が画家として活躍していることを知っ
た。インターネットに彼の名前を入力すると彼の作品もプロ
フィールも検索することができる。今は七飯町の蒜沢川辺
りに住み、四季折々の風景を描いているらしい。様 な々色
の青を表現し、その絵を見ているだけで心が癒されると思
うのは私だけではないと思う。油絵ではなく、和紙に金箔
や銀箔を使い、岩絵の具で描き上げる作品は幻想の世界
へ導いてくれる。彼の名は安積徹。我が 30 回生の中で夢
を叶えた一人である。

日本画家として活躍
　〜 30 回生 安積 徹〜

　年末年始の混雑を避け、3 連休に冬休みを足して4 泊
5 日の帰省でした。それにしても、今年は寒かった !　富
岡の実家の窓から、ついに一度も函館山を望むことがで
きず、手前の五稜郭タワーさえ全く見えないほどで、毎日
毎日真っ白な雪に降り込められていました。
　生活の場が函館ではなくなってからすでに 30 年。人生
の半分以上を「内地の人」として過ごした身には、降りし
きる粉雪はとても厳しく、顔や手が痛いほどの寒さを久し
ぶりに実感しました。
　東高在学時は、五稜郭公園を半周する通学路を徒歩
30 分の道程。言わずと知れた桜の名所、花の時期の美し
さは当然ですが、それよりも、花の後の「毛虫」の季節
が感慨深い思い出です。踏み出そうとする足元に、びっし
り毛虫が這っている悪夢はいまだに鮮明です。なかには、
ブランコして上から降ってくる奴もいたし…。東高の敷地
も緑に溢れていましたね。私の時代は木造校舎で、冬の
朝は教室に雪が吹き込んで机の上を白く染めていることも

ありました。教室内の席によって、廊下側は寒くコートを
着たまま授業。逆にストーブ側は、面した顔があぶられて
熱くてたまらなかったりと、北海道ならではの思い出だら
けです。
　年に 10 日ほどしか帰らなくなった函館ですが、帰りに
必ず買ってくるものがあります。「べこ餅」、大好きなんで
す。東京には各県のアンテナショップもたくさんあり、も
ちろん北海道のショップもありますが、「べこ餅」だけは
どこにも売っていません。ネットでも
買える真空パックは置いてあります
が、味が好みではなく、やはり昔な
がらの本物の笹が裏側についている

「べこ餅」が美味しいです。今回の
帰省でも買ってきました。もう一つ
の函館人の定番炭酸飲料「コアップ
ガラナ」とともに、函館のおやつタ
イムの再現を楽しんでいます。

副幹事長　古川 清志
（東高30 回生）

べこ餅とコアップガラナ

【 同窓生紹介】

作品 URL：http://art.galleryichige.com/contents.html

【 ふるさと函館】
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　真青な空、目の前には海が一面に広がり、富士山もくっ
きり、遠くにはサーファーが波乗りを楽しんでいる。なんと
素晴らしい景色でしょう。皆様、目を閉じてこの光景を思
い浮かべてください。そこに色とりどりの凧が舞い上がった
のです。
　2013年11月16日（土）、この時期とは思えない陽気の日、
七里ヶ浜に 27 名が集まり、梅谷先生の創作凧を揚げなが
らバーベキューを楽しみました。その後の二次会でも凧揚
げの感動が覚めやらず、大盛況の一日となりました。
　私達 31 回生が幹事期として運営した第 29 回総会は、
凧先生こと梅谷先生にご出席をお願いしました。残念なが
ら先生は、体調の都合でお越しいただくことはできません
でしたが、多数の凧のご提供と、先生の愛弟子である 20
回生の佐々木美幸先輩をご紹介してくださいました。総会
会場の凧の飾り付けは、事前準備も含めて佐々木先輩に
ご協力をいただき、梅谷先生からも「このような企画を行っ
ていただきうれしく思います」との、とても温かいお言葉
をいただきました。
　総会の準備中に、「せっかくだからこの凧を揚げたいね！」
という声が飛び出し、そして「凧を揚げよう！」という気持

関東の空に梅谷先生の凧を揚げる

宇野 玲子
（東高31 回生）

大成功！！ 凧で確かめ合った青雲の絆

ちも高まり、31 回生だけではなく、総会でも皆様にご案内
をしようという事で、会場で梅谷先生が掲載されたチラシ

（佐々木先輩作成）を配布しました。そして、二次会会場
「八雲」で塩辛ジャガバターを食べながら、凧揚げ会場は
鎌倉の海岸に決定したのです。
　―さあ、いよいよ「関東の空に凧を揚げよう」の初企画
スタートです。―　梅谷先生も私たちの企画をとても喜び、
海岸で揚げやすい連凧等の選定を行ってくださいました。
そして、佐々木先輩のご協力のもと始動です。
　この企画がうまくいったのも、2 ヶ月以上前から連絡を
取り合い、佐々木先輩のアドバイスをはじめ、同期の松田
君や塚田君達のコーディネートのおかげです。連絡係の私
は、11 月16 日が近づくにつれ、3 日前の天気予報による
決行／中止の決断、「魚は何がいい？」「やはりイカでしょ！」
という食材の選定、「寒い時にはホットドリンクがいいな」
等、実に多くのメールに翻弄され、返信に混乱する毎日で
した。そして、無事に凧揚げの日を迎えることができまし
た。
　当日は開催挨拶の後、風がほとんどないので、まず単
凧で様子をうかがうことに。そして、食事を先に行うこと

【 合同同期会報告／ 20 回生・31 回生を中心に開催】

　「今年 60 のおじいさん」という童謡がありますが、我が
12 回生は平成 25 年度をもって 70 才となり、殆どが老い
の自覚のないまま（或いは忘れたフリをして）元気に過ご
しています。関東勢としては、二度の大きな集まりを持ちま
した。秋には函館で同期会を開くということは前年度に予
告されていたので、5月にはその準備運動の意味を込めて
伊香保温泉一泊旅行を企画し、14 名が参加出来ました。
関東青雲同窓会の補助金もしっかり頂いて、少々贅沢な旅。
おいしい料理、たっぷりの温泉。夕食後は一部屋に集まっ
てゲームやお喋りと本当に年令を忘れて楽しく過ごしまし
た。翌日は仲間の車に分乗して榛名湖から榛名神社と巡り、
水沢観音にお参りした後は、名物の「うどん」で楽しい集
いを締めました。
　9 月の函館での同期会には 60 余名がロイヤルホテルに

古稀でますます元気です

鈴木 雅子
（東高12 回生）

集い、その殆どが五稜郭近辺の二次会にも参加。カラオ
ケ、ダンス、お喋りと賑やかに過ごしました。この会の直
前に 2020 年オリンピックの東京開催が決まりました。近年
は同期会ごとに仲間が欠けていき湿っぽくなりがちでした
が、今回ばかりは 7 年後の喜寿のお祝いと合わせて、「オ
リンピックをこの目で見よう」と大いに気勢が上がった函館
の夜でした。

〈同期でオペラ鑑賞を楽しむ〉
　12 回生は、他にも少人数で様 な々集まりを楽しんでいま
す。今年は 1月26 日に「ビゼーのカルメン」を、初台の新
国立劇場で鑑賞しました。この日は、同期 6 名で鑑賞しオ
ペラの醍醐味と非日常の世界を楽しむことができました。

になり、急いでバーベキューの準備です。皆の食欲に焼き
が追いつかないくらいでした。参加メンバーからは、手作
りおにぎり、ぬか漬け、お菓子等の差し入れがあり、美味
しく「ごちそうさん」です。お腹も満たされた後は、思い
思いの凧との格闘開始です。そうするうちに連凧にも絶好
な風が吹き始め、皆一斉に夢中になって凧を揚げました。
50 個の連凧が揚がった時は圧巻です。青空に舞う凧は素
晴らしい。風と気流が「びしびし」と糸を通じて手に伝わ
り、凧と会話している自分がいました。凧揚げの醍醐味を
体全体で感じ、感動です。
　梅谷先生からは、「自分の凧を揚げる楽しさを感じても
らえたことをとても感謝している」とのお言葉をいただき、
これからもこの企画をいつまでも続けていきたいという気
持ちが高まりました。
　今回は、31回生だけでなく、先輩・後輩やその家族の
方 も々参加しました。私たちは、佐々木先輩と一緒に、毎年、
関東の青雲に凧を揚げます。ぜひこの感動を一緒に共有し
ませんか。参加ご希望の方は、下記までご連絡ください。

※写真撮影 ： 盛長さん（東高 23 回生）
※参加希望者受付メールアドレス ： info@oval-design.co.jp

こ
う
や
っ
て
飛
ば
す
の
よ
〜
！

海鮮バーベキューは函館っ子ならお手の物！

12 回生一泊旅行
「伊香保・榛名」

飛
ん
だ
！ 

落
ち
な
い
で
！

【 同期会報告】

（文：当津邦雄）
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懐かしい友との再会
　〜 34 回生同期会にて〜

窪田 志保子
（東高34 回生）

　平成 25 年 7月13 日（土）午後 6 時からＫＫＲホテル東
京「白鳥の間」で、関東地区で 6 回目となる 27 回生（昭
和 52 年卒業）の同期会を開催しました。ちなみに前回は、
平成 21 年 5 月 30 日（土）、幹事期となった関東青雲同窓
会 25 周年記念総会の二次会としての開催でした。今回は
集合写真無料サービス付きの「同窓会パック」なるものを
初めて利用してみました。幹事期の時に中心となって活動
したメンバーが、日程調整・会場探し・連絡・受付・会の
進行・会計を担当しました。現在、関東地区には、連絡
先の確認されている同期生が約 70 名住んでいますが、今
回はその約 35％に当たる 25 名（男性 17 名、女性 8 名）
が参加しました。

　受付後、ホテルのスタジオでプロによる集合写真を撮影
し、その後、宴会場に移動して同窓会がスタートしました。
亡くなった同期生のために黙祷、幹事代表の高橋浩一郎
君（A 組）の挨拶と乾杯で宴会に突入、しばし歓談の後、
参加者一人ひとりが近況を報告しました。仕事のこと、家
族のこと、健康のこと、東高の思い出 etc。宴会中にクラ
スごとの写真も撮影され、あっという間に 2 時間半が経過
し、駒木根淳君（J 組）の中締めで会を閉じました。その
後、二度目の集合写真を撮影して二次会に向かいました。
二次会は 16 名（男性 10 名、女性 6 名）が参加して 11 時
少し前頃まで盛り上がり、再会を約束して解散となりまし
た。今回の同期会には、関東青雲同窓会から補助金を頂
戴しています。この場をお借りしてお礼申し上げます。

　上口 孝之
（東高 27 回生）

　昭和 56 年、私たち 34 回生が東高 1 年の時に校舎の
建て替えが始まりました。少しずつ壊されていく校舎を複
雑な思いで見ていたのを覚えています。2 年生から教室は
新校舎へと移り、そして完成したばかりの真新しい体育
館での卒業生第一号となりました。新しいイメージしかな
かった校舎も、ひんがし会館も、時を経て老朽化のため
再び建て替えと聞いた時には、30 年の時の長さを実感し
ました。しかしそんな長い年月も、懐かしい仲間と再会し
た途端に一瞬で埋められてしまうから不思議です。

　関東青雲同窓会／新年会の後、イタリアンレストランで
の 10 名程の同期会。話したことのなかった人や、あまり
記憶になかった人でも、思わぬところでの繋がりを発見で
きたり、共通の友人の話題で盛り上がったりと、すぐに打
ち解けることが出来ました。「女子は…」と何十年振りの「女
の子扱い」に照れながら、48 歳だって気分はたちまち高
校生です。先生や部活の思い出、文化祭、修学旅行での
秘話などなど…。話題は尽きません。参加者が増えれば
それだけまた記憶のページも増し、更に思い出が紐解か
れると思うとワクワクします。幹事期を迎える来年までに、
34 回生 50 人集めることを目標とし、益々盛り上げていき
たいと思います。さぁ 50 歳を機に、私たちも老朽化しつ
つある心身を建て替えすべく、たまには高校生へと戻り、
リフレッシュしてみませんか。

集合写真　2013 年7 月13 日

27回生関東地区同期会開催報告

集合写真　2014 年2 月1日

【 同期会報告】

【 同期会報告】

東高最後の卒業生です

長戸 徹郎
（東高57 回生）

　関東青雲同窓会発足 30周年おめでとうございます。中
村名誉会長の御尽力によりこの会が発足し、30 年を迎え
ました。今、中村先生が御健在でおられることに敬意を
表します。
　この度、30 周年を記念して「中村隆俊杯」ゴルフコンペ
を立ち上げました。すでに皆様には様 な々形でお知らせし
ておりますが、関東青雲同窓会の組織の中での位置づけ
としていただきました。30 周年を記念して昨年（平成25年）
11月6日『第一回中村隆俊杯ゴルフコンペ』を名門ゴルフ
クラブである江戸崎カントリー倶楽部において開催させて
いただきました。19名の参加で、栄ある第一回優勝者は
東高 21 回生釣谷勝氏です。現在の登録会員は 35 名です。
若い現役世代は、平日参加が難しいようですが、機会を
捉えて土・日プレイ開催も考慮に入れながら運営していく

考えです。
　本コンペには、中村名誉会長の多大な御援助をいただ
きました。さらに、景品等では水牛食品株式会社会長の
保坂好昭氏（東高 9 回生）や、池田義夫氏（市中 2 回生）
のご協力を得ました。また、運営にあたり、沼崎貞良氏（市
高 2 回生）や東高10回生の藤山秀樹、井関直美、金柿
陽子、古谷桂子の各氏にも協力いただいたほか、江戸崎
カントリー倶楽部の小杉社長様が道南出身の方で、特別
なご協力をいただきましたこと誌面をお借りして御礼申し上
げます。
　ゴルフ会は常時入会受付中です。但し関東青雲同窓会
年会費を納入している方だけですので、未納の方はどうぞ
ご配慮ください。特に若い方の登録と参加をお待ちしてお
ります。（申込先は同窓会事務局）

中村隆俊杯 ゴルフコンペ開催

　私は、東高最後の卒業生の長戸徹郎です。まさか横井
さんとの出会いから、諸先輩の皆様が築き上げてきた同
窓会会報の記念号に、原稿を掲載させていただくことにな
るとは思いませんでした。本当に驚いています。まだお会
いしたことのない先輩もたくさんいらっしゃるので、私が同
窓会に参加させていただくことになった経緯からお話しさ
せていただきます。
　私は、OA 機器メーカーの C 社で営業をしています。入
社 2 年目でたまたま港区の麻布地区を担当することになり、
弊社の複合機をご利用いただいている横井さん（現幹事
長）の会社にお邪魔したのがきっかけでした。打ち合わ
せの部屋の書棚に「青雲同窓会」と書かれた本があること
に気付き、まさかと思いましたが質問してみると、なんとな
んと同じ東高出身という返事が返ってきました。それが横

井さんと私の出会い、また、東高との再会でした。
　そして、横井さんに誘っていただき、第 29 回の総会に
参加させていただきました。正直申しまして、最初は大先
輩の中に一人で行くことがとても不安でした。しかし、行っ
てみると皆様本当に優しく親切で、一緒に楽しい時間を過
ごすことができました。同じ函館東高の青雲の血が流れ
ているのだなと思い、これぞ青雲魂だと実感してしまいま
した。私たちの世代はこのような機会がなく、集まっても
一部の人だけで、少し寂しい思いを抱いていたところです。
歳を重ねても高校時代の話に花を咲かせたり、思い出の
人に出会ってちょっとドキドキしたり…。同窓会は、素敵な
ものだと強く感じました。誘ってくださった横井さん、お知
り合いになれた諸先輩の皆様には本当に感謝しています。
これからもよろしくお願いいたします。

檜森 兄元
（東高16 回生）

集合写真　2013 年 11月 6 日 江戸崎カントリー倶楽部にて

【 同期会報告】

（平成19年 3月卒業）
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