粗

串
−

ヽ

通覧やヰ︐J昏

会報発刊に寄せて
同窓会全長

所
行

田

発

康

川

口印

さて今回の母校責につ重いいたし蒙した

リ申し上げます︒
ところ︑各位の鴨烈な母校曇によかまして別圃嶋鴫のように︑
多鰍の会員から多鋼の和書附塑いただき︑全く疇鶉の至りで
あります︒去る三月一日︑義轟揮い竣工式を響け圭したが︑

良

市川−鯵

鶴田

本会銀の発刊に当り膿んで霊ねて勘札申上げます︒

励ますものとして欣快に存じます︒

校

三▲蠣止膚高嶋学校間雲集

昭和三十九年三月二十日

学

廣

近代的なあかるさと︑■■さをもった白夷の廠隻は︑州内は
■雷の儀潮岬各位にはいよいよ■雷雷の轡︶と︑およろミ
もとより全国的にも轟水嶋の枚烏として︑橡輩に楕り鎗−脅

揮：市：京
郎胤所 花州

樅の化の咲き乱れ︑鵬郁と番の

でいましたが︑其の鴫の仏の懸軍

なりにけり〟と笥われるようにな

愈々入学の目となって︑あの古

こがれでありました︒

つかぬ削手であり主した︒これら 均義のとれた内休と爛々しい豊
学友との戦争否追iく為にはきび な精神脅攣っペく勒んだ儀であ

県最高の牌の一中へ進学や志した

りました︒技の小学織から︑二一疇

私共初心者には甥敵でありました 学友︑校舎鞘の面影が写り変って

学友は既に英崩を琶牌していて︑

がありまして︑真凪から入学した 生まれた程であります︒

や中学の予簡柁然たる私立助綱館 隋があって波の有名ながまん会が

﹁鐘にみのれる石狩の鮒に

櫨の翳舎の窓から耽れる

私は決然︑北海道にⅦ学したので

しているので鞠外雄飛を自由し

技の明円山河畔の堀端には師範

膿みますに︑私がこの律の中学
のでありまナから︑当時としては

叩くお札を巾上げます︒

柁︵入学した頃は明桁の未明で︑

亦附蝿や鸞正から来た生徒は都会 行きますが︑鶴く印象に残るもの

蕎はるばる沈みて行けば︑

あります︒

まだ天保生れの人々や妃琶けたも 大電でめりました︒T中は全県か

の嘉か茎で雪竃の出等肯身尖に呈しく生長発農する

今仏の脳裡に在席憎の練に恩師

のでありました︒其の都度天保と ら優秀なる生徒が義ったので︑墟

火災の慣興に︑校舎の西畑に︑竺め︳輪読の樗鑑への堅い快鳥とおよそ仏典の世代には想徽畠架二元余名の革義生魯選り︑繊多の
付金の鼻嶋に︑はては柁内純情のi田川璽ポ録初め年度幹事の力々五かった宰欄感点線の心か校内i厭や致しておりますか︑残念

は︑否定できません︒しかしこれ

りに欠けるところがありまし

ほんとうに有攣うございました︒ を一丸とした同窓生繕杏のつなが

確保に︑その上炎天下の心苦しいあ並々ならぬ募金への憫勲︑それた満ちみちています︒同窓の筈繊 ら今日童で樽中︑県止痛女︑樽高
雨もこのたび︑この校舎の樗墟

パイプハウスと︑暗くてよこれた玉私ともPTAの脇㌘一いう三つ
有気の㈹什切り体膏鮒での樺蕪の
の力の柄崩によって︑僅か一ヶ年

葛かむし時のあわし日も偲び︑

からはこの会報によって︑お左様

普機鰻に柵鳥同窓会鞘が発刊され

轟みますに︑凛高には明治十三

椚覿する駅には行かない︑その分i超を促すことになって︑益々柁

ではないのだ︑些かの紀愈崩せも▲うし︑これがやがて一欄の百雷と

胤辺の過■の材料にうまくとり

色軍曹ひきとりまして︑新校舎

はつらつと︑州のよ

萬びとホ等に輝く

卜⁝鍼縞目絹㌍絹担絹⁝⁝⁝銅腔銅銅

の校舎が樗現し麦した︒

刑部の地に太隅に輝く美しい自宅 る事となりました︒

照影雷なγ一︑傷心と不安に閉ざさ 余り経過した今日︑この思い出の

倉田文治

PTA全長

学

長

市 郎川 一

†ちいたゞいた五十鈴川の蠣多の日

んでいたゞきました︒一度憫驚い
だけでも︑換儀の鳥に糧すべきだ＝嵐は隻嘆になり︑敵糟の成果は小
と首われて︑払鷹虐鹿くらわして轟と向上することをお杓銅いたし たゞきたいと患いますが︑神島か

下さいました︒鼻金のカも今櫨譜二たいと思います︒

■ − 欝 金 が 梨 鴨 − こ な っ て ︑ ≠ れ 出

剛的に発行すること1なります

さて︑この会報もこれからは

町村その他から点よせいたゞく分
学校右膝乗はともすれば間璽竺勺や■田川の名石と■和して︑
t † ︑ ■
併せの
ますと
韓鞠■
に遭す に対して麟連でありました︒
それは免●なものです︒
何 よ り も 先 づ ︑ 今 骨凶
慎︑ほ
hぼ日t
F帯せられました間組各位の卿支

ることになりそうで︑全く躊高な これからは︑新楼台内にn料軍の

会駄由佳の連綿が火中になって来

で︑こ⊥に年度幹■さんの岨鷹︑

⁝らでは止l来ないことと︑他校の開義で同器会開聞の⁝壕も作りよし

¶折損⁝⁝⁝招締結

楯に深鈍の罰札を小述べますn全

く︑会長さん事〃め役Hの万々は︑ 戻粛啓痍しからせています︒
校舎の規鴫︑蠣殻の適厳や撒かこ

今回の火災は全く申訳ないこと

の吊針金が一つに総へされてから

全鴨h暫感徹させていただきまし の有力な先輩を持つ石嶋さや肌身 ととよくきゝましたので︑この際 華人ますので︑益々両者の発農を

せしていたゞいて︑私はもとより

折ってやみ壷せん︒

刑部の柁地校舎になじみのないこ 同窓会の椚嶋発展と〃つことだと

い灘也で満ったこの会報吋摺りと

た︒職工式にしても自分濾はヰ雷昔しみて感じたことで蕎りまし上 お河の地に放鷹されていた正門の

佗生並に引快く練鵬たちは︑多数

省州のmHが︑母柏の火災︑−髄

にこの会報が義貞の関係に〃っ

ます︵︑そんな同窓会の削膿ずく
訓も作りました︒

に織縄の⁚用として排けて行く

柁命の捜しや鮎念して閻悪念欄 とのように山裾鼻下きいましてい でありましたが︑一カではい1副
が発門されます︒昭和．二ト九年八 じしげく学織へお〃捕りいたゞき︑ 際物枠いくつも生み出しました︒

お河の校舎時代の率繭隼からは 患います︒余鎚の兜墟することは

校

憎い程しますに︑﹂昨年暮以来上れた沖高等学校が︑市川柁捜せⅢ⁚秩序正しく柵肋する舅女生徒の豊満界に︑政界に︑或は地域社会

さ一lた事は感謝癒泉に堪えませんの？根治ぼけた小さいものであ

粍れる比の好事に︑会員の皆さん h二ました︒
色蒼然たる白隻の校舎に足蟄鱗み しい日々の勉強が必要でありまし よす︒
さて大正三年に革禦する闘︑私
明治も束とな一lば︑賽上会は進入
んれた時は感概無量であいました︒た︒
の杷大なる卸協力によって新校舎
日々の勉鶴が激しい上に鵡半場 の叔父が南米ペルーにあって成功
が出化され︑牢に聞璽一報が発刊

るに私共明治ッ子も〝明治は堰く

聞いて物珍らしく思いました︒代この三筋の白線の制帽こそ少年のあ ある為程度か高く︑払共の及びも 雷年隅の架義を万轟なく摂取し
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軍事芸雷に嶋か︑
手嶋のⅧ‡こめぬ⁝⁝：﹂

比の弗足の雷天蓋に鶴の

助▲王■ったのでした︒

象ナ︒

鶴牧￠めれ︑童嶋に劉毒
の﹁轟轟間毒﹂も発刊せられ

此 の 貫 大 な る 雷 食 の 多 く は 曇 嶋 に︑古めかしい門柱を蒐て濃云虚 ろこと⊥なあiした︒この新枕●

物は蝿夷しても履虫と伝統は永轟 に出来ないもカであります︒
エに於て敵胃の義は一日もゆる
来るだけたっぷりと触義を身に吸

ぶ善人か畿いた樽縄のように︑出

昭和三十七年十二月二日︒その た式嶋には︑八百の精子が轟然と

佐藤 文 恵

生徒会耶会長

竣工式に参列して

この嶋工電祝して︑間慮象︷掃鑓 鶉であらiす︒

含岬く噌伊鶉の母校をしのんで岬大火で母校は鳥鶉に鴨したもので の 儀 さ 壷 の 鴨 い 萱 霊 の しのひ︑将来青嵐うて去るにしの 菖とし︑この間鴨曇嶋や絆とし
胃の轟く書の青嶋亀たのであり 人 々 は 鞍 に く れ 士 し た ︒ 併 し 嶋 峠轟であり蒙して︑ゆめむつモか びないものがあり童ナ︒疇檜も︑ て︑母校と間雲の称集塵折虔
士ナ︒

私共は此の曇憎に対して揮く慮

ョンが消えて︑新しい鶉壬を持っ

かせに出来ないのせ思い︑当局並

しかし大学卒蠣盾は渡米のピジ に失せないのであります︒

て山林経営や志し︑山にいとんだ

檜すると共に比の攣ゴで次々と学

のであbiす︒其の憐ら十年緻胃 に会︷一間決然紀って憮︷に蠣D

そして此の校舎から多くの人材

か壇成ナる雷を折るのでありまも

精紡団指岬と地力開発に反すうち 出したのでありました︒其の皆さ いこませて︑学校敵蠣本来の目的
に晴代は昭和へと移り︑たまたま んの熱烈なる母校聾が結集して︑

す︒

の≡年生は︑遺筆無料の焼失にだ

し︑遺筆参賀近に控九ていた当時

のか︑横縞はどうなるのかと心配

みち溢れた体曹館として仏の巾に

あの鵬かった十の厳重が今は光に

が払遭の胸にあふれて来ました︒

れ程大きな尊びが︑払壇渾轟生に

再びその場を現わしたのでナ︒こ

十の敵妻と化し︑雨の日︑特に鯛

定弧の午椚十時や少し週ざて︑

体胃鵬は無機に間じきられて暗い とってあり縛ることでしょうか︒

その日から︑あの明るい立旅な

然となったわもしました︒

た︒明日からの緻壷はどこになる 柵高は立In慮ったのだという賓膿

人にむくいる雷になるのでありま 忘れる嶋のできない惣しい日でし 足産み込んだ■き︑はじめて︑

にそうものであり︑寄︸きれた人 日は︑我々躊高生にとって決して 並べられていました︒その式嶋に

せ迎える雷になったのであわ士も が輩出することは︑鱒金した嶋旨

戦争が勃発したので北支の野に鮎 此亀に名門膚高が新築轡戒の貞び
職︑機多の辛苦やなめて嶋田︑引

きたのは鉄筋≡闇嶋で本校舎︑

続いて休縞と各方虚の社会 義に 胸工雷一義二千万円で︑︼ナ〜とで
手車つけました︒

生徒会長

喜びと感謝

一方戦後の改変の中で学制が故 管理合︑用剛員毒の三むねであり
事され新制高校が竃生︑膚高︑揮
高女︑渾中三蕾の開聞にも幾多の
迂余曲折如彿ったのでありますか

となって樺高周積金をつくりあげ

昭和三十五年全同窓生は雀に一体

ました︒これは自然と人側と雪

内 田 康雄

座敷の多い体胃の時間は綬鶉が不 約三百名の来雷の方々も憎い︑式

今︑私壇の机には︑すぼらしく

所業的な綿的な畿力のあるもので

可龍に近い状憮となってしまいま は君が代斉唱やもって︑はじめら

と現在とせ一つに融かした一糧の

靡員深い門出でありました︒其の ☆純な校舎が纏っているか︑この

の横綱が行われ︑手持ちの小さな

した︒一台の占いオルガンで音義

り︑つゞいて琶︷最式辞︑工

れました︒まず工 報告から始ま

責任富子〜の墳めによって一時

校舎が完成するまでには︑こんな

スピーカーをたよりに生徒集会が 事開係者や椚PTA会員の方々へ

払がお惰りして嘗織の制帽蠣勧穫 ことがあったのかと︑私壇はふと

忘れもせぬ欄昨年の■2月3日の

ふりかえって見ることがある︒

お昼の晴間になると︑いつも流れ 三■蠣義会代表︑膚市轟︑高専学

開かれたりもしました︒それ迄は の膿蝉状︸秦ののち三嶋無知雷︑
ていたレコード音楽に︑官っとま 校長代講︑卒義生代表のカ々から

岬︑膚轟が火事だと︑聞いて︑嶋
け付けて見ると︑もう本館と山号

しな放送はできないものか﹂とさ ぞ く ぞ く と 祝 辞 せ い 至 り
PTA会員︑毒代声か交互に止

巾が墳け落ち︑焼け跡を︑先生︑

内放送でさえ︑今となってはなつ

って膿鱒の青葉台のべ一晴間あ重

んざん欝口や言われていたみの校 つゞいて攣校憫からは校長先生︑

その翌日から︑体僧鵬の改造工

かしいものの一つともな姜

生徒鶉がせっせと︑片付けていた︑
事︑パイプハウスの工事が始まっ

今︑完成されー綾寧富買言︑

そしてこの竣工式に攣列して︑

え思われる日々︑それらの苦しい 削ぎされたのでナ︒

いしてしなくなり︑本爬はあ一︵鐘 今から患えば︑層蓼のようにさ り合へて︑式はせ歌合唱をもって

そのすぼらしさが︑椚校倉の址■

けた記念ナべき︑この竣工式の臼

ヰ仏壇はあの災嶋が一つの︷▲
な疇徽となって︑鷹轟脅椚遺させ
で攣けちれ士した︒中央には轟く︑ それと共に今日︑この日から︑払

式はあのなつかしい鶉一体■鵬 て書生■脅憎じたいと患い圭ナ︒

脅︒

空電蓋ってみたことでした︒

今日︑三月一日というすぼらしい 私遭は推しもあらためてこの一年

遍納会で︑私凛が鴫列した晴は 日々の儀み■ねののちに私濃は︑

冬休みが峠ると︑かなり憤け跡 慶︑形合と﹂の人て来た︒

た︒
▼は︑きれいに︑片付けられ慣︷T

まだ工 中であったが︑まるで完

たがへその換先生かザ織に乗られ

や外鷺を用い出させないほどで︑

も︑いい思い出である︒

た鴫はほんとうに︑うれしいかっ

先岬のカ々の凪へ幕付の依¶●
せくはりにいったこともあったが︑

からお札や申し上げよす︒

如協力下さった多くの方々に︑心

最機に︑津島の胃蟻に関して︑

慣U︑お誓いしたいと患います︒

々への唯一の報いでめる■せ固く

鶉に関して︑努力して下さった力

けない躊高生になる■が︑この礫

三瓶建てという︑正旅な校舎に負

せん︒檜工雷一膿二千万円︑鉄筋

ならないこと脅嶋膿せざるを博士

もう一歩も二歩も椚遺しなければ

色とりどりの鶉しい生花が鴨られ その内側をも光集させるように︑

あのいまわしい火災の熱い出も静 圃旗が嶋けられ︑壇上の両協には︑ 止は揮轟の外見的な飛膚に対して

た︒

と鵬いて払遭は︑非相に鷺かされ

粁先生が心労のために入院された 成された校舎のように︑見えたの 自警迎えたのです︒払遭が椿ち統

iは轟々と鵡められていたが︑犠

う学生の心のよさがともなればく
切に会嶋の発履き折ります︒

責料霊︵﹃糧食■轟鴫︶
昨欝になる七︑火災前の本館の

り︑新入生は体︵鮪で便鶏舎噴け

外剛を患いHjナのか︑鴫かしくな かたもなく消えて7った︒

ることになった︒

この新柁烏で私凛は今緩帽禦︑

プルがォーサーやクレーンカー それも今では遭い想い出となった
の工雷や休み時間などに見に き

うために︑混雑するのも︑惰鶏に

るのだ︒騨拝所の机で綬義料昏払

コンクリートのL台が︑こわれる クラブ宿敵︑鳶助会の慎鵬ができ

こんだ︑ものだった︒

丁てむしやさに手合たたいて︑幽

璽休みも近づくと︑r事のu指 礫れそうになり︑粥段を蛎け鐘る

仏壇は︑この校舎に︑非常な尊
と感鰍の気綺せいだいている︒

と地雷さとで︑よく帽縞が中断さ のも︑もうすぐだろう︒
れたものだった︒
秋になると︑工雷の嶋鍔も︑た

壌工式の責付鳳景

きた机鬱の木があって秋には共に

園には敷本の桜が粛り︑西側に人

かな駄義子里があった︒寄宿舎の

あり︑その餌に老女が曾むさ﹂や

う︒例えば明か卜▼一年札止の十蔓

に謡か∴㌧かや表現していたと思

代校長住宅になったっ東方から眺

で︑外国人がいなくなってから歴

が鷹いてあり︑一つの机は杓十名

当時の生徒控鯛には魂大な大机

相聞したときの住居に当てた為め 堤の竹蔽地鞘であった︒

言った︹′明治十九年米国人触師暫 本松の精に通じ︑北闇はこれ文士

朝な夕な思い出の領

厄介をかけたものである︒その西

齢して裾しかった︒粥の朽錨に沿 連中や︑噂のよくへる連中がよく
って生物教事から少し離れて︑木

には晴の文部大臣が巡視して字義

位の生徒たちの共同使用で︑総て

造洋風二階纏白塗りの校長宮島が には︑四魂神社の鼓かあらて︑三

明治も凛ノ＼竺試験やト︑閣掩式に㍑明治天皇が

めた校舎全体の光義は︑このよう
に洋嵐と和凰との混合で︑■犀象 の持ち物官JLに鷹き︑埠時間必

■里−つ．．

ごて︑旧陳州の柁再は前席別の

川靴屋さんの饉嶋崩が屠った︒校

あるいは自ずから蓋われたのであ 二つ拉ずつもって来たが︑葉蕾鹸

になっていた■ノ西側の入日には山 の理想を学校建築に表したものか 優が手鞠に藁を入れたのせ学年に

今にして寧っと和魂洋才の当時 間︑勿檜椅子はなく皆立食や︑小

とになっていた︒儲▲時間は鵬晴

寧な教科義を持って敷革へ行くこ

の一中に大子㌻という︑熱望わか妄nlユ
朴であったが︑全体として椚和が

五年の四月で︑﹁たとはいえ︑当用翠＝敷舞に対

∴︑∴一＝・

母掩山九鏑に左⁝する熱憎には雲形ホ詭㌫宣∵⊥士 口があって︑その面鱒草空電三千

る大権蝿があり︑畿内からの出入 欠けているように思えた︒

たのは明治閃⊥戦後渚制度は電拳＼？僅か憫加

つたノ私が竹野臨㈲1一れ≠従い測線や餌肝に虚しⅧ

寺田重雄 丈6︶

陳川のあけくれ

￠
ニー
三年四月である

高床作りで住は頑丈で階厳︑廊下一て︑色々の占木が絶えであった︒

ようにE型に配闇せられ︑L・中 舎は勿論木造モルタル塗り洋風の ろう︒各隋の間は中艦になってい
の材木は胃散で出来ていて既に︑一校舎の北側は道路をへたでて安

陣川当時出校秦は甲や卜叶頃
に建苦．一▲lたもので＼三十そ旦 の先項は生物等︑物理︑化学の特

山北脚道路に由って︑統欝縞が‖轢

含径て塔肘一帯西鮪の日赤支部の蟻

えでヤノ︷■ そのムに仰山tき与から公開に嬬∵る小棒にかけられ

仙関︑音楽雷道の教委になっていて︑
古
木が一本あへた
一十∴ふにもそり打にふさわしい小
玄関啓入ると中底にな二しいて諒でそ∴㌧

仙北に二義孝介忙延びで侶腹等︑ヱ

炊事場が違っていた■E型の中は嘉は癌臆してはね動け七重嘩な嶋二ンヤングルで︑卸山荘融は玉正郎

端から北に軌道崩︑柔道崩︑食噂︑ る 衝所作りとでもいういか︑官 物迄の間︑すご一竹厳の生い繁る

蟻の寄僧舎が一搾あって︑その西 印象に深いのは玄関のかまえであ

になって＝た︒綱曳南面には二階 半分虹は磨滅していた■＝いまだにi川の土壌になり︑国鉄のガード

えは明櫓維新にはじまるて明開化 別教室になって︑卜の先端は鷹餞

一節より・

・・膚轟柁雷の

かがやけり

吾等の歴史

凍れなす

又新しさ

≡≡≡≡≡≡−≡≡≡≡≡−■

≡至≡−−

3こ

は上級生がした︒海老茶色の未納

鹸取替曽用ナることになゎ︑仕立

■≡書芸≡≦至■靂一義三重−重要一一望▼▼ttt蔓毒書壷−

窟通り木網の曽物に木綿の海老茶

F散をカラコ口上ならしてくるが の生地︑上は水兵Ⅶ型︑下はまち

色の袴手嶋用し︑通学途上は日和

一室≡三−一≡三三喜三三幸≡≡書室ニ⁝■三塁−≡≡≡圭一≡

竹島とよ︵明4

であった︒先生の二分の二は女性

入るという今から思えば﹃繊な姿 四十二年には理科厳重が竣工し︑

昇降口で上靴とはきかえて教室に 入りでひだのあ畠か袴であった︒

亡のを︶の十月で︑作刺は亀田托

で平常でも較付の羽織や繍絹して 習毒が出来上ったご︶れ迄孝義の

四十∴鍾三月には作法室︑褒雷電

作曲は多輪舞である．

ついては鉄にきソしくお弁当も教 たが︑この年率禦した私達は新し

三十ヒ年には技芸専修科の補習 擢饗されたゎ詩集使いやお行儀に 瀕には校厳にだ念の帽樹脅して考
科がおかれ︑む練によると授業料

その間√由々しつけられたように 杜︶の壌内に綬苛苧っえた︒今杜線

か五卜鶴から八十銭に値上げせら 肇で田作り先tL一．絹にとるので く移築された招魂杜︵今のニi帝

や耽りまいて事々とそびえている
それを見ると当時をなつかしく思
この秋に柁長か絹水顔否先生七 い出す︒皇太子殿下が学校に台臨

二十九年︑私はここに入りし．㌣一撃つ一石は学校閉鎖までつづけ
が︑広い晴鷹な織女︑LL一やかで

かわらllた一・当時目貫戦争の後で になったのは十︼月の十三日で︑
一群ある仰山の民智七もズーとへ 約の教内題帽けちれたご︶れらも 竃になり柁史の一斉尊厳ったもの

この頃の校会の間辺は鞘と佃で 因が霊芝だから七でウンと笥應倹 男顔︑国臆︑体楕なγの綬義歯卸

′る所にあった私立律女字種かつか

先生は特に生徒の体位向上に厳

かった︒雷になると遍鋤鍋に毅け

の大火線に入った火も︑何時の間

った︒離れていた四年蘭には書宿

おえて母校に徽参事することにな

舎に新しく舎監毒と疇毒が纏った

手製の水泳服に手製の水泳帽︑泳

せることになり世人を霊かせた︒

五年雷から有志生徒に水泳をさ

位で金も示ったことはなかった︒

登るようになった︒しかし四十一

にか鏑や消し遠足も経ケ岬にまで

大正四年三月私は奈良女高師を

永く校風として喋ったいつである■ であるり
だたって孤立していたし教室の窓

高浦の松界まで続き︑南には結城
神戸の丘陵地鞘が丙へつづいて畏

れ︑四季折々の欒しい嵐僧は私鶴

年の最初の豊山の時は雷留の繍戴

免許皆伝の先生方が指揮にあたら

法は蠣鶴流で︑校長はじめ﹃曲流
つきだったという︒
四十一年からは三︑四年は休榛

ので止むなく旧県会議事堂巷間什 に疲れた界をいやしてくれた︒県

は方言きるだしで慮味のとらえに

十二鮪もある校数が軌痘せられていものもあった︒皆︑苧戌の横 の時間に全回でもまだ珍らしい竃 れた︒年と共に︑鯵加の生徒がふ

いう︒

切して十月まで授義が行われたと 下全域から集っている生徒の中に

台諷の為に校舎の一部が傾斜した

としたヒ月九円︑角々通りすぎた香山︑経ケ疇などは休まで見渡さ

六年六月束で︑惇蒙を閥的Lよう

柳山に校舎が落成したのは．﹁卜 の■森が黒々と輩え︑千銀山︑半田︑ られたBよけも︑冬は屋内休機楓

は構一同の卒業式が行われた■

の校章が制定せられ二窟什九日﹁ ちなすきれいな布のような畑が開 をそそがれ︑体疇方面がやかまし

翌∵十㍍鉦∴月には三塁の桜花 から覗くと︑寵は隻と菜の花の繊

われたたいう⁚

られた■．h柁余は今の浦和役所力璃

笈の準ナりHが開柁記念日と定め せたことだった

れ︑その二卜五日に姐篠式を寧日︑一お上品な上級生に眼やばちほちだ

も﹁二重県立局等女学佗 モよば

県下で唯．つの公J⁚商女なので名

年机の明日田．∴∫叩仲川‖↓鼠∵∴■
れ■
ている

の母織が生れたりは今からh⁚ト四

↓電桜によって象糾される私共

三重桜の歩み

二≡主≡茎≡章二

こ こ に 合 い 一票たロその西に全生徒を収容す 臼壁蟹の土銀が凧∵た■上鼓の閻一さらに西北の一隅には駐在所が

古き流れの

出で釆たる

源遠く

への理想が日本の璽讐トて如何

学び舎の潤し、出
竹島未生と仰山校舎

l境 川 格 の 今 容
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会
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大会はじめ︑各■麟妓大会で擁博

な校舎で仙︷からの鐘i書も相当 した九本の璽巴芸i土秦にして

十年八月の境夷攻■によって︑こ 出の多い校舎は一儀にして義滅し たものです︒当時としては近代的
多かったと息い毒丁︒

やしとは殆んとなかった︒

優し︑幾多の饅英を産んだ︑想い の博大嘉膿する次銅である︒
私共は入学が昭和五年で丁度五

蠣立ったのです︒

の明治の文明開化の曳策峯行を讃 て了った︒今更乍ら五十年の嶋月

嶋からt■に聾七︑五蘭遭畔︵当
年十一月に攣行された新校舎専成

松阪方面からの遺筆生は大半が汽 あり︑奉養が十年三月のため︑その

鉄︶の新町岬が完成しましたので 十周年記念行雷が行われた血後で

その墳靡く轟音租行︵現在の近

鬱ききから責にかけては︑天気

陳川から刑部へ
嘉一︵昭1

0︶

さえ虚ければ︑河畔のジャングル

で弁当密集べたものである︒従っ

てつい駄義子虞の嘔介にもなると

いうわけである︒生徒捜所の︷西

の隅は︑生徒監垂で︑多く体蠣科

晴は遍路の用僧は入費なく田オば 式の盛雷には蓼加出来ず糧食でし
先鱒に立ってよく安濃糟前を往き かり︶は鞘夕は自縛儀の学生で断 たが︑五年生として中学生酒轟橡

の先生が屯したが︑四面ガラス義

凸で︑監視しているのか︑されて

来したものでした︒
が刑廉に移転するという鰐lが叩 綬縞を受けることになりました︒

腰史と伝統塵iる占河の旧校舎 昭和九年凶月いよいよ新牧舎で

かくて一ヶ年も賓の間に遇ぎ︑

ても想徽出来なかったと患い手︒

い遭鰭で︑新町の今日の瞳盛はと

かれるようになったのは︑譜か私

教室は木の吉も新らしく︑輝く嘘
村璽苧⊥≡芸蒜−豆離連盟脱退

私共の晴代は︑外にあっては嶋

こよなき書けでした︒

わいましたが︑昼間は全くさびし の一年間を新校舎で学んだ長

いるのか︑わからないようであっ
集の正門の間に女房員塵があっ

た︒

た︒その嘱数間やおいて遍飴蝿が

爾天日には水溜りが出来るため︑

された有職校長はじめ︑関係者の

な新校舎瞳葬という大事業を完遂

は金鉱的に誇るに足るデラックス

が︑その中にあって︑当時として

あり︑当時は広いと思ったが︑千 共が二年生の終り頃だったかとだ ったもの﹂︑遍馳楓はダグッ広い 昭和十年三月︑架ある新校舎第一 と所︷﹁非常時﹂であり︑内にあ
繹位で︑集は線路にさ九ざられ︑ 愴します︒今に全国一という立派 ばかりでヂコポコ轟しく︑又嘩ケ嶋 回卒義生として︑同報会寄附にか っては凶作による稟北農村の虔弊
百米のコースがぎりぎりであった な校舎が建つのだから︑皆よく勉 下し嵐の下の敵縛は特につらく又 かる大靡豊で卒儀式をあけ︑︷下 社会不安︑不況時代の襖続でした

強に︑濃艶に励むようにと︑耳に

地作業に労力奉仕をしたもの下す︒
銀治力を高く評価したいと思いま

大正十三年私が教師として赴任 タコが出来る程先生から叫かされ 矢彊b作義の時間が多くなり︑義

ことを竃えているぐ

した当時も色々内筋橋別は改正さ ﹁大津中嶋般﹂が学校のスローガ

校友会維舷やアルバムも虎失し

度は麒筋三階建の新校舎の竣工を

こに三十年︑その刑瓜の地に︑今

す︒そして月移り︑年は流れてこ

体このようであった︒昭和九年四 の時など︑このスローガンは必ず ましたので記壇はおぼろげですか︑

日から出たものでした︒
其の後建築も機首高らかに愈々 舎時代とは蛮った試みだったと用

購買部の新設と生徒幹節制か旧校

校舎は旛市立公民学校に転用され

軌道に乗り︑四年生の中頃より体 います︒生徒幹部軌は五年生が週

X

迎えたことにまことに感慨無量な

X

るものがありiす︒
X

暮一事電i一−幸三≡≡≡■≡≡≡≡≡≡≡室≡■一室云≡

×

故鱒も鵡み︑土膿は岬竣されて県 積︑教練の時間が多く﹁作業﹂に

番で腕章脅曽け︑下級生の媚験︑

ることになった︒その間談義川の

月に至って︑現在地に移蔽し︑旧

．れていたが綬余や間囲の状闇は大 ンになり︑遍勤各敲遭手初推戴式

一刑 部 校 の 正 門

の官舎が並列し︑昔日の面影は何 振替えられ︑旧佼舎からの場末の 校内巡視等校内の橋揮確立に一散

写っ失くなった︒言に昭空音舵やモッ︒誓芝共四年生が 買ったもので︑相当の成柵を収め

壷つぎ宴あた︒十二年四月吉川肯く︑式楓からまた二鳥へ膿行と

学校のために尽力きれた清水校長 柁畏遍任︑今度も山中から席畑檀下うあわたゞしさであった︒四月
が数々の功績を残して遼■された︒次郎先生が儀任された︒上海事変芯らは三年も出覿し︑下級は殖と

え︑やがてヨイコラドンドンと太 膨術としておしよせたデモクラシ 十三年十二月︑十八年の長い聯

方も変って来た︒長い間厳科嘉以

鮭に励まされて遺詠もし︑善良洲 ーの思想にふれて︑大分物の考え

まで泳ぎ切って三電半の免状をも

お出になった︒学者肌でユーモア

砦が轟くなったので︑学精も自然蠍■ そして八月十五日の終戦を迎え

らう女大夫も幾人か出てきたじこ 外の胱雷合鍵していた学校に対し 換任の佐々倭二郎先生は陣中から から引きつゞき日華両国の闇に嶋▼勤労攣任の遵綾であった︒

の水泳は後程全校生徒に鰻せられ て生徒因 垂の開毅を要求し︑さ

丁︑つろぎを与えた︒昭和二年頃時 は﹁積りだ︑気品だ︑県立だ﹂のⅧ 絶職直後は混乱の疫が学校にも

十一年四月柁名か﹁二日塾科せ律 代の零求に応じ柁暇も洋凰となり 樽薦空耶して生徒の自覚を促し銃．おしよせ生析指揮などになかなか

もこの頃であるっ

るようになり昭和十八年頃まで続 さやかながらも図義孝が出来たの に富んだ綱領訓暦はいつも生徒に高腰鶉に蛮して行った︒高畑織長たのである︒
縞の松阪木綿の和服式ツーピー

けられた︒

後女性のあり方をたえす指揮されの園雛があったが︑次第に療つき

蕾内容にかわりはなく県下機多高 躊めぐりばかり戸った修学旅行も た︒■助粥奉仕︑団体訓練︑防空構盲とりもどすと共に︑解放された

髪形も世間並となった︒大和の虫

うになったのは大正七︑八年頃か

女の最高峰として進学に凛敵に名 彙京方面へと変り生徒の胸は古び 火訓縛などが鞠鷺に行われ︑はて女性としての白鷺も持ち初め︑新

スが学校職として曽用せられるよ 高等女学校﹂と改称された︑が教

らで爛水校長の雪蝿であった︒お

をなしたものである︒清水校長の ではずんだ︒生物厳重が落成した

は男子の様に廠隊訓練まで初めら料高校へ移行の慣僧も整ってきた︒

かしな世評をかうほど発った婆で

あったが︑劇上高く騎びあげた髪 体育熟は益々上り︑遍動線の拡彊 のは三年で︑五年には鐘禦年限が
れて︑教室綬集は段々少くなって 愈愈これからという二卜一．壷由句
型と共にやがて市内小学女生のあ コートの整備に手をつくされ︑終 五年に延長され定員が七百五十名 きた︒モンぺ壕に防空鎖巾を携え東︑喫如占韻事から校舎立退き魯
古は六十余才の老躯にラケットを となった︒
て登校するようになった十七年十五せられ︑生徒の希望も濁って︑久

こがれの的となった︒弓道の指導

でなった︒叉﹁放凛換運動﹂とい

台ものトラックに校風や膚んで運

しなった︹移転の五月十四日︑機十

二月深い印象や残して高畑校長は 首の旧兵 烏に沸中七回癖すること

う時間が股けちれ毎日阿膚海岸ま のもこのあたりである︒そして削青郎先生を迎えたごあ年四月二

遍勤会が学年対机となり︑仝i

嶺のように思う︒従来茶︑花道は

で駈星をしたが︑胸挿ばきの遍動 雁はセーラー型に画定した︒六年有利の高等科が股贋せられ定員が び去った瞳のガランとした校缶内

鯵加の香良洲リレーが仙められた 岡山に去られ︑習十八任二月杉野

勿輪︑責を飼って糸をとったむ︑

闇姿と共に掌義生には忘れ義い思 十二月にはかねて同懲会の卸即位一千名号J見た︒太平洋蠍勢は愈愈 に在った時︑研削の憫横Uがたく︑

が綬鋼時間に繰り込れたのもこの 磨って生徒を励まされるようにま

嶋儀に上って機を蠣ったり︑茶摘

溢れくる顔はL一ゆようもなかった︒

みをして製茶脅したり︑轟剃り︑

畑と化した︒十九年四月には折角

来も期椿きれたわが母種はこゝに

八年四月佐々校長退任︒山田中 邁成した新敵雲に落つく間なく工 四十六年の柁史せ閉じたので市電

攣けられた︒

寄鴫︑翌七年二月盛大な落成式が 鶏肋崩はほ︵おーきれて芋畑︑崗瓜 てhへ千の良妻鷲母を世に送り︑将

防空義構築などの作鶏がふ見てき︑欄 一周校歌を歌一ノて解散した■⁚■かく

マッサ∴ン︑障子彊などという夷 い出であろう︒暮土登山も行われ百恵専業として募金針薗していた 傭刑に︑物義は益々欠乏︑急速に二

十二年九月一日開棄地方に超っ

れた︒

の蒙●畿嶋の時蘭までへらして︑

た大義災の時には女攣校生徒とし

には︑これ等をすべて廃し︑正料

科蛋間割の中にあったが︑十年盲警れは八年志だけで中止さ ￡怠鵬︵鱒隻︶が竣工し︑母校へ

翌重言五年制並に疇騨する学

級が出現したが︑これは二年位で てあらゆる救襟の手伝いをしたが 学から古川穐漬先生を迎えた︒そ 蝿動員の命令をう少︑高等科及四︑

書叶下さい

お糟ちの方は遭高★H士へ卿

旧純友会廷簾中鼎立轟女 を

二十年の新年は工場で迎えた三月

疇されてし士った︒

の卒儀式は記念写真を潜るすべも

特筆すべきは県当局の依嘱をうけ■ の月なかば棄伏蒐官妃殿下のお戒 五年の全員は三雷工義に出勤したU

れた︒軟には南轟が西へ上下二敵

控え目で所︷﹁女らしい﹂とい て千三百枚の衣翳の︷劃萱丁百で があり︑生徒の作品等をご覧に入

われていた当時の女性簿も折から やったことである︒

戦災十久居−東西間校舎時代
杉浦茂夫︵昭竺
仏が旧制渾中 月廿八円の大空傷の際︑近隅は焼

脅聞いたのだか︑ラジオの維音が せ改造して敵隻にすることになり
多くて何だかはっきりしない︒ど 時々改造作業に行った︒困らされ

せてもらっていた兵隊さんが冒な

うも敗けたらしいというぱくせんたのは嚢である︒長い間血を吸わ
かくて敗戦︑二学閤からは新町 くなって架嚢失鱒になった連中が

とした話である︒

のは︑昭和十九
所の鉄骨が︑赤ちゃけ七︑無稽に

だけが全額してしまった︒生徒控

何ともはや︑見られた図ではなり

應掛で中学生が勉強するのだから

れることになった︒小学生の机や

あった︒引鑓しも︑トラックなど

作業よりも蚤取りの万が大仕事で

へ︑そんなのが入り込んできて︑

っているのである︒ゲートルの蘭

いている︒跳ぶ力がないので︑遭

小学校の校舎を借りて授業が行わ 一級床板をはがすと︑ソロソロ動

年四月︑艶火い

ヤギさん降臨の図﹄である︒新

この時代の特筆すべき出来事は︑

学校へ入学した かれすにすんだのに︑虜中の校舎

よいよ激烈の覆 横たわっていた姿がいまも日に浮

人ずつが組になって机購掛け︼組

町小学校の二階の教室で應称ヤギ 利用できる時代では無いから︑二

の先生の声の方がよく岬九たり

せ加えてきた頃 ぶ︒それからは暫らく儲跡整理作
であったし佗襲 業が続いた︒尾幌のスレート拾い
なもののない時代のことだから少 生徒が作孟春iiするためにどっ を︑久居までかついで行った︒

時間はH一日と な〃一︑今のように一輪車など便利 ︵称揚明︶先生が美術の鐙集中︑
減って︑離村．へ

いよいよ横縞が始まった︒下ばき
度暮いて消すと︑黒坂が白くな

板の上に黒く塗っただけの黒坂︑

そうしてこの凄まじい校舎で︑ た︒カンナもろくにかかってない

とが多くなっていった︵▼どこの繹 に行くという非能率的な作業の連 床が抜け落ちて︑ヤギ先生を先頭

のままだから︑教室はほこりだら

しす■り手に精工＼は︑歩いて捨て と教壇の所へ集まっていった時︑
続にはうんざりさせられたもめで に︑多数の生徒が階下で授業中の

説も男はお年寄ばかりで︑崖敗に

八銃督︑いよいよお園のために縁

田村かどこかの没崩で終戦の劇物

その翌年度からは︑久層の兵舎

っ
た
︒

その翌年には男女共学が夷施さ

とも舌うべき人を作るというこ

凛に主力が注がれ︑国賓百年の計

先生が隅の教室へ架られると︑そ れて︑︷立女学校と合併︑女生徒

教室の声がまる聞え︑声の大きい

は美しい色彩に囲まれた︒

あるが︑この時代の大事件として 縞に来られる︒そして間仕切りが な校舎であったが︑桜の季節だけ

疎開しておいた軍事敦繰桐の三 に大した怪我人もなくすんだので こになり︑先生方は傘をさして授 くなってしまう︒まことに殺風景

って後ろの麻からは字か見えに

け︑雨が降ると故事の中まで泥ん

出して下さる日米のおにぎりの味
をかみしめたものである√ そして

γ

﹁人目軸が何事を成職するにも轟も必要だ﹂とは貰いふるされた言葉ながら︑こん
ど程そのことを鴨切に感ぜさせられた事はありません︒火災から竣工式までの十五

が追随する一般の傾向が今日右の
世相となって現われたのではない
かと思われる︒その結集は自己を
主張するのに急な余りに自己を忘
れて享楽朋になり︑理鶉にはしわ
過ぎて壮唐指導の最も大切な正し

にも鷹かにあらわれている︒しか

この諷月は本校年産の行動の中

い実行を疎かにする有様となった

その楢輿は三千数百万円の日額に虚し︑侍肇の新校舎も立派に竣工しました︒減に有徽い棲みであり
ます︒

が男子をはるかに上まわった切の

また︑本政は県下でも有数の規

が名指しを受けて説明を求められ

の自由の実態説明にはいつも本校

県下の生宿指専酢の会合でもそ

制事項の少ない自由室蝕である︒

くもなく︑皆それぞれ分に応じて

生活指礪

生徒は良膿ある学校生酒を行って
いるし︑又生徒会もよく目鶉め

世の中が平 正しい義妹での協力やしている︒

︵米本 虫︶

つある環状であります︒

する公杓数的な生徒が多くなりつ るほどである︒それでありながら

学業にいそしみ︑ポ験触傘に熱中

松阪ボーイとかいう特色は求むべ

しいことである︒

し現在では生徒の域脅廠した薫

一志の山嘉あたりが隕犀で︑糟凱

この間︑生徒もよく学校に和してくれました︒昨春の卒業生の名実共に県下随石進学成績は︑とも

現在生徒数

ののあること魯御理解下さいまして今後共御指導御支援下さらんことを切望致します︒
何卒よろしくお︳い申し上げます︒

引起し風景

は一七七八名 卒業生には︑また別の慮味で時代

生徒の数に比して先生の数も多

ている︒たゞ︑一部には利己的に

和になり経済 この点︑実に他校から痍しかられ
走り普段の学校生活に正常な行助

生も善男する︒学年点線は薄らぎ 益々増加しているのは欺かわしい 骨なし博ない生徒がいるのは遭傷

生徒の出身地顔象ると︑県下一

ろうし︑昭和二十七年頃︑女子の数 区制と麻し︑渾市を中心に︑嶋山

強網︑不言実行主義の反助として

れすぎているためではなかろうか

前の功利がはっきり分る経済力回 うか︒慶にも恥じない心の備えが

の男子ばかり︑女子ばかりの生活 円から秀才脅集め得た渾中︑県女 徒らに理論に挺われての自由主義 正しい日常の行動が出来なくて
を送られた方々には隋世の感もあ 時代は虚い昔のことで︑今は中学 の盛行︑殊に喝壷の建て直しに目 うして悲傷の目的に遷し網られ

まさしく男女共学校で折る︒戦前

れば︑ぎっしり一杯である︒
ク
ラ
ス
単
位
に
事
は
進
み
︑
卒
業
後
の
次弟である︒それは戦時中までの である︒それは遭学とか︑就欄な
男女の比率は︑だいたい二対一玖 親睦もクラス会か中心となる︒
全体主義の反動として個人主義の どの目先のことにのみ心がとら

ではそう目立たぬが︑体育館に入

年で十四台のバス脅連ねてゆく址 く︑現在八十余名︒生徒も先生の 力が豊かになれば︑世人の非行は
鷲さである︒さすがに広い運動場 縦を覚えるのに大変だろうが︑先 減るのか普通であるのに︑現状は

さらにふえるっ秋の速足には一学

三年が事績して新入生せ迎えると の流れを蠣感されるー￥や雪っ︒

教養間係¶

︵土爆 雷︶

って本校に学ばれた当時と較ペて︑色々な面で学校も蛮つでいることと思いますが雨も尚かわらざるも

三月一目には︑心から先輩の皆様方やお迎えして︑竣工式を挙げることが出来たのでした︒
な■僧で公認された者以外︑北勢
そんな学校の近況を卒業生各位にもお伝えしようと各校縄の主任に二執筆磨依頼しました︒鱒兄姉か替南勢地方は︷外である︒しょせん

校内に充ち満ちましたっそしてこの二月二十四円︑折からの雪をついて生徒たちは引っこしの机を担ぎ︑

非行生は一人もいないことは亭ば

衰賛意．空

する七くじけそうになる私共職員を欣ばせ︑はげましてくれました︒﹁楓や転じて椙となす﹂の気蠣人は

開照法人とあらゆる方面にまでくり拡けられました︒

の書の県鶉会には新校舎建築が諷決されました︒そして︑募金の礪助も関係市町村

この波は忽ちPTAに伝わり︑同窓会に拡がり︑やがては州当局に及び︑その年

や旗じるしとしながらも︑その傍ら校舎薩鶉の大仕事に全膿蝿が結束しました︒

校長暫中心にいわゆる学校の非常態制を組み﹁曙凛時間の確保﹂︑﹁学力の充実﹂

和がその解決の原動力となっていた事に気付くのであります︒

ヶ月間︑房の間に過ぎた感じだがふり返って見ると乗に色々の出来 知恵ってそ
れ等が皆かってない新しい体験の連続でありました︒そしてとの一つ一つにも人の

れが鴨かったのか︑昭和．†拝し

ず高く績まれるようにな■つたごしでいったのが丁産八月十五日︒片

とか称するジュラルミン則＝脚がう〃てようと︑久層の連隊へかつい 暫らくの間詔零せ賑わしたのであ 天井まで届いていないので︑隣の

律中の武道崩には︑肇日精の群‖m

ある■い

教室へ堕落をしたのである︒幸い

柏刈なレめ勤労等はに出かけるこ

瑠

蝿1号

会

徽

意
同
轟
韓
（3）昭那9年3朋l日

そして二十八年二万︑﹁服容放

和 ヒ わ 敷 島 霊 な 蔑 ざ る お い を けれどもよく手入れの行きととい
をはきんで︑母校に学んだ我々は かされながら学習そしたり︑雨も
本館を疇先約に使うことを鮮さ⁝
与えてくれることになった︒合併 た︑感じの良い校舎であった︒廊
桐折って数えると︑昭和十九年よ りをよけて机を並べたこと︑本校 れ︑ホームルームの教室も二階に
智だ愈して︑野外ステ⊥ンで日本 下の帽が狭いのと︑連動崩の狭い り二十五年迄の六年間に︑四ヶ所
舎での行事に蓼加するために︑目 なった高校での轟絵の年は︑うす
︷鵬か技lされたり︑教卓に花が のか︑男子生徒には物足りない感 の校舎に移り住んだことになる︒
の照りつける田んぼ道や︑鼠の吹 雷色の明かるい︑欒しい校舎で半
かぎられたりするようになって︑ じはしたが︑この校舎で高校生宿
今回新校舎が落成しここに母校の き積れる岩田川蝉脅十五分も歩い 枚嘉嘉しみ︑†べてにみがき
少しづつ単打らしくなっていっ⊥㌧ 最後の一年を過すことの出来たの 陣が永遠に築かれることになった
たことなど︑今は忘れることので 脅かけたものでした︒

昭和二十六年の四月︑東校舎が
校の虞篭で行なわれ︑あの校舎や

校歌含歌っての卒業式も新町小学

っ布引は⁝＝﹂と︑新しくできた

西校舎に合同して︑刑部の急追の
校余で授業脅はじめたときも︑ま 友だちといついつまでも別れ脅憎
だ一年生だけは仰山に残されてい んだのでした︒
というかたわな高校でしたが︑特

ましたので︑二年生圭一年生だけ

学校の山部を教垂として学習する

別敵幸のある本校舎で学べる轟ひ

た本館が帯成し︑わたしたちはペ

ださった綬蔵や︑本校からかけつ
ンキの杏に胸おとらせて生物室︑
けて汗をふきふき教えてくださっ 図画幸︑図■室などのドアをそっ

分校の八人の先生がまわってく

﹁嬰んた西校舎︑責校舎？︒﹂
ようにかたまって仲よく手を結ん くれました︒そしてその年の十二
これは十四年舵に合格饗を受け だものでした︒
月︑あの一昨年の火災で姿を消し

で六つのクラスがひとつの家庭の が学習意欲をいっそうわきたてて

ことになり︑上級生のいない学校

︵旧姓園田︶

吉沢昭子︵昭讐

真西合同︑津高の礎成る

■大筋分の生徒は津から電車で久 は︑宰椙であった︒
のは︑我々の世代の者にとっては きない患い出のひとつとなってし
一膚まで凛学してくる︒今のように 思えば︑終戦という歴史の転機 格別にうれしいことと言えよう︒
まいました︒

手の回数も多くない時のこと︑

その混雑はものすごいもので︑違

崩台にぶら下って増膏あっ︷㍑

一帖台から薫ろうとしで︑大せい

の生徒の前で駅員から叱られ︑赤

面した先生があったし︑触りは久

居駅からでは零れないので︑挑雷

駅まで歩いていく生徒もたくさん

入1−−
︑・

こうやって久居で三ヶ年学んだ

後︑夷西爾校舎に分れて︑鱒へも とったわたしたちが︑友だちの腰

とることになった︒西校舎は刑鮪 を見るとたずねあって喜んだり悲

の地に再建された新校舎へ︑東校 しんだりしたことばでした︒

舎は柳山のもとの県た女学校の校
西校舎地区として入学したわた た勢顔のリーダーの時間の思い出 とあけてのぞきながら歩きまわっ
舎へ︒私の行った素校舎は︑古い したちは︑入学式翌日から騨成小 とともに︑欄含通る汽車にゆり勤 たものでした︒
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︵遺筆精義繍︶

．⁚ 入学鋼嘉の 四学酢へ併靡する者も多いので︑
牒宣守︑自分の望む金的が射一
蹴儀指導に
賓求の鷹合も高く︑その
遺
筆
婚
儀
苓せるのである︒
．⁝発送も一段落 出願■雷数と出蠣者数とは一致し 蹴徽指濃
は就職指導と 中で︑蹴嶋という事実を実現させ
また二︑二産前よりは遥かによ しましたので本年度卒業予置着のません︒出﹃嘱雷は六四四適︒同
してのいろいろの閃電がある︒た てゆくことは︑けっして容易な間
くなってはいるが︑クラスやクラ 大学点嘲状況をしらべてみまし㌔志社︵九〇凛︑六九名︶︑早大︵七
とえば就職掴鶉の必要上︑会址の 電ではない︒ただ左表が示すよう
ブなどの佑助はまだ充分でないも 卒瀾予鹿妻四八八名中︑進学庵
九通︑五二名︶︑立愈館︵六四適︑
内酉を正しく把岸しなければはら に︑宰なことに求人して下さる官
のがある︒
望着は四三ハ名︵翠二〇五︑女一 五四名︶︑明治︵嬰二遭︑二三名︶︑ ないが︑それにはγ一うしたちょい
庁・会社が多く︑求職希望の生徒
勿轡品は指導者の熟慮如何に
≡︶︑出靡した貞義は一三四〇 中央大︵三八通︑二八名︶︑開西学 か︒就職希望生に対して︑職員す
数がわりあい少いために︑遭択範
もよるのであるが⁝＝・︒
痛︑一人平均杓三通です︒
院︵三六凛︑二七名︶︑朋西大︵二
るまでに︑どの程度の知慮・常膿・ 囲が広く︑皆が皆第一希望のとこ
たゞ可愛柏なのは︑進学の面が
国正一明佼出粛者は二二七名︒ 七遭︑二二名︶︑法政大︵二七適︑
技能を身につけさせておいたちょ ろとは言えないまでも︑だいたい
以前より厳しくなり︑その私学の 三豊大︑一二二華一六︑学九五︶︑
二一名︶︑轟広大︵二三凛︑二〇名︶ いか︒生徒の遭ぷ会社ならびにそ 希望に沿ったところへ就儀できた
ために︑生徒会とか︑クラブ肩軌 名大︑三一︑阪大︑一五︑京大︑
等
︒
の儀壇と︑個々の生徒の適性との のではないかと思う︒
の面が梢々旺lになっていること 二︑神戸大︑八︑北大︑六︑東
其他︑短朋大学へ九四遭︑各橿
一致点脅どう発見し︑どう突撰さ
である︒即ち自分の第一に望む大 大︑五︑等︒
学校へ三一鵡出麟しています︒
せてゆくべきか︒例年革簑見込生
学へ遭もうとすれば︑どうしても 中空一明校出覇者は二三二義︒
二月下旬ともなれば︑新曲の地 徒の八十乃至八十五％の進学希笥
放虞後の宿覿までは︑手がまわり 静岡大四六︑．名工大︑三四︑岐鶴
方版に大学合格者の名がぽつぽつ 生徒の中での少数の就職希望生徒
かねるという有様で︑曽ては無下 大︑二八︑愛知学大︑二七︑滋賀
載
り
だ
し
ま
す
︒
鵡
学
掴
尊
卑
の
嶋
示
に︑慣愈とまでは言わないまでも︑
轟校総合体薄大会でも総合成績が 大︑二一︑和歌山大︑九等︒
版にもすでに五一名︵含奉義生︶
何の引け目も感じさせないで各日
一︑二位を占めたことも度々あっ
公立大学志︷者は一二九名︒三 の人が﹁喜びの合格者﹂として名 の絡蟄進ませるには︑どう対肌し
たか︑近頃はそれは望み薄い状態 量蠣大三二︵水一八︑区一四︶愛 そっちねています︒
毛だし三十八年鷹については内定で
ていったらよいか等々︒際限もな
あり︑一二月一日嬰比である︶
にある︒しかし数年前の野球の甲 知県立女子大一五︑横顔市大一二
昨年のようによい︑いや昨年脅 く幾多の間■がまつわりついてい なお︑この敲上せかりて特に感
上回る成績をと念じながらベンを て︑事はけっしてなまやさしくは
激先輩の方々におfいしておきた

大阪市大二︑京都府大九︑名古

30

子胃出銅や︑弓適の全町儀靡︑を

9

闇きます︒

商 ・経

1

はじめ近くは昨年についてみても 屋市大八︑等︒

私立大学は︑同一大学の三乃至

0

火災後の悪条件の中にあって︑別

0

電嶋球︑卓球等の各曜日か︑いす

出貫々義の攣鬱別統計喪

職者である生徒の希望・翠求に合

膿側との間に立って︑なるべく求

ころ︑学校鵬としては求人佃島

ないのであるが︑けっきよくのと

十月墳からにしてもらって︑もう

きに過ぎると思われます︒せめて

のように五月からでは︑やはり早

いのは︑ます︑求人の時期が今年

圏覿義曽敷

ならないかという嘱いが一つ︒
んに︑肝嘱後の憫祝など︑ときと

求・条件の度合も高く︑求職側の

つようにしていただきたいという

もっと学校島なるつながりをも

まったく十人十色であり︑その生 お一いであります︒︵象印正︶

生徒も人物・学力・能力から見て

とはいうものの求人側からの要 きは学校へ知らせて下さるなど︑

つくのではないかと軍っ︒

助言脅してゆくということ−こ落ち
もう一つは耽鼻した卒業生の皆さ

できるよう︑できるだけの助力・

致した官庁・会社に首尾よく就義 少し落ちついて勉雪できるように

（短大・各櫨学位や除く）

も県下儀膠をとげで全国大会に

嶋の栄を担い︑伝統のポート郎

吉であるし︑この度学校復剛の

も健在で︑閣体に洒印もしている

一段階が成り︑爛壌もとゝのい

10
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徒の心憎を見せれば︑総べての

で先輩膳氏のご期待に沿うよう

なるのは︑火を見るよりも明か

あると言えよう︒︵村凛 縫︶
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軒犀憲に対し︑今後の焼鳥を新た

教義員全員が手分けして︑それぞ 一つゞけ︑遂に二月十七日三千万円

糠欄の四千万円にはまだまだ逢し

最後に今後のお覇いせ一つ︒白

れの分担地域の個別的肪門を行い の大台密突離しました︒
ねばなりません︒

募金勧誘につとめたことを特記せ

にしたことでした︒
次に︑蠣感させられたのは三▲
桜の団結の強さでありました︒

八︑六二七︑九三九

二月末 四︑五八二三五三

三八年一月兼二︑三七一︑二七

隣州の倍もありました︒

が︑五月境の三量桜の応募者数は

ら︑金鶴はさ1やかではあります
も立ち主すと︑今までいろいろ勘 に折にふれ御話し下さり︑．日揮に

数は減りましたが︑竣工式の目途

なります︒重年に入りさすがに件
為に︑お知り合いの方︑同級の方

ったわけではありません︒母校の

0︶

竺≡芸一年三ケ月︑その間の

三

そしていよいよ最後の追込みと て屠りません︒竣工式で募金が纏

幹雷各位の勧尽力︑会員各位の御

多くが主蝿の方々のことですか

協力に対し全く感鱒の吉葉もあり

力をお貞い致します︒

−一教月の立場からt

募金行脚の記

届き︑金繁の面では依然急上昇を

考■して居られた大口の寄附金が 到凛することが出来ますようわ協

一〇︑三一七︑五〇〇

蜜に︑これは当時新聞紙上にも

四
一 六 ︑ 九 一 六 ︑ 七 〇 〇 のあったこと︒本校在儀教員︑松

五 一二︑七四七︑三五二 出たことですが︑穂外からの送金
六

友誼によるものではありますカー︑

になり主した今日︑その経過をふ

アメリカから哀四三ドルの誓

嶋弥氏︵昨日昭8︶との僧人的な

八

七 一八︑八〇〇︑〇八〇
九 二二︑〇五六︑〇五六

うけ︑国境を超えた善意に深い感

l九︑八八二︑七六二

十 二二︑七六八︑四八四

焼跡に余囁くすぶる十二月九日
最初の幹事会が幽かれ︑四千万円

漫筆贅金攣舞岡脅迫瘡︑同窓会の

量鋼︑寺田l糟氏︵隣州︑大6︶
を局長に︑彗霊草氏︵三塁桜︑
昭18︶号胃任蓼劾員に迎え︑本格

二 三〇︑六六〇︑五ヒ三
も早く紳ひて行きます︒︵特に応

秋風が吹きつのる頃のー声だっ小竹 して︑それが︳し出している微妙

分参考にし︑不断の連結を計画す ープは︑農村を主体とする地区が

全体として今後の運営に当り︑充 のであるが私と至二名一抱のグル

︑ないし︑人僧の機微といった面

たもの︑言いかえれば︑人間心搾

全教職員が幾つかの班に別れた な人間関係の織りなすあやといっ

る如く︑各嶺法人︑自治体から多

まず別項統計表にあらわれてい 募人員数に於て︶この．事は同窓会

大の御協力脅いたゞき︑今更なが

的暦数に入りました0
通にのぼりましたが︑同窓会名簿

ら地域の方々の本校にょせられた べきだと考えます︒

頃でもあって︑なかなか︑はかが

私のお邪職した地域︑ないし︑お

を得たような気がした︒総じて︑

徒指導の上にも︑悶難いあるもの

割り当てられ︑野ら仕事の忙しい にも触れることができ︑今後の生

照稿の焼失と︑生徒托送の手違い
忘れられないのは︑秋柄れに肝
や冷したこと︒八月九月十月は全 行かなかった︒それでも︑日を重

ね︑国富ねるに従って︑口上も︑

綿烏が鳴き︑この分ではどうなる どうやら︑駆け出しの保険勧誘員 宅は︑お預けしたお金の多寡など

く伸びが止り︑夢精局には連日開

一つ︑されず︑∵応は︑快く椙﹁
入れて︑たとえ︑即金で頂けなか

は︑別として︑いずれも︑鞭な褐

身脅もって体験させられもした︒

ら︑一度︑篤と椙戯して見ましょ

見て︑どんなに幸いものでネるか︑ った場合も︑﹁本人が帰りました

めての募金という仕事が︑やって

ことかと先が毒せられ︑増量療し そんなみには︑板に付き︑心牌も

したことでした︒

い時期に寒々と木精しの苗を耳に 葡ぎを崩して行った︒生れて籾

そこで︑これではならぬと第二
回の趣意書発送が決議され︑十一

即ち人間が経済というものに︑ と侍っていましたとばかり︑頂雛

勘が適中して︑再度︑お邪疇する

支えられている珪石機構の中にあっできた所もあった︑そして︑門前

よう︒

う︒﹂といった︑いずれかといえば
月中旬に六千速程発送しました︒ そして︑それが︑生涯を通じての
鼠重な教訓とさえ︑．なったと言え 色好い都類には入るお答えが多く
その後の伸びはすさまじく︑十二
で︑裏庭作業までして亀理する始

又終戦後の教育制度の激変のた 上うれしいものはありません︒

月一杯︑事務局は嗜業に次ぐ残業
末でしたし尚この時明には︑本校

め︑陳川から津島へ︑三重桜から

その間︑二三印象に確ったこ七や

先ず咽鋼に上昇して馨りました√・

伸びに緩急の差はあり主したが︑

募金嶺は次の表の如く暗により

た︒

と共に募金の推適や虫歯いしまし

渾高は関係数欄貝や割当て︑幹事

き︑障川︑三重桜は各年度幹事に︑

その後数回にわたり幹事会や開

ません︒

迷惑をおかけしたことは申訳あり

などで︑疇々不行届きがあり︑御

第t回の趣意書発送は一万四千

十 一 二 三 ︑ 八 二 六 ︑ 八 二 三 銘をうけました︒
私たち教職員一同が復興贅金空で︑どのように生活し︑とのよ
十 二 二 七 一 ︑ 三 一 ∵ 一 〇 六募金の伸長状況をみますと︑平
三九年一二九︑〇八て七〇六 常の活動の盛んな年次がどうして 足で集めようと患いたったのは︑ うに喘いでいるかということ︑そ

費目糠とする募金鶏肋が決彗しれ

Dかえってみると全く膿礪義です

竣工式を行うことが出来ること

ません︒

国府直美︵昭1

募金にあけくれたl年

第1号

津
募金スタッフ
何部副会長と

二㌔でした︒孫は﹁日本分県地図

津高への経過はまことに複雑なも 別々の方から巽った住所苧っかが

三七年十二月東 晶四五︑八丁﹂

地名総軍と舌っひきで︑旧町村

述べてみようと思います︒

昨年二月同窓会名瀬廃整引堰け 所に汚す所までこぎつけました︒

の行方を絆したものです︒

なお同一の方の住所に関して︑

て以来陳川︑二↓覗桜会員は︑年度 この間会員御一同の蜘協力暫闊く

村の合併等があって︑住所名が一

を経過しており︑その間に市区町 ろしくお許し下さると共に︑正し って訂正を加えていき︑空自が埋
蛮したため︑新町村名に改訂する のです︒

たのもあるかも知れません︒

えていくことは︑係としてこれ以 が︑今なお現住所不明のカがかな

こうして一応願鶴は出来ました

アルバイトを償っての名簿鶴亀

幹事の方々にお慮いして︑昭和一一 感謝致しますっ

枚余にも及び

カードは二万

ついで配列の統一を間して︑年 のかあって︑ぎつ整理脅したらよ﹁︑確鱈する余裕もないま1判断
係としては︑帰来のことも考え
十九年九月発行陳川名神︑昭和二
十八年一月発行一二重態名簿に基づ て︑パンチカードや閂いることと 次別五十蓉頓としたのですが︑氏 いのか頭魯悩
名の読み方には全く手も星も出な ましました︒

し︑資料脅あつめて架ました︒以

標高会員は︑作柁生や通じて凋香

いて年次毎名簿の資料やいたゞき して︑カード記入を行い︑又復興

月 絹絹﹈

架それらを基礎として︑復興寄金
の入金伝 による現住 の訂正︑
郵送した複製地点雷の返戻分の住
所扶洞等を行い︑外に昨年東︑欒

色々とお教えをいたゞきました︒

本年一月名簿の闊樽や作成し︑

任の先生方に見ていたゞき︑如訂

い読み方を畠非お教え胃いたいも められて︑お互いの消息の絆がふ

正をお一いして︑漸く胃機密印刷

電にそれや年度幹事の方々︑旧担

のは︑机だ名鶏の発行より約十年 もかなりあることと存じます︒よ 次々とお知らせいたゞく贅料によ を間違えて︑旧住所にしてしまっ

住所不明者一覧表をお送りした際︑ 募金のために地区別名簿を作成し いありさまで︑随分聞きまわって
ましたが︑その折もっとも因った 判読に努力は致しましたが︑誤読

二回日の募金趣意雷に添えて︑現
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いはおろか︑すげない肘厳密頂 さらんか︒﹂といって頂いたのもあ 始めるのたとえよろしく︑浄財か 叱られましてね︒﹂と︑再度のお伺

ったら︑どうして︑こんなお■い

のだった︒もし︑これがしてなか
この日で︑ 明暗の■々柏・誓こ

には︑とてもうれしく︑今日も︑

鷺した所は︑一軒もなかった︒唯 った︒中には︑﹁降ってくるとい⁝ 投じてあるという鵡みといったも いに︑気前よく頂戴したような時

︑中には既に一日位餌にすれすれ けないから︑傘を︒﹂といって︑お
ところで︑頂戴してあるのカがあ 貸し頂いた親切なお毛もあった︒

いささか︑身に応えたが︑これも

校長も︑それを取り上げて︑全︳

長が︑ユーモラスに披雷され︑学

ぐのだった︒

か︑多少は軽い思いに︑雫路を急

病気で︑臥せっておられ︑家族が

ある卒集生︵噂35︶
よりの手紙
拝啓今年もわずかとなり︑忙し

拘わらず︑勧斬椿にそ見ず︑申訳

り︑たびたびお優り骨頂いたにも

さて︑このたびの渾高再蟻に当

から勧安心下さい︒

僕も毎日元気で過ごしております

ったりして︑あるところでは︑夏 勿論︑勧寄附も頂いての上である︒ に上れたろうか︒いみじくも︑こ もこもの世の繊図・人生の哀歓と い毎日をお遠方のー蓋い手︒

学校のためとばかり︑思い直し︑

さった︒そのような気持が︑私と

員の率先しての義金を多として下

生︑昨日あたりの所も︑闊胃で見 日曜の雨も雨を衝いての募金行は のことは︑竣工式の陽︑PTA会 いったものに触れ︑貴い足も︑何

■﹁今普物顔﹂ならば︑さしずめ︑

お鋼いしたところ︑﹁夷は︑教申

号︑お出掛け頂きましたか︒﹂と︑

言論︑他人に教え職される物病﹂

また︑お父さんが︑再起不能の

の集材にならかねない鴨噂に︑わ さんには︑頬が少なく︑バツが惑

せる鞘ができたごとホッとされて 時には︑てくてく歩き︑時には︑自 だけでも﹂といって頂いたお宅や だにゴタゴタしている次第です︒

れながら︑恐縮したお宅もあった︒ いんだが⁝︒﹂と︑かなりのお金を もの行為密書靂にまで昇攣し︑さ 暗い気特に糾され妄見る勧雷憎 ありません︒僕の蒙も母が長年︑
まさに︑﹁頂門の一針﹂というか︑ 頂いたり︑﹁これで︑先生に合わ
らにはモ梓化し︑美化さえもしー㍑でありな励ら︑﹁わずかですがこ 病気で︑この十一月に退院し︑未

神の公葬︑ないしは︑﹁曹厳﹂の

のことを言って見えるのだと但鶉 ては︑駆り立てられるように︑夢

の多彩な色が映え︑やれやれ︑街

にして頂いたお宅もあった︒最後 トからと恩いなから︑つい十一月

イトがやっと︑たまったので︑二 寄附脅させて頂けるかどうか心配

濡れた眼鏡に︑イルミネーション のお母さんの者凛をしなから︑バ ました︒この十二月が窮限なので

しの秋から冬へのある夕べ︑雨に に︑別項に引用したように﹁病気 は出来ず︑十二月になってしまい

中でぺタル脅踏んだ︒つるべおと

章句ではないか︑一本蓼ったとい いる横顔をのぞき見て︑あの先生 転車で︑二・三時間の空きを利用し 本人が現在︑入院しているのでと そんなことで︑十一月にお俺り密
いわれ︑そそくさと︑お覇い下げ 頂き︑蜃非︑十一月分の7ルーハイ

うところでもある︒爾後︑必ず︑

﹁行違い虹に︑用いてあるかも したこともあった︒
また︑﹁先生が︑一日の仕事魯
■存じませんが⁝︒﹂といったような
吉葉尊前鰯にして︑お餅いに及ん 終えて︑お疲れのところ脅さらに
足や伸ばしてお出で頂くなんて︑

だ︒
十六日︑7ルバイト先から十二月

〇〇〇円だけ︑させて頂きます︒﹂ していたところ︑きのう十二月二
といった手紙を添えて︑届けてく

こうした温かい心や︑言葉に励ま 謝したりもした︒時には︑道なき れた教え児には︑全く泣かされた 分を頂きましたので︑きっそくお

そうかと甲っと︑某小学校で同 勿体ない︒﹂とねぎらいの言葉診か に戻ったんだと︑今日︑煩ったポ
けて下さったおあば烹紅っ㌔
ケットのお金を心の中でよみ︑感

僚だった奥様が︑数回も同道して

御領内田いたり︑︵会社員の奥様

牌を乞おうと思っている∩∴M︶

十二日二十七日

て下さるのであろう寄せ訪ね︑碧 さようなら︒

で︑声までかけて頂いた事例もあ されて︑私の気は普くなり︑とも 適に踏み迷い︑すんでのことで︑ ものでした︒このように︑どの先 届けした次第です︒こんな税金で
った︶ある中学校の先生の奥様が すれば︑非憫にさえなってゆく自 畦の汚水潤に︑日転申もろとも実 生も︑貴重な体験をあれこれ得ら は︑何ともしょうがないでし上う
きさくに案内して下さり︑晴には︑分を︑意識したりもした︒そして︑ っ込む︑あわや︑一歩前というと れたものと思うが︑私のありのま か︑何かのたしにお陸い下さい︒
まの感じや述べ︑今後も待ってい ではこれで失礼させて閏きます︒

犬に吠えつかれ︑嘆に回ったとこ

奥までも入り︑あッ︑いいのか知 あたりまえのことや︑お印いして ころで︑気付いたこともあ︒た︒

らと︑ひやひやする柏に︑加勢し いるのだという鴨場な気特が︑少

て下さった臼もしたが︑その熱意 しでも︑もたげて来ようものなら︑ろ︑留守番容していた娘さんから︑

七は︑鯛がさがる思いとともに︑ 為たかも邪気でも払うように︑自 ﹁たった今︑お父さんは出ました︑
▼二月二十四日︑折からの粉雪を 勘弁下さって︑お粗末乍らもこの
丁ちらが︑いささか︑辟易させら Jやたしなめもした︒正蔭言って こないだから︑寄附を気にしてい
ついて︑新校舎へ引っ越しました︒ 会報によってたゞしばし︑慎旧の
時には︑今︑自分がしている行為 ました︒明朝︑私がとどけますJ
れたほどであった︒
それから私共救独自二間にとって 思いにひたって頂けたらと念じま
中には︑机竹から︑﹁雇いでは は轡なのか︑惑なのかと迷うこと 七いわれ︑ほのぼのとした気指に は全く眼の廻るような忙しい五日す︒▼いざ手がけてみますと︑会
さえもないではなかったがそんな 包まれたと愚っとたん︑熱いもの 間でした︒正政の他今年が閏年で 報の仕事も裾外面倒なもの28年に

ないか︑お出でや侍っとったんL

は︑私のやっていることが︑唯単

し時には︑見地しの松のある集壮 甲春の︑明るい陽光に包まれて︑

きりになって了ったのも︑いろい

や︒﹂といって下さったのや︑㍉近 時には必らず︑私の机には︑いつ が館やったわるの脅髄えた︒何と
一日多かったのかレしんなに有難い 二重桜が︑3
1年に陳川が︑それぞ
く集まりがあるから︑その時︑私 か川過の光明がさして来た︹それ 温かい人の心だろうか −︒しか ことだったか⁝⁝そして※月．Hれ復刊毒を山していますがそれ

から︑皆さんに︑害ってあけるか

年から38年まで六号にのぼ

う︒たゞ隣州昭和会が︑
3
3

予定通り顔工式が行われました︒ ろの困難があったからなのでし上

酌顔になりましたが二人七も寄附 すんで︑ホッとしたのも束

は︑断じてないということを︑特 七︑大学に行っているの七が︑お ▼竣工式がとごJおりなく

る会報の発刊や継続せられ

ら︑趣意書や︑数邸︑とγ一けて下 に他人様のお情けにすがる所業で な卸篭で︑﹁大学を出たばかりの

りあります︒別項にその月々の年 に今度の場合は囁けた校舎や︑一

た労苦を多としたいと患い

三五一≡≡≡≡葦≡−≡≡≡≡三三−≡≡≡≡≡≡≡≡≡一

めに学びの鮒付を築く汽金や作る ときっぱり断られもした︒がっか 追っかけて来ました︒心配

状氏名や一覧表に致しましたから Rも早く復興し︑多数の生徒のた は拙さないといっていますから︒﹂ の間︑今度は会報の仕事が

イのJ窮に藤田会長さんか

した畷砲の集まり見合も︑

らずっとつゞけて少くとも

ます︒▼この会報もこれか

刑存和のん々は︑是非にお知らせ

兄弟だから誰に聞けばわかる﹂と 則に適するものだとも思ったトそ な灯りの下で︑植物をしていられ

えとなったものは︑何といっても︑

年一回は用して行きたいと
思います■り椚二号からはゥ
たのせ塵切りに︑竹島先生

ってなかったの︑今囁︑先生が見

ブロイド1日とし︑窮▲血

して︑私の心のもっとも大きな支 るお母さんが︑﹁まだ出してもら ら匿味あふれる玉稿診向い

願いたく存じます︒なお﹁誰々の のだと考える七︑むしろ当為の法 りしての暢達︑とあるお宅で小さ

いう程度の御連絡でも結構です︒
名神の発行は︑現在の所︑四月

は間憩会全ぬ︑鴇二面余白

えたら︑ぜひお癒しして︒﹄と娘に の﹁経営の力作﹂を最後と

と︑竣工式後五日間のうちに縄嗅

か会員の皆さん︑過ぎし口の患出

金追加等︶という予定です︒どう

写真の掘出し物を見つけ出すこと 員動線欄︵旺所︑職業の変動︑義

た︒▼何よりも岩男したのは籍の の白︑第．二面学掩価わ︑明四億会

して︑ぎつやら出掃いまし

込み下さい︵五〇〇円︶叉年度でまとめて直磋

雪花了して印刷に抱きねはならぬ

でも︑年度会の酔余の寄せ傷でも︑

さいけこの会報穀︑会員の錯様力

ということ︑それに加えてこのあ

え︑機械をあけて持っていてくれ

の手で大きく膏てゝやって下さい

際には是非卸通知状を一都ずつ同窓会曹縄南東

・会報畷鴨を卸執筆頂く翳合には︑なるべく会報

っていてくれる害もないというこ ますようお覇いします︹

るような︑便利な印刷屋さんが蔽

たりに六号鳥平活字をタップリ捕 何なりといつでも日出にお粥せ下

用闊縞用紙︵十五手痛め︶を御使用下さい︒見

とD⁚＝これからのことを何もかも会報係後鼻裕文︵昭16︶だ

積用紙には解縄局に請求下さればお送りします︒

にもお送6下さい︒活動￡線に残します︒

・地区同窓会︑年度会︑クラス会等を由かれます

お持ち頂く場合は四〇〇円です︒

・同窓会名簿御希望のカは同封申込雷を以てお申

の繰り頃を予定しています︒少し いささかながら︑n分も︑塊より

でも完全なものに近づけたいとい

うのか︑出来ればす︒出来れば名

簿の訂正分として名簿と一緒に

お渡ししたいものです︒そして︑

■今後は︑四五年毎に発行してはし

一いとの声も高空すので︑住所︑
■膿業等に変電があり︑又御変電要

になられた方を卸存知のカ々は︑

新にふれ︑機にふれ︑必らず津高
一等学校内︑同想念名神係まで御知

らせ揮えれば幸甚と存じます︒

掲示板

