
1 

 

城北会誌城北会誌城北会誌城北会誌    第第第第 66663333 号号号号    平成平成平成平成 22227777（（（（2012012012015555））））年年年年    

目目目目    次次次次    

    

表紙写真 磯野昭彦（昭 31） 
 

◎◎◎◎グラビアグラビアグラビアグラビア        ……………………………………………………………………………………………………1
◎◎◎◎平成平成平成平成 27272727 年度城北会懇親総会のお知らせ年度城北会懇親総会のお知らせ年度城北会懇親総会のお知らせ年度城北会懇親総会のお知らせ  実⾏委員⻑ ⻄郷正道（昭 50） ……………… 5 
◎◎◎◎巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言        文化と先端技術文化と先端技術文化と先端技術文化と先端技術         会⻑ 岡村 正（昭 32）  ………………………8 
◎◎◎◎いよいよ「一般社団法人・城北会」にいよいよ「一般社団法人・城北会」にいよいよ「一般社団法人・城北会」にいよいよ「一般社団法人・城北会」に  会⻑ 岡村 正（昭 32） ………………………10 
◎◎◎◎城北会の法人化について城北会の法人化について城北会の法人化について城北会の法人化について    
           城北会法人化プロジェクトチームリーダー 久保 勲（副会⻑ 昭 36）…………10 
◎◎◎◎特集特集特集特集 IIII    ザ・メッセージザ・メッセージザ・メッセージザ・メッセージ    

「スポーツ仲裁」をご存知ですか  竹之下義弘（昭 34） …………………………12 
特別なバスケットボール   川村善久（昭 42） ……………………………13 
大空への夢を追って   鐘尾（江澤）みや子（昭 43）……………………14 
『そして、人生は続く』   井坂 聡（昭 53）………………………………15 
アフリカに魅せられて   ⻑⽊志帆（平 6）………………………………16 
「売れるためのタネ、教えます。」  能登⻯真（平 7）………………………………17 

◎◎◎◎特集特集特集特集 II II II II     ⼾⼭⾼校の今⼾⼭⾼校の今⼾⼭⾼校の今⼾⼭⾼校の今    城北会誌編集部会 …………………………… 19 
 ミッションは、国際社会に貢献するトップリーダー育成 
      校⻑ 大野 弘 ……………………………… 20
 ⼾⼭⾼校での SSH 事業   SSH 部主任 田中義靖 ……………………… 21
 生徒の声      俣野厚志 / 河竹舞祐 / 関 優沙 / 矢島佳歩 / 紺野沙友莉  …… 22
 スタンフォード大学の川嶋先生来校……………………………………………………………23
 学校説明会    生徒会執⾏委員⻑ 飯川 遥…………………24
 ⼾⼭⾼校今昔その 1  ………………………………………………………………………………25
 クラブ活動の現状   ⼾⼭⾼校広報担当 ⼭崎 茂（昭 47）………25
 昨今の生徒会活動   中元秀海（平 24） ……………………………26
 ⼾⼭⾼校今昔その 2  ………………………………………………………………………………27
 “楽しい”のその先へ−⼾⼭祭運営委員⻑を体験して      武内 結（平 24）……………28
 地学巡検    叶野英俊（平 26） ……………………………29
 ⼾⼭⾼校関連団体 …………………………………………………………………………………30
◎◎◎◎平成平成平成平成 27272727 年度定期評議員年度定期評議員年度定期評議員年度定期評議員会報告会報告会報告会報告……………………………………………………………………………31
◎◎◎◎平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    理事一覧理事一覧理事一覧理事一覧    ……………………………………………………………………………………32
◎◎◎◎平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    評議員評議員評議員評議員一覧一覧一覧一覧    …………………………………………………………………………………32
◎◎◎◎平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度（（（（2014201420142014 年度年度年度年度））））城北会懇親総会城北会懇親総会城北会懇親総会城北会懇親総会        石塚隆太郎（昭 49） 五十嵐豊（昭 49）……………34



2 

 

◎◎◎◎城北会支部だより城北会支部だより城北会支部だより城北会支部だより 
   杉並城北会    天野晃秀（昭 35）……………………………………………………36 
   千葉城北会    白石治比古（昭 41）…………………………………………………37 
   中国城北会及び東京支部発足 

藤田慎介（昭 44） 水谷嘉弘（昭 45） 小久保憲一（昭 49）………38 
 城北会サンパウロ支部  埴原正和（昭 57）………………………………………………… 40 

2014 年度前期 NY 城北会東京支部会 ⻘⼭ 聡（昭 59）………………………………………41 
2014 年度後期 NY 城北会東京支部会 ⻘⼭ 聡（昭 59）………………………………………42 
北海道支部総会  上野俊弘（昭 60） …………………………………………………43 

◎◎◎◎名刺広告名刺広告名刺広告名刺広告 ……………………………………………………………………………………………………44 
◎◎◎◎年次年次年次年次別同別同別同別同期会期会期会期会・・・・クラスクラスクラスクラス会会会会だよだよだよだよりりりり  …………………………………………………………………………47 

昭 23・24   ……………… 47 昭 35 ……………………… 56 
昭 19 入＆25 卒  ………… 48 昭 38 ……………………… 58 
昭 25 ……………………… 49 昭 39 ……………………… 59 
昭 27 ……………………… 50 昭 40 ……………………… 60 
昭 28 ……………………… 51 昭 42 ……………………… 61 
昭 29 ……………………… 51 昭 44 ……………………… 63 
昭 31 ……………………… 53 昭 45 ……………………… 64 
昭 31（3H）……………… 54 平 3  ……………………… 65
昭 32 ……………………… 55 

◎◎◎◎部・班部・班部・班部・班 OBOBOBOB 会だより会だより会だより会だより 
合唱班 OB/OG 会     ⾼岩義信（昭 42） ……………………………66 
サッカー部 OB 会     水谷嘉弘（昭 45） ……………………………67 
新聞部 OBOG 会     大野久美子（昭 48） …………………………68 
水泳部 OB 会      米⼭芳夫（昭 48） ……………………………69 
剣道部 OB・OG 会   谷口 豊（平 1）…………………………………70 
空手道部創立 30 周年記念式典  松⼭ 展（平 13）………………………………71 

◎◎◎◎会員の動き会員の動き会員の動き会員の動き    
   常磐線沿線の会    森 正明（昭 43）………………………………73 
   六本⽊テニス倶楽部   ⽊村幸子（昭 45） ……………………………74 
   四谷テニス倶楽部   大⻲哲郎（昭 42） ……………………………76 
   都市・建築城北会   森川友晶（昭 51） ……………………………77 

    叙勲 おめでとうございます ………………………………………………………………………78 
  お悔やみ申し上げます ……………………………………………………………………………79 

◎◎◎◎追悼追悼追悼追悼    
若⼭裕司君を悼む   前城北会会⻑ 小宮⼭宏（昭 38）……………80 
松⼭俊太郎君を偲ぶ   入内島十郎（昭 23） …………………………80 

◎◎◎◎随筆随筆随筆随筆    
  憲法記念日に思う   今村 徹（昭 39）………………………………81 



3 

 

「いとすぎ学級」を知っていますか? 〜同窓生が、職場でまさかの出会い〜 
                           川口尚人（昭 56）茂⽊貴実子（昭 42）……82

パイラスクラブ再興の記   中⼭一夫（昭 44）………………………………83 
◎◎◎◎⺟校だより⺟校だより⺟校だより⺟校だより    

⺟校囲碁将棋部⼥子 1 年が囲碁で快挙 …………………………………………………………85 
雨模様の⼾⼭新宿戦 7-8 で惜敗  …………………………………………………………………86 
岩切梅夫先生（元教員）が剣道有功賞受賞………………………………………………………87 
⼾⼭⾼校と副都⼼線⻄早稲田駅最新情報−⼾⼭生の通学事情（⼾⼭⾼校新聞より）− 

                           磯野昭彦（昭 31）………………………………87 
⼾⼭祭⾒学レポートと写真集              萩原まき子（昭 44 新聞部 OBOG 会幹事） …89 
⼾⼭野球:初戦麻布戦で敗退−全国⾼校野球 東東京大会−   磯野昭彦（昭 31）……………91 
異常気象にハプニング続出の運動会        磯野昭彦（昭 31）………………………………92 
⼾⼭⾼校新聞が都新聞コンクールで準優秀賞に輝く  磯野昭彦（昭 31）……………………93 
大橋志津江元先生が愛子さまの家庭教師に ……………………………………………………93 
大学合格者推移 ……………………………………………………………………………………94 
平成 27 年度 教職員の異動／出身中学校別地区分布  …………………………………………95 

◎◎◎◎城北会だより城北会だより城北会だより城北会だより 
東京校歌祭の報告   奈須野稔久（昭 27） …………………………96 
第 4 回城北会一朝陽会（⼾⼭・新宿戦）コントラクトブリッジ交流戦 
                           谷 弘志（昭 30）………………………………97 
第 2 回 都立⾼校交流囲碁大会   志水一夫（昭 32） …………………………… 98 
第 6 回⼾⼭・新宿⾼校同窓会交流ゴルフ大会   金野三孝（昭 34）…………………………99 
組織委員会報告組織委員会報告組織委員会報告組織委員会報告    
第 10 回「ホームカミングデー」実施報告 委員⻑ 玉谷邦博（昭 38）……………………101 
ホームカミングデーに参加して  大村美香（昭 60）……………………………102 
広報委員会報告広報委員会報告広報委員会報告広報委員会報告    
平成 26 年度ホームページ部会報告  リーダー 磯野昭彦（昭 31）…………………104 
エコフエコフエコフエコフファンドファンドファンドファンド委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    
ビオトープに貴重な品種が⾒つかる! 委員⻑ 多胡壽恭（昭 35）……………………105
深井奨学財団新事業「⼾⼭教育助成」に協⼒しよう深井奨学財団新事業「⼾⼭教育助成」に協⼒しよう深井奨学財団新事業「⼾⼭教育助成」に協⼒しよう深井奨学財団新事業「⼾⼭教育助成」に協⼒しよう!!!!     

奨学基金支援委員会委員⻑ 堀江礼一（昭 35）…………………106 
平成 26 年度城北会活動報告         事務局⻑ 船曳茂彦（昭 32）…………………107 
一般会計 平成 26 年度収支決算…………………………………………………………………108 
特別会計 平成 26 年度収支決算…………………………………………………………………109 
貸借対照表  ……………………………………………………………………………………… 110 
卒年別年会費クロス集計…………………………………………………………………………111 
一般会計 平成 27 年度収支予算…………………………………………………………………112 
特別会計 平成 27 年度収支予算…………………………………………………………………113 
⺟校環境教育基金（エコファンド）へのご寄付お礼 …………………………………………114 



4 

 

城北会へのご寄付お礼……………………………………………………………………………114 
城北会年会費納入のお願い………………………………………………………………………115 

◎◎◎◎深井奨学財団深井奨学財団深井奨学財団深井奨学財団からおからおからおからお礼礼礼礼とととと報告報告報告報告  公益財団法人深井奨学財団 理事⻑ 住田笛雄（昭 32）…………118 
◎◎◎◎校友会校友会校友会校友会がががが公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人になりましたになりましたになりましたになりました   校友会理事 多賀宗紀（昭 34）……………………………123 
◎◎◎◎平成平成平成平成 27272727 年卒年卒年卒年卒城北会城北会城北会城北会理事理事理事理事・・・・評議員評議員評議員評議員ごごごご紹介紹介紹介紹介…………………………………………………………………124 
◎◎◎◎編集後記編集後記編集後記編集後記・・・・奥付奥付奥付奥付    ……………………………………………………………………………………………125 


