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会報リニューアルと90周年
ワカバ会会長

三輪田

真

（三田22ー6）

この会報「わかば」は今号からご覧のようにＡ４版となり、透明な封筒で表紙が見える
ようになって、
イメージが新しくなりました。内容も見やすくなり、企画行事の様子や卒
業生たちの活躍など、今まで以上にお伝えできることと思います。
この春、三田高校では276名の卒業生が巣立ち、それぞれの進路に向けて歩み始め
ました。次の時代を担う新しい同窓生たちの将来に期待したいと思います。
この卒業生は高校70回生ですから、三
田高校とワカバ会の歴史が長くなってきたことを実感いたします。
この長い歴史のワカバ会は、今年で創立90年になります。6月3日
（日）
にTKPガーデンシティ品川（旧ホテルパ
シフィック東京）
で記念総会・祝賀会を開催いたしますので、
まだ申し込まれていない方は、同期の皆様とお誘いあ
わせのうえ、事務局にお申込みください。10年に一度の機会ですので、会場で多くの皆様にお会いできることを楽
しみにしております。
今回は、
この会報とともに90周年記念誌をお届けしました。
これまでのワカバ会の歴史を簡単に振り返ることが
できる見やすい冊子としましたので、
ご自分の高校時代を思い出しながら、第六高女・三田高校とワカバ会の歴史を
実感していただけるものと期待しております。
ワカバ会では、今年度も卒業生の交流の輪を広げる活動のほか、現役の生徒を支援する奨学金制度なども継続
していく予定です。新しい歴史を積み重ねるよう役員・事務局一同ともに努力しておりますので、皆様の一層のご支
援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

「知的探究イノベータ推進事業」
１期生の入学の年
ワカバ会名誉会長

三田高校校長

笹

のぶえ

新しい学習指導要領が3月末に告示されました。総則では、
学びの質を改善し、
生徒に
資質・能力を育成するため、
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に配慮する
ことが明記されました。
「総合的な学習の時間」
が「総合的な探究の時間」
に変更され、
「探
究の見方・考え方」
を働かせ、
総合的・横断的な学習を行うことを通して、
自己の在り方生き
方を考えながら、
より良く課題を発見し解決するための資質・能力を育成することを目指すことが、
強調されました。
こうした改訂を予測し、本校は、昨年「知的探究イノベータ推進校」の指定を受け、1年かけて「創造力」を培う
「探
究と創造」の授業の準備をしてきました。いよいよ、その1期生が、
ワカバ会73回生として、
この春入学してきまし
た。例年以上の高倍率を突破して入学した生徒たちは、
イノベータ
（革新者）の気概をもつ意欲に燃えた生徒たち
です。自らの課題を自らが設定し、主体的に調べ・試す探究活動を通して、
自らが深く考えたことを自らの手法で表
現する方法を学んでいきます。
そのために今年度は、
情報収集のための環境を校内に整備する、
専門家を指導者として招き講演やゼミを開催す
る、
研究所や博物館へ出向くといったフィールドワークを実施する、
等の学習の環境やスタイルも変えていきます。
今年、90周年を迎える同窓会の諸先輩方の中には、様々な場所で様々な専門性を発揮してご活躍の方々が大
勢いらっしゃいます。是非、諸先輩方に、
この「探究と創造」の授業をお手伝いいただいたり、活動の場を提供してい
ただいたりすることを、お願いしたいと思っています。
「知的探究イノベータ」の1期生をどうぞよろしくお願いいたします。
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ワカバ会創立90周年記念総会・祝賀会 ご案内
まだ間に合います!!

5月17日まで締切延長しました!! 今すぐ同封のハガキでお申し込みください！
3万円の旅行券など豪華景品の当たる福引大会！ 記念イベントや記念品もお楽しみに！
日

時：平成30年６月３日㈰

11時

会

場：TKPガーデンシティ品川 ボールルーム
品川駅正面 高輪口 徒歩3分
（東京都港区高輪3-13-3

（受付開始 10：30）
SHINAGAWA GOOS 1階（旧 ホテルパシフィック東京）

TEL

03-5449-7300）

総会議題：平成29年度事業報告／決算報告
平成30年度事業計画／予算報告
懇 親 会：☆着席形式でお料理とお飲物（ソフトドリンクとアルコール）をお楽しみください
☆福引大会を行います
特別賞のJTB旅行券（3万円）をはじめ2万円のお食事券、
各種ギフトカードなど合計76本の豪華景品をご用意します
☆ホームカミングデー該当学年の方には集合写真の進呈があります
ホームカミング該当学年
【第六】 1回・11回・21回・22回
【三田】10回・20回・30回・40回・50回・60回・70回（新入会員）
記念イベント

1.

ロープスキッピング演技

（三田69-1

柴田恵理）

2. 《Young Leaves〜同窓生と現役生の合唱団〜》による混声４部合唱
3.
会

三田フィルハーモニーオーケストラによるクラリネット五重奏

費：7,000円（平成30年3月卒業の新入会員は2,000円）

◆ご出席の方のみ、同封のハガキにてお申込の上、下記銀行または郵便局のどちらかにお振込みください。
☆振込手数料は各自ご負担ください。☆お振込みいただいた会費は返金できませんのでご了承ください。☆お名前の前に会員番号を明記してください。

銀行振込
三菱UFJ銀行 田町支店
普通預金
口座番号 4248089
一般社団法人ワカバ会

郵便振込
※郵便局に置いてある振込用紙をご利用ください
口座番号 00150−1−132719
一般社団法人ワカバ会

郵便局以外の金融機関から郵便口座への振込
ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）店
当座預金
口座番号 0132719
一般社団法人ワカバ会

◆申込・お振込み締切は 平成30年5月17日㈭ です

新生「会報わかば」始動!!
より親しみやすく、皆様に興味を持って読んで戴ける会報を目指し、90周年を記念
して新生「会報わかば」がスタートしました。B5からA4へサイズを移行し、文字も大
きく、より見やすい紙面となっています。事務局までご感想をお寄せください。
表紙も一新、アートディレクターの秋山具義さん（37−4）にデザインしていただき
ました。秋山さんは、「マルちゃん正麺」のパッケージやAKB48のCDジャケットのデ
ザインを手がけ、また、会報76号、90周年記念誌では「活躍する同窓生」としてご紹
秋山 具義 氏
介、三田高校のキャリアガイダンスの講師としても登壇いただいております。
今号では校章のなでしこの花を用い、ワカバ会の古き良き伝統を感じさせつつも、モダンで瀟洒な雰囲
気の表紙に仕上げてくださいました。
今後も、三田高校に由来のあるモチーフを毎号異なったデザインパターンで表現いただく予定です。お
楽しみに！

平成30
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お祭りとのふれあい
―行田忍城と足袋蔵文化財散策

行事に
参加して
二期会オペラ、プッチーニ「蝶々夫人」
三田 28ー5

山口

一郎

断片的にしか耳にしてこなかった「蝶々夫人」を、
ワカバ会の後押しで漸く鑑賞できました。イタリア
ンとフレンチに日本情緒をちりばめた豪華絢爛な
舞台は明治の長崎・大村。落ちぶれ士族の娘の
蝶々夫人は、実は口入屋の仲介と、陰口や嫉みも
知らず、
アメリカ海軍士官ピンカートンと幸せな結
婚。ピンカートンは帰国の命を受け、愛息と毎日大
村湾を見ながら待ち続けること3年。蝶々夫人の
ザワザワ感が的中しピンカートンは米国で結婚し
奥さんを伴って戻ってきた。米国での養育に愛息と
引き離される蝶々夫人の苛酷な絶望感。蝶々夫人
の情の深さと壮烈な最期に、男子としては頭を垂
れるのみです。
オペラは素敵ですね。
（2017年10月7日実施）

アートを体感

三田 23ー6 小林 博
ガイド付きに魅かれ、そ
の豆知識を期待して初参
加。世話役の西上原さんが
共通の先生や生徒の話題
でフォローくださり、同窓な
らではに感謝です。参加者
15名はJR行田駅から市
内巡回バスで忍城へ。そこ
でガイドさんと合流し、城
跡に建つ郷土博物館で展示解説を拝聴。忍城は利
根川と荒川に挟まれた湿地帯に浮かぶ城、別名浮
城とも呼ばれ、周辺には湧水が多く酒造りが盛ん
だったとのこと。今は２〜３軒で頑張っており、浮城
なる銘柄もあるとか。その後、蕎麦忠次郎足袋蔵に
て昼食。好みに応じてかけorもりor肉汁蕎麦と行
田名物ゼリーフライを賞味。ゼリーフライはオカラ
と野菜をミックスした素揚げコロッケ。足袋作りの
女工さんのオヤツとして食したそうな。午後はかつ
て活況を呈した足袋作りの機械や商店・足袋蔵を
見学。歴史のうねりに流されながらも、今を懸命に
生きる足袋のまちの頑張り
（陸王他？）
に、皆さん土
産品を買って応援？ 帰路につきました。お疲れ様！
（2017年11月1日実施）

三田 29ー4 井坂

久美子（大間知）

小雨降る11月８日、赤レンガの近代美術館工芸館（旧近衛師団司令部）での
タッチ＆トークに参加。信楽の土を使って独自の焼物を創った陶芸家辻清明の世
界を堪能しました。
展示室に入る前に、別室で、信楽・備前・瀬戸黒・鍋島等の陶器、青磁・白磁の磁
器に手を触れながら、土の違いや絵付け・釉薬の塗りについて、
ガイドスタッフの
方から説明を聞き、
また、焼かれる過程でできる一つ一つの器の景色について
お話を伺いました。
辻清明は、幼い頃から焼物に惹かれ、ほとんど中学校にも行かずに陶芸の世
界に没頭した自由な人です。その作品は、彼の生き方そのものを映し出すように、
力強く、冒険心に溢れ、土との対話を心から楽しんでいるよ
うに思われました。
見学後は、
かの三國清三シェフがプロデュースしたフレンチ・イタリアンのレストラン
（近代美術館併設）
でのランチ。
これもまた、今まで味わったことのない至福の時でした。
（2017年11月8日実施）
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オペラ
『ルチア』
を鑑賞して

三田 25ー6 田中

義敏

オペラ鑑賞のチケットを入手するのは容易でないが、今回はワカバ
会様のご協力により、藤原歌劇団演ずる念願のオペラ『ルチア』鑑賞
の夢がかなった。ランメルモールのルチアは、1835年にガエターノ・
ドニゼッティが作曲したイタリアのオペラ。原作は、
スコットランドの作
家ウォルター・スコットの小説『ラマムアの花嫁』
（1825年）
で、政略結
婚によって引き裂かれた恋人たちの悲劇を描く。正気を失ったヒロイ
ンルチアが延々と歌い続ける「狂乱の場」は真に圧巻で、情熱的なル
チアの狂乱のすさまじさを見事に表現している。ルチア演じる光岡暁
公益財団法人日本オペラ振興会
恵さんのソプラノは、
オーチャードホールの隅々まで響き渡り、その発声に費やすエネルギーは計り知れな
い。会場からは、多くの「ブラボー」が叫ばれ興奮が頂点に達する。そして、狂乱の演技に興奮する観客の拍手
は更に会場の雰囲気を熱くする。実に、重量感と完成度の高い感動のオペラを鑑賞させていただいた。
（2017年12月9日実施）

東証、日銀、貨幣博物館で
大人の社会科見学
三田 14ー7 野本

敬子

ワカバ会に珍し
い 社 会 科 見 学で
す。東証に集合し
た 会 員 は殆ど初
対面でしたが、和
気 藹 々と見 学 会
が始まりました。
マーケットセンターの巨大なガラスシリンダーの上
に環状の電光掲示板が回り、下では東証社員がモ
ニターで市場を監視してます。活気ある立会場は
電気信号に代わり、
とても静かでした。
東証から兜神社、銀行・郵便発祥の地等旧跡を散
策、室町の千疋屋でランチタイムです。
人気のフルーツサンドと果物プレートの嬉しいサプ
ライズがありました。午後は貨幣博物館見学です。
一億円の重量を実感しました。キャッシュレス時代
が話題になる昨今貴重な体験です。最後は日銀本
店で、一般人も破損紙幣の交換、交通違反金の納
付等で利用できます。本館では７万５千トンの建物
の下に新しい土台を造る凄い免震化工事が進行中
でした。地図上では狭い地域ですが、東京再発見の
楽しい見学会でした。企画委員の星川さん、有難う
ございました。
（2017年11月22日実施）

第34回
親睦ゴルフ会
平成30
（2018）年5月1日発行

新春浅草歌舞伎観劇(感激!!)
三田 14ー2 大石

汎子（渡辺）

雪国はもとより、
九 州にも雪 が 降る
ような 異 常 気 象 の
なか、東京は実にさ
わやかな 天 候に恵
まれました。和服姿
の 参 加 者 も多く見
©松竹 平成３０年１月新春浅草歌舞伎
受けられ、まさに新
春歌舞伎観劇日和でした。歌舞伎は数年振りで、浅
草歌舞伎は初めて参りました。尾上松也さんはテレ
ビのバラエティしか存じませんので、
とても楽しみで
した。ユーモアたっぷりの前口上で大笑いし、舞台で
は、巳之助さんとのど迫力の大熱演に感激‼若手の
女形の勢ぞろいは、何とも美しくあでやかでした。皆
さま一所懸命頑張っておられる気迫が伝わって参り
ました。私も昔々、頑張っていた時期がありました。
今年、後期高齢者の仲間入りをしますが、年のせい
と言 い 訳してガンバル のをさぼっていたな あと
チョッピリ反省しました。また、少しガンバってみよう
かなと思っております。何をかって？それはナイショ
です。
（大した事ではないので…）
これからもステキな企画をよろしくお願いいたし
ます。ありがとうございました。
（2018年1月12日実施）

2017年10月19日に予定されておりました親睦ゴルフ会は残念ながら荒
天のため中止となりました。2018年度にも企画しておりますので多数のお
申込をお待ちしております。
会報 わ か ば 第83号
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ワカバ
の

輪

39回生ワンゲル部同期会
三田 ３９ー５ 武田

昭

たぶん、卒業後
３０年 振りの 再 会
です 。昨 年５月の
ワカバ 会 総 会 に
ホームカミングデ
イとしてご招待い
ただいたのがキッ
カケでした。カミン 東京タワーが見えなくなってしまった北側教室からの風景
グデイでは、
１０数名が集まり楽しいひとときを過ごすこ
とができました。でも気づいたんです。何もなければ次に
会うのは１０年後だと、その時はもうアラ還だと、その時
は眼前のマドンナ様たちは一体・
・
・もう止めましょう。
翌日から、
ワカバ会様のご協力もいただきまして、苦楽
を共にしたワンゲル部同期を集めるべくはがきを送るこ
とからスタート。
３０年経てば頭で考えるよりも勢い勢い。
結果、
４名の再会と相成ったわけです。惜しむらくは、
マド
ンナ様３人を私一人でおもてなしせねばならなかったこ
と。次回は一人でも多くの男性陣の参加を期待します。
集合場所を学校にしたところ、ちょうど学校説明会が
催されていました。私も受験生を持つ身でして、飛び入り
にて参加しました。教室を案内されたのですが、
タワーの
眺めが衝撃的でした。
７組、
５組、
５組と東京タワーと共に
３年間歩んだ私は、
ここでも昭和の終わりを感じてしまっ
たのでした。
自分が、高校時代にパッとしてなかったとしても心配い
りません。思い立ったらまずは、
ワカバ会さんにメールし
てみてください。道はそこから開けます。この記事を読
んでいる同期の皆さん、是非連絡をください。この際部
活は関係ありませんので。何もしなければ次は９年後で
すよ。アラ還ですよ。

information
◆26回生同期会のお知らせ
26回生のみなさま、還暦と言う人生の節目を過ぎて、いかが
お過ごしでしょうか。生活のリズムが大きく変わり、戸惑いを感
じている方もいるかもしれません。
そんな時は、青春の仲間と語り合い、人生の輝きを取り戻しま
しょう。人生はまだまだ続きます。同期会も続きます。
この春は、
歌舞伎町で盛り上がりましょう。
日時：平成30年5月26日㈯
場所：一次会 ボンサルーテ kabuki店（13：00 〜16：00）
二次会 ロスカボス 新宿店（16：30 〜19：30）
26回生同期会幹事代表 藤田 Shunichi̲fujita@g02.itscom.net
◆三田高校42回生（1990年3月卒業生）同期会のお知らせ
日時 2018年6月2日㈯ 14:00〜
場所 アリスアクアガーデン品川
17:30〜二次会もあり。
詳しくは mitako1989@gmail.comにご連絡下さい。
幹事代表 大島 浩（42ー8）
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みんなで盛り上げた
還暦同窓会
三田 28ー3 矢島

美知子

私たち28回卒
は、2 9 年 度 、還 暦
を迎える年 回りで
す。そこで、大森さ
ん中心に集うゴ ル
フ同期会と、毎年盆
暮れにある岡安会
で、還暦同窓会を11/19（日）
に企画いたしました。会場
は謝恩会場であった東京プリンスに即決定。本来ならお
招きすべき恩師には、
自分たち還暦の祝いを故にご寛恕
賜り、MLを作成し同期に参加を募ったところ、総勢86名
の出席でした。在学中の知己関係なく皆すっかりなじみ、
サプライズゲストに初枝先生！二次会に60名の参加を
得たことからも、その熱気は伝わるでしょう。昔の校舎や
府川さん録画の白珠祭や体育祭の投影で、
さらに大盛況。
来年度も11月第3日曜の14：00より銀座の同じ会場で
行います。今度は
「故荒井淳雄先生の研究」をテーマにワ
イワイしましょう。荒井先生とのエピソードを集めていま
すので、
mitakoh28のアドまでお寄せください。最後に、
昔の校舎の写真や校歌など諸先輩のHPに助けられまし
た。ありがとうございます。

◆平松混声合唱団 団員募集
卓越した合唱指導者の平松剛一先生（元三田高校教諭）の指
揮で一緒に歌いませんか？
クラシックからPOPSまで幅広いジャンルの歌を歌います。主
に世田谷・大田区内の施設で週2回、夜間に練習。本番前は練
習回数が増えます。
◆お問合せ◆ www.hirakon.com 団員募集より。
または hirakonboshu@gmail.com
までメールにて。
（三田高OB・OGも5人在籍）
◆5/24㈭ 第33回定期演奏会
東京文化会館小ホール 19時開演。 （41ー6 吉岡）
◆三田フィルハーモニーオーケストラ第27回定期演奏会
日時：2018年5月4日
（金・祝）14時開演
場所：めぐろパーシモンホール（大ホール）
〒152-0023 東京都目黒区八雲1-1-1
曲目：ベートーヴェン交響曲第７番イ長調作品92他
指揮：後藤 悠仁（指揮者・ヴィオラ奏者 日本フィルハーモ
ニー交響楽団常務理事、東京音楽大学指揮科特別ア
ドバイザー）
入場無料・全席自由（チケット不要）
※未就学児のご入場はご遠慮下さい
発足から四半世紀の時が経ち、団員も20歳から50歳代まで
幅広くなりました。支えて下さった皆様に感謝するとともに、
ご
来場、団員一同心からお待ちしております。
＜メンバー募集中！＞
高校在学時のクラブは問いません。
詳細は https://sites.google.com/site/mitaphilharmonic/
平成30
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学校

海外修学旅行について

三田高校主幹教諭 2学年国際理解教育担当 藤村 由夏
海外修学旅行も昨年度で6回目となりました。その間、
韓国、
マレーシア、台湾と訪問先は変わりましたが、海外修
学旅行の一番の魅力である現地の高校生との交流は続い
ています。幸い本校は行く先々で交流校に恵まれ、昨年度
も台北の大同高級中学という名門校と交流しました。
グループ別の交流タイ
ムでは相手の英語の上手さに舌を巻く生徒も。海外修学旅行が、広い世界に
目を向けるきっかけとなってくれることを願ってやみません。

だより

平成30年3月卒業生の大学合格状況と進路

茨木万理さん

30年度も奨学生8名を募集

一般社団法人ワカバ会の公益事業とし
て、
今年度も都立三田高校在校生より丸
山記念奨学金の奨学生を募集します。理
事会で検討の結果、
今年度も8名に1人月
額1万円、
年額12万を給付します。他の
奨学金とも併願できます。
応募の資格は経済的理由で支援が必要
な人、
特に優れた学業成績を収めている人、

三田高校主幹教諭 進路指導部主任 後藤 啓子
今年の三田の大きな特徴は、理系の大躍進といえるでしょう。数年前から
理系の合格実績が上がり始め、今年は国公立大学現役合格者３２名中２４名
が理系でした。毎年一定数が志す看護系も、千葉大学や東京医科歯科大学等
の難関大に合格しています。文系は国公立大学受験者が減り、私大志向でし
たが、都内の私大は非常に厳しい入試になったと言われる中で、三田では早
慶上理の合格数で過去最高を記録しました。またこれらの括りには入らない
特定の大学、学問分野にこだわって第一志望を貫く生徒達もおり、頼もしさ
を感じることの多い受験でした。

追 悼

ワカバ会丸山記念奨学金

科学・芸術・スボーツなどに明確な目標を
持って努力している人、
ワカバ会の活動に
理解・協力を惜しまない人を対象にします。
4月に全校生徒に募集要項を配布、
5月
末までに学校経由で希望者を募り、
書類
選考の上奨学生を決定して通知します。
昨年度はワカバ会会員の方からのご支
援のおかげで募集人員より2名多い10
名に給付することができました。

（第六19−エ、前ワカバ会副会長)

第六高女、
三田高校の継続した歴史を体験され、
長くワカバ会の理事、
副会長として活躍された、
茨木万理
（満璃子）
さんが逝去され
た。
細身の体、
いつも笑みを絶やさず、
きちんと仕事をこなし、
しっかりと意見を言う、
たおやかで、
芯の強い第六高女の伝統を体現した
ようなお人柄だった。
1941(昭和16)年に第六高女に入学したが、
12月に日米戦争がはじまり、
翌年からは軍需工場に勤労動員され、
4
年になると工場だけで授業もなしに1945(昭和20)年に繰り上げ卒業になったという。
終戦後すぐに同窓生の名簿を作り直しワカバ会
を再興した。
1993(平成5)年から理事、
2001
（同13）
年からは副会長を務めた。
心からご冥福をお祈りいたします。
理事 田村 和子 （三田 10−5）

追 悼 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
＜第六＞

卒業回・組 逝去年月

花房 恵美 （宮田） 3-A
（不破） 3-B
轟 都
小野 道子 （坂本） 5-ウ
池田 悠紀子（速水） 6-エ
奥野 京子 （圓谷） 6-エ
犬伏 彌榮子（佐藤） 8-ア
田中 菊枝 （二階堂）8-ウ
小林 あい （永作） 8-オ
10-イ
岡本 和子
10-オ
佐々木 成子
鈴木 登茂子（不破） 10-オ
西澤 菱江 （堀） 11-イ
萩原 房子 （大森） 11-ウ
続木 美恵子（平林） 11-ウ
近藤 信子 （水上） 11-ウ
榊原 捷子 （大澤） 11-オ
石川 佐伎子（大場） 11-オ
木下 昭子 （本多） 11-オ
亀井 敏子 （稲葉） 12-イ
12-イ
田坂 智恵子
小口 千寿子（疋田） 12-オ
小川 婦美代（大塚） 13-ウ
印藤 由子 （加来） 13-エ
吉田 佳子 （末廣） 13-エ
森川 智恵子（近江） 14-ア
宇野 恵美子（笠島） 14-ア
（小松） 14-ア
大川 妙
木田 治子 （有田） 14-ウ

平成30
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26.12
26. 3
28. 8
28.10
29. 7
29. 9
26. 5
29.11
29.10
29.
27. 4
30. 2
29. 6
29.12
26. 7
28.
30. 1
29. 6
27.10
29.10
29. 7
29. 8
28. 6
29. 6
28.10
29. 8
28. 6
29.10

牧野
望月
田口
蜂谷
加藤
菊池
伊東
本田
南波
松田
河瀬
宍戸
佐藤
有賀
山根
衛藤
加藤
竹山
小島
青木
重村
清水
松永
小野
茨木
山本
大竹

（敬称略）
卒業回・組 逝去年月

孝子 （不破） 15-ア
文
（河原） 15-イ
美栄子（山内） 15-イ
美佐子（蔭山） 15-エ
礼子 （昆野） 15-エ
丈
15-オ
清枝 （田中） 15-オ
千鶴子（緒方） 16-イ
照代 （沼沢） 16-イ
榮子
16-ウ
梅子 （渡辺） 16-ウ
照子 （馬渡） 17-ア
房子 （渡辺） 17-ア
澄子 （岡野） 17-イ
岱子 （平井） 17-イ
美恵子（友近） 17-エ
せい子（高橋） 17-オ
敦子 （江川） 18-イ
興子
18-ウ
和子 （辻）
18-ウ
豊子 （蓮沼） 18-ウ
ヒロ子 （島田） 19-ア
貞子
19-イ
昌子 （愛甲） 19-エ
万里 （茨木満璃子） 19-エ
久子 （佐藤） 21-ア
幸子
23-1

＜三田＞

須田 万代美（桃井）
夏秋 浩子 （豊住）

1-2
3-1

29. 1
28.12
29.10
29. 9
29.11
29.12
13. 8
29.12
29. 9
29.11
29.10
27. 6
29.10
30. 1
29. 7
29.10
30. 3
30. 2
30. 1
28. 1
29.10
29.10
29. 1
29. 7
28.12
22. 6
29. 8
29.11
29. 9

卒業回・組 逝去年月

松坂 尚子 （尾崎） 3-4
関口 廸子 （島村） 3-7
椎橋 貞夫
5-1
高山 祥子 （河野） 5-5
下鉢 徳子
5-5
遠藤 愛子 （島野） 5-6
小川 しげみ （山田） 7-7
江尻 喜美子（一色） 8-7
川嵜 照美
8-7
上原 清子 （越山） 8-7
門家 和子 （増田） 9-1
武藤 和子 （金井） 9-7
楠 昌子
9-7
前田 敦子
10-1
川崎 隆弘
10-4
田中 典子 （吉野） 10-4
中島 絢子
11-4
小林 美重子
11-7
北原 美恵子（西田） 17-6
小和田 美智子（高橋）18-3
大谷 英祥
18-7
藤井 雅子 （草野） 19-1
石田 卓
19-6
佐野 達郎
20-4
恩田 百合子（橋本） 21-2
川島 博之
22-7
石橋 敬子 （石崎） 22-7
市村 淳子 （安部） 27-4
鷹栖 幸子 （三島） 34-6
松尾 功至
46-7

30. 1
不明
29. 6
29. 7
29.11
29. 3
29. 8
29.12
29. 2
29. 4
22. 6
29. 9
28.11
S56.1
28. 8
27. 7
29. 5
29.11
29. 8
29. 7
不明
29. 4
29. 1
29. 1
29.10
29. 9
26. 1
29. 8
29. 8
26. 5
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平成30年度 先生方のご異動

事務局だより

（敬称略）
転
入
名
教科科目 異動前学校名等
三田高校
国語
啓子
再任用フル

後藤

紺野

転
出
名
教科科目 異動先学校名等
三田高校
国語
啓子
再任用フル
晴海総合高校
体育
正紀
再任用フル

小嶋信太郎

体育

岩崎

泰夫

数学

忍岡高校

近江

慎二

数学

平山美知子

化学

小山台高校
非常勤教員
三田高校
再任用フル

新林

圭

化学

横山まゆみ

体育

三田高校

足立高校
（定）

大平

有紀

国語

新規採用

高畠

美雪

数学

府中高校

広瀬

克己

英語

八王子東高校

久保田有里子

国語

新規採用

◆パソコンからは

慶吉

生物

臨時的任用教員
（育休代替）

ワカバ会

氏

後藤

横山まゆみ

体育

雨海

利行

国語

川原夏葉子

数学

吉見

浩子

英語

田原

桜子

国語

平野美佐枝

生物

氏

桜修館
中等教育学校
大泉高校
附属中学校
大学院
派遣研修
臨時的任用教員
（育休代替）

岡田

浅倉

広男

体育

退職

神津

良雄

副校長
補助

吉田

英智

事務

葛飾区立
堀切中学校

駒崎

靖史

事務

◆クラス会、
同期会で名簿・宛名ラベルが必要な場合は申
込書を提出していただいたうえで幹事の方にのみ有料

六本木高校
（定）

で提供しております。申込書は事務局でご用意しており

桜修館
中等教育学校
八王子
拓真高校
（定）

ますがホームページからのダウンロードも可能です。
名簿はクラス会、
同期会目的にのみご使用いただき、
各
種勧誘活動にはご使用にならないようご留意ください。
◆ワカバ会ホームページに
簡単にアクセスできるように
QRコードを作成しました。
スマホなどからお試しください。

◆次世代のワカバ会のため維持会費の納入にご協力くだ

蒲田高校

さい。

台東区立
浅草中学校

生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。

第六高女の卒業生であり、
国民的画家・絵本作家のいわさきちひろさん
（松本知弘・第六9
−オ）
が生誕100年を迎えるのを記念して高畑勲氏監修のもと特別展が開催されます。

2018年7月14日㈯〜9月9日㈰

東京ステーションギャラリー（月休）
【一般¥1000】

2018年11月16日㈮〜12月25日㈫ 美術館「えき」KYOTO（無休）
【一般¥900】
2019年4月〜5月

福岡で開催

いわさきちひろ《ハマヒルガオと少女》1950年代中頃

ワカバ会より貸し出した第六高女の制服も展示される予定です。また、
人気企画行事「東京駅と東京ステーションホテル
見学会」
（9月6日開催予定）
にこの特別展見学を組み入れました。
（詳しくは別紙企画行事一覧をご覧ください）
是非この機会にいわさきちひろさんの世界観をお楽しみください。

御寄付御礼

編集後記

田中（二階堂）菊枝様 ご遺族様より 80,000円
♣第六10ーオ 鈴木（不破）登茂子様 ご遺族様より 50,000円
♣三田11ー3 クラス会の皆様より
8,000円
♣第六8ーウ

♣匿名希望の方より 2件

151,000円
……以上のご寄付をいただきました。奨学金はじめ会の運営
のために使わせていただきます。ありがとうございました。

ワカバ会オリジナルグッズ

♠ワカバ会は今年創立９０年を迎えました。記念総会も６
月に行われます。
この会報誌「わかば」も今年度より新たに
サイズ変更をして、
大きく読みやすいものになりました。表
紙のデザインも毎号変わります。
これからもワカバ会をよ
ろしくお願い致します。

お申し込みは、電話・FAX・E-mail にて、事務局まで
ハローキティ根付
650円
（寄付込1,000円）

折りたたみトートバッグ
全5色 各700円
31×37×9㎝
（広げるとA4サイズ
も入ります）

3色4芯
ボールペン
150円

たたむと
こんなに
小さくなります
青紫

ワイン

ピンク

からし色

バンダナ 各500円

薄緑

ボールペン
150円

ミニタオルハンカチ 各350円
薄紫

紫

桃色

タオルマフラー

❽

オレンジ

ミントグリーン

各800円
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タオルポーチ 各500円

携帯ストラップ300円
レターセット、一筆箋各100円
クリアファイル各50円

折りたたみ傘
各700円
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