第 65 回

東京姉水会

今年も紫紺館で盛大に開催

６月６日㈬、18 時より「第 65 回東京姉水会」が昨年
に引き続き明治大学紫紺館（神田駿河台）で開催されまし

なかでも意気盛んとなったのは、虎ガール（東京姉水会
女子の集い）です。ことしは長浜や名古屋からも参加され

た。初参加 20 名、来賓を含め総勢 70 名（うち女性 17 名）
の虎高 OB・OG が一堂に会しました。
総会の講演は、当初上野賢一郎さん（昭 59 卒・財務副

たり、同窓生夫婦での参加、子息同伴の参加等々、こんな
に虎女はアクティブだったのかとあらためて再認識した次
第です。

大臣）にお願いしていましたが、ご尊父葬儀のため欠席さ
れたので急きょ川島隆二さん（平 2 卒・滋賀県議会議長）
に滋賀県事情をお話しいただきました。また、ことし滋賀

中締めは、本当にお元気で毎年参加いただきます最年長
の林勉さん（昭 17 卒）。
最後、松田稔さん（昭 55 卒）による校歌プロローグの

県東京本部長に就任された水上敏彦さん（昭 55 卒）にも
滋賀県の PR をお願いしました。
懇親会は、冒頭に三上校長、大塚会長から 2020 年に迎

朗詠に続き、一同円陣になって肩を組み、長浜からことし
初めて参加した塚田陵子さん（平 6 卒）の高らかな歌声の
先導で、心ゆくまで懐かしい校舎を思い浮かべながら斉唱

える母校 100 周年への諸計画について熱意のこもった説
明をいただき、高田副会長の乾杯音頭で懇親の酒宴は大い
に盛り上がりました。

して、来年の再会を約しました。……そして、その熱気の
さめやらないうちに、２次会に席を移して楽しい談話のひ
とときを過ごしました。SEE YOU AGAIN!（広報委員会）
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