新制四期の村井といいます︒
ちょっと時間も押しているようですので︑簡
単に報告させて頂きます︒お手元のパンフレッ
トの２ページ目を開いてください︒平成六年度
収支決算報告書がございます︒⁝⁝いかがでご
ざいましょうか︒
今年度は︑特別な事業もなく︑また残念なこ
とに︑母校の甲子園出場などといった特記事項
もありませんでした︒したがって︑特に補足し
てご説明中し上げなけれぱならないこともござ
いません︒ここに記載されている通りです︒
九月三十日に︑帳簿その他を完成して︑この
通り相違ないことを︑しっかりと確かめて参り
ましたので︑その旨ここにご報告いたします︒
何かご質問などございましたら︑懇親会の時
にでも承ります︒
ごくごく簡単ではございますが︑これを収支
決算報告とさせて頂きます︒

●会計報告●
秋田県立能代高校東京岡安芸会計緊畢
村井克自氏 新制四期

事務局からの報告をさせて頂きます︒
パンフレットの幹事会の活動報告のところを
ご覧ください︒ここ数年︑能代市内および近隣
の他校同窓会との親睦を深め︑いろいろ情箆父
換などにつとめて参りました︒その関係で︑先
日も︑新たに鷹巣晨烋昌枝東京同窓会の総会に
招待されました︒
先ほど会長からのお話にもありましたが︑今
年は︑能代北高︑能代商高︑能代工高︑能代西
高と改称された旧能代農高︑鷹巣農林高の幹部
のみなさんのご出席を頂いております︒残念な
がらニツ些局のみなさんは︑あいにくのご都合
で︑ご出席頂けないとの知らせを受けておりま
す︒このような一包戎によって︑同窓会の運営方
法や同窓生の消息確認など︑いろいろな情箆父
換を重ねることによって︑お互いの同窓会の向
上を図るという意向でございます︒
また︑秋田県高校同窓会連合会︵略称・秋高

●事務局報告●
秋田県立能代高校東京同窓会事務局長
八柳昭義氏 新制八期

連︶というのが年一回ありますが︑これにも参
加しまして︑広く県内各高校の東京同窓会のみ
な様との親睦を深め︑情報交換の場とすること
にしております︒
私たちの同窓幹半分はニカ月ごと︵偶数月︶
に開催しまして︑会の運営︑活動に関して協議
を重ねております︒パンフには︑一応各期の幹
事のお名前を列記させて頂いておりますが︑正
直に申し上げますと︑この名簿は正確ではあり
ません︒実は︑幹事会に出席頂いた方は︑すぐ
さまその場で幹事でございます︒
年六回ともなりますと︑特定の方々だけが出
席するのは︑なかなか困難な事情もあろうかと
存じます︒幹事会の開催の日時を小耳にはさん
だ方は︑どなたでもご出席ください︒そして︑
ややもするとマンネリになりがちな幹事公に︑
大いに新風を吹き込んでください︒
同期会のほうは︑期によっては︑なかなかの
盛況を見ているという噂も関きます︒同期会も
けっこうですが︑その同期会の緊密な横のつな
がりを同窓会に持ち込んで︑縦のつながりを構
築して頂く︒そして︑縦横に密度の濃い︑ボリ
ューム感あふれる同窓会にする︒これがわれわ
れ同窓会の︑当面の課題でもあると考えており
ます︒
本日はじめての方々もいらっしやると思いま
すので︑一応役員を紹介させて頂きますので︑
役員はそれぞれ起立を願います︒なお︑腰山顧
問はご都合が悪く︑本日欠席されております︒
会長小林肇︵旧制ナ几期︶ 副会長近
藤誠︵旧制十六期︶ 副会長太田勝治︵新
制十一期︶ 副会長高田正勝︵新制十四期︶
副会長菅原渉︵新制二十一期︶ 会計恥巫學
村井克自︵新制六期︶ 会報編集長杉崎孝雄
︵新制八期︶ そして︑私が事務局長を努めま
す八柳昭義︑新制八期でございます︒
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館の大ホールですが︑ここは懐かしの樽子山︒
あの木造校舎の跡に建った文化会館を式場とし
ますので︑東京同窓会からも多数参加くださる
よう︑重ねてお願いいたします︒
十時から記念式典︑十一時から記念講演会︑
午後一時からは会場を平安閣に移して記念祝賀
会を予定しております︒なお︑講演者は重示同
窓会会員の水木初彦さんです︒水不さんは東大
時代にボート選手として口Ｆマ・オリンピック
に出場し︑現在は朝日新聞の重星平社総務企画
室長としてご活躍でございます︒

秋田県立詑芹四高校教頭

本日は東京同窓会にお招き頂きまして︑あり
がとうございます︒急用で出席できなくなった
小野寺校長からも︑みな様にぜひよろしくとの
ことでございます︒
鯵掴高校は︑平成四年度の硬式・軟式野球部
の全国大会アベック出場以後︑若干低迷を続け
ておりますが︑硬式野球部は︑今年の秋の新人

七十周年の記念事業として︑回向Ｘ心会員名簿
の刊行︑七十年の歴史を刻んだ記念碑の完既な
ど八つの行事を計画し︑各部門ごとに着々進行
中です︒昨年の十二月と本年六月と二回に渡っ
て募金をお願いしたわけですが︑すでに募金を
してくださいました同窓生各位には︑この場を
お借りしまして︑深く厚く御礼申し上げます︒
そのほか︑みな様の常日頃のご協力と母校に寄
せるご好意に︑深く感謝吊し上げることで︑私
の挨拶とさせて頂きます︒

戦では目ざましい活躍が見られました︒平成七
年の七十周年には︑十分期待のもてるチＦムで
ございます︒軟式野球部も練習試合において︑
現在まで負け知らずの成績をあげております︒
これまた大いに期待できると思います︒
そのほかの運動部︑文化部の活躍もそれぞれ
に目ざましいものがあります︒
例えば︑先日の本校文化公演会では﹁プレ七
十周年企画﹂として︑本校出身で︑現在名古屋
芸術天学教授でいらっしやる岩森柴助先生をお
招きして︑先生のバリトンーリサイタルを︑文
化会館大ホールで催させて頂きました︒
全校生徒︑職員をはじめ先生の縁反︑恩師な
ど約千二百人を前に︑﹁木兎﹂﹁泊り船﹂など
全土ハ曲︒中には日本民謡集からの﹁南部牛追
い唄﹂など方言を交えたユニークな曲も披露︑
会場の笑いを誘うとともにカ仙く︑温かく響く
歌声によってホールを埋める聴衆を魅了しまし
た︒この企画にいろいろご尽力を頂きました関
係各位に︑心から御礼申し上げます︒
最後に︑東京間浚Ｘ″会員のみな様の力強いお
顔を拝見いたしまして︑能代高校の明るい前途
を見た恩いがいたします︒今後ともよろしくご
指導のほどお願いいたします︒

‑

●来賓祝辞●

秋田県有能代高校同窓会副会長
続
隆氏 新制三期
例年の通り盛会の東京同窓会総会にお招きを
頂きまして︑みな様の強い連帯感と深い友情に
大変感激している次第です︒本来ならば︑神馬
同窓会会長がご挨拶申し上げるところですが︑
都合により︑私が代理を努めさせて頂きます
先日︑能代市におきまして本部同恟タ質総会が
ございました︒ご冬他のところ︑小林東京同窓
会会長には︑遠路ご参加頂きました︒この場を
借りて︑厚く御礼中し上げます︒
来年︵平成七年︶は︑わが母校峠代高校の創
立七十周年の記念すべき年であります︒昨年十
月下旬︑同窓生︑ＰＴＡ役員︑学校職員よりな
る七十周年記念記念事業実行委員会が結成され
ました︒会議を重ねることで︑記念式典の日時
が決まりましたので︑ご報告申し上げます︒日
時は平成七年九月二二日︵金曜日︶でございま
す︒ぜひ友人多数誘い合わせてご参加くださる
ようお願い申し上げます︒会場は能代市文化会
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ったわけでございます︒
その後︑仙台勤務を経て︑平成三年の十月に
東京勤務となりました︒仙台でもラジオ︑テレ
ビを約十年担当しましたが︑ＮＨＫの全国ネッ
トの気象番組を担当するようになったのは︑昨
年︵平成四年︶の四月からです︒
去年の四月から今年の三月までは︑金︑土︑
日曜日と︑週の後半を担当したのですが︑今年
の四月からは︑ご存知のように︑折坂さんとい
う若い美人女性が月曜日から金曜日を担当する
ことになりまして︑一日減らされてしまいまし
た︒やはり女性の時代でしょうか︑析坂さんに
は大変ファンレタＦも多く︑このままでいきま
すと︑来年あたりは私など降ろされてしまうの
ではないかと︑心配しております︒
仙ｒ⁚士よりは業ｌくて
いい加波照なね訊がいい
私がなぜ天気予報を担当することになったか
といいますと︑その方面に詳しく︑この通りマ
スクもいいからということではありません︒
前年まで日曜日を担当されたのが︑倉鳴さん
という方でした︒倉鳴さんは︑ご存知の方も多
いと思いますが︑弁も立ち筆も立つ︑いわゆる
名物ウェザーマンです︒倉嶋さんが気象庁を退
官しまして︑番組を降りることになる︒ところ
が倉嶋さんの後任となりますと︑なかなか適任
者がいないわけです︒それならいっそ思い切っ
て︑若くて見るからにいい加減な奴がよかろう
ということで︑私にお鉢が回ってきたというこ
とです︒ですから︑日曜日など︑パジャマスタ
イルで︑気軽に天気予報をのぞく視聴者を想定
しまして︑倉嶋さんの紳士然とした服装とは違
う︑ラフなスタイルで出るようにという要請も
あったのです︒
さて︑私は根が真面目ですから︑その要請通

りラフな格好でフラリと画面に現れました︒と
ころが︑さすがＮＨＫの視聴者といいましょう
か︑ ﹁あのお化けのような格好で出てくるのは
何者か﹂と︑全国から苦情が殺到したのです︒
そこで︑スーツにネクタイという︑今のような
スタイルに落ち着いたようなわけです︒
さて︑今年の夏は大変な異常気象でした︒気
象庁観測以来始めて梅雨明けが確定できない異
常さでした︒あまり古い資料との比較はできな
いのですが︑天明の大飢饉を招いた冷夏に匹敵
する冷夏であろうといわれております︒
統計によると︑夏︑二十八度を越えるあたり
から冷房が使われます︒三十度以上︸度上がる
ごとに︑東京電力だけでも︑一旦旦カキロワッ
トぐらい需要が伸びるということで︑天気自体
がビジネスに深く関係しております︒気温一度
で何億︑何十億の収支の差が生まれるのです︒
したがって︑気象協会も東京電力を始め︑いろ
いろな企業に予測を提供しております︒身近な
ところでは︑西武球場︑神宮球場などでも︑わ
れわれの予想次第で︑監督の作戦も違ってくる
ようです︒球場で販売される食事の準備・購入
量も違ってくるのです︒
こういう仕事ですが︑天気予報はあたって当
たり前︑はずれた場合は抗議の雨あられ︑これ
にはさして逃れる傘もありません︒先日の仲秋
名月の皮も︑東京地区では﹁雨﹂と予報しまし
たが︑これがはずれ︒とたんに気象庁・ＮＨＫ
に抗議の嵐︒﹁晴れと予報したのに︑雨でせっ
かくのお月様と対面がかなわない﹂というので
はないのですよ︒弘法も筆の誤りと笑って見逃
してくれてもよさそうに思うのですが︑そうは
いかないお固い人もいる︒中には﹁もうＮＨＫ
には受借料を払わない﹂と八つ当たりされる方
もいらっしやる︒私はなるべく電話には出ない
ようにしておりますが︑たまたま出た電話で︑

‑

平成五年度・ 能代
高校東京同窓会総会

７︲ハ壮気マＴ報ピＳきーｉ４Ｊ⁝ｌ
渡辺博栄氏 新制二十五期

昭和四十八年に卒業しました︑新制二十五期
の渡辺です︒今日はみな様の前で︑特に大先輩
を前にして︑高い所からお話をさせて頂くとい
うことで︑少しおこがましく︑テレビ以上に緊
張しております︒少しでも吉気予報が身近にな
るような話ができればいいな︑と思っておりま
す︒二十分ぐらいお話の後質問などがあれば︑
お答えしたいと思っております︒
私は︑四十八年に気象協会の秋田支部に採用
されまして︑三年間︑現在の秋田新空港の気象
調査にあたりました︒みなさんも秋田にお帰り
の時お感じになると思いますが︑あの辺は非常
に強い風が吹きます︒あそこで︑一月常駐して
はニカ月間里に降りるという生活を︑三年間続
けました︒現在の空港の気象の基礎データを作
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延々２時間の抗議を拝聴︒その間︑サンドバッ
グさながらに︑叩かれっぱなしだったこともあ
りました︒
︷ｍ４Ｓ１４ ︷ｎ￥１のままに
瓜叉け止めることが
われわれの趾Ｕ夜？
最近エルニーニョというカタカナ言葉を見聞
きいたします︒これが冷夏の原因の一つ︑とい
うよりは現在世界各地で活発な火山活動が影響
してエルニＦニョを引き起こし︑それが冷夏を
生んでいるという見方が発表されました︒しか
し︑エルニーニョを引き起こす原因はほかにも
あると︑ただ今︑気象庁では調査研究を続けて
おります︒
いずれにいたしましても︑私たちは自然の力
に対しては受け身の存在でしかありません︒例
えば雷一つを考えましても︑そのエネルギＦは
膨大です︒台風などその方向や位置を変えよう
とすれば︑おそらく水爆百個ぐらいのエネルギ
ーが必要であろうといわれております︒気象は
人間の生活に直接関わる重大な事象ですが︑自
然の生み出す現実に逆らって︑自然現象そのも
のを人間に都合よく変えるということはほとん
ど考えられません︒したがいまして︑﹁今年の
長雨はどうなっているんだ︒気象庁は何をやっ
ているのだ﹂と苦情を頂きましても︑こればか
りはどうしようもないわけです︒
結局のところ︑自然にはかなわないというの
が本当でしょう︒したがって︑気象の予測や研
究は︑白熱の猛威に対して︑どれだけ被害を少
なくするかということが︑一番の目的だといっ
てよいと思います︒
当初︑日本の天気予報は︑大切な人命を守る
という見地から︑警報だけだったようです︒近
年は災害予防の対策も進歩し︑伊勢湾台風や洞

一石遭難のような多大な人命恨夭の悲劇は︑こ
の十四年間ぐらいはありません︒しかし︑先頃
のリンゴ園全滅︑今年予想される大凶作など︑
まだまだ財産までは守ることができないという
のが実状です︒
天気予報はお医者さんと似ております︒お医
者さんの問診や顔色診察などと同じように︑天
気予報も観測によって︑まず空の状況︑雲の流
れなどのデータを収集いたします︒その後︑血
圧や血糖値︑尿蛋白などを測定するように︑気
圧や気温などもろもろのデＦタをコンピュータ
で分析して︑天気予報として発表するという順
序になります︒
観測は︑大きく分けて一日二回︒日本時間の
朝九時と夜九時︒これはグリニッジ天文台が０
時の時︑世界中が同じ条件で同じことを観測し
ようということで︑世界的七千の天文台が一斉
に観測活動をします︒その素データを里示に集
めて︑加工したものをまた世界に流すというよ
うなことを行っております︒今︑世界各地で地
域紛争があります︒そのような時にあって︑一
番国際喩カがスムＦズに行われているのは︑気
象ではないかといわれております︒国境を越え
人種を越えて︑同に時間に人間の心臓の高さか
ら頭の高さぐらいの気温を測ります︒高層は二
万〜三万メートルを気象衛星などを使って観測
します︒
アメダスは日本独自のもので︑およそ千三百
ヵ所ぐらいあります︒強い雨の場合は︑これで
かなり正確に予測できるのですが︑ほんの少し
の雨︑あるいはごく限られた地域の短時間の天
候の急変などまでは︑まだまだ正確というとこ
ろには至っていないようです︒
気象衛星の﹁ひまわり﹂からの写真ですが︑
あれは大悟亦進上に五つの静止気象衛星があっ
て︑そのうちの一つを日本が分担しているので

す︒これは冬型の雲の写真で︑日本の位置はこ
こです︒筋状の雲が一杯に広がっています︒Ｎ
ＨＫの場合は︑気象衛星からダイレクトにこの
窟具を取りまして︑画面に流すわけです︒こち
らの写真が台風です︒
当初日本は︑南極と北極を縦に回る極軌道衛
星を希望したようです︒これは大まかな雲しか
発見できないのですが︑連続の雲の移動がわか
るという利占ぷあります︒極軌道衛星は現在二
つ︒一つはアメリカ︑一つはロシアが分担して
おります︒その一つであるランドサットは︑地
上の新聞の大見出しぐらいまで読解可能といわ
れますので︑気象観測のほかに︑軍事目的で使
用されている模様です︒終戦間際︑日本の上空
にはかなり強い西風︑ジェット気流が吹いてい
るということが発見されました︒この発見のき
っかけになったのは︑アメリカ空軍の予想襲来
時間と実時間とのズレだったということです︒
戦争によって︑あるいは軍事目的で発達・発見
した事象であっても︑現在平和日的で大いに活
用されているのは絃構なことだと思います︒
もともと天気予報の発達と軍事科学は︑切っ
ても切れない密接な関係がありました︒現在気
象観測にはレーダーが使用されておりますが︑
このレＦダーも襲来する敵機の発見のために開
発︑進歩したものです︒レーダーで敵の飛行礪
を発見する際︑邪魔になるのが雨でした︒しか
し︑邪魔な雨をつぶさに読み取ってしまうこと
が︑平和利用としての気象観測に大いに役立つ
ことになるわけです︒

Ａ加気ｆ報の成ａは
幻ぶお
刳射心刳りダ？

さて︑それでは天気予報は︑現在点数をつけ
れば何点ぐらいか︒百占蒲点にして八万点とい
ったところでしょう︒それが高いか低いかは︑
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意見の分かれるところですが︑ちなみにある調
査機関の資料によると︑今年の東大理科Ｈ類の
センター試験の合否ボーダーラインが百点満点
で八六・一二点︑合格者の二惚試験の平均偏菜價
が六五・〇であったとだけ述べておきます︒
予報確率の一番いいのが︑名和之の気圧配置の
時︑毎日太平洋側を晴れ︑日本海側を雪として
おけば大体あたります︒もちろん︑私たちは占
いをやっているのではありませんので︑このよ
うな予報はいたしません︒逆に︑はずれるケー
スが多いのが季節の変わり目です︒梅雨明け間
近と予報したのに︑前線がなかなか北上してく
れないなどのケースが起こりがちです︒
天気予報には︑統計も重要なウェイトを占め
ています︒昭和三九年︑束京オリンピックの開
催日時の決定に︑この籾討資料がー役かったの
です︒まず︑北欧諸国からの要望で︑開催は十
月頃と決まったようです︒十月初旬まで続く秋
雨の時期︑これの終わりはいつかと判断するの
が︑気象庁の腕の見せどころでした︒十月後半
にもってくれば︑雨の心配はほぼ解消するので
すが︑日本の秋から冬への移行は寫外に早い︒
後半の競技に寒さの影響があってはならないだ
ろうという意向のもと︑統計資料を駆使して︑
ぎりぎり早めて開催日を十月十日としたわけで
す︒九日までの雨が十日にはあがり︑晴天下で
挙行された開会式を見て︑気象庁一同鼻高々で
あったといわれております︒
私は今︑朝一二時半に起床しまして︑一度気象
庁に寄り︑五時半にＮＨＫに入ります︒いって
みれば︑早起きが私の仕事の半分ぐらいなもの
で︑ＮＨＫに到着すれば︑仕事の大半は終わっ
たようなもの︒後はほんの短い生放送で︑黒田
キャスターらの突っ込みに︑しどろもどろに受
け答え︑ボロリと能代弁を出しながら︑あわた
だしく画面から消えるのが︑私の週末です︒
Ｊ跡町骸ご
姿
オリックス・プルーウェーブス
高橋功一
秋田市営八橋球場︒能代高校時代はあこが
れの場所だった︒３年生の夏は県予選の３回
戦で敗れ︑この球場のマウンドには立つこと
さえできなかった︒あれから６年が過ぎた︒
平成七年六月四日︑故郷に晴れ姿を披露す
る場は︑つい先頃の汚名をなにがなんでも返
上する場でもあった︒前回︑五月二十八日の
西武戦での登板では︑わずか四回で５失点︒
仰木監督に﹁逃げて四球を出すな︒どうせ負
けるなら正々堂々正面からぶつかってこい﹂
と︑きつく叱られた︒
イチローを始めとする打撃陣がいくら好調
でも︑それだけでは優勝は望めない︒野旧︑
長谷川︑星野の三本柱に続く四番手投手とし
ての成長を期待する監督の愛の鞭なのだ︒
監督以上の期待に胸を踊らせているのが︑
スタンドを埋めつくし︑﹁高橋ー・﹂を連呼す

Ｊ

る郷土のファンだった︒平静を装いマウンド
に向かう足が震えた︒鼓動が大きく耳を打っ
た︒ふだんは色白のはずの顔が︑耳まで赤く
なるほど上気していることに気づいた︒
相手はバレンタイン監督を迎え︑昨年に比
べると︑一枚も二枚もねぱり強さを加えたロ
ッテ球団だ︒打率でイチロＦにぴたりとつけ
る元大リーガー・ブランコが四番にすわる︒
﹁調子はいい﹂と自分に言い聞かせ︑第一球
を睨けた︒﹁逃げないぞ﹂と︑この日は最初
から積極的にストライクを取りにいった︒
広島では瓜捧さん︵部代商高出身︶も主戦
の一人として頑張っている︒一回裏︑早くも
３点をプレゼントしてくれた味方打線の播護
もあった︒負けられない︑という気負いもい
つしか消えていた︒
七回ワンアウト後︑フランコにこの日初め
てのヒットをセンター前にもっていかれた︒
続く初芝にもヒットされた︒しかし︑なんと
か後続を抑えた︒八回から清原︑鈴木のリリ
ーフ陣にマウンドは譲ったものの︑３安打︑
７一二振︑２四球の好投だった︒完投はできな
かったが︑このマウンドで白星をあげた︒
試合後︑母校の大先輩でもある山田ピヅチ
ング・コＦチは報退陣にこう語った︒
﹁ピッチャーに限らず︑だれでも︑故郷のグ
ラウンドでは︑寫外にいい仕事ができないも
のです︒私にしろ︑落合にしろ︑このグラウ
ンドには︑何度か﹁ゴメンナサイ﹂と謝って
います︒まして︑高橋クラスのピッチャーに
は大変なプレッシャーがあると思いますよ︒
でも︑これだけ投げたのですから︑もう安心
とはいえないまでも︑これでー皮むけると思
いますよ﹂
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第三部
懇親会

●開会の捨侈●
秋田県立花高松果京同窓会副公民
近藤 誠氏 旧制十六期

みなさん今晩は︒旧制十六朝の︸痙諌でござい
ます︒お酒を前にして気もそぞろという方もお
られると思いますが︑役目上ご挨拶申し上げま
す︒
今年もこのようにみなさんの元気な顔を見せ
て頂きまして︑本当にありがとうございます︒
先ほど会長の話にもあったように︑岡安Ｘ心に意
義をもたせるのは非常に難しい︒しかし︑とに
かくこうして集まることに意義を見いだす︑こ
れも一つの方法だろうと思います︒
われわれは同じ学窓を巣立って︑いろいろな
思い出を共有するわけです︒先はどの関根さん
のお話で︑ちょっと思いついたのは︑過去は過
去としてわれわれの未来を思う時︑今日このひ
と時が︑われわれのこれからの人生で一番若い

時になるわけです︒若い人の中には︑﹁年取っ
ているからそう考えるのだろう﹂と思う万もい
らっしやるかも知れませんが︑とにかく︑今日
この若さで︑大いに張り切って第三部を盛り上
げて頂きたいと思います︒
ありがとうございました︒続きまして︑第
二二代能代高校校長の草溜辛太郎先生と第
二六代校長加賀正隆先生にお言葉を頂きた
いと思います︒

草Ｓ辛太郎先生

第二二代依代高校校長

私は︑能代高校では五ご毎から五六年にかけ
て︑二年と十ヵ月の間︑校長としてお世話にな
りました︒硬式野球部の二年連続甲子園出場︑
軟式野球部の全国大会準優勝︑国体での優勝な
ど数々の思い出がありますが︑それらに関しま
しては︑みな様のお手元のパンフに私の紹介欄
がありますので︑それを私の挨拶の一部とさせ
てください︒

加賀正隆先生

私は大曲の在の出身でありまして︑県北の地
は能代がはじめてでございました︒能代は市民
性も大変よくて︑しかも友情あふれる先生方に
囲まれ︑向学の志に燃える生徒に会うことがで
きて︑大変心強く︑教師としての冥利を満喫し
たことを覚えております︒
能代高校の前身︑能代中学の初代校長を務め
られた武藤醤二郎先生の﹁堅蔵力行﹂を教育指
針とし︑教師の研究姿勢こそ生徒の学習意欲を
かき立てるものであるという見地から︑研究紀
要を発刊したことも︑非常に懐かしい思い出の
一つです︒
語れば尽きぬものがありますが︑これをもっ
て︑私のご掬拶とさせて頂きます︒

第二六代能代高校校長

しばらくでございます︒私は︑昭和六三年四
月から平成二年一二月まで校長を務めさせて頂き
ましたが︑神馬会長ともども︑ふだんのご協力
に対するお礼かたがた︑学校および同窓会本部

く︑2U
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へのさらなるご援助を無心に︑旗を持って上示
したことを昨日のように感じております︒
能代高校には︑定時制を含めまして︑ちよう
ど二十年間︑教壇に立たせて頂きました︒その
間昭和四九年には︑軟式野球部監督として全国
大会に初出場したこと︑翌年︑校歌に歌われる
樽子山から現在の高塙へ校舎が移転したこと︑
五二・五一二年には高松投手を擁する硬式野球部
が甲子園に連続出場したことなど︑忘れられな
い思い出の数々に満ち満ちております︒
そのほか︑雨天体操場の竣工︑准摩素向上の
ために授業時間を変更︑校門前の前庭拡張計画
など︑市長さんをはじめ︑同恟大八のみな様には
物心両面でいろいろご支援を頂いた反面︑板倉
前会長さんには︑手厳しいお叱りを受けるなど
悪戦苦闘もいろいろありました︒
東京同窓会の益々の発展を祈り︑私の在任中
のお礼を含めまして︑本日ご招待頂きましたこ
と︑心から感謝の意を表する次第です︒
ありがとうございました︒

ここで︑祝電を披露させて頂きます︒
東京同宍ｔ会総会の開催を心からお祝い申
し上げます︒アジア大会出場のため︑今回
は残念ながら出席できませんでした︒広島
の空の下から︑みな様のご活躍をお祈りい
たします︒
選手村にて

新制ゴ千一期生鈴木裕美元
鈴木さんは自転車競技出場のため︑広鳥入
りしております︒彼女は十一日︑最初の種
目であるスプリント予選に出場します︒鈴
木さんのご健闘をお祈りします︒

宮腰洋逸氏 新制五期

それでは︑引き続きまして︑忙しい公務を
ぬって︑本日能代から駆けつけてください
ました宮腰押送市長からお言葉を頂きたい
と思います︒

能代市長

東京同賓客匹の総会︑おめでとうございます︒
新制五間の宮腰でございます︒今年の秋田は豊
作で︑故郷のみなさんも元気が出ております︒
二ご二報告しますが︑まず︑来年の四月には北
大の研究所のーつが能代にできます︒堅実で地
味ではございますが︑これを中心に今後この種
の研究機関が誘致できればと思っております︒
次に︑スポＦツリゾートセンターが︑これも
来年の春完成を目指しています︒百五十名を収
容する合宿施設︑です︒バスケットボールのコ
Ｆトを４面取ることができます︒温泉プールを
備えてあります︒こういうことで︑この施設の
利用など︑今後もみな様のご箪刀をお願いする
ことが多いと存じますが︑よろしくお願いいた

します︒
それから来月十一月十七日には︑関係各位の
ご努力によって︑新体操の国際大会が開催され
ます︒出場するのは︑ブルガリア︑中国︑日本
のそれぞれ代表選手でございますので︑新しい
体育館の披露を兼ねたイベントとして︑申し分
のないものと期待しております︒
先人のおかげでいろいろな事業が実を結びつ
つあります︒心から感謝いたします︒
今後とも東京同原公のみな様には︑いろいろ
な形でのアドバイス︑教えを心からお願いして
東京岡安Ｘふの益々の発展と︑ご参加のみな様の
ご健勝をお祈りしながら︑挨拶の言葉とさせて
頂きます︒本日はおめでとうございました︒

本日は︑日頃より親しくお付き合いさせて
頂いております︑各同窓会を代表されるみ
な様に︑多数出席頂いておりますので︑ご
紹介させて頂きます︒
能代北高松詮召東京支部のみな様︑能代工
業高校同窓会東京支部東領会のみな様︑能
代商業高校同突客″恵呈又部のみな様︑能代
農量的校は今年四月︑能代酉局校と校名が
改称されておりますが︑その能代西高校関
東回SMgのみな様︑鷹巣農林高校同窓会東
京支部︑以上５校の同窓会のみな棟が︑お
忙しいところわざわざ︑ご出席くださいま
した︒

みな様にお礼の拍手をお願いいたします︒
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