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2014年10月18日(土）銀座『土風炉・銀座一丁目店』に
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】同期会の報告【
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14回目の七期会も無事終了しました。それぞれ65歳を迎えていますので(多少月日が残っている人も居ま
すね。)今回は、華々しく(?)開催しようと幹事は張り切っていました。(まぁ～皆さんには伝わらないですよね。)
なかなか、返信が届かず、クラス幹事の方に電話掛けをお願いしました、返信だけは過去最高の101通となり
ました。結果としての参加は、佐藤先生・鈴木先生・矢島先生・A組3名・B組4名・C組3名・D組3名・E組8名・F
組6名。合計30名でした。今回も初めての参加が2名いまして(F組山本君。柴崎[旧姓星野]さん)嬉しい限りで
す。30年程、開催していても初めての方に会えるという事は、これからも発掘出来るという事でしょうかね。楽し
みです。2年に一回開催していますが、前回は来なかったけれど、今回は参加。その反対。何年ぶりで参加と
色々ですが、会えばやはり懐かしく、嬉しく、楽しいものです。前回の参加の方から一泊旅行開催の希望が有
りましたので、計画しましたが、参加が少なくキャンセルとなりました。この件では、浅野君、片平君には、多大
な迷惑を掛けてしまいました。この場でお詫びとお礼を申しあげます。 本田（二木）真理
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岡崎孝昭

膝痛でつらい中、一向に上手にならないゴルフと、公立中学校の柔道授業に励ん
でいます。今回の七期会は中学卒業50年目、大勢集まるといいですね。(日野市百
草）
幹事の皆様、いつもご苦労様です。夜遅いのは苦手ですので欠席させて頂きます。
皆様のご健勝をお祈り致します。(武蔵村山市）

織田英実
近藤省三
本田孝次
茂串至孝

幹事様、御苦労様です。（葛飾区高砂）
『欠席』の連絡あり。(茨城県水戸市）
『欠席』の連絡あり。(中野区江古田）
まだ神田までかよっています。（千葉県安房郡鋸南町）

浅野哲男

Ａ

近況・同期生へのメッセージなど
当日は義兄の一周忌ですが中座してそちらに向かいます。家内が体調不良のため
「主夫」をしていますがなかなか大変です。皆様にお会いするのを楽しみにしていま
す。（町田市）
区の健康診断で大腸ガンのおそれがあるというので精密検査をしたらガンではな
かったのでひと安心。（練馬区南大泉）
わりあいに元気でやっています。皆さんの健康であることを願っています。（西東京
市）
老人会で地域の子供の見守りや公園の清掃等をやっています。（相模原市）

それなりに元気にすごしております。幸せな事だと思います。（埼玉県寄居町）
2年はあっという間ですね。銀座はとても嬉しいです。一応出席に○（一次会）してお
きましたが、もしもよんどころない事情ができた時はご連絡します。私も年をとりカン
上原（岡田）克恵
ズメやビンなどあけられない時は主人に頼んでいます。医者に行くと老化と言われ、
美容院に行くと老化と言われます。(新宿区）
『欠席』の連絡あり。(中野区江古田）
中野（金子）文子
Ａ
幹事さん、いつもお世話下さりありがとうございます。相変わらず近くに住む孫の賄い
小林（久保田）かをる 婆さんをしています。（中野区沼袋）
大田（青木）光子

軽部（佐々木）まり子 『欠席』の連絡あり。(茨城県稲敷郡河内町）
茂串（疋田）美記子 南房総へお越しの際は、ぜひ寄って下さい。（千葉県安房郡鋸南町）
中村（松田）喜代美 『欠席』の連絡あり。(千葉県柏市）
『欠席』の連絡あり。(町田市小山町）
野田（渡辺）綾子
『欠席』の連絡あり。(中野区江古田）
飯田保治
『出席』の連絡あり。(静岡県富士市）
青木（川野）高明
二次会は欠席です（翌朝が早いので）。＜近況＞２年前と変化なし。（働いていま
す。）血圧は下がりました（1?0→130）。義母（89歳）の介護をしています。（中野区鷺
笠原敏
宮）
『欠席』の連絡あり。(埼玉県比企郡小川町）
近藤真司
当日秩父の家に帰るため、二次会への参加は出来ません。よろしく。（埼玉県狭山
竹内清
市）
当日は京都に居ります予定です。。皆様に宜しくお伝えください。（中野区沼袋）
菱田隆
何とか老化と闘いつつ暮らしております。(武蔵野市吉祥寺）
和田寛
益山（阿部）由喜子 『欠席』の連絡あり。(杉並区方南町）
内山（奥田）みち子 畑を借り、家庭菜園に汗を流しています。（埼玉県小川町）
いつも御連絡を有難う存じます。何とか元気にしており、コーラスと3Ｂ体操などをし
Ｂ
杉谷(木村）笑美子 て、八ヶ岳の自然の中で暮らしております。皆様にどうぞよろしく。（山梨県北杜市長
坂町）
ご連絡ありがとうございます。ＮＰＯ団体の活動があり、当日は欠席させていただき
岡田（高木）百合子 ます。(神奈川県相模原市）
欠席します。（まだとても迷っています。行ってもすぐに帰らなければならないし！）
二木さん、須藤さんには本当に感謝です。10月11日に東京に用事で行きます。18
日は浜松で用事をします。本当にもう一週間早ければ東京で十分楽しめたのです
柳林（増島）令子
が。保護司の研修が始まります。迷ったらやってみよう・・・が、あとで大変な事になり
そうです。仕事（ケアマネジャー）もそろそろ（あと2、3年）と思っています。（静岡県
浜松市）
返事がおそくなってごめんなさい。欠席します。(藤岡市藤岡）
君野（矢掛）則子
ケイタイＮｏ.とメールアドレス変えました。返事が遅れて申し訳ありません。旅行して
藤原（山田）ふみ子 いたもので、つい出し忘れていました。元気です。（大阪市阿倍野区）
『欠席』の連絡あり。(杉並区西荻北）
池田秀一
母が長期入院となったため、実家での在宅介護が一段落し、３年振りに札幌に戻り
ました。スポーツクラブで身体を鍛えつつ、50年振りに絵筆を取り、水彩画に挑戦し
石井達夫
ています。（札幌市中央区）
前略。本田様、皆様、御壮健のことと存じます。佐藤先生もお元気で何よりです。私
も診察券の多さに呆れながらも何とか過ごしています。欠席の御無礼お許し下さ
栗原博行
い。草々。（中野区鷺宮）
Ｃ
現役時代より忙しい毎日を過ごしてます。8月25日に自転車走行中に車にハネラレ
高崎恵
ましたが「７期会」までには包帯は取れそうです。（木更津市清見台南）
八王子から練馬に引越しました。現在、練馬の部屋に6畳の和室を作成中で、これ
が済まないと引越荷物がかたづかないという状態です。落ち着いたら参加したいと
富樫正美
思います。（引越しの最中に受け取ったので[返信が]シワシワで申し訳ない。）（練
馬区豊玉北）
中野の老母の介護もいよいよ本格化してまいりました。「老々何とか」のエリアです。
西村孝一
（葛飾区東新小岩）

松澤（関）崇子

いつもありがとうございます。当日はあいにく仕事でおそくなるので欠席します。昨年
春より板橋区の会館で来年３月まで働く予定です。（江戸川区清新町）
元気でがんばっております。幹事様御苦労様です。（中野区野方）
いつもおはがきありがとうございます。いつか出席したいと思っておりますが申し訳あ
りません。10月の中頃になりましたらカンパに協力させていただきます。皆様によろし
くお伝え下さいませ。（静岡県駿東郡小山町）
仕事と畑で毎日忙しくすごしています。自分大好きな私ですが、二人の孫にも恵ま
れそれなりに楽しい日々です。（茨城県古河市）
お世話様です。大変遅くなり申し訳ありません!! 楽しい会であります様。実姉2期生
ですが、九州へ引越しましたので、できましたら同期生のリスト頂けますでしょうか？
（昭島市昭和町）
『欠席』の連絡あり。(中野区江古田）
家庭教師で青少年とつきあう・たまに3歳６歳10歳の孫と遊ぶ・たまに92歳の母の世
話で追われています！ 皆様お元気で ♫ （夜の仕事(!?)で残念です。いつか老後
(?! 引退後。来るカナ～)に参加させてくださいネ）（練馬区豊玉南）
孫の世話で忙しくしています。（仙台市青葉区）

三輪（新居田）則子

いつも御苦労様です。楽しみにしています。（板橋区成増）

丹羽寛
水口博
岩田早弓
山田（岩村）守恵
大野（大橋）由美子
Ｃ

石橋（金子）喜美枝
渡辺（塩田）郁子

新田やよい
藤崎（宮沢）京子
矢島美代子
石川（吉村）光子

趣味三昧の日々。元気にしています。当日はゴルフコンペの先約が有り欠席しま
す。ご盛会をお祈りしています。（大和市中央林間）
せっかくの会に出席できず申し訳ありません。元気でおります！（西東京市富士町）
『欠席』の連絡あり。(中野区沼袋）
『欠席』の連絡あり。(茨城県つくば市）

【写真】

私達は誰でしょう? (答えは最終頁)

一口メモ
昭和37.4.6入学式296名
昭和40.3.19卒業式285名

【懐かしの北側校舎】

石田安昭
片平潔
小宮俊一
外島裕
永井邦明
中野史雄

岡（石井）紀子
Ｄ
荒井（遠藤）由美

小林ふみ子

井上（佐々木）真喜
子
鈴村雅子
辻岡（高橋）くみ子
星野（長谷川）恭子
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大平一昭
岡本逸史
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岸勘治

合田貞夫

[電話連絡]当日は父の命日と重なり、田舎に法事に行かなければならないので、欠
席させていただきます。皆さんに宜しく。(練馬区豊玉南）
Every Sundayでして、年金生活に入りました。ここ一年、首と腰の背骨の手術を2
回し、リハビリ中です。（所沢市中新井）
今年は腰痛で遠出はできません。次回良くなったときには参加させていただきま
す。皆様によろしくお伝えください。（ＰＳ：振込先カタカナが指定されわかりません。
メールください）（札幌市中央区）
元気です。よろしく。（西東京市下保谷）
不動産会社をやっていますが、体調が良くないので又元気になったら出席したいと
思います。（港区虎ノ門）
返事が遅れ申し訳ありません。至急で母と義理の父を亡くし、当日は法事のため出
席できません。皆様によろしく。（品川区東五反田）
[本田さん宛]本田様。こっこからお聞き及びかもしれませんが、短大時代の恩師を
囲む会と重なってしまいました。卒業以来初めてのクラス会で、担任の先生も80歳
をこえたため、皆様の都合を困難の中で日程調整してこの日に決まりましたので、ご
めんなさい。（かなり前に決まってしまいました。） 今度7期会は出席すると言ってい
たのにうそをついてしまった感じでおわびいたします。ご盛会をお祈りしています。本
当にごめんなさい。（千葉県松戸市）
『欠席』の連絡あり。(埼玉県狭山市）
幹事の方々、いつもお世話様です。2014年4月に、事務所を神保町から自宅2Ｆに
移転しました。そのおかげで野方にいる時間が長くなり、ご近所の出会いが増えて
います。本づくり・編集のしごとはまだ続けていますが、いずれはリタイア予定。「高
齢者」になってスタートした「新しいこと」「初めてのこと」のおもしろさ・むずかしさに
ちょっとドキドキ・・・の日々を過ごしています。 （中野区野方）
『欠席』の連絡あり。(東村山市多摩湖町）
返事が遅くなって申し訳ありませんでした。主人の実家の手伝いに長期間いってお
りましたので（岡山へ）、10月は久しぶりに旅行の予定が入っていまして出席できま
せん。皆様によろしく！（清瀬市）
七期会のお知らせ、いつもありがとうございます。スポーツクラブに通い筋肉回復に
励んでおります。皆様に宜しくお伝えください。（国立市）
予定が重なっていますので、欠席させていただきます。毎日自彊術体操で元気に
しています。返信遅くなり申し訳ございません。（横浜市南区）
残念ながら所用と重なり、参加できません。来年の3月まで今の仕事を続ける予定
で、引継ぎ作業に追われています。相変わらず卓球を続けていますが、最近は腰
痛がひどくサポーターをしての痛々しい姿でやっています。もう少ししたら杖をつく
か、手押し車での歩行になるかもしれません。皆さんはお変わりなく元気なことと思
います。いつの日かお会いできることを楽しみにしています。（滋賀県草津市）
『欠席』の連絡あり。(練馬区高野台）
『欠席』の連絡あり。(中野区野方）
岸勘治です。あい変わらずバレーボールをしています。今年でチーム結成４０周年
になります。メンバーと盛大にお祝いをしたいと考えています。健康が第一ですね。
当日は、出張中のため、欠席させて頂きます。申し訳ありません。（中野区上鷺宮）
昨年、母を老衰で亡くしました。89歳でした。暮れに同期の方3名からやはりお母様
を亡くされたという喪中葉書を受け取りました。皆もう年なのでしょうか。思えば我々
の両親達は、戦後の困難な時代によく我々を養ってくれたものだと改めて思いま
す。妹が『寂しくなっただろうから飼え』と、捨て猫を２匹押し付けてきました。ま
た、甥が東京の学校に通うため上京してきたので、現在賄い下宿らしきものをして
います。毎日彼らの世話でてんてこ舞いです。市の社会福祉協議会で3年間続け
てきた手話学習は現在は小休止中です。（小平市天神町）

黒田寛

五藤賢ニ

相変わらず野球三昧（草野球と少年野球のコーチ）で休みは朝から晩まで、定年で
会社に残ったら仕事が増えてもうヘトヘトです。合間をぬって筋トレ中。※当日試合
がありまして雨天でなければ申し訳ありませんが遅刻します。（多摩市永山）

須藤泰史

『欠席』の連絡あり。(練馬区石神井町）[編集部注：当日は二次会に出席]
九段下道場で居合の師範をしています。年二回パリの門下生の指導に行くのが楽
しみです。(中野区江古田）

伴野保志

9月末で嘱託退職（65歳）ですが業務委託で、未だソフトウェア開発の技術者として
働きます。水泳大会年1回ペース、ＮＧＯの活動も続けています。（中野区沼袋）

西手良豊

女子美術大学、会津大学でデザインを教えています。版画はポーランドウッチの版
画ビエンナーレで入選、西会津美術村で入賞しました。（横浜市南区）

佐々木雅幸

E

[本田さん宛てＥメール]葉書を９月中に出さねばと思いつつ失念、お手数を掛けまし
た。10/18の7期会は欠席とさせて下さい。いろいろと多忙で東京へ出る機会はほと
んどありません。何週間か前に合田君が諏訪に来て、会うことが出来ました。宿泊
先の車山のヒュッテまで駅から送りがてら色々話ができて楽しかったです。その
ヒュッテの女将が鷺宮高校出身と分かるなど意外な出会いもありました。僕は冬支
度で薪材を伐採して集めてきたり、女房の畑を手伝ったりしていますが、夜や天気
の悪い日は音楽三昧です。楽器を奏くのが趣味ですがジャズピアノを弾くために結
構勉強が必要で、英語の理論書を読みあさっています。フルートでクラシックもやっ
ているので時間がいくらあっても足りません。今週は東京から友人がセッションをし
に来るので事前の練習で大変。「老人老い易く（音）学成り難し」です。そんなことで
皆様に宜しく。幹事様ご苦労様です。今後とも宜しく。（長野県茅野市）

松本英樹
松島正雄
涌井一敏
大平（石原）京子
佐藤(市川)真知子

飯塚（伊藤）京子

大神田幸子
花沢（佐藤）恵子

大村（清水）久身江

幹事の役員様、ご苦労様です。この一年、生涯の長い友（三人）が加速して亡くなり
ました。（松戸市五香南）
毎日たのしく生活しています。（中野区沼袋）
『欠席』の連絡あり。(中野区野方）
ご無沙汰しております。ちょうどその頃が長女の二子目の出産予定日近くで、上の
子を預かる為、今回も残念ですが欠席させて頂きます。先生方をはじめ、皆様にも
よろしくお伝え下さい。（練馬区光が丘）
残念ですが、欠席します。元気にしています。幹事様、いつもご苦労様です。（中央
区日本橋蠣殻町）
幹事さん、毎回ありがとうございます。ネットで皆様の写真はしっかり拝見。参加した
気分を味わっております。両先生はじめ皆様お元気そうで何よりです。5,6年前に仏
語を再開、何とかヘソクリをやりくりして時々（まだ2回）フランス旅行を楽しんでおり
ます。今回は残念ながら7年前に始めた社交ダンスのパーティと重なり欠席します。
皆様のご健勝をお祈りしております。（横浜市金沢区）
人生後半は地域のため活動しています。当日は野方地区まつり手伝い等があり欠
席させていただきます。（中野区野方）
幹事の皆様ありがとうございます。相変わらず仕事をしております。体力、知力の続
くまでもう少し頑張ってみようと思っております。当日は身内の法事で欠席させて頂き
ます。皆様に宜しくお伝えください。（中野区野方）
幹事様にはいつもお世話になっております。今の私はまだ幼稚園に入っていない孫
の世話に追われていて、なかなか自分の自由な時間が取れません。孫の手が離れ
たら皆様にお会いしたいと思っております。（新宿区上落合）

由谷裕子

10月1日、2日に他の用があって上京します。日程が合わず、今回は残念ですが欠
席です。そろそろ東京に戻る準備をしています。皆様、お体に気をつけて、楽しくお
過ごし下さい。（宮崎県宮崎市）

渡辺ひで子

『欠席』の連絡あり。(中野区沼袋）

F 荒井一郎

『欠席』の連絡あり。(中野区野方）

池田周平
岩松泰正
小野孝雄
清水静雄

高木永吉

本年９月65歳を迎え、昭和シェル石油一筋に会社生活の区切りをつけました。これ
から時間に余裕ができますので、参加できる機会を増やしたいと思います。今回は
予定があり残念ながら欠席させていただきます。(札幌市南区）
『欠席』の連絡あり。(中野区江古田）

水谷忍

まだまだ現役ですが、早く孫がほしいと、娘にお願いする今日近頃です。（中野区
沼袋）

鈴木進一

F

①皆、公的年金を満額受給できる年齢となりましたが、当方は志木市の中小企業
の経理マンとして、あと2～3年は雇用継続となり、サラリーマン生活が続きそうで
す。②昨年秋、日高幌尻岳に登山し、念願の日本百名山の完登を果たしました。
実に５０年がかりでした。今後は二百名山をめざします。（板橋区成増）
幹事役お手数おかけします。（中野区江古田）
久しぶりの参加になります。ようやく３度の手術を経て、持病の不整脈から解放され
つつあります。来年からは完全年金生活になる予定です。（中野区野方）
『欠席』の連絡あり。(埼玉県新座市）

村田博実
矢ヶ崎誠一

山本栄

相変わらず清瀬のグループホームで過ごしております。２ヶ月に一度中野の病院に
通院しております。皆さんの写真をよくながめております。おたより感謝します。（清瀬
市）
６月３０日に退職致しましたが、7月より継続して同社の相模原工場に勤務していま
す。お会いできるのをたのしみにしています。（府中市八幡町）
コンバンワ。11中Ｆ組であった山本栄です。小生は、名古屋在住の為、本田さん須
藤さんから案内を受け取るのですが参加出来ずここまで来てしまいましたが、今年
は参加してみたいと思います。まさに半世紀ぶりなので「この人誰？」と言われるで
しょうが、勇気を出して参加してみます。よろしくお願いします。（愛知県丹波郡扶桑
町）

佐藤（池上）恵子

『欠席』の連絡あり。(中野区鷺宮）

森（小西）正子
片野（小林）きみ子

幹事様、いつもお世話様です。（横浜市戸塚区）
元気に過ごしています。皆様によろしく。（練馬区石神井台）

柴崎（星野）由紀子

1Ｃ 寺邑陽子

返信が遅くなって申し訳ありません。実家に届いていた葉書を先日受け取りました。
私は中3の9月から翌年の3月までしか在籍していなかったので、殆どの方を知りませ
ん。先生も担任の池田先生しかおぼえていません。でもＨＰを見たところ何人かの
お顔をおぼえていますので、出席してみようと思いましたが、まだ大丈夫でしょうか？
（千葉花見川区）
まさに貧乏暇なしで、元気なうちはと働き続けています。皆様に宜しくお伝えくださ
い。いつもご連絡ありがとうございます。（文京区）

【幹事会からのお願い】
同期会へのご意見・ご要望・感想などがありましたら、各クラスの幹事までご連絡ください。（Ｃ組の幹事が西村
君に代わりました。）また、懐かしい写真があればコピーで結構ですから編集部までお送りください。
【代表】本田（二木）真理：m-h1565@grace.ocn.ne.jp（Ａ組）浅野哲男:awatetsu1949@yafoo.co.jp (Ｂ組)笠原
敏 : x0e5.kasahara@docomo.ne.jp （Ｃ組）西村孝一 : k.nishi.aoyama@nifty.com （Ｄ組）小林ふみ子：
eic@jade.dti.ne.jp (Ｅ組)須藤泰史:gojyaku@gojyaku.com (Ｆ組) 矢ヶ崎誠一:fwkd6006.aya-6006@nifty.com
【11中同窓会ＨＰ】 http://n11jhs.net/ 【七期会ＨＰ】 http://nanaki.ikidane.com/
【編集後記】
今年は、11中関西修学旅行・東京オリンピック・東海道新幹線開通・（都はるみデビュー）50周年記念の年。
さらに遡（さかのぼ）ればゴジラ東京上陸60周年。今でもオリンピック開会式・閉会式の歓声や、マラソンの円谷
や柔道の神永が負けたときのため息が聞こえてくる様な気がします。あれから半世紀も長い時が経過したにも
拘わらず、未だに11中の人達と交友が続いているのは本当に有難いことだと思っています。この会報が遠く離れ
た同期生同士のつながりに役立ってくれれば幸いです。 (Ｅ組合田）
【無断掲載ご了承ください】[写真の答
え]左から①小暮澄江先生 ②Suga-Pon ③池田美枝子先生

