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電子ピアノ

屋外用照明スタンド

クリアファイル

記念誌

手提袋

　昨年コロナ禍の中で母校は創立80周年を迎えました。
一昨年、武蔵丘同窓会は母校をお祝いする為に80周年
記念事業実行委員会を立ち上げて次の記念事業を実現す
ることを掲げました。

1．記念式典と日本一賞の授与　昨年11月25日実施済
2．記念祝賀会　　　　 本年に延期
3．記念誌の発行　　　 昨年11月に実施済
4．クヌギ林の整備　　 昨年より数年に渡り実施予定
5．記念品の制作・配布　昨年11月に実施済
6．記念品の高校への寄贈
　 本年2月13日に電子ピアノ・移動式照明器を寄贈済
7．中西先生の記念講演　延期

　コロナ禍の影響でこれらを実施するには苦労致しまし
たが何とか予定した事業の大半は皆様のご協力とご協賛
を頂き実施することが出来ました。特に記念誌の発行に
関しては本来編集会議を頻繁に開いて記念誌を完成させ
るのですが委員が集合出来ないのでLINEを利用して定

期的にオンライン会議により進捗
状況を確認致しました。期限内に
配布することが出来たのは編集委
員の皆様の努力の賜物であったことをご報告させて頂き 
ます。
　80周年記念事業もあとは中西先生の記念講演と記念
祝賀会を残すのみとなりました。
　中西先生の記念講演に関しては高校の授業の一環とし
て行われますがコロナ禍の影響で生徒を一堂に会する事
が出来ず残念ながら日程が延期になり日時は未定であり
ます。
　記念祝賀会に関しては本年7月10日（土）午後1時～
4時に中野サンプラザでの開催を予定しております。
　80周年記念祝賀会はコロナ禍の影響を受けての開催
となるため会場の中野サンプラザとも調整して立食では
なく着席での祝宴とすることに致しました。
　10年ぶりの祝賀会でもあり大いに盛り上げようと同
窓会執行役員と実行委員の仲間が趣向を凝らせておりま
す。どうか同期の皆様に声を掛けて頂き、ひとりでも多
くのご参加を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
　また、80周年記念事業協賛金に関しても継続してご
支援をお願いしておりますので引き続き宜しくお願い申
し上げます。
　7月10日に中野サンプラザの会場でお目に掛かれるこ
とを楽しみにお待ちしております。

武蔵丘高校創立80周年記念事業実行委員会からのご報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

80周年記念事業実行委員長　中津 博之（高校11回生）
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創立80周年記念行事収支（途中報告）
収入の部 備　　　　考

協 賛 金 4,144,000 2,378,000円（2019年度）、1,766,000円（2020年度）
学 校 予 算 390,000 2020年度
武 陵 会 予 算 1,500,000 2020年度
祝 賀 会 費 203,000 協賛金に振替分63,000円、預かり分126,000円、返戻分14,000円
そ の 他 288,159 記念誌広告掲載料228,000円、カンパ金60,159円　

　　　　計　＜Ａ＞ 6,525,159 

支出の部 備　　　　考
記 念 誌 制 作 費 3,251,392 印刷会社支払、編集費　2,000部
同 上 発 送 費 168,227 レターパック利用、幹事の手作業発送　376通
Ｔ シ ャ ツ 制 作 費 206,732 みつはしちかこ氏デザイン　125枚
手 提 袋 制 作 費 182,146 在校生向け記念誌入れ　1,100枚
クリアファイル制作費 194,389 3種類／セット　記念グッズ　在校生向け　3,500枚
Ｈ Ｐ リ ニ ュ ー ア ル 費 550,000 全面改訂
学 校 寄 贈 品 361,750 屋外用照明スタンド1台、 電子ピアノ1台
ク ヌ ギ 林 整 備 費 242,960 第一次整備分
諸 経 費 21,403 送金手数料、文具等
そ の 他 403,680 祝賀会費返戻2人分13,680円、2021年銀杏（記念行事報告集）制作費仮払390,000円

　　　　計　＜Ｂ＞ 5,582,679 
差 引 収 支 ＜ Ａ － Ｂ ＞ 942,480 

（注）2021年度予定の主な80周年記念行事と予算　　記念祝賀会：975千円、クヌギ林整備（第二次）500千円
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旧教職員
磯川　多華子
髙橋　繁
田中　實
常國　佳久
木嶋　智惠
谷島　昭
旧中 昭和20年 第１回
松本　博（長谷川）
丸山　擴
旧中 昭和21年 第2回
北村　節朗
中西　進
吉川　秀男
旧中 昭和23年 第３回
大田　康夫
高 昭和24年 第１回
中内　康雄
高 昭和25年 第２回
杉山　幹男（伊藤）
川崎　普照　
國岡　昭夫　
早船　昭雄　
原　剛　
高 昭和26年 第３回
内田　博
川辺　克己
三竿　喜正（小泉）
今野　武
中村　皓一
花岡　弘昌
町井　直行
山本　力也
高 昭和27年 第４回
木村　神吉
渋谷　成美
中山　貞夫
高 昭和28年 第５回
小清水　ゆき子（江本）
鈴木　幹男　
高 昭和29年 第６回
飯村　博史　
矢島　千恵子（町田）
若林　恒郎　
渡辺　弘正
高 昭和30年 第７回

勝田　賢
結城　郁雄
高 昭和31年 第８回
太田　秀治　
瀬上　都志雄　
鶴島　琢夫　
大野　照子（森下）
山下　豊　
高 昭和32年 第９回
相川　裕道　
大谷　和輝　
春日　信顕　
保木　とも子（小竹）
杉山　純多　
加藤　節子（高宮）
中島　辰馬　
野原　士郎　
白川　恵子（福田）
高 昭和33年 第10回
磯野　秀明　
内山　園子（大神田）
小林　和夫　
田尻　紀夫　
青山　栄美子（堀）
宗近　弘武　
高 昭和34年 第11回
青柳　好泰　
伊藤　辰郎　
中村　伸子（伊藤）
今井　紘一　
小林　一章　
森川　由紀子（鈴木）
曽根　幹介　
竹内　斤晤　
田中　将夫　
田原　亜彦　
田岡　慶子（徳永）
中津　博之　
橋本　千良　
尾上　恵美子（半沢）
広瀬　和彦　
青木　千禾子（三橋）
村上　矩義　
竹下　紀和子（本橋）
三浦　紀美子（吉村）
渡邊　義正　

高 昭和35年 第12回
浅賀　喜洋　
友近　洋子（阿部）
石川　享　
猪股　英行　
岡部　公一　
高橋　みち子（小川）
佐藤　秀子（沖山）
輿水　隆寿　
高橋　英雄　
中村　捷夫　
宮崎　幸枝（林）
真下　進　
松井　泰一　
高 昭和36年 第13回
井村　正勝　
佐藤　昭彦　
西久保　弘之　
松岡　不二子　
松野　冽　
高 昭和37年 第14回
青山　佾　
出井　龍彦　
伊藤　佳子　
新島　光子（井上）
遠藤　紘一　
大前　傑　
黒川　眞弓　
黒澤　正道　
塩入　祐世　
高津　たみえ（関沢）
春木　剛史　
松永　一郎　
横田　光太郎　
高 昭和38年 第15回
蛯原　宏司
須内　隼二
外山　泰三
別府　良男
吉村　太朗
高 昭和39年 第16回
稲見　邦夫　
井上　洋子（柏木）
金田　定夫　
加納　誠　
神藤　享三　

岸　敦夫　
岸　伸太郎　
山元　路子（下茂）
鎌田　由子（諏訪）
槙枝　一臣　
本橋　栄一　
高 昭和40年 第17回
増田　喜久子（鶴岡）
高 昭和41年 第18回
市来　伸広　
河東　みどり　
喜多野　正治　
山田　陽美（甲野）
小林　汎　
飯野　由美子（佐々木）
鈴木　智治　
角田　和中　
前川　諄二　
高 昭和42年 第19回
荒木　秀夫　
池永　好一　
成瀬　扶美子（石塚）
圓藤　陽子（市川）
宇田川　勝実　
大西　寛　
西条　順子（黒田）
篠崎　登　
白神　正光　
城田　実　
関口　一栄　
高津　晴義　
滝川　俊一郎　
滝口　太郎　
外村　恵美子（宮岡）
山田　正博　
高 昭和43年 第20回
荒木　恵美子　
加藤　明美（石川）
石川　憲一　
石原　順一　
鈴木　ひろ子（岡村）
加藤　哲夫　
草刈　清人　
東風谷　満　
佐藤　順子　
田中　秀和　

Mariko Knight（田中）
谷川　徹三　
作田　美和子（中村）
昇　正子（永井）
早川　進　
半田　秀樹　
諸江　正栄（松原）
三田村　有純　
山口　公明　
高 昭和44年 第21回
飯島　行雄　
今泉　信子（恩賀）
竹花　純子（桑原）
駒田　典子　
小峰　一泰　
高久　広樹　
佐久間　由起子（田中）
藤井　伸志　
松本　大忠　
北原　敬子（馬庭）
村松　知明　
高 昭和45年 第22回
中川　順子（石田）
大塚　和男　
小貫　峰生　
神山　敬章　
岸川　弘　
北村　輝男　
京須　浩　
小林　政雄　
斉藤　謙二　
鈴石　文雄　
高橋　秀和　
野上　正敏　
松本　真知子（畠中）
増田　忠　
若林　敬子（森本）
諸橋　和夫　
高 昭和46年 第23回
北川　定弘
小関　康幸
弦巻　武
高 昭和47年 第24回
小川　政之（五十嵐）
大坪　慎一郎　
勝山　高光　

木村　淑恵　
清水　章弘　
関口　光明　
森本　薫　
横山　滋夫　
高 昭和48年 第25回
鈴木　裕子（小松原）
関根　広　
山中　一典　
高 昭和49年 第26回
三浦　文（小林）
徳江　安子（鈴木）
寺田　信男　
石川　樹里（中山）
星野　晃一郎　
安達　美智子（山口）
高 昭和50年 第27回
奥田　恭二
清水　尚浩
高 昭和51年 第28回
笹川　千恵子（柿本）
井桁　恭子（木村）
和木　恭子（佐藤）
福山　修一　
高 昭和52年 第29回
小越　真一朗　
齋藤　佐智子（山口）
山本　誠　
入江　優美子（𠮷田）
高 昭和53年 第30回
黒田　高行
小松　俊哉
福田　徹
高 昭和54年 第31回
田中　愛弓
高 昭和55年 第32回
桜井　正人　
竹村　康司　
井野　妙子（中尾）
平林　敏宏　
郡司　やよい（藤原）
高 昭和56年 第33回
西川　直子（平野）
高 昭和57年 第34回
増渕　恵子（太田）
高 昭和60年 第37回

山本　美知留（浅野）
市川　力　
高 昭和61年 第38回
大沢　敏邦　
唐澤　聡　
佐藤　好美（佐藤）
高 昭和63年 第40回
安達　智重子（榎元）
河村　ともみ（落合）
戸田　三保子（春日）
渡邉　久美（棚橋）
須田　千佐子（堤）
深澤　世里子（利光）
町田　ゆき子　
三上　光久　
川島　早苗（三木）
舩田　元子（安田）
若見　正治　
綿貫　尚子　
高 平成元年 第41回
平林　千賀子（飯塚）
内田　隆夫　
米川　育子（松本）
高 平成２年 第42回
永田　喜美子（田中）
大和　友規（田中）
内藤　和成　
田村　智恵（本間）
三井　里美　
高橋　摩由（森下）
矢野　信悟　
高 平成３年 第43回
松浦　信恵（馬場）
常國　絵美里（水田）
高 平成８年 第48回
國分　將弘
高 平成10年 第50回
小田　慶喜
北村　啓泰
高 平成11年 第51回
廣　千穂（中村）
高 平成23年 第63回
阿部　大志　
高 平成25年 第65回
村上　奈緒　

協賛金納付者 敬称略　（　）内旧姓
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母校の「日本一賞」を受賞して
杉山 純多（9回生）

手塚記念賞を受賞して
井上 英二（11回生）

杉山純多氏が寄稿された「創立80周年記念誌（学校編）」の
文章の中に、校正上の手違いにより以下の誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。 創立80周年記念誌委員会

58ページ　左段、８行目
（誤）大塚栄二さん　→　（正）塚本栄二さん

　さる令和2年11月25日午前中、母校に出向き、校長室で15名ほど
の参列者の下、第12回「日本一賞」授与式に臨み、賞状と記念品を校
長の内藤千春先生からいただきました。当初は10月24日の学校主催

「創立80周年記念式典」の際、受賞予定でしたが、新型コロナウイル
ス禍で記念式典は中止、祝賀会（同窓会・武陵会共催）は来年に延期に
なりました。マスク着用の異例の授与式になり、それゆえ私にとっては
一層記憶に残る出来事でした。
　この賞は、手塚昇・初代校長が「府立21中だから21 番目と考えるな、
よろしく1番たるべし」と当時の生徒に訓示・激励し、日本一に値する
業績をあげたものに「日本一賞」を授与するとして設けられた、在校生・
卒業生・教職員すべてに適用される武蔵丘独自の賞。私は多年、「多様性」

「類縁」「分類」「系統」「進化」をキーワードに、菌類（酵母・カビ・キ
ノコ）を中心とする微生物研究に身をおいてきましたが、これまでの業
績について母校からこのような賞に値すると評価いただいたことは大変
うれしいことで、まことに光栄に思っております。過去に受賞した学会
賞や南方熊楠賞、手塚記念賞（武蔵丘同窓会）などとは一味も、二味も
異なるサプライズ（ご褒美）で、武蔵丘時代を振り返る大変よい機会に
なりました。
　当日は、生憎の空模様でした。授与式後、内藤校長はじめ参列の皆さ
んと色づきつつある葉をつけたクヌギ林と再会しました。記憶の隅に
残っていた60有余年前の全校生によるマラソン大会（私にとってはも
う一つの行（ぎょう）で、完走後のクヌギ林での休息で救われました）
や秋季運動会の折、新聞班室でのガリ版刷り「号外」の編集・印刷作業
の場面がふと、頭をよぎりました。
　菌類や微生物と60年。研究者への道に進んだきっかけについては、

『創立80周年記念誌（学校編）』所収の小文「山行から微生物研究への道」
をご一読を賜わればうれしく思います。私はすでに老兵ですが、21世
紀の「菌類生命の樹」構築や解読に向けて少しでも寄与できればと願っ

　昨年武蔵丘高校創立80周年の年に映えある手塚記念賞を受賞できた
ことは身に余る光栄です。11回生では、別所俊彦さん、福田アジオさ
ん、みつはしちかこさんに続いて四人目で平成26年から四年振りとの
こと。
　令和元年に論創社から出版された「童謡百年史〜童謡歌手がいた時代
〜」が、一般社団法人日本童謡協会から童謡賞・特別賞を受賞したこと
を認めて頂いたものと思っております。本当にささやかな一冊でしかあ
りませんが、子どもの歌に想いを寄せてきたことの集積でありました。
そしてそれを読んでくださった音楽部の同期生であった三浦（吉村）紀
美子さんのご推薦によるものと伺っています。良い仲間を持ったことに
感謝の一言しかありません。個人として賞をいただくということは全く
久しいことで大変戸惑いました、嬉しいことでした。
　コロナ禍で80周年記念行事が中止になった昨年（令和2年）11月
14日、校長室で同窓会役員たちの立会いの下、神山敬章同窓会会長か
ら賞状と記念盾をいただきました。 
　学校を訪れるのは何年ぶりになるのでしょうか？　校門をくぐるとま
さに浦島太郎の如くすっかり様相の変わった「武蔵丘」に驚きばかりで
した。校舎に入ると内藤千春現校長自ら出迎えてくださり恐縮しました。
そして校長室に入ると壁には歴代校長の写真が飾ってあり、私たち時代
の校長土屋順三先生は三代目であることを知り、80年の歷史を実感し
た次第です。
　内藤先生に校内を一部紹介していただきましたが、校舎の位置もまと
まり、運動場も広くなり、プールも位置を変え、立派に整然と構築され
た学校としてのたたずまいに感服しました。しかし一番の思い出である
懐かしのクヌギ林が小さくなっていることに寂しさを覚えると同時に、
枯葉の掃除をしたことが懐かしく思い出されてきました。そしてあの体
育祭ではリレーで優勝したこと、またファイヤーストームで肩を組み
歌ったこと、また音楽部北側にはバスケットコートがあり、南側にはグ
ランドでサッカー部また野球部が練習にはげんでいるのをみて、音楽部

ています。
　最後に、授賞・授与式にかかわられた内藤先生はじめ関係の皆様に改
めて御礼申し上げます。有難うございました。

の練習をしながら運動部の厳しい練習を見習わなければと叱咤していた
のも懐かしい思い出の一つとして蘇ってきました。こうした部活動の思
い出がよみがえってきたのに、勉強の事が殆ど思い出にでてこないこと
は恥ずかしい限りです。
　最近では、このコロナ禍の中では、先の『銀杏』創立80周年記念号
の「時は巡り……」にも書かせていただきましたが、童謡時代を遡り「明
治唱歌」についての研究を続けています。しかしその筆を一時置いて今
は二つの演奏会の企画・構成に携わっています。一つはウルトラセブン
の映像音楽で著名な冬木透氏の音楽活動60周年を記念して、本名の純
音楽作曲家蒔田尚昊としての作品の演奏会です。（蒔田尚昊先生は、広
島県出身でエリザベト音楽学校（現音楽大学）では、校歌の作曲者でも
ある安部幸明先生について学ばれています。）二つ目はアマチュアの男
声四重唱グループ〝ワンダーＱ〟の20周年記念（傘寿）コンサートで
す。二つともこのコロナ禍で延期させられ、その実施に苦労しています
が、なんとか開催に向けて頑張っています。
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　武蔵丘高校3回生のすぎやまこういち（椙山浩一）氏が、2020年
の文化功労者顕彰を受けられました。
　1951年の制度開始から現在まで70年の間に、全国で910名の方々
が顕彰を受けていますが、武蔵丘としては中西進氏（文学者、旧中
2回生）に次いで2人目の快挙です。

　同窓会は、今回の慶事にあたりお祝いのメッセージをお送りいたしましたが、そのご
返事をいただきましたのでご紹介します。（右）
　すぎやま氏は、長年、音楽業界で幅広く活躍を続けてきておられ、特に、「ドラゴン
クエストシリーズ」のゲーム音楽全曲を作曲され、2016年には「世界最高齢でゲーム
音楽を作曲した作曲家」としてギネス記録に認定もされました。そして、今もなお作曲
に、演奏会に幅広く活動を続けておられます。
　武蔵丘に在学当時、すぎやま氏は青島幸男氏（故人、元東京都知事）や砂田実氏（放
送番組等の企画・制作者）と同級生でいらっしゃいました。
　昭和20年代、終戦直後で経済的に厳しい時代でしたが、日々の生活は開放的で自由
に満ち溢れていたと想像いたします。
　お三方が同級生であった時期はたった1年間でしたが、後々ＴＶ業界を舞台に大活躍
される三傑の縁は、まさにこの時に結ばれたと言っても過言ではないと思います。
　今回、砂田実氏から武蔵丘当時のすぎやま氏とのエピソードを含め、大変興味深い内
容の原稿をお寄せいただきましたので、以下に掲載いたします。
　なお、砂田、すぎやま、青島、各氏の長年に亘る繋がりや、数々の著名人との出会い等について、砂田氏は、ご著書

「気楽な稼業ときたもんだ」（エイチエス）にも詳しくお書きになっておられますので、ご一読をお薦めいたします。

たったの1年、されど1年。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高校3回生　砂田　実
　私が武蔵丘にお世話になったのは、終戦
によって石川県立七尾中学の疎開先から帰
京による、1年間だけでした。然しこの1年
は、私の人生にとって極めて思い出深い1年でした。
　編入試験に合格して翌日、都立家政の自宅から武蔵が丘中学

（武蔵中学：編集者注、以下同じ）に向かう途中、段々と数を
増してゆく同級生を見ながら、なぜかほっとしたのを覚えてい
ます。
　というのは、その誰もが極めて真面目そうで良い感じの少年
たちだったからです。
　やがて、学校に到着すると、これ又木造の校舎とクヌギ林を
周囲にめぐらした運動場を目にし、七尾中学のほうが都会的な
雰囲気だったな、と苦笑しながらも緊張が解けてゆくのを感じ
ていました。
　ところが、後から思い起こすと同じクラスに、その後の私の
人生の大半を共に遊び、共に学んだかけがいのない友人、すぎ
やまこういち、青島幸男といった個性あふれる人物との出会い
の場を提供してくれたのが、この武蔵が丘中学だったわけです。
　これ程人の縁を感じた場は、私の人生においてもそうあるも
のではありませんでした。
　これも不思議なえにしを感じた物語として、私のその後の人
生に、はかりしれない影響を与えてくれました。
　このような優れた少年たちと出会い、彼らから種々影響を受
けて育ってゆくという、誠にラッキーな人生はその後も、それ
ぞれの場面で展開されてまいりました。
　1年後、私はその後の受験のしんどさを避けて、丁度臨時募
集をしていた慶応の中等部に移り、すぎやまは、成蹊から東大
へ、青島は早稲田の高等学院へと歩を前に進めます。
　慶応高校では、演劇界の革命児として名を馳せた浅利慶太、
日下武史、現代音楽の林光、大衆音楽に輝かしい足跡を残した

小林亜星が存在し、次の場面のTBSの同僚は、（他局と違い、
東大と慶応出ばかりの会社でした。）後年、演出家として名を
遺す久世光彦、のちに芸大の教授に転身した実相寺昭雄、私の
部下には岡本愛彦、後輩には後々吉川英治文学賞を受ける帚木
蓬生などと多士済々でした。
　数年後、次の場面では、私は当時のラジオ東京テレビへ、す
ぎやまはフジテレビヘ、青島は放送作家へと、まるで神様が準
備してくれていたような道へと行くわけですが、そのスタート
は常識では信じられない場面の連続でした。
　すぎやまの誘いで、TBSの私がフジテレビの昼間の短いレ
ギュラーコント番組の台本を、青島と共に書くことで、世に出
かかった「ハナ肇とクレージーキャッツ」を時のトップスター
へと押し上げます。頼むほうも頼むほう、受けるほうも受ける
ほう。やがて、3人は常識の垣根を超え、テレビを中心にした
クリエーターに成長します。
　少年期に戻りますと、すぎやまこういちは、学校から戻ると、
1時間後には、当時の少年たちがそうであったように、大声で
私宅の門から「すなだく~ン」と、独特の声で呼び続けました。
私たちは日がな一日を当時東京でも有数なクラシックレコード
コレクターであった父のコレクションレコードを聴いたりして
過ごしたものでした。相撲大会では負けることはありませんで
した。
　その頃の私のニックネームはどうゆうわけか「ゼントルマン」
でした。ある日、西武線の電車に乗車中、隣の車両から同級生
によって「おーい、ゼントルマン!」と呼びかけられ、周囲の
大人たちの視線を集め、赤面したのを覚えています。
　たったの1年、されど1年。すぎやまも同じ思いだったので
しょう。6、7年前にすぎやまに誘われまして、母校の同窓会
に伺ったのを懐かしく思い出されます。
　人生、齢、89年を重ねてきますと、楽しい思い出、苦しい
思い出にあふれています。
　その中で、たった1年、されど1年の、武蔵が丘中学での思
い出が鮮明に残っているのはなぜでしょうか。

　　　令和3年3月

Wikipediaより

すぎやまこういち氏が文化功労者に！
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新型コロナウイルスとの闘い
 11回生　渡邊 義正

　仕方なく巣ごもり生活を続けて1年ほどになる。昨年4月
に緊急事態宣言が発令されてから、公共交通機関を利用した
のは9月のお彼岸に武蔵小杉にあるお寺にお墓参りに行った
のと11月に手塚記念賞の表彰式に参加した時の2回だけで 
ある。
　ウイルスに罹患して苦しむのは嫌だが亡くなる率は高いか
ら高齢化社会の解消につながると思えば我慢できるが、知ら
ぬ間に感染源になることが恐ろしい。
　家の中だけで過ごしたのでは、体力も気力も衰えるので、
毎日川の流れと山並み、富士山を見ながら30分ほどのウオー
キングを続けている。ほかに外出するのは、医者通いと買い
物等だけである。長い間、人と会わないでいると言葉と知識
を失う感がある。人間は一人では生きられない。言い得て妙
である。
　日本政府のコロナ対策は、感染減と経済との両立である。
複雑な経済の仕組みの中では、経済活動を止めるリスクは計
り知れないが、これではコロナ禍は収束しない。無症状の保
菌者を隔離できなければ感染者0にはならないだろう。少な
くともPCR検査等で陽性者を見つけ陰性者だけで経済活動
を行う体制が必要ではないだろうか。
　今日は、2月12日である。来週からワクチン接種が始まり、
ワクチン効果も期待されるが、人との交流が普通にできるよ
うにならなければ、この閉塞感は解消しない。
　コロナ禍が終わってもまた新しい感染症ウイルスが発生す
るであろう。人間社会としては、全世界の国々が一体となっ
て同じ方向を向いてウイルスと闘わなければいずれ敗れるこ
とになるであろう。

ウイルス禍中の我らシニア
 12回生　猪股 英行

　私は現役終了後、武蔵丘からそれほど遠からず、西武線で
結ばれた狭山市に落ち着いたので、同期会にも参加できるよ
うになりました。生きがいとして、所沢を拠点とする合唱活
動と、狭山市の小中学生を対象とする学習支援ボランティア
活動に励んできました。しかし、2020年早々に我が国にも
蔓延してきたウイルス禍によって両方とも自粛を余儀なくさ

れ、手持ち無沙汰の日々に変わりました。
　私は、現在、男声合唱団「所沢メンネルコール」の団長を
しています。30年以上の歴史を有しますが、昨今はシニア
化に悩んでいます。6月に予定する定期演奏会の練習を再開
したいのですが、基礎疾患を抱える人・感染を極端に恐れる
人・家族の了解が得られない人などもいて、結論はいつも「無
理だな」となる。収束を待つしか手がありません。男声4部
合唱、フォルティッシモでハモった声がホールに満ち溢れた
ときの高揚感は格別であり、音楽の喜びを熱く語りかけてい
ただいた清野澄夫先生を思い浮かべる一瞬です。
　男声合唱が大好きで元気な“むさこうOB”の参加を待って
います。

推し、2300同級会
 12回生　岡部 公一

　武蔵丘を卒業して、今年で60年になります。高校時代な
んて遠い昔のこと、何も覚えていないと言ってはばからない
人もいるかもしれません。人それぞれとは思いますが、高校
時代の思い出は、多くの人の心に何らかの形で深く刻み込
まれていると思っています。私の場合、武蔵丘の思い出は
2300の同級会と重なっています。気分によって懐かしく思
い出したり、全く忘れてしまったり、そんなノンポリ的な私
に活を入れてくれたのがこの同級会です。
　担任の丸山保先生を囲んでの語らいの集まりから始まり、
今年まで60年続いています。先生が亡くなられた後も継続
できたのは、先生の人柄によるところが大きいと思っていま
す。それと同時に特筆されるべきは、女性陣の頑張りです。
一時の消滅の危機を救ってくれたのも彼女たちです。
　2300の同級会は一推しです。可能な限りいつまでも続け
ていきたい、続いてほしいと願っています。

高校時代から思うこと
 12回生　好井 宏太郎

　私事ですが本年1月に中野区から西東京市に引越しまし
た。過密環境から終焉の地と選んだ地に移り、のんびりして
いると突然ゴルフ仲間の田村さんから原稿依頼の電話があり
ました。東京の地下鉄建設に関わった先輩を後輩に紹介した
いとのことでした。
　私の高校時代、昭和30年代前半はまだ戦後の気分が残っ
ており、国の未来を心配することが多かったように思い出さ
れます。歴史に関心を持ち、偏見の塊かも知れませんが自己
流に考えるのが私の性でした。
　土木技術者だった父の感化を受けて同じ道を歩み、東日本
大震災の年に古希を迎え、この年を境にフリーの身になりま
した。
　「学びて思わざれば即ちくらし、思いて学ばざれば即ちあ

第30回記念演奏会
（所沢市民文化センター）
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やうし」と論語にありますが「思いて学ばざる」ことに気づ
き、縁あってつい3年ほど前まで中西進先生のもとで万葉集
を学んでいました。
　近年、スマホを使って和歌が復活しつつあるようで、この
国は敗戦のショックで異文化に制圧されそうになると和歌が
復活するようです。白村江の敗戦後を生きた万葉の人々も同
じだったのでしょうか。
　和歌は人と人が共感を求めて感性を共有しようとする心が
生み出したものと思われます。共感は人が仲良しになるには
必要ですが、自立心を邪魔しかねません。自立心は個性を育
てますが、孤独と隣り合わせです。
　「智に働けば角が立つ、情に棹させば流される、意地を通
せば窮屈だ」とあるとおりです。馬齢を重ねると「人は百人
百様」と悟り、お友達と言えども一定の距離を置く「老人力」
を楽しめます。
　日本は漢字を古代中国から、次に仏教を古代インドから取
り込んで、何より和を大切にする「和文化」に磨きをかけて
きました。「仏教立国」の道を選びましたが戦国の世に鉄砲
が伝来し、力ずくで物事を決める「力文化」の影響を受ける
ようになりました。
　信長は宣教師から欧州事情を聴取して力文化の影響を受け
たと考えられます。結果として江戸の泰平社会を生み出す起
爆剤になったと解釈できます。
　戦国の世を終わらせたいという強い共感が秀吉から家康へ
と引き継がれて江戸の泰平が拓かれました。和文化は日本語
の中に核として深く埋め込まれているので家康の老人力は

「和文化立国」の道を選んだのです。
　戦乱を主導した武士に儒教という戒律を与えたことが庶民
に自由を与える結果となり、世界に類例の無い庶民天国を実
現しました。
　一方、幕末の志士たちは孤立を避けて自立するため、｢力
文化立国｣ の道を選択しました。敗戦の結果、｢力文化立国｣
は日本人にはできないと悟るまで1世紀を要しました。正反
対の文化ですからやむを得ないことです。
　鉄砲伝来から、およそ500年に渡って東西の文化を融合し
た結果、「和文化」は「和力文化」とも言える文化に進化し
つつあります。
　日本の原点となる「和文化」は、地球に棲む全ての人が大
切にしなければならない貴重な文化遺産です。今後の日本人
は、地球を泰平に導きつつ自立への道を創造していくほか選
択肢はありません。
　日本の老人力が結集して、戦争を嫌悪する ｢和文化｣ を世
界に普及していくことが期待されます。
　なお引越を期にペンネーム古太郎の一字を変更することに
しました。地下鉄について知りたい方は「鉄道技師の記憶遺
産」（青山ライフ出版）をお読み下さい。

カバさん（高橋 繁先生）の思い出
 12回生　鈴木　充

　私は高校3年間、軟式テニス部に所属し、
テニス漬けの毎日を楽しませて頂きました。
　カバさんは、テニス部の顧問で、確か数
学の先生だったと記憶しています。

　というのも、3年間カバさんの授業を受けたことは一度も
なく、その上、カバさんが、ラケットを握って、テニスコー
トに立つ姿を一度も見た気憶がありません。
　それでも、高校時代の先生の思い出となると、真っ先に、
ヒゲ剃りあとの濃い、真四角な「カバさん」の顔が浮かんで
きます。私にとって「カバさん」は、そういう先生です。　

本年5月に開催延期した12回生同期会を、
本年秋に再度延期
 12回生　田村 真夫・佐藤 秀子

　コロナ禍の影響で昨年開催予定だった東京オリンピックは
延期となって、今年の開催に変更となりましたが、12回生
同期会も1年延期、今年5月に実施と致しました。
　然しながら緊急事態宣言がまだ続いている状況でもあり、
再度、オリ・パラリンピック終了後の今年の秋（9/下～ 10/
上頃）に延期して実施することと致します。日時・場所の詳
細は7月迄に決定出来次第、同期の皆様には各クラス幹事よ
りご案内させていただきます。

英国の技術力の高さに驚愕！ 
 12回生　真下　進（野球部）

　武蔵丘を1960年に卒業し、1965年早大機械工学科を卒業
し、東京ガスに入社しました。武丘在校中は専ら野球部に所
属、13人の同期は卒業時4名でした。高校2年の夏休み、国
立高校との練習試合時に大きなセンターフライを捕球した途
端、花壇に引っ掛かり頭から転落、左の鎖骨を骨折、石垣先
生宅に2か月泊まり込み電気治療、ボールを投げられるよう
になったのは冬休みに入るころでした。
　東京ガスでは入社早々に、不可逆的吸熱反応（山崎先生の
化学でやった）に使われる耐熱鋼という材料の国産化で英国
の技術力の高さを知りえました。（通産省は当初輸入した耐
熱鋼に関税をかけなかった。理由は公益事業用の為）。
　25Cr-20Niという耐熱鋼（普通のステンレスは18Cr-8Ni）
が国産品は8千時間程度の寿命に対し英国製の物は3万時間
くらい持つものがあり、原因究明が大変でした。
　東京ガスのプラントは材料の表面温度が950℃～ 900℃で
変化、いわゆる高温熱疲労域でした。材料を作っている日本
の製鋼メーカーも全力で対応しましたが、ようやく東京ガス
総合研究所の調査からコバルトが添加されている事が判明。
　耐熱鋼を1000℃近く加熱すると固体と液体の間の固溶体
という状態になりますが、日本製はCrとCが結合Cr・C（ク
ロムカーバイト）という耐熱性に著しく劣る物質が出来てし
まっていました。コバルトはカーボンよりもクロムとの結合
力が強く、Co-Cr（コバルトクローム）という耐熱特性に極
めて高い物質となる事が原因でした。しかもCoはコンタミ
ネーション（不純物）という中に添加されていたのです。な
ぜ原子が結合するかは当時湯川秀樹博士の論文（量子力学）
が最先端、早大時代の横田清義先生の教科書に書いてあった
のがずっと後になって判りました。
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（今更手遅れじゃあ）。 続く（但し命のある間）



80周年記念誌の制作・配布にあたり、現役生徒
の皆様に記念品として、お持ち帰り用手提げ袋と
クリアファイルを贈呈いたしました。
その際、美術選択の三年生に「創立80周年記念
ロゴ」をデザインしていただき、その中から厳選
した作品を元に加工いたしました。
　
★手提げロゴデザイン
  渥美 遥 さん（高 73 回生：旧 3800）
趣旨：武蔵丘は意外に自然（植物）が豊かだと感
じていたので、「80」という文字の内側を植物の
図柄で埋め尽くしてみようと考えました。
　
★クリアファイルロゴデザイン
  石附 優香 さん（高73回生：旧3200）
趣旨：メビウスの輪には「繰返し永遠に続いてい
く」イメージがあったので、ロゴに取り入れてみ
ました。

　

80周年記念グッズ制作報告

こちらのロゴはメタリックの
箔押しです。
こちらのロゴはメタリックの
箔押しです。

生成りの手提げに
シルク印刷しました。
生成りの手提げに
シルク印刷しました。

2021（令和3年）年5月10日7  いちょう武蔵丘同窓会誌

　同窓会の神山会長、中津実行委員長他４名は、2021年2月13
日母校の校長室に内藤校長先生を訪ね、創立80周年記念品と
して、電子ピアノと屋外照明スタンドの目録を贈呈しました。
　山田副校長先生も同席され、現物は到着していませんでした
が、パンフレットを手に置き場所や使い方ルールなど、また昔
のグラウンドや音楽教室の話が出て、和やかな雰囲気の中、贈
呈式を終えました。
　なお、寄贈品はそれぞれ2月末までに母校へ納品されました。

創立80周年の母校へ寄贈しました
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　　昨年は年明け早々に中国で新型コロナウィル
スが検出され、2月初めには横浜港に停泊してい
たクルーズ船で集団感染が発生、3月には全国の
小中高が休校に追い込まれました。
武蔵丘はどのような状況でしたか?

　　当然、都の指示に従い休校措置をとりまし
た。長かったですね。分散登校授業もありました
し、実際にクラス全員がそろったのは6月末です
から。

Q

A
玄関ホール

武蔵丘高校玄関

クヌギ林から大体育館を見る中庭

　2020（令和3）年は、新型コロナウィルス感染
症の襲来に始まり、その猛威に怯えながら1年を
過ごし、終息を見ないままに年を越しました。
　現在、ワクチン接種が徐々に進んでいますが、
その効果が見えるのは大分先になりそうです。
　そうした中、母校武蔵丘高校の生徒たちはどの
ように過ごしていたのでしょうか。
　副校長の山田智美先生にいろいろお話を伺いま
したので、懐かしい武蔵丘高校の写真を織り交ぜ
ながら紹介いたします。

コロナ禍の中、母校・生徒は……？
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　　学校生活のスタートが遅れたことで何
か問題はありましたか？

　　１年生は入学後初めて同級生と顔を合
わせる日、また２年生はクラス替えがある
のですが、今まで話したこともない生徒と
同じクラスになって会話する日がそれぞれ
遅くなってしまったわけですから、生徒間
でのいわゆる人間関係をつくりあげるのに
みんな苦労したのではないかと思います。

Q

A

　　コロナ禍は既に１年を経過しています
が、学校が今一番重要視していることは何で
すか？

　　何よりもまず、生徒・教職員の健康管理
です。サーモグラフィによる検温、手指の消
毒、定期的な換気、「密」の回避といった対
策を徹底しています。これらを日常行動の中
に折り込んだことで、教育活動や部活動など
が大きく変わりました。

Q

A

生徒昇降口

昇降口ホール 昇降口ホールに自販機！

渡り廊下
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　　学校の感染防止対策の取り組みはずっと続
けていらっしゃいますが、一方、生徒の皆さん
の様子はいかがですか？

　　コロナ禍が長引いていく中で、不安や悩み
を訴える生徒が増えていきました。それにつれ
て登校状況にも不安定さが増すようになりまし
た。
これに対しては、一つ一つの事案に教職員一同
でフォローし取り組みました。結果、今では落
ち着いています。

Q

A

2020年11月、生徒昇降口のホワイトボードに以下の文が掲げられました。
コロナ禍でみんなの気分が落ち込んでいる中、灯りがひとつ灯ったようでした。
全文をそのまま紹介いたします。

昨日の下校中に人助けをした3年生の女子生徒へ

風にあおられて、幼い子どもを乗せた自転車が転倒しました。
多くの大人が無関心のなか、あなたが手を差し伸べたことで、彼女はとても助かりました。
子どもに怪我はなく、お母さんも安心していました。
感謝の気持ちを伝えたく、わざわざ学校にも連絡をくれました。
とても嬉しいお話を聞かせて頂きました。　　ありがとう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活指導部　

和室（Ｄ棟２階）

音楽室（Ｄ棟３階） 美術室（Ａ棟２階）
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　　ところで、武蔵丘には「四大行事」があります
が、これらの実施状況はどうでしたか?

　　6月の「体育祭」、9月の「武高祭」、今年2月の「合
唱コンクール」は中止で、通常通り実施できたのは
昨年11月の「英語暗誦大会」だけでした。ただ、「武
高祭」については、生徒たちが動画撮影したものを
視聴して賞を設ける「部映祭」という代替の行事を
行いました。生徒たちにとって貴重な思い出となる
行事が十分できなかったことは大変残念です。

Q

A

　　本当にそうですね。思い出と言えば、高校生活
で最大の思い出づくりイベントの修学旅行はどうな
りましたか?

　　毎年秋に実施していますが、昨年はコロナ禍と
いうことで今年の春に延期しました。しかしそれも、
緊急事態宣言が出たことで中止となってしまいまし
た。これも、対象の生徒たち（昨年の2年生）には
気の毒な事態です。

Q

A

　　コロナ禍の拡大は全く弊害ばかりもたらしますが、逆に、これに対
処することに伴う利点や得るものがあればお聞かせください。

　　感染を防ぐため「3密」を避けた授業、催し、説明会などを行うのに、
リモート、動画配信、オンライン開催といったツールを使うようになり
ました。こうした取り組みは、今後の授業のやり方や学校運営にも役に
立つと思われ、発想の転換を図るきっかけになっていると思います。

Q

A

物理実験室（Ａ棟２階）

図書室（Ｃ棟３階）

普通教室 廊下



　山田副校長先生は、2020年４月のご着任以来コロナ禍へ
の対応に直面され、学校運営実務の要として非常にご多忙な
日々を過ごされています。その山田先生からご挨拶文をいた
だきましたので、24ページに掲載いたしました。
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　　コロナ禍に対処することの中に、今後の授業
や学校運営のヒントがあるということですが、生
徒の皆さんが学校生活を送る両輪の一つにされて
いる部活動については、皆さんどのようにされて
いますか?

　　まず、部活動そのものが緊急事態宣言の発出
や都の指導により、2020年度はいずれの部も十
分な活動ができませんでした。活動を実施する場
合は都のガイドラインに基づきマスクの極力着
用、道具類の消毒、更衣室への入室人数制限、定
期的換気などを励行し、通常よりもかなり気を遣
いながら活動しています。

Q

A

　　生徒の皆さんもこれまでとは違うことに神経
を使わなければならないので、この面でもストレ
スにならなければいいですね。最後に、話は変わ
りますが、創立80周年の式典はどうされました
か?

　　当初は2020年10月に大体育館に関係者一同が会
して挙行する予定でした。しかし、これもコロナ禍
の影響で、大人数が一斉に集まる行事は中止という
都の方針が出され、式典は取り止めざるを得ません
でした。ただ、「周年」の行事なので、同窓会さんと
も相談・検討して、年度内のしかるべき時に実施す
ることにしました。具体的には、2020年11月25日（水）
に、Zoom・校内放送を使い、各クラスに配信して80
周年を祝う催しを行いました。校長先生のお話、同

Q

A

大体育館

小体育館（格技棟）

プール 部室棟

窓会会長様のご祝辞、武陵会（PTA）会長様のご祝
辞、生徒会会長挨拶を流しました。生徒たちには「記
念誌」を配っておきましたので、放送を単に視聴す
るだけでなく、記念誌を見ながら聴くことができた
ので、有意義な催しになったと思っています。なお、
記念誌と同時に配布された記念品（手提袋、クリア
ファイル3枚）には、生徒がデザインしたロゴマーク
を使用してもらいましたので、本人はもとより、学
校としても大変良い記念になりました。



80周年記念誌

銀杏  創立80周年記念号
まず、鷺ノ宮駅と富士見台駅の懐かしい写真に心ときめきます。
日本一賞や手塚記念賞を受賞された方々の貴重な寄稿、そして
６回生～72回生までの卒業生たちの各時代ならではの思いと涙
と笑いあふれる寄稿も楽しめます。
そして今回は卒業30年同期会の37回生～41回生、昭和の終わり
から平成の初めを武蔵丘で過ごした世代特集もあります。
OB・OGサークルやコミュニティサークルの活動についても掲載
されています。

寄稿頂いた先生方
堀畑剛志先生　　寺井勝人先生　　田河清司先生
黒岩克彦先生　　鬼塚秀生先生　　上島弘安先生
高橋正志先生　　磯川多華子先生　三井　欣先生
川端啓三先生　　山崎　象先生　　　河合末治先生
山本收太朗先生　小川葉子先生　　天沼照夫先生
常國佳久先生　　服部貴義先生　　濱中房代先生
若菜俊文先生　　杉山真司先生　　山田太枝先生
秋山好則先生　　加藤定男先生　　髙橋直樹先生
豊原由紀先生　　杉田秀俊先生　　田中敏雄先生

こんなのができました！
こんなのができました！

貴校創立八十周年、誠におめでとうございます。ま
た、貴重な周年誌をお届けいただき、あらためて武
蔵丘高校の創立からの歴史を拝見いたしました。
伝統ある武蔵丘高校の今後のさらなるご発展と武
蔵丘同窓会様の益々のご活躍を心よりお祈り申し
上げます。 （都立小石川高等学校）

他 校 同 窓 会より

学校編
春夏秋冬、様々な顔を見せてくれる
校舎・校内の景色を切り取った写真、
部活動・修学旅行や武高祭などの写真、
懐かしさがこみあげます。

学校編
春夏秋冬、様々な顔を見せてくれる
校舎・校内の景色を切り取った写真、
部活動・修学旅行や武高祭などの写真、
懐かしさがこみあげます。

武陵会編
昭和24年から保護者の方々が見守って
下さった歩みがわかり、感謝ひとしお
です。

武陵会編
昭和24年から保護者の方々が見守って
下さった歩みがわかり、感謝ひとしお
です。

同窓会編
同窓会の歩みと各界でご活躍の卒業生
（文学博士、微生物学者、ビリヤードプ
レーヤー、サッカー選手、格闘技家）の
寄稿、一読の価値ありです。

同窓会編
同窓会の歩みと各界でご活躍の卒業生
（文学博士、微生物学者、ビリヤードプ
レーヤー、サッカー選手、格闘技家）の
寄稿、一読の価値ありです。

未だかつて経験したことのないこのコロナ禍
の中、これだけ立派な記念誌を作成されまし
たこと、多大なご苦労と母校愛の賜物と拝察
いたします。私どもも来年は周年行事を行う
予定ですので、貴校に倣いまして母校支援に
尽力して参りたいと存じます。

（都立立川高等学校）

（掲載順）
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現役の頃には1ミリも気づかなかった、
先生方の思いが熱いったらない!! 今に
なって知るという…当時の先生方に感謝
です！　　　  （40回生 河村ともみさん)

学術、芸術、エンタメ、スポーツと武
蔵丘の卒業生は余りにも多才なこ
とに驚き、80年分がギュギューッと
詰まって“今が見える”ついつい読
みふけってしまう記念誌です。

（37回生 山本美知留さん）

80年の歴史を感じる記念誌
です。武蔵丘高校の「過去か
ら現在、そして未来へと」と多
くの人に読んでもらいたい。

（22回生 Ｋさん）

卒業生

読み始めたら面白くて、気付いたら２時間が
経過していました!!　卒業生の寄稿で若いお
二人の寄稿がとても素晴らしくて、胸がこみ上
げ目頭が熱くなりました。そして一番の長老の
方の寄稿は、私の息子がサッカー部なので、
これまたご縁を勝手に感じて熱くなりました。
41回生の石井さんはアナウンサーになられ
ていたのですね！ ご活躍なによりです。

(42回生 Ｔさん）

今回、記念誌の編集委員に
携わることができて、とてもい
い経験になりました。在校当
時の先生方の思いを知り得
たり、長い歴史の中で、受け
継がれてきた伝統を垣間見
ることができました。ご協力
いただきました皆様、心より
お礼申し上げます。
　　（40回生 渡邉久美さん）

80年代に先生方が統廃合の危機から
知恵を絞って様々な努力をして守って
頂いて、武蔵丘の歴史を繋いでくださっ
た事実を初めて知りました。同窓生の皆
様の寄稿はどれも懐かしさと親しみを
覚え、読み応えのある一冊です。また、鷺
宮駅と富士見台駅周辺の昔と今の貴重
な写真がたくさんあって、家族で楽しめ
ました。　　　　 　　（41回生 Ｙさん）

編集者のひとりとして「読んでも見ても
楽しい記念誌」を目指しましたが、写真
を多くしたことで少し目標に近づけたと
思います。沢山の寄稿文を読むと武蔵
丘で共に過ごした級友やクラブの仲間
が懐かしく思い出されました。

（11回生 中津博之さん）

コロナ禍、出版に携わる方が一人もいない中でまとまりの
ある素晴らしい記念号が完成しました。編集委員の皆さん
のご尽力に心から敬意を表します。70周年は20期以前の
卒業生の寄稿が50名以上だったが、今回は13名、若返り
が特出すべき事です。また、卒業30周年記事をまとめた事
も評価されます。90周年に向けて更に項目を纏められれ
ば良いと思います。毎年の同窓会総会・祝賀会の写真等
を掲載したらと思います。　　　  （11回生 渡邊義正さん）

高校卒業年次も忘れる程、遠い昔のことになって
おりましたが、ページをめくっているうちに、徐々に
当時の様子が想い出され、人生の辛さも知らず、
天下泰平の日々を過ごしていたものだと我ながら
おかしいやら懐かしいやら…。私にとって武蔵丘
時代は一生のうちで一番幸せな時期の一つです。
きっとあの学校にある特有の雰囲気と私の性格が
一致したのでしょうが、偶然とはいえ、その縁に人
生の不思議さを感じています。　 （９回生 Ｓさん）

ありがとうございました！
この度は記念誌発行に際し、数多くのご感想を
お寄せいただき、誠にありがとうございました。
一部抜粋という形ではございますが、ここに掲
載させていただきます。尚、記念誌は1万円以上
の協賛金をお寄せいただいた方にお送りしてお
ります。
ご好評のため在庫は少ないのですが、ご希望
の方がいらっしゃいましたら、お早めに同窓会
事務局にご一報の上、お振込みくださるよう
お願いいたします。

80周年の節目に同窓会会長として記念誌編集に関
われ光栄です。あらためて武蔵丘の歴史の重みを感
じます。編集を通し、諸先輩や後輩の諸氏との出会
いや交流ができたことは、私の財産となりました。関
わったすべての方々に感謝します。ありがとうござい
ました。 　　　　　  　（同窓会会長 神山敬章さん）

コロナ暗雲の中、編集委員の皆様が一生懸命明るい記念誌を
作って下さり感謝です。（私のイラストが多すぎるけど）隅々まで読
んで武蔵丘高校の素晴らしい歴史が甦り再び私の元気の素にな
りました。（最も私が未だ書き続けている小さな恋の物語は、武蔵
丘高校が出発点になっているのですから…そう言えば私も80
才！）この青春のバトンを武蔵丘の次の世代にも渡していけたらと
願っています。　　　　　　　  　 （11回生 みつはしちかこさん）

記念誌を拝見しながら武蔵丘高校の80
年の歴史の重さを感じています。共にそこ
に身を置いた者として感慨深く思っており
ます。武蔵野のおもかげを残すクヌギ林は
健在でしょうか。春にウグイスの鳴き声に
驚いたことを思い出しました。私の高校時
代、心の愛読書でした“小さな恋の物語”
は今も大切に保管しています。この度のＴ
シャツは宝物です!! 大切にいたします。あ
りがとうございました。（抜粋）

（Ｋ元校長先生）
当時同僚で過ごした皆さんの、武蔵丘
が特別であった思いがうかがわれ嬉しく
なりました。式典は残念でしたが、立派
な記念誌を後世に残せ、関係者には賛
辞と感謝を申し上げます。コロナの収束
を願いつつ…。　　　（体育科 Ｋ先生）

立派な記念誌をお送り頂きありがとうござ
いました。昔と今の対比あり、また、懐かし
いお顔を拝見して、一時思いにふけりまし
た。武蔵丘同窓会のますますのご発展をお
祈り致します。 （美術科 Ｔ先生）

先生方

読んでいるうちに「もっと
他にも、あの方の原稿、こ
の方の原稿が読みたかっ
たな」と故人のことが何人
も偲ばれました。

（国語科 Ｔ先生）
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同窓会のホームページです

https://www.musakou.com
武蔵丘創立80周年記念事業の一環として、ホームページを全面リニューアルしま
した。
これまでの内容（コンテンツ）を踏襲しつつ、新たに次のとおり変更を加えました。
会報誌「銀杏」に加え、同窓会の情報発信ツールとして、内容を常時更新して参
りますので、是非ご活用ください。

●年会費等のオンライン納入
2021年５月から、ホームページ上のボタンをクリックして年会費等の納入をクレ
ジット決済できるようにしました。（ただし、VISAとMasterのみ）
もちろん、振込用紙で郵便局から振り込みも従来通りできます。

●パスワードの設定
第三者に閲覧されては支障があるコンテンツには、同窓会員だけが使える共通の
パスワードを設定いたしました。
お知りになりたい方は、必ずホームページのお問い合わせフォームにて、同窓会
事務局あてお問い合わせください。（電話ではお答えいたしかねます）
なお、パスワードは第三者に知られることのないよう、取扱いには十分ご留意く
ださるようお願いいたします。
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42回生 同期会（再）延期のお知らせ！

https://42kaiseimusashigaoka-1990.jimdosite.com/
42回生同期会幹事：木原臣一・矢野信悟・下沢佐智子・田中喜美子・田中友規・本間智恵（旧姓表記）

　皆様、お元気にお過ごしでしょうか？
　7月10日㈯に開催とお知らせしておりました同期会です
が、昨今のコロナ禍の状況が全くもって読めないことから、
大変に残念ですが「再延期」とすることといたしました。
参加を予定してくださっていた方々には、ご迷惑をお掛け
し申し訳ございません。
　今後の開催日程はこれからの感染状況や社会情勢を見な
がらの判断となりますが、皆さんに安心してご参加頂ける

「同期会」にしたいと思っておりますので、日程が決まり次
第、再度ご案内させていただきます。

　また、今後は42回生のグループライン（登録数、現在70
余名）や専用ホームページで、現在の学校の様子等々、皆
様の思い出も発信させていただく予定ですので、そちらも
お楽しみに！
　そして、今後も母校の同窓会運営にご協力をよろしくお
願いいたします。
　最後になりましたが、一刻も早いコロナ禍終息と、皆様
のご健康を心より祈っております。
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クヌギ林の整備
（第一次）

整備前

ロープを樹にかけて登る準備です

登っています

宙吊りです

上から見ると……

樹上で枝払い

地上7mの昔の切り口にキノコ

樹上から下ろしたカラスの巣

切った枝を吊り降ろします

降ろした枝を短く切断

ビフォー（右）＆アフター（左）

切った枝の一部です　

2021年1月、創立80周年記念事業として、学校内クヌギ林
の第一次整備（枝払い）が行われました。「ツリークライ
ミング」という技法を使い、高校42回生 田中雅紀さんの
経営する会社が1週間以上かけて実施してくださいました。



私たちも同窓生
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　高校時代は柔道部でした。卒業後、アジアオセアニアを旅し、幼少の
頃から和太鼓をやっていたこともあり、世界各地の音楽にも触れ、帰国
後は太鼓芸能集団『鼓童』で和太鼓の研修をしました。
　1998年和太鼓『JU-ZO』を結成し、年間約30回公演をしてきました。
　原発事故の際は、避難でバラバラになった福島の太鼓チームの子供た
ちと東京に結集し、東京FMホールで「感謝と出発のコンサート」を主
催。学年担任だった梅田先生をはじめ、武蔵丘の先生方も駆けつけてく
れました。後から「あの佐久間くんがこんなに立派になって…」と言っ
てもらえました。
　現在は『音心（おんじん）』というユニットで演奏活動を続けています。
　また『指圧師』の資格を取得し地元沼袋で治療院を開いています。
　太鼓も音楽も指圧も、これまで私を生かして来て下さった皆さんに、
心よりの感謝の気持ちと健康で過ごしてもらいたいとの思いを込めて、
日々、精進しています。

　芦垣皋盟（アシガキコウメイ）、これは私が演奏家として活動
する際の芸名です。
　10歳より尺八を始め、東京
芸術大学を卒業後、同大学大
学院を修了、その後は海外演
奏やCD録音、リサイタル開
催など、ご縁に恵まれた音楽
活動を行って参りました。高
校3年間は尺八と向き合わず、
充実した学校生活を過ごして
居りました。そんな楽しい時
間も進路の決まらないまま卒
業が迫り、さあどうしようと思った時に尺八を再開、二浪して念願の東京芸術大学へ合格することが出来ました。 この2年の経験が今の自分の「力」・「強さ」を育んでくれたことは間違いありません。人生において無駄な時間はなく、高校3年間と浪人2年間があったからこそ、今の自分があると思っています。 

　このコロナ禍で演奏会は激減、以前の様な活動は出来ません。落胆の日々ですが、今出来る事、しなければいけない事を見極めて、活動再開に向け心身ともに精進しなければと思います。 
芦垣 一哉

尺八演奏家
芦垣　皋盟

指圧師、和太鼓演奏家

佐久間　崇

　皆さま、こんにちは。43回生の

藤枝です。
　私はダンス歴33年！ダンサーを

生業に生活しております。

　高校2年生の時にダンスの

TV番組で個人優勝、また有

名な番組では「天才たけしの

元気が出るTV」の1コーナー

のダンス甲子園で東京代表と

なり、今の私を支える大きな

経験をしました。

　武蔵丘では先生方には大変お世話になり、武蔵丘の奇

麗な学校と広くて恵まれたグラウンドで、キラキラ輝く

青春を歩めた事が、今思い出されます。

　現在はダンサー業の傍ら、ダンスイベント「PARTNER」

と地元阿佐ヶ谷地域区民センターをお借りし、ダンサー

の妻と「GaYaGaYaダンススクール」を開業いたしまし

た。近所で体を動かしたい同級生の皆様、初心者大歓迎

のスクールですし、KIDSクラスも御座いますので、是非

お越しください。お待ちしております♪

　皆様の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

ダンサー
藤枝　

秀之

43回生　同期会開催！
（昭和47年４月～昭和48年3月生まれ）

日時：8月21日（土）14：30 ～ 16：30（受付13：30）
場所：中野サンプラザ（13階コスモルーム）
※天井が高く広い会場です。コロナ対策していますので、
　ご安心ください。

お申し込み・会費などのお問い合わせはこちら
43musako1991@gmail.com
Facebook『都立武蔵丘高校43回生』もあります。
※着席形式なので、事前振り込みです。

〈43回生同期会実行委員〉水田・岩窪・青柳・芦垣・市倉・市場・岩渕・
加瀬・栗田・佐久間・佐藤・武井・田辺・村木

今年度49歳になるあなた！
1991年3月9日に卒業してからなんと30年！

再び結集！
恩師の方々も沢山招待します。
すでに参加が決まっている先生方も多数います。
こんなに大規模な同期会は最初で最後かもしれません。
同期による余興もあります。お楽しみに！
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　武蔵丘は創立80周年を迎えました。
　長い間に消息不明になる同窓生が増えていくのはいたしかたないことではあります。しかしながら、
そのうち一人でも二人でも、再び連絡が取りあえるようになれたら、嬉しいことではないでしょうか？
　各期の皆さんの消息を表にしました。多くの人と連絡がつくよう、各期の皆さんのご協力をお願いし
ます。幅広い世代の同窓生が多数集まり、縦にも横にも充実した同窓会をつくっていきたいと思います。

卒業年 回生 総人数 物故者 住所
不明者

連絡
可能者

昭20 中1 217 85 95 37 
昭21・22 中2 172 47 73 52 

昭23 中3 120 51 31 38 
昭24 高1 83 48 17 18 
昭25 高2 183 48 72 63 
昭26 高3 271 105 71 95 
昭27 高4 285 93 78 114 
昭28 高5 278 54 93 131 
昭29 高6 285 53 91 141 
昭30 高7 292 41 117 134 
昭31 高8 291 28 115 148 
昭32 高9 293 47 74 172 
昭33 高10 302 43 115 144 
昭34 高11 321 58 75 188 
昭35 高12 312 57 66 189 
昭36 高13 310 27 118 165 
昭37 高14 365 34 108 223 
昭38 高15 373 27 160 186 
昭39 高16 364 16 149 199 
昭40 高17 423 18 226 179 
昭41 高18 528 40 138 350 
昭42 高19 470 36 152 282 
昭43 高20 476 17 203 256 
昭44 高21 459 24 159 276 
昭45 高22 444 17 171 256 
昭46 高23 439 20 216 203 
昭47 高24 429 8 178 243 
昭48 高25 418 11 209 198 
昭49 高26 422 13 228 181 
昭50 高27 402 16 194 192 
昭51 高28 400 7 185 208 

卒業年 回生 総人数 物故者 住所
不明者

連絡
可能者

平20 高60 187 0 73 114 
平21 高61 129 0 50 79 
平22 高62 120 0 38 82 
平23 高63 166 0 44 122 
平24 高64 183 0 59 124 
平25 高65 265 0 83 182 
平26 高66 276 0 72 204 
平27 高67 263 0 59 204 
平28 高68 316 0 35 281 
平29 高69 295 0 17 278 
平30 高70 284 0 8 276 
平31 高71 298 0 3 295 
令 2 高72 294 0 3 291 
令 3 高73 271 0 0 271 

卒業年 回生 総人数 物故者 住所
不明者

連絡
可能者

昭52 高29 407 3 208 196 
昭53 高30 394 4 186 204 
昭54 高31 394 8 209 177 
昭55 高32 400 1 200 199 
昭56 高33 391 6 198 187 
昭57 高34 400 1 217 182 
昭58 高35 399 3 231 165 
昭59 高36 405 2 254 149 
昭60 高37 296 1 162 133 
昭61 高38 405 1 257 147 
昭62 高39 485 1 213 271 
昭63 高40 454 5 186 263 
平 1 高41 459 4 223 232 
平 2 高42 469 1 223 245 
平 3 高43 462 2 227 233 
平 4 高44 476 0 255 221 
平 5 高45 405 0 242 163 
平 6 高46 350 1 193 156 
平 7 高47 354 0 203 151 
平 8 高48 337 0 171 166 
平 9 高49 327 4 174 149 
平10 高50 320 0 182 138 
平11 高51 290 0 170 120 
平12 高52 289 0 148 141 
平13 高53 275 0 134 141 
平14 高54 283 0 138 145 
平15 高55 277 0 140 137 
平16 高56 268 0 164 104 
平17 高57 243 0 106 137 
平18 高58 181 0 78 103 
平19 高59 189 0 72 117 

<<消息ご連絡のお願い>>
　お知り合いの同窓生で「銀杏」が届いていない方は、
同窓会にお届け先をご連絡いただいてない方です。多く
の会員の皆さまに「銀杏」をお送りしたいので、ご本人
の了解を得て、事務局に是非ご一報ください。

<連絡先>
〒165-0031東京都中野区上鷺宮2‒14‒1
武蔵丘同窓会事務局／TEL&FAX　03‒3926‒6834
　　　　　　　　　　e-mail　musako@jade.dti.ne.jp
毎週 火・木・金曜日の10：00 ～ 14：00は事務局員が
在局しています。
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2021年度 役員等一覧 2021.3.31現在　　本年の総会で執行役員は改選されます。
同窓会規約については、ホームページをご覧下さい。http://www.musakou.com

会　　長 神山 敬章（高校22） 幹 事 長 平林 敏宏（高校32）

副　会　長 石川 憲一（高校20）　　三浦（小林）文（高校26）　　
増渕（太田）恵子（高校34）　 副幹事長 山本（浅野）美知留（高校37）　　小田 慶喜（高校50） 

会　　計 粟田（田近）敦子（高校28）　　米川（松本）育子（高校41） 会計監事 荒木 秀夫（高校19）　　松本 大忠（高校21）
幹   事 回 生 卒業年 誕生年/4〜3月 氏     名

中学1回生（卒業年：昭和20年）（誕生年/4〜3月：昭和3年〜4年）〜高校3回生（卒業年：昭和26年）（誕生年/4〜3月：昭和7年〜8年）　　幹事不在
高校4 昭和27 昭和8年〜9年 太原 一郎
高校5 昭和28 昭和9年〜10年
高校6 昭和29 昭和10年〜11年 若林 恒郎
高校７ 昭和30 昭和11年〜12年
高校8 昭和31 昭和12年〜13年 佐久間 美昌 川本（西川）雅子
高校9 昭和32 昭和13年〜14年 相川 裕道 大谷 和輝
高校10 昭和33 昭和14年〜15年 内山（大神田）園子 田尻 紀夫
高校11 昭和34 昭和15年〜16年 石原（倉本）美代子 中津 博之 渡邊 義正
高校12 昭和35 昭和16年〜17年 佐藤（沖山）秀子 松井 泰一
高校13 昭和36 昭和17年〜18年 松岡 不二子
高校14 昭和37 昭和18年〜19年 真嶋（加賀美）玲子 春木 剛史 渡邊 孝映
高校15 昭和38 昭和19年〜20年 塩谷 護 外山 泰三 秦 昭彦
高校16 昭和39 昭和20年〜21年 鈴木（小坂）和美 槇枝 一臣 山田 正宏
高校17 昭和40 昭和21年〜22年
高校18 昭和41 昭和22年〜23年 山田（甲野）陽美
高校19 昭和42 昭和23年〜24年 荒木 秀夫 山田 正博
高校20 昭和43 昭和24年〜25年 石川 憲一 伊福部 高史 鹿江（杉本）正子
高校21 昭和44 昭和25年〜26年 飯島 行雄 松本 大忠
高校22 昭和45 昭和26年〜27年 神山 敬章 北村 輝男 京須 浩
高校23 昭和46 昭和27年〜28年 木村 美音 小関 康幸 弦巻 武
高校24 昭和47 昭和28年〜29年 大石 誠 山本 收太朗
高校25 昭和48 昭和29年〜30年 粟田 幸助 重田 保之 三縄 亮
高校26 昭和49 昭和30年〜31年 三浦（小林）文 田㟢（早川）慶子
高校27 昭和50 昭和31年〜32年 奥田 恭二 野本 卓司 山田 幹男
高校28 昭和51 昭和32年〜33年 井桁（木村）恭子 西村（戸塚）則子 水野谷 智子
高校29 昭和52 昭和33年〜34年 石川 直行 前田 好春 入江（吉田）優美子
高校30 昭和53 昭和34年〜35年 新井 智博 井沼 朱美子 小松 俊哉
高校31 昭和54 昭和35年〜36年 近藤 勝 菅澤（峰尾）寛美
高校32 昭和55 昭和36年〜37年 大内 慎吾 平林 敏宏
高校33 昭和56 昭和37年〜38年 棚木 宏明 谷津 雅貴
高校34 昭和57 昭和38年〜39年 市川 由紀夫 増渕（太田）恵子 杉山 真司
高校35 昭和58 昭和39年〜40年 中嶋（金澤）ちづる
高校36 昭和59 昭和40年〜41年
高校37 昭和60 昭和41年〜42年 山本（浅野）美知留 村井（東）江美
高校38 昭和61 昭和42年〜43年 佐藤（佐藤）好美 田中 成和
高校39 昭和62 昭和43年〜44年 三ツ矢 直史
高校40 昭和63 昭和44年〜45年 河村（落合）ともみ 渡邉（棚橋）久美 町田 ゆき子
高校41 平成元 昭和45年〜46年 米川（松本）育子
高校42 平成2 昭和46年〜47年 木原 臣一 永田（田中）喜美子 矢野 信悟
高校43 平成3 昭和47年〜48年 青柳 陸明 岩窪 宏明 常国（水田）絵美里
高校44 平成4 昭和48年〜49年 中山（阿久津）よし美 伊藤 昌太
高校45 平成5 昭和49年〜50年 武井 征樹 田辺（永井）美野里
高校46 平成6 昭和50年〜51年 原田 暁
高校47 平成7 昭和51年〜52年
高校48 平成8 昭和52年〜53年
高校49 平成9 昭和53年〜54年
高校50 平成10 昭和54年〜55年 小田 慶喜
高校51 平成11 昭和55年〜56年
高校52 平成12 昭和56年〜57年
高校53 平成13 昭和57年〜58年 青柳 礼奈
高校54 平成14 昭和58年〜59年 中本 雅俊 並木 義之
高校55 平成15 昭和59年〜60年 高橋 尚人 吉田 裕一
高校56 平成16 昭和60年〜61年 有井 由美 平林 一也
高校57 平成17 昭和61年〜62年
高校58 平成18 昭和62年〜63年
高校59 平成19 昭和63年〜平成元年
高校60 平成20 平成元年〜2年
高校61 平成21 平成2年〜3年
高校62 平成22 平成3年〜4年
高校63 平成23 平成4年〜5年 阿部 大志
高校64 平成24 平成5年〜6年 新山 一葉 志野木 すみれ 古澤（吉村）愛里
高校65 平成25 平成6年〜7年 天野 賢 山下 虎撤 山下 沙織
高校66 平成26 平成7年〜8年 近藤 まゆ 松崎 菜央 和久津 はるか
高校67 平成27 平成8年〜9年 大楠 征哉 熊谷 咲良 塚越 佳祐
高校68 平成28 平成9年〜10年 赤司 津和野 上鵜瀬 譲 中村 芽生
高校69 平成29 平成10年〜11年 岡㟢 巧実 岡村 郁弥 久安 菖太
高校70 平成30 平成11年〜12年 岩間 智也 近藤 壱郎 田中 克和
高校71 平成31 平成12年〜13年 富田 湧介 堀内 雄太 渡辺 皓貴
高校72 令和2 平成13年〜14年 寒河江 承太郎 村瀬 太郎 山口 健太郎
高校73 令和3 平成14年〜15年 上田 真希【新】 岡元 みなみ【新】 小宮 颯斗【新】

クラブOB会幹事 野球 神藤 享三（高校16） 吹奏楽（MOBB) 粟田（田近）敦子（高校28） 柔道 村上 矩義（高校11）

名誉会長 内藤 千春　校長 相 談 役 中西 進（中学2） 事 務 局 粟田（田近）敦子（高校28） 
米川（松本）育子（高校41）

幹事不在の期は、是非ご
選出いただき、事務局ま
でご連絡ください。
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　記念誌作成には編集委員の献身的活躍により立派な素晴ら
しい記念誌が出来ました。コロナ禍でなかなか対面会議が出
来ない中での作業で大変だったかと思いますが感謝申し上げ
ます。早くコロナ禍が収束することを願うばかりです。
　私の本務先である明星大学でも昨年度は前後期とも非対面
授業でリモートやwebでの授業でした。学生の顔と名前が
一致せずあらためて教育とは何かを考えさせられました。元
来授業は対面が基本でありますが対面、非対面という言葉の
持つ違和感が日常的になってしまっている自体怖いことであ
ります。
　そのような状況の中、今求められることは、まさしく「変
えるべきものを変える勇気」と「変えられないものと変える
べきものを区別する賢さ」でありましょう。社会の状況が変
化してきたのであれば変化に応じて変えていかなければなら
ないものがあるはずです。
　日常的に全国同一の教育を受けることが困難な時代にいま
改めてSDGs（持続可能な開発目標）に対する取り組みなど
具現化を図り、人間が解決すべき課題が山積している中、生
涯学び続けることが重要であると思います。
　我が同窓会は、様々な課題が多様化、複雑化、専門化した
現代において「人づくり」「地域づくり」に取り組むべき重
要性に鑑み更なる結束をしようではありませんか。重ねて年
会費と協賛金も継続しておりますので、よろしくお願いいた
します。
　最後に会員皆様には今後とも絶大なるご支援、ご協力を賜
りたく何卒よろしくお願い申し上げご挨拶といたします。

　同窓会会長に就任して早2年が経とうとしています。同窓
会員の皆様におかれましては日頃より同窓会活動に対しま
して多大なるご理解、ご助力を賜り厚く御礼申し上げます。
　また、80周年の協賛金も多くの会員からお寄せいただき
重ねて御礼申し上げます。
　北村輝男前会長より引き継いだものの、今日までの活動
はコロナ禍における対応に振り回され続けた一年半であり
ました。その間、昨年は10月24日に予定されていた80周
年記念式典・祝賀会が延期となり、式典は11月25日に生徒
達が一堂に会することが出来ず各クラスでのリモートによ
り挙行されました。内藤校長先生の式辞、生徒代表、武陵
会会長の祝辞が述べられました。私も同窓会長として祝辞
を述べさせていただきました。式典の前に日本一賞の授与
式が行われ高校9回生の杉山純多氏に高校より授与されま
した。祝賀会は、今年の7月10日に延期となり仕切り直し
ですが多くの方々の参加をお待ちいたしております。また、
前後しますが昨年6月10日に予定をしていた全校生徒への
中西進先生の講演会（同窓会主催）が延期となりコロナ収
束を待って実施予定であります。

さらなる絆づくりに
向けて結束を
同窓会会長 

神山 敬章　（高校22回生）

9回生）に、日本一賞が授与されました。そして同日午後に
は本校の生徒たちに向け「創立80周年記念の会」をオンラ
イン形式で実施しました。生徒たちは自分たちのHR教室で、
同記念誌を開きながら、同窓会長や武陵会長の御挨拶等を
聴き、日本一賞受賞者をはじめとする諸先輩方の活躍を振
り返り、本校の歴史と伝統の重みを改めて感じることがで
きました。当初の計画から大幅な変更を余儀なくされまし
たが、コロナ禍でできることは何かを、同窓会や武陵会の
方々とともに考え、実行し、「創立80年」というひとつの区
切りを迎えることは、大きな収穫であったと思います。様々
な御支援、御協力をいただいた皆様に、あらためて感謝を
申し上げます。
　さて私事で恐縮ですが……私は令和3年3月31日で定年退
職となり、4月1日からは、再任用の校長として引き続き、
本校に勤務することとなりました。38年間の現役教員生活
にひと区切りをつけ、新たな気持ちで本校の学校経営に臨
みます。コロナ禍は未だに終息の気配が見えませんが、武
蔵丘の生徒たちのために、一日一日、今できることに精一
杯取り組んでいく所存です。今後とも、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

　昨年度は新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年で 
した。
　創立80周年行事も、6月に開催を予定していた中西進先生

（文学博士、文化勲章受章、中学2回生）の「特別記念講演
会」と10月に開催を予定していた「記念式典」及び「祝賀会」
は残念ながら実施できませんでした。
　しかし、同窓会・武陵会のご協力により、「創立80周年記
念誌」は完成、配布することができました。また同窓会か
らは、今後の本校の教育活動に活かせるようにと、電子ピ
アノ及び屋外照明器を寄贈いただきました。さらに、今後
数年かけて、「クヌギ林」のメンテナンスもしていただくこ
ととなりました。
　11月25日には、第12回日本一賞授与式を本校で開催し、
微生物学研究で長年にわたり活躍された杉山純多氏（高校

気持ちをあらたに

都立武蔵丘高等学校長 

内藤 千春　
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　令和2年、武蔵丘高校創立80周年おめでとうございます。
この日を迎える事が出来ましたのも、これまで武蔵丘高校を
愛し大切に育ててくださいましたたくさんの方のおかげだ
と心より感謝いたします。式典当日まで同窓会のみなさまに
は学校・子どもたちのために多大なるご尽力をいただき本当
にありがとうございました。式典は放送にて祝賀会は延期と
なりましたが同窓会の方のご活躍、そして、まだ生徒だった
頃の懐かしいお話を聞かせていただいた時間は楽しいひと

ときでした。今は少しずつ薄れていくように思う「母校愛」
がここにはたくさんあると感じました。
　緑いっぱい自然の中にある武蔵丘高校は80年間たくさん
の子どもたちを見守り送り出してくれました。移り変わりの
早い時代の中で変わらずに見守っていてくれる校舎！
　私たち武陵会もそこで活動が出来た事をしあわせに思い 
ます。
　この80年間、子どもたちが出ていく社会はいろいろな意
味で大きく変わっています。便利になった反面、生きづらい
社会にもなりつつあります。そんな中でもしっかりと自分の
道を生きて行ける武蔵丘高校生であると信じています。
　同窓会のみなさまには長きにわたり子どもたちの教育活
動へのご支援をいただき本当にありがとうございます。これ
からも、みなさまのご活躍を心より願っております。
　“いつか80周年祝賀会が出来ますことも”

年 月 日 内　　容
2020 4 11 第 1 回幹事会 緊急事態宣言発出に伴い、中止。紙面で各幹事に報告。

5 10 ｢銀杏｣ 発行
5 16 第 2 回幹事会 コロナ禍により、中止。紙面で各幹事に報告。

6 10 令和記念講演 中学 2 回生 中西 進氏による記念講演（武蔵丘高校主催）　コロナ禍により、
延期。

6 27 総会（武蔵丘高校） コロナ禍により、中止。決議事項は書面にて決議。
7 18 第 3 回幹事会 総会（書面決議）報告、80 周年記念事業打合せ（祝賀会は次年度に延期）。
8 8 第 4 回幹事会 80 周年事業検討、記念品の意匠決定、卒業 30 周年同期会打ち合わせ。
9 12

13 武高祭 日本一賞受賞者プロフィールのパネル展示、銀杏文庫、母校記録のパネル
展示、卒業生の美術作品展示、餅つき大会。コロナ禍により、中止。

9 26 臨時幹事会 80 周年事業検討、記念品の制作途中報告、卒業 30 周年同期会打ち合わせ。
10 月 10 日第 5 回幹事会は中止。

10 24 80 周年記念式典（武蔵丘高校） 武蔵丘高校主催　大体育館。コロナ禍により、11 月 25 日に延期。
祝賀会（中野サンプラザ） 同窓会・武陵会共催　コロナ禍により、延期。
同期会（中野サンプラザ） 42 回生同時同期会 コロナ禍により、延期。

10 25 東京校歌祭 コロナ禍により、中止。
11 14 手塚記念賞授与式 於：武蔵丘高校校長室　11 回生 井上英二氏
11 25 80 周年記念式典（武蔵丘高校） 午前：日本一賞授与式 9 回生杉山純多氏　午後：校内放送にて記念式典
11 28 第 6 回幹事会 反省会　コロナ禍により、中止。

2021 2 1 第 7 回幹事会 コロナ禍により、中止。各幹事に報告。
3 7 第 8 回幹事会 コロナ禍により、中止。各幹事に報告。

コロナ禍により大幅な予定変更が生じる場合がありますので予めご了承下さい。
年 月 日 内　　容

2021 4 10 第 1 回幹事会 前年度事業・決算報告、今年度事業計画・予算発表、役員改選報告、銀杏
検討、42 回生同時同期会打ち合わせ。

5 8 第 2 回幹事会 銀杏発行報告、祝賀会・同期会検討、武高祭検討。
5 10 ｢銀杏｣ 発行

6 26 第 3 回幹事会 総会（書面決議）報告、祝賀会打合せ　来年度総会・懇親会会場検討、武
高祭検討。

7 10 祝賀会（中野サンプラザ） 同窓会・武陵会共催。
8 7 第 4 回幹事会 80 周年事業報告、祝賀会報告、武高祭検討。

8 21 同期会（中野サンプラザ） 43 回生同期会（準同時同期会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　同窓会承認理由：コロナ禍による開催時期延期の為

9
　

11
12 武高祭 日本一賞受賞者プロフィールのパネル展示、銀杏文庫、母校記録のパネル

展示（11､ 12日）、卒業生の美術作品展示（11､ 12日）、餅つき大会（12日）。
10 16 第 5 回幹事会 武高祭報告
10 31 東京校歌祭 杉並公会堂にて
11 27 第 6 回幹事会 反省会

2022 2 5 第 7 回幹事会 事業計画・予算大枠検討、「銀杏」検討。
3 5 第 8 回幹事会 事業報告・決算見込報告、事業計画・予算案検討。

ご挨拶

武陵会会長 

早川 美奈子

2020年度

事業
報告

2021年度

事業
計画
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ご挨拶 副校長　山田 智美

　2020年4月に、都立王子総合より着任し
ました、副校長　山田 智美（やまださと
み）と申します。副校長としては2校目の
経験となります。武蔵丘高校は80年とい
う長い歴史を持ち、特色ある教育活動と

様々な分野で活躍されている諸先輩方を多く輩出されて
いる学校です。自身は5校の経験のうち初任校である小
石川高校しか伝統校の経験がなく、後は新設から10年

程度の新設校の経験でしたので、久しぶりに歴史ある学
校、そして素晴らしい同窓会組織とともにお仕事をさせ
ていただき、圧倒と緊張の連続でございます。同窓会の
ご配慮で、在校生が貴重な学びを経験できたり、教育活
動に必要な物品等をご用意くださったりと大変感謝いた
しております。教職員一同、武蔵丘の良き伝統を継承し
ながら、より良い学校つくりに尽力して参ります。どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

 2021 年度 先生方の異動
◇転出された先生方
国 　 語 渡辺　圭太　先生 九段中等教育学校へ
理 　 科 小坂　雅之　先生 西　高校へ
美 　 術 星山　剛一　先生 若葉総合高校へ
家 　 庭 田口　尚美　先生 調布北高校へ
理 　 科 荒井　岳大　先生 育休
保 　 体 中馬喜久子　先生 非常勤

◇転入された先生方
国 　 語 上杉　　渓　先生 新規採用
理 　 科 山田　直輝　先生 新規採用
美 　 術 松岡健太郎　先生 福生高校から
家 　 庭 石井あかね　先生 小平西高校から
理 　 科 中込　　潤　先生 育休代替

　令和3年3月の卒業生の進路状況は、大学進学74%、
短大進学3%、専門学校進学15%、進学準備等8%でした。
　今年度はセンター入試に代わって大学入学共通テスト
が始まり、また新型コロナウィルス感染症の影響で入試
方法にも変更があるなど難しい状況でしたが、本校の生
徒は一般入試のみならず、指定校推薦、総合型選抜、学
校推薦型選抜なども利用して、第一志望校合格のために
それぞれが全力を尽くしました。東京学芸大学、東京海
洋大学を含む国公立大学に3名、早稲田大学、東京理科
大学のような難関大学に加えて、ＧＭＡＲＣＨ（学習院
大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、
法政大学）にも24名の合格者を出すことができました。
また、成蹊大学・成城大学・明治学院大学・獨協大学、
國學院大學、武蔵大学のグループにも54名の合格者が
ありました。例年通り、医療系大学・専門学校への進学
者も多く、また、東京女子大学などの女子大学への進学

進路指導部　杉野 文栄武蔵丘高校の進路状況について

者が女子生徒の28%に上っているのも本校の大きな特徴
です。
　本校では授業の充実に加えて、休業中の講習や予備校
講師による講習などを積極的に行っています。特に、夏
季休業中や12月の予備校講習には多くの生徒が参加し
ています。また、コロナ禍でオープンキャンパスが実施
されない中、卒業生が後輩に対してビデオレターを作成
し、サポートをしてくださいました。こうした他校に例
を見ない取組は、PTA組織である武陵会に加えて、同
窓会の皆様のご支援の賜物であり、深く感謝申し上げま
す。
　進路指導部では、進学実績向上を目指すとともに、生
徒が卒業後に生き生きとした人生を送ることができるよ
うキャリア教育にも力を入れていきたいと考えておりま
す。同窓会の皆様には大変お世話になることと思います
が、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。



2021（令和3年）年5月10日25  いちょう武蔵丘同窓会誌

同窓会誌「銀杏」の発行や母校援助などは、皆さまから納入
いただく会費（年2,000円）で運営されています。
会費納入は、同封の振込用紙にてお払い込みください。
68回生は本年度より納入ください。69・70・71・72・73回
生は卒業時に5年分の会費（5,000円）を納めていただきま 
した。

●中学2･･･s21
北村　節朗
佐久間　光之
石津　邦彦
佐藤　昭男
島田　慶直
中西　進
永松　泰三
平井　芳次
●中学3･･･s23
大田　康夫　
小柳　修爾　
佐々木　道郎　
島崎　淳　
●高校1･･･s24
津村　修　
冨井　達　
中内　康雄　
●高校2･･･s25
飯田　和靖　
井川　卓典　
杉山　幹男（伊藤）
川崎　普照　
國岡　昭夫　
斎藤　誠二　
清水　祥　
宗村　勉　
田中　国穂　
富谷　豪　
中村　光作　
早船　昭雄　
原　剛　
日高　陽一郎　
松家　英一　
●高校3･･･s26
石津　敦　
内田　博　
河合　良衛　
畔栁　鑛　
今野　武　
斎藤　隆英　
佐々木　清一　
鈴木　重正　
中村　皓一　
花岡　弘昌　
町井　直行　
山本　力也　
脇　輝彦　
●高校4･･･s27
青柳　邦雄　
石川　達朗　
石垣　秀三郎　
井戸　久郎　
河原　宏　
渋谷　成美　
中山　貞夫　
根本　一範　
野沢　弘　
山際　雄一　
山田　幸教　
横山　一雄　
●高校5･･･s28
赤塚　等　
小清水　ゆき子（江本）
川上　養吉　
熊谷　公明　
栗原　光江　
佐藤　佳代子　
吉武　喜代子（佐野）
下條　光雄　
鈴木　幹男　
滝田　寿一　
中川　清徳　
長嶋　忠三郎　
細川　たか子　
小池　仁子（堀口）
松尾　郁男　
吉田　貴旨　
●高校6･･･s29
相原　信孝　
朝倉　陵之　
阿曽村　安晃　
飯村　博史　
梅津　浄子（井上）
荻間　幸雄　
音無　敏彦　
菊池　明　
黒岡　鐵之助　

阿部　世紀子（小山）
佐藤　和直　
山野口　倭文子（佐藤）
髙木　志行　
立岩　彰　
田中　裕　
手倉森　淑子（田中）
中馬　勇　
中村　吉邑　
間下　道也　
矢島　千恵子（町田）
濱野　智惠子（三宅）
八幡　正身　
大和　俊平　
若林　恒郎　
●高校7･･･s30
生野　智久　
大沼　巌　
大平　正　
小笠原　長成　
小薗江　豊　
小林　幹雄　
茅野　純　
小沢　陽子（津久井）
鶴岡　好夫　
原　邦男　
結城　郁雄　
●高校8･･･s31
甘利　昌俊　
一杉　清　
大橋　耐二　
小笠原　啓倫　
加藤　善高　
金子　正明　
佐野　立子（熊谷）
栗田　伸男　
瀬上　都志雄　
染谷　淳一郎　
鷹見　保倶　
高山　弘美　
草刈　恭子（滝川）
柳下　洋子（竹内）
馬場　トキ子（田中）
藤井　毅弘　
保科　好信　
北原　治代（宮坂）
大野　照子（森下）
山中　惇哉　
山下　豊　
●高校9･･･s32
相川　裕道　
赤川　征紀　
泉　哲三　
市野　史子　
今治　正明　
今村　弘美　
酒井　稔子（上田）
吉井　伸枝（臼田）
大谷　和輝　
大原　正臣　
甲斐　紘一　
春日　信顕　
上村　正二　
河上　弘一　
菊池　斐雄　
久保田　雄三　
坂野　行男　
紙谷　治子（佐藤）
西脇　道子（佐藤）
菅沼　荘二郎　
杉山　純多　
高田　教男　
高橋　正邦　
竹内　勇　
吉田　美那子（田辺）
辻　宏　
土井　信彦　
長野　隆　
西松　新平　
服部　陽一　
塙　憲夫　
白川　恵子（福田）
森崎　尚子（馬被）
松岡　愛智　
新沖　すみ江（丸茂）
湧井　泰子（溝田）
森　虎夫　
横木　実　

吉田　健二郎　
吉田　寿夫　
安藤　光恵（若林）
鷲尾　真子（和田）
和田　恭彰　
●高校10･･･s33
磯野　秀明　
伊東　正雄　
山内　光生（伊藤）
及川　泰子（太田）
大橋　克己　
亀井　潤一郎　
北島　照一郎　
金原　礼子（木村）
窪寺　健之　
源生　浩三郎　
小林　和夫　
武安　健　
田尻　紀夫　
村山　純子（中村）
落合　哲夫（中山）
林　英夫　
小宮　寿子（平野）
藤田　利雄　
青山　栄美子（堀）
井上　瑞枝（松本）
宗近　弘武　
●高校11･･･s34
青柳　好泰　
市原　敏夫　
伊藤　辰郎　
中村　伸子（伊藤）
井上　英二　
今井　紘一　
津軽　真理子（臼倉）
生山　長男　
村澤　由美子（大矢）
小笠原　良行　
木村　博人　
来島　定男　
小林　一章　
佐藤　健一　
篠　国昭　
鈴木　寛　
森川　由紀子（鈴木）
武智　浩隆　
田中　将夫　
田原　亜彦　
中井　新二　
中内　善雄　
中津　博之　
野田　嘉昭　
中関　きぬ江（萩原）
橋本　千良　
石黒　潔（長谷川）
長谷川　肇　
坪田　康子（羽野）
尾上　恵美子（半沢）
広瀬　和彦　
伊藤　逹子（藤井）
藤野　郁子（福林）
結城　典子（堀野）
桜場　隆子（真野）
丸山　拡　
三澤　紀子　
青木　千禾子（三橋）
宮崎　智三　
竹下　紀和子（本橋）
山内　靖喜　
山田　嘉彦　
泉　恒子（吉岡）
三浦　紀美子（吉村）
渡辺　旻　
渡邊　義正　
和田　浩一　
●高校12･･･s35
宮本　慶子（青笹）
浅賀　喜洋　
五十嵐　正　
石川　享　
猪股　英行　
岡部　公一　
高橋　みち子（小川）
佐藤　秀子（沖山）
江崎　あつ子（加藤）
北倉　誠二　
森　由美子（熊谷）
輿水　隆寿　

坂本　昌弘　
志茂　昌孝　
鈴木　充　
高橋　英雄　
田中　弘一　
田中　良和　
丸山　幸枝（谷口）
穂刈　安子（田村）
大門　みづほ　
伊藤　澄（富岡）
中原　章雄　
中村　捷夫　
真下　進　
松井　泰一　
木下　潤子（松崎）
松永　有司　
松宮　俊夫　
今里　陽子（森）
●高校13･･･s36
相原　誠治　
山根　尚子（浅野）
安達　司　
中村　裕子（犬塚）
井村　正勝　
上原　詔一郎　
塚田　博子（内田）
江上　侑雄　
大木　紀史　
河村　昭代（大野）
奥田　倫子　
小尾　俶久　
金沢　賢　
菊島　幸治　
木村　勝規　
桑原　建年　
小高　清弘　
小浪　博英　
坂本　洋子（高麗）
佐藤　昭彦　
佐野　孝志　
下條　宏　
小和田　摩地子（庄司）
橋本　君子（杉野）
鈴木　啓史　
秋山　厚子（関）
高田　多加也　
目澤　史子（高梨）
安斎　昌子（田中）
玉水　正人　
井上　莪（土屋）
富田　省三　
冨永　宏　
佐藤　佐登子（淵）
根本　絢子（丸橋）
森　顕　
岡田　和子（油谷）
横山　良洋　
●高校14･･･s37
青山　佾　
出井　龍彦　
伊藤　佳子　
稲垣　幸雄　
武田　勝子（今川）
内田　雅章　
斉藤　仁子（江口）
遠藤　紘一　
日置　宏美（遠藤）
太田　育秀　
大前　傑　
岡田　正久　
奥田　直忠　
真嶋　玲子（加賀美）
北川　多恵子（加藤）
金内　進　
木田　賢治　
黒川　眞弓　
和田　環（桑村）
古在　豊樹　
小松　治子　
小川　靖子（斎藤）
佐藤　陽子　
塩入　祐世　
柴田　武　
召田　多亀子（等々力）
西田　彰人　
見㟢　順子（野川）
野村　忠弘　
春木　剛史　

会費納入者数の推移
年　　度 会費納入者数 年　　度 会費納入者数
2007年度 1,574人 2014年度 1,232人
2008年度 1,574人 2015年度 1,226人
2009年度 1,317人 2016年度 1,185人
2010年度 1,588人 2017年度 1,148人
2011年度 1,520人 2018年度 1,085人
2012年度 1,317人 2019年度 1,195人
2013年度 1,231人 2020年度 　958人

（※）新入会員の納入は除いています。

【お詫び】
　２０１９年度の会費納入者に、以下の皆さまの記載漏れがありました。
　心よりお詫び申し上げ、ここにお知らせ申し上げます。
　　　高校１４回生　　太田俊夫 様
　　　高校２６回生　　田㟢慶子 様
      　高校４９回生　　宮本　玲 様

年会費納入・寄付金のご協力をお願いいたします !!
上の表をご覧いただいてお解りのとおり、最近は会費を納入される方の人数が
減少してきています。この背景、理由はいろいろなことが考えられると思いますが、
現実は、毎年13,000〜14,000人の会員へ本誌「銀杏」をお届けし、学校（生
徒）・武陵会（ＰＴＡ）とともに、武高祭を盛り上げ、在校生の勉学や部活に金銭
的な支援を行うなどの活動を、わずか1,000人程度の会員からの会費や寄付で
賄っているのです。
このままでは同窓会の財政は縮小し、活動が制限され、最終的に同窓会自体
が消滅する恐れもあり得ます。私たちの母校、武蔵丘高校を支えている同窓会
を私たちは無くすことはできません。
同窓会の現状と対策を、皆さまお一人お一人に考えていただきたいと思います。

年会費・寄付金等の納入方法
（1）郵便局振り込み

年会費・寄付金の他、創立８０周年記念の協賛金・祝賀会費のお振り込
み用紙を用意いたしました。
説明書きを良くお読みのうえ、お近くの郵便局でお振り込みをお願いいたし
ます。

（2）ホームページから振り込み
本年５月から、同窓会ホームページ上でクレジット決済（ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒのみ）
により、年会費・寄付金等の振り込み納入ができるようになりました。
ただし、同窓会の口座に入金されるまで、システムの関係上、最長３ヶ月か
かります。したがいまして、祝賀会の会費７,０００円につきましては、極力、
郵便局もしくは銀行での振り込みをお願いいたします。

（3）銀行振り込み
　　　　　三菱ＵＦＪ銀行　中野駅前支店　普通預金　０４６６４２７
　　　　　口座名：武蔵丘同窓会　代表　北村輝男　

振込人の前に会員番号（上記郵便局用振込用紙に記載の６桁の番号）
を必ずご記入下さい。
また、振込金額の内訳（年会費・寄付金・協賛金・祝賀会費）を、事
務局あてに必ずお知らせ下さい。

2020年度 同窓会会費納入者一覧 （　）内旧姓
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日置　彰夫　
古在　路子（平野）
平原　勝夫　
広瀬　済　
福井　正征　
本間　崇夫　
松永　一郎　
鈴木　摩耶子（山岸）
吉澤　征一　
平松　京子（吉田）
吉村　毅之　
渡辺　敬一　
渡辺　孝映　
渡辺　靖夫　
●高校15･･･s38
青笹　吉郎　
赤堀　栄子　
浅野　英児　
足立　正明　
石塚　致則　
大蔵　順子（犬塚）
岩本　昭彦　
蛯原　宏司　
遠藤　恒夫　
大橋　耕三　
臼井　教子（片野）
河井　常吉　
岐部　宏満　
西村　和彦（児玉）
福田　靖美（佐藤）
塩谷　譲　
渋谷　佳行　
庄田　正宏　
菅沼　章　
鈴木　一彦　
陶山　博道　
谷　信也　
谷　禮子　
東郷　寛典　
外山　泰三　
永野　睆久　
野村　武人　
秦　昭彦　
平野　秀昭　
宮園　葵　
宮原　秀彦　
持田　繁　
矢内　信介　
横田　實　
吉田　靖臣　
吉成　武男　
●高校16･･･s39
青山　文彦　
井口　順　
伊藤　裕之　
稲見　邦夫　
梅田　一郎　
長田　保夫　
金田　定夫　
加納　誠　
良田　光代（川島）
神藤　享三　
岸　敦夫　
岸　伸太郎　
北澤　勲　
黒田　裕夫　
内藤　美智子（小林）
小山　宥一　
佐々木　和夫　
佐々木　稔　
佐野　和雄　
山元　路子　
清水　和子（須藤）
鎌田　由子（諏訪）
関谷　巌　
津田　秀敏　
荒川　愛子（戸田）
藤井　智子（西内）
斉藤　昌子（原沢）
髙田　万里子（藤本）
守屋　恵美子（古川）
槙枝　一臣　
小笠原　明子（牧野）
浅見　さく子（水嶋）
森山　冠治　
山本　尅生　
郡司　充子（吉成）
吉本　靖昌　
●高校17･･･s40
井上　正允　
岩室　博喜　
植田　一敏　
小澤　和夫　

栗原　和夫　
児玉　治　
石川　佐智子（佐々木）
井上　恵子（佐野）
田丸　猛　
中塚　莞爾　
仁神　千代志　
西本　吉之助　
橋野　憲作　
橋本　由紀子　
長谷川　誠紀　
丸岡　靖幸　
五味　みつ江（水木）
向田　孝義　
村瀬　信一郎　
本橋　克己　
山田　馨　
中村　正子（山田）
吉田　紀子　
●高校18･･･s41
相澤　善雄　
佐伯　加代子（会田）
鐙　政和　
永守　博子（石原）
市岡　伸二　
市来　伸広　
井上　正宏　
岩田　好正　
宇根　雄介　
深山　幸子（大池）
舛谷　裕子（小山内）
落合　慎一　
小野　孝二　
金子　理志　
河東　みどり　
北川　幸一　
喜多野　正治　
遠山　美砂（国村）
幸山　明雄　
佐久間　健一　
飯野　由美子（佐々木）
高橋　由美子（三戸）
大橋　洋子（島倉）
杉山　勝英　
山内　裕子（高橋）
髙橋　宏行　
鶴見　陽一　
富本　直一　
仲田　宇宏　
西牟田　伸一　
池田　洋子（長谷川）
福岡　憲子　
上部　充子（古川）
細谷　友之　
前川　諄二　
真下　文夫　
松本　正幸　
三木　二三雄　
杢　千秋　
中村　美代子（森）
山火　正夫　
渡辺　恵介　
●高校19･･･s42
田中　久美子（相磯）
角矢　裕子（阿部）
荒木　秀夫　
飯田　研　
石島　廣光　
成瀬　扶美子（石塚）
圓藤　陽子（市川）
岩井　登　
植谷　英明　
上田　文夫　
上野　行雄　
宇田川　勝実　
木田　恵美子（大久保）
大西　寛　
高井　明子（小川）
奥平　謙一　
長田　和子（橋本）
小杉　晴美（川崎）
川手　信幸　
樋口　令子（空花）
栗本　一隆　
西条　順子（黒田）
小西　国温　
小林　公生　
郷　茂博　
廣田　美和子（坂口）
沢泉　実　
澤地　孝　
重島　賢了　
篠崎　登　

白神　正光　
城田　実　
杉山　貞己　
砂田　知男　
関口　一栄　
滝口　太郎　
宮川　信子（内藤）
中島　秀直　
増井　あや子（名越）
西原　通夫　
小林　ひろ子（丹羽）
粂川　真佐美（野口）
橋本　泰比古　
旗持　敬子　
吉田　真知子（平林）
辻本　礼子（蛭田）
藤野　道夫　
古瀬　英一　
星　信夫　
堀井　和子（水間）
外村　恵美子（宮岡）
宮本　ひろみ　
砂田　由美子（武藤）
村田　賢一　
後藤　真由美（山口）
山田　正博　
山中　渉　
両木　真里子　
●高校20･･･s43
会田　秀介　
荒木　恵美子　
加藤　明美（石川）
石川　憲一　
藤田　多佳子（石田）　
石原　順一　
市川　徹　
成瀬　源子（井手）
伊藤　純　
井上　薫　
田口　幹子（今枝）
岩瀬　実　
梅津　一雄　
大石　隆　
丹生　裕子（大沢）
櫻井　美代子（大場）
佐藤　博子（岡崎）
鈴木　ひろ子（岡村）
奥田　真司　
笠井　良雄　
草刈　清人　
栗原　俊夫　
東風谷　満　
佐藤　順子　
宇高　伸子（志津里）
鈴木　健　
荻島　芳子（千賀）
石川　由美子（高山）
田中　秀和　
Mariko Knight（田中）
谷川　徹三　
富田　悟　
富田　豊　
昇　正子（永井）
早川　進　
稲吉　雅美（林）
富田　章子（斫）
広田　誠　
松沢　一博　
諸江　正栄（松原）
横田　加代（丸本）
宮崎　修平　
山口　清孝　
山田　裕文　
吉川　賢成　
吉濱　由美子　
糸賀　信子（渡辺）
●高校21･･･s44
荒井　喜美子（秋山）
畔上　明　
天野　静一郎　
飯島　行雄　
石川　博久　
猪股　佳子（板垣）
植野　映　
上野　高敏　
大山　公正　
瀧川　典子（岡本）
小笠　剛裕　
守屋　るり子（小串）
今泉　信子（恩賀）
門松　千鶴　
高倉　美鈴（加福）
川合　大助　

多々良　佳枝（桐田）
松本　早春（熊谷）
竹花　純子（桑原）
駒田　典子　
内山　みどり（小松）
矢島　正美（斉藤）
佐久間　眞　
桜田　孝　
佐藤　裕　
柴田　久美子　
須賀　勉　
杉本　昇　
高木　誠　
高久　広樹　
高橋　章　
高村　潔　
佐久間　由起子（田中）
藤沢　真知子（土山）
直江　勇一　
平井　こずえ（中本）
橋本　貴雄　
羽藤　正実　
林原　真知子　
藤井　伸志　
藤枝　邦子　
藤井　眞紀子（藤岡）
堀江　勉　
松本　大忠　
北原　敬子（馬庭）
村上　康子（三田）
原田　もと子（牟田）
打田　富美子（武藤）
●高校22･･･s45
中川　順子（石田）
岩崎　健治　
中井　葉子（大内）
大塚　和男　
小川　数美　
小川　吉信　
小貫　峰生　
加藤　詠子　
加藤　敏　
神山　敬章　
北村　輝男　
木下　静男　
京須　浩　
滝田　民子（倉嶋）
古賀　芳夫　
小角　俊　
小林　有成　
小林　文雄　
小林　政雄　
斉藤　謙二　
齋藤　盛行　
大久保　由紀江（沢部）
末吉　潤一　
鈴石　文雄　
関谷　洋輔　
説田　信義　
岡田　悦子（高橋）
相山　秀子（高橋）
広瀬　恵美（竹田）
手島　裕博　
伴野　岳郎　
林　重利　
船津　弘繁　
増田　忠　
三戸　協子　
若林　敬子（森本）
諸橋　和夫　
渡瀬　邦子（山岡）
山下　敏明　
渡辺　常雄　
飯島　英子（和智）
●高校23･･･s46
内田　耕一郎　
北　幹也　
北川　定弘　
小関　康幸　
前野　順子（篠崎）
島田　稔　
鈴木　政美　
北　すみれ（高橋）
弦巻　武　
西尾　栄理子（仲原）
下川路　能妃子（中村）
堀　亮　
中村　すみ代（堀井）
矢島　晴夫　
●高校24･･･s47
石川　律子（安達）
小川　政之（五十嵐）
市川　清光　

岩崎　直孝　
大坪　慎一郎　
白石　まゆみ（小川）
北　光司　
木村　康彦　
木村　淑恵　
佐藤　昭男　
清水　章弘　
似内　まり子（鈴木）
関口　光明　
飯野　よね子（竹内）
安蒜　安子（茅根）
築舘　一恵　
寺川　光男　
久玉　真保子（富田）
似内　和明　
宮川　典子　
宮㟢　八重子　
森本　薫　
横山　滋夫　
依田　康雄　
米山　直昭　
●高校25･･･s48
秋葉　篤志　
大島　いずみ（阿部）
粟田　幸助　
内田　進　
小林　経雄　
鈴木　裕子（小松原）
関根　広　
田辺　昭彦　
寺田　史朗　
大島　佳恵（中村）
藤田　香澄　
古江　昭　
三浦　養一　
村田　恭男　
●高校26･･･s49
秋元　稔　
池田　義男　
川村　久美子（伊東）
内山　信和　
田崎　順子（太田）
安斉　京子（奥山）
三浦　文（小林）
上野　純子（渋谷）
多田　綾（杉浦）
野々垣　真理子（鈴木）
徳江　安子（鈴木）
谷　一郎　
寺田　信男　
鯨井　眞弓（刀根）
中沢　健　
石川　樹里（中山）
永井　亨　
今　教恵（萩原）
長谷川　滋男
高井　雅江（長谷川）
日山　敦生　
大久保　静子（星野）
山本　明雄　
米林　信次　
●高校27･･･s50
𡈽田　眞澄（天野）
堀本　真由美（壱岐）
宇佐美　喜規　
奥田　恭二　
木下　雅史　
清水　尚浩　
石井　繁子（鈴木）
村田　理惠（関根）
伊藤　幸枝（関野）
高橋　英士　
田口　博一　
高尾　恵子（武内）
丸山　良子（中村）
永長　典子　
那須　高幸　
西田　梨津（南部）
畑本　亘　
羽田　達郎　
堀本　博久　
南　正幸　
湯田　聡　
吉田　賢治　
●高校28･･･s51
平地　弘子（相澤）
池崎　哲朗　
関口　由紀子（漆原）
岡崎　裕一　
山野井　道代（岡本）
井桁　恭子（木村）
佐藤　栄吉　

和木　恭子（佐藤）
白石　美恵子　
粟田　敦子（田近）
土佐　隆宣　
内藤　直記　
橋本　昌彦　
土方　伸一　
萬場　章弘　
邑橋　将男　
山田　恭三　
●高校29･･･s52
小越　真一朗　
上瀬　有三　
矢吹　隆一（今野）
齋藤　聖一　
山本　直美（高橋）
渡辺　由美（舎川）
前田　好春　
水越　美恵　
齋藤　佐智子（山口）
山本　誠　
入江　優美子（吉田）
●高校30･･･s53
小林　久仁子（新井）
荻原　久徳　
黒田　高行　
澤砥　正美　
新島　俊哉　
福田　徹　
●高校31･･･s54
中戸　栄（浅川）
柿元　満美（今田）
相田　恵美（岩崎）
岩田　英治　
岡坂　ゆう子（甲野）
小林　正樹　
佐谷　明子　
田仲　洋之　
田邊　朋子（田辺）
宮川　政恵（蜂須賀）
広瀬　圭治　
守川　和子（藤本）
堀口　龍之介　
●高校32･･･s55
伊東　武彦　
大内　慎吾　
太田　光昌　
篠塚　京子（大山）
増田　由紀子（雲嶋）
篠　宏明　
祖父江　知彦　
垂井　寛　
平林　敏宏　
郡司　やよい（藤原）
増田　宗宏　
宮本　淳　
森本　茂樹　
●高校33･･･s56
明壁　正英　
大石　浩司　
渡部　まさみ（大柴）
松田　泉美（坂崎）
棚木　宏明　
手島　良太　
西川　直子（平野）
中村　美夕紀（古川）
味田　美恵　
●高校34･･･s57
大崎　主税　
増渕　恵子（太田）
篠田　洋子　
杉山　真司　
●高校35･･･s58
岩坂　浩美　
小北　孝二　
岡本　順子（神山）
●高校36･･･s59
馬上　聡　
●高校37･･･s60
山本　美知留（浅野）
二木　祥一　
樋口　香理（三好）
渡邊　賢哉　
●高校38･･･s61
唐澤　聡　
小林　英三子（川添）
木下　心　
佐藤　好美（佐藤）
●高校39･･･s62
青沼　和美　
森田　貴美（加々美）
小島　信康　
藤井　邦子（宍戸）

由井　佳世（島川）
寺島　慎　
中尾　務　
中島　潔乃　
中里　麻紀子（中村）
花田　吉弘　
深井　直子（宮内）
●高校40･･･s63
青野　正信　
渡辺　朋子（安部）
安達　智重子（榎元）
河村　ともみ（落合）
小野　秀人　
小俣　岳史　
木村　正俊　
佐々木　哲也　
清水　敦子　
須賀川　晃　
渡邉　久美（棚橋）
手塚　英俊　
髙田　敏恵（髙田）
野村　勝晴　
町田　ゆき子　
三上　光久　
二村　結城（森西）
舩田　元子（安田）
伊藤　敦子（依田）
●高校41･･･h元
平林　千賀子（飯塚）
木内　いく美（五十嵐）
内田　隆夫　
加藤　毅　
鬼頭　賢吾　
楢原　知子（藤野）
古澤　勇　
米川　育子（松本）
渡邊　江利子（溝尻）
●高校42･･･h2
品田　順子（川久保）
風間　佐智子（下澤）
永田　喜美子（田中）
田中　雅紀　
大和　友規（田中）
内藤　和成　
田村　智恵（本間）
三井　里美　
高橋　摩由（森下）
矢野　信悟　
●高校43･･･h3
青栁　陸明　
浅沼　洋平　
芦垣　一哉　
太田垣　隆行　
佐久間　崇　
若田　由美子（田辺）
松浦　信恵（馬場）
常國　絵美里（水田）
村上　静枝　
●高校44･･･h4
木戸　亜希子　
大澤　理恵（本橋）
●高校45･･･h5
河合　麻喜（飯島）
内田　昌弘　
●高校46･･･h6
鈴木　俊一　
●高校47･･･h7
原　希和子（小林）
川合　宏明　
●高校48･･･h8
國分　將弘　
●高校49･･･h9
奥原　聡　
●高校50･･･h10
小田　慶喜　
北村　啓泰　
●高校52･･･h12
木下　雅貴　
矢島　陽太　
●高校54･･･h14
酒見　健太郎　
寺崎　友葉　
矢島　茂雄　
●高校58･･･h18
篠原　友美香　
●高校63･･･h23
阿部　大志　
広瀬　あいか　
●高校65･･･h25
村上　奈緒　
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●旧教職員
渥美　栄治
●中学2･･･s21
北村　節朗
佐久間　光之
佐藤　昭男
中西　進
平井　芳次
●中学3･･･s23
大田　康夫
佐々木　道郎
島崎　淳
●高校1･･･s24
冨井　達
中内　康雄
●高校2･･･s25
飯田　和靖　
川崎　普照　
國岡　昭夫　
清水　祥　
宗村　勉　
早船　昭雄　
松家　英一　
●高校3･･･s26
石津　敦　
熊井　章　
畔栁　鑛　
今野　武　
鈴木　重正　
中村　皓一　
花岡　弘昌　
山本　力也　
脇　輝彦　
●高校4･･･s27
青柳　邦雄　
石垣　秀三郎　
井戸　久郎　
渋谷　成美　
野沢　弘　
山際　雄一　
山田　幸教　
●高校5･･･s28
赤塚　等　
小清水　ゆき子（江本）
熊谷　公明　
栗原　光江　
益子　恒子（佐藤）
鈴木　幹男　
滝田　寿一　
細川　たか子　
池田　鄰子（丸山）
●高校6･･･s29
朝倉　陵之　
飯村　博史　
音無　敏彦　
佐藤　和直　
山野口　倭文子（佐藤）
髙木　志行　
立岩　彰　
田中　裕　
若林　恒郎　
●高校7･･･s30
大平　正　
小薗江　豊　
鶴岡　好夫　
堀　準　
●高校8･･･s31
小笠原　啓倫　
金子　正明　
瀬上　都志雄　
染谷　淳一郎　
鷹見　保倶　
高山　弘美　

草刈　恭子（滝川）
藤井　毅弘　
山中　惇哉　
山下　豊　
●高校9･･･s32
相川　裕道　
赤川　征紀　
泉　哲三　
市野　史子　
今治　正明　
酒井　稔子（上田）
吉井　伸枝（臼田）
大谷　和輝　
大原　正臣　
春日　信顕　
上村　正二　
坂野　行男　
杉山　純多　
辻　宏　
長野　隆　
服部　陽一　
白川　恵子（福田）
横木　実　
吉田　寿夫　
安藤　光恵（若林）
和田　恭彰　
●高校10･･･s33
磯野　秀明　
伊東　正雄　
山内　光生（伊藤）
源生　浩三郎　
小林　和夫　
武安　健　
田尻　紀夫　
村山　純子（中村）
落合　哲夫（中山）
林　英夫　
井上　瑞枝（松本）
宗近　弘武　
●高校11･･･s34
青柳　好泰　
市原　敏夫　
中村　伸子（伊藤）
今井　紘一　
津軽　真理子（臼倉）
小笠原　良行　
木村　博人　
来島　定男　
小林　一章　
佐藤　健一　
森川　由紀子（鈴木）
武智　浩隆　
田原　亜彦　
中内　善雄　
橋本　千良　
坪田　康子（羽野）
伊藤　逹子（藤井）
結城　典子（堀野）
丸山　拡　
三澤　紀子　
青木　千禾子（三橋）
竹下　紀和子（本橋）
泉　恒子（吉岡）
渡辺　旻　
渡邊　義正　
和田　浩一　
●高校12･･･s35
浅賀　喜洋　
石川　享　
猪股　英行　
岡部　公一　
高橋　みち子（小川）
佐藤　秀子（沖山）

江崎　あつ子（加藤）
森　由美子（熊谷）
輿水　隆寿　
鈴木　充　
高橋　英雄　
田中　弘一　
丸山　幸枝（谷口）
穂刈　安子（田村）
真下　進　
松永　有司　
松宮　俊夫　
●高校13･･･s36
相原　誠治　
山根　尚子（浅野）
安達　司　
上原　詔一郎　
塚田　博子（内田）
江上　侑雄　
大木　紀史　
河村　昭代（大野）
奥田　倫子　
木村　勝規　
小高　清弘　
小浪　博英　
佐野　孝志　
小和田　摩地子（庄司）
鈴木　啓史　
秋山　厚子（関）
玉水　正人　
森　顕　
岡田　和子（油谷）
横山　良洋　
●高校14･･･s37
出井　龍彦　
伊藤　佳子　
武田　勝子（今川）
斉藤　仁子（江口）
遠藤　紘一　
太田　育秀　
大前　傑　
真嶋　玲子（加賀美）
和田　環（桑村）
古在　豊樹　
小松　治子　
小川　靖子（斎藤）
柴田　武　
召田　多亀子（等々力）
見㟢　順子（野川）
春木　剛史　
古在　路子（平野）
平原　勝夫　
広瀬　済　
本多　克巳　
本間　崇夫　
松永　一郎　
渡辺　敬一　
渡辺　孝映　
●高校15･･･s38
青笹　吉郎　
赤堀　栄子　
浅野　英児　
足立　正明　
石塚　致則　
蛯原　宏司　
大橋　耕三　
庄田　正宏　
谷　信也　
秦　昭彦　
平野　秀昭　
宮園　葵　
吉田　靖臣　
吉成　武男　
●高校16･･･s39

井口　順　
稲見　邦夫　
梅田　一郎　
神山　照子（大西）
長田　保夫　
金田　定夫　
神藤　享三　
岸　敦夫　
岸　伸太郎　
小山　宥一　
山元　路子　
鎌田　由子（諏訪）
関谷　巌　
藤井　智子（西内）
守屋　恵美子（古川）
槙枝　一臣　
浅見　さく子（水嶋）
山本　尅生　
郡司　充子（吉成）
米山　昇　
●高校17･･･s40
井上　正允　
岩室　博喜　
本橋　克己　
吉田　紀子　
●高校18･･･s41
佐伯　加代子（会田）
鐙　政和　
市来　伸広　
宇根　雄介　
深山　幸子（大池）
舛谷　裕子（小山内）
落合　慎一　
小野　孝二　
金子　理志　
河東　みどり　
北川　幸一　
喜多野　正治　
幸山　明雄　
飯野　由美子（佐々木）
鶴見　陽一　
仲田　宇宏　
福岡　憲子　
上部　充子（古川）
細谷　友之　
前川　諄二　
松本　正幸　
中村　美代子（森）
山火　正夫　
●高校19･･･s42
角矢　裕子（阿部）
荒木　秀夫　
飯田　研　
成瀬　扶美子（石塚）
圓藤　陽子（市川）
上田　文夫　
宇田川　勝実　
高井　明子（小川）
小杉　晴美（川崎）
川手　信幸　
西条　順子（黒田）
小西　国温　
篠崎　登　
白神　正光　
城田　実　
西原　通夫　
粂川　真佐美（野口）
星　信夫　
牧野　光男　
外村　恵美子（宮岡）
宮本　ひろみ　
山田　正博　
●高校20･･･s43

会田　秀介　
荒木　恵美子　
加藤　明美（石川）
石川　憲一　
成瀬　源子（井手）
伊藤　純　
梅津　一雄　
大石　隆　
丹生　裕子（大沢）
佐藤　博子（岡崎）
鈴木　ひろ子（岡村）
奥田　真司　
草刈　清人　
佐藤　順子　
宇高　伸子（志津里）
鈴木　健　
石川　由美子（高山）
谷川　徹三　
早川　進　
福田　行高　
諸江　正栄（松原）
宮崎　修平　
吉川　賢成　
●高校21･･･s44
荒井　喜美子（秋山）
畔上　明　
天野　静一郎　
飯島　行雄　
猪股　佳子（板垣）
今泉　信子（恩賀）
松本　早春（熊谷）
竹花　純子（桑原）
駒田　典子　
内山　みどり（小松）
矢島　正美（斉藤）
佐久間　眞　
高木　誠　
高久　広樹　
高村　潔　
佐久間　由起子（田中）
羽藤　正実　
林原　真知子　
松本　大忠　
北原　敬子（馬庭）
村上　康子（三田）
●高校22･･･s45
中川　順子（石田）
中井　葉子（大内）
小川　数美　
小川　吉信　
小貫　峰生　
加藤　詠子　
神山　敬章　
北村　輝男　
木下　静男　
京須　浩　
古賀　芳夫　
小角　俊　
小林　政雄　
鈴石　文雄　
関谷　洋輔　
説田　信義　
岡田　悦子（高橋）
広瀬　恵美（竹田）
手島　裕博　
船津　弘繁　
三戸　協子　
若林　敬子（森本）
諸橋　和夫　
飯島　英子（和智）
●高校23･･･s46
内田　耕一郎　
北川　定弘　

小関　康幸　
近藤　瑠美子（近藤）
西尾　栄理子（仲原）
●高校24･･･s47
石川　律子（安達）
小川　政之（五十嵐）
白石　まゆみ（小川）
北　光司　
木村　康彦　
木村　淑恵　
佐藤　昭男　
似内　まり子（鈴木）
関口　光明　
飯野　よね子（竹内）
安蒜　安子（茅根）
寺川　光男　
似内　和明　
宮㟢　八重子　
横山　滋夫　
●高校25･･･s48
秋葉　篤志　
大島　いずみ（阿部）
小林　経雄　
鈴木　裕子（小松原）
関根　広　
大島　佳恵（中村）
藤田　香澄　
古江　昭　
三浦　養一　
村田　恭男　
●高校26･･･s49
田崎　順子（太田）
安斉　京子（奥山）
三浦　文（小林）
野々垣　真理子（鈴木）
寺田　信男　
中沢　健　
石川　樹里（中山）
今　教恵（萩原）
高井　雅江（長谷川）
●高校27･･･s50
𡈽田　眞澄（天野）
木下　雅史　
清水　尚浩　
高橋　英士　
高尾　恵子（武内）
永長　典子　
西田　梨津（南部）
畑本　亘　
吉田　賢治　
●高校28･･･s51
井桁　恭子（木村）
佐藤　栄吉　
清水　秀文　
邑橋　将男　
山田　恭三　
●高校29･･･s52
小越　真一朗　
上瀬　有三　
水越　美恵　
●高校30･･･s53
黒田　高行　
●高校31･･･s54
岩田　英治　
田邊　朋子（田辺）
堀口　龍之介　
●高校32･･･s55
篠塚　京子（大山）
比屋根　美奈子（菊池）
増田　由紀子（雲嶋）
篠　宏明　
祖父江　知彦　
垂井　寛　

比屋根　一　
平林　敏宏　
増田　宗宏　
宮本　淳　
森本　茂樹　
●高校33･･･s56
明壁　正英　
渡部　まさみ（大柴）
松田　泉美（坂崎）
棚木　宏明　
西川　直子（平野）
●高校35･･･s58
小北　孝二　
岡本　順子（神山）
●高校37･･･s60
山本　美知留（浅野）
樋口　香理（三好）
渡邊　賢哉　
●高校38･･･s61
小林　英三子（川添）
●高校39･･･s62
藤井　邦子（宍戸）
由井　佳世（島川）
寺島　慎　
中尾　務　
中里　麻紀子（中村）
花田　吉弘　
●高校40･･･s63
青野　正信　
渡辺　朋子（安部）
河村　ともみ（落合）
小野　秀人　
小俣　岳史　
木村　正俊　
佐々木　哲也　
渡邉　久美（棚橋）
髙田　敏恵（髙田）
野村　勝晴　
町田　ゆき子　
三上　光久　
二村　結城（森西）
●高校41･･･h元
平林　千賀子（飯塚）
木内　いく美（五十嵐）
内田　隆夫　
加藤　毅　
楢原　知子（藤野）
米川　育子（松本）　
●高校42･･･h2
品田　順子（川久保）
風間　佐智子（下澤）
田中　雅紀　
内藤　和成　
三井　里美　
矢野　信悟　
●高校43･･･h3
青栁　陸明　
佐久間　崇　
松浦　信恵（馬場）
常國　絵美里（水田）
●高校46･･･h6
鈴木　俊一　
●高校47･･･h7
原　希和子（小林）
川合　宏明　
●高校50･･･h10
小田　慶喜　
●高校52･･･h12
木下　雅貴　
●高校68･･･h28
近藤　純　

１口・・・239名　　2口・・・54名　　3口・・・133名　　５口・・・１名　　８口・・・27名
10口・・・16名　　13口・・・1名　　15口以上・・・3名　　　（匿名希望者を含む）　
ご協力ありがとうございました。
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2021年５月10日
　　武蔵丘同窓会　会員各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵丘同窓会 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　神山 敬章　

武蔵丘同窓会総会（書面表決）のお知らせ

時下　ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
新型コロナウィルス感染症は、依然衰えを見せておりません。会員の皆さまにおかれましても、特に 
ご高齢の方や基礎疾患をお持ちの方などは、引続き慎重な行動と十分な予防対策が必要です。
さて、武蔵丘同窓会は規約で、決算（毎年３月末）後３ヶ月以内に総会を開催することとしていますが、
コロナ禍の現状を考慮して、本年も議決は事前に書面にて行うことにいたしました。
つきましては、お手数ですがこの書面表決書をキリトリ線で切り取り、所定の箇所にご記入のうえ、
2021年６月15日（火）必着で、武蔵丘同窓会事務局までお送りくださるようお願いいたします。
議案の表決に関しましては、ご提出いただいた書面表決書のうち、賛成が過半数の場合に可決といたし
ます。なお、表決書は役員が集計し結果をホームページにてお知らせいたします。また、ご意見、ご質問
等につきましては、同窓会事務局あてご連絡ください。
＜表決書送付・連絡先＞
　　武蔵丘同窓会事務局　　〒165－0031　東京都中野区上鷺宮２－14－１
　　FAX  0 3 － 3 9 2 6 － 6 8 3 4　　Eメール musako@jade.dti .ne . jp

【書　面　表　決　書】

2021年度武蔵丘同窓会総会の議案につきましては、次のとおり書面にて表決権限を行使します。
（各議案について「賛成」「反対」のどちらかに〇をつけてください。）

第１号議案　2020年度事業報告・決算報告・監査報告 賛成　・　反対

第２号議案　2021年度事業計画・予算案 賛成　・　反対

（以上につきましては「銀杏」の23、30ページをご覧下さい。）
第３号議案　役員改選
　　　　　　現行役員は全員留任とする 賛成　・　反対

＜現行役員＞
会　　長：神山敬章（高校22）　　
副 会 長：石川憲一（高校20）、三浦（小林）文（高校26）、増渕（太田）恵子（高校34）
幹 事 長：平林敏宏（高校32）
副幹事長：山本（浅野）美知留（高校37）、小田慶喜（高校50）
会　　計：粟田（田近）敦子（高校28）、米川（松本）育子（高校41）
会計監事：荒木秀夫（高校19）、松本大忠（高校21）

住　　所

氏名・卒業年（回生）

会員番号（「銀杏」送付状宛名側の６桁番号）



会費納入をお願いします
同窓会は皆さんの会費で運営されています。同窓会の収入増加策の一環として「寄付金制度」も設け
ています。ご協力を是非お願いいたします。

会　費　卒業後５年間 ： 1,000円／年（卒業時に全納）

　　　　６年目以降 　： 2,000円／年

寄付金　１口　1,000円（何口でも結構です）

＊ 会費・寄付金ともに、同封の振込用紙で
お振込みください。

　振込期限：2022（令和4）年3月15日
　 同窓会のホームページからもお振込みい

ただけます。
＊ 会費・寄付金を納入いただいた方は、次

年度の「銀杏」にお名前を掲載させてい
ただきます。

手塚記念賞は、母校の初代校長手塚昇氏の教育理念にもとづき、「自分の個性を発揮し、それぞれの分野において秀でた存在や業
績が広く認められる」方を褒め称える賞です。本賞に相応しい方をご推薦、ご紹介いただきますよう、同窓会事務局までご連絡をお願い
いたします。

「手塚記念賞」の候補者を募集します
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2020年度　武蔵丘同窓会　決算報告
収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部

項　　　目 予 算 額 決 算 額 摘　　　　　要 項　　　目 予 算 額 決 算 額 摘　　　　　要

繰 り 越 し 金
（72回生） 2,029,672 2,029,672 初期5年会費（72回生）

残金

1.同 窓 会 活 動 費 4,861,000 5,904,105 

会誌「銀杏」発行費 2,800,000 3,298,260 印刷費、発送費、編集経費等 次年
度発行分前払い

会 費 2,700,000 1,916,000 2,000円×958口 ホームページ運営費 220,000 129,800 ホームページ（サーバー、ドメイン・ 
PC）　維持費　　 

初期5年年会費 1,600,000 1,355,000 5,000円×271名 同 期 会 援 助 費 90,000 0 同期会なし
寄 付 金 1,000,000 1,181,000 1,000円×1,181口 褒 賞 費 18,000 68,429 楯、賞状等（日本一賞・手塚記念賞）

雑 収 入 120,000 460,981 

エアコン設置代武陵会負
担分（437.250円）、預貯金
利息等（23円）、武陵会負担
電気代（16,878円）

武 高 祭 参 加 費 150,000 0 武高祭中止
東京校歌祭参加費 150,000 0 校歌祭中止
総 会 費 10,000 0 総会は書面決議

基 金 借 入 0 会 議 費 100,000 14,290 幹事会等会議費、連絡費
慶 弔 費 50,000 23,393 生花料（佐野元会長）

事 務 局 費 1,100,000 1,265,029 事務局員手当（1,080,000円）・通信
費・文具等

支 払 手 数 料 155,000 205,317 年会費振込手数料、電子決済手数料等
光 熱 費 18,000 24,647 同窓会室使用電気料金
雑 費 0 874,940 エアコン設置代

2.学 校 支 援 費 960,000 300,000 
教育活動支援費 640,000 0 夏合宿中止
生徒募集支援費 20,000 0 部活体験中止
その他の支 援 費 300,000 300,000 くぬぎ林整備

3.基 金 へ 戻 入 0 0 
4.予　  備　  費 28,672 0 
5.翌 年 度 繰 越 金 1,600,000 738,548 2021年3月卒業73回生分

収 入 合 計 7,449,672 6,942,653 支 出 合 計 7,449,672 6,942,653 

2020年度　基金会計
項　　　目 収　　入 支　　出 摘　　　　要

基 金 繰 越 残 高 5,564,709
同 窓 会 会 計 へ 0 0 2021年度同窓会会計へ
受 取 利 息 0 0 2021年度同窓会会計へ
同窓会会計より 0 0 2021年度同窓会会計へ

計 5,564,709

現 在 残 高 5,564,709 みずほ銀行定期預金　5,564,709

2020.4.1 ～ 2021.3.31

2021.4.1～2022.3.31
収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部

項　　　目 予 算 額 摘　　　　　要 項　　　目 予 算 額 摘　　　　　要
繰 り 越 し 金 738,548 初期 5年会費（73回生）残金 1.同 窓 会 活 動 費 4,598,000
会 費 2,700,000 2,000円×1,350口 会誌「銀 杏」発行費 2,400,000 印刷費、発送費、編集経費等

初 期 ５ 年 会 費 1,600,000 5,000円×320名（2022年3月
卒業74回生分） ホームページ運営費 220,000 ホームページ、パソコン維持費

寄 付 金 1,000,000 1,000円×1,000口 同 期 会 援 助 費 160,000 2期分 特別同期会援助費含む
雑 収 入 120,000 広告料・預貯金利息、等 褒 賞 費 0 楯、賞状等　0名分

武 高 祭 参 加 費 130,000 展示、餅つき費用、保険料
東 京 校 歌 祭 参 加 費 100,000 参加費　楽譜等経費、保険料
総会費・懇親会補助費等 300,000 会場費、講演会費、懇親会補助等
会 議 費 15,000 幹事会飲物代、連絡費、反省会補助、幹事交通費等
慶 弔 費 0
事 務 局 費 1,100,000 事務職員手当、消耗品、電話代等
支 払 手 数 料 155,000 年会費振込手数料、電子決済手数料等
光 熱 費 18,000 同窓会室使用電気料金
雑 費 0 プリンタ保守契約料等

2 .学 校 支 援 費 750,000

教 育 活 動 支 援 費 430,000 部活動支援（280,000円）、サテライト講座（150,000
円）、部活動支援予備（0円）

生 徒 募 集 支 援 費 20,000 合格祈願鉛筆（0円）、保険料（20,000円）
そ の 他 の 支 援 費 300,000 クヌギ林維持費等（300,000円）

3.予　  備　  費 10,548
4 . 繰 り 越 し 金 800,000 （2022年3月卒業74回生分）

収 入 合 計 6,158,548 支 出 合 計 6,158,548

2021年度　予算案

上記及び左記決算報告に対し監査を行なった結果、その内容に相違
ないことを認めます。

2021年4月8日　荒木 秀夫/松本 大忠

＊今後の事務局運営等のための準備金



　2020年、同窓会事務局の最大トピックス
は、同窓会室に大型エアコンが設置され
たことです。
　学校は、夏前から各特別教室にエアコン
設置の工事を始め、建物の周囲に足場を
かけていました。同窓会は絶好の機会と考え、武陵会様の
同意と経営企画室の了解を得て、学校と同じ業者に発注を
することで、足場経費が節約できました。真夏には40℃近
くにもなる部屋は涼しく過ごせるようになりました。これ
で事務作業も捗るように・・・なったか？

石川 憲一（高校20回生）

【編集委員】 
石川憲一（高20回生）、齋藤盛行（高22回生）、栗田（田近）敦子（高28回生）、平林敏宏（高32回生）、米川（松本）育子（高41回生）、小田慶喜（高50回生）、
阿部大志（高63回生）

事務局だより

【日時】　２０２１（令和３）年７月１０日（土）　
　　　　１３：００～

【場所】　中野サンプラザ　１３階　コスモルーム
【会場】　全員丸テーブル着席で行います。
　　　　（先着１８０名様）
　　　　別刷り案内に付属のハガキでお申し込み
　　　　ください。
　　　　締め切り…２０２１（令和３）年６月１０日必着

【会費】　一人７，０００円
　　　　（同封の振り込み用紙でお振り込みください）
　　　　締め切り…２０２１（令和３）年６月１５日

昨年１０月開催予定であったのを、今年７月に延期いたしました。
ただし、コロナ禍が予断を許さない状況ですので、急きょ変更・中止が
あります。開催・中止の情報、及び空席数は、常時ホームページにてお
知らせいたしますのでご留意ください。

武蔵丘創立８０周年

祝賀会を開きます

2021（令和3年）年5月10日いちょう武蔵丘同窓会誌

編
集
後
記

●ご意見、ご希望、ご質問など、なんでもご遠慮なくお寄せ下さい。（執務時間：毎週火、木、金　午前10:00〜午後２:00）

武蔵丘同窓会事務局　担当：粟田（田近）敦子（高校28回生）　米川（松本）育子（高校41回生）

〒165-0031 中野区上鷺宮2−14−1　TEL&FAX 03-3926-6834　
メールアドレス musako@jade.dti.ne.jp　ホームページ http://www.musakou.com

得体の知れないウィルスが世界中をかき回し、老若男女の誰もが
今までに味わったことのない辛い生活を続けて早１年が経過した。
我らが武蔵丘も例外ではなく、この間、年間行事の全てはもちろん、
10年に１度の大イベントも破壊された。同窓会活動が唯一形とし
て残したのは、オール武蔵丘の総力を結集して作り上げた「記念誌」
と「グッズ」だけであった。関係者皆さまのご尽力に改めて深く敬
意を表する。

コロナ禍が続く中、今回の銀杏発行にもまた多くの皆さまのご協力
を頂いた。原稿の依頼や編集作業のお願いは毎年のこととはいえ、
今年は「記念誌」発行に続きしかも感染リスクが収まらない中で
のことであり、感謝以外に申し上げる言葉が見つからない。
いつも通りの、普通の、あたり前の日常生活がいかに大切か、どうし
たら守っていけるのか、この騒ぎが喉元を過ぎても忘れてはならない。
来年のこの欄は、いつも通り、普通に、あたり前のことを書きたい。

今回の表紙の写真について
粟田（田近）敦子（高校28回生）

　なんと素敵な景色！？
　これは今年1月に撮影されたもので、緑が無いのがさびし
いですが、青空と遠くの山々が見事です。
　80周年にあたり、同窓生で造園業をされている田中雅紀（高
校42回生）さんのところにクヌギ林のお手入れをお願いして、
その作業の際に田中さんが撮影してくださいました。
　お手入れのために育ちすぎたクヌギのてっぺん辺りまで
登っての展望ですから、普通ではムサコウ生徒は見ることは
できないもの…同窓生のほとんどの人が知らない風景だと思
いました。
　あまりに意外できれいな眺めだったので、今回の表紙にし
て「クイズ」にしてみました。
　すぐに分かった方、いらっしゃいましたか？

表紙のクイズの答え：クヌギ林のクヌギの上から西南を望む

昭和47年4月～昭和48年3月生まれの皆さん、お元気ですか？
卒業して30年が経ちました。卒業して初めての同期会を開催し
ます。
私たち43回生は、462人いるはずですが、住所が分かっている同
期は約半分しかいません。
この『銀杏』が届いていないお友達がいたら、お知らせください。
同期会実行委員として動いているメンバーは、芦垣・市倉・市場・
岩窪・岩渕・青柳・加瀬・栗田・佐久間・佐藤（昌）・武井・田辺・水田・
村木の14人です。（旧姓表記）
高校生の時には絡みがなく「はじめまして」と挨拶をしながら、
集まったこのメンバーで、このコロナ禍の中、皆が楽しめる企画、
参加しやすくするにはどうしたら良いかと、真面目に話し合いな
がら進めています。
プロになった仲間による余興もあります。誰が何をするのかは、
当日のお楽しみ！先生方も多数参加予定です。来てください！

● 2021年8月21日（土）　
　 14：00～16：30（受付13時半）
● 中野サンプラザ　１３階　コスモルーム

（吹き抜けの天井で通常なら300 人入れる広い会場）にて開催。
※着席形式ですので、事前振り込みです。

お申し込み・会費などのお問い合わせはこちら。
43musako1991@gmail.com

高校43回生　同期会
（1991年3月卒）


