
東京都立武蔵高等挙校

同窓会事務局

2001 515

アフリカン・バツフアロー

日 時 6月 3日 (日 )午後1時受付

場 所 武蔵野スウィングホール

(武蔵境駅北□2分 )

催 事 武蔵高校ブラス バンド演奏

懇親会 レインボーサロン (同 ホール 11階 )

会 費 一般会員 2000円

学生会員 1000円   新卒業生 無料

出 欠 出席の方は、同封の返信用葉書をお送り下さい。

陶芸家 大崎 透 (11回生 )

平成12年度 (13年 3月 )

卒業生同窓会幹事氏名

¬



「新校舎建替え事業を    ■
大きな飛躍台に」|

同窓会会長 土屋 正忠      ||

先 日、都 ′ヽ 1比 谷高校

が人学 1式 1,チミに独「|の ‖‖題

を出題 したという記事に

出合った 都 立高校のよ也

位低 卜が 1呼 び注 ‖される

ようになったことを反映

する出来1'だ。私たちが

ll校 の武蔵に学んだ‖召利

30年代は、都立高校の地位も安定しており、武蔵

は自由な校 Itlと 、三期+1や「H迦 11‖‖‖が休みなど、

ユニークな教育が光っていた.そ の校ntは 今に受

けi liカツ■、今日も水準の1,さ を誇っている。しか

し、当時に比べII校 の数が増えた反泊i、 41徒数は

60%に まで激減している。今後、定,1制 れもllL野

に人れた対策が必要だ.果 たして武蔵は「1111な 校

風だけで生き残れるのか.教師が41徒の希●jに 献

身的に応える。21‖t紀に利応しい力iし いテーマに

IIK組む.11代の要請を171え 、校1こ 先41を 中心に学

校が メLと なって教育の水準を高く,tつ .そ して

'い'60周
年の新校介建林え1'業 を大きな飛 ll台に

してほしいと思う.私たち同窓会も後■のために

できる限りの応援をしていきたい.

平成 12年度第54回 同窓会総会・懇親会
(平成 12年 6月 4日 )

..優雅な「等のしらべ」との出合い

に満場の会員から、大きな拍手

平成 12年 6サ J411(11)、 雛54‖ 同窓会総会

懇親会が武蔵境北ロスイングホールで開催 されま

した.会場をけ校校今から移 して 3年 ‖、参加さ

篇54回

…

等学秩臓 食総会

れた会itも 2()()人 余り、年 1々1カHll〔 向にあり、会

'力

受fJでは、 ‖|、 行
'1カ

でゞきるほどで、企画に

あたった運営委

'1に

とっては、うれしい悲りじとな

りました

総会が終 rし た後、続ぃて開かれたアトラクシ

ョン「争のしらべJでは、;11:、 宮城合奏 11の 中

核として、 吐界を)「 台にご活I‖の大浦美紀
「

さん

(15)141D組 )が、人気莱穂
「

さん (421lG組 )ほ

か 2人 と共に、「さくら,J:奏 ‖J「‖争Ll(話 による

剰1‖ IJな どの美しい日本の1洲 べを披露し、会」坊

杯の会itを 魅 rし ました

その後、会場を「レインボーホールJに移して、

料理と飲み物を楽しなながら、1火 かしい先′:方 の

お iiな ど|1交 を‖ため、利やかな 時を,世 ごして、

「来年もまた会いましょうJを 合 1「 班tに 、すべて

を終 J´ しました

総会に出席された歴代の先生方
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今年も同窓会に会員集合 !!
会場の武itWiス イングホールが、武ft境りtか ′,`,t歩 2分 と大変ll利 にな

ったためて しょうか、毎年参加イが増えています 11さ んに楽 しんでいた

だこうと、′1年運ギ1委 ilが力1忠 を絞って‖‖llし ているア トラクションも人

女「 |「 をいただいています

今年は次に辛ri介するように |サ 校グ)り[役 ′
iイ「 よバンド 1受 2()(, 1  によ

るコンサー トです 'りl泊 :、 総会での減1奏 に向けて

`席

練サ1中 とのことですの

でこり∫待 ください

今年は13回生のホームカミングディ
総会を鷺卜)1げるため、社会にあわせて特定の「1′ :よ るイウ ニントをホ

ーン、カミンクデ ィとしてり[施することにしたところ、卒業後は)11に なる13

卜1′ iが、この日に同りl会 を‖‖きます 懇 lt会 場では、その ltと して'■
'1

民 4て もんtさ れていますので、総会参加の1キ さんでお楽 しみ ください

今年 O?卜 うわ シЭ ) ～イ∫志バンド『】彗2001』 ～

|ス インクホール

● ‐
「

蘭 :`“ ,

●おlit'あ わ1,

武蔵野スインクホール

80422‐ 54‐ 1313

こんにちは  名:● rkit高 校伯:校
′
1に よるイ「よ′ヽ

ン |ヾ
 '■ 21,()1_ ‐

〔|  ‖絆し
‐
ご 12 1  こう

~

この
'ヽ

ンド名、 /「
「

イ∫名けた
「

hil()lliの ヒ ′トツン

グ |ハ (2(XX)と か、イ,7フ ,― クツンクタルー

フ ||IJと かにソックリですが  L」の 月係はご

させヽません  メン′ヽ一υ)[|ぃ っ き '亡談た ,た ら

しい,かいつの間 |二 か 711に な ,て いました

さて さて、そんなよしてテキ トーなバンド名の

″、た ちですか 音楽はテキ トーじゃないのだ !…

とか 1各 政「のいいこと,1っ てみたいものです  り〔の

ところ、 ~愛 2()0 1 1 υ,メ ン′ヽ一υ,11分 はそσ)

楽器を llっ て 年とち ょ ,と  少な く

とも長けてるとは「れヽ

1,い 人の多いバントで

す  て もで も、 この

ソ` ン |ギ が成 |た ;る υ)

はそんな情のノ リと

やる気 と音楽への情

熱と ove武蔵 と力=あ

るか
', 

だか
',1た

術

云々…よりももっと

iLび′しヽを持ってく音 >を く楽 >しむから音楽なん

だなんてベ タベ クであ )き た ,な ことを 11々 と,|

えるようなi'1イ をゞしたいと思‐,て います

以 |の 8名  ‖;活 も↑111し なわけでもなく片

労 も多いのですか、愛と勇気と ド根性で突っ′Ll)

たいと思います それて も、多少怯んで しまうこ

1,

ヒもあるか もしれ ません

っています

か―そこ 1,へ んはご受敬

ヒいうこヒ〔 1笑 )

演 ‖については まだ

イえている途…いえい

え当日になってのお楽

しみです なるべ くわ

か ,場 い出や、20ヽ

1()イ i前 の ビッ トツン

グな ヒをやろうと思

ノ
た卜1、 附

`立

rtit高 |た の「1窓 会に参加で きること

を光栄に思 うと 1‖ |に とても楽 しみにもしていま

;  こオしをltt二 1従 υ)繋 力il)が よ |),■ まメしばと

'よ

っ

ています



●●寺(片)●幸◆●脅K争

小惑星に

小森先生の名前が !!

武蔵をjlN職 してもう 1数年になりました 全く

hlい ものです .

さて、このたび、小惑星 (火 り∴と木ムキの‖りを回る

小人体 )の  つの、8577番 Jヽ 惑 九ム (仮 符合

1996VX8)|こ 小41の 名がつけられました

日本の大文学者たちの‖[店 によるものです

1可 祭人文学連合の小惑ht‖ 報 (MinOr Planct

Circular MPC)No 4138Jに 載ったli己 づiを ,l llし

ます

小森 長生

Minor Planet Circular,MPC No 41384

{8577)Choseikomorl=1996 VX8

Dも∞.eed 1996 Nov 7 by K Endale and K Walanabe at Klam

Chose Komol(b1936)も a panetary geo og st who woks as a

eader ofthe P anelary Ceo o9 ca Soc ety of」 apan He s now

study ng the surace geO Ogy oFthe O「 Юstla p anets and the

evo ulon ofthe so arsyslem He s aso known as a pOpu alzeroF

p anetav sc ence

同窓会会‖tに で も、ごl」 介いただければ幸いに

思い ます

バスケット部
OB・ OG会設立

昨年6り
j、 長年こJ旨 導いただいた鈴木先月iを お迎

えして「鈴木先41を り‖む会Jを セト人に行いました

遠方からも大勢駆けつけ、約120名 の03 0G
が先41を ,Hみ ながら、近況報告や1子 の「1慢 語に人

いに花を咲かせ、楽しいひとときを過ごしました.

バスケットi`は 制部以来45年問、女■はインタ

ーハイに、りj「 も関東大会出場という海iか しい歴

史を築き、約700名 のOB OGを 生み出して来ま

した.しかしこの間、 OB会 としての利l繊 だった

il」 Jは 1分出来ないままで したが、今「1の 会のヤト

リ トが りを機に、
「OB会 J設 立の′iが Lが り、

1:速 発起人会で
'1111を

jLめ てきました

会it‖ ′「の利‖■と現役チー′、への支援をね らい

に、今イドより本格lr動 を lfl始 し、第 弾として公

の lT I」状況や ljl役 チームの活 llを ホームベージで

お伝えしています

都 立11校 クラブil動 が岐路にたっている中、少

しでもllu役 チームを支援出来るよう、 lLさ
まのご

支援、ご協力をお願い し 11げ ます

ホームページ

http:|′ 'wwwn〕 ars sphere neip/keef/musashi/

バスケット部OB・ OG会
設立のお知らせ

日 時 :平成 13年 6月 30日 (土 )

午後 6時30分より

場 所 :武蔵野スイングホール (武蔵境駅
北□徒歩 2分 )

会の門出に、OB OGの 皆さま、お誘い

合つて参加下さい
OB OC会設立発起大会

現役とともに頑張る

剣道部OB・ OG会

武蔵高校剣道部は、都 立で 番の人数を誇 り、

昨年は /_部 予選で女 rが IJ体 と個人で都 予選に ll

み、 卜111で負けてしまいましたが、女■の名Ч

校と大変よい試合でした

‖頃のリト谷先′1の 折準と、清水先41の 熱意のあ

6 1



レ,サモ片)●幸◆●脅K争

らわれだと感 じました

また、03 0Gの 存在も大きく、合ィliは もと

より、あ、だんの桔 |に も″1を llし て、後輩のlL専

にあたっています

01迫 部は‖イ{利 30年 り1に 01 li,さ れたと :わ れ、 |:

見先41、 | ド先′
:力寸旨導に・ (た られて、 03 0

(1会 も ヤを中心に1()年 前後には、

lJ「 1か |‖1か れましたが、58年 に久イカt先 41が着任さ

れて、熱心にlL導 されて、年々人数が
'曽

え、

`J年稽 !liに 、 1次 会に 1()()名 を越す人01, OG会 で

幣 り 1が っています

久保先生が‖11年お亡くなりにな ,ま したが、そ

にぎやかな

会報発送作業

lLさ んが今ご覧になっている J窓 会会‖〔は、毎

年同窓会運,「 委員の
「

で 1か サl伴 かけて作 られて

ヽヽます

IЧ 片八 l干 しなが らの会‖(作 りですが、最大の イ

ベントはフ ィナー レの発送作業です

毎年 5り J第 2週 の L‖#‖ に、力i人 の クラス中↑Ji

から、 女 rl交 ‖|ィ にの人先itま で5()人 ほどが |サ 校に

集まり、わいわいと、楽 しみなが ら仕分け、ll人 、

発ilを しています

作業終 」
´
後には、 1次 会がイキっています これ

が楽 しみで

`り

年参加|し て くれる会 itも いるほど

で、‖[代 を越えた交流の輸が広がっています

の熱意をり|き 判ボいで、

BOG会 が発展 してヽヽ

ますます剣道部、そしてo
くことを期待しています.

飛び人り参加も人欲迎、興1米のある方は、 iJ年

4サ l頃 に同窓会 J「務力1ま で日程をお問い合わせ ト

さ0ヽ

小山  駿 先生  平成11年 7月

岡  鈴雄 先生  F`成 12年 1月 6日

川崎  晃 先生  平成12年 4月 21H

久保 ‖利彦 先41  平成12年 4月

赤津  貞 先生  平成12年 9月 6日



大贅磨Xヨ2〉でく)ス(D ●大菩薩ヒュッテのホームページ●

ヒュッテに関する問合わせ 。お嗜:し込みは :

六書藤周‐辺の守10こ |

マイタケ

著しく分岐したllと 多数の ll形 をした傘をもつ

内
『 1の きのこ 秋、広葉樹の人本、老木の地 1に

近いところから、根本片1り に|‖ 生する.こ れは、

ミズナラの :「 本の根元地 11に できたもので、ぼ1径

(3()セ ンチ以 1あ った.111吉 ∴||が広く出まわってい

ますが、人然ものの香りは、全く別物で絶品 お

吸いもの きのここ飯 てんぷらなど何でもあう

ヌメリツパタケモ トキ

http. 11leinbcrs tripod c()jp.

d htlttc d htittellnain htnl

ホームページもますます充実 してきました。 リ

ンク先も多くあ ります.ア クセスして ください.

と右与‖:が 出て、 乾 くと光ツ(カ リ占られる.風味に癖

が 11く 肉
'.Iな

ので、ボリュームのある歯ごたえが

おい しい 将油煮 汁 ものなど広 くllえ る。この

'メ
典はヤナギの4i本 に41え たもの

=

本～秋に広業樹 (ブ ナなど)の‖iれ た幹や枝に

イ‖4:す る:こ れは、ブナのriれ 枝に発生 したもの1

傘は、2セ ンチヽ3セ ンチで 半球状、若い‖1中 央部

がこげ茶色、後にうす ネズミ色～「 1色 にな り、‖i

円1が ある.癖がない

のでサ ッとガiで て、

酢の物に,ま た、き

のこでは数少ないデ

ザー トにもなる.

きのこコンボート

■ |11 ‐ ■■:`I■ ■fi■ 1場1,

ヌメリスギ

タケモトキ

夏～秋にか

けて広某樹の

lli′ し本に発イ11

する.と くに

ヤナギ科の樹

本に多い.

部では、ヤナ

ギタケの呼び

名もある。柄

は長さ10セ ン

チほどにもな

り、 4ヽ は古|る

自蜜仕立 ビュッテ風 11

I II‐,「 ,7‐■ ■i‐

「
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同窓会のホームベージにアクセスしてみよう::

武蔵高校同窓会のホームベージにアクセスし

たことがありますか?

このホームベーブは 1998年 に開設され、

現在は『会長あいさつ』『ニュース』『事務局か

らのあ矢□らせ』『校舎建て替え情報』『校庭の桜

情報』などが中心ですが、クラスや同期会、0
B会、そして大菩薩ヒュッテのホームベージな

どに簡戦
‐
アクセス出来る『リンク集』が好評

です。

皆さんの意見や情報を直接書き込める『掲示

板』も、今年の夏を目標に立ち上げの準備をす

すめています。

ホームページ
メールアドレス

同窓会会員の共通の広場として、どんどんア

クセスし、皆さんの手で、内容を充実させて<
ださい。

al立 式 改 高薇 |.・tと 会
ホ ー ノ、́ヽ― ジ

サンタモニカ大学

平|!13年 3月 卒
=生

徴
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陶房「ちいさな動物園」
大崎 透

昭和 12年 築の屋根瓦も重々しい平屋の日本家

屋、国道50号線沿いの小高い丘、lil本 にJま れた

笠問「 役所を見 ドろす南面に大崎氏の自宅兼陶房

はあった。立派な五葉松や芝生の庭のそこかしこ

に陶器のIIJ物が置かれている様は正にミニチュア

のrl」 物園。

53才でそれまでの勤めに見切りをつけ、愛知県

窯業高等技術専「Ч校に入り陶芸を志す。子供の頃

から動物が好きで、多摩■lJ物 園に通いつめ、会員

にまでなった程。その動物を陶芸で造る道が見え

てきたことで、学校へ通うのが楽しく、毎日朝‖

が出るのが待ち遠しかったと言う。リタイア組の

(11回生)

中高年が多い訓練校で、朝のラジオ体株中に 人

笑みがこぼフ■て くるのをどうしようもなかった程

だから、行 くべ き道を見つけた人は強い。

卒業後、鋳込 |,と して瀬戸で就職。Jlに も慣れ、

地元でやった動物の作品展が女f評だったことから

笠間で作陶に人る。陶器でイグアナや水牛の皮膚

の色を出すのは難 しかったに違いない。

方で、9くの便器の出来栄えに感′亡、するとnfす 、

作家然としないところがこの人の魅力である。

卒業生 21,156名  物故者 445名  住所不明者 4,533名




