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　自己複製出来ないために“生き物”とは定義されない
ウイルス。そんな奴らと、生き物の代表として世界中の
人間が闘っている。人間にしてみれば売られた憶えの
ない喧嘩だったと思うが、いつの間にか1年半以上にも
及ぶ長い喧嘩になり、まったく仲直りの兆しが見えな
い。兄弟にしろ、夫婦にしろ、友達にしろ、人間同士だっ
たら少しは歩み寄ろうとするが、生き物でない奴らに
してみれば、喧嘩するほど仲が良いと言わんばかりに、
ひたすら生き物の細胞を利用して増殖を繰り返す。
　そんな奴らのせいで、日本中の同窓会が楽しく集まる
機会を奪われている。「コロナ 同窓会 中止」という検索
で、全国各地の同窓会の中止または延期のお知らせが
ズラリと並ぶが、関東青雲同窓会も同様の決断をせざる
を得なかった。奴らの正体が何も見えていなかった昨年

の春先、前回の総会中止を決断した当時は、正直言って
1年先の開催は楽観視していた。ところが、ワクチンの
開発が進み、当時よりは明るい兆しが見えてきたとは
言え、今年も苦渋の決断に至ったのは残念でならない。
感染者数が多い首都圏での開催は、それだけリスクと
背中合わせだということをご理解いただきたい。

　世の中がコロナとの喧嘩を始めるようになってから、
不思議と故郷の夢を見るようになった気がする。飛行機
の窓越しから眼下に広がる黄昏時の街並み。特徴的な
“くびれ地形”で市街地と海とがマッチングする美しい
函館。函館山からの夜景は、そのプロポーションを眺望
できるので訪れる観光客は皆感動する。しかし、そのア
ングルと同じものは、実際の航空路ではなかなか見る

ことはない。これは夢だからこその演出だ。
　美しい故郷への思いを代弁してくれるかのように、
話題のSDGsに定められた17個のゴール目標の中に
は、「海と陸の豊かさを守り」「安全性と強靱性の観点
から住み続けられる街づくりを目指す」がある。2016年
からの15年間で世界全体として様々な課題のゴールを
目指すSDGsには、函館と直結するゴール目標がクロー
ズアップされていると、夢の上空からイメージできた。
今はコロナ禍で函館を訪れる外国人観光客が激減
しているが、我々の故郷の良さを知り、豊かな海と陸の
美しさ、かけがえのない街の価値を観光だけではない
視点で彼等に披露したい。同窓会として出来ることも
必ずあるはずだと、外出自粛の時間の中でシナリオが
思い浮かんだ。

関東青雲同窓会 会長　横井 透（東高30回生）

夢の上空から。
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全世界にコロナ感染症が脅威をも
たらし、医療界では、コロナ感染拡大
により医療崩壊を招きかねない逼迫
した事態となる中、当グループにおき
ましても複数の病院でクラスターが
発生しました。まずもって、コロナに
よりお亡くなりになられました患者様
並びにご遺族の皆様には心よりお悔
やみ申し上げます。また、横井会長は
じめ同窓の皆様から陣中見舞いの
お言葉をいただき、多大なご心配を
お掛けしましたこと、深くお詫び申し
上げます。
戸田の地で医療経営をして59年
になりますが、かつて経験したことの
ない最大の危機でした。さまざまな
重大局面で職員一人ひとりが感染
予防への高い意識と覚悟で献身的に
取り組んでくれたことに感謝しており
ます。
現在も緊張と不安が続く中、先日、

生まれ故郷せたな町より「過酷な状
況の中、医療従事者の皆様のご尽力
に敬意を申し上げます（高橋町長）」
と激励のメッセージと共に、職員にた
くさんのお菓子が届き、温かい気持
ちに包まれました。「三本杉岩が少し
でも現場の皆様の応援になれば
（佐々木副町長）」と澄み切った青空

の下に力強く聳え立つ
三本杉岩の写真も添え
られ、私に三本杉岩の
誓いを再び奮い立たせ
てもらいました。
また、せたなが舞台の
映画「そらのレストラン」
で主演され、昨年暮れにはNHK紅白
歌合戦にて司会をされた俳優・大泉
洋さんからも、激励のメッセージ（＊）
が届きました。北海道を想う気持ち
は誰にも負けないと思っておりました
が、彼と会って、私以上に北海道を愛
している同志だと感動したことを思い
出します。長期化する見えないコロナ
と闘う職員にとっても大きな励みにな
り患者様のために頑張る気概を呼び
起こしてもらいました。
「愛し愛される病院」を理念に長年
邁進してまいりましたが、愛する故郷
北海道の皆様から、こんなにも愛さ
れている病院だと気づかされ、熱い
ものが込み上げてまいります。改めて
深く御礼を申し上げます。
引き続き安全で安心な医療・介護
の提供ができるよう、感染対策の
さらなる強化を図ってまいります。
さて、そんな渦中に私は体調を崩

してしまい、数回受けたPCR検査は

幸い陰性でしたが、職員に心配をか
けさせてしまい申し訳ない思いでし
た。私自身、高齢者ハイリスクグルー
プに属しておりますから、なるべく職
員に余計な心配をかけないようして
おりますが、新しい試みとしてオン
ライン会議への参加をはじめました。
その場の雰囲気に応じた質疑など、
臨場感や一体感に欠けるのは否めま
せんが、何より移動もなく安全に会議
に参加でき、満足しております。
このコロナ禍の果てに、世の中はど
う変化していくのか、人の価値観や
生活が変わり、どんな世界がまって
いるのか、未来へ禍根を残さないよ
う、人々が試される年でもあります。
大切なことは心のエネルギーを強く
持ち続けることです。
同窓の皆様にとって心のエネル

ギーが上昇する今年の楽しみは何で
しょうか。些細な楽しみでも良いの
です。私はふたつあります。ひとつは、

2年ぶりに私の故郷である北海道
せたなに帰郷し荻野吟子資料館を
訪れることです。一昨年、日本初の
女性医師、荻野吟子の生涯を映画化
した「一粒の麦」が上映されました。
荻野吟子は埼玉県熊谷市で生誕さ
れ、不屈の精神で医師となり、せたな
で開業をされた埼玉三偉人のひとり
であります。私はせたなで生まれ、埼
玉で開業しておりますので感慨深い
ものがあります。この映画では俳優・
柄本明さんが私の祖父役で登場して
おりますので、機会があればご鑑賞く
ださい。また、昨年、当グループが男
女共同参画社会に推進したとして埼
玉県より職場部門で「荻野吟子賞」を
いただきました。荻野吟子の名に恥
じないよう、今後も働きやすい環境を
めざして、さらに推進してまいります。
そして、もうひとつの楽しみは令和

6年に印新される新一万円札の肖像
でもある渋沢栄一の生涯を描く、
NHK大河ドラマ「青天を衝け」の放
映です。渋沢栄一も埼玉県三偉人の
ひとりです。近代日本の産業経済の
礎を築き、多くの企業設立に携わる一
方で、福祉や教育など社会事業にも
尽力した渋沢栄一ですが、その精神
を今に受け継ぐとして4年前に埼玉

県より「渋沢栄一賞」の栄に浴しまし
た。生涯を通じて改革し続けた熱き
リーダーである渋沢栄一のドラマを
毎週楽しみにしています。
同窓の皆様も楽しみをもってコロナ

禍を過ごしていただきたいです。
さらに、最近3つ目の楽しみが飛

び込んできましたが・・・。紙面にも
限りがありますので、またの機会に
ご紹介させていただきます。
埼玉県は今年、県政150年を迎え
ます。渋沢栄一の大河ドラマや県政
150周年を契機に埼玉の魅力を発見
していただければ幸いです。
コロナは私たちに厳しい現実を
突きつけましたが、いつの日かコロナ
のおかげで大きく変わることができた
と感謝できる日が必ず到来するよう
に思います。同窓の皆様のご健康と
ご多幸、そして益々のご健勝を心から
ご祈念申し上げます。

＊『戸田中央総合病院の、医療関
係者の皆様、我々市民のために、日々
危険と隣り合わせの中、医療に従事
して下さり、ほんとうに感謝しかござ
いません。
このような大変な時に、私ごとき
が何を言えるかでもなく、無力さに嘆
くばかりですが、なんとか乗り越えて
いただける事をお祈りするしかありま
せん。
今我々に出来る事はとにかく感染

をこれ以上広げないことです。そして
少しでも皆さんの負担を軽減できる
ように最大限の感染予防に徹して
生活してまいります。
以前、人間ドックで、お邪魔した時

のような、楽しく明るい雰囲気の戸田
中央総合病院に一日も早く戻れる
ようお祈り申し上げます。　大泉 洋』

コロナ禍の果てに

名誉会長　中村 隆俊
（市中2回生）

感染拡大防止のため
「皆さん、手を洗いましょう！」

戸田中央総合病院前にて

せたな町役場の皆さんから応援メッセージを頂きました 三本杉岩
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顧問　新山 春一
（東高11回生）

海外旅行中の出来事

数年前の6月1日、イギリス旅行の
計画でロンドン経由グラスゴー空港
についたのは20時過ぎでしたが、白
夜のためか日本の15時ころでした。
空港から、バスにてヒルトンホテル
に向かう予定でしたが、ドライバーが
急病になり交代し、添乗員もはじめて
のコースだったらしく、ホテルと交信し
ながらも、行き止まりの道を入ったり、
同じ道を走ったりと通常の倍以上時
間がかかりました。途中軽食が渡さ
れましたが、皆さま疲れてうたたねし
たりしていました。そのうちにホテル
に着きましたが、最悪の初日でした。
疲れすぎ興奮もしていて寝られず、

朝午前5時ごろ散歩に出かけるため、
部屋のかぎを持ってエレベーターに
乗りました。乗った瞬間、ドアが勢い
よくしまり、おかしいと思い、開けよう
としましたが、動かず電気も消え、外
部との連絡機器もなく、わずかな隙
間があるのみでした。携帯電話も持
参していないため、ドアをたたくも朝
が早いため、反応がなくあまり言葉も
判らなく、途方にくれておりました。
その後話し声が聞こえ、従業員ら

しき女性に聞き取りにくい英語で
ゆっくり話してもらい、断片的に分
かった事は、土曜日で市内の業者は
休みで、修理にロンドンから来るので

4～5時間かかるとの事。その後、何
人かが開錠を試みるも不可。その後
エレベーターの中に4時間も閉じ込め
られて、9時過ぎに修理業者が開錠、
解放されました。
大変な思いを致しましたが、ホテル
からの言葉でのお詫びは何もなく、
ペーパー1枚でした。
日本に戻って大手旅行業者に内容
を聞くもはっきりせず、直接聴くこと
にしたところ、現地の総支配人から翌
日原因とお詫びのファックスがあり、
再訪問の依頼もありましたが、時間も
かかることから一件落着としました。
原因は火災報知器の修理中に電
源が落ちたためのようです。ちなみに
海外では、水のトラブルやエレベー
ターのトラブルが多くあるようです。
今回は、とんだ迷惑に出っくわされ

た、イギリスの旅でした。

顧問　朝倉 敏夫
（東高10回生）

函館禁断症状

この数年間、毎年4、5回、函館に
帰っていた。
まずは、5月の連休明け、札幌の老
人施設に入っている母を見舞う往路
か復路、函館に寄る。
次に8月14日には「青雲同窓会」
函館本部の総会・懇親会がある。
会場はホテル函館ロイヤル、私の定
宿である。同窓の皆さんとの懇親も
さることながら、同期生たちとの2次
会が楽しい。
10月10日には、その同期生が集う

「青雲10期の会」、11月初旬には、万
年橋小の同窓会がある。これもクラス
仲間との2次会が楽しい。
そして不定期ながら付属中の同窓

会、同期会もある。
そうしたふるさとでの楽しみが、

昨年は全部ダメになった。いうまでも
なく、コロナのせいである。
実は、昨年は私と小、中、高校の

同期生たちにとって大事な年だった。
日本伝統の古式に則れば、数え歳の
80歳、傘寿だったのである。いや実

は、年々歳々、同期生が他界し減って
いくので、満80歳を待たず1年でも
早くと、それぞれの集まりを予定して
いたのだった。
ならば今年、満80歳の傘寿祝いと

いうことで集まりたいのだが、これが
まだ、どうも先が見えない。すでに
関東青雲同窓会も中止となって、同
郷の先輩、後輩たちとの酔談を楽し
むことさえできない。
あれやこれやで、ふるさと函館禁断
症状が体の芯に溜まり続けている。



青雲同窓会 札幌支部
 支部長　斎藤 晋吾

（東高22回生）

青雲同窓会に思う

コロナ禍の中、会員の皆様には元
気でお過ごしでしょうか？
2018年の総会で札幌支部長に就
任して以来、昨年は総会が開催でき
ず、やむを得ないとは思いますがとて
も残念でなりません。
振り返りますと2018年は「北海道
胆振東部地震」の発生で9月の総会
の開催を見送る事から始まり、2020
年はコロナで「アカシアの集い」40年
の歴史の中で初めて開催が出来な
い状況になるなど、支部長となって

から波乱が続いております。
転勤で札幌に来て同窓会に参加

するようになって15年以上になりま
すが、昨年からは自宅にいる状況が
多い中、毎年の同窓会の活動と比較
することが多々あります。同窓会が
開催できない事、参加できない事で
改めて「とても寂しい気持ちになる」
と感じております。
同窓会に参加することで沢山の人と

交流や出会いがあり、若い方たちとも
楽しい時間を持てていたことが無く

なってしまい、その事がそんな気持ち
を感じさせたのかなと思っています。
今はこれからも同窓会を長く続け
てもっとたくさんの人たちとの交流を
続けていけたら「私のこれからの人生
が楽しいだろうなぁ～」と期待してい
ます。コロナ禍の中、同窓会の開催に
はいろいろと障壁があると思います
が、皆様の知恵と努力で克服してい
きたいと切に願っております。
今後とも会員の皆様のご協力を
宜しくお願いいたします。

関西青雲同窓会
奥野 耕史

（東高24回生）

昨年から続くコロナ禍の中、各地の
同窓会や同期会など、多くの出会い
の場が失われて1年が過ぎました。同
窓生の皆様にも、様々なことが起こっ
た1年だったのではないでしょうか。
「大変」という言葉では尽くしきれ
ない、でも本当に大変な1年でした。
関西青雲同窓会も、毎年6月開催
の総会は中止となりましたが、「同窓
生の皆様に近況を一言書いていた
だいて、それを冊子にしてお配りして
はどうか。紙面上ではあるものの、中

止となった同窓会の代わりに交流を
図れるのではないか？」という企画
が認められ、最終的に函館市長を
はじめ、3期生から40期生まで総勢
55名の皆様から一言をいただき、
昨年５月「同窓会通信」という冊子に
まとめて皆様にお配りすることができ
ました。
リモートが流行った1年間でした
が、表紙や文中の懐かしい函館の写
真を眺めながら、お互いの近況を文
章で確認することができ、会えない

中でも旧交を温めることができたの
ではないだろうかと思っております。
今年がどの様な年になるのか分
かりませんが、また笑顔でお会いでき
る日が来ることを信じて、今暫く耐え
忍びましょう！

再会の日を心待ちに！

東海青雲同窓会
会長　板倉 恵美
（東高16回生）

こんにちは！コロナ禍の中、皆様
お元気ですか！
令和2年度はコロナで開けコロナ
に終わりました。テレワークとか派遣
切り、雇い止め、公共施設の使用禁
止、等々、今まで経験したことがない
日常でした。札幌・東京・大阪そして
愛知県も御多分に漏れず感染者が
多く、活動することに罪悪感を持つく
らいでした。私の住む半田市でも毎
朝8時15分に市の広報が「不要不急
の外出は控えてください」と放送しま
す。（私事ですが、そんな中私は禁を

犯して「Go To」に乗って四国観光へ
行ってきました。）そのような状態な
ので東海青雲同窓会は鳴かず飛ばず
の状態でした。集合場所の名古屋市
が特に感染者が多くクラスターにな
ることを避けたいとの思いからです。
ラインで繋がっている会員さんとは
必要に応じてお互いに連絡を取り
合っています。その中で晩酌写真を
送ってくれた会員さんがいます。宮内
庁でしか買えないお酒「御苑（みそ
の）」と、与論島の焼酎「島有泉」を
前にした幸せそうな写真です。（残念

ながら期限切れになって写真取れま
せんでした。）
そんなコロナ自粛の1年でしたが、

そのお陰で忙しさに流されることな
く自分自身のことをじっくり考えること
が出来たのではないでしょうか。
コロナが終息して、笑顔で同窓会
の皆さんとお会いできる日を待って
います。

コロナ自粛の1年

新型コロナウイルス感染症により、
影響を受けられた方々に心よりお見
舞い申し上げます。
平素は青雲同窓会本部活動にご協
力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、新型コロナウイルス感染症の
影響でとても残念でありましたが、昨
年の同窓会は全て中止となりました。
そうした中、昨年9月に横井会長の

ご提案により全国各同窓会の各会
長・支部長5名でのリモート情報交換
会を実施し、今後の青雲同窓会の運
営を含めたいろいろなお話ができ、

とても有意義でした。これからも定期
的に続けたいと思っております。
話は変わりますが私、市立函館高

等学校（通称：イチハコ）の学校運営
協議会委員（昔の評議委員）を務め
ております。
その協議会のなかで、イチハコは

『地域とともにある学校』であること
を目指しています。
近年、働き方改革や教員数の減少

により、今までのように部活動等に
手がまわらなくなり、野球場の草刈り
さえ人出不足でできないとお聞きし

ました。
そこで、会則にもありますように『イ
チハコへの支援』の観点から私たち
同窓生として何かお役に立てないか
と考えております。
今後、イチハコから要請があった
際には同窓生の皆様のご支援・ご協
力を何卒よろしくお願い致します。
最後になりますが、関東青雲同窓

会のますますのご発展と一日も早い
新型コロナウイルス感染症の終息、
そして皆様のご健康とご多幸を心
よりお祈り申し上げます。
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青雲同窓会
 会長　小笠原 正吾

（東高37回生）

今後の青雲同窓会と
イチハコへの支援
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昨年の年初（2020年1月25日）、理
数科同期4名で初めて新年会に出席
させていただきました。中村名誉会
長がお元気なお姿で出席され、その
お姿に接し、関東青雲同窓会の歴史
の重みを改めて感じた次第です。校歌
斉唱では、東高で過ごした日々が懐
かしく想い出され、先輩の皆様や同期
と話しているうちに東京ではなく函館
に居る様な感覚になりました。役員の
皆様をはじめ、受付で不慣れな私た
ちにご教示いただいた先輩の皆様、
誠にありがとうございました。
振り返れば前年の夏のジンギス
カン会、新年会がきっかけとなり旧友
と再会できたことも、私にとって非常
に嬉しい機会となりました。あれから
早いもので一年以上が経ちました。
新型コロナウィルスという何百年に
一度の世界的なパンデミックの中、
総会実施が叶わなかったことは非常
に残念なことです。しかし、「青雲魂」
とそのつながりは変わることなく、

受け継がれていくものだと確信して
おります。
このような時代になり、なお函館へ
の想いはひとしおです。在校時代のエ
ピソードを追記しますが、私はバレー
部に所属していました。（桑谷先生の
ご指導の下、我々は全道大会に出場
することが出来たのです）夏の合宿
で泊まり込んだ「ひんがし会館」で、
フライパンをカンカン鳴らして皆を起
こしてくれたチームメイトの事や、朝
食当番で大きな炊飯器の扱いがわか
らず「めっこ」にしてしまった事等も今
では楽しい思い出です。
また、今思えば東高には
体育館が2つもあったな
んて、なんと恵まれてい
たことか、と思います。練
習で走った五稜郭公園。
あの頃は桜を愛でるよう
な余裕が全くありません
でしたが、近年、五稜郭
の満開の桜をJR東日本

のポスターで見かけ、その美しさを再
発見した時のなんと誇らしかったこと
か。故郷は離れてこそ、良さを改めて
感じるものかもしれないですね。
一日も早くコロナが収束し、函館、
日本、世界のあちこちで気兼ねなく
人が行き来出来る日が戻ってくること
を願ってやみません。
2020年の総会は中止となってしま
いましたが、私達38回生に親身に
なってご指導を頂いた役員の皆様
方、そして37回生の皆様にはあらた
めて心より感謝申し上げます。
青雲のつながりがこれからも続い
ていくことを確信しつつ、関東青雲
同窓会の皆様のご健勝を祈念申し
上げます。

昨年の新年会を振り返って

2020年（令和2年）
新年会 出席者（敬称略）
市中2
市中5
市高2
東高1
東高3
東高10
東高10
東高10
東高11
東高12
東高12
東高12
東高12

東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高16
東高19
東高24
東高24

東高25
東高26
東高26
東高26
東高27
東高27
東高27
東高28
東高28
東高29
東高29
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30
東高30

東高30
東高30
東高31
東高31
東高31
東高32
東高32
東高32
東高32
東高33
東高33
東高33
東高33
東高33
東高34
東高34
東高34

東高34
東高34
東高34
東高34
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35
東高35

中村 隆俊
池田 義夫
沼崎 貞良
登坂 幸作
厚谷 襄児
木島 三樹男
小林 渡洋雄　
藤井 英司
三上 高
伊藤 清治
平野 卓彌
佐藤 妙子
杉本 常三郎

北村 幸子
原岡 路子
松林 美智子
笠巻 哲昭
笠巻 扶美子
小杉 茂美
増野 建一
宮下 日出夫
山本 眞里子
池端 惠子
小川 利勝
竹内 清
千歳 芳充

藤本 智志
奥山 智美
佐藤 司
葉多 由紀恵
米坂 知昭
上口 孝之
駒木根 淳
小田 利隆
福井 孝一
村山 雄一
大山 久人
横井 透
古川 清志
波岡 伸一
中川 孝子
中村 耕也
吉野 毅

橋本 裕美
吉村 宗則
柿本 大
加茂 千恵子
小早川 明也
赤間 美樹
金澤 慎司
金森 睦子
石田 伸
上村 剛
北村 雅樹
霞 修治
栗本 千佳子
丸山 忠美
土肥 健作
宮川 博昌
窪田 志保子

吉澤 史也
辻 峰子
西村 真樹
小室 博之
小松 慎司
青嶋 宏
川﨑 都子
山形 歩
山岸 ゆりか
濵野 珠江　
島本 なおみ
山形 裕之
藤巻 正人
金札 謙治
小川 真巨
塩越 佳奈
小野田 裕江

東高35
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高36
東高37
東高37
東高37
東高38
東高38
東高38
東高38

（92名）

平野 和子
鹿内 暢
鹿内 欧子
小池 等
森 暢雄
三宅 有
宮脇 寛生
宮脇 智恵子
野村 雄次
米坂 修一
西田 正尚
大門 英輝
大門 香
平田 歩
佐々木 栄一

【幹事期を経験して】

1987年 全道大会  札幌香蘭との対戦

平田 歩
（東高38回生）

【恩師の想い出】

「先生！花見に行こうぜ」英語の
授業が始まった途端、この一言で
クラスは、花見・花見の大合唱となり
ました。これを訳せたら花見に行って
もいいよ、と黒板に書かれた英文が
「to be to be ten made to be」。
生徒一同？？？はい教科書開いて授
業始めるぞ。これはな「飛べ飛べ天ま
で飛べ」と訳すんだ。先生は勝ち誇っ
たように満面の笑を湛えていました。
数日後「よし、今日は花見に行こう」
先生の一言で、今度は生徒一同が満
面の笑を湛え五稜郭公園へ向かった
のでした。公園内を散策していたら、
先生が突然「ここにしよう」と皆を集
め、撮った写真がこれでした。花見に
行くと言って生徒を喜ばせながら、実
はスケジュールが決まっていた卒業

アルバムのクラス写真の撮影だった
のです。
こんなユーモア溢れる恩師が、我が
3年I組担任の、阿部貞紀先生です。
「今日はこれを聴こう」国語の佐竹
先生は教卓に大きなラジカセを置き
ました。朗読でも聴くのかな、と思って
いたら「次は函館東高校の攻撃です」
とラジオからアナウンサーの声が聞
こえました。野球部の北海道大会の
実況中継でした。冗談も言わず、堅物
の印象がありましたが、東高への愛
情は人一倍深かったのかもしれませ
ん。尚、この日風邪で休んだ女子生
徒が、実は彼の応援の為、円山球場
に行っていたとの後日談もあります。
「池田先生はナマコが好きなんだ」
社会科教育実習最終日の慰労会で、

川嶋先生が教えてくれました。『ザビ
エル』って池田先生という名前だった
んだ、と初めて本名を知ったのでし
た。『スージー』『ダルマ』『カニ』等々、
先生方は生徒からあだ名で呼ばれ
ていた事を知っていたのでしょうか。
昨今、あだ名禁止の風潮が高まって
来ましたが、その昔は先生と生徒の
距離を縮めるものだったと思います。
「全道一」が口癖だった井上校長
先生、テレビ番組「ほんものは誰だ！」
に出演した美術の梅谷先生、「消防
署隣の寮が全焼した」など学生時代
の話で生徒を笑わせた国語の菅原
先生、等々思い出深い先生がまだ
まだいらっしゃいます。アルバムを見
ながら高校時代に思いを巡らせて
みては如何でしょうか。

我が恩師

大山 久人
（東高29回生）
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【恩師の想い出】

ほんの一筋の思い出
～小原雅夫先生～

在学中は勉学に励むわけでもなく
部活も最後まで全うできなかった
私には、先生と深く関わった思い出が
残念ながら見つからないのですが、
他愛もないエピソードがひとつだけ
あります。
入学して1年生の時の副担任だった

数学科の小原雅夫先生です。初めて
の数学の授業で出欠をとられた時の
こと「さいとうたまえ～！さいとうかぁ
… 一山50円だなぁ」。そしてその後
先生はなぜか私だけ「さいとうたまえ
～」とフルネームで呼び続けました。
「語呂がよくってなぁ」進級すると
先生は次の新入生の担任になられた

ので以降は直接指導頂くことはな
かったのですが、数学のテストの成
績が悪く職員室に呼ばれるとニコ
ニコ近づいてきて「どうしたんだぁ…
さいとうたまえ～、ちゃんと勉強しろ
よぉ」とやっぱりフルネームで声を
かけて下さった事を憶えています。
なんのことはない、ただただずっと
必ずフルネームで呼ばれていたという
ことだけなのですが、そんな先生は
後にも先にも小原先生だけ、あまり
自分の名前は好きじゃなかったこと
もあり強烈でした。
この原稿を書きながらそんな先生

を思い出し、お元気でいらっしゃるだ

ろうかと何気なくネット検索して見た
ところ、教職をリタイアされた後なん
と画家として活躍されていらっしゃい
ました。12年程前に元町に画廊を開
設され、昨年末にはパリの伝統ある
公募展に初入選されたという記事を
見つけて驚きました。度々帰省はして
いたものの知りませんでした。お訪ね
するにも気遣いが必要な時代になっ
てしまいましたが、いつか必ずお訪ね
しようと思います。先生お元気でこれ
からもご活躍下さい！私は姓がか
わって「はまのたまえ」になりました。
真ん中で韻を踏んだので語呂がいい
ですよ（笑）

濵野 珠江
（東高35回生）

濵野様のご寄稿を受けまして小原先生にご連絡いたしましたところ
素敵な写真とともに、感動のメッセージをお寄せいただきました。
誠にありがとうございます。
小原先生におかれましてはますますのご健勝と
これからも多くの素晴らしい作品が生み出されますことを
心よりお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　関東青雲同窓会 役員一同

ボリス・ゴドノフ（孤独な皇帝）　2020  ル・サロン入選作 1983年頃 遠足　担任クラスの生徒と。

2011年頃 サロン・ドートンヌ初入選作の前で。
東高で同僚だった中山先生がパリまで来てくださった。

　　　　　

自慢ではないが、私ほどいろんなタイプ
の学校を経験した教員はいないのではない
だろうか。
小学校、中学校、高校、高専、女子校、

男子校、男女共学、全日制、定時制、通信
制、普通科、工業科、私立、公立、国立、進
学校、教育困難校、裕福な家庭の子供ばか
りが来る学校、経済的に厳しい家庭の子供
が多い学校……これは、行きがかり上の理
由と常に新たなものに挑戦したい私の性格
のせいだろう。
　　　　　　　　●
東京の高専、神戸のミッションスクール、

道内の工業高校と転勤してきた私が4校
目にたどり着いたのが東高校であった。教
員として初めて経験する男女共学であった
が、私の第一印象は明るく楽しい学園ドラ
マそのものだった。悪い目つきで教員を睨
みつけたり、斜に構えたりする生徒が全く
居ない。生徒は自由な服装で、純真で素直
で、教員にもフレンドリー、学校行事にも熱
心、勉強もそこそこやる…
こんな楽しい学校があるんだ！それまで

生徒とは常に緊張関係だった（神戸の女子
校は特に大変だった）。私はびっくりすると
同時に感激し、皆さんに出会った頃はとっ
てもハイな気分で学園生活を謳歌していた
と思う。だから、未経験な演劇部を押し付
けられた時も、また新たな楽しい経験が
出来るのではと、嫌ではなかった。やる気
ある部員に引っ張られて、その内台本も書
くようになり、いつしか全道大会の常連校
となり一度は全道大会優秀校（第2位に相
当）にもなった。それもこれもかわいい部員
たちのお陰だ。
　　　　　　　　●　
東の卒業生は笑いながら「私達勉強しな

かったよねー」と言うが、意欲ある生徒は
沢山居た。私が居た大職員室は数学・英語
の先生たちの棲家だったが、当時は午後3
時となると皆帰ってしまい残っている数学
教員は私一人であった。そんなところに数
学の問題集を持った生徒が度々訪れては「
先生には習っていませんが教えて貰えませ
んか？」。こういう事がよくあったので、私は
同僚の許可を貰って、学年やクラスに関わ
りなく公開講習を始めた。毎週か隔週かで
貼り紙し、「対数に強くなろう！下記のよう
な問題を分かりやすく教えます」といった

具合である。演劇部の合間を縫っての講習
であったが、参加者がどんどん増えてゆき、
しまいには60名を越えて理科の実験室で
マイクを使って実施。でも更に増えていった
ので、新たに転勤してきた斎藤修さんと
いう先生に頼んで2クラス展開に。当時放
課後講習は皆無であったが、分からなくて
困っている生徒が居るのに先生がさっさと
帰るのはまずいと思ったからだ。あるとき
小川さんという女生徒が、講習の後「ここ
の所困っていたけど良く分かった。私、頭
良くなったんじゃない！」と興奮気味に友人
に話している声が聞こえてきてとても嬉し
かった。
　　　　　　　　●                                                  
教員の仕事が魅力的なのは、自分がある

事に感動したり憤った時にそれを伝えられ
る若者がすぐ側にいるという事だ。勿論
数学を伝える事も大事だが、時には数学以
上に伝えたいという衝動に駆られる瞬間も
ある。函館に「アマンドラ」という歌と踊り
の集団が来た。彼らは南アフリカ共和国の
黒人達を苦しめてきた人種隔離政策アパ
ルトヘイトに抵抗して他国に逃げ出した
若者たちで組織され、それを訴えるために
世界ツアーをしてきた。函館が日本でのツ
アーの最終日だったと思う。その後、逮捕
を覚悟で本国に戻ると言っていた。私は、
何とかこの公演に生徒たちを参加させたい
と思った。
ある日の授業で言った。「数学に入る前

に、10分だけ時間をください。先生はこれ
は数学以上に大切だと思うし、少々急ぐ事
情もあるのです。」そうして、南アのアパル
トヘイトの歴史と、27年間も獄中から闘い
続けたネルソン・マンデラ氏について、必死
で頑張っているアマンドラの若者達につい
て語った。最後に、彼等の日本最後の公演
が函館であります。行ってみたいという人は
先生がチケットを斡旋しますので申し出て
下さい。
その翌日から次々と生徒の申し込みが

あり、ついには教えている生徒の6割にあた
る48名が参加する事となった。私はこの時
ほど教員をやっていて良かったと思ったこ
とはない。
情熱的に訴えると耳を貸してくれる知的

な若者がすぐ側にいる、なんて素晴らしい
んだろう！
これには更に後日談がある。翌日の数学

の授業に欠席した生徒が居た。舛矢君だ。
彼が休むのは考えられない。水泳にも勉強
にも熱心な好青年だ。授業を終えて廊下を
行くと、舛矢君が息せき切ってやって来た。

どうしたのと聞くと、先生、他の先生には言
わないで下さい。アマンドラの人達が今朝
函館を発つと聞いて、矢も楯もたまらず
見送りに行ってきました。内心、なんていい
奴だと感激。　
そしてなんと、この公演の翌年だったと

思うが1990年、長期間投獄されていた
ネルソン・マンデラ氏が釈放されてアパル
トヘイト撤廃への動きが始動を始めたの
である。公演に参加した生徒達にとっては
世界史上の出来事が身近に感じられた貴
重な経験だったと思う。
　　　　　　　　●
東高校では理数科が廃止された事に伴

い、理科と数学の先生が過員状態となり誰
かが移動しなければならなくなった。校長
から私に打診があった時、中部高校の定時
制に数学の空きが出来るとの事。東高校は
本当に愛着があり離れたくはなかったが誰
かが動かなくてはならない。定時制は未経
験だったのでそんな経験もいいかなとOK
した。ここでは同時に通信制も工業高専の
非常勤講師も経験できた。
退職後は、30歳で始めた油絵の趣味が

高じて画廊を建て、ついでに自称画家とな
った。
函館市、全道、全国の展覧会は一応入選

入賞していたので、2011年以降は海外
中心に出品。特にフランスの有名公募展は
実力一本で勝負できるからいい。もう72歳
となり、色々な社会的な活動やフランス語
の勉強、英会話は最近中断したままだが、
絵に対する情熱だけは衰えていない。私の
作品はネットを検索すると沢山見る事が出
来る。帰省の際には私の元町画廊に遊び
に来て欲しい。
　　　　　　　　●
上に述べたように、東高校に来たばかり

の頃は、毎日が楽しくてしょうがなかった。
数学の授業も演劇部も。生徒の態度も
大変にフレンドリーだったので、私自身調子
に乗って生徒を傷つけるような事を言って
しまったかもしれない。土肥さんから原稿
依頼があった時にサイトウタマエさん覚え
ていますか、と聞かれ瞬間思い出せなかっ
たが数秒後には、ああ「齊藤珠江さんね。
懐かしい！」
珠江さんは何故私ばかりがフルネームで

呼ばれるの？と疑問を持ち、私はそれは語
呂がいいからだよと答えたようだが、実は
もう一つ理由がある。名を呼ばれた時の彼
女の反応がとてもチャーミングで可愛かっ
たのだ。それでついつい彼女を見るとから
かい半分声をかけてしまう。ごめんね……

思い出たっぷり
東高校

画家 小原 雅夫



私が函館に住んでいたのは小学４
年から東高校を卒業するまでの間
で、その後は神奈川県に16年、現在
は埼玉県に住んで50年余になりま
す。その間、一番想い出が深いのは、
やはり中学、高校の多感な時期を過
ごした函館の8年間です。今でも節目
の年など、時々函館に行き、昔の仲間
と旧交を温めるようにしています。
2017年はその節目と偶然が重な

り、三度函館に行きました。この年は
我々10回生にとり「喜寿」の年で、ま
ず6月に湯の川温泉で開かれた附属
中学同期の「喜寿を祝う会」に出席、2
クラス分で出席者は33名、93才の恩
師にもご参加頂き、昔と変わらない元
気さにびっくりしました。

9月には、やはり湯の
川温泉で開催された高
校同期の「喜寿の集い」
に、東京10期の仲間と
共に出席、出席者は46
名で、久し振りに会った
函館の友人達と、夜遅
くまで歓談やカラオケ
で楽しみました。翌日は
同期7人で「大沼レイク
ゴルフクラブ」でゴルフ

の後、夜は五稜郭公園近くの本町の
居酒屋で打上げ。高校時代、一時期
この付近に住んだことがある、小さい
民家が立ち並ぶ町並みが、今は飲食
店が軒を連ねる繁華街へと変わって
いたのに驚きました。

10月には釧路で高校教師をしてい
る次男が、札幌で結婚式を挙げる事
になり、北海道は初めての妻を連れ
て列席。披露宴の後、札幌よりも函館
を見たいという妻の希望で、弟夫婦と
共に特急で札幌を発ち、20：30に函
館に到着、直ちに観光タクシーに乗
り、4人で函館山からの夜景を見物。
高校時代、電車軌道のランプが井桁
状に四方に延びていた夜景は、今は
軌道が半分になり少し物足りない気
がしましたが、妻は「とっても綺麗！」
と喜んでくれました。

翌日は朝市で買い物及び朝食、そ
の後は観光タクシーで立待岬、元町
ハリストス協会、金森倉庫を回り、「魚
長食品」でいつもの竹田食品製の
「松前漬け」と「いかさし松前」、五島
軒製の「レトルトカレー」を含め、お土
産を沢山購入。午後は五稜郭タワー、
湯川トラピスチヌ修道院を経て、函館
空港から帰路に着きました。2泊3日
の強行軍でしたが、4人とも大いに函
館観光を楽しみました。
函館は自然と文化の観光資源が数
多くあり、お土産も豊富、温泉もある
のだから、北海道新幹線が札幌まで
開通した後でも、多くの人に函館に立
ち寄ってもらえるように、更に観光に
力を入れて欲しいと思っています。

函館への三度の旅

小林 渡洋雄
（東高10回生）

真田 美苗
（東高33回生）

ふるさとを離れて知った
本当の寂しさ。

「高校を卒業したら東京の大学へ
行け」と父に言われた。楽しい高校生
活の延長気分で、「函館に残って仕事
をしたい」、そう父に告げた。子供には
自由と責任をという理念の父が、その
とき初めて自分の意志を娘に強い
た。東京へ行け。翌年の春、私は函館
を離れた。
故郷を離れるという現実を、当時
の私は想像していなかった。家族と離
れて一人きりで暮らすこと、友達と会
えなくなること、寝るときにとなりに愛
猫がいないこと。分かってはいたもの
の、若者の特権で、新しい生活への
高揚感のほうが不安より勝っていた
ように思う。
そして上京初日の晩、鈍感だった私
はようやく現実に向き合うことになっ
た。猛烈なホームシックだった。あの
日、はじめて「寂しい」という言葉の本
当の意味を知ったのだと思う。そし
て、その日から私の中に故郷が住み

着いた。
今、故郷を離れた年月は、そこにい
た年月の２倍にもなった。息子たちに
とって函館は、たまたま親の出身の
観光名所でしかない。私自身も忙しさ
を口実に、故郷とは年々疎遠になっ
ている。それでも、まだ私のDNAは
函館を求める。家族がいる茶の間、部
屋の窓からの景色、寒さと温もりの函
館駅の待合室、抑揚のある声々、ふと
香る磯の匂い・・・函館には私の五感
を育てたものがある。そして、笑い、
涙、痛み、驚き、感動・・・私の記憶の
中に住む思い出がある。たとえ今後
二度と帰らないとしても、私はやはり
自分を函館人と呼ぶだろう。そして
生き続ける限り、ずっとあの街を恋い
慕うのだろう。それが故郷というもの
なのかもしれない。

もし、あのとき父が函館に残ること
を許していたら、私は知らずに過ごし
たにちがいない。東京に戻る私を見
送る母の表情や、おかえりとただいま
の温かさ、函館が世界の中心でない
こと。父が頑なに首を横に振り続け
たのは、これを教えるがためだったの
だろうか。今になってはもう聞くことも
できないが、私は「寂しい」を教えてく
れた父と函館に感謝している。

【ふるさと函館】
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▲

吉川：男子は私を含め4名だっ
たと思います。女子（バトン部）は2
名でした。▲

袴田：応援団だけだと10人。
すみません、バトン部はわかりません。▲

貫戸：4人くらいです。▲

小川：8人です。

▲

吉川：一番は、行燈行列での応援
活動。各組の行灯が通過する前で
思い切り応援するたびに、沿道の皆
さんから大きな拍手を頂きました。
二番は、高体連での硬式野球部の応
援（確か有斗戦）。相手校に対抗して
人間やぐらを組んで、向こうの応援団
と揉めました。
三番は、青雲会館での新入生への校
歌指導。竹刀で床をバンバン叩いて
「声が小さい」と怒鳴ったのは私です。
（26期の皆さん、大変失礼しました。）▲

袴田：千代台球場での森高との
試合の応援だったんだけど、相手の森
高はホタテ踊り（農大の大根踊りの様
だけど、持っているのはホタテの貝殻
（笑））をやってて、東高には特徴ある
ものが無かったので悔しかったな。▲

貫戸：青雲祭＝ひたすら足が疲
れた。でももっとクラスの行灯制作に
参加しておけばよかったです。
文化祭＝当時出回り始めていたアニ
メのセル画で荒稼ぎさせていただき

ました。▲

小川：やっぱり一番は行燈行列で
の先導かなぁ。

▲

吉川：部員が少なく、メンバーを
揃えるのに団長は苦労していたのでは
ないかと思います。
当時、新しい型を団長が考えて五稜郭
の中で練習したのを覚えています。▲

袴田：小学生の頃から有斗の応
援団に憧れ、高校へ入ったら応援団
になると決めていたので、苦労とは思
わなかったな。▲

貫戸：振付がマンネリ化していて
改善したかったのですが、そこまで
の発言力はなく。3年生のころは並行
していた漫画研究会の方に熱心で、
バトン部の方はあまり記憶に残って
いませんね。▲

小川：常につま先立ちでステップ
踏むので、足の親指の爪がやられま
す・・・。
行燈行列では足の爪が剥がれてし
まい、笑顔を作るどころではありませ
んでした。
まるで見えない水面下で足をバタ
つかせる白鳥のよう（^^;

▲

吉川：自分は、3年になって先輩

がいなくなってから入部
したため、逸話のようなものは経験
がなく申し訳ない。▲

袴田：千代台の陸上競技場で、
その日は風が強く、他校の団旗が
次 と々降りる中、我が親衛隊長 西村
玲（ニシムラアキラ）は団旗を揚げ続

けた事。▲

貫戸：当時、人間に興
味がなかったので、ほとん
ど覚えていないんです。お
役に立てなくてごめんな
さい。▲

小川：入学して間もな
く講堂に新入生が集めら

れて、応援団とバトン部から校歌と応
援歌をご指導頂く場面がありました。
その時に「これ終わったら残って！」と
先輩から声を掛けられ「うわっ、呼び
出しくらった？私何か怒らせるような
コトした？？」ってかなり焦りました。実
はバトン部への勧誘でした（笑）

▲

吉川：人前で声を出せるように
なったことですね。基本的には人見
知りする方ですが、応援団の経験で
少しは乗り越えられた気がします。▲

袴田：人生すべてにおいて役に
立っていると思う。▲

貫戸：趣味のダンスに入り易かっ
たです。▲

小川：素敵なメンバーに巡り会え
たこと♥部長という立場でみんなを

まとめる力もついたかな、と思います。
それと、大勢の人前に出ることに躊躇
しなくなりました。

▲

袴田：メンバーだけと言わず、同級
生みんなに。歳も55を越え、あちこち
体調の変化が出てきていると思うが、
みんな元気で還暦の祝いをやるべや！▲

貫戸：皆さんお元気でしょうか？▲

小川：還暦にバトン部復活して
舞台に立ちましょう！
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【部活の想い出】

袴田 隆雄
（東高34回生）

回答者

吉川 範明
（東高24回生）

小川 真巨
（東高35回生）

貫戸 希代子
（東高29回生）

ワタシ
応援団・バトン部

部活動にスポットをあてる本コーナー、
第二弾は応援団とバトン部です。
Q&A方式で当時の想い出を語ってもらいました。

　　

Ｑ．同期は何名在籍してましたか？

Ｑ．想い出の活動・イベントを
　　教えてください。

Ｑ．花形の部活ですが、実は
　　苦労していたことや、練習等で
　　想い出すことは何ですか？

Ｑ．同じブカツをやっていた
　　メンバーの皆さんに
　　メッセージをお願いします。

Ｑ．今だから言える、
　　伝説のメンバーや逸話が
　　あったら教えてください。

Ｑ．このブカツをやっていて
　　良かったなぁと思うことは
　　何ですか？また、今の自分に
　　役立っている事がありますか？



関川 都代
（旧姓：加戸）
（東高37回生）

今回は「食」と「お茶」のスペシャリ
スト、37回生の関川都代さん（昭和
62年卒）にお話を伺います。  
(社)国際食糧農業協会で10年勤

務し出産を機に退職。子どもの手が
離れるころからお茶の勉強を重ねて
フードアナリスト1級と認定講師資格
を取得しました。現在はお茶講座の
講師をメインにフードライターや食
に関するコメント等の仕事をしてい
ます。昨年のコロナ自粛の頃、紅茶を
扱う知人からブレンドティーを改良し
たいと相談があり喜んで引き受けま
した。その後、自分でブレンドしたお
茶に加えて美味しい他のお茶も販売
したいと思い、別ブランドを立ち上げ
ました。ブランド名は母の名前から
取りました。
―きっかけはお母さま?
お茶の事もそうですが、母のこと

が発想の転換でした。実は一昨年の
正月明けに母が自宅前で転倒し肘の
骨折で入院。幸い自分の事はすべて
出来ますが、認知症なのか元々の性
格なのか家事以外父の世話をしなく
なり、父も一人では何も出来ずで、先
のことを考えて兄と相談してこちらに
呼び寄せました。父が元気なうちは
二人で高齢者住宅で暮らしていまし
たが、去年５月に父が腹膜炎で入院、

その上コロナで面会中止。気持ちの
切換えが難しい母はデイサービスに
通ったり友達を作ることも拒否、施
設の方と会えば話す程度で様々な要
因が重なってイライラが募り、私や兄、
近くに住む妹弟に電話で鬱憤を晴ら
す毎日。母は認知症が進んでいく、
父は入院でコロナで会えない。一方、
今は無理と諦めかけた私のお茶業で
すが自分の夢を親のせいにして諦め
たくはないし、母の居場所・社会との
接点を作る必要性を切に感じて「そう
だ、母を巻き込めばいいんだ！いっそ
母にも一緒にやってもらえばいい！」
と思い直したのがきっかけです。
―発売までには色々と苦労があっ

たと思いますが、ハードルと乗り越え
られた要因は? 
毎日のように行ってますが、母から

はほぼ毎日電話が来ます。「父のとこ
ろにまだ行けないのか、病院から連
絡はないか?」等々、毎回同じことを
聞かれます。聞かされる身としては
50歳を過ぎて虐待でもされている
気分です。しかし母は元々手先は器
用なので、お茶のパッケージにシール
を貼ったり、紐を切ったり、包装紙を
折ったり、週に一度の試飲販売の日
にはテーブルを消毒したり、ボードの
文字を消したり等の簡単なことなら

... 人との接触を嫌っていたのに知ら
ない人が来て話をするのも「仕事な
ら」と嫌がることなく手伝ってくれる
ようになりました。人は必要とされる
ことを感じることが大切なんだなと
思い知りました。
―見えない力が行くべき道を開い

てくれたみたいですね、どこで買える
んですか?
母の住宅のすぐ側にオープンした

コーヒースタンドに何気なく寄った時
カウンター横の棚を貸し出していて、
私も「一段お借りしてお茶を置かせて
もらえませんか」とお願いしました。
店主さんはあっさり快諾してくださっ
てこのような運びに... 定休日にお店
を借りて無料試飲販売会を開催して、
春からは講座も行う予定です。（因み
にご店主は文字違いで兄と同じお名
前で不思議なご縁を感じます。）

―発売が決まった時の喜びと、こ
れからの目標を教えてください。 
商品が出来上がった時は、無邪気

に嬉しいの一言です。 
これからは販売をメインにお茶好

きさんを増やす、「茶」をモードとして
捉えて普及していけるような仕組み
づくりをしていきたいです。

パッケージの相談を貰った時は嬉
しかったのですが、バックボーンにこ
んな素敵なお話があったとは。都代
さんとお母さまが優しい味のお茶を
通して元気に暮らされるのを願って
止みません。

小島 芳実
（旧姓：宮﨑）
（東高29回生）
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【同窓生紹介】【同窓生紹介】

大沼の曽祖父の想い、
私の使命

函館から札幌方面の汽車に乗り
峠下トンネルを越えると、悠 と々した
駒ヶ岳と大沼が一気に別世界を魅せ
る。そう、国境の長いトンネルを抜け
ると雪国であった川端康成「雪国」は
湯沢温泉がモデルの物語ですが、私
にとっての「雪国」は断然大沼である。
私の曽祖父は幕末、戊辰戦争にて

五稜郭に向かった八王子千人同心の
宮﨑重兵衛。幕府軍の敗北と共に大
沼にたどり着き宮﨑旅館を開業。文
明開化の世の中となり、ハイカラを売
り物とした大沼の宮﨑旅館の噂は北
海道にとどまらず、明治十四年九月、
明治天皇の北海道行幸では旅館にて
両陛下をお迎えし、鯉をご覧に供し
たそうだ。　　
小松宮様、ハインリッヒ皇弟、イザ

ベラバードが旅館に立ち寄られ、その
後、宮﨑旅館は「湖月旅館」となる。
神奈川県から北海道に呼び戻された
父は湖月旅館を継ぎ、私たち家族は
湖月旅館に住んだ。
東京の大学卒業後はサンリオに入

社し、サンリオピューロランドの立案
を担当、映像制作の会社GLOBEを
設立し、他業種の沢山の人々の間で
仕事に恵まれて過ごしてきたが何か
足りないという思いを抱いていた。
大沼で生活する両親の元に帰省す

る数年前、ふとトンネルを抜けて神々
しい雪景色を見た瞬間、今までとは
違う感覚に囚われた。「これから取り
組むべき大仕事は大沼にある」という
声が景色から胸の中に入ってきた。
そこから東京と大沼を行き来する

母娘で歩む「お茶」モード ■紹介者

塩越 佳奈
（東高35回生）

■紹介者

加茂 千恵子
（東高31回生）

2拠点生活が始まった。大沼の自然
環境と生物多様性の豊かさに強い
関心を持つようになり、私財を投じて
「湖月」に隣接する山林や沼地を次々
購入。大沼トラスト実行委員会を作
り、環境保護啓蒙活動を2020年か
らスタートした。
昨年の12月には「300年先の自然

と生物多様性を守る」という思いか
ら、「生き物が暮らす森の山とツリー
ハウスを作ろう」とクラウドファンディ
ングを実施。めでたく目標を大きく
クリアし、湖月山に自然探索基地ツ
リーハウスが完成した。
生物多様性の故郷湿地帯や湖、山

の中で、次世代に生きる者達が本質
的な生きる力を取り戻し、心と体も豊
かに過ごせる場所大沼を残したい。
歴史浪漫を繋ぎつつ、豊かな未来を
想像しながらここ大沼を大切に思
い、温もりと共に守ってゆきたい。

曽祖父が戦いに敗れ、峠下の道を
下りこの大沼にたどり着いた時の想
いが、長い年月を超えてこのトンネル
をくぐり抜け、大沼の雪景色を通じて
私に語りかけてきたのだと確信して
いる。

ツリーハウス道

ツリーハウス

住んで居た「湖月旅館」中央に湖月橋、左に割烹旅館 湖月
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論説顧問

青雲
東京十期の会
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原稿

＞

写真

＞

原稿
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写真

会則

改訂あり？

横井会長　あいさつ 名誉会長

顧問・新山さん

同窓生紹介

関川さん（37）

同窓生紹介

小島さん（29）

恩師の想い出

 大山さん（29）

恩師の想い出

 濱野さん（35）

小原先生 作品紹介

小原先生
寄稿

ふるさと函館

小林さん（10）

オレの援団、わたしのバトン部

バトン部：小川さん（35）

＞

原稿

＞

写真

＞

原稿
＞

写真バトン部：貫戸さん（29）

＞
原稿

＞

写真応援団：袴田さん（34）
＞

原稿

＞

写真応援団：吉川さん（24）

ふるさと函館

真田さん（33）

表紙

Web
リニューアル

土肥幹事長

400字位

編集後記
上村監査役 2～300字

事務局からのお願い

・新規会員登録
・年会費
・重要（発送停止）
・後輩紹介
・広告募集

38回生 寄稿

平田さん

顧問・朝倉さん

函館本部
（小笠原さん）

札幌支部

朝倉顧問

新山顧問

菊地美升

高橋喜宣

沼崎貞良

吉澤史也

小原ゆかり

土肥健作

加茂千恵子

田村秀規

藤本智志

東京十期の会

関西支部
（奥野さん）

東海支部

原稿 写真

原稿 写真

2020年 新年会
出席者

中村名誉会長

かもめグループ
成田恭子

東高34回生

佐藤妙子 杉本常三郎

千歳芳充 田中由彦

33回生

大瀧比呂子

同窓会
本部

東海支部

小笠原正吾

横井会長

金札謙治

札幌支部

〈事務局〉
〒041-0811 北海道函館市富岡町2-56-18

藤井方　青雲同窓会事務局
Tel.090-7835-1258　Fax.03-6740-7775

「アカシアの集い」は、
今年で40年を迎えます。

〒062-0033 札幌市豊平区西岡3条5丁目1-11
青雲同窓会札幌支部

FAX.011-211-5606　acacia@seiunsapporo.com

    斎藤 晋吾（東高22回生）

日時：2021年9月4日（土）の開催予定でおりますが
新型コロナウイルスの蔓延で開催はまだ未定です。
改めてご案内いたしますので宜しくお願いいたします。

事務局
〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町3-3-10

会長　板倉 恵美
i.emi@wd6.so-net.ne.jp

函館東高等学校

会員一同
名古屋でまってるよ‼

東海青雲同窓会

Domeベッド（女性用2台、共用2台）
1台3,300円（税込）

5,000円～12,500円（税込）

千歳 芳充 税理士事務所

K M工房 空調・換気・衛生工事

〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田1074
TEL 0557-27-1235  CELL 090-3435-4047
E-mail  khf03450@nifty.com

ゼロ ゼロ

金 札 謙 治
かな ふだ

一級管工事施工管理技士
消防設備士（甲種1類）

（東高35回生）
弁護士 吉 川 陽 行 （東高37回生）

〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目 ラスコム15ビル3F
PHONE（011）615-7110　FACSIMILE（011）643-3522

よし かわ たか ゆき

原 洋司法律事務所
hara yoji law office
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〒040-0802 北海道函館市石川町15-1
TEL.0138-46-6070  FAX.0138-46-6071

代表取締役社長

東高37回生（昭和62年卒）
青雲同窓会会長

小笠原　正吾 higashi 33

い
つ
で
も

明
る
い

保
健
室
。

関東青雲同窓会 副幹事長
看護師・助産師

辻 峰子（東高34回生）
いぬが
大好き
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第1章　総則

 （名称）
   第1条　本会は、函館東高等学校関東青雲同窓会と称する。

 （事務所）
   第2条　本会は、事務所を東京都港区麻布十番1丁目7番8号宮下ビル402号
　           ヨコイクリエイティブコンサルティング株式会社内に置く。

 （目的）
  第3条　本会は、会員相互の交流・親睦を図ることを目的とする。

 （事業）
  第4条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
        （1）懇親会、講演会その他の集会の開催
        （2）会誌の発行
        （3）広報活動（ホームページ作成を含む）
        （4）その他総会で認められた事業
        （5）前（1）から（4）の事業のほか役員会で認められた事業

第2章　会員

 （種別）
  第5条　本会の会員は、次の2種類をもって構成する。
        （1）正会員は、函館市立中学校、函館市立高等学校、北海道函館東
            高等学校、北海道函館北高等学校及び市立函館高等学校を卒
            業した者ならびにそれらに在籍して原則として関東に在住
            し、会費を納入した者とする。
        （2）特別会員は、前項5校に勤務した教職員及び本会が推薦した者
            で原則として関東に在住し、会費を納入した者とする。

 （会費の納入）
  第6条　前条（1）（2）の会員は、第22条に定める会費を納入しなければ
            ならない。

第3章　役員及び役員会

 （種類及び定数）
  第7条　本会に次の役員を置く。
        （1）会         長　　1名
        （2）副   会   長　　1名以上
        （3）幹   事   長　　1名
        （4）副 幹 事 長　　2名以上
        （5）幹事期幹事　　若干名
        （6）会 計 幹 事　　1～2名
        （7）監   査   役　　1～2名

 （名誉会長等）
  第8条　前条とは別に名誉会長1名、顧問、相談役及び幹事若干名を置く。
       2　 幹事は、各期代表とし人数が少ない時は数期束ねることができる。

 （選出）
  第9条　役員は総会において正会員のうちから選出する。ただし、幹事
            期幹事は役員会において選出する。

 （職務）
  第10条　会長は、本会を代表しその業務を総理する。
       2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、役員会に
           おいてあらかじめ定める順位に従い、これを代行する。
       3　幹事長は、本会の業務全般を担当処理し、幹事期幹事及び幹事
           との連携を掌り、細務を処理する。
       4　副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、役
           員会においてあらかじめ定める順位に従い、これを代行する。
       5　幹事期幹事は、第4条（1）に定める事業の運営・実施に当たる。
       6　会計幹事は、本会の資産及び会計を処理する。
       7　監査役は、本会の会務及び会計を監査する。
       8　幹事は、各期会員の代表者で、各期の連携及び事務局との連絡
           を掌る。
       9  名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ又
           は、役員会に出席して意見を述べることができる。

 （任期）
  第11条　役員の任期は2年とする。ただし、幹事期幹事の任期は1年と
              する。
       2　補欠又は、増員により選出された役員の任期は、それぞれ前任
           者又は、現任者の残任期間とする。
       3　役員（幹事期幹事を除く）は、再任されることができる。
       4　役員は、辞任又は、任期満了後においても後任者が選出される
           までは、その職務を行わなければならない。

 （解任）
  第12条　役員が次の各項の一に該当する場合には、総会において出席

             正会員の2分の1以上の議決に基づいて解任することができ
             る。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知す
            るとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
         （1）心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる
             とき。
         （2）職務上の職務違反その他役員としてふさわしくない行為が
             あると認められるとき。

 （役員会）
  第13条　本会に第7条に規定する役員をもって組織する役員会を置く。
        2　役員会は、本会の事業案を決し、役員の職務の執行を監督する。
        3　役員会は、会長（の命により幹事長）が招集する。
        4　役員会に議長を置き、会長をもって充てる。
        5　役員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほ
            か、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
            決するところによる。
        6　役員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

第4章　総会

 （種別）
  第14条　本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

 （構成）
  第15条　総会は、正会員をもって構成する。

 （権能）
  第16条　総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関
              する重要な事項を議決する。

 （開催）
  第17条　通常総会は、毎年1回会計年度終了後10週間以内に開催し
              次の事項を審議し、決定する。
         （1）予算及び決算に関する事項。
         （2）会則の変更その他本会の運営に関する重要事項。
        2　臨時総会は、次の各項の一に該当する場合に開催する。
         （1）会長、副会長、幹事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
         （2）正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により
             招集の請求があったとき。

 （招集）
  第18条　総会は、会長が招集する。
        2　会長は前条2項の規定による請求があったときは、その日から
             30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 （議長）
  第19条　総会の議長は、総会出席役員の中から選出する。

 （議決）
  第20条　総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほ
             か、出席正会員の2分の1以上をもって決し、可否同数のとき
            は、会長の決するところによる。　　　　　　　　　　　　

第5章　会計　　　　　　　　　

 （経費）
  第21条　本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充
              てる。

 （会費の額）
  第22条　会費は、次の各号に定める額とする。
         （1）年会費は金2,000円とする。
         （2）会費を一時に5年分を納める場合には、金8,000円とする。
         （3）会費を一時に20年分納める場合には、金30,000円とする。

 （会計年度）
  第23条　本会計年度は、その年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に
              終わる。

第6章　会則の変更

 （会則の変更）
  第24条　この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会
             員の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、会長の決
             するところによる。

第7章　補則

 （施行細則）
  第25条　この会則の施行についての細則その他本会の運営に関し必
              要な事項は、役員会が定める。

函館東高等学校関東青雲同窓会　会則（平成29年6月1日現在）

関東青雲同窓会 幹事長

土肥 健作
（東高34回生）

東高を卒業して、東京に出てきてから今年で37年目になります。
この間、函館には何回帰ることが出来たのかな。
18歳で東京にやって来た時のことを考えながら、
ふと、中島みゆきの歌を思い出しました。

みんなで集まって、お酒を飲みながら、
たわいもない話をして、また半年後に会う約束をして別れる、
そんな日常に一日も早く戻れることを強く願っています。　

「帰省」

写真●2019年8月　大門にて／本人前列右端

当会のウェブサイトを
リニューアルいたしました！
スマートフォンにも対応。
「より使いやすく、よりわかりやすく、より楽しく」を
モットーに、どんどん情報を発信したいと思います！
皆さまからの情報もお待ちしております。

遠い国の客には笑われるけれど
押し合わなけりゃ街は　電車にも乗れない
まるで人のすべてが敵というように
肩を張り肘を張り　押しのけ合ってゆく
けれど年に2回　8月と1月
人ははにかんで道を譲る　故郷（ふるさと）からの帰り
束の間　人を信じたら
もう半年がんばれる
　　　　　　　　　　　　―中島みゆき「帰省」2000年－

https://www.kantouseiun.com

https://m.facebook.com /kantou.seiun/

Facebookページも公開中！
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1年ごと
5年分一括 
20年分一括

：  2,000円　
：  8,000円　
： 30,000円

年会費
口座名義：函館東高等学校関東青雲同窓会
●郵便振替：00160-4-118019
●ゆうちょ銀行：当座　〇一九店 0118019

会費納入口座

この関東せいうんの制作も、すべてリモー
ト環境での作業。当初はバタバタしており
ましたが徐々に軌道に乗り、作業自体は
順調に進んでいきましたが．．．実に味気
ない！
やはり打ち合わせなどは、集まって顔を

見ながらの方が良いですね。
会報だけではなく、早く今の状況が

落ち着いて、皆様と歓談したいと思うこの
頃でした。 

はじめに、お忙しい中この会報のため
に多くの原稿や写真をお寄せいただき、
また、広告につきましても多数ご協力いた
だき本当にありがとうございます。お陰様
で充実した内容のものに仕上がったと、
役員一同 心より感謝いたしております。
冒頭の横井会長の挨拶にもあります通

り、昨年からの新型コロナの影響により、
誠に残念ながら2年連続で総会が中止
となってしまいました。そのため役員会も

事務局から 年会費のご協力と新規会員登録のお願い

当同窓会は、皆様からご納付いただく年会費によって運営されています。年会費振り込み用紙
『郵便払込取扱票』が同封されている方は、今年度（令和3年度）分の年会費が未納です。総会・懇
親会に出席／欠席に関わらず、何卒、年会費のご納付をお願い申し上げます。（同封されていな
い方は、今年度分はご納付済みです。）また、同期のお知合いで未登録の方がいらっしゃいました
ら、ぜひ会員登録のお勧めをお願いできれば幸いです。

会報「関東せいうん」発行時に、広告を出しませんか？

会報「関東せいうん」では、皆様からの広告を掲載しています。次号発行の際に掲載をご希望の
方は、まずは下記事務局メールまでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

昨今、発送費が値上げになっていることから、運営費用に大きく影響が出ています。
そのため長年にわたり年会費が未納の方には、総会・懇親会のご案内や会報などの発送を停止
させていただきます。引き続き案内をご希望の方は、同封の払込み用紙にて年会費のご納付を
お願い申し上げます。なお年会費納付状況は、本状の宛名ラベルに最終納入年度が記載されて
いますのでご確認ください。ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

事務局メール：kantouseiun@gmail.com
メールアドレスが変更となりました

会長 横井 透
副会長 加茂 千恵子
幹事長 土肥 健作

（東高30回生・昭和55年卒業）

（東高31回生・昭和56年卒業）

（東高34回生・昭和59年卒業）

副幹事長 小原 ゆかり
 霞 修治
 宮川 博昌
 辻 峰子
会計幹事 北村 雅樹 
 塩越 佳奈
監査役 上村 剛

（東高30回生・昭和55年卒業）

（東高33回生・昭和58年卒業）

（東高34回生・昭和59年卒業）

（東高34回生・昭和59年卒業）

（東高33回生・昭和58年卒業）

（東高35回生・昭和60年卒業）

（東高33回生・昭和58年卒業）

関東青雲同窓会役員 （令和3年3月現在）

関東青雲同窓会 監査役
上村 剛（東高33回生）

編集後記

重要




