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　平成30年5月26日（土）に開催された東京支部総会・懇親会は、参加者201名と大盛況でし
た。　なんと府中の小野市長がサプライズ参加！！　昨年神田小川町にオープンした府中市ショッ
プ「NEKI」も臨時出店。地元商工会議所からも府中の今をPR（昭和59年卒　宮事務局長）。また、
備後府中国府ムーブメントを盛り上げているT-BOLANの森友嵐士さん（昭和59年卒）も当番幹事
として出席。中東打楽器（昭和59年卒　田口充宏さん）と艶やかなベリーダンス。締めは力強い和
太鼓の独奏（昭和57年卒　皿田泰二さん）でした。

祝200名突破記念　12ページオールカラー、メイキング総会・懇親会の様子をご
紹介します。

会場の学士会館の入口で
は恒例　創立100周年の
記念タオルでのお出迎え

★★★卒業年次を越えた縦の繋がりを深めようと、同好会が
３つ発足しました。（カープ観戦同好会、ぽんしゅ同好会、
リレーマラソン同好会）詳細は８，９ページへ！

通信連絡賛助金はこちらへ
府中市アンテナショップ
「NEKI」も出店 アンケートを卓上に置きました
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当受付は昭和56年卒、57年卒、58年卒、60年卒の混成チーム

11時～オープニング準備

東京支部のHP（「府中高校　東京支部」で検索）、facebookページもどうぞ
ご覧ください。支部会員の登録はHPから可能です。お気軽に(^o^)
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表紙は平成15年卒　ヒラノトシユキさん司会、緊張します 2019年はお任せっ！

本部岡本会長、小野市長
左から東京支部小川相談役、本部唐川副会長、

東京支部宮﨑支部長
右から関西支部の宮本支部長・

唐川幹事長、東京支部佐藤副支部長・
殿元副幹事長

東京支部役員　宮﨑支部長（昭和44年卒）含む21名（昭和35年卒から61年卒迄）

カメラ担当　昭和56年卒藤井さん、平成24年卒高木さん　昭和60年卒今田さん　　昭和58年卒加藤さん

宮﨑支部長　挨拶 冨永幹事長による活動報告 鎌倉幹事による会計報告

スムースな受付を心がけました

12時～小野府中市長ご到着　同窓会役員との懇談～受付開始

あとで太鼓
叩きます

13時～総会開始

市長の秘書
さんも同窓！
平成9年卒 
槙本さん
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ご来賓　本部　岡本会長
ご来賓　近藤教頭先生は
58年卒の同窓生 府中商工会議所　宮事務局長

13時50分～懇親会とイベント・アトラクション

小野市長　ご挨拶

岡本会長のご発声で「乾杯！」当番幹事　昭和59年卒

昭和16年から34年卒

★卒業年の近いテーブル毎の集合写真です。4人のカメラマンが飛び回って
撮影しました。

昭和35年・36年卒　本部岡本会長・唐川副会長、関西支部宮本支部長・唐川幹事長もご一緒に
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昭和37年から42年卒

昭和43年から47年卒

昭和48年から51年卒　小野市長もこちら

昭
和
52
年
・
53
年
卒

○懇親会場内でのスナップ
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昭和54年・55年卒

昭和56年・61年から平成4年卒

昭和57年・平成5年から平成27年卒

昭和58年から昭和60年卒
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★☆中東打楽器ダラブッカとベリーダンス

　３年前からダラブッカを学んで来た59年卒田口充宏さんが総会の司会もしつつ大車輪の活躍、艶や
かなベリーダンスに会場も沸きました。同期の森友嵐士さん（T-BOLAN）も、故郷府中への熱い想
いを語ってくださいました。

テーブルチェンジ　現住所別テーブル

埼玉県　その１ 千葉県　その１

千葉県その２埼玉県　その２

東京都　その１ 東京都　その２
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東京都　その３ 神奈川県その１

神奈川県その２ 茨城県　山梨県　長野県　大阪府　広島県

和太鼓 
57年卒皿田泰二さんは、1月3日福山ニューキャッスルホテルで開かれた学年同窓会でも披露してくださいました。
なんとその日はほぼ同時刻に、府中高校51年卒、52年卒、57年卒の3学年の同期会がありました。

★★ぎょうさん来たで賞（10人以上出席した卒業年には二次会用に金一封を進呈する事になりまし
た。今年は、昭和57年卒、ジャンケンで52年卒と58年卒が、殿元総会運営部会長から授与されました。）

特製お猪口を井内先生、
脇坂先生、門田先生に

贈呈

冨永幹事長 
締めの挨拶

1月3日57年卒の同期会です

東京支部の活動紹介 
東京支部では恩師および卒業生の作品の情報収集と寄贈を行っています。 

　（お願い） 
　みなさまの周りで、書籍や音楽CDなど出しておられる恩師・同窓生をご存じでしたら是非情報をお知
らせ下さい。まず長谷川陽一までご一報ください。後ほど担当幹事の小田、植松より詳細を伺います。 
今年度は10月末に以下の４冊を高校図書館に寄贈致しました。（敬称略） 
①根来広光（昭和30年卒　高6回生）「みんな、野球が好きだった」（聞き書き：小田豊二） 
②占部明雄（昭和38年卒　高14回生）「人性水の如し」 
③野宗邦臣（昭和36年卒　高12回生）「君の働き方はサラリーマンか、ビジネスマンか」 
④吉田信夫（平成7年卒　高46回生）「超有名進学校生の数学的発想力～日本最高峰の頭脳に迫る～」
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東京支部に「同好会」が発足！　 
このたび、卒業年次を越えた東京支部での縦の繋がりを深めようと、同好会が３つ発足しました。　 
以下に、同好会を紹介致しますので、ご興味がある同窓生の方々、ぜひご参加下さい。　　　　　

①カープ観戦同好会 
今年度、首都圏にいらっしゃる府中高校卒業生同士の親睦や交流を図るため、同窓会東京支部にて「カープ観戦」
同好会を立ち上げました。 
同好会第一弾の観戦は、6月2日千葉マリンスタジアムでの対ロッテ戦。確保した団体席30席は同窓生とその家族で
埋まりました。同窓生の卒業年度はS.38年卒からH.7年卒までと幅広い年齢層が集まりましたが、観戦では世代間
を越えカープの応援を通じて心が一つになり、また、観戦後海浜幕張駅近くで開催した親睦会も地元府中/備後の話
題で盛り上がりました。 
あらためて、府中高校同窓会の方々のカープ愛、地元愛を知る一日でした。 

来年以降も下記要領でカープ観戦同好会は
続けていきます。 
ご興味の方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加下さい。
お待ちしております。 

〇カープ観戦同好会の運営方法概要 
　・毎年1月-2月：取りまとめ役にて首都圏球場でのカープ

戦日程確認、当年度観戦予定日確定 
　・毎年2月-3月：取りまとめ役より同好会メンバーへの観戦予定日の連絡、 

同好会メンバーより取りまとめ役へ観戦希望回答 
　・毎年3月-6月：取りまとめ役にて、観戦予定日の観戦希望人数分の団体席予約、 
　　　　　　　　　 同好会メンバーより取りまとめ役にチケット代およびチケット送料代振込 
　・毎年4月-8月の観戦日当日：カープ戦観戦。観戦後、有志にて親睦会 
　注）近年カープ戦は人気があるため、団体席チケットが予約できない場合があります。 
　　　その場合はその年のカープ観戦同好会活動は中止となりますので、ご承知おき下さい。 
〇カープ観戦同好会の費用 
　同好会への年会費や登録費は一切不要です。 
　観戦を希望されたチケットが予約できた場合のみ、チケット代およびチケット送料代を頂きます。 
〇カープ観戦同好会への参加方法 
　同好会取りまとめ役（高橋）の下記連絡先に参加したい旨、ご一報下さい。随時ご連絡を差し上げます。 
　お気軽にお問い合わせ下さい。　 
問合せ先　S61年卒　高橋弘一郎　k-ta.flstf@ezweb.ne.jp

③リレーマラソン同好会 
こんにちは、S.61卒（37回生）高橋です。 
私たちS.61卒生は、地元でも首都圏でも同窓会活動が活発で、さまざまなイベントを企画しています。その中で、
S.61卒首都圏同窓会がもっとも頻繁に行っているのが、皇居ランやリレーマラソンといった、走る企画です。 
4年前の平成26年秋になにげに提案した「みんなでちょっとずつ走って完走するリレーマラソンに出場してみな
い？」から走る企画は始まりました。当時の首都圏同窓会の目立ったジョガーは、ハーフマラソンに出場している
女性が1人、10km程度をジョギングしている男性が1人くらい。それでも、「ちょっとくらいの距離でいいなら」
「遅くてもいいなら」といった、同窓生間ならではのゆるゆるした気持ちの中で企画が進み、平成27年年明けに
埼玉スタジアム2002で開催された4時間耐久リレーマラソン大会に出場。大会では制限時間内の4時間でフルマラ
ソンの距離を突破し、これを機にみんなでタスキをつなぐ楽しさを覚えました。

②ぽんしゅ同好会 
いろいろな日本酒を集めた日本酒の会や、酒蔵を巡るツアー等、ファ
ンの皆さまにはたまらないイベントを次々と企画して参ります。日
本酒を通じて、親睦を深め、さらにいっそう美味しく日本酒を飲み
ましょう。 

（参加条件）ただ、美味しく日本酒を飲みたい方 

問合せ先　S58年卒　加藤雅子　
sake_komachi@adsophia.com

ご注意：　eとKの間にはアンダーバーが入ります。 10月22日　南青山で顔あわせ会

mailto:sake_komachi@adsophia.com
mailto:k-ta.flstf@ezweb.ne.jp
mailto:k-ta.flstf@ezweb.ne.jp
mailto:sake_komachi@adsophia.com
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同窓生寄稿 「府中よいとこ　おいでゃんせ２」昭和26年卒　宅味　大治

≪街興し事始め≫ 
・難しいこたぁ解っとる。
出来ん理由はイッピャアあ
る。 ソリョー並べても時間
のムダじゃ。…逆転の発想
で…ヤル為にゃあ、どうす
りゃあエエか？をみんなで
考えよう！ 
・「府中の自慢探し！」 
・「イベントの工夫」 

 「唱歌」 ≪府中よいとこ  
おいでゃんせ！≫              
( ♪「鉄道唱歌」　汽笛一声
新橋を～～ の曲調で)    
                    
<地形…由緒> 
1  トンビがカラスに云うとっ
た   空から府中をヨー見て
ミィ　ホンに京都にヨー似
とる！     府中よいとこ  
おいでゃんせ 

2  府中の上山(ｳﾔﾏ)は西にあ
る 京都の北山、北にある  
地図で二つを重ねて見ィ       
府中の地形は小京都！ 

3  三方、山に囲まれて           
芦田川、出口川、砂川は、
桂川、賀茂川、宇治川よ 
ホンに京都にソックリじゃ！

<名所…山沿い > 
6  府中は備後の中心じゃ 
元町辺りを掘ったれば 
なんと備後の国府跡           
1300年の歴史あり 

8  亀ケ岳には三角点             
標高539 メーター 
天空の池、七ツあり         
府中よいとこｵｲﾃﾞﾔﾝｾ 

9 　八尾山ソレ比叡山          
ホンなら琵琶湖はどこにあ
る？七ツ池じゃあ不足かﾅ？       
 府中よいとこ ｵｲﾃﾞﾔﾝｾ 

10  七ツ池には青目寺             
坊さん大蛇を退治した 
  爆薬仕掛けた藁人形           
府中よいとこ ｵｲﾃﾞﾔﾝｾ 

11 本山(ﾓﾄﾔﾏ)潤(ｳﾙｵ)す七ツ
池   水の涸れない百枚田　
見事な石垣、段々に           
府中よいとこｵｲﾃﾞﾔﾝｾ 

14　庄ノ池ゃ 府中の公園
じゃ   桜の並木に囲まれて 
大賀の蓮もポンと開く        
球音響くはグラウンド 

15  首無し地蔵さんはその
近く   夢のお告げで掘り出
され　お礼詣りの旗の波            
府中よいとこｵｲﾃﾞﾔﾝｾ 

<街道…寺社…川筋> 
19  石州街道は銀の道            
はるばる運んで来たもん
じゃ 世界の銀貨に使われた    
府中よいとこｵｲﾃﾞﾔﾝｾ 

20  石州街道にゃ慶照寺          
西町　明浄寺　光円寺 
鵜飼にゃ槍の徳円寺 念西 
（ﾈﾝｻﾞｲ）上人の善行寺 

21  本願寺なら明浄寺            
知恩院なら金龍寺 
地図を重ねてヨー見てミィ    
位置と宗旨がピッタリじゃ！

22  金龍寺、脇の発掘で          
伝吉田寺の跡からは 
髻(ﾐｽﾞﾗ)の顔描いた瓦出た    
天平の職人の落書きか？ 

34 日本一の石燈籠           
金比羅さんの直ぐ「ネキ」
に府中名所の「恋しき」が      
有志の協力で復活じゃ 

<産業> 
36  府中名物、府中味噌         
赤味噌・白味噌・金山寺 
いずれ劣らぬ手前味噌       
新製品もぞくぞくと 

37  府中箪笥は全国区           
何百年も職人が  
腕を競った家具の町         
嫁入り道具の桐箪笥    
  
38  家具と並んで鍛治屋さ
ん   クワ・スキ・カマなら
任せとき 
トンテンカンと火花散る    
府中よいとこ おいでゃんせ 

39  昭和の御代には工業化      
戦後の発展目覚ましく 
旋盤技術にダイカスト      
府中の企業の双璧じゃ 

41  社長の趣味が始まりで      
リモコン模型の飛行機が 
ヘリコプターへとワザ繋ぎ  
産業ドローンの先駆けじゃ    

42　紳士服中心の専門店　
兄弟二人で立ち上げて 
全国展開めざましく、背広
の売り上げ世界一 

＜提案＞ 
大文字焼き送り火は                      
京都のお盆に 花 添える          
府中に因んだ「中文字」                    
彼岸の中日と盆に灯そう   
 

S61卒生とお揃いのTシャツで

　支部会報第10号で府中と京都が似ていると、街興しのヒントをご提案下さった宅味さんよ
り第2弾を頂戴しました。　鉄道唱歌のメロディーで全46番。さらに番外編・上下編もあわ
せると60番超の大作につき、紙幅の都合で部分的に掲載させていただきます。悪しからずご
了承ください。（編集者）

それ以降、毎年なんらかのリレーマラソン大会に出場していますが、今年は東京で最大規模と言われる「味の素
スタジアム耐久リレーマラソン」に、S.61卒生8名で1チームを編成し参加してきました。また、同窓会東京支部
にも声を掛け、こちらからも1チーム9名参加されました。 
S.61卒生チームは8名中2名がリレーマラソン初参加。そして、東京支部チームは最上級生がS.55卒、最下級生
H.4卒で全員がリレーマラソン初参加（マラソン経験者は2名）。どちらのチームも年齢的にランニング中のケガ
が気になる世代（笑）ではありましたが、「ゆっくり走って、楽しくタスキをつなぐ」を合言葉に、全メンバー
怪我なく、どちらのチームもフルマラソンの距離を4時間数分のタイムで完走しました。 
また、当日はリレー走者以外にも応援に同窓生が来られ、走る以外にも交流が図れるいい機会となりました。 
今後は、東京支部の同好会企画として、毎年「味の素スタジアム耐久リレーマラソン」に出場しようと考えてい
ます。 
いっしょに走ってみたい方、応援されたい方、ご興味がある方、走る企画情報を随時ご連絡致しますので、 
私（高橋）の下記連絡先までご一報下さい。お待ちしております。 
問合せ先　S61年卒　高橋弘一郎　k-ta.flstf@ezweb.ne.jp

リレー参加と応援のみなさんと

mailto:k-ta.flstf@ezweb.ne.jp
mailto:k-ta.flstf@ezweb.ne.jp
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 同窓生寄稿　「誠之舎の思い出」　平成10年卒　高橋　俊次
誠之舎の思い出 

氏名　　　髙橋　俊次（たかはし　しゅんじ） 
在舎期間　1999年4月~2003年3月 
出身地　　福山市神辺町道上 
出身大学　武蔵工業大学 
勤務先　　大成建設（株） 

　1999年3月、世田谷区にある武蔵工業大学工学部機械工学科に進学が決まりましたが、如何せん東京の地理に疎
く、親類の紹介で、文京区にある誠之舎に住むことになりました。 
　一人暮らし、また都会暮らしが初めてのため、不安がありましたが、同郷の諸先輩方や同期の助けもあり、無事、
4年間を過ごすことができました。 
　入舎時は、高橋謙先生が舎監をさせておりましが、お亡くなりになりまして、林靖人先生が舎監をされました。 
　誠之舎の生活は、食堂で同じ食事をし、風呂も共同ということで、仲間意識も深まりました。卒業後も福山や東
京で同年代が集まり飲み会をしています。飲み会でいつも話題になるのが、食事、風呂、寮祭、
ソフトボールチームのシャウツ、裏口から女性が入っていくのを見た件、麻雀サンゴでの麻雀大
会、猫くらいのドブネズミを見た件、などです。 

昨年夏、退監されました林先生と同期の何名かで福山で食事会をしました。そのとき頂きま
したのが右写真の『誠』の手ぬぐいです。応接室に掛けてある書を手ぬぐいにされたそうです。 

　その下の写真は、誠之舎を出て、春日駅方面に行く途中にある『石坂』です。桜が咲くと良い
風景になります。 
　 
　続いて、石坂の下の写真は、2002年12月9日の雪の日の誠之舎の庭の写真です。 
福山藩阿部家の中屋敷ということで、立派な庭です。 

誠之舎とは、江戸時代徳川の譜代大名（ペリーが浦賀に来港し
た際の老中首座だった11代阿部正広は福山藩主）であった阿
部家の屋敷跡に明治23年に創建・運営されている福山藩子弟
の育成寄宿舎です。東京都文京区西片にあり、現在は広島県東
部から上京し進学する子弟を受け入れています。府中高校同窓
生もこちらで何人もお世話になっています。（編集者）

誠之舎　2019年度新入舎生募集中！！ 
TEL03-3814-8978　詳しくはHPへ（「誠之舎」で検索） 
※平成27年に耐震・大規模内装工事を行い、今は「ネズミ」はでません。
との事です(*^_^*)。（舎生OBで現在の舎監：占部さんより）

20年卒 
橘高　大典 
府中の乾燥味噌のおか
げで長寿保持。戦艦「大
和」に乗艦しました。 

29年卒 
田中　忠夫 
前回は家内が神楽をみ
たい。との事で夫婦で
出席して楽しかったで
す。 

井上　紀子（平野） 
1年が速いと感じる様に
なりました。体調を整
える為に、太極拳・ヨ
ガ・オカリーナを続け
ています。歌舞伎（高
麗屋）3代目襲名など楽
しんで元気に過ごして
おります。府中アンテ
ナショップにも時々行っ
ています。 

38年卒 
甲斐　弘己 
絵の個展の初日にあた
り泣く泣く欠席します。

44年卒 
近藤　宣行（大元） 
今回千葉での交流戦の
（対）ロッテのカープ
観戦ツアーは参加でき
ませんが、いろいろな
同好会が発足し楽しみ
にしています。 

45年卒 
小川　修司 
いつも感心するのです
が、アイデア等も豊富
で色々な企画に感謝し
ています。 

48年卒 
東　容子（井上） 
ちょうど5月下旬に、夏
のプログラムに参加す

る学生を引き連れて、
日本に行きますので、
本当に残念ながら同窓
会に参加できません。
大阪の大学なので関西
支部なら、時間を見つ
けて行けるかもしれま
せん。 

49年卒 
竹中　廣虎 
府中の実家管理のため、
家庭菜園をしながら府
中で生活しております。
５月２６日は、東京を
離れておりますので、
総会には参加できませ
ん。 

50年卒 
川角　智子（林） 
私はGW前の空いてい
る時に、主人が赴任し
ているタイに行ってき
ました。この時期はタ

イの新年で、主人がお
休みだったので。 
飛行機も空いていて、
行きは窓際三席に一人。
帰りも真ん中に人がい
なくて、快適なフライ
トでした。 
しかし、この時期のタ
イは一年で一番暑いと
か。羽田を出るときは10
度ほどの気温でしたが、
タイに付いた途端30度
以上。 
とにかくその暑さと冷
房の寒暑に身体がつい
て行くかどうか心配で
した。しかし、これも
問題なく、ちょっとお
腹を壊しましたが(笑）
楽しい時間を過ごさせ
ていただきました。 
来月のZOZOマリンス
タジアムでのカープ戦
観戦には参加させてい
ただく予定です。 

51年卒 
中山　幹彦 
みなさんにお会いでき
ること、そして今年も
趣向を凝らしたイベン
トがあるようなので東
京支部の活動が年々充
実しているのも、支部
幹部の方々のご尽力の
おかげと感謝しており
ます。ありがとうござ
います。 

54年卒 
平野　英代（山本） 
いつも情報ありがとう
ございます。おかげで
時々懐かしい気分を味
わっています。広島か
ら遠く離れ、つくばに
住んで30年、こちらの
方が長くなってしまい
ました。近いうちに
NEKIに寄ってみます。

同窓生近況（紙幅の都合で一部の方のみのご紹介です。ご容赦ください）
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通信連絡賛助金について 

　ご存じの通り東京支部では年会費は設定しておらず、発足以来、総会・懇親会の出席者の方々から頂く会費
の中から、総会に関する一切の費用や支部の運営経費・通信連絡費を賄って参りました。そのため、総会の飲
食部分の費用に充てられるのは頂いた会費の５割程度でしかなく、せっかくご出席いただいた方々の満足感を
得にくい状況でありました。そこで、支部会報によって懇親会の様子や支部活動をご報告し、この支部会報を
「購入していただく」という意味で、任意の「通信連絡賛助金」という制度を設けもう12年が経ちました。 
　さまざまなご事情で総会懇親会には参加できないが、会報によって「懐かしい府中の香りを感じ」、「同窓
生の元気をもらえる」と言って下さる方も多く、　おかげ様で毎年150名を越えるご芳志をいただき、毎年
1000部を発送する事ができています。紙の会報は時代遅れになるかもしれませんが、もう暫くは紙媒体での
発行を継続致したく、この趣旨にご賛同いただけましたら、以下の2つの方法のうちいずれかでご協力をお願
い致します。 お一人様 一口1000円からとなっております。（毎年でなく、何年かおきでも結構です。） 
◆通信連絡賛助金のお支払い方法◆ 
　1.　添付のゆうちょ銀行の振込用紙をお使い頂き、東京支部の口座 へお振り込みください。（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　口座番号 ：00280  1　82136　　　　　　　　　　　       

 　名　義：広島県立府中高等学校同窓会東京支部 
    ＊お名前・ご連絡先・卒業年をお忘れなくお書きください。 
　2.　総会・懇親会当日ご持参いただき、受付にて担当者にお渡しください。

通信連絡賛助金を頂いた方々 
（平成29年9月～平成30年９月末まで　卒業年順　年次内順不同　敬称略）

16年卒 
吉田　耕三 

17年卒 
横藤田　正 

19年卒 
大永　勇作 

20年卒 
田原　順三 
橘高　大典 

24年卒 
松坂　隆之 

25年卒 
道田　慷蔵 
谷口 千代美 
（永久） 

26年卒 
宅味　大治 

28年卒 
神田　庄二 
児玉　克治 
鎌倉　照光 

29年卒 
佐藤　詔三 
井上　紀子 

（平野） 

30年卒 
豊原　尚夫 
中村　恵子 
（土谷） 
浦上　浩 
小林　進 
野田　佑 
（伊藤） 
宮野　稜生 
能島 小枝子 
（永久） 

31年卒 
小林　成喜 
重田　弘毅 
山崎　令氐 

32年卒 
戸田　豊 
磯西 フミコ 
（河本） 
中野　昌雄 

33年卒 
服部　保弘 
北條 婦志香 
（近藤） 

34年卒 
佐伯　澄江 

（谷川） 
菊岡　隆 
佐藤　敦子 
（小川） 

35年卒 
小川　英光 
東田　喜輔 
金平　洋子 
（武田） 
高橋　通央 

36年卒 
太田　恵子 
（佐藤） 
黒木　主晴 
桑田　制三 
五阿彌 延衣 
坂本　和子 
（赤毛） 
末村　正義 

37年卒 
金田　邦彦 
神谷　俊男 
斉藤 美智子 
（北浦） 
服部　治 
前川　雪子 
（白井） 
森　由美子 
（服部） 

38年卒 
門田　満江 
（藤井） 

39年卒 
下　　勝 

40年卒 
岡田　知行 
髙島　明子 
（山崎） 
鎌倉　康裕 
植岡　宏三 
小原　匡世 
木村　茂治 
寺岡　暉人 
都丸　元恵 
（山本） 
薮本　達雄 
平川　治之 

41年卒 
品川　裕明 
宮本　武則 

42年卒 
浅野　悦史 
鈴木　泰江 
（大本） 
川部　武郎 
田渕 ふみ子 

（山森） 
原　美知子 
（名和） 
木原　政子 
（猪花） 

43年卒 
矢野　雅昭 

44年卒 
掛江　実 
岸房　隆行 
宮﨑　孝直 
宮﨑 千代子 
（松坂） 
西村　文子 

45年卒 
小川　修司 
君島　郁美 
（橘高） 
髙橋　宏 

46年卒 
佐藤　信之 

47年卒 
山上　明美 
（中居） 
今川　修吉 
影山　修一 
田辺　吉昭 

田辺　俊美 
（神原） 
延安　賢治 
藤木　利明 
藤原　善充 
森田　育宏 
橋本　幸一 

48年卒 
背尾　宜徳 
東　　千明 
（小田） 
井上　誠 
黒河　宏之 
藤原　和子 
（青山） 
田中　義正 

49年卒 
殿元　清司 
本宮　正暁 
本宮　直子 
（海野） 
石岡　義章 
竹中　廣虎 
目﨑　一登 

50年卒 
小田　昌一 
皿海　康行 
谷本　修 

51年卒 
佐藤　宏一 
服部　修二 
中山ひとみ 
金子 由紀子 
（馬場） 
中山　幹彦 
藤井　昌子 
（石岡） 
小林　達志 

52年卒 
高井　信子 
（稲垣） 
神谷　達也 
亀山　澄美 
（菊岡） 
橘高　義治 
児玉　学 
高尾　幸江 
滝口　洋子 
（中山） 
花山　照子 
（楳田） 
原田　実能 
矢倉　靖子 
（佐々田） 
連下 佳代子 
赤利　知久 
溝上　哲治 
光成　慎二 

53年卒 
小川 由美子 
（柿本） 

54年卒 
前田　文子 
（河相） 
山名 研司郎 
坪井　正博 
平山　八広 
和田　好弘 
福知　薫 
（河面） 
平野　英代 
（山本） 

55年卒 
上本　直宏 
江種　正実 
小野　恵美 
（柴床） 
唐川　照史 
谷口　典子 
（横山） 
松井　誠 
山本　典令 
平田　俊司 
岡部　美保 
（河本） 
朝日 知栄子 
（山本） 

56年卒 
藤井　康雄 
飯田　泰弘 

57年卒 
石岡　裕子 
（小川） 
高尾　尚志 
田邊　禎二 
神部　育也 
平山　知子 
（水金） 
松田　吉紀 
牧山　裕子 
（重政） 
鎌田　純子 
（中尾） 
川口 千恵子 
（松本） 
長谷川陽一 

58年卒 
児玉　和久 
児玉 美智子 
（渡邉） 
近藤　信章 

59年卒 
田口　充宏 
森友　嵐士 

60年卒 
比羅岡　亮 
河田　克也 
麻生　三奈 
（延岡） 

61年卒 
高橋 弘一郎 

平成2年卒 
井上　隆雄 

平成3年卒 
田辺　智也 

平成4年卒 
市川　玲 

平成11年卒 
寺川　光洋 
稲垣　元博 

平成13年卒 
井沢　梓 
（神田）

訃報　 
謹んでお悔やみ申し上げます 

20年卒　　旧制府中中学　   　
谷口　善志様


28年卒　 前田　弘様

32年卒　 松岡　茂様


34年卒　三枝　佐衣子様
　（旧姓　小林）


40年卒　浅野　恭文様

43年卒　村上　博文様

H2年卒 
信岡　保久 
諸々家庭事情もあり参
加することが叶いませ
ん。会の永続的な発展
に引き続き協力させて

頂きたい思いはありま
す。引き続きどうぞ宜
しくお願い申し上げま
す。 

H13年卒 
井沢　梓（神田） 
茨城に来て8年、今年
の冬は一番寒かったか
もしれません。その分
この春はとても暖かく

感じます。昨年、中学
の同級生と府中のアン
テナショップNEKIに行っ
てきました。懐かしい
府中焼き、とても美味
しかったです。また、

時間ができたら行きた
いです。上の子が今年
は新一年生で入学しま
す。不安と楽しみ
と・・・。育児ますま
す頑張ります。
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＜深海邦楽会の紹介＞ 
深海邦楽会は生田流箏曲の奏者である深海さとみ先生が主宰される演奏家の会です。個々の演奏家が深海
先生を中心に日々箏曲の研鑽に励み、演奏活動を通じて邦楽の普及に努めています。 
＜深海さとみ先生の紹介＞ 
幼少期より祖母・深海澄子に筝の手ほどきを受け、のちに宮城
喜代子（人間国宝）、宮城数江両師に師事、東京藝術大学音楽学
部邦楽科卒業、同大学院修士課程修了。修了の年に第１回リサイ
タルを開催、以降毎年リサイタルを行う。在学中、宮城会全国コ
ンクール１位入賞。1983年度文化庁芸術祭優秀賞受賞、1986年
松尾芸能賞新人賞、1987年度文化庁芸術作品賞等受賞。2018年
3月東京藝術大学准教授退任、宮城社大師範、深海合奏団主宰。
コロンビア大学箏曲マスタークラス指導。国内外のテレビ、ラジ
オにて活躍中。演奏、作曲と同時に数々の古典の編曲も手がける。

 ＜演奏者の紹介＞ 
演奏者の一人である河田はるみ氏は　12歳より筝を深海さとみ先生に師事、1997年に教師免状を取得、
深海先生に帯同しフランス、カナダなどの海外演奏会にも参加。昭和60年卒の河田克也さんと結婚、夫の
駐在に伴って滞在したタイにおいて日本人駐在員の帯同家族に箏の指導を行った。

2019年の総会・懇親会は5月25日土曜日13時から（受付12時30分から） 
会場は学士会館（東京都千代田区神田３－２８）※下記アクセスマップをご覧ください 
昭和60年卒（36回生）のみなさんが主当番幹事です。

次回総会のお知らせ　FUCHU

1. ・都営三⽥線／都営新宿線／東京メトロ半蔵⾨線
「神保町」駅下⾞A9出⼝から徒歩1分 
・東京メトロ東⻄線「⽵橋」駅下⾞３a出⼝から
徒歩5分 
・JR中央線／総武線「御茶ノ⽔」駅下⾞御茶ノ⽔
橋⼝から徒歩15分 

2. ・「東京」駅 丸の内北⼝からタクシーで10分

会費と出欠回答  
「同窓会に行きたいけれど・・・、介助してもらわな
いと行けない」と諦めておられたみなさまへ。  
会員の方からは当該会費を頂戴しますが、介助者はどな
た様でも無料にします。受付でお名前の確認はさせてい
ただきますので事前にお知らせ下さい。  

・一般：7,000円 
・夫婦割引：6,000円/人（お二人ともは勿論、どちらかが同窓生でもOK） 
・平成３年から9年卒の方：6,000円 
・昭和37年以前卒の方：5,000円（2019年4月2日現在75歳以上の方） 
・平成10年3月以降卒の方：3,000円（2019年4月2日現在で40歳に
なっていない方） 
・学生：無料 
★☆★　出欠回答（４月10日を目処にお知らせ下さい！！）は、 
同封のハガキで。ハガキが無い場合はメール・電話・FAXで年次世話
人、又は右下記、長谷川までお知らせ下さい。ご出張、ご旅行、お子
様宅への訪問等で東京に来られた際の飛び入り参加も大歓迎です！　 
ご 近 況 は 支 部 会 報 に 掲 載 さ せ て い た だ く 事 が あ り ま す 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

↘↘↘

◆送り主◆編集・発行責任者 
府中高校同窓会東京支部　　名簿・広報担当副幹事長 

長谷川陽一　（57年卒　33回生） 
〒112-0011　　東京都文京区千石2-44-16 
TEL: 080-4001-8024　FAX: 03-5395-0644 
Mail：yo_hase@mac.coｍ

会場：学士会館へのアクセスマップ

アトラクションは「深海邦楽会」による箏（こと）の演奏です

2019年度　本部・各支部の総会日程

広島支部：4月21日（日）
リーガロイヤル広島 

関西支部：6月15日（土） 
中央電気倶楽部 

本部同窓会 
11月10日（日） 
府中商工会議所


