「環境と健康」テーマに大盛況！

会

報

編集人 八 牧 浩 行

（82期）

～ 頁 総会・懇親会・講演あれこれ
頁 「岩手ツアー」で学び語らい楽しむ
頁 「東海道歩き」の勧め―歩行記を出版
頁 〈たかが同窓会…〉
「塔」の物語
頁 電子計算機からパソコンの体験記
頁 女子トーク「芙蓉乃会」に参加して
頁 異業種交流会「ふるさとの訛…」
～ 頁 「豊田先生お祝い会」
「 期会」

受付やクロークのお手伝いをして、

現場の雰囲気を勉強しました。

日

名ほどの

今年になってからは、２月

の関東同窓会幹事会で

を決め、翌月には準備状況を多賀

同期が集まり、それぞれ役割分担

谷会長にご報告。その後、講師の

哲也

静中・静高関東同窓会の２０１

テーマもほぼ決まり、初の試みと

阿部

５年総会・懇親会が、 ７月３日

して「里山環境と健康」というテー

マと、「環境と病気、特に食の変

スセンターで開催されました。ご
本部同窓会長

化と疾患に関して」のダブル講演

来賓の４名の皆様

としました。最近話題の「身体」

名以上でお手伝いをする

と「心」の健康をテーマに、同期

三
阿

鈴木與平様、本部事務局長

（金曜日）、東京日比谷の日本プレ

期

99876541

浦俊一様、静岡高等学校副校長
斎藤直治様、野球部後援会長

部裕之様を含む 名の皆様のご来
訪を賜り、盛大かつ好評のうちに、
執り行う事が出来ました事をご報
告致します。
思えば、昨年５月に同級生から
期の皆様
との初回の打ち合わせに参加した

の連絡で、１年先輩の

日（木曜日）に全てが始ま
月４日（金曜日）の関東同窓会総
期一同

準備から始めました。昨年７月４
日の関東同窓会総会・懇親会には、

会場受付の様子

57期 岩井先輩による乾杯
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二人が講演をリレーする事に決
名だけではなく、広く同期に

更には、本番に向けて当初の
整いました。

終打ち合わせと懇親会。準備は

リストを作成し、スムースなコ

協力を仰ぐために、メーリング
象徴するように、野球部後援会

を賜り、更に躍進する野球部を

当日は、多くの先輩にご臨席

長の阿部裕之様にも、興味深い

直前の６月

ミュニケーションが出来る環境
を作りました。

野球部の現状をご披露頂きまし

幹事期 93期の皆さん

めました。
春には我が静高野球部が甲子
園出場を決め、 東海大会での
話題になりました。そうした盛

「バックスクリーン３連発」が
日には、同期の勝間田さんが工

総会・懇親会を無事終えた同

た。

期同窓生仲間と、来

校歌を歌えば、一気に青春時代

ようになっていました。今回も、

く事の必要性、重要性を感じる

いに支援し合って、活動して行

ご苦労様

場長を務めるキリンビール生麦

期は、７月３日の晩は銀座で気
勢を上げました。同じく同期の
青木さんが経営する７丁目のお
また、９月５日には、協力し

店です。
てくれた

年の幹事となる 期 人ほどで、

10

多賀谷会長もお迎えして打上げ

期の皆様に引

代になって、先輩や

と思います。

して貰えるように、尽力したい

後輩に、同窓会の大切さを実感

ています。そして、これからも

が静高の素晴らしさを再認識し

諸先輩方との繋がりも増え、我

同級生との距離が縮まり、また

卒業後にあまり会話の無かった

期のまとめ役をお引き受けし、

9
3

94

会を開催、開催準備の過程での

文書やデータを

以上の事はしていませんでした。

け参加はしていましたが、それ

級生との集まりには、出来るだ

私は、これまで学生時代の同

ました。

き渡して、ひとまず役割を終え

9
4

後輩、同期の様子を知り、お互

しかし、

5
0

15
工場内で、会議室を借用し、最

懇親会 楽しいひととき

り上がりの中、準備も順調に進

講演に聞き入る来場者

み、 期同期は天王洲で最終の
確認会を開催しました。

大先輩

93

21

93
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をどう構成するか。外科医と番

初めての２本立てリレー講演

ます。自然環境との一体感と心

くなり、不思議な安らぎも感じ

界に溶け込み動物を撮影しやす

た感覚」になると、人間が自然

機器やソフトがカットしている

きました。現在のデジタル音響

体の健康にいいことが分かって

また、最近、里山の音も心や

新鮮に見えてきます。

持しているかという目で見ると

と折り合いをつけ、豊かさを維

この風景は人がどうやって環境

物。美しい風景に出会った時、

景は環境に適応した暮らしの産

景を眺めることです。里山の風

いでいる伊豆のワサビ田、湧水

水を浄化しながら沢の崩壊も防

独自の石積み法と樹木の利用で

の宝庫となっています。他にも、

が維持され、絶滅に瀕する野草

茶草場には日本古来の草原環境

農法の風景です。そのおかげで

や肥料に役立てる伝統の茶草場

定期的に刈って畑に敷き、保湿

必ず隣接しています。この草を

茶畑には草ぼうぼうの荒れ地が

の茶畑が選ばれました。静岡の

の里山力を見直してみてくださ

す。健康寿命は日本一。静岡県

い風景と体にいい食材は一体で

生まれる食材数は日本一、美し

山田園県」です。その里山から

誇る自然共生文化に満ちた「里

風景を見れば、静岡県は世界に

暮らしや文化の生態学的視点で

最古のノリの産地・浜名湖…。

場を生かして営まれてきた日本

富士山麓の農家、海草のアマモ

稲と水かけ菜を交互に栽培する

里山環境と健康 講話を終えて

組プロデューサーの話をつなぐ
や体の癒やしは繋がっているよ

可聴域を超える音を浴びると、

小 野 泰 洋（

ＮＨＫ「ニッポンの里山」プロデューサー

ために勝又君と相談し、テーマ
うです。その健康効果を得る場

「心と体を活性化させる里山環
二次的な自然。言い換えれば昔

れ、暮らしながら維持している

然ではありません。人が手を入

里山は国立公園の様な原生自

２０１２年、富士山の世界文

を浴びる健康効果です。

れるだけでなく、聞こえない音

の自然界です。風景に心を癒さ

の音の成分が多いのは里山など

活性化するという研究です。そ

私はロボット手術などを専門

たのは死亡原因の要因である乳

達しました。人間が長寿になっ

期）

を「環境と健康」と決めました。
としてなじみやすいのが里山環

境」の話を連動させることにし

からどこにでもあった田舎です。

化遺産登録と同じ年、国連の機

幼児の死亡、感染症克服と食生

い。

ました。

そこに改めて魅力を感じ、ゆっ

にする大腸外科医ですが、今回

のある所に家が点在し田んぼで

ながっている」という話題から
境です。

私は、自然番組の制作が専門

くり身を置く方法としてお話し

健康に関するテーマで講演する

脳の視床下部が刺激され、体を

「体の健康は心の健やかさとつ
調整を始め、「大腸と食文化・

ですが、医学健康番組も５年ほ

関が選ぶ世界農業遺産に静岡県

東京医科大学 消化器 ･小児外科分野 教授

ところでした。外科医の世話に

ような反応を示すか興味のある

科医が話す予防医学の話にどの

ことになり、卒業生の皆様が外

ています。以後は脂質が増え、

富さで最も理想的な食事とされ

ピークですが、減塩と食材の豊

１９７５年頃がカロリー摂取の

く関連します。日本人の食事は

活の改善で、文明の発達と大き

期）

環境と食が気付かないうちに疾

世界長寿地域宣言をした地域で

糖質が減少する傾向です。近年

すが、現在は高脂肪食により男

の食生活の変化による悪しき代

生物は腸により支配されてお

病を招くことが理解いただけれ

り、人間も同様でした。しかし

性の三人に一人がメタボの状態

ば幸いと思い、以下の内容で講

新石器時代に定住がはじまり食

です。逆に長野県は減塩運動を

名詞は「沖縄クライシス」で、

が確保されると急激に文明が発

演させていただきました。

なる前に予防医学が大切であり、

勝 又 健 次（

93

環境と病気、特に食の変化と疾患に関して

ど担当しました。心的ストレス

たのが文化生態学的な視点で風

食環境を巡る最先端医療」と、

93

が自律神経の失調を引き起こし、
その人の体の弱い部分に病気が
起きる「心身症」と呼ばれた病

「気配を消して体が空気になっ

しゆっくり腹式呼吸しながら

接近法と近似しています。脱力

撮影現場で身につけた動物との

ます。この方法は、自然番組の

を促す「呼吸法」を提唱してい

律神経にリラクセーション反応

る方法として、体をゆるめて自

律神経のストレス反応を和らげ

らこの分野の研究を手がけ、自

米国のハーバード大学は早くか

気が深刻化した 年ほど前です。

2
0
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ラと呼んでいます。今まで大腸

て存在している状況を腸内フロー

個存在しています。この密集し

なると一〇〇〇種類の菌が

と密接しています。一方大腸に

まで改善しており、胃癌の減少

より 歳代での感染率は

兆

％台

ですが、上下水道の整備などに

歳代の日本人は感染率 ％以上

潰瘍・胃癌の関連です。現在

ていた中でのピロリ菌の存在と

があり菌は存在しないと言われ

一番のトピックスは胃には胃酸

染症も様々な病気を招きます。

症だけでなく、消化管疾患の感

できます。また結核などの感染

がこれらの事例から知ることが

らすため、怖いものであること

知らないうちに体に変化をもた

命が上位になっています。食は

続けたことにより近年は平均寿

活習慣における飲酒、野菜や果

防に対するワクチン接種また生

が 本の柱です。しかし癌の予

ん医療の向上、がん予防の推進

合戦略ではがん研究の推進、が

服が課題です。対がん

は死因第１位を占めるがんの克

質が原因と言われており、今後

も腸内細菌と肉食での前発癌物

す。近年増加傾向にある大腸癌

７０年代から増加傾向にありま

因とされています。日本も１９

内細菌の種類や多様性などが原

フリカでは認められません。腸

腸疾患が増加していますが、ア

により異なり、欧米では炎症性

つつあります。腸内細菌も環境

しているなど重要性が解明され

やビタミンの産生、免疫を担当

したが、腸内細菌がエネルギー

の役割は注目されていませんで

3

カ年総
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豊富であることなどが健康長寿

里山が多く、温暖な気候、食も

いないのが現状です。静岡県は

物の摂取など啓発活動が進んで

度考えてみてください。

つつ生活習慣や環境改善を今一

に長生きするために故郷を思い

県の要素なのでしょうか。健康

震災から四年半 現地で様々な思い
る岩手ツアーが一〇月三一日―

関東同窓会の有志一三人によ

は南部（宮城県気仙沼市、岩手

岸北部を回ったのに対し、今回

年に続き二回目。前回が三陸海

岩手ツアーで学び、語り合い、楽しむ

一一月一日に行われた。現地で

県陸前高田市、大船渡市、釜石

総会で講演）を訪問すると共に、

ピッチで進んでいた。しかし、

新しい街づくりなどの工事が急

各地では盛土かさ上げによる

元気を交換し、何より東北の新

を徹して語り合い、励まし合い、

きることは何だろう」などと夜

ツアーには 期と 期の有志が参加

震災から四年半を経過した現地

からは、厳しい現実

ではない。現地の方

ドの實吉義正さんから話をうか

道の駅の建物の前で、地元ガイ

前高田では、津波で破壊された

「奇跡の一本松」で有名な陸

かさ上げと巨 大 コ ン ベ ア

を踏まえた声を聞き、

がった。道の駅は一四・五メー

トルの津波に襲われ、多数の方

参加者は様々な思い

復興支援のＮＧＯ

が亡くなった。市は広域を被災

を出した。実体験に基づく話は

し、一八〇〇人あまりの犠牲者

心を打ち、目頭が熱くなった。

ｅ」を運営する寺井

氏からは、時の経過

による支援縮小など

事が進展中だった。巨大なベル

その土砂を使ったかさ上げの工

周辺では山を削る宅地造成と、

難問と格闘する現状

したが、まだ撤去されず巨大な

トコンベアは九月で運転を終了

宿では「自分にで

をうかがった。

も生まれ、また政府

とともに新たな課題

「ＳａｖｅＩｗａｔ

を巡らせた。

ると、必ずしも明確

含む復興の展望とな

を見学しようという企画で、昨

期、昨年の同窓会

92

鮮な魚介と酒の味を楽しんだ。

市、大槌町）を訪れた。

震災復興の活動を続けている寺

87

地域の将来像までを

井良夫氏（

92

現地ガイドの説明に心を打たれた（陸前高田）
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シルエットを映していた。
大船渡の三陸鉄道・恋し浜駅前

舎を問わずデイケア拠点や老人

が「高齢化の風景」。都会、田

した。印象的だった景色の一つ

が目に入って来るのも楽しみで

時に普段気付かない様々な光景

いい運動になり爽快ですが、同

一日二〇キロ前後を歩くのは

振興に頑張る方々とは興味深い

し、地域起こしのＮＰＯや街道

「Ｂ級グルメ」には各地で遭遇

い ま し た 。「 ゆ る キ ャ ラ 」 や

「地方創生」の風景にも出合

（そのためにもウォーキング！）
。

思いを改めて強めた次第です

分も元気老人にならねば」との

足取りも軽くなりました。「自

三陸海岸から盛岡に向かうバ

ホームなどが散在し、「看板の

話をしました。しかし、それが

今秋出版しました。

ス車中では紅葉を楽しんだこと

東海道は身近な存在かと思いま

地方活性化や人口減少対策の切

東海道歩きの勧め

が完成した暁に、住民が戻って
はもちろん、運転手さんに無理

す。呉服町や七間町の通りは元々

新しい」建物は携帯ショップな

り札になるかといえば話は別で、

の休息所では、開店時間前に特

くるかどうかとなると覚束ない。
を言ってＳＬ銀河号と数キロに

東海道だし、「東海道中膝栗毛」

どと並び高齢者関連施設が目立

大槌町でもかさ上げ工事の建

復興は破壊された街や家の再建
わたり併走した。ＳＬファンな

の十返舎一九は静岡市の出身。

ちました。所在不明になった高

別にコーヒーを入れてくれた。

だけでなく、地域の振興や経済
ら羨む経験に、参加者は年甲斐

歌川広重の「丸子・名物茶屋」

課題の大きさも痛感しました。

感謝、感謝。

発展と絡み合う。そんな当たり
もなく歓声を上げていた。もり

の車にも出合いました。

齢者の目撃情報を求める自治体

設機械が町のあちらこちらで稼

前のことを改めて痛感した。各
おか町家物語館では、Ｓａｖｅ

や「夜之雪」の蒲原を訪れた人

働していた。しかし、造成工事

地で多くのことを学び、考えさ

は多いはずです。でも、東海道

期

淳

で」迎えてもらい、むしろ元気

地元の方々に「明るく」「笑顔

難問は山積だが、訪問先では

介したい。

が多かった。以下、いくつか紹

面目で優しく、含蓄に富むもの

った。静高ＯＢ・ＯＧらしく真

帰路の車中で、感想を述べ合

東から西に進み、今年五月に京

ました。休日を使って断続的に

二〇一〇年に東海道歩きを始め

趣味のウォーキングの延長で、

の東海道の姿は？

の他の地域は？

お年寄りに会った時。牧之原台

気が出るのは、明るく、活発な

ってきますが、そんな場合に元

合うか考えると思いは行き詰ま

も含め問題は難しく、どう向き

高齢人口増加に伴う財政悪化

きているか、自問しました。

の時どうする」の心の備えはで

てもおかしくありません。「そ

岡や関東でも、いつ地震があっ

目が行くようになりました。静

○○メートル」の標識に自然と

以降、海岸沿いを歩くと「海抜

日本大震災がありました。それ

静中・静高で学んだ皆様なら、

日下

道中は「発見」の連続
歩行記を本に

せられた。
Ｉｗａｔｅ販売のくるみのソフ

をいただいた。昼食を取った気

「各地のかさ上げの風景が最も

地の茶畑では、茶摘みの休息中

東海道歩きを始めた翌年、東

トクリームに舌鼓を打った。

仙沼の食堂では、スタッフが大

のおばあさんと楽しい話をし、

駿府公園・巽櫓前の弥次喜多像

そして、現代

漁旗を振って見送ってくれた。

都･三条大橋に無事到着。勢い

の大半を同行した妻とは共

輪も広がりましたし、行程

カーたちとも話をして人の

たこと。道中では多くのウォー

たあとのビールの美味かっ

それにしても、一日歩い

た。

は興味深い発見の連続でし

た「平成ニッポン」の風景

の安全性 ―― 東海道から見

そして特筆すべき日本社会

インフラの凄さと問題点、

このほか国際化の現状、

で記録を取りまとめて本にし、

楽しんだ」
「近い将来、東京や静岡が被災
してもおかしくない。その時何
を…」
「味覚ツアー」
「行動に移すことがどれだけ大
事か。寺井氏に敬服」
「ここでも、都市でも、コミュ
ニティの大切さを実感」
「何ができるか分からないが、企
画があれば参加し、お金を使う」
期有志）

92

期、

87

（

「地元の方々のおもてなしの心
に感謝」

海岸沿いには津波警戒の標識（静岡県西端の
白須賀宿付近。宿場は 1707年の津波で高台に
移った）

印象的だった」

笑顔とＳＬ

92

「修学旅行以来の団体ツアーを

懇親では魚介と酒を楽しむ
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ん先生が巻頭言か！しかも、
なのに！もう決して現実の快楽

の情、彼はそれを捨て去った筈

「ある女に対する抑え難い思慕

りぁ 天でもない。夢です、皆、

「（ 元 外 科 医 ） 地 獄 で も な け

展開され、こんな台詞も

の相剋と葛藤が

がちな多分に背伸びした気配は

ベルの高さ！

びっしりと、それに何というレ

いような小さな活字で

ページ

「若き苦悩者の手記……彼の生
に溺れまいと心に誓った筈なの

あの世代にあり

彼の

使して作品としているサマは見

祷に耳を傾けようとした

事というほかはありません。編

あるものの、一編々々、内容は

悪いんだ…… （元新聞記者）ハ

集後記のＭ君は、「暗陰粛々た

もとより、抽象的にしろ、具象

ハハハ、まったくそうですね、

る世相に悶絶と焦燥に遅々とし

悪夢にうなされているんだ、だ

読めば一目瞭然ですね（へつら

てその日を没してゆく私達に何

いたい諸君はフロイトの「精神

という小説の出だしは

い笑い……）」

に……」

「左様で御座います。友人野田

何処かの劇団が上演したら、軽

の逃避口あろうか。徒に時を刻

と、若きウェイテルもどきの失

由紀夫夫妻は私が殺害致しまし

時間を超すでしょう。

無知を覚醒しようとした……」

た。全く可哀想なと申せば、可

く

何やら青春の鬱屈と軒昂が同居

なんて詩を寄稿してるんだぜ。

哀想では御座いますが、でも其

に同席の酒井

していたあの頃のボクたちの想

的にしろ、言葉を自由自在に駆

時私は反省など致しませんでし

と題して

分析入門」を読んでいないから

た。只殺した事による犯罪への

「城壁に囲まれた市内は、今日

いがよみがえった気分です。

恋小説を寄せているし、

今は亡き永野誠和君は「星の

興味、快楽、自信を得た事が少々

もまた一輪車の音で明けていっ

を揃えて、いまや越し方を肴に

地域を見

な発見のために東海道を歩いて
（「東海道を歩こう

みませんか。



たかが同窓会、
されど同窓会⑪

しましょう。

宮田英世君の「鬼薊の告白」

囁き」という表題で、冒頭から

満足であるのみで御座います。

た。キー、キーと重苦しい音を

目次に添って少し内容を紹介

よう 日本を語ろう」 日下淳

でなくて、何で告白など致しま

立てながら……」

ひたすら飲み且つ語るボクたち

「塔」の物語

のか！

著、講談社エディトリアル、税

しょう……」

ですが、「塔」の純にしてひた

た。皆様も、健康のため、新た

抜き一二〇〇円）

と、後を読みたくなる本格推理

と少年時代を送った大陸での物

期 浦田 彰

力君は「小景」

また、その日の「八千代会」

クトイレスは教えたろうか…」
。

ませて生命を縮めることをヘラ

年を経て、白髪頭

むきな情熱に接し一瞬シュンと

あれから

の刺激的な出会いなどを創作風

この「塔」の中に俺たちがいる！
血走った瞳は幻影を追ひ

年ぶりに再会した作品に

「塔」は俺たちの「塔」だ！

り、過保護のお蔭で少し幼いん

いし、礼状のひとつも書けない

スマホ漬けでろくに本も読まな

じゃないか、とか、ケータイや

「塔」には自治会報告や運動

しとか、否々、静高生に限って

た。

か……盃を忘れたひとときでし

る。

この
「回転するネオンに

となり、当然、座の話題は今の
中でも凄い作品は「試み〈不
道冬君の

部文化部の活動報告はもちろん、

滅の記憶〉より」という喜多尾

年

詩から小説、短歌、戯曲、エッ

上げながら回し読みしたのです

主義者やらの生と死とを巡って

者やら元精神異常者やら元共産

意欲満々！

老眼鏡でも追えな

セー、ルポルタージュまで創作

かでよく勉強しているみたいだ

そんなことはない、図書館なん

ページにおよぶ戯曲

なりながらも、そうだ！
は躍る

少々テレている酒井君には「ヘ

高校生世代はどうなんだ、とな

ページにわたって綴ってい

千代会」で仲間の後藤弘枝さん

エー、キミは文学少年だったの

に

から「終い支度をしていたら、

め

か」と褒めたのか冷やかしたの

夜の流浪を想ひ出に求

こんなものが出てきたのよ」と

憂ひは意地と共に砂浜を駆け巡

すっかり茶色に変色した静高自

る……」

君の

61

一冊の冊子を手渡されました。

某月某日、同期の飲み会「八

詩を紹介すると、深井喜代司

売りとのやり取りや中国料理と

あの望月亮吉先生は詩人だった

命を凝視しようとした

彼の祈

景にわたって

90

小説。

通の話のネタ（？）もできまし

5

です。ダンテの神曲を思わせる

月号の「塔」

6
1
内容で、地獄に墜ちた元新聞記

2
0

集まった面々と懐かしさに声を

1
3

が、まず皆同音に、あのモッちゃ

3

号でした。

治会発行・文芸部編集の昭和

29

なんと！懐かしい「塔」です。

怪しき胸

2

3

7
1

ボクたち 学年の夏の発行です。

7

（ 6）
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の物語でした。終い支度！は後

ヒョイと出てきた一冊の「塔」

後藤さんの終い支度？から

というわけです。

ぞ、とか近頃の若者論になった

が輩出いていると書かれている

に最高峰」だとされ、若い人材

いう本には「静岡高校は、まさ

ぜ、とか、「名門高校人脈」と

とありますが……。

してくれるよう期待している」

己の為社会の為に社研部に参加

こそ必要ではなだろうか……自

社会問題を追い究めてゆく努力

く）我々はもっともっと政治や

る。（商業新聞を読むだけでな

る一つの要素にすぎないのであ

勉強するのは学生としての単な

子計算機に関する単行本を買っ

た。ある日、本屋に行って、電

あった。社内で一躍有名になっ

と優勝者とほぼ同じ位の成績で

四桁を

個入力した秒数を測る

読んだ後、電話帳の電話番号の

表されたのだった。その記事を

入力の大会があり優勝者等が発

カーの主催でブラインドタッチ

立は

万円と

額のレンタル料金は、東芝と日

提出をお願いしたのだった。月

ローチャートを見せて見積書の

各会社の担当者に来社を願いフ

社に導入される時が来るのか。

巻かれている。それら２台が我

は、磁気テープが右から左へと

装備されその上部のガラス窓に

制で最後まで変らなかった。毎

ジニア、プログラマーの三人体

から営業担当者、システムエン

契約する事となった。契約の時

い」となり日本電信電話公社と

約のために来社をして貰いなさ

あった。それを報告すると「契

取ったら、一月当たり

フローチャートを渡して見積を

店担当の六人のチームに配属さ

年後に小生は営業部の有名百貨

紳士服のメーカーに就職し一

たのだった。それから数ヶ月後

が来て同じ様なことが毎週続い

のだった。その後も重役や部長

んでいた本の表紙を眺めていた

出して渡す間に部長は小生が読

ら見せてくれ」ロッカーから取

良かった、集計表が出来ていた

長が来て「山梨が居たか、丁度

週に二度三度と読んでいると部

会社の昼休み時に読んでいた。

てきた。自宅には持って帰らず

言った。

明会があるから聴講して来いと

電話公社主催のデータ通信の説

商工会議所で行われる日本電信

聞を見せながら、皇居前の日本

た頃、重役が来て、日本経済新

となった。それから数ヶ月たっ

言ってこの導入計画は無いもの

ら、お前の給料の 人分だぞと

一人も削減できませんと言った

員何人削減できるかと問うので、

の見積金額だった。重役は、社

世辞と思っていた。

よ」と言われたが、営業上のお

きたのは、山梨さんの実力です

た。「ここまで順調に電算化で

ンターで確認できるようになっ

その結果の出力テストも、プリ

の課員がキイボードで入力して

が始まり、我がコントロール課

いた。全てが揃い、テスト送信

週水曜日を打合せの日と決めて

万円で

埃をかぶっているかもしれませ

れた。この営業を四年勤めた後、

の朝礼で重役が言った。

自治会編集「

高新聞」とかが

高校野球山静大会のスコアとか、

立七十五周年「記念誌」とか、

社研の機関紙「動き」とか、創

研究部編集「郷のかおり」とか、

頃の「塔」ばかりでなく、郷土

す。皆さんのお宅の隅にはあの

ん。身辺整理の折りでも探し出

内勤を命じられた。新しく設置

〈上〉

歳のプログラマーが

治活動を校外に限って許可する

挙法改正に伴って、高校生の政

ます。文部科学省はこの度の選

歳の高校生が選挙権を行使し

ところで、来春の参院選挙で

たが高価なので会社は購入して

製の電卓が七十万円で発売され

時公衆電話の大きさのキャノン

ばんで集計するのであった。当

年先輩の係長以下九人が、そろ

庫状況、得意先別の販売高を二

され各種製品の生産高、社内在

ＢＭを呼んで見積書を取るよう

重役が言うには東芝、日立、Ｉ

輩の係長に申し訳ないと思った。

生の

歳の時であった。二年先

の導入の担当をするように」小

考えている。山梨は電子計算機

「我社も電子計算機の導入を

れるのでプリンターで受信印刷

記録して結果を我社に送って呉

子計算機に送信すると計算して

線で日本電信電話公社の大型電

を借りて必要なデータを電話回

ザーは、キイボードとプリンター

け帰社して重役に説明した。ユー

生

りの発言をしたのだった。公社

適していますね」と知ったかぶ

りますが、フォートラン言語が

ル言語とフォートラン言語があ

い」。小生は驚きと共に「コボ

のプログラムを書いてみて下さ

ですので、山梨さんが給与計算

は、大きな労力と正確性が必要

ロバン、電卓で給与計算するの

人の社員がいる会社ですからソ

由記

公社の

という通達を出しました。教育

呉れなかった。やがてカシオの

すれば良い事になりますと説明

期

人以上が入れる会場

は部長、重役と思われる高年配

界での対応策が議論されていま

に言った。その前に我社の伝票

したら見積書を直ぐ取るように

こう言った。「貴方の会社は

す。母校では、どんな有権者教

電卓が現在の大きさになって発

類の種類や複写枚数のフロー
小生はナンバーキィを見ない

なかった。ロッカーの大きさほ

言われた。

歳の時であった。説明を受

育が行われるのでしょうか。昭

チャートを作成しなければなら
で右手で入力する（ブラインド

究部の活動報告には「……学生
とは勉学だけをするものを言う

どの中に演算装置や記憶装置が

公社の担当者に来社願って、
タッチ）に挑戦した。当時メー

2
8

のではない事は衆知のことだが、

なら書けますよ、是非挑戦して

のプログラマーは、「山梨さん

売され二台購入された。

山梨

電子計算機から
パソコンの体験記

してください。同期会などで、

された[
コントロール課]
に配属

給与計算プログラムの作成

思い出をよすがに語り合えば座

万円、ＩＢＭは

40

が盛り上がること請負です。

50

の人々で一杯になっていた。小

3
3

73

藤さんばかりではないと思いま

110

50

電子計算機導入担当を命じる

750

800



100

2
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テストランの結果と対処につい

算すれば良い。翌週の水曜日、

算させて源泉課税処理をして計

時間は変数なので、その都度計

どの固定給をセルに入れて残業

本給、役職手当、技術手当てな

いていたようだった。各人の基

から自宅でやろうかなと思い頷

下さい」。小生は業務外の事だ

ki
ng1
yamanas
hi
@ki
ngs
mi
l
e
.

なった。（次号「下」に続く）

独立し社名が㈱ＮＴＴデータと

公社は民営化されデータ通信は

であった。その後日本電信電話

のだった。１９６７年小生

歳

の後、給与計算は電算化された

の同時テストを２ヶ月行い、そ

言ったら人事部の計算と電算機

給与計算の件を会社の重役に

子のサラダレシピまで、多種多

ア、エネルギー教育、そして茄

るらしい）、東京都ボランティ

代からは

時代考証的には太子が生きた時

（聖徳太子像に描かれた服装は、

お話、 縄文時代からの服飾史

卒女子のみ下宿可の大家さんの

か東京都豊島区に存在した静高

高時代の思い出に始まり、何故

魅力に溢れたＯＧの皆様との嬉

店での美味しいお料理に加え、

芙蓉乃会では、落ち着いた書

ります。

クができるのを楽しみにしてお

もさらに多くの方々と素敵なトー

敦子



月

日本記者クラブ

日に第 回異業種交流会

世代を超えた同窓の絆 奮って参加を
来年

静中・静高関東同窓会の異業

階大会議室

種交流会は、２０１６年

隆さん（

ます（「静中・静高関東同窓会

ツイッターでも発信されてい

１９８６年

期）。元国家公安委

今年秋の叙勲で旭日大綬章を受

４千円

章しました。

会費

家族・現役学生２千円

ご参加は下記にご連絡くださ

い。

もしくは ＦＡＸ ０３-３２５

@wi
ne
.
oc
n.
ne
.
j
p

Emai
l kkas
amat
s
ur
e
p

７-９８２０（静中・静高関東

月からの男女雇用

様のほかに、「友呼び」

同窓会事務所）してください。

とい

ファーストスピーチは村田吉

日に第

員長・防災担当大臣を務められ、

月

様で活発なトークがとどまると

回多くの方々にご参加いただい

回目を開催します。毎

ころを知らないひとときでござ

ております。楽しく有意義なひ

と時を共有しましょう。

世代を超えて多くの方々にご
月号）」を提供頂きまし

異業種交流会」＠s
hi
z
ukoukan

参加いただいております。
年前、私

（オーナー＝

機会均等法施行を目前にして困

５年

にとってはまさに静高に入学し

た。今からちょうど

本的経営（月刊文芸春秋１９８

た記事「男女雇用法が変える日

牧浩行様から、ご自身が執筆し

当日は、関東同窓会顧問の八

いました。

年ほどギャップがあ

しい出会いがありました。次回

て打合せした後、プログラマー
c
o.
j
p

芙蓉乃会に参加して〉

瀬尾

女子トーク･
均等法から茄子の
サラダレシピまで
期

月９日（金）夕刻に、神田

神保町のブックカフェ二十世紀

力したいと思いました。

が「山梨さん、給与プログラム
を少しでも書いてみましたか？」
と言ったので、自分が鉛筆で書
いたプログラムを見せた。「毎
晩家で書いて見たけど」。受け
取ったプログラマーは、手でな
ぞりながら、何度も頷いて読ん
でいた。「これを公社の電子計
算機に乗せてみますよ、来週の

t
ou）。

と言い帰って行った。翌週、そ

蓉乃会にＨＰから申し込み参加

たしまして、同窓生の同伴を前

時

回

人が参

日の第

本生命副社長の石橋三洋さん（

加。ファーストスピーチは元日

異業種交流会では、約

月

提に、ご家族をはじめとする卒

分～

なお、前回

惑し、手探りで対応していた様

先輩・後輩・お客様等に一声

子が詳しく書かれています。１

おかけ頂き、ご参加いただきた

業生以外の方の参加をご依頼し、

たと思います。我が身が今でも

いと思います。さらに交流の輪

９８６年に実際に法令が施行さ

何とか社会でお仕事をさせて頂

を広げていきましょう。

より有意義な会にして参りたい

いているのも、先輩方や受け入

日時 ２０１６年 月 日（金）

と思います。

れ体制を整えて下さった社会の

れて以降、女性の諸先輩方のご

なお、静中・静高卒業生の皆

た年ですが、当時の日本社会が

のプログラマーは紙に印刷され

しました。出席者それぞれの静

水曜日に結果をお知らせします」

9

79

努力や葛藤は大変なものがあっ

おかげと改めて感謝するととも

午後 時

日本プレスセンタービル

3
0

期鈴木宏様）の芙

22

29

た 行の小生のプログラムを渡

30

に、若い方々が今後さらに活躍
会場

2
3

して、こう言った。「公社の電
名の給与計算をさ

13

200

4

できる環境作りに微力ながら協

1
1

算機にこのプログラムを入れて、
架空の社員
せましたら、間違いなく作動し
て計算できました。山梨さんは、

13

期）と三菱航空機前会長・三

7
7

凄い。 これを貴方の会社に、

!
!

1
2

経済の軌跡について、江川さん

バブルの形成と崩壊に至る日本

期）。金融界重鎮の石橋さんは

菱重工顧問の江川豪雄さん（

7
9

『自分で作成しましたから、活
用して下さい』と進言されたら
良いですよ。公社のプログラマー
になりませんか」同席の営業マ

22

1

2
92

104

9
1

11


10

1

1

3
0

1
0

ンとシステムエンジニアも頷い
ていた。

6

120

（ 8）
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のことでした。ひょっとして静
切ありません。」そこはさすが

窓の先輩・後輩間でも容赦は一

出版エピソードを交えた祝辞に

クで楽しむ

社の川田出版部長から「ジョー

ちょっとユニーク

赴任した５つの高校の卒業生５

始まり、Ｎｅｔに掲載されてい

る著書の内容や書評の紹介があ

り、５つの高校と筑波学院大学

のそれぞれの教え子代表が、豊

年間

の思い出や教師ぶりなどを、ス

田先生が教鞭をとられた

ライドを交えながら披露し、な

静高からは、豊田先生が静高

ごやかに楽しく交流しました。

在任中にクラス担任をした第

期、第

人が発起人となって企画運営し

して第

年）、都立日比谷高校（昭

期のみなさまを中心に

名がお祝いに駆けつけ、代表

た「豊田一男先生のご出版と喜

寿を祝う会」が開催されました。

年）、筑波大付

の卒業生に加え、筑波学院大学

英文法再入門」の

岡（市）出身と振り返り、会話
はプロ同士です。
石川啄木の『ふるさとの訛り

の主の後方にあるその方の所有
車のナンバーを確認すると、や

幹事会等々の会場では、出身者

なつかし停車場の人ごみの中に

でなければ、そのニュアンスが

そを聴きにゆく』ではありませ

東北弁、関西弁といった特徴

判別できない静岡のイントネー

んでわかるの？」と、家族に驚

のある言葉ではなくとも、静岡

ションが世代を越えて行き交っ

はり静岡ナンバーでした。「な

出身者であれば、そう、同じ出
ております。

んが、異業種交流会、同窓会、

身ならではわかるイントネーショ

験でもありました。その後は、

当日は、豊田先生が英語教師と

年）
、都立東

して赴任した５つの高校、静高
（昭和 年～昭和

年～平成２年）

の教え子や職員関係者のみなさ

名にお集まりいただ

孫さんを含めた豊田夫妻のご家
族、総勢

き、著書「ジョークで楽しむ

期は、富士市から駆け

付けた青木繁樹先輩が、豊田先

生の英語授業と自らの英語との

かかわりを、第

期は、静岡市

で木工業を営んでいる本多秀一

郎君が、服装が不適切な生徒を

出発直前に不参加とした修学旅

行の思い出を、それぞれ披露し

豊田一男先生は、現在は筑波

ました。

学院大学名誉教授、５年後に英

語の書籍出版を計画しているご

様子。日常は、奥様と

歳ペア

を組んでテニスを楽しみ、お孫

さんの英語教育に励んでいるそ

うです。 座右の銘は 「Age
i
ng

i
samat
t
e
rofmi
nd.I
fyou

nd,i
tdoe
s
ntmat
t
e
r
.
」
dontmi

’

’

当日は、開会宣言の後、開拓

気にしなければ問題ではない）
。

お祝いする会が開催されました。 （老化は気持ちの問題である。

英文法再入門」の出版と喜寿を

82

かれたことがありました。

ンがあり、独特の『訛り』があ

の人の輪にそを聴きにゆく。』

『ふるさとの訛りなつかし同窓

すまして話をしていても、

その出身地を当てた方が、「私

豊田一男先生の
ご出版と喜寿を祝う会

年）、
和

年～昭和
町の都立日比谷高校の同窓会館

まのほか、出版にご尽力いただ

は」と話は及び、「対応は丁寧

84

82

ります。
「出身静岡ね！」と言い当てら

は日本待望の旅客機「ＭＲＪ」

関東同窓会の先日の異業種交

も実は静岡」と続くのでした。



離陸までのストーリーについて、

期

年～昭
和

年～昭和
高校（昭和
となって開催されたユニークな

属高校（昭和
シー

月３日（土）、東京・永田
し、同窓会の先輩だと分かると、

ボニア」において、豊田先生が

「星陵会館・レストラン

になったんですが、厳しさは変

いた開拓社の川田出版部長、お

実に一変して言葉遣いから態度
よ。」と、同窓生に纏わるエピ
ソードの披露がありました。

『○×＃＃＃＊＊』駐車場の

84

静高 82期生と

都立石神井高校（昭和

4
94
9
お祝いの会をお知らせします。

５つの高校の卒業生が発起人

43

5
85
8

れてしまうことが、私自身の経

とても興味深いお話をしてくだ

流会でも、「実は自社が調査さ

良樹

れる際、自分より若い厳しい担

古谷

さいました。今回も大きな同窓

では、高

37

まで丁寧な対応になったんです

校は？』と、『静高です。』と話

『静岡出身ですか？

当者が、やり取りの最中にふと、

の輪が広がり、有意義で楽しい
ひと時を過ごしました。
笠松 一久

異業種交流会事務局

1
0

49

150

4
5
45

84

21
4
3

9
0

異業種交流会でのひとこま

ふるさとの訛り
なつかし…

後方からの話声が聞こえてきま

わらず、さすがでした。」和や

「ところで、その後の調査？

した。 年以上前のこと、家族

かな笑い声が響きました。「同

豊田先生ご夫妻

11月 23日の第 12回異業種交流会

期 山下 雅子

9
0

旅行中の奈良県観光地の駐車場

1
0

第 80号
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「いつも元気をもらう」
栄

七夕会を楽しみにしている」

う問いかけだった。「毎年この
るが、今後は、直前の確認が必

した。世話人にはご苦労をかけ

しました「古書コミ」の第



『冬の総会』幹事会を
月 日（金）に開催

会場

２０１６年

も併せて実施します。

「この会でいつも元気をもらっ
て帰る」などの意見があり、全
員が存続に賛成した。そのため
に健康でいようと乾杯した。
例年の如く佐野旭君の司会で

午後

時

月

分～

回

日
（金）

時

分

日本プレスセンタービル

日本記者クラブ 階会見場

の「道灌かがり」が
すがに 歳代半ばになると孫の

ついたが、今回は制限なし。さ

話はしないこと」という注文が

静中・静高関東同窓会の各期

務所）まで。各期幹事の皆さん、

２０（静中・静高関東同窓会事

３千円

店したため、品川の「東天紅」
話は出ない。もっぱらつれあい

幹事会を開催します。『冬の総

会費

に変わった。駅から数分の便利

会』に位置づけられる会合で、

ＦＡＸ

０３

３２５７

９８

ご参加は各期幹事、もしくは

なところだが、初めての人には
や自分の健康、とにかく歩くと

－

－

願いします。

とに多くの同窓生のご参集をお

多くの同期生をお誘いください。

い写真を配布してくれた。級友

楽しく有意義な会です。各期ご

が署名した日章旗の写真だった。

今回、村上

開会に先立って、世話人の野

村上君が予科練に入隊するとき

分

澤正憲君より報告があり、静岡

に贈られたものだという。すっ

が最も近いはずだったが、

の同期会は昨年をもって終わっ

かり忘れていた人も多かったが

しました。本を通じて、同窓生をつなぐ、つなげる活動です。総

月の関東同窓会総会で、昨年に引き続き『古書コミ』を開催

７月実施古書コミ報告・３８５５円

ご協力ありがとうございました！

たとのこと。さて、関東はとい

中学生時代に署名した墨痕鮮や

会の場で、同窓生の本と持参本を交換し、読み終えたら、次年総

かな自分の名を発見して納得。
村上君たちがおそらく予科練最

会に持参、更に交換してつないでいきます。また、寄付いただい

【２０１４年度の同窓会会長からの贈呈の模様は、

へとつなげるコミュニケーション活動です。

月

号会

た本については、換金の上、静岡高校に図書券として贈り、後輩

後の生徒と思うが、幸いこの日

人から出席の連絡が

報をご覧ください】

年２

月 日（金）開催の各期幹事会でも実施予定です。本を一冊携えて

今回は、 その金額も３、８５５円になりました。 平成
ることで、日付を間違えた、忘

ました

（

期

山下

雅子）

ちなみに私は、今年は『現在美術・入門』若林直樹著と交換し

の各期幹事会のご参加もお待ちしております。

いろいろ類推

き、「休業」の看板に帰ってし

わったのでつい従来の会場に行

れていた、特に今年は会場が変

た。我々の年代になるとよくあ

あったが、ついに現われなかっ

このほか

人だった。

章旗を体に巻いて出陣すること
はなかった。

今回の出席者は

1
2

ほど迷って遅れて会場に。

代二君が懐かし

いうのが多かった。

近況報告。以前は「孫と病気の

日時

要かもしれない。

月の総会からスタート

7

年

14

入口が分かりにくく、迷った人

月末で閉

4

30

期関東同期会は
永遠なり！
期 遠 藤

日

時半から開か

期関東同期会が恒例の七夕

の日、 月

11

れた。長く会場としていた田町

30

64

64
もかなりいた。北品川の竹内君

第 回「古書コミ」も行い
ます
こぞって参加を！

8 19

7
9

2
8

6

壹 康 （80期）

64
7

2

9

19

!
!

〒1640001 東京都中野区中野四丁目 10番 2号
中野セントラルパークサウス
TEL 03－6837－7016（秘書室）

本社

7

1
9

加藤

特別顧問
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まったのかも？

キリンホールディングス株式会社

6

2

4

7

6
9
0
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ྛᢸᙜ⌮

編

集

後

記

ファーストスピーチの村田吉隆

日の次回異業種交流会

22

月

1

年以

とが分かったのでした。（八牧）

との訛」から静高同窓であるこ

駆け出し記者の関係。「ふるさ

上前の大蔵省です。課長補佐と

先輩と私が出会ったのは

40

月 日（金）に日本プレスセ
ンターで開催！
午後 時より、日本記者クラ
ブ 階大ホール（例年と同じ会
場です）
多くの同窓生の皆さま、是非
ご出席ください。 幹事期 期

年度関東同窓会･懇親会

2
7 0
1
8 6

94

静中・静高関東同窓会の本会報
（年 回＝ 月、 月発行）とホーム
ページ（随時更新）は、同窓生と関
係者が老若男女問わず行き来する
「情報広場」
「ニュース交差点」です。
関東での同期会等の開催、同窓生参
加イベント、同窓生の活躍ぶり、エッ
セーなど、お気軽に投稿してくださ
い。ファイル添付で以下のメールア
ドレスにお送りいただければ幸いで
す。郵送の場合は左記関東同窓会宛
にお願いします。

◆原稿･写真を募集します！

6

12

静中・静高関東同窓会事務所
東京都千代田区神田鍛冶町
藪下ビル Ｆ
野方法律事務所内

会報は
yamaki
@r
e
c
or
dc
hi
na.
c
o.
j
p
（八牧）
ホームページは
i
s
hi
kawa@yut
o.
j
p
（石川）

6

7

3

6
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「静中・静高関東同窓会組織図」を作成

⥲

静中・静高関東同窓会では、スムーズな運営とさらなる発展を図
るため、以下のような「同窓会組織図」を作成、理事会で決定しま
した。よろしくおねがいします。

ྠ❆⤌⧊ᅗ
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鈴

与

株

代表取締役会長兼社長

京浜支店

式

会

社

日本レーベル印刷株式会社

鈴 木 与 平（76期）

〒4248703静岡市清水区入船町11－1
TEL 054（354）3015（秘書室）
〒1400013東京都品川区南大井 6－25－3
ビリーヴ大森 5F
TEL 03（6404）2100

（1
2）

代表取締役会長
本

社

東京支社

岩井平一郎（57期）

〒4228004静岡市駿河区国吉田3丁目1番1号
TEL 054（262）1111
（代）
〒1040031中央区京橋116越前屋ビル 8Ｆ
TEL 03（3272）4651（代）

お茶の心を伝える

愛 国 製 茶（株）
代表取締役会長

馬場

泰男（64期）

本
社
東京都新宿区西早稲田379 TEL 0332071611
（代表）
高田馬場店
東京都新宿区高田馬場4127TEL 0333636611
（代表）

同窓会で人の輪を!
!

野方重人法律事務所
弁護士

Recor
dChi
na

日本最大の中華圏情報サイト（日本語）

野 方 重 人（77期）

〒101004
5 千代田区神田鍛冶町3
－7－3
藪下ビル6Ｆ
（TEL）03（3251）2348
（FAX）03（3257）0820

相続税・法人税・所得税などのご相談はどうぞ !

鳥巣修税理士事務所
税理士

24時間！ニュースを通じて 「世界平和」に貢献する

鳥巣

修（89期）

OSAMU TOSU

〒1670041 東京都杉並区善福寺1
－30－17
TEL 03
（3396）3858 FAX 03
（3396）3848
Emai
l
os
u＠mt
j
.
bi
gl
obe.
ne.
j
p
t

みんなでわいわいガヤガヤと

ブックカフェ 二 十 世 紀
コーヒーと軽食、夜はワイン他
貸切パーティー承ります
鈴木

宏（91期）

〒1010051 東京都千代田区神田神保町2－5－42F
TEL 0352134853

Recor
dJapan

中華圏最大の日本情報サイト（中国語）

代表取締役社長・主筆
本社

八 牧 浩 行（82期）

東京都港区新橋2－20－15新橋駅前ビル1号館 7F
TEL 0
335737501
（代） FAX 0
3357375
03

＊昼２時より夜11時まで診療＊

医）名泉会タカラ歯科診療所
代

表

ワラ シナ アキ

オ

藁 科 名 雄（87期）

東横線 中目黒下車 徒歩５分
TEL 0120－376－480
FAX 03－3710－8847
〒1530051 目黒区上目黒 2－18－13

古本売買

出張買い入れ

ご相談

二十世紀記憶装置

＠ワンダー
鈴木

宏（91期）

〒1010051 東京都千代田区神田神保町2－5－4
TEL 0332387415
フリーダイヤル 0
120154727

