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いよいよ今年、南高創立１００周年。あかね会､学校､PTA が三位一体 
総力を結集し､記念事業を成功させよう。 

   創立 100 周年記念事業実行委員長 常盤 正臣  
 

 同窓会(あかね会)、学校教職員、ＰＴＡの皆様に

は､ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は母校､南多摩高校発展のためにご支援ご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。また、在校生の皆様

には、それぞれの学年で勉強にスポーツに勤しみ、

青春を謳歌されていることと思います。 

さて、母校は明治 41 年に創立されて以来、明治、

大正､昭和､平成の４時代を経て、今年 100 歳となり

ました。この 100 年の歳月の中に、約 28,000 人の

方々が巣立ち、国内はもとより国際的にもめざまし

い活躍をされていることは誠に喜ばしくご同慶の

至りでございます。4 年前から準備を重ねて参りま

した記念事業実行委員会も、皆様のご協力のお陰で、

いよいよ集大成の時を迎えることになりました。   

｢記念募金委員会｣は「名簿委員会」とともに第 3次

募金活動と企業向け広告募集の実施を、｢記念誌委

員会｣では約 440 頁に及ぶ大作の記念誌『湧水万古』

の編集総仕上げに力を注ぎ、｢広報委員会｣はホーム

ページを通して最後のアピールを、そして｢総務･財

務委員会｣は統括事務局として総合管理にしっかり

取り組んでおります。また｢式典･祝賀委員会｣では

会場や招待人員のこと、演出やスケジュール調整な

ど事前準備に余念なく計画を立てて参ります。以上､  

6 つの委員会がそれぞれの立場で活動しております。 

          

開催まであと 7ヶ月余りとなりましたが、皆様方

におかれましては、この間のいろいろな立場でご協

力を戴きたいと思います。どうぞ記念事業成功のた

めに、一層のご支援を賜りたくお願い申し上げます。  

今年10月 11日(土)には八王子市民会館において

創立 100 周年記念式典を、そして京王プラザホテル

八王子において創立100周年記念祝賀会を挙行する

運びとなりました。 

これまで記念募金にご協力いただいた皆様には、

心より感謝を申し上げます。

 

１００周年の年を迎えて             東京都立南多摩高等学校校長  榎本 成己  
春の足音とともに、峠の先に頂がはっきり見えて

きました。いよいよ平成 20 年を迎え、記念式典ま

であとわずかとなりました。 
実行委員会が設立されてから早くも 4 年が経ち、

登山に例えるならば、皆でパーティーを組み苦難を

ともにし、目指す大きな頂がはっきりと見える最後

の峠に立った思いです。これまでの実行委員会を中

心としたあかね会の皆様方のご努力に感謝申し上

げますとともに、あと一歩をともにさらに力強く進

めて行きたいと思います。 
100 周年は周年行事がすべてではなく、すでに学

校の教育活動に多大なご支援をいただいておりま

す。そのひとつに総合学習(総合的な学習の時間)で
の「先輩に学ぶ」があり、すでに 3 年が経過してい

ます。今年は昭和 28 年 3 月にご卒業の高尾山薬王

院貫首・大山隆玄様から大変示唆に富んだお話を頂

戴しました。感想文で、大先輩の人生経験を拝聴し

自分の人生を考える参考になった、というように記

した生徒が多数いました。この企画は人生の先輩で

もある同窓生の方々の貴重なお話を頂戴する機会

として、今後も毎年継続していく予定でおります。

また、すでに和太鼓を寄贈していただけることにな

っており、まもなく希望者を募り練習を開始します。 
10 月 11 日の記念式典では、生徒による太鼓・吹

奏楽等の演奏・大合唱、さらに OB・OG 合唱団の

合唱も計画し、盛大に挙行する予定です。 
2 年後には中高一貫教育校が開校します。今年か

らは、その準備も本格化していきます。将来、中高

一貫校になっても、皆様の母校であることにはいさ

さかも変わりがありません。100 周年を契機として

さらなるご支援を賜りますよう、心からお願い申し

上げます。

都立南多摩高等学校創立１００周年記念事業実行委員会  URL http://www.nankou100.net/ 
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   記念募金委員会   樋川  藤光    

募金は 3,700 万円に、第 3 回募金に最後のご協力を 

「創立 100 周年記念事業」を運営するため、2回の募

金協賛をお願いし、延べ 2,500 件、3,700 万円を超え

るご厚志をいただきました。皆様には心からお礼申し

上げます。府立(都立)第四高等女学校から都立南多摩

高等学校への同窓生の絆、暖かいお心におすがりし、

会員7名に1名の寄付を戴き、5万円以上の寄付も100

件を超えました。本年の記念事業を成功に導き、母校

への継続的な支援や同窓会事業の発展のためには、な

お一層の皆様のご理解とご協力が必要です。 

一方で、「記念事業の中身や使途･経費が判りにく

い」とのお声も戴きました。目標額(当初 1億円)を現

実的な 6 千万円に変更し、「募金趣意書」に記念事業

の概要と概算額などを掲げました。また、「100 周年

は関わった方の慰安､親睦、飲み食い等になっていな

いか」との厳しい批判もあります。実行委員会は、す

べてボランティアや手弁当で運営されています。バス

ツアー･ハイク等もすべて会費徴収により賄われてい

ます。むしろ実行委員会や行事･イベントに、一人で

も多くの皆様に積極的に参加頂きたいと考えます。 

このため、ホームページを含む広報対策や、企業広

告の協賛にも、ただ今力を注いでいます。今回、6千

万円の目標額達成に向け、第 3回目の募金を実施いた

します。母校の「100 周年」を共にお祝いし、同窓の

絆が一層強められますよう、皆様のご協力とご参加を

お願いいたします。 

   総務･財務委員会   野﨑 捷治    

創立 100 周年、募金のご支援と事業へのご協力を 

 実行委員会は、同窓会 あかね会のもとに組織さ 

れ 4年の活動を進め、募金活動、記念誌編集、式典祝 

賀会の準備、名簿作成と着々と歩んできました。いよ       

いよ今年は「創立 100 周年」です。 

事業を成功させるには、何と言っても卒業生の皆様

のご支援です。事業資金の元となる募金へのご協力、

今回の「第 3回目募金」をお願いいたします。 

また、記念事業の企画等をご一緒にとお考えの方は、

是非とも同期生（名簿参照）の実行委員、または総務･

財務委員会に声をかけてください。積極的なご参加を

お待ちしております。 

    記念誌委員会    染谷 英夫    

100 周年記念誌『湧水万古』を、ぜひお手元に 

 南高 100 周年、おめでとうございます。記念すべき

2008 年がやってまいりました。皆さまがお待ちかね

の記念誌は、いよいよ今年 9月末に発刊の予定です。 

記念誌の題名は、『湧水万古』(ゆうすいばんこ)という、

湧き水の街・八王子に位置する伝統ある母校にふさわ  

しいものになりました。戦災で母校は全焼し、殆んど

資料がない中での記念誌づくりには苦労しておりま

すが、しかしながら、愛する母校のためにと、各位か

ら寄せられる資料や寄稿が、それが一つにまとめられ

たとき、100 周年記念誌『湧水万古』（上製本・B5 版・

約 440 頁）は､予想をはるかに超えた､感動満載の記念

誌として誕生いたします。ご家族のためにも、ぜひ一

冊、皆様が「第四高女」、「南多摩高校」を巣立った証

として、記念誌『湧水万古』をお手元に置いてくださ

ることが記念誌委員会の切なる願いでございます。 

皆様のご期待にそむかぬよう、記念誌委員一同、こ

れからも一層の努力をしてまいりますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。              

    名簿委員会   野口 冨巳子    

「同窓会名簿」は、ただいま発行準備中  
  本年 10 月発行予定で、「同窓会名簿」の発行準備を

進めています。これまで住所変更のお便り、同期生情

報のご連絡など､有難うございました。10 年ぶりに、

約 28,000 名の｢同窓生名簿｣を作成､有償頒布(4,300

円)します。この名簿には記念募金者のご芳名録、名

簿協賛金のご芳名録、企業広告も併せて掲載します。 

  名簿協賛金・1口 1万円にご協力を只今ご案内して

いますように、｢名簿協賛金｣、｢企業広告｣の募集を行

っています。名簿協賛金は 1口 1万円で、協賛者には

名簿を無料進呈します。また、企業広告に応募された

卒業生にも名簿を無料進呈します(一般企業には進呈

なし)。「記念募金」とは別の協賛となりますが、こち

らへのご協力、ご支援もよろしくお願いします。 

 

    式典･祝賀委員会  半澤 邦彦    

第 3 回先輩に学ぶ 講師は高尾山貫首 大山隆玄氏 

後輩に南高生時代の思い出や人生観を語る。  

創立100周年記念事業のひとつ「総合学習支援プロジェク

ト＝先輩に学ぶ｣第3回が､2月6日に行われました。講師

に大本山高尾山薬王院貫首･大山隆玄氏（昭和28年卒）を

迎え、母校の2学年生を対象に南高生時代の思い出や大山

さんの人生観をお話いただきました。また、朝日新聞や読

売新聞に報道(写真：2月7日付)  され、CATV八王子テ

レメディアが「デイリー八王子」の番組で放映しました。
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歴史散歩 ｢八王子城址と夕焼けの里｣ を散策   
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来る４月１８日（金）に、南高からバスで出発 

歴史散歩『八王子城跡と夕焼けの里』散策は、村井

康夫さん(昭和 35 年卒)や、青木正昭さん、武田康子

さん(昭和 37 年卒)等が中心に企画し運営に携わっ

います。これまでも創立 100 周年記念事業として「清

里高原散策」や「のぼろう三頭山」「秋の軽井沢万平

ホテル･グルメの旅」、そして「都庁見学・お台場・浅

草散歩」と、数々のイベントを行ってきましたが、

史散歩は、創立 100 周年と北条氏照の居城だった八王

子城跡は「日本百名城」に選定され、脚光を浴びてい

ることに因んで、100 人の仲間で歩きたいと、あかね

会の皆さんや保護者(PTA)の参加を募っています。 

て

歴

歴史散歩は「バスの中で隣席の同窓生とのお話や北

条氏照の往時を偲び、郷土の伝統芸能「車人形」の稽

古場をのぞく楽しい企

画が盛りだくさんで

す。」と青木さん。武田

さんは、「あかね会会員

に限らず、奥さんまたは

ご主人の参加も大歓迎

です。」と準備に余念が

ありません。 
北条氏照が築いた八王子城跡 

 

●お問い合わせ： 村井 康夫 電話:042-627-1912 

            武田 康子 電話:042-666-1824 

 ・参加費：大人 5,000 円 

 

 創立 100 周年コンペにゴルファー募集中！   

ハニカミおじさんは何方に？ 

募金趣意書が届くや、昭和 28 年卒業のゴルフ愛好

家・菊池幹郎さん、山鹿文雄さん、五十嵐芳治さんが

創立 100 周年記念事業実行委員会に提案され、準備中

です。勿論、プレーはスコアの競い合い。でも、グリ

ーンでは、互いに南高の同窓生。ボールよりも会話が

弾みそうですね。いま、参加者を募っている最中で、

「個人参加あるいは組になって参加でもいいです

よ！」（菊池さん）｡  そして「ハニカミおじさんは何

方かな？」（山鹿さん）｡  コースは、近場の相模湖

CC またはレーク相模 CC を予定しています。 

・参加資格：あかね会会員、教職員、保護者(PTA) 

・開催時期：平成 20 年 6 月頃／参加費：16,000 円位 

(パーティ代別途）／プレー方式：新ペリア（予定） 

・参加申し込み：5月 10 日（土）迄に下記発起人へ 

●お問い合わせ：菊池 幹郎  電話：045-821-4649  

(発起人)      五十嵐芳治 電話：042-374-5414     

山鹿 文雄  電話：042-524-6370 

半澤 邦彦  電話：042-667-2228 

 ｢なつかしさ｣と「いやし」の祝賀会       

みんなで再会・語り合い、そして「OB・OG 合唱

団」の響き（なつかしさ）、 

由紀さおり･安田祥子姉妹が唄う抒情歌(いやし)   

   祝賀会の企画に加わり、運営の準備に大忙しの浅野 

      常子さん(昭和 34 年卒)に企画の目玉を聞いてみまし     

た｡ 浅野さんは｢なつかしさ」と「いやし」をコンセ 

プトに、 あかね会の皆さんが多数祝賀会に参加いた 

   だくことを願っています。  

コンセプトの「なつかしさ」は、世代を超えた同窓

生が一同に集まり、ワイワイガヤガヤ再会を語り合い、

合唱コンクールを思い出しながら「OB・OG 合唱団」

の演奏を聴いていただきます。「いやし」は、由紀さ

おり、安田祥子姉妹を招き、「抒情歌」を楽しむ趣向

です。浅野さんのお話を聞いているうちに、早く「祝

賀会」の日がこないかとワクワクしてきました。そこ

で「参加するにはどのようにしたらいいの」と訪ねた

ところ、5 月～6 月頃、創立 100 周年記念募金をいた

だいた方を優先にご案内状を発送しようと実行委員

会で準備の話し合いをしているとのことでした。 

総合司会は山根基世さん  

 祝賀会の総合司会には、元ＮＨＫアナウンサーの 

山根基世さんにお願いしました。         

祝賀会日時：１０月１１日（土） １８時開宴   

場所： 京王プラザホテル八王子 参加費：8,000 円   

              定員：450 名 

 式典や祝賀会で披露するＯＢ･ＯＧ合唱団      

４月から毎土曜日に、南高で練習を開始 

南校創立 100 周年を記念して結団された「0B・OG 合 

唱団」は、これまで母校の合唱祭に特別出演や昨年 11

月には八王子市民文化祭「合唱の集い」に参加･出演し、

特に「合唱の集い」は、他に出演した合唱団やサークル

よりも発声が素晴らしく、揃っていると好評を博しました。  

「OB・OG 合唱団」は､ 南高創立 100 周年の記念式典 

や祝賀会で歌います。指導・指揮者の松田有子さん（昭

和 39 年卒）の熱心さと卓越した指導のもと、盛り上がって

熱気ムンムンです。「４月からは毎土曜日に南高の施設

で練習します。」と合唱団の結成に尽力され、いまや団長

とよばれる存在感の伊藤淳子さん（昭和 27 年卒）。楽し

そうな練習光景が目に浮かびます。伊藤さんは「第２回

先輩に学ぶ」でも講師をつとめ、さらに「企業募金活動」

にも活躍され、まさに八面六臂で創立 100 周年記念事業

に取り組んでいます。 

 事務局をつとめる石川志津子さん（昭和 37 年卒）は、

「いまからでも入団大歓迎！練習光景の見学も OK です

よ。みんなで歌いましょう」と、特に男性に入団を呼びか

けています。 

●お問い合わせ：  伊藤 淳子  電話：042‐635‐2033 

             石川志津子 電話：042‐661‐7201 



「南高１００年太鼓」を寄贈、10 月の記念式典でお披露目演奏！ 
皆さまからの「寄付金」を教育支援に有効活用、学校が望む「和太鼓」の寄贈が決まりました。 

母校・南多摩高校は２年後に｢八王子地区中高一

貫６年制学校｣に変わります。この教育基本計画

の｢特色ある教育指導の具体例｣に「日本の伝統的

な文化・芸能」が盛り込まれています。 
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そこで学校は私たちの教育支援に「和太鼓」を

望んでいました。ドーンと響き渡る音は、叩く奏

者ばかりか周囲で見守る人々の心にも深く沁み

込みます。学校に和楽器の備

えが乏しく、100 周年記念事

業実行委員会では、あかね会

や保護者会(PTA)からの心あ

る寄付金の有効活用として、

学校が望む「和太鼓セット」

の寄贈が決まりました。寄贈の太鼓には「南高 100

年太鼓」と刻まれ､この和太鼓が鳴り響いて､後輩

たちが｢日本伝統文化｣や「日本伝統芸能」の理解

を深め、国際人としての教養とコミュニケーショ

ン能力が高まることに、私たち先輩が支える一役

を担います。太鼓は目下製作中で 3月末に完成予

定。その後、後輩たちによって演奏の特訓が始ま

り、10月11日に八王子市民会館大ホールで行われ

る記念式典でお披露目演奏をしていただきます。

太鼓は「まつり工房」に発注 

なお、和太鼓は製造から指導・アフターサービ

スと一貫したシステムが整っている｢まつり工房

(長野県伊那市)｣に発注しました。 

 

 

 

 

 

 

 

創立 100 周年記念 

事業実行委員会 

委 員 名 簿 

あかね会会長 

Ｓ35 黒須 隆一 

実行委員長 

Ｓ31 常盤 正臣 

南多摩高校校長 

榎本 成己 

同ＰＴＡ会長 

三谷里江子 

 

記念募金 (26 名) 

Ｓ31 樋川 藤光 

Ｓ10 石井 貞子 

Ｓ18 横田 久子 

Ｓ20 加藤 好子 

Ｓ20 平子カナ子 

Ｓ31 石井 勝義 

Ｓ31 石阪 秋彦 

Ｓ31 小川 禎子 

Ｓ31 久保田喜子 

Ｓ31 橋本 晴子 

Ｓ32 塚本  功 

Ｓ33 清水 義子 

Ｓ35 田中 ミホ 

Ｓ35 和田百合子 

Ｓ36 井上 武弘 

Ｓ36 小山 隆司 

Ｓ37 小山 俊子 

Ｓ38 浅沼 清彦 

Ｓ38 三島 照代 

Ｓ39 大澤  晃 

Ｓ40 野村 文宏 

Ｓ42 小林 節子 

Ｓ44 山口久美子 

Ｓ44 溝口   猛 

Ｓ49 池田まゆみ 

Ｓ49 味岡 隆士 

Ｓ50 横溝 哲也 

Ｓ52 西海 健夫 

Ｓ61 依田やよい 

 

式典 祝賀 (26 名) 

Ｓ37 半澤 邦彦 

Ｓ24 石坂ツネ子 

Ｓ26 金井ツル子 

Ｓ27 広瀬 智子 

Ｓ27 大埴 重康 

Ｓ27 伊藤 淳子 

Ｓ28 山鹿 文雄 

Ｓ28 五十嵐芳治 

Ｓ28 松本 陽子 

Ｓ28 菊池 幹郎 

Ｓ28 菱沼 里子 

Ｓ29 糠信 和代 

Ｓ32 吉村至真子 

Ｓ33 染谷 延子 

Ｓ34 浅野 常子 

Ｓ35 村井 康夫 

Ｓ37 石川志津子 

Ｓ37 青木 正昭 

Ｓ37 武田 康子 

Ｓ38 清水 美輝 

Ｓ38 斎藤奈津子 

Ｓ47 大貫 京子 

Ｓ50 安本  豊 

Ｓ52 山口 慶介 

Ｓ55 中川美樹子 

Ｓ61 新山 陽子 

 

記念誌 (16 名) 

Ｓ31 染谷 英夫 

Ｓ19 渡邊マサ子 

Ｓ23 山田 京子 

Ｓ25 柴田 雅子 

Ｓ25 大島 富子 

Ｓ26 小山奈々子 

Ｓ32 根岸美枝子 

Ｓ38 佐藤  彬 

Ｓ38 長屋 邦宏 

Ｓ42 休波 博子 

Ｓ42 後藤 栄子 

Ｓ44 井上  務 

Ｓ44 加藤安紀子 

Ｓ44 田辺 悦子 

Ｓ55 伊藤 直人 

Ｈ 1 西澤 篤司 

 

広報 (14 名) 

Ｓ47 生島 弘行 

Ｓ29 中西フジ江 

Ｓ32 横溝 榮枝 

Ｓ32 平  照子 

Ｓ32 橋本 幸子 

Ｓ32  比留間美代子 

Ｓ33 内田 照代 

Ｓ33 勝田三枝子 

Ｓ33 杉山 勝人 

Ｓ34 五十嵐滿里子 

Ｓ38 新垣  富夫 

Ｓ47 高橋    央 

Ｓ51 川崎恵美子 

Ｓ63 廣濱  剛 

 

総務･財務 (11 名) 

Ｓ31 野﨑 捷治 

Ｓ20 内藤富美子 

Ｓ26 上野千恵子 

Ｓ29 半田  稔 

Ｓ30 大塚 光代 

Ｓ30 川久保喜唯

Ｓ31 堀口 昌伸 

Ｓ34 河西 優江 

Ｓ39 松澤 康代 

Ｓ46 吉冨 正敏

Ｓ49 武井 邦明 

 

名簿 (6 名) 

Ｓ35 野口冨巳子 

Ｓ 9 高崎 久枝 

Ｓ36 斎藤美代子 

Ｓ37 中田 君代 

Ｓ37 土屋眞智子 

Ｓ41 関口 雅子 

 

以上 106 名 

（太字：委員長） 

 

実行委員会には、

このほか、母校教

員、PTA 歴代会長の

皆様に参加いただ

いております。 

(2008 年 3 月現在 

敬称略) 

【編集後記】  10 月 11 日(土)に開催される 100 周年記念式典まで残すところ半年余となりました。今号は、常盤

実行委員長・榎本校長先生の挨拶、各委員会委員長による各委員会の取り組みの紹介や祝賀会の決定、「南高 100 年

太鼓」の寄贈等を掲載しております。スペースの関係もあり、原稿や写真をカットしたものもありますが、今号に掲

載できなかった内容・写真を第 5号に掲載すべく、その発行を急ぐことにしています。さて、今号をご覧いただき、

各方面にわたって 100 周年記念事業に向けた活動が活発化していることが、ご理解いただければ幸いです。 引き続き

記念事業成功のため、皆様の一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。          広報委員会・生島 




