
（凡例）☆…初参加　★…終身会員

今年は明治大学紫紺館にて開催第64回　東京姉水会

　6月9日㈮、18時より「第64回東京姉水会」が神田
駿河台の明治大学紫紺館にて開催されました。今年は82
名のOB、OGが参加されました。
　総会は、長浜市市民協働部太田浩司次長による「長浜曳
山祭の特徴とユネスコ登録」と題した講演でスタートしま
した。笑顔とともにソフトな語り口でお話いただき祭りの
起源、特徴と他地域への波及等を教えていただき故郷への
誇りを一層とした次第です。講演の後は物故者への黙祷、
前川会長（昭和30卒）挨拶、会務報告と続き懇親会とな
りました。
　今回の懇親会は立食形式で行われました。卒年次の近い

者同士や出身中学が同じもの同士いくつもの輪ができまし
た。お酒が入るにつれて初対面同志が思わぬ接点があるこ
とで盛り上がったりしました。
　最後に例年通り佐野実理事（昭和30卒）の前振りで円
陣を組み「日東第一」校歌斉唱となりました。
　今年の特徴は女性が増えた点であります。昨年から虎
ガール（東京姉水会女子の集い）が活発に活動されている
こともあり4年前と比べ参加者数が8名→17名と倍増し
華やかになってきました。来年の総会は、6月6日頃開催
予定です。多くの方の参加をお待ちしています。

広報委員会Ｔ．Ｍ

　近代日本の幕開け以来、この地には、多くの優秀な私学が
甍を競っている。今宵、ここ、駿河台の一角に集いたる我らは、
ここより遥かに遠い伊吹の麓、淡海の湖（うみ）のほとりにたつ、歴史ある虎
姫高等学校、卒業生である!（そうだ!）

　それぞれ卒業年度は異なれど、吸収力あふれる若き血潮の3年間に諸先生のご
薫陶を受けたことは、変わらない!（そうだ!）

　遠くにありて、昔を偲び、久方に再会した友と語らうときは、まことに貴重
である!（そうだ!）

　ここの皆さまが、首都　大東京で、持てる力を存分に発揮されることを祈り、
追憶の想い熱く、いざ歌わんかな虎姫高等学校校歌!
１（アイン）・２（ツバイ）・３（ドライ）!　それッ !!

2017年7月発行

校歌斉唱のプロローグ（紫紺館編）

2017年度総会出席者芳名一覧（卒年順・敬称略）

作：佐野 実理事（昭和30年卒）

来　賓 特別来賓
校　長　　　三上 保彦様（昭52）
姉水会会長　大塚 敬一郎様（昭40）

副会長　宮島 正典様（昭60）
前校長　藤居 毅様（昭50）

長浜城歴史博物館館長　太田 浩司様
長浜市役所　　　　　　水森 努様（平19）

長浜市役所　下司様
長浜市役所　福永様

会　　　員

学 生 会 員

　　林　 勉　（昭17）
★　上野 善章（昭26）
　　富永 義孝（昭29）
★　前川 一郎（昭30）
★　坂井 達夫（昭30）
　　佐野 実　（昭30）
　　宮本 征一（昭32）
　　小野 忠和（昭32）
★　金澤 一輝（昭38）
★　田辺 義一（昭38）
★　青木 敏樹（昭39）
★　横幕 周久（昭40）
★　草野 和郎（昭40）
　　今井 清剛（昭42）
　　斎藤 徹　（昭42）
★　篠原 新衛（昭44）
★　梅本 恵子（昭47）
★　岡田 弘子（昭47）
★　高田 毅士（昭48）

★　枩山 聡一郎（昭49）
★　草野 圭司（昭51）
　　宮川 隆幸（昭51）
　　杉江 嘉男（昭51）
☆　福本 大蔵（昭52）
☆　草野 好弘（昭52）
★　浅見 宣義（昭53）
★　今村 吉彦（昭53）
☆　橘 　尚雄（昭53）
　　笹井 仁治（昭54）
☆★中村 善二（昭54）
☆　川瀬 誠　  （昭54）
　　池田 成穂子（昭55）
★　上野 一郎（昭55）
★　草野 俊哉（昭55）
　　松田 稔　  （昭55）
☆★大音 厚智（昭55）
　　溪 　覚　  （昭55）
　　梅本 幹夫（昭55）
　　浅山 隆嗣（昭55）

★　佐藤 准子（昭56）
★　原田 健司（昭57）
★　伊吹 寿夫（昭57）
★　藤居 俊之（昭58）
☆　吉田 佳司（昭58）
★　和田 靖子（昭60）
★　松岡 真喜子（昭60）
☆　堤 　昌子（昭60）
☆　篠崎 佐由紀（昭60）
★　江熊 きよみ（昭62）
　　楓 　弘之（昭63）
☆　下司 巧一（昭63）
　　南部 健弥（平2）
　　中尾 治生（平3）
★　中尾 仁士（平6）
　　岩嵜 博論（平7）
☆　南部 邦人（平7）
☆　海道 忠信（平7）
☆　茂森 貴洋（平9）
　　雀部 明日香（平12）

　　別符 真理絵（平12）
　　吉安 麻衣子（平12）
　　小川 由理子（平12）
☆　二宮 尚徳（平12）
★　中山 郁英（平17）
　　萬代 友里恵（平23）
　　小西 康介（平24）

　　中岡 侑也（平27）
　　曽根 潤心（平27）
　　今居 千尋（平27）
　　蓮溪 芳仁（平28）
☆　藪田 千晶（平28）
　　井賀 雄介（平28）
☆　古澤 花鈴（平29）
☆　中北 匠美（平29）
☆　福永 和輝（平29）
☆　松本 龍介（平29）
☆　名内 翔真（平29）
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