ますが、困難も多く活動も立ち の会報誌では得られない便利さ
止まりつつあります。難題を解 があります。ぜひ、ご体験くだ
く頭脳をお待ちしています。
さい。私たちのホームページは
「同期会・クラス会」
「会報誌」
「あの人はいま」
「城北学園昔と
副会長
石川 雅弥 （ 回生） 今」「常任幹事会より」等のペ
ージで構成されており、皆様が
思いつく様々な項目にアクセス
することが出来ます。もちろん
投稿も出来ます。ホームページ
が開設されて 年近く経ちます
ので、同期会ではさらに使い勝
手をよくし、同期会活動が「見
える化」されたホームページを
目指して検討を進めています。
ご期待ください。

内野大三郎（ 回生）

副会長

28

28

29

29

若井康裕会長の
新体制がスタート

40

16

44

会長

の城北生にも確かに見て取るこ
とができます。
回生）
我々の同窓会もまた、こうし
た城北独自の校風・伝統を大切
にしながら、ますますの発展を
期して、活動の重要施策である
「ホームカミングの実施」
「会報
誌の発行」
「ホームページの充
実化」
「学園在校生への援助」
などの課題を通して、会員相互
の交流を図って行きたいと思っ
ております。
併せて、役員（常任幹事運営
委員）の若返りを図り、同窓会
の世代交替を進めて行きたいと
考えております。皆様のご支援
とご協力をお願いします。

安田 正昭 （ 回生）

卒業後は日大・中大・早大と法 して、母校の支えの一助となる
学部を渡り歩き、現在は、行政 ことも可能かと考え、この度の
書士・宅建士そして議会での仕 副会長の重責をお引き受けした
事をしています。この間の同窓 次第です。
どうぞ宜しくお願いします。
会活動は、常任幹事運営委員会
の委員、会長選挙管理委員長も
拝命し芝崎前会長体制において
─ 年度─
初めての副会長を経験し今日に
大盛況の総会・
至ります。
ホームカミング
近年の同窓会は、決して豊か
昨年６月３日、定例の同窓会
でない財政状況でありますが、
ホームカミングデー開催、学園 総会およびホームカミングが、
祭での芋煮会、クラブ報奨金制 母校の城北講堂で開催されまし
度、奨学金の充実等々、学園と た。総会は安田幹事長の司会で
同窓会との関係は急速に発展し 開会。芝崎有宏会長、薗口穰理
てきました。まだまだ同窓会は 事、小俣力校長、篠塚友明ＰＴ
課題山積です。若井新会長を全 Ａ副会長の挨拶の後、提出議案
力でお支えして参ります故、今 の順次説明があり、賛成多数で
後ともご指導ご鞭撻のほど宜し すべて承認されました。
年度事業報告及び活
①平成
くお願い申し上げます。

動報告
②平成 年度決算報告
副会長
③監査報告
宮川 正人 （ 回生）
年度事業計画及び活
④平成

動計画
⑤平成 年度予算
⑥次期
 会長承認
⑦新会長紹介挨拶
ひき続き大食堂にてホームカ
ミングを開催。300人近くの
出席者を得て、交歓と歓談の宴
この度、副会長を拝命しまし が盛大に開かれました。
た宮川正人と申します。中学・
高校は城北学園、大学は日体大
に進学しました。日体大では陸
上部（走り高跳び）に所属し、
厳しい練習に明け暮れる毎日で
した。卒業と同時に城北学園へ
奉職。５年前に定年退職するま
での 年間、体育の教員および
水泳部の顧問として、全国大会
をめざし生徒の育成に励んでき
ました。
自分の卒業した学校のことを
母校と呼びますが、自分にとっ
て城北は正しく自分を生んで育
ててくれた母校であり、感謝の
気持ちは尽きません。
現役の教員時代は時間の制約
もあって、同窓会の活動にもな
かなか参加できませんでしたが、
退職した現在、母校への「恩返
し」として、同窓会の活動を通

41

76

母校城北学園は昭和 年に創
設され、今年で 周年を迎えま
した。卒業生も３万人を超えて
います。
現在、同窓会活動は 歳から
歳にわたる 名の幅広い年齢
層によって運営されています。
関心がある方はぜひ参加して頂
きたく思っています。年９回ほ
どの会議に出席して頂くのが必
須の条件となります。各委員会
の委員には、さらなる日数が課
せられます。交通費や若干の手
当は出ますが、奉仕活動と思っ
てください。
この６～７年で同窓会規約が
確立し、年中行事も固定化して
きました。同窓会の今後の課題
は、会報の発行方法あるいは配
布方法の再検討、および在校生
の諸活動への援助強化を図るこ
とです。この２項を満たしてい
くには同窓会の保有金を増やし
ていく事ですが、低金利の現状
下では思うようになりません。
正に難問山積と言った苦しい状
況です。そこで、
気持ち的には、
より若返る同窓会を目指してい

60

10

城北学園同窓会の皆様、若井
康裕会長発足に伴い、前期に引
き続き二期目の副会長にご推挙
いただきました内野大三郎（
回生）と申します。多くの輝か
しいご経歴をお持ちの諸先輩が
いる中でこのような大役を引き
続き頂きましたことに身の引き
締まる思いで、その重責を痛感
しております。しかし、ひとた
びお引き受けした以上、城北学
園の生徒はもとより同窓の先輩
後輩のみならずそのご父兄に至
るまで、関係する方々が「学園
の進学率が上がり卒業生の社会
での活躍が目ざましい！」と言
われるように粉骨砕身、学園発
展に尽力することをお約束いた
します。
私は、中高時代は水球で中学
３年間全国大会連続出場、３年
次には全国優勝し、高校３年間
インターハイ・国体連続出場、
３年次には東京都代表のキャプ
テンを務めました。文武両道に
はほど遠い学園生活でしたが、

●あなたのパソコンを次にクリックしてみて下さい。http://johoku-obkai.com/

幹事長

井上善雄

同窓会では経費節減の一環と
して、紙の会報誌に代わりホー
ムページに掲載された会報誌を
閲覧して頂くことを検討してい
ます。同窓会会員３万4712
名のうち、住所が判明している
１万9294名への郵送費を削
減するのです（数字は2017
年３月卒業まで）
。昨年度の同
窓会の支出予算は537万円で、
そのうち会報誌の郵送代だけで
１４１万円強（実績）を支払っ
ています。実に、同窓会の全体
の支出の ％を占めています。
具体的な方法としては、郵送
を一挙に止めるのではなく、段
階的に移行することを考えてい
ます。今年の会報誌は全員へ郵
送されていますが、来年は 歳
以上の方にのみ郵送し、その次
の年には 歳以上の方に限定し
た郵送とし、その後は様子をみ
ながら最終的には郵送を全廃し
て郵送費をゼロにしようという
考えです。これによりそれぞれ
の年で郵送費を６割以上と８割
以上、金額にしてほぼ 万円と
115万円強を節減できる計算
となります。節減できた分は同
窓会の活性化、特に「母校が行
う事業に対する協力」や「在校
生に対する援助」に使用する予
定です。皆様のご理解をお願い
するとともに、ぜひホームペー
ジを閲覧してください。ホーム
ページ上ではいつでも会報誌を
みることができ、過去の会報誌
も自由に閲覧することができ、
文字サイズを変更できる等、紙

総会風景

41

13

90

若井 康裕 （

12

就任の挨拶
理事長

83

生かして、城北学園の「世界に
向けた窓」になれればとも願っ
ております。
人生で最も多感な青春時代
を、共に城北学園で学び、尊い
師に出会い、多くの優れた友と
の強い絆を得られたことは、皆
様にとって生涯の宝物であると
思います。
理事会と致しましては、教職
員の皆さんと力を合わせ、城北
学園建学の精神と教育理念の具
現化に、今後益々努力を致すと
共に、同窓会の皆様との大切な
ご縁をしっかり守って参りたい
と願っております。

26

70

36

OBの立場から学校運営につき
まして、多大なご協力を頂きま
して誠にありがとうございます。
私は、城北学園の創立者の一
人である井上源之丞の曾孫にあ
たり、理事として 年間学園の
経営にも参画して参りました。
理事長としてこの学園が有効な
教育サービスを提供できるよう
に財政的、経営的にバックアッ
プしてまいります。また約 年
間の企業経営者としての経験を
16

14

平成 年６月の同窓会総会に
於いて、第７代会長に選任され
た若井康裕と申します。昭和
年度卒業の 回生で柔道部の出
身です。
学園生活の思い出としては、
高校２年の秋、柔道新人戦都大
会で団体ベスト８に進出したこ
と。
並びに、
丸山先生ご指導の下、
体育委員長として生徒会長と一
緒に体育祭を牽引し、大いに盛
り上げて成功に導いたことです。
同窓会活動には 年前より参
加し、書記および会計を担当し
て参りました。城北の建学の精
神に
「質実厳正」
とありますが、
そうした精神は「大学進学と運
動」の両立を理想とする、今日
14


同 窓 会 の 皆 様、 私 は、 昨 年
2017年４月から城北学園の
理事長を拝命致しました井上善
雄と申します。
皆様方には、
日頃

13

19

29

43
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16

煮汁」の販売を始めて４年にな
ります。とても美味しいと評判
で、文化祭には欠かせない城北
名物になっています。
調理は地元の親睦をかねて、
毎年、桜川２丁目町会・茂呂町
会の婦人部の方々にお願いして
います。
今年は芋煮汁の器を一回り大
きくし、具も肉・しめじを多め
に入れて、より美味しい芋煮汁
に仕上げてみました。
一杯２００円の芋煮汁を２日
で７００杯、それも正午過ぎに
全て完売という、驚くほどの売
れ行きでした。売上は２日で
万円少々。
「活動の成果はすべ
て生徒に還元する」という同窓
会の方針から、今年も 万円ほ
ど生徒会へ寄付することができ
ました。

同窓会の芋煮汁

文化祭で大好評

10

文化祭は年に一度の生徒の祭
典です。今回も９月 日（土）
月１日（日）の二日間にわた
って開催されました。
同窓会のメンバーも、在校生
との交流を目的に、毎年、文化
祭に参加、高校棟の中庭で「芋

●あなたのパソコンを次にクリックしてみて下さい。http://johoku-obkai.com/

30
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城北ＯＢチーム準優勝

創業70年
上板橋で唯一の寿司専門店！

魚 長

平成26年度「厚生労働大臣賞」受賞

15

80

45

70

70

尾崎 勝良（15回生）

TEL 048
（644）1551（代）
FAX 048（644）1552

TEL 03-3960-7683㈹ 休日・夜間 03-3961-8181
FAX 03-3960-7561 携帯 080-6556-3548



29

（うおちょう）
〒174-0076 板橋区上板橋2-2-16
（旧川越街道に面す）
☎03-3933-0616

営業時間 PM5：00〜10：00
定休日 毎週火曜日・第 3 水曜日

薗口穣前理事長
東京都の教育功労賞を受賞
去る 月２日、平成 年度東
京都功労者の表彰式が都庁大会
議場で行われ、城北学園の薗口
穣前理事長が教育功労賞を受
賞、小池都知事より表彰状が贈
呈されました。

70

城北ラグビー部
周 年記念祝賀会を 迎 え て

仕事柄、少年事件を取り扱う
道を誤ってしまった少年たち
こともあります。警察の留置所 に自分の経験から一生懸命、今
に接見に行くと、そこにあどけ しかできない部活や勉強等に本
ない顔をした中学生や高校生の 気で取り組むことの大切さを説
子がいることもあります。中学 いてはいるつもりなのですが、
生がオレオレ詐欺の受け子とい 少しでも伝わって、更生の一助
西原 正騎
（ 回生）
って、高齢者から金銭を授受す になれれば良いなと思いながら
る役を請け負って捕まったりも 仕事に取り組んでいます。
現在、皇居の近くの半蔵門で するのです。
今年で 歳になりますが、ま
弁護士をしております西原正騎
なんで、中高生がこんなこと だ週末はラグビーをやっていま
と申します。平成５年度の卒業 をするのかな、と思うこともあ す。現在の所属チームには、城
生で、 回生です。
り
ま
す
。
自
分
を
振
り
返
っ
て
み
る
北の先輩や同輩が数人います。
私は、城北に在籍した中学・
先日も、チームメイト 人中４
高校の６年間、ラグビー部に所
人が城北生でした。
属していました。
ラグビー部は、
来年は、城北のグラウンドで
今年創部 周年を迎え、夏に、
ラグビーボールを初めて触って
盛大な 周年記念祝賀会が池袋
から 年目のシーズンとなりま
のメトロポリタンプラザで開催
す。今までに、大怪我をして入
されました。当日はＯＢとして
院したこともありますが、なか
は、国体優勝メンバーの先輩方 と、高校生の時は部活と日々の なかやめることができません。
や、元日本代表の増保輝則先輩 授業の復習で精一杯で、まさに
城北のラグビー部が 周年を
も参加され、来賓の方々を含め 「着実・勤勉・自主」を絵に描 迎える頃も現役でラグビーをや
総勢２００名が集まり、大変盛 いたような高校生でした
（笑）
。 っているかどうかはわかりませ
況な会で、名門城北ラグビー部
ただ、城北でラグビーに出会 んが、これからもとにかく何事
の 周年にふさわしい式典でし わず、本気で取り組むことに巡 にも本気で取り組んでいきたい
た。
り会わなかったら、警察のお世 と思います。２０１９年にはラ
このように輝かしい実績をも 話になったかどうかは極端です グビーのワールドカップが日本
つ城北ラグビー部ですが、私の が、自分もどうなっていたか分 で開催されます。増保先輩がそ
代は、今も城北で教鞭をとって かりませんし、そのような環境 のアンバサダーをされていると
いる平井先生が丁度赴任一年目 にいられたこと自体が幸せだっ のことです。最近はサッカーや
の時で、時に厳しく、時に、や たということを最近は強く感じ 野球に押され、人気が落ちてい
はり厳しい指導の下（笑）
、雨 ます。
るラグビーですが、ラグビーの
の日も、雪の日も、ひたすら練
素晴らしい環境を作ってくれ 人気がまた高まるとともに、名
習を繰り返していたのですが、 た城北の先生方や、親には感謝 門城北ラグビー部の復活を期待
特段誇れるべき結果を残すこと してもしきれません。
しています。
（弁護士）
はできませんでした。
と言っても、今になって思え
ば、プロを目指していたわけで
マスターズ甲子園東京大会
はなく、当時はそもそもラグビ
ーのプロはありませんでしたし、
またなれるわけもありません。
去る 月 日、東京都高校野 のＯＢチームが参加しています
結果よりプロセス、そして何よ
り「本気でやるかどうか」が大 球ＯＢ連盟主催のマスターズ東 が、城北の準優勝はマスターズ
京大会決勝戦が神宮球場で行わ 参戦２年目の快挙でした。
事だったなと思います。
なお、阪神甲子園球場を舞台
私は、卒業後、中央大学に進 れ、「城北」と「國學院久我山」
に開催されるマスターズ甲子園
み、司法試験を結果的に何度も で優勝が争われました。
試合は國學院久我山が終始リ 全国大会（全国高校野球ＯＢ連
受けました。諦めそうになった
時、自分の心の支えになったの ード、中山桂太監督率いる城北 盟主催）は、まず、國學院久我
は、ラグビー部の練習を一度も も、最終回に驚異的な粘りをみ 山と前年の霸者・立川が春の東
逃げ出すことなく乗り切ったこ せますが、あと一歩の反撃が及 京代表決定戦に臨み、その勝者
と、そして毎日、毎日、本気で ばず、 対５で惜しくも優勝を が東京代表として、秋のマスタ
ーズ甲子園全国大会に出場する
やっていたということからくる 逃しました。
東京都の連盟には、現在 校 ことになります。
自負だったような気がします。
17

実行委員会のメンバー

11

この賞は、都の私立学校教育
の振興に尽力され、その功績が
最も顕著と認められた方に贈ら
れます。薗口前理事長は平成
年より城北学園の理事として、
年からは理事長として、学園
の 教 育 環 境 の 改 善・ 改 革 に 努
め、その向上・発展に尽力され
ました。その一方、都の私学財
団理事として、
私学教育の振興・
発展に大きく貢献されました。
ここに心よりお祝い申し上げ
ます。

23

12

11

70

10
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ぐ

こ う や

ま

愚行山を移す
回生）

と感謝しております。
昨今、地方議会の存在意義等
について、さまざまな意見が飛
び交っていますが、母校の校訓
でもある、着実・勤勉・自主を
肝に命じ、価値観が多様化した
現代において、さらなる住民福
祉の向上を図るため、時代のニ
ーズに適合した議会運営を行っ
ていきたいと考えております。
（市議会議長）

康二（

回生）

ギネス記録と近藤薫明校長
清水

ば城北の激動期だったと思う。
年間校長を勤められた近藤校
長が、城北埼玉高校の理事長と
して移られたのは、私が高１に
なる 年。今井先生をはじめ、
佐藤勉先生、笹倉強先生他、
名のベテラン・中堅の先生方も
移られた。他方、戸山高校校長
でいらっしゃった原晋校長を迎
えたが、 年に宇川徹也校長に
代わられるなど、在学・卒業前
後のわずか９年間に４人の校長
が代わられた。この間、城北予
備校が 年に閉校した。
高１の担任は加藤健治先生、
高２・高３は国語の渡辺修先生
だった。高３の夏、大学進学の
相談で渡辺先生に「将来城北の
教師をやりたいです」と告げる
と「薫明元校長も私も國学院大
学を出ている。教師になりたけ
ればここに行け」とおっしゃら
れ入学した。卒業後はマスコミ
業界に就職してしまったが、仲
人もお願いした恩師である。
（会社勤務）

10

一幸
（

和 年に衆議院議員の秘書を務
め、政治家になるために必要な
知識修得に努めました。
その後、地元の市議会議員選
に出馬することを決心し、平成
３年に初当選を果たすことがで
きました。
市議会では７期目を迎え、現
在は、議長の職を仰せつかって
いますが、
城北学園において、
人
と人とのつながりの大切さを教
えて頂いたからこそ、今がある







回生）

60

野本
中学・高校と６年間お世話に
なりましたが、高校卒業の際に
は、体育科の宮川先生、今は日
体大に移られた清原伸彦先生よ
り懇切丁寧な進路指導をしてい
ただきました。これは余談にな
りますが、私が記念すべき１万
人目の城北高校卒業生であった
ことを覚えています。
大学卒業後は、一度は会社員
になったものの、中高で自主性
を重んじた教育を受けさせて頂
いたことで、人々が幸せに暮ら
せる社会を実現をしたいという
思いから政治家になる決断をし
ました。
しかし、当時の私は政治家と
しての知識・経験がなかったこ
とから、会社を退職した後、昭

純（

年３月まで６年間を皆勤で過
ごした。中学担任は檜枝岐村秘
境修学旅行を企画された今井正
司先生（地理）と、後に、第５
代校長になられる加藤健治先生
（数学）
。同級生には藤原君（現
城北教員）
、仲栄真君（現城北
城水会会長）
、阿部君（現ハン
ガリー剣道連盟監督）
、ほか湯
原、安井、古谷、大島君など多
士済々な仲間がおり、充実した
学校生活を過ごせた。
卒業直前に３年K・L一貫組
だけの卒業文集を作ろうという
事になり、取材で近藤薫明元校
長宅に親友の伊藤君と訪問した
ことがある。玄関を開けると奥
様が三つ指をついて深くお辞儀
されたのには大層驚き、いたく
恐縮した。
高校卒業前後は今にして思え
「柔道部員４人はCブロック
へ、急いで！」前年に続いて高
２有志代表の緊張した声が響く。
5810人がひしめく校庭を４
人が走る。
「人間椅子」の切れ
目を部員がふさいだ瞬間合図が
上がり、ギネスブック世界記録
更新を達成した。文化祭での感
動的な体験だった。この高１の
時の出来事が、その後に生徒会
長、学園祭実行委員長をやるき
っかけとなった。
入学は昭和 年、中・高一貫
２クラス・ 名と共に、卒業の

大庭

城北との「縁」

人は多くの人と当たり前のよ
うに出会いがありますが、その
出会いの可能性や確率は低いも
のです。そうした意味で私が城
北に入学しクラスやクラブの仲
間と出会い、たくさんの先生方
から教えを授かることができた
ことは、単なる偶然にすぎない
かもしれませんが、私にとって
は限りなく貴重な
「縁」
であり、
その後の人生に大きな影響を与
えるものとなりました。
私は学生時代、自転車で国内
外を巡っていました。時代は冷

39

未熟な私と辛抱強く向き合って
くれた同期の仲間、諸先輩や後
輩のおかげであったと思ってい
ます。
未だこの「縁」によって支え
られている今の自分があり、私
の人生にとって城北との「縁」
はかけがえのない運命的なもの
であると思っています。現在、
私は 年前に立ち上げた小さな
会社を運営しながら、私立高校
の社会科の非常勤講師として教
壇に立っています。恩師である
城北の先生方の影響からも教員
を目指していた私でありました
が、大学卒業後、一度は教壇に
立ちながらもまだまだ未熟だっ
たゆえ、その目的に取り組めな
かった当時の「宿題」に再度取
り組みたいと思っています。今
年、同窓会のお手伝いをさせて
頂くことになり、あらためて城
北との深い「縁」に感謝すると
同時に、その責任の重さに身の
引き締まる思いでいます。
（会社経営）

5

55

35

32

52

96

今から約半世紀も前の話にな
りますが、私が、城北学園を選
んだのは、
「城北は、生徒が成
長するために先生が全力を注い
でくれたり、卒業生も機会があ
るごとに顔を出し、後輩の話を
聞いてくれるなど、在校生間の
つながりだけでなく、在校生・
卒業生・先生がともに歩んで行
く、
〈和〉を大切にする学校で
ある」と聞き、非常に感銘を受
けたからです。

同期会

30

58

戦期で社会主義国を旅した時の
インパクトがとても強烈でした。
特に当時のユーゴスラビアで、
異民族に対しての排他的な虐待
から命からがら逃げださなくて
いけない状況にも何回か遭遇し、
単なるカルチャーショックとし
てでは済ますことができないほ
ど、
「平和」
「自由」そして「豊
かさ」というものについて目を
向けるようになりました。今思
い起こせば、現在のようにすぐ
あらゆる情報をインターネット
で瞬時に入手できなかった時代
の中、未知の世界へ飛び出すこ
とに背中を押し、多くのことに
目を向けさせてくれたのは、中
高６年間を通じ自由な文化や民
主的な風土を持った校風の中
で、
「学び」や「気づき」の大
切さを教えてくださった先生方、

●あなたのパソコンを次にクリックしてみて下さい。http://johoku-obkai.com/

回生）







よ。
」友人にこう言われ、私も
まったく同感でした。
同期会の後も交誼は続き、中
には大町山荘に小旅行に出かけ
た友人もいます。卒業生には宿
泊させてくれるそうです。温泉
もあり、食事もとても美味しか
ったそうです。
あれから７年、もうじき 歳
になることもあり、そろそろま
た同期会の計画を立てなくては
いけないなぁと考えているこの
（会社勤務）
ごろです。

（13回生・ラグビー部OB）

髙野昭夫

あやお
（

62

ので今、目の前にいるのが誰だ
かわかると、その瞬間、当時の
ことが思い出されて、無闇にう
れしくなって来ます。
「城北にいたあの頃は、夏は
暑かったし、冬の寒さはひとし
おだったけど、やっぱりみんな
とても楽しかったんだね。そう
でなけりゃ、あんな風に会った
瞬間に昔に戻ることなんてでき
ないよ。おれもあの頃はとても
楽しかったし、こうして城北時
代に戻ることができてうれしい

同窓生だより

23
30

ほどして、簡単なものが一度開
催されたきりでした。
そこで、そろそろまた同期会
をやろうかという話が出たのは
2010年のことです。皆もう
歳の声をきき、仕事にも余裕
ができてきた頃合いで、もう一
度友人たちに会ってあの頃に戻
って話をしたい、そんな思いか
らでした。
有志が集まり何度か会合を持
ちましたが、なかなかすること
が多く、皆忙しい中、遅々とし
て計画は進みませんでした。ち
ょうどその頃、同窓会をプロデ
ュースする業者の方と知り合い
になり、その方のアドバイスを
受けて2011年秋に開催する
ことができました。
当日は 名強の参加があり、
始めはみなオッサンになった風
貌に、若々しかった頃の面影を
探していましたが、不思議なも
50

62

20

TEL 03
（3834）6595（代表）
FAX 03（3834）6600

（不動産）
TEL 03-3933-1531
TEL 03-3935-0681
（米 穀）
FAX 03-3935-0682

TEL 03-3932-1194 FAX 03-5398-1990

城北とともに
60

網野

10

私が城北中学校に入学したの
は1972年のことでした。ち
ょうど 周年の記念の年で、落
成したばかりの講堂の前で記念
撮影をしたのを覚えています。
当時は今と違って、中学は生
徒数100名、A・Bの２クラ
スしかありません。大町山荘で
の林間学校や修学旅行などの行
事は、いつも２クラス一緒に行
いますので、同じクラスになっ
たことはなくても、全員の名前
は知っているという、なかなか
密度の濃い仲間たちでした。
そんな我々でしたが、こと同
期会となると、高校卒業後 年
30
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クラブ報奨制度
授賞クラブ決定

化学部

同窓会が主催する、平成 年 入代金として、文化部５万円、
度クラブ報奨制度の授賞クラブ 運動部９～ 万円の副賞が贈ら
が決定しました。
れました。
この制度は、生徒のクラブ活
動を奨励するために、同窓会が
独自に設けた賞で、今回で５年
目になります。
今年度の授賞クラブは文化部
から化学部・生物部・数学研究
部、運動部から少林寺拳法部・
自転車競技部・山岳ワンゲル部
の計６クラブが、学園の推薦を
得て常任幹事運営委員会をへて
決定されました。
なお、それぞれの授賞クラブ
には、希望する用具・備品の購
中学生 名、高校生６名の計
名で活動。少人数のグループ
に分かれて、年間を通じた研究
活動を行っています。それらの
成 果 は、 校 外 の 発 表 会 に 参 加
し、研究者の方々に発表してい
ます。一方で、小学生向け実験
教室に参加し、化学の面白さを
広める活動をしています。
年度の実績としては、
「化学クラブ研究発表会」金賞
「日本水産学会発表会」 銀賞
金賞
「化学グランプリ」

生物部

少林寺拳法部

自転車競技部







（16回生）

と思ってます。
近年の主な活動の変化として
は、これまで高３夏の全国大会
生物部は中高合同で活動して をもって引退としていました
おり、例年の部員数は 名程度 が、３年前から、高２の３月に
です。火・木・土の生物に関連 行われる全国大会を現役最後の
した研究活動の他に、長期休み 大会とし、高３時には１学期中
にも研究活動があり、生物の世 のみ週１回の指導補助に留め、
勉強に専念しています。
話は毎日行っています。
活動実績として、昨年３月に
春・夏・秋にはそれぞれ自然
観察会として、休日に野外活動 開催された「全国高等学校少林
があります。さらに、他校で行 寺拳法選抜大会」で「男子単独
「男子団体演
われる実験講座への参加、研究 演武の部…優勝」
発表会での発表や見学会も毎年 武の部…優勝」と、３部門中２
あります。本校文化祭の研究発 部門制覇し、 年ぶりの「全国
を果たしました。
表では、ほぼ全員が展示発表と 大会総合優勝」
パワーポイントを用いた研究発
表を行い、その中の優秀者数名
は、東京生物クラブ連盟主催の
自転車競技部は 名強で活動
「生物研究の集い」で発表し、
毎年のようにラボラトリー賞や しており、日々、ローラー機材
フールド賞を受賞しています。 を用いた練習や、筋力トレーニ
ングに励んでいます。また、年
２回の合宿も行っています。
実績としては、熊本県で行わ
れた「平成 年度全国高等学校
選抜自転車競技大会」に出場。
さらに福島県で行われた「平成
年度全国高等学校総合体育大
会自転車競技大会」において、
高校２年生が 位と 位の記録
を残しました。

〒174-0075 東京都板橋区桜川3-21-7
（川越街道五本けやき前）
TEL（03）3931-9911
FAX（03）3931-9915

實

山岳ワンゲル部

●あなたのパソコンを次にクリックしてみて下さい。http://johoku-obkai.com/

東京都千代田区麹町 2 丁目 12 番 1 号
VORT 半蔵門 2 階
TEL：03
（3288）
5155
FAX：03
（3288）
5220
E-mail：nishihara＠integral-law.jp

〒102-0083

（36回生）

インテグラル法律事務所

相続の専門家

西原 正騎（46 回生）

弁護士

直

谷

神

司法書士
行政書士

（41回生）

相続アドバイザー協議会認定会員
〒211-0004 川崎市中原区新丸子東 1-791-3
朝日サンライズ多摩川 212 号
【事務所】TEL 044-948-9260 FAX 044-948-9261

〒164-0001 中野区中野 2-13-26
☎ 03-6379-8801
www.daizaburo.jp
水泳部 OB 会城水会幹事長

北村

10

32

神谷行政書士事務所

内野 大三郎

後藤 光典

代表取締役

60

神谷司法書士事務所

北 八

株式会社

26

90

同窓会報の
用紙について

30 30

（31回生）

〒174-0071 板橋区常盤台 4-31-3
TEL 03-3933-3766

会報誌はホーム
ページから

16 15

行政書士事務所大三郎

社団法人 東京都宅地建物取引業協会
東京都知事
（11）
第33527号

40

50

18

41

28

19

山岳ワンゲル部は、２０００
年のクラブ統廃合の折、それま

12

文化祭・校門のアーチ

60

であった山岳部とワンゲル同好
います。
会が合同して出来ました。当初
会報誌の発行は年１回、昨年
少なかった部員は、ここ７～８
度はこの郵送代だけで１４１万
年で急激に増え、 ～ 人を数
円かかりました。これは、同窓
えるまでになっています。高体
会の年間予算の %にあたりま
連には参加せず「大会」という
す。
ものへの参加がありませんの
そこで、同窓会（常任幹事運
で、目立つ成果というものも、
営委員会）では経費削減の具体
と り た て て あ り ま せ ん。 し か
策を検討し、会報誌の郵送を
し、 歳の少年から 歳の青年
歳以上の会員に限定することと
まで、事故もなく３０００メー
しました。これにより、会報誌
トル級の日本アルプスの山々に
の郵送代を約 万円節減するこ
登ってきていることは、それな
とができます。併せてホームペ
りに生徒たちの努力あってのこ
ージがコアとなる 歳未満の会
とと考えられます。
員に、よりアピールするよう大
現 在、 週 に３ 回 ト レ ー ニ ン
幅な改訂を進めています。
グ、月１回の近郊の山への日帰
現在、このような課題に取り
り山行、レベル別に２組に分け
組んでいますが、次期総会の了
て実施する夏山合宿登山、全員
解が得られれば、来年の会報誌
で登る秋山合宿登山、卒業生追
から実施することになります。
い出しの春島（伊豆七島）合宿
同窓会では経費節減の一環と
など、雪山登山はおこなわず、 して、今まで郵送でお届けして
平地歩きも含め、多難な活動を いた会報誌を、ホームページで
続けています。
閲覧して頂くことを検討してい
ます。
本会報の用紙は、
現在、同窓会員は３万５００ 「株式会社巴川製紙所」様より
０名弱、そのうち住所の判明し 提供して頂きました。
ている会員は２万名弱となって
厚く御礼申し上げます。

2

総会・ホームカミング

6

29

台
台

文化祭・芋煮会場

※ 平成 年 月 日（土）
総 会
時 分〜 城北講堂
ホームカミング
時 分〜 城北食堂（無料）
※ 大勢の皆さんのご来校をお待ちしています。
30

数学研究部
10

25

現在、中高で 名の生徒が在
籍しています。部の方針は東大
合格と全国大会優勝の二本柱と
し、部員一同、日々精進してい
ます。
「本気で努力して、上手くい
ったとき」は「人生の中で最高
に嬉しいとき」
。
「本気で努力し
て、失敗したときは人生の中で
一番悔しいとき」
。そんな心に
残る瞬間を、部活を通して、一
生の仲間とともに感じて欲しい
11

23

29

現在、中学生 名、高校生
名の計 名で活動。勉強や試験
といった観点から離れ、数学の
面白さを発見することを目的と
して活動しています。得意、不
得意にはこだわらずに、数学に
興味がある者同士が集まって、
興味を持った分野ごとに班をつ
くり活動を進めています。

43

10

17

21

29

文化祭・芋煮会場にて
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