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能代高校東京同窓会のあゆみ
年度 総会
日/侍

出席 案内状 招待
者数 発送数 者数

友ﾊﾟ）

心

32

後藤氏など有志の方々が，東京支部の形で活動始める

41

この年の総会がきっかけとなり，毎年総会を開催し，
同窓生の親睦を図ろうと決定された

48

斬新なる理想に燃えた有志が，会の発展のため，テコ
入れを始める

50

東京在住の同窓生は，卒業生のための宿泊所などを作
らなければ，と革新的な意見が出る

51

○役員改選●名誉支部長腰山（前支部長）●支部
長板倉（前副支部長）●副支部長塚本，柳谷
○知識が固まる
４

52

10/ B

71

Ｓ

10/13

78

400

○会則一部改正○苔渓会館に感謝状贈呈

54

10/21

62

500

○名簿作成

55

9/27

56

56

10/ 3

85

57

10/ 2

58

４

０８月末現在名簿登録者425名

445

５

○能代高校東京同窓会と改称C)役員改選●名誉会長
腰山●会長板倉●副会長後藤，吉田，河田，相
沢，栗原，太田，高谷●会計監査監事村井，八柳
●事務局長小林

93

467

７

10/ 1

88

502

５

59

10/6

76

565

５

60

10/18

100

600

６

○役員改選

61

10/3

124

656

４

○山田敬三氏講演○能代北高，能代工高同窓生を来賓
として招待

62

10/ 2

63

10/ 7

121

10/ 6

203

２

10/ 5

151

３

6/
8/
10/ 5

平成

○役員改選○会報第１号発行

96(〕
15

○斎藤忠生氏講演○名簿作成○会報第２号発行

1,338

15

○役員改選○山田久志氏講演○同窓会より東京同窓
会に同窓会会旗贈呈○苔渓会館に感謝状贈呈
○会報第３号発行

1,272

11

一
冗

４

4/
10/ 2

131

○名簿作成○役員改選

13

○会則一部改正
○会報第４号発行
○役員改選●会長小林●副会長 近藤，太田，菅
原●会計監査監事村井●事務局長八柳●会報
編集長杉崎●顧問腰山，板倉，後藤
○高橋正太郎氏講演
○東京同窓会10周年記念総会開催
○会報第５号発行
○東京同窓会総会開催予定
●㎜

国内外の問題
国務大臣・総務庁長官就任記念講演より
ただ今︑神馬同窓会会長さんからご紹介頂き
ましたが︑旧制十五期︑昭和十九年に能代高校
の前身である能代中学を卒業しました佐々木満
でございます︒
学校の所在地も異なり︑校舎もー新した中に
学ぶ皆さんに︑私が学んだ当時の思い出を語る
のも場違いと思いますので︑今日は皆さんがこ
れから生きていく将来について︑少しお話して
みたいと思います︒
二ー世紀も後わずか十年足らずの先に追って
おります︒これがどういう時代であるかはよく
わかりません︐プロ野球でもそうですが︑予測

というものはなかなか当たりません︒二〇世紀
当初に予測したことで当たったものもあります
が︑当たらなかったものも少なくない︒今世紀
中に台風がなくなるとか︑動物との会話が自由
になるなどの予測は当たりませんでした︒
このように予測は難しいものではありますが︑
今後︑科学技術をどう使うか人間が悩む時代に
なることだけははっきり予測できます︒また︑
国際化が益々進むことも予測できます︒
電気製品が普及したのは︑つい最近のことで
す︒昭和十九年︑能代中学の校舎が全焼しまし
たが︑それを知らずに登校してきた友人が少な
くありませんでした︒当時はラジオさえ持たな
い家庭がごく普通だったのです︒その点現在の
科学の進歩には︑目を見張るものがあります︒
バイオテクノロジーの研究が進めば︑好きな生
物が作れます︒人間さえ作れるでしょう︒その
反面︑人間を大量に殺戮する核兵器の研究も進
むかも知れません︒つまり︑科学は進歩さえす
ればそれでよいという時代ではなくなっている
のです︒
たとえば︑二十年ほど前に日本で始めて心臓
移植が行われました︒これも放置すれば︑やが
てあさましい人間が他人の丈夫な心臓を望むよ
うになります︒脳死についてもさまざまな問題
があります︒医学の面では進歩と言えても︑社
会的にはそのまま素直に受け取りかねるものが

参議院議員佐々水滴氏

旧制十五期

平成三年六月三日
於・能代高等学校体育館

あります︒科学をどう使うのか︑今結論は申し
ませんが︑よく考えて頂きたいと思います︒
国際化という点では︑日本人が考えるほど世
界は単純ではないことを︑まず知ってもらいた
い︒人口の多い国もあれば少ない国もある︒国
土面積︑経済力︑生活水準︑生活様式︑みなま
ちまちです︒このことをよく理解してかからな
ければ︑本当の国際化は望めません︒
世界を複雑にしているものに︑民族・宗教・
国境問題などがあります︒世界にはたくさんの
民族があり︑それが深刻な問題を生んでおりま
す︒日本人は宗教に比較的寛大ですが︑宗教に
厳しい国もあります︒いろいろな宗教を信じる
人が多くの国に分かれており︑さまざまな問題
を生みかつ複雑にしております︒北方領土を除
けば︑国境問題にも日本人はあまり関心があり
ませんが︑外国には人為的な国境さえあって︑
血で血を洗う紛争の源となっている所もあるの
です︒日本人であることに自信と誇りをもつと
同時に︑これらの諸問題をよく考え︑他国の事
情を理解してこそ︑本当の国際人であると言え
ます︒

最後になりますが︑私は︑学校時代の恩師と
友人が私の宝であるといつも思っております︒
皆さんも感動のある高校生活を送って︑あなた
が二ー世紀を生きていく上で︑かけがえのない
一二年間にしてください︒
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の通学で︑汽車通学の連中はみんななかなか頑
張っておりました︒その後︑東京商大︑今の一
橋大学を経て外務省に入り︑先ほどご紹介があ
りました通り︑あちこち行って参りました︒外
務省の生活は約四十四年間︑四年ほど前にフィ
ンランド大使を最後に退官いたしました︒
この四十四年のちょうど半分の約二十二年間
を海外で生活したわけでございます︒その中で
いちばん長いのがアメリカで八年︒ワシントン
に二回︑そして︑ニューヨークでは総領事をや
りました︒ヨーロッパでは︑ロンドンに四年近
く滞在︒最後はフィンランドの大使を一二年ほど
やっておりました︒アジアでは︑バンコックの
大使館に若い頃二年おりました︒中東は合計六
年︑クウェートに一二年︑間にニューヨークをは
さんでイランで︑ちょうどイラ・イラ戦争の最
中で革命になったときでしたが︑向こうでの生
活を送りました︒たまたま中東とのご縁が深か
ったものですから︑昨年会報に何か書かないか
と言われまして﹁国ざかい﹂という駄文を草し
たわけです︒すでにイラクがクウェートに侵攻
しておりましたが︑まさかあのような大戦争に
なるとは思いませんでしたので︑いちばんの問
題はクウェートとイラクの間のブビアンとワル
バという二つの島で︑国ざかいの問題はなかな
か難しいなどと︑のんきな話を書いてしまいま
した︒

平成三年十月五日・午後五時
訟・巷蹊会館

ただ今︑ご紹介に預かりました旧制九間の高
橋でございます︒中学時代は父が鷹巣農林の教
頭だった関係で︑鷹巣から能代まで汽車通学を
やっておりました︒神馬同窓会会長も五能線で

元駐フィンランド大使
高橋正太郎氏 旧訓九期

﹃外から見た日本﹄

第一部講演会

は非常に貴重なご経験でございます︒今日は︑
そのご経験を踏まえた﹃外から見た日本﹄とい
う題でのお話を頂戴したいと思います︒
それでは︑最初に講演会から始めることにい
たします︒
高橋さん︑よろしくお願いいたします︒

[1='9竺９自豹諮回回回目回白９白口口
●開会の挨拶●
秋田県立能代高校東京同窓会会長
校舎創造氏 一
えー︑久しぶりでございます︒能代高校の同
窓会はご承知の通り︑毎年一回ここでやるわけ
ですけれども︑今日も去年と同じように︑能代
から同窓会々長さんもお見えになり︑校長先生
にもおいで頂いております︒また今年は︑新卒
の若々しい皆さんもたくさん参加されている︒
この同窓会もかなり回を重ねましたが︑このよ
うな会は始めてではないかと思います︒秋田県
の数ある同窓会の中でも︑わが能代高校東京同
窓会は︑最も特色ある立派なものであると確信
しております︒
この同窓会は︑一部・二部・三部と分かれて
おりまして︑第一部は講演会︑第二部が総会︑
第三部が懇親会となっております︒講演会は毎
年ゴ子分ぐらいの短い時間ではありますが︑先
輩の方々にいろいろおもしろいお話をして頂い
ております︒今年は卒業生の高橋正太郎さん︑
旧制九回ですから昭和何年になりますか⁝⁝︑
十三年︑あＦ︑そうですか︒能代中学を昭和十
一二圧学業︑東京商人を出て外務省に人省︑ワシ
ントン・バンコック・ロンドン各大使館に勤務
され︑その後︑クウェートーイランーフィンラ
ンドの各大使を歴任の後退職されました︒現在
は財団法人ラヂオプレスの理事長としてご活躍
をされております︒こういう長い外国での生活

制
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湾岸戦争の波紋と
今後の世界情勢

サダム フセィンさんも︑アメリカがあれほ
ど急に乗り込んでくるとは思っていなかったの
でしょう︒彼も誤算だったかもしれませんが︑
私もまさかあのような結果になるとは思いませ
んでした︒私のクウェートでの経験からしまし
て︑あの暑さの下で戦車の中にいて国連軍が戦
争をするのは大変なことだ︒しかも相手のイラ
クは︑ィランとの間で八年間も実戦を経験して
いる︐ところがいざ始まるや︑地雷は一挙に爆
発させるはピンポイントのねらい打ちの爆撃は
やるはで︑あのような短期間に終わってしまい
ました︐ただ︑サダム・フセィンもやられはし
ましたが︑からくも親衛隊を残すなどしており
まして︑イラクではまだ彼が頑張っております︒
ィラ・ィラ戦争の際にも︑﹁悪魔の詩﹄ではあ
りませんが︑イランは反対する者には刺客を差
し向けて息の根を止めるという戦法を取ってお
りました︐しかし︑そのイランと八年間も戦争
して︑サダム・フセィンはやられなかった︒な
んでも影武者としてソックリさんが何人もいて︑
どれが本当の大統領かわからない格好にして生
き延びてきたという話もあります︒
アメリカないしは西側が懸念していたのは︑
イラクが中東第一の軍事大国になって油を抑え
てしまうことでした︒そうなると中東の勢力の
バランスがどうなるか︒ィラクー色になるので
はないか︒その心配が一応取り除かれたわけで

すから︑国際正義の面から見て︑相手の中まで
踏み込んで為政者をやっつけるということはし
ませんでした︒イラクの軍事力が縮小された結
果︑代わってお隣のイランになかなかの力が出
てきたようです︒しかし︑あの戦争のよかった
点と言うと少しおかしく聞こえるかもしれませ
んが︑中東の和平の話がアメリカとソ連を中心
にかなり煮詰まってきて︑最後にはパレスチナ
の代表を誰にするかで︑近々落ちつきそうなと
ころまできています︒これが成功すれば︑それ
があの戦争のプラス面だったと言えそうです︒
あの戦争の結果ごアレビでいろいろなものを
リアルタイムで見せてもらいました︒おかげで
中東に屍する知識も進み︑イスラムに対する理
解も深まったのではないかと思います︒生活様
式も異なり︑われわれとはまったく違った宗教
であるイスラム教は︑アフリカのモロッコあた
りからアジアのインドネシアまで広がり︑それ
にソ述にも数千万のイスラム教徒がおります︒
つまり︑世界の人口の約四分の一はイスラム教
徒というわけですから︑われわれも生活や信条
は違っていても︑それに対する理解が必要であ
ろうかと思います︒特に日本は中東に油を依存
しております︒しかし︑油とは無関係に︑世界
の四分の一を占める人たちとの相互理解を深め
るということが︑今後とても重要です︒
イラーイラ戦争のとき︑世界中がイランに対
して門戸を閉ざしておりました︒ところが日本
だけは︑イランの人が観光ビザで三ヵ月間来る
のは自由︑唯一の開かれた国という関係であっ
たわけです︒そのため︑今でもイランからはた

くさんの労務者が来ています︒私の家内の実家
は茨城県にあるのですが︑小さな町に二百人ぐ
らいイランの人が来ていて︑手先も起用で一生
懸命やると︑なかなか評判がいいようです︒こ
のようなことが広がって︑中東の人との関係が
深まればおおいに結構だと思います︒
主としてアメリカ主導型で湾岸戦争もああい
う形で終結を見たわけですが︑こうして見てみ
ると︑世界の構図の中で︑ソ連の力というか︑
グリッブというものが昔に比べてずいぷん低く
なりました︒そのためかえって︑アメリカ・ソ
連の協力で中東和平も今後うまくいくのではな
いかと思います︒
ソ連のグリップが弱くなっているということ
は︑ソ達の経済がうまくいかない点にあると思
います︒市場経済への移行と言いながら︑それ
が思うようにいかない︒先日︑ソ連の経済の専
門家のお話を聴きましたが︑物がないのではな
く物はたくさんある︒ただそれがうまく流通機
構に乗らない︒そのため必要なところに行き渡
らない︒このことがいちばんの問題だというこ
とです︒食糧にしてもそのようだそうです︒イ
ンセンチィブというか︑どこか他で作った物︑
ソ連国内で物を生産した人の励みになるような
物があって︑それと交換に物資が市場に出回る
ようにしてもらえれば非常にありがたい︒外か
らはそういう意昧での援助を期待する︑とソ遠
の経済の専門家は言っております︒ただ︑内政
面でも︑この前のクＬアターの失敗もあり︑共
産党が事実上失権して︑連邦割にガタが来まし
た︒その結果︑ロシアを始めとする各共和国が
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強くなって︑エリツィン大統領がひときわ頭角
を表すことになったわけです︒そのほか民族主
義も強くなり︑バルト３国が独立しました︒
そのような情勢の中で︑日本として気になる
のは北方領土の問題ですが︑これに関しては︑
昨日のソ違の新聞イズベスチァによると︑一八
五五年の下田条約でロシア領土はウルップ鳥よ
り北であると定めている︑ということをソ違例
が始めて認めたというところまできているよう
です︒連邦制でありながら各共和国の力が強く
なっている実状から︑日本としても誰と交渉し
てよいのか︑どこにポイントを置くのかが問題
になりますが︑だんだん向こうも冷静になって
きて︑昔の資料で正しい事実を認めようとし始
めたわけですから︑日本としては現実を見つめ︑
あわてないでじっくりやっていく必要があるの
ではないかと思います︒特に四つの鳥にはもう
四十年も住みついている人たちがいます︒やは
り住めば都︑この人たちにとっては︑自分の国
自分の町となっているわけです︒ですから︑
それに対しては十分な補償をする︒また︑主権
が日本に返ってきても︑どうしても住みたい人
にはそこにいてもらえばいいだろうと思います︒
私個人の考えですが︑米ソの冷戦状態がここま
で沈静化し軍縮がさらに進めば︑日本に主権を
ゆだね︑北方４島は非軍事地帯ということにし
て︑お互いの経済開発の拠点に使えれば非常に
いいのではないかと思います︒
﹃外から見た日本﹄というのは漠然として大き
な題ですが︑考え方は︑今のソ違との交渉から
もわかる通り﹁日本から見た世界﹂ということ
でもあります︒日本としては日米安保体制の基
にここまで来ました︒アメリカとソ連の冷戦状
態が緩み協調の時代となった今︑もう安保はい

らないというわけではありませんが︑このまま
でいいかを見直さなければなりません︒日本は
まったく無防備でいいとはいきませんので︑憲
法の下でどうしたら正しく日本を守れるか︑専
守防衛がどういう手段ならばムダなく行えるの
かなど︑さらにいろいろなことを考えれなけれ
ばならないと思います︒

思い出される
皇室外交の実績の数々
今まで海外にいていろいろ感じたことがあり
ますが︑時間に限りもありますので︑特に強く
感じたことを一点だけ申し上げたいと思います︒
それは皇室外交ということです︒イギリスも王
室外交をやっておりますが︑日本は日本なりの
皇室外交というのが非常に印象的であります︒
前の昭和天皇は︑非常にお人柄が純粋で︑ひた
むきで物事をゆるがせにしない方であったとい
う感じがしております︒五年前の一九八六年の
秋︑昭和天皇のお人柄に惹かれて︑ぜひ公式訪
問をしたいという希望がありまして︑フィンラ
ンドのコイビスト大統領が来日しました︒昭和
天皇にお日にかかれるのが外国の元首の日本に
来る楽しみで︑おおいに感激をするという様子
でございました︒たまたまフィンランド大統領
の来日を前に︑私に一時間のご進講をしろとの
ことでした︒その間にざっくばらんにいろいろ
申し上げましたが︑たとえばその中で︑フィン
ランドの特徴は３つのＳであり︑３つのＳとは︑
サウナであり︑作曲家のシベリウスであり︑シ
スという言葉であるというお話を申し上げまし
た︒シスというのは︑ＳＴＩＳＵと書いて﹁フィ
ンランド魂﹂︑ガッツと言うか︑昔のわれわれ

の大和魂に等しいものがあります︑などとご説
明申し上げました︒その後︑天皇からフィンラ
ンドの政治などについて︑いろいろご下問があ
りましたが︑さらに﹁先ほど大使はサウナと言
ったが︑サウナとは何だ﹂と申されました︒え
っ︑天皇はサウナをご存知ないのか︑と思いま
したが﹁まあ︑蒸し風呂のようなものです﹂と
申し上げておきました︒
その後もいろいろお話がありましたが︑﹁大
使はオーロラを見たことがあるか﹂と言われま
したので﹁残念ながら見たことはございません
し︑見た人の話も聴いたこともございません﹂
と申し上げました︒﹁本当に見たことがないの
か﹂と︑再度お尋ねになりましたので︑﹁私が
ロンドンに赴任中に︑天皇・皇后両陛下がヨー
ロッパを訪問されて︑アラスカの上を飛ぱれた
際︑陛下ご自身がオーロラをご覧になったとい
う話は新聞で拝見しておりますが︑私は見たこ
とがございません﹂と申し上げましたところ︑
首を傾げておられました︒
天皇陛下にああまで不審がられては︑何か申
し訳ないような気分でしたが︑天皇陛下はよく
よく運のいい方だったのでしょう︒アメリカヘ
行かれるときもヨーロッパヘ行かれるときも︑
飛行機の窓からオーロラをご覧になられたわけ
です︒私が一九七一年にロンドンにいたとき︑
両陛下が来られたのですが︑その日はものすご
く霧が深くて︑飛行機が着けるか着けないかと
いう状態でした︒ところが陛下がタラップを降
りられるときになって︑急にパッと空が明るく
なり︑その上だけに陽が射してきたのです︒天
気の具合とは言え︑通常そんなことは考えられ
ません︒やはり天皇陛下は一種違うんだなあ︑
感じがいたしました︒天皇陛下は︑ご自分がご
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覧になられたのだから︑北緯七〇度ぐらいのヘ
ルシンキだったら︑絶対に見えるに違いない︒
ヘルシンキに住んでいる大使が何でオーロラを
見ていないのかと︑ご不審を抱かれたわけでし
ょう︒私も何か申し訳ないような気がしまして︑
ヘルシンキに帰ってから国立天文台に行ってい
ろいろ聴き︑ビデオなども見せてもらいました︒
しかし︑調べれば調べるほど︑オーロラはもの
すごく運のいい人だけが見られるものなのだと
思いまして︑ビデオやスチール写真などを天文
台から取り寄せまして︑昭和天皇に献上と言い
ますか︑納めさせて頂いたことがございました︒
今の陛下は皇太子時代に︑二十五年ぐらい前
になりますが︑私がバンコックにおりましたと
きに︑美智子妃殿下とともにおいでになりまし
た︒そのときは︑お昼ご飯もそこそこに侍ちか
ねたように︑お魚が大好きなものですから︑池
にお魚を掬いに行かれるわけです︒なにしろハ
ゼの大家ですので︑お帰りになったあとタィの
国申からいろいろな種類のハゼを取り寄せまし
て︑陛下にお送りするということもございまし
た︐タィの軍隊が動員されて︑ハゼを集めてく
れたということもありました︒最近︑新聞の社
説にちょっと出ておりましたけれども︑かつて
陛下はタィで蛋白源に困っていることを知られ
て︑ナイル川のテラピアとかいう稚魚を取り寄
せられて︑それをタィに送られた︒それがだん
だん増えて︑タィの蛋自邸になっている︒この
前︑バングラデシュで大洪水があったとき︑タ
ィからバングラデシュにこの魚が送られたとの
ことで︑たいへん役に立っているようでござい
ます︒
六年ぐらい前ですが︑私がヘルシンキにいた
ときに︑皇太子・美智子妃殿下がおいでになり
フィンランドは大歓迎をいたしました︒初めは
こちらも新聞に取り上げてもらいたいものです
から︑いろいろ資料を送りつけるのですが︑い
っこうに取り上げる気配がない︒こちらはハラ
ハラして催促したりしたのですが︑向こうはそ
んなにあわてる必要はない︑そんなに前に載っ
けてもみんな忘れてしまうから︑直前の２︑３
日前でいいと︑こう言うのです︒本当に本番の
ちょっと前になると︑ありとあらゆる新聞に︑

日本の皇室のことは何でも書いてあるような特
集号が出ました︒しかも︑われわれですとヘッ
ドラインだけ見て︑ああ︑あの記事かといった
感じですが︑フィンランドの人たちは非常に宇
を大事にする国民なのです︒たとえば︑博物館
などに行きましても︑われわれだったら目玉は
どれだと聴いてそれだけしか見ないといった傾

向がありますが︑向こうには︑字が書いてあれ
ばそれを克明に読むという国民性があるわけで
すね︒ですからこの特集号をものすごくよく読
んで︑皇室一家のことならばみんなわれわれ以
上によく知っているという感じでした︒
ある丘の上に作曲家シベリウスの住んでいた
家があります︒公式日程がすんで︑・シベリウス
の家を訪問されるときに︑紐かい日程は知らさ
れていないのですが︑すでに来られるだろうと
いうことで︑地元の人たちが出迎えられるわけ
です︒そうすると︑殿下はすぐその人たち一人
一人にご挨拶に行かれるのです︒われわれはこ
こは何時何分とスケジュールを組んであるもの
ですから︑﹁殿下︑もうちょっとお急ぎくださ
い﹂と︑私はもっぱら急かせ役でした︒それは
６月︑夏至の前だったのですが︑丘の途中の草
むらにスズランの花が咲いていたのです︒妃殿
下がそこにしやがみ込まれて花を見られたので
すが︑地元の新聞記者が﹁その花を摘んでみて
ください﹂と注文したところ︑妃殿下は﹁いえ
やはり野の花は野に置けと言いますから﹂と言
われました︒そのお言葉を通訳が紹介したわけ
です︒それを聴いたフィンランドのカメラマン
は︑妃殿下をどっと取り囲んで一斉に撮影した
のです︒翌日の新聞の一面にスズランの花を慈
しむ妃殿下の︑なんとも言えないすぱらしい写
真が載りました︒そういうことは日本ではおそ
らく紹介されなかったと思うのですが︑現地で
はこの写真が︑妃殿下が﹁野の花は野に置け﹂
と言われた︑というキャプションつきで全国津
々浦々に報道されました︒フィンランドには自
然を愛するという国民性がありますから︑あそ
この人たちの胸には︑ものすごく琴線に触れる
ところがあるわけです︒しかも︑スズランは日
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北欧の森で親しく取材に応じられる両陛下

本の桜と同じように︑フィンランドでは国の花
なのです︒ですからなおさら︑向こうの人たち
が感激したのです︒
後日談になりますが︑ソ達との国境付近に︑
サブリンナという昔のお城があります︒リンナ
というのはお城という意味です︒そこで夏の間
オペラなどが行われるのですが︑そのお城にも
最後の日に行かれました︒湖がたくさんある所
を通るのですが︑途中生まれたばかりのアザラ
シがいまして︑そこの人たちが両殿下に︑﹁名
前をつけてやってください﹂と頼んだのです︒
船の上でお二方がずっとご相談をされておられ
たのですが︑最後に﹁幸︵サチ︶﹂という名前
をつけられて︑しかもサチにはフィンランド語
には変な意味がないかを調べられて︑その名前
をあげられました︒このことからもわかる通り︑
とても気配りをされる方々です︒やはり同じ船
の上での話ですが︑サブリンナでは毎年オペラ
祭がありまして︑そこに日本からオペラが来て
くれないかという要望がありました︒すぐには
実現しませんでしたが︑昨年それが実現しまし
た︒ジャパンウィークというのがありまして︑
日本から東京管弦楽団も参加してマダム・バタ
フライを上演し︑盛大な実現をみました︒
こうして見ますと︑われわれ外交官が何百人
海外に出て一生懸命やってもできないことを︑
皇室外交は︑ほんの数日のご滞在でやってのけ
る︒先はどのスズランの話のように︑相手の国
民の胸に深く人っていく︑ものすごい効果があ
るわけです︒
たまたま︑現在︑天皇・皇后両陛下はご即位
後始めてアセアン３国を回られて明日お帰りに
なります︒新聞で拝見しますと︑バンコックで
も市民と言いますか︑みんなに溶け込んで親善

を図ろうとするご様子で︑ご一緒した王女方が
困っておられたふうだと書いてありますが︑バ
ンコックにいた私にはよくわかります︒パンコ
ックでは︑目上の人に挨拶するときはへりくだ
り︑王様の前などでは︑大臣であろうと握手は
できない︑床に横になるというか這いつくばっ
て挨拶するわけです︒向こうの王室はものすご
く国民に尊敬されておりますし︑王室もまた国
民の不満などを一生懸命吸収しようとされてお
りますけれど︑今度の天皇・皇后両陛下のよう
に︑民衆の中に入っていって︑一緒に話をした
り手を握られたりという王室のスタイルは︑バ
ンコックではありえないことです︒新聞流に言
いますと平成流の皇室外交のアプロＦチには︑
陛下のお人柄が実によく表れております︒これ
を皮切りとして︑世界各国との親善が︑皇室を
通じて盛んになることは結構だと思います︒
私も短期間ですがご一緒させて頂いた経験か
ら申し上げますと︑今の天皇・皇后両陛下は人
のことをよく考えて︑しかも名前はよく記憶し
ておられまして︑何かの時には気さくに文通を
されるます︒陛下になられて︑どこまで殿下時
代のやり方をされておられるかは存じ上げませ
んが︑お気持ちとしてはこれまで通りにやられ
るということであれば︑たいへんいいのではな
いかと思います︒
私がバンコックでごー緒したときは︑まだた
いへんお若かったのですが︑日本に留学したタ
イの人たちの会館がありまして︑そこで陛下に
お言葉を述べて頂くということがありました︒
タイから上野の動物園に︑たしか花子さんと言
いましたか︑象が贈られました︒そこで当時の
皇太子が行かれてお礼のお言葉を述べられたわ
けです︒壇上に上がられてお礼の書類を﹁本日

ここに﹂と読み上げて︑そこでお言葉が止まっ
て︑ひょいとお供の人にその書類を返されたの
です︒するとお供の人はなに食わぬ顔で別の書
類をハイと渡され︑殿下はそれを読まれたので
すけれども︑お供の人がまちがってよその場所
のお言葉の書類をお渡ししていたわけです︒
﹁本日ここに﹂まで読んで︑あっ︑これは違う
というので︑書類を返された︒それが非常に自
然なのです︒返されたほうも当たり前みたいな
顔をして︑別の書類を渡しているのですね︒昔
だったら切腹ものですが︑そのような光景を横
から見ておりまして︑非常にほほえましいと思
いました︒
今は天皇・皇后両陛下として海外親善を終え
られて明日帰って参ります︒また︑ほかの皇室
の方々もすでに海外で勉強されて︑いろいろ外
との交渉がおありですから︑相手の国に合った
形でご活躍頂き︑今まで述べたような皇室外交
がますます広がれば︑イギリスの王室外交なみ
のお働きを期待させて頂けるものと思います︒
思い起こすままに︑取り留めのないおしゃべ
りとなりましたが︑時間が来ましたのでこれで
終わらせて頂きます︒
ご静聴ありがとうございました︒
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第二部総
●来賓祝辞●
秋田県立能代高等学校同窓会長
神馬恒威氏 旧制死期

本日は︑相変わらず大盛会の東京同窓会にお
招き頂きましてありがとうございました︒今日︑
私感激したことは︑板倉会長さんが今回引退さ
れまして︑小林さんが新会長に就任すると聞き︑
今日果たして会長さんはいらしているのかしら
と思って来ましたら︑前よりも非常にお元気な
ご様子でお会いできまして︑本当に安心したと
ころでございます︒まだまだ︑板倉会長さんに
はこれまで以上の活躍を期待したいと思います︒
またもう一つは︑この十周年に当たりまして新
卒の方々を招き激励したということ︑これは東
京同窓会の本当の発展のために有意義であろう
と︑本当に感激しております︒またさらに︑私
の同期生である高橋正太郎君の講演を聴いたこ
と︒私今まで会長就任以来︑東京同窓会にお招
きを頂戴して参加させて頂いておりますが︑特
にこの三つを感激した次第でございます︒私の
能代山本の地元で︑今年はいまだかつてない︑

能代市・山本郡で若いわが同窓生３入の県会議
員を一挙に出したということ︑また︑峰浜村の
議会議長大谷君が︑全国の議長会の副会長に就
任いたしました︒今年は本当に能代高校が︑や
はり他を抑えて隆盛の一途を辿っておるという
証拠を見せて頂きました︒
この際︑もう一つ報告したいのは︑私どもの
ホープ佐々木総務庁長官のことですが︑私︑今
日も飛行機に乗る前に病院へ行ってお見舞いし
てまいりました︒ちょうど彼が入院されて一週
間日に︑集中治療至で彼をお見舞いして︑非常
に元気な姿を見ました︒また︑本日この同窓会
の総会で︑皆さま方に報告する義務があるとい
うことで︑本当は午後三時からの面会時間でご
ざいますが︑私十時頃病院へ行って︑所長と主
治医の部長お二人の案内で面会してまいりまし
た︒今は一般病棟におりまして︑盛んにトレー
ニングをしております︒リハビリをやっており
ます︒今日も私の前でいろいろ立ってみせたり︑
体操をやってみせたり︑非常に順調な経過を辿
っております︒したがいまして︑今回は別とし
まして︑来年の選挙には完全に快復して︑参議
院議員に立候補できるものと︑私今日確信して
まいりました︒以上報告いたしまして︑私の挨
拶に代える次第でございます︒今日は本当に盛
会なる総会︑誠におめでとうございました︒

椎名光雄先生

秋田県立能代高等学校校長

皆さんの母校能代高校の校長を︑昨年四月か
ら勤めさせて頂いております椎名と申します︒
このようにすぱらしい大先輩︑また各界で活躍

しているたくさんの方々がこのように集まり︑
東京同窓会の総会が盛会に行われますこと心か
らお祝い申し上げたいと思います︒なおまた︑
今回始めてのこととは聞きますけれども︑この
一二月卒業して東京近辺におります︑新入生と申
しますか新会員と申しますか︑ご招待にあずか
りかつ激励して頂きましたこと︑厚く御礼申し
上げたいと思います︒今年卒業され今日始めて
参加の皆さんは︑能代高校の卒業生︑しかもす
ばらしいこの東京同窓会の会員であるというこ
とを︑今日改めて自覚してくださいまして︑今
後能代高校の卒業生として︑立派に社会の中で
あるいは大学生活を送って頂ければと︑このよ
うに期待したいと思います︒
学校の概況の詳しいことはお手元に資料とし
て綴じたものをお配りしてあります︒その概要
は︑時間がありますればいつかじっくりお読み
頂き︑高校時代あるいは旧制中学時代の思い出
にして頂ければと存じます︒したがって︑私か
らは簡単に二ご二申し上げるだけにしたいと思
います︒まず卒業生ですが︑この三月の卒業生
を含めまして︑総数が一万四千七百六十九名に
なっております︒来年の三月には一万五千の大
台を超えることになります︒一万五千の同窓生
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をもって︑本同窓会が益々隆盛を極めることを
期待いたします︒二つ目は︑これは喜んでいい
かどうかわかりませんが︑現在女子生徒が一年
から三年までに一二百十名おります︒全体の三一
一三％︑ほぼ三分のーということになっており
ます︒華やかなものですから︑一見女子のほう
が多いような気がしないでもない状況です︒
至誠力行・文武陽道︑これを本校の校是校訓
としております︒文のほうでは︑本校に期待さ
れているのは︑やはり大学進学でございます︒
ご承知のように︑現在は大変な受験競争激化の
時代でございます︒今日ここにもおりますけれ
ども︑今年の卒業生は︑国公立大学が延べにし
て九〇名︑私立大学が一六〇名︑併せて二五〇
名︑一昨年よりも約四〇名ほどの増加でござい
ます︒ただ︑能代・山本一円からそれこそ選り
抜きの生徒が来ております︒われわれの努力次
第ではまだまだ伸びる素材である︑ということ
を自覚しまして︑先生方ともども︑今後とも本
校に対する期待に応えていく教育をしてまいり
たいと考えております︒
もう一点の武のほうでございますけれども︑
今日はお叱りを受ける覚悟でまいりました︒
れは甲子園でございます︒今年は期待して︑Ｌ
年番の予選である東北大会に出られるので眸
いかと思っていたのですが︑県北の代表とし
出場︑全県の大会の２回戦で敗退しました︒・
変残念に思っております︒すばらしい選手が
ろっておりますので︑皆さまのご支援を頂きヽ
がら︑来年の夏こそはなんとかして甲子園ヘー
り出したいと︑学校あげて頑張っております
なお︑その他の部活動では︑まもなく行われ
国体に︑体採卵国名︑陸上競技二名の計六名
選手が出場します︒六名ではございますが︑一
゜送なそ大てな来そ
進のる

学校の実態からしますと︑まずまずの健闘では
ないかと思います︒その他︑剣道︑バレーボー
ルとそれぞれ活躍していますが︑今一歩のとこ
ろで目が出ない状況です︒ただ︑あまり表面に
は出ないのですが︑軟式野球部だけは去年の秋
は全県大会︑東北大会で優勝しました︒今年の
春も優勝して︑あわよくば明石球場の全国大会
と思いましたが︑これまたー回戦で代表になっ
た本荘高校に負けてしまいまして︑涙を飲んだ
わけです︒その後︑秋の全県大会はこれまた優
勝しまして︑この一九・二〇日に東北大会が秋
田であり︑現在その優勝をめざして頑張ってい
ます︒それが学校の現状でございます︒
なお最後になりますが︑校舎前の田圃がまも
なく購入が決定するはずです︒それを整備しま
して︑校門を私道のほうに移しますと︑校舎ま
で約百三十メートルの通路となります︒校門を
入って︑さあ︑ここからいよいよわが母校だと
いう実感のわく︑松の緑に囲まれた通路を作り
たいものだと︑ＰＴＡならびに同窓会会長さん
にもお願いして計画を進めております︒また︑
その他の施設設備に関しましても︑文武画道・
至誠力行の教育が充分に実行できるよう︑努力
してまいりたいと思います︒なお︑学校から私
を始め︑今日見えている新人会員の担任であっ
た半田教諭と佐沢教諭がまいっております︒厚
く御礼中し上げますと同時に︑東京同窓会の益
々の発展と皆さまのご健勝をご祈念申し上げ︑
学校概況の報告とさせていただきます︒

能代高校東京同窓会
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右の通り相違なきことを報告申し上げます︒
平成三年十月二日
会計監査監事 八柳昭義
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