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後藤氏など有志の方々が，東京支部の形で活動始まる．

３２

Ｉこ四回)総会がき‑;かけとなり．毎年総会を開催レ同
ﾚ窓生の親睦を図ろうと決定された，

４１

４８

，斬新なる理想に燃えた有志が，会の発展のため，ヤコ入
れが始まシ，

５０

東京在住門司窓生は、や業主のための宿泊所などを作ら
々けれぱ包革新的な意見が出る，

５１

役員改選、ｃ名誉支部長腰白（肩支部長jo支部長板倉
（前副支部長;０副支部長塚秘柳谷Ｏ･組織が日まる。
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能代高校東京同窓会と改称，つ役員改選
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○山田敬三.氏講演，０能代北高、能代工高同窓生を来賓
として招絆。
○役員改選

○会報訥１号発行。
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0斉薄志生氏講演。○名簿作成
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600

Ｄ会報第２号発行，
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青 呑

秋田県立能代高校東京同窓会名誉会長
腰山 巳代治︵旧制１期︶

青春どは
人生のある時期を０うのどはな月 心の様相をりうのだ
年を重ねただけどは老０なり
理想を失う時はじめ乙老０が来る
歳月は皮膚のしわをますが
情熱を失う時精神はしぼむ
年は七十乙あろうと十六どあろうど
人は信念ど共に若ぐ 疑惑とともに老ゆる
希望ある限り若く 失望どともに老０朽ちる

これは︑米国の詩人升・ミュエル＝ウルマン

﹁青春﹂の詩の全文から︑エッセンスを抜粋したものだが︑米国でもマフカーサー元帥︑

鉄鋼王カーネギーたちが愛し︑日本でも財界でブームを呼び︑古くは︑電力の松永安左ニ
門︑松下電器の松下幸之助︑トヨタの石田退三などの名経営者の多くが︑
金科玉条と仰いだ﹁青春﹂の詩句である︒
日一日と短くなってゆく晩秋には︑人の心も愁いに沈む︒

景気の落込みや︑人員整理が傅えられると︑中高年者にとっては︑心細さもひとしばで
ある︒
不安︑失望︑苦悶︑憂誉で︑気が滅入り︑心がくじけそうになる︒

そんな時︑勇気付けてくれ︑読めばまた希望が涌いてくるものに︑米国の詩人サミュエ
ルー＝ウルマンの﹁青春﹂の詩がある︒
私の若さと情熱の源泉も︑この詩におう処が多い︒

Ｊ

め

に

⑤

︲︲

能代市長さんにお越しいただきまし

て︑誠にありがとうございます．．同

窓会も今を重ねる毎に︑非常に盛会

いろいろお話できるチャンスに忿ま

だきましてありがとうござぃまし八代

年にあたり︑本当にお力添えをぃた

たが︑５年毎の同窓会名簿の発刊の

10月７日午後５時
於乙名蹊会館

になって参りまし勺今回みなさま

Ｊ'︲ｙこれらまた︑我が同窓会とし

にはぃろぃろお手数をおかけしまし

て︑誠に感激厚い次第でございます︒

・仁

ご承知のように︑第１期生で︑初

同窓会会貝のなかには︑不幸にして

いたします．．吉武先輩だけではなく︑

ては︑ニこで重ねてご冥福をお括り

くなられましかこ東京の同窓会とし

吉武栄一さんが先般ご病気のためな

す︒

ろで勘弁していただきたいと思いま

は別としまして︑まあ︑こんなとこ

として果たして適当であるかどうか

というような具合で︑会長の挨拶

たる方々のご協力を仰ぐことができ

し勺この５年間で︑実にＭ倍に当

拾五名の多きを数えることができま

たが︑この度の名簿には一千参．白六

百四拾五名の方の掲載でござぃまし

たことになります︒名簿には︑まだ

でもある︒それから︑同窓会の金長

が同窓会の喜びであると同時に誇り

ご出席をいただく．これがまあ︑我

思いますのは︑毎年恩師の諸先生の

ございまして︑特に私たちうれしく

えで︑そういう方もお見えになって

野清子先生︑先生と仰るのですか︑

非常に美しい方は︑参議院議員の小

り字てただ今︑私の隣に座られた

たくさんの方々がお見えになってお

勢先生︑武日先生を始め︑たいへん

今日は来賓として︑山上先生︑伊

をいたしましたところ︑みなさまに

今回︑同窓会の総会開催のご案内

ていただきたいと思います︑今後と

いようにと︑今後も一層の研究をさせ

さんにはできるだけご迷惑をかけな

は︑名簿から削除させていただきま

う配慮から︑今回個人のお電話番号

事務眉畏報告

Ξ＝Ξ一ΞΞ＝ΞΞ＝ΞΞΞΞΞ＝ΞΞ＝＝Ξ一ΞΞΞ

ご冥福を︑心からお祈りしたいと思

と思いますので︑そういう入たちの

ご他界された方たちもいらっしやる

名簿も︑58年発刊のおりには︑五

代の同窓会会長を長らく勤めちれた︑

れしく思っている次第です．

闘年度龍代高枝東京闘喜會総會︲億
能代高校東京同窓会会長挨拶
概念創造 旧制３期

毎年一回の東京同窓会給金ですが︑

さんおよび校長先生︑そのほかに去

おられますし︑会場の中には︑能代

によるご迷惑をかけないようにとい

林 肇 旧制３斯 まだ不備な点もございますが︑名簿

年からは︑市長さんがわざわざいら

高校出身の女性のほか︑能代工業の

総会も非常に大勢の方に見えてい

います．

っしやる︑それだけではありません︒

は公私ともに非常にお忙しいなかを︑

この同窓会は割合型破りなところが

能代工業高校︑能代北高校ご卒業の

方︑北高の先輩もおられるかも知れ

ただくようにな﹃リましたことは︑ひ

に︑諸先生そして同窓会長︑学校長︑

当にありがとうございました︒さら

ざいますが︑私たちの調査によりま

とえにみなさまのご協力の賜ではご

たし宇て

もよろしくご協力のほど︑お願いい

せっかく作る名簿ですから︑みな

した．

幹部の方々がお見えにな今という

わざわざおいでいただきまして︑本
われわれの時代と違って︑新制度

ません．．

以降︑こういう美しい女性の方々と︑

ようなことで︑ほかの高等学校の同

に運営されておると︑私は非常にう

窓会には︑ちょっとない企画のもと

ｊ

さらに一人でも多く集まってぃただ

ればもっと多いわけですが︑この上

おちれます︒つぃ最近の方々を入れ

すと︑現在２千名を越す有資格者が

覚える次第でごぎいます︒

大きな喜びとともに︑誠に心強さを

隆盛を目の当たりにいたしまして︑

窓の方々にお目に祉かれ︑また会の

邪魔でござぃます．今年も多数の同

り組んでいいと思います︒各自がそ

うものにもっと積極的に︑果敢に取

作りとでも言いましょうか︑そうい

よ・り強固にすると同時に︑縦の人脈

でしょうか︒つまり︑横のきずなを

生かすことを考えてよいのではない

といった点で︑ちょっと気がかりな

在︑生徒の覇気というか︑陵む姿勢

ちらが根底となるかは別として︑現

ということが言えると思います︒ど

る名のある時には︑進学もよくなる

とできて︑そちらの面でも︑いわゆ

導をよろしくお願ぃぃたしたいと思

今後ともみなさんのご協力︑ご指

日も早いことを期待してやみません︒

ーシップを匝ってぃただぐ日が︑一

その人たちに︑東京同窓会のりーダ

層多くの若い方たちに参加ぃただき︑

います︒特に︑本会発展のため︑一

集まれる同窓会にしていきたい と思

楽しんでいただける会︑仲間として

十分楽しめる会として︑発展を見て

さんが︑利害関係のなぃ会として︑

ればなりません︒ただ今︑事務局長

生活に︑何かをもたらすものでなけ

く︑今日の会合がそれぞれの現在の

過去を振り返り︑懐かしむのではな

いたします︒ただ単に同窓で学んだ 加賀正隆能代塞校長挨拶

度考える時期に来ているような気も

らの同窓会は︑今後のあり方を今一

が︑それを見るにつけても︑これか

東京などと各地で隆盛でございます

る次第でごぎいます︒

会も果てしない発展があると︑者え

ういう姿勢をもってこそ︑この同窓

だどうといヽ？一とは申せませんし︑

話しております﹃︑その結果は︑今ま

で補強したいと思い︑神馬会長とも

−！／ｉ

かつての名門である体操︑バレーポ

その中でも︑野球はもちろんのこと︑

現在十五の体育部かおるわけですが︑

を図って参ります︒能代高校には︑

ところがございます︒

さて︑同窓会も能代を始め︑秋田︑

き︑今後ますます会を盛り上げ︑利

います︒また︑ご意見などありまし

残念ながら︑．今年の夏にその成果を

害関係のない会として︑また本当に

たら︑どんどん事務局のほうへお申

行きたいと中されました︒その通り

見ることはできませんでしたが︑臥

強すべきは補強しながら︑その強化

同窓会は︑とかくクラス会の集合

わゆる普通課程︑進学校としての面

九百八十名余り︑一学年７学級︑い

おかけ様で︑能代高校も在籍者数

入れをいたしております︒いずれに

つということで︑一層の努力とテコ

言葉もごぎいます︒来年を期してー

薪嘗胆︵がしんしょうたん︶という

この３つをまずいろいろな形

体になりがちです︒あちらでは何期

目を保っております︒

﹁あそこへ移ったことは︑いろ

ゝ
・

ｊ

いずれ何らかの施策をもって︑補

しつけ下さリ

でござぃます︒

●来賓祝辞●
能代高校詞窓会会長 神馬恒威民

の人たちが︑こちらでは何期の人た

しろ︑この姿勢を核としまして︑学

ちがと︑旧交を暖め︑思い出話に花

ただ︑ちょっと気にかかることは︑

校の態勢を整えていきたいと思って

を咲かせます．もちろんそれも結隋

らず︑最近︑卸活動が低迷しておる
ことであります︒52︑53年の甲子園

の高塙へ移転して以来︑すでに拾数

先輩方のいろいろな激励にもかかわ

出場の時のような覇気がなくなって

年になります︒前の市長さんのお話

です︒しかし︑それだけではもった

まって︑新制もやがて40斯の卒業生

きているようで︑残念であります︒

樽子山から︑機織の田圃のまん中

を︑世に送り出すに至ろうとしてお

私の考えとしては︑部活動かキチっ

おります︒

ります︒これだけの歴史を持つおけ

いない︒能代高校も︑旧制１期に始

昨年に引き続きまして︑再度のお ですから︑その歴史をもっと有効に

ヴa

いろな面で市のマイ十スだな・ ﹂と
か言われたことを︑覚えております
が︑ただ︑噂千山の伝統と言います
か︑先輩諸兄の能中時代からのそれ
を︑なんとか高橋の地に︑再び花開
かせようと︑歴代の校長もいろいろ
心を砕いて参りました︒
そういう諸先輩の努力で︑学校ら
しくなりまし心≒わ粍われも松陵健
児の晴紳を育むと同時に︑今後さら
に︑雨天体育館や図書館などの内部
設備︑あるいは︑学校周辺の地盤整
備などを考えていこうと思っており
ます︒
同窓生の方々には︑特に本日お集
りの先輩諸兄には︑いつも遠い所か
ら学校を心配していただいて︑本当
にありがとうごぎいます︒伝統は単
に守るべきではなくて︑時代時代の
実績を︑そニに積み重ねていく︒そ
うしてこそ︑先輩の意志を受け徒い
でいけるもの︑と思っております．︑
そして今︑そういう実績作りに励ん
でいるところでございます．︑今しば
らく︑緩かい目で能代高校を見守り
続け ていただくことを︑心からお願
い申し上げます︒

●会長より講演者紹介・
ここにご紹介する斉良恵生さ
んは︑たぃへんな変わり種であ
りまして︑能代高校を出てから
テナーとして︑今︑日本で知ら
ひぃ者かぃなぃくらぃの活躍を
されておる︒テナ﹃︲としてだけ
でなく︑芝叫もやるんですね︒
しかも︑胱王弁でしやべる芝居
が般も得意でして︑つの最近も
・聡新報の主催でしたが︑山谷鴛

ーケ月間に渡って︑秋田県内各

男さん︑佐々木愛さんと３入で

一−結婚申込Å一という翻訳物で

地を↑之居の公演でｊられました．

ございましたが︑これが︑もう
砲座絶倒︑低圧の聚でなけ れば
全然わからなぃですね：・・：ヽ ︷．ゝ 心
私も行きましたけれども・︒たと
えば︑クサンタマダラなどとい
・っ秋口弁も飛び出Ｔ﹃．今時︑地
元にもこんな言葉がわかる入は
少ないのではないかと思うので
了が︑そういう低１弁でペラペ
ラとぃったお芝居でして︑大変
感激ぃたしました︒
キャリアを拝見しますと︑我
が山本町北金岡中学校を経て︑
能代高佼を卒業．．それから悪戦
苦闘︑二期会会員︑すばらしぃ
テナーとしての今日を築いたわ
けです︒尽日は︑後ほど懇親会
で︑歌のご披露もぃただく予定
ですが︑その前にお話をちょっ
とうけ たまわる．．﹁ワダシ︑ウ
ダヴコダバイイドモ︑シャベル
ノ︑ヤダス﹂なんて︑ガッコつ

ことを言わないで︑10分でも５

けておりますが︑ま︑そべぃう

分でも結溝てごぎぃますので︑
よろしくお願いいたします︒

ました︒ええ︑そのアルサロの下に

イトサロン﹁宝島﹂というのがあり

必自記回Ｓり

斉藤 忠生氏︵新制15期︶

らず︑出て来たんですが︑上野の駅

を出まして︑僕はその時︑多分恚肘

広小路の鈴本の前辺りを通ったんで︑

そこで気が付いていれば︑ひょっと

したら︑林家仁平師匠の弟子か阿か

たまたまその反対質のアメ横を通

になっていたかも知れません︒

もうしわけありません︒こんなす

って御徒町へ出た時︑そこにアルバ

ごい先輩の方たちを前にして︑ああ︑

いし何にもないんですが︑会長がど

当にしやべることなんて︑資料もな

こへ飛び込みました︒たまたま﹁や

し︑しようがないからと思って︑そ

です︒明日から飯食わなきやならん

乙ハンドボーイ募集﹂と出ていたん

うしてもしやべれと言いますので︑

ってみろーということになって︑そ

びっくりした︑という感しです︑．本

こうなりやどらでもいいや︒この際

いかがわしい所で︑僕は仕事を始め

れからそのアルバイトサロンという
今日ご出席の武重先生などに﹁ば

腹くくることにします︒

そこで︑そのバンドをしばらく続

たんです︒それが僕の音楽のきっか

けることになりました︒そのバンド

が︑おの︑知らねが︑ばがけ１・﹂と

田時代はさておきまして︑東京へ出

けでございました︒

てきた時からのお話をいたします︒

マスターは武蔵野音大を卒業した人

クソミソにこきおろされ続けた︑秋

ほかに何もできないから︑東京で

でしたが︑そのバンマスがある時︑

ュラーの曲は合いそうもない︒おま

﹁おまえにはどうも︑演歌とかポピ

歌でも号だおうかと思って出て来た
んです︒ええ︑それは︑まあ最初か
らそう思って︒何しろ石も左もわか

び−

えは︑多分クラシックのほうがいい
んヒやないか﹂と︑こう討うわけで
す︒﹁それじゃ．私︑何すつやいいん

みましハ≒
そのバンマスの同級生に︑かの有

︲−

と︑もうだめなんです．また先生に
一いやになったーとだだをこねたと

受けようと思って付きました︒とこ

んです︒僕はこれを横で見ておりま

が７︑８人︑発声練習をやっていた

ろが︑今を時めく最高の歌い手たち

学は諦めて︑歌やりなさい﹂という

して︑一こりや︑もうためた一と思

ころ︑﹁しようがない︑あんたは大

ニとになって︑大谷先生の内弟子に

﹁大谷冽子を紹介するから︑行って

名な大谷剛介さんがおりました︒

みろ﹂と言われて︑大谷先生の所へ

ですか﹂ときいたところ︑一とにか
くニの曲２面覚えろ一と︑こう言い

って︑逃げだしたんです︒逃げだし

うこうするうちに︑先生は﹁君は絶

歌をうたうということは︑金をもら

られてきました．とにかく私の場合︑

ればならないという事情にさしせま

見フかりました︒しかたなく︑私は

青木さんというのですが︑この人に

たところ︑立川先生のマネージャー︑

入ることにな・リました︒

対︑武蔵野音大でもどこへでも入れ

うということで︑18すぎぐらいの時

そのうちいろいろ︑飯を食わなけ

伺いましら≒そこで何とか残りの６

クラシック２曲覚えたんですが︑た

るから︑２年ぐらいちゃんと勉強し

曲を作っていただいたのですが︑そ

ました︒

またまＮＨＫに試験があったわけで

なさい﹂と︑こう一河うんて天

それが侯の19の時でし八代それで

す．洋楽のオーティションがありま

ゃ−︑ソルフェージュはどうしたの

から﹁いえ︑全然できません﹂一じ

いただきまして︑一年間この子ども

たのですが︑そのレギュラーを一本

その時は︑ＮＨＫの子ども番組だっ

から︑ずっとそれを続けてきましハ≒

なさい﹂と︑こう言われました．

んにＴ一日だけでも挨拶してから帰り

るのはかまわないよ．．でも︑立川さ

す一と許いました︒﹁あんた︑逃げ

しやないので︑失礼し字天逃げま

﹁ピアノはどうなのり﹂とききます

芸大の人たちがばたばた落ちる中で︑

りー﹁いいえ︑全然やったことかあ

番組をやりました︒

た︒行って２曲うたったんですが︑

僕が入っちゃ・ったんです︒その日︑Ｎ

りません﹂ド ょうがないわ≒で

﹁とてもオーディション受け るガラ

して︑ニれを受けることになりまし

ＨＫを受け て僕一人だけ・が受かった

は︑私が先生を紹介してあげるから

ですか︑そのヒルトンホテルでのイ

テル︑今はもうホテル東急と言うの

に恵まれたんです．当時ヒルトンホ

い人たちとじや︑とても試験受けら

一すみません︑今日は︑あんなすご

いので︑立川清人先生の所へ行って︑

生が璋りてきたのです︒しかたがな

横で待ってました︒やがて︑立川先

そこで︑試験が終わるまてずっと

んです︒だいたい受かるにしても︑

タリアン・フェステノバルというの

れませんでし勺失礼します﹂≒

ということで︑武蔵野音大の

久代

に︑僕はイタｊ・マー入と二人でシ？

でも最年少記録た４ＪＳ'ｎＣＪ言天

最初は︑バイ于ルといろのをやら

その後︑立川潰 へ先生に会う機会

９一︑23歳が普通だそうですから︑今

れはひょっとすると︑私︑いい声な

されました．．ところが︑二れを３ヵ

言いましたところ︑﹁バカ野郎−・﹂

ピアノの先生を紹介レていただきま

んごやないかな﹂と︑そこではじめ

に出ておりました︒

私︑その時19蔽の秋でした︒﹁こ

て自分の持っているものに気が付い

月続けますと︑もういやになってし

さて︑二期会のオーぞ・イションを

に入ることになりました︒こういう

こうして︑私はクラシックの世界

ンをやってくれたのです︒

まして︑僥一人だけのオーデノーショ

なさん︑もう一回︱﹃﹂と︑もう一度
と言ったら︑﹁しようがない子ね﹂

という話になって︑立川先生が私を

弘さん︑芸大の畑中教授といった人

と言いながらも︑先生に今度は︑聴

二期会に紹介してくれたわけで天

一先生︑僕︑もういやになったよ一

と一喝されまし勺立川先生はーみ

たようなものです．．そこでＮＨＫか

まったんです︒そこで︑大谷先生に

その時︑たまたま立川先生︑若杉

ら︑﹁今度は番組を作るから︑８曲

ところが︑急にー８白持って来い一

音といって︑音を聴いて楽譜に書く

持って来るように﹂と言われました．．

と諮われても︑僕は２曲しか知らな

という勉強をさせられたのです︒と

審査員の人たちを︑審査の席に戻し

いわけです︒しかたがないので︑も

たちが︑飯を食いに来ました．

う一度バンマスの所へ行って︑﹁あ

ころがこれも３ヵ月ばかり続けます

﹁あいつ︑おもしろいんじやないか﹂

と６曲なんとかして下さい﹂と︑頼

−︲

７

経過をたどってクＦＡ;１クに入りま

に大西日比生という会長かおりまし

が︑来る仕事は全部お受けするとい

それが自分に似合おうが似合うまい

の持てる仕事だけしかするのを止め

は誰にも負け・ません．そういう自信

もあいつにあれをやらせれば︑一ち

て︑その会長がおりにふれ︑援助し

ある詩︑読売交響楽団の仕事でし

ょっとやるしやない﹂と言われるよ

したが︑その時一番困ったのは︑金

日天芸術学部の教授で︑近江栄と

たか︑一晩中考えたって結論が出ま

よう︒その代わり︑まあ︑あまりみ

いう方がいらっしやいます︒ある時︑

せんでしかーそうしたら︑君に似合

に今︑思っています︒

うな仕事だけをしよう︒そんなふう

う︑非常におかしなところがあるの

僕は殆ど食い物がないといヽっギリギ

うかどうかは︑他人の目のほうが破

僕の好きな︑と言うよりも︑好き

てくれます．ま︑あまりたくさん金

リの状況にありましお≒その時︑教

かだ︑と４︑５尺の友人たちが言っ

で好きでたまらない詩があります︒

でございます︒その後何度も何度も︑

授が﹁おまえ︑どうしたんだ﹂とき

てくれたのです︒それで︑周囲の瓦

たまたま神田の神保町の古本屋で手

いりほ期待できないわけですが︑で

かれましたので︑﹁ハイ︑実は︑奎

にきいたら︑君には似合わんという

に入れたものです．︑あまり・知られて

です．．

がないんです﹂と言いましたところ︑

ｙ一とでしたので︑私は即座にその仕

はくれませんが︒

あの当時50万円といら・大金を︑ポン

いない詩ですが︑僕は好きです︒作

いろいろな入に助けられましかこ

と出してくれたのです︒﹁おれも貧

事を止めさせていただきました︒

ということで︑急場をしのがせてい

早く返せ︒ただし︑期限は問わん﹂

通預金口座のおれ宛に︑できるだけ

わり︑駿河銀行神田駿河台支店の普

からおまえにやる金はない︒その代

は︑金のたのならどんな仕事でもで

んにご迷惑をかけてきましたか︑で

こうした形では︑いろいろみなさ

ります︒ですから争は迷わず︑確実

が︑今考えればよかったと思ってお

がれないのが︑この世界です︒です

人間が︑一発失敗したら絶対起き上

では学力もないわけです︒こういう

アもなければ︑何もない︑ある意味

しかし︑あの当時︑私にはキャ；

スポーツに憧れる

ただし 読まない

本を 割りに買う

怠惰

学問を尊敬して 憧れている

無学利己的 不勉強

者もよく知りません︒

乏人だ︒たかだか学校の教師八万だ

ただきました︒ですから︑あの先生

しつこくて 粘り強い

偽善者

に仕事をしたというか︑絶対にミス

ら︑本番では絶対にミスはしません︒

ただし 心は優しいのだ

きるものなのかと旨うと︑そうでも
相談相手がなくて︑ひとり頭を抱

さすがと言われる仕事︑小さい仕事

誰にでも惚れる

には︑今でも足を向けては眠れない

この世界に入れていただいたばか

えて悩むことかよくあります︒なぜ

なんですが︑そういう仕事だけ引き

浪費性格が明るい

臆病涙もろい 街学的

りでなく︑ＯＯまでにしてくれた立

悩むかというと︑喜んでできる仕事

受けることにしています︒

をしないというか．．こういう仕事な

川清人先生︑今はもうおなくなりに

がなかなかないわけです．その仕事

今ちょうど︑メり−ウィドウとい

良いことがわかるくせに

ないのです︒

なってしまいましたけれども︑先生

が︑自分に似今っか似合わないかと

実行できない人間

わけです︒

には音楽のことはもちろん︑金銭的

いうニとがございます︒日本の今の

会館でやるのですが︑この中のニュ

うろＴ︲︲ジを︑これから上野の文化

一言にして言えば

にもいろいろご援肋いただきました︒

クラシｗクの歌い手というのは︑仕

それから︑私は今銀座でいろいろ

という詩がありまして︑ちょうど︑

事する機会が少ないものですから︑

ーグスという役︑これはヨ本で今僕

仕事をしておりますけれども︑そこ

Ｓ

費

620,000

新聞広告代

25､000

同窓会寄付

30,000

寄

先生と一緒に欽んだんですけど⁝⁝⁝

また︑さっきの詩ではありませんが︑

総会会

684,360

僕は自分のポケットにいつも︑この

しつゝ一く︑粘り強く何か考えて︑お

326,000

総会会場費支払

もう多分︑クラシ べ．クの歌い于と
しては︑あと長くても４︑５年であ

若い頃はご二井物産の中国室長で︑

芝居やテレピ︑まあ︑テレビに出て

総会諸経費
705､400

詩を入れて歩いているというか︑詩
そのものが私と言うか︑そんな感じ
ろうかと思っています．では︑どう

サミュエルーウルマンのyouthとい

有名になろうという気など毛頭あり

338,000
前順縁越分

義

昭

杵

会計監査幹事八

ですが︒これを︑歌にしようと今弓

う詩を僕にくれた入がいまして︑こ

ませんが︑お金になるんだったら何

やって生きていくかということは︑

の詩が好きでした．この詩は︑電力

っているんです．

界の偉い入で︑松永安左工門さんと
にでも首を突っ込んで⁝⁝⁝もとも

能

687,554

送

いう入などが︑座右の銘にしたとか

すので︑これからも目いっぱいうた

と︑スケジュールが真っ黒にならな

って︑演じて︑そして考える︑そん

で︑今ではもうすっかり有名になっ

あまりおもしろくなくなってしまい

な生き方をしてみたいと思っていま

ければ︑気が済まないという性分で

ましたので︑内容は申し上げません

す．．

じですが︑昭和がこんなに偉大であ

次期繰越金

郵

1,888.594

計

介

13､200

費

務経

103､000

てしまっていますし︑私としては︑

が︒ま︑そういう本を読みながら︑

るのははばかられる点もありますし︑

時期が時期でもあります︒口にす

青春時代の心の糧Ｔかて︶にしてき
た感してす︒
みなさんもご存知の白鳥先生には︑

ったということを︑次の世代に残せ

る気持ちは︑もちろんみなさんと同

ましてお話しました．一君はー﹂と

る仕事︑という意味で︑友人だちと︑

天皇陛下のご快癒を心からお祈りす

言いますので︑﹁はり﹂という感じ

高校１年から３年までずっとお世話

で話が姑まったんですが︑一文学に

昭和にあった音楽をつづりながら︑

リ

122､480

III,000

料

.風師招待寄金

になりましたが︑先日偶然お会いし

ついてどう思うかね﹂と言いますか

組んでみようかと考えているところ

金

1,194

事

名簿広告料

1,888,594

計

合

﹁昭和の鎮魂歌﹂という大作に取り

です︒そして︑それが私の最後の仕

付

普通預金利息

出
支

入
収

10,000

簿売上

名

ら︑﹁高校１年の時からですが︑先

ら≒でも︑ようやく40半ばで︑少し

生の話はさっぱりわかりませんでし

事かも知れないと思っています︒
どうもありがとうございました．

わかるようになりました﹂というよ
うな話からニＴっかりウマがあって︑

j収支決算jR告書

自昭和腔三９月１ヨ〜至63年８月31日

大行天皇のご崩御に接し︑東京同窓会会員一同心からお悼み申し上げるとともに︑深い感慨をもって﹁昭和一をお見送りいたします

代昌枝東京同窓会

上記の通り相違なき事を報告申し上げます。

昭和63年９月25日

実は︑うっかｎ・新制15期を探してい
たわけです︒﹁どうも格好からして
新制ではないだろう﹂ということで
したが︑その通りでございまして︑
早くも一恥径いて参ったところです︒
それぞれみなさん︑いろいろな分
野でご活躍でございまして︑ご同慶
にたえません．︑何も申しトげること
はございませんが︑先頃︑テレビで
オリンピソクを見ておりまして︑本
当に日本の選手が弱いというＯＡ﹂で
情けない思いをいたしました︒その
中で︑秋田県出身の選手は大皇后躍
して下さったわけ ですが︑全般的に

することに意義かおるというのは︑

けなく思ったわけであります．．︑参加

選手は︑もう出ないのかと非常に情

かが見せてくれたような活躍をする

の小野喬さんだとか︑清子さんだと

金棒︑小冊に鉄棒﹂と言われた︑あ

先生も決意を述べておられました︒

かして勝ちたいと︑監督さんも部長

し上げたんですが︑来年の夏は何と

義はないんだ︑ということを私も申

ければいけない︑参加することに意

さんに特に来ていただいて︑溥たな

ましたが︑野球部の監督さんと部長

先だって︑秋田市で同窓会があ・り

弱行の論理でありまして︑スポフツ

みなさん︑斯待していただいてよろ

は非常に弱い．まあ︑かつて一鬼に

特に競技スポーツは勝たなければな

しいかと思います．

か︒

の限り杯をあげようではあ・リません

ぷりあるわけですから︑今夜は︑力

を祈って︑幸いみなさん体力はたっ

何はともあれ︑本日は母校の発展

らない︒負けたら何にもならない︒
私は何も選挙のことを言っている
の．ではないんですよズ爆笑︶
スポーーツのことを申し上げている
わけですが︑やっぱり勝たなければ
ならんのであります．

一

参議院復員 佐々木満天
旧制15朗

私︑旧制15斯でございますが︑今
受付で私の名前が見あたりません︒

扨
一

山上可也先生

ほんとうにお元気で何よりです
●

？努真芯実先生

あの能代なまりの英語が懐かしい
●

武田星眼先生

夢もう一度に賭ける能代の鉄腕

まして︑６年目でなんとか全国優勝

にこぎつけました︒その時の選手の

菅原などが︑東京オリンピックにも

出場し︑活躍してくれましぺ唇べ

あま・りバレーボールも強くないよう

で︑私もこの３月︑退職いたしまし

たので︑少しでも

後輩のため⁚ ︷なれ

がら力を貸したい

そ今から60年前︑若い教師としてさ

いろお話が出ましたけれども︑およ

になるわけであります︒今日もいろ

す︒以米60年経ちますと︑このよう

として教壇に立ったわけでございま

になられたばかりの侍に︑私は教師

第一回生のぢ々が︑当時の中学４年

でし勺従って︑先ほどお話の出た

が︑能代高校の前身である能代中学

を出て教員として・初めて赴任した所

ました．．退職して丸１年以上経ちま

校におりまして︑去年の３月退職し

べその後最後の２年間は︑鷹巣高

和60年まで10年間︑母校におりまし

再び能代高校に帰ってきまし勺昭

た︑新しい学校ができました特に︑

まして11年間︑そして昭和50年にま

後︑昭和39年から佳代北高校に行き

まして︑15年間おりましたが︑その

すが︑能代高校に昭和23年に奉職し

で︑佐々木満さんと同期生でありま

てみれば︑古きよき時代であったと

えてやれ︑と言われました︒私にし

あ︑バレーボールぐらいしっか﹃り・教

した授業もできないだろうから︑ま

おまえは学校出てきたけれども︑大

生など︑たくさんおられたわけです︒

先生︑吉武先生︑中村先生︑大昇先

之先生だとか︑熊谷忠一先生︑本庄

して︑占い方からですと︑佐々木正

の当時は︑先輩がたくさんおられま

校に勤めさせていただきました︒そ

私は26年から44年の18年間︑能代高

旧制16期卒業の武田でございます．

生とか︑武田先生には気をいを掛け

す︒私は新制５期ですので︑伊勢先

お願い致します︒

今後ともよろしく

と思ってお・ります︐．︑

っそうと︑いや︑さっそうと見えた

すが︑今のところ元気でやってお・リ

思います︒その当時の生徒と言えば︑

●

かどうかは︑さだかではあ・ｎ・ません

ます．．今後ともまたよろしくお願い

今ここに宮腰市長さんもおられるよ

られたほうでございます︒おかけ様

えヽ︑わし︑あの−︑旧削の15斯

ダとにかく能代に乗り込んだ山上

致し年玉簡単で

うで︑生徒にしてみれば︑授業ので

でまんず︑なんとか育っております︒

ちょうど今から60年前の春︑学校

が︑まだどうやら元気でおるという

すが︑東京同窓会

きない先生かいるわけですから︑大

昨年に引き続・さまして︑東京同窓会

本会のま下ますの発展をお祈りし

どうもみなさん︑お晩でございま

宮腰洋遼市長挨拶

証として︑みなさんの前に現れた次

一同へのご挨拶と

にお招きいただき︑心から感謝いた

．

させていただきた

げ縁でよき・先輩︑よき後輩に恵まれ

変なことであったと思います︒おか

第です．

いと思います︒

て︑私のご挨拶といたします．
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しております︒また日頃から母校の
れで︑米代川を挟んでの交通の利便

れます︒また県のほうでも︑老人の

ということでは︑地方にこそ︑有益

エリアの整備などを見るにつけ︑み

した︒

本日はどうもありがとうごぎいま

ればありかたいと思います︒

状況を︑一度ゆっくり見ていただけ

能代へぜひ来て︑変化する能代の

と思っております︒

本当の意味で一番すばらしい場所だ

健康でしかも安全に暮らせる所こそ︑

大事なわけですが︑老人と子供が︑

って︑すばらしい能代にすることも

業しつつあります︒地元に若者が残

さらには︑電器部品のメ？カーも操

くちいの規膜で進められております︒

来年の４月操業ということで︑川名

連会社で︑液晶盤を作るメフカーが

も２︑３決まりました︒カシオの関

ります︒おかけ様で︑誘致する企業

すので︑企業誘致にも力を入れてお

若者が出ていくことも大変残念で

っております︒

が一番進んでいる地域であろうと思

ておりますので︑この点では︑能代

わけです︒神馬先生も本当に頑張っ

せかあるのではないだろうかと思ら

になられたほうが︑本当の人生の幸

なさんも︑老後はぜひ能代にお帰り

す︒

な面が多いのではないだろうかと思

残念ながら︑能代市は今︑５万８

総合センターを作るうという計画で︑

だき︑深く感謝申し上げます．今年
千人の人口に滅っており土すが︑都

というのが︑さらによくなるのでは

の４月からは．東京に能代市駐在所
市計画をいくつかかかえております．

能代高校︑並びに能代市およびその

を設けております︒やはり︑能代高
みなさんおなじみの柳町本通り︑昔

います︒そういう意味で︑総合福祉

校同窓生の児玉君が︑毎日そこで頑
の新柳町︑ここは様相を一変しつつ

東能代の整備が大いに進んでおりま

張っております﹁．どうか︑これから
あります︒65年の市政50周年をめざ

ないかと期待しております︒

もみなさんのお力添えを︑心からお
して︑着々と進行しておりまして︑

周辺に対して︑いろいろ配慮をいた

願い申し上げます︒
あるいは名残惜しい方もいるかも知
れませんが︑みなさん︑大いに飲ん

私もここへ立った以上︑多少能代
のことを申し上げなければなりませ

だり︑遊んだりした所が︑大変な妾

指摘もございましたが︑能代高校の

んので︑まあ︑お酒を飲みながらで

ご勇退になりました︒そして︑能代

跡地は︑能代・山本の文化の殿堂と

出をきたしております︒それから︑

高校の校長先生を勤められまして︑

して︑着々整備されつつあります．

も聞いていただければ︑ありかたい

本年３月退職されました三目元悦先

まずは図書館を建設するということ

校長先生から先ほど︑高橋の地に移

生に︑この10月１日から教育長をお

で︑立派な図書館を作って︑市の︑

と思います︒先頃︑やはり同窓の先

願いいたしております︒どうか子れ

そして県の文化に貢献するべく︑来

ったのは大きな間違いだとかいうご

からも︑みなさんのご支援をお願い

年から着工できるよう頑張っており

輩である教育長の平野清太郎先生が

いたしま・で．︑

ます︒また︑今日ここに同窓会合艮

ますが︑医療福祉の点で︑医師会病

それから︑能代市の若干の現況で

院が竣工中で︑来年８月の開院をめ

院︑占の保健センター︑特別養護老

高度医療サービスの面では︑確かに

の神馬先生がおいでになっておられ

ざして︑現在ハ︑九部どうりの完成

人ホームなどの福祉施設に加え︑医

都会のほうが進んでいると思います．．

ございますが︑今落合地区に組合病

を見ております︒また︑新能代僑が

師会でさらに中間施設を作ろうとい

みなさん︑都会におられますが︑

やはり来年秋の開通をめざして︑こ

うことで︑神馬先生が頑張っておら

しかし︑日常の健康維持管理の医療

れも間もなく全部つながります︒こ
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