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終古漁らぬ霞浦の水

空の碧をさながらに

l t 沃野1望数百里 関八州の重鎮とて

そそり立ちたり筑波山

湛えて寄する漣波は

我に寛雅の度量あり
我に至誠の精神あり
我に武勇の気晩あり

二､春の弥生は桜川 其の源の香を載せて
流に浮ぶ花筏 産の枯葉に秋立てば
渡る雁声冴えて 湖心に澄むや月の影

三､此の山水の美を享けて
此の秀麗の気を享けて
東国男児の血を享けて
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ているのに接し'一色先生の言葉が頭の

明治･大正･昭和の各時代の様々な学校

大学に'買ひさま﹄では高等女学校に'

軍兵学校に'﹃金田1家の物語﹄では帝国

に擬せられ､どれも見事な〟絵″になっ

隅をよぎっていった｡また'先人の通産

叫ばれ出して久しいが'現実の場では
よるものであろうが'この建物の計り知

ている｡もちろん優れた映像制作技術に

たる文化財の保護･保存･維持が幕しく
｢守っていこう｣との気概と情熱にあふれ

れない造形の豊かさが多様な要請にしっ

た人々の必死の叫びと行動によって'そ

れがこなされてきた経緯も把握できた｡
かりと応え得たものだと亨えよう｡

文(要旨)を紹介したい｡

現在の本校教諭関隆一氏から賜った一

旧本館は本校だけでなく国の宝物

第43号(平成24年2月7日)

もし｢守ろう｣とする大きなうねりが起

にせよ'建造物は所詮消滅する運命にあ

きなければ'文化的価値がどんなに高い
るのかもしれない｡そうした意味で'今

回の視察は実に有意義であった｡
それにしても､｢教育の充実こそ'日本

の将来を築く基礎づくり｣という先哲の

｢県東地区の学校で学び育った私は'旧

ととなった｡赴任が決まったとき'最初
あったC伝統ある本校のシンボルとして'

に思い出したのは旧本館の厳かな姿で

呑んだ｡その後'土浦一高に勤務するこ

認されているo過日も'玄関の柱が台座

る壁の剥落やひび割れは'至る箇所で確

よりずれてしまったため'文化財専門家

第に高まってきている｡先の大震災によ

本館の存在を知らなかった02004年'

らびに進修同窓会より青山副会長を土浦

さて'今年の例会ですが､武井校長な

ものであります｡

筑波銀行としては3年目ですが'関東
銀行から通算し60年目となる今年'関係
者の皆様のご協力により職場支部として
仲間入りさせていただきましたo現在の
学校長が藤川頭取と同窓の武井秀一校長
であるのも'当会とのご縁を感じさせる

ました｡

責献したいという考えが強くなって参り

ンバーの総力を結集し地元茨城のために

支部･同期だより
筑波銀行桜水会
筑波銀行桜水会は'関東つくば銀行と
茨城銀行が合併し筑波銀行が誕生した年
の平成22年7月に第一回の例会が開催さ
れ今年で三回目となりましたo関東つく
ば銀行も平成15年に関東銀行とつくば銀
行が合併しており'三つのパワ‑が1つ

に集結したものとなっています｡三行と
も地方銀行ですので'土浦 向の卒業生
がおり'各行を支えておりました｡関東
銀行においては'本店が土浦市にあった
ことから卒業生も多く'数十年前から土
浦市内で毎年'関東銀行桜水会として例
会を開催していました｡これまでも多く
の役員を輩出し地元経済発展のために尽
力してまいりましたが､今年6月に藤川
雅海氏が土浦一高卒としましては初めて
当行のトップであります頭取に就任しま
した｡筑波銀行桜水会としても非常に名

志が凝縮され'私たちにとっては〟宝

誉なことであることはもちろんのこと'

然目にした｡驚きと感動で'思わず息を

これからも旧本館は'確かな存在感を放

会議で土浦1高を訪れた折に旧本館を偶

ち続けるものと確信している｣と'荘厳

己君の司会のもとで'始まりましたo

た挨拶を頂きましたo そして前支部長の

大曽根副会長の同窓会活動状況'稲葉
教頭の在校生の様子'そして幡谷会長は'
小川出身ですので'昔の町の様子を交え

沼田様､信田様より､今迄の経過説明が

あり'活発な議事進行のもとに'新役員'
支部規約等が承認され決定しました｡
その後､懇談会に入り'すぐに会場は
和やかに'想い出話等に弾んでいました｡

り'心強く感じました｡又'幡谷会長の

話の中では'多くの同窓生が'この小美
玉地域の各分野で活躍している事がわか

父である'幡谷仙三郎様の百里基地建設
での尽力や'兄の幡谷祐一様(元進修同窓

最後に全員で'声高らかに校歌を詣い

会会長)の茨城空港開設の功績を語り継が
なければと'思いも改にしました｡

あげ散会となりました｡

今後より一層の親睦を図り､母校の発
展を願っております｡

□

8年を経て'損傷拡大を懸念する声は次

による修復工事がなされた｡その折にも'

市の霞月横にお招きして40名の出席で賑
やかな開催となりました｡現在の学校の
状況や進修同窓会の状況など熱心にご報
告いただいたうえに'例会の後の懇親の
席でもいろいろな話を各会員としていた
だき'会員一同'大変感謝しておりますC
また'今年も2名の新会員を当会に迎え
ております｡筑波銀行では'震災後'地
域復興支援プロジェクト﹃あゆみ﹄によ
り地域に根差した活動を行っております
が'ぜひこれからも高い志を持って筑波
銀行に入行Lt当会の仲間が増えていく

(事務局 本橋)

ことを希望するものです｡

■｢.∠妻･.I ‑:I . ,,:

物″と言える本校旧本館｡竣工して10

単なる〟ずれ″にとどまらず'長年の風

言うまでもなく'旧本館は本校だけの

これからもなお一層'筑波銀行桜水会メ

なる威容と尽きない魅力を綴っている｡
ものではなく国の宝物｡この保存と活用

小美玉支部

ました｡昨年(二十三年)十月'十一月と

今回'新たに発足した小美玉支部ですo
私達は今迄'小川玉里支部と美野里支部
で別々に活動しておりました｡町村合併
の五年間が過ぎ'進修同窓会も合併とい
う話が出て来ました｡沼田新(小川玉里)
支部長と信田正男(美野里)支部長の話し
合いで'合同役員会を開催する事になり

二回の会議で'時期や新役員'規約等を
内定しました｡当初五月に'合併総会を
予定しておりましたが'都合により'九

月八目'小川地区内において'第一回小

美玉支部総会を開催致しました.本部よ
り幡谷浩史会長'大曽根副会長､稲葉教
頭先生の三名の方の出席を頂き'中村克

l鵬

>tf童慧

雪による柱の中心部(芯柱) の腐食は甚
ある国･県は､調査には足を運んでいた

の責任の重さに'私どもは'今更ながら

だしい'との指摘を受けた｡所轄官庁で
だいたが'本格的補修については'今も

に'身が引き締まるのを覚えるのだ｡
第管号(平成24年4月10日)

口を濁すばかりだと聞く｡今や〟待った
なし″だと心得る者には'もどかしさだ

第39号(平成23年10月1 1日)

けが漂ってくる･･･o

平成21‑23年にかけてはt NHK関係

豊かな造形美をもつ旧本館
のロケだけでも5件も続いた.ドラマス
の雲﹄'｢トライエイジ〜三世代の挑戦〜｣

ペシャルの﹃白洲次郎﹄'同じく﹃坂の上
の﹃金田一家の物語﹄､そして連続テレビ

いずれも旧本館の復元教室が主に利用

小説﹃おひさま﹄である｡

では旧制中学校に'﹃坂の上の雲﹄では海

されたD A)の国重文校舎は'冒洲次郎﹄

現在の旧本館に､自らの現役時代の想いを重ね
あわせ,今なお,熱く語り続ける上木幹夫氏(右
端､旧本館活用委員長､元本校教諭､高4回卒)
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に大で''察れのがさ''ンの大ツ3私蓋宝 に生 ツ なこでとなでな行多でにの参終､以い

当御くの活と面思貴る出短上'り1深つ物舎も人た好るつもで時分で'
に礼だオかな白話重こ会いが合めいをにのとだき種くのし間か'体

憑警慧禦蔓:,肇芸濁義芝富bBe警整書妄曇畠票差…圭遠望Z.宝達撃考 ののこも解く頃出解だいきをなはもでは○｡な然の

醜≠.∴一∴∴十十十…享 科学の甲子園に参加書芸否蓋買芸慧崇蓋誓管誓/闇真書友軍霊芝
うな子連な書甲界人たせき他結ジがはかラ別だ初んく日うまもいにつのたのと把し
○い園に経き子をがが総たな校果ン､全実なマ館科よめのよ精県ま試てかけクoもはな､

淵侶照鵠重要萱

とえの後意でたいのだをえがしエし予ぎカ館飛よのて'とこ何しだ手課を惰る大
息の甲輩義は○世友つ残で'いンた選やメとんりほい毎いの度てけを題し報こ雑

定時刺響
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輔蔓描描端 ､名名つ心慮もる献将し配の化浦 至書書…
す実よれれと係う侮ると先して真す王成実ろのそな面まのと念内かク無がるすににさま争か続
oさりたかこ者な外もし端本よい実る道す験が理れまかすかっの容最oない伝のo｣はがす率'紙

淵那描重量妻雛淵

りをら恵○よ高のす｣講でと養あ一番を義と本んがのあな徒的質よミに迫てりまの勤い'い
ま充'まこる関よoな師のでつる憂の達とこ質､'二りいに概問うツは力あまゝ壁勉き競の
･Al L, いがうはをで習が知会たもぐ活みだがいかをすすと思う当の生たそい60味れ部はあ二年

こまでたらてとりきほだのま悪た泣いたた7げ勝局きてたのいのてひし責種何の位い先カん全県習

三としも0日しりチにどことよしいoくうら〇mてで県の寝春年初ん分'とた任目庭先まけ輩一〇で大に

職髄鞘相室雲喜一

ベえて勉まるな分やの思たがて運ま会れてまておは､の引なはけたな自ん分個度年るま生アま県か
ンたい強しかつひはとうのそいがしもといしのか優結といつこな人く分でが人も生6でのンせ大ら
に多といずういくにし当通陸当よがンチがきわ自後はを人たれ感と現まて終なみえ分順ジ

l oZジJltL 量委喜萱 I

で二王琵琶票警莞冨豊富/I;霊宝菅L.宝だ警方言L冨要犀芸芝宣告空言と旨を這至急誓造言巨諸
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昨しい系理点.

をじ越られてにるも格劣国人まにを3役名と 棋描暮雲書棚 変れえしるおはか受者りのつた3出名で台減東7654321 えば'た○り再が験数し公た後名し' 開国は'波度るる徒す字と合で二01文o あなと点比均に点

‑I

平成2ー4年度入試合格状況
*新卒は内数です

国公立大学私立大学

大学合格者新卒大学合格者新卒大学合格者新卒
北海道大95神戸大22青山学院大2010
東北大2115九州大31学習院大168
山形大21宮崎大11慶応大5221

茨城大76鹿児島大11国際基督大73
筑波大3323国際教養大11上智大238

宇都宮大22福島県立医科大11中央大2710
群馬大22茨城県立医療大22津田塾大22
千葉大138首都大東京32東京女子大84
お茶の水女子大22横浜市立大21日本女子大2012
電気通信大11静岡県立大11東京理科大7430
東京大2213大阪市立大1明治大7030
東京医科歯科11立教大6441
東京外語大32早稲田大7120
東京学芸大11国公立大計181115法政大2811

東京工業大86(うち医学科)147北里大52

東京農工大33防衛医科大学校2芝浦工大155
一橋大72国立看護大学校1日本大175

横浜国立大52防衛大学校11同志社大43

信州大41航空保安大学校11立命館大4
浜松医科大11大学校計52その他1174
名古屋大42私立大計644274
京都大6合格者総数830391
大阪大63
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平成23年度進修同窓会決算書平成24年度進修同窓会予算書
収入総額12,406,002円也収入総額14,488,000円
支出総額9,528,129円也支出総額14,488,000円

【収入】差引残高2,877,873円也(平成2坤度‑繰越)単位:円【収入】差引残高0円単位:円
項目 剽¥算額 佇亥ｨｧ｢ 比較増減(△) 儖Xﾖﾂ 項目予算額翌夏芸比較増減(△,備考 1繰越金2,877,8731,360,0291,517,844前年度繰越金 2終身会費60,0∝I60,0000 3年会費8,000,0008,0〔札0000 4入会金1,750,0001J750,00003X52,BJ;eh320.k30) 5#^&1,800,00001,800,000 6雑収入127971△844預金利息 合計l4,488,00011,171,0003,317,000 【支出】 項目予綿雪芸芸比較増減(△,備考
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【支出】(残額棚の△は決算額が予算額を超過していることを示すo)
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10別途積立金000

11慶弔費1CK),00050,00050,000

12事務局費1,000,000900,000100,000担当者手当.郵便振替手数料等

13旧本館活用事業費710,0001,200,000△49),000別添内訳のとおり

l4海外研修旅費1,000,000800,000200,000生徒海外研修引率旅費
l5生徒活動特別補助費1,800,00001,800,000防犯カメラ設置費

16旧本館改修促進費500,000050,000改修促進事業.県外視察旅費 17予備費228,000131,00097,000 %計14,488,00011,l71,0003,317,000

上記のとおり決算しました○
平成24年3月31日

茨城県立土浦第一高等学校進‑忽会会長幡谷浩史上記のとおり軽かたします※項目間の流用を認める.
監査の結果上記のとおり相違ないことを認めます○監事熊木士郎印平成24年4月8El

平成24年3月31日監事田嶋栄吉印茨城県立土浦第‑高等学校進修同窓会会長幡谷津史

記

発進をき平なおフの治

∵圭≡圭士十 すツ向こ等てゆ
坂杉宇鈴鴻鈴堀山三谷富木長等号□各.て､題す面 oセけそ課まる 田 本山川木巣木越田輪中永島瀬十位ジ戦勤は○で

俊仁志義隆志良道幸某月軍蓋管讐毘冨讐
一博郎郎茂人博士郎雄也夫男日雷雲悪喜≒露

