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三輪田　真ワカバ 会 会 長 （三田22-6）

　この春もまた、三田高校では317名の卒業生（71回生）が巣立ち、各々の進路に向け
て歩み始めました。進路実績も良好とのことですので、変化が激しく難しい時代ではあり
ますが、この若い同窓生たちが将来大いに活躍することを願っております。
　昨年はワカバ会創立90周年にあたり、多くの皆様のご協力を得て、記念総会・祝賀会
を催すとともに90周年記念誌を発行することができました。会報もＡ４版として昨年春
からリニューアルしました。早いものでそれから1年になろうとしております。60周年記念誌は昭和時代を振り返る
ものでしたが、その後の30年に焦点を当てた90周年記念誌はちょうど平成時代を振り返る時期に発行できたこと
になります。平成時代が終わり新しい令和時代が始まるこの時期に、ワカバ会の歴史をあらためて思い起こし、感慨
深く思います。そして昭和時代がまた少し遠くなりました。
　今年度は、ワカバ会が一般社団法人になって6年が経過し、2年に１回の理事改選が行われ、一部の理事は新任とな
ります。これを機会に、さらに幅広い年代の同窓生が参加しやすい企画行事を計画するなど、ワカバ会も新しい時代に
向けて歩を進める必要があります。このように卒業生の交流の輪を広げる活動のほか、今年度も現役の生徒を支援す
る奨学金制度を継続していく予定です。新しい時代に向けて、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　2019年度は、全国で様々な教育改革が始動する年です。学習指導要領の移行措置
が「総合的な探究の時間」で、成年年齢引き下げに伴う消費者教育が家庭科で、実施と
なります。大学入試英語成績提供システムに必要な「共通ID」が高校２年生に発行され
ます。
　こうした教育改革に対応する策として、知的探究イノベーター推進事業、家庭クラブ
活動のホームプロジェクトプレゼンテーション、GTECや英検の全員受検、BYOD事業によるClassiの導入と学習
履歴の蓄積等を準備してきました。
　様々な挑戦的な取組みに、次々と着手できたのは、「都立三田高校」だったからです。90余年の歴史と伝統を支
え続けるワカバ会が、土台を支えてくださっているという安心感があったからです。東京タワーに一番近い都立高
校、東京都のど真ん中にありながら多くの大使館に囲まれ世界の中心にある都立高校、ここで教員生活の締めくく
りの時期を過ごせたことは幸いでした。
　そして、この間、NHKの朝ドラで大橋鎭子さんが主人公として描かれ、いわさきちひろさんが生誕100周年で
展覧会や演劇で取り上げられ、そしてワカバ会90周年で大先輩方と親しくお話する機会に恵まれました。誠に素
晴らしい時期に、皆様とご一緒できました。大変お世話になりました。
　この先、100年150年と益々都立三田高校とそれを支えるワカバ会が繁栄することを祈って、感謝と御礼の言
葉といたします。ありがとうございました。

新しい時代に向けて

笹　のぶえ前三田高校校長

5年間お世話になりました

❷❷
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2019年度 同窓会・懇親会のご案内
日　　時：2019年5月19日㈰　12時～15時（受付11時20分より）
会　　場：総　会　母校体育館
　　　　　懇親会　母校音楽講堂
議　　題：2018年度事業報告／決算報告
　　　　　理事選任
報告事項：2019年度事業計画／予算報告
会　　費：2,000円
◆議事終了後は、例年通り音楽講堂に場所を移し、先生方、同窓生共に昼食をとりながらなごやかな
　懇親会です。料理も飲み物も十分用意しています。
◆新会員（71回生）は無料ご招待です。
◆今年も福引大会を行います。たくさんの賞品をご用意します。ご期待ください！
◆校舎内は土足厳禁です。学校のスリッパをご使用いただけます。
◆ホームカミングにあたる方は下記の各3月に卒業の方々です。（ご案内送付済）
　オセンチ山をバックにした集合写真の進呈や特設テーブルの設置など特典があります。

日　時：2019年7月15日（海の日）
　　　　10時～15時頃
場　所：東京海洋大学（旧商船大学）
　　　　越中島キャンパス
会　費：2,500円
講　師：井上一規博士（三田23-7）
　　　 （元東京海洋大学教授）
定　員：12名　　　締　切：7月1日
見学内容：国の重要文化財「明治丸」船内、
　　　　　明治丸記念館、百周年記念資料館、
　　　　　越中島キャンパス史跡めぐり、
　　　　 「ぽんぽん船を作ろう」等々

第六12回生（昭和14年）
三田11回生（昭和34年）
三田41回生（平成元年）

第六23回生（昭和24年）
三田21回生（昭和44年）
三田51回生（平成11年）

第六2回生（昭和4年）
三田1回生（昭和24年）
三田31回生（昭和54年）
三田61回生（平成21年）

ホームカミング該当学年

行事案内
　好評をいただいておりますワカバ会企画委員会主催行事
も年々盛んになり、今年度は19企画もご用意することにな
りました。別紙行事一覧をご覧ください。
　お申し込みは今回も先着順となります。2019年5月7日
より受付開始。電話、FAX、メールにて午前10時着信分より
先着順です。
　開始日以前のお申し込みは無効とさせていただきますの
でご注意ください。
　ご友人と、ご家族と、どうぞご参加ください。
　お問い合わせはワカバ会事務局まで。

「明治丸と海洋大学見学」
海の日記念行事

新企画！新企画！

海の日を記念して新しく行事を企画しました。

合唱団合唱団

団員大募集!!

ワカバ会2019年度総会で歌いましょう！ワカバ会2019年度総会で歌いましょう！
90周年記念｠イベントをきっかけに参加した有志たちと共に仲間を募ります。
ポップで美しいハーモニーを楽しみましょう♪練習場所は主に母校の音楽講堂。
スタインウェイピアノは我々の先輩方の力で蘇りました。求む”Young ｠Leaves”

90周年記念｠イベントをきっかけに参加した有志たちと共に仲間を募ります。
ポップで美しいハーモニーを楽しみましょう♪練習場所は主に母校の音楽講堂。
スタインウェイピアノは我々の先輩方の力で蘇りました。求む”Young ｠Leaves”
曲目：校歌、全力少年、Remember Meなど
連絡先：t-mita@wakaba-kai.org(ワカバ会事務局：田澤）
指導：内堀・志田（ワカバ会理事）



　平成30年は、猛暑、台風、豪雨と大変な天候が続き、
ゴルフ会当日の天気が心配されましたが、第35回親睦
ゴルフ会は爽やかな晴天の中、千葉県野田市にある紫
カントリークラブで開催されました。参加者は8名で、前
回の14名に比べてちょっと寂しいコンペでしたが、和
気藹々とした雰囲気の中で楽しいプレーができました。
　喜寿を迎えた私は先輩の仁科佳子様に次ぐ2番目
の年齢で、成績はグロス93、ネット75で新ぺリアの隠しホールのハンディキャップと年齢差に助けら
れて何とか優勝することができました。齢と共に飛距離は落ちましたが、健康維持のためしばらくはゴ
ルフを楽しみたいと思います。 参加者の皆様、有難うございました。　　（2018年10月18日実施）
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親睦ゴルフ会でまさかの優勝
三田 12-3　髙木　信義

贅沢な秋の一日
三田 24-2　眞野　槇子(松本)

筆者 後列左から2番目

　ワカバ会の企画で大人社会科見学をしてきました。
　まずは東京証券取引所。昔は多くの人がここに集まり活気の
ある取引をしていたようですが、今や株取引はインターネットで
行われるようになり建物の中はとても静かで、円筒状の掲示板
が目まぐるしく回っていました。今は不正な取引が行われていな
いか等の審査・管理を担っているとのことでした。
　次の貨幣博物館では古代から現代までの「お金の歴史」を知
ることが出来ます。
　最後は日本の中央銀行としてお札を発行している日本銀行。国の重要文化財に指定されている本館
は残念ながら免震化工事の為見学は出来ませんでしたが、ガイドの方の説明もあり日本のお札の偽造
防止技術等の高さを知ることが出来ました。
　途中の千疋屋のランチでフルーツサンドをサービスしていただいたのもサプライズでした。
　引率して下さった星川さん、ありがとうございました。　　　　　　　  （2018年11月21日実施）

東証、貨幣博物館、日銀見学
三田 27-3　保科　有美江（杉山）

筆者 後列右から2番目

筆者 前列左端

筆者 後列中央

　立冬とは思えぬ秋日和の11月7日、東京国立近代美術館工芸館タッチ&
トークに参加。
　北欧を代表する陶芸家、デザイナーのインゲヤード・ローマン展を鑑賞し
ました。その作品は形も色もシンプルでありながら機能美に溢れています。
控え目で日常生活にも溶け込めるデザインに親近感が沸きます。彼女の感
性が優しく伝わってくる心休まる個展でした。
　また別室で趣の異なった陶磁器やガラスに触れながらガイドスタッフの方
から制作過程についてのお話を伺いました。作品の世界に近づけた貴重な
経験になりました。その後三國シェフのレストラン「ラー・エ・ミクニ」（本館二
階）でのランチ。目にも美しいお料理に感激。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年11月7日実施） 

お祭りとのふれあい 国立天文台見学と深大寺
三田 27-3　橋本　敦子（松木）

東海道を歩こう（日本橋～品川）
三田 9-3　辻本　和代

　都内に天文台？と関心を引き参加しました。
　吉祥寺駅で集合し、バスで深大寺へ。この辺りは漫画家水
木しげる氏の居住地ということで参道には鬼太郎茶屋があり、
興味深かったが素通りして深大寺へ。深大寺僧正から本堂に
て詳しい説明があり、本堂天井の絵などもじっくり拝見でき
た。関東では浅草寺に次ぐ古刹で、ガイドさん付きの境内散
策は、ほのかに紅葉も見られ、アップダウンの道を楽しんだ。
　雀のお宿での昼食はもちろんお蕎麦。この辺りは米作り
には向かないため蕎麦を作り蕎麦粉にして深大寺に奉納し
て広まったらしい。会食の間先輩方とのお喋りも楽しかった。

　午後は30分程歩いて国立天文台へ。ガイドさん付きで見学コースをたっぷり1時間ほど歩いて回っ
た。大正時代に、麻布飯倉から移転したそうで大正期の面影を残す建物が点在している。天体サイズを
14億分の１に縮めた太陽系ウォークが面白かった。
　お元気で仲の良い先輩方に触発され今後も企画には参加したいと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年10月23日実施）

藤原歌劇団公演「ラ・トラヴィアータ」（2019年）
Ⓒ公益財団法人日本オペラ振興会

オペラ『ラ・トラヴィアータ 椿姫』を鑑賞して
三田 28-1　小宮　　薫（大野）

　半年以上前にワカバ会を通して申し込み、この日が来るのを楽しみにし
ていました。
　開演前の総監督による解説から聞くことができたため、より楽しむこと
ができました。
　ヴィオレッタ役は第１幕では軽やかな高音、第２幕と第３幕では苦悩や
悲哀を表現するやや重めな声質が要求され、これを一人で演じ通すのは
大変難しいそうです。この日のヴィオレッタ役の伊藤晴さんと相手役のア

ルフレード役の澤﨑一了さんはいずれも初挑戦だったそうですが、二人ともそれを感じさせない程素晴らしく、
客席から何度も「ブラボー！」の声が上がっていました。
　藤原歌劇団の皆様の美声に心打たれた日となりました。ありがとうございました。  （2019年1月26日実施）

　幼い頃の遊び場だった増上寺、よく通った日本
橋のデパート、何もかも昔にもどれた忘れられな
い楽しい一日でした。
　ロバートさんのガイドは更にツアーを盛り上げ
てくださいました。ありがとう。日常的な景色だっ
た昔の記憶にはっきり説明をつけていただけてや
はり東京は魅力と由緒ある場所でした。

　以前から八重洲とは何でなのかと気になっていたのですが、ヤン・ヨーステン商人にちなんでいたな
んて!! 銀座発祥地の石碑の前がかの有名なティファニーでした。増上寺にまつわる徳川のお家騒動も
はじめて聞くものでした。それにしても立派な広大な敷地をもったお寺だなあと日本人として誇らしく
うれしかったです。関係者の方々のご尽力ありがとう。　　　　　　　　（2018年11月9日実施）

行事に

参加して

行事に

参加して

行事に

参加して
前列中央はガイドのロバートさん 筆者その後ろ

★3月29日に予定しておりました筑波宇宙センター見学会は最少催行人数に達しなかったため中止となりました。
　今年度は7月26日です。是非お申し込みください。

★「新春浅草歌舞伎」
　（1月11日実施）、
　「劇団四季『ライオ
　ンキング』」（3月
　17日実施）ともに
　大勢の方々にお楽
　しみいただきました。
　今年度も観劇系の
　企画を沢山ご用意
　しています。どうぞ
　ご参加ください。

★「新春浅草歌舞伎」
　（1月11日実施）、
　「劇団四季『ライオ
　ンキング』」（3月
　17日実施）ともに
　大勢の方々にお楽
　しみいただきました。
　今年度も観劇系の
　企画を沢山ご用意
　しています。どうぞ
　ご参加ください。
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ワカバの輪ワカバの輪

◆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6人在籍 ）
◉12/10㈫ クリスマスコンサート
　横浜みなとみらいホール小ホール
◉12/22㈰ クリスマスコンサート
　イタリア文化会館アニェッリホール　　　　　（三田 41-6　吉岡）

◆再演決定！！ 劇団前進座公演
昨年大好評を博した、いわさきちひろ生誕100年　前進座公演『ちひ
ろ―私、絵と結婚するの―』の再演が決定しました。
　9月20日の東京公演を皮切りに9月21日～10月21日まで西日本
各地（関西・四国・中国・九州）を公演します。詳細は前進座ホームページ
をご覧いただくかお電話でお問合せください。尚、東京公演（昼公演）
はワカバ会企画行事からお申し込みいただけます。
　今決定している主な公演地は9月27日京都、10月8日高知、10月
14日熊本、10月19日大阪、他です。
お問合せ／劇団前進座全国公演事務所　TEL：0422-49-2633
　　　　　ホームページ： http://www.zenshinza.com/

◆メリーの会コンサート Vol.2
コンサート（歌・唄・うたに想いを寄せて）
日時／2019年7月3日㈬ 17：00 開演 （16：30 開場）
会場／横浜みなとみらいホール（小）
チケット／全席自由 3,000円
出演／渡邉惠美子（シャンソン）
　　　梅野りんこ（Sop.）、川田栄美子（Sop.）、山口悠紀子（Sop.）
　　　木村裕平（Pf.）
監修／岩﨑洋子　　企画・構成／中込純子
予定演奏曲目／
　D,ブリアン作曲　　サンジェルマンにおいでよ　　　
　G.F.ヘンデル作曲　　オペラ《アタランタ》より　～親愛なる森よ～
　E.デッラックア作曲　　ヴィラネル　
　R.シュトラウス作曲　　バラのリボン　　　他
　※都合により曲目を変更することがあります。
※未就学児童入場不可　但し託児サービス有り
　（お問合せ／株式会社明日香　フリーダイヤル 0120-165-115）
お問合せ・チケットお取扱い
　TEL＆FAX ： 03-3757-3965山口悠紀子（和田）（三田17-5）
　　　　　  但し受付時間は13:00～19:00
　Eメール ： cbc03293@nifty.com
横浜みなとみらいホール チケットセンターでもお取扱いしております。
　（窓口販売のみ 11：00～19：00）
※車椅子席をご希望の場合は、事前にお電話又はFAXにてお申込みください。

◆古希を記念して
三田19回生が、70代になりましたので、3年ぶりの同期会を開催します。
日時／2019年10月5日㈯  13時～15時30分
会場／グランカフェ パティオ (グランドプリンス高輪 1階)
会費／7,500円
お問合せ／相川統樹 (080-5081-0025)
案内状は、８月上旬発送予定。

◆三田フィルハーモニーオーケストラ第28回定期演奏会
日時／2019年5月26日（日）14時開演
会場／大田区民ホール・アプリコ　大ホール
曲目／ブラームス交響曲第２番二長調作品73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。
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/

informationinformation

還暦クラス会 ～三田29回1年2組～
三田 29-7　山﨑　康一

　2018年5月26日、新宿ワシントンホテルにて、三田
29回1年2組のクラス会が開催されました。昨年は29
回生の還暦の年。これを記念して集まろうと2年前から
計画し、19人が参加しました。今回は，1984年のクラ
ス会以来の仲間の出席があり、仕事での活躍振りなど
新鮮な話題に触れることができました。
　さて、還暦クラス会での第一の話題は、定年後の生活
資金のこと。退職金とその運用、雇用延長、失業保険、年
金受給などのことについて、それぞれの考えを披露し合
い、なるほどと考えさせられることもありました。
　最後に出席者全員の合意にて、このクラス会を今後
は毎年5月下旬に開催することに決定しました。同級生
の皆さん、毎年この時期のスケジュールは空けておい
て下さいね。次回は61歳、元気で逢いましょう。

『大先輩がつないでくださった縁』
三田 58-7　横山　あさひ

　昨年、数年ぶりに母校に足を運びワカバ会事務局を訪
ねました。私が音響の仕事をしている劇団で大先輩いわ
さきちひろさんの人生を描いた作品の上演が決まり、是
非皆さまにご覧頂きたいと思ったからです。事務局の
方々みなさん暖かく迎えてくださいました。
　また、初めて総会にも参加して第六高女の先輩方から卒
業したばかりの後輩まで、様々な年代の同窓生とお話して
楽しい時間を過ごしました。今度は同級生も誘いたいと思
います！公演の告知もさせて頂き、沢山の皆さまが観に
来てくださいました。有難うございました。
　今年も秋に東京と西日本各地での公演があります。
東京公演はワカバ会観劇会として取り組んで頂けるこ
とになりました。ちひろさんが再び母校との縁をつない
でくださったと感謝しています。是非同窓会も兼ねて皆
様でご来場ください。



　銅谷志朗君が亡くなった。73歳だった。
　彼と私は三田15回生の同級生で、同じ演劇部の所属、ワイワイと楽しんで
いた。第六高女の名残で女子が圧倒的に多く、男子が60名程度だった。その
結果男子の結束力が強く、卒業後50年以上たった今でも数名年2回の集まり
が続いている。銅谷も毎回ではないが参加していた。
　彼は卒業後明治大学を経てテレビ朝日に入社、アナウンサーの仕事につい
た。主にスポーツ関係の仕事を受け持っていて、中でも大相撲ダイジェストは
レギュラーとして長年担当していた。私は広告関連会社に入り、テレビＣＭな
どの仕事に携わった関係で、銅谷君にナレーションを何度かお願いしたことが
あった。昨年久しぶりにＴＶでコメントしていたのを見たのが最後となった。
　心からご冥福をお祈りします。

副校長　奥谷　雅之
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30.10
29.12
29.  4
29.  2
30.  7
30.  8
30.  9
30.  8
30.  9
30.  6
30.11
30.  4
不   明
30.10
30.  5
30.  2
30.  5
30.12
30.12
29.  6
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渡辺　ヨシ
折原　幹雄
山口　佐和子
松岡　敏一
小林　由美子
平田　マサ
小田部　仁朗
田中　須美子
深田　嘉代子
江本　吉代江
白石　理恵子
君島　哲朗
木瀬　正子
神谷　節子
銅谷　志朗
中川　満智子
成毛　憲男
鈴木　悦子
斉藤　和子
平野　忠幸
大槻　博之
中山　喜信
伊井　勇人

（相原）

（柏木）

（小林）

（深田）
（妹尾）
（山本）

（江崎）

（伊藤）

5-6
6-5
8-5
10-3
10-7
11-1
11-4
11-7
13-2
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14-7
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鈴木　節子
黒田　美和子
荒木　伊基子
増田　喜久代
佐々木　留智子
慶林坊　義子
松村　元子
土橋　幸子
中田　なか
関　和子
東　恭
倉田　智
渡部　日名子
中田　和子
橋本　千恵子
＜三田＞
本多　喜代子
荒木　昌子
奥成　観子
金井　治代
阿部　典子
石原　健次
野口　恒子

（広瀬）
（向山）
（後藤）
（黒石）
（尾形）
（浅野）
（成田）
（黒田）

（船津）
（田辺）
（井出）
（阿辻）
（岡野）
（丸山）

（藤井）
（本多）

（松崎）
（山澤）

（桑原）
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24.  2
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30.  6
30.  8
30.11
30.  6

＜第六＞
松本　はな子
中川　武
西畑　晴子
杉立　美恵
久保　佳子
森山　和子
村上　よし子
氏家　美枝子
西丸　孝子
今城　久喜子
土井　一枝
多賀　淑子
田中　富美子
樋口　久栄
門川　洋子
大西　とみ
筑土　道子
樋口　綾子
海老原　香枝　
岩崎　好子
向井　靖
本林　美保子

（高雄）
（松井）
（榊原）
（田中）
（峰崎）
（樋口）

（菅原）
（丹羽）
（高橋）
（武谷）
（小林）

（菊池）
（森）
（武谷）
（小森）
（窪田）
（竹内）
（高柳）

7-オ
9-ウ
9-オ
10-ア
10-ア
10-ウ
10-ウ
10-オ
11-エ
12-イ
12-イ
12-ウ
12-エ
12-エ
12-オ
12-オ
13-オ
14-ア
14-ウ
14-オ
15-ア
15-ウ

逝去年月卒業回・組
逝去年月卒業回・組 逝去年月卒業回・組

追 悼 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 （敬称略）

銅谷志朗氏 （三田 15-6)

斉藤　圀彦（三田 15－6）

追　悼

2019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、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1名多い9名
に給付することができました。

３０年度後半～数々の行事
　３０年度後半も数々の行事に、生徒たちが表舞台はもちろん、舞台
裏でも活躍しました。
　白珠祭は、玄関ホールの照明工事との関係により１階で受付すると
いう形でした。出し物は例年通り数え切れないほどの企画で、教室、音

講、体育館ステージ、ミニステージなどの場で、生徒たちは思い切り力を発揮していま
した。来場して下さった方々に楽しんでいただけたことと思います。
　１０月初旬、２年生は国際理解教育の集大成、台湾修学旅行。Ｂ＆Ｓ（※）も学校交流
も初めて訪れる学校でした。實踐大學の学生さんたちには市内を案内していただき、
交通や飲食をはじめとした文化についてたくさんのことを教えていただきました。至
善高級中學では、グループ毎に様々な学科の特色ある授業を現地の高校生と一緒に
体験させていただきました。
　１月には、合唱コンクール。インフルエンザの流行もありましたが、生徒たちは本当
に頑張りました。アトラクションの一つ、１年生の音楽選択者と音楽系部活動部員が結
集する「第九」も昨年から原調でのチャレンジです。いつでも全員で校歌を合唱でき
る生徒たちが今年も育っています。
　探究活動も、２年生は論文を仕上げました。１年生はテーマを決めて研究プランを
具体化していく時期になりました。
　この間、全国高校生ホームプロジェクトコンクールで特別賞を受賞したり、英語によ
る「即興型ディベート大会」で一位になったりと、学校外の活動で活躍している生徒も
たくさんいます。
　もちろん、３年生はそれぞれ自分の将来を目指す新たな一歩を踏み出しています。
　これからも、引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。
※ブラザー&シスタープログラムの略。現地学生との異文化交流プログラムのこと。

学校
だより
学校
だより

ワカバ会丸山記念奨学金

会報 わ か ば　第85号2019年5月1日発行 ❼❼

高校時代 前列左端が銅谷氏

ワカバ会70周年記念総会で司会をする銅谷氏

アナウンサーとして活躍された銅谷さんにはワカバ会70周年記念総会で司会を
していただきました。数年前には三田高生を対象にした講演で現役生に大相撲の
魅力を伝えてくださいました。 銅谷さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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ワカバ会オリジナルグッズ お申し込みは、電話・FAX・E-mail にて、事務局まで

折りたたみトートバッグ
全5色　各700円

タオルマフラー
各800円

バンダナ　各500円

ハローキティ根付
650円
（寄付込1,000円）

ボールペン
150円

ミニタオルハンカチ　各350円

校章ストラップ
（黄色、シルバー、ブロンズ）
各400円

31×37×9㎝
（広げるとA4サイズ
 も入ります）

たたむと
こんなに
小さくなります

3色4芯
ボールペン
150円

クリアファイル
各50円

レターセット、
一筆箋
各100円

♣第六12-エ
♣三田11-7　
♣三田14-5
♣匿名希望の方より　2件　　
……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。

♠新元号は「令和」に決まりました。施行は５月からなので、まだ
あまり実感がありませんが、これを契機に心機一転と思われてい
る方も多いのではないでしょうか。ワカバ会も新たな時代に向
かっていきます。どんな時代をつくっていけるのか楽しみです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （T）

♠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で提供しており
ます。申込書は事務局でご用意しており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。
♠85号の表紙、よく見ると「三田三田三田」という漢字になって
います。お気づきなりましたか。毎回、秋山具義さん（三田37-4）
に三田高校やワカバ会に関連する表紙をデザインしていただい
ています。次はどんな表紙でしょう？お楽しみに！

樋口 久栄 様　ご遺族様より
田中 須美子 様　ご遺族様より
君島 哲朗 様　ご遺族様より

20,000円
　10,000円
　  10,000円
 40,000円

前号（84号）3ページ「ワカバの輪」のコーナーの記事
「檜原村　白寿祭」（三田40-1　國司まゆさんご執
筆）に登場された戸田雅子先生は同窓生三田19-1宮
﨑雅子さん、国語科の先生でした。広報担当より一言
注釈を加えるべきでした。説明不足になりましたことを
お詫びいたします。

御寄付御礼 編集後記

事務局だより

ワカバ会

会報わかば85号
府立第六高等女学校･都立三田高等学校同窓会
一般社団法人ワカバ会
〒108-0073 東京都港区三田1-4-46
TEL：03-3451-0227　FAX：03-3452-4590
時間：午前10時～午後4時　休日：金曜･土曜･日曜･祝祭日
E-mail：t-mita@wakaba-kai .org　HP：www.wakaba-kai .org/

◆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。

お詫び

青紫

青 紫 桃色 オレンジ

ワイン ピンク からし

なでしこクリアファイル
100円

今治ハンドタオル
350円 （白）

平成31年度 先生方のご異動
転　　入転　　出

氏　　名 異動先学校名等教科科目/職 教科科目/職氏　　名 異動前学校名等

笹　のぶえ

後藤　啓子

藤村　由夏

宇野　一茂

小林　優子

田原　桜子

天明　耕一

飯田真理子

加藤　高明

中條　敏明

大江身江子

校長

国語

英語

体育

国語

国語

地理

生物

情報

化学

主事

三保　和彦

佐藤　貴文

鈴木　民子

平田　正樹

田中　　遼

加藤　高明

越智　　薫

富岡　栞里

校長

体育

国語

地理

生物

情報

国語

主事美原高校

退職

退職

退　職

小石川
中等教育学校

足立高校（定）

再任用（フル）

東京都西部学校経営
支援センター支所

青山高校

青山高校

蒲田高校

橘高校

深沢高校

六本木高校（定）

新規採用

新規採用

八潮高校

豊多摩高校
非常勤職員

町田総合高校

（敬称略）

リニューアル！リニューアル！

❽❽

不明者
リストを
同封しました

♠今回の会報に住所が不明の方のリストを同封
　いたしました。リストにお名前のある方の消息
　をご存知の方はお手数ですが、ご本人のご承
　諾をいただいた上でワカバ会事務局までご連
　絡ください。
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