
東京都立武蔵高等学校

同窓会事務局
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モダン・ダンス振り付け

日  時  6月 2日 (日 )午後1時受付

場  所  武蔵野スイングホール 賦蔵境駅北□2分 )

催  事  日本舞踊 清元「玉兎J

懇 親 会  レインボーサロン (同ホール11階) 午後3時開催

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。

三木 よう子 (高女 1回生)

平成 13年度 (14年3月 )

卒業生同窓会幹事氏名

l l



ご 挨 拶

同窓会の皆さん、お元気でご活躍のことと存 じます。

母校「武蔵高等学校」は創立62周 年を迎え、新校舎も

落成 し、新 しい歩みを力強<始めました。

一方、少子化という潮流の中で都立高校の改革が緊

急の課題です。伝統にあぐらをかいていると取 り残 さ

れてしまいます。菊地校長先生以下、現場の教職員の

改革への手腕を期待 したいと思います。

今号では、東京都教育庁で「高校改革」の直接の責

任者である学務部長をされていた加島俊雄氏 (第 14,■

に寄稿 していただきました。

同窓会の皆さん、総会でぜひお目にかかりましょう。

同窓会会長 土屋 正忠

昨年の同窓会総会 懇親会は、55「 1日 を

迎え、ここ数年、恒例となった 6月 第 1日 曜

日 (6月 3日 )に 武蔵境北ロスイングホー

ルで開催されました。参加 される会員も

年々増加 しているところに、今回から新し

く企画した「|1定 の「{:Lに よる イベント

在校生有志バン ド『愛2001』
の情熱的演奏に、拍手喝采

ホームカミングデー (卒業後40年 となる13

回生の同期会)Jが 総会を一段 と盛 り上げ、

全てが盛会裡に終了しました。

総会後、続いて開かれたア トラクション

では、在校生の野村晃太郎君他 7名 による

ん志′:ン ト『愛 2∪ ∪ 1」 の 古熟
`り

な演奏

に、満員の会場から大きな拍手

が送られました。特に、 アンコ

ールで舞台と客席が一体となっ

て合唱した校歌に、感激された

方も多かった事ではないでしょ

うか。

その後、会場を「レインボー

ホール」に移しての懇親会では、

飲み物 と料理を楽 しみながら、

それぞれに話しの花が咲き、 1日

交を温め、再会を約して別れを

惜 し教ました。



窓生念願のサロンが

にオープン
サロンの正式名称は『東京都立武蔵高等学

校同窓会事務室』。これまで 7回生で 経理

担当副会長 事務局

として利用させて頂いて来たが、何B寺 までも

ご好意に甘えている訳にはいかなしヽ.8「年秋

偶然にも回窓生のこ自宅の 1階 オフィス

ルームを奎してI目 する事とむり 12弓 6∃

運営委異会で,妻 3モ異 事子
=室

を,=≡させ

た。

,、 ソコン |し 亀詰寸 ここ1三 ン 事Jち が出来る

環境を整え 司窓生の諸連絡場所とする他

クラス会やクラフ活動の打ち合わせ、その他

司窓生のコミュニティの場としておおいにご

利用頂きたい。

広さは約16畳で飲食の持ち込み可.利用に

際しては、事務室へ連絡し、許可を取つた上

鍵を受け取る事となる。

同窓生の中から、有償で週に何日か事務の

お手伝いをしてIllける方 (パ ソコン マツキ

ン トッシュが扱えること)を募集しています。

詳しくは事務室へお問い合わせ下さい。

武蔵野市境 2‐ 17‐ 13 0422‐535270
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武蔵境駅

日ホ轟踊 情売「玉鬼J

藤間勘邦・藤間勘葉

今年の

アトラクション

小学生の頃から、 日本

"F胸

1 筋でやってこられ

た 夕「拍1れ「4ξ が武蔵の

人先■に居られるとおμH

きし、 i・l窓 会総会に出演

をごイ人Itし ようとriィ |■

でお 1人 にお‖に掛かっ

た

高女 1)1の ff沢 令チさ

んとIIIた 4)1の 人竹lL「

さん である。

自:L公演「ツL//L会 Jを
セシオン杉1, で2011

間続けている他、IJ立 劇場「自lll会 Jを 2年 に一

度公演される。写真は「
|′ I LJ会 J平成12年の長唄

「二人椀久Jでのお 1人 である。

快 くおり1受 け ドさり、それではl FI元 の「Ji兎 J

をやりましょうと :う 事になる.こ の‖|は 七変化

長唄 二人椀久

椀久 藤聞勘邦 松山太夫 藤間勘葉 1平成12年 8月 5日 於国立大康l場 )

i謡が取 り人れられてい

になっている。

このユーモラスで軽快

別!(藤 間lJ」 邦 )と 兎 (藤

競演 して11く .

lll rflで 、 月の 中で ll

を拙 いてい る兎が飛

び出 して舞台で lllる

というl llt向 で始 まり、

軽快 な踊 りの後 カチ

カチ山の物語にな り、

さまざまな人物 を拍1

り分けてお とぎ.rの

世界が llli白 く展 開 さ

れ る。そ して、 lllり

地の「お 月様 さえ嫁

入 りなさる…」のと

ころは、江戸‖1代 の

て、此処が見せ場の つ

な歌舞伎舞踊を、今日|は

出勘葉)の二役を姉妹で



◆争号(片)●参◆●脅●
たつた一度の人生

入学式 始業式の

頃ともなると武蔵の

桜は満開とな り、本

11に 美 しかったのを

思い出 します。特に

私は初めて転任 した

時の焦茶色木造校今

に映った美 しい桜は

強烈に私の脳裏に焼 き付いています。その後鉄筋

にな り、風の使 りによると私の退職後さらに新改

築 されたとのこと。今年は例年になく≒1く 1咲 き「今

り多分もう某桜になっているのではと想像 してい

ます。

私は教員になったのが 1召和37年。武蔵には42年

に転任.退職が平成 6年でした。実に32年 の教員

4i活中、27年 という始どを過ごさせてもらいまし

た。 lll然 とはいえ私にとって最良の歳月だったの

です。素晴 らしい自:|:性 11か なイ11徒 iイ アl、 イリ「究′しヽ

溢れ、人間味戦かな教職員の方々と過ごせたこと

は今も感謝以外にありません,ILk蔵 を退職後都ヽ

'1ヤ 山|こ 1嘱 託として 3年勤めましたが、縁あって武
1覧 で出会った現イFの家内を病気にさせ、それを機
に 2年の任リリ1を 残し教,14ilrを 離れました。 もし

人生が 1度経1験 できるなら晰[11し なかったかも知
れません。

お陰様でlll在 は気楽なH々 を過ごしています。ス

トツクが香れば束へ、桜力¬咲けば南に、桃が匂えば

西へ、ラベンダーの季節ともなれば浮き浮きとJヒヘ

と「 然を求めつつ、「 ノJでイロする内は i:で と 1人 の

生活を先す大切に過ごすことを選びました。

色々な人生がそれぞれにあるものです。 「v~だ

けのものだけに私達にはここが均を善と判断したの

です。最近は新しい (P)英「1を 学ぶべくインタ
ーネットに凝っています。まあ少しでも惚け防 L

にでもなればと思っています。

私の最初の職場は果造船会社に3年半、24オ で

した。日比谷公園の近 くでした。・縁に逃なれば

1年 の物・ とか言いますが、この本から息子がその

ビルの数ブロック先の某通信関係の会社に勤め始
めました, Fに世代交替です。時の流れをつくづ

く感じている今‖このり1です。

武蔵高校時代が
今でも懐かしいです
柴平 雅弘

F・ 窓会のS君 から

会報「武蔵Jへ の

場:稿 依 l「 の 手紙が

hい た。依 4rl文 に

は 小 生 の ゼ ミで

「老人と海Jを i読 み

ました と書き添え

らメ■てヽヽた。

‖本文学 T・ll訳 ということでリトL靖 の「氷1辛 J

をとりあげ、ゼ ミ成立条件の20名 を11る ■前で

恥ずかしい思いをしたことを党えているが、武

蔵i両 校には、教師全員にゼ ミの・l講 を認めると
いう自‖1が あった。教師のやる気を大11に して

くれる度量、暖かさが、教llサ イドがもちろん、
生徒側にもあった学校であったことに、教育界
はいうまでもなく、すべての面で、きなくさく

なっている現在の社会状 77Lの なかで、心から感

lllし つつペンをすすめている.

「林を出でて、林に人り、

きて また道あり

武蔵野 武蔵野 その名負いて…

われらは学ぶ武lFK高 校J

今でも、この校歌をあ、と思い出す時がある。

イドの桜、本造技 rの しい 、:|、 il、 川1、 f)|||コ

ンー クル、大古薩 ヒュ ッテのクラス合宿、夏の

総合合宿、体台祭の応 17t合 戦、文化祭での劇、

スキー教室、修学旅行に変わる人島セ ミナー合

宿、卒業式後の先生による環1な ど私の青春真っ

只の教 it生 活.楽 しかった II問 題行 IIJ、 学校

紛争、事業式ボイコッ ト騒動など厳 しい事態に

直而 迎遇 して も41徒 の心情 をll解 し、生徒ヘ

の暖かい配慮を忘れない教育姿勢、これもよか

った II

武蔵の生徒 との、同僚 との、親達 との交流が、

集まりや ら、手紙や らで まだ続いている境遇に

感謝 しなが ら、短人での授業、地元の貪1道教窒

での指導、小 さな本仕活動などを楽 しむ毎「Iを

送っています .

口



F_~の政郷優り

シカ 」での 四半世紀

1975年 の秋、ある電子部品メーカーの駐在員と

して既に1972年 から駐在していた香港からシカゴ

に転任し、それから26年我々武蔵高校出身の夫婦

はここシカゴでのJl活をi‐Lけ ています.

赴任したあの頃、シカゴと言えば llで もアルカ

ポネが登場する極めて治安の悪い人都市として定

評がありましたが、我々が長年1:Iを 構えた郊外で

の生活実態はそんなイメージとはほど遠く、極め

てのんびりした代表的なアメリカ中西部そのもの

の生活で した。

住めば都 とは良 く言っ

たもので、日本への出張

からの帰 り、飛行機の窓

から見1」tれ た平坦なシカ

ゴの風景が見えて くると

本当にはっとして家に帰

ってきたという気持ちに

なるのですから、やは り

我々にとってシカゴは第

二の 14● 郷、否何処 よりも

一番長く住んでいるのだからむしろ第一の1文郷と

いえるかもしれません.

家の用りは中西部独特の深い森が広がり、llllの

ほとりにはH寺折 JLの lllYれ や、銀狐等のll ttll」 物が

lllれ るのも珍しくありません。

シカゴでの生活を始めた当時は、状況もijl在 と

は大きく異なり 異郷の地という感覚もありまし

たが、最近では日本食で手に人らないものは始ど

ありませんし、どんな本でも日本と同様に注文で

き、‖本語放送を見ていると、ちょっと大げさに

言えば、東京での41活 もシカゴでの生活も大して

変わらないという実感がします。

シカゴ近辺には約 1万 5T人の日本人がコミュ

ニテイーを作っています。日本人以外の東洋人で

は、1車 匡1人 のシカゴヘの移民が 80年代・Fばから

増え、10万 人強の一大コリアン タウンを形成し

ています。

9 11の テロ以前には東京、大阪とシカゴを結

ぶ直行使は毎日6使 (現在は 4便に減少)も 運行

されており、実際の飛行距離とは別の感党、すな

わち便利さと運賃の安 さということで日本が極め

て身近に感 じられました。現在仕事の都合で 2～

3カ 月に一度の割で日本へ出張 しますが、赴任 した

70年代半ば、東京往復航空運賃は360円換算で

約 lヶ 月分の給 ケと同等で大変に高価なもので し

た、従って業務で も帰国することがなく、 3年 に

度の ‖1帰 国が唯 の「円ム1り で した,

シカゴを中′しヽにしたアメリカ中西部と日本との

経済交流は、 11作機械と電子部 71の 販売を中心に、

早くは 60年代■ばからこれら業界の.lF出 が始 ま

り、 70年 代の後半迄各

社販売lll点 の構築を終え

ていました ,あ の時代、

テ レビ、 iT響 な どホー

ム エンタテインメント

業界ではまだまだアメリ

カの 人手 メー カーが強

く、
'1時

シカゴ近辺の名

だたるメーカー として、

テレビはゼニス、マグナ

ボ ックス、RCAな どが

イ1臨 し、これらの 社に部 |1古 供給の商売が決まれ

ば、アメリカの出先はもちろん日本の本社 も 1分

経営が成 い ,つ というイ∫郷[い 時ナUlで した.そ の後、

それら利1様のような顧客 も次々に日本の大手メー

カーにその座を奪われ、今では僅かに往年のブラ

ンドのみ残る有様です .

その‖iftの 日本 :に 関 して興味ある話を。 70
代 日産はダットサ ンと1呼 ばれ、アメリカ人家P/1の

3台 Hの「 として愛用されていました.特にフェ

ア レデ ィーがポピュラーで、アメリカ人の若い

連中が乗っていたと,i己 憶 します .

後 トヨタの本格的な進出が始まるのですが、 ト

ヨタは当初
‐
TO‐ YO― TA・ ではな く、 ‐

TOY‐

OTA" という発音で呼ばれていました。1‖ ち当

時の大 llア メリカ中に対 しlltめ てコンパク トな H

本「「 は 'お もちゃのOTA"と いう感じでアメリ

カ人に捉えられていたのです.

シカゴでのレЧ半世紀にも二る生7 rlで 、 シヵゴと

東京の二つの都 l卜 からめまぐるしい変貌を観察で

きたのは実に幸運でした.
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この間土台の補強に始まり囲炉裏の設置 内装、

台所 。物置の増改築 ベランダの1曽 築、屋根・外

壁のベンキ塗 り替え、ソーラー発電機の設置 ス

トープ・台所用品等の設備の入れ替え、積雪期の

雪下ろし、春と秋の薪運び、小屋周 りの刈り払い

や遊歩道の整備等これら全てがOBの情熱と努力に

支えられて実施されてきました。またソフト面で

はヒユッテシリーズ・花シリーズ 動物シリーズ

等のポストカー ドの作成・販売、各種オリジナル

グッズの作成 販売、クラス会やクラブ活動のOB
会への利用誘致、日本山岳会との交歓会等考えら

れる限 りの利用率アップ作戦を展開してきまし

た。

ヒ′乳七馨象[;;醤 秀僣舌[身 け丁

`F新

吾

料収入だけで運営出来れば一番いいとは思います

が、いわゆる営業小屋ではないので、利用料金を

やたらにあげることは出来ません (そ れにしても

一泊10oo円 というのは浮世離れした安さだとは思

いませんか )。 現状は毎年同窓会やPTAか ら援助

して頂き、更に台所改築などの大掛かりなものの

場合は、同窓会から特別支出して頂いて凌いでい

ます。利用者の減少は収入の減少につなが り維持

管理を難しいものにして行くことになります。

このジリ貧の原因として考えられるのは、

●ある 一時期まで、二年生の夏休みは学校行事の

一部としてクラス単位の合宿が行われていました

が、種々の原因で廃止され、それ以降学校とは直

接関係のない存在になってしまっていることが、

若年層の利用者が少ない原因として考えられま

す。

2)大菩薩ヒュッテに思い出と郷愁を抱く高年齢層
の利用者が、再開以来の10年 間ではは一巡したと

いうこともあるかもしれません。

③そしてこれは私達の反省でもありますが、善く

も悪しくも、運営は山岳部OB会有志の善意と愛校

心などによって支えられて来ましたが、その存在

自体が他の人間が関与しにくい原因になっている

かもしれません。

そ 畠F,ヾ,9酵 :乳吟 →魂 誼

収入増大作戦。あるいは運営方法、その他大菩薩

ヒュッテの存続そのものに関するご意見やご要望

等々を是非下記事務局宛てにE Manま たは郵便で

お送 りください。

山岳部OB会事務局



パイプオルガン界のパイオニア

酒井 多賀志さん (18回生B組 )

パイプオルガンコンサート開催

平成14年6月 15日 (土 )

開 場 :2:00開 演2:30
全席自由席 前売りY2.000当 日¥2.500
主 催 : 酒丼多賀志後援会

問合せ先 コンサー トイマジン

TEL 03‐3235‐3777

1970年 、東京芸術大学在学中に、万国博オルガン コ

ンクールで最高位入賞をを果たした酒井さんは、以後バイ
プオルガン奏者として演奏活動に入った。パッハとフラン

クを中心に、古典から現代までレバ
ートリー|ま広く、この分野で第一人
者として内外から認められている。
現在カトリック吉祥寺教会オルガ

ニストのほか 東京純心大学教授な
ども勤め、さらに邦楽器との共演な
ど、オルガン界のパイオニアとして
も注目されている。

本年度総会の併催行事として、卒業後40周年を

迎える14期生 (昭和37年卒業)のホームカミング

デイをおこないます。会場は同窓会懇親会の会場

を31き続き使用します。

初めての同期会開催になりますが、懐かしい思

い出を共有する仲F83・ 先生が一堂に会し、楽しいタ

ベとなることでしよう。在学当時の写真展やフォ

ークダンス等も企画しています。

14期生の皆さん、総会出席と合わせてふろって

ご参加<ださい。

現  役
浪 人 合 計

15 34

139 18, 320



モダンダンスにこの人あり
三輝 容子  (高女 1回生北組 )

rtlヽ 高校になる前、中型1に 校 f)があった | :高

女の人 ;し ■である 日本のモ ダンタンスを背負っ

てこられた方だと伺っていた お会い してみると、

とてもお若く、 )tし く、何‖|も 笑みをnLや さない

て熱′亡ヽにお 1舌 し 卜さる  社 りt代

'「

抽1坊 会り‖■

lt、 1財 )力 il可 t虚]場 iJギ IЦ4 1理 Jiと いったいか

め しいム∫|「 か らは想 f象 |1来 ないほど,t和 で、 典ト

な対応にさう力¬1本 の第 級の方は辻 うと|よ銘さ

せ られた

「1楽 に合わせて体を」lかすことが好 きで、 ア歳

で高 |せ い 1に 晰I Ji、 18itで ■1立  畔{利 27年 に令

1可 )F踊 コンクールのil ll部 判で第 1位 、文部人 i

ttと ホフマンttを j性 得

モダンは(114り「胸
「

こあ ) 彼女は次,jに 11(付 、

静1出 、 アロデ‐―十―

の (:」「が li体 となる

コラボレーションと,:

うそうだが、踊 りと■

術や照 り|ヽ1を トータル

に考えようと、楽器、

青ヒ、狂 ri、 オベラ、落

I「 ■を1文 り入れ、「 ト

ー タル アビールをtl

卒業生 21,486名  物故者 467名  住所不明者 4758名

もやってこられた モ ダ

ンとクラシック パレエと

υ),■ いは、 サ|や ttホ充に
'「

われた形式 )tを 追及う
｀
る

のに対 し、こちらは今日

的な視点か ら発‖1し た li

張 を第 義的に

`え
、そ

れを身体の」lき と,F台 令

体で表現するのたそうだ

彼女のりは、 可内の学 1交 でモ ダンダンスとバレ

エ LJ(;1を 卜/キ ングさせた授業を「
「】tで lk,人

,し て rtぅ 1,た と,iわ れる '「 r雨「illiの Jヽ 41が ひと

つ知 ,て いたフレ フト アステアに就いて、品11

をf)わ ■1で 卜き ,た ∫なしきに|よ ltし た,′(第

Sヽ

６
一　　　　　　．




