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ごあいさつ 
 

高校１１回（昭和３４年）卒 
東京長陵会会長 古澤 俊明 

 
 

私達の東京長陵会は、昭和３６年に第１回の総会

が開催されてから今年で５０回の総会を迎えること

になりました。 
この度、これを記念して“５０周年記念誌”が発

刊されますことは、まことに意義あることであると

思います。 
当時（昭和３６年５月１日発行）の長陵同窓会会

報には、次のような記事が掲載されておりました。 
「従来東京在住者による同窓会は現会長安孫子

清水氏（中１回卒）を中心として毎年のように開か

れていた事は知る人ぞ知るで勿論本部で知っていた

わけであります。 
今回東京在住の同窓生の熱烈なる合意によって

４月５日其の名も東京長陵会として盛大なる発会式

を千代田区平河町の都道府県会館６階大ホールに於

いて都内及近在の方々１２０名程参会のもとに行わ

れました。 
本会では、５００名以上も案内したのにこれ位か

と落胆していたが、参列した特別出席者から言わせ

ると同窓会の会合でこんなに集まった事は例を見な

いと言う事で本当に参会したかいがあった事を感じ

ているわけであります。…」 
 当時の皆さんの熱気が感じられます。これ以外に、

その後の前記会報から拾ったこれまでの各会長時代

ごとのエピソードを紹介します。 
・安孫子清水初代会長（中１回卒寒河江）昭和３６

年から１８年間 
設立当時は、来賓の中に、同窓会長や学校長の他

に、松浦東介衆議院議員（中１回卒）、安孫子藤吉県

知事等が頻繁に見受けられました。 
安孫子会長が東京長陵会会館の必要性を力説し

たという記事には驚かされます。 
第１回総会時の幹事長村岡正三さん（中７回卒河

北・溝延）が現在９６歳でご壮健であられることは

大変喜ばしいことです。 
・結城茂第２代会長（中 18 回卒中山・長崎）昭和

５３年から１６年間 
 昭和５１年から約１０年間ほとんど毎年板垣清一

郎県知事（中８回卒）にご参列いただいておりまし

た。 
昭和５９年、鈴木貞敏氏（中 18 回卒）が警察庁

長官に就任されましたが、グリコ森永事件の犯人か

ら名指しで挑戦されたと記憶しております。 
・高橋修平第３代会長（中 23 回卒村山・大槇）平

成６年から１０年間 
 平成５年から会場を上野精養軒に移し、現在に至

っています。高橋会長時代は、記念講演が充実し、

高取健彦氏（高 11）、秋保光孝氏（中 17）、和田英

夫氏（中11）、茂木清夫氏（中21）、菅野晴夫氏（中

20）、小関哲哉氏（高４）等々多士済々でした。 
・工藤恒雄第４代会長（高７回卒西川・沼山）平成

１６年から４年間 
総会出席者は、平成１０年から常時２００名を超

え、特に、平成１８年は、２７０名を超えました。 
会長以下全役員のご努力の賜物です。 
記念講演は、母校の那須恒吉先生（高３）、北畠

教爾先生（高４）、金山耕三先生（高11）等寒河江・

西村山の講演内容に参加者が大いに興味を示し、教

え子との旧交を温め合う光景が多々見受けられまし

た。 
・古澤俊明第５代会長（高 11 回卒河北・谷地）平

成２０年から現在。 
５０年を振り返ると、歴史ある東京長陵会の会長

として責任の重大さを痛感いたしております。 
最近は、寒河江高校の卒業生で、関東地区に在住

する方が激減しております。 
若い会員の増強が急務です。 
また、会員相互の親睦の充実と母校の発展への寄

与という本会設立以来の目的を達成するために微力

ながら努力してまいりたいと考えております。 
会員の皆様には、今後ともよろしくご協力賜わり

ますようお願いいたします。 

 
１９６１年当時の写真と寄せ書き 

 



 2 

お祝いのご挨拶 
 

高校１３回（昭和３６年）卒 
長陵同窓会会長  大沼 保義 

 
 

東京長陵会５０周年総会を、心よりお喜び

申し上げます。 
貴会からは長年にわたり、学事奨励賞とし

て多額のご寄付を頂いておりますが、この芳

志を元に、毎年５月１日の母校創立記念日に

は、部活動で優秀な成績を収めた在校生に東

京長陵会会長賞として記念品を授与しており

ます。 
古澤会長から今年もわざわざご来校いただ

き、会長賞とともにお祝いと励ましの言葉を

頂きました。 
母校は進学校としては部活動も活発で、近

年カヌーやテニス、放送や新聞部が優秀な成

績をおさめているようで、これもみなさんの

芳志の賜物と存じます。 
私が初めて貴総会にお邪魔したのは、平成

８年高橋修平会長、土田豊幹事長の時で、楽

しく充実した懇親会と大変なご歓待を受けた

ことが今でも鮮明に思い起こされます。 
当時本部の同窓会総会は同窓会館の食堂で

行われておりましたが、その後貴会を参考に

させていただき、場所をホテルに変更しアト

ラクションを新たに加え、近年は暫らく２０

０名を超える同窓会同窓生が集うようになり

ました。これも偏に同窓会はかくあるべしと

先鞭をおつけくださった東京長陵会のお陰と

感謝しているところです。 
母校は来年創立９０周年という大きな節目

の年を迎えます。 
その記念行事として、同窓生の皆さんより

多額の寄付を募り、部室の建設や同窓会館の

補修やひょうたん池周辺整備などを進めてお

ります。 
来年５月１日（日）の創立記念日には、是

非母校に足をお運び頂ければと思います。 
終わりに、東京長陵会の今後ますますの充

実と発展を心よりお祈り申しあげます。 
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東京長陵会５０周年記念に寄せて 
 

山形県立寒河江高等学校 
校長  阿部 均 

 
 

東京長陵会５０周年総会、誠におめでとう

ございます、５０周年記念誌の発刊に当たり

一言お祝い申しあげます。 
東京長陵会の皆様には、母校の動静につい

て慈愛に満ちた心で注意深く見守り、そして

母校の教育活動全般についても温かいご支

援・ご協力を賜りありがとうございます。 
会員の皆様は故郷を遠く離れ、今日まで一

生懸命にそれぞれの人生を歩んでこられまし

た。ここに至るまでは決して平たんな道ばか

りではなく、他人に言えない苦労も数多く体

験されたことかと推察いたします。 
それでも寒河江・西村山の地で育まれた粘

りと逞しさで困難を一つ一つ解決され、それ

ぞれの地でしっかり根を張りご活躍頂いてい

る東京長陵会の皆様に心より敬意を表します。 
東京長陵会は今年節目の５０年、半世紀と

いう時間が経過しました。 
その間総会では、寒河江高校の同窓生とい

う共通項で不思議とお互いの垣根が無くなり、

連帯感・一体感を得ながら高校時代の思い出

やお互いの苦労話、そして近況報告とを交わ

しながら旧交を温め、多くの方々に明日への

希望や活力を注いでくれたのではと思います。 
その意味でも、この東京長陵会の果たして

きた役割・存在意義は非常に大きなものがあ

ります。 
これからもこの会が充実・発展し、会員相

互の絆が一層深まるよう心からお祈り申し上

げます。 
私は、校章となった山査子（さんざし・メ

イフラワー）に込めた建学の心である、「清純 
気品とともに旺盛な闘志・遠大な開拓者精

神・溌刺たる自由の精神」を生徒達に伝え、

同窓生の皆様が築いてきた素晴らしい伝統と

校風、そして輝かしい実績を大切に引き継ぎ

ながら、今後も魅力ある寒河江高校作りに努

めて参ります。 
母校はいよいよ来年創立９０周年を迎えま

すが、今後も変わらぬご支援・ご協力をお願

いし、同窓生の皆様のご活躍とご健康を祈念

しお祝いの挨拶といたします。 
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お祝いの言葉 
 

中学２３回（昭和２３年）卒 

東京長陵会第３代会長  高橋 修平 

 

 

東京長陵会結成五十周年という輝かしい縁りに

廻り会い誠におめでたく心より御祝いを申し上げま

す。 

省みますと昭和三十六年に発足致しました初代

会長の安孫子清水先輩は社会的な立場に於かれまし

ても山形県立寒河江中学校第一期生としての誉れ高

き秀才揃の中にあって当時の政・官・財の庇護の基

に確たる陣容を擁しての正に満を持しての結成であ

り本校における期待感も又一入であったものと伺い

知る事が出来ます。 

結果として連続十七年の間都議会議員としての

御立場を踏まえて当会には偉大な足跡を納められ第

二代目結城茂会長へと継承する事になりますが劇的

に一気に世代交替を推進する者徐々に交替へと阻止

する者との確執もありましたが流石に意気高き寒中

健男児未来の社会の変容を考慮し一気に十八年の世

代を超える選択をし結城茂会長の誕生となったので

したが新会長は大蔵省の現役の要職に在籍中のため

村岡正三副会長が会長代行を兼務する事を条件とし

て就任に至った経緯がありました。 

当時の執行部の陣容は従来の実力者先輩は基よ

り新世代をも含めた支援者を発掘しながら更なる事

務方の強化を検討しておりました。 

昭和五十年頃小生と寒中同期で海兵予科より復

学して山形県庁に就職した川原和典氏が東京事務所

の行政課長として赴任して参りましたので事情を理

解頂きながら親交も深まり機会あって知事さんを紹

介頂きました。 

板垣知事さんは小生の長兄と寒中八期の同期生

であることから或る会談時に東京長陵会の一層の強

化を望む事を話され故郷や母県愛・母校愛の原点は

異郷に於ける同窓会等の先輩後輩の絆をより太く密

に保持する事が相互扶助にも繋がるもので県政とし

ても施策の一環としながら支援して行くとの説を伺

った事が当東京長陵会に関与する事になった小生の

原点であります。 

会長代行者村岡正三氏は初代会長時からの当会

の生き字引で種々御指導頂きましたが小生と同期の

村岡桂次郎氏が実弟であり海外勤務より帰国後は実

兄会長代行の職務も理解され、結城会長以上の先輩

諸氏の絆は会長代行の村岡正三氏に会長以下の先輩

後輩に対する措置は村岡桂次郎氏の助力を頂くこと

になり当会理解者が増えたと喜んだものです。 

一方初代会長は都議会議員の繋がりから山形県

人会東京連合会との係りが出て来ましたが、結城会

長の立場上終始小生が係る事になり事務局との連繋

も粗雑となり所在地と事務局本体を分離し東京事務

所にも理解頂きました。 

結城会長は要職に在任中故郷母県母校にも殊に

同期の鈴木貞敏先輩には当会も名を馳せて頂き同期

先輩共々映えある足跡を重ねられました。 

平成六年結城会長助言に依り小生三代目会長就

任となりまして板垣知事さん始め諸先輩の御教示の

基大役を果し平成十六年工藤恒雄氏に継承致しまし

た。齢既に七十四才でした。 

当会の益々の飛躍を祈念して祝詞とします。 
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東京長陵会５０周年記念誌発刊、おめでとうございます 
 

高校７回 (昭和３０年) 卒 
東京長陵会第４代会長 工藤 恒雄 

 
 

古澤会長を中心に執行部各人の努力、協力に

感謝申し上げます。 
私事で恐縮ですが、第四代会長を二期、四年

間勤めさせていただきました。その間、先輩、同

輩、後輩、多くの方々に、ご指導、ご協力を戴き

ましたことに、心から御礼申し上げます。 
さて、東京長陵会の創設について一筆かかせ

ていただきます。 
「東京長陵会規則」が出来上がり、施行され

た日付が昭和三十六年四月五日となっております。 
頂戴した五十周年誌資料の中に初代会長安孫

子清水先輩の発言と思われる一文が書いてありま

した。 
「同窓会結成の機運が造成され、昭和三十一

年、王子市民会館で三十人ほど集まって同窓会を

開いた。 
その後、会名を東京長陵会と改めて、年一回

総会を開いている。」 
私にも忘れられない思い出があります。三十

年卒同期の鈴木君（水泳部）柏倉君（野球部）等、

我々の同期とその後の卒業学年に呼びかけ、後輩

新人生歓迎会を、三十三年、三十四年と神田ロザ

ン菜館、春日町「大黒」等で、五十人程度を集め

て会を開いておりました。 
三十四年秋頃だったと思います。私が勤めて

いる大学の事務長（安孫子先輩と大学以来の友人）

から「安孫子清水君に電話しなさい」と電話番号

のメモを渡されました。夜電話すると叱られまし

た。 
「君たちは東京長陵会の分派活動をしてい

る」とのお叱りです。 

その時、私たちは安孫子清水さんが誰かも、

東京長陵会がある事なども知らなかったのです。

知らないこと故の行動で、決して分派活動の意思

がないことを一生懸命申し上げると分かって戴き、

お許しを得て、以来我々は東京長陵会の会員とな

り現在に至っております。 
このことからも、昭和三十四年頃には、東京

長陵会同窓会の活動がなされていたのではと思わ

れます。 
平成二年七月、東京長陵会役員暑気払いの席

で、高橋修平前会長（中学二十三回）から、安孫

子初代会長は、文章、随筆等優れた方で、先人の

業績を、より多くの後輩たちに知ってもらうこと

も意義あること、著書がご自宅の方に残っている

ようでしたら、尋ねて見ては如何かとの事でした

ので、奥様のやえ様に、事の次第を申し上げると、

「ずいぶん昔のことを今でも主人を知ってくれる

ことを大変うれしい」と喜んでくだされ、早速「風

雪去来」「氷を踏んで」の著書を七冊送っていただ

きました。 
東京長陵会同窓会の大切な蔵書として、みん

なが利用できるようにしてあります。 
一人でも多くの方に読んでいただきたいと思

います。 
他に、本校同窓会より送ってもらった、毎日

新聞刊行の「おおわが母校」も同じ扱いで利用で

きます。 
東京長陵会の一層の発展を祈念申し上げます。 
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東京長陵会と県が一体となって故郷の発展を 

 
高校２２回（昭和４５年）卒 

山形県東京事務所次長  秋葉 純一 
 
 

東京長陵会発会５０周年おめでとうござい

ます。 
東京長陵会は、結束力・行動力など何をと

っても山形県人東京連合会傘下の県人会の中

核的な団体として活躍されていることは誰も

が認めていることです。 
これも会長はじめ役員の皆様は勿論、会員

全員の母校に対する熱意が成せるものと思っ

ております。 
私は、県職員として２回の東京事務所勤務

を経験することとなり、首都圏で生活する皆

さんと公私を問わず、お付合いをさせていた

だいておりますが、皆さんの郷土愛・母校愛

の強さには敬服いたしておりますし、日本の

中心地で山形県とりわけ同じ母校の大応援団

がいることに大変心強く感じているところで

す。 
ご承知のとおり東京事務所の役割は、国会

や霞ヶ関とのパイプ役、企業情報等の収集・

活用、山形県のイメージアップや県産品・農

産物などを全国にＰＲし、県経済の活性化に

資するための最前線基地としての役割を担っ

ております。 
しかし、東京事務所職員の力だけではどう

しても限界があります。そこで、首都圏で活

躍する皆様の御協力・御支援をいただいて、

ふるさと山形が『山形県総合発展計画』の基

本目標である『緑と心が豊かに奏であい一人

ひとりが輝く山形』となるようにして参りた

いと考えておりますので、これからも東京長

陵会の皆様のより一層のお力添えをお願いい

たします。 
終わりに、東京長陵会の今後益々の御発展

と御繁栄、併せて会員皆様方の御活躍と御健

勝を御祈念申し上げてお祝いの寄稿といたし

ます。 
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東京長陵会 座談会 
 

日 時 平成２１年７月２５日 
場 所 上野精養軒 

出席者 高橋修平、村岡桂次郎、古澤俊明、 
佐藤邦彦、石井雅子、北畠 宏、板垣信義 

 
今年東京長陵会は創立５０周年を迎えるに当たり記念として「年譜」及び「５０周年記念誌」の作

成を計画しましたが記録も少なく不明な点が多いので、東京長陵会ＯＢの皆様に御集り頂き第１回

（平２１，７，２５）と第２回（平２２，４，１７）座談会を開催いたしました。 
今回は第１回の内容を一部抜粋し紙上にて再現いたしました。 

 
（古澤）今回東京長陵会が５０周年を迎えるに当た

り、年譜及び５０周年記念の計画をしておりますが

不明な点が多く、元会長の高橋氏、元幹事の村岡氏

に御集り頂き資料があまりない初代～３代会長時代

のお話を高橋さん中心にお話しして頂ければと思い

ます。 
（佐藤）話を進めていく上で、同窓会報を元に一応

年譜を作成いたしましたが、はじめて知ることや不

明な点が多々あります。 
特に初代会長 安孫子清水さんの１７年間、２代

会長 結城茂さんの１６年間 ３代会長 高橋修平

さんの１０年間はほとんど知らないことが多く、今

後も継続していく東京長陵会のためにその辺の話を

是非お聞かせいただければ幸いです。 
（高橋）昭和３６年の東京長陵会創立より５０周年

という事ですが初代会長安孫子清水さんの書かれた

本によりますと昭和３２年頃から実質的に同窓会的

な動きをされていた事がうかがわれます。 
先輩の安孫子さんは亡くなっておられますが、奥

様がご健在との事でこの機会に安孫子氏の功績とし

て、５０周年記念行事を企画したらどうかというの

が発端です。 
いずれにしても３６年に会が発足との事ですが、

会則によりますと最初から山形県東京事務所に事務

局をおくという事が明記されています。 
旧制中学から県立高校として同窓会の発足です

が、山形県庁内に同窓会があり、東京事務所に事務

局を置いたのも自然な成り行きかも知れません。 
事務局を県東京事務所に置いた事を念頭に話を

進めますと、当時の会の執行部の状況は役員を決め

ておりますが実質的な会の運営は、県事務所内の長

陵会の県職員にお願していた事が実態です。 
年１回の総会は県事務所があった都道府県会館

の会議室で永年行われ続けておりました。 
従って年譜の前半に会の役員等が明記されてい

ますが、会の運営の事務的な実態が不明なのは、東

京事務所に実務をお願いし、資料等の保管もお願い

していたためです。 
（古澤）それらの資料等はどこにあるか、無くなっ

ているのでしょうか。 
（高橋）工藤会長の時に資料を探したらどうかとい

言ったことがあったようでが。 
私の時代をお話しいたしますと、県事務所の庶務

担当に事務的な実務をお願いしておりましたが、金

銭的処理もお願いしているために収支が全然わから

ず非常に不便を感じました。 
総会には会計報告をしておりましたが、会計監査

等の制度からして会計の不明朗を危惧し事務所は県

事務所に残し、会の運営の実務は事務方の責任者と

して村岡桂次郎さんにお願いし、その頃から東京長

陵会として本格的な運用になりました。 
（佐藤）年譜では村岡桂次郎さんが事務幹事になら

れたのは平成８年となっていますがそれ以前に村岡

正三さんが幹事長を３０年近くやっておりますが。 
（高橋）正三さんは桂次郎さんのお兄さんでその当

時長陵会の運営に対し県事務所の職員と打ち合わせ

実務をお願いししておりました。 
私が会の運営に関わったのは２代目会長結城茂

さんの時代ですが会長自身が大蔵省現役で会の実務

にあまり携わることができず、会長代行（兼幹事長）

を設け村岡正三さんに実務的な運用を、会長に将来

を考え若手を起用という事で本格的に参画いたしま

した。 
（古澤）話を初代会長の安孫子清水さんの話に戻り

ますが、東京長陵会創立以前に同期会だけでなく寒

河江高校の卒業生を集め同窓会的のような事をやっ

ていたのでしょうか。 
（高橋）安孫子さんは、当時王子運送の常務で北区

の実力者であり、自分たちの同期会が発端で北区の

公会堂にて卒業生を集め同窓会的な事を行っていた

ようです。 
それがきっかけで東京長陵会の創立になったわ
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けです。 
私の場合は当時の板垣知事（寒中８回卒）が私の

長兄と同期で懇意にしていただき若い者同士でやり

なさいという事で後押しがあり又東京事務所との関

係も良く非常にやりやすく、総会には寒高卒の歴代

の知事、副知事が参加され、特に板垣知事が毎回参

加さたことを覚えております。 
一時は寒高卒の板垣知事、荒木副知事の時代もあ

り県庁内部では、左沢線人事とも言われた事がある

そうです。 
その後私は副会長・幹事長をやり結城会長から移

譲された形で平成６年に会長になりました。 
会の運営の実務に関しては事務幹事村岡桂次郎

さんのもと役員全員で行い、現在のような運営の形

になり、県事務所の方は形骸化していきました。 
東京長陵会の事業としては会員相互の親睦、母校

との関係、総会の開催がありましたが、前から事業

として東京長陵会の名簿作成を検討し２年ごとに見

直し準備してきました。 
当時はまだ毎年多くの卒業生が上京する時代で、

会員の連絡等は、はがきのやり取りを県事務所でや

っておりましたが、ワープロ、パソコンもなく手書

きの時代で纏めるのに非常に大変な時代でした。 
後に本校の名簿が廣済堂が作ることなり東京長

陵会の名簿を作ることは楽になりました。しかしな

がら個人情報の問題により名簿作成が困難となり現

在はパソコンにて名簿を作成し外部に出さず管理し

ている状態です。 
（古澤）ちょっと前に戻りますが、県事務所に同窓

会の事務所を置いているのは、寒校、東校、南校、

興譲館の四校ですか又長陵会の事務所を置いた経緯

はいかがでしょうか。 
（高橋）事務所を置いているのは、寒校、東校、南

校は最近事務所を置いた３校だと思います。 
興譲館に関しては東京に寮があるため置いてい

ないと思います。事務所を置いた経緯は県庁に長陵

会があり現役の板垣知事はじめ県庁の職員が会員で

あるために必然的に東京事務所に３６年から開設さ

れたのだと思います。 
（古澤）初代会長の安孫子さんは、東京長陵会館を

作るんだと力説しておりますがどのような事だった

のでしょうか。 
（高橋）安孫子さんは本気でそう思われていたと思

います、当時の感覚では寄付等を集めればという思

いがあったのだと思います。 
ごく最近まで山形県人連合会でもそのような話

がありました。当時の先輩達は質実剛健で東京へ出

てきて功なり財をなしそのような思いも持つたこと

も事実だと思います。 

しかしながら資金等難しい問題があり実現でき

なかったのだと思います。 
ちょっと話がそれますが校友会とか、同窓会運営

の難しさが最近分かりました。 
学校は同窓会に資金援助を求めますが、同窓会へ

の援助は一切なく、又同窓会が強力になり学校側に

もの申すようになっては困るわけでお互い相容れな

い部分が発生することがあり、これから同窓会の運

営は母校の立場と同窓会の立場を割り切りながら独

立独歩で運営して頂きたいと思います。 
（古澤）ここで村上桂次郎さんがいらしたので座談

会に参加して頂きたいと思います。 
お兄さんの村岡正三さんのお話を高橋さんから

もお聞きしておりますが、お話をお伺いしたいと思

います。 
村岡さんは平成８年頃から事務幹事として関わ

っておりますがお兄様の正三さんは会の創立以来か

ら３０年以上幹事長、会長代行をされていますが、

その辺の話を聞いていたでしょうか。 
（村岡）特に聴いておりませんが 
（高橋）いずれにしても、東京事務所と共に実務的

には正三さんを中心にして運用されてきたわけです

が引き継がれた書類等は何もなかつたと思います。 
そういう意味でそれ以降の実務的運営は桂次郎

さんを中心になって実施され現在引き継がれている

わけです。 
名簿等の作成に関ししても３８年頃の名簿はあ

りましたが、桂次郎さんを中心の作成していただい

たと思います。 
（古澤）その当時の状況は４代目会長の工藤さんが

ご存じですが本日座談会に参加できないために後日

改めてお伺いしたいと思います。 
（板垣）桂次郎さん以前の記録等に関しては、県事

務所の寒校ＯＢの方たちが事務局として作成してい

たわけでしょうか、又その記録の保管はどうされた

のでしょうか。 
（村岡）直接県事務所に問い合わせはしておりませ

んが、都道府県センターの建替え、県職員の転勤等

で代も変わり保管されていないと思います。 
現在は県事務所にお願いしているのは郵便の受

付だけで実務そのものは当会の役員で実施しており

ます。 
（古澤）もうそろそろ４時ですので、お話は別の機

会という事で終わりにしたいと思います本日はあり

がとうございます。 
（高橋）今後もこのような機会をつくつて頂き、わ

たしも知らない部分多々ありますので宜しくお願い

いたします。 
        （文責 編集委員 板垣信義） 
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初代幹事長 村岡正三氏 

 

今回、東京長陵会５０周年記念誌発刊に当たり、

会創立時に重要な役割を果たしその後２０年以上幹

事長として又時には副会長・会長代行としてご活躍

された河北町溝延出身の村岡正三氏（中学７回卒）

に会創立時のいきさつおよびその後の会の運営等に

ついて座談会への参加および５０周年記念誌への寄

稿等をお願いいたしました。 

ご高齢（９６歳）のため実現できず、今回二冊の

著書「風霜八十年」・「月山詩鈔」を預かり、記念誌

編集委員会にて著書の中から抜粋し寄稿文として欲

しいとの依頼があり編集委員 板垣にて作成しまし

た。 

「風霜八十年」は平成６年６月に満８０歳記念と

して出版された自分史第一号であり、生い立ち、寒

中時代、満鉄時代、東亜文書院大学時代、満州での

敗戦、引き揚げ帰国、帰国後の新生活等が記された

自伝である。特に寒中を卒業し１８歳で中国に渡り、

３２歳で引き上げ帰国までの内容が、まさに日本の

戦中・戦後のドラマであり自伝の底辺に流れている

考えは、「家族愛」、｢師弟愛｣に満ち満ちている。 

「月山詩鈔」は平成１６年６月に満９０歳記念と

して出版された漢詩の詩集である。 

中国時代は漢詩、漢語に興味は覚えていましたが

自ら作ることがなく帰国後、清水東翠先生に南画の

指南を頂いていた頃から南画の題詩として作り、昭

和４７年頃から作詩演習を本格的に始め、８０歳か

ら１０年間漢詩作りに努力し７５０首程になったの

でその中から２５０余首を選び出し出版された。 

謹呈文には、遠からぬ日に旅立ちする冥途へのパ

スポートとして、些か読み難い自分史第二号「月山

鈔」を編みました。平成１６年６月１０日９０歳 村

岡正三（雅号 月山）と記されている。 

以下に「風霜八十年」に記されている中学時代の

文章の原文を記す。 

 「山形県立寒河江中学校(現寒河江高等学校)は寒

河江川の南３キロメートルに位置し標高２５０メー

トルの小高い丘長岡山に在り、大正１０年西村山郡

の中心部に創立された学校である。私は寒河江中学

校（以下寒中と云う）７回生として昭和２年入学し、

同７年に卒業した。 

私の学んだ小学校の６年生男子５０余名の中で

中学校に進んだのは３名だけであったが、私は兄に

続いて中学生となったことは自作農では当時珍しい

例で、兄弟得意満面で片路６キロメートルを徒歩で

通学したのである。私は痩身で体は小さいが病気も

せず、入学後３ケ年間皆出席で登校した。 

この毎日１２キロメートルの徒歩通学は健康に

プラスし老境の現在も脚力は同年令者に比較しても

若いと言われ喜んでいる。 

私の寒中時代はあまり勉強もせず陸上競技部に

入って専ら１万メートルと１５００メートル競争の

練習に熱中した。偶 １年生の時１１月３日に催さ

れる中学校の年中行事である、全校生５００人の同

時ラン大会（１万３０００メートル余）において第

７位を獲得し、本人の私も驚愕したものである。 

翌年のマラソン大会はペース配分を誤りゴール

前で追い抜かれ第２位で甘んじたが、３学年、４年、

５年と３ケ年連続優勝果たし満足したのである。 

私は５年生の秋中耳炎症を患い、済生館病院にて

手術し、入院４ケ月に及び卒業試験を受けられなか

ったが、学校側の特別配慮で卒業させて頂いたこと

を感謝している。 

平成４年７月私ども寒中７回生は卒業満６０年

を記念して母校に参集し、青春時代を楽しく過ごし

た長岡山に立って夢多かりし中学生の頃の思いに耽

ったのである。 

校舎の外貌は壮麗と変わったが、敦厚純朴の校風

を育んだ曽ての校風は色褪せたかに思われ心淋しく

感じた次第である。それでも旧態を遺す木造講堂や、

悪童らの遊び場だった瓢箪池などが昔の儘だった事

は心安まるものであった。 

寒中７回生はすでに半数以上が鬼籍に入り、生き

残りの面々は今も親しく交諠を続けており恒例行事

となった年１回の寒７会は今後とも継続したいもの

である。」 

次に「月山詩鈔」に記載されている漢詩の一文を

記す 

寒河江中学同級生米寿会 

誰忘少時同学情 誰か忘れん少時 同学の情 

九人聴得九旬声 九人聴き得たり九旬（九十歳）の声 

竭歓歌誦青春賦 歓喜を尽くして歌唱する青春の賦 

往昔頑童孰弟兄 往昔の頑童（かたくなな子供）いず

れか弟兄 

以上 

（文責 編集委員 板垣信義） 
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東京長陵会５０周年に寄せて 
 

中学１２回（昭和１２年）卒 
平賀 貞太郎 

 
 

１．母校の想い出 
私の生地は寒河江川が最上川に合流する辺

りの溝延村です。 
長岡山の中腹を息せき切って上がりつめ、向

こう側に下りきったところが母校でした。 
ゴム靴の底が透けて見えるほどまで歩き通

した中学の５年でした。 
 なのに、学校で何を学んだかはあまり覚えて

いません。 
ただ、先生方の「あだ名」と由来だけはこの

年（９１歳）になってもはっきり覚えているの

ですから不思議ですが、むしろ「あだ名」で通

じ合えるほど個性的で親しみ合える先生方だっ

たからこそ、あの実直な校風のもと、今の愚直

な自分があるのだと思っています。 
ところで私は昭和１２年卒業ですが、世の中

は日中戦争の始まりなどで騒然とし始め、また

個人的には進学、就職、戦争などで母校とは疎

遠になりがちでした。 
２．近況報告 

終戦直後から苦楽を共にしてきた妻に先立

たれ、一人暮らしになりました。 
この四月、桜の頃、三回忌を無事にすますこ

とが出来、内心ホットしているところです。 
息子一家は、横浜在住、週末には定期便とす

る電話があり、いつもは「目下異常なし」で済

んでおりました。ところが、過日、口腔に異常

が見つかり入院手術、その結果ガンの疑いあり

との所見を頂き、妻に次いで自分も・・・・と

観念しました。 
しかし精検を重ねた結果は誤診とわかって

一安心。 
改めて再生を期しての卒寿となりました。 
ところで昨年、東京工業大学とＴＤＫ(株)は、

産学協同で「フェライトの発明と工業化」を成

し遂げたので、有名なマイルストン賞を受賞し

ました。 

私は、通信研究所、ＴＤＫ(株)を通じて、フ

ェライトに広く関わったとして授与式に陪席す

ることになり、先人の偉業に敬意を表すると共

に、私の卒寿への賜物との感を深くさせられま

した。 
趣味の旅行は五大陸にも及びましたが、妻と

の旅行は、亡くなる三年前の西オーストラリア

の旅が最後となりました。 
陶芸、水墨画は全国展での入賞は一点のみで

したが、私の心からの作品は、ひばりが丘の墓

所にあり、その心を歌に寄せれば｢せめても思い

を込めし桜花、墓石に刻みて納骨を終える｣とな

るので、敢えて妻への形見とした次第でした。 
 

 
西オーストラリアの旅 

 

  
陶芸と水墨画 
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村山盆地･長岡山の母校への思い 
 

中学１５回（昭和１５年）卒 
菊地 定則 

 
 
月山・葉山・湯殿山・蔵王・朝日岳連峰。ある

群馬の友人が、しみじみ、先生には悪いけれど、

山形はほんとうに山なんですね、と。 
村山盆地、私の生まれた溝延は盆地の底の底。

最上川と寒河江川の合流地。 
群馬で説明する時は「おしんの故郷」で通る。

東北は、雪国だからまさに集落である。 
わが溝延から一本のたんぼ道で三泉に出る。 
一夜で三尺も積もる。長靴でも雪が入りこむ。

五年生がラッセル。四年・三年・二年・一年。 
一年生が歩く時は雪道がかためられている。長

じて群馬で高校教員をやるに及んで、よくこの話

をした。 
誰いうとなしに、この「思いやり」が生まれた。 
ややもすると、上級生が威張る風潮、この中で

の上級生の思いやり、これは雪国でこそ生まれた

美談である。 
私は、群馬の高校でこの話をよくした。そして、

私が監督した前橋商業柔道部、主将が合宿の時、

下級生のふとん集めをやった。八百屋の自分の家

の車で、全県から来ている下級生のふとん集めを

主将がやっている。この姿を見た時、私の雪国の

経験の教えが生きたことをよろこんだのである。 
この主将は明治大学柔道部主将となり、博報堂

の重役にもなった。私が感心した人物のひとりで

ある。私の監督をした前商柔道部は、全国三位、

二回、関東大会二位、二回の全国の有名校となっ

た。 
 村山盆地の底から、赤城山を背にして関東平野

を一望に見わたすところに来て感動した。この事

が、はじめて勤めた前橋市立芳賀中学校の校歌の

詞となって現在に歌われている。 
 昭和十五年卒業。寒中弁論部。 
寒中はしゃべるのが一丁前。 
各弁論大会で入賞。 
遂に、日本大学啓成会主催の全国中等学校弁論

大会で、私が優勝してしまった。六十二校。例年

言葉のあたりがよい京都あたりの学校が優勝した

のである。 
東北弁の学校は出場校も少なく、入賞もおぼつ

かなかったのである。 
平和運動で世界を歩くにあたって思ったのは、

東北弁はドイツ語のように重厚で演説にはふさわ

しいと思った。 
 他県に住んであの村山盆地、長岡山の母校に誇

りを持つ。 
日本高等学校教職員組合をつくり、書記長にな

り全国高校をめぐったが、長岡山の寒河江高校は

日本一の学校と太鼓判を押している。 
東京都立日比谷高校長となった岩下先生、群馬県

で同所に住んでいた内藤先生。年令三十代の名校

長でともども因縁浅からぬ先生である。 
 私は、今年五月一日よりNPT（核不拡散条約）

再検討会議への要請行動の為、国連へ行って来た。

核兵器をなくす為に生涯をかけている。 
 母校の思い出となると、次々と筆が進む。いず

れ、八十八才の自伝を書くつもりなのでその時更

にくわしく書きたい。 
 ともあれ、日本一の母校山形県立寒河江高等学

校に永遠に栄光あれと絶叫し、筆をおきたい。 
 

広島原水爆禁止世界大会国際会議 
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お祝いの言葉 
 

中学２３回（昭和２３年）卒 
東京長陵会初代事務幹事 村岡 桂次郎 

 
 
私の兄 村岡正三(中学昭和 7 年卒)が長い

間役員をしていたがその後の業務を引き継い

でほしいとの事で東京長陵会の事務幹事とし

て 1996 年（平成 8 年）から 2005 年（平成

17 年）の 10 年間過した。 
それまでは事務的業務は山形県東京事務所

を東京長陵会の事務所にしている関係上寒高

出身者の東京事務所の方にお願いしていたの

である。 
当時の東京長陵会会長から事務所はそのま

ま山形県東京事務所にするがその業務は東京

長陵会内部で行うべきだとの指令に基づき事

務全般を小生が引き受け実施したのである。 
会の会計業務から一般庶務すべてを会長承

認のもとに一人で行いました。 
一番問題になったのは如何に収入を増やし総

会参加者を増やすかであった。 
約 3000 人の会員中で総会案内状発送者は

1000 人 総会出欠の返事があるのは 300 人

総会参加者は 120 名程度の状況でした。 
一人でも総会参加者を増やし会費及び寄付

金を増やす以外ないとの結論のもと幹事を増

やすべきであるとして常任幹事を増やし年度

幹事を新設したのです。 
年度幹事には卒業年度毎 2、3 名の幹事を

設けてその方々に学年毎の総会案内状発送を

依頼し更に総会参加者増加及び会費納入依頼

をお願いしている現状です。 
それにしても少子化の影響で会員数が減少

しており若い学年では総会参加者が一人もい

ない学年もあり年度幹事を決められない現状

です。 
総会配布資料につきましても収支会計報告

だけだったが 総会欠席者にも会費を頂いた

方には配布し東京長陵会の活動状況を知って

頂き次回からは参加頂ける様な総会資料にし

ようと現在の資料に至ったのです。 
その主な追加事項は次の通りです。 
1） 表紙に故郷に関する絵をのせ、校章

の意味を記載する構成を、絵に趣味

を持っている昭和 34 年卒の古澤俊

明さんに依頼し現在も続いている。 
2） その年に判明した物故者名を記載

し総会で全員黙祷し冥福を祈るこ

とにした。 
3） ゴルフ愛好者の会（東京山査子会）

の活動状況を記載した。 
4） 前年度の総会参加者からの会費（年

会費及び総会会費）及び寄付金の表、

並びに欠席者からの年会費及び寄

付金の表を追加し皆に確認しても

らうようにした。 
5） 総会参加可否返信ハガキに記載も

れた近況報告を欠席者だけの分を

記載した。 
会員数は減少しても 2500 人以上の同窓

生がいる東京長陵会である。益々のご発展

を祈っております。 
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東京山査子会 
中学２３回（昭和２３年）卒 

村岡 桂次郎 
 
 
平成5年に東京長陵会のゴルフ愛好者が集い作っ

た会で“健康の維持と親睦”を目的とし校章の山査

子の様に外で元気良く遊び長く生き延びましょうと

の意で東京山査子会としたのである。 
原則として年2回春秋の大会と毎月第一木曜日の

月例を行っています。 
当初、東京長陵会の初代会長の故安孫子清水さんが

赤羽ゴルフ場の社長であった関係で赤羽ゴルフに固

定して平成 6 年2 月の第一回大会から平成13 年の

第 16 回大会まで行っていたが毎月一回の月例の話

が出、横浜方面の方には遠くになるがプレーフィが

安く赤羽よりコースが広く乗用カートも使用でき年

老いた人でも無理なくプレーできる理由で埼玉県吉

川市の江戸川河川敷の越谷ゴルフ場に変更しました。

4 月及び 10 月の第一木曜日を安孫子杯大会としそ

のほかの月の第一木曜日は月例日とし、大会には20
名程度の参加者、月例には 12 名の参加のもとゴル

フの後の親睦会と更に希望者によるカラオケと楽し

い一日を過ごしている会です。 
以下大会優勝者は次の通り。※印は平成22年5月時

点の物故者です。 

第 1回 平成6年2月   村岡桂次郎 昭和23年卒 

第 2回 平成6年11月  長岡義孝  昭和31年卒 

第 3回 平成7年5月  ※藤田清三 昭和30年卒 

第 4回 平成7年11月  国松磐    昭和30年卒 

第 5回 平成8年5月   高橋韶男  昭和28年卒 

第 6回 平成8年11月  ※鈴木軍司 昭和38年卒 

第 7回 平成9年5月   松田四郎  昭和30年卒 

第 8回 平成9年10月  斉藤欣二  昭和25年卒 

第 9回 平成10年4月  斉藤貞男  昭和26年卒 

第10回 平成10年10月  田宮幸造  昭和26年卒 

第11回 平成11年4月  椎名通    昭和44年卒 

第12回 平成11年10月  片桐久雄  昭和28年卒 

第13回 平成12年4月  沖津節夫  昭和44年卒 

第14回 平成12年10月  中村勝    昭和26年卒 

第15回 平成13年4月  菅野大太  昭和59年卒 

第16回 平成13年11月  佐藤邦彦  昭和34年卒 

第17回 平成14年4月  高橋修平  昭和23年卒 

第18回 平成15年4月  鈴木浩一  昭和27年卒 

第19回 平成15年10月  原田和雄  昭和27年卒 

第20回 平成16年4月  古澤俊明  昭和34年卒 

第21回 平成16年10月  大場義孝  昭和32年卒 

第22回 平成17年4月  田中稔    昭和33年卒 

第23回 平成17年10月  茂木俊二  昭和47年卒 

第24回 平成18年4月  横山武    昭和26年卒 

第25回 平成18年10月  松田昭市  昭和34年卒 

第26回 平成19年4月  工藤恒雄  昭和30年卒 

第27回 平成19年10月  折原国二  昭和38年卒 

第28回 平成20年4月  松田昭市② 昭和34年卒 

第29回 平成20年10月  宮地正    昭和34年卒 

第30回 平成21年4月  宮地正②  昭和34年卒 

第31回 平成21年10月  大場義孝② 昭和31年卒 

 

備考：過去の優勝者は最高 3 位とし優勝者を多く出そ

うとの条件を第28回以降削除したため2回目優勝者が

ハンディ2割減したが3人出た。 

 

 

第１回 １９９４ ２ １  

 

第３１回 ２００９ １１ １２ 
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東京長陵会との出会い 
 

高校１回 (昭和２４年) 卒 
成原 昭 

 
 
あれからもう６６年になる。第２次世界大

戦のさなか昭和１９年の春、東京から父母の

郷里である山形へ疎開し、旧制寒河江中学の

疎開組第１号になった。 
父は会社勤務のため、単身東京に残り、母

と子５人の母子家庭として大江町の知人宅に

身を寄せることになった。 
そして、私は、寒河江まで通学する生活が

始まった。 
戦況は日増しに激しくなり、学業は二の次

にされ、本土決戦に備えた軍事教錬、勤労動

員の日々であった。 
特に、山形空港の建設に県下の中学生が動

員され、過酷な労働に耐えた事が忘れられな

い。必ず勝つ信念も空しく、昭和２０年８月

１５日わが国は力尽き、敵の軍門に降り終戦

を迎えることとなる。 
すでに、３月１０日の東京大空襲で帰るべ

き家は焼失し、更に、軍事会社に勤務してい

た父は、退社を余儀なくされ失業の身となっ

ていた。 
私は、旧制中学５年から新制高校の３年に

編入し、昭和２４年３月に高校第１回卒業生

として学び舎を巣だった。 
そして仙台財務局職員となり、寒河江税務

署に勤務することとなった。 
その後、東京国税局に出向し、昭和３６年

に都道府県会館で開催された東京長陵会総会

に出席した。 
そこで、衆議院議員、松浦東介先生（中学

１回卒）の講演を拝聴することが出来た。 
これが東京長陵会との初めての出会いであ

る。 
それから暫らく、東京長陵会とは疎遠とな

った。 
時移り、平成に入り偶然にも仕事を通じ約

４０年ぶりに中学時代の同期の旧友と再会す

ることができた。旧友との再会が契機となり、

再び東京長陵会の諸氏との交遊が始まった。 
これが、東京長陵会との２度目の出会いで

ある。 
時は移っても、いつまでも心に残るものは貴

重な経験と何物にも代えがたい人との出会い

であろうと思う。 
これからも、同じ学び舎で共にした経験と心

の触れ合いを大切にして生きていきたいと思

う。 
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水墨画とわたし 
 

高校２回（昭和２５年）卒 
原田 政志 

 
 

幼い頃、生家の襖に描かれた山水画を見て

は、こんな世界もあるんだ、こんな所に一度

でもよいから住んでみたいと思ったものです。 
現役を引退し、今後何をやるかを考えたと

き、憧れであった水墨画の世界に進もうと、

森本遥先生(故人)に師事しました。 
師の教えは『水墨画は絵画の重要な要素で

ある色彩から離脱する事により、外観(形)よ
り内面(精神)を表現するものである』形に拘

らず、綺麗に描けなくとも、己の心に感じた

ままを描け、でした。案の定、指導内容は、

驚きと同時に非常な興味を感じた。 
1． 筆：描き易い筆より、言うことのきか

ない筆がよい⇒独自の絵が描ける。 
2． 下手に描け：上手に描こうとすると形

に拘り、心に感じた絵が描けない。 
3． 写真を見て描くな：写すだけになり、

描きすぎてしまい、心不在の絵となる。 
4． 自然に助けてもらえ：写生に行ったら

自然の力を借り・助けてもらいながら

描け。 
例えば、小雨模様の時は、画仙紙が濡れた

ところと濡れない箇所があるうちに描けば、

人為的にはとても表現できない微妙な濃淡が

映し出され、雨に煙る素晴らしい風景が完成

する。 
水墨画をはじめて僅か 15 年、その間、蓼

科・八ヶ岳・妙義・奥多摩・他で沢山描いた。 
今度は、若い頃夢中でスキーで滑った蔵王

を自然の力を借りながら『ザンゲ坂の樹氷・

ドッコ沼の霧氷・お釜・山頂から見る朝日連

峰』などに挑戦してみたい。 

想像すると、これらの構図が頭に浮び実に

楽しい気分である。是非、早い時期に実現し

たいものである。 
最後に、水墨画は形だけでなく、自分の感

じたことを楽しく自由に描けばよいのである。 
是非、皆様もチャレンジしてみませんか。 
 
 
 
 

 

 
平成１２年７月５日 

敷島公園で松林に挑戦 
 

師に誘われ、仲間と群馬県敷島公園に 
写生に行く。 

公園内の松林に入り、先ず自然に溶け込む。 
そして、太い筆で一気に描く、後は主役を

引き立てる添景物を描いて完成。 
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寒二七会奮闘記 
 

高校４回（昭和２７年）卒 
小関 哲哉 

 
 
私たちは県立寒河江中学校最後の新入生です。 
敗戦翌年の４月、桜咲き乱れる旧校舎に喜び勇ん

で登校しました。 
学生服姿はちらほらで、継ぎの当たったカーキ色

の服に戦闘帽が大半でした。 
上級生には外地からの引揚げ組や予科練帰りの

猛者がいて、何かにつけて貴様アガスケだと焼きを

入れられました。 
入学直後に学制改革。 
わが校も旧制中学から新制高校に早変わり、待て

ど暮らせど下級生が入ってきません。 
結局４年間、最下級生暮らしが続きました。その

代りポン太（太田先生）やスワ様（佐藤不二雄先生）、

ゴロちゃん（井上五郎先生）他の錚錚たる恩師に、

６年間たっぷり可愛がって頂きました。 
卒業、就職、受験。 
東京に行くのは夢のまた夢です。 
働きながら大学に行く道もあると人づてに聞い

て、マントに長靴で雪の左沢をあとにしました。 
世の中はそう甘くない。 
一期校見事に落第，二期校は受かったものの夜間

の働き口が見つからず、やむなく滑り止めの某私立

大学に入りました。 
悶々と楽しまない日々、上京してきた仲間同士で

駄弁らないかと、本郷通り赤門の筋向いにあった喫

茶店の二階に同級生十数人が集まったのは昭和２７

年組の秋口でした。 
会の名前は？寒高２７年卒業だから寒二七（かん

ぶな）会でどうだ。 
それがいいと即決。 
胸の内には「寒鮒の頭も骨も噛みたりし昔思えば

衰えにけり」と言える時代まで頑張るぞという負け

ん気もありました。 
あっという間の幾星霜。 
気がつけばアガスケ達も喜寿に成ってしまいま

した。 
東京で産声を挙げた寒二七会は全国に翼を広げ、

卒業５０周年を山形で祝いました。 
次の目標は６０周年記念大会を寒河江で挙行す

ること。 
この先どんな世界が待っているか、楽しみです。 

 

 

 
ベニスの商人打ち上げ 
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同窓会の楽しみ 
 

高校第５回（昭和２８年）卒 
片桐 久雄 

 
 

寒高第５回（昭和２８年）卒業の私たちの

同窓生は、今年７６歳になります。 
喜寿を祝う同窓会を久しぶりに寒河江で開

催するとの便りがあり、楽しみにしています。 
仕事や子育てなどから解放されて悠々自適

の生活を送っている同窓生にとっては、昔懐

かしい友達と久しぶりに会って旧交を温める

ことはなんとも云えない楽しみであり、老境

の生活の励みにもなります。 
首都圏に住んでいる私たちの同窓生は百人

近く居りますが、毎年１回東京二八（にっぱ

ち）会と称して集まっております。 
３０名前後の参加者でそれぞれの近況報告

をしたり、かくし芸を披露したりして楽しん

でおります。年１回ではさびしいという人も

いて、ミニ二八会と称して２ヶ月に１回の集

まりを楽しんでおります。 
桜の季節には会合の後に千鳥が淵の散策を

したり、同窓生のお嬢さんが銀座で造形美術

の個展を行なうという案内があるときには、

まず個展の会場で待ち合わせて個展を鑑賞し

てから近くのビヤホールで一杯飲むというよ

うなこともやっています。 
東京長陵会の総会には、二八会からは毎年

十数名参加して楽しんでおります。 
寒高では私たちの学年から男子１５０名、

女子１００名の入学定員となって本格的な男

女共学が始まりました。 
したがって、私たちのテーブルは男女半々

位の参加ではなやいだ雰囲気がありますが、

私たちの先輩のテーブルは男ばかりです。 
隣のテーブルの寒二七会の先輩からは、「二

八会は女性が沢山いてうらやましい」などと

いわれています。 
女性の同窓生は殆んどの人が高校時代の姓

とは違っております。 
私にとっては旧姓の方がなじみがあります

ので、女性に声をかけるときに旧姓で呼びか

けたくなるのですが、それは失礼かなと思っ

て新姓で呼びかけてみますがなんとなく他人

行儀のようでしっくりしないのです。 
そこで、私は女性の同窓生に呼びかけると

きには、○○子さん、○○江さんなどと名前

で呼びかけることにしております。 
この方が幼なじみとしての親しみがわいて

きます。相手の女性が久雄ちゃんと呼んでく

れたりすると、むかしの子供時代に戻ったよ

うな気分になってしまいます。 
同窓生との交流は、これからのわが人生に

とって大切な宝物のようなものであり、大事

にしていきたいと思っています。 
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寒高在京二八会－6・3・3 制の嚆矢－ 
 

高校５回（昭和２８年）卒 
泉 孝健 

 
 

われわれの学年は、太平洋戦争前後の社会

情勢によって昭和 16 年 4 月に設立されたば

かりの国民学校に入学し、「少国民」としての

初等教育を受け、次いで敗戦後のＧＨＱ主導

による学制改革により過渡期の中学教育を余

儀なくされた世代である。 
上級の生徒たち、すなわち国民学校を 21

年 3 月までに卒業した者は旧制中学校に進学

できたが、われわれのように 22 年 3 月に卒

業した者は全員新制中学校に進学する定めと

なった。 
私の場合は、西山村立睦合国民学校を卒業

し 22 年 4 月に同村立東部中学校に進学した

が、校舎建設中のため睦合小学校(同時期に改

称)に仮寓する分校生活を送った。 
われわれの学年は、大方同様の境遇にあっ

たと思われる。 
昭和 25 年 4 月われわれは念願かなって山

形県立寒河江高等学校に入学(睦合からは西

塔克夫君ら 3 名と小生)した。 
完備された学校施設、綺羅星のごとき先生

方、自信に満ちた先輩諸兄の下、われわれは

新鮮な思いで毎日の学業に部活動に勤しんだ

のであったが、旧制中学校の指導に慣れた先

生方の眼にはどのように写ったのであろうか。 
大きな危機感をお感じになったであろう諸

先生、特に気鋭の先生方(堀口昌太、菅野一郎、

石井英助等)からは厳格かつ熱心な教育を授

けていただくことになった。 
あれから 60 年、あらためてそのご恩に感

謝をささげたい。 
長岡山麓の校舎で学んだのは 3 年間に過ぎ

なかったが、教室に校庭に周辺に少なからぬ

思い出が残った。 
新たに寒河江高等学校校歌が制定され、こ

れに先立ち作詞を担当された神保光太郎氏を

囲む座談会が開かれ出席したのもその一つで

ある。 
校内マラソンでは非力だった私としてはま

ずまずの成績で完走でき、朝倉先生から誉め

られたのが忘れられない。 
われわれ 28 年卒業生のうち近隣の者は在

京二八会と称し、篠崎奈那子さんを代表幹事

に毎年 5 月に四谷で総会を開いている。 
みんな元気で、喜寿の歳となった今年も出

席者数は 20 数名と変わらない。 
複数年でみると 30 人余りが出席している

計算となり、すこぶる盛況である。 
一部の有志はゴルフや千鳥が淵での花見の

会をやっており、秋には最上川河畔で喜寿を

祝う全体二八会が開かれる予定である。 
東京長陵会の中でわれわれは既にシニアの

部類に属するであろうが、暫くは有力な学年

会の一つであり続けたいものである。 
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故郷慈恩寺 
 

高校７回（昭和３０年）卒 

菅 忠三 
 
 
老杉の木立、千二百年も続いた本山慈恩寺があり

３院１５坊から成り立っている。 
その下方にむささびが棲む三重塔があり、子供の

頃の遊び場だった。 
裏山の公園から山形盆地、月山・葉山が聳え野に

山百合が咲いていた。 
あの大仏殿で有名な行基はこの地に立ち、その絶

景に感嘆。 
七二四年京の聖武天皇に奏上、奈良興福寺の慈恩大

師から寺号を受けた。 
東の山寺立石寺は庶民の信仰、西の慈恩寺は藤原

家の庇護で栄えた。 
所が明治維新で寺社領没収、秘仏は永い眠りに入

る。 
 昭和５５年、奈良国立博物館で調査した結果重要

文化財３０軀判明。 

再び一躍脚光を浴びた。そして、昭和６０年、文

化庁の要請で長陵会の長老阿部酉喜夫氏が慈恩寺文

化調査の責任者に抜擢。 

華蔵院や梅本坊等の古文書を分析、改めて慈恩寺 

再評価に貢献。 

その労に報い三重塔の右側に阿部先生の歌碑が

ある。 

— 古
いにしえ

のたくみのわざをもるごとし 
 やまふところに慈恩寺の塔 — 
 

また三重塔の左側に乃木大将の招魂碑がある。 
日清戦争で醍醐村は９５名の戦死者の慰霊碑を

村長要望。 
偶然仙台の乃木師団長下に入隊していた梅本坊

の菅衛守が乃木中将と交渉。 
乃木師団長は一人で人力車に乗り醍醐村役場に

来て招魂碑と揮毫。そして慈恩寺に寄り帰った。 
その乃木大将の揮毫は１１３年、大事に保管。 
幼児の頃、祖父の側で黒と黄色の兵隊帽を被り一

人で遊んだ記憶が甦る。 
また長陵会から寒河江出身で柔道部仲間の井田

守男氏（前県警刑事）が今回叙勲章授賞され、それ

を祝して慈恩寺の重要文化財３０軀を鑑賞。 

同期生集まる。 

白岩の鈴木和夫（前校長）、大江町の黒川辰治（前

教授）。 
そして本堂の僧侶で作務衣姿の梅本坊の甥。 
仏像の特徴を丁寧に解説。 
ことに静の阿弥陀如来と動の怒りの１２神将。 
闇に輝く仏像は心に残った。 
本堂の庭に不思議な花弁二百枚余りの稚児桜が

咲いている。山形藩主最上義光の贈呈だが老化。 
慈恩寺在住の庭師が苦心の末保存に成功、また開

花するようになった。 
仏像を拝観した後、裏山の天王山公園に登った。 
眼下に寒河江高校。 
七十歳を越すとみな遊山。 
鈴木氏は保護司兼民生委員。 
本も出し「ふるさとの妻と子へ」が山形新聞で話

題。 
また黒川氏は片栗の花の新種発見。 
全国の珍種求めて放浪の探求者。みな社会奉仕者。 
また本山慈恩寺の老管長も長陵会。 
古き時代から慈恩寺は摩訶不思議な山だった。 
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東京長陵会同窓会５０周年に寄せて 
 

高校７回 (昭和３０年) 卒 
村岡 恵子 

 
 
東京長陵同窓会に出席するようになったのは、

夫(中・２３回卒)の転勤で上京した昭和４５年以

降からだった。 
当時義兄の村岡正三(中・７回卒)が幹事長をし

ていた事もあって、私は同級生を誘って参加した

のが最初だった。 
それに山形を離れたという思いが、もう一つの

切っ掛けでもあったと思う。 
当時の会場は今の都道府県会館が建て替えられ

る前のもので、古いなりに威厳があり、おのぼり

の私は気後れしながら、会場に入ったのだった。 
でも、そこは同窓会のこと山形弁で先ず落ち着

き、懐かしい故郷の話を聞くことができた。 
その頃は女性の参加者は非常に少なかったが、

わが高７回生はまだ多い方だった。 
参加するようになって、実に大勢の方々に会え

た。 
ある年、本校よりお迎えした来賓の中に故長岡

吉彦先生（中・２３回）がいらして、思いがけな

くお会いできた。 
先生は国語の他に演劇部の顧問もされてる。 
部員の私は両面でお世話になった。部員が少な

い時期もあり、 
裏方では、先生の指示がとびよくご自身も動かれ

た。 
―私達上下の学年 OB,OG はよく集まるが、こ

うした 
話題は尽きない。― 
恩師のもうおひとり、故軽部良直先生（中・１

５回）には、上野の精養軒が会場になって数年し

てお会いした。 
先生は退官後、関東にお住まいだったので何度

か参加された。 
温和そのままで、私達テーブルでも談笑のひと

ときを過ごされた。再会は嬉しい。 
こうした’千載一遇’の機会も有って後から思

うと、自分の宝のように思える。 
それからの数十年、「来年はまた誰かに逢える」の

期待をもって参加を続けてきたと言える。 
いつも思う事だが、先輩方の母校を思う熱意に

は圧倒される。 
これは若い後輩からも時折耳にすることだが、

５０年前に誕生した当同窓会草創にまつわる話を

聞くにつけても、受け継がれているものと思う。 
私事で大変恐縮だが、家のリビングに一枚の油

絵が飾ってある。 
それは大沼千遊亀画伯(中・１回卒・西根)の描

かれた風景画で、実にひょんなことから、思いが

けなく夫(桂次郎)が、大沼大先輩から直接頂いた

ものである。よく思うのだが、この絵を頂けた不

思議を・・・。 
この絵の画題は、外房に於いて、とあり、１９

７４・千のサイン、防波堤に車を止められて、海

と山に白い雲、その全体がブルーの絵は見上げる

度に、いろんな事を物語ってくれるのだ、車のワ

イパーに向かって立つ小さな２本のファインダー

が白く光っているのも、よく目を引く。 
私達夫婦は主人の仕事上、５年間外国暮らしを

したが、その留守も守っていただいた絵とも言え

る。 
もしかしたら、この絵が同窓会へ誘ってくれた

のかもしれない、導いてくれたと私は思っている。 
これから先も末永く故郷を思う同窓生の会が続

いてほしいと願っている。 
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東京長陵会の思い出 
 

高校定時 8 回（昭和 3１年）卒 
渡辺 謙司 

 
 

東京長陵会 50 周年記念おめでとうござい

ます。 
私が東京長陵会の役員会に出席したのは昭和

51 年頃と記憶しております。 
当時の会長安孫子清水氏を中心に、総会へ

の出席者をもっと増やそうとの話し合いで、

私は定時制全員と全日制の昭和 30 年～32 年

の卒業生（当時は 60～７０名）に、総会案内

状を送付しましたが、これが約４年は続いた

と思います。 
そんなことで役員会も年々幹事の出席者も

増えて、波及的に総会も１５０名を越す出席

者になったことを覚えています。 
昭和５４年の役員会で“ふるさとの味”を

何とかしたいとの想いで、「納豆餅とあんこ

餅」それに「青菜漬け」を、幕の内弁当と一

緒に出すことに決め、出席者に喜んでもらっ

たこともありましたが、これは今でも名残を

残していると思います。 
また出席者が多くなったことで、総会での

席を卒業者の年度別にすれば、同学年の二次

会も開くことが出来ると考えて、席次をこれ

までのオープンから年次別に変えましたが、

これは今でも続いていると思います。 
会長さんも、安孫子さんから結城さんへ、

そして高橋修平さんへと変わり、またそれま

で使用していた都道府県会館が平成に入って

改築となりましたので、役員会は納涼会を兼

ねて上野の精養軒で開き、総会は目白の“椿

山荘”にて開くことになりました（平成元年）。 
椿山荘は料理長が寒高卒であったため、初

めて“芋煮会”の料理が出ました。 
総会終了後は、場所柄、多くの方々が池袋

の街へと足を運んだようでした。私も、八起

会の方々と一緒に参加しました。 
昭和６０年頃と思いますが、役員会を渋谷

の“羽沢ガーデン”にて行うと連絡があり、

私も出席しましたが、この時幹事の方々も若

い方々に変わり、世代の代わり、時代の代わ

りを感じました。 
定時制ということで総会も参加者が少なく

なり、私も寂しさは隠せず、総会出席が遠の

くようになり、現在は体の具合もあり出席で

きずに居ります。 
平成１３年の会員名簿からは私や定時制卒

の名前が載っていないのが非常にさびしい限

りですが、今後も機会があればまた出席した

いと思います。 
 
（注）会員名簿には定時制卒業生の名前も 

載っています。－編集委員 
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関東八起会と東京長陵会 
 

高校８回（昭和３１年）卒 
北畠  宏 

 
 
高校８回卒（昭和３１年卒）の同期の会は、８

に因んで「八起会」と称し、地元寒河江中心に、

活発な活動を続けているが、関東地区在住者で、

「関東八起会」を組織的に立ち上げたのが平成元

年。 
今年４月に２２回目の集いを持ったが、地元か

らの参加者を含めて、毎年３５～５０名ほどの賑

やかな恒例の同期会となっている。 
特徴は、毎年場所を変えて、目新しい素敵な場

所を宴会場にしていること（時々関東八起会の名

称が他の変な組織団体と間違えられることもある

が）、女性の参加者がほぼ半数になる時があるほど

に華やかなこと、いつも地元参加者が１０名ほど

見えることなどである。 
地元の会合にもこちらから出かけることも多く、

従って八起会メンバーは、同期の絆が強すぎて、

その分同窓会としての東京長陵会への参加者数を

減らしてしまってきている傾向があった。 
とはいえ、定時制の渡辺君（別に本誌へ投稿）が

昭和の５０年代中心に長い間幹事として頑張って

くれていたこと、山査子会で優勝経験を持つ長岡

君をはじめ数名が山査子会ゴルフメンバーになっ

ていること、また飯田君が現監事役で頑張るなど、

当東京長陵会とのかかわりも深い。 
近年は、同期の誼を、同窓の誼に拡大すべく当

同窓会への参加者数も１０名は…の目標にしてい

る。 
同期も数では欠けていく年代になってきているが、

「八起会」は、毎年一人でも多く…、をモットー

にしており、東京長陵会においても、同じ考えで、

今後も微力ながら努力して行こうと考えている。 
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母校の思い出 
 

高校９回（昭和３２年）卒 
大場 義孝 

 
 

昭和３９年買ってもらった中古の自転車で

谷地より寒河江まで通学しての初めての冬、

朝は道路も凍っていて快適に通学できたのに、

帰りは溶けた雪が自転車の通路を阻み引っ張

って帰ってきた事もしばしば、先輩達はさす

がに知っていて歩いて通学していました。 
数年後は冬バス通学になったと聞きました

が、当時はバスに乗ると生意気だと言われ、

裏の長岡山に連れて行かれ、先輩にビンタを

はられたことも、又三年生の工藤前会長達が

一年の私たちの教室に来て、お前達は生意気

だと怒られたり、これを契機に私達が三年生

になった時、悪童を集めこういう事はこれか

ら一切やってならぬと自主規制をやったこと

もありました。 
時たま担任の先生の急な休みで自習の時間

ありましたが、すぐ自習をやめバスケットを

始め遊んで時間をつぶしていたことが、翌日

誰かの注進で先生に知れ、水の入った掃除用

のバケツを持たされ廊下に立たされたことも

数回、瓢箪池を眺めながら授業の終わるのを

待ったり、教室の外の塵ひろいをやらされた

ことなど、今では楽しい思い出となっており

ます。 
ある日長岡山での写生の授業があった時、

裏山にリンゴの畑がありましたが、写生に飽

きると数人でリンゴを失敬て食べたことも、

その失敬したリンゴの味は格別美味しかった

と記憶しております。 
翌日農家の方が学校に来てこういうことの

ない様苦情が入り、早速リンゴ食べた人は校

長室に来るようにとの呼び出しがあり、怒ら

れるのを覚悟して校長室に入り、うつ向いて

いところ、お前たちは要領が悪い解らないよ

うに間引いて取らなくては駄目だと言われ怒

られることはなかった。 
こういう事もあるんだなあと、感心して校

長室を出てきた事もありました。 
現在では考えられないさとし方でしょうが、

二度とリンゴを取ることはなかった。 
これも寒校の良き伝統の一つとして懐かし

く思い出されることです。 
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気力と体力の維持努力 
 

高校９回 (昭和３２年) 卒 
池上 久也 

 
 

東京長陵会 50 周年おめでとうございます。

これだけの期間盛会な活動を継続できたこと

は会の運営に携われた幹事の方々の非常な努

力の賜物と深く敬意を表します。 
茨城県日立に住む小生が東京長陵会に参加

したのは少し時間と心にゆとりができた定年

が近づいた頃だったかと思います。 
昔の高校の友人と会って楽しむことのでき

る少ない機会であり大変うれしく感じました。 
たった３年間同じ高校で過ごしたというこ

とで 50 年以上過ぎても、20、30 年ぶりにお

会いし、ちょっと分からなかった顔でも 30
分もするとお互い 50 年前の顔、姿に戻り会

話が進むのが不思議な感じもします。 
それだけ高校の３年間は感受性も強く強烈

な印象として身体に残っているものと思われ

ます。 
こういう友人との交流を元気に続けたいと

思っています。会社生活で 40 年も一緒に仕

事をした友人らとの集いとは全く違った気安

さ、楽しさがあります。 
 

こういった交流を継続していくためにも気

力と体力維持が課題で、数年前から年間目標

をたててスポーツを楽しんでいます。 
スキーは 25 日、ゴルフ 72 回以上で平均ス

コア目標 85、水泳累計距離 100ｋｍが年間目

標ですが、ゴルフのスコアは未達で苦戦して

います。 
小生の属しているゴルフ場のシニアコンペ

には 80 歳以上の方が 20 名近くも参加してプ

レーを楽しんでおり、自分もこうありたいと

羨ましく思います。 
スキーは蔵王が主で１月から３月に 5,6 回

出かけて樹氷を観賞しながらの滑りを楽しみ、

５､６月には月山にも毎年２回ほど出かけて

新緑の中でのスキーを楽しんでいます。 
これらのことは体力よりも億劫さがちらつ

いてきて、気力の維持よりも大切であると感

じております。 
そのためにも高校時代の友人との交流でお

互いの活性化を図り続けたいと思っておりま

す。 
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寒校生にアッピールしたい視線をグローバルに持ち、日本の脱ガラパゴス化に貢献を 
 

高校１０回（昭和３３年）卒 
吉田 正敏 

 
 

日本の経済は、２００８年に発生したリー

マンショックが原因で停滞を続けているよう

に見えるが、実は、２０年間に亘ってＧＤＰ

が約５００兆円に留まったままなのである。 
この間、先進国の代表格である米国の経済

は２倍以上、新興国の先頭を行く中国にいた

っては１５倍以上に成長している。 
従って日本の成長指標はことごとく下降し

ており、世界から無視されたも同然の状況に

ある。 
世界競争ランキング（２００９年）では、

日本は１７位で、９０年代では２位であった

が年々転落を続けている。 
最近（２０１０年）報告された世界経済フ

ォーラムの世界ＩＴランキングでは、驚くこ

とに２７位である。 
米国は言うに及ばず、北欧スェーデン、フ

ィンランド勢、そしてアジアのシンガポール、

韓国、台湾も遥か彼方の位置にある。 
人の往来を見ると、海外に行く若者が２０

０４年以降減少しており、特に男子の若者が

激減しているのは憂慮すべき事態である。 
海外への留学生の数も少なくなり、今年の

ハーバード大学への日本人入学者は１名とな

り、米国で日本のみの特異現象として報じら

れている。 
アジア各国の英語力（ＴＯＥＦＬ）ランキ

ング（２００７年）においては、シンガポー

ル、インドなどがトップに位置しており、わ

が国は２７位と低迷している。 
小生は経営コンサルタントをしており、こ

の１０年間、米国と中国を、見てきたが日本

のガラパゴス化現象（閉鎖性）を憂慮してい

る。 

今後の若者に脱ガラパゴス化を期待してや

まない。 
 

 

ニューヨーク・メトロポリタン美術館 
 

 

上海万博 
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スケッチの楽しさ 
 

高校１１回（昭和３４年）卒 
古澤 俊明 

 
 

旅行の時や普段の日の一寸した時間がある

ときは、よくスケッチをします。 
スケッチの楽しいところは、出来上がった

絵の上手下手はともかくとして、美しい、き

れいだと感動した場面を自分なりにスケッチ

ブックの上に写し取ることができることです。 
そのためには、自分の目でじっくりと観察

しながら構図を描きとり、その構図の上に色

をのせてゆきます。 
少なくとも１時間位は、同じ風景、同じ花

などを観察しながら描きとってゆきます。 
ですから、スケッチした絵は、半年経って

も、１年たっても、脳裏の記憶だけでほとん

ど同じ構図で、同じ色彩で再現できます。 
後日、油絵に書き直すためにカメラで記録

をしておきますが、カメラでは中々感動的な

画像を得ることができません。 
カメラは、何もかも一律に正確に、しかも、

瞬間的に記録しますが、シャッターを押した

瞬間に脳裏から消えてしまいます。 
カメラには、刹那を写し取るという絵画で

はとても望むべくもない良さがあります。 
人間の喜怒哀楽や動きのある絵は、うまく

すれば素人でもある程度写し取ることができ

ます。 
しかし、絵画では、人間の表情や動きのあ

る絵は、とても素人では表現できません。 
反面、絵画では、描く人が感動した部分を

特に強調して表現できます。 
富士山に感動したら、勾配をきつく強調し

て描きます。 
桜の花に感動したときは、嫌味にならない

範囲で実際よりピンクの色を濃くしたり、背

景の色や明るさを変えたりして全体のバラン

スを考えながら、メリハリをつけて感動した

部分に視点を当てて描きます。 
長岡山のさくら丘からみた月山と八重桜で

す。 
デジタルカメラの画像とスケッチ画を見比

べていただければ、少しは、どこに感動した

かをご理解いただけると思います。 
これからもスケッチを通して脳裏に感動を

残したいと思っています。 
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長陵の三年間 
 

高校１１回（昭和３４年）卒 
佐藤 邦彦（旧姓 西川） 

 
 
私達が入学したのは、昭和三十一年四月。 
校舎は古色蒼然だったが、「高校生になった～の

想いが強く、自分の中では輝いていた様な印象が

ある。 
同級生はみんな秀才に見えて、「オイオイ、こん

な中で俺は大丈夫か？」との思いが強かった。そ

れも一週間程度で同級生と仲良くなり、徐々に他

のクラスの生徒とも話をする様になった。 
僕はそういう性格なのだろうと思う。 
中学時代は何も部活をやっていなかったが、中

学の先輩がいたので「編集部が良さそう」と入部

した。 
この編集部にハマッタ。 
何の用事も無いのに毎日部室にタムロして駄弁

ったり卓球をして遊んでいた。 
多少は新聞の記事を書いたり、卒業生の商店に

広告を貰いに行った事などが思い出にある。 
優秀な後輩に恵まれ、十五回卒を中心とした後

輩方の世話で二年前から「編集部ＯＢ会」が開か

れ旧交を温めている。 
昨年は寒河江で合同のＯＢ会を行なった。 
今年６月に三回目が行なわれ、喜んで参加した。 
二年の終わり頃に、生徒会その他の役員を決め

ることになり、ボクは応援団に入ることにした。

そして何故か応援団長に推された。 
この「応援団」に又ハマッタ～。 
記憶では、ボクが「俺達は後輩を絶対に殴らな

い事」を提案し応援団の幹部全員の賛成を得てそ

のとおり実行した。 
野球や米沢での国体県予選、酒田での県総体な

ど応援団の活動の場が多かった。 
良い友達に恵まれ、支えられて楽しい応援団だ

ったなぁと今でも思い出す。 
通学は、西里の自宅から六キロを自転車で、春

～秋は爽快だった。 
冬も意地で自転車通学をしたが結構きつかった。 
三年間を通して高校生生活を最高にエンジョイ

したと思う。 
嫌な思い出は全く無い。 
そこそこ勉強をしたのだろうが、勉強の記憶は

あまり残っていない。 
青春時代を過ごした長陵の三年間は、ばら色の

高校生生活だったと思う。 
同級生・同窓生の方々には、それぞれの思いが

あるだろうが、「長陵の縁」を大切にお付合いして

行きたいと思う。 
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６０歳からの人生 
 

高校１１回（昭和３４年）卒 
糟谷 修子 

 
 

私は今シルバー人材センターの会員として

仕事をしています。 
１０年前入会手続きにセンターに行った時

は想像以上に高齢者が目立ち「えっ！私もこ

の仲間になるの？」ととまどってしまいまし

た。 
しかし家事援助サービス事業がスタートし

たばかりとの事で｢ああいい人が来てくれた｣

との言葉に救われた思いがしました。 
仕事は一般家庭の掃除洗濯食事作りなどで

す。この事を知った主人は「今更なぜそんな

事をするんだ！」と大変な剣幕、「今はそんな

家政婦の時代じゃないのよ」と説明し納得し

てもらいました。 
スタートしたばかりの事業なので拡大しな

ければ、との思いで１２０％のガンバリでや

ったような気がします。 
今思えば若かったなー、よくやったなーと

の思いです。その後広報委員として慣れない

会報作り、そして監査役をやりました。 
今は理事としてセンターの運営にかかわる

一方コーディネーターとして５０名の会員の

就業の割り振りそして研修、講習の企画

案・・・あの利用者さん、この利用者さん、

あの会員、この会員と頭から離れる事はあり

ません。 
仕事を受注し適任者がいない時、会員が休

む時等私が現場に入ります。色々な利用者さ

んが有り楽なことばかりではありませんが

「ああきれいになったね、ああおいしいね、

ありがとう」等の言葉にやりがいと喜びをい

ただき次の仕事につながっていきます。 
本来の仕事の他に竹馬、めんこ、こま、あ

やとり、おはじき等昔の遊びの伝承として小

学生に、書道、絵画、手芸等の趣味は高齢者

のボケ防止教室の先生としてこれまでの人生

で色々とため込んだ知識の引き出しをひとつ

ひとつ活かせるのがシルバー人材センターだ

と思います。 
いかに人生の後半を生きて行くのか誰にと

ってもそれは充実したものでありたいもので

す。 
芸は身を助く、人生生涯勉強、人生捨てた

もんじゃない等、身をもって感じている毎日

です。 
若い時もっともっと色々な事を体験してお

けばよかったと思う毎日でもあります。 
６０歳からの人生がこんなに広がるなんて

思いもしませんでした。充実の毎日です。 
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海外生活のあれこれ 
 

高校１２回（昭和３５年）卒 
山田 博信 

 
 

３年の時の担任だった佐藤スワ先生に仕込

まれた英語力も貧弱なまま最初はスペインへ

５ケ月。 
真夏のマドリッドは気温が４０℃。背広と

ネクタイ姿でも熱くないと思ったのは誤解。

高温少湿下では体力の消耗は大きく、常に水

分補給なしでは動きが取れません。 
この為か、机の上には缶ビール、昼食時は

二人で赤ワインを毎日１本。 
ポリフェノールの含有量が多くなかったの

か、ちっとも体に良いことはなかったようで

す。 
田舎町で唯一美味しいのはパエジャ（ＬＬ

Ａ はスペインでは じゃ と発音していま

した）。 
鶏肉・海老・貝類の間から飯が見えるもの

でしたが、数年前にツアーで再訪時は飯の間

から具が見えました。 
次の単身赴任地はサウジアラビア。真夏の

気温は日陰で４８℃。 
１年間全く雨が降らない時もありました。 

砂漠はほとんどなく、土漠が大部分で、砂漠

はアラビア湾の対岸にあるイランから飛んで

きます。 
このときは、山形での吹雪のようで、視界

数メートルの日が続きます。アルコール類は

ご法度と厳しく、いま流行のノンアルコール

ビールだけ。 
唯一の楽しみは、海釣りとゴルフ。 
フェアウェィはアスファルトで、グリーン

は油を染み込ませた砂地のブラウンです。 
次の任地はインドネシア。ジャワカレーを

お土産にとジャカルタのデパートに行ったら、

そんな物はありませんでした。 
当地ではイスラム教徒が大部分でモスクか

ら大音量で流されるコーランが聞こえない住

まいを探すことは不可能です。 
サウジアラビアでは、お祈りの始まる合図

だけをモスクから流しますが、インドネシア

では延々とコーランを読み上げます。 
コロンビアの首都ボゴダ滞在は短期間でし

た。到着翌日に町を一望できる観光地へ。 
お土産店を一巡して戻った６人中３人の財

布がスリに。 
ベテランの通訳も被害者の一人で敵もあっ

ぱれでした。 
標高が高く、飲み過ぎた時は酸欠状態でし

た。 
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サリン事件と私 
 

高校１３回 (昭和３６年) 卒 
豊田 利明 

 
 
私は十五年前の地下鉄サリン事件で九死に一生

を得て生かされました。 
東京長陵会発足の昭和３６年上京、３月２０日入

社し丁度三十四年目の出来事でした。 
当時営団地下鉄（現在の東京メトロ）霞ヶ関駅助

役として勤務しておりました。 
霞ヶ関駅は官庁街で日比谷・丸の内・千代田線の

三線の総合駅です。 
千代田線非番助役で遭遇、処理行動で殉職者二名

を出してしまいました。 
オウム真理教がテロ事件現場として狙った駅で

す。日本政府の機能をマヒさせて混乱させるため多

数のお客様を巻き添えにしたものでした。 
麻原も殺せなかった豊田です。 
寒高入学一週間目で父が他界、悔いのない高校生

活として選んだのが剣道部でした。 
インターハイ高知大会に副将として出場しまし

た。 
恩師寺崎先生は日頃から「試合中、相打ちの連続

後で最後の一太刀を出せるように稽古で身に着けな

さい」と指導してくれました。 
又東北巡業や全国大会で感じたことは、山形の剣

道と異なるその地方で発達した剣道があること、よ

り優れたものなど山形の井の中の蛙から一歩進め、

学ぶに十分広さがあるとの予感でした。 
就職しても「自分にしか出来ない何かがあるはず

だ」と自分を信じ、何でも見て聞いて試してと道を

求めてきました。 
二年前関連会社も定年、地域社会の町会で毎朝ラ

ジオ体操を立ち上げました。 
世は何が起きても不思議ではない時代、テロ事件

や異常気象や天変地異のことなどを考え、昨年防災

士認定を受け、避難所運営訓練の活動中です。 
この年令になり寒高時代菅野先生から剣道だけ

でなく漢文をもっと勉強しておけば、漢詩の素養が

あればと思うこの頃です。 
最後に各種大会前の壮行会の壇上で聞いた歌「寒

高のマークは伊達じゃない」これが実感として心に

残ります。 
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老後の手習い 
 

高校１４回（昭和３７年）卒 
丹野 宏美 

 
 

昔紅今さくらんぼ翁道 
 

父が平成元年に、芭蕉の『おくのほそ道』

三百年を記念して作った句である。 
父は少年の頃より六十年以上も句作を楽し

み、平成二年に他界した。 
父からは俳句に関して何一つ教訓めいたこ

とを耳にすることはなかったが、死の直前に

『おくのほそ道』を写経のように自分で毛筆

した和装本を送ってもらった。 
都塵にまみれて働く私に、『おくのほそ道』

の誠を応援歌としておくってくれたものと思

う。 
あれから二十年、六十五歳を過ぎて改めて

あの本を手にし、芭蕉などの古典文学につい

て学び、長年にわたる心の濁りを清めたいと

いう思いがおこり某大学文学部の門を叩いた。 
古の文化について何も知らないで、あの世

行きでは物足りないし、仮に極楽へ行ったと

しても、先に行った先祖様と話題が合わない

ようでは申し訳ないと思ったので、古典文学

の手習いを始めた次第である。 
この程度の安気な動機だから、『万葉集』『源

氏物語』等、苦手で通した高校時代の古文の

時間の思い出も楽しいものとなり、指導して

くださった諸先生も、共に学んだクラスメー

トも、無性に懐かしくなってくる。 
さて本会が、役員諸氏のご尽力で五十年間

も続けてこられたことはご同慶の極みである。 
学年の連絡役の大半を、今では長岡君に委

ねているが、最近参加者が増えて、喜ばしく

思う。 
また協賛せられた仲間にも感謝したい。 

ところで、N 君夫妻が引退後の手習いにと、

ピアノを購入した先の店長さんが、たまたま

同期の H 子さんで、この会で偶然顔合わせと

いうエピソードもある。 
まだまだ仕事や地域で活動している仲間が

多いが、Y 君は退職後の手習いを生かして、 
植木職人としてボランティア活動するなど

様々だ。 
末筆ながら、平素の疎遠をお詫びしつつ、

皆様のご健康を祈念し，再会を期待している。 
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座 右 の 銘 
 

高校１５回（昭和３８年）卒 
高野 妙子 

 
 
私の高校時代の３年間は、毎日真っ黒になってバ

レーボールを追いかけていた。 
大学時代を東京で過ごし、卒業後、縁あって結婚。

すでにあれから４0 数年、気の遠くなるような年月

が流れた。 
言葉にすれば平凡だが、何とか健康でここまでや

ってこれた。 
２人の子供もそれぞれに伴侶を得て結婚。今では

４人の孫のおばあちゃんだ。 
自分の生き方というものを考えたのは、子育て真

最中の30代半ばだったように思う。 
長いアメリカの生活の中で身近に見聞きした、本

場の「個人主義」の影響をさまざまな場面で受け、

納得させられ、「さて自分は…」と立ち止まる。 
このまま夫の庇護のもと、良い妻、良い母で、年

を重ねて行けば良いのだろうか。 
果たして、死ぬ時に、自分の一生はこれで良かっ

たと思えるだろうか。 
何かし残したことは……？ と逡巡する。一度も

働いた経験がない私が、すっかり日本語を忘れた 2 
人の子供を伴い帰国したのは、37歳の時だった。 
子供の受け入れ校のこと、住まいのこと、そして

同時に、仕事未経験の女性が働ける会社は？と新聞

の募集欄を見ていた。 
四柱推命の占い師・Ｉ先生によれば、人間には運

命の大きなサイクルがあって、けじめや、新しい物

事に出合う「運命の時」が一生の中、何回かあると

いう。 
この世に生を受けた日時が7割、あとの3割はそ

の後の環境で、その人の運勢は決まるという。 
比較的、従順で自分の意見や主張を通すことが苦

手だった私が、フリーペーパーの編集に携わってか

ら、これまでとは違う「自分」というものを意識す

るようになる。 
それは夫や子供たちにとっては、心地よい出来事

では決してなかったはずだ。 
いつも家にいて、美味しいものを作っていたお母

さんが、あわただしく帰ってきて、ご飯を作り、時々

仕事のせいで機嫌が悪いこともある。 
減点、減点のお母さんだったと思う。 
この頃、祖母がよく言っていた言葉を思い出す。 
「好きこそものの上手なれ」「得てに帆を上げ」。 

人に会うこと、話をすること、見ず知らずの人が

喜ぶ企画を立てること、沢山の笑顔に出会えること、

そういうことが私の喜びなのだと気づくのは、20年

も仕事をして、50代後半になってからのような気が

する。 
「子曰く、それを知る者は、好む者に如かず。そ

れを好む者は、それを楽しむ者に如かず」この言葉

は、仕事をする上で、座右の銘である。 
私にとって、最大の理解者である夫は、「朝起き

て、仕事に行くのがいやになったら辞めればいいよ」

と不自由な暮らしに不満も言わずに送り出してくれ

る。 
最上川に例えれば、私の仕事も難所を越えてまも

なく終点に近い。「自分の幸せは、周りの人を幸せに

できた総量で決まる」。 
この言葉を胸に、今日も、あっと言わせる、楽し

い企画にささやかな炎を燃やしている。   
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私と東京長陵会 
高校１５回（昭和３８年）卒 

板垣 信義 
 
 
私の高校生活は楽しくも、ほろ苦い青春でした。 

山岳部で過ごした３年間は思い出深く、四季を通

じての山行、春には残雪の月山山行、夏には楽し

くもつらい夏山合宿（飯豊山、朝日岳縦走、西吾

妻山）秋には紅葉の月山・蔵王山行 冬には蔵王

山にて３日間の雪洞合宿及び、部員不足のために

臨時スキー部員としての部活。 
特に昭和３６年に寒河江高校をベースキャンプ

に、朝日岳で開催された山岳部全国インターハイ

大会に山岳部が山形県代表して参加した事です。 
当時私は２年生で先輩と共に参加いたしました

が寒河江高校のグランドに集まった２５０名以上

の全国高校生アルピニストの代表として、震えな

がら選手宣誓した事が楽しくも、苦い思い出とし

て残っています。 
翌年の谷川岳で開催されたインターハイには同

級生の小野知一君が県の個人代表として参加して

おります。 
最大の苦い思い出は、３年の秋に寒河江川の河原

で数名の部員とポケットウィスキー瓶を飲み一緒

に停学になり２学期期末試験を受けていません。 
すでに大学受験の内申書が出来ていたために大

学受験も出来、無事卒業が出来ました。 
しかしながら山岳部顧問の熊木先生、担任の佐藤

不二雄先生にご迷惑をかけた事を反省しておりま

すが、今ではいい思い出の一つとなりました。 
現在は４０代半ばからまた山行を始め現在も続

けております。 
その後大学受験を失敗し、浪人し、入学し、落

第し大学を卒業した時は２５歳でした。 
その後４０年会社勤務を本年７月に退職しまし

た。 
私と東京長陵会の関係は１９９８年からですが、

５０歳すぎ多少仕事も楽になり自分の時間が持て

るようになってからです。 
当時東京長陵会の高校 15 回卒学年幹事として

同期の織原國二君、高野妙子さんが頑張っており

ましたが４～5 名の参加者でいつも苦労しており

ました。 

私も参加しているうちに学年幹事になり毎年総

会の案内状を出しておりましたが参加者が少なく

苦労しました。 
その後同期の仲間も 60 歳を超え自由な時間を

持てるようになり２０名近く集まるようになり、

毎年総会後に２次会をやり数年前から毎年新年会

も実施しております。 
特に学年幹事の柴橋中学出身の３人娘、山田淳

子さん、高野妙子さん、谷川美代子さんには非常

に感謝しております。 
また今年の５月に開催された本校の同窓会の学

年幹事を高校１５回卒が担当し盛大に行われたこ

とを報告いたします。 
 

 
昭和３６年 全国山岳インターハイ 

 
平成２２年 新年会 越中島 住吉神社 
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奈良猿沢池と原風景 

 
高校１６回 (昭和３９年) 卒 

丹野 孝美 
 
 

齢六十五を迎える私の原風景は、生まれ育

った場所で嗅いだ稲穂のかおりや、寒高の校

舎から望む月山、長岡山からの最上川の眺め

であり、それらは校歌にも歌われている。 
今年三月大阪出張の折に、奈良に立ち寄っ

た。 
昨年の東京展で大ブームとなった興福寺の

阿修羅像は、以前から戒壇院の広目天と共に

私の好きな仏像であり、暫し神秘的な表情に

魅入る。 
拝観を終えて大阪に向かう為に近鉄駅に向

かおうとしたが、なんとなく私は猿沢池へ石

段を下りて行った。 
そして興福寺の方向を振り返りながら、ふ

とここにもう一つの原風景があることに気が

ついた。 
四十七年前の修学旅行は近くの宿屋に泊ま

った。 
池周辺を歩きながら新芽の柳越しに写る五

重塔や、当時の記念写真を撮った目の前の石

段を眺めていると修学旅行の時の事が蘇った。 
京都や奈良の寺々を多く廻り仏像にも見飽

きた頃、私たち生徒の口から愚痴が出始める。 
その時、僧職でもある引率の折原先生を伺

い見ると、トランジスタラジオに耳を傾けて、

選抜野球に夢中になっておられた。 
夜間、京都駅前の宿屋から悪友数人で焼鳥

屋に出掛けた。 
恐る恐る宿屋に戻った時、玄関に立つ岸正

幸先生は「お帰り」と言って、そのまま部屋

に入れて下さり、先生が一段と大きく感じら

れた。 
こりもせず帰りの夜行列車の途中駅では、

皆で缶ビールを買いに、急ぎホームに走った

事も忘れられない。 
話を原風景に戻すと、私は人生の「林住期」

を迎えた五十歳頃から神社巡りを始めた。 
旧官国弊社と一の宮の約二百数社を全て巡

るつもりで全国各地に出かけた。 
その間、いろんな土地の風景と文化や暮ら

しを持つ人々に接して来て、それぞれが原風

景を持っている事に気がつく。 
予定の二百数社は来年にも達成出来そうだ。

その暁には日本人の原風景を多少なりとも感

じられるだろう。 
そして次の「遊行期」は故郷に又奈良にも

遊びながら過ごして行きたい。 
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東京長陵会五十周年おめでとうございます 
 

高校１７回（昭和４０年）卒 
宮林 けい子 

 
 

我が家ではケーブルテレビを引いている。

たくさんのチャンネルで迷う程。 
日本映画のチャンネルに合わせると、昔懐か

しい映画が度々放映される。 
吉永小百合、浜田光夫、和泉雅子、星由里

子、加山雄三、高橋英樹、小林旭等々。 
今思うと高校時代は土曜日毎、四時間目の

Ｈ・Ｒを抜け出して（熊木先生、ごめんなさ

い）寒映、銀映に直行していた様だ。 
放送部に属しクラブ活動をしていたのに、

当時の私には週一回の映画館通いは何にも勝

る楽しみだったのでしょう。 
進学希望でもなかったせいか試験時以外は

特に勉強した記憶も無い。 
友達の家に泊まり、左沢の花火を見た事が

鮮明に思い出される。皆どうしているんでし

ょうかね。 
月日の経つのは早くてもう六十三才。気持

は高校生のままの様な気がするのに。二人の

息子達も結婚して独立し、孫もいる。 
今は夫と二人で体力維持のジム通いと好き

なダンスをサークル、教室等で楽しんでいる。 
願う事は、健康でこの幸せが少しでも長く

続いて欲しい事だけです。 
さっき、実家の兄から「さくらんぼを送っ

たよ」との電話があった。 
いつも変わらない思いやりが心にしみる。

明日が楽しみである。 
夕方お花を買ってきたので、明日は新しい

花とさくらんぼを仏壇にお供えしようかな。 
縁あって東京長陵会のお手伝いをさせて頂

き、年一回母校の様子を聞き、出席して下さ

った方々と交流し、楽しい一時を過ごせる事

も楽しみの一つです。 
東京長陵会の益々の発展をお祈りしていま

す。 
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こころの窓から広がる長陵の風景 
 

高第１８回 (高校４１年) 卒 

斎藤 脩 

 

 

最近商社マンから山形大学の教授に転じた

大学の後輩が、県内出身の学生たちの郷土愛

の強さに驚いていた。 

作家藤沢周平さんのエッセイの中に‘郷里

の四季の移り変わりを思いうかべる癖がとれ

ない’という一節がある。 

この性癖はふるさとを離れた山形人共通の

ものであるらしい。 

朝な夕なに仰ぎ見た月山のたおやかさと朝

日連峰のりりしさに包まれたふるさとの豊か

な四季の営み。 

とりわけ厳しい冬を耐え抜いて雪解けとと

もに訪れる桃源郷のような花々の繚乱。 

そしてそのこころの風景の真ん中に長陵に

屹立する母校の姿がある。 

のちに団塊の世代と呼ばれる僕たちが生ま

れた昭和 22 年は、日本国憲法の施行の年でも

ある。 

太平洋戦争の修羅を経て、日本全体が坂の

上の新しい雲に向かって歩みを始めた時期で

あった。 

僕たちはそんな戦後民主主義の輝きと成長

の躍動のもとで高校生活を送ったことになる。 

在学中に開催された東京オリンピックに感

動し、関西への修学旅行では開通間もない新

幹線の恩恵にも浴した。 

また学校生活でも、男女の隔たりがまだ残

る中で解禁されたフォークダンスで異性の手

を堂々と触れあえた最初の世代でもある。 

まだ大学への道も狭く、同級生の卒業後の

進路は実に様々だった。 

家業を継いだり、教員などの地方公務員に

就いて県内に残った（戻った）人たち、県外

でサラリーマンや独自の事業に携わってきた

人びとなど、その後４０余年の年輪を刻んだ

現在の姿は多士済々である。 

その同級生たちが還暦を過ぎ、多くが新し

い人生を模索し始めたころから同窓への回帰

現象のような動きが強まっている。 

故郷を離れて県外に生活の拠点を構えた学

友たちが、東京長陵同窓会での再会を契機に、

地元の学友たちの輪の中に呼び寄せられるよ

うに交流が広がっている。 

この長陵の輪が、地域・世代を超えて何層

にも重なってこれからの生きる時間を豊潤に

してくれることを願ってやまない。 

米澤で生まれ小学の時に移り住んだ僕にと

って、こころの軸が上杉の精神であるとすれ

ば、こころの窓から広がる寒河江・西村山の

風景は母の慈愛のようなものであり続けてい

る。 

 

 

平成２１年東京長陵会 
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東京長陵四二会 
 

高校１９回（昭和４２年）卒 
工藤 英春 

 
 
昭和39年4月に入学し（確か倍率が1.6倍位）、

6 月には新潟沖地震で校舎の隣のひょうたん池の

水が溢れ出すのを体験したり等々、42 年 3 月に卒

業しました。 
世に言う団塊の世代（人間が多い）ということ

もあり、リストラ先導をさせられたり、あるいは

対象にされたり、少しだけバブルの恩恵にもあず

かりと、そんな世代の関東在住の連中です。 
平成 3 年当時、同期生が山形県事務所に赴任し

て来て東京長陵会の事務局的な役割を果たしてい

たこともあり、その者の慰労会をやろうという事

からスタートしました。 
それから約 20 年、春は（旧暦の正月ごろ）新

年会、秋は芋煮会を定期行事（毎回 30 人前後の

参加）他に有志での花見を、在校 3 年間の絆のも

と毎回ぐだぐだと酒を飲み、ぐだぐだと語らい楽

しくやっております。 
当会は幹事を毎年交代する（東京長陵会の学年

幹事と併任）のでそれも長続きの秘訣かもしれま

せん。幹事に至っては、下打ち合わせ、反省会、

引継ぎ会、本番と年 5～6 回も時間を取られるこ

とになるので家庭では、またなの・・・・とか文

句が出たりあきれかえられたという話も耳に入っ

たことがありました。 
スタート時にははとバスに勤めていた同期生

（故人）がいた事もあり、バス貸切りで約 12 年

間、東京（八王子など）埼玉（嵐山など）神奈川

（足柄など）千葉（養老渓谷など）各キャンプ場

に出向き、山形直送の食材での芋煮会、各近隣の

観光地めぐりなどを楽しみました。 
その後平成 15 年からは若洲海浜公園での山形

県連合会芋煮会に便乗です。 
我々の鍋には配給以外の山形産きのこなどが入

っており連合会の中では一番うまい筈です。 
この日のために山形の同期からは山形の地酒、

きのこ漬物など差し入れがあり、昨年はつや姫も

ありました。 
幹事が手分けしておにぎりを作り持ち込んでく

れました。 
新年会は各年の幹事の企画のもと各地（浅草、

横浜、両国、川越、門前仲町、東京タワー、東京

レインボーブリッジ等）散策、蒲田の黒湯温泉貸

切での落語（柳家〆治師匠）を聞きながらの宴会

などでした。 
近年は参加費を低くおさえ、より多くの人が参

加でき楽しく一日を過ごせるよう各幹事が努力し

てくれております。 
感謝すると同時に、少しずつ心身ともにガタも

きつつあることをふまえ、その都度が楽しく記憶

に残りつつ存続していければと願っておるところ

です。 
また東京長陵会の中央幹事として同期の石井、

早川両氏が参画し頑張ってくれている事にも感謝

し、東京長陵会の益々の発展を祈ります。 
追・平成 21 年の新年会（東京ﾀﾜｰ散策）の折、

西里の真光寺と歌舞伎の市川団十郎家とのつなが

りを発見できました。 
質問は四二会までどうぞ！ 
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同窓会の効用 
 

高校２０回卒(昭和４３年) 卒 
菊地 史芳 

 
 

数年前になるが、自分が高校生で出てくる

夢を繰り返し見た。 
どれも終いは学校へ遅刻するという内容で、

なんで今頃になってこんなのをみるんだろう、

と訝ったものである。 
顧みればおぞましい２０代がある。それで

いつからか、青春時代の悉くが厭わしくなっ

た。 
その根っこの高校時代も含めて、あの頃の

ことを綺麗サッパリ取り除きたい、 
と願い出す。そして時が経ち、やがて気が

つけば、過去はもう記憶の彼方へ霞んでいた。 
ところが、10 数年前、東京長陵会から年度

幹事の指名が来た。 
どうして僕の所へなどきたんだろうと考え

るより早く、とうとう来たか、関係を絶って

いたあの時代からとうとう触手が伸びてきた

か、の思いに駆られた。 
同期生との交際は全くなかったから、代わ

りを立てることもできずく、受諾は自動的。 
不承不承ながら総会に出るようになった。 
先輩は甚だ多かったが、同郷という以外に

特別な接点はない。 
ごくごく若干名の同期生も初めて会う（よ

うな）人である。 
どちらも厭わしい青春からの使いには見え

なんだ。 
そうして回を重ねる中、その間には歳も重

ねていたのだから尚更だが、先輩（いつも大

勢）と同期生（いつも僅か）を、青春の眷属

なんかではなく、それとは全く対蹠的な者な

のだ、と正しく理解するようになった。 
「髪は、前からか、薄いの」「うん、未だ前

の方」時の仕事は手堅い。 
魔の領分は知らぬ間のとうの昔に、遥かな

彼方へと遠のいていた。 
総会（同窓会）では、青春というしつこい

呪縛から解き放たれて、生き返ったかのよう

に清々しい気分が味わえる。 
夢のこと。 
あれは抑圧のせいではなくて、過大な抑圧

が緩んだせい、なんだろうと思う。 
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寒高昭和 44 年卒  桜桃の会 
 

高校２１回（昭和４４年）卒 
長谷川 俊博 

 
 

私たちが高校を卒業したのは、学生紛争最

大の山場、東大の安田講堂の攻防があり、東

大受験が中止となった年に当たります。 
その年は、東京では大雪が降り、そうした

中で大学受験をした者が多いのではないかと

思います。 
私たちはそのような春に東京さ出てまいり

ました。 
当時の名簿を見ますと、100 名前後の者が、

東京を始めとする関東近県に進学や就職のた

めに出てきたようです。 
東京長陵会・常任幹事を務めている押野三

晴君からの誘いもあり、私たちの年代も少し

ずつ東京長陵会総会に参加するようになりま

した。 
その後、先輩方に習い、学年の集まりを持

とうという機運が高まり、十数年前頃からで

しょうか、東京長陵会総会終了後とかに、1
年に 1 度位は有志で集まりを開いてきており

ます。 
親しみやすい会の名前はということで、寒

高昭和 44 年卒桜桃の会として、6 年目を迎え

ています。 
山形の伝統ある良き言葉を忘れないように

会の公用語は山形弁としてきました。 
これまで、レストラン・ランチ会、東京湾

クルーズ、はとバスツアー、都電と街探訪な

どを行ってきており、毎回、十数名の参加が

ありました。 
どこでも大きな声で山形弁でべらべらしゃ

べっているので、きっと、あの中年のグルー

プは何語を話しているのかと不思議に思われ

たかもしれません。 
なお、この私たちの桜桃の会の発足には、

故・深代みちえ君（旧姓：細谷 H22.7.5 永眠）

の多大なる貢献があったことを最後に記して

おきたいと思います。 
私たちの大半は、今年で還暦を迎えますが、

これを節目に、寒高卒者としてのきずなをさ

らに深め、人生を謳歌していきたいと思って

おります。 
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自由に生きて、いろいろ体験 
 

高校２２回 (昭和４５年) 卒 
野口 光二 

 
 
私自身の寒高を卒業してからを振り返って見た。 
大学卒業後に4度会社を変わったが、今の会社

だけは27年と続いている。 
職種もいろいろであり、常に前ばかりを見て生

きて来た。 
29歳でようやく１年後輩の寒高卒のカミサン

と結婚したあたりから軌道に乗ったと感じており、

感謝している。 
40歳の時、体調不良を直そうとしてランニング

を始めた。 
その頃、ウォーキングブームであり、多摩川源

流から海まで、海から富士山頂まで、日本横断（静

岡県から富山県）も歩いた。 
これが発展してマラソン10ｋｍ、さらに１周１

ｋmの公園を42周まで延ばしてフルマラソン、つ

いには100ｋｍウルトラマラソンに挑戦し完走、

今年の東京マラソンにも参加して完走している。 
高校時代から乗っていた自転車では埼玉から山

形まで3泊4日のツーリングをやった。 
45歳頃にロードレーサー用自転車をようやく

手に入れることができ、娘に通勤（片道12km）

にも利用すればという一声から始め、3年前に会

社が久喜に移ったので、行きは川口から片道38ｋ
mを自転車、帰りは電車と12ｋmの自転車通勤を

続けている。 
ツーリングはまだ現役であり、房総・伊豆・能

登・佐渡なども走り回り、これらのスポーツに関

する投稿は朝日新聞などに掲載されている。 
さらに、三つ目の水泳についても、50歳でスポ

ーツクラブで習い、ついにトライスロンにも発展

しこれまで3回出場している。 
その他には、登山暦も30年であり、日本100名

山の内40名山制覇しており、当面50名山を目標と

している。植林にも興味を持っており、川口市（盛

人の森）や秩父市（月の輪）の植林にも参加して

いる。 
地元川口市のサークル活動では合唱や音楽劇

（４作公演）、テニス・スキー・エアロビクス・

ヨガも楽しんだ。 
特に最近では、昔やっていた社交ダンスにトラ

イ中である。 
なかなか奥が深く男女が絡むので面白くて楽し

い。 
いろいろと体験出来た秘訣は、週一回の定時退

社と休日を確保できたからだと思う。 
これからもカミサンと国内や海外旅行を計画し、

勝手に楽しんでいきたい。 
最後に東京長陵同窓会では、平成17年に寒高45

年卒の同窓会を企画し、25人参加の楽しい飲み会

を行う事ができたのが少しだけボランティア活動

をしたと感じている。 

 
平成17年 寒高45年卒の同窓会 

(さいたま市にて) 
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寒高卒でよかった！ 
 

高校２３回（昭和４６年）卒 

 細矢 隆義 
 
 

東京長陵会５０周年おめでとうございます。

「５０周年」は通過点。 
今後も継続できるよう私自身、命ある限り

参加させていただくつもりです。 
（現在日本の縮図東京長陵会） 

東京長陵会では、同期、先輩、後輩の無事

を確認するのを常としています。 
毎年感じることは、日本の高度成長を支え

た先輩方のエネルギーのすごさです。 
ただ、一方で、定年近くの自分が、「そこの

若い人」と呼ばれる長陵会の現状も気になる

ところです。 
（寒高の引力？） 

寒高卒業後、皆さんは同窓生と不思議な再

会を果たしていませんか？ 
寒高には同窓生を引き付ける引力があるの

かも知れません。 
私は、国家公務員ですが、2005 年 7 月、「防

衛研修所」に派遣され不安に思っていると、

そこには主任研究員として高校同期で防衛大

学校に進んだ国井昌君がいたのです。 

彼は、防大から海上自衛隊に進み、当時は

一佐（大佐）でした。 

彼のおかげで楽しく研修を受けることがで

きたものです。 

その研修が終わると、次の職場は、「安全保

障委員会」担当でした。 

何となく委員会に出ると、そこにも高校同

期の渡部厚君（09 年 8 月防衛省人事教育局長

で退官）がいるではないか。 

国会の委員会で局長答弁をしている同級生

がおり、その答弁をノートする自分がいるな

ど想像もしなかったし、委員室で大臣を横に

目配せをするなど考えられない不思議な光景

ではありませんか。 

これより前、1987 年 11 月、議員団の随行

として初めて海外に出た時のことです。 

会議が終了し、その後、団長の羽田孜議員

と二人きりでフランスのコルマールというと

ころに行ったのです。 

そこには成城学園が進出していたのですが、

何と、寒河江高校の先輩がいるというではな

いか。 

当然、その夜は団長を無視して先輩と二人

で街に繰り出したものです。 

不安なとき苦しいときに同窓生を引き合わ

せてくれる、こんな寒高の引力を経験したこ

とはありませんか？そんな経験をしたとき、

自分は寒高卒で良かったと思えてくるのです。 
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寒高の原風景 
 

高校２４回（昭和４７年）卒 
茂木 俊二 

 
 
私は谷地出身なので約９ｋｍの道のりを自転車で

通学した。1 人だけデカンショを履いて歩いて通学

する、自分のスタイルを頑固に守り通している先輩

もいた。 
薄暗くなると自転車を止め、畑の中に入ってさく

らんぼを食べている同級生もいた。 
雨の日も雪にも負けず自転車で通学したが楽しみ

もあった。 
毎朝、寒河江方面から谷地高に自転車で通学する

女子学生と会えることだった。 
その中でひと際目立つ彼女がいた。顔立ちは逆三

角形でおさげ髪の瞳の大きな彼女で胸を張ってさっ

そうと現れる。 
毎朝どの辺で会えるか楽しみだった。何度も「お

はよう」と声をかけようと思ったができなかった。 
谷地高祭で中学の同級生にそんなことを話題にし

たら、同じクラスだから紹介するよと言ってくれた

が恥ずかしさのあまり断ってしまった。 
もっと積極的に会っていたら自分の人生も変わっ

ていたかと悔やまれる。 
卒業後、井上ひさし原作の「青葉繁れる」がテレ

ビ放映されたが、ヒロインを演じていたのがデビュ

ー間もない初々しい竹下恵子(今では｢ゲゲゲノ女

房｣で頑固なばあさん役となってしまったが)だった。 
「青葉繁れる」に出てくるヒロイン的な彼女であ

った。さて、私は3年間、愛好会から昇格したばか

りのサッカー部に所属した。 
強いチームにはなれなかったが、夢中になりすぎ

てテストでは赤点を取るはめにもなった。 
先輩後輩の規律はそれなりに厳しく、だらしない

ことをすればビンタをもらうこともあった。 
上級になってから私も先輩に習い、ボールを失く

したのは連帯責任であると大義名分を述べ、下級生

を1列に並ばせてビンタを食らわせた。 
2年に1回開かれるサッカー部OB総会に出ると

必ずそのときの思い出話になる。 
楽しかった思い出話しとして語ってくれるが、人

によっては憎い上級生として心に残っている人もい

ると思う。 
隣のコートで活動していたハンドボール部の同級

生からは、あのときのお前は眉毛がつりあがってい

たとも言われる。 
この時はいくら走っても走れる体力面での頂点の

時期だった。 
卒業後は上京し、都内に勤めることになった。 

あるとき、東京での寒高サッカー部のOB会に参加

した時、先輩の勧めで東京長陵会に参加するように

なった。 
帰省して田舎のお祭りに参加しても、田舎から出

て行った人間として同じ部落の人達となじむことが

できなかった。 
また、今住んでいる町の祭りに参加して、神輿を

担いでも田舎の祭りとは異なり溶け込むことはでき

なかった。 
田舎から出た者として精神的に安住するところが

ない、ネナシグサのようで心の底では不安感があっ

たのだろうと思う。 
高校生活は３年間であるが、田舎を出た同じよう

な境遇者として、また、同じ田舎の原風景を共有し

た同窓生として東京長陵会の総会では親睦を深め合

えるのだと思う。 
それから、先輩方の活躍している姿を拝見しては

自分もがんばろうと励まされる。 
同学年の参加者が１人でも増えると楽しみも増え

る。東京長陵会総会には同級生はもちろんのこと多

くの方に参加していただきたい。 
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母校と山形県の応援団として 
 

高校２５回（昭和４８年）卒 
鈴木 一広 

 
 
（高校生活） 
中山町長崎にある実家の道路を挟んだ、赤ん坊の

時から可愛がって頂いた正法寺の村山正善住職は寒

河江中学（第5回）の卒業生です。 
いつも母校の自由濶達な校風を聞いていたので、

伸び伸びとした校風にあこがれて昭和 46 年に入学

しました。 
早速、入部したてのスキー部において５月連休の

月山スキー場・山小屋合宿で洗礼を受けることにな

りました。 
入学当時の月山スキー場はほとんど知られてお

らず、プロのスキーヤーか、大学のスキー部が合宿

しているだけの静かなスキー場でした。 
そのため交通の便も悪く、寒河江駅前からバスで

西川町・志津へ、そこからスキーと食料を担いで歩

いて、夕暮れ近くに姥沢小屋へ到着するという大変

なものでした。 
しかし、そこでは大学生になった先輩と高校の先

輩たちが分け隔てなく、スキーの技術はもちろんの

こと、人生のこと、文学のことを自由に生き生きと

議論を交わし、また新入生に対しても大人として扱

ってくれる態度に、個人の自主性を尊重する自由濶

達な校風を感じたことを覚えています。 
ところが、5 月連休明けにスキー焼けした真っ黒

な顔をして意気揚々と学校へ行くと、担任の金山耕

三先生（高11回卒）から職員室へ呼ばれ、5月連休

の中日を黙って休んだため、休んだ理由をさんざん

問われました。 
「風邪のため」と仮病で通しました。 
いま考えてみると、スキー部の部員が全員休んで

いるのですから、先生も理由はわかっていたとので

はないでしょうか。 
また、スキー部顧問の中川省吾先生（通称：キョ

ロク先生）は、毎年 12 月の蔵王スキー場での合宿

後に、山形市の先生のご自宅での打ち上げをしてく

れたことなど、思い出深い先生です。 
高校生の自主性を重んじ、指導された先生には「

人」を信じることの大切さを教わり、とても感謝し

ています。 
このように素晴らしい先生方との出会いがあり

ました。 
さらに月山、葉山の懐に抱かれたような長岡山の

中腹にある母校は、陸上競技場、野球場、農林試験

場、寒河江八幡宮に囲まれ、恵まれた環境にあり、

おかげさまで伸び伸びとした高校生活を送ることが

できました。 
（東京長陵会） 

14年前、村岡桂次郎事務幹事（中学23回卒）に

東京長陵会総会の出欠を「送電線工事現場に従事し

ているため欠席」と連絡をしますと、直接本社に電

話をして連絡先を聞き、「来られるようになったら、

来いよ、待っているからな！」と電話を頂きました。 
また、ご自宅に電話をする度に奥様の恵子先輩（

高７回卒）には、「元気に頑張っている？」と、いつ

も温かい言葉をかけて頂いています。 
同窓生というだけで、こんなに心配してくれる先

輩を持っていることを誇りに思うと同時に、先輩た

ちが守った「寒中・寒高生」の拠りどころを、母校

と山形県の応援団として「モンティディオ山形」と

「山形交響楽団」の応援も含め、引き続き楽しい会

になるように、盛り立てていきたいと思います。 

 



 44 

随想「ありがたきかな、ふるさとのめぐみ」 
 

高校２６回卒（昭和４９年）卒 
千田 佳遠里 

 
 
梅雨明けの７月中旬過ぎ、病床の父を見舞うため

に、山形新幹線「つばさ」で帰省した。 
車窓から見る空は夏雲が広がり、いよいよ真夏到

来である。 
故郷、山形が近づくにつれて、外の景色は夏の田

園風景となっていく。 
姿の美しい山々は緑が深まり、青い空に入道雲、

その下には青田がどこまでも広がっている。 
いつもの見慣れた心なごむ風景である。 
親日家のアメリカ元駐日大使ライシャワー氏が

「山の向こうのもう一つの日本」と賞賛したという

山形、四季折々の自然の素晴らしさと美味しい食べ

物に穏やかな土地柄（犯罪率は日本で最も低いと聞

いている）。 
このふるさとに有形、無形の恩恵を、エネルギー

を元気をもらって、恙なく暮らしている今の私があ

る。 
故郷を離れてから折々に帰っているが、学生時代

から数えてみると首都圏と山形を100回以上は往復

している。 
そして、いつも自然の美しさに癒されている。 
特に山形の春は、鮮やかな新緑にピンクの山桜が

色を添え、山が笑っているようである。 
菜の花やさくらんぼ、桃、りんごの果樹の花も咲

き乱れ、まさに百花繚乱、今年のゴールデンウィー

クは散りぎわの満開の桜も見ることができた。 
桜吹雪が霞城公園のお堀を覆うって、本当に綺麗

だった。 
秋もまた好季節である。 
錦繍に染まる山並み、黄金の海原となる田んぼ、

晩秋の最上川沿いのススキの群生は、箱根の仙石原

のススキに勝るとも劣らないみごとなものである。 
冬は雪が静かに大地を埋め尽くす。 
純白の雪原の景色は清々しいことこのうえない。 
そして、山形の雪はやさしい。 
このことに気づいたのは、夫の任地、函館に住ん

だとき、雪が下から吹き上げて皮膚をさすような寒

さを経験したからである。 
自然の美しさもさることながら、山形は食の豊か

さもすばらしい。春は新鮮な山の恵み、山菜が味わ

える。 
わらび、たらの芽、山うど、こごみ、うるい、な

かでも我が家はこごみの白和えが大好物である。 
初夏になればさくらんぼ、山形を代表する果樹の

宝石、ルビー色の「佐藤錦」がふるさとから届く。 
その後には、ぶどう「ピオーネ」大きな「すもも」、

山形の果物の女王、洋ナシ「ラ・フランス」、りんご

「ふじ」とふるさと便が続く。 
桃やスイカの産地、庄内はメロンの産地でもあり、

山形はフルーツ王国である。 
さらに、米どころ、酒どころ、蕎麦、米沢牛、舞

茸、なめこのきのこ類、漬物も絶品である。 
山の幸、里の幸がたわわで、「本当に山形って美

味しいものが沢山あるのね」と夫の両親、義弟の家

族、恩師、友人、職場、趣味の茶道の仲間におだて

られ、山形の「うまいもの」を何度ふるまったこと

か。 
友人たちのリクエストで、山菜の調理法や芋煮、

夏の家庭料理「だし」の作り方、菊のおひたしの茹

で方も伝授した。 
我が家の初釜の点心（軽い食事）の香の物は「赤

カブとおみづけ」が10年来続いている。 
その日のおみやげは「晩菊」、 

「七草粥に合うのよね」と皆喜んでくれる。 
この食文化の豊かさは、私の周りにいる人たちとの

コミュニケーションをも豊かさにしてくれていたこ

とに改めて気づかされた。 
両親が健在であればこそ、忘れがたきふるさとと

思っていた。そうではない。 
ふるさとの沢山のめぐみも、私と切り離せない程、

私を育んでくれたのである。 
この機会にふるさとに、心から素直にありがとう

と感謝したい。 
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「寒河江高校の思い出」 
 

   高校２９回（昭和５２年）卒 
箕輪 由佳理（旧姓 千田） 

 
 
  雪を頂いた月山・葉山、それに連なる山々

を仰ぎ、田園地帯とさくらんぼ等の果樹畑。 
そんな緑豊かな自然に囲まれた長岡山の丘陵

に我が母校“寒河江高校”があります。 
長い人生の中でたった３年間を過ごしただ

けなのに懐かしく、自分達を育んでくれた素

晴らしい環境を思い出します。 
  私自身はそれほど成績優秀というわけでは

なかったですが、同学年の友人や熱心で個性

的な(？)先生方、部活の先輩達に囲まれ、楽

しい高校生活を送ったと思います。 
部活は３年間バレーボール部で心身を鍛え

られました。 
といっても春・夏の合宿など楽しい思い出

ばかりです。 
練習の前にほぼ毎日（雨や雪の日以外）、学

校前の道路をちょうど月山や葉山方向に向か

って、往復２㎞のランニングがありました。 
「ファイト」とか「ガンバ」とかみんなで

声をかけながら走るのですが、寒い日や暑い

日、体調の悪い日など、これがいやでいやで

何とか逃れたいと思いながら走っていました。 
ただ、このランニングで鍛えられたおかげ

で、校内マラソン大会女子の部では、７位(１
年)、３位(２年)、１５位(3 年)を取ることが

できました。 
これが学校の成績だったら良かったと今で

もつくづく思いますが・・・。 
この部活のおかげで基礎体力が養われ、今

でも大病なく健康体でいられます。 
  寒河江高校の周りには競合する進学校がな

かったせいか、受験受験と汲々した雰囲気が

少なく、おおらかに過ごす生徒が多かったよ

うな気がします。 
そのエピソードとして、２年の時だったか、

通知表取替え事件がありました。 
クラス委員で常に成績優秀な S 君と運動部

でやんちゃなＳ君。 
同じ地区に同じ苗字が多いという地域性と、

出席番号が前後していたので、担任の先生が

間違えてしまったのです。 
やんちゃな S 君のお母さんは、いつになく

上位の成績にびっくり。 
「うちの母ちゃん、喜んで腰抜かすとこだ

ったよ」と、一方の常に上位のＳ君のお母さ

んは、自分の息子がこんなに悪いはずがない

と冷静で、名前を確認したらやっぱり違って

いたという話です。 
  今ならモンスターペアレントなどと呼ばれ

る父兄から、個人情報保護に反するとか学校

の管理体制はどうなっているかなど、告発さ

れかねない内容ですが、おおらかな地域性と

みんなが二人のキャラクターを知っていただ

けに笑い話で済みました。 
  寒高生はよく「磨かれざる原石」などと言

われます。 
山形市内の高校に比べ、学業も文化的にも

あまり刺激が少なく過ごし、大学や社会人に

なってからその能力を開花させ、活躍してい

る人が多いからでしょうか。 
現在は、様々なカリキュラムが組まれ、そ

んなに安閑としてはいられないでしょうが、

のびのびと学業に部活に３年間を過ごせた素

晴らしい環境を今でも誇りに思います。 
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浮遊する水 
 

高校２９回 (昭和５２年) 卒 
松田 重仁 

 
 
私は、彫刻を始めた頃から彫刻の宿命とも

いえる重力から自由になり、軽やかに空間に

存在するものを造りたいと夢見てきた。 
ある時、故箱崎総一先生より生命の大切さ

を教わり、それ以降「浮遊する水」をテーマ

に制作を続けている。 
浮遊するとは、重力からの開放と同時に、

事物は止まることなく、常に変化し移り変わ

ることを表している。 
それは、仏教が説く輪廻感も意味している。

また、水は生命の根源である。 
古代の哲学者タレスは「万物は水から生ま

れ水に帰る」という言葉を残している。 
現在私は、室町・桃山時代に生まれた日本

的美意識を基に、現代の空間造形を模索して

いる。 
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私と寒高 
 

高校３１回 (昭和５４年) 卒 
松本 陽子(旧姓 佐藤) 

 
 

私が、今は無くなってしまった左沢中学校

三年生の秋か冬の事でした。 
受験勉強を始めたわけですが、身の程知ら

ずの寒高を志望し、どうも不安、焦りばかり

が先立ち、全く思うようには、はかどりませ

んでした。 
思い余ってこの不安をぶっつけようとした

のが、山形新聞への投書でした。 
「受験生の今の気持を書いて、思いを同じ

くしている受験を控えている皆さん、お互い

にがんばりましょう！ただし、寒高を目指し

ている人はがんばらないでね、陽子のお願

い！」などと、当時流行していた桜田淳子の

コマーシャルのフレーズなど挿入し、めでた

く採用されました。 
しかし、悪評高く「自信があるからあんな

投書したのだろう。ふざけている」と言った

反発の投書も載ったりしました。 
なんとか合格できたので、お礼の投書をし

たら、それも運良く掲載されて、私の寒高生

活は始まりました。 
新聞に載ったお陰で、「佐藤陽子ってどいつ

だ？」と入学当初こそ有名人でしたが、鳴か

ず飛ばずの日々で劣等生の上、居眠り常習犯

の私は、身を小さくして（太っているのに･･･）

過ごしていた気がします。 
そして高校生活と言えば部活動ですが、中

学時代卓球部だった私は、チームプレーにあ

こがれ、バレー部へ入部しました。高校から

から始める人は珍しく、下手くそでしたが部

員が少なく大切にしてもらえました。 
素敵な先輩方も多く、特に美人が多かった

記憶があります。 
ねっ！千田先輩！！（ただし、私達の学年

は個性的？でした） 
しかし、下手さに嫌気がさし大学受験の為

と退部、なぜかギター愛好会に入部します。 
その後、大学受験の夢叶わず、無難なとこ

ろで看護学校を受験し、今に至っております。 
縁あって東京長陵会に出席するようになり、

優秀な先輩方にひれ伏し、思いっきり山形弁

を使える幸せを満喫しています。 
おいしいお酒も飲める東京長陵会総会、是

非お出かけ下さい。 
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東京長陵会　年譜

年度 昭和36年 １９６１ 昭和37年　１９６２ 昭和38年　１９６３ 昭和39年　１９６４ 昭和40年　１９６５ 昭和41年 １９６６

会長 安孫子清水(1回卒） 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水

副会長 国井悌二（2回卒）

副会長 竹谷音次郎（4回卒） 同左 同左 同左 同左 同左

幹事長 村岡正三（7回卒） 役員改選　全て再任

4月5日 5月27日 6月9日 期日不明 7月2日

都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館

１２０名 ２００名 ２２０名（女子62名） ２５０名（会場満員） ２３０名

発会式

元校長 岩下富蔵（第4代） 校長　小関守之介 衆議院議員　松浦東介 同窓会 設楽育太郎 会長 県知事　安孫子藤吉

現校長 渋谷忠太郎 同窓会 国井 幹事長 桜井 県事務所長 高校 国井 幹事長 校長　阿部酉喜夫

衆議院議員　松浦東介 高校 折原龍三 先生 同窓会 国井 幹事長 高校 折原龍三 先生 折原、菅野、後藤 先生

県総務部長　渡利 高校 折原龍三 先生

加藤 先生、折原 先生

年度 昭和４２年　１９６７ 昭和４３年　１９６８ 昭和４４年　１９６９ 昭和４５年　１９７０ 昭和４６年 １９７１ 昭和４７年　１９７２

会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水

副会長　国井悌二

副会長　竹谷音次郎 同左 同左 同左 同左 同左

幹事長　村岡正三

10月20日 12月1日

都道府県会館 都道府県会館

２００名 150名

山田博夫  校長 山田博夫  校長　

前 阿部酉喜夫　校長 折原龍三  幹事長

折原龍三  先生

年度 昭和４８年　１９７３ 昭和４９年　１９７４ 昭和５０年　１９７５ 昭和５１年 １９７６ 昭和５２年　１９７７ 昭和５３年　１９７８

会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水

副会長　国井悌二 副会長 国井悌二 ,後藤正 名

副会長　竹谷音次郎 同左 同左 同左 同左 竹部音次郎、村岡正三

幹事長　村岡正三 高橋立三、渡辺哲夫

篠崎奈那子,渡辺晃蔵

11月29日 11月25日 11月24日

都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館

150名 1００名 140名

安孫子清水  辞任

結城茂  新会長

荒木修一 副知事 板垣清一郎　知事 板垣清一郎　知事

堀口昌太 校長 中井勉　県事務所所長 沢内公男東京事務所所長

小倉久雄先生（恩師） 川内芳夫　校長

堀江利先生（恩師） 高橋元一　教諭

折原龍三先生（恩師） 那須恒吉　幹事長

国井薫 校長

朝一庸　先生

那須恒吉　幹事長

本部　鈴木正昭　会長

納豆餅、おでんなど好
評　　　長陵同窓会会
館建設に対する協力の
期待（折原）

会長他
3役

500名以上の案内を出
したのに120名の出席
で落胆していたが出席
者より同窓会でこんな
に集まったことは例を
見ないと言うことを言わ
れ改めて喜んだ。東京
在住者による同窓会
は、従来毎年のように
開かれていた。

本部　設楽育太郎会
長。出席者の寄せ書き
に元校長の岩下富蔵
先生の筆跡がある。資
料：会規約、寄せ書

資料
その他

この都道府県会館で他
校の同窓会が行われ
たが人数は何分の一
にも満たず大先輩だけ
が多かった。本会は若
い人が多数出席。

総会日
会　場

出席者数

第１回卒の松浦東介が
３月７に逝去された。

来賓

総会日
会　場

出席者数

県知事は県政、産業、
文化各方面にわたって
のお話会員一同に深
い感銘を与えた。
折原先生は第1回総会
で発言された東京に長
陵会館建設が是非必
要なことを力説。

トピックス

会長他
3役

今回の総会は新旧合
同の第1回総会で若い
高校卒が過半数を占
めた。
年1回の会報発行・将
来長陵会館を東京に
建設することを約した。

会長が将来東京長陵
会館の必要性を力説、
今年より活躍した部、
又は部員に対し卒業式
の日に東京長陵会賞
を授与することにした。

資料
その他

会場写真

来賓

トピックス

本部　長陵会館　落成
校舎改築全工事竣工

会長他
3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
校舎の植樹、女子生徒
の増加

資料
その他

長陵会館を夏休みから
の合宿に活用した

校舎改築の現況報告
（山田校長）,女子剣道
部の全国準優勝（イン
ターハイ）,東京長陵会
会員の会館建設に対
する期待（折原）

本部幹事長　折原先生
から那須先生に交代  
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東京長陵会　年譜

年度 昭和５４年　１９７９ 昭和５５年　１９８０ 昭和５６年 １９８１ 昭和５７年　１９８２ 昭和５８年　１９８３ 昭和５９年　１９８４

会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂

副会長　村岡正三 副会長　高橋立三

高橋立三、高橋修平 同左 副会長　村岡正三（幹事 長兼任） 同左 同左 同左

渡辺哲夫,篠崎奈那子 高橋修平、渡辺哲夫

山田幸男、渡辺晃蔵 篠崎奈那子、山田幸男

渡辺晃蔵（謙司）

11月30日 11月28日 11月27日 11月29日 11月12日 11月30日

都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館

1４０名 147名 120名 140名 146名 150名

板垣清一郎　知事 板垣清一郎　知事 板垣清一郎　知事 板垣清一郎　知事 板垣清一郎　知事 板垣清一郎　知事

高橋和雄東京事務所所長 高橋和雄東京事務所所長 会田一夫東京事務所所長 会田一夫東京事務所所長 伊藤東京事務所所長 伊藤東京事務所所長

川内芳夫　校長 千葉源蔵（連合会） 松田善夫  校長 江場丈夫　先生 堤睦水　校長　 西川彦雄　同窓会長

江口稔　教頭 那須恒吉　幹事長 鈴木正昭  会長 那須恒吉　幹事長 鈴木昌三　副幹事長 那須恒吉　幹事長

那須恒吉　幹事長 伊藤　幹事 那須恒吉 幹事長 常任幹事　後藤久男先生 千葉源蔵　東京連合会

小倉久雄　先生 母校　木村先生 都議会議員 安孫子清水 鈴木貞敏　警察庁長官

菖蒲宗治（中１回卒）

画家　大沼千遊亀（中１回卒）

年度 昭和６０年　１９８５ 昭和６１年 １９８６ 昭和６２年　１９８７ 昭和６３年　１９８８ 平成1年　１９８９ 平成2年　１９９０

会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂

副会長　高橋立三 副会長　高橋立三 会長代行　村岡正三

副会 長 村岡正 三（幹事長兼任） 同左 同左 同左 副会 長 村岡 正三（幹事長兼任） 副会長 高橋立三,篠崎奈那子

高橋修平、渡辺哲夫 高橋修平、 山田幸男

篠崎奈那子、山田幸男 篠崎奈那子、山田幸男 幹事長　高橋修平

渡辺謙司 渡辺謙司

11月29日 11月28日 11月27日 11月25日 11月24日 11月16日

都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 会場を　椿山荘　に変更 椿山荘

120名 不明 70名 120名 130名 130名

荒木修一　副知事 安孫子敏雄東京事務所所長 安孫子敏雄東京事務所所長 知事代理 後藤昭市郎　県議会会長 大場辰之　県議会事務局次長

渡辺芳人東京事務所所長庄司太吉　東京連合会副会長 五十嵐和夫　校長 国井　校長 佐々木周栄　校長 佐々木周栄　校長

三浦藤四郎　東京連合会 長岡吉彦　教頭 西川彦雄　同窓会長 井上勤　県庁長陵会会長 井上勤　県庁長陵会会長 西川彦雄　長陵会会長

五十嵐和夫　校長 那須恒吉　幹事長 那須恒吉　幹事長 今野一成（県事務所長）三浦藤四郎　県連合会長

西川彦雄　同窓会長 鈴木貞敏　参議院議員

常任幹事　後藤久男先生

年度 平成３年 １９９１ 平成４年　１９９２ 平成５年　１９９３ 平成６年　１９９４ 平成７年　１９９５ 平成８年　１９９６

会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　結城茂 会長　高橋修平 会長　高橋修平

会長代行　村岡正三 副会 長 高橋 立三,片 桐久雄 副会長 片桐久雄 ,山田幸 男

副会長 高橋立三,篠崎奈那子 同左 同左 同左 篠崎奈那子，山田幸男 幹事長　土田豊

山田幸男 会長　結城茂　辞任 幹事長　土田豊 事務幹事 村岡桂次郎,阿部昭夫

幹事長　高橋修平 新会長　高橋修平

11月22日 11月27日 11月18日 11月17日 10月14日 11月16日

椿山荘 椿山荘 椿山荘 上野精養軒に変更 上野精養軒 上野精養軒

130名 160名 不明 不明 120名 130名

西川　長陵会会長 西川　長陵会会長 国井一彦　同窓会新会長 国井　同窓会長 鈴木貞敏　参議院議員 佐藤浩平　校長

校長代理　那須幹事長 知事代理　土田正敏 鈴木貞敏　参議院議員 佐々木亮　校長 斉藤明　同窓会副会長 大沼保義　副会長

井上勤　県庁長陵会長 鈴木理文 県事務所所 長 北畠　同窓会幹事長 鈴木伊和夫　新幹事長 佐々木亮　校長 鈴木伊和男　幹事長

三澤潔子 県連合会 事務局長

資料
その他

東京長陵会賞　３名 東京長陵会賞 東京長陵会賞

5月1日　母校創立70周
年記念式典

べにばな国体夏季大
会で活躍

幹事長　スライド　母校
の近況

前会長　結城茂　勲二
等瑞宝章受賞　野球
寒河江　４強

東京長陵会賞　１７名

トピックス

村岡正三さんは会長代
行とする、先輩の方々
は幹事から名誉幹事と
する

本部　西川彦雄氏　会
長  三選  東京長陵会

賞　１３名
東京長陵会賞　１１名 東京長陵会賞 東京長陵会賞 東京長陵会賞

スライド上映、弓道場
落成式、武道館閉館
式、学習センター建築
様子.

来賓

トピックス

総会日
会　場

出席者数

来賓

資料
その他

会長他
3役

会長他
3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス

会長他
3役

東京長陵会賞　９名
資料

その他

鈴木貞敏氏　参議院議
員に当選

同窓会維持費新設（那
須幹事長）

野球部が県予選で決
勝戦まで進む

母校６０周年記念募金

総会日
会　場

出席者数

中17回卒　秋保光孝さ
んが新春モンゴル大使
を終えてブルガリア大
使に就任

東京長陵会長賞　18名
東京長陵会長賞　1１

名
東京長陵会賞　９名

本部　西川彦雄　会長
東京長陵会賞　１９名

東京長陵会賞　９名

記念講演　「現代社会
と法医学の接点」　東
京大学医学部教授　高
取健彦（高11回）

東京長陵会賞　３名

東京長陵会総会並び
に鈴木警察庁長官就
任祝賀会（グリコ森永
事件、本部焼討事件）

東京長陵会賞　１２名

懸念講演「外交官の見
た社会主義の国々」
元ポーランド大使　秋
保光孝（中17回）

東京長陵会賞　８名

 



 50 

東京長陵会　年譜

年度 平成９年　１９９７ 平成10年　１９９８ 平成11年　１９９９ 平成12年　２０００ 平成１３年　２００１ 平成１４年　２００２

会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋　修平

副会 長 片桐久 雄,山 田幸男   

幹事長　土田豊 同左 同左 同左 同左 同左

事務幹事 村岡桂次郎,阿部昭夫

11月15日 11月14日 11月13日 11月18日 11月17日 11月16日

上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒

184名 200名 194名 219名 １９４名 ２２０名

鈴木強太　教頭 佐藤浩平　校長 森義矩　校長 森義矩　校長 鴨田希六　教頭 鈴木宏毅　校長

国井一彦　同窓会会長　　伊藤彰彦東京事務所所長 沓澤晋作東京事務所所長 沓澤晋作東京事務所所長 高橋節 県東京事務所長高橋節 県東京事務所長

鈴木伊和男　幹事長 国井一彦　同窓会会長　　国井一彦　同窓会会長　　大沼保義　副会長 国井一彦　同窓会会長 鈴木きね　同窓会副会長

三澤潔子 県連合副会長 鈴木伊和男　幹事長 寒河江　常任幹事 大江　常任幹事 鈴木伊和男　幹事長 鈴木伊和男　幹事長

土田六郎　県連合顧問 三澤潔子 県連合副会 長 三澤 潔子 県連合副会長 三澤潔子 県連合副会長 三澤 潔子 県 連合副会長 宗田洋子　幹事

土田六郎　県連合顧問 土田六郎　県連合顧問 土田六郎　県連合顧問 三澤潔子 県連合副会長

年度 平成1５年　２００３ 平成1６年　２００４ 平成１７年　２００５ 平成１８年　２００６ 平成１９年　２００７ 平成２０年　２００８

会長　高橋修平 会長  高橋修平 会長　工藤恒雄 会長　工藤恒雄 会長　工藤恒雄 会長　工藤恒雄

副会長 大場義孝（高9回）

同左 同左 副会長　斎藤洋子（高12回） 同左 同左 同左

会長 高橋修平 辞任 幹事長　古澤俊明（高11回） 会長　工藤恒雄　辞任

新会長　工藤恒雄 新会長　古澤俊明

11月15日 11月20日 11月19日 11月18日 11月17日 11月15日

上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒

２０１名 ２２２名 ２２５名 ２７３名 ２４０名 ２２６名

海老名郁夫　教頭 佐藤通隆　校長 佐藤通隆　校長 大滝　校長 山家　教頭 大滝　校長
永沢一正 県東京事務所長 大沼保義　新会長 正木 徹 県東京事務所長 正木徹 県東京事務所長 正木 徹 県東 京事務所長 渡辺弘明 県東京事務所長

佐々木周栄　顧問 永沢一正 県東京事務所長 佐藤　副会長 安孫子　副会長 大沼　会長 山内　副会長

奥山金十郎　幹事長 奥山金十郎　幹事長 小川広記　幹事長 小川広記　幹事長 小川広記　幹事長 小川広記　幹事長

三澤潔子 県連合副会長 三澤 潔子 県連合副会長 三澤潔子 県連合副会長 三澤 潔子 県 連合副会長 三澤潔子 県連合会会長

太田忠蔵　県議会議員 太田忠蔵　県議会議員 宮地勝也　谷 地高同窓会会長 宮地勝也　谷地高同窓会会長

年度 平成２１年　２００９ 平成２２年　２０１０

会長 古澤俊明（高11回） 会長　古澤俊明

副会長 佐藤邦彦（高11回）

副会長 石井雅子（高20回） 同左

幹事長 北畠宏（高8回）

11月21日 11月20日

上野精養軒 上野精養軒

２３５名

孫田　教頭

相田信 県東京事務所長

多田　副会長

小川　幹事長
三澤潔子 県連合会会長

資料
その他

東京長陵会賞　９名 東京長陵会賞　１３名

記念講演「ふるさと人
生　大学教師50年を顧
みて」駿河台大学学長
和田英夫（中11回）、演
奏声楽家（オクタヴィア
ン）鈴木雪夫（高21回）

記念講演「地震予知に
ついて」　日本大学教
授（東京大学名誉教
授）　茂木清夫（中21
回）　抽選会

記念講演「日本のがん
とがん研究」　（財）癌
研究会　癌研究所名誉
会長 菅野晴夫（中20
回）

東京長陵会賞　１０名 東京長陵会賞　８名

会長他
3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス

記念講演「東京（江戸）
と山形を考える」正木
徹　山形県事務所所長
奥村由美さん（オペラ
歌手）

記念講演「詩で見る
ゲーテの恋愛遍歴」
糸井透（高８回卒）　抽
選会

記念講演「六十里越街
道と湯殿山参詣」　那
須恒吉（高３回）　奥山
由美さんのモンゴルの

歌

創立80周年記念祝賀
会万歳三唱 記念講演
「世界の中の寒河江高
校」 国際問題研究所Ａ
ＴＷＩ所長　小関哲哉
（高4）

記念講演「人生を決め
る人との出会い」　工学
博士　原田政志（高２
回）

同窓会へ寄贈　７万円
東京長陵会賞　１３名

記念講演「慈恩寺の仏
教文化」北畠教爾（高４
回）　大塚文雄さんの
民謡

会長他
3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
記念講演「東北の観光
/ふるさとの観光」　廣
野恵夫（高３回）

資料
その他

東京長陵会賞　１６名 東京長陵会賞　１０名 東京長陵会賞　５名東京長陵会賞　１２名

資料
その他

東京長陵会賞　１１名

会長他
3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
特別講演「山形弁の魅
力を生かした昔語り」
君川みち子

記念講演「自然を学び
自然を尊ぶたくましい
生き方と感性」　小林
（高７回）　山形野草園
副園長

東京長陵会賞　１６名

記念講演「江戸時代の
寒河江・西村山」金山
耕三（高１１回）　湯島
天神白梅太鼓

 



 51 

校章 
 
 

 

山査子 

 

校章は、山査子(さんざし・メイフラワー)の花弁・葉・ 

とげを図案化したもので、世の濁りに染まらない清純・気 

品とともに、メイフラワー号にちなんで、旺盛な闘志・遠 

大な開拓精神・溌刺たる自由の精神を表している。 

 

 

 

校歌 
 

 

山形県立寒河江高等学校校歌 

 

            作詞 神保光太郎 

            作曲 芥川也寸志 

 

１、さくらの歴史 丘の上  

  はるかに白し 最上川 

  高なるちしお 青春の  

  いのちは燃えて われら行く  

  若きわれら 

  われらの未来ひかりあり 

 

２、さやかに咲ける さんざしよ 

  樹の間に仰ぐ 月の峰 

  清らのあゆみ 永遠の 

  真理をめざし われら行く 

  若きわれら 

  われらの未来ひかりあり 

 

３、世界の夜明け ほのぼのと 

  とどろき渡る 呼び声よ 

  いわおの決意 日本の 

  あしたをにない われら行く 

  若きわれら 

  われらの未来ひかりあり 

 

 

旧制 寒河江中学校校歌 

 

            作詞 土井晩翠 

            作曲 梁田 貞 

 

１．東北の廣き七州 其の中の村山盆地 

  豊饒の郷のみのりに 敦厚の俗を養ふ 

  ここにして寒河江中学 

 

２．見よあなた六千余尺 月山の雄々しき姿 

  もと低く大地に起り 天上の雲を浚げる 

  尊しや無言の教 

 

３．溶々と七十幾里 最上川大水はこび 

  日に夜につゆも休まず 大海をさして進める 

  かかれとぞ学に就く者 

 

４．金剛と鍛ふる身もて 来るべき明日の備に 

  前賢の跡に鑑み 大道の影を仰ぎて 

  智を磨き徳を進めむ 

 

５．高遠の理想をめざし 一歩より千里にいたる 

  向上の一路に立ちて 人生の旅の門出に 

  嗚呼健児勇まざらんや 
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応援歌 

 

 

桜にかおる 

 

        作詞 井上五郎 

        作曲 松田光郎 

 

１、桜に薫る   長陵の 

  希望の丘に  集うもの 

  われら若人  一千が 

  高く掲ぐる  正大の 

  力溢るゝ   意気を見よ 

 

２、あゝ紺青の  空高く 

  白雲湧きて  飛ぶごとく 

  高遠内に   湛ええつゝ 

  質実外に   技を磨く 

  剛健これぞ  わが寒河江 

 

３、クロバー青き 校庭の 

  花の蓐に   いこうとき 

  紅燃ゆる   青春の 

  生命をかけし 感激に 

  仰げば高し  月の峰 

 

 

飾るさんざし 

 

          作詞 橋本 宏 

          作曲 菊地義美 

 

１、飾るさんざし若人の 

  心は毅く技冴ゆる 

  あゝ銀嶺を仰ぎ見て 

  天をゆるがすこの凱歌 

  うたえ寒高我が健児 

 

２、踊る太陽若人の 

  意気天をつき血は燃ゆる 

  あゝ長陵に栄ある 

  月桂冠をさんぜんと 

  かざせ寒高我が健児 

 

 

 

嗚呼繚乱と 

 

        作詞 井上五郎 

        作曲 秋葉光市 

 

１、ああ繚乱と  桜散る 

  長陵既に   春酣けて 

  若き血潮に  高鳴れる 

  吾れが熱を  はた意気を 

  今こそ謳え  高らかに 

 

２、花咲きさかる クロバーに 

  輝き映ゆる  白銀の 

  月山の峰   いや高く 

  千古の雪を  仰ぐとき 

  雄魂胸に   響くかな 

 

３、理想遥けき  紺青の 

  空押し渡る  日輪や 

  世紀を興す  あらたなる 

  力と光    ここにして 

  いざゆけ寒高 健男児 

 

 

緑が丘 

 

 

 

 

１、緑が丘の朝みどり 

  今じや男のこむらさき 

  最上の河の波荒れて 

  男心の大怒濤 

  男心の大怒濤 

 

２、たてや乱打の鐘が鳴る 

  力と正義と戦いと 

  三つはおいらの花じゃもの 

  寒高のマークは伊達じゃない 

  寒高のマークは伊達じゃない 
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編集後記 
 

高校１５回（昭和３８年）卒 
板垣 信義 

 
 

平成２０年総会で古澤会長が選任されたと

き、抱負として平成２２年の総会は、昭和３

６年に東京長陵会の総会が開催されから５０

回を迎えるために記念として「年譜」、「５０

周年記念誌」の作成を企画したいと述べてお

られました。 
私個人としては、素晴らしい企画でぜひ完

成して欲しいと思っておりました。 
ところが平成２０年暮の役員会の時に編集

委員長をやって欲しいとのこと、最初は経験

もないので断りましたが役員の皆様のご協力

が得られるということで引き受けました。 
編集員メンバー６名も選任され、最初に取

り組んだのは平成２１年６月から「年譜」作

成でした。 
資料がほとんどなく不安でしたが本校長陵

同窓会の資料を参考に作成し、当会５０年の

歴史が解るように表形式にして「記念誌」に

掲載しておりますのでぜひお読み下さい。 
なお、「年譜」及び「記念誌」作成にあたり

記録も少なく不明な点多く東京長陵会ＯＢの

皆様にお集まり頂き座談会を２回実施し１回

目の内容を抜粋し「座談会」として再現して

おります。 
次に取り組んだのは平成２２年３月から

「記念誌」作成ですが、基本的に全てを編集

委員にて企画作成し印刷のみを外注するとの

ことで、経験者がいない編集委員は数回の委

員会を開き企画をしました。 
１、構成、２、原稿依頼、３、校正、４、

版組み、５、印刷製本、６、配布等 特に原

稿依頼に関してですが、基本的にはページ数

の制限あり卒業年次ごとに代表者として１名

依頼することに定め６月に依頼しました。 
依頼内容は、思い出話、趣味の話、仕事の

話、随筆等でお願いし８月末の締め切りには

ほぼ集まり、月２回以上の編集委員会で校正

作業に入りました。 
また校正に関しては、原稿が手書きの原稿

が多く電子データに書き換えなければならず

編集委員に会長および役員の方にも参加して

いただき写真の追加等も含め校正しました。 
次に版組ですが最終型の版下として印刷所

に出すために編集委員の石山君に校正・見直

をしていただき最終バージョン１８として１

０月中に完成し、１０月末に印刷に出しまし

た。 
「５０周年記念誌」は１１月２０日の総会

の日には皆様の手にインクの香りも新たに配

布されますが、原稿作者の想いと、編集委員

の想いがいっぱい詰まっておりますので熟読

して頂けば幸いです。 
 
 
（平成２２年１０月 編集委員長 板垣） 
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東京長陵会５０周年記念誌編集委員     
 

編集委員長                
板垣 信義               

編集委員                 
古澤 俊明  佐藤 邦彦  石井 雅子  
北畠  宏  早川  清  押野 三晴  
飯沼 妙子  工藤 正敏  岩田 悦子  
茂木 俊二  鈴木 一広  沖田 祐子  
石山  賢  佐藤 ひとみ       

２０１０年１１月２０日 発行  
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