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■主な資料
一泉同窓会本部保管資料
一泉同窓会・会報「一泉」
校内新聞「いずみの原」縮刷版Ⅰ、同Ⅱ
金沢一中泉丘高校百年史〈前・後編〉
加能人誌（昭和36年8月号～）
関東一泉同窓会保管資料
（準備会・当日配布紙・引継会等）
北山雅義（一中55）、氷田正男（一中54）
高浪克子（泉丘４）、白尾三樹（泉丘７）
吉田和可（泉丘11）、村上与恵（泉丘12）
樫田清樹（泉丘21）

（提供者敬称略・順不同）

■情報提供・編集協力（敬称略・順不同）
高島　誠（加能人社 代表）
中山一郎（一泉同窓会本部事務局長）
小林弘子（泉丘12・会報「一泉」編集室）
松原公慈（石川県東京事務所長）
金沢市立玉川図書館
関東一泉同窓会
古沢英雄（一中42）、納賀節二（一中46）
氷田正男（一中54）、高浪克子（泉丘４）
高浪之雄（泉丘６）、西島幸夫（泉丘９）
新谷　修（泉丘11）、村上与恵（泉丘12）
松宮秀夫（泉丘12）、藤村治憲（泉丘16）
高山　充（泉丘20）、山下哲之（泉丘22）
茶谷和久（泉丘22）、宇野明美（泉丘23）
大砂雅子（泉丘26）、堀　浩明（泉丘28）

関東一泉同窓会　役　員 平成20年10月25日現在

会　　長 浅井　敏郎（一中50）

副 会 長 糸多　宗人（一中54）

副 会 長 杉原　弘泰（泉丘９）

副 会 長 村上　与恵（泉丘12）

副 会 長 宇野　明美（泉丘23）

監　　事 西島　幸夫（泉丘９）

監事兼事務局長 山下　哲之（泉丘22）

顧　　問 高浪　克子（泉丘４）

「関東一泉同窓会 五十年の歴史」をまとめるにあたり

・平成18年９月、会報「一泉」編集室・小林弘子（泉丘12）氏から、一泉
本部事務局保管資料「いずみの原」（昭和33年８月20日発行）号外に、
昭和33年７月25日「一泉同窓会関東支部結成」と掲載されていること
を知らされた。その記事から２年後に50周年を迎えることが判明し、
急遽、資料収集にあたった。
収集できた資料は、散逸を防ぐためデータ化し、保存することにし、
年度毎に掲載した。そのため、資料集となっているが、今後は、毎
年、年度代表幹事期によって総会の企画・演出、出席予定者と実数、
写真、次期への申渡し事項がデータ化されて保存されることが望ま
しい。
まとめに使用した、資料原本は、一泉本部事務局に保管を依頼。

・資料の出典を明記したが、記名のないものは、関東一泉同窓会の会
員が保存していた資料、年度代表幹事引継会報告書による。

・引用資料はレイアウトの変更をした場合もあるが、文章等は原文の
ままである。

・出席者（予定）リストは、年度代表幹事期が決まる以前の昭和33年～
57年は、北山雅義（一中55）氏保管資料による。
年度代表幹事期の企画運営になった昭和58年度以降は、総会当日に
配布された式次第や年度代表幹事引継会の報告書記載の出席者を基
本にした。但し、資料不足の場合は、「加能人」誌を参考にした。
平成14年度以降の出席者数は、実績数である。
・出席者リストのうち、女性の数は、判断が難しい名前もあるので、
おおよその数である。 （文責・村上与恵）

表紙・題字は、氷田正男（草風）（一中54）氏による。
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50年史の発刊に当って

関東一泉同窓会　会長　　浅井　敏郎
（一中50期）

関東一泉同窓会は、昭和33年に一泉同窓会の関東支部として設立されました。今年で

丁度創立50周年の節目を迎えました。設立に当って奔走されました初代会長の納賀雅友

さんを初めとした緒先輩のご心労に対し深い感謝と敬意を表するものです。

今回出来上がりました50年史を読み通しましたが、先ず創立２年目の34年度の総会

では127名と多数の方々が出席されておられます。出席された方々の名前を拝見します

と、経済界、官界、教育者、学界それにかつての陸海軍の将星が名を連ねておられ、私

は大変懐かしく思いました。特に設立当初から終始世話役として努められましたデモさ

んこと吉野勝太郎先生の記事を拝見して、一中時代のかつての先生の姿を想起致しまし

た。剣道の教師として時にきびしく、また温情溢るる先生として我々を鍛えてくれまし

た。吉野先生はかねてから金沢一中と泉丘高校の同窓会の合体に執念を燃やされておら

れましたが、その成果を見られて昭和53年に亡くなられました。

昭和60年代になりますと、関東における一泉同窓会の出席者の大半は当然のことなが

ら泉丘高校の卒業生が占めるようになりました。ここに同窓会の発展の足跡を見て大変

嬉しく思いました。

前会長の河毛二郎さんが次のように話された記事が掲載されてありますが、素晴らし

い言葉ですので、ここに引用致しました。

「人生は石垣のようなものだと考えていまして、石垣はがっちりと積んでいても隙間

ができます。ゆとりといってもよいですが、その隙間に小さくても草花を咲かせたい。

私はそう思っているのです」

この言葉を読んで私は河毛さんの人柄が偲ばれました。

最後になりましたが、この50年史は村上与恵さん（泉丘12期）が情熱を燃やされて

中心となって編集されたものです。またこの仕事を終始支えていたのは、高浪克子さん

（泉丘４期）、山下哲之さん（泉丘22期）で私はこのお三人の努力に深く感謝致します。

加能人社の高島　誠さんには沢山の資料を利用させて頂きました。ここに厚く御礼を申

し上げます。一人でも多くの同窓生がこの50年史に目を通されることを期待致します。

平成20年10月吉日
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関東一泉同窓会　副会長　　糸多　宗人
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この母校への思いをこめた詩は、糸多宗人

副会長が同期の方々から作詩するよう勧めら

れて平成18年に作られたものです。同期の氷田

正男（草風）氏が掛け軸に書かれ、平成19年の

関東一泉同窓会総会において披露されました。
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金沢から来賓　英　安吉一泉同窓会会長、吉野勝太郎同副会長、
山本外吉泉丘高等学校長、宮沢外与治教諭

会場では、学校からテープレコーダーに吹き込んで持参された一中、泉丘校歌が
奏せられ、併せて展覧会も開催された。
会費　500円
当日の出席者リストは見当たらないが、この時期、関東支部の構成員は約600名。

※一中482名（3回～55回（泉丘1）生）、泉丘115名（2～9期生）の氏名が一泉同窓会本部
が作成した「関東在住一泉同窓会々員名簿」にある。

校内新聞「いずみの原」号外S33.8.20発行／一泉同窓会関東支部総会の御案内（発起人発行）／
一泉本部資料の「発会に上京したことの礼状」より
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泉丘校内新聞「いずみの原」号外　Ｓ33.8.20

参加の呼びかけ文　　発起人発行「一泉同窓会関東支部総会の御案内」Ｓ33.7

一泉同窓会関東支部結成
（関東一泉同窓会 発会式）
於・日本海運クラブ

納賀雅友初代会長

納賀雅友氏略歴
金沢一中（明41・一中15）、神戸
高商、東京商大を卒え山下汽船
㈱に入社。同社常務、船舶運営
会理事長、次で大連汽船㈱社長
を勤め大連で終戦を迎え、日本
へ帰国後は玉井商船㈱社長、会
長を歴任された。晩年は海運会
館理事長として前後六十余年、
海運界に貢献、33年に藍綬褒章
と勲三等瑞宝章を賜った。関東
一泉同窓会長、東京石川県人会
顧問。昭和46年4月26日死去。
享年81。
（略歴は加能人誌、子息節二氏より）
（写真は節二氏提供）

3.9 関門国道トンネルが開通（全長3461m） ソ連、フルシチョフが主導権を確立
3.24 初のフィルター付きたばこ・ホープを発売 イラク革命と中東動乱
4.1 売春防止法施行 米ソ人工衛星とミサイル競走始まる
7.6 大相撲年６場所制になる。初の名古屋場所初日
11.27 皇太子妃に正田美智子さんの婚約発表
12.1 １万円札発行（聖徳太子）
12.23 東京タワー完成（333m）

この年の国内・海外の主な出来事

「関東在住一泉同窓会々員名簿」昭和33年7月
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（一泉本部資料）

昭和33年（1958.10.1（水））
関東一泉同窓会世話人会
於・新橋倶楽部

★本部資料　昭和33年9月18日付けの世話人会案内状。
世話人として納賀氏ら20名の連名で呼びかけている。

関東一泉同窓会 発会式への礼状（一泉本部資料）
関東在住の卒業生のリストづくりに
使われた同窓会等名簿と同期会名簿類

昭和34、36、37年度の
総会出席者（予定）
リスト
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一泉同窓会関東支部総会
於・日本海運クラブ（多分）

昭和34年12月23日発行「いずみの原」より

来賓（６名）
英安吉一泉同窓会会長、四井謙次同事務局長
山本外吉金沢泉丘高等学校長、宮沢外与治同校教諭、
長谷川秀治同校旧職員、和沢同校職員

一中　102名
（一中12） 栗山新太郎
（一中14） 和田順顕
（一中15） 納賀雅友、越藤恒吉
（一中16） 柴田弥一郎
（一中17） 草野義男
（一中18） 山田武治、広瀬豊作、住吉四郎
（一中19） 村上正徳
（一中20） 服部知治、森島守人、飯本信之
（一中21） 佐藤賢了、高柳良幹、中堂観恵、郡山義夫
（一中22） 吉野勝太郎、後藤尚弘
（一中23） 長沢雄次、太田公秀
（一中25） 松田政平、小竹文夫、中條清勝、柴田博
（一中26） 奥田太郎、宮野武雄
（一中27） 柴山威則、白川孝三、黒田重治
（一中29） 押村孫二
（一中30） 小林重一、保田克孝、黒田千吉郎、

初島葭江、洞庭謙、寺尾政喜
（一中31） 瓜生順良、太田久雄
（一中32） 一又正夫、赤井直恭、森義雄、水口菊一
（一中33） 高田小市、高口保明
（一中34） 田中公平
（一中35） 瀧田孫人、北形義友、福田重一
（一中36） 高柳日出臣、村上四郎
（一中37） 井上彰久
（一中38） 小俣外世雄、中山正敏

（一中39） 中村敏雄
（一中41） 内田淳一郎
（一中42） 松本順、古沢英雄、氷田作治
（一中43） 藤田正辰、義江駿
（一中44） 佐藤博、荒木直繁
（一中45） 荒川宏、小倉弘吉、中村八郎、高木寛、

安田道夫、波多野勝郎
（一中46） 堀内邦光、坂木敏雄
（一中47） 本田尹夫、越智啓介
（一中48） 新田義博
（一中49） 鬼塚通敬
（一中50） 米田松雄
（一中51） 毛藤文男
（一中52） 田辺英五郎、塚岸昭二
（一中53） 森肇、杉谷光治、大窪利昭、人見悠紀夫、

前川隆、市橋昌利、宮崎賢次
（一中54） 大島政忠、北川曉、宮川隆泰、石崎定男、

氷田正男、糸多宗人、楽満一輝、岡本佼、
中村健次

（一中55） 西田芳、村田文四郎、大桑啓仁、利岡正、
本多章、石崎一郎、石橋雄二

泉丘　19名（男15 女４）
（泉丘１） 岡田寛
（泉丘２） 中上正、北野昭義、
（泉丘３） 古村澄一、吉村正俊、服部光雄
（泉丘４） 難波正彦、越馬進
（泉丘５） 中山嘉和子
（泉丘６） 三田村正、長田勝之、土田淑子
（泉丘７） 前田フサ子
（泉丘８） 長谷川正英、川島溥哉、藤森宏
（泉丘９） 野口嘉与、若林智雄、株田美智代

昭和34年度　総会出席者（予定）リスト

1.1 メートル法実施 ソ連のロケット、月の裏側の撮影に成功
1.10 ＮＨＫ教育テレビ開局 中国、チベット反乱鎮圧とインド国境侵入
4.10 皇太子殿下･正田美智子さまご成婚 フルシチョフ首相が訪米、米ソ緊張緩和
7.12 200m背泳で田中聡子が世界新
7.24 児島明子がミス･ユニバースに
9.26 伊勢湾台風が猛威（死者5041人、57万戸が被害）

この年の国内・海外の主な出来事

10月26日に総会が行われ、金沢からは四井謙次一泉同窓会事務局長、山本外吉
泉丘高等学校長、宮沢教諭が出席されたという記事が「いずみの原」（S34.12.23発
行）にある。
現存していた出席（予定）者リストによると、来賓６名、会員121名の出席があっ
た。他、詳細は不明である。



開催時期・会場等不明　★出席予定者リストも見当たらず
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約100名出席
金沢から来賓　英　安吉一泉同窓会長、山本外吉泉丘高等学校長

畠山一清（荏原製作社長）、広瀬豊作（元蔵相）、草鹿任一（元海軍中将）、中川
善之助（学習院大学教授）、佐藤賢了（元陸軍中将）、八田四郎次（東北大名誉
教授）、安田幾久男（日本軽金属社長）、森島守人（代議士）、鏑木政岐（東大教
授）、瓜生順良（宮内庁次長）氏ら多彩なメンバーが出席。
・加能人誌Ｓ36.11月号より

（加能人誌Ｓ36.11月号）

第四回関東一泉同窓会
於・日本海運クラブ

2.23 皇太子妃、男子ご出産 ケネディが米大統領に当選
5.24 チリ地震の津波来襲 米Ｕ‐２型機事件
9.10 ＮＨＫ、民放４局、カラーテレビ本放送スタート 東西首脳会談決裂
10.12 浅沼社会党委員長が刺殺される

この年の国内・海外の主な出来事

4.19 ライシャワー教授が駐日米大使として着任 ソ連・ガガーリン少佐が宇宙飛行
8.8 松川事件、全員に無罪判決 ソ連が50メガトン級を含む核実験再開
9.16 第２室戸台風､瞬間最大風速84.5�を記録 東西ベルリン危機
10.15 日紡貝塚女子バレーボール欧州遠征から帰国、

24戦全勝「東洋の魔女」といわれる

この年の国内・海外の主な出来事

来賓（３名）
英安吉一泉同窓会会長、
山本外吉金沢泉丘高等学校長、
豊田善雄氏

一中　59名
（一中７） 畠山一清
（一中15） 納賀雅友
（一中17） 水上成友
（一中18） 草野義男、野村義文、

廣瀬豊作、千田文郎、
廣瀬光家、山田武治

（一中20） 森島守人、八田四郎次
（一中21） 佐藤賢了、郡山義夫、

中堂観恵
（一中22） 中川善之助、関謹爾、

後藤尚弘、近岡孝吉、
吉野勝太郎

（一中23） 長沢雄次
（一中25） 安田幾久男、中條清勝、

小竹文夫
（一中27） 亀田外、白川孝三、

鏑木政岐
（一中29） 木村珪二、井波信一
（一中31） 瓜生順良
（一中32） 水口菊一、赤井直恭
（一中33） 高田小市、中川政雄
（一中34） 蒲生欣一郎、

二木秀雄
（一中35） 林俊朗
（一中38） 沢田久雄
（一中39） 瓜生復男、沼田菊蔵
（一中41） 杉田正
（一中43） 藤田正辰
（一中44） 広川寿夫、佐藤博、

荒木直繁、堀田茂雄
（一中45） 八木田喜良、

小倉弘吉、金原経
（一中51） 毛藤文男
（一中52） 田辺英五郎、南正一
（一中53） 市橋昌利

昭和36年度　総会出席者（予定）リスト

（一中54） 岡本佼、中村健次、
川久保昇

（一中55） 円羽靖一郎、利岡正、
石橋雄二、本多章

泉丘　22名（男19 女３）
（泉丘２） 大れい子
（泉丘３） 古村澄一、

北村弘（昭26卒）、
吉村正俊

（泉丘４） 恵美曉、越馬進、
石橋英夫、徳田修二、
宮本宏記、難波正彦

（泉丘５） 本多明、野村弘毅、
羽野良久

（泉丘６） 三田村正、井下義雄、
徳田由雄、長田勝之

（泉丘７） 前田フサ子
（泉丘８） 河原勇
（泉丘11） 小林二郎、松本耀子、

前多一雄

金沢一中東京同窓会有志が集まって
安田幾久男氏（昭和46年に関東一泉
同窓会会長就任）の日軽金の社長就
任を祝った。（加能人誌Ｓ36.8月号）



約120名出席
金沢から来賓　英　安吉一泉同窓会長、嵯峨喬70周年記念行事実行委員長、

森　義雄泉丘高等学校長

母校70周年式典参加を申し合わせる。
・加能人誌Ｓ37.11月号より

（加能人誌Ｓ37.11月号）

関東一泉同窓会総会
於・日本海運クラブ
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来賓（３名）
英安吉一泉同窓会会長、
嵯峨喬（一中50）70周年記念行事実行委員長、
森義雄金沢泉丘高等学校長

一中　81名
（一中13） 草鹿任一
（一中15） 納賀雅友
（一中17） 水上成友、草野義男
（一中18） 広瀬豊作、千田文七郎、松川恭佐
（一中20） 谷恵吉郎、八田四郎次
（一中21） 高柳良幹、郡山義夫
（一中22） 関謹爾、藤野靖、近岡孝吉、吉野勝太郎
（一中23） 太田公秀、浅井豊、長沢雄次
（一中25） 松田政平、中條清勝
（一中26） 小堀保行、清水準一、長久
（一中27） 西野常男、白川孝三、高柳眞三
（一中30） 黒田千吉郎
（一中31） 清水俊雄、根岸巌、白崎文雄、瓜生順良、

太田久雄
（一中32） 森義雄、瓜生留雄、吉田直茂
（一中34） 蒲生欣一郎
（一中35） 橋奎次、林俊朗
（一中36） 永井宏、堀吉久
（一中38） 安原二郎、小松勇作、友田正雄、中山正敏、
（一中40） 角尾順三、中島道夫、有田秀男
（一中41） 山岸智十郎、南丁巳知、伊藤和夫、

野上彦三、杉田正
（一中42） 古沢英雄、雄谷重夫

（一中44） 荒木直繁、吉野秀一郎
（一中45） 金原経、中村八郎
（一中46） 吉田喜市、納賀節二、村井又兵衞
（一中47） 小鍜冶敏雄、新田正之、那谷敏郎、中村達、

浜屋芳次、中川智雄
（一中49） 高橋啓、森忠蔵
（一中51） 鍛冶堯
（一中52） 南礼次、能谷明
（一中53） 人見悠紀夫、杉谷光治、前川隆
（一中54） 宮川隆泰、楽満一輝、泉谷勝巳
（一中55） 石橋雄二、丹羽靖一郎、利岡正

泉丘　25名（男23 女2）
（泉丘２） 北俊成
（泉丘３） 服部光雄
（泉丘４） 難波正彦
（泉丘５） 野村弘毅、本多明
（泉丘６） 徳田由雄、長田勝之、北野昭式

高西健夫、辻裕
（泉丘７） 前田フサ子
（泉丘８） 藤森宏、河原勇
（泉丘９） 谷本門
（泉丘10） 小林勝
（泉丘11） 松原悠紀雄、小林二郎、秋田靖彦、

前多一雄、倉見正博、吉田和可
（泉丘12） 勝田博、武藤彰、喜多禎一
（泉丘14） 吉田昌兼

昭和37年度　総会出席者（予定）リスト

高柳真三氏（一中27）
（日本学士院会員）

瓜生順良氏（一中31）
（宮内庁次長）

6.10 北陸トンネル開通（北陸本線、13.87km当時日本最長） キューバ危機
7.3 世界体操選手権大会、男子団体で日本初優勝 グレン中佐が宇宙飛行
8.12 堀江謙一、日本人初小型ヨットで太平洋単独横断成功 ミシシッピ大学暴動
8.19 作新学院が甲子園初の春夏連続制覇
9.5 金田正一投手（国鉄）が三振奪取世界新の3514個達成

この年の国内・海外の主な出来事
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108名出席
金沢から来賓 英　安吉一泉同窓会長、森義雄泉丘高等学校長

旧師　下地朝良、吉野勝太郎、塩崎光蔵氏

母校が70周年記念を迎えた折り、出席者も多彩な顔ぶれであった。バレリーナ
大れい子氏他泉丘高卒多数出席。
・加能人誌Ｓ38.10月号より

★昭和38年10月15日　一泉創立70周年記念式典が行われる。

（加能人誌Ｓ38.10月号）

関東一泉同窓会総会
於・日本海運クラブ

1.1 「鉄腕アトム」テレビ放送開始 ケネディ米大統領暗殺事件
2.10 北九州市発足（門司、小倉、八幡、戸畑、若松の５市合併）ローマ法王ヨハネ23世死去、パウロ６世が即位
2.17 寺沢徹が別府マラソン、２時間15分15秒世界最高記録

で優勝
2.28 日本の岩窟王・吉田石松に名古屋高裁で無罪判決
5.26 大鵬が初の６場所連続優勝
9.12 松川事件再上告審で最高裁が上告棄却、17被告全員の

無罪確定
12.8 プロレスラー力道山ヤクザに刺され、15日死亡

この年の国内・海外の主な出来事
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来賓（６名）
英安吉一泉同窓会会長
森義雄金沢泉丘高等学校長
（旧師）
原田金太郎氏、下地朝良氏、吉野勝太郎氏、塩崎光蔵氏

一中　125名
（一中10） 吉田一郎
（一中13） 草鹿任一
（一中14） 和田順顕
（一中15） 越藤恒吉、納賀雅友、鶴来政雄、大沢勝、

太田龍弥、
（一中16） 柴田弥一郎
（一中17） 草野義男、水上成友
（一中18） 千田文七郎、野村義文、広瀬豊作
（一中20） 山本可武、谷恵吉郎、飯本信之、

八田四郎次、森島守人、蚊野豊次
（一中21） 数馬伊三郎、中堂観恵、高柳良幹、

尾山藤仁
（一中22） 近岡孝吉、新田義任、中川善之助、

新明正道
（一中23） 北川政、長沢雄次
（一中25） 中條清勝、松田政平
（一中26） 小堀保行、清水準一、高野与作
（一中27） 高畠吉之助、鏑木政岐、黒田重治、

白川孝三、高柳眞三、吉岡峻一
（一中29） 木村珪二、三大寺義久、松田心一、井波信一
（一中30） 黒田千吉郎、保田克孝、寺尾政喜
（一中31） 瓜生順良、清水俊雄、太田久雄
（一中32） 下村節義、柴田喬、赤井直恭、吉田直茂
（一中33） 鍋谷太喜雄、安田俊雄、米本正、武藤文雄
（一中34） 浦茂、小島喜久男
（一中35） 林俊朗、橋奎次
（一中36） 村上四郎、杉森久英、伊藤素衛
（一中38） 沢田久雄、小松勇作
（一中39） 越村衛一、前田弘、木原愼三、城田正二

伊藤春夫
（一中40） 中島道夫、角尾順三、木村達二

（一中41） 伊藤和夫、杉田正、山岸智十郎、
内田淳一郎、向正夫、松梅誠治、
小鍜冶栄一、八十島健二、田中喜良、
南丁巳知

（一中42） 古沢英雄、久保田全俊、吉田正一
（一中43） 河毛一郎、河毛二郎
（一中44） 角本良平、古西一郎、吉野秀一郎、

山中一意、広川寿夫、細田晴行
（一中45） 小倉弘吉、荒川宏、山口九郎、安田道夫、

桂木鉄夫、金原経
（一中46） 納賀節二、村井又兵衛
（一中47） 新田正之、中村達
（一中49） 林威、鬼塚通敬、山田耕二
（一中50） 米村晢
（一中52） 大河千弘、高橋完、能谷明、塚岸昭二
（一中53） 安高敬
（一中54） 川久保昇、岡本佼、宮川隆泰、水野慶一郎
（一中55） 中川了一、石橋雄二、丹羽靖一郎、河村賢一

長村雅雄

泉丘　　44名（男35 女9）
（泉丘２） 北俊成、中上正、大れい子
（泉丘３） 武部隆佐、松田耕（昭26卒）
（泉丘４） 恵美曉、戸田、難波正彦
（泉丘５） 宮本晴彦、高橋恵美子、那谷和美
（泉丘６） 梶谷英之、北野昭式、高西健夫、寺田陽、

毛利雅樹
（泉丘７） 前田フサ子、池内克哉、西野博、

座主利夫
（泉丘８） 門谷博之
（泉丘９） 南藤和子、織作輝子、宇野判治、森井博

浜本庄一郎、白川順子、竹田浩、三由敏雄
（泉丘10） 堂井武司、大谷孝弘、中川進、白陸まつ美、

小室拓士
（泉丘11） 綿谷睦夫、吉藤茂紀、小林二郎
（泉丘12） 高尾忠一、越島英二、土田洋
（泉丘13） 番場美恵子
（泉丘14） 松田幸彦、渡辺国彦、吉田昌兼

昭和38年度　総会出席者（予定）リスト

（加能人誌Ｓ38.11月号）

母校の70周年記念事業のために、
関東一泉同窓会創立直後より関東
在住者から寄附が寄せられた。
写真は、寄附者と金額の控の一部。
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（加能人誌Ｓ39.10月号）

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

約110名出席
金沢から来賓　英　安吉前一泉同窓会会長、石崎同副会長、

四井謙次一泉同窓会事務局長、森　義雄泉丘高等学校長
この年から会場は目黒雅叙園観光ホテルとなった。会長、来賓挨拶に続き、
吉野勝太郎（石川県学生寮長）氏が出席者全員を紹介した。
・加能人誌Ｓ39.9、10号より

4.28 日本、OECD（経済協力開発機構）に正式加盟 ジョンソン米大統領誕生
5.17 慶大の渡辺泰輔投手が立大戦で初の完全試合達成 ソ連、フルシチョフを追放

（東京六大学）
6.1 25年ぶりにビール、酒類が全面的に自由価格になる
9.23 巨人・王貞治、年間55本塁打の日本新記録達成
10.10 第18回オリンピック東京大会開会

この年の国内・海外の主な出来事

昭和38、39、40年度の
手書きの出席者リスト
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来賓（５名）
英安吉前一泉同窓会会長、越馬徳治一泉同窓会会長、
石崎皓三同副会長、四井謙次同窓会事務局長
森義雄金沢泉丘高等学校長

一中　112名
（一中13） 草鹿任一
（一中14） 和田順顕
（一中15） 太田龍弥、大沢勝、納賀雅友
（一中16） 柴田弥一郎
（一中17） 酒井忠治郎
（一中18） 油谷正之、野村義文、住吉四郎
（一中20） 小竹直政、蚊野豊次、飯本信之、

八田四郎次、
（一中21） 中堂観恵、高柳良幹、佐藤賢了
（一中22） 前田愛二、藤野靖、中川善之助、近岡孝吉、

吉野勝太郎
（一中25） 中條清勝、松田政平
（一中26） 清水準一、小堀保行
（一中27） 白川孝三、柴山威則、高畠吉之助、

黒田重治、吉岡峻一、西野常男
（一中29） 木村珪二、一ノ谷孝三、井波信一
（一中30） 黒田千吉郎、林錬策、山本直一、

保田克孝、中村斎治、石刑谷淳金圭、
小川小三郎、洞庭謙、世良田健一、
島崎康通

（一中31） 清水俊雄、瓜生順良
（一中32） 赤井直恭、吉田直茂、柴田喬、

森島豊人
（一中33） 武藤文雄、中川政雄、米本正、安田俊雄
（一中34） 浦茂、蒲生欣一郎
（一中35） 小林敏雄、北形義友、橋奎次、林俊朗
（一中36） 山森末男、西出次郎、田口利介、村上四郎
（一中38） 沢田久雄、宮田正雄、小俣外世雄
（一中39） 瀬野政夫、前田弘、山本正治
（一中40） 谷内上、有田秀男
（一中41） 南丁巳知、杉田正、山岸智十郎、

内田淳一郎、伊藤和夫

（一中42） 氷田作治、松本順、能谷俊雄
（一中43） 義江駿
（一中44） 吉野秀一郎、山中一意、砺波宏明
（一中45） 桂木鉄夫、八木田喜良、安田道夫、

金原経、久間春彦、小倉弘吉
（一中46） 納賀節二、吉田喜市、森忠吉、、

村井又兵衛
（一中47） 福岡二郎、小鍛冶敏雄、中村達、藤田三明、

中川智雄
（一中51） 宮沢幸夫、東与光、上田正家
（一中52） 川向又蔵、能谷耕正
（一中54） 川久保昇、岡本佼、宮川隆泰
（一中55） 長村雅雄、石橋雄二、相木武

泉丘　30名（男26 女4）
（泉丘１） 國盛隆
（泉丘２） 吉岡弘泰、中上正、北俊成、松田耀子、

由田文子、高岡歩
（泉丘３） 武部隆佐
（泉丘４） 難波正彦、恵美曉
（泉丘６） 長田勝之、北野昭式、四井武
（泉丘７） 前田フサ子、池内克哉
（泉丘８） 佐々木信憲、向献夫、定木正人
（泉丘９） 加藤順子、三由敏雄、小倉周次郎
（泉丘10） 奥村哲、堂井武司、小室拓士
（泉丘11） 小林二郎
（泉丘12） 越島英二、加納竹文、土田洋
（泉丘13） 能沢正夫
（泉丘14） 河崎肇
（泉丘15） 宝達徹

昭和39年度総会　出席者（予定）リスト

（加能人誌Ｓ39.9月号に予告掲載）

一泉同窓会事務所を母校内に設
置。関東、関西の一泉同窓会参
加を呼びかけている。

泉丘校内新聞「いずみの原」
Ｓ39.10.10
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（加能人誌Ｓ40.10月号）

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

約120名出席
金沢から来賓　英　安吉前一泉同窓会会長、森義雄泉丘高等学校長
躍進東京の映画を観賞する。司会・吉野勝太郎石川県学生寮長
・加能人誌Ｓ40.10月号より

来賓（２名）
英安吉前一泉同窓会会長
森義雄金沢泉丘高等学校長

一中　83名
（一中14） 和田順顕
（一中15） 越藤恒吉、納賀雅友、大沢勝
（一中16） 柴田弥一郎
（一中18） 住吉四郎
（一中20） 八田四郎次、蚊野豊次
（一中21） 中堂観恵、郡山義夫、佐藤賢了
（一中22） 近岡孝吉、前田愛二、藤野靖、中川善之助、

吉野勝太郎
（一中25） 中條清勝、松田政平
（一中26） 小堀保行
（一中27） 吉岡峻一、西野常男、高畠吉之助、

黒田重治
（一中29） 木村珪二、一ノ谷孝三
（一中30） 島崎康通、黒田千吉郎、世良田健一、

小林重一、研谷淳金圭
（一中31） 南浮二雄、太田久雄、瓜生順良
（一中32） 赤井直恭
（一中33） 鍋谷太喜雄、中川政雄、武藤文雄、米本正
（一中34） 蒲生欣一郎
（一中35） 小林敏雄、林俊朗
（一中36） 神保僵、永井宏、高柳日出臣
（一中38） 中山正敏、小俣外世雄、安原二郎、

小松勇作

（一中39） 前田弘、山本正治、伊藤春夫
（一中40） 有田秀男
（一中41） 山岸智十郎、向正夫、南丁巳知、杉田正、

伊藤和夫
（一中42） 氷田作治、松本順
（一中44） 佐藤博、古西一郎、飯森正秀、荒木直繁
（一中45） 金原経、西川浩史、桂木鉄夫、安田道夫、

荒川宏
（一中46） 村上淳男、森忠吉、吉田喜市、納賀節二
（一中47） 中川智雄、村井又兵衛、小鍛冶敏雄、

中村達
（一中52） 能谷明、塚岸昭二、南正一
（一中54） 岡本佼、楽満一輝、石崎定男
（一中55） 長村雅雄

泉丘　21名（男19 女2）
（泉丘２） 北俊成、大れい子
（泉丘４） 恵美曉、国本明
（泉丘６） 北野昭式
（泉丘７） 池内克哉、前田フサ子
（泉丘８） 佐々木信憲、向献夫、宮本毅、岩上誠次、

川島溥哉、定木正人、中川外司、平松喬、
門谷博之、山城一夫

（泉丘９） 竹田浩
（泉丘11） 小林二郎、中山純夫、浅尾広行

昭和40年度総会　出席者（予定）リスト

3.10 気象庁が富士山頂気象レーダー運用開始 米軍がベトナム北爆開始
5.18 ファイティング原田、世界バンタム級チャンピオンに
6.6 日本サッカーリーグ結成、開幕
9.24 国鉄がみどりの窓口開設
10.21 朝永振一郎がノーベル物理学賞受賞
11.10 南極観測事業再開、自衛艦「ふじ」で第７次観測隊が東京出港

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ41.10月号　有志会と総会の速報記事）

昭和41（1966.09.10（土））

一泉同窓会東京有志会
於・東京ステーションホテル

東京在住有志が集まり、次期衆議院選挙出馬を目指
す同窓の桂木鉄夫、坂本三十次両氏を激励した。
・加能人誌Ｓ41.10月号より

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

約80名出席
金沢より来賓　英　安吉前一泉同窓会会長、張江　啓泉丘高等学校長
英氏より坂本三十次、桂木鉄夫氏らの衆議院選出馬にむけて後援会結成する
旨報告あり。
吉野勝太郎氏は開会の挨拶で、「10周年を明年に控え…」と来年が10年目と話されている。
・加能人誌Ｓ41.11月号より

5.30 米原潜、横須賀港に初入港
6.29 ビートルズ来日
7.4 新東京国際空港の建設地で閣議、成田市三里塚と決定
11.1 国立劇場開場
12.9 建国記念日2月11日と公布

この年の国内・海外の主な出来事

（加能人誌Ｓ41.11月号）
Ｓ41年総会の詳細な記事



来賓（５名）
英安吉一泉同窓会名誉会長、宮太郎一泉同窓会会長、
四井謙次同事務局長
張江啓金沢泉丘高等学校長、原田金太郎同校旧職員

一中　102名
（一中10） 吉田一郎
（一中12） 牧野喜太郎
（一中13） 草鹿任一
（一中15） 納賀雅友、越藤恒吉
（一中20） 八田四郎次、蚊野豊次、鈴木英介
（一中21） 佐藤賢了、中堂観恵、郡山義夫
（一中22） 藤野靖、中川善之助、吉野勝太郎
（一中25） 安田幾久男、松田政平、中条清勝
（一中26） 高野与作、清水準一、小堀保行、奥田善通
（一中27） 藤沢直三、白川孝三、吉岡峻一、黒田重治、

鏑木政岐
（一中29） 松田心一、木村珪二、村尾金二、

竹田東洋雄
（一中30） 世良田健一、黒田千吉郎、島崎康通
（一中31） 太田久雄、南浮二雄、根岸巌、瓜生順良、

清水俊雄
（一中32） 納賀節二、柴田喬、瓜生留雄、赤井直恭、

下村節義、吉田直茂
（一中33） 中川政雄、米本正、武藤文雄
（一中34） 二木秀雄、吉藤幸朔
（一中38） 犬塚泰三、沢田久雄、友田正雄、

中山正敏
（一中39） 前田弘、幸村博敏、伊藤春夫、沼田菊蔵、

瓜生復男
（一中40） 福田正次郎
（一中42） 氷田作治
（一中44） 荒木直繁、吉野秀一郎、古西一郎
（一中45） 西川浩史、桂木鉄夫、駿河敬次郎、金原経、

荒川宏、中村八郎、安田道夫、木村成郎、
久間春彦、高木兼二、小倉弘吉

（一中46） 吉田喜市、森忠吉、
菅野孝夫

（一中47） 坂本三十次、太島金治、藤田三明、森一男、
深見信一、小鍜治敏雄、福岡二郎、池保、
中川智雄

（一中49） 五反田良精、浅川美来
（一中51） 竹下一郎、堀内俊彦
（一中52） 新保卓而
（一中53） 井上和夫
（一中54） 山本浩、氷田正男、伊勢長一、宮野達郎、

木村博典、川久保昇、岡本佼、中村喜三郎
（一中56） 長林茂、中上正

泉丘　41名（男39 女２）
（泉丘２） 白尾惇
（泉丘３） 池屋敏雄
（泉丘４） 徳田修二、国本明
（泉丘６） 北野昭式、四井武、宮本増、

鈴木郁夫、安生武史、辻由美子、石坂雄二、
高西健夫

（泉丘７） 池内克哉、前田フサ子
（泉丘８） 向献夫、加藤嘉久、山口豊、藤盛曠和、

山田茂市、北島敏男、定木正人、岩上誠次、
高畑博之、飯倉元、宮本毅、佐々木信憲、
平田一雄、宮丸凱史、荒木二夫、星野正憲、
下村外志夫

（泉丘９） 竹田浩、谷本門
（泉丘10） 小森惇、米谷大一郎
（泉丘11） 吉村外茂勝、小林二郎、渡辺拓、中野弘史
（泉丘12） 三河三郎
（泉丘13） 岡田喜昭

昭和42年度総会（創立10周年記念総会） 出席者（予定）リスト
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来賓（２名）
英安吉前一泉同窓会会長
張江啓金沢泉丘高等学校長

一中　56名
（一中13） 草鹿任一
（一中14） 和田順顕
（一中15） 納賀雅友
（一中17） 酒井忠治郎、草野義男
（一中20） 蚊野豊次、八田四郎次
（一中21） 中堂観恵
（一中22） 中川善之助、前田愛二、高倉奉朔、

吉野勝太郎
（一中23） 北川政
（一中25） 中条清勝、松田政平
（一中27） 黒田重治、白川孝三、鏑木政岐、

高畠吉之助
（一中29） 村尾金二
（一中30） 黒田千吉郎、世良田健一
（一中31） 瓜生順良
（一中32） 赤井直恭、吉田直茂
（一中33） 中川政雄、鍋谷太喜雄、米本正、武藤文雄
（一中38） 安原二郎、本田泰
（一中39） 山本正治、前田弘、瓜生復男
（一中41） 向正夫、杉田正、伊藤和夫
（一中42） 氷田作治
（一中43） 義江駿、松林理彦、中林二郎
（一中44） 山中一意、高柳武男

（一中45） 西川浩史、小倉弘吉、八木田喜良、荒川宏、
桂木鉄夫

（一中46） 納賀節二、下村吉郎
（一中47） 川島栄一
（一中49） 平岸恒雄
（一中50） 岡島重雄
（一中54） 楽満一輝、川久保昇、岡本佼

泉丘　12名（男11 女１）
（泉丘６） 四井武、北野昭式
（泉丘７） 池内克哉、前田フサ子
（泉丘８） 向献夫、宮本毅
（泉丘９） 竹田浩
（泉丘11） 渡辺拓、小林二郎
（泉丘13） 岡田喜昭、山下忠洋
（泉丘14） 久々津篤男

昭和41年度総会　出席者（予定）リスト

昭和41年度総会
出席者（予定）リスト
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（加能人誌Ｓ42.10月号）

関東一泉同窓会
10周年記念総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

114名出席
金沢より来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、英　安吉一泉同窓会名誉会長、

四井謙次一泉同窓会事務局長、張江　啓泉丘高等学校長
10周年記念総会は、坂本・桂木氏当選並びに中川善之助金大学長就任祝賀を
兼ねて盛大に開かれた。
・加能人誌Ｓ42.10月号より

3.6 日本航空が世界一周航路営業開始 ベトナム戦争で米軍は、「枯葉作戦」開始
4.13 国産人工衛星第1号･ラムダ４Ｓ打ち上げ失敗 中国、初の水爆実験
4.15 東京都知事選で社会･共産推薦の美濃部亮吉が初当選 欧州共同体（EC）成立

初の革新都政誕生 東南アジア諸国連合（ASEAN）結成
6.10 東京教育大評議会が筑波学園都市移転を強行採決 ［南ア］世界初の心臓移植手術
9.28 国鉄上越線新清水トンネル開通
10.20 吉田茂元首相没（享年89歳）

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ43.10月号）

来賓（３名）
宮太郎一泉同窓会会長、四井謙次同事務局長
張江啓金沢泉丘高等学校長

一中　94名
（一中12） 牧野喜太郎
（一中15） 納賀雅友
（一中17） 酒井忠治郎
（一中20） 八田四郎次
（一中21） 中堂観恵
（一中22） 吉野勝太郎
（一中25） 松田政平
（一中26） 奥田善通
（一中27） 白川孝三、黒田重治、亀田外、鎬木政岐、

吉岡峻一
（一中29） 村尾金二、竹田東洋雄、木村珪二、高口啓、

押村孫二
（一中30） 世良田健一、島崎康通
（一中31） 清水俊雄
（一中32） 赤井直恭、吉田直茂、下村節義、柴田喬
（一中33） 中川政雄、米本正
（一中34） 梅田達男、浦茂
（一中35） 安江四郎
（一中36） 村上四郎
（一中38） 友田正雄、沢田久雄
（一中37） 広瀬道次郎
（一中39） 伊藤春夫、瓜生復男
（一中40） 福田正次郎、谷内上
（一中41） 上野一男、内田淳一郎、吉田一雄、、野田茂
（一中42） 杉谷勇、松本順、古沢英雄、鳥居忍、

久保田全俊、山田謙造、辻永徳、鴻野五八
坂部重之、中谷郁夫、石田勝雄

（一中44） 山中一意、荒木直繁
（一中45） 岡本勇作、八木田喜良、荒川宏、桂木鉄夫、

駿河敬次郎、金原経、西川浩史、中村八郎
（一中46） 森忠吉、吉田喜市、中島丈治
（一中47） 深見信一、中川智雄
（一中49） 浅川美来、岡本実
（一中50） 川北博、寺田猛
（一中51） 和田静夫
（一中52） 富沢一夫、池野昭二、井上和夫
（一中54） 宮川隆泰、岡本佼、中村喜三郎、楽満一輝、

糸多宗人、泉谷勝巳
（一中55） 改田守、丹羽靖一郎
（一中56） 竹内武次、村上満、今井弘、高岡歩、

中上正、長林茂、白尾惇、中野達也
（一中57） 亀田千代造、北村好文

泉丘　27名（男22 女５）
（泉丘２） 松田耀子
（泉丘３） 池屋敏雄
（泉丘４） 松田淳、徳田修二
（泉丘５） 篠木俊明
（泉丘６） 辻由美子、北野昭式
（泉丘７） 白尾三樹、織田浩治、前田フサ子
（泉丘８） 小西義昭、藤森宏、三納吉二、中川外司、

向献夫、佐々木信憲、山城一夫、定木正人
（泉丘９） 藤沢経子、谷本門、高坂要子、竹田浩
（泉丘11） 吉村外茂樹、小林二郎、渡辺拓
（泉丘12） 額谷忠彦
（泉丘13） 岡田喜昭

昭和43年度総会　出席者（予定）リスト

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

130余名出席（近年稀なる盛況と加能人誌にあり）
金沢より来賓　宮 太郎一泉同窓会会長、四井謙次一泉同窓会事務局長、

張江 啓泉丘高等学校長
劈頭、故英一泉同窓会名誉会長の霊に一同黙祷を捧げ、冥福を祈った。
・加能人誌Ｓ43.10月号より

1.9 マラソンの円谷幸吉が自殺 アポロ8号が月周回
2.20 金嬉老、清水市内で2人をライフルで射殺し逃亡、 ロバート・ケネディ上院議員暗殺

寸又峡温泉でろう城 マーチン･ルーサー･キング師暗殺
4.12 日本初の超高層ビル・霞が関ビル完成
7.1 郵便番号制度実施
8.8 札幌医大・和田寿郎教授が日本初の心臓移植手術
10.17 川端康成、ノーベル文学賞受賞
12.10 八王子市で3億円強奪事件

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ44.11月号）
※文中第十三回とあるが、第十二回の誤り

来賓（３名）
宮太郎一泉同窓会会長、四井謙次同事務局長
張江啓金沢泉丘高等学校長

一中　96名
（一中10） 吉田一郎
（一中12） 牧野喜太郎
（一中13） 草鹿任人
（一中15） 納賀雅友
（一中20） 八田四郎次、山本可武、蚊野豊次
（一中21） 郡山義夫、数馬伊三郎
（一中22） 高倉奉朔、藤野靖、前田愛二、吉野勝太郎
（一中25） 中條清勝
（一中26） 小堀保行
（一中27） 白川孝三、鏑木政岐、黒田重治、

高畠吉之助、吉岡峻一
（一中29） 山本利行、須佐正武
（一中30） 世良田健一、小林重一、黒田千吉郎
（一中31） 荻野友雄、太田久雄、根岸巌、谷本義盛
（一中32） 下村節義、吉田直茂、柴田喬、

赤井直恭
（一中33） 近藤師家司、米本正、武藤文雄
（一中36） 高柳日出臣
（一中37） 広瀬道次郎
（一中38） 沢田久雄
（一中39） 前田弘、伊藤春夫、山本正治
（一中41） 上野一男、内田淳一郎
（一中42） 吉田正一、古沢英雄、中谷郁夫、松本順、

氷田作治、鳥居忍、鴻野五八、辻永徳、

中谷外作
（一中44） 角本良平、古西一郎
（一中45） 岡本勇作、安田道夫、西川浩史、桂木鉄夫、

小倉弘吉、荒川宏、金原経、中村八郎、
久間春彦、八木田喜良、駿河敬次郎

（一中46） 納賀節二
（一中47） 中川智雄、池保、藤田三明、中島久雄
（一中49） 五反田良精、菅野卓郎
（一中51） 近藤外喜成、清水昭夫、末松伸一郎、

和田静夫、宮沢幸夫、戸部新十郎、
室谷与三松、酒井忠之、北中久一

（一中52） 能谷明
（一中54） 辻良平、宮川隆泰、楽満一輝、岡本佼、

泉谷勝巳、浅香善夫
（一中55） 竹中道人、改田守、長村雅雄
（一中56） 白尾惇、長林茂
（一中57） 北村好文

泉丘　17名（男15 女２）
（泉丘２） 高岡歩、今井弘
（泉丘３） 藤本悦子
（泉丘７） 前田フサ子
（泉丘８） 佐々木信憲
（泉丘９） 竹田浩
（泉丘10） 中川進、大谷孝弘
（泉丘11） 浅尾広行、佐々木一博、吉村外茂勝、

松原悠紀雄
（泉丘20） 山崎俊樹、田上賢三、割出秀樹、土橋重夫
（泉丘21） 深田徹

昭和44年度総会　出席者（予定）リスト

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

約120名出席
金沢から来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、四井謙次一泉同窓会事務局長、

張江　啓泉丘高等学校長
大学在学中の若い会員の発声で校歌、応援歌を歌い盛り上がった。
・加能人誌Ｓ44.11月号より

1.18、19 東京大学安田講堂に機動隊導入 アポロ11号、人類初の月面着陸（7.20）
5.26 東名高速道路全通開通
11.19 佐藤,ニクソン会談で「沖縄1972年返還」決まる
11.30 プロ野球、金田正一投手引退

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ45.10月号）

来賓（２名）
宮太郎一泉同窓会会長
張江啓金沢泉丘高等学校長

一中　68名
（一中10） 吉田一郎
（一中12） 牧野喜太郎
（一中13） 草鹿任人
（一中15） 納賀雅友
（一中20） 蚊野豊次、八田四郎次
（一中21） 郡山義夫
（一中22） 中川善之助、近岡孝吉、吉野勝太郎
（一中25） 中条清勝、松田政平
（一中26） 小堀保行、奥田善通
（一中27） 白川孝三、吉岡峻一、高畠吉之助、

鏑木政岐、西野常男、黒田重治
（一中29） 村尾金二、木村珪二、押村孫二
（一中30） 世良田健一、黒田千吉郎、小林重一
（一中31） 荻野友雄、瓜生順良
（一中32） 吉田直茂、下村節義、赤井直恭
（一中33） 米本正、中川政雄
（一中34） 浦茂、浅田賢造

（一中36） 高柳日出臣
（一中38） 小松勇作、沢田久雄
（一中39） 前田弘
（一中42） 鳥居忍、氷田作治、鴻野五八、堀義雄、

山田謙造、吉田正一、中谷郁夫
（一中43） 別川悠紀夫、義江駿
（一中44） 佐藤博、山中一意、古西一郎、吉野秀一郎
（一中45） 中村八郎、金原経、久間春彦、駿河敬次郎
（一中46） 森忠吉、菅野孝夫
（一中47） 坂本三十次、中島久雄、藤田三明
（一中49） 直江悟、浅川美来、五反田良精
（一中51） 伊藤栄一
（一中52） 能谷明
（一中54） 辻良平、岡本佼、泉谷勝巳

泉丘　15名（男13 女２）
（泉丘２） 白尾惇、山本審、荒木一夫、

今井弘
（泉丘３） 藤本悦子
（泉丘４） 徳田修二
（泉丘６） 北野昭式
（泉丘７） 前田フサ子
（泉丘８） 吉野修、中川外司、宮本毅、徳光金明、

田村利雄
（泉丘11） 佐々木一博

昭和45年度総会　出席者（予定）リスト

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

約80名出席
金沢より来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、張江　啓泉丘高等学校長
上京中の中川善之助金沢大学学長、別川悠紀夫、坂本三十次議員ら挨拶
出席者は、金沢土産のどじょうの蒲焼に舌鼓をうつ。
・加能人誌Ｓ45.10月号より

2.11 国産は初の人工衛星「おおすみ」打ち上げ成功
3.14 日本万国博覧会、大阪･千里ケ丘で開会
3.31 日航機「よど号」赤軍派学生ら9人がハイジャック
8.2 東京・銀座などで「歩行者天国」始まる
11.25 三島由紀夫事件、三島と楯の会1人割腹自殺

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ46.10月号）

来賓（１名）
吉田長久（一中30）県議会議長

一中　67名
（一中10） 吉田一郎
（一中13） 草鹿任一
（一中20） 蚊野豊次、八田四郎次
（一中21） 郡山義夫
（一中22） 中川善之助、吉野勝太郎
（一中25） 安田幾久男、松田政平、宮川隆正
（一中26） 小堀保行
（一中27） 黒田重治、鏑木政岐、柴山威則、吉岡峻一、

白川孝三、高畠吉之助、西野常男
（一中30） 黒田千吉郎、小林重一、島崎康通
（一中31） 瓜生順良、清水俊雄
（一中32） 吉田直茂、下村節義
（一中33） 米本正
（一中34） 浦茂
（一中38） 安原二郎
（一中39） 西出大三
（一中41） 南丁巳知、杉田正、山岸智十郎、上野一男

（一中42） 辻永徳、氷田作治、吉田正一、鳥居忍、
堀義雄、中谷郁夫、山田謙造、鴻野五八

（一中43） 別川悠紀夫
（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 桂木鉄夫、安田道夫、岡本勇作、高木寛、

金原経、西川浩史、寺尾誠介、中村八郎、
八木田喜良

（一中46） 有田元広、菅野孝夫、森忠吉
（一中47） 中島久雄、中川智雄、太島金治
（一中49） 五反田良精
（一中52） 奥田敬和、松田利三、井土清、山本武夫、

渡辺治朗
（一中54） 宮川隆泰、浅香善夫、岡本佼

泉丘　６名（男６　女０）
（泉丘２） 荒木一夫
（泉丘６） 野本正作（旧姓湊）
（泉丘８） 中川外司
（泉丘９） 竹田浩
（泉丘14） 吉田昌兼
（泉丘19） 加藤義裕

昭和46年度総会　出席者（予定）リスト

安田幾久男第二代会長

関東一泉同窓会総会
（第14回）

於・目黒雅叙園観光ホテル

60余名出席
金沢より来賓　吉田長久（一中30）石川県議会議長
納賀雅友関東一泉同窓会会長逝去（4月26日・享年81）。
新会長に安田幾久男氏（日本軽金属KK前社長・一中25）、副会長に鏑木政岐氏
（国学院大学教授・一中27）就任。
・加能人誌Ｓ46.10月号より

5.14 婦女8人連続殺人容疑で大久保清逮捕 エジプトのアスワン・ハイ・ダムが完工式
6.27 第9回参院選、初のテレビ政見放送開始 国連総会、中国の国連復帰を決定
7.1 環境庁が発足

この年の国内・海外の主な出来事

安田幾久男氏略歴
金沢一中（大7・一中25）、
東大（工）卒。日本軽金属
㈱前社長・相談役（昭和
46年当時）。
昭和46年、第二代関東一
泉同窓会長に就任。
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（加能人誌Ｓ48.10月号）

開催時期・会場等不明★出席予定者リスト等資料見当たらず
（加能人誌　昭和47年９、10、11月号にも記事なし）

1.24 グアム島で元日本兵の横井庄一さん発見
2.17 妙義山中で連合赤軍の最高幹部・永田洋子、森恒夫逮捕
2.19 浅間山荘事件
5.15 沖縄施政権返還、沖縄県発足
7.7 第一次田中内閣成立

この年の国内・海外の主な出来事

関東一泉同窓会総会
（第16回）

於・目黒雅叙園観光ホテル

約100名出席
金沢より来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、張江　啓泉丘高等学校長
母校創立80周年記念と銘うって開かれた。
金沢名物どじょうの蒲焼を味わい、先輩、後輩のスピーチ、女性会員合同の
校歌コーラスで和やかに盛り上がった。
司会・鏑木政岐副会長
・加能人誌Ｓ48.10月号、本部資料・第16回出席者リストより

◎昭和48年３月　母校創立80周年

4.14 プロ野球パ･リーグが２シーズン制に ウォーターゲート事件
8.8 金大中拉致事件
9.29 筑波大設置決まる(東京教育大廃止)
10.22 巨人がプロ野球9連覇達成

この年の国内・海外の主な出来事
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来賓（２名）
宮太郎一泉同窓会会長
張江啓金沢泉丘高等学校長

一中　67名
（一中10） 吉田一郎
（一中20） 蚊野豊次
（一中21） 佐藤賢了、郡山義夫
（一中22） 吉野勝太郎
（一中25） 松田政平、宮川隆正、安田幾久男
（一中26） 小堀保行、遠藤外与人
（一中27） 白川孝三、吉岡峻一、黒田重治、鏑木政岐
（一中29） 村尾金二、押村孫二
（一中30） 小林重一、世良田健一、黒田千吉郎
（一中31） 瓜生順良、谷本義盛
（一中32） 吉田直茂、下村節義
（一中33） 米本正
（一中34） 浦茂
（一中35） 牛塚藤雄、高柳元臣
（一中36） 高柳日出臣
（一中38） 安原二郎、小松勇作
（一中39） 前田弘、伊藤直之

（一中41） 杉田正、南丁巳知、山岸智十郎
（一中42） 雄谷重夫、鴻野五八、堀義雄、中谷郁夫、

山田謙造、久保木信夫、辻永徳
（一中44） 池田稔、吉野秀一郎
（一中45） 桂木鉄夫、金原経、西川浩史、中村八郎、

駿河敬次郎、隅谷正峯、寺尾誠介、
岡本勇作

（一中46） 大西正治
（一中47） 老田他四郎、中島久雄、中川智雄、中島章、

藤田三明
（一中52） 奥田敬和、能谷明、泉和男
（一中54） 泉谷勝巳、川久保昇、浅香善夫、岡本佼、

井上韶久、氷田正男

泉丘　19名（男８　女11）
（泉丘２） 高岡歩、松田耀子、新藤安子、荒木一夫、

今井弘、篠原誠子、中島英美子
（泉丘４） 赤岡淳子、山崎良子、髭和子、土屋京子、

長沢光男、上田広次、沼田清一郎、
徳田修二、幸村鹿子、桝本洋子、首藤くに

（泉丘６） 北野昭式

昭和48年度総会　出席者（予定）リスト

（本部資料）※手書き文字は原文のまま

昭和42～48年度の出席者（予定）リスト
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（加能人誌Ｓ49.11月号）
※関東一泉の保管資料に
出席者（予定者）リスト
見当たらず。

関東一泉同窓会総会
（第17回）

於・目黒雅叙園観光ホテル

90余名出席
金沢より来賓　石崎皎三氏（宮一泉同窓会会長代理）
宴半ばに、出席男女会員による感想や思い出の発表があった。
司会・鏑木政岐副会長
・加能人誌Ｓ49.11月号より

2.26 フィリピン･ルバング島で元日本兵・小野田少尉発見 オランダ・ハーグ事件　
5.24 土光敏夫、経団連会長就任
8.30 東京・丸の内、三菱重工本社前で時限爆弾爆発
10.8 佐藤前首相、74年度ノーベル平和賞受賞決定
11.26 田中首相辞意、12.9三木内閣成立

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ50.10月号）
※関東一泉の保管資料に
出席者（予定者）リスト
見当たらず。

関東一泉同窓会総会
（第18回）

於・目黒雅叙園観光ホテル

約100名出席
金沢より来賓　宮 太郎一泉同窓会会長（代理の方出席）、松岡正信泉丘高等学校長
90歳の吉田一郎氏から20代の大学生も参加。
会の劈頭、常連大先輩・森島守人、佐藤賢了、中川善之助氏の冥福を祈り黙祷
を捧げた。・加能人誌Ｓ50.10月号より

5.7 エリザベス女王来日 サイゴン陥落でベトナム戦争終結
5.16 日本女子登山隊が女性初のエベレスト登頂に成功
6.3 佐藤元首相没(74)
7.19 沖縄海洋博開幕
8.4 日本赤軍が大使館占拠で超法規的措置
9.30 天皇皇后両陛下、初訪米に出発

この年の国内・海外の主な出来事
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★下記の本部資料「昭和54年の関東一泉同窓会参加呼びかけ」の文章の中に、昨年（昭和53年）12月８日
３年振りの　とあって、昭和51、52年開催されなかったことが判明。

一泉本部資料　Ｓ54.9発行

総会は開催されなかった

総会は開催されなかった

2.16 ロッキード事件で衆院予算委、小佐野賢治らを証人喚問 コンコルド初めて乗客を乗せて飛行
3.4 児玉誉士夫脱税で起訴
3.23 前俳優の前野光保が軽飛行機で児玉誉士夫宅へ自爆、死亡
7.27 ロ事件で田中角栄前首相、榎本秘書とともに逮捕
9.6 ソ連ミグ25戦闘機、函館空港へ強行着陸

この年の国内・海外の主な出来事

4.29 東海大・山下泰裕が全日本柔道選手権で初優勝
6.1 たばこ「マイルドセブン｝発売
6.12 樋口久子、全米女子プロゴルフ選手権で日本人初の優勝
7.14 日本初の静止気象衛星「ひまわり」ケープカナベルから打ち上げ
9.3 王貞治、ハンク･アーロンの記録を破る756号本塁打の記録樹立

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ53.12月号）

（加能人誌Ｓ54.1月号）※関東一泉の保管資料に出席者（予定者）リスト見当たらず。

総会アルバムから

鏑木政岐第三代会長

関東一泉同窓会総会
於・目黒雅叙園観光ホテル

約300名出席
世話をされていた吉野先生が倒れられて以来、書類を保管していたロッカー
のカギが行方不明となっていたが、見つかり３年ぶりに総会が開催された。

安田会長逝去。吉野勝太郎氏（53年1月8日享年84）も。
新会長に、鏑木政岐氏選ばれる。
金沢から来賓　小川忠男一泉同窓会副会長、西多外喜次本部事務局長、

出野秀二恩師　　　　　　　司会・北山雅義氏（一中55期）
・加能人誌Ｓ53.12月、54.1月号より

4.4 キャンデイーズ最終公演
4.6 超高層ビル｛サンシャイン60｝開館
5.20 成田空港開港
6.12 宮城県沖地震
8.10 日中平和友好条約調印
10.12 プロ球団｛西武ライオンズ｝誕生

この年の国内・海外の主な出来事

鏑木政岐氏略歴
金沢一中（大9・一中27）、
東大（理）卒。国土建設学
院院長（昭和53年当時）。
昭和53年、第三代関東一
泉同窓会長に就任。
昭和62年12月逝去。
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Ｓ54.10.26総会への案内状（一泉本部資料・原文のまま） Ｓ54.10.26 寄付のお願い（一泉本部資料）

会報「一泉」創刊号Ｓ55.4.1 Ｐ9一泉同窓会会報「一泉」創刊号Ｓ55.4.1

関東一泉同窓会総会
於・日本青年館

約320名出席。
金沢より来賓　西多外喜次一泉同窓会事務局長
会費　男性5,000円、女性3,000円、同伴会員3,000円
一泉同窓会讃歌（作詩作曲野本正作氏・泉６期）発表。
乾杯は93歳の吉田一郎氏。中山登紀子（女流新人賞受賞作家・泉４期）さんの
スピーチや加賀とび、山中節歌われ、盛会であった。
司会・北山雅義氏（一中55期）

・一泉本部資料（下記）、同窓会会報「一泉」創刊号（Ｓ55.4.1）・加能人誌Ｓ54.11月号より
※関東一泉の保管資料に出席者（予定者）リスト見当たらず。

1.13 国立大学の共通１次試験、 ［英］マーガレット・サッチャー、ヨーロッパ初の
初実施(２25会場、32万7163人受験) 女性首相となる

1.25 上越新幹線大清水トンネル開通
（2万2228ｍ、世界最長の山岳トンネル）

1.31 江川卓投手阪神入団、巨人・小林繁投手と即日トレード
7.11 東名日本坂トンネル事故

この年の国内・海外の主な出来事
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関東一泉の総会への参加呼びかけ
会報「一泉」創刊号Ｓ55.4.1
Ｐ12～13

会報「一泉」創刊号Ｓ55.4.1 Ｐ13

（加能人誌Ｓ54.11月号）

総会アルバム
から
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総会の案内を掲載　会報「一泉」2号Ｓ55.10.1 Ｐ18

会報「一泉」3号Ｓ56.4.10
Ｐ10

55年度関東一泉同窓会総会
於・日本青年館

200余名出席。
金沢より来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、西多外喜次一泉同窓会事務局長、

大高彰八泉丘高等学校長
役員改選　新しく瓜生順良氏が副会長に。
総会は58年度（90周年）までに完成を目指す校舎改築が話題となった。
司会・北山雅義氏
・会報「一泉」２号Ｓ55.10.15、３号Ｓ56.4.10より　総会出席者名は、加能人誌Ｓ55.12月号参照

3.7 人気歌手の山口百恵、婚約発表 ［米］レーガンがカーターを大差で破り大統領に
4.25 銀座でトラック運転手が１億円拾得 当選
6.12 大平首相が総選挙中に死去 第21回モスクワオリンピック開催
7.3 「イエスの方舟」事件に強制捜査 アフガニスタン侵攻に抗議して、日本、米、
8.19 新宿バス放火事件 西ドイツなどIOC加盟148ヵ国のうち67ヵ国
11.4 巨人軍長嶋監督辞任　王貞治現役引退 不参加。
この年はツービートら漫才ブーム

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ55.12月号）※関東一泉の保管資料には出席者（予定者）リスト見当たらず。



33

（加能人誌Ｓ56.10月号）

56年度関東一泉同窓会総会
於・九段会館

240名出席（男性167名、女性73名） 総会案内はがき2050枚印刷・発送
金沢より来賓　竹田長末一泉同窓会副会長、西多外喜次一泉同窓会事務局長、

大高彰八泉丘高等学校長、高川義一教諭、長谷場千鶴元教諭
会費　男性6,000円、女性4,000円　　寄付金　85,000円
・加能人誌Ｓ56.10月号、昭和56年度収支決算書、出席者（予定）リストより

1.17 大関貴乃花引退、3.10 横綱輪島引退 ［イラン］アメリカ人の人質52人 443日ぶりに
2.15 日劇、48年の幕を閉じる 解放
3.19 神戸ポートピア81開幕 ［英］チャールズ皇太子がダイアナ・スペンサー
3.31 ピンク･レディー最終公演 と挙式
10.19 福井謙一京大教授ノーベル化学賞受賞
11.28 ロッキード裁判で榎本美恵子の爆弾証言

この年の国内・海外の主な出来事
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（泉丘６） 田村町枝、中谷道子、土田淑子、大塚容子、
澤靖子、吉田春美、三村雅子、織田充彦、
福田政博、平松正利、沼田武二郎、
三田村正、伊藤正、北野昭式、橋浦久男、
野本正作、神野秀、成清治道、鈴木弘子、
永井妙子

（泉丘７） 渡辺利子、西田更生、初田亮、杉村亨、
池内克哉、吉田紀幸、奈田博充、堀内瑛一、
山崎利彦、松本良雄、畦地洋子

（泉丘８） 北條英俊、坂井外代子、加藤嘉久、
岡田絋美、篠原弘、山本紀久子、
宮丸凱史、中谷玲子、佐々木信憲、
鈴木 子、河原勇

（泉丘９） 野口美智代、岡野光子、加藤順子、
木村昭乃、新田幸子、西島幸夫、
砺田和史、早水康葵、小林鎌仁、上丸満

（泉丘10） 長森敏秦、徳光直美、永井信太郎、
大窪紀吉、白崎晃、大谷孝弘、安原由紀子、
岡本章、小室拓士、田村昌克

（泉丘11） 新谷修、大西昭一
（泉丘12） 西田久美子、近藤昌子、寺田潟美、

高瀬延江、越野正行、南部信政、石橋武、
大野木敦子、広村万嘉、高村紘一、越村稔、
飯野靖四、岩倉誠治、松永祥子、梅谷和子、
西多邦夫、羽野みち、村上与恵、浦卓夫、
梶井倫子、笠間紀子

（泉丘13） 布施武、島村眞吉
（泉丘14） 河崎肇、中本久男、吉田昌兼
（泉丘15） 松本健
（泉丘16） 前田鎮 、東川博明
（泉丘17） 井上宏明、荒谷内允、折戸儀夫、松田常雄、

吉田吉明
（泉丘18） 塗師道彦、笠間泰彦、布村秀夫
（泉丘19） 稲葉健太郎
（泉丘22） 竹村均
（泉丘25） 中村裕子
（泉丘28） 村瀬雅俊

昭和56年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（５名）
竹田長松一泉同窓会副会長、西多外喜次同事務局長
大高彰八金沢泉丘高等学校長、高川義一同校教諭、
長谷場千鶴同校元教諭

一中　101名
（一中21） 尾山藤仁
（一中24） 林孝善
（一中26） 小堀保行
（一中27） 鏑木政岐、西野常男、黒田重治
（一中29） 押村孫二、斉藤
（一中30） 山本直一、黒田千吉郎、野崎與五郎、

小林重一
（一中31） 粟田添星、瓜生順良、谷本義盛、橋浦彦三、

野崎與五郎
（一中32） 赤井直恭、北村道四郎、相馬克巳、柴田喬、

下村節義
（一中33） 武藤文雄
（一中34） 浦茂
（一中36） 村上四郎、土屋博靖、大澤錠二
（一中37） 小倉冨士雄、中村俊貞、近藤師家男、

湯浅 三郎、広瀬道次郎、普神益雄、
松本三郎

（一中38） 双佐潔、中山正敏
（一中39） 瓜生復男、伊藤春夫
（一中40） 橋本正久
（一中41） 杉田正、北谷久一
（一中42） 久保木信夫、嶋村隆、古沢英雄、坂部重之、

久保田全俊、鴻野五八、中側尚英、
中谷郁夫

（一中43） 森山隆平、浅野実、池田忠彦、谷山巌、
山本重久

（一中44） 飯森正秀、荒木直繁、佐藤靖雄
（一中45） 中村八郎、隅谷與一郎、安田道夫、金原径、

高木兼二
（一中47） 宮保彦継、中野喜代二、中島久雄
（一中48） 今井一郎
（一中49） 五反田良精、山田耕二、新保友義、

多田安夫、大坪景章、北川啓
（一中50） 吉本幸弘、村田敬久
（一中51） 高木繁、和田静夫
（一中52） 山田肇、松田利三、佐藤弘、山本武夫、

足立仁一
（一中53） 石川弘、藤田裕、近藤修、二俣和夫、

中野達雄、横井辰雄、改田尚三、市橋昌利、
能谷明

（一中54） 辻良平、中村喜三郎、嶋崎春也、岡本佼、
伊勢長一、林希樹、奥田光夫

（一中55） 丹羽靖一郎、大桑啓仁、寺田久義、
河村賢一、北山雅義、下村佳生、大西章、
林永、谷行雄、小堀和哉、中川了一、
早崎鉅造

泉丘　160名（男97 女63）
（泉丘２） 中上正、蜷川俊則、中村外喜子、鍔弘子、

長林茂、宮子章、松田耀子、荒木一夫、
竹沢貞子

（泉丘３） 古村澄夫、矢鋪憲治
（泉丘４） 寺川和子、幸村鹿子、高崎絢子、

高浪克子、川本悦子、徳田修二、山良真作、
沼田清一郎、牧寛、二口善乃、宮岸毅、
三沢優子、荒山倭子、長田八栄子、
上野千世子、清水嶺子、向田タミ子、
別所浩子、亀井雅子、岡田京子、
大久保礼子、森田幸子、大西和子

（泉丘５） 松井昭祐、鈴木喜和子、高山美恵子、
篠木俊明、野村弘毅、下川敏子、
伊東嘉陽子、藤村礼子、浅田照子、安田保、
武内宏、羽野良久、柴田律子

昭和56、57、59年
総会出席者（予定）リスト
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会報「一泉」6号
Ｓ57.10.1 Ｐ3

会報「一泉」6号Ｓ57.10.1 Ｐ17

会報「一泉」6号
Ｓ57.10.1 Ｐ16

会報「一泉」7号
Ｓ58.4.10 Ｐ13

57年度関東一泉同窓会総会
於・九段会館

200余名出席。
金沢より来賓　西多外喜次一泉同窓会事務局長、

楠　禎一郎泉丘高等学校教頭、垣内謹治同校教諭
瓜生順良副会長（元宮内庁次長）が４月に逝去、浦茂氏（元空幕長・一中34）が
副会長に。57年度総会世話人・松田耀子（泉2）、幸村鹿子（泉4）氏
・会報「一泉」７号Ｓ58.4.10より

2.8 ホテル･ニュージャパン火災 フォークランド紛争
2.9 日航機が羽田沖で墜落(機長の逆噴射で)
4.1 500円硬貨発行
6.23 東北新幹線、11.15 上越新幹線開業
9.22 三越、岡田社長解任を決議

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｓ57.11月号）

由田文子、中村外喜子
（泉丘３） 山本恵波、中島玲子
（泉丘４） 原茂男、向田タミ子、白川幸子、大西和子、

清水嶺子、牧寛、高浪克子、二口善乃、
川本悦子、幸村鹿子、加藤操子、松田元子、
中山登紀子

（泉丘５） 浅田照子、川村隆一、野村弘毅、村本昭夫、
藤村礼子、北貢、高山美恵子、古谷綾子、
小森昇

（泉丘６） 田村町枝、土田淑子、澤靖子、三村雅子、
沼田武二郎、北野昭式、野本正作

（泉丘７） 渡辺利子、杉村亨、山崎利彦、河村外喜子、
吉田紀幸、畦地洋子、松葉美子、新井恵美子、
高迫栄子

（泉丘８） 岡田絋美、北條英俊、當山節子、
坂井外代子、馬場公子、兼田泉

（泉丘９） 小林鎌仁、古村桂子、石橋寛、野口美智代、
木村昭乃、天日雄三郎、砺田和史、
加藤順子

（泉丘10） 山下久良、徳光直美、盛田孝、鍋谷汎、
大谷孝弘、小林淳一、大西忠、荒木康善、
長森敏秦、宅美志郎、今川庄造、
木村佐知子、安原由紀子

（泉丘11） 山田祥二、小林和重、小林二郎、
奥波満智子、進藤幸子、新井祝子、
木嶋良枝、板垣幸子

（泉丘12） 広村万嘉、西多邦夫、笠間紀子、土田裕三、
岩崎洋一、東和子、羽野みち、梶井倫子、
越野正行、西田久美子、北川昭八、
村上与恵、川口義昭

（泉丘13） 今田二三子、新谷渉、斉藤龍太、山瀬利博、
田形凱喜、島村眞吉、龍田陽、布施武、
奈良俊彦

（泉丘14） 検見崎俊行
（泉丘15） 松本健、寺田裕紀、中垣紘一
（泉丘16） 東川博明
（泉丘17） 佐藤宏、亀田憲治
（泉丘18） 青谷懿
（泉丘20） 高山充、池田勉、伊藤修一、板宮光恵
（泉丘21） 垣内幸雄
（泉丘24） 林健
（泉丘28） 村瀬雅俊

昭和57年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
西多外喜次一泉同窓会事務局長
楠禎一郎金沢泉丘高等学校教頭、垣内謹治同校教諭

一中　78名
（一中20） 谷恵吉郎
（一中21） 尾山藤仁
（一中27） 西野常男、鏑木政岐
（一中29） 押村孫二、中浜辰男
（一中30） 黒田千吉郎、野崎與五郎
（一中31） 橋浦彦三
（一中32） 赤井直恭、北村道四郎、相馬克己、柴田喬、

下村節義
（一中33） 米本正
（一中34） 浅田賢造、浦茂
（一中36） 村上四郎、斎藤季夫
（一中37） 小倉富士雄、中村俊貞、近藤師家男、

松本三郎
（一中38） 双佐潔、中山正敏、青戸泰賢、小俣外世雄、

安原二郎、小松勇作、沢田久雄
（一中39） 伊藤春夫、前田弘、瓜生復男
（一中40） 橋本正久、古田登、福田正次郎、谷内上、

森田正典
（一中41） 杉田正、山岸智十郎、伊藤和夫
（一中42） 中側尚英、中谷郁夫、嶋村隆
（一中44） 荒木端茂、古西一郎
（一中48） 渓内謙
（一中49） 大坪景章、本多昇、五反田良精、山田耕二
（一中50） 上田恵、小中伸夫、吉本幸弘、森忠和、

佐藤正千代、横川政治
（一中52） 松田利三、井上清、山本武夫、能谷明
（一中53） 市橋昌利、石川弘、井上和夫、改田尚三、

中野達雄、近藤修
（一中54） 関良治、氷田正男、中村喜三郎
（一中55） 丹羽靖一郎、鶴屋一郎、大桑啓仁、

小堀和哉、石橋雄二、北山雅義
（一中56） 荒木一夫、長林茂

泉丘　118名（男65 女53）
（泉丘２） 多田春夫、山本審、新藤安子、松田耀子、
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会報「一泉」8号
Ｓ58.12.17 Ｐ14

浦　茂
第四代会長

（加能人誌Ｓ58.11月号）※関東一泉の保管資料に出席者（予定者）リスト見当たらず。

58年度関東一泉同窓会総会
於・九段会館
幹事期・泉丘４期

約180名出席（加能人誌Ｓ58.11月号より）
金沢より来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、小川副会長、鍋丘利明泉丘高等学校長、

田村昌俊、小川忠男同校教諭
鏑木政岐会長辞任。新会長に浦茂氏、副会長に瓜生復男氏が選ばれた。
この年より年度代表幹事期（50歳になる期）が総会を企画、進行することになった。
・会報「一泉」８号Ｓ58.12.17より　

1.9 中川一郎自民党代議士、札幌のホテルで自殺 大韓航空機、ソ連軍機に撃墜される
2.4 日本初の実用通信衛星「さくら２号ａ」打ち上げ
4.4 NHKテレビ「おしん」放送開始
4.15 東京ディズニーランド開園
10.12 ロ事件、田中元首相に実刑判決

この年の国内・海外の主な出来事

浦　茂氏略歴
金沢一中（昭2・一中34）、陸大（52期）卒。終
戦と共にGHQへの大本営連絡官、吉田総理
の内閣調査室員、航空自衛隊創設と共に入隊、
防衛庁航空幕僚長（昭41年退職）を経て水産
エンジニアリング代表取締役（昭58年当時）、
東京石川県人会副会長。昭和58年第四代関東
一泉同窓会会長に就任。平成13年11月18日
逝去。

平成6年4月29日
マックスウェル空軍基地のさくら植樹祭

浦会長は、国際平和・日米親善のため
に、米国の各基地を桜で満たしたいと、
日本国内から４種の種１万個を送って米
国の基地で育苗を試みた。昭和63年に最
初に種を送ってから気候の違いから数度
失敗を重ねたが、６年越しの執念が実っ
て育苗が成功、40～50cmの苗木に成長
し、13の基地に桜の植樹ができることに
なった。



59年度関東一泉同窓会総会
於・ホテル・サンルート東京
幹事期・泉丘５期

約150名出席
金沢より来賓　宮　太郎一泉同窓会会長、西多外喜次事務局長、

鍋岡利明泉丘高等学校長、正村健三教諭
会費　男性8,000円　女性6,000円
寄付金　計119,400円（昭和59年度収支決算書より）
エレクトーンの美しい演奏が会場に流れた。

◎昭和59年10月　一泉創立90周年
・会報「一泉」10号Ｓ60.3.1、加能人誌Ｓ60.1月号より

グリコ･森永脅迫事件 ロサンジェルス・オリンピック開催
5.12 NHKが日本初の衛星放送開始 カール・ルイス（米）金メダル４個獲得
6.30 日本人の平均寿命（男74.2,女79.8）で長寿世界一
10.6 朝日新聞社と日劇の跡地に有楽町マリオンビルがオープン
11.1 新1万,5千,千円札発行

この年の国内・海外の主な出来事

会報「一泉」10号Ｓ60.3.1 Ｐ16

（加能人誌Ｓ60.1月号）

38

昭和59年10月15日金沢で、創立90周
年記念式典挙行され、浦会長が出席さ
れた。
関東一泉同窓会からお祝いとして母校
へ10万円寄附。
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会報「一泉」9号Ｓ59.6.20 Ｐ1
創立90周年に寄せた浦茂関東一泉同窓会会長のメッセージ

（泉丘４） 斉藤計宏、中谷治一、中村和夫、牧寛、
大久保礼子、別所浩子、川本悦子、
幸村鹿子

（泉丘５） 西尾稔、加島公夫、寺田保夫、藤島岑雄、
太田昭雄、川村隆一、武内宏、竹崎吉蔵、
野村弘毅、羽野良久、松井昭祐、森井宏、
横田維弥、浅田照子、加藤和子、小堀郁代、
下川敏子、柴田律子、鈴木喜和子、
関戸寿美子、高山美恵子、田畑鶴子、
中山恵子、藤村礼子、古谷綾子、松田栄子、
陸田敦子、山田小枝子

（泉丘６） 北野昭式、沼田武二郎、野本正作、四井武、
大塚容子、田村町枝、土田淑子

（泉丘７） 池内克哉、杉村亨、吉田紀幸、畦地洋子
（泉丘９） 小林鎌仁、杉本直治、辻勝介、松原弘平、

森井博、山本行雄、加藤順子、杉森醇子、
野口美智代

（泉丘10） 大西忠、田中蓉子、出口久雄、長森敏秦
（泉丘11） 赤井次郎、雲戸辰夫、津田暎信、西道隆、

板垣幸子、小林和重、村上博子、松原悠紀雄
（泉丘12） 麻田孝治、飯野靖四、越野正行、谷口克俊、

西多邦夫、安原伸正、
笠間紀子、川島章子、高橋明美、寺田潟美、
西田久美子、東和子

（泉丘13） 島村眞吉、田中洋子
（泉丘14） 園部昌彦、瀬村龍一、上田正山
（泉丘15） 松本健
（泉丘18） 株田栄一、越田嘉範、徳田悠

昭和59年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（４名）
宮太郎一泉同窓会会長、西多外喜次同事務局長
鍋岡利明金沢泉丘高等学校長、正村健三同校教諭

一中　31名
（一中32） 下村節義、瓜生留雄、松林幸雄、泉谷弥一
（一中34） 浦茂、二木秀雄
（一中36） 斉藤季夫
（一中37） 松本三郎
（一中38） 宮田正雄、青戸泰賢
（一中39） 瓜生復男、伊藤直之、篠原外志武、

中村敏雄
（一中40） 橋本正久、田中正能、渡辺六郎
（一中41） 須田正春
（一中42） 中側尚英、古沢英雄
（一中44） 古西一郎
（一中45） 中村八郎
（一中47） 坂本三十次
（一中50） 小中伸夫
（一中51） 毛藤文男
（一中52） 能谷明、山本武夫、奥田敬和
（一中54） 村田雅弘、中村喜三郎、伊勢長一
（一中55） 藤田栄一

泉丘　97名（男57 女40）
（泉丘２） 荒木一夫、大西喜枝、白尾惇、松田耀子、

宮子章、池田穣、大れい子
（泉丘３） 竹田伸二

関東一泉同窓会の草創期、長年に亘ってお世話をされた
故 吉野勝太郎先生に寄せる追悼文

（会報「一泉」9号Ｓ59.6.20 Ｐ8）
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会報「一泉」11号Ｓ60.12.20 Ｐ18

（加能人誌Ｓ60.10月号）

60年度関東一泉同窓会総会
於・ホテル・サンルート東京
幹事期・泉丘６期

約170名出席
金沢より来賓　小川忠男、柴野常太郎、中谷道子一泉同窓会副会長、

西多外喜次一泉同窓会事務局長、
田畠恒保泉丘高等学校教頭、田村昌俊同校教諭

役員改選にあたり、会長　浦茂（一中34）、副会長　瓜生復男（一中39）、
顧問　下村節義（一中32）氏の再任に加えて、次第に泉丘出身の時代とな
る情勢を考慮し、副会長に北野昭式（泉6）、高浪克子（泉4）氏が選出された。

きり金工芸の人間国宝・西出大三氏（一中39）も出席。
総会の計画・運営は一切泉丘６期が年度代表幹事期として行った。
・会報「一泉」11号Ｓ60.12.20、加能人誌Ｓ60.10月号、出席者（予定）リストより

1.26 山口組組長・竹中正久ら幹部3人射殺される ［ソ］ミハエル・ゴルバチョフ共産党書記長
3.10 青函トンネル本坑（世界最長53.85km）貫通 となる
3.14 新幹線上野駅開業 メキシコ大地震
4.1 日本電信電話会社（NTT、旧電電公社）、

日本たばこ産業会社が民営化スタート
7.13 天皇陛下最長寿記録（30756日）
8.12 日航ジャンボ機が空中分解、群馬県の御巣鷹山尾根に墜落
11.2 阪神タイガース21年ぶりリーグ優勝、日本シリーズ初優勝

この年の国内・海外の主な出来事
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泉丘　131名（男71 女60）
（泉丘２） 村上満、亀田廣、大原文治、大西喜枝、

松田耀子
（泉丘３） 津川通泰
（泉丘４） 宮本宏記、川本悦子、高木貞彦、高浪克子、

清水嶺子、徳田修三、幸村鹿子、指江幸雄、
二口善乃、中山登紀子、石橋英二、
大久保礼子、中村和夫、大西和子、別所浩子、
亀井雅子

（泉丘５） 関戸寿美子、加藤和子、古谷綾子、中山恵子、
小堀郁代、武内宏、野村弘毅、藤村礼子、
高山美恵子、浅田照子、松田栄子

（泉丘６） 割崎保子、福島徹、船戸喜美子、三村雅子、
吉川隆子、福田政博、藤村理、徳田由雄、
辻裕、橋浦久男、政岡君子、鈴木弘子、
能勢光子、坂本一郎、神野秀、平松正利、
北野昭式、大塚容子、沢靖子、永井妙子、
吉田春美、若村慎作、田村町枝、土田淑子、
和田昌三、菅谷くに、藤田佳恵、氷見正久、
成清治道、大美康子、野本正作、渡辺アヤ、
清水洋明

（泉丘７） 畦地洋子、今井洋次、杉村亨、河村外喜子、
中村成利、米外喜彦、吉田紀幸、前田英二、
高迫栄子、宮川正男、座主利夫、宮橋由美

（泉丘８） 猪ノ坂栄子、宮本毅、岡田紘美、宮丸凱史、
佐々木信憲、山本紀久子、清水弘勝、
坂井外代子、円角和雄、村上博子、竹花貞行

（泉丘９） 杉本直治、川上拓、中村慶子、小林鎌仁、
蒲田亮子、石橋寛、西島幸夫、加藤順子、
古村桂子、木下克子

（泉丘10） 大西忠、森信義
（泉丘11） 小林二郎、田中昭子、佐々木一博、新谷修、

小林和重、雲戸辰夫、斉藤馨、吉田和可
石垣久世、佐々木美根子、庄山恵子、
浅田映信、中村荘一、山田義人、前田富士子
渡辺郷子、三宅恒

（泉丘12） 近藤昌子、安原伸正、羽野みち、飯野靖四、
大野木敦子、酒井忠夫、笠間紀子、額谷忠彦

（泉丘15） 田中正道
（泉丘17） 藤村治憲
（泉丘18） 寺田裕紀
（泉丘24） 宗形立夫
（泉丘32） 広岡良博

昭和60年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（６名）
小川忠男一泉同窓会副会長（一中49）、
柴野常太郎同副会長（泉６）、中谷道子同副会長（泉６）、
西多外喜次同事務局長（一中38）、
田畠恒保金沢泉丘高等学校教頭、
田村昌俊同校教諭（泉丘６）

一中　67名
（一中29） 押村孫二
（一中30） 山本直一、小林重一
（一中32） 瓜生留男、春日力、柴田喬、下村節義
（一中34） 浦茂
（一中35） 脇水利勝
（一中36） 斉藤季夫
（一中37） 小倉富士雄
（一中38） 青戸泰賢、澤田久雄
（一中39） 瓜生復男、伊藤直之、西出大三、幸村博敏、

高松一吉、村上甲子太郎、越村衛一
（一中40） 橋本正久、田中正能
（一中41） 杉田正、須田正春、関暢
（一中42） 雄谷重夫、小黒智蔵、久保木信夫、鴻野五八、

中側尚英、中谷郁夫、古沢英雄
（一中45） 金原経、中村八郎、松原肇、安田信夫
（一中46） 吉田喜市
（一中49） 大坪景章、五反田良精、石川治、鬼塚通敬
（一中51） 井澤郁朗
（一中52） 足立仁一、松田利三、能谷明
（一中53） 石川弘、市橋昌利、井上和夫、金谷繁、

改田尚三、香谷進、杉谷光治、寺中慶二郎、
中野達雄、永井浩、人見悠紀夫、二俣和夫、
舛村善尚、横井辰雄、近藤修、関重夫、
東幸雄、杉野輝夫、竹田靖久

（一中54） 宮川隆泰、伊勢長一、中村喜三郎

昭和60年、61年度の総会出席者（予定）リスト
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（加能人誌Ｓ61.11月号）

61年度関東一泉同窓会総会
於・日比谷松本楼
幹事期・泉丘７期

198名出席（61年度会計報告より）。応援に金沢から30人以上の７期生が上京する。
（同期生の多数出席が慣例となる）
金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、棒田　実泉丘高等学校長、

吉本　明教諭
卒業生の国会議員多数出席
坂本三十次、奥田敬和、和田静夫衆議院議員が挨拶　
沓掛哲男参議院議員当選挨拶（61年7月初当選）

来賓・会員からの寄付金　計96,000円
会場に「柿の葉ずし」「どじょうのかばやき」が出る。
・予想を超える参加者だったので、松本楼側が２階が危ないので入場制限を
申し入れてきた。（泉丘7期白尾氏より）

・加能人誌Ｓ61.11月号、61年度会計報告より

4.1 男女雇用機会均等法が施行 米シャトル・チャレンジャー打ち上げ7分後に
4.8 アイドル歌手の岡田有希子、飛び降り自殺 爆発
5.8 英皇太子チャールズ・妃ダイアナ来日 ハレー彗星、地球に大接近
11.15 三原山大噴火 ソ連チェルノブイリで原発事故
12.9 ビートたけしと軍団11人が、深夜講談社（フライデー）

に殴り込み

この年の国内・海外の主な出来事
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泉丘　140名（男86 女54）
（泉丘２） 亀田廣、中島芙美子、松田耀子、保田温子
（泉丘４） 二口善乃、安田隆、神戸重盛、徳田修二、

中村和夫、川本悦子、清水嶺子、幸村鹿子、
高浪克子、牧寛

（泉丘５） 浅田照子、川村隆一、高山美恵子、
中山恵子、船戸一朗、松井昭祐、
山田小枝子

（泉丘６） 北野昭式、板本一郎、野本正作、田村町枝、
永井妙子、田中維武

（泉丘７） 畦地洋子、新井恵美子、生垣中、池内克哉、
今井洋次、大野五千代、金丸和雄、
河村外喜子、高迫栄子、座主利夫、
清水美雪、白尾三樹、白尾 子、杉村亨、
高橋守、竹内潤子、辻信夫、中沢倫子、
中村成利、奈田博充、西田更生、
長谷川美枝子、初田亮、林芳治、
深野美代子、前田英二、前田フサ子、
松本良雄、松葉美子、宮川正子、宮橋由美、
山崎利彦、横野勝則、吉田紀幸、渡辺利子、
加茂正則、寺西栄一、水谷昭、岸清助、
荒川知加子、安藤紀世、島津妙子、
浜上美佐子、米田澄子、藪内清、宮川正男、
絹川衛、木村良光、平松道彦、神社秋子、
堀内瑛一、俵光彦、岩上正

（泉丘８） 円角和雄、佐々木信憲、平田一雄、宮本毅、
山口豊、飯倉元、加藤嘉久、清水弘勝、
宮丸凱史、高畑博之、山城一夫、朝倉文雄、
岡田紘美、坂井外代子、山本紀久子

（泉丘９） 石橋寛、小倉捷良、中浜昭代、西島幸夫、
木村昭乃、小林鎌仁、早水康葵、杉森醇子、
森井博、小村純子、加藤順子

（泉丘10） 森信義、宮本信吾
（泉丘11） 新井祝子、老田靖、小林和重、佐々木一博、

津田暎信、中村荘一、松川寛治、安田文夫、
庄山恵子、村上博子、渡辺郷子

（泉丘12） 羽野みち、笠間紀子、堀義典、大野木敦子、
松本哲雄

（泉丘13） 田中洋子、覚本孝二、河南良一
（泉丘14） 検見崎俊行
（泉丘15） 松本健、川本実
（泉丘16） 藤村治憲、宮島宣昭
（泉丘18） 青谷懿、諸野寿雄、吉田憲正
（泉丘20） 板宮光恵、遠藤美知子
（泉丘21） 杉林昇
（泉丘24） 荒川裕子
（泉丘25） 古島達朗

昭和61年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
渋谷亮治一泉同窓会会長
棒田実金沢泉丘高等学校長、吉本明同校教諭

一中　69名
（一中27） 鏑木政岐
（一中29） 押村孫二
（一中30） 小林重一、山本直一
（一中31） 橋浦彦三
（一中32） 瓜生留雄、春日力、柴田喬、下村節義、

本部均、松林幸雄
（一中34） 浦茂
（一中36） 齋藤季夫
（一中37） 松本三郎
（一中38） 青戸泰賢、澤田久雄、安原二郎
（一中39） 伊藤直之、池田克巳、瓜生復男、上坂太郎、

高井誠二、高松一吉、中村敏雄、
村上甲子太郎

（一中40） 橋本正久、福田正次郎、八牧力雄
（一中42） 雄谷重夫、鴻野五八、中谷郁夫、堀義雄、

小黒末雄
（一中43） 浅井利一
（一中44） 酒井栄治、吉野秀一郎
（一中45） 金原経、安田道夫
（一中46） 山本周三
（一中47） 坂本三十次
（一中49） 石川治、五反田良精
（一中50） 森外茂次、浅井敏郎
（一中51） 和田静夫
（一中52） 能谷明
（一中53） 梅田敬、鬼倉照彦、中野達雄
（一中54） 上野一彦、沓掛哲男、辻良平、宮川隆泰、

浅香善夫、井上韶久、岡本佼、奥田光夫、
北川暁、木村博典、渋川勇、中村喜三郎、
氷田正男、平松登、松原俊郎、宮野達郎、
村田雅弘、山中勇、吉村誠恒

（一中56） 村上満

会報「一泉」12号Ｓ61.9.1 Ｐ14
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（加能人誌Ｓ62.11月号）

10月号に速報が掲載された。
※宮本、北村氏の（ ）内は、卒年表示。
（加能人誌Ｓ62.10月号）

62年度関東一泉同窓会総会
於・ホテル国際観光
幹事期・泉丘８期

（泉丘18期）
（10年後輩の期が幹事期をサポート）

199名出席（一中87名、泉丘112名（内女性27名））（62年度会計報告より）
金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、山本道生同副会長、

堀口　渉一泉同窓会事務局長、棒田　実泉丘高等学校長
会費　男性9,000円　女性8,000円
来賓・会員その他からの寄附金　計170,000円
金沢からの土産「どじょうのかばやき」が出る。

作詩・作曲した野本正作（泉６）氏が「一泉讃歌」を披露。
★宮本毅幹事代表は会員名簿をパソコンで作成し、フロッピーに保存。
次年度に名簿作成を要請した。（62年度反省会資料より）

・加能人誌Ｓ62.11月号、62年度会計報告より

3.17 アサヒビール・スーパードライ発売 世界人口50億人を突破
4.1 国鉄分割・民営化、JRスタート
5.3 朝日新聞阪神支局に覆面男侵入、散弾銃発砲、記者１人死亡
10.1 TBS、フジテレビ、平日24時間放送開始
10.12 利根川進がノーベル医学生理学賞を受賞

この年の国内・海外の主な出来事
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★総会の案内はがきは、年度代表
幹事から各期幹事宛に各期の名簿
を添えて該当枚数を送付し、各期
の幹事が宛名を書いて会員に発送
していた。
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泉丘　138名（男102 女36）
（泉丘２） 浦満、大西喜枝、金守謙吉、亀田廣、

白尾惇、高岡歩、中島晃一、松田耀子、
宮子章

（泉丘３） 竹田伸二
（泉丘４） 岡崎健治、北出公則、国本明、斉藤計宏、

高浪克子、徳田修二、中村和夫、
中山登紀子、牧寛、森田幸子、

（泉丘５） 川村隆一、高山美恵子、野村弘毅、
宮本晴彦

（泉丘６） 織田充彦、河嶌拓治、北野昭式、清水洋明、
辻裕、徳田由雄、沼田武二郎、野本正作、
藤村理

（泉丘７） 畦地洋子、新井恵美子、池内克哉、生垣中、
高迫栄子、白尾三樹、杉村亨、辻信夫、
西野博、平松道彦、前田英二、松葉美子、
吉田紀幸、米外喜彦

（泉丘８） 猪ノ坂知栄子、岩上誠次、岡田絋美、
尾崎洋子、兼田泉、坂井外代子、定木正人、
三納吉二、清水弘勝、下村外志夫、
鈴木 子、田村利雄、中野明彦、平田一雄、
藤盛曠和、宮丸凱史、宮本毅、山口豊、
山城一夫、山本紀久子、吉野修、鷲田巌、
星野正憲

（泉丘９） 市川成一、太田健人、加藤順子、蒲田亮子、
小林鎌仁、古村桂子、杉原弘泰、高嶋勲夫、
中村慶子、西島幸雄、野口美智代、林雅章、
早水康葵、松田砂江子、森井博、山岸正勝

（泉丘10） 大西忠、木村佐知子、中山幸夫、長森敏泰、
鍋谷汎

（泉丘11） 小杉圭子、小林和重、佐々木一博、新谷修、
多田美代子、谷順二、橋本健一、山田祥二

（泉丘12） 笠間紀子、北川昭八、東和子、山田勝利、
渡辺敦志

（泉丘13） 覚本孝二、米田外志男
（泉丘14） 検見崎俊行、塗師斌
（泉丘15） 生山匡、中川孝雄、松本健、丸岡昭夫、

保谷美苗
（泉丘17） 右沢幸雄、折戸儀夫、高橋隆之
（泉丘18） 青谷懿、北村誠一、小関彩子、小高智、

鈴木久美子、田川久美、中村孝一、
三宅仁美、山岸茂夫、吉田憲正

（泉丘20） 板宮光恵、遠藤美知子、浜田久恵、
松本正一

（泉丘21） 飯田晶子、北岡健一、島田誠司、福田廣志、
熊田潔、本田聡、松野博明

昭和62年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（４名）
渋谷亮治一泉同窓会会長、山本道正同副会長、
堀口渉同事務局長、
棒田実金沢泉丘高等学校長

一中　114名
（一中29） 押村孫二
（一中30） 小林重一
（一中31） 橋浦彦三
（一中32） 瓜生留雄、春日力、下村節義、柴田喬、

寺島克次郎、松林幸雄、
（一中34） 浅田賢造、浦茂
（一中35） 越田喜久治、林俊朗、福田重一
（一中36） 岩野正隆、齋藤季夫
（一中38） 青戸泰賢、久我久夫、小俣外世雄、

澤田久雄、友田正雄、安原二郎、宮田正雄
（一中39） 伊藤直之、瓜生復男、上坂太郎、高井誠二、

高松一吉、中村秀臣、中村敏雄、幸村博敏
（一中40） 橋本正久、八牧力雄
（一中42） 中側尚英、中谷郁夫、西村忠恭、古沢英雄、

堀義雄
（一中43） 河毛二郎、谷山巌、中林二郎、村本健次郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 金原経、楠隆雄、小西金郎、高木兼二、

中村史郎、中村八郎、松林理国、山口九郎、
安田道夫、駿河敬二郎

（一中46） 吉田喜市
（一中47） 池田亥左夫、越智啓介、坂本三十次、

福岡二郎
（一中48） 米谷清正
（一中49） 小原明、北川啓、五反田良精、高橋啓
（一中50） 市野孫之丞、大橋信之、小中伸夫、

藤野正行、松島由次、安田健夫
（一中51） 上野修、北中久一、越田保、和田静夫
（一中52） 足立仁一、井土清、宇野富美雄、卯西鉄男、

奥田敬和、村永幸男、山田肇
（一中53） 石川弘、井上和夫、市橋昌利、改田尚三、

金谷繁、香谷進、近藤修、榊原廣、
杉谷光治、中野達雄、東幸雄、人見悠紀夫、
二俣和夫

（一中54） 浅香善夫、伊勢長一、泉谷勝巳、奥田光男、
木村博典、中村喜三郎、氷田正男、
松原俊郎、宮川隆泰、村田雅弘、山本正純、
四谷輝夫、糸多宗人

（一中55） 鶴屋一郎、中田直人
（一中56） 正見彰、長林茂、平野明、村上満、

山本久雄
（一中57） 福岡省吾

昭和62年～平成１年度
総会出席者（予定）
リスト

昭和63年に発行された
「関東一泉会員名簿」。
巻頭に掲載された
浦　茂 会長のご挨拶。
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（泉丘４） 岡田京子、亀井雅子、川本悦子、北出公則、
幸村鹿子、清水嶺子、高崎絢子、高浪克子、
徳田修二、中山登紀子、二口善乃、
別所浩子、山良真作、米村傳子

（泉丘５） 川村隆一、小堀郁代、高山美恵子、
野村弘毅、古谷綾子

（泉丘６） 大塚容子、北野昭式、澤靖子、辻裕、
沼田武二郎、野本正作、橋浦久男、
平松正利、藤村理

（泉丘７） 高迫栄子、座主利夫、杉村亨、辻信夫、
中村成利、平松道彦、福島務、前田英二、
松本良雄、吉田紀幸、米外喜彦

（泉丘８） 猪ノ坂知栄子、岩上誠次、岡田紘美、
加藤嘉久、兼田泉、河原勇、定木正人、
清水弘勝、下村外志夫、田村利雄、宮本毅、
山本紀久子

（泉丘９） 市川成一、井上康子、岩上豊、岩下恵子、
大倉輝子、小倉捷良、尾崎良二、加藤順子、
蒲田亮子、上丸満、川上拓、木津克司、
北井博、北田明弘、木下克子、木村昭乃、
車信弘、小林鎌仁、小村純子、杉本直治、
杉森醇子、高坂要子、田縁勝治、
任田晃一郎、中浜昭代、中村慶子、
南藤和子、西島幸夫、新田幸子、
野口美智代、早水康葵、深尾外代美、
古村桂子、松田砂江子、松本知直、
三谷成行、三由敏雄、森井博、四井敬子

（泉丘10） 大谷孝弘、大西忠、金子兵衛、敷地晶恵、
長森敏泰、鍋谷汎、森礼子、安原由紀子

（泉丘11） 板垣幸子、井上孝、老田靖、小杉圭子、
小林和重、小林二郎、佐々木一博、新谷修、
津田暎信、中西寿雄、田島辰己、渡辺郷子、
山田祐久

（泉丘12） 江尻弘、大野木敦子、大宮修、玉井真寿美、
羽野みち、村上与恵、安原伸正、山本衛

（泉丘13） 覚本孝二
（泉丘17） 上村真一、折戸儀夫、高橋隆之、右沢幸男、

桜谷博
（泉丘18） 鈴木繁、青谷懿、北村誠一、寺西巧
（泉丘19） 久保田正、山崎喬、高木政行、高本豊二、

吉川雄三
（泉丘20） 板宮光恵、中島大蔵、松本正一
（泉丘22） 中村建
（泉丘31） 滝本誠、村上覚、近藤勝則
（泉丘35） 越馬明子

昭和63年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
渋谷亮治一泉同窓会会長、中谷道子同副会長
高山義一金沢泉丘高等学校教頭

一中　95名
（一中29） 押村孫二
（一中32） 春日力、柴田喬、下村節義、竹田喜久三、

松林幸雄
（一中34） 浅田賢造、浦茂、中川尚二
（一中35） 福田重一、脇水利勝
（一中37） 小倉冨士雄、竹下五久男
（一中38） 青戸泰賢、小俣外世雄、沢田久雄
（一中39） 伊藤直之、瓜生復男、中村敏雄

西出大三、前田弘、山本正治
（一中41） 梶本義男、谷村弘、南丁巳知
（一中42） 雄谷重夫、鴻野五八、中谷郁夫、古沢英雄、

松本順
（一中43） 浅井利一、中林二郎、藤田正辰、松林理彦、

森山隆平
（一中45） 駿河敬次郎、中村史郎、中村八郎、

安田通夫、山口九郎
（一中46） 村本健次郎、吉田喜市
（一中47） 近藤靖
（一中49） 石川治、小原明、武田浩、山田耕二
（一中50） 浅井敏郎、川北博、藤岡昇、堀吉彦、

安田建夫
（一中51） 越田保、高木繁
（一中52） 足立仁一、宇野富美雄、笠松佳吉
（一中53） 石川弘、市橋昌利、井上和夫、梅田敬、

改田尚三、金谷繁、香谷進、近藤修、
杉谷光治、鞆安昭、中野達雄、人見悠紀夫、
二俣和夫、山本信夫

（一中54） 泉谷勝巳、伊勢長一、糸多宗人、奥田光男、
川久保昇、北川暁、木村博典、田島武治、
中村喜三郎、平松登、松原俊郎、村田雅弘、
山本正純

（一中55） 今永幸人、鶴屋一郎、平松健治
（一中56） 正見彰、長林茂、西井辰男、平野明、

村上満
（一中57） 永多昭、福岡省吾、宮崎茂

泉丘　152名（男99 女53）
（泉丘２） 荒木一夫、今井弘、大西喜枝、北野昭義、

篠原誠子、田中照久、宮子章、谷内章
（泉丘３） 下川幸代、竹田伸二、津川通泰

関東一泉会員名簿
1988年10月 母校創立95周年記念
A4サイズ１色刷全78ページ（名簿・広告ページ他）

63年度関東一泉同窓会総会
於・グランドヒル市ヶ谷
幹事期・泉丘９期

（泉丘19期）

212名出席（男性172名、女性40名）（63年度会計報告より）
金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、中谷道子同副会長、

高山義一泉丘高等学校教頭
会費　男性8,000円　女性7,000円
寄付金　46,000円　浦　茂関東一泉同窓会会長より1,000,000円
・総会の司会に若手落語家を起用。進行を盛り上げる。
★関東一泉名簿発行　売上 631,000円　

広告収入 1,270,000円（名簿印刷代897,800円）
・63年度「反省会」資料より

（西島幸夫泉丘９期代表幹事より当時の様子が寄せられた）

★・会場をはじめてグランドヒル市ヶ谷に移した。折から昭和天皇の病状悪
化が伝えられ、崩御の場合は、中止するとの浦会長指示があった。幸い
予定通り開催されたが、万一の場合に備えて緊張の日々であった。

・関東の総会では初の企画として、「経営心理について」というミニ講演を
松本順会員（一中42）を講師に行ったが、集中して聞いて貰えなかった。

・名簿の発刊に際し、広告依頼に奔走して無事刊行した。

3.13 青函連絡船最終便　青函トンネル開業 イラン･イラク戦争８年ぶりに停戦
3.13 東京ドーム完成 ［米］大統領選挙でブッシュ当選
4.10 本州と四国を結ぶ「瀬戸大橋」が開通 第24回オリンピック　ソウル（韓国）で開催
5.6 よど号日航機ハイジャック犯の１人、日本赤軍の

柴田泰弘を新宿で逮捕
6.18 リクルート疑惑
7.23 海上自衛隊潜水艦なだしおと釣り船が衝突30人死亡

この年の国内・海外の主な出来事
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（加能人誌Ｈ1.11月号）

平成元年度
関東一泉同窓会総会
於・グランドヒル市ヶ谷
幹事期・泉丘10期

約200名出席　
金沢より来賓　浅香以都子一泉同窓会副会長、宮崎光二泉丘高等学校長、

高橋　威同校教諭

会費　男性8,000円　女性7,000円
・ビンゴゲームで盛り上がる。出席者への土産は入浴剤「湯の華」。
・加能人誌Ｈ1.11月号より

昭和64.1.7 天皇陛下崩御、皇太子明仁親王即位、平成と改元 天安門事件
平成元年1.8 平成の年号を施行 米惑星探査機ボイジャー２号、海王星に再接近
4.1 消費税制度スタート（税率３％） ベルリンの壁取り壊し
6.24 美空ひばり没（享年52）
7.23 宮崎勤を八王子署が強制わいせつ現行犯で逮捕
9.4 日米経済構造協議開始
9.22 横綱千代の富士、本場所通算965勝の最多記録達成

この年の国内・海外の主な出来事
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泉丘　208名（男146 女62）
（泉丘２） 荒木一夫、今井弘、亀田広、白尾惇、

多田春夫、松田耀子、宮子章、谷内章
（泉丘３） 荒瀬俊雄、石塚治子、竹田伸二
（泉丘４） 石橋英夫、上田廣次、川本悦子、幸村鹿子、

指江幸雄、清水嶺子、幸昭弘、高浪克子、
徳田修二、二口善乃、牧寛、桝本洋子、
宮本宏記、越川武司

（泉丘５） 川村隆一、関戸寿美子、高山美恵子、
中山恵子、野村弘毅、藤村礼子、古谷綾子、
宮本晴彦

（泉丘６） 坂本一郎、大美康子、北野昭式、鈴木弘子、
辻裕、徳田由雄、永井妙子、沼田武二郎、
野本正作、橋浦久男、氷見正久、平松正利

（泉丘７） 生垣中、杉村亨、平松道彦、前田英二、
座主利夫、西田更正、吉田紀幸

（泉丘８） 飯倉元、猪ノ坂知栄子、岡田絋美、
加藤嘉久、坂井外代子、清水弘勝、
清水博行、中谷玲子、中村玲子、額谷兼行、
水上征二、宮本毅、山本紀久子

（泉丘９） 太田健人、加藤順子、蒲田亮子、車信弘、
小竹浩、小林鎌仁、南藤和子、西島幸夫、
野口美智代、林雅章、早水康葵、古村桂子、
松本知直、山崎利門、小倉捷良、上丸満、
塚本和也　　　　　　　　

（泉丘10） 朝日向吉晟、荒木康善、今田隆、小田久子、
大窪紀吉、大谷孝弘、大西忠、笠間晴隆、
金子兵衛、木村佐知子、木村征士、
敷地晶恵、城郁子、城宝博子、高橋憲生、
宅崎芳郎、田中蓉子、谷波正久、中田進、
中村喬、中村敏子、中山一郎、永井信太郎、
長野邦夫、長森敏泰、鍋谷汎、白田良子、
宮腰幸男、宮本信吾、盛田隆士、森信義、
森礼子、安原由紀子、山下久良、横田保子、
若林善一郎、川畠外茂江、越野宗郎、
徳光直美、小林健一、小林淳一、小室拓士　

（泉丘11） 新井祝子、板垣幸子、北肇夫、北川晃一、
小杉圭子、小林和重、小林二郎、
佐々木一博、新谷修、田島辰巳、中瀬進、
中西寿夫、西道隆、橋本健一、村上博子、
山田祥二、渡辺郷子、西村修一、蜂谷淑子

（泉丘12） 飯野靖四、大野木敦子、川口義昭、
川島章子、木谷幸雄、久保育雄、
藤本震一、松宮秀夫、村上与恵、安原伸正、
笠間紀子

（泉丘13） 今田二三子、覚本孝二、河合美智子、
富田静枝

（泉丘14） 井上晃、喜多喜信、金七昭子、検見崎俊行、
田中準子、中本久男、原田節子、村中肇、
浅岡昌俊

（泉丘15） 河崎国広、直地武夫、直地輝江、松本健、
田中伸治

（泉丘16） 中村弘次
（泉丘17） 池田潔
（泉丘18） 青谷懿、北村誠一、小高智、若狭哲夫
（泉丘19） 油谷大、池田三千子、久保田正、

田部千枝子、村田茂雄
（泉丘20） 板宮光恵、小鍛治史郎、清水あつ子、

高山充、浜田久恵、浜野直樹、増田隆茂、
丸岡峰男、吉田倫雄

（泉丘21） 飯田晶子
（泉丘22） 塚越勉、安田弘義
（泉丘23） 内島孝、五色慶悟、松林資隆
（泉丘24） 山田雄一
（泉丘25） 青木誠治、古島達朗、今井亮一
（泉丘26） 中森伸一
（泉丘29） 村本修司
（泉丘31） 近藤勝則、滝本誠、富田直也、村上覚

平成１年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
浅香以都子一泉同窓会副会長
宮崎光二金沢泉丘高等学校長、高橋威同校教諭

一中　90名
（一中29） 押村孫二
（一中30） 世良田健一
（一中32） 春日力、柴田喬、下村節義、相馬克己、

松林幸雄
（一中34） 浅田賢造、浦茂
（一中35） 福田重一、脇水利勝
（一中38） 小松勇作、澤田久雄、友田正雄、安原二郎
（一中39） 伊藤直之、瓜生復男、中村敏雄、前田弘、

山本正治、西出大三、幸村博敏
（一中40） 田中正能、橋本正久
（一中41） 谷村弘
（一中42） 中谷郁夫、山本欽一
（一中43） 浅野實、浅井利一、河毛二郎、谷内亮三、

谷山巌、中林二郎、藤田正辰、古川榮治、
見砂一郎、村本健次郎

（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 金原経、小西金郎、西川浩史、安田道夫、

山口九郎、元正久
（一中47） 杉田賢四郎、中川智雄、中島章、

中野喜代二、中村達
（一中49） 石川治
（一中50） 川北博、藤野正行
（一中52） 足立仁一、井上清、宇野富美雄、芳賀輝夫、

藤岡昭男、山田肇
（一中53） 石川弘、井上和夫、梅田敬、香谷進、

杉谷光治、人見悠紀夫、市橋昌利、
改田尚三、近藤修、寺中慶二郎、東照栄

（一中54） 泉谷勝巳、伊勢長一、井上韶久、奥田光夫、
辻良平、中村喜三郎、松原俊郎、村田雅弘、
山本正純

（一中55） 鶴屋一郎、中田直人、平松健治、下村佳生、
宮崎茂

（一中56） 安藤鐘一郎、川口敬恕、北山久幸、村上満
（一中57） 高木富康、本多満、福岡省吾
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総会の案内が掲載された。 会報「一泉」17号Ｈ2.10.5 Ｐ6

会報「一泉」18号Ｈ3.3.1 Ｐ7

平成２年度総会の式次第

平成２年度
関東一泉同窓会総会
於・グランドヒル市ヶ谷
幹事期・泉丘11期

206名出席（内女性52名）（会計報告より）
金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、

島厚夫100周年記念事業実行委員会事務局長、
小松喨一同総務委員長、
船登芳雄泉丘高等学校長、太田永久同校教諭

会費　男性10,000円　女性9,000円
寄付金（当日・振込）計247,150円
（浦会長からの寄付金を特別会計より繰り入れる　1,033,644円）

★総会はミニコンサート（オーケストラ演奏）で幕を開けた。
・会報「一泉」18号Ｈ3.3.1、 当日式次第・出席者リストより

1.13 共通一次試験に替わる大学入学センター試験スタート イラク軍、クウェートに侵攻
3.20 日銀、公定歩合5.25％（１％引き上げ）高金利時代へ 東西ドイツ統一
4.1 大阪で「花の万博」開催（～9.30）
6.29 天皇の次男礼宮文仁・川嶋紀子結婚、秋篠宮家を創設
12.2 TBS記者秋山豊寛、ソユーズTM11号に搭乗
バブル経済崩壊

この年の国内・海外の主な出来事



浦会長と来年年度代表幹事の12期の出席者

会場風景

泉丘　174名（男119 女55）
（泉丘２） 高岡歩、宮子章、金守謙吉、白尾惇、

荒木一夫、今井弘
（泉丘３） 津川通泰
（泉丘４） 長沢光男、高浪克子、二口善乃、山良眞作、

清水嶺子、川本悦子、別所浩子、徳田修二
（泉丘５） 野村弘毅、古谷綾子、藤村礼子、高山美恵子、

羽野良久
（泉丘６） 北野昭式、藤村理、氷見正久、中村成利、

辻裕、沼田武二郎、田村町枝、永井妙子
（泉丘７） 近藤正行、吉田紀幸、座主利夫、奈田博充
（泉丘８） 田村利雄、岩上誠次、宗玄勝也、加藤嘉久、

池田禎一、高畑博之、山本紀久子、茶屋勝也
（泉丘９） 加藤順子、上丸満、石橋寛、中村慶子、

蒲田亮子、尾崎良二、小竹浩、西島幸夫、
堀木悠一　　　　　　　　

（泉丘10） 長森敏秦、永井信太郎、木村佐知子、
白田良子、金子兵衛、山下久良、盛田孝、
田中蓉子、大西忠、小室拓士、安原由紀子　

（泉丘11） 井波豊英、吉村外茂勝、太田永久、中橋一枝、
鍋島辰子、久保由紀、高松孝子、今井康晴、
石垣久世、小杉圭子、吉川美紀、蜂谷淑子、
大西昭一、井上孝、金藤良子、塚光雄、
多田美代子、泉久枝、田中昭子、岩間静子、
吉田和可、松川寛治、中西寿夫、丸谷利博、
北肇夫、山田裕久、田島辰巳、松原悠紀雄、
前多一雄、赤井次郎、中瀬進、神田忠、
橋本健一、小林二郎、浅尾広行、新谷修、
佐々木一博、北川昭久、西村修一、西道隆、
山田祥二、竹花貞行、板垣幸子、渡辺郷子、
山田邦子、庄山恵子、小林和重、中村荘一

（泉丘12） 村上与恵、藤本震一、玉井真寿美、北川昭八、
大野木敦子、川島章子、西多邦夫、橘好碩、
羽野みち、大宮修、寺田潟美、麻田孝治、
松永祥子、木谷幸雄

（泉丘13） 今田二三夫
（泉丘14） 中垣紘一、岸井徳雄、荒谷陽子、舟喜昭博、

奥田勲、喜田喜信、検見崎俊行、井上晃、
目代富子、笹川信子、十二丁信子、鈴木姫子、
八尋章文、河崎肇

（泉丘15） 丸岡昭夫、安田浩子
（泉丘16） 前田鎮馬
（泉丘17） 池田潔、若村弘、河原勇、中村久、蚊戸憲行、

橋場邦子、長森 子、村上誠子
（泉丘18） 北村誠一、高山巧、小高智、塗師道彦、

老田知栄子、古屋正明
（泉丘19） 山崎喬、山田義夫、稲葉健太郎、久保田正、

中杉保雄、吉川雄三
（泉丘20） 山崎俊樹、小鍛冶史郎、丸岡峰男
（泉丘21） 小畠崇紀、飯田晶子、北岡健一、野村譲二
（泉丘22） 番井友英、遠藤典夫
（泉丘23） 松林資隆、内島孝、尾関文江
（泉丘30） 横田雅裕
（泉丘33） 横田泰子

平成２年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（５名）
渋谷亮治一泉同窓会会長、
島厚夫100周年記念事業実行委員会事務局長、
小松喨一　同　総務委員長
船渡芳雄金沢泉丘高等学校長、太田永久同校教諭

一中　67名
（一中32） 下村節義、柴田喬、春日力、松林幸雄
（一中34） 浦茂
（一中35） 福田重一、脇水利勝
（一中38） 澤田久雄、小俣外世雄
（一中39） 村上甲子太郎、越村衛一、幸村博敏、

高松一吉、前田弘、瓜生復男、中村敏雄、
上坂太郎

（一中40） 橋本正久
（一中41） 杉田正
（一中42） 古沢英雄、中谷郁夫
（一中43） 浅井利一、浅野實、野村誠夫、村本健次郎、

中林二郎、島誠夫
（一中44） 吉野秀一郎
（一中46） 吉田喜市
（一中47） 池保、安嶋彌
（一中49） 石川治
（一中50） 市野孫之丞
（一中51） 和田静夫
（一中52） 宇野富美雄
（一中53） 改田尚三、梅田敬、人見悠紀夫、東幸雄、

藤田裕、杉谷光治、近藤修、大窪利昭、
市橋昌利、井上和夫、石川弘

（一中54） 宮川隆泰、中村喜三郎、松原俊郎、伊勢長一、
岡本佼、泉谷勝巳、氷田正男、山本正純

（一中55） 寺田久義、小堀和哉、円角脩、野村正、
下村佳生、鶴屋一郎、林永、河原富士夫

（一中56） 西井辰夫、安藤鐘一郎、正見彰、村上満、
長林茂

51
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当日配布「関東一泉会報」表面

（加能人誌Ｈ3.11月号）

裏面

’91関東一泉同窓会総会
於・ホテルニューオオタニ
幹事期・泉丘12期
（出席予定者が予想を上回り急遽会場が
ホテルニューオオタニに変更となった）

393名出席（来賓7、役員5名、一中60名、泉丘321名（内女性85）
出席予定者は435名あったが、雨天で欠席者多し）

金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、
小松喨一百周年記念実行委員会総務委員長、
長瀬直義同事務局長代理、船登芳雄泉丘高等学校長、
長谷勝彦、山本孝子同校教諭

坂本三十次内閣官房長官が国会より駆けつけ、挨拶された。
会費　男性10,000円　女性9,000円
寄附金（当日・振込）計 587,620円
★初めて総会にキャッチフレーズをつけた。「いらっし　みまっし　よるまっし」
・エアロビクスダンス（デモンストレーション）、福引に盛り上がる。
★当日付け発行のA3両面１色コピー仕上げ「関東一泉会報」を出席者に配布
★関東一泉同窓会の事務局を北野法律事務所（北野昭式副会長　泉丘6期）に設置。
★一中、泉丘応援団旗が一泉同窓会本部より寄贈される。
・引継会資料、当日報より

3.9 東京都庁落成式 湾岸戦争始まる
6.14 横綱千代の富士引退 ソ連邦消滅
5.19 雲仙普賢岳噴火、火砕流発生
9.24 経済企画庁、景気拡大続き９月に過去最長のいざなぎ

景気超えを発表

この年の国内・海外の主な出来事

会報「一泉」19号Ｈ3.10.5 Ｐ7

終わってホッと一息。浦会長を囲んで年度代表幹事期12期の
記念撮影。金沢や関西から10名ほど上京し、在京組を盛り上
げてくれました。
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泉匡隆、橋本勝郎、中村あゆ子、田畑勲子、
井口由紀子、高田敏子、三波恵美子、
岡村和枝、川口義昭、松宮秀夫、
柴田美智子、岩倉誠治、久保育雄、林勝、
山元禎洋、越野達郎、藤本震一、堀義典、
橘好碩、板野美津子、瀬下孝之、本折進、
東和子、大宮修、葛西紘一、高瀬延江、
松本哲雄、野村真智子、玉井真寿美、
笠間紀子、川島章子、木谷幸雄、中本久慶

（泉丘13） 小林敏彦、杉森四郎、濱本寛、覚本孝二、
丸山しのぶ、米田外志男、大野建司、
水野正毅、竹内宏、河合美智子、島村眞吉、
片岡弘和、木村昭子、大島武史、広瀬美恵子、
内海美智子、織田善臣、越田道生、飯野迪、
松井駿介、辰村嘉俊、松波繁夫

（泉丘14） 喜多喜信、中川亜人、岸井徳雄、
検見崎俊行、小西博、池森勝二、井上晃、
木谷清宣、西村進、中本久男、栗原節子、
園部昌彦、奥田勲、村中肇、桑原晨、
山本昭夫、目代富子、豊田啓造、川崎肇、
舟喜昭博

（泉丘15） 川出秀護、北博之、俣田真之、南英子、
小鳥昌一、田中伸治、伊崎誠一、大林芳子、
金戸弘司、中川孝雄、中村和義、中村力、
黒崎英雄、福田武志、庄田英勝

（泉丘16） 寺島洋美、田山睦美、藤本晋一郎、
大黒由紀、東中修司、平尾信行、松永恒男、
出口久次

（泉丘17） 河原勇、徳野光宏、池田潔、惣田和秀、
橋場邦子、河村登志弘、蓑谷利朗、若村弘

（泉丘18） 市村洋子、青谷懿、寺本武郎、保川法一、
後藤田祐宏、百々吉太郎、成瀬晴人、
石井寛美、原俊道、三島文夫、横川智之、
吉室誠、湯原八千代、山岸茂夫、山村広行

（泉丘19） 油谷大、大谷哲郎、田部千枝子、伊藤寛、
大西吉國、土田正昭、久保田正、喜多正純、
小村隆、高橋外志美、中杉保雄、
村田茂雄

（泉丘20） 小鍛治史郎、山崎俊樹、河原昭、森昭憲、
前川外美夫、寺中修、寺中恵美子

（泉丘21） 蕉木邦子、武藤周平、屋敷道紀、飯田一乃、
樫田清樹、西念通夫、竹内裕、正田直行、
高宮政行、梅澤泰子、北岡健一

（泉丘22） 中村優、加藤ゆかり、広岡立美、石田啓一、
桶川幹夫

（泉丘23） 金子隆之、鶴谷智子、中川均、三嶋哲、
宇野明美、松井清志、道下善明

（泉丘24） 形屋正弘、河越宏一、二木一夫、向俊行、
永岡利孝

（泉丘25） 近藤章平、服部啓男、上端秀夫、多田和秀、
冨田俊信、能村哲

（泉丘26） 堀誠、加藤一良、原健二
（泉丘27） 朝井直美、西田正紀、福田和弘、宮竹康修、

連哲朗、山中満
（泉丘28） 藤木俊明、奥谷謙一郎、新覚司、津田勝紀、

中田昌宏、石井裕、寺西享子、任田信行
（泉丘29） 中西直人、小柳明夫、西村実、望月康平、

浅井宏、大谷利一、加藤高明、寺田啓治、
三谷正人、北村雅彦、能瀬雅幸、橋向隆夫

（泉丘30） 久田幸史、村元洋、矢来慶治
（泉丘31） 桶田浩志、細川晃良、池田伸夫、岩鍛治淳、

碓田史子、松田克紀、薬袋明子、山森健次、
湯上登、石田昌江、賀谷梅吉、福岡良治

（泉丘32） 不室克巳、池部晴彦、山野之義、室野隆博、
高野恵一、端谷隆文、飯田十三

（泉丘33） 松本大、大野芳恵、庄田孝、日比慶一、
広川一夫、長瀬友樹

（泉丘34） 山本一也
（泉丘35） 喜多充成、丸山幸伸、酒井正史、釣谷厚子、

畔地美砂、新谷志加夫、洞庭秀一、
中村嘉克、西川真理、西川日出雄

（泉丘36） 石浦裕治、原田和生、近藤弘康、西田圭一
（泉丘37） 湯沢真幸、谷下雅義、伊東浩司、新矢光恵、

大門祐一郎、桝田敏也、山田幸俊
（泉丘40） 中野広海、河上幸子
（泉丘41） 吉田晴子　

平成３年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（７名）
渋谷亮治一泉同窓会会長、
小松喨一百周年記念事業実行委員会総務委員長、
長瀬直義一泉本部事務局長代理
船登芳雄金沢泉丘高等学校長、
長谷勝彦同校教諭・一泉百年史編纂担当、
山本孝子同校教諭、
坂本三十次衆議院議員内閣官房長官

一中　74名
（一中32） 春日力、柴田喬、下村節義、相馬克己、

松林幸雄
（一中33） 米本正
（一中34） 浦茂
（一中35） 脇水利勝
（一中36） 杉野鐘
（一中38） 宮田正雄
（一中39） 中村敏雄、前田弘、伊藤直之、上坂太郎、

瓜生復男、高松一吉
（一中40） 福田正次郎、田中正能
（一中42） 古沢英雄、中谷外作、中谷郁夫
（一中43） 浅井利一、野村誠夫、村本健二郎、

中林二郎
（一中44） 野村喜直、高科伸一
（一中45） 西川浩史
（一中46） 納賀節二、村井又平衛
（一中47） 福岡二郎、池保、諸江義厚
（一中48） 淡中俊三
（一中49） 石川治
（一中50） 市野孫之丞、藤岡昇
（一中51） 越田保
（一中52） 笠松佳吉、宇野富美雄、田辺英五郎
（一中53） 石川弘、梅田敬、榊原広、杉谷光治、

東幸雄、改田尚三、市橋昌利、井上和夫、
大窪利昭、寺中慶二郎、萩本勝夫、
人見悠紀夫

（一中54） 本島大造、宮川隆泰、北川暁、泉谷勝巳、
木村博典、松原俊朗、山本正純、伊勢長一、
川久保昇、村田雅弘、中村喜三郎

（一中55） 大西章、河原富士夫、前田弘一
（一中56） 今井弘、西井辰夫、正見彰、長林茂、

村上満
（一中57） 田子島一郎、荒瀬俊雄

泉丘　354名（男270 女84）
（泉丘２） 宮子章、荒木一夫、北野昭義、

新藤安子、白尾惇、谷内章、藤江義正、
高岡歩、亀田廣、今井弘

（泉丘３） 松本輝夫、沢井雄志、津川通泰、
（泉丘４） 越川武司、二口善乃、高浪克子、幸村鹿子、

家山勉、清水嶺子、山岸伸郎、中谷治一、
川本悦子

（泉丘５） 西林恒治、古谷綾子、松村博之、野村弘毅、
山田小枝子、羽野良久、藤村礼子、
中山恵子、安食礼子、浅田照子

（泉丘６） 辻裕、藤村理、北野昭式、氷見正久、
坂本一郎、徳田由雄、富樫龍夫、大塚容子

（泉丘７） 池内克哉、吉田紀幸、杉村亨、西田更正、
太田明美、前田英二

（泉丘８） 冨田邦子、星野正憲、渡辺隆文、加藤嘉久、
鷲田巌、木谷高志、山本紀久子、岩上誠次

（泉丘９） 会田信彦、堀木悠一、石橋寛、井上康子、
西島幸夫、野口美智代、上丸満、蒲田亮子、
加藤順子

（泉丘10） 長森敏泰、永井信太郎、山下久良、大西忠、
木村征士、盛田孝、金子兵衛

（泉丘11） 山田祥二、田島辰巳、小林和重、大西昭一、
山田邦子、俣野景彦、丸谷利博、
佐々木一博、近江谷守永、庄山恵子、
渡辺郷子

（泉丘12） 麻田孝治、高村紘一、西多邦夫、
山本悠紀子、谷口克俊、大野木敦子、
西田久美子、松本明子、松永祥子、
村上与恵、前川睦子、飯野靖四、北川昭八、
広村万嘉、寺田潟美、羽野みち、梅谷和子、
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会報「一泉」
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（加能人誌Ｈ4.12月号）

’92関東一泉同窓会総会
於・グランドヒル市ヶ谷
幹事期・泉丘13期

346名参加（来賓5名、役員3名　一中68名、泉丘270名（うち女性77名）
出席予定者は423名あった）

金沢から来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、
小松喨一百周年記念実行委員会総務委員長、
島　厚夫同実行委員会事務局長、
船登芳雄泉丘高等学校長、能沢正夫同校教諭

坂本三十次衆議院議員、石川弘参議院議員も出席
会費　男性10,000円　女性9,000円
寄附金（当日・振込）計579,390円
★総会のキャッチフレーズ「今年もいらっし　よるまっし」
・百周年記念行事の進捗状況報告に続き、ふるさと炎太鼓、抽選会、劇団四季
会員によるスペシャルプログラムで盛り上がった。。
★当日付け発行のA3両面スミ1色印刷の「関東一泉会報」を出席者に配布
・北野昭式（泉丘6期）関東一泉同窓会副会長（関東一泉の事務局を担当）
逝去（1992.2.8）。・引継会資料、当日報より

4.25    尾崎豊急死（26歳、ロック歌手） ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争
5.2 国家公務員、完全土曜日休日を実施 地球環境サミット　国連が、ブラジル・リオ
7.25 岩崎恭子、バルセロナ五輪200平で優勝 で国際会議開催

（五輪史上最年少の14歳） 韓国・中国が国交樹立
9.12 日本人初の宇宙飛行士毛利衛、

スペースシャトル・エンデバーに搭乗

この年の国内・海外の主な出来事

当日配布「関東一泉会報」表面（左）、裏面（右）
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南吉典、奈良俊彦、辰村嘉俊、木戸伴雄、
島村真吉、在田輝子、小野恭子、飯野迪、
松井駿介、竹下冨美子、松波繁夫、岡野良彦、
本野雅隆、白藤誠子、荒谷内洋子、青木桂生、
飯倉亨、岡田喜昭、木谷泰子、倉田信孝、
能沢正夫

（泉丘14） 豊田啓造、中川亜人、中本久男、喜多喜信、
山田克之、河崎肇、検見崎俊行、舟喜昭博、
菅謙治

（泉丘15） 中川秀人、庄田英勝、寺田祐紀、福田武志、
伊集院摂都子、清水将世、八木明夫、
水野信子、井沢元宏、牧野達裕、中村弘次、
西林恒治、丸岡昭夫、中川孝雄

（泉丘16） 塚岸雅信、梶淑子、出口久次、岡利明、
魚住栄市、小林忠士、藤田英典、
鏑木紘一郎、東中修司、平尾信行、吉田艸臣

（泉丘17） 早川孝紹、吉本外志弘、佐藤和夫、河村勇、
上田隆弘、折戸儀夫、沢野昭治、笠間洋、
村中哲也、中戸晃次

（泉丘18） 小関彩子、横川智之、青谷懿、寺本武郎、
池田満、三島文夫、田川久美、山村広行、
原俊道、喜内敏夫、保川法一、市村洋子、
新村喜弘、前橋信次、大久保利彦、
山本星子、柴野邦彦、鈴木久美子、
入栄隆純、藤村美智子、表明子、高松和義

（泉丘19） 勝山喜義、山崎喬、吉川雄三、高橋外志美、
小鍛冶正、江尻英郎、大西吉国、垣内俊二、
大谷哲郎、久保田正、酒井哲

（泉丘20） 寺中恵美子、浦外喜知、丸岡峰男、
田上賢三、山崎俊樹、河原昭、高山充、
堂田義博

（泉丘21） 丸口謙次、大河幸雄、高山直典、北岡健一、
夏梅衛、西念通夫、飯田一乃、武藤周平、
屋敷道紀、樫田清樹、寺西俊一

（泉丘22） 中村優、荒木勉、表清隆、茶谷和久、
油野正文、野村満、久保壮一郎、山下哲之

（泉丘23） 宇野明美、三嶋哲、高橋紀代子、鶴谷智子、
本藤昌行、入江健二、道下善明

（泉丘24） 久保雅一、梅田英昭
（泉丘25） 北村正司、能村哲、服部啓男
（泉丘26） 堀誠、板谷豊、加藤一良、石橋信彦、

青山洋子、新保恵志
（泉丘27） 連哲朗、増永荘平、樫野英一、酒井純一、

表智彦、吉村守
（泉丘28） 黒田直行、奥谷謙一郎、藤木俊明、

玉井宏幸
（泉丘30） 水野雅男、新崎晃、香林慎哉
（泉丘31） 山森健次、西岡毅浩、渋谷久恵、薬袋明子、

木村雅恵、桶田浩志、賀谷梅吉
（泉丘32） 山野之義、髭直之、藤田ひろみ、香村尚子、

平野光彦、藤岡和美、飯田十三、大家正宏
（泉丘33） 大野芳恵、鈴木秀明、坂口登茂子、

有沢道子、広川一夫、上田領
（泉丘34） 松田武司、山本一也、内田滋一、井上誠二、

上田力、相河幸昭
（泉丘35） 喜多充成、水本貴士、岩尾秀美、洞庭秀一、

酒井正史
（泉丘36） 石浦裕治、高宮一朗、高田学、佐藤利幸、

島田正美、多賀かすみ、高桑晶子、
原田和生、東野理実子、瀬戸寛美、小蔵隆

（泉丘37） 石川尚寛、山崎聖子、谷下雅義、畠山伸二、
飯田真生（小西）

（泉丘38） 山崎かおる、代家卓、神佐淳、笠間香子、
髭良彦、谷村悌、安井健、久村将英、
塚本太郎、武村麻子

（泉丘39） 嶌田康光、本野歩、和田木哲哉、松多秀一、
広瀬裕俊、山本勝巳、太田寛、宮本亜紀子、
熊走健、薮哲朗

（泉丘40） 山口真理子、金田優子、佐々木奈津、
岡田光司、坂井愛理、中橋寛方

（泉丘42） 橋爪圭一、長島彩路
（泉丘43） 高橋理栄、八田透、大井考光
（集団・20） 品川孝子

平成４年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（７名）
渋谷亮治一泉同窓会会長、島厚夫百周年記念事業実行委員
会事務局長、
小松喨一百周年記念事業実行委員会総務委員長
船登芳雄金沢泉丘高等学校長、能沢正夫同校教諭
坂本三十次衆議院議員、石川弘参議院議員

一中　75名
（一中30） 出野秀二
（一中32） 下村節義、柴田喬
（一中34） 浦茂
（一中35） 脇水利勝
（一中37） 森重雄
（一中38） 小俣外世雄、松倉靖、宮田正雄、小松勇作
（一中39） 前田弘、伊藤直之
（一中40） 橋本正久、横田一麿
（一中41） 南丁巳知、野田茂
（一中42） 古沢英雄
（一中43） 浅井利一、浅野実、河毛二郎、野村誠夫、

藤田正辰、村本健次郎、中林二郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中46） 納賀節二、山本周三
（一中47） 福岡二郎、池保
（一中50） 市野孫之丞、堀吉彦、浅井敏郎
（一中52） 田辺英五郎、山田肇、宇野富美雄
（一中53） 和泉潔、市橋昌利、杉谷光治、梅田敬、

竹田靖久、萩本勝夫、小竹昭人、改田尚三、
金藤彰、井上和夫、人見悠紀夫

（一中54） 御福正之助、泉谷勝巳、伊勢長一、岡本佼、
松原俊郎、辻良平、川久保昇、村田雅弘、
中村喜三郎、山本正純、木村博典

（一中55） 西田芳、大西章、長村雅雄
（一中56） 今井弘、長林茂、北野昭義、西井辰夫、

高岡歩、南喬二
（一中57） 金田治、福岡省吾、高木富康、田辺龍士、

本多満、永多昭、荒瀬俊雄
（一中58） 高多明、越村久夫

泉丘　342名（男256 女86）
（泉丘１） 新村和吉
（泉丘３） 岡田理子
（泉丘４） 越川武司、二口善乃、高浪克子、清水嶺子、

川本悦子、大西和子
（泉丘５） 羽野良久、古谷綾子、野村弘毅、田畑鶴子、

松村博之、谷田友景、松田栄子、松井昭祐、
藤村礼子、高山美恵子

（泉丘６） 橋浦久男、神野秀、辻裕、税所雄、
富樫龍夫、辻克彦

（泉丘７） 吉田紀幸、太田明美、池内克哉、前田英二
（泉丘８） 富田邦子、岩上誠次、加藤嘉久、

猪坂知栄子、瀬尾雅好、山本紀久子、
滝川徹

（泉丘９） 上丸満、森井博、堀木悠一、増田義人、
野口美智代

（泉丘10） 長森敏泰、永井信太郎、山下久良、
白田良子、高田清一、長瀬直義、森信義

（泉丘11） 田島辰巳、西道隆、小林二郎、矢崎勇、
神田忠、中瀬進、北川昭久、今井康晴、
井上孝、福島輝紀、小林和重、寺田紀彦、
俣野景彦、 谷忠男、遠藤紀子

（泉丘12） 麻田孝治、村上与恵、菅野一弥、松本哲雄、
西多邦夫、酒井忠夫、大宮修、谷口克俊、
板野美津子、北川昭八、川島章子、
羽野みち、大野木敦子、橘好碩、笠間紀子

（泉丘13） 田中晃弘、濱本寛、田中洋子、富田静枝、
管田幸子、織田善臣、今田二三子、
丸山しのぶ、石井栄男、内海美智子、
中村昭寿、松本郁代、水野正毅、谷井一子、
本多克彦、牛丸晶、木村昭子、覚本孝二、
大野健司、河南良一、竹内宏、箕浦晴文、
米田外志男、広瀬美恵子、河合美智子、
越見勝重、山本峰雄、須田有為子、荒木玲子、
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百周年を祝って、鏡開き

（加能人誌Ｈ6.1月号）

（朝日新聞Ｈ6.8.13）

河毛二郎第五代会長　

’93関東一泉同窓会総会
於・グランドヒル市ヶ谷
幹事期・泉丘14期

286名出席（来賓5名、一中45名　泉丘236名（うち女性73名））
金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、島厚夫百周年記念実行委員会事務

局長、小西　優泉丘高等学校長、宮崎謙治同校教諭
石川弘参議院議員出席
浦会長が辞任され、顧問に。役員改選で新会長に河毛二郎氏（一中43・新王
子製紙会長）が就任され、副会長・瓜生復男（一中39）、高浪克子（泉4）、大
西忠（泉10）、村上与恵（泉12）、顧問・下村節義（一中32）の各氏を承認。

会費　男性12,000円　女性10,000円
寄附金（当日・振込）計470,000円（内、本部より50,000円）
・母校100周年を記念。100周年にちなんで“おめでとうございます”の
海老一染太郎・染之助出演

・金沢に於ける百周年記念のビデオ放映、
福引、鏡開きが行なわれた。

★当日付け発行のA3両面スミ1色印刷の
「関東一泉会報」を出席者に配布。

・引継会資料、当日報より

1.27 曙太郎が横綱に昇進（外国人初） ［米］ビル・クリントンが42代大統領に就任
4.23 天皇皇后両陛下、沖縄を訪問（歴代天皇として初めて）
5.15 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ、10チーム）開幕
6.9 皇太子が小和田雅子様とご結婚
7.12 北海道南西沖地震発生

奥尻島が津波と大火事があり壊滅状態

この年の国内・海外の主な出来事

河毛二郎氏略歴
金沢一中（昭11・一中43）卒。
1941年東大（経済）卒。王子製紙㈱
入社、樺太・恵須取工場に配属。
1982年代表取締役社長、1989年代
表取締役会長、1995年相談役、
2002年名誉顧問歴任。日本製紙連
合会会長、日経連副会長。
1984年藍綬褒章受章
1993年勲一等瑞宝章受章同年関東
一泉同窓会第五代会長に就任。
1998年7月カトリック洗礼を受けら
れる。
2004年（平成16年）5月24日逝去。
享年86。
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（泉丘13） 内海美智子、大野健司、富田静枝、
小林敏彦、渡部忠男、田中洋子、
十二丁邦治、辰村嘉俊、片岡弘和、
中村昭寿、竹内宏、本多克彦、水野正毅、
覚本孝二、島村真吉、浜本寛、米田外志男、
広瀬美恵子、木村昭子、河合美智子、
谷井一子

（泉丘14） 塗師斌、河崎肇、喜多喜信、大橋霞、
沢良典、飯田久子、西村進、舟喜昭博、
石田君江、北川順章、金七昭子、田中準子、
竹内淑子、岡田万寿代、北島早苗、
検見崎俊行、中川亜人、小坂祥子、祐泉隆、
笠川信子、堀江慧子、栗原節子、堂前明子、
杉本和夫、中西健、荒谷陽子、木谷清宣、
村本宣夫、木下登代子、小西博、園部昌彦、
栃波修一、小林悦子、上田正山、中本久男、
村中肇、池田亮二、豊田啓造、蓮川洋一、
福田武城、鈴木姫子、十二丁信子、
山田洋子、目代富子、八尋章文、赤岩洸、
高田和行、吉田昌兼、奥田勲、桑原晨、
河合悠久雄、杉本一雄、村上淑子、堀田翠、
森田健樹、山本昭夫、吉田建造
（金沢からの参加者）
磯野浩、南昭武、鈴木巌、蚊谷八郎、
槻吉郎、加藤肇夫、湯浅泰夫、井田俊彦

（泉丘15） 中川秀人、伊集院摂津子、生山匡、
庄田英勝、吾子美奈子、金戸弘司、
福田武志、宮岸邦夫

（泉丘16） 東中修司、高岡邦夫、藤本晋一郎、
出口久次

（泉丘17） 徳野光宏、笠間洋、佐藤和夫、折戸儀夫、
沢野昭治、若村弘、早川孝紹、吉田吉明

（泉丘18） 市村洋子、山口哲郎、宮越宏之、山本星子、
柴野邦彦、田川久美、喜内敏夫、青谷懿、
横川智之、山岸茂夫

（泉丘19） 油谷大、高橋外志美、中杉保雄、山崎喬、
久保田正、高本政行、勝山喜義、大西吉国

（泉丘20） 岡島恵美子、中嶋潔、河原昭、山崎俊樹、
日下まさ子、浦外喜知、丸岡峰男、岡島修

（泉丘21） 飯田一乃、中嶋英美、野村譲二、屋敷道紀、
中村健、北岡健一、樫田清樹

（泉丘22） 油野正文、宮本博、西田啓一、荒木勉、
広岡立美、亀山正人

（泉丘23） 鈴木美津江、三嶋哲、山室和彦、
加藤由美子、宇野明美、入江健二、
鶴谷智子、不破博、道下善明、本藤昌行、
浅井稔、松林秀明

（泉丘24） 橋本聡、宮島均、越野健、向俊行
（泉丘25） 富森篤、西野健一郎
（泉丘26） 青山洋子、池田真一、堀誠
（泉丘27） 連哲朗、森田祐一
（泉丘28） 玉井宏幸、米田善治、河上昌則、北井睦
（泉丘29） 中西直人
（泉丘30） 中谷徹、藤井貴治、谷内嘉樹
（泉丘31） 西岡毅浩、山森健次、坂本理
（泉丘32） 井黒真吾、端谷隆文、藤岡和美、鍔隆弘
（泉丘33） 新蔵健一郎、大野芳恵、有沢道子、松本大
（泉丘34） 高尾宏毅、小西均、山本一也、皆本正、

丹羽紀之、相沼幸昭、池哲広
（泉丘35） 今村充宏、江田泰典、酒井正史、洞庭秀一
（泉丘36） 沢田和代、飯柴弘明、不破俊幸、瀬戸寛美、

原田和生、新保勝則、広瀬啓一
（泉丘37） 石川尚寛、谷下雅義
（泉丘38） 橋本貴生、髭良彦、糺地静江、安井健
（泉丘39） 広瀬裕俊、本野歩、倉佐和子、三村大介
（泉丘40） 吉川敦、中野広海、各船雅也、坂井愛理
（泉丘41） 原佐智子、桶谷好大
（泉丘43） 見定浩典、細川文
（泉丘44） 三輪透

平成５年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（５名）
渋谷亮治一泉同窓会会長、
島厚夫一泉創立百周年記念事業事務局長
小西優金沢泉丘高等学校長、宮崎謙治同校教諭
石川弘参議院議員

一中　52名
（一中32） 柴田喬、下村節義
（一中34） 浦茂
（一中35） 脇水利勝
（一中38） 宮田正雄、小俣外世雄
（一中39） 伊藤直之、上坂太郎、瓜生復男
（一中41） 南丁巳知
（一中42） 雄谷重夫、中谷外作、古沢英雄
（一中43） 浅井利一、浅野実、島誠夫、中林二郎、

野村誠夫、村本健次郎、河毛二郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 岡本勇作
（一中46） 納賀節二、村上淳男、吉田喜市
（一中47） 池保
（一中49） 多田安夫、石川治
（一中50） 堀吉彦
（一中52） 宇野富美雄
（一中53） 金藤彰、改田尚三、榊原廣、杉谷光治
（一中54） 泉谷勝巳、伊勢長一、岡本佼、奥田光夫、

中村喜三郎、氷田正男、宮川隆泰、
山本正純、四谷輝夫、御福正之助

（一中55） 前田弘一、柏野陽一
（一中56） 田中照久、高岡歩、村上満、谷内章
（一中57） 福岡省吾、本多満

泉丘　279名（男206 女73）
（泉丘４） 高浪克子、清水嶺子
（泉丘５） 野村弘毅、田畑鶴子、武内宏、羽野良久、

藤村礼子、古村綾子、大竹和子、松田栄子、
川村隆一、高山恵美子

（泉丘６） 藤村理
（泉丘７） 太田明美、生垣中
（泉丘８） 北条英俊、富田邦子、坂井外代子、

猪ノ坂知栄子、山本紀久子、岡田絋美、
星野正憲

（泉丘９） 上丸満、西島幸夫、清水治吉、杉森醇子、
増田義人、青山賢一、福田嘉明、岩上豊

（泉丘10） 森信義、大谷孝弘、長森敏泰、長瀬直義、
大西忠

（泉丘11） 佐々木一博、渡辺郷子、田島辰巳、
小林和重、近江谷守永、大西昭一、中瀬進、
俣野景彦、新井祝子、北川昭久

（泉丘12） 菅野一弥、村上与恵、笠間紀子、木谷幸雄、
北川昭八、中本久慶、松本哲雄、
板野美津子、高桑厚生、湯浅隆夫（通信３期）

当日配布「関東一泉会報」表面（左）、裏面（右）
インドで行方不明になっている
高口和生（泉丘47）（京大生）君の
消息と捜査資金カンパを求める
ビラが出席者に配布された。



’94関東一泉同窓会総会
於・グランドヒル市ヶ谷
幹事期・泉丘15期

2.4 初の純国産大型ロケットＨ２，打ち上げ成功 ［米］ロサンゼルスを中心とする南カリフォル
6.27 長野県松本市住宅街で夜、突然有毒ガス発生 ニア一帯で大地震

（のちサリンと判明） ［北朝鮮］金日成主席が急死
7.8 女性宇宙飛行士・向井千秋、

スペースシャトル・コロンビアに搭乗
6.29 衆参両院、社会党委員長村山富市を首班に指名。

6.30 村山富市内閣成立

この年の国内・海外の主な出来事
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会報「一泉」23号Ｈ7.6.30 Ｐ5

当日配布「関東一泉会報」表面（左）、裏面（右）

（加能人誌Ｈ6.12月号）

ご来賓と一中の先輩方

251名出席（来賓2名、招待6名（金沢から15期メンバー）、会員243名（一中
43名　泉丘200名（うち女性55名））
金沢より来賓　渋谷亮治一泉同窓会会長、小西　優泉丘高等学校長
副会長に宮川隆泰（一中54）氏、監事に西島幸夫（泉丘9）氏が新任される。
会費男性12,000円　女性10,000円
寄附金（当日・振込）計442,000円（内、本部より50,000円）
・「金沢今・昔」スライド映写　BGM弦楽四重奏行われる。
・ポラロイドカメラにて会場内撮影・配布。

★当日付け発行　A3表面4色裏面1色印刷の「関東一泉会報」を配布。
★関東一泉同窓会会則　制定（平成6年11月2日施行）される。（巻末に掲載）
・引継会資料、当日報より
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（泉丘16） 石垣英治、大道哲夫、小嶋倖代、山岸満、
遠藤綏代、尾上雅子、加藤嘉彦、菅野宏也、
平良勝、藤田英典、明石勲、松永恒男、
寺島洋美、東中修司、織田康宏、川守祐市、
藤本晋一郎、餅井雅美、出口久次、
平尾信行、藤岡忠彦、小倉修平、藤村治憲、
本多捷美、大黒由紀、宮島宣昭、吉井敏美、
牧沢茂夫

（泉丘17） 松田常雄、高橋孝夫、折戸儀夫、高橋隆之、
沢野昭治、若村弘、上田耕三、池田潔

（泉丘18） 京田葉子、柴野邦彦、田川久美、
鈴木久美子、鈴木繁、北村誠一、青谷懿、
山村広行、沖野政信、塗師道彦、藤井均

（泉丘19） 高橋外志美
（泉丘20） 前川外美夫、岡島恵美子、河原昭、

中川みち子、浦外喜知、小原由幸、高山充、
岡島修、三輪裕

（泉丘21） 飯田一乃、三国仁司、中村健、北岡健一
（泉丘22） 宮本博、広岡立美
（泉丘23） 鈴木美津江、山田裕紀、高橋紀代子、

山室和彦、宇野明美、松林秀明、入江健二、
鶴谷智子、本藤昌行

（泉丘24） 西智之、佐藤律子、小島由紀子、宮島均
（泉丘25） 服部啓男
（泉丘26） 大久保千恵、加藤一良、堀誠
（泉丘27） 連哲朗、津田孝一、長谷川満
（泉丘28） 藤木俊明
（泉丘29） 西村実
（泉丘30） 中谷徹
（泉丘32） 藤岡和美
（泉丘34） 山本一也、相河幸昭
（泉丘35） 江田泰典、前田勝、野村朋宏、寺山詳一、

喜多充成
（泉丘36） 高桑晶子、瀬戸寛美、日根野由佳
（泉丘37） 石川尚寛、掛上恭
（泉丘38） 上野恵子、野村昌弘
（泉丘39） 和田木哲哉
（泉丘40） 吉村高太
（泉丘43） 浜本正貴
（泉丘44） 竹内美恵、片岡進一郎、倉知加
（泉丘46） 新田晃子

平成６年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（２名）
渋谷亮治一泉同窓会会長
小西優金沢泉丘高等学校長

一中　52名
（一中32） 柴田喬、下村節義
（一中34） 浦茂
（一中35） 脇水利勝
（一中40） 田中正能
（一中42） 中谷外作、古沢英雄
（一中43） 浅井利一、河毛二郎、谷山厳、中林二郎、

西川正喜、野村誠夫、橋場堅、村本健次郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中46） 納賀節二、山本周三
（一中47） 池保、福岡二郎
（一中48） 淡中俊三
（一中49） 石川治、多田安夫
（一中50） 堀吉彦
（一中52） 宇野富美雄、塚岸昭二
（一中53） 市橋昌利、梅田敬、鬼倉照彦、金藤彰、

改田尚三、杉谷光治
（一中54） 伊勢長一、岡本佼、奥田光夫、辻良平、

氷田正男、松原俊郎、宮川隆泰、山本正純
（一中55） 前田弘一、山口一平
（一中56） 秋山健、荒木一夫、多田春夫、長林茂、

西井辰夫、花井良夫、村上満、松村吉雄
（一中58） 二口善乃、高多明

泉丘　249名（男175 女74）
（泉丘３） 津川通泰
（泉丘４） 生垣昌子、高浪克子
（泉丘５） 野村弘毅、羽野良久、北貢、藤村礼子
（泉丘７） 白尾三樹、太田明美
（泉丘８） 北条英俊、山本紀久子、富田邦子
（泉丘９） 石橋寛、西島幸夫、杉原弘泰、杉森醇子、

森井博、福田嘉明、四井敬子
（泉丘10） 長森敏泰、生山亮、大西忠、三百苅紀雄、

永井信太郎
（泉丘11） 遠藤紀子、佐々木一博、渡辺郷子、

田島辰巳、小林和重、近江谷守永、老田靖、
中瀬進、新谷修、細川真理子

（泉丘12） 松本明子、川島章子、村上与恵、笠間紀子、
安原伸正、飯野靖四、木谷幸雄、金子輝二、
北川昭八、高瀬のぶえ、板野美津子

（泉丘13） 大野健司、田中洋子、竹内宏、本多克彦、
覚本孝二、島村真吉、広瀬美恵子

（泉丘14） 河崎肇、喜多喜信、西村進、舟喜昭博、
原田節子、北川順章、金七昭子、田中準子、
検見崎俊行、中西健、木谷清宣、岸井徳雄、
中本久男、瀬村龍一、蓮川洋一、八尋章文、
山田洋子、栗原節子、木下登代子、
目代富子

（泉丘15） 沢玲子、作田昭一、徳山直、中村美奈子、
松原重進、南英子、坂本和子、北井恒二、
城戸勝利、中川秀人、宮川宏一、
伊集院摂都子、寺田裕紀、中村弘次、
山蔦佐貴子、星川信勝、若林勲、浅田大、
喜多正和、京藤洋、水野信子、伊藤由美子、
松本健、山岸勝信、井家継也、小島昌一、
徳田博正、村上隆夫、金戸弘司、北博之、
竹内功夫、中垣紘一、中川孝雄、藤村章、
吉川政之、越沢一武、中本栄徳、丸岡昭夫、
加戸浩二、崎田正倫、宮岸邦夫、生山匡、
黒崎英雄、熊谷廣、庄田英勝、寿時蕃、
田中正道、永田清子、吾子美奈子、
大林芳子、和泉久美子、薮内勝義、
新羅政弘
（金沢から出席）
倉元泰信、中村進、長井正之、成瀬巌、
畔柳万城子、広瀬優子

会場では各期の記念撮影が行われた。
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会報「一泉」
24号Ｈ8.4.10
Ｐ5

（加能人誌Ｈ7.12月号）

’95関東一泉同窓会総会
於・サンケイホール
幹事期・泉丘16期
（甲子園出場を果たした期）

1.17 阪神大震災　震源は淡路島 ［韓］ソウル市のデパートの半分が崩壊
マグニチュード7.2の直下型地震

2.13 野茂英雄投手、
米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャーズと契約

3.20 地下鉄サリン事件、オウム事件摘発
3.30 警察庁長官国松孝次、狙撃され重体

この年の国内・海外の主な出来事

250名出席（来賓4名、招待23名（野球部関係、友情参加）、会員223名（内女性48名））
会費　男性12,000円　女性10,000円
金沢より来賓　川北篤一泉同窓会新会長、乙村董同副会長、

正村健三同事務局長、足立満泉丘高等学校教頭
寄附金（当日・振込）計429,220円（内、本部より50,000円）
・「思い出の甲子園」スライドで野球部の活躍を紹介。
当時の応援団長広瀬靖久氏、藤村治憲氏（泉16）ら応援団員が勢揃い。

・ビンゴゲームに盛り上がる。
★当日付け発行　A3・4ページ2色刷の「関東一泉会報（一泉甲子園特集）」
を出席者に配布。 ・引継会資料、当日報、会報「一泉」より
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（泉丘16） 尾島瑛子、石垣英治、田山睦美、大道哲夫、
小嶋倖代、押田樹幸、金浦悠夫、遠藤綏代、
尾上雅子、三谷道子、加藤嘉彦、小鳥公哉、
平良勝、藤田英典、淵上顕、古屋和彦、
明石勲、梶淑子、松永恒男、寺島洋美、
千間好隆、高瀬良夫、番作朔子、小林忠士、
東中修司、徳田悠子、織田康宏、河合春夫、
川守祐市、関文雄、高畠昭次、早乙女明美、
藤本晋一郎、餅井雅美、的場昇二、
宮重俊一、山森俊彦、吉田艸臣、田島明夫、
出口久次、平尾信行、八木田喜昭、
小倉修平、紺家正、藤村治憲、前田俊宣、
松下庄蔵、佐々木瑛子、吉井敏美、
大黒由紀、阿久津順子、南坂信子、
宮島宣昭、高橋和加子、畠中信夫、
角間知子

（泉丘17） 沢野昭治、高橋孝夫、若村弘、吉田吉明、
松田常雄、横山絹子、亀田憲治

（泉丘18） 田川久美、木村実、喜内敏夫、横川智之、
竹下剛

（泉丘19） 水野成夫、田部千枝子、伊藤寛、大谷哲郎、
高本政行

（泉丘20） 丸岡峰男、山崎俊樹、浦外喜知、
前川外美夫、増田隆茂

（泉丘21） 中村健、飯田一乃、北岡健一、中根孝子、
竹内裕

（泉丘22） 茶谷和久、西田啓一
（泉丘23） 浅井稔、鈴木美津江、鶴谷智子、

高橋紀代子、作宮明夫
（泉丘24） 林徹夫
（泉丘25） 服部啓男
（泉丘26） 加藤一良、堀誠、河野伸子
（泉丘27） 長谷川満、連哲朗
（泉丘28） 池田佳隆
（泉丘30） 武田耕造
（泉丘32） 村山秀一
（泉丘34） 山本一也、高橋渉
（泉丘35） 酒井正史
（泉丘36） 高桑晶子、高田学
（泉丘37） 古永義尚
（泉丘40） 木村純子、飯田真吾
（泉丘42） 中村寛人、久世麻美子
（泉丘44） 美野聡志、岡田博紀

野球部の精鋭（金沢から参加）
（一中52） 吉本明
（一中54） 山本道生
（泉丘16） 小森勝範、野市幸男
（泉丘17） 山本和行
（泉丘39） 谷口圭史

泉丘15期の友情参加　
谷威広、平澤和夫

泉丘16期の友情参加　
山本武生、田島吉郎、八田伸一、能上宏、
木本利夫、山辺泰臣、宮嶋清明、長村保宏、
広瀬靖久、北方睦子、中村喜久子、桑原豊、
平野裕、前田鎭 、山本和代

平成７年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
川北篤一泉同窓会会長、乙村董同副会長、
正村健三同事務局長、
足立満金沢泉丘高等学校教頭（校長代理）

一中　47名
（一中32） 柴田喬、下村節義
（一中35） 脇水利勝
（一中38） 小俣外世雄
（一中39） 瓜生復男
（一中41） 須田正春
（一中42） 中谷外作、古沢英雄
（一中43） 河毛二郎、中林二郎、野村誠夫
（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 駿河敬次郎
（一中46） 納賀節二
（一中47） 池保、中島章、福岡二郎
（一中49） 多田安夫
（一中50） 田中長、堀吉彦
（一中52） 佐藤弘
（一中53） 石川弘、市橋昌利、梅田敬、大窪利昭、

金藤彰、杉谷光治、東昭栄
（一中54） 井上韶久、岡本佼、木村博典、御福正之助、

辻良平、中村喜三郎、氷田正雄、宮川隆泰、
村田雅弘、山本正純

（一中55） 石橋雄二、西田芳、丹羽靖一郎、鶴屋一郎
（一中56） 西井辰夫、村上満
（一中57） 福岡省吾、田子島一郎
（一中58） 高多明

泉丘　209名（男154 女55）
（泉丘４） 生垣昌子、高浪克子
（泉丘５） 高山美恵子、羽野良久、藤村礼子、

野村弘毅
（泉丘７） 白尾三樹
（泉丘８） 荒木二夫、加藤嘉久、水上征二、田村利雄
（泉丘９） 西島幸夫、尾崎良二、加藤順子、福田嘉明
（泉丘10） 大谷孝弘、長森敏泰、金子兵衛、大西忠
（泉丘11） 佐々木一博、板垣幸子、庄山恵子、

田島辰巳、小林和重、新谷修、俣野景彦、
細川真理子

（泉丘12） 羽野みち、川口義昭、菅野一弥、西多邦夫、
川島章子、村上与恵、笠間紀子、松永祥子、
酒井忠夫、飯野靖四、木谷幸雄、高村紘一、
大野木敦子、江尻弘、橘好碩、山元禎洋、
前川睦子、板野美津子、山崎幸子

（泉丘13） 大野健司、田中洋子、奈良俊彦、竹内宏、
本多克彦、覚本孝二、島村真吉、浜本寛、
広瀬美恵子

（泉丘14） 舟喜昭博、検見崎俊行、祐泉隆、岸井徳雄、
中本久男、山本昭夫、八尋章文、河崎肇

（泉丘15） 福田武志、中川秀人、伊集院摂都子、
寺田裕紀、星川信勝、若林勲、喜多正和、
松本健、山岸勝信、中垣紘一、中本栄徳、
宮岸邦夫、生山匡、熊谷廣、田中正道、
新羅正弘

p2 （甲子園特集） p3当日配布「関東一泉会報」p1 p4
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当日配布「関東一泉会報」
表面（左）、裏面（右）

’96関東一泉同窓会総会
於・サンケイホール
幹事期・泉丘17期

2.14 将棋の羽生善治名人７冠独占 第26回オリンピック　アトランタで開催
（竜王、名人、棋聖、王位、王座、棋王、王将） ［英］皇太子夫妻の離婚が成立

3.29 新王子製紙と本州製紙が合併調印、社名は王子製紙 ペルー日本大使公邸人質事件
4.24 オウムの松本（麻原彰晃）被告初公判
7 Ｏ-157による集団食中毒列島を襲う
8.17 国産大型ロケットＨ2の4号機で世界最大級の

地球観測衛星「みどり」打ち上げ

この年の国内・海外の主な出来事

248名出席（来賓7名、会員　一中28名、泉丘213名（内女性48名））（当日報より）
金沢より来賓　川北篤一泉同窓会会長、正村健三同事務局長、

中田修泉丘高等学校長
楠禎一郎、松川一雄、柳田勇、安高徹のなつかしい先生方

会費　男性12,000円　女性10,000円
・役員改選　河毛会長以下、役員全員再任される。
★総会のテーマ「思い出の先生に会おう」・「思い出の校舎」
★当日付け発行　A3両面2色刷の「関東一泉会報」を出席者に配布。
裏面の「心に残る思い出の先生」には、出欠返信はがきに寄せられた先生
方のニックネームや思い出が載せられている。

・当日報、当日配布紙、会報「一泉」より
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（泉丘17） 青木昭子、荒谷内允、池田潔、池森惇、
伊東千佳子、伊藤恵美子、今井亮太、
上田隆弘、上村真一、右沢幸男、遠藤一明、
木村嘉孝、小笠原繁、折戸儀夫、蚊戸憲行、
亀田憲治、河崎俊美、北村秀成、黒田博之、
越島健三、佐藤和雄、沢野昭治、正司義民、
菖蒲谷典子、高橋孝夫、高橋隆之、土田啓示、
中戸晃次、中田里美、中西恭子、中村久、
中村雅美、中山芳子、長井幸三、長森 子、
根木山幸夫、能村邦宏、橋場邦子、
早川孝紹、平沢慎一、福田美世子、
増田幸子、松田常雄、松田博保、松原俊雄、
松本修、三浦貞夫、村上誠子、毛利隆昭、
山岸章、山脇睦美、横山絹子、吉川伍郎、
吉田吉明、吉村豊、吉本外志弘、依田初栄、
若村弘
（金沢から出席）
川原憲子、小堀幸穂、近藤美智子、坂本清、
嶋谷潤一郎、八田次郎、山腰茂樹、渡辺満

（泉丘18） 青谷懿、伊村富士夫、勝田良蔵、喜内敏夫、
木村実、桜井まち子、柴野邦彦、
鈴木久美子、高柳久男、寺本武郎、中村祐、
布村秀夫、松井康彦、山本星子、保川法一、
横川智之

（泉丘19） 小鍛冶正、高本政行、水野成夫
（泉丘20） 浦外喜知、大屋哲、中川敏明、西田外志男、

藤田真理子、丸岡峰男
（泉丘21） 飯田一乃、太田英明、大河幸雄、北岡健一、

中根孝子、中村健、丸口謙次、水野茂、
屋敷道紀

（泉丘22） 荒木勉、加藤ゆかり、竹沢紀子、茶谷和久、
西田啓一、山下哲之

（泉丘23） 太田真、黒梅春季、鈴木美津江、
高橋紀代子、鶴谷智子、照井健生、林辰行、
不破博、村上澄夫、山室和彦

（泉丘24） 越野健
（泉丘25） 片倉典子、服部啓男
（泉丘26） 加藤一良、河野伸子、新保恵志
（泉丘27） 長谷川満
（泉丘28） 才田淳
（泉丘29） 笹田泰嘉
（泉丘32） 藤岡和美
（泉丘33） 新保義隆
（泉丘34） 浅川竜一郎、上田庄平、山本一也
（泉丘35） 木村美樹
（泉丘37） 石川尚寛
（泉丘39） 和田木哲哉

平成８年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（７名）
川北篤一泉同窓会会長、正村健二同事務局長
中田修金沢泉丘高等学校長、楠禎一郎同校教諭、
松川一雄同校教諭、柳田勇同校教諭、安高徹同校教諭

一中　28名
（一中32） 柴田喬
（一中42） 古沢英雄
（一中43） 河毛二郎、島誠夫、村本健次郎
（一中44） 高柳武男、吉野秀一郎
（一中46） 村上淳男
（一中47） 中島章、福岡二郎
（一中53） 石川弘、市橋昌利、梅田敬、金藤彰、

人見悠紀夫
（一中54） 糸多宗人、岡本佼、御福正之助、四谷輝夫
（一中55） 下村佳生、鶴屋一郎
（一中56） 荒木一夫
（一中57） 岩城宏之、上田源三、福岡省吾、福田達郎、

松田福久、松本輝夫

泉丘　213名（男165 女48）
（泉丘４） 高浪克子
（泉丘５） 野村弘毅、羽野良久
（泉丘７） 近藤正行、白尾三樹
（泉丘８） 北條英俊、中田啓、山本紀久子
（泉丘９） 井上康子、尾崎良二、杉森醇子、中村慶子、

西島幸夫、野口美智代、深尾外代美、
藤沢好一、松田砂江子

（泉丘10） 大西忠、大山鐶、長森敏泰、牧野健太郎、
森信義

（泉丘11） 浅尾広行、大西昭一、北川昭久、小杉圭子、
小林二郎、小林和重、佐々木一博、庄山恵子、
田島辰巳、中村荘一、細川真理子、
俣野景彦、吉田和可、渡辺郷子

（泉丘12） 江尻弘、金子輝二、菅野一弥、松宮秀夫、
村上与恵、吉本修

（泉丘13） 大野健司、覚本孝二、桜井武司、斉藤真一、
島村眞吉、竹内宏、浜本寛、松井駿介、
米田外志男

（泉丘14） 河崎肇、検見崎俊行、小西博、中川亜人、
西村進、村中肇、祐泉隆

（泉丘15） 生山匡、寺田裕紀、中村和義、中本栄徳、
福田武志、松本健、宮岸邦夫、山岸勝信、
山本由明

（泉丘16） 石垣英治、小倉修平、梶淑子、高岡邦夫、
田島明夫、出口久次、東中修司、藤村治憲、
藤本晋一郎、宮島宣昭
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当日配布「関東一泉会報」表面（左） 裏面（右）

’97関東一泉同窓会総会
於・ホテル・センチュリー
ハイアット

幹事期・泉丘18期

1.10 東京国際フォーラム、丸の内の東京都庁跡に開館 世界初、英国でクローン羊誕生
4.1 消費税５％に引き上げ実施 ペルー日本大使公邸人質127日目に解放
5.27 酒鬼薔薇事件（殺人犯が神戸新聞社に手紙を郵送） 「中国香港」がスタート
11.16 第16回ワールドカップアジア地区予選 ダイアナ英元皇太子妃、パリで交通事故死

日本が初出場決定
11.19 土居隆雄、スペースシャトル・コロンビアに搭乗、

日本人初の宇宙遊泳

この年の国内・海外の主な出来事

242名出席（来賓4名、一中24名、泉丘214名（内女性65名））
金沢より来賓　川北篤一泉同窓会会長、正村健三同事務局長、

竹部義晴泉丘高等学校長、清水勇同校教頭
会費　男性12,000円　女性10,000円
寄附金（当日・振込）計676,000円（内、本部より通信費補助として200,000円）
・98、99年の役員、河毛会長以下を再任。
★総会のタイトル〈あの頃のわたし、そして今の私たち〉「人間邂逅」
・昭和6年卒・一中38期～平成7年卒・泉47期までの広い世代が出席。
・「あの頃、聴きました」クイズ、プロ歌手（二期会）の独唱、ピアノ演奏。
★当日付け発行　A3両面グリーンとスミ2色刷の「関東一泉会報」を出席者に配布。
裏面には、返信はがきの通信欄に寄せられたメッセージが載せられている。

・当日報（出席者リスト）、式次第、会報「一泉」より
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（泉丘12） 羽野みち、菅野一弥、村上与恵、東和子、
飯野靖四、国原芳弘

（泉丘13） 本多克彦、覚本孝二、島村眞吉、浜本寛
（泉丘14） 河崎肇、舟喜昭博、検見崎俊行、木谷清宣、

岸井徳雄、山本昭夫、蓮川洋一
（泉丘15） 福田武志、寺田裕紀、若林勲、京藤洋、

松本健、山岸勝信、中村和義、中本栄徳
（泉丘16） 今井あかね、寺島洋美、岡利明、高岡邦夫、

藤本晋一郎、吉田艸臣、梶淑子、出口久次、
小倉修平、藤村治憲、吉井敏美、大黒由紀、
宮島宣昭

（泉丘17） 青木昭子、松田常雄、山岸章、横山絹子、
村上誠子、高橋孝夫、荒谷内允、折戸儀夫、
高橋隆之、三浦貞夫、桜谷博、沢野昭治、
依田初栄、若村弘、中村雅美、上田隆弘、
白石克成、池田潔

（泉丘18） 荒磯千舟、北川文子、神部美喜子、表明子、
今戸詩美、黒田由紀子、大窪明美、
藤村美智子、山本耕作、大久保秀樹、
古屋正明、前川久子、山村孝、山本星子、
伊村富士夫、木村実、柴野邦彦、新村喜弘、
老田知栄子、田川久美、布村秀夫、
鈴木久美子、湯原八千代、由井和子、
竹下剛、荒屋正年、川合明子、大久保利彦、
斎藤慎一、垣田悠子、塚原啓子、石井寛美、
三島文夫、喜内敏夫、高柳久男、成瀬晴人、
井波博、北村誠一、百々吉太郎、青谷懿、
株田栄一、中井誠一郎、横川智之、
松井康彦、宮野進、村井重之、山岸徹夫、
勝田良蔵、下田達也、長元正春、八尾純二、
吉室誠、牛村敦、片岡一郎、中村祐、
兼盛俊男、橋場秀逸、中川憲吾、山岸茂夫、
山村茂

（泉丘19） 角田信之、村田茂雄、渡辺章一
（泉丘20） 小鍛冶史郎、清水あつ子、藤田真理子、

山崎俊樹、畠進、日下まさ子、中川敏明、
丸岡峰男、高山充、小田茂一、岡島恵美子

（泉丘21） 飯田一乃、中村健、北岡健一
（泉丘22） 宮本龍彦、茶谷和久、荒木勉、山下哲之
（泉丘23） 鈴木美津江、中川均、山室和彦、鶴谷智子
（泉丘24） 向俊行、宮村慎一郎
（泉丘25） 中嶋正樹
（泉丘26） 大久保千恵、河野伸子、加藤一良
（泉丘27） 亀山桂子
（泉丘28） 酒井知道
（泉丘29） 大宮哲夫
（泉丘33） 島崎厚、溜幸生、庄田孝
（泉丘34） 山本一也、相河幸昭
（泉丘35） 横村学、上田庄平
（泉丘36） 沢田和代、瀬戸寛美、高田学
（泉丘38） 石川留理
（泉丘40） 高原敦、飯田真吾、寺島正
（泉丘41） 吉村公成
（泉丘47） 村田朋子、堀岡満

平成９年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（４名）
川北篤一泉同窓会会長、正村健三同事務局長
竹部義晴金沢泉丘高等学校長、清水勇同校教頭

一中　24名
（一中38） 松倉靖
（一中39） 瓜生復男
（一中42） 古沢英雄
（一中43） 河毛二郎、野村誠夫
（一中44） 吉野秀一郎
（一中46） 伊東章、納賀節二、村上淳男、山本周三、

吉田喜市
（一中47） 中島章、福岡二郎
（一中49） 石川治
（一中51） 伊藤昭雄、森聖揚
（一中53） 市橋昌利、梅田敬、金藤彰
（一中55） 下村佳生、大西章
（一中57） 松田福久、松本輝夫
（一中58） 高多明

泉丘　214名（男149 女65）
（泉丘３） 下川幸代
（泉丘４） 高浪克子
（泉丘５） 横田維弥、藤村礼子、古谷綾子、

秋谷美代子
（泉丘６） 成清治道、野本正作、沢靖子、土田淑子、

神野秀、河嶌拓治、徳田由雄、天池健作、
藤村理、大塚容子、田村町枝、永井妙子、
辻裕、小西二郎、橋浦久男、嶋倉幸子、
割崎保子

（泉丘８） 佐々木信憲、宮本毅、山口豊、荒木二夫、
北條英俊、山本紀久子

（泉丘９） 石橋寛、西島幸夫、加藤順子、森井博、
高坂要子、松田砂江子、福田嘉明

（泉丘10） 長森敏泰、牧野健太郎、大西忠
（泉丘11） 渡辺郷子、田島辰巳、小林和重、新谷修、

俣野景彦、細川真理子

会報「一泉」26号Ｈ10.5.1 Ｐ4
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会報「一泉」27号
Ｈ11.5.31 Ｐ5

奥村みずゑ、垣内俊二、蚊戸俊一、
河辺候一、角田信之、喜多正純、鈴木隆久、
橋本幸洋、藤田哲生、山川博、谷内正、
大胡芳子、村田省一、大西吉國、吉川雄三、
石田潤、大村外志隆、酒井誠、佐藤英明、
高田外志男、多川健吉、松田外幸、
稲葉健太郎、井口敏之、小鍛冶正、
村田茂雄

（泉丘20） 清水あつ子、藤田真理子、山崎俊樹、畠進、
日下まさ子、板宮光恵、中川敏明、
丸岡峰男、高山充

（泉丘21） 飯田一乃、丸口謙次、北岡健一、加藤良雄
（泉丘22） 宮本龍彦、茶谷和久、山下哲之、荒木勉、

広岡立美
（泉丘23） 中川均、山室和彦、入江健二、鶴谷智子、

不破博
（泉丘24） 荒尾泰則、南和也、宮村慎一郎
（泉丘25） 坂井康弘、八日市谷隆
（泉丘26） 新開佳行、大久保千恵、河野伸子、

加藤一良、安藤育美、二羽淳一郎
（泉丘27） 黒田一彦、連哲朗
（泉丘28） 宇野泰宏
（泉丘32） 不室克巳、平野光彦
（泉丘34） 尾上一郎、吉田雅美、相河幸昭
（泉丘35） 今村充宏、上田庄平
（泉丘36） 高桑晶子、高田学
（泉丘37） 石川尚寛、古永義尚
（泉丘40） 高原敦、室本直子
（泉丘41） 松本匡史、河合英文、後藤尚彦、泉博樹、

島田厚
（泉丘43） 北野朝子

平成10年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
乙村董一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長
中山修金沢泉丘高等学校長

一中　27名
（一中42） 古澤英雄
（一中43） 河毛二郎、野村誠夫
（一中44） 吉野秀一郎
（一中46） 山本周三
（一中47） 池保、中島章、福岡二郎
（一中49） 石川治、緒方裕
（一中50） 北村尚善
（一中51） 森聖揚
（一中52） 塚岸昭二
（一中53） 市橋昌利、金藤彰、東昭栄
（一中54） 伊勢長一、岡本佼、川久保昇、氷田正男、

宮川隆泰、四谷輝夫
（一中55） 石橋雄二、下村佳生、竹中道人、鶴屋一郎
（一中57） 小林凱

泉丘　210名（男153 女57）
（泉丘２） 松田耀子
（泉丘４） 高浪克子
（泉丘５） 浅田照子、横田維弥、松村博之、三田村啓、

古谷綾子
（泉丘６） 沢靖子
（泉丘７） 白尾三樹、杉村亨、西田更生
（泉丘８） 平田一雄、加藤嘉久、宮丸凱史、定木正人、

北條英俊、猪ノ坂千栄子、山本紀久子
（泉丘９） 西島幸夫、加藤順子、森井博、高坂要子、

福田嘉明
（泉丘10） 堀内寛司、大西忠、長森敏泰、谷千里
（泉丘11） 佐々木一博、渡辺郷子、北川昭久、田島辰巳、

小林和重、新谷修、俣野景彦、加野淑子
（泉丘12） 羽野みち、玉井真寿美、村上与恵、

鈴木淑江、板野美津子
（泉丘13） 辰村嘉俊、奈良俊彦、竹内宏、覚本孝二、

島村眞吉、浜本寛
（泉丘14） 菅謙治、山本昭夫
（泉丘15） 福田武志、若林勲、松本健、中村和義、

中本栄徳、三井理、宮岸邦夫、生山匡、
山本由明

（泉丘16） 加藤嘉彦、梶淑子、大森佐知子、東中修司、
岡利明、高岡邦夫、畠中信夫、藤本晋一郎、
小倉修平、宮島宣昭、前田鎮

（泉丘17） 松田常雄、山岸章、高橋孝夫、能村邦宏、
三浦貞夫、沢野昭治、依田初栄、若村弘、
上田耕三、中村雅美、上田隆弘、沼田憲、
桜谷博、吉田吉明

（泉丘18） 大窪明美、山本星子、老田知栄子、
田川久美、小関彩子、鈴木久美子、竹下剛、
垣田悠子、喜内敏夫、北村誠一、青谷懿、
横川智之、野畠厚雄、山岸徹夫、勝田良蔵、
長元正春、山村廣行

（泉丘19） 高岡菊代、佐藤京子、平栗寿子、水野成夫、
油谷大、内島妙子、高橋外志美、津山伴成、
中杉保雄、堀口周昭、山崎喬、渡辺章一、
伊藤栄俊、大谷哲郎、久保田正、堀口邦子、
下崎君代、西川秋子、高本政行、赤土充、
金浦節子、中里すみ子、宮村栄一、
平岩博美、浅田敏博、坪野恵美子、
小島由信、日向三郎、上田章二、

’98関東一泉同窓会総会
於・サンケイ会館ホール
幹事期・泉丘19期

2.2 郵便番号７桁実施 【米大使館同時爆破テロ】ケニア・ナイロビと
2.7 冬季長野オリンピック開催 タンザニア・ダルエスサラームの米大使館で
5.2 人気ロックバンド元Ｘ JAPANのギタリストhide自殺 米英がイラクを空爆
7.25 和歌山で毒入りカレー事件
8.22 横浜高校の松阪大輔投手が夏の甲子園決勝戦で

ノーヒット･ノーラン達成

この年の国内・海外の主な出来事

240名出席。（来賓3名、一中27名、泉丘210名（内　女性56））
金沢より来賓　乙村　董一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長、

中山　修泉丘高等学校長
会費　一律10,000円
・乾杯は出席者の最若年の北野朝子（泉43）さん。
・加賀山昭・保科有理氏の「金沢の歌」（金沢民謡）ライブ、ビンゴゲームで
会場は賑わった。

・式次第（出席者（予定）リスト）、会報「一泉」より
◎平成10年10月
泉丘創立50周年を迎えた。
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会報「一泉」29号
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（※文中10月27日の
（土）は、（金）が正しい）

三島文夫、山岸茂夫、山村廣行
（泉丘19） 小松慶昭、吉村寛
（泉丘20） 板宮光恵、日下まさ子、小鍛治史郎、

清水あつ子、高山充、堂田義博、中川敏明、
西田外志男、長谷川眞知子」、藤田真理子、
伏見安外喜、増田隆茂

（泉丘21） 飯田晶子、岩倉秀一、上田美恵子、樫田清樹、
柏野博英、加藤良雄、河合悟、北岡健一、
北川信重、北村芳博、小泉幸生、島田誠司、
正田直行、杉林昇、竹内裕、西川すみ子、
舟木政信、舟木紀美子、丸口謙次、屋敷道紀、
早稲田邦子、山口外志、中村健、山元利晴

（泉丘22） 荒木勉、嶋田政次、高橋晃、茶谷和久、
中村優、山下哲之

（泉丘23） 鶴谷智子、林辰行
（泉丘24） 越野健、辰巳順、宮島均、宗形立夫
（泉丘26） 飯尾むつ子、大久保千恵、加藤一良
（泉丘27） 西田習太郎、連哲朗
（泉丘29） 荒木章一、奥田健、鍋谷剛、三浦耕士、

吉本直行、荻田秀一
（泉丘30） 中谷徹
（泉丘32） 粟森昌哉、大家正宏、織田滋、橋爪覚、

平野光彦、藤岡和美
（泉丘33） 新保義隆
（泉丘34） 相河幸昭、奥村啓之、宮西裕幸
（泉丘36） 瀬戸寛美
（泉丘37） 徳応学
（泉丘38） 樫見勝
（泉丘39） 尾芝庸子、河村左予子、広瀬裕俊、

和田木哲哉
（泉丘41） 新谷千明紀、吉峯教俊
（泉丘42） 清水信友
（泉丘45） 亀井亮、河原晴子、松田菜穂
（泉丘46） 小原一歩
（泉丘47） 北出千紘、嶋田千春、林祐香
（泉丘48） 川守久栄、西川明子、亀山寛子、守谷公美

平成12年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（３名）
水谷昭一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長
徳田寿秋金沢泉丘高等学校長

一中　19名
（一中42） 古沢英雄、鳥居忍
（一中43） 河毛二郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中46） 村上淳男、山本周三
（一中47） 福岡二郎
（一中48） 松川一雄
（一中49） 石川治
（一中53） 金藤彰
（一中54） 川久保昇、辻良平、宮川隆泰、氷田正男
（一中55） 大西章、鶴屋一郎、下村佳生
（一中56） 長林茂、村上満

泉丘　183名（男144 女39）
（泉丘４） 高浪克子、二口善乃
（泉丘８） 定木正人、清水弘勝、田村利雄、北條英俊
（泉丘９） 西島幸夫、四井敬子、加藤順子
（泉丘10） 長森敏秦
（泉丘11） 小林和重、佐々木一博、新谷修、田島辰巳

塚光雄、吉田和可
（泉丘12） 飯野靖四、板野美津子、玉井真寿美、

瀬下孝之、中村亜結子、松本哲雄、村上与恵
（泉丘13） 大野健司、織田善臣、覚本孝二、島村眞吉、

清水信也、竹内宏、西村一郎
（泉丘15） 生山匡、米谷浩平、宮岸邦夫、中本栄徳、

松本健、丸岡昭夫、山岸勝信、若林勲
（泉丘16） 大森佐知子、高岡邦夫、東中修司、宮島宣昭
（泉丘17） 池田潔、魚住隆博、折戸儀夫、小高智

桜谷博、沢野昭治、高橋孝夫、中村雅美、
根木山幸夫、山岸章、依田初栄、吉田吉明、
若村弘

（泉丘18） 青谷懿、北村誠一、小林憲一、柴野邦彦、
新村善弘、鈴木久美子、田川久美、長元正春、

平成12年度
関東一泉同窓会総会

於・サンケイプラザ
幹事期・泉丘21期

1.28 不明の小学４年生を９年２カ月ぶりに保護、 スヌーピーの作者チャールズ・シュルツ氏没
監禁男を逮捕 第27回オリンピック　シドニー［豪］にて開催

4.1 介護保険制度スタート
4.2 小渕首相、脳梗塞で緊急入院
4.5 森喜朗連立内閣成立
5.14 小渕前首相死去
7.8 三宅島の雄山、噴火

この年の国内・海外の主な出来事

181名出席（来賓3名、一中19名、泉丘159名（内　女性32名））
金沢より来賓　水谷昭一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長、

徳田寿秋泉丘高等学校長

「手取川」「天狗舞」で鏡割り、オペレッタ演奏、ビンゴゲームが行われた。
・当日配布紙（式次第）、会報「一泉」より
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会報「一泉」30号
Ｈ14.5.20 Ｐ8

（加能人誌Ｈ13.12月号）

平成13年度
関東一泉同窓会総会

於・サンケイプラザ
幹事期・泉丘22期

2.9 ハワイ沖で宇和島水産高の実習船えひめ丸と米原潜が 9.11同時多発テロ事件
衝突、実習生９人死亡 元ビートルズのジョージ・ハリスン死去

3.3 サッカーくじtotoの受付開始 米英アフガニスタンへの空爆
4.26 小泉内閣誕生
5.1 埼玉県に「さいたま市」誕生
8.4 東京ディズニーシーがオープン
11.25 自衛隊が海外で軍事支援
12.1 皇太子妃雅子さまが第１子をご出産

この年の国内・海外の主な出来事

178名出席（出席予定者は、一中13名、泉丘183名（内　女性43名）あった）。
金沢より来賓　水谷昭、普神貴行一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長、

徳田寿秋泉丘高等学校長
会費　10,000円（泉丘43～53期は5,000円）
寄附金（当日・振込）計353,530円（内、本部より50,000円）
同窓会通信費補助として別途本部より200,000円補助

・役員改選　会長に河毛二郎、副会長に宮川隆泰、高浪克子、大西忠、
村上与恵、監事に西島幸夫、検見崎俊行　各氏再任される。

★総会テーマ「2000年代の旅立ち」をタテ糸に「懐かしき金沢」をヨコ糸に
織りなしての懇親会を意図して行われ、賑わった。

・鏡開き。古澤英雄氏（一中42）の乾杯音頭。
・出口辰治氏（泉22）のジャズ演奏、
西田啓一氏の歌謡曲（泉22）で賑やかに。

・ビンゴゲーム。土産はふるさとの味。
・当日配布式次第、会報「一泉」、引継会資料より 出口氏

西田氏の
CD
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（泉丘20） 清水あつ子、中川敏明、武田喜男、
西田外志男、藤田真理子、日下まさ子、
高山充、仁藤早苗、板宮光恵

（泉丘21） 北岡健一、正田直行、丸口謙次、中村健、
松浦徹男、樫田清樹

（泉丘22） 宮本博、高橋晃、表清隆、嶋田政次、
宮本龍彦、西田啓一、茶谷和久、山下哲之、
稲垣有司、出口辰治、中村優、油野正文、
口田登、桶川幹夫、西野幸雄、生駒哲朗、
若林修、中井明、市川俊介、小原光和、
酒井和之、野村みつ子、酒田彰子、
小山るり、相川倫子、加藤ゆかり、
東野雅子、竹沢紀子、斎藤久美子、
広岡立美、永瀬喜子、田中都子、中田紀子、
木野一晴

（泉丘23） 三嶋哲、中佳代子、山田清美、鶴谷智子、
辰野勉、林辰行、八木隆、黒梅春季、
道下善明、上田稔、鈴木美津江、宇野明美、
浅井稔

（泉丘24） 北原亨、形屋正弘
（泉丘25） 服部啓男
（泉丘26） 加藤一良、二羽淳一郎、船田政夫
（泉丘27） 北川真、田中孝房、森田祐一、中務信一
（泉丘28） 平尾博
（泉丘29） 小柳明夫、北村雅彦
（泉丘31） 赤沢信秀、河村匡逸
（泉丘32） 大家正宏、不室克巳、飯田十三、藤岡和美、

伊佐真理子、平野光彦
（泉丘33） 新保義隆、島崎厚、泉和宏
（泉丘34） 浅川竜一郎、山本一也
（泉丘35） 米沢寛之、中農崇、酒井正史、竹中昭夫
（泉丘36） 瀬戸寛美
（泉丘39） 酒井貴子
（泉丘41） 長久勝、吉峯教俊、黒崎めぐみ、

新谷千明紀
（泉丘42） 中村寛人
（泉丘43） 蚊谷友宏、中野隆史
（泉丘45） 森崇
（泉丘47） 星好孝
（泉丘49） 黒田卓、小寺寛志、岩崎真紀子、松本義法
（泉丘51） 北谷内常雄、林嘉信
（泉丘52） 由上良輔、川合春香、松永薫、河原麻衣
（泉丘53） 喜多村剛、栂貴久、長東大樹 島田厚
（泉丘43） 北野朝子

平成13年度総会　出席者（予定）リスト

来賓（４名）
水谷昭一泉同窓会副会長、普神貴行同副会長、
正村健三同事務局長
徳田寿秋金沢泉丘高等学校長

一中　13名
（一中42） 古沢英雄、鳥居忍
（一中43） 河毛二郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中47） 中島章
（一中50） 川北博
（一中51） 伊藤昭雄
（一中53） 金藤彰
（一中54） 宮川隆泰、石崎定男
（一中55） 鶴屋一郎
（一中56） 多田春夫
（一中57） 高木富泰

泉丘　183名（男144 女39）
（泉丘４） 高浪克子
（泉丘５） 古谷綾子、武内宏、松井昭祐、羽野良久、

野村弘毅、川村隆一
（泉丘６） 橋浦久男
（泉丘７） 杉村亨
（泉丘８） 北條英俊、定木正人
（泉丘９） 三吉敏雄、杉森醇子、福田嘉明、西島幸夫
（泉丘10） 長森敏秦、大西忠、金子兵衛
（泉丘11） 田島辰巳、新谷修、北川昭久、西道隆、

大西昭一、俣野景彦、山田祥二、小林和重、
新井祝子

（泉丘12） 岩崎洋一、村上与恵、瀬下孝之、飯野靖四、
南隆一

（泉丘13） 覚本孝二、倉田信孝、佐野次昭、
（泉丘14） 舟喜昭博、河崎肇、蓮川洋一
（泉丘15） 宮岸邦夫、丸岡昭夫、三井理、中本栄徳、

若林勲、中垣紘一
（泉丘16） 石垣英治、大森佐知子、小倉修平、

藤村治憲、吉田艸臣、宮島宣昭
（泉丘17） 八日市谷正明、沢野昭治、若村弘、

大村嘉孝、伊藤恵美子、高橋孝夫、
村上誠子、山岸章、魚住隆博、岩井寿子、
中村雅美

（泉丘18） 山村廣行、新村喜弘、入栄隆純、宮越宏之、
長元正春、原俊道

50歳になって幹事をした皆さんへ

―河毛二郎会長の引継会でのスピーチ―

難しい時代になったが、難しく考えることはない。面白い時代になった

のだと思えばよい。昔に較べるとしがらみに拘束されずにいろいろなこと

が自由にできる結構な時代になった。

少子化が進むので年寄りが遊んでいていいという時代が終わるかもしれ

ない。定年制があるとかないとかいう時代が終わって、心身ともしっかり

していれば必要とされる限り働く時代になるかもしれない。

本当に役に立つのは50代からである。人生は健康で長生きすると、

60・70とどんどん違った景観が見えてくる。

自分さえしっかりしていれば50歳からの人生が本当におもしろくなる。

（2002年３月８日）

河毛二郎会長の印象に残ったご挨拶（要旨）－西島幸夫関東一泉監事（泉丘９）のメモより－
（2002年3月8日 年度幹事期22期から23期への引継会にて　於・八重洲倶楽部会議室）



2002年度
関東一泉同窓会総会

於・青山ダイヤモンドホール
幹事期・泉丘23期

4.30 雪印食品が解散（牛肉偽装事件） ユーロ圏12カ国で通貨「ユーロ」流通開始
6.19 鈴木宗男衆議院議員があっせん収賄容疑で逮捕 チェチェン共和国武装勢力がモスクワ劇場を
8.5 住民基本台帳ネットワークが稼動 占拠
10.8 島津製作所・田中耕一所員がノーベル化学賞、

東京大学・小柴昌俊教授がノーベル物理学賞

この年の国内・海外の主な出来事

241名出席（来賓4名、一中17名、泉丘220名（内女性57名））
金沢より来賓　普神貴行、水谷　昭一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長、

新村健了泉丘高等学校長
会費　10,000円（泉丘44～54期は5,000円）
寄付金（当日）100,000円（内本部より50,000円）

別途本部より通信費補助200,000円
・E-mailを使って動員を図る。学生の参加が多かった。
・ピアノ・フルート演奏、大河ドラマ「利家とまつ」ブームにちなんで金沢
の名産、銘品を当てよう！ゲーム。テーブルを移動してのゲームは世代間
の交流も図られて、会場は盛り上がった。

・会報「一泉」、2002年度関東一泉同窓会だより（幹事期23期作成）、引継会資料より
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「戦国ゲーム」で選ばれ、
賞品を手にした［利家］と［まつ］。

河毛会長と
一中の先輩方

（加能人誌Ｈ14.11月号）
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（泉丘18） 宮越宏之、鍛冶康博、青谷懿、田川久美、
原俊道、百々吉太郎、勝田良蔵、山岸茂夫、
今戸詩美、長元正春、柴野邦彦、山本星子、
若狭哲夫

（泉丘19） 久保田正
（泉丘20） 西田外志男、高山充、堂田義博、板宮光恵、

長谷川真知子、中川敏明、清水あつ子、
日下まさ子、藤田真理子

（泉丘21） 太田英明、小泉幸生、竹内裕、正田直行、
樫田清樹、島田誠司、桜井慎治、屋敷道紀、
北岡健一、丸口謙次

（泉丘22） 茶谷和久、嶋田政次、山下哲之、西田啓一、
高橋晃、八尾深雪、斉藤久美子

（泉丘23） 浅井稔、加藤由美子、村沢寛、市川潔、
宮野丘、山田裕紀、黒梅春季、村上澄夫、
葛城達夫、村内博、尾関文江、辰野勉、
鶴谷智子、宇野明美、山田清美、林辰行、
松本正人、照井健生、松井清志、遠藤和宏、
入江健二、道下善明、松林秀明、大西博久、
宮地治、鈴木美津江、中川均、中谷桂子、
松井進、池田洋子、山内照代、伊藤博子、
田畑将晴、織田信康、松下雅俊、
高橋紀代子、松林資隆、本藤昌行、
竹内素子、三嶋哲、阿字地晴夫、中佳代子

（泉丘24） 橋本聡、菊田景子、形屋正弘、辰巳順、
小林高博、西村善治、山田雄一

（泉丘25） 服部啓男
（泉丘26） 大久保千恵、加藤一良、船田政夫、

新開佳行、河野伸子
（泉丘27） 中川之夫、北川真
（泉丘28） 平尾博
（泉丘30） 美本昌文、北川秀二、田中般
（泉丘31） 赤沢信秀、賀谷梅吉、河村匡逸、木越力、

桐生和郎、番田康弘、向隆弘
（泉丘32） 熊田大史、不室克巳
（泉丘34） 砂山藤広、相河幸昭
（泉丘39） 和田木哲哉
（泉丘40） 石黒知
（泉丘41） 沖田共之
（泉丘42） 橋爪圭一
（泉丘43） 中野隆史
（泉丘45） 森崇、北岡理恵、岡田圭介
（泉丘46） 輪崎博司
（泉丘47） 寺岡幸恵、小田愛沙、星良孝
（泉丘49） 清水彩子、小泉ユミ
（泉丘50） 松田亜世、喜多麻美
（泉丘52） 倉本和典、松永薫、小阪純、坂井孝英
（泉丘53） 石瀬祐、成岡耕作、黒田諒、畑和人

平成14年度総会　出席者リスト（実績数）

来賓（４名）
普神貴行一泉同窓会副会長、水谷昭同副会長、
正村健三同事務局長
新村健了金沢泉丘高等学校長

一中　17名
（一中42） 山本欽一、古沢英雄、鳥居忍
（一中43） 島誠夫、河毛二郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 石崎皓三、高木兼二、中村八郎
（一中46） 山本周三
（一中50） 川北博
（一中52） 宇野富美雄
（一中53） 金藤彰
（一中54） 宮川隆泰
（一中55） 鶴屋一郎、福田武通、竹中道人

泉丘　220名（男163 女57）
（一高１） 石崎定男
（泉丘２） 松田耀子、多田春夫、花井良夫
（泉丘３） 鶴来伸一
（泉丘４） 高浪克子、二口善乃、高多明、

清水嶺子
（泉丘５） 古谷綾子、松井昭祐、野村弘毅、羽野良久
（泉丘６） 藤村理
（泉丘７） 杉村亨
（泉丘８） 北條英俊、兼田泉、定木正人
（泉丘９） 西島幸夫、福田嘉明、高坂要子、森井博、

四井敬子、小倉良、小竹浩、野口美智代
（泉丘10） 大西忠、大谷孝弘、木下朔郎、山本竺、

田中蓉子、長森敏秦、広部和也
（泉丘11） 西道隆、塚光雄、大西昭一、北川昭久、

新谷修、新井祝子、田島辰巳、俣野景彦、
小杉圭子、庄山恵子

（泉丘12） 村上与恵、鈴木淑江、羽野みち、松永祥子、
高瀬のぶえ

（泉丘13） 大野健司、富田静枝、覚本孝二、
広瀬美恵子、木村昭子、山田孝子、
山瀬利博、辰巳典子、島村眞吉、渡辺孝子、
飯野迪、谷井一子、高橋治義、浜本寛、
佐野次昭、舘正康

（泉丘14） 菅謙治、河崎肇
（泉丘15） 中村和義、若林勲、中垣紘一、生山匡、

三井理、田上健
（泉丘16） 川守祐市、宮島宣昭、藤村治憲、石垣英治、

大森佐知子、大道哲夫
（泉丘17） 若村弘、沢野昭治、佐藤和夫、山岸章、

能村郁夫、増田幸子、荒谷内允

（引継会資料）

2002年度関東一泉同窓会だより
（幹事期23期作成）
当日欠席で寄附振込みの会員に
総会の様子を伝えた。



73

会報「一泉」31号Ｈ16.6.1 Ｐ5
※開催日の10.6（金）は、10.3の誤植

（加能人誌Ｈ15.11月号）

2003年度
関東一泉同窓会総会

於・一ツ橋如水会館
幹事期・泉丘24期

3.24 千と千尋の神隠し」、アカデミー賞アニメ映画賞を受賞 スペースシャトル「コロンビア」が大気圏
4.1 日本郵政公社が営業開始 突入の途中で空中分解
6.19 早大サークル「スーパーフリー」メンバー５人が 米軍がイラクに侵攻　4月フセイン元大統領拘束

集団暴行で逮捕 アーノルド･シュワルツェネッガーが
12.1 地上デジタル放送開始 カリフォルニア州知事に
12.11 柔道の谷亮子選手がオリックスの谷佳知と結婚

この年の国内・海外の主な出来事

221名出席（来賓6名、一中20名、泉丘195名（内女性59名））
金沢より来賓　普神貴行、水谷　昭一泉同窓会副会長、正村健三同事務局長、

新村健了泉丘高等学校長、南也司志一泉同窓会泉丘24期幹事
関西一泉より　亀田　廣関西一泉同窓会泉丘2期幹事
会費　10,000円（泉丘45～55期は5,000円）
寄付金（当日・欠席会員振込）242,300円　本部より通信費補助 200,000円
会場には、指揮者・岩城宏之氏、書家・氷田光風氏が。
★一泉110年を振り返るスライド「泉路は続くよ一すじに」を制作、上映。
・アトラクション・ゲーム「栄冠は君に輝く」に会場は盛り上がった。
・若やいだ雰囲気は、若年層が前年より5％増えたことにあった。
・関東一泉同窓会事務局長として監事の山下哲之（泉22）氏が就任（03.2.7）。
事務局を山下氏の㈱中央都市鑑定（銀座2）に置く。

★一泉創立110周年記念式典が金沢で行われた（03.10.15）。
・会報「一泉」、引継会資料より
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（泉丘21） 太田英明、小泉幸生、正田直行、丸口謙次
（泉丘22） 油野正文、桶川幹夫、高橋晃、茶谷和久、

山下哲之、若林修
（泉丘23） 浅井稔、大西博久、黒梅春季、辰野勉、

舘仁平、照井健生、中川均、林辰行、
松井進、松林資隆、宮野丘、村沢寛、
山田裕紀、宇野明美、加藤由美子、
鶴谷智子、中佳代子

（泉丘24） 荒尾泰則、井上夏樹、形屋正弘、久保雅一、
中島秀二、西村善治、橋本聡、深田拓夫、
古西健、山田雄一、菊田景子、小島由紀子、
佐藤律子、田中清美、谷玲子、立田かつみ、
土田喜美、広井瑞枝、山下須美子、南也司志

（泉丘25） 上瑞秀夫、堅田幸博、蔵敏則、富永滋、
中川昇、西山憲紀、能村哲、服部啓男、
森田勝、安田邦夫、八日市谷隆　

（泉丘26） 船田政夫、深田睦子、河野伸子、
大久保千恵

（泉丘27） 円角隆、北川真、中川之夫、西田習太郎、
宮竹康修、森田祐一、連哲朗、朝井直美

（泉丘28） 池田佳隆
（泉丘29） 北村雅彦、中村真人
（泉丘30） 北川秀二、美本昌文
（泉丘31） 越崎善治
（泉丘32） 西和伸
（泉丘33） 泉和宏
（泉丘35） 酒井正史
（泉丘37） 赤坂清和
（泉丘38） 氏家卓
（泉丘39） 酒井貴子
（泉丘40） 石黒知、木地昌之、坂次哲也、柴田謙司、

新矢均
（泉丘42） 橋爪圭一
（泉丘43） 水畑順作、小笠原玲子
（泉丘44） 八島生幸
（泉丘45） 谷明喜、直江正人、南川泰則
（泉丘46） 小原一歩
（泉丘47） 床川俊太郎、星好孝、牧野敏幸、林祐香
（泉丘49） 南奈央
（泉丘50） 喜多麻美、松田亜世
（泉丘51） 外崎学
（泉丘52） 里見伸明、西田和正、松永薫、山本健、

田中瑞枝、河合春香、河原麻衣、
小杉麻理子、吉田佳奈子、島崎理恵、
宮森かほる

（泉丘53） 成岡耕作
（泉丘54） 外崎究
（泉丘55） 剱地章弘、堀田ひとみ、松田泉

平成15年度総会　出席者リスト（実績数）

来賓（６名）
普神貴行一泉同窓会副会長、水谷昭同副会長、
正村健三同事務局長
新村賢了金沢泉丘高等学校長
亀田廣関西一泉同窓会幹事（泉丘２）、
南也司志一泉同窓会幹事（泉丘24）

一中　20名
（一中42） 鳥居忍、氷田作治、古澤英雄
（一中43） 河毛二郎
（一中44） 吉野秀一郎
（一中45） 安田道夫
（一中46） 納賀節二、西田勝次、山本周三
（一中54） 岡本佼、氷田正男、宮川隆泰
（一中55） 小堀和哉、竹中道人、平松健冶
（一中56） 多田春夫
（一中57） 岩城宏之、古村澄一、鶴来伸一
（一中58） 越村久夫

泉丘　195名（男136 女59）
（泉丘２） 荒木一夫、松田耀子
（泉丘４） 清水嶺子、高浪克子
（泉丘８） 北條英俊
（泉丘９） 小倉捷良、小竹浩、任田晃一郎、西島幸夫、

福田嘉明、森井博、古村桂子、杉森醇子、
高坂要子、四井敬子

（泉丘10） 大西忠、金子兵衛
（泉丘11） 大西昭一、新谷修、田島辰巳、西道隆、

吉田和可、塚光雄、小林和重、庄山恵子
（泉丘12） 谷口克俊、笠間紀子、高瀬延江、村上与恵
（泉丘13） 大野健司、覚本孝二、木戸伴雄、佐野次昭、

島村眞吉、竹内宏、高橋晴義、舘正康、
山瀬利博、山田孝子、河合美智子、
木村昭子、辰巳典子、富田静枝、
広瀬美恵子

（泉丘14） 井上晃、近藤正彦、飯田久子、堀田翠
（泉丘15） 生山匡、北野喜方、小島昌一、田上健、

中川秀人、中野敏朗、藤田宏一
（泉丘16） 加藤嘉彦、宮島宣昭、大森佐知子
（泉丘17） 魚住隆博、折戸儀夫、佐藤和夫、

八日市谷正明、吉田吉明
（泉丘18） 青谷懿、入栄隆純、勝田良蔵、柴野邦彦、

長元正春、新村喜弘、今戸詩美、田川久美、
山本星子

（泉丘19） 日向三郎、中島美恵子
（泉丘20） 中川敏明、西田外志男、板宮光恵、

日下まさ子



平成15（2003）年11月20日（木）午後6時30分～

河毛会長のお話を聞く会 テーマ「我流のすすめ」

会員32名参加
会費　5,000円（会場費、ビュッフェ料理等飲食代）
於・中央会館（銀座ブロッサム）７階ローズ
世話人・西島幸夫（９期）村上与恵（12期）山下哲之（22期）
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孔子は論語の巻頭で｢学んで時にこれを習う｣と述べ

て何事もまず先生から教わりそれから自分でやってみ

ることを薦めているが、私の長い人生を振り返ってみ

るとどうもその逆、習って時にこれを学ぶこともあっ

たような気がしてならない。卑近な言葉でいえば我流

も時と場合によってはあながち排除すべきものでなか

った。

我流がもっとも成功したのはロシア語の習得であっ

た。終戦時私は南樺太の王子製紙の工場に勤務してい

たがまもなくソ連軍に占領されその管理下で従業員全

員が抑留され操業を続けることになった。工場長以下

ロシア側のスタッフも逐次充実されたが最大の問題は

お互いに言葉がチンプンカンプンで意思疎通がままな

らなかったことであった。若かった私は意を決してロ

シア語を覚えようとしたが、辞書も教科書もなく途方

にくれたが窮すれば通ずで赤ん坊に帰った気持ちで相

手の言うことを聞いていると、よく出てくる単語があ

ることに気がつきそれがどんな場合かと考えるとだん

だんその意味が分かってきた。数字、曜日、年月から

働く、食べる、休むなど仕事や日常の生活に欠かせな

い言葉から覚えていくことになったが、文字や文法が

分からなくても口移しの言葉はかえって相手にもよく

通じた。例えばＲの発音は日本人には苦手だがこのや

り方では問題がなかった。働くことはアラボートと言

っていたが、後に文字を習って読むとラボートに読め

る。しかしＲを強くいうからアラが正しいといえる。

昔日露戦争帰りの兵隊さんがロシアのことをオロシア

とといったのも同じことで活きた言葉は耳からと言う

のは私どもが学校でまなび今も踏襲されている日本の

外国語教育の忘れていることの一つである。しかし文

法などの基本に裏づけられなかった私のロシア語は数

十年の風雪に絶えず瀕死の状態であるが、まず習って

もそれから学ぶことの大切さは変わりないと思う。

キャリーアという英語は職業人としての生涯を意味

するが、どんな仕事に自分は向いているかを予め知る

ことは難しいから、学校へ行って基礎教育や専門教育

を受けるうちにその進路を決めるのが普通の人であ

る。まさに孔子がいう学習の典型であろう。ところが

学問や芸術に天才とか非凡と言われるほどの才幹をも

っている人々には普通人の教育のやり方はむしろ回り

道であって、まっすぐ自分の天分を伸ばすことができ

るに越したことはない。モーツアルトや吉田松陰がそ

のような環境で幼にして音楽や学問の道で名声を挙げ

たことはあまりにも有名である。これは高度な我流と

いってよいだろう。数年前惜しまれて世を去った作曲

家の武満徹さんとはお互いの家内同士の縁で若い頃か

らお付き合いを願ったが、彼もまた類まれな才幹の持

ち主であったことはその作品が今では内外のクラシッ

ク音楽会でスタンダードナンバー化していることでも

わかる。その彼が芸大を出たわけでも無いのに独自の

作曲活動を続けてその名声を得たこと思うと、天才に

とっては概存の教育制度などは余計なものにすぎない

という気がしてならない。「僕は学歴を訊かれるいち

ばん困る｣と世間がなぜそのようなことにこだわるの

かと首をひねっていたある時の彼の姿が思いだされ

る。しかし彼の音楽は難解で私などいまだに縁無き衆

正の一人だが、本人もその著書で「僕自身が音楽家と

しての四十年、音を表現媒体として、自分でしか言い

表せないようなことを表す。音楽といってもその表現

のスタイル、形式は多様で、単に慰めや娯楽のための

音楽であれば、時代の人たちが喜ぶような表現方法は

あるような気がします。しかし僕がやっている音楽は

そういうものではなく、音というものを通して人間の

河毛二郎会長「我流のすすめ」（お話の骨子）
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実在について考える、どちらかというと詩とか哲学と

か、そうしたものに近い表現形式としてやっているわ

けで、これが一番難しいところなんですね」といって

いる。創造性と個性、今の日本にこれほど求められて

いるものはない。その彼の音楽が早くから欧米で評価

されたのは、西洋音楽の手法によりながら、日本はじ

め異文化の国や民族の音を取り入れて、19世紀の巨匠

たちの優れた作品に続く手がかりを失っていたクラシ

ックに新風をもたらしたからで、現代音楽はかれの作

品なくして語れないといっても過言でない。

さて、日本が古くからまず中国や欧米から優れた文

物制度を取り入れながらたんなる模倣に陥らず自らの

風土に合うように工夫をして独自の文化を創ってきた

ことはあまねく知られているが、これこそ学んでこれ

を習うの典型といってよいだろう。人生を人並みに徹

してきた私にもこんな経験がある。戦後樺太から引き

揚げて東京の本社に復帰した私は労務関係の仕事に長

く携わった。その中で忘れがたいのは昭和33年の百数

十日におよぶ王子製紙の大争議でそのとき勤労課長で

あった私はいろんな苦労や体験をしたが、なによりも

何故そのようなことがおきたのか。

戦後日本民主化の一環として労働組合が合法化され

労働組合法が施行されたがそれらは、

1）企業横断的な独立した企業外組合であり

2）労使の利害は基本的に対立するというた欧米の組

合と企業の関係を前提としており、企業内組合が大部

分で組合も企業も同じ釜の飯を食う関係にあるわが国

の実情にそぐわないことが多かった。しかしその頃は

このような実態を無視して過激な運動に走る組合指導

者も多く、著名な大企業に大争議が続発した。王子争

議もその流れの中にあり、労使の争点が労働条件でな

く労働協約のユニオンショップ条項であったこともこ

れを端的に示している。（註　ユニオンショップは組合を除

名された従業員は会社が解雇するという条項である）さいわ

い争議が長引くなかで従業員の中から不毛の闘争を中

止し企業内組合の実態に即した新しい組合を結成する

動きが高まり、やがて旧勢力を駆逐するに及んでさし

ものストも終結した。「うんと働いてうんと取ろう」

「話し合いによる解決」は新しい組合のかかげた斬新

な旗印で、日本的労使関係の幕開けでもあった。この

新しい労使関係はその後急速に各産業に定着しわが国

の経済発展の要となったことは周知の通りで、戦後日

本が経済大国としてジャパン・アズ・NO.１といわれ

るまでに発展したのは労使関係のみならず産業のあら

ゆる分野でこのような学習効果を発揮できたからであ

った。

しかしその日本経済がこのところ長期にわたって不

振を続けているのはこの伝統的な手法が限界に達して

いるからである。学ぶべき先生も技術もない、なにか

らなにまで独力でやるしかない、そんな時代がきてい

るということにほかならない。これはかつて民族の歴

史のなかった道であり、それができるかどうかに21世

紀の日本の命運がかかっている。ヒットラーはかつて

「わが闘争」で日本人は文化の担い手に過ぎないと断

じ、欧米人も私どもの独創性に疑問をいだくものが多

い。それだけに遠い困難な道であるがその第一歩は、

頼むのは我のみという我流の必要性をしっかり自覚す

ることにある。それが異常時や天才のことではなく誰

にでも求められる行動規範になるとき日本の新しいロ

ードマップが開けるのだと思う。福沢先生在世ならば

学問ならぬ「我流のすすめ」を説かれたであろう。

2003.07.02 学士会会報　原稿より

著作

「逆風順風」 日経連広報部刊（1994年5月）

「私のカウントダウン」日経連出版部刊（2000年7月）

「紙は生きている」トランスアート刊（2003年11月）

「レーシー・ヘルプスのほん」レーシー・ヘルプス作
河毛二郎・福島栗雄 共訳　セーラー出版（1987年11月）

（著作紹介・写真は、2004.6.23「お別れの会」（王子製紙社葬）冊子、他より）
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（加能人誌Ｈ16.11月号）

2004
関東一泉同窓会総会

於・一ツ橋如水会館
（15：00～17：30）
初の開催時刻

幹事期・泉丘25期

2.11 アメリカで狂牛病発生の影響で、吉野屋が牛丼の販売を　イチローがメジャー最多安打記録84年ぶり
中止 更新

3.20 ドリフターズのいかりや長介死去
11.1 １万･福沢諭吉、５千・樋口一葉、千円・野口英世、

新札を発行

この年の国内・海外の主な出来事

253名出席（来賓5名、一中19名、泉丘229名（内女性66名））
金沢より来賓　蚊谷八郎新一泉同窓会会長（10.15より会長となられた）、

普神貴行、水谷昭同副会長、正村健三同事務局長、
上田政憲泉丘高等学校長

★河毛二郎関東一泉同窓会会長（2004年5月）、宮川隆泰同副会長（同年2月）、逝去。
★役員改選で、新会長に浅井敏郎氏（一中50）、新副会長に糸多宗人氏（一中54）
が就任。
副会長に大西忠（泉10）、村上与恵（泉12）、宇野明美（泉23）、監事に西島幸夫

（泉9）、監事兼事務局長に山下哲之（泉22）、顧問に高浪克子（泉4）氏が再任。
会費10,000円（泉丘46～56期は5,000円（内学生は3,000円）、ご夫婦会員二人で15,000円）
寄付金（当日・欠席者会費振込）215,810円　本部より通信費補助 200,000円
★総会のテーマ「どきどきドーキ同窓会」
・金沢観光「金沢どうなっとる
がや」ビデオ放映、金沢弁の思
い出タイムがあった。
★初の土曜日午後３時開会。
・引継会では、出席者の当日
欠席が多いと報告された。

・会報「一泉」、引継会資料より

会報「一泉」32号Ｈ17.10.15 Ｐ2

浅井敏郎第六代会長

浅井敏郎氏略歴
金沢一中（昭18・一中50）
卒。1950年東大（経済）卒。
味の素㈱入社、海外勤務
が多く、そのキャリアを
請われて1984年60歳の時
日本たばこインターナシ
ョナル㈱に常務取締役で
移籍。常勤監査役を経て
74歳で退職。
2004年母校への恩返しを
と、関東一泉同窓会第六
代会長に就任された。

新役員紹介
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（泉丘20） 高山充、堂田義博、仁藤早苗、中川敏明、
日下まき子

（泉丘21） 浅村修、杉林昇、樫田清樹
（泉丘22） 油野正文、山下哲之、茶谷和久
（泉丘23） 辰野勉、鶴谷智子、宇野明美、林辰行、

舘仁平、黒梅春季、浅井稔、宮野丘、
松井清志、照井健生、松林資隆、松本正人、
大西博久、松井進、中川均

（泉丘24） 橋本聡、西村善治、広井瑞枝、田中清美、
井上夏樹、土田貴美、山田雄一、谷玲子、
形屋正弘、菊田景子

（泉丘25） 服部啓男、能村哲、西山憲紀、八日市谷隆、
冨永滋、米川達也、山口彰美、沼田美栄、
片倉典子、田圃裕子、寺井高史、田中裕之、
中島市治、上端秀夫、田中妙枝、小泉透、
葛西弘樹、篭田周久、来栖十糸子、
安田邦夫、奥山陵子、泉屋繁、北川明洋、
森本重久、蔵敏則、小林正澄、津賀沼厚子、
堅田幸博、藤野夏代子、太田哲子

（泉丘26） 二羽淳一郎、川瀬真人、安藤育美、
大塚作一、大砂雅子、大砂正明、川辺洋子、
青山洋子、大久保千恵、堀誠

（泉丘27） 北川真、西田習太郎、今村功、宮竹康修、
小村純子

（泉丘29） 中西直人、中村真人
（泉丘30） 北川秀二、武田耕造、美本昌文、田中巧、

山田真人、田中般、八十島裕
（泉丘31） 山岸正幸、賀谷梅吉
（泉丘34） 奥村啓之、上田力
（泉丘35） 喜多充成、喜多充成夫人、高柳安紀、

酒井正史
（泉丘36） 土井下建治、松林賢司、木森弘造
（泉丘37） 山口和之、赤坂清和、稲野耕司、西田隆志
（泉丘39） 桂禎次郎
（泉丘40） 石黒知、高原敦、岡田光司
（泉丘42） 中村寛人、藤顕信、川本直樹、土谷薫、

澤口常紀
（泉丘44） 清水一弘、谷口雄幸
（泉丘47） 坂本貴代美、星良孝、牧野敏幸
（泉丘48） 梁井宏美、酒井涼子、塚西里紗
（泉丘49） 荒川和樹、黒瀬拓馬、西田助宏、原田正行
（泉丘50） 松田亜世、本多良恵、三宅大介
（泉丘51） 小林達矢、塩津聡
（泉丘52） 干場崇史、松永薫
（泉丘53） 畑和人
（泉丘54） 藤木慎太郎、寺田大地、市橋正祥、外崎究
（泉丘55） 堀田ひとみ
（泉丘56） 木村純子、越崎有美、今村陽香、

山田ちひろ

平成16年度総会　出席者リスト（実績数）

来賓（５名）
蚊谷八郎新一泉同窓会会長、普神貴行同副会長、
水谷昭同副会長、正村健三同事務局長
上田政憲金沢泉丘高等学校長

一中　19名
（一中42） 鳥居忍
（一中44） 酒井栄治、吉野秀一郎、古西一郎
（一中45） 安田道夫
（一中46） 山本周三
（一中50） 浅井敏郎、松島由次
（一中54） 糸多宗人、岡本佼、伊勢長一、氷田正男
（一中55） 大西章、鶴屋一郎
（一中56） 白尾惇、多田春夫、村上満
（一中57） 鶴来伸一
（一中58） 越村久夫

泉丘　228名（男163 女65）
（泉丘２） 松田耀子、竹沢貞子、
（泉丘３） 中島玲子
（泉丘４） 二口善乃、幸村鹿子、山良眞作、高浪克子
（泉丘５） 山田小枝子、藤村礼子、高山美恵子
（泉丘８） 清水弘勝
（泉丘９） 福田嘉明、四井敬子、小竹浩、高坂要子、

西島幸夫、小村純子、青山賢一、辻勝介
（泉丘10） 大西忠
（泉丘11） 新谷修、西道隆、中村荘一、塚光雄、

小林和重、渡辺郷子
（泉丘12） 村上与恵、鈴木淑江、高瀬のぶえ、

笠間紀子
（泉丘13） 覚本孝二、飯野迪、佐野次昭、島村眞吉、

大野健司、広瀬美恵子、本多克彦、竹内宏、
龍田陽、河合美智子、谷井一子

（泉丘14） 喜多喜信、舟喜昭博、河崎肇、小西博、
検見崎俊行

（泉丘15） 中村和義、田上健、生山匡、三井理、
宮岸邦夫、若林勲、吾子美奈子

（泉丘16） 畠中信夫、宮島宣昭、遠藤綏代、吉田艸臣、
藤本晋一郎、小倉修平

（泉丘17） 中村雅美、山岸章、魚住隆博、吉田吉明、
高橋孝夫、八日市谷正朗

（泉丘18） 鍛冶康博、新村喜弘、山岸徹夫、竹下剛、
原俊道、長元正春、田川久美、入栄隆純、
青谷懿、今戸詩美、山本星子

（泉丘19） 吉村寛、河辺候一、山川博、中杉保雄、
吉川雄三、高本政行、平岩博美、堀口邦子、
平栗寿子
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会報「一泉」33号Ｈ18.3.31 Ｐ3

総会案内が掲載された
（加能人誌Ｈ17.9月号）

’05関東一泉同窓会総会
於・セルリアンタワー
東急ホテル

幹事期・泉丘26期

1.25 NHK海老沢会長が辞任 英ロンドンで自爆テロ
2.17 中部国際空港（セントレア）開港 ローマ法王ヨハネ･パウロ二世死去
3.25 愛知県で愛・地球博覧会開幕
4.1 個人情報保護法施行
4.27 環境省、地球温暖化防止のために「クールビズ」を発表
8.24 つくばエクスプレス開業
11.15 紀宮清子内親王殿下と黒田慶樹さんがご結婚

この年の国内・海外の主な出来事

308名出席（来賓5名、一中19名、泉丘284名（内女性87名））
金沢より来賓　蚊谷八郎一泉同窓会会長、普神貴行、泉屋利郎同副会長、

中山一郎一泉同窓会事務局長、上田政憲泉丘高等学校長
★総会のテーマ「学から楽へ」
・アンサンブル金沢のメンバー４人による弦楽四重奏が３曲演奏。
・鏡割りと一中・泉丘校章入り漆塗り枡で乾杯。枡は土産として持ち帰る。
会費10,000円（泉丘47～57期は5,000円（内学生は3,000円）、ご夫婦会員二人で15,000円）
寄付金（当日160,000円、欠席者郵便振替など寄付振込105,000円）計265,000円
協賛金（企業より）120,000円　一泉本部より通信費補助　200,000円
★関東一泉のホームページを立ち上げての事前PR、Eメールでの参加受付など
を行い大勢を動員する。

★当日欠席が54名、当日参加28名。若年期２割強の64名参加。
・会報「一泉」、引継会資料より

賑わった会場風景（ホームページより）





会報「一泉」34号Ｈ19.3.31 Ｐ3 （加能人誌Ｈ18.11月号）
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2006年関東一泉同窓会総会
於・アルカディア市ヶ谷
幹事期・泉丘27期

1.18 ライブドア本社に強制捜査のメス 北朝鮮が日本海に7発のミサイル発射
1.23 ライブドアの堀江社長と取締役3人逮捕 第一回WBC、王監督率いる日本が優勝
2.10～26 トリノ五輪で荒川静香選手アジア勢初の金 インドネシア・ジャワ島西部で大地震発生
4.26 耐震強度偽装で姉歯元建築士ら8人逮捕
9.6 秋篠宮紀子さまが男子ご出産。

お名前は「悠仁（ひさひと）さま」

この年の国内・海外の主な出来事

272名出席（来賓4名、一中16名　泉丘252名（内女性81名））
（出席予定者は300余名あった）

金沢より来賓　蚊谷八郎一泉同窓会会長、普神貴行同副会長、
中山一郎同事務局長、上田政憲泉丘高等学校長

★総会テーマ「嬉し！楽し！お菓子く！同窓会」
★役員改選　副会長に大西忠氏（泉10）に代わり杉原弘泰氏（泉9）が就任、他は再任。
会費10,000円（泉丘48～58期は5,000円（内学生は3,000円）、ご夫婦会員二人で15,000円）
寄附金（欠席者より振込・寄付）154,000円　（当日寄付・協賛金）270,000円
本部より通信費補助　230,000円（一泉同窓会本部より、総会案内ハガキに使用したプ
ライバシー保護のシール代としてプラス30,000円の補助があった）
・イベントは大道芸のパフォーマンス出演・第1回東京都認定大道芸人「おじゃるず」
・出身中学校別チーム対抗ゲーム
★引継会に於いて、関東地区における会員約5,700名のうち、1,800名にメール
アドレスがあることが報告された。

★当日欠席（寄附振込）の会員に総会の様子を伝えるレポートを作成し送付した。
（A3両面４色仕上げ）
・会報「一泉」、引継会資料より

選任された役員と
賑わう会場風景



（泉丘26） 荒井光夫、大砂雅子、中森伸一、川瀬真人、
飯田真由美、深田睦子、大塚作一、
二羽淳一郎、青山洋子、新開佳行、堀誠、
川辺洋子、西田俊高、大久保千恵

（泉丘27） 黒田一彦、早瀬久美子、朝井直美、
中川之夫、宮竹康修、津沢順子、小村純子、
村田正子、中務信一、前田博樹、嶺蔭英信、
連哲朗、中村嘉孝、井家通、村井雄一、
道浦正樹、円角隆、北川真、森田祐一、
受川猛、添田佐知子、隅田泰生、山本常勝、
川村明子、鈴木直哉、西田習太郎、
鍋谷郁太郎、酒井純一、北村正、坂下章、
長谷川満、橋本淳子、高橋徹、中村陽一、
越野美栄子、稲葉理恵、前田雅之

（泉丘28） 小原光雅、藤木俊明、新覚司、中田有子、
山本豊子、丹伸次、大塚和佳子、宇野泰宏、
岡田譲、東靖人、滝沢桂子、谷村和彦

（泉丘29） 宮越鏡子、中村真人
（泉丘30） 武田耕造、竹内禎朗、吉野正俊、北川秀二、

李俊哉、山本慎一郎、味岡能文、藤田繁人、
白崎勇人、藤里智子、久田幸史

（泉丘31） 嶋中美佳、碓田史子、賀谷梅吉、近藤照子
（泉丘33） 太田光春
（泉丘34） 相河幸昭
（泉丘35） 喜多充成、木島勝、中農崇
（泉丘37） 小西博行、吉本真
（泉丘38） 西村信一郎
（泉丘39） 広瀬裕俊
（泉丘41） 宮川聖子、吉峯教俊、北村淳子
（泉丘43） 英敏秀
（泉丘47） 西田陽輔、星良孝
（泉丘48） 新田祐平、大田哲也、畑中崇宏
（泉丘49） 明田紘子
（泉丘50） 松田亜世、兎原香織、高井まゆ子、

笹原裕司
（泉丘51） 川守慶之
（泉丘52） 山形直也
（泉丘53） 山口記可、水上達治、森茂博、

村上真里英、富樫幸子、林裕子
（泉丘54） 清水文子、倉本広太郎
（泉丘55） 西村紀彦、村上紘美、小坂菜穂、高下剛一、

西野希美
（泉丘56） 木村純子、太田友博、松山敏也、神谷嘉一、

多田実加、丹羽洋基、津田薫人
（泉丘57） 大家有貴、瀧田陽平、元山和久、成田香織、

泉千寿、三原拓也、正司かおり、
宇野祐一郎、秋元有己子、吉野朝子

（泉丘58） 村上友里恵、谷夏実、亀渕萌、津田久美子

平成18年度総会　出席者リスト（実績数）

来賓（４名）
蚊谷八郎一泉同窓会会長、普神貴行同副会長、
中山一郎同事務局長
上田政憲金沢泉丘高等学校長

一中　16名
（一中42） 古沢英雄
（一中44） 吉野秀一郎
（一中50） 浅井敏郎、小中伸夫、堀吉彦、田中長、

松島由次
（一中52） 塚岸昭二
（一中54） 糸多宗人、石崎定男
（一中55） 下村佳生、大西章、平松健治、竹中道人
（一中56） 安藤鐘一郎
（一中58） 越村久夫

泉丘　252名（男167 女85）
（泉丘２） 松田耀子、荒木一夫
（泉丘４） 上田広次、高浪克子
（泉丘５） 古谷綾子、田畑鶴子、松田栄子、

高橋恵美子
（泉丘６） 和田昌三
（泉丘７） 杉村亨
（泉丘８） 荒木二夫、清水弘勝
（泉丘９） 西島幸夫、高坂要子、四井敬子、杉原弘泰、

野口美智代、天日須美恵、加藤順子
（泉丘10） 本間由紀子
（泉丘11） 渡辺郷子、小林和重、西道隆、山田祥二、

新谷修、庄山恵子、北川昭久、岩間静子、
吉田和可、俣野景彦、新井祝子、大西昭一、
細川真理子、小杉圭子

（泉丘12） 村上与恵
（泉丘13） 佐野次昭、田中洋子、覚本孝二、竹内宏
（泉丘14） 河崎肇、検見崎俊行、吉田昌兼、八尋章文、

中本久男
（泉丘15） 中村和義、宮岸邦夫、生山匡、三井理
（泉丘16） 大森佐知子、高岡邦夫、吉田艸臣、

遠藤綏代、石垣英治、出口久次、宮島宣昭、
川守祐市、小倉修平

（泉丘17） 山岸章、沢野昭治、依田初栄、若村弘、
魚住隆博、大屋泰夫

（泉丘18） 山本星子、新村喜弘、鍛冶康博、長元正春、
岡田秀樹、大久保利彦、高山巧、田川久美、
入栄隆純

（泉丘19） 久保田正、西田吉孝
（泉丘20） 仁藤早苗、日下まさ子、西田外志男、

高山充、中川敏明、清水あつ子、堂田義博
（泉丘21） 夏梅衛、樫田清樹、若林洋子、水野茂
（泉丘22） 桶川幹夫、茶谷和久、山下哲之、出口辰治
（泉丘23） 鈴木美津江、浅井稔、加藤由美子、

宇野明美、中川均、鶴谷智子、
宮野丘、村沢寛、林辰行、
村上澄夫、館仁平

（泉丘24） 谷玲子、広井瑞枝、久保雅一、
橋本聡、吉本裕子、菊田景子、
清水敦子、荒尾泰則

（泉丘25） 服部啓男、米川達也、柳瀬隆志、
森本重久、安田邦夫
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引継会資料より→
当日欠席の寄附振込みの会員に総会の様子を伝えた。

「来年は、私たちが
年度代表幹事期で
す」と、
28期の皆さん。



83

2007年関東一泉同窓会総会
於・アルカディア市ヶ谷
幹事期・泉丘28期

1.11 大手菓子メーカー「不二家」で消費期限延長の偽表示発覚
1.20 「発掘！あるある大事典」で捏造、番組打ち切り
2.18 第一回東京市民マラソン
3.16 ライブドア事件で前社長・堀江被告に懲役2年6月の実刑判決
3.25 能登半島沖地震発生
7.16 新潟県中越沖地震発生
9.14 安倍晋三首相、突然に辞任会見
10.1 日本郵政公社民営化

この年の国内・海外の主な出来事

255名出席（来賓4名、一中11名　泉丘240名（内女性66名））
（出席予定者は324名あった）・案内ハガキ5,600枚発送

金沢より来賓　泉屋利郎一泉同窓会副会長、水谷昭同副会長、
中山一郎同事務局長、鈴森庸雄泉丘高等学校長

★総会テーマ「前夜祭☆」～円と縁そして宴～
会費10,000円（一中42期～泉丘48期）（泉丘49～52期は5,000円、53～59期は3,000円、

ご夫婦は二人で15,000円）
寄附金（当日一泉本部と来賓より）110,000円、（欠席者より当日と郵便振替）81,700円、
協賛金（企業４社より）80,000円
本部より通信費補助　240,000円
・イベントは大江戸助六流佐倉勇翔太鼓の演奏
・返信はがきのアンケート結果に基づいたチーム対抗ゲーム、司会に合わせて
全員でフォークダンスを踊った。

★当日は、季節はずれの台風に見舞われて激しい風雨となり、キャンセルが70
余名あった。しかし、28期の見事な演出で会は盛り上がりをみせた。

・会報「一泉」、引継会資料より

（加能人誌Ｈ19.11月号）

会報「一泉」35号2008.3.31 Ｐ3

総会出席者に、
軸に巻かれている紙を
引き出すと校舎の変遷が

印刷されているボールペンが
プレゼントされた。

★出席者にお願いしたアンケート結果（回収量は時間的問題もあって58名）
・総合満足度ポイント84点で、全体としては、概ね出席者に「楽しんで頂けた同窓会」を開催できた。
・日程、開催時間、曜日、場所等にも特に大きな不満は見られない。（金曜開催との優位性は不明で、土曜開催は時間の
早期化の検討を要す）
という大筋の結果が出た。今後の参考としたい。詳細は、引継会資料に記載されている。
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（泉丘27） 西田習太郎、黒田一彦、中川之夫、中務信一、
円角隆、宮竹康修、村田正子、川村明子、
中村陽一、道浦正樹

（泉丘28） 青野城夫、岡田譲、谷村和彦、東靖人、
小原光雅、丹伸次、豊島正徳、宇野泰宏、
岩井千香子、佐々木尚、山本豊子、寺西亮子、
嶋中博幸、中田有子、才田淳、米岡清登、
山田純、川村道子、堀浩明、津田勝紀、
池田佳隆、野村健、新覚司、坂下敏朗、
酒井貢、山崎英毅、内藤俊吾、菊沢祐子、
吉本誠、奥西好夫、西山文子、任田信行、
畝博之、島田弘子、北山泰英、高本明、
堀田徹郎

（泉丘29） 朝倉康晴、荻田秀一、奥沢明、神保一也、
明翫治栄、宮本契一、荒木章一、吉本直行
西俊幸、小川裕純、冨永均、永田有機、
西村実、桜井恵子、梅田毅、市村基、
時田守明

（泉丘30） 北川秀二、味岡能文、田中般、笠井洋子、
齊藤友紀雄、美本昌文、小林靖典、
山本慎一郎、吉野正俊、藤田繁人、八十島裕、
久田幸史、上木朝史、李俊哉

（泉丘31） 賀谷梅吉、富田直也、向隆宏
（泉丘34） 森川浩人、山本一也
（泉丘36） 谷村知彦
（泉丘37） 赤坂清和、小西博行
（泉丘38） 西村信一郎、光谷直樹、野村出、久慈晴子
（泉丘39） 宮崎徹、広瀬裕俊
（泉丘40） 石黒知、山口真理子
（泉丘41） 中野真紀、朝倉圭子
（泉丘42） 中村寛人、水口亜紀、出和陽子
（泉丘47） 星良孝
（泉丘48） 川村聡子、安達美穂、田中由紀
（泉丘50） 松田亜世
（泉丘51） 池田大介、加藤哲朗
（泉丘52） 武田宗大、中村太一、押田華奈、山形直也、

干場崇史、田中秀明、浅田久美子
（泉丘53） 山口記可
（泉丘54） 澤田美樹、池田陽平
（泉丘55） 西村紀彦、橋本光生、西野希美
（泉丘56） 大西里奈、神谷嘉一、片桐佐紀栄、北川恵理、

太田友博、津田薫人、小谷浩平、中村真暁、
木村純子、干場真利子、増川洋平、下崎圭裕、
浜谷靖子、丹羽洋基

（泉丘57） 秋元有己子、倉本亮介、氏田千尋、堤あおな、
津田容子、石川結衣、三原拓也、今井攻、
河田啓、山崎綾華、河野沙穂、寺田夢人、
吉野朝子、平田那知、横山香織

（泉丘58） 山下晶子

平成19年度総会　出席者リスト（実績数）

来賓（４名）
泉屋利郎一泉同窓会副会長、水谷昭同副会長、
中山一郎同事務局長
鈴森庸雄金沢泉丘高等学校長

一中　11名
（一中42） 古沢英雄
（一中44） 吉野秀一郎
（一中47） 中島章
（一中49） 石川治
（一中50） 浅井敏郎、田中長、青地龍男
（一中54） 糸多宗人、氷田正男
（一中55） 下村佳生
（一中57） 本田満

泉丘　240名（男174 女66）
（泉丘２） 松田耀子
（泉丘４） 幸村鹿子
（泉丘５） 古谷綾子、大竹和子
（泉丘８） 荒木二夫、北条英俊
（泉丘９） 杉原弘泰、西島幸夫、三由敏雄、四井敬子、

小倉捷良
（泉丘11） 西道隆、新谷修、小林和重、清水潔人、

岩間静子、庄山恵子、三宅真理子、吉田和可、
渡辺郷子

（泉丘12） 村上与恵、松宮秀夫
（泉丘13） 覚本孝二、倉田信孝
（泉丘14） 吉田昌兼、河崎肇、近藤正彦、船喜昭博、

検見崎俊行
（泉丘15） 若林勲、村上隆夫、三井理、宮岸邦夫
（泉丘16） 藤村治憲、東中修司、大森佐知子、野村雋一、

高岡邦夫、石垣英治、川守祐市、宮島宣昭、
大道哲夫

（泉丘17） 依田初栄
（泉丘18） 吉室誠、大久保利彦、入栄隆純、新村喜弘、

原俊道、藤島寛仁
（泉丘19） 高本政行、山川博
（泉丘20） 西田外志男、高山充、仁藤早苗、日下まさ子、

中川敏明、堂田義博、板宮光恵、浦外喜知
（泉丘21） 水野茂、杉林昇、樫田清樹、赤土誠一郎
（泉丘22） 山下哲之、安田弘義、茶谷和久、川端俊朗、

澤田徹
（泉丘23） 宇野明美、宮野丘、鶴谷智子、村沢寛、

浅井稔、照井健生、辰野勉、三嶋哲
（泉丘24） 橋本聡、形屋正弘
（泉丘25） 服部啓男、米川達也、八日市谷隆、沼田三栄、

池田加代子
（泉丘26） 青山洋子、大久保千恵、二羽淳一郎、

川瀬真人、千葉克英・成世、荒井光夫、
大砂雅子

28期の皆さんご苦労さん↑　　　　　　　 来年はよろしく29期の皆さん↓
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浅井会長挨拶と再任された役員

賑わう会場風景

2008年関東一泉同窓会総会
（関東一泉創立50周年記念総会）
於・アルカディア市ヶ谷
幹事期・泉丘29期

1. 中国冷凍ギョウザ事件 3.10 チベットで暴動
4. ガソリン暫定税率、期限切れが、また復活 5.13 中国四川大地震
6.8 秋葉原無差別殺傷事件 8.6～8.24 北京オリンピック開催
6.14 岩手・宮城内陸地震 9. サブプライム問題による
6. 食品偽装が相次ぎ発覚 リーマン・ブラザーズ経営破綻
7.7～7.9 北海道・洞爺湖サミット開催 金融危機世界に短期間に広まる
8.29 アフガニスタンで日本人誘拐殺害事件 10. 世界各国で株価が乱高下
9. 汚染米の転売問題 11.4 アメリカ大統領選挙でオバマ氏当選
9.26 福田首相辞任、麻生新内閣発足 12 アメリカ自動車大手、ビッグ3の救済案
10.7 ノーベル賞で日本人4人が受賞 が廃案
12. 景気減速で、企業で相次ぐ大量解雇

この年の国内・海外の主な出来事

324名出席（来賓5名、一中10名　泉丘309名（内女性89名））
（出席予定者は375名あった）・案内ハガキ5,900枚発送

金沢より来賓　蚊谷八郎一泉同窓会会長、水谷昭同副会長、
泉屋利郎同副会長、中山一郎同事務局長、
山下一夫泉丘高等学校長

★総会テーマ「合い言葉はフィフティ・フィフティ」
★役員改選　浅井会長以下全員再任された。
★関東一泉同窓会50周年を記念して纏められた「五十年の歴史」は、PDF形式で
一泉同窓会のホームページに掲載された。また、略歴が出席者に配付された。
・「五十年史」は、一泉本部、加能人社の協力を得て、先輩、後輩幹事が資料を収集・検討
し、村上副会長が中心となって五十年の総会開催状況を辿った。

会費10,000円（一中42期～泉丘49期）（泉丘50～53期は5,000円、54～60期は3,000円、
夫婦は二人で15,000円）

寄附金（当日一泉本部と来賓より）110,000円、（欠席者より当日と郵便振替）151,400円

（加能人誌Ｈ20.12月号）

協賛金（企業３社）94,000円（当日栞売上＠2,000×7=14,000円含）
本部より通信費補助　240,118円

・イベントは、オープニングダンス、
石川県銘酒利き酒選手権、クラシック・
ビューティ、松田亜世（泉丘50期）ミニラ
イブ、金沢検定クイズと盛り沢山だったが、
どれも好評。現在の母校で撮られた後輩から
のビデオレターが紹介され好評。
★記念総会は、好天に恵まれ、泉丘29期の動員
力（直前のリマインドメール実施）も発揮されて
盛会であった。土曜日夕方開催が定着か？

★09年２月に持たれた30期への引継会（この項09.3月記述）
・30代前半の出席者が少ないのは、会費が30歳を超えると
倍増のせいか

・子供連れの参加の是否は年度代表幹事の判断に任せる
・出席会費以外の収入増を記念品（栞）販売や募金箱設置で
図った

・独自ドメインを取得して関東一泉ホームページの開設
など、報告、検討された。

総会出席者に、50周年
を記念して、特製の栞
（24金メッキ）が配られ
た。

来賓
蚊谷会長

来賓
泉屋副会長（左）
と山下校長（右）
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（泉丘29） 浅倉康晴、荻田秀一、奥沢明、神保一也、
岸川卓史、宮本契一、荒木章一、吉本直行、
西俊幸、小川裕純、冨永均、永田有機、
西村実、桜井恵子、梅田毅、北村雅晴、
中村純、川村理夏、井関薫、広瀬寛子、
平泉美奈子、北岡良一、中西直人、阿部澄乃、
宮越鏡子、大谷利一、小堀正人、大野卓一、
大嶋一人、米原裕行、北村良実、井田次郎、
矢来慶治、藤田宇明、大坪宏安、棒田哲司、
北村雅彦、小柳明夫、沖倫子、内田和博、
武藤佐和子、中西博之、喜多剛久、嶋崎正晃、
黒沢正一、北久雄、吉田建志、小林哲朗、
松代博之、伊東厚子、市村基、明翫治栄、
日高幹生、濱聡子

（泉丘30） 北川秀二、味岡能文、田中般、笠井洋子、
齊藤友紀雄、美本昌文、東中史朗、山本慎一郎、
吉野正俊、藤田繁人、武田耕造、久田幸史、
上木朝史、李俊哉、長谷川宏、山口義明、
吉本直哉、八十島裕、板坂良平、小林靖典、
村元洋、中谷徹、石塚康裕、米村和弘、
本荘史子、今村徹、山田真人

（泉丘31） 賀谷梅吉、富田直也、武田重和、舘宏司、
向隆宏

（泉丘32） 池部晴彦、不室克巳、小林茂雄、端谷隆文
（泉丘34） 金本秀男、若月寿賢、石橋和子
（泉丘35） 木嶋勝
（泉丘36） 川口慶子、嶋崎幸恵
（泉丘38） 福田立、中島敦史、宮本文雄
（泉丘39） 宮崎徹、広瀬裕俊
（泉丘40） 石黒知、山口真理子、窪田裕子、岡田光司
（泉丘41） 中野真紀、朝倉圭子、中川千英子、吉峰教俊、

長谷川凡
（泉丘42） 中村寛人、水口亜紀、出和陽子、沢飯敦、

藤顕信、堀岡知美、藤戸恭子、橋爪圭一
（泉丘43） 吉里裕也
（泉丘44） 西田正嗣
（泉丘46） 坪内俊之
（泉丘47） 星良孝
（泉丘48） 越後静恵
（泉丘50） 松田亜世、渡部典子、島田明子、西野秀明、

加藤宏康、内沢将太郎、松田景子
（泉丘51） 池田大介、車将之
（泉丘52） 押田華奈、干場崇史、田中秀明、

浅田久美子、寺西貴志
（泉丘53） 水上達治、田中秀憲
（泉丘54） 森真俊、山本雄貴
（泉丘55） 西村紀彦、橋本光生、西野希美、吉道さゆり
（泉丘56） 片桐佐紀栄、太田友博、津田薫人、

高畠一弥、木村純子、丹羽洋基、北川紘子、
置田彩、中村淳一郎、神谷嘉一、多田実加

（泉丘57） 堤あおな、今井攻、小林裕介、釜田麻依子、
塩本泰世、塩本宗義、和藤菜穂子、寺村千里、
島崎晋平、山崎綾華

（泉丘58） 林由貴、宮島あかね、村井智里
（泉丘59） 大瀧拓馬、高野将吾
（泉丘60） 越智雄祐、村上紗也子、北村彩乃

平成20年度総会　出席者リスト（実績数）

来賓（５名）
蚊谷八郎一泉同窓会会長、水谷昭同副会長、
泉屋利郎同副会長、中山一郎同事務局長
山下一夫金沢泉丘高等学校長

一中　10名
（一中42） 古沢英雄
（一中46） 村上淳男
（一中50） 浅井敏郎、田中長、堀吉彦
（一中54） 糸多宗人、氷田正男、渋川勇
（一中55） 下村佳生
（一中56） 白尾惇

泉丘　309名（男220 女89）
（泉丘２） 松田耀子
（泉丘４） 幸村鹿子、高浪克子、赤岡淳子、山崎良子
（泉丘７） 西田更生
（泉丘８） 加藤嘉久、荒木二夫、清水弘勝
（泉丘９） 杉原弘泰、西島幸夫、加藤順子、野口美智代、
（泉丘11） 西道隆、新谷修、小林和重、清水潔人、

田島辰巳、庄山恵子、三宅真理子、吉田和可、
田中昭子、蜂谷淑子、新井田紀世、俣野景彦、
山田祥二、渡辺郷子

（泉丘12） 村上与恵、大野木敦子、浦卓夫、中村亜結子、
東伊佐雄、羽野みち、本田保子、岩倉誠治、
高瀬のぶえ

（泉丘13） 覚本孝二
（泉丘14） 吉田昌兼、河崎肇、検見崎俊行、北川順章、

菅謙治
（泉丘15） 中垣紘一、三井理
（泉丘16） 小倉修平、東中修司、大森佐知子、藤村治憲、

高岡邦夫、石垣英治、宮島宣昭、畠中信夫、
加藤嘉彦、広田正克・道代、藤田英典

（泉丘17） 若村弘、山岸章、高橋孝夫、魚住隆博、
蓑谷利朗、上田隆弘、吉本外志弘

（泉丘18） 三島文夫、新村喜弘、長元正春、原俊道、
藤島寛仁、入栄隆純、高柳久男

（泉丘19） 沢由紀子、久保田正
（泉丘20） 西田外志男、高山充、日下まさ子、堂田義博、

浦外喜知、中川敏明、清水あつ子、仁藤早苗
（泉丘21） 杉林昇、樫田清樹、正田直行、水野茂
（泉丘22） 山下哲之、安田弘義
（泉丘23） 宇野明美、宮野丘、鶴谷智子、松林資隆、

村沢寛、黒梅春季、林辰行、照井健生、
加藤由美子、大西博久、成瀬正勝、谷口雅枝、
辰野勉

（泉丘25） 服部啓男、米川達也、西野亙・和美、
葛西弘樹、内田博之

（泉丘26） 二羽淳一郎、川瀬真人、加藤一良、大砂雅子、
荒井光夫、飯田真由美、木村昭輝、青山洋子、
大久保千恵、川辺洋子、船田政夫

（泉丘27） 西田習太郎、黒田一彦、津沢順子、山中満、
宮竹康修

（泉丘28） 岡田譲、谷村和彦、東靖人、宇野泰宏、
山本豊子、中田有子、川村道子、堀浩明、
北山泰英、丹伸次、池田佳隆、畝博之、
桜井俊一郎、津田正利

泉丘校歌斉唱　29期の皆さんご苦労さん　

一中先輩方の校歌斉唱　

司会コンビ
左・西村代表幹事と
中・矢来副代表幹事受付準備万端整いました
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名　　　称

第１条　本会は一泉同窓会（本部事務局・石川県立金

沢泉丘高等学校内）の関東支部とし、関東一

泉同窓会と称します。

目　　　的

第２条　本会は会員相互の親睦をはかるとともに母校

の発展に寄与することを目的とします。

会　　　員

第３条　本会は正会員と特別会員で組織します。

(1) 正 会 員

関東地区在住の石川県立金沢第一中学

校、石川県立金沢泉丘高等学校卒業生及

び在校した者

(2) 特別会員

関東地区在住の母校の旧職員及び縁故者

役　　　員

第４条　本会は会を運営するために、下記の役員を置

きます。

(1) 会　長　　１　名

(2) 副会長　　若干名

(3) 監　事　　２　名

(4) 顧　問　　若干名

各（卒業）期幹事及び年度代表幹事

第５条　本会は会を運営するために、下記の幹事を置

きます。

(1) 各（卒業）期幹事　 正副各１名

(2) 年度代表幹事　　　正副各１名

役員、各（卒業）期幹事及び年度代表幹事の選任

第６条　会長、副会長及び監事は会員の中より幹事会

で選出され、総会で承認をうけるものとしま

す。顧問は、会長が委嘱します。

各期幹事は、各卒業期の会員の中より選出さ

れます。

年度代表幹事は、各期幹事の中より卒年順に

会長が委嘱します。

役員、各（卒業）期幹事及び年度代表幹事の職務

第７条　会長は、本会を代表し、会務を統括します。

副会長は、会長を補佐し、会長が会務を遂行

できないときはこれを代行します。

監事は、本会の会務執行状況及び会計の監査

を行います。

顧問は、本会の会務全般の相談にあたります。

各期幹事は、期を代表し本会の会務及び会員

との連絡等にあたります。

年度代表幹事は、年度代表幹事期の会員を中

心に準備会を組織し、本会の定期総会・懇親

会等を企画し実施します。

役員、各（卒業）期幹事及び年度代表幹事の任期

第８条　会長、副会長及び監事の任期は２年とし、再

任をさまたげません。

各期幹事の任期は、各期の任意とします。

年度代表幹事の任期は、原則として１年とし

ます。

幹　事　会

第９条　本会の運営に必要な事項を審議決定します。

幹事会は、年度代表幹事が会長の委嘱により、

役員、各期幹事を召集して行います。

事　　　業

第10条　本会は毎年１回定期総会・懇親会を開き、必

要あるときは臨時総会を開きます。

総会・懇親会は会長が召集します。

総会は役員の選出その他の事項を承認しま

す。

特別行事・企画がある場合には役員、各期幹

事を中心に委員会を設置して行います。

運　営　費

第11条　本会の運営は総会会費及び寄付金等をこれに

あてます。

会計年度

第12条　本会の会計年度は、１月１日より同年12月31

日までとします。

会則の変更

第13条　本会則は、総会で承認されなければ変更する

ことはできません。

〔付則〕

・本会の会員は主として東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県在住者とします。

この地区以外の在住者も本人の申出により本会会員

となることができます。

・この会則は平成６年11月２日から施行します。

関東一泉同窓会会則



「関東一泉同窓会　五十年の歴史」1958年7月～2008年10月

平成20（2008）年10月発行（平成20年10月25日の五十周年記念総会の項は、翌年3月に追記）

関東一泉同窓会事務局　〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-10 ㈱中央都市鑑定内




