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新会長に蚊谷氏（泉丘
１４期）を 選出

平成１６年度一泉同窓会総会に７７０余人
平成１６年度の一泉同窓会総会と懇親会（創
立１１１周年記念）は１０月１５日午後６時から、
金沢全日空ホテルで開かれた。今年度は泉丘
２３期を中心とする実行委員会の努力で７７０余
人が出席、新たに蚊谷八郎会長（同１４期）を
選出するなど順調に議事進行、懇親会も大い
に盛り上がって同窓の絆を深め合った。
小倉周一郎会長に代わって水谷昭副会長が

あいさつ、４２３０万７３７１円に上る１１０周年記念
事業、１５年度決算報告などがいずれも満場拍
手で可決承認された。審議の最重要事項は、
任期満了による小倉執行部の退任と新役員の
選出。事務局を含め１２人の役職員のうち新任
７人、留任５人の新執行部が誕生した。
続いて今春就任した上田政憲校長が母校の

近況を報告、在校生初出演の合唱部員約２０人
が全日本合唱コンクール中部大会金賞受賞の
歌声を披露した。

御陣乗太鼓で懇親会幕開け

続く懇親会は石川県無形民俗文化財の御陣
乗太鼓で幕を開けた。荒川宏さん（一中４５期）
の乾杯の音頭で杯を酌み交わすと座は一挙に
盛り上がった。歓談はいつまでもつきなかっ
たが、例年のごとく応援歌などを合唱、同期
生同志、先輩と後輩がまたの再会を約束しあ
って散会となった。

役員改選、新任は７氏

新役員は次の皆さん（○印は新任）
�会長 ○蚊谷八郎（泉丘１４期）�副会長
普神貴行（一中５６・泉丘２期）、水谷昭（泉

丘７期）、○泉屋利郎（同１４期）、○小堀幸穂
（同１７期）、○清水義博（同２２期）、○近藤勝
則（同３１期）、○中村太郎（同３５期）、村本喜
和子（同通信２８期）�監事 奥田徹（泉丘６
期）、笠置研一（同１１期）�事務局長 ○中
山一郎（同１０期）

厳粛に物故者慰霊祭
一泉同窓会の総会に先立ち、１０月１５日午後

３時から母校の厳霜碑前で物故者慰霊祭を行
った。今年の出席者は２３人。石浦神社の長谷
勝俊宮司の祝詞に続いて一同、同じ学び舎で
過ごした今は亡き師を友を祀った。１５年戦争
で国事に殉難した仲間を持つ一中の先輩は、
特に思い入れが深い。毎年必ず出席される一
中４０～４９期の大先輩１０人余。この年代では、
各期１割強の２０人を超える友を敗戦直前の１
～２年の間に失った。南の島の玉砕、特攻隊
での突入、終戦直後に責任を感じての自裁…。
語り出せば若い身空で国に命を捧げた友を思
い、言葉を失う人ばかりだった。

発行所
〒９２１―８１１６
金沢市泉野出町３丁目１０―１０
石川県立金沢泉丘高校内

一 泉 同 窓 会
電 話（０７６）２４２―０２１１
ＦＡＸ（０７６）２４２―０２１１

２００５．３．３１．発行
E-mail : issen knz@hotmail.com
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地区・職域同窓会だより

’０４関東一泉同窓会総会・懇親会

新会長に浅井氏、副に糸多氏

’０４関東一泉同窓会総会は１０月２日、東京
・千代田区の如水会館で約２８０人が出席して
開かれた＝写真＝。金沢からは蚊谷八郎新会
長、上田政憲校長ら５氏がかけつけ祝福した。
今年のテーマは「どきどきドーキ同窓会」。

一人でも多くの参加を促し、二次会までゆっ
くりと年代を超えた交流が図れる有意義な集
いにしよう－との配慮から、土曜日の午後３
時開会となった。総会では河毛二郎会長（一
中４３期）と宮川隆泰副会長（同５４期）の死去
に伴う役員改選で、新会長に浅井敏郎氏（同
５０期）、同副会長に糸多宗人氏（同５４期）を
選出した。浅井会長は就任あいさつで「一中
精神の継承」を訴えるとともに、「母校への
恩返し」への協力を呼びかけた。
続く懇親会では「金沢どうなっとるがや」

のビデオ放映、金沢弁の思い出タイムもあり、
故郷と母校への思いを新たにした。最後に一
中、泉丘の校歌を斉唱、幹事の２５期の努力に
感謝して閉会した。

その他の役員は次の皆さん。
�副会長 大西忠（泉丘１０期）、村上与恵

（同１２期）、宇野明美（同２３期）�監事 西
島幸夫（同９期）�監事兼事務局長 山下哲
之（同２２期）�顧問 高浪克子（同４期）

第２４回関西一泉同窓会

抽選で氷室まんじゅうも

第２４回（平成１６年度）関西一泉同窓会は例
年通り６月第１土曜日の５日、大阪市城見の
パノラマスカイレストランアサヒで１００人余
を集めて開かれた＝写真次頁上＝。金沢から
は普神、水谷副会長、正村事務局長、ご招待
恩師の化学・山崎裕先生が出席された。
会長の片瀬貴文氏（一中５５期）は中央復建

ご あ い さ つ
か たにはちろう

一泉同窓会会長 蚊谷八郎
一泉同窓会の皆様には日頃、会の運営に

何かとご支援ご協力を賜り誠にありがとう
ございます。この場をかりて心からお礼を
申し上げます。
私はこのたび平成１６年度の一泉同窓会総
会において、小倉前会長より次期会長を拝
命いたしました。多くのすばらしい諸先輩
のおられる中で、次期会長のご指名を頂き
誠に恐縮しておりますが、会長にご承認賜
りました以上、一泉同窓会の名をけがすこ
となく一生懸命お世話をいたしたく努力し
て参りますので、皆様におかれましては今
まで以上にご支援ご鞭撻のほど、よろしく

お願い申し上げます。
さて、ご承知の通り一泉
同窓会は通信制も含め一中、
泉丘の卒業生約２７，０００人を
有し、国内外に優秀な人材
を配しております。全国に
８支部の同窓会があり、就任早々の私も関
東と松任の一泉同窓会にご招待を賜り出席
いたしましたが、それぞれ同じ志で昔を懐
かしみ、心を通じあう姿が強く印象に残り
ました。そして今、このすばらしい出会い
の場である同窓会をさらに盛りあげ、ます
ます発展させて参りたいと心あらたに決意
いたしております。今後とも会員の皆様方
のお力添えを賜りますよう今一度お願い申
し上げ、ごあいさつといたします。

（2） ２００５．３．３１



コンサルタンツ社長を退任、現在はNPO老
人フォーラムを立ち上げ、パソコン、ブリッ
ジ、シャンソンなど５つのコースとサロンで
元気老人を増やそうと奮闘中とのこと。本部
からの水谷副会長は１１０周年記念タオルを手
土産に、記念事業のお礼を述べた。高齢なが
ら元気な山崎先生はボケない５ヵ条として感
動・興味・健康・工夫・恋を披露された。
会は宮本晴江さん（泉丘１３期）と山本和幸

氏（同４６期）の司会でスムーズに進行。抽選
で金沢からの氷室まんじゅう３０折、洩れた人
は円八あんころやふるさとの菓子に大喜び。
一中４３期の長岡寛厚氏の踊りつき「金沢の女」
が会場雰囲気を一段と盛り上げ、最後に一中、
泉丘の両校歌を合唱した。二次会は松尾ゆき
えさん（通信１２期）経営の北新地のバー「珠
洲」へ。３０人余りが参加、大盛況だった。

１６年度三馬一泉同志会総会

松下良氏の講演を聞く

三馬一泉同志会の平成１６年度総会は６月３０
日、金沢ニューグランドホテルで２６人が出席
して開かれた。
総会に先立つ恒例の講演会、今回の講師は

松下良松下種苗店会長（一中５３期）。演題は
「金沢、粋な歳時記」。かつて村松友視の短
篇小説『闇笛』に登場する、得体の知れぬ金
沢の風流な老人のモデルとなった人だけに、
金沢町民の生活文化の実体験を通じての流暢
な話は、錦絵を見ているよう。伏見川の屋形
舟で三弦の音に浮かれた花見、高張り提灯を
掲げての夜の婚礼行列、米こうじをふんだん
に使った漬物文化、大乗寺山までのスキー遠

足の後、小学校で出してくれたメッタ汁の味
など、１時間にわたった。
総会では杉村靖夫会長（一中５８・泉丘４
期）があいさつ、滞りなく議案を審議、続く
懇親会では応援歌を高らかに歌い、時間のた
つのも忘れて歓談した。

松任一泉同窓会が１６年度総会

白山市になっても継続を

平成１６年度松任一泉同窓会の総会が１１月６
日、グランドホテル松任で６７人が出席して開
かれた。あいさつに立った板尾達雄会長（一
中５４期）は「１７年２月に松任市と石川郡の２
町５村が合併して白山市となるが、来年以降
も松任一泉同窓会を続けていきたいと考えて
いる」と述べた。
続いて来賓紹介があり、新しく一泉同窓会
長に就任した蚊谷八郎氏が「同窓の絆を深め、
会の発展に努める」と決意を込めてあいさつ、
上田政憲校長が野球部の活躍などを披露しな
がら「文武両道の泉丘となりつつある」と母
校の現況を報告した。

恒例となった勉強会は、鶴来町のスカイ獅
子吼支配人・紺清美千子さんを招いて「獅子
吼高原に魅せられて」と題する講演を聞いた。
紺清さんは「合併によって皆さんの観光資源
の一つとなる獅子吼を理解し、応援してほし
い」と説いた。出席者も合併する地域を理解
するため、熱心に耳を傾けていた。
記念撮影の後は懇親会で、一同大いに盛り
上がった。ビンゴゲームでは大小さまざまの
景品が準備され、どれを選ぼうかと迷う姿に
会場は大爆笑。先輩、後輩の垣根を越えた酒
のつぎ合いと懐かしい話で、ほんとうに楽し
い時間をすごした。（泉丘４２期・松本雅治記）
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県庁泉丘同窓会が幹事会
県庁泉丘同窓会は県議会議員と県職員で構

成しており、年に１～２回幹事会を、３～４
年に一度総会を開いている。先の総会は平成
１４年１月に開催した。現在のメンバーは議員
が木本利夫、広岡立美、紐野義昭、下沢佳充、
粟貴章の５氏。執行部は寺西盛雄出納長（１０
期）を先頭に、約４２０人を擁する大勢力。議
員と出納長、部長・次長級職員で幹事会を構
成している。

近況としては、さる２月２２日に上田政憲校
長を招いて１６年度２度目の幹事会を開いた＝
写真＝。２０人が出席、校長から母校の様子を
聞いた。幹事一同、昔日の青春時代の思い出
話に花を咲かせ、母校の発展を願い、さらな
る支援を誓い合った。（１６期・照田繁隆記）

北電一泉OB会が総会
北陸電力一泉OB会（酒井浩代表幹事・泉
丘４期）の第５回総会が２月１５日、湯涌温泉
の「あたらしや」で開かれた。１年８ヵ月ぶ
りで１１人が出席、今後は「毎年開催」を決めた。
同社には北陸電力一泉会があるが、平成６

年２月に定年退職者でOB会を組織化、現在
の会員は３７人。同日夜は応援歌や一中、泉丘
の両校歌を歌って青春を謳歌した。

元元気気でですす��（（各各期期のの集集いい））

◆関東十桜会（一中４２期）春季会合
金沢一中４２期の第５回関東十桜会春季会合
が１６年５月３１日、東京港区の明治記念館内レ
ストラン「羽衣」で開かれた。
出席者は久保木信夫、坂部重之、清水昇三、
鳥居忍、中谷郁夫、氷田作治、松田通世、松
本順、山本欽一、古澤英雄、久保田全俊の１１
人。今回は上島兄が所用で金沢へ、八百兄が
急に心臓を傷めて欠席となった。氷田兄が娘
さんの介添えで車椅子、清水兄が逗子から痛
い足を引きずって出席してくれたのがうれし
かった。会員２２人のうち石田勝雄兄、中野二
郎兄が亡くなり、２０人になった。
当日は昼食後に写真撮影し、さらに記念館
ロビーに移り１時間ほど懇談した。
◆最後の関東金沢一中４３会例会
関東金沢一中４３会の例会は平成１６年１０月２６

日、東京駅大丸内の金城楼で島誠夫、藤田正
辰、山田義男、
吉村清三、長岡
寛厚の５人が集
まって開き、加
賀料理を味わい
ながら長寿を祝
いあった。
例年、京都在住の長岡氏の上京時を待って
クラス会を開催していたが、長岡氏参加の戦
友会が宮城県の松島瑞巌寺で会員高齢化のた
め解散式を行い、今後毎年の定期的上京が無
くなったのと、関東４３会も米寿を迎えた老人
ばかりとなり、まことに淋しくなるが、定期
的会合は断念することにして散会することに
なった。

代表取締役

瀬澤 幸利（泉丘１９期）

株式会社 金 沢 商 行
〒９２０－００２５ 金沢市駅西本町６丁目２番３号

［セメント建材部］TEL ０７６‐２２３‐１１５５ FAX０７６‐２６５‐６５０５
［住 設 建 材 部］TEL ０７６‐２６３‐０３３６

むらた小児科医院

医学博士 村 田 祐 一（泉丘１９期）

〒９２０－０３４１ 金沢市寺中町ト５番地
TEL（０７６）２６８－８６８８
FAX（０７６）２６７－９３３８

プラ
スαの

お手
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。

ここ
から
快適
な

暮ら
しが
生ま
れま
す。
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◆一中５０期生（昭和１８年卒業）長浜に集う
平成１６年度の総会は１０月２６、２７日、１泊２
日の日程で滋賀県長浜市の料亭「浜湖月」で
２０人が出席して開かれ、元気で再会できたこ
とを喜び合った。
西坂会長があいさつ、太田君が１０月１５日の
一泉同窓会総会の模様を報告、新会長に蚊谷
八郎氏が就任したことや、同期の浅井敏郎君

が関東一泉同窓会会長になったことが発表さ
れた。続く懇親会では皆久しぶりの歓談に余
念なく、隠し芸の披露もあって傘寿と思えぬ
元気さでおおいに盛り上がった。翌日は「琵
琶湖・竹生島めぐり」と「長浜城・彦根城観
光」の２コースに分かれて近江の国の観光を
楽しんだ。
〈出席者〉浅井敏郎、市野孫之丞、大滝善
次、大森三郎、太田重雄、改田直己、小堀外
茂次、橘喬、寺田猛、中村成重、西坂弥三郎、
新田史郎、野村庄一、松江重隆、宮村孝夫、
宗守弘雄、室賀共、安田俊男、横川政治、吉
岡外美雄 （宮村孝夫記）
◆和倉温泉で一桜会（一中５１期）同窓会
平成１６年５月２７日、和倉温泉ホテルたな嘉
で１泊、２３人が出席した。宮林和彦代表幹事
の司会で新物故者６人（戸部、森、伊藤、中
島、中村、荒野）が紹介され、総数１０１人の

物故者の冥福を祈った。
続いて宮太郎会長があいさつ、西川忠関東
地区代表の乾杯の音頭で酒宴に入った。宴は
お互いを懐かしみ、往時を偲ぶ談笑、隠し芸
も飛び出してアッという間の２時間余だった。
フィナーレは応援歌を合唱、宮野良雄関西地
区代表が締めくくった。翌朝食後、来年は辰
口温泉で「傘寿を祝う同窓会」を開くことを
決めた。
また、時代小説家で直木賞候補にもなった
戸部新十郎君の追悼展がちょうど金沢で開催
中であり、多くの同窓生が会場を訪れた。
◆泉三会（泉丘３期）が５３周年全国大会
平成１６年８月１日、金沢スカイホテルで恩
師の高松吉郎先生を迎え、約５０人が出席して
開いた。神尾茂子会長、井波外志雄副会長が
あいさつ、物故者に黙祷をささげ、叙勲を受
けた古村澄一、土田栄作、徳久和夫、砂山巖
（当日欠席）の４氏の功績を披露し記念品を
贈った。
松村晴夫氏が開宴のあいさつ、大竹春生氏
がプロジェクターで「戦後５０年・変貌する新
生都市金沢」を紹介した。酒宴では同窓生の
近況報告などが行われ、青春時代の話に花が
咲き、校歌・応援歌の合唱で一段と盛り上が
った。徳久氏の音頭で万歳を三唱、なごり惜
しみながら終宴した。

代表取締役社長 加 藤 英 資（泉丘１９期）
本社 〒９２０－００６２ 金沢市割出町６０６－１
TEL（０７６）２３７－５４５８ FAX（０７６）２３７－８２３３

皮膚科・泌尿器科

中 嶋 医 院

中 嶋 和 喜（泉丘１９期）

〒９２１－８１１１ 金沢市若草町２番３５号
TEL（０７６）２４１－７７１７・２４１－２５２８

イベントディスプレー
店舗、住宅のリフォーム

「一泉」第３２号（5）



◆泉丘６期が卒業５０周年記念同窓会
泉丘６期卒業の「ふくせん会」が１６年１１月

１１、１２日、和倉温泉「のと楽」で卒業５０周年
記念同窓会を開いた。男７７人、女５５人に恩師
の氷田清風、松田春海、浜名久雄、清水隆久、
橋本秀一郎の五先生と合わせて１３７人出席の
大盛会となった。
入学した昭和２６年といえば、対日講和条約

の調印、朝鮮戦争特需などで、ようやく日本
が独立の道を歩み出したころ。その後、今日
までの５０年は世の中のパラダイムが次から次
へと変化を繰り返す時代で、卒業後、職業を
幾度か転じた同期生が多かった。
それだけにこの日の総会は感慨もひとしお。

元北陸放送アナウンサーの福田政博君が司会
を務め、まず鬼籍に入った３９人の同期生の冥
福を祈って黙とう。次いで新会長の辻貞夫君
があいさつ、「古希を目前に思うに、心が老
いることなく、さらに夢を追いかける元気を
持とう。その為にも互いに声を掛け合って進

もう」と呼びかけた。恩師を代表して松田先
生が「これからは健康と人と人とのふれあい
が大切だ」と訓示された。
村上信吉副会長の乾杯の発声で宴に入った
が、「卒業以来、会うのが初めて」という人
も多く、近況を交えながらの友情の輪を広げ
た。話題は尽きることを知らず、合間をぬっ
て藤井士朗君のギター、向川保君のコントラ
バスでナツメロを合唱、青春時代が甦るひと
時だった。「来年は古希、また集まるぞ�」
再会を約する節目の総会だった。（白井記）

�����������������������������������

昭和２８年夏、泉丘高
校野球部は青年監督吉
本明（通称サンペイ）
先生に率いられて甲子
園出場を果たし、初戦
は４対１で八日市高校
に勝ち、２回戦は８－
１５で土佐高校に負けた。
この時振られた応援
団旗を、当時副団長だ
った渡辺正朗（泉丘６期）氏が、同期の出野

慧、初道茂樹、高波之
雄氏らとともに昨年１１
月１２日、母校を訪れて
学校に返還、山下一夫
（泉丘１９期）教頭が受
け取った。
渡辺氏は「人生で一
番楽しかった高校時代
の思い出の品」として
５０年間にわたり自宅に
飾り続けてきたが、卒
業５０周年の記念同窓会
が和倉温泉で開かれた

のを機に、返還を思いたったという。

院 長 柳 田 隆 （泉丘１９期）

金沢市石引１‐１７‐５ TEL（０７６）２６５―３００３
http : //www.kma.jp/yanagida/

前多社会保険労務士事務所
代 表
社会保険労務士 中村 ゆかり

（泉丘１９期）

〒９２０‐０９３１金沢市兼六元町３番６４号
TEL ０７６－２３２－１８７１
FAX ０７６－２３２－１８１４

応援団旗を返還
泉丘６期の渡辺さん

トピックス
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◆泉寿会（泉丘１０期）、活発に活動
泉丘１０期卒業の泉寿会（亀田亮彌会長）は
この１年、活発に活動した。１６年８月２７日、
山中温泉「花つばき」で総会・懇親会を開催、
４２人が参加して高校時代を懐かしんだ。当日
は近くでゴルフコンペ（１０人参加）を行い、
翌２８日は福井県の永平寺、平泉寺（２３人参加）
方面を観光、別れを惜しみながら散会した。

さらに今年２月１９日に恒例の新年会＝写真
上＝を金沢市のエクセル東急で開催、関東、
関西の遠来組１０数人を含め６２人が出席した。
宴に先立ち黄綬褒章受章の越野宗郎、亀田亮
彌君、法務大臣賞に輝いた若林茂樹君に女性
陣から花束を贈った。役員改選では次期会長
に若林君、副会長に笠間晴隆君を選出した。
一方、関東泉寿会（大西忠会長）の新年会

は１月３０日、東京・錦糸町のロッテ会館で４５
人（金沢から７人、関西から２人）が出席し
て開いた＝写真下＝。恒例のビンゴゲームは
故郷の名所・地名など懐かしい名前を引用し
たシートで行い、全員童心にかえったよう。
同会館内での二次会、街へ流れての３次会と
楽しい新年会となった。
また関西泉寿会（堀内寛司会長）は昨年６

月２０日、京都府山崎の天王山方面への小旅行
を行った。２２人が参加、サントリーなどの工
場見学の後、近くの割烹で懇親を深めた。
◆４０年ぶりに「浜ちゃんルーム会」
一昨年の一泉同窓会の席上、我々泉丘１６期
生３年４ホームの仲間の林敏郎君から「全体

の同窓会もいいがクラス会をやろう�武生、
企画してくれまんや」と頼まれた。なんとな
く仕事にかこつけ怠慢をしていたところ突然、
昨年の１月２５日、その林君が他界した知らせ
があった。とても残念の思いで彼の要望をか
なえよう－と１１月２７日、同級生の中村義朗君
が支配人を勤めるNTT山中温泉保養所で、
恩師浜名久雄先生（７９歳）を迎えて「浜ちゃ
んルーム会」を開催した＝写真右上＝。
クラスメート４２人中１７人（うち女性５人）
が４０年ぶりに再会、林君の奥様からお借りし
て来たありし日の林君の写真に向かって黙祷
し、彼の冥福を祈った。我々の時代は創立７０
周年の年であり、野球部は甲子園へ、バスケッ
トはインターハイに、相撲の能上宏君が個人
優勝を果たすなど、まさに文武両道。懐かし
い思い出話で一夜を明かした。（山本武生記）
◆泉丘２０期の集い、６２人が参加
昭和４３年３月卒業の泉丘２０期の集いが８月
８、９日、白峰温泉「ホテル八鵬」で開かれ
た。久しぶりの開催とあってアメリカのシア
トルからの友や、白山登山を兼ねてなど男５１
人、女１１人の総勢６２人が集まった。来賓とし
て楠禎一郎、北木邦男、普神貴行の３先生に
も出席いただき、懐かしさと楽しさにあふれ
る白山麓での集いとなった＝写真右下＝。
温泉の料理も好評で、次回も温泉でとの要
望が多く、３年後に湯涌温泉でさらに盛大な
集いを開くことを確認した。 （西川孝蔵記）
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平成１６年度の「一泉賞」に７人が決まり、
さる３月４日の全日制、１３日の通信制卒業式
に先立って蚊谷八郎一泉同窓会長から各人に
賞状、トロフィー、１万円分の図書券が贈ら
れた。
同賞は在学３年間を通じ、学業と課外活動

を両立させた生徒に贈られるもので、平成６
年度に一泉基金事業の一つとして設けられた。
受賞者は次の皆さん

◇奥村麻耶 女子バスケットボール部主将。
２年生から国体チームメンバーに抜てきされ、
３年の埼玉国体で５位入賞。
◇細川陽、高畠慎平、杉下晃介 将棋部員の
３人は１年生から各種大会で活躍、２、３年
では全国高校将棋選手権の石川県大会男子団
体２連覇を成し遂げた。
◇小林秀成 化学部で熱心に研究に打ち込み、
各種コンクール知事賞や環境大臣賞に輝き、
学習成績、人間性にも優れる。
◇山口裕大 クイズ研究同好会に所属し、テ

レビ局主催のクイズ番組で全国５位
となり、金沢泉丘の名を高めた。
◇野尻国夫 昭和５１年に通信制課程
に入学したが仕事との両立が難しく
除籍、平成１４年に再度編入学、晴れ
て卒業を迎えた。６１歳。
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� ��

���� ��

一泉基金を活用して
３０教室に冷暖房設置

一泉創立１００周年の寄付金を基に
設けられた「一泉基金」を活用して
昨夏、普通教室３０室に待望の冷暖房

装置が設置された。夏休みや冬休みの長期休
業期間中に活用されるもので、さっそく昨夏
の夏季補習授業で生徒たちに快適な学習環境
を提供した。
ベランダに設けられた大型エアコンによっ
て教室内を冷暖房するもので、学校が集中管
理、室温が摂氏２８度以上になると冷房、１８度
以下になると暖房が自動的に行われる。５業
者から見積を取り、最低見積価格提出の北菱
電興からさらに再見積書を徴収、総工費３５００
万円で契約した。６月に工事発注、同社の努
力で７月からの使用開始となった。
泉丘高校 PTAはかねてから教室の冷暖房
を計画していたが、３５００万円にも上る多額の
借入金や、その利息等で難航していた。そこ
で一泉同窓会は、母校の教育振興のために設
けた一泉基金を活用し、一日も早い冷暖房装
置の設置を図ることにした。
PTAではこれに報い、一泉基金の名目で
生徒１人当たり年間５０００円を徴収、３５０万円
ずつ１０年間積み立て（残りは電気代など維持
費）、１０年後の機器更新に備えることにした。

不動産表示登記・敷地測量・境界鑑定

市村土地家屋調査士・
行政書士事務所

市 村 孝 一（泉丘２０期）

〒９２０―０９４１金沢市旭町３丁目１３番１０号
旭レジデンス１F

TEL ０７６―２６１―６７９５
FAX０７６―２６１―６７６６

E-mail : cello１３＠spacelan.ne.jp

加世多皮膚科医院

院長 加世多秀範（泉丘２０期）

〒９２０―１１８７金沢市もりの里３丁目７
TEL（０７６）２３４―００５０
FAX（０７６）２３４―０１５０

歯科・小児歯科・矯正歯科

加藤歯科医院
院長 加藤 成俊（泉丘２０期）

金沢市森山２丁目２３番１７号
ヨ イ ハ ニ

�（０７６）２５２―４１８２

（8） ２００５．３．３１



文化・運動部OB会だより

血気盛んな泉泳会・大活躍
平成１６年１１月２８日、バルセロナ及びアテネ
オリンピック背泳ぎ出場の稲田法子選手＝写
真左から３人目＝をゲストに迎え、野々市町
スポーツランドプールで、第１１回石川県マス
ターズ水泳選手権大会が行われた。
泉泳会と言えば、泉丘水泳部OBが連綿と

して活躍を続ける一泉会きっての運動クラブ
と言っても過言ではない。会長の向川勇氏（金
沢一高）もかくしゃくとして５０M自由形に
出場するという、とんでもないクラブである。

特に４人の合計年齢が２４０歳以上の２００Mリ
レー、同メドレーリレーでは、ともに県優勝
を果たし、「泉丘ここに有り」と誇ることが
できた。平均６０歳を超えるメンバー４人以上、
しかも身体の衰えを知らない壮健な者ばかり
を揃えられるチームは、石川県内でも特筆さ
れるすばらしいチームである。
さて、ゲストの稲田さんは小さいころ、ぜ

ん息だったとか。それを克服するため水泳を
始め、１２歳でバルセロナに出場、シドニーを
経て２６歳の昨年、アテネで１００M１１位（準決
勝）だった。彼女の５０M背泳ぎのタイム２８

秒６２はいまだに日本新のままである。その素
晴らしい泳ぎを目前にした感動は、大会参加
者にしか味わえなかったと思う。
急がず、慌てず、無理なく、一筋の線の如
く、滑るように泳ぐ（生きる）。彼女から人
生のこんなメッセージを贈られた感じがした
のは私一人ではなかっただろう。
私たちの泉泳会は、水泳部OBに限らず、
泉出身者ならいつでも、いくつになっても、
どんなに泳ぎが下手でも仲間に迎えている。
今後、泉泳会は健康増進の一翼を担うために
泉の卒業生ならだれにでも門戸を開いた、気
楽なサークルとして発展をめざすことにして
いる。 （泉丘８期・福田太睦記）

陸上部OBが２０周年祝う
泉丘高校陸上部OB会の１６年度総会・懇親
会は７月１７日、金沢ワシントンホテルプラザ
で開かれた。今回は「会結成２０周年を祝う会」
と位置づけ、３５人が参加した。
木本利夫会長（１６期・県議）のあいさつに
続いて、今年の県高校総体男子１１０MHで優
勝した大蔵崇史君（２年生）など、現役部員
の活躍ぶりと今後の競技日程が紹介され、応
援に出かけることを申し合わせた。特に高校
駅伝の県予選では、常に上位に入賞しながら
県代表の座を逃していることについて、「ぜ
ひ代表に－」と期待の声が大きかった。席上、
会員で筑波大の斎藤愼一教授の訃報（４月２４
日逝去）が伝えられ、冥福を祈った。
懇親会ではそれぞれの近況を報告、思い出
話に花を咲かせた。また、長年、事務局とし
て会の世話を続けて来た山下一夫氏（１９期・
泉丘高校教頭）に対する感謝の言葉もあり、
１７年度の再会を約束して散会した。

敦賀法律事務所

弁護士 敦賀 彰一（泉丘２０期）

事務所 金沢市尾張町１丁目５番２５号
TEL（０７６）２６１―８５００
FAX（０７６）２６１―７３００

漆器の
社長 岡 能久（泉丘２０期）

専務 海道正人（泉丘２０期）

本 店／金沢市広坂１―１―６０
�２６３―８１２１㈹

百番街店／金沢市広岡ロ―１（金沢百番街）
�２２３―０２４１

芳野会計グループ
コンピュータ会計

芳野和夫税理士事務所
（株）芳野経営プロジェクト
代表取締役
税 理 士 芳野 和夫（泉丘２０期）
〒９２７―０５５３石川県鳳珠郡能登町字小木１１―１４
TEL０７６８―７４―００４３ FAX０７６８―７４―１４８４
e-mail : yoshinokaikeigroup@tkcnf.or.jp
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美の同窓会・一泉桜美会は、美術展、小品
展のほか、年中行事として毎年１０月ごろ、ス
ケッチ旅行をしております。ここにまとめた
のは、私が宮澤先生から代表幹事に強制任命
されてからの、スケッチ旅行スナップです。

× ×
９４年 柴垣。みなさん飲みすぎて予算オー

バー。山川孝さん（一中４９期）が額
を描かれて臨徴御免。

９５年 富来。地元名士の差し入れで満足、
満足の親睦宴。

９６年 紅葉の有峰湖。
くねくね道は工
事中。石田直行
会長（４９期）「もう二度と来んぞ」�

９７年 白馬村。何回か来ている先輩、プチ
ホテル経営の若夫婦に「可愛い、可
愛い」と、デロリン。

９８年 生地温泉。粟野利雄先生（４０期）令
息の病院で、美味なる昼食をいただ
き、夜の宿では老妓の歌舞いで先輩、
青春の血、再燃の姿を視た。

９９年 小浜。古寺、古仏、博物館と教養度
満点だったが、マイカーのトラブル
が２、３件あり、以後スケッチ旅行

は貸切バスとなりました。
２０００年 近江八幡。水郷めぐり和船、コス

モス咲き乱れて情緒満喫。
０１年 輪島崎。漁港スケッチ、漆作家の工

房訪問、蔵の宿、魚料理。全身が輪
島…。

０２年 白峰。セミナーハウス望岳苑で白山
を描く一人者・井田重男先生に、一
泊のねんごろな指導を受ける。翌年、
井田先生ご逝去、ご冥福を祈る。

０３年 能登島。北湾に面する宿で、大舟盛
の魚、さかな、
サカナ。一同
サカナ。宮澤

さん、もう一泊でスケッチ。
０４年 白川郷。菅沼合掌集落の大放水があ

る。２日間ピーカン。紅葉がまだ瞼
に焼きついている。
× ×

飲み、食いばかり目立つスナップになった
ようですが、スケッチ展をご覧になれば、ス
ケッチ精進の成果が充分おわかりと思います。
２０世紀末ごろから女性会員の参加も増え、一
段と和やかさが増してきました。

（藤井 肇記）

独創的な作品並ぶ 第３２回一泉
桜美会美術展

第３２回一泉桜美会美術展（本展）は、平成
１６年１０月１９日から２６日まで、金沢市のラブロ
片町アートシアターいしかわで開かれ、独創
的な絵画や写真、書、工芸などの作品５１点が
来場者の目を楽しませた。
会場には乗鞍高原の初秋を色彩豊かに描い
た「雲は湧く」や、ナスが円卓を囲んでいる

株式
会社 全国月の友の会
代表取締役
社 長 中嶋 潔（泉丘２０期）

〒６０７―８１４１京都市山科区東野北井上町７―２
TEL ０７５―５９１―８１７１
FAX０７５―５９４―１４７６

http : //www.tsukinotomo.com

院長 中村 英夫（泉丘２０期）

野々市町押野６―１７９ �（０７６）２９４―３３３８
http : //homepage 1.nifty.com/nakamurapc/

タオル及び総合ギフト

代表取締役
社 長 小鍛治史郎（泉丘２０期）
■本 社 金沢市片町２―１０―３５

TEL ０７６―２６３―８３３１㈹
FAX０７６―２２３―１７８３
東京・金沢・富山

一一泉泉桜桜美美会会ススケケッッチチ旅旅行行ススナナッッププ
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今年の小品展 ５月１１日～１７日
本展は １１月１７日～２３日

桜美会の幹事会がこのほど開かれ、’０５年の
小品展を５月１１日から１７日までエルフで開催
することを決めた。開期中の１５日夕、ラブロ
片町７階のアートシアターいしかわで総会・
懇親会を開く。総会では新村健了前校長の講
演が行われる。秋の本展は１１月１７日から２３日
まで同シアターで開く。
桜美会では会員多数からの作品出品と同窓

生の鑑賞を呼びかけている。

最強を誇った一高時代
一泉ラグビー部史

ラグビーは突進の体力と連携の精神を養う
スポーツである。それ故か、出身者には一業
を創始し、一社を率いるものが多いという。
残念ながら同部は昭和３４年に廃部になったま
ま。しかし、一泉１１１年の歩みの中にはラグ
ビーの光芒が放たれた時代がある。

× ×
金沢一中のラグビー部は終戦の翌年、昭和

２１年（１９４６）に当時の４年生（一中５５期）の
利岡正氏ら有志によって始められた。相撲、
陸上部からも応援を得て部員数２０人余。四高
や金沢工専のグラウンドへ出かけて両校部員

から教えを受けた。県一の座を得たのは石川
県のラグビー普及に情熱を傾注された森茂喜
氏＝写真下前列中央＝の指導に負うところも
大きい。
最強を誇ったのは一高時代である。昭和２３

年４月、学制改革で金沢第一高等学校が誕生、
男子校となった一高へは一中、二中、三中の
ラグビー部員のほとんどが集まった。国体、
全国高校大会とも北陸代表となって中部代表
決定戦にまで駒を進めたが、全国大会出場の
夢は果たせなかった。
泉丘になっての初期、昼食後の腹ごなしに
ラグビー部の面々が、運動場から第一体育館
越えに中庭に向けてボールを蹴り込む遊びを
していたのを記憶しておられる方も多いので
はなかろうか。泉丘になっての１年目、昭和
２４年度の生徒会予算の配分を見ると、ラグビ
ー部は８万５千余円で、運動部の中では野球
部に次いで第２位の高額を獲得している。一
高の栄光を継ぐ証しでもある。
泉丘時代については４～１１期の有力メンバ
ー７人から、当時のヤンチャぶりの話を聞い
た。中には富山県の進学校でラグビー部を指
導、短時間練習のモデルをつくりあげ、全国
大会出場６回の蔵谷慶八郎氏（１０期）や、生
涯現役で練習に励み、県全体のレベルアップ
をめざし各高校の指導・助言に奔走している
井波豊英氏（１１期）がいる。

「会議中」と題されたユニークな絵画、雄大
な白山を撮影した「白山初冠雪」などの作品
が並んだ。
また、春の小品展（第２８回）は５月１３日か

ら１８日まで、金沢市下本多町のエルフ金沢で
開かれた＝前頁写真＝。会場には個性豊かな
作品４２点が飾られて来場者を魅了、訪れた同
窓生同士が多彩な作品について語り合う姿も
見られた。

金沢泉丘高校第２０期会
西 川 孝 蔵、米 尾 守 人
事務局（会員の転居等の連絡は下記までお願いします。）

〒９２０―３１０４ 金沢市八田町東８４番地
TEL．０７６―２５８―５４９０（自宅） TEL．０７６―２２５―１４６３（県環境政策課）

E-mail kouzou@knz.fitweb.or.jp 西 川 孝 蔵
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活躍する後輩たち

吉國さんに文科大臣奨励賞
日本漢字能力検定協会の平成１５年度の成績

優秀者表彰（１６年４月）で、準２級最高賞の
文部科学大臣奨励賞に泉丘高１年生の吉國桜
さんが選ばれた。
吉國さんは１５年１１月に受けた同検定準２級
で２００満点中１９８点を取り、この検定を受けた
１５万人からただ一人最高賞に輝いた。
中部合唱コンで金賞
９月２５日、名古屋市で行われた第５７回中部

合唱コンクール高校Bの部に出場した泉丘
高合唱部は、金賞を獲得した。
県高校新聞コンで最優秀賞
１０月に開催された第５３回石川県高校新聞コ
ンクールで、泉丘高の「いずみの原」が最優
秀賞に選ばれた。３年連続の受賞で今年７月、
全国高校総合文化祭青森大会の新聞部門参加
校に推薦された。

パソコン甲子園、日本一
１１月７日、福島県で開かれた第２回全国高
校パソコンコンクール（愛称パソコン甲子

園）に出場
した泉丘高
校の３人組
が、プログ
ラミング技
術部門で見

事グランプリに輝いた。
２年生の尾崎順一、中村翔太、斉藤学君＝
写真左から＝の３人で、制限時間の４時間内
にプログラムを作り、高度な数学的問題を解
いた。また、コンピュータ部顧問の土屋正道
教諭が、石川県教委の平成１６年度優良部活指
導者知事表彰を受けた。

ご あ い さ つ
金沢泉丘高校校長 上田政憲

昨年４月、県下有数の古い歴史と輝かし
い伝統を誇る金沢泉丘高校に校長として勤
めさせていただくことになりました。平成
１３年の徳田校長、１４年の新村校長に教頭と
してお仕えしお世話になりました本校に、
そのご恩返しができる機会を与えられ、身
に余る光栄と緊張するとともに、責任と使
命の重さを日々痛感しながら、ようやく一
年が過ぎようとしております。
創立以来１１０年を越える伝統校として、
県内外で活躍される同窓生の方々ばかりで
なく、広く石川県民の皆様からも大きな期
待と有形無形のご支援をいただいている本

校であります。勤務できる
栄誉と喜びをかみしめなが
ら、教職員一同心を一つに
して、これまで諸先輩が築
き上げてこられた「心身一
如」の校風の下、文武両道
にバランスがとれ、次世代を担い世界に活
躍できるリーダーとして自ら考え、自ら決
断し実行できる若者の育成に励んでいます。
本校が、歴史ある伝統校として信頼され、
生徒も教職員も生き生きとして学び勤めら
れる、県下で一番魅力にあふれる学校とし
て永遠に存在し続けるため、微力ながら誠
心誠意努力してまいります。これからもご
理解とご支援を賜りますようお願い申し上
げ、ごあいさつとさせていただきます。

江戸時代の写真術再現で大賞
高校生の科学技術研究コンテスト「第２回

ジャパン・サイエンス＆エンジニアリング・
チャレンジ」（１６年１１月）で、泉丘高化学部
の共同研究「銀のリサイクルと江戸時代の写

真術の再現」が朝日新聞大賞に選ばれた。
受賞したのは３年生の小林秀成、２年生の
前野清太朗、西澤尚平君。化学部の先輩が発
案した研究を引き継ぎ、化学実験の廃液や廃
棄物から銀を取り出し、写真に再利用する方
法をまとめた。江戸時代末期の解説書を解読、
箱形カメラを再現、撮影までこぎつけた。
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寺尾さん、読書感想文で優良賞
第５０回青少年読書感想文全国コンクールで

２年生の寺尾侑子さんが、全国学校図書館協
議会長賞に選ばれた。
寺尾さんは室生犀星の本を読み、「私の中

の眼覚めたもの」と題して、共感できる内容
をつづった。

燃料電池やバクテリア実験
SSHの研究、英語交え発表

平成１５年度から文部科学省の「スーパー・
サイエンス・ハイスクール（SSH）」に指定

された泉丘高校は、先進的な科学学習に取り
組んでいる。大学教授らを講師に招いた授業
や、生命と科学の関係を学ぶ科目に加え、大
学や研究所を回る研修ツアーも行い、科学へ
の興味を高めている。
２年目の１６年度の主な取り組みを紹介しよ
う。８月２１日、同じく SSH指定高の高志高
校（福井市）で両校の理数科１年生７０人が、
研修交流会を行った。泉丘は物理で多色光源
装置を製作、生物では細胞融合の実験をした。
また、１２月１６日には泉丘高校で研究発表会を
行い、県内外の SSH指定校関係者ら約４０人
に独創的な取り組みの成果を紹介した。理数
科２年生は４月から総合学習の時間に進めて
きた、高性能の燃料電池づくりやバクテリア
が生み出す色素の分析などの研究結果を英語
を交えて発表した。１年生の「人間科学」で
は「人間は遺伝子の乗り物にすぎないのか」
のテーマで熱い議論を交わした。
泉丘高校は、県教委の「スーパー・サイエ
ンス・ハイスクール」にも指定されている。

野球部の「夢」…無念�
４２年ぶりの甲子園お預け

泉丘高校野球部は、今春の第７７回選抜高校
野球の「２１世紀枠」候補校に選出され、「４２
年ぶりの甲子園出場か」と、在校生はじめ一
泉同窓生全体に夢がふくらんだ。朗報は届か
なかったがナインは「夢の達成は夏に」と誓
いを新たにした。
選抜の出場資格には勝ち上がり組のほかに

「２１世紀枠」がある。県予選８位以内で特色
を持った学校が、全国９地区から１校ずつ候
補校に選ばれ、うち２校が本大会出場となる。
昨秋の泉丘は北信越大会の県予選で高浜、

航空二、辰巳丘、桜丘、小松商を次々と破り、
決勝で遊学館に６－７で惜敗した。北信越大
会では１回戦で不二越工（富山）に敗れたも
のの、１１月の１年生大会、昨夏の大会とも４
強に入る活躍ぶり。
文武両道で２１世紀枠候補となった泉丘は高
松、佐賀西と共に前評判が高かった。発表の

あった今年１月３１日。母校には山本道生野球
部OB会長（一中５４期）をはじめ、同窓生や
父兄の多くがかけつけた。午後３時すぎに県
高野連から入った無念の報は、上田政憲校長
から講堂に集まった４１人の部員に伝えられた。
報道によると、選ばれた一迫商（宮城）は
過疎地で地域の支援を得ながら部活動をして
いる点が評価され、残る１校には昨夏の台風
被害の際に部員が復旧ボランティア活動をし
た高松が、その点を評価されて選ばれた。
なお、４２年前（昭和３８年）の夏の甲子園出

場は、１６期卒業生中心のチームで、１回戦０
－２で和歌山南部商に惜敗した。

「一泉」第３２号（13）
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優勝をめざして
平成１５年度通信制卒業 通善智恵子

陸上競技部での活動は、私の泉丘通信での
学校生活を有意義なものにしてくれました。
走ることが好きだった私は、１４年度の全国

高校定時制通信制陸上競
技大会の３０００Mに出場
し、７位に入賞しました。
しかし、嬉しさよりも悔
しさが残ったレースでし
た。残り１０００Mで大き
くタイムを落とし、最後
の一周では２人に抜かれ
てしまったからです。
最終学年の１昨年、私

は優勝を目標に練習を続
けました。８月、１年ぶ

りの国立競技場はとてもなつかしく感じられ
ました。レース直前、顧問の先生から「通善
は仕事をしながら本当に良く練習したな。暑
さや他の選手より、自分に負けるな」と励ま
され、自分の力を最後まで出し切ろうと思い
ました。結果は前年より５０秒短縮しての優勝
でした。
その時私は、優勝という結果より大事なも
のを学びました。それはやる前から駄目だろ
うとあきらめなかったことです。私にもこん
な可能性があったのかという自信を得ること
ができ、一番の宝物になりました。
学業も頑張り、昨春３月の卒業式では同窓
会から栄えある「一泉賞」を贈られました。
私はいま、トップでゴールした時の感激と一
泉賞受賞を誇りに、専門店でケーキ作りに励
んでいます。将来はお菓子の店を持ちたいと
いう夢の実現をめざし、頑張っています。
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ももうう一一人人のの人人命命救救助助者者
７０年前の遭難事件の真実

昭和初期、大正デモクラシーの自由主義的
な社会風潮が全体主義に転換する中、教育体
制も変化し、金沢一中でも制服改革、授業・
補習強化、教員入れ替え、行事削減などが矢
継ぎ早に打ち出され、生徒の不満が爆発。昭
和８年４月、斉藤大六教諭の退職を契機にス
トライキが打たれた。結果は伊藤允美校長の
退職、５年生５人が退学となった。以下は当
時の学生たちが７０年前に人命救助に係わった
「真実」の話である。

スキー距離で３人凍死、１人救助
昭和８年１月２９日、鶴来町で石川県スキー

競技史上空前の大事件が起きた。近県スキー
大会１８�少年長距離レース開始直後に天候が
急変、猛吹雪になり二中１人、市工２人の出
場３選手が凍死、金商の１人が救助された。
金沢一中の選手は園部昌清、長瀬武、張江

武の３人、他に仲のよかった平石英雄とスキ
ー好きの山口社義（旧姓下村）＝いずれも一
中４１期＝が応援に行っていた。レース途中で
何か事件が起こったらしい－と騒ぎ始め、山

の方から「オーイ、オーイ」と呼ぶ声が聞こ
えて来た。

自分の衣類着せて凍死防ぐ
山口はゴールから逆コースで声のする方へ
登り、２�ほど行った杉林の中で人を呼んで
いる園部に会った。彼が指さす５０�先に、小
学校同窓の金商の林忠男選手が倒れていた。
林は凍死寸前だったが、山口は自分の衣類を
林に着せるなどして、あとを救助隊に託した。
翌日の新聞には園部選手の事が大きく報ぜ
られた。「競技を放棄して凍死寸前の選手を
人命救助」「一中の園部選手の美学」「之ぞ選
手の模範」－。
レースを放棄して救助を求めた園部の行為
は確かに立派だったが、自分の衣類を着せて
４人目の凍死者を防いだ山口も立派。しかし、
静かに現場を立ち去った山口について報道関
係者が知るよしもなかった。
あれから７０余年、もう一人の美談が明るみ

に出たのは一中４１期生間で延々と続いて来た
文通からである。当時新聞記者だった次兄か
ら資料集めを頼まれた平石が、スキー場にい
た山口に手助けを求め、山口が平石に送った
手紙で「真実」が語られたのである。
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平成１６年度一泉文庫寄贈・購入本

書 名 著 者 購入・寄贈者

歴史としての生命 村瀬雅俊（泉丘２８期） 購入

ドイツ社会民主党と地方の論理 鍋谷郁太郎（泉丘２７期） 購入

サオウライ・チェーン・ロジステイク
スの理論と実際 荒木 勉（泉丘２２期） 購入

地球環境問題の政治経済学 寺西俊一（泉丘２１期） 購入

地域社会の構造と変容 寺西俊一（泉丘２１期）編 購入

環境経済学 寺西俊一（泉丘２１期）共著 購入

地球時代の自治体環境政策 寺西俊一（泉丘２１期）編・共著 購入

情報処理テキストシリーズ経営科学 荒木 勉（泉丘２２期） 購入

私の「太平洋戦争参戦史」 大屋信之（一中４７期） 大屋信之（一中４７期）

２０世紀の照像 浅香年木（教職員）監修 浅香以都子（泉丘１０期）

金沢歴史のまちしるべ案内 坂野雄一（碑文字書一中５４期） 小林弘子（泉丘１２期）

根の国へ－詩集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

夢見月－詩・エッセイ集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

メビウスの森－詩集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

ゆるる－歌集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

童夢－歌集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

わが森の千夜一夜－歌集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

六花乱舞－歌集 高橋協子（泉丘８期） 高橋協子（泉丘８期）

卒業４０周年に寄せる－記念文集 泉丘三六会（泉丘１３期） 泉丘三六回（泉丘１３期）

東西囲碁見聞録 田口功一（泉丘１３期） 田口功一（泉丘１３期）

刈谷敢闘期 ２冊 金沢一中五十二期生 金沢一中五十二期生

センター試験必出数学公式１８０ 辻 良平（一中５４期） 購入

センター試験必出数学公式１８０新課程 辻 良平（一中５４期） 辻 良平（一中５４期）

基礎からよくわかる数学B 辻 良平（一中５４期） 購入

応用ベクトル解析 廣川数学シリーズ 辻 良平（一中５４期） 辻 良平（一中５４期）

関数論講義 辻 良平（一中５４期） 辻 良平（一中５４期）

複素関数論 理学選書M３ 辻 良平（一中５４期） 辻 良平（一中５４期）

新版 ゲーデル 竹内外史（一中５０期） 購入

解析幾何学 本部 均（一中３２期） 購入

新しい代数 本部 均（一中３２期） 購入

受肉のキリスト 正・続 逢坂元吉郎（一中７期） 購入

Pと VP計算量の根本問題 竹内外史（一中５０期） 購入

証明論と計算量 竹内外史（一中５０期） 購入

宮崎夢柳論 西田谷 洋（泉丘３７期） 西田谷 洋（泉丘３７期）

複素関数論 共著 辻 良平（一中５４期） 購入

トポロジーと幾何学入門 訳書 赤 節也（一中５１期） 購入

ACMチューリング賞講演集 訳書 赤 節也（一中５１期） 購入

戦時下の母「大島静日記」 島 利栄子 大島政忠（一中５４期・静子息）

図説ドイツ語の歴史 橘 好碩（泉丘１２期）訳 購入

加賀藩医 江間三吉 小林弘子（泉丘１２期） 小林弘子（泉丘１２期）

寸想、寸想その２、寸想その３ 上谷親夫（一中５５期一高期） 上谷親夫（一中５５期一高期）

軌跡 上谷親夫（一中５５期一高期） 上谷親夫（一中５５期一高期）

日本語学習者の文法習得 野田尚史（泉丘２６期） 野田尚史（泉丘２６期）

日本語を話すトレーニング 野田尚史（泉丘２６期） 野田尚史（泉丘２６期）

日本語を書くトレーニング 野田尚史（泉丘２６期）共著 購入

はじめての人の日本語文法 野田尚史（泉丘２６期） 購入

日本語のとりたて 野田尚史（泉丘２６期）編 購入

「一泉」第３２号（15）



OB講演、後輩に熱く
平成１６年度も各界で活躍する一泉OBたち

が母校を訪れ、啓泉講堂で後輩たちに対し、
人はいかに生きるべきかを語り、
思索や探究のきっかけとなる意義
深いものを与えた。
５月１４日、科学技術ジャーナリ
ストの喜多充成氏（泉丘３５期）が
全校生徒に「科学と技術の現場で
見たモノ・触れた人」と題して講
演した。喜多氏は「好きな道なら
挑戦すべきだ。こうしたい、ああ
したいと思い続け実践することが道を拓く」
と訴えた。
９月９日には１年生を対象にした「社会人

と語る会」がパネル・ディスカッション形式

で開かれた。パネラーは伴登宏行県立中央病
院一般消化器外科診療部長（同３０期）、村上
啓太アルファ・スタッフ専務（同３７期）、川
岸宏樹 JR西日本金沢支社総務企画課長代理

（同４０期）、ハープ奏者の稗島律
子（同４１期）の４氏。「２１世紀を
生きる君たちへ」と題し、それぞ
れ体験談を披露した。
１１月２日には名古屋市立大の成
玖美助教授（同４２期）が１年生に
対し、韓国への修学旅行と差別問
題を兼ねて講演、１２月１０日にはお
茶の水女子大大学院人間文化研究
科の横川光司教授（同３４期）が化
学講義室で、理数科の１年生に「解
の公式に見る対称性」と題して、

SSHの授業にひと役買った。

●ニセ電話や名簿勧誘にご注意●

○…最近、同窓会事務局へ名簿等に関する
相談電話がよくかかって来ます。一泉同窓会
では当面、会員名簿を発行する予定がありま
せん。従って事務局や学校の名前で改めて住
所等を調べる必要がありません。詐欺まがい
の名簿作成や先物取引、その他のセールスな
どに対し、会員自身で十分注意されるようお
願いいたします。また『変』だと思ったら、
遠慮なく一泉同窓会事務局（電話・ファック
スとも０７６－２４２－０２１１番）へお問い合わせく
ださい。
○…これまで名簿作成については、ある出

版社が盛んに勧誘のはがきを出しているよう
です。電話はOB現役大学生の実家へよくか
かるようで、「同窓会事務局の○○だが」と
か「学校の進路指導課の○○だが」と名乗り、
「名簿を改訂するので娘さんの下宿先を知ら
せてください」というのが多いようです。
○…一泉同窓会では平成１５年の一泉創立

１１０周年を記念して、会員名簿「一泉」（泉丘
４６期まで）を発行しました。まだ若干残って
おり、１部３５００円（郵送なら４０００円）でお分
けしています。ご利用ください。

〈編集後記〉

どんなに多くの、どんなに有益な情報が掲
載されていても、その情報が読まれなくては
何の役にも立ちません。面白くて読まれる会
報づくり…。「一泉」第３２号は、そんな思い
を実現するため、基本活字をこれまでよりち
ょっぴり大きくしました。一行の字数を減ら
し、一頁の行数も減らしてみました。そのた
め、同窓生諸氏から「編集室」に届いた報告
は、若干短かめにして掲載させていただきま
した。また、遅れ気味だった発行日を、年度
内に戻す努力もいたしました。ご意見と各地
区、各期の活動報告をお寄せください。
「一泉」の題字が新しくなりました。これ
まで揮ごうしてくださった坂野雄一さん（一
中５４期）が一昨年秋、逝去されましたので、
新たに高川義一さん（同５３期）にお願いしま
した。同窓会活動に積極的に参加される高川
さんらしく、勢いのある題字となりました。

喜
多
充
成
氏

伴
登
宏
行
氏

成
玖
美
氏

村
上
啓
太
氏

横
川
光
司
氏

川
岸
宏
樹
氏

稗
島
律
子
氏

「一泉」編集室

正村健三（泉丘４期） 中山一郎（同１０期）

浅香以都子（同１０期） 小林弘子（同１２期）

題字・高川義一（一中５３期・泉丘２期）
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