
２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 昭和36年 １９６１ 昭和37年　１９６２ 昭和38年　１９６３ 昭和39年　１９６４ 昭和40年　１９６５

会長　安孫子清水(１回卒） 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水
副会長　国井　悌二（２回卒）
副会長　竹谷　音次郎（４回卒） 同左 同左 同左 同左
幹事長　村岡　正三（７回卒）

役員改選　全て再任

4月5日 5月27日 6月9日 期日不明 7月2日
都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館

１２０名 ２００名 ２２０名（女子62名） ２５０名（会場満員） ２３０名
初会式

元校長　　　岩下富蔵（第４代） 校長　小関守之介 衆議院議員　松浦東介 同窓会　設楽育太郎会長 県知事　安孫子藤吉
現校長　　渋谷忠太郎 同窓会　国井幹事長 桜井　県事務所長 高校　国井幹事長 校長　阿部　酉喜夫
衆議院議員　松浦東介 高校　折原龍三先生 同窓会　国井幹事長 高校　折原龍三先生 折原、菅野、後藤　先生
県総務部長　渡利 高校　折原龍三先生
学校　加藤先生、折原先生

県知事は県政、産業、文化各
方面にわたってのお話会員一
同に深い感銘を与えた。
折原先生は第1回総会で発言
された東京に長陵会館建設が
是非必要なことを力説。

トピックス

今回の総会は新旧合同の第1
回総会で若い高校卒が過半
数を占めた。
年1回の会報発行・将来長陵
会館を東京に建設することを
約した。

会長が将来東京長陵会館の
必要性を力説、今年より活躍
した部、又は部員に対し卒業
式の日に東京長陵会賞を授
与することにした。

資料・その他 会場写真

会長他3役

500名以上の案内を出したの
に120名の出席で落胆してい
たが出席者より同窓会でこん
なに集まったことは例を見な
いと言うことを言われ改めて
喜んだ。
東京在住者による同窓会は、
従来毎年のように開かれてい
た。

本部　設楽育太郎会長。出席
者の寄せ書きに元校長の岩
下富蔵先生の筆跡がある。資
料：会規約、寄せ書

この都道府県会館で他校の
同窓会が行われたが人数は
何分の一にも満たず大先輩だ
けが多かった。本会は若い人
が多数出席。

総会日
会　場

出席者数

第１回卒の松浦東介が３月７
に逝去された。

来賓
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 昭和41年 １９６６ 昭和４２年　１９６７ 昭和４３年　１９６８ 昭和４４年　１９６９ 昭和4５年　１９７０

会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水
副会長　国井悌二
副会長　竹谷音次郎 同左 同左 同左 同左
幹事長　村岡正三

10月20日
都道府県会館

記録無し 記録無し 記録無し 記録無し ２００名

山田校長
前　阿部校長退任の挨拶
折原先生

記録無し 記録無し 記録無し 記録無し来賓

トピックス

会長他3役

記録無し資料・その他

総会日
会　場

出席者数

記録無し 記録無し 記録無し 記録無し
納豆餅、おでんなど好評
長陵同窓会会館建設に対す
る協力の期待（折原）

記録無し 記録無し 記録無し
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 昭和４６年 １９７１ 昭和４７年　１９７２ 昭和４８年　１９７３ 昭和４９年　１９７４ 昭和５０年　１９７５

会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水
副会長　国井悌二
副会長　竹谷音次郎 同左 同左 同左 同左
幹事長　村岡正三

12月1日 11月29日
都道府県会館 都道府県会館

記録無し 150名 記録無し 150名 記録無し

山田校長　 荒木副知事
折原幹事長 堀口校長

記録無し 記録無し 記録無し

本部　長陵会館　落成
校舎改築全工事竣工

資料・その他 記録無し 記録無し 記録無し 記録無し

記録無し

校舎改築の現況報告（山田）
女子剣道部の全国準優勝（イ
ンターハイ）
東京長陵会会員の会館建設
に対する期待（折原）

本部　鈴木正昭　会長
長陵会館を夏休みからの合宿
に活用した

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 昭和５１年 １９７６ 昭和５２年　１９７７ 昭和５３年　１９７８ 昭和５４年　１９７９ 昭和５５年　１９８０

会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　安孫子清水 会長　結城茂 会長　結城茂
副会長　国井悌二 副会長　国井悌二、後藤正名 副会長　村岡正三(幹事長兼任）
副会長　竹谷音次郎 同左 竹部音次郎、村岡正三(幹事長兼任） 高橋立三、高橋修平、渡辺哲夫 同左
幹事長　村岡正三 高橋立三、渡辺哲夫、篠崎奈那子 篠崎奈那子，山田幸男、渡辺晃蔵

渡辺晃蔵

11月25日 11月24日 11月30日 11月28日
都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館

記録無し 1００名 140名 1４０名 147名
安孫子清水辞任
結城茂新会長

板垣　知事 板垣　知事 板垣　知事 板垣　知事
中井勉　県事務所所長 沢内公男（東京事務所所長） 高橋和雄（東京事務所所長） 高橋和雄（東京事務所所長）
小倉久雄（恩師） 川内　校長 小倉久雄　先生 千葉源蔵（連合会）

記録無し 堀江利（恩師） 高橋　元一　教諭 川内　校長 那須　幹事長
折原龍三（恩師） 那須　幹事長 江口　教頭 伊藤　幹事
国井校長 那須　幹事長
朝一　先生
那須　幹事長

資料・その他 記録無し 記録無し
本部幹事長　折原先生から那
須先生に交代

東京長陵会長賞　18名 東京長陵会長賞　1１名

同窓会維持費新設（那須幹事
長）

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
野球部が県予選で決勝戦まで
進む

記録無し 校舎の植樹、女子生徒の増加 記録無し
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 昭和５６年 １９８１ 昭和５７年　１９８２ 昭和５８年　１９８３ 昭和５９年　１９８４ 昭和６０年　１９８５

会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂
副会長　高橋立三
副会長　村岡正三（幹事長兼任） 同左 同左 同左 同左
高橋修平、渡辺哲夫
篠崎奈那子、山田幸男
渡辺晃蔵（謙司）

11月27日 11月29日 11月12日 11月30日 11月29日
都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館

120名 140名 146名 150名 120名

板垣　知事 板垣　知事 板垣知事 板垣知事 荒木修一　副知事
松田校長 会田一夫（東京事務所所長） 伊藤（東京事務所所長） 伊藤（東京事務所所長） 渡辺芳人（東京事務所所長）
鈴木正昭会長 江場丈夫　先生 校長　堤睦水　 西川彦雄　同窓会長 三浦藤四郎　東京連合会
那須幹事長 那須　幹事長 鈴木　昌三　副幹事長 那須　恒吉　幹事長 五十嵐和夫　校長
母校　木村先生 常任幹事　後藤久男 千葉源蔵　東京連合会 西川彦雄　同窓会長
会田一夫(東京事務所所長） 都議会議員　安孫子清水 鈴木貞敏　警察庁長官 常任幹事　後藤久男

菖蒲宗治
画家　大沼千遊亀

東京長陵会賞　１７名

母校６０周年記念募金
中17回卒　秋保光孝さんが新
春モンゴル大使を終えてブル
ガリア大使に就任

記録無し

東京長陵会総会並びに鈴木
警察庁長官就任祝賀会
（グリコ森永事件、本部焼討事
件）

記録無し

東京長陵会賞　１２名

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス

資料・その他 東京長陵会賞　９名 東京長陵会賞　９名
　本部　西川彦雄　会長
東京長陵会賞　１９名
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 昭和６１年 １９８６ 昭和６２年　１９８７ 昭和６３年　１９８８ 平成1年　１９８９ 平成2年　１９９０

会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂
副会長　高橋立三 副会長　高橋立三 会長代行　村岡正三
副会長　村岡正三（幹事長兼任） 同左 同左 副会長　村岡正三（幹事長兼任） 副会長　高橋立三、篠崎奈那子
高橋修平、渡辺哲夫 高橋修平、 山田幸男
篠崎奈那子、山田幸男 篠崎奈那子、山田幸男 幹事長　高橋修平
渡辺謙司 渡辺謙司

11月28日 11月27日 11月25日 11月24日 11月16日
都道府県会館 都道府県会館 都道府県会館 会場を　椿山荘　に変更 椿山荘

不明 70名 120名 130名 130名

安孫子敏雄（東京事務所所長） 安孫子敏雄（東京事務所所長） 知事代理 後藤昭市郎　県議会会長 大場辰之　県議会事務局次長
庄司太吉　東京連合会副会長 五十嵐和夫　校長 井上勤　県長陵会会長 井上　勤　県庁長陵会会長 佐々木　校長
長岡　吉彦　教頭 西川彦雄　同窓会長 今野一成（県事務所長） 三浦藤四郎　県連合会長 西川　長陵会会長
那須恒吉　幹事長 那須恒吉　幹事長 佐々木周栄　校長 佐々木　校長

鈴木貞敏　参議院議員

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
鈴木貞敏氏　参議院議員に当
選

記録無し
スライド上映、弓道場落成式、
武道館閉館式、学習センター
建築様子.

記録無し

村岡正三さんは会長代行とす
る、
先輩の方々は幹事から名誉
幹事とする

資料・その他
本部　西川彦雄氏　会長三選

東京長陵会賞　１３名
東京長陵会賞　１１名 東京長陵会賞 東京長陵会賞 東京長陵会賞
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 平成３年 １９９１ 平成４年　１９９２ 平成５年　１９９３ 平成６年　１９９４ 平成７年　１９９５

会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂 会　長　結城茂 会長　高橋修平
会長代行　村岡正三 副会長　高橋立三、片桐久雄
副会長　高橋立三、篠崎奈那子 同左 同左 同左 篠崎奈那子，山田幸男
山田幸男 会　長　結城　茂　辞任 幹事長　土田　豊
幹事長　高橋修平 新会長　高橋　修平

11月22日 11月27日 11月18日 11月17日 10月14日
椿山荘 椿山荘 椿山荘 上野精養軒に変更 上野精養軒
130名 160名 不明 不明 120名

西川　長陵会会長 西川　長陵会会長 国井　同窓会新会長 国井　同窓会長 鈴木貞敏　参議院議員
校長　代理　那須　幹事長 知事代理　土田正敏 鈴木　参議院議員 佐々木　校長 斉藤　明　同窓会副会長
井上　勤　県庁長陵会長 鈴木理文　県事務所所長 北畠　同窓会幹事長 鈴木伊和夫　新幹事長 佐々木　亮　校長
三澤潔子　県連合会事務局長

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス

東京長陵会賞　９名

5月1日　母校創立70周年記
念式典

べにばな国体夏季大会で活
躍

幹事長　スライド　母校の近況
前会長　結城茂　勲二等瑞宝
章受賞　野球　寒河江　４強

記念講演　「現代社会と法医
学の接点」　東京大学医学部
教授　高取健彦（高11回）

東京長陵会賞　３名資料・その他 東京長陵会賞　３名 東京長陵会賞 東京長陵会賞
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 平成８年　１９９６ 平成９年　１９９７ 平成10年　１９９８ 平成11年　１９９９ 平成12年　２０００

会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋修平 会長　高橋修平
副会長　片桐久雄、山田幸男  
幹事長　土田　豊 同左 同左 同左 同左
事務幹事　村岡桂次郎、阿部昭夫

11月16日 11月15日 11月14日 11月13日 11月18日
上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒

130名 184名 200名 194名 219名

佐々木浩平　校長 鈴木強太　教頭 佐藤浩平　校長 森義矩　校長 森義矩　校長
大沼　保義　副会長 国井一彦　同窓会会長　　 国井一彦　同窓会会長　　 国井一彦　同窓会会長　　 大沼　保義　副会長
鈴木　幹事長 鈴木　幹事長 鈴木　幹事長 寒河江　常任幹事 大江　常任幹事

三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合副会長
土田　六郎　県連合顧問 土田　六郎　県連合顧問 土田　六郎　県連合顧問 土田　六郎　県連合顧問

伊藤彰彦（東京事務所所長） 沓澤晋作（東京事務所所長） 沓澤晋作（東京事務所所長）

記念講演「日本のがんとがん
研究」
　（財）癌研究会　癌研究所名
誉会長 菅野晴夫（中20回）

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス

創立80周年記念祝賀会万歳
三唱
記念講演「世界の中の寒河江
高校」
国際問題研究所ＡＴＷＩ所長
小関哲哉（高4）

資料・その他 東京長陵会賞　８名 東京長陵会賞　１０名 東京長陵会賞　８名
同窓会へ寄贈　７万円
東京長陵会賞　１３名

東京長陵会賞　９名

懸念講演「外交官の見た社会
主義の国々」
元ポーランド大使　秋保　光孝
（中17回）

記念講演「ふるさと人生　大学
教師50年を顧みて」
駿河台大学学長　和田英夫
（中11回）、
演奏声楽家（オクタヴィアン）
鈴木雪夫（高21回）

記念講演「地震予知につい
て」　日本大学教授（東京大学
名誉教授）　茂木清夫（中21
回）　　　　　　　　抽選会
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 平成１３年　２００１ 平成１４年　２００２ 平成1５年　２００３ 平成1６年　２００４ 平成１７年　２００５

会長　高橋修平 会長　高橋　修平 会長　高橋　修平 会長　高橋　修平 会長　工藤　恒雄
副会長　片桐久雄、山田幸男 副会長　大場義孝（高９回）
幹事長　土田　豊 同左 同左 同左 副会長　斎藤洋子（高１２回）
事務幹事　村岡桂次郎、阿部昭夫 幹事長　古澤俊明（高１１回）

会　長　高橋修平　辞任 会長　高橋　修平～工藤　恒雄
新会長　工藤恒雄

11月17日 11月16日 11月15日 11月20日 11月19日
上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒

１９４名 ２２０名 ２０１名 ２２２名 ２２５名

鴨田　　教頭 鈴木宏毅　校長 海老名　教頭 大沼　新会長 佐藤　校長
国井一彦　同窓会　会長 鈴木きね　同窓会副会長 佐々木　顧問 奥山　幹事長 佐藤　副会長
鈴木　幹事長 鈴木伊和男　幹事長 奥山　幹事長 佐藤　校長 小川　幹事長
　 宗田　洋子　幹事
三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合副会長
高橋　節　県東京事務所長 高橋　節　県東京事務所長 永沢一正　県東京事務所長 永沢一正　県東京事務所長 正木　徹　県東京事務所長

太田忠蔵　県議会議員

資料・その他 東京長陵会賞　１３名 東京長陵会賞　１６名 東京長陵会賞　１２名 東京長陵会賞　１６名 東京長陵会賞　１０名

記念講演「詩で見るゲーテの
恋愛遍歴」　糸井　透（高８回
卒）　　　　　抽選会

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス

記念講演「六十里越街道と湯
殿山参詣」　那須恒吉（高３

回）　　奥山由美さんのモンゴ
ルの歌

記念講演「人生を決める人と
の出会い」　工学博士　原田
政志（高２回）

記念講演「自然を学び自然を
尊ぶたくましい生き方と感性」
小林　彰（高７回）　山形野草
園　副園長

記念講演「東北の観光/ふるさ
との観光」　廣野　恵夫（高３
回）
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２００９　６　１１　板垣　信義 東京長陵会　年譜

年度 平成１８年　２００６ 平成１９年　２００７ 平成２０年　２００８ 平成２１年　２００９

会長　工藤　恒雄 会長　工藤　恒雄 会長　工藤　恒雄 会長　古澤　俊明（高１１回）
副会長　大場義孝（高９回） 副会長　佐藤邦彦（高１１回）
副会長　斎藤洋子（高１２回） 同左 同左 副会長　石井　雅子（高２０回）
幹事長　古澤俊明（高１１回） 幹事長　北畠　宏（高８回）

会　長　工藤恒雄　辞任
新会長　古澤俊明

11月18日 11月17日 11月15日 11月21日
上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒 上野精養軒

２７３名 ２４０名 ２２６名

大滝　校長 山家　教頭 大滝　校長
安孫子　副会長 大沼　会長 山内　副会長
小川　幹事長 小川　幹事長 小川　幹事長

三澤潔子　県連合副会長 三澤潔子　県連合会会長 渡辺弘明　県東京事務所長
正木　徹　県東京事務所長 正木　徹　県東京事務所長 三澤潔子　県連合会会長
太田忠蔵　県議会議員 宮地勝也　谷地高同窓会会長 宮地勝也　谷地高同窓会会長

会長他3役

総会日
会　場

出席者数

来賓

トピックス
記念講演「慈恩寺の仏教文
化」北畠教爾（高４回）
大塚文雄さんの民謡

記念講演「東京（江戸）と山形
を考える」
正木　徹　山形県事務所所長
奥村由美さん（オペラ歌手）

資料・その他

記念講演「江戸時代の寒河
江・西村山」金山耕三（高１１
回）　湯島天神白梅太鼓

東京長陵会賞　１１名 東京長陵会賞　５名 記録無し
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