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圧巻　これが伝統の力、府中の誇り　未来へ　
2012年11月11日、府中市文化センター大ホールで母校の創立100周年記念式典が、挙行され
ました。受付から進行まですべて在校生が行いました。
続いて音楽部の現役とOB・OGによるメモリアルコンサートが開かれました。

FUCHU

府中市文化センタ
ー大ホール
2012年11月11日　
100周年メモリア
ルコンサート

広島県立府中高等学校同窓会　東京支部会報　第6号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年3月発行

この場に居合わせた幸せ～
　徹夜明けで東京から福山に移動し、なんとかメモリアルコンサートに間に合った。
クラッシックを普段聴く事のない自分が演奏途中で居眠りをしやせぬか、少々不安だったが、杞憂
だった。祝典序曲からドヴォルザークの「新世界より」。多くの人が知るこの曲は100周年を飾るに
ふさわしい。東京支部のメンバーも大勢参加している様子。
　40分を超える長丁場も全く飽きさせない。圧倒的な数のストリングスが一糸乱れず旋律を奏で
る。コントラバスやチェロがこんなに沢山並ぶのを初めて見た。感心したのはストリングスの数に
比べ非常に少ない金管楽器が、全く負けていない事。
　地方の公立進学校ながら多くの音楽家を輩出している伝統の音楽部とはいえ、現役生から、一線
を離れたOBOGも集め、よくぞここまでの完成度を極められたものだと、身を乗り出し鳥肌が立つ
思いで聴き入った。
　働きながら、個々の技量を高め且つ全体で一つの作品とするのがどれほど大変か、社会人になっ
た今だからこそわかる。勇気と情熱をもってこのプロジェクトに関わった、全ての方々に心から敬意
と感謝を申し上げたい。この瞬間、この場に居合わせた幸せをかみしめた。  （放送部OB)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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東京から、森友嵐士さん、町本絵里さんも
ウッドアリーナでの記念祝賀会は800名を超える参加
同日14時から場所を市の総
合体育館に移して行われた
記念祝賀会は、オレンジの
ジャンパーを着て黒子に徹
する同窓会本部メンバーの
ご尽力で大盛況でした。

恩師健在

親子
二代　

叔母
と姪

現在は倉敷に拠点を移し活躍
中の村上さんも校歌をリード

100周年記念事業
への寄付金は総額
9300万円に達し
ました。本当にあ
りがとうございま
した。
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2012年5月　東京支部総会・懇親会の様子　（当番幹事 昭和43年卒・53年卒）

2012年5月19日土曜日
学士会館で100周年ミニコンサート
151名の出席で賑やかに和やかに。

今年は昭和54年卒が
当番幹事です。
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東京支部　活動報告
平成24年度（2012年度）
月 日 曜日 事業 会場
3 10 土 会報第5号　発行

5 19 土 2012年度　支部総会・懇親会 学士会館

7 21 土 役員・当番幹事引き継ぎ幹事会 目黒・下目黒住区センター

10 6 土 役員・当番幹事合同幹事会 目黒・下目黒住区センター

11 9 金 100周年記念モニュメント除幕式　
杭谷　一東氏による記念講演会

府中高校

11 11 日 100周年記念式典・コンサート
100周年記念祝賀会

府中市文化センター
ウッドアリーナ

12 8 土 役員・当番幹事行動幹事会 目黒・下目黒住区センター

2 16 土 年次世話人との懇談会 新大久保：関東ITソフトウェア健保会館

3 2 土 幹事会  目黒，五反田：大崎第一地域センター

3 16 土 会報第6号　発行

4 20 土 役員・当番幹事合同幹事会 目黒・下目黒住区センター

5 18 土 2013年度　支部総会・懇親会 学士会館

2013年

2013年

予定

予定

参加者総数 一般参加 招待者
2007 122 118 4 講演、ソプラノ独唱、和太鼓

2008 121 118 3 ソプラノ独唱

2009 136 132 4 ソプラノ独唱、いきいき健康体操

2010 145 140 5 ソプラノ独唱、森友嵐士プロモーションビデオ

2011 130 124 6 講演、木管五重奏
2012 151 148 3 100周年記念ミニコンサート

2013 弦楽四重奏ミニコンサート予定

総会・懇親会の参加者の推移

予定
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東京支部役員組織図
平成24年度（2012年度）

相談役
大永勇作(19) 
掛江正浩(28)

支部長 
（100周年記念事業実行委員会顧問）  

藤岡康宏(32) 

会計監査
金田邦彦(37)
寺岡暉人(40)

幹事長
（100周年記念事業実行委員会募金部会副部会長） 

小川英光(35) 

副幹事長
（幹事会事務）
（高校生研修）
佐藤義雄(38)

幹事
幹事長補佐
(総務)

山中宮次郎(34)

書記
中山ひとみ(51)

組織強化
（参加者増強）
（女性参画）
（年次世話人）
宮崎孝直(44)
渕上正夫(45) 
中山ひとみ(51)
矢倉靖子(52)

広報
（会報）

（ＨＰ運営）
増川達雄(50)
長谷川陽一(57)

総会
（当番幹事）
殿元清司(49) 

会計
鎌倉康裕(40)

（旧当番幹事代表）
北川　宏(52)
小川正則(53)

☆ カッコ内の数字は「卒業年」
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年次世話人　

卒業年 世話人氏名 世話人氏名 卒業年 世話人氏名 世話人氏名
昭和31年 山崎 令氐 昭和51年 金子由紀子

昭和32年 戸田　豊 昭和52年 矢倉　靖子

昭和33年 福万　博教　 昭和53年 小川　正則

昭和34年 山中宮次郎 昭和54年 和田  好弘 井上　清明

昭和35年 唐川　安弘 昭和54年 佐藤　陽子

昭和36年 菊岡　和俊 五阿彌　延衣 昭和55年 平田　俊司 柴床　恵美

昭和37年 山崎　重人 昭和56年 藤井　康雄

昭和38年 佐藤　義雄 楢崎  昌哉 昭和57年 長谷川陽一

昭和40年 寺岡　暉人 原　　瑞穂 昭和58年 児玉　和久

昭和41年 徳毛　誠治 昭和59年 田口　充宏

昭和42年 川部　武郎

昭和43年 田辺　博三

昭和44年 宮崎　孝直

昭和45年 日谷　伸児

昭和46年 佐藤　信之

昭和47年 今川　修吉

昭和48年 田部  啓治

昭和49年 石岡　義章 平成13年 大村　俊雄

昭和50年 皿海　康行 平成15年 岩岡  隆之

卒業年毎に1名から３名、学年の代表として支部活動へのご意見を伺い（支部幹事との
懇談会にて）、同期の皆さんに東京支部活動への参加を呼びかけていただいています。　
      　　　　　　　　　 （卒業年順　敬称略）

昭和60年卒以降で同期会の幹事をなさっている方、世話人になっていただけませんか。
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通信連絡賛助金について(任意)
　平成19年（2007年）から発行を始めた東京支部会報は、多くの皆様から概ねご好
評頂いており、総会出席者数もじわじわと増加傾向にあります。 また有難いことに
「総会には出席はできないが、会報は送って欲しい」といって下さる方が200名近くい
らっしゃいます。

　東京支部では発足以来、年に1度の総会・懇親会の出席者から頂く会費の中から、総
会費用（会場費・飲食費・通信連絡費・ゲストへの謝礼）や支部運営経費を賄って参
りました。通常の宴席と違い、飲食部分に充てられるのは頂いた会費の５割程度でし
かなく、せっかくの出席者の満足感を得にくい状況でした。

　そこで、まずは会報を発行して、支部の活動や会員の方々の近況をご紹介すること
により、東京支部を身近に感じて頂けるようにする事を考えました。そして、この会
報を「購読していただく」という意味で、あるいは、東京支部の各種活動への賛助の
意味で、任意ではありますが「通信連絡賛助金」という制度を設けさせていただきま
した。お陰さまで、毎年200名近くの方から30万円を越える賛助金を頂戴していま
す。詳しくは、下の表をご覧下さい。

　100周年事業は支部会員の皆様からも多大なるご協力をいただき、無事成功裏に終
わりました。新たなる歴史を刻む母校や郷里の発展に寄与する為にも、 若い世代にも
出席出来るよう会費を低く抑え、なおかつ支部の財政基盤をより強固にする必要がご
ざ います。

趣旨にご賛同いただけましたら、次の2つの方法のうちいずれかでお願い致します。 
お一人様 一口1000円/年です。

　1.同封のゆうちょ銀行の振込用紙をお使い頂き、支部の口座 へお振り込み 

誠に申し訳ございませんが、振込手数料はご負担お願い致し ます。(ゆうちょ銀行の窓口だと120円、
同行のATMからは 80円です。ぱるる口座お持ちの場合は口座間振込 無料の様 です。)

　2.総会・懇親会当日ご持参いただく。

　　
 

直近3カ年の通信連絡賛助金　受領額
平成22年度（2010年）　331，000
平成23年度（2011年）　398，000
平成24年度（2012年）　361，000

＊＊＊初めて東京支部からお便りする方に
は振込用紙が同封されていない場合があり
ます。その場合、次号会報送付時に是非ご
検討お願い致します。
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［総則］
第1条 本会は、広島県立府中高等学校同窓会東京支部という。
第2条 本会は、会員の豊かな未来を願い、相互の親睦を図り、併せて本部及び各支部との

連絡を密にし、母校と郷里の進展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、事務所を支部長宅に置く。
［組織］
第4条 本会は通常会員と客員で組織する。

1. 通常会員　東京都及び近郊に在住又は勤務する旧県立府中中学校、旧県立
府中高等女学校及び府中高等学校の卒業生並びに幹事会がこれらに
準ずるものと認めた者。

2. 客員  東京都及び近郊に在住する、前項に定める母校の職員であった者。
［役員］
第5条 本会に次の役員を置く。
 　　支部長 1名  副支部長　3名
 　　会計監査 2名  幹事長　　1名
 　　副幹事長 若干名  幹事  30名以内
 　　相談役 若干名
第6条 役員の任期は、就任後2年目の定時会員総会終結を以て終了とする。ただし、

重任を妨げない。補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。

1. 支部長・会計監査は、通常会員の中から総会において選出する。
2. 副支部長・幹事長・副幹事長・幹事は、支部長が通常会員の中から選任する。
3. 相談役は、支部長が幹事会の同意を得て選任する。

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 支部長 本会を代表し、会務を総括する。
 副支部長　支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代理する。
 会計監査　会計の監査にあたる。
 幹事長 支部長の指示に基づき会務を総括し、本会の運営にあたる。
 副幹事長　幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代理する。
 幹事　幹事長・副幹事長を補佐し、本会の運営にあたる。また幹事長より会

計担当を委嘱された幹事（以後，会計幹事と呼ぶ）は会計処理にあたる。
 相談役 本会の運営について相談に応ずる。

広島県立府中高等学校同窓会東京支部会則
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［年次世話人］
第9条 同窓会の各年次に年次世話人を置き、同期生の連絡、まとめ役にあたる。

年次世話人は、支部長が通常会員の中から選任する。
［事業］
第10条 本会の目的を遂行するため、次の事業を行う。

1. 本部との連絡・通信に関すること。
2. 会員相互の交流親睦と会員名簿の整理作成に関すること。
3. その他本会の目的遂行に必要な事項。

［会議］
第11条 本会の会議は、会員総会・幹事会とする。会議の議長はすべて支部長があたる。
第12条 定時会員総会は、毎年1回、通常春季（4月～6月）に開催する。臨時会員総

会は、支部長が必要と認めたとき、幹事長に諮り、随時開くものとする。幹事会
は、幹事長が必要と認めたとき随時開くものとする。幹事会は、会計監査を除く役
員をもって構成する。

［会計］
第13条  本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度の末日をもっ

て決算期日とする。
第14条  本会の経費は、会費及び寄付金による。
第15条  客員の会費は、随時寄付金によるものとする。
第16条  総会の経費は、原則として当日出席の会員より徴収する。
第17条  会計幹事は、会計監査の行う監査手続きを終了した決算書に基づき、定時会員総会

において会計報告をするものとする。
［会員の協力義務］
第18条  会員は、会員間の交流を図るため、その知友会員・客員についても住所・連絡先に

異動あるときは、幹事に通知する等本会の事業運営に協力するものとする。
［付則］本会則は、定時会員総会の承認を得たときより発効する。

改正年月日　2009年7月18日
改正年月日　2011年4月24日
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　 府中高校同窓生の皆さんこんにちは、私は昭和４５年卒の日谷と申します。出身中学は、神
石町（現神石高原町）神竜中学永渡分校（当然ながら随分昔に廃校になりました。）です。こ
の度、記事を投稿する機会をいただきましたので、私の職場を簡単に紹介させていただきま
す。
　 私は現在、羽田空港近傍にある「全日空訓練センター」において、基礎学科教官として勤務
しています。羽田空港～浜松町間を結ぶモノレールの整備場駅から西方を望むと、「ＡＮＡ」
の表示を掲げたビルが見えますが、そこが私の職場です。元々は航空自衛隊にて航空管制官と
して勤務していましたが、定年退職後、縁あってＡＮＡに入社しました。
　ここでは、ＡＮＡのパイロットやキャビンアテンダント（ＣＡ）に対する訓練が包括的に実
施されています。パイロットは、機長や副操縦士に昇格してからも、日々のフライト以外に定
期的な種々の訓練が必須ですし、ＣＡも緊急時の対応要領の訓練が欠かせません。その意味
で、この訓練センターの存在意義はとても大きいものがあります。
　 私自身の主な仕事内容は、航空自衛隊時代の経験を活かし、若いパイロット訓練生に対し
て、航空法や航空管制の規則、社内規程等を教育することです。全国の大学から、選りすぐり
の人達が入社してきますので、授業中の質問は鋭く、日々真剣勝負の気持ちで対応しなければ
なりません。また、近年航空界はＧＰＳを主体としたナビゲーションがメインになりつつあ
り、関連機材やその運用は日進月歩の速さで進歩しているため、それを教えるため教官自身も
勉強が必要です。という訳で、これまでの人生で今が一番勉強しているかもしれません。
　 さらに、自分の息子よりも若い訓練生に接してエネルギーを吸収し、大勢の美しいＣＡさん
が毎日出入りする場所で勤務できることは、ある意味幸せでしょう。（目の保養も、若さを維
持する大切なファクターです。）
　 当訓練センターには、実際のフライトを模擬したシミュレーターが各機種ごとに多数設置
されており、若い人からベテランまで日々訓練に励んでいます。私自身は学科の座学教育のみ
を担当しているので、シミュレーターに接する機会は残念ながらありません‥‥。この職場
で勤務できるのもあと数年しかありませんが、優秀なパイロット養成のため微力ながら尽力
していきたいと思っています。
　以上で私の職場紹介を終わります。異常気象が異常でなくなりつつある昨今、健康に十分留
意してお過ごしください。

　　　　　　　　　　　　　 　

寄稿　雑感－まずは職場紹介
全日本空輸㈱　（昭和４５年卒）日谷　伸児（ひだに　しんじ）
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支部総会・懇親会で得た知己は
学年を超えて拡がっています。
47年卒と48年卒の皆さんでゴル
フ好きの方は、年に2回ゴルフ
コンペを開催されています。
（栃木県　南摩城カントリーク
ラブ）

共通の話題も多く、和気あいあ
いとプレーした後の「反省会」
ならぬお楽しみもあります。

学年を超えた交遊
ゴルフと歌舞伎

こちらは、歌舞伎に造詣が深い
中山ひとみさん（５１年卒）の
アテンドで８月に新橋演舞場で
開催された市川海老蔵「伊達の
十役」を鑑賞しました。歌舞伎
初心者がうち揃い開演前のレク
チャーを受け、イヤフォンガイ
ドを耳にして４時間はあっと言
うまに過ぎました。間近でみる
海老蔵の変化ぶりに驚嘆し、芸
の凄みを感じた一日でした。
（５０年卒、５１年卒、５７年
卒、５９年卒およびそのご家
族）
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1.　日時：　平成25年5月18日（土）　12時３０分～開場　開会13時～16時
13：00～14：00　総会及びアトラクション
14：00～16：00　懇親会

2.　場所：　学士会館　
東京都千代田区神田錦町3-28 
地下鉄都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車A9出口1分、
東京メトロ東西線「竹橋」駅下車3a出口5分。「東京」駅北口からタクシーで10分 
電話：　03-3292-5936

3.　会費：6千円／人
ただし学生の方は3千円、昭和３１年以前のご卒業（約75歳以上）の方と平成２年以降
の卒業の方及びご夫婦でご参加の場合は5千円/人です。

4.　申込期限：同封のハガキ、またはメール等にて、4月10日迄に返信お願いします。
（当日のご参加も歓迎いたしますが、名札等がその場での対応となります。）
出席のご返事をいただきながらやむを得ず欠席される方、必ずご連絡をお願いします。
年次世話人または下記名簿管理担当幹事へどうぞ。
　名簿管理担当：長谷川陽一（昭和57年卒）
　　　携帯：080-4001-8024　 e-mail　yo_hase@mac.com
　　　FAX　03-5395-0644
 〒１１２-００１１　文京区千石２-４４-１６　長谷川陽一
　　（府中高校同窓会　東京支部　幹事）　

5.　食事：懇親会では、お飲み物、オードブル、デザートをお出しします。恐れ入ります
が、各自軽くお昼食を済ませてお越しください。　　　

今年の東京支部　総会・懇親会のご案内
　（開会前12時45分から100周年記念懇親会の際の映像を流します。）

今年は、昭和５４年卒が当番幹事
で、44年卒、平成元年卒の方もサ
ポートしていただきます。
アトラクションは昭和５５年卒元
RCCアナウンサーの村田（楢崎）
仁美様のプロデュースによる弦楽
四重奏をお楽しみ頂きます。
　懇親会ではテーブル対抗のクイ
ズも用意しております。
　同期の皆様との語らいの場、一
次会の場として是非お誘いあわせ
の上ご来場下さい。

←会場案内図


