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小野 宗嗣 (旧10回生：S15年卒） 水泳 ９２歳のオイボレですが文学界の「青稲」というクラブ入って、今も

つたない小説を書いて発表し、楽しんでおります。

例年のように、８月７日―２１日まで紫波町の自分の山荘を宿に

して、北山の報恩寺の自分の家の墓参をしました。長町の岩手

高校も見てきました。昭和１５年４月から数ヶ月三田支店（東京）

に勤めさせて頂いたことがあります。

久保澤　稔 (旧10回生：Ｓ33年卒） 弓道

村井 和夫 (旧15回生：Ｓ20年卒） (戦争中） 高齢のため歩行が困難の毎日です。会の発展を心より祈念申し

上げます。

藤舘 秀行 (旧16回生：Ｓ20年卒） 柔道部 体調の都合により私の行動範囲は柏周辺に限定されております

ので、欠席します。ご盛会の程祈念しています。

水本　祐一 (旧17回生：Ｓ21年卒） 高齢のため出席できません。

佐々木 秀勝 (旧17回生：Ｓ22年卒） ｱｲｽﾎｯｹｰ 残念ながら今年も欠席致します。

カナダのヴィクトリア市と盛岡市との姉妹都市３０周年記念を祝し

同市のオールドタイマーアイスホッケーチームが来日します。

小生の所属するアイスホッケークラブは十数年にわたり同市の大

会に出場してきた関係でホッケーフレンドが大勢います。小生も

久し振りに帰盛します。秋祭りと再会を楽しみにしています。

母校のご隆昌と皆様のご健勝をお祈り申します。

藤沢　博 (旧17回生：Ｓ22年卒） 弓道部 ８５歳の現役ですがそろそろ引退を考える時期かと思っています。

今後のご案内は頂かなくて結構です。皆様の健康をお祈りしてい

ます。(フジサワ小児科医院自営：日立市）

小田嶋 貞三 (旧18回生：Ｓ23年卒） 元気ですが足が弱くていけません。

佐久間 和夫 (旧18回生：Ｓ23年卒） 新聞部 申し訳ありません。欠席しますので宜しくお願いします。

有原 隆司 (新１回生：Ｓ24年卒） 野球部 東京石桜会の発展を祈ります。老後を静かに暮らしております。

みなさまのご健勝をお祈りします。

小笠原 芳雄 (新１回生：Ｓ24年卒） 剣道 日本をはじめとして、世界的視点で、不景気に見舞われているの

が現実、そして指導者が現実を直視していないので社会的混乱

が多発している。十分に注意して生活していかなければならない。

佐々木 睦芳 (新2回生：Ｓ25年卒） 高齢で足元がおぼつかなくなりました。石桜会のご盛会を祈り上

げます。

名久井 徳弥 (新2回生：Ｓ25年卒） 年齢相に元気ですが欠席します。盛況を祈ります。

阿部 隆一 (新４回生：Ｓ27年卒） ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 体調優れず参加できません。上野での集い・ご盛会をお祈りいた

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 まだ元気で働いています。

（中新２回生、Ｓ24年卒） (学校法人日本大学第三学園勤務）

田中 一誠 (新４回生：Ｓ27年卒） 昭和９年１月１９日生まれてからですから、８１歳７カ月になります。

千葉市で弁護士を開業して４５年になります。毎日晩酌をたしなみ

ます。ゴルフもやり、仕事もしています。同窓会欠席の理由は、知

っている参加者がいないからです。皆様によろしくお伝えください。

金澤 伸行 (新５回生：Ｓ28年卒） （ＴＥＬにて）

関口 平八郎 (新５回生：Ｓ28年卒） 体操部 傘寿となりました。

有原　正巳 (新6回生：Ｓ29年卒） ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 八十路を迎えましたが何とかやっています。先般、テレビ番組

「空から日本を見てみよう・・・盛岡編」母校を見ることができまし

た。将棋で大活躍の学校と・・・紹介していました。これからも各

方面で活躍してくれることを期待しています。
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石田  晧 (新6回生：Ｓ29年卒） 水泳部 がん治療中。

浦田  隆 (新6回生：Ｓ29年卒） ソフトテニス 当日は先約があり欠席させていただきます。

遠藤 政二 (新6回生：Ｓ29年卒） 体操・ＰＦＣ 元気にしています。当日は先約があり国内ですが旅行に出てい

ます。

佐々木 益也 (新6回生：Ｓ29年卒） （ＴＥＬにて）

佐藤  光 (新6回生：Ｓ29年卒） ラグビー ご苦労様です。８０歳とは、斯くも老衰するものかと、日々呆れ果

てている始末です。勿論、斗酒尚辞さなかった昔々を思い起こし

て、古き佳き年月を懐かしんでは、ひとしきり溜息を深くし、心ば

かりは躍起となって、もて余して居る昨今です。

諸君には宜しく。

三上 達男 (新6回生：Ｓ29年卒） 柔道部 所用あり欠席します。

村上 和正 (新6回生：Ｓ29年卒） ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 私ども夫婦は元気にしております。まだまだ健康で長生きしたい

ので、毎日の運動を欠かさず、食べ過ぎ飲みすぎしない。寝不足

しないようにつとめています。時には仲間と集まり、カラオケなど

楽しんでいます。どうぞ皆さんも健康第一に、御身体大切に長生

きされますよう祈念しております。

北田 次平 (新7回生：Ｓ30年卒） 野球部 この夏の母校野球部の活躍に感動しております。来年は是非

甲子園に出場するように頑張ってほしいものですね。応援して

います。

佐々木 義也 (新7回生：Ｓ30年卒）

晴山 一正 (新7回生：Ｓ30年卒） ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

藤舘 眞三郎 (新7回生：Ｓ30年卒）

山口 輝光 (新7回生：Ｓ30年卒）

吉田 榮一 (新7回生：Ｓ30年卒） 神経痛のため欠席させていただきます。

鎌田 耕一郎 (新８回生：Ｓ31年卒） 書道・生徒会長 元気で日々を過ごしております。地域自治会行事の関係で同窓会

に出席できません。当日のご盛会をお祈り申し上げます。

田代　洋 (新８回生：Ｓ31年卒）

近津 義一 (新８回生：Ｓ31年卒） 新聞

道上　浩 (新８回生：Ｓ31年卒） 体操 盛会を祈念いたします。肩・腰痛で苦しんでおります。

相応の歳です。残念ですが欠席させていただきます。

小山田 邦久 (新９回生：Ｓ32年卒）

工藤 強一 (新９回生：Ｓ32年卒）

佐藤 和平 (新９回生：Ｓ32年卒）

田鎖 敬三 (新９回生：Ｓ32年卒） ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ何とか元気で平凡な毎日の連続です。

谷村    彪 (新９回生：Ｓ32年卒） 図書部 変わりなく過ごしております。

高橋　　明 (新９回生：Ｓ32年卒） 野球部 相変わらず趣味の詩吟・コーラス・スポーツ**ボランティア活動と

多忙を極めており、残念ながら当日、吟の大会があり出席できま

せん。盛会を祈っています。

吉田 重雄 (新９回生：Ｓ32年卒） 体調不良により、ご案内いただきましたが欠席いたします。

会の盛会となるよう祈念いたします。

小笠原郁夫 (新10回生：Ｓ33年卒） 音楽 楽しみにしていた同窓会に所用のため、出席できずに残念に思っ

ております。来年度は是非出席したいと思います。会の御盛況を

お祈り申し上げます。

黒沼 紘康 (新10回生：Ｓ33年卒）

佐藤 哲郎 (新10回生：Ｓ33年卒）

名取 雅和 (新10回生：Ｓ33年卒）

吉田 充孝 (新10回生：Ｓ33年卒）

五日市 享児 (新11回生：Ｓ34年卒） 体操 長い間痛みで苦しんできた三叉神経痛の３回目の手術を行い
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ようやく快復に向かっております。申し訳合いません。会の成功

と皆様の健康を祈念しております。

大内 秀造 (新11回生：Ｓ34年卒） 体調悪く欠席させていただきます。皆様のご健勝を祈念していま

す。

田沼 信夫 (新11回生：Ｓ34年卒） 陸上 体調が悪く、治癒中ですので欠席します。

鈴木 公雄 (新12回生：Ｓ35年卒） ソフトテニス 妻と二人で元気にしています。 孫娘二人とも・・・

角掛 哲也 (新12回生：Ｓ35年卒） 水泳部

藤沼 博久 (新12回生：Ｓ35年卒） 映画 いつもありがとうございます。

足腰弱くなり遠出もムリな状況。脱会いたします。長年にわたり

いろいろありがとうございました。

吉田   優 (新12回生：Ｓ35年卒）

佐々木 重男 (新12回生：Ｓ35年卒） 定年退職１４年、退職直後に人生初の３週間入院。盛岡から移住

して早８年、２-３年前からリハビリ通院していますが、担当医に

言わせると「あなたは年齢相応の健康年齢up良性です」とほめて

下さいます。これは東京石桜同窓会のお陰と感謝しております。

３５会（ｓ３５年卒業の同級会）に参加でき、エネルギーの燃焼を

手伝ってもらっていると思います。身体の回復を計って今後出席

努力します。益々の会の発展を願っています。３３回バンザイ！

石川 輝蔵 (新13回生：Ｓ36年卒） 演劇 ご連絡が遅くなり申し訳ありません。

佐藤 勝彦 (新13回生：Ｓ36年卒） 物理･ﾗｸﾞﾋﾞｰ ご盛会をお祈り申し上げます。

中島　御 (新13回生：Ｓ36年卒） 書道

日廻 一男 (新13回生：Ｓ36年卒）

藤根 秀行 (新13回生：Ｓ36年卒） 体調余り思わしくありませんが頑張っています。出席できません、

失礼します。

阿部 健雄 (新14回生：Ｓ37年卒） (愛知県東海市在住）

籠屋    徹 (新14回生：Ｓ37年卒） 卓球

立花 鐵夫 (新14回生：Ｓ37年卒） 化学部 管理薬剤師として元気に働いています。

川村 邦光 (新15回生：Ｓ38年卒） 物理･ﾗｸﾞﾋﾞｰ

田沼    昇 (新15回生：Ｓ38年卒） 山岳・物理

松舘　剛 (新15回生：Ｓ38年卒）

吉田 邦雄 (新15回生：Ｓ38年卒） 体操

三田地 利之 (新15回生：Ｓ38年卒） 当日は日本大学における教え子達の会合への参加を約束しまし

（メールにて回答） たので，申し訳ありませんが欠席します。

近況ですが，本年３月で日本大学を定年退職致しました。現在は

非常勤講師として週２回４コマの授業を行っております。71歳に

なりましたが，引き続きの仕事を与えられたことは生活のリズムの

急変が避けられ，健康を維持する上で有難いことだと感謝しつつ

勤めております。

佐々木謙四郎 (新16回生：Ｓ39年卒） 剣道 何とか元気でいます。今は年金生活です。

照井 十九雄 (新16回生：Ｓ39年卒） 皆様によろしく

川村 三郎 (新17回生：Ｓ40年卒） ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

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が、翌日は胃、大腸の精密検査があり、

飲食ができません。来年こそ出席させていただきます。少額です

が送金いたします。皆様によろしくお願いします。

福田 重雄 (新17回生：Ｓ40年卒） 映画

中坪　正 (新18回生：Ｓ41年卒） 元気で過ごしています。米谷さんの講演楽しみにしていまし

たが、当日は所用で出席できません。皆様によろしく。
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吉田 勝次 (新18回生：Ｓ41年卒） 法人ごとすべて売却し、今は何もしていません。年金生活です。

高橋　勉 (新19回生：Ｓ42年卒） マラソンを楽しみながら体力を維持しております。（札幌在住）

上野 英夫 (新20回生：Ｓ43年卒） ﾃﾆｽ

飯田 長平 (新20回生：Ｓ43年卒）

小野寺 坂雄 (新20回生：Ｓ43年卒）

菊池　正 (新20回生：Ｓ43年卒） 柔道部 ４月よりサンホーム富士見に行っています。５か月たってやっと

仕事にも慣れてきたところです。放送大学は３回生の１学期目は

１２科目取ってすべて合格しました。２学期目は１４科目取ろうと

思っています。毎日楽しく勉強しています。今年は２月よりパソコ

ン教室２４回に行き、８月より３１回に行き始めています。日々、

忘れることの多い年月ですがボケ防止にやっています。また、８

月からは温水プールに運動のため行き始めました。もう１２回目

です。半分泳ぎ、半分歩きます。腰の痛みがとれました。７月に

は盛岡に行き、三上君と会いました。

中森 一義 (新20回生：Ｓ43年卒） 陸上 体調不良にて出席できません。ご盛会をお祈りしております。

鍋倉 正克 (新20回生：Ｓ43年卒） 年金生活になりました。不足分の生活費、税金、社会保障費用

支払いのためマンション管理人のアルバイトを２日に１回のペース

でやっています。会合の性格を問わず５０００円超える会費の場合

は欠席することとしています。盛会をお祈りいたします。

吉田 英保 (新20回生：Ｓ43年卒） 剣道部 皆様のご健勝をお祈りします。

渡辺 健一 (新20回生：Ｓ43年卒） 物理部 毎年１０月台湾一人旅をしています。

佐々木 憲一 (新21回生：Ｓ44年卒） 海外出張のため、欠席いたします。20年間育てた会社の代表を

辞任し、2015年新会社ケイエフエス㈱を設立しました。

柴内 祝三 (新21回生：Ｓ44年卒） 写真部 今年の３月までの５年間盛岡で勤務（岩手スバル）し、４月川越

に戻りました。今回他のＯＢ会と重なり、残念ながら出席できま

せん。次回を楽しみにしています。

橋本　順 (新21回生：Ｓ44年卒） 野球部

相馬　敬 (新21回生：Ｓ44年卒）

菊地 弘之 (新22回生：Ｓ45年卒） 野球部 所要があり出席できませんでした。次回は参加したいと思います

のでよろしくお願いします。

楢山 義彦 (新22回生：Ｓ45年卒） スキー部 同窓会開催する同時間に当地区での会議がありまして出席でき

ません。大変残念でありますが次回を楽しみにしております。

古賀 和俊 (新23回生：Ｓ46年卒） 他の行事が決定しており、本当に残念ですが欠席させていただ

きます。

佐藤 喜代巳 (新23回生：Ｓ46年卒） （ＴＥＬにて）

田村 幸七 (新23回生：Ｓ46年卒） 野球部 末期の腎不全で調子が悪くて参加しかねます。同級の皆様健康

にしていますか？前関君は昨年調子が良さそうに見えなかった

が元気にしていますかね。

千葉   公 (新24回生：Ｓ47年卒） （ＴＥＬにて）

畠山 千春 (新24回生：Ｓ47年卒） （ＴＥＬにて）

朝倉 芳彦 (新26回生：Ｓ49年卒） 吹奏楽部 10月10日(土)に母校吹奏楽部の定期演奏会があり、外の同期諸

氏と応援（?）に行ってまいります。申し訳ありませんが欠席とさせ

いただきます。盛会を祈念申し上げます。

田村 泰俊 (新27回生：Ｓ50年卒） 地学

足澤　匡 (新27回生：Ｓ50年卒） ｿﾌﾄﾃﾆｽ 小岩井農牧（株）に入社し３５年、現在は東京勤務８年目です。

月４回会議のため岩手に出張していますが、１０月３日（土）は

その日に当たってしまいましたので、申し訳ありませんが欠席

です。
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松岡    博 (新29回生：Ｓ52年卒）

宇夫方 革 (新30回生：S53年卒）

吉田 昌之 (新30回生：S53年卒）

舘澤 克実 (新31回生：S54年卒） ｿﾌﾄﾃﾆｽ

狐崎 一彦 (新31回生：S54年卒） 復興支援のため経済団体(盛岡商工会議所)からの支援とし

（メールにて回答）(盛岡在住） て、いわて国体事務局に出向しております。 

(岩手県国体事務局) 当日は別件が既に入っており、伺うことができません。 

大変申しわけありませんが、欠席とさせていただきます。 

ご盛会となりますよう、ご祈念申し上げます。

木村 　玄 (新33回生：S56年卒）

陸田 秀之 (新37回生：S60年卒） （ＴＥＬにて）

高橋 幸久 (新38回生：S61年卒） ２００４年１月に出版した「Ｅxcelで学ぶやさしい数学」が韓国語の

翻訳本として出版されました。

ＩＳＢＮ　　９７９－１１－５６１０－１０４－８「（９３４１０）

河野 直弘 (新45回生：H05年卒） （ＴＥＬにて）

岡本 久穂 (新54回生：H14年卒） ﾃﾆｽ

小山　優 (新58回生：H18年卒） ラグビー ラグビー部同期の結婚式のため欠席とさせて下さい。

現在、㈱広和 Ｃreative Out の企画プランナーとして、まちづくり

のコミュ二ティ施策やコミニュケーションデザインを含む企画、イベ

ント等の企画・実行を担う。　プライベートでは、盛岡の秋祭り（お

八幡様の祭り）の山車をＰＲするサイト「盛岡山車　非公式サイト

秋風」を運営。東京から盛岡を盛り上げるため活動しております。

＊東京盛岡ふるさと会への参加を希望いたします。ふるさと

　ふるさと会への参画のためご紹介頂きたく存じます。

畠山   彬 (新64回生：H24年卒） 硬式テニス 東京石桜会のご連絡有難うございました。３月に無事学校を卒業

し住所を盛岡に移しました。只今、海外に出かけています。１０月

下旬には帰国致しますが、（今回は）欠席します。東京の同窓会

の皆様はじめ御来賓の方々のご健勝お祈りいたします。

福士   和 (新66回生：H26年卒）

池田 勝紀 (新67回生：H27年卒） （高崎経済大学）（ＴＥＬにて）

小野寺  航 (新67回生：H27年卒） 東京交通短大１年、来年3月からは就職活動も控えています。

当日も通学のため、申し訳ありませんが出席できません。

工藤 功喜 (新67回生：H27年卒）

中村 大和 (新67回生：H27年卒）

吉田 光宏 (新67回生：H27年卒） (日本大学）

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。

赤澤 敏雄 (旧11回生：S16年卒） （図書部） 平成２７年１月１８日ご逝去されました。

田鎖 清毅 (新4回生：S27年卒） ｱｲｽﾎｯｹｰ･化学 平成２４年１１月３日亡くなりました。届けが遅れて申し訳ございま

せん。いろいろありがとうございました。


