平成28年度東京石桜同窓会欠席者
金具名

司生・卒年

クラブ

小野宗嗣（旧10回生：S15年卒）

水泳

近況報告

メッセージ（空欄は特にコメントなし）
93歳で平凡に暮らしています。
毎年夏8月8日−22日まで北山の報恩寺にある一族の墓参のため

紫波町の別荘に行っています。（除草で苦労します）
趣味として文字同人誌の会に入って50年間文字作品を作っていま
す。三田商店に中卒直後、小生、半年ほど勤めたことがあります。

淵沢

良知（旧13回生：518年卒）

弓道

村井和夫（旧15回生：S20年卒）（戦争中）
藤舘秀行（旧16回生；521年季
柔道部

（22年−27年まで連続出席していましたが、本年は体調を崩し現在、
リハビリ療養中とのことです。皆様によろしく。TELにて奥様に確認）

高齢のため（欠席します）。
現在87歳、一人での遠出は禁止されてます。近所にある囲碁同好会で
週に2回ほど碁を打ってます。
外出は杖歩行で遠くへは行けません。歩ける範囲で散歩はしています。

佐々木秀勝（旧17回生：522年卒）ァィスホッケ＿

同窓生各位のご発展を祈念しています。
一昨年大膿ポリープの手術以降順調に推移しておりますが、年齢

相応に老化現象は否めません。夜の会合は避けておりますので、
ご苛政ください。来年は米寿を迎えます。会具皆さんのご健勝、会の
発展、隆昌をお祈りします。
小田鳩貞三（旧17回生：S22年卒）
佐久間和夫（旧18回生：523年卒）

新聞部

石原隆司（新1回生：S24年卒）

野球部

申し訳ありませんが欠席します。

右横同窓会のますますの発展を祈ります。私は老化による病状と
仲良く付き合って過ごしております。

名久井徳弥（新2回生：S22年卒）ァィスホッケ＿

今年6月で85歳になりました。歳相応の健康ではありますが、脱会
させていただきます。ご盛会を祈っています。

佐々木睦芳（新2回生：S22年率）

脱会します。長い間いろいろお世話になりました。石桜会の発展をお祈り

致します。
小山田良雄（新4回生：S27年卒）
櫻井 勇（新4回生：S27年卒）絵画・山岳
（中新2回生、S24年卒）

日本大学医学部を退職後、（字）日本大学第三学園の理事長をして
います。日大三校・三中を経営している法人です。80歳をこえました

がお陰で元気に暮らしております。

金澤伸行（新5回生：528年卒）虞書・映画

6月に帰盛しました。日本男子平均寿命も越しまして、身体に元気で過ご
して参ります。母校並びに同窓各位の益々の発展を祈ります。

関口平八郎（新5回生：528年卒）
石田 暗（新6回生：S29年率）
浦田 隆（新6回生：S29年卒）

病院へ通う日が多くなりました。。

体操部
水泳部
庭球部

がん治寮中。
齢80となりましたが、臥せることもなく元気に過ごしています。
当日は、関係している法人の行事と重なり、失礼させていただきま

石原正巳

鰐枯回生：S29年卒）

バレー部

す。ご盛会を祈ります。
ご盛会を祈ります。当方、80歳を捉えていますが、従前どおり生涯

学習を受講‥・「昆虫の生態」やら「三国志の世界」など・日。まさに
岩手中・高のころに戻っています。
岩岡貞太郎（斬る回生：S29年卒）

昨年8月−10月心筋梗塞のため入院、今年2月も入院して血管に
カテーテルを入れました。やっと起きている状態で、とても一人で会
に出席できる状態ではありません。医者に行く時はいつも私がつき
添っていきます。今後これ以上良くなるとは思いませんので同窓会
のお知らせはこれで終わりにしてください。（妻・岩岡圭子）

村上和正（斬る回生：S29年率）バレーボール
三上達男（新6回生：S29年卒）
柔道部
佐藤光

（新6回生：S29年卒）

ラグビー

遠藤政二（斬る回生：S29年率）体操．PFC

ご盛会を祈ります。
当年とって80歳．
病気らしい病は寄りつかないガ、それも多分、毎朝ラジオ体操に
通っている結果なるらんと。足澤先生の方に足を向けては優られぬ
と心得ている次第。諸兄のご健勝を切に祈る。
まだ元気にウオーキングをしています。最近は遠方での夜の会合は
遠慮させていただいております。悪しからず、皆様方によろしくお伝え
下さい。日中は同年代の仲間とまだ飲み会をいたしております。

北田次平（新7回生：S30年卒）

野球部

ウオーキング・ジョギングで体力の維持に努力しております．
用事があり、欠席させていただきます。

中西英夫（新7回生：S30年卒）

生物班

あと6カ月で80歳になる。9月に入って初めてステッキをついて歩いたら
初めは1回乍（なが）ら転倒してしまった。あと10年も生きれたら充分だ．
う。

佐々未発也（新7回生：S30年率）

バレー部
晴山一正（新7回生：S30年卒）バレーボール

八重櫻

螢（新7回生：S30年卒）

近津義一（新8回生：531年卒）

新聞

田代 洋（新8回生：531年卒）
道上 浩（新8回生：S31年卒）

体操 歳相応に頑張っております。腰痛のため上京ができません。
残念ですが欠席致します。盛会を祈念します。（大田原市在住）

高橋

明（新9回生：S32年率）

趣味の詩吟に明け暮れています。当日は発表会がありますので欠席させ
て頂きます。

谷村彪

（新9回生：S32年率）

図書部 変わりなしです。

吉田重雄（新9回生：S32年率）

体調不調のため欠席とさせていただきます．会の盛会を祈念致しま
す。

佐藤和平（新9回生：S32年卒）
小山田邦久（新9回生：S32年卒）

年齢相応に粛々と活しています。ご盛会と母校の発展をお祈りいた

跡田順三（新9回生：S32年卒）

します。
誠に残念ですが本便をもって退会とさせていただきます。貴会の益々の

田鎖敬三（新9回生：S32年卒）
五日市事児（新10回生：S33年率）

発展をお祈りしております。
八小スケ叶 特別な変化はありません。平凡な毎日の連続です。
体操

いわて国体があり盛岡に出かけています。体調もだいぶ回復し、外出で
きるようになりました。体力回復につとめています。会のご成功を祈って

おります．皆様によろしくお伝えください．
小笠原郁夫（新10回生：S33年卒）

音楽 体調不良のため欠席します。盛会をお祈り申し上げます。

此のたび同窓会のつどいに参加する旨を葉書にて投函しましたが、私事

黒沼紘康（新10回生：S33年卒）

急用が発生し、今年度の総会を欠席したくお知らせするものであります。
ご迷惑をおかけしますがご高配受け賜わりたく宜しくお願い申し上げます．
当日参加の新10回生にくれぐれもよろしくお伝えいただければ、幸甚に
存じます。取り急ぎ失礼いたしますが、益々の同窓会の隆盛を祈念申し
上げます。
佐藤哲郎（新10回生：S33年卒）

大内秀造（新11回生：S34年率）

村上和男（新11回生：S封年卒）

体調不良のため欠席させていただきます。ご出席の皆様方のご健
勝を祈念致しております。
山岳

菊地雄二（新12回生：S35年卒）

寮内に病弱な者が居りますので、なかな力、約束して外出ができませんが
皆様に宜しくお伝え下さる様、よろしくお願いします。

角掛哲也（新12回生：S35年卒）
三上邦男（新12回生：535年卒）

水泳部
Ⅳス如卜 私も後期高齢者になりました。在学中はグランド、体育館も無いのに

野球は甲子臥水泳、体操等も全国レベル．現在の活動ぶりは
サイトで見ているのですが物足りなさを感じます。校長先生も出席
されると蘭きました。後輩諸君の今後の活躍を期待します。
吉田優

（新12回生：S35年率）

野球部

藤沼博久（新12回生：535年卒）
映画 都合がつきません。残念ながら足膳に不安。欠席致します。
鈴木公雄（新12回生：S35年卒）ソフトテニス 9月に75歳になりますが、妻と元気にしております。
佐々木圭男（新12回生：S35年卒）
引越しし10年経過。35会を中心に大変お世話になっております。
最近、身体の調子が思わしくありません。健康を取り戻し、参加出来
るよう努力いたします。皆様のご多幸とご盛栄を衷心よりご祈念申し
佐藤勝彦（新13回生：S36年率）物理．ラクビ＿

石川輝蔵（新13回生：S36年卒）

演劇部

上げます。
ご盛会をお祈り申し上げます。
昨年12月、埼玉県ふじみ野市より東京都文京区に転居しました。

東京石楼会の皆様のご健勝とご盛会をお祈り申し上げます。
中島 御（新13回生：S36年卒）
立花銭夫（新14回生；S37年卒）

書道
化学部

矢澤俊夫（新14回生：S37年卒）
瀬川徹夫（新14回生：S37年卒）

9月24日（土）盛岡にて高校37年クラス会あり、今年はそちらに参

加します．
会社のOB会で都合つかず欠席します。
吹奏楽部

今年は出席できず残念です。現在73歳にならんとしていますが、
4本の映画作品に参加し、忙しい毎日を過ごしています。

ます、シネマ歌舞伎「棄海連中膝栗毛」、そして藤沢周平原作「一茶
」、「昼顔」、中国映画「鍵泥棒」などになります。東京同窓会の当日
は「一茶」のロケで信州に出かけています。
熊谷正弘（新14回生：S37年卒）
三田地利之（薪15回生：S38年卒）

都合により欠席します。事務局の方々、御苦労様です。
盛会をお祈りします。

戸塚保男（新17回生：S40年卒）ソフトテニス

誠に申し訳ありません。まだまだ働かなければいけません．

70歳になる私ですが、これも、家内安全、安心のため働いています。
参加者の皆様によろしくお伝えください．

福田重雄（新17回生：S40年卒）

映画

吉田勝次（新18回生：S41年卒）
申坪 正（新18回生：S41年卒）
菊地美記（新19回生：542卒）

3年前に退職し今は旅行とかゴルフ等でのんびりしています。
暇を持て余す白々ではありますが。

渡辺健一（新20匡l生：543年卒）
吉田英保（新20回生：S43年卒）

（山梨県・甲斐市在住）

物理部
剣道部

都合がつかず欠席させていただきますが、皆様のご健勝をお祈り

申し上げます。
陸上 体調不良にて欠席します。

中森一義（新20回生：S43年卒）

飯田長平（薪20回生：S43年率）
小野寺坂糾新20回生：S43年卒）
菊池 正（新20回生：S43年率）

柔道部 放送大学4年生となりました。楽しく勉強しています。昨年7月に
三上行雄君と岩手に行った隙に会えてよかったです。

母校からの来賓も全く知らない方々のみ、時代が異なれば共通の

鍋倉正克（新20回生：543年卒）

話愚も異なります。同じ蓋とはいえ蓋の中味が違い、年代の差は
埋めようがありません。

お陰さまで元気にしておりますが、年金不足を補うパートタイムの
マンション管理人には会費の重さも応えます。盛会をお祈りして

おります。
藤村時夫（新21回生：S44年卒）
小笠原正人（新21回生：S44年卒）

和久雅典（新22回生：S45年卒）
梅山義彦（新22回生：S45年率）

吹奏楽部
スキー部 同日当地区（神奈川・足柄都）で学術講演会がかいさいされますの
吹奏楽部

で、残念ですが欠席させていただきます。本年は菊地先生が乗場

される機会にお会いできないのは大変残念です。
野球 当日は透析のため参加できません。

田村幸七（新23回生：S46年卒）

化学・10月1日は大字のAO入試業務で1日仕事になり、（当初参加予定でした

三田地成幸（新23回生：S46年卒）

ソフトテニス が）無理になりました。

柔道部

生きてます。
9月末から0月1日まで、旅行にて残念ながら今回出席できません。

吹奏楽部

転居しました。
今回も所用で欠席申し訳ありません。菊地治雄先生は、小生在校中

佐藤喜代巳（新23回生：S46年卒）
小山田輝夫（新23回生：546年卒）

同窓会、皆様によろしくお伝えください。
高瀬幸一（新24回生：S47年卒）
朝倉芳彦（新26回生：S4g年率）

のクラブの取間でしたので、御挨拶できず心苦しいです．集いの盛会

を祈念致します。
足澤

匡（新27回生：S50年率）ソフトテ＝ス

東京に転勤して9年になりますが、もう少し続きそうです。4回／月
岩手出張ですが週末に行くことが多く、今回の10／1（土）も出張の
為欠席します。申し訳ありません。

菅野雅哉（新27【司生：S50年卒）
松岡 博（新29回生：S52年卒）
吉田昌之（新30回生：S53年卒）

大矢裕之（新30回生：S53年卒）
陸田秀之（新37回生：S60年卒）
高橋幸久（新38回生：S61年卒）

遠距離介護等でなかな力、伺えず申し訳ございません。

訃報報告（今回連絡あり判明分））

御冥福をお祈り申し上げます。（合掌）
山崎信雄（新9回生：S32年率）
酷慶

北栃

‥徹

徹

（新14回生：S37年卒）

噺15回生‥53昨斡

12月にご逝去されました。（TELにてご恩女様）
（山崎様は昨年10月の総会に出席されました。）
夫、籠屋 徹は7月25日亡くなりました。

長い間有難うございました。 （内）龍庫静子
主人は平成27年4月3日に永眠しました。
生前は皆様方に大変お世話になりました事、御礼申し上げます。
会がますます発展されますこと祈念いたしております。（北栃文子

