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2019年3月1日発行

千葉県立千葉東高等学校同窓会報「シャロンの花」23号です。

今後とも同窓生の皆様のご協力をお願いします。基金の振込にご協力をお願いします。

【ゆうちょの振替口座 00160-8-148932】

発行者 千葉県立千葉東高等学校同窓会 会長 山中 操

編集部 千葉県立千葉東高等学校同窓会 事務所 〒260-0855 千葉市中央区市場町2-15 渡辺ビル205

＜2019年度総会・懇親会のお知らせ＞
日時 5月18日(土) 総 会 午後2時～(受付1時30分～)

懇親会 午後3時～(受付2時30分～)
場所 三井ガーデンホテル千葉

千葉市中央区中央1丁目11-1 TEL043-224-1131
会費 7,000円(当日受付にてお支払いください。)

懇親会だけの出席も大歓迎です。恩師の先生方も多数ご出席い

ただいております。本年は昭和53卒高校第30回生の皆さんが幹

事団を組んで取り組みますが、卒業生はどなたでも参加できま

すので、お誘い合わせの上ご来場ください。

お問合せ・お申込みは、4月30日までに同窓会事務局

(TEL043-306-6960)

(三井ガーデンホテル千葉)

(2015/12/05 撮影)

「シャロンの花」同窓会報第23号
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＜総会＞

平成30年6月2日に三井ガーデンホテル千葉にて

平成30年度の総会・懇親会が行われました。

内容につきましては、

1.開会の辞、2.会長挨拶、3.名誉会長挨拶、

4.来賓紹介・挨拶、5.本年度転退職・新任の先生

及び新年度幹事紹介、6.出席教職員(卒業生の本

校職員を含む)の紹介、7.議長選出、

8.議題、

(1)第1号議案 平成29年度事業報告

(2)第2号議案 平成29年度決算報告・監査報告

(3)第3号議案 平成30年度事業計画(案)

(4)第4号議案 平成30年度事業予算(案)

(5)第5号議案 役員の改選(案)

9.閉会の辞

＜平成29年度事業報告＞

1.総会 平成29年5月20日(土)

オークラ千葉ホテル 参加200名

2.同窓会報発行・平成30年3月1日

「シャロンの花」第22号発行

3.母校教育活動の後援、学校行事参加活動

(1)部活動、対外試合、発表会等参観・支援

(2)海外留学引率者支援

(3)卒業式、入学式、体育祭、東雲祭等行事参

列・参観

(4)その他母校支援に該当する案件

＜平成30年度事業計画(案)＞

1.総会 平成30年6月2日(土)

三井ガーデンホテル千葉

2.同窓会報発行・平成31年3月1日

「シャロンの花」 第23号発行

3.同窓会・恩師対外発表会等参加支援・顕彰活動

4.同窓会維持基金、創立100周年祈念80周年記念

事業基金等募金活動

5.母校教育活動の後援、学校行事参加活動

(1)部活動(関東大会以上出場等)支援

(2)対外 発表会等参観・支援

(3)進路学習支援

(4)海外研修引率者支援

(5)卒業式、入学式、体育祭、東雲祭等行事参

列・参観等

(6)その他母校支援に該当する案件

6.支部発足支援活動

7.その他目的達成に必要な事業

8.常任理事会(原則隔月第三土曜日開催)

昨年度の事業報告・決算報告、今年度の事業計

画案・予算案が審議されいずれも承認されました。

平成30年度 同窓会 総会の開催
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今年の同窓会は、昭和52年卒のメンバーが担当

です。平成29年12月9日、旧6組の有志が集まり幹

事会がスタートしました。その後、他クラスの方

にもご協力をいただき、8回の幹事会を行い、6月2

日（土）の当日を迎えました。

当日は全体で170名(昭和52年卒の同窓生は108名)

の参加があり、幹事長による開会宣言、山中同窓

会会長、渡部名誉会長（校長）、恩師の大沢先生

によるご挨拶、その後、岡本先生による二胡の演

奏があり、田村先生の高らかな乾杯のご発生で懇

親会が始まりました。

今回の懇親会の企画として、当時のスナップ写

真を集めたDVDの上映を行いました。そのバックミュー

ジックは、当時の花の中3トリオ等、同学年の歌手

のみを厳選した曲としたこだわりを持ちました。

何しろ40年以上も昔なので写真を集めるのにかな

り苦労しましたが、上映後、自然発生的に起きた

拍手には感無量、今までの苦労が報われました。

最後に、校歌斉唱の後、次年度の開催に向けて、

53年卒の上市さんにバトンと襷が引き継がれ、高

山幹事による閉会宣言で、懇親会は終了となりま

した。

その後は、二次会が開催され、今度は、1.2年の

クラスにてテーブルを分け、1次会以上の盛り上が

りとなり、気持ちだけは、青春時代に戻った楽し

い１日が終わりました。(昭和52年卒 古畑和宏)

(開会) (岡本先生二胡演奏) (乾杯) (襷の引継ぎ)

平成30年度 懇親会

新

役

員

一

覧
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同窓会会長 山中 操

同窓会名誉会長 渡部 徹(学校長)

千葉東高等学校同窓会

の皆様におかれましては、

日ごろから本校の教育活

動に対して絶大なるご理

解ご協力を賜りまして、

誠にありがとうございま

す。おかげさまで、平成

３０年度の諸活動につき

ましても、本会報の記事

にありますとおり順調に

実施しておりますことを

ご報告申し上げます。

皆様がご存じのとおり本校はいわゆる「第１学

区」に位置しており、生徒は千葉市内をはじめと

する県内各地から通学しております。千葉県教育

委員会指定「進学指導重点校」の生徒として学び

ながら、多数が国公立大学や難関私立大学への進

学を果たしつつ、本校職員の丁寧な指導のもと様々

な課外活動に盛んに取り組んでおり、数々の実績

を上げております。

本年度も千葉大学との協定に基づく基礎教養講

座やＨＯＣを通じて単位を修得する生徒が着実に

増えたほか、東京大学や東京工業大学等をはじめ

とする各大学・研究機関との連携講座や理数教育

の展開、米国・豪州海外派遣や留学生受入を軸に

した国際理解教育の推進、さらにはユネスコスクー

ルの活動やＥＳＤ教育の強化が、相乗効果で未来

の我が国を担う優れた人材の育成に繋がっており

ます。また、本年度はインタハイ連続入賞（８月）

を続けている山岳部男女に加えて、Ｕ１８日本選

手権で見事日本一を勝ち取った陸上競技部の男子

４００ｍ（１１月）、全国高等学校総合文化祭に

そろって出場を果たした音楽部(合唱部門)・文学

部(文芸＜俳句＞部門)・囲碁同好会(囲碁部門個人

戦)(いずれも８月)が、全国に千葉東高等学校の名

をとどろかせました。もちろん例年どおり吹奏楽

部・マンドリン楽部の定期演奏会（５月）や東雲

祭（７月）には多くの方々にお運びいただきご好

評をいただきました。３月には音楽部のコンサー

トも控えております。

諸先輩がたが長年にわたり築き上げた、勉学に

も部活動にも一生懸命に全力で取り組む「東高魂」

はこうして脈々と引き継がれており、校長として

喜ばしい限りです。平成の時代もいよいよ残りわ

ずかとなりましたが、これからも引き続きご支援

のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、本年度９月から１月にかけまして、県教

育委員会による地震対策の一つとして屋内運動場

（大体育館）の吊天井撤去及びＬＥＤ照明設置工

事が行われ、過日無事終了いたしましたことをご

報告いたします。

同窓会会員の方々には、

常日頃お世話になってお

ります。

今年は天皇退位の年であ

り、新元号が4月に発表さ

れ、5月より施行されます。

翌年2020年は東京オリン

ピック・パラリンピック

が開催されます。千葉県

においては、8種目が開催

されますので、大変楽し

みにしているところです。

私も、「開かれた学校づくり委員会」の委員長

として、学校の先生・地域の自治会・PTA・近隣の

有識者の会合に出席して、学校評価についてのヒ

アリングを生徒・職員・保護者・地域の方々等に

行い、生徒・保護者からは「千葉東高校に入学し

て良かった」「学校行事・部活動等を活発に取り

組めている」という声を多く聞くことができまし

た。

今年度からは、千葉県立高校として初めて、

「給付型奨学金制度」を導入します。これからは

国際的視野を広げる為に、グローバル人材育成に

向けた留学も必要となります。同窓会としては、

積極的に「給付型奨学金制度」を進め、千葉東高

校の応援団としてフォローしてまいりますので、

今後とも宜しくお願い致します。

（昭和44年卒 同窓会会長 山中操）
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対談 大木実千葉県教育次長 小川輝男同窓会副会長

小川：本日は、千葉県教育委員会教育次長という

お立場から大変お忙しい日々をお過ごしにもかか

わらず、千葉東高同窓会報「シャロンの花」に掲

載します対談にお時間を割いていただきましてあ

りがとうございます。私は、現在、同窓会副会長

を務めております小川です。本日はよろしくお願

いいたします。

早速ですが、教育との関りなども含めながら大木

次長の簡単な自己紹介をお願いいたします。

大木：私は、千葉市内で生まれ・育ち、S53年3月

に千葉東高校卒後、１年浪人して中央大学法学部

に進み、昭和58年千葉県庁に入庁しました。

小川：大木次長は高校時代をどのように過ごされ

ました。部活動や行事、先生方・友人との思い出

などありましたらお話しください。

大木：記憶が余り定かではないのですが、優秀な

学生でなかったことは確かです。部活に入ってい

たわけでもなく、勉強にも熱心に取り組んでいた

わけでも無かったと思います。当時、千葉県の公

立高校の入試は、学校群という制度であり、特定

の高校を受験するというよりは、どの学校群を受

けるかが重要だったと思います。

小川：同窓生の方々に教育次長というお仕事につ

いて具体的にご説明願いますか。

大木：地方の教育行政は、県の知事部局や市の市

長部局から独立した委員会制度を採っています。

その委員会を代表するトップが「教育長」であり、

委員会を構成する教育委員や教育長は、知事や市

町村長が議会の同意を得て任命します。この教育

長を補佐する役目として「教育次長」が置かれて

います。県教育委員会では、県立高校や特別支援

学校の設置・管理や小中学校の先生を含め教職員

の任免、社会教育や文化財、スポーツ等を所管し

ています。現在、学校を取り巻く環境で課題となっ

ているのが、教員の働き方改革です。教員の長時

間勤務の実態が統計で明らかになるなど、ワーク

ライフバランスを欠いている現状があります。一

部では、学校はブラックな職場だとも言われてい

ます。そこで、文部科学省では緊急対策を講じる

など対策

を進めて

おり、千

葉県教育

委員会に

おいても、

「働き方

改革推進

プラン」

を策定し、県立高校等の県立学校や、市町村教育

委員会を通じて小・中学校の教職員への意識改革

を進めるとともに、先生方が行っている業務を少

なくする改善を進めています。東高の先生方もそ

うだと思いますが、教員の皆さんは、事務処理や

部活等で忙しいにもかかわらず、生徒たちのため

を思って授業準備などに時間をかけすぎてしまう

傾向があると思います。教員が処理しなければな

らない業務を精査・縮小し、学校の職場環境の改

善に向け取り組んでいます。東高の多くの生徒諸

君が、将来教員を目指す様になるような魅力ある

学校にしていきたいと思います。

小川：千葉県の高校教育には、教員の働き方改革

以外にどのような課題があるのでしょうか。また、

それに対する施策などもお教えください。

大木：現在、県立高校の普通教室へのエアコン設

置を鋭意進めています。昨年の夏は猛暑であった

ため、生徒の健康を第一に考え、教育環境の整備

に取り組んでいるところです。他には、高大接続

改革があげられると思います。2021年度の入試か

らセンター試験に代わり大学入学共通テストが始

まり、記述式の問題や英語の4技能などが試されま

すので、しっかり準備しておくことが肝要と考え

ます。

小川：千葉県教育委員会から千葉東高校は「進学

指導重点校」という指定を受けていますが、これ

についてご説明ください。

大木：千葉県では、特色ある学校づくりの一環と

して、平成16年度から「進学指導重点校」を指定

しています。現在佐倉高校や船橋高校など県内で

10校指定されており、千葉東高校もその1校です。

東高は、教科指導や進学指導で熱心な先生方によ

り、進学の実績も上がっています。最近、その実

績報告を聞く機会がありましたが、私がいた頃と

比べると格段の向上が見られ、後輩の皆さん方は

頑張っているなと感心しきりです。
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対談続き
小川：現在の千葉東高校また千葉東高生について、

どのように見ていらっしゃいますか。

大木：仕事柄、東高に限らず県立高校に伺う機会

がありますが、いつも思うのは、今の高校生は大

変行儀がいいなあということです。今は、学校内

で挨拶ができるし、先生方の言うこともよく聞く

といわれます。ただ、これらの事と裏返しかもし

れませんが、覇気がないかなとも思います。大人

の社会には矛盾や不合理なこともあります。これ

らに対しどう対応していくのか、しっかりと社会

を見つめ、熱き心をもって知識や経験を積み重ね

ていって、きちんと判断のできる人間になって欲

しいと思います。

小川：後輩にあたる千葉東高生へのメッセージ、

エールをお願いします。

大木：今は、自分の将来をじっくり考える時期だ

と思います。どのような夢を抱き、それに向かっ

て、どう実現していくのか、そのためには、何を

勉強し、どんな行動を起こしていけばいいのか。

時間はあるので、じっくり考えてください。親や

友人、先生方に相談しながら。今はまだ、答えを

見出せなくて構いませんから。決して、名前の通っ

た大学に行くことだけが目的なのではなく、卒業

後、社

会の中

で、こ

れまで

学んで

きたこ

とをど

う生か

すのか

が重要

であると思います。私も、後輩の皆さんに負けな

いように、まだまだ社会に貢献できることを全う

したいと考えています。

小川：最後に、同窓会活動に対する要望などがあ

りましたらお願いいたします。

大木：学生たちへの奨学金制度を検討していると

聞いています。もちろん、社会のセイフティネッ

トそのものは、国や県、市町村といった公が担っ

ていくものでありますが、経済的な理由で志望大

学の受験をあきらめたりすることがないよう、身

近な同窓会においても、できることを制度化して

いこうという試みに期待します。

(昭和53年卒 千葉県教育次長 大木実)

東雲祭は７月７日（土）と８日（日）に開催さ

れた。気温がぐんぐん上昇するなか、どちらも開

場前には長蛇の列で、体育館では３年生ミュージ

カルの整理券配布の争奪戦。廊下の混雑具合を見

ると、昨年よりは幾分ましになったかなと思う。

今回の東雲祭では、とにかく３年生各クラスが実

力勝負で伯仲していたという印象を受けた。私が

見たのは美女と野獣、ザ・グレイテスト・ショー

マン、キャッツ、ライオン・キング。私が見なかっ

たのはアナスタシア、レ・ミゼラブル、ヘラクレ

ス、リトルマーメイド、イントゥ・ザ・ウッズ。

その中にはプロかと思う程の歌唱力を持つ人も

いて、その歌に乗せられて全体の合唱も揃って豊

かな響きとなる、言わばごく一部の秀でた人が全

体を牽引して高みに押し上げていく仕組みが、自

ずと出来上がっているようだ。聞けば音楽と縁遠

そうな運動部所属さえいる。踊りも全員の動きが

きれいに揃って、見ていて非常にすっきりしてい

るのに驚く。とても３ヶ月で仕上げたとは思えな

い。そのせいか東雲祭大賞でどのクラスに投票し

ようか、本当に悩むところだった。

一方で理科系の各部も、昨年と同じく教科書を

超えたレベルの研究発表やテレビ番組顔負けの演

示実験があり、地学部では何と前日に発生した地

震の計測結果という大変タイムリーな展示もあっ

た。パフォーマンスでは、音楽部が動きを加えて

客席全体を包むように歌声を響かせ、吹奏楽部は

野球部応援曲を中心として全体を鼓舞する感じだっ

た。

東雲祭は３年生ミュージカルさえも既に伝統と

なった。昨年の個性を出す変化球路線から今一度

実力勝負での直球路線に戻ったのは、ひとえに成

熟故の余裕だろう。それには実力への自信や、秀

でた人を発掘して全体を高める力に変える仕組み、

過去の先輩へのリスペクトや理解が必要不可欠。

今度は直球と変化球のどちらで勝負してくるのだ

ろうか。 (平成5年卒 同窓会書記 市原俊介)

実力伯仲の直球勝負～東雲祭参加報告～
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全てに意味があり繋がる（音楽部）

人という宝（マンドリン楽部）

音楽部定演は３月２８日。テーマ「音で繋がる」

どころか、全て意味を持ち繋がるようだった。

第１部はコンクール曲や少人数アンサンブル、

合計僅か２４名がパートを行き来し、一人一人の

存在意義を強める。第２部は合唱劇「ティンカー

ベル」、妖精の国で物作りの才能を持つティンク

が自分に貢献がないと思い込み、焦ってトラブル

を起こすが、地道に働く妖精の粉の番人の姿を見

て誇りを取り戻す。第３部はミュージカル曲に続

き昔の編曲の校歌を含むＯＢＯＧ合同演奏、まる

で東雲祭を楽しむ今の生徒と、昔の生徒の大人に

なった今の姿、今の生徒の未来像を描くよう。

自己同一性確立の年頃、彼らは時には表面に囚

われ自分の存在意義に悩み焦っただろう。だが周

囲には自分を必要とする仲間がいて、それ故に助

け合い理解し合う。そして先生や家族その他支え

てもらってばかりと思われた人も、直向きな彼ら

から何か教わり力をもらうからこそ支えたのだ。

彼らは「休符にも意味がある」とさえ言う。この

定演と音楽、無意味なものは何一つないのだ。

(平成5年卒 同窓会書記 市原俊介)

吹奏楽部定演は５月４日。「愛してる」という

意味のこのテーマの通り、音楽への愛、周りの人

への愛に満ち溢れた演奏会だった。

第１部は吹奏楽用に作られた曲や有名なパイプ

オルガン曲の編曲によるクラシカルなステージで、

幕開けを祝福

し、心を描き、

掛け合い、愛

を描く。第２

部は不思議の

国のアリスを

基にした音楽

劇で、音楽を

軽んじる少女

アリスが不思議の国に迷い込むが、音楽を嫌う冷

酷な女王の過去の傷を癒し、その仕打ちにめげず

音楽を愛し奏で続ける花や動物に触れ、音楽への

愛を取り戻す。第３部はジャズ基調で始まるが、

従来と異なり架空の音楽劇場を舞台に進み、指導

講師のオリジナル曲ソロ演奏もあり、最後まで楽

しむ仕掛けが満載。

とにかく音楽が好き。人が好き。些細な理屈抜

きに、心を込めた音楽さえあれば愛が確実に届く。

そのため日々練習し泣き笑い試行錯誤を重ねた。

それは私ら卒業生が辿ったのと全く同じ道。

この愛、何度でも受け取りたい。そして機会があ

るならば、あらゆる形で返したいものだ。

(平成5年卒 同窓会書記 市原俊介)

マンドリン楽部定演は５月６日。会場の関係で

例年より早く、また部員が若干減少したという。

第１部は荘厳なマンドリンオーケストラ曲、第２

部は軽快なギターパート、と前半は他校と同様。

後半は特有のソロパートが台頭し、今回はほぼ全

曲が現役部員による編曲だという。第３部を一年

部員が「美女と野獣」で盛り立て、第４部をラグ

ビー部員がコントとダジャレで伝承曲「ひき潮」

を含め導き、華麗に感動的に閉じる。今回いつも

のヲタ芸ダンスがなかったのが少し残念。

とにかくマンドリン楽部には、羨む位に「人と

いう宝」がある。舞台で東高最多の人数が、ロビー

で三年部員がアイコンタクトを取り心一つに演奏

する姿で分かる。支える卒業生や保護者その他の

層も厚く、心も熱い。心揺さぶる歌詞のミスチル

や嵐やトキオ（ぉぃ！）の選曲、主旋律が聞こえ

ずソロパートが際立つ雑然さ、マイクに拾われる

啜り泣きも、その宝があってこそ。

長時間で終演

の遅さを気にす

る人もあろうが、

極力最後までこ

の「人という宝」

を堪能したい。

(平成5年卒

同窓会書記

市原俊介)

ジュテーム（Je t'aime）（吹奏楽部）
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国際交流米国派遣報告
第39回日米高等学校交流プログラムは、2018年3

月15日（木）から26日（月）まで山﨑文教諭（数

学科）と生徒16名（男子4名、女子12名）を引率し

ました。研修の目玉は3日間のニューヨーク観光、

ホームステイ、日本文化のプレゼンでした。

クラークストン高校・中学校で交流担当者は日本

語を教えているフェイ先生です。彼女の授業で日

本文化のプレゼンテーションをしました。6つの部

門を用意し、それらを効果的に伝えるためにさら

に2つに細分化した主題を設けました。健康（体操、

風呂）、JKの1日（平日、休日）、戦国時代（劇、

クイズ）、日本のコメディー（ギャグ、笑いの文

化）、うま味（出汁比較、出汁料理）、日米文化

比較（バレンタイン、擬音語を使った言い回し）

を毎週1回2時間の事前指導を重ね準備しました。

何度も駄目出しをしてきたせいか現地では笑いも

たくさんあり、参加型で飽きさせない素晴らしい

発表ができたと思いま

す。能力が高い生徒ば

かりでした。プレゼン

に慣れたところで、ホ

ストと一緒の授業に参

加させてもらったり、

購買でクラークストングッズを買ったりする機会

を頂き、楽しい時を過ごしました。

生徒は放課後になるとホストの企画により、典

型的なアメリカの遊びや交流会を経験させて頂き

ました。歓迎パーティに始まり、翌日からはレー

ザータグ、ホストとの放課後、ショッピング、さ

よならパーティなど楽しいことが日替わりで用意

されていました。一緒に生活することで築いた人

間関係、直に学んだ英語やものの考え方、文化、

習慣などは貴重な体験になったことと確信してい

ます。

最後になりましたが、歴史と伝統のあるこのプ

ログラムを引率させていただき光栄に思います。

また、生徒が米国で快適に生活できるように様々

な角度から半年間（週1回でしたが、）指導を重ね、

ちょっとした担任になったような気分にさせてい

ただき、その充実した時間に感謝しております。

（引率教諭 石井俊幸）

平成29年度の豪州研修は、平成30年3月15日から

3月24日までの10日間の日程で行われました。理科

の宮川眞由教諭とともに、男子8名女子16名を引率

しました。初日のシドニー観光を皮切りに、二日

目から一人一家庭のホームステイとパシフィック

ヒルズ・クリスチャンスクールでのESLレッスン、

日本文化のプレゼンテーションが主な研修内容で

す。異文化とどのように向き合い、理解し対処す

るのかというのがこの研修の最大の目標です。

シドニー郊外という立地条件から、ホストファミ

リーの多くがアジア圏からの移民がほとんどでし

た。現地校では、午前中にMr.Ernieによるオース

トラリア文化と英語レッスン、午後になるとバディ

とともに授業に参加したり、バディたちに日本文

化を紹介するというのが一日のスケジュールです。

今回紹介した日本文化は、日本のファッション、

落語、日本のアイドル、夏祭りでした。

よく異文化理解は隣人の理解から始まると言われ

ますが、私たちがよく理解していると思い込んで

いる「隣人」は、世代や性別、生活環境など自分

と異なる背景を持つ「他者」であり「自分」とは

違う文脈で生きる人々です。そのような日常の異

文化理解とは随分かけ離れたところに今回の豪州

研修があります。

国籍や人種、宗

教も様々で日本

人である私たち

には想像が難し

くハードルが何

倍も高くなりま

す。しかし、参

加した生徒は、

直面した異文化に真摯に向き合い、その違いを楽

しんでいるように見えました。私自身、今回の研

修を通して異文化の乗り越え方を引率した生徒た

ちから学んだように感じます。

同窓会より多大なご支援をいただき、豪州研修も

充実したプログラムになっています。今後とも、

千葉東高生のローバル人材育成プログラムに対す

るご理解とご協力をお

願いいたします。

(引率教諭 及川邦裕)

国際交流豪州派遣報告
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進路指導について
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94年卒同窓会

野球部ＯＢ会 平成30年度 報告
〇 新年会 平成3O年1月2O日(土) 18:OO～

京成ホテル・ミラマーレにて開催

新年会は藤代会長の他、ＯＢ14名、畠山部長、藤

井保護者会会長、藤岡保護者会副会長の18名が出

席して開催されました。藤代会長、畠山部長、藤

井保護者会会長の挨拶のあと,共田先輩(S32)の乾

杯で和やかに懇談しました。会の終わりに関先輩

(S37)の締めの挨拶・一本締めで閉会しました。現

役の部員ヘの支援の場でもありますし、ゴルフ大

会や野球大会の行事もありますので、是非多くの

ＯＢの方が出席していただけれぱと思っています。

〇 総 会 平成3O年6月2日(土) 18:OO～

京成ホテル・ミラマーレにて開催。

総会には藤代会長のほか代議員16名が出席して開

催されました。昨年度の事業報告・決算報告、今

年度の事業案・予算案について審議され、いずれ

も承認されました。

総会に引き続いて開催された懇親会には飯生監

督、畠山部長、保護者会から藤井会長夫人・中野

副会長夫人にご臨席いただき、藤代会長(S45)の挨

拶から始まり、飯生監督、保護者会・藤井様から

挨拶をいただき、秋葉先輩(S36)の乾杯の後、和や

かに歓談し、関先輩(S37)の挨拶、一本締めで終了

しました。

〇 第40回千葉県高校野球ＯＢ野球大会

今年度のＯＢ野球大会・1回戦は7月29日(日)に千

葉工業高校のグランドで一宮商業高校と対戦しま

した。今回は初参加の加藤君(H25)、染谷君(H26)、

引地君(H26)を加え、総勢21名の参加で、1回戦に

臨みました。

2回表にその若い世代を中心に打線がつながり、ー

拳6点を奪い、3回を絡えて8-2とリードしました。

しかし打線が沈黙していた一宮商業も4回に2点、5

回に2点、6回に4点を奪い、6回を終わって1O-9と1

点差まで迫い上げられましたが、鈴木君(H25)、加

藤君(H25)、宮本君(H25)、高羽君(H29)、などの連

打で6点を奪い、安西君(H4)、武井君(S63)、池田

君(H5)、佐藤君(H10)の投手リレーで守りきり、16

-9で、2年ぶりに1回戦突破を果たしました。また

この試合では毎回参加して<れている曽山君(S55)

の適切な守備の指示も有効な試合でした。

2回戦は9月9日(日)、長嶋茂雄記念岩名球場で千

葉工業高校との対戦。藤代会長以下20名が参加し

ておこなわれました。初回に先頭の鈴木君(H25)の

三塁打をきっかけに四球を挟んだ4連打で4点、2回

にも3点を取って序盤をリードしたものの、地力に

勝る千葉工業打線に終盤逆転され,最絡回に高羽君

(H29)の三塁打などで3点を返したものの迫い上げ

もここまで、12-16で敗戦となりました。

ＯＢ野球大会はは2時間を超えて新しいイニング

に入らない、3O歳以上が常時4人出ていなけれぱな

らない、投手は31歳以上・3イニングまでしか投げ

られないなど、特別なルールがありますので、そ

れぞれの年代がバランス良く集まらなけれぱ上手

く展開できません。次回もまた若い世代を中心に

是非、参加をお顛いします。

※文中の ( )内は卒業年

(文責:昭和51年卒・高橋敏行)

1 去る2018年（平成30年）1月13日、都内「クルー

ズクルーズ THE GINZA」にて、1994年卒（平成6年

卒）の同窓会が開催されました。当日は、先生方6

名、生徒63名の合計69名が集結し、大いに盛り上

がりました。

阿部雅人先生、内田寛先生、木村香住先生、須

藤伸夫先生、辻村民雄先生、長谷川充先生、ご出

席ありがとうございました。

今回は43歳での開催でしたが、45歳、50歳時の

再会に向けて基盤ができたかと思います。また笑

顔で会いましょう！

幹事:中村隆之、鈴木（旧姓:山口）真貴子、

藤井秀紀、伊田士郎、渡辺（旧姓:笠谷）清美
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第19代校長寺田信彦先生 瑞宝小綬章受章記念祝賀会
平成14年4月から18年3月までの4年にわたり本校

校長を勤められた寺田信彦先生が、昨年5月に瑞宝

小綬章を受章されました。本校校長退職者として

は平成27年に受章された第18代校長曽川定雄先生

を継ぐ形となりました。

これを記念し、8月18日に当時の教職員を中心に

京成ホテルミラマーレにおいて祝賀会が開催され、

山中操同窓会会長もお祝いに駆けつけました。十

余年ぶりに顔を合わせた教職員が当時を振り返り

ながら寺田先生に感謝とお祝いの言葉を伝えまし

た。

寺田先生は昭和63年から10年間県教育委員会の

要職に就かれた後、県立君津商業高校校長から本

校に着任され、校長在職中の４年間、全力で本校

の学校経営に当たってこられました。通信制課程

の千葉大宮高校への移転・独立に尽力されたり、

県下で初めての進学指導重点校に指定されると千

葉大学との高大連携を進めて土曜日に本校での講

座を開設したり、教育委員会との粘り強い折衝を

重ねて普通教室にＰＴＡの経費負担でエアコンを

設置したり(これも県下で初めての事例です)と、

現在の千葉東高校の取り組みの発端を築かれまし

た。

ご退職の年には千葉県高等学校長協会会長も務

められ、県教育界に対するご功績により千葉県教

育者功労賞と教育者文部科学大臣表彰を受賞され

ています。

（昭和50年卒 高橋清英）

第21回千葉第三高校・千葉東高校卒業生教職員の会 開かれる

企業などの勤め先で同じ高校や大学の出身者で

職場単位の同窓会が組織されることがあります。

千葉東高校出身者も千葉市役所、千葉銀行などで

そのような活動があると耳にします。本会はその

教職員版です。

始まりは高校の教員が千葉東高校時代にお世話

になった恩師を囲み、ミニ同窓会のような形だっ

たと伺っています。それから20年を経て、会は成

長し、今年1月26日は第21回を数えるに至りました。

年に1度、アルコールを片手に近況報告を語り合う

だけの集まりです。恩師もお呼びして自身の高校

時代と勤務する高校との違いに話が及びます。仕

事が仕事だけに、生徒と教師という立場の違い、

学校を取り巻く時代の違いなどなど、話は尽きま

せん。近年になり、中学校に勤務する教職員にま

で拡大する取り組みを始めました。すでに名簿は

200名近くになりますが、これからも息長く継続し

ていきたいと思っています。

(事務局担当 横山創)

(Ｓ56卒 県立八千代西高校 教頭)
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ホームページご案内

＜編集後記＞

今年は、ラグビーのワールドカップがあります。来年はいよいよオリンピックですね。前回の東京オ

リンピック(1964年 昭和39年10月10日)を見ていたのが小学生でした。マラソンのアベベとか東洋の魔

女、体操のチャフラスカ、重量挙げの三宅選手などの活躍を思い出します。また、中学生ぐらいの時に

大阪の万博に行って太陽の塔や月の石を見たことをを思い出しました。すごい人の数だったことを覚え

ています。

同窓会では奨学金について検討しています。次号の「シャロンの花」で内容について報告できると思

います。 (編集委員)

＜同窓会からのお知らせ＞

・基金の支払の方法について【ゆうちょの振替口座 00160-8-148932】

コンビニで支払いができる振込用紙をセットしました。金額は固定(4,000円)になりますが、郵便局で

もコンビニでも同窓会への寄付金の支払いができます。同窓会の維持の為に皆様のご協力をよろしくお

願いします。固定金額以外は、郵貯の振込用紙に記入して振込をお願いします。

（同窓会活動維持基金 1口 2,000円 創立100周年祈念80周年記念事業基金 1口 2,000円）

2018 漕書展開催される！

東雲会ゴルフコンペ

「自分の世界を表現しあう場」として、7回目の展

覧会を10月23日～10月28日迄稲毛ギャラリーにて、

6人の参加で開きました。

漢字・かな・漢字仮名交り書・篆刻と多様な分

野で、大作・小品交ぜて一人当たり5・6点の作品

が展示され、多くの来場者で盛会のうちに終了し

ました。

(昭41年卒 同窓会会計 林 一己)

写真 上段 白井 石井 林(秀)

下段 湯浅 林(一) 中村

「平成３０年」は、「平成最後の年」と巷でよ

く耳にしたことだと思われますが、私も平成最後

の東雲コンペで１０数年ぶりに優勝することがで

きました。しかしながら、この１０年間出場する

メンバーもあまり変わらず、私より大先輩ばかり

になってきてしまいました。ですので、平成が変

わるこの新しい時代を機に、東雲コンペも新時代

を迎えたいと思います。卒業生の皆さん、今まで

の先輩方とともに海の日に楽しいゴルフをしましょ

う。参加を希望される方はここまでご連絡を

昭和58年卒 奥田雅之(千葉県立鎌ヶ谷西高等学校)

(千葉東高校同窓会HP) (千葉東高校HP) (ラグビー部OB会HP)


