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田

公

敏

松

輝

美

｢二両祭｣'九

大･京大･東工大･1橋大･国公

合格者数が県立浦和に次いで全国
公立二位になるなど､今年度も
しっかりした実績を上げてくれま
した｡しかし現在の生徒達は'東

立医学部のいわゆる超難関国立大
を第一志望とし'後は早慶を初め
とした東京の私立大へという構図
があり'筑波大などの難関校へい

かに志願させるかなどが課題と

｢やればできる｣

という

その

なっています｡ご承知のように超
難関国立大は全国区の戦いであり

ためには

合格は大変困難でありますo

の英語｣

とい

うキャッチコピ‑を知ってる?な
どと声をかけへ 生徒の意識改革に
努めています｡

のようにできる土1

断固たる決意を胸に生徒諸君には
頑張ってもらうしかないのです
が'叱嘩激励の意味を込め'｢鬼

が第三〇回､｢歩く会｣ が第三九
回を数えました｡このように着実
に回数を重ねられるというのは'

｢二両祭｣ は'﹃puzzte〜無限につ

本校に学ぶ生徒達の能力の高さを
示すものだと思います｡今年度の

ながる僕らのピース﹄というテー

球･サッカー･バスケット･バド

マで行われ､生徒それぞれが個性
を発揮して盛大に開催されまし
た｡天候にも恵まれて二日間の入
場者は三千名を超えたのではない
かと思います｡現在の一高生を見
るにはこれが1番かと思います｡
轟年夏に先駆けて催される一高祭
を是非一度ご覧ください｡また部
活動についてですが約八割の生徒
が加入しています｡吹奏楽･合
唱･弦楽の音楽三部や'硬式野

ミントンなどは､それぞれ多数の
部員を抱えて活動しておりへ ある

素質を有していますo

要は'その

す｡幸いにして本校の生徒は'主
体的で'自らの判断で行動できる

素質をいかに磨くかであり'妥協
を許さずにより高い知性と徳性を
身に付けるための切瑳琢磨の機会

を造り出していけるかというとこ
ろにありますo その点をノブレ

した｡その意は

｢わが校は'新し

ス･オブリージユという言葉に要
約して今年の中学生向け学校案内
パンフレットに掲載させて頂きま

い社会をデザインする先導者とし
て未来を切り拓きたいと願う若者
たちが集う学舎です｡そのために
勉学に勤しみ'心身を鍛え'友と
｢勉強だけでは｣

という

この背景には保護者の方の
いわゆる

ますo

指す教育を

ものです｡これを受けて本校の目

入試状況でございますが'東大

︻BE

A

3両へ続く

CREATOR

の交流を糧とする ‑諸君には'
その責務があるのです｡｣ という
と思います｡

意識があって'小さい頃からの習
い事や'スポーツ少年団活動の延
長線に部活動があるのではないか

時代の同窓生の方には信じられな
い放課後の風景ではないかと思い

かということにつきるかと思いま

最後に'これからの本校の課題
等についてですが'知徳体のバラ
ンスのとれた人間として生徒たち
を育てながら'どのように現在の
進学実績を維持､発展させていく

でおります｡今年で ｢一高祭｣が
第六〇回'｢ 偽オリンピック｣

主的に実行委員会を組織Lt 企
画･立案の段階から運営･実施'
反省･評価に至るまでを取り組ん

月の ｢二両オリンピック｣､十月
の ｢歩く会｣ などではへ 生徒が自

行事である六月の

生徒のクラブ活動についてです
が'相変わらず自主的活動が活発
に行われており､特に本校の三大

村

｢同窓会会報に寄せて｣
学校長

マークにもなっている旧本館'そ

本校のみならず土浦市のランド

我々卒業生は直接在校生に教育

手を差し延べて相談に応じたり'

生がその在校生に対し'精神的に

の場で立合うことはありませんが
進学しようとする大学の出身卒業

援活動であります｡

るのは'在校生に対する精神的支

存が飛躍的に進捗していることを
ご報告しておきます｡
同窓会活動として次に挙げられ

努力によって'旧本館の整備や保

近年大曽根副会長を委員長とす
る旧本館活用委員会の活動が顕著
となって'資料展示の整備や'旧
本館の一般公開等々､活躍して下
さる数名の委員の方々の献身的な

います｡

念品費等に充当して活動を行って

し､その他会報発行'卒業周年記

平

同窓会会長あいさつ

同窓会会長に就任してから'早
くも半年余りが経過致しました｡

就任当初'四月の入学式に初め
て会長として出席し'祝辞を述べ
たのですが'新入生諸君の初々し
い緊張した雰囲気が会場一杯に溢
れ'さすが進学校の入学式である

この他同窓会活動には卒業生の
皆さんのそれぞれの社会的地位が

れました｡

同窓会としては大変名誉なこと
であり'こうした素晴らしい先輩
役員の無償の奉仕によって在校生
支援活動に尚弾みがつく事を期待
するものであります｡

す｡

創立百十周年を迎えた今年'特
別な式典は実施しませんでした
が二間窓会で記念のクリアホル
ダーを作って頂き'全生徒と全職
員に配布させて頂きました｡教室
などへの置き忘れがないことから
判断するに'大変好評だったので
はないかと思います｡旧職員の飯
村先生が写した旧本館の写真と'
同じく旧職員の長谷川先生が旧本
館を図案化したものを刷り込んだ
ものです｡なお東進会'水戸支
部'常陽亀城会などの支部会の折
には原価で買って頂きました｡こ
のあと来年､再来年の入学生には
合格祝いとして配布するつもりで
す｡入学前から本校の求心力の一
助になってくれればと願っていま

かiD御礼を申し上げます｡

の前庭の銀杏が秋の深まりと共に
黄金色の輝きを増しています｡進
修同窓会会員の皆様には'ますま
すご健勝のこととお喜び申し上げ
ます｡また､日頃から本校の教育
活動に深いご理解と温かいご支援
をSただいておりますことに'心

もたらす無形の在校生支援活動が
ありますがこの事はまた号を変え

ことを同窓会々長として大変誇ら
しく思った次第です｡

これらの入学を許可された子女
達が三年間の二両生活の中で､村
松校長先生以下教頭･教諭の方々
の校風に副った教育と先輩在校生
との交流によって成長し'卒業時
には希望する大学へ進学できるよ

･てお話することにしましょうo

す｡

う期待するものであります｡

また部活動の顧問となって指導し
たり'色々な場面で在校生諸君の
よき相談相手として活躍していた
だいている諸先輩が沢山おられま

さて'その後'同窓会各支部の
総会が相次いで開催され'お招き

を受けて'高津天川支部･東京支

最後になりましたが'同窓会副
会長を永年にわたり精励されてお
られる横井光孝副会長がその功績
によって文部科学大臣質を授賞さ

部(東進会)･県庁支部等に出席さ
せていただきました｡

各支部共'同窓の皆さんが多数

相集い'懇親の場で昔話に花が咲

た｡

活躍を期待してごあいさつと致し

会員諸兄の益々のご健勝を願い
本校校長以下教職員の皆さんのご

き､又 向の現況等についても
色々と質問が相次ぎ'母校に対す
る熱い想いが伝わり感激致しまし

同窓会活動は皆さんご高承の通

ます｡

り会員の会費と入会金と寄附金を

る経済的支援を第一義として支出

財源として'在校生の活動に対す

平成十九年度

度定期総会が'母校土浦一高体育
館において会員多数出席のもと盛
大に開催されました｡午前中早く
から母校を訪れた会員も少なくな
く'旧友との再会を喜び合った
り'旧本館周辺で記念写真を撮っ

去る四月八日(日)'平成十九年

業報告及び決算報告について

総会は'恒例となった応援指導

たりして'開会前から盛り上がり
を見せていました｡
部のリードと吹奏楽部の演奏によ
る'校歌､応援歌' 向讃歌の斉

唱で開会し､物故会員への黙祷の
後'幡谷祐1会長'村松輝美校長
の挨拶があり'青山和義副会長を
議長に以下の議案が審議され､可
決承認されました｡
一 第1号議案 平成十八年度事

応援指導部指揮による校歌斉唱

横田尚義氏から1身上の都合､によ

また'第二号議案に関しては'
長年会長として本会の運営と発展
に尽くされた幡谷祐一氏と本校校
長を経て副会長を続けてこもれた

二 第二号議案 同窓会役員の改
選について
三 第三号議案 平成十九年度事
業計画(莱)及び予算(莱)につ
いて
なお､第一号議案では､今年が
本校創立一一〇周年であることか
ら'記念事業として'旧本館前
ロータリー改修工事'応接室･会
議室空調機設置'記念品 (クリア
ホルダー) の作成など'別途積立
金の決算が承認されました｡

進修同窓会総会開かれる

土浦一高進修同窓会会報
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る辞任願が出されていたもので､
氏

(併二)

と新副会長に長瀬宗男

これを承認し'新会長に平田公敏

総会後'卒業周年祝賀式に移

氏 (高十一) を選出しました｡

り､本年は六十周年はなく(本年
該当の中四十七回生は昨年'中四
十六回生と一緒に実施したので)､
高九･定七回(五十周年)'高十
九･定十七回(四十周年)'高三十
四二両理十一･定三十二回(二十

五周年)の方々をお招きいたしま
した｡祝賀式では'来年五十周年
を迎える高十回の平堅次氏より祝
辞が述べられ'招待者への記念品
贈呈の後'高九回の古森貞弘氏よ
り'本年卒業五十周年を迎えられ
た皆様を代表して謝辞が述べられ
また'会場を移動しての祝賀会

ました｡

一転して賑やかで和やかな祝宴が

にも数多くの方々の参加がありへ
もたれましたo

･前会長に感謝状の贈呈

2面からの続き

oF THE FUTURE︼ (未来への

FLAGSHiP HIGHSCHOOL︼ とし

創造者たれ) とメッセージ化し'
本校のブランドスローガンを ︻

を､というものであります｡具体

て意識の高揚を図っています｡
以上が主な学校の様子でありま
すが'最後に1 つ施設面での夢を
書かせて頂きます｡現在'県南地
区にはたくさんの私立高校があ
り'それぞれが講堂を有していま
す｡できましたら本校にも講堂

的には進修記念館のアリーナ部分
に自動迫り出し式のスタンドを設
置し'必要に応じて講堂としては

卒業五十周年記念同窓会

高校九回生にとって､平成十九年四

昭和三十二年三月に卒業して'その

月八日は､長くて､短い1日でしたo

そんな思いもあって'五十周年記念

後の五十年間は'私たち一人一人が､
日本の歴史を変えた主人公として自負
できる五十年でもありました｡

どうでしょうか｡学校としては学

年ごとの集会やpTA研修会など
多目的に使用できるのではないか
と考えております｡また'進修記
念館がより一層同窓会館としての
役割を果たせるのではないかと思
います｡同窓会の皆様方にお考え

本校の発展は､時代を超えて同

をいただけたらと思います｡

窓会の皆様方が築きあげられたも
のであり'心から敬意を表すると
共に､厚く御礼を申し上げる次第
でございます｡今後ともご指導と
ご支援をお願い申し上げましてご
挨拶､ご報告と致します｡

同窓会は'旧来の知己を確かめ合いな
がら'五十年の自分史を語りあう機会
にしたいと'六回の幹事会､三回の
﹃九回生だより﹄ の発行を通して'出
席を呼びかけてきました｡その甲斐
あって'今回百三十二名の仲間が参加
しました｡感無丑であります.
出席者の中には'卒業以来五十年ぶ
りの方々'そして病気を押して出席し
た方がおりました｡一方この日を心待
ちにしながらへ 病気で出席できない
方､この日の直前に亡くなられた方
等々'残念至極な方もおりました｡
さて私たちが入学した年は'戦後十
年目にあたる時期一九五五年でありま
した｡そしてこの時期こそ近代日本の
歴史上'最大の転換点でありました｡
政治的には｢五五年体制｣が始まった
時期であり'高度経済成長の代名詞で
もあります｢神武景気｣もその時代に
始まっていますoようやく日本という

めた年でした｡

国の新しい生き方の方向づけが出来始

しかし､私たちはそれぞれに､貧し
い生活実感を思い出しますo小学校'
中学校､高校と'遊びと学資稼ぎを両
立させていた仲間が大勢いますoまた
大学へ進学したいけれど'あきらめた

4面へ続く
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､1 擁据萱草曇套撚撤｢ ､:す､p:謹護 に‑ ｢慧 請
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哲をいしみ花みもいらと法私哲をむにど手三すプかえ体学とも私人‑堀妄〇 病 皮 部⑫ いりじしぶ第論入てにし克通し文.葦治長 ま実理がれにで｡か近た己大た学

し存解たま読は込らづか君学oや談oな‑呂お､でンと覚‑力んいはに

うまがでけ医験ろなのら二たえ甲うなたて世しなです部かじにす自にでたは間をた に医理すまあて学勉塾もい持'十り♪二る̲頭慣わ｣ろC一間たいメoに､る乗る分本こ‑す' 際突そo 至芸済招職揖髄 の､ ひ骨 董重器妻妾筆墨経等藁妻重き言服芸濯垂蓋軍冨壷登

電界のとな道白が分微研でる自筒がびたのさ意オア生ゲの語あやあなンな方がにで病を通の 子を一一り具竃いりに鏡究すも分単あま私組電｣れ味トンみン語でり?りにと例いがわはし名覚る穴 の見よ体をに子もで遊的テoのででりしは織子なるにコド出は根｢ま｣まゲかえこ覚き常たもえ神の 業妄呈短づ寄霧完雪だ莞上京雷慧芸左宅胃等票等嘗誓言錨g=誓蓋千三て‑"J 軍与喜這誓碧空等条 描蔓警描墓聖霊重機甜臓妻蔓夏至 萱雪雲毒据壷蓋漁豪華筆墨萱等苦孟書芸琴芝ヲ真言嘉琶/i至言書芸義墓室蓄嘉芸
)

【略歴】た事とすい悩にそい変こすやいるん部を在日のツたりで表 1948年土浦市に脚る(鮒月12日闇潮朋 ｢皮僻の日｣) 1973年京都大学理学部卒業 1979年譜宴芸農荒慧荒業…す部 1981年朋;大学皮ffJ‑f科､助手 1987年米国アラバマ大学皮府科留学 19 3年jij.'者ド大学皮借料､講師 19 5年京都大学附属病院皮府科､病棟医長 19 6年大阪赤十字病院皮府科､部長(現職) 所属学会日本皮膚科学会(中部支部代議員)､i 日本東洋医学会､日*J屯嬢皮膚生物室にとーだた'でで知進にでて｢しう患病た十

ヾ学会(う軍営委員)ながジけら恩のもれ路悩すい何'と者院研七い電レまひと
つ大にでいい糧､なをむoまで若すさに究年る子ンしとが
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日立支部
進修同窓会日立支部は'昭和六

よ

り
(高二

新支部長のもと支部総会懇

員見直しを行い'長南達也
三回)

親会を開催しております｡

日立支部総会には'進修同窓会
名簿や聞き伝えにより'県北地区

三年三月水戸支部 (当時'幡谷祐
一水戸支部長) の応援を受けて'

(東海村へ 常陸太田市'日立市'

東葛支部
束葛支部同窓会は､平成五年に

支部総会の特徴としては'毎

からタイムリ‑で興味深いお話が

31卒)｢三位1体'地域格差'司法
改革｣と､〟その道の第一込有″

話いただいております｡

回'1高OBによる講演会を実施

しみにしています｡

伺えるのを'出席者一同費沢な楽

H15年(10回) 林(広沢)幸子氏

で'二次会は近くのカラオケバー

ここ数年を列挙しますとt

しております｡

(S37卒) ｢廷るテレジンの子供た

発足しました｡

相市在住の土浦一高OB会として
柏地域は'土浦と東京を結ぶ常

総会会場は柏駅前の中華料理店

磐線上の中間に位置し'一高OB

辛)の同期組が多数参加いただい

最近は'小池忠男元会長(S28

を借り切り夕方に解散しますo
辛) ｢待望の常磐新線｣

H16年(1 1回) 小幡政人氏(S38

ち｣

職場へも帰省

にも格好の場所として居を構える

が自立し､結婚Lt

人が増えたものと思われますo

卒)

｢道路の交通運用体験雑言｣

今年(14回)は'大野金1氏(S

鶴岡義雄さん90歳 中3 6回卒｡

田村武夫)

代卒業生へと中心がシフトしなが

(東葛支部支部長

を務めた｡

貰oo 2年〜0 6年に二科会理事長

立｡9 0年に日本芸術院質を受

にした作品で独自の作風を確

事長'1 0月2 7日死去｡林武に師

卒業五十周年

高三十五回

高二十回

高十回

卒業周年記念祝賀式
卒業四十周年

定十八回

午後l時

定三十三回

一般会員･周年記念会員の数多くの方が母校の門をくぐられることを
期待しております｡
尚'総会'祝賀式終了後へ市内にて祝賀会(懇親会)を開催いたします｡

卒業二十五周年

定八回

二 期日 平成二十年四月十三日(日)
二'会場 土浦一高体育館

次年度進修同窓会総会･卒業周年記念祝賀式は次の通り開催します｡

平成二十年度進修同窓会総会の御案内

る作品で知られ'｢舞妓｣ を題材

事｡豊かな色彩と近代感覚あふれ

洋画家'芸術院会員'二科会前理

ていますが､今後は'S30･40年

当初は'柏市内で古くから開業

ら'東葛支部の益々の発展に向け

茨城県北地区在住･在勤の同窓生

していた山口和夫氏(S18卒)(本

H18年(13回) 雨貝二郎氏(S39

す｡

て努力してまいりたいと存じま

仲間も誘い合うようになり参加者

生に参加いただき学校の近況をお

曜日に開催し'本部役員･校長先

H17年(12回) 秋山尚夫氏(S36

同窓生を調べて約百名の方に案内

高萩市'北茨城市) 在住･在勤の

年8月死去)を会長に擁Lt 押手

｢未来のエネルギー⁚バイオ

(設立総

を出しております｡しかし'県北

エタノール｣

辛)

に声をかけることで発足
その後､寺田光一(中四〇回)

タートしましたが､その後'回を

克夫(S38卒)が幹事となり'ス

会開催) しました｡

動などがあり'支部会員数の全貌

在住者が少ないことや'勤務先異

不定期

に支部総会懇親会を開催し

重ねるに従って､柏周辺の松戸･

も増えたので'これらの地域の旧

我孫子･野田･流山在住の同期の

に'支部会員一三名出席のもとう

地名である｢東葛飾郡｣(東葛地区)

1月

本部から大曽根宏亮副会長'岡崎

一帯のOB会として平成十六年よ

八年

尚俊教頭先生を来賓として華迎え

りT土浦1L高進修同窓会東葛支部｣

最近では'平成l

把握が困難な状況にあります｡

(平成二

六年)

支部長のもとう

切れておりました｡

てきましたが､しばらく開催が途

平成1五年に寺田支部長'篤田
条一(高六回) 幹事長を中心に役

し'支部総会懇親会を開催しまし

と名称変更しましたo

こ.e際へ東葛地区在住のOB名

たo 総会では'篤田幹事長の経過

問の音頭による乾杯に続いて'校

簿を購入し'全OBに同窓会への

報告､長南支部長の挨拶'寺田顧
歌斉唱'大曽根副会長･岡崎教頭

70

参加を呼掛けました｡実にへ

出席

その結果､現在では'毎年15

0名の方々に及びました!

先生からの母校や同窓会の近況報
告を伺い'学生時代の思い出を遡
るとともに'現在の学校の変化に

0名余に総会案内を発送Lt

います｡東葛支部改称の総会後に

者40名､会費納入者80名に至って

時の流れを大いに実感しました｡
少人数ではありまし

その後'参加者全員の近況報告
などによりへ

は､記念に支部会報(写真)を発行

したo

し'150名余の会員に送付しま

たが大いに懇親を図ることができ

め'不定期ながらも総会懇親会を

記)

当支部総会は'毎年11月第2土

ました｡これからも会員交流のた

小山行雄

長南達也)

開催してゆく予定です｡
(日立支部長
(支部幹事

++ 墓室書至芸懇しくなま診の術査なしの京専選と診の fLC員蛮声 表芸歪書r#‑a
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恕束袈去草書慶喜蒼若警≡蓋麦藁.喜還書芸葺等書芸墓賢萎蓋菱震差違警行 ｢ ̲攣吉富岩男言霊露語表孟霊造霊基質票書き警告三宝警業苦o芸毒文 まごし下九LL親彰て教さ教に窓六進たわしはいれさはつ す健ま､日てて身とお育れ育､会十修oたて'て､ん'たこ o勝し受におくにはり振'振平副二同昭り'本受去他進者の 'た質はりだな別ま興こ興成会年窓和献母校貫る五修に機 ごo記'まさつにす会れ会十長か会五身校定さ七名同表会 活樫念関するて'o功まの三とら定十的の障れ月が窓彰に 躍井の係o方定棟こ労で理年し現時年に発制ま二候会を定 Jをさ祝着で時井の者に事かて在制か貢展第し十補副行通 ごん賀五あ制さよ∴表もとら活ま部ら献の四た七者会な教 祈の会十りのんう彰全しは躍で会平さた回0日と長い育

ソウ

差子るマをとい店なよ飲の売本マえ本かの並ら中旅のが束か先にら生く私若の官休訓るらがは

況降シソりう商方路くのでビ
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母校だ
‑第六十回二島祭‑

一高祭美行委員長 長谷川荊代

一高祭を終えて
六月二日･三日に第六十回一高
祭が開催され'無事に二日間を切
り抜けることができました｡ご協
力してくださった先生や父兄の
方々に御礼を申し上げたいと思い
ます｡もちろん尽力してくれた実

行委員や'放課後の時間を割いて
くれた一般生徒にも'とても感謝
しています｡

よ

り

はかけてしまうLt

後日にとった

たが'むしろ後悔からの涙でし
た｡あちこちで不満の声を耳にし
たし'自分が至らないために迷惑

うなだれるばかりで

アンケートでも辛殊なコメントが
多くて'自分がもっとしっかりし
したo

ていればとへ

LかLT 実行委員をやったこと
は後悔していません｡いろんな人
と出会えたし'酸いも甘いもまと
めて多くの経験を積むことができ
たので'少し成長できたと思いま
す｡やり残したことはノートにま
先輩が残した､いい

とめて次の実行委員長に託すこと

ところや反省点を後輩が引き継
ぎ'一高察はよりよいものになっ

ています｡

ていくのだと信じています｡これ
からも伝統ある一高祭がますます
向上されていくことを心から勝っ

余談ですが'二両祭が終わって
しばらくして､同じ委員会の仲間
をもらいましたo 中身はただの功
労賞ですがへ 表彰されてこんなに
うれしいのは初めてでした｡幸い
こともいっぱいあったし'働き詰
めでぼろぼろになったけれど､い

い仲間ができて私は幸せ者だと思
いました｡

昂オリンピックを終えて
一高オリンピック実行垂鼻長 小沼友美

向オリンピック実行委員会が
立ち上がったのは昨年六月の中旬
のことで､これは昨年と比べると
二週間ほど遅くへ 委員長として

ずっと焦りながら仕事をしていた
ような気がする｡実際に私は今ま
で代表として何かをまとめた経験

は皆無で'準備の段階で苦しい思
いをしたこともたびたびあった｡
おまけに､私は生粋の文化部なの
でスポーツのルールもよく分から
ないo 私に質問に来た皆さんには
たいへん迷惑をかけてしまったと

レ‑では昨年同様三年生の先頭走
者は仮装して走り'盛り上がりは
最高潮になった｡そしてひとりの
怪我人も出ることなく､無事に1L
高オリンピックは終了したo
今回の一高オリンピックを通し

と･･･これからも一高生のつな

思う｡

たのは､とても嬉しいことでし

ついていえば､実行委員の皆と先
生方に助けられてばかりの委員長
でした｡自分を不甲斐なく感じる
ことが何度もありましたが'周り
の人たちに助けてもらいつつ､歩
く会を創り上げる力の一つとなれ

にありがとうございました｡

た｡この紙面を借りて'三日お礼
を述べたいと思いますD
呼びかけに応じて集まってく
れ､一緒に動いてくれた委員の皆
さん'いろいろな面でお世話に
なってばかりだった先生方'本当

て私が強く感じたのは'仲間の大
切さである｡準備委員会で多くの
仲間に助けられたこと'それぞれ
の種目会場で仲間に精一杯の声援
を送っている様子を肌で感じたこ

がりをより強くしていくために'

しかし､委員の仲間たちはたい

ことを心から願っている｡

この行事がますます発展していく

へん頼もしく'私はいつも支えら

行ってくれた｡

｢歩く会｣を創り上げて

第3 9回歩く会実行委員長山崎理沙

でした｡

六月の実行委員会の正式な発足
から'本番十月までの四ケ月間
は'長くて短い'密度の高い時間

初めて歩いたとき

(土浦市在住で

今年のコースは'私の中では霞
ケ浦が一番の見所で'夏の下見で

すが'霞ケ浦大橋や湖畔を歩いた
のは初めてでした)､広い湖やそ
の向こう側に見える山を見渡し

て'こんなコースを歩いてもらえ
る'ぜひ楽しんでほしい'と思い

に'また委員長としても､歩く会

ました｡暑い時季の下見は確かに
大変でしたし'他にも各係ごと

開催のため'特に最後の二週間く

らい (テストもはさんだので尚
更) はとても忙しい中で仕事を進
めました｡前日･当日も'それぞ

れの仕事をこなしました｡そして
その成果が十月十二日には出せた

さて'振り返ればいろいろなこ

と思いますo

とが思い出されますが'私自身に

という行事を'そん

な風に'良い点は残し､悪い点は
改善して'この先も引き継いで
いって欲しいと思いますo

です｡
｢歩く会｣

今年の委員会では'昨年度初め
て取り入れられた委員会Tシャツ
をまた取り入れました｡またへ 携
帯電話のメーリングリストによる
当日の状況なども昨年同様取り入
れました｡看板係と莱係の連携に
よる'距離の表示は'昨年のアン
ケートでの意見から導入したもの

れていたと思う｡各部活動の代表
者をはじめ'様々な仕事を進んで

た｡

なんとか無事に準備を終えて迎
えた当日は､前日の心配が嘘のよ
うな程気持ちのよい秋晴れだっ
今年は種目･ルールとも昨年と
ほぼ同じであったが'｢応援賞｣
という新しい賞を作ってみた｡そ
の成果かどうかは分からないが'
それぞれの種目会場では仲間への
大きな声援と拍手が響き渡り'ど
のクラスも完全に一つの団結した
集団になっていた｡最後の学年リ

一高オリンピック

にしましたo

今年も一高生が知恵を出し合い

達から余った用紙で作った表彰状

∫卿‑ I‑対すヤ叫

協力して'素晴らしい一高祭にす
ることができました｡学業だけで
なくこういった場面でも能力を発
揮できるのが' 向生のすごいと
ころだと思います｡クラス企画の
企画書を見たときは､他の高校の
人に自慢したいくらいでした｡
一高祭が終わった後'たくさん
の仲間と一緒に泣きました｡私に
とって'それは達成感もありまし

ー≒!:≡:二二二二±二二二･･･････.
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平成19年度入試合格状況
国公立大学私立大学
大学座格者t新卒大学合格者新卒大学合格者新卒
北海道大41信州大64青山学院大2118
弘前大1静岡大11学習院大86
岩手大1名古屋大21慶応大6840
東北大1914京都大3国際基督大76
秋田大21大阪大11上智大3018
山形大22神戸大11中央大3213
茨城大1110徳島大11津田塾大1513

筑波大5138九州大2東京女子大1510
群馬大1宮崎大11日本女子大119
埼玉大11琉球大1東京理科大11039
千葉大116国立大計186123明治大6844
お茶の水大65(医学科)(13)(8)立教大3724

東京大2819県立医療大1早稲田大12172

東京医歯大11群馬県立女子大11法政大189
東京外語大33首都大東京32北里大138
東京学芸大32横浜市立大11芝浦工大63
東工大84大阪府立大1日本大94
東京農工大21公立大計74同志社大10
一橋大63国公立大計193127立命館大11

横浜国大41防衛大32産業医大10
新潟大1大学校計32その他9256
山梨大"111私立大計684393
合格者総数lt880522

第64号

土浦一高進修同窓会会報

平成18年度進修同窓会決算書
‑金15,164,758円也

収入額

‑金14,062,300円也

支出額

‑金11,952,546円也

支出額

‑金14,062,300円也
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平成19年3月31日

茨城県立土浦第‑高等学校進倍同窓会会長
監査の結果上記のとおり相迩ないことを認めますo

監事

平成19年3月31日

田的

幡谷

14

祐一

正之進

印

栄吉

印

冰ﾉOYN

合計

642,300

4,062,3(刀

田

づ

34,3∝)

2ﾃ#唐ﾃ

764,300

※項目間の流用を認める.

会員名簿の発刊に当って

昨年の会報でお知らせ致しました
が'進修同窓会創立1 10周年記念
会員名簿が八月三日に予定通り発刊
されました｡名幹の購入予約または
広告の申し込みをされた会員には'

ので'ご確認ください.

すでに会員名簿が送付されています

今回の発刊に当っては'個人情報
保護法の施行による制約と平成の市
町村大合併があり'これまでにない
難しい状況でした｡しかし会員の皆
様のご理解と株式会社サラトの適切
な対応により'住所の搭載率が幾分

減少したものの､目標とした八〇%
超で発刊することができました｡

また広告につきましては'1般の
広告は前回より申し込み件数がや1
減少いたしましたが'今回初めて取

会費納入の

ご協力とお願い

平成十八年度の会費納入状況は'平成
十九年三月末現在､三二七五名の皆様か

り入れましたご氏名のみを掲載する

賛助金の申込み数が四〇〇件を越

え､全体として目標額の五〇〇万円
をかなりオーバーする状況になって
います｡皆様のご協力に心から感謝

申し上げるまでもないことです

申し上げますo

が'会員名簿は同窓会活動の生命線

でありますo 今後も会員各位のご理
解･ご協力をお願い致しますと共
に､会員名簿の適切な取り扱いにつ
いてご配慮をお願い致します｡

土浦‑高

〇二九‑八二｣十三五一二

話〇二九‑八二二‑〇二二七
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◇

ら'一〇'三四九'〇〇〇円を頂きました｡

◇

ろしくお願い申し上げます｡

◇

修同窓会をよろしくお願い申し

上げますo

今年度も納入して頂きたく'振替用紙
を同封いたしました｡会費は同窓会事業
費に充てられますので､ご協力のほどよ

編集後記 ㌦昌∵･.. +.:小.

旅行は､例年'日帰りで行ってきましたが'

平成十九年十二月一日

発行日

進修同窓会会報第別号

雄典一彦郎郎博一雄博弘夫夫義

しました｡7月28日､宮城県登米市の旧登米

会報編集委員会
編集委員長

編集委員

幹幸和

今年は東北地方に足を延ばし1泊二日で実施

山形県立博物館の

田

田延木田川木越徳中岡村木島山

梅揮

監布

尋常小学校校舎 (国の重文に指定され教育資
料館として公開)'旧水沢県庁舎を見学し'

翌29日には山形県を訪れへ

できました｡

教育資料館として公開されている旧山形師範
校舎や文河館(旧県庁舎)･山形市郷土館と
なっている旧済生館本館､米沢市の旧米沢工
専校舎などいずれも国の重文に指定されてい
る建物を見て回りました｡どの建物も大切に
保管されているばかりでなく､資料館などと
して活用されていました｡大いに参考になっ
た二日間でした｡なお､今回も多くの同窓会
役員の方々に参加していただき'本校旧本館
の今後のあり方などで思いを共有することが

本号のために多方面から多大なご協力をい
ただき'厚く御礼申し上げます｡今後とも進

杉松鈴池宇鈴堀古谷片飯上木青
尚良
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上記のとおり決許しました｡

草和淳窟仁志
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9回卒平田孝蓄様奥方横､祐17回卒′j､山行雄様(進修同窓会日立支部より)
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平成19年度進修同窓会予算香

収入額

【収入】
1

平成19年12月1日(土) (12)

