春日部地区浦高会『喫茶去』２０１８年２月１２日

第２６３号（文責：香田）

120年の歴史と伝統があって！
●第 10 回地域職域同窓会責任者会議・その 2！
10 日(土)の午後 1 時半から浦高麗和会舘にて行わ
れた「第 10 回地域職域同窓会責任者会議」での 22
地域職域の報告を綴ってまいりましょう。
◇
◇
◆麗和ゴルフ会：毎年 10 月第 1 木曜日に鴻巣カン
トリークラブで開催している OB のゴルフ大会です。
毎年 80 名程度の参加があり、平成 2 年から 27 回
連続で開催してきましたが、課題は若い人たちに参
加してもらうことです。
◆三粋会：毎月 1 回第 3 木曜日に同窓の方々をお招
きして講話を伺う会で、平成 14 年 12 月から 188
回開催してきました。10～20 名の参加ですが、15
年半の蓄積はまさに「継続は力なり」です。
◆経営者麗和会：会社経営に携わる方、これから会
社経営を目指す方の会で、平成 6 年から活動してお
り、20 名くらいの会員がいます。5 月の総会から
始まり隔月で研修会、旅行会、家族会・懇親会など
を開催しています。3 月には現役高校生を招いてベ
ンチャービジネス創業者からの講話もしました。
◆昭和大学医学部浦高会：会員数は 42 名で昭和大
学医学部に在籍した同窓生の集まりです。毎年、浦
高から 1～2 名が入ってくるので層の厚いネットワ
ークができつつあります。
◆関西浦高会：関西 2 府 4 県の同窓生の集まりで
2008 年 2 月の設立ですので今年 10 年目です。会
員の親睦を図るために、年 1 回の総会・懇親会、旅
行会などを行うとともに、3 月に東大阪で開催され
る全国高校囲碁大会で浦高生の応援などを行ってい
ます。昨年は合唱コンクールの応援もできました。
◆大成建設浦高会：国立競技場の屋根も架かり、東
京オリンピックへの着実な歩みを見せています。大
成建設にはかつて浦高生が多く、職域同窓会を昭和
60 年に立ち上げましたが、ここ数年は土木建築関
係への就職が少なく残念です。
◆霞が関麗和会：各省庁横断的な親睦会として年 1
回総会を開催し、東京浦高会や県庁麗和会からの参
加もいただいています。
◆県庁麗和会：毎年 5 月に総会・親睦会を開催し、
会員相互の交流を深めています。各職場で見知った
顔がいるのは心強いものです。
◆西部浦高会：
「浦高百年の森と歩む西部浦高会」で
す。荒川の西岸、川越・所沢を中心に広い地域を対
象とし、浦高百年の森活動に参加するとともに会員
の親睦等を図っています。
◆湘南浦高会：2014 年に復活して 3 年が経ちまし
た。6 月に総会、史蹟ハイキングやゴルフコンペな
ど会員の親睦を図る活動を行っています。
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〔会議風景、2 月 10 日〕
◆古河麗和会：年 1 回の強歩大会で最終関門設営を
メインとして活動を行ってまいりましたが、21 回
卒業生が 70 歳を迎えるあと 3 年の間に学校へ引き
継ぎたいと考えています。学区制で古河から浦高へ
通うことができないことが最大のネックでする
◆秩父浦中浦高会：大正 9 年の設立ですが、学区制
と過疎化の影響で新しい会員がないことと、都内私
立への進学が増えていることも大きいです。活動は
隔年での総会です。
◆志木麗和会：総会と懇親会、他地域同窓会との交
流活動などがあります。昨年は「志木の荒川河川敷
の飛行場で、生徒が滑空訓練した」という話があり、
高 1 回の方の体験談が新聞掲載されました。
◆蕨浦高麗和会：年 1 回の総会・後援会、新年会、
2 年に 1 回の旅行会、ゴルフコンペなどを行ってい
ます。
◆春日部地区浦高会：23 回卒までは野田市からも
浦高に来ていたので、春日部地区には野田市も含ま
れています。当会の特徴は若い人たちが幹事を務め
て活発に活動していることです。総会、賀詞交歓会、
ゴルフコンペの他、年 1 回の小旅行、3 年連続で行
ってきた「音楽の都ウィーンからの贈り物」などが
あります。今年は 9 月に野田市で開催します。
◆久喜麗和会：強歩大会では、ドクターを中心とし
た救護班を組んで対応しています。春日部地区浦高
会との合同企画で小旅行を開催し、昨年は久喜市内
を散策しました。また、有志による勉強会では、市
民のためになることを検討しています。
◆岩槻蓮田白岡浦高会：活動は総会・研修会・懇親
会、強歩大会応援・懇親会を行っています。浦中出
身の先輩が 6 名いらしたのですが、現在 1 名と淋し
い状況です。戦争中の体験談などについては語り継
いでいきたいと考えています。
◆上尾浦高麗和会：年 1 回の総会とゴルフ会を開催
し会員の親睦を図っています。在住者は多いのです
が、なかなか会員を増やすことが難しいです。

◆与野浦高会：年 1 回の総会、毎月 1 回第 1 月曜
日に開催している「一月会」を 20 年近く続けてい
ます。また、隔年で公開市民講座を開催し、くらし
と健康など市民に関心の深い分野での講演会を企画
しています。
◆大宮浦高会：年 1 回の総会、地域をテーマとした
講演会を実施しています。また、昨年 4 月には「第
8 回世界盆栽大会 in さいたま」に協力して同窓会
の皆さんにもご協力いただき、大きな成果を残すこ
とができました。2019、2020 年も引き続き協力
要請がきています。30 年度地域貢献事業は 2 月 12
日に県立歴史と民族の博物館の協力をいただき「明
治天皇と氷川神社－行幸の軌跡－」を開催します。
◆浦和麗和会：総会、視察研修会、講演会などを開
催しています。今年は川越への視察研修と社会貢献
活動を行いたいと検討しています。同窓会活動も「三
兎を追え」の精神で、会員相互の親睦、ビジネスで
の利益向上、社会貢献などを行っていきたいと考え
ています。
◆東京浦高会：年 1 回の総会と賀詞交歓会、春秋の
ゴルフ会を開催しています。今年は高 32 回卒、東
京大学で量子テレポーテーションの研究をつれてい
る古沢明教授に講話をいただきました。ノーベル賞
に近い方だと思います。当会は高 30 回以下が半数
を占めており、ビジネスでの情報交換ができる場に
なっています。
◇
◇
さて、今回は宇宙関連の業務に携わる OB たちに
よる集まり「宇宙麗和会」がオブザーバー参加しま
した。次回からの正式参加を期待するところです。
冒頭に木村会長が仰ったように、各学年別同窓会が
横糸で繋がり、地域職域や部活同窓会が縦糸で繋が
ることで、多くの人たちが自分の「好縁同窓会」に
参加できることになると思います。各地域職域のま
すますの発展を祈ります。
◇
◇
■同窓会事務局からの報告事項
続いて、藤野事務局長から 2 つの報告がありまし
た。一つは同窓会名簿の作成についてで、5 年に 1
度編集発行している同窓会名簿が販売されて振り込
め詐欺に使われてしまうケースもあり、次回 32 年の
発行を検討していることや、同窓会活性化のために
「浦高ビジネス人材ネットワーク検討小委員会」と
「浦高同窓会法人化検討小委員会」への協力要請が
ありました。
■「写真で見る浦中・浦高の歴史」
続いて、
「写真で見る浦中・浦高の歴史」でした。
一昨年、浦高創立 120 周年記念事業の一環として麗
和会館展示資料室をリニューアルしましたが、そこ
で展示されている貴重な資料をもとに、藤野事務局
長がまとめられた「浦高 120 年の歴史」の概略につ
いてスライドショーで説明をいただきました。
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浦中・浦高の 120 年
鹿島台から領家へ
〔改装なった資料展示室〕

〔勉強会風景〕

〔最古の写真、明治 30 年〕

〔明治 31 年、秩父探検隊〕

〔埼玉県第一尋常中学校〕

〔第 2 代校長の尚文昌武〕

〔落第やストライキの時代〕

〔大正デモクラシーの時代〕

〔昭和の浦中時代〕

〔鹿島台から領家へ〕
〔新制浦高とルネッサンス〕

まだまだ続きま
すが、詳細は「麗
和会舘 2 階」でお
楽しみください。
最後は 4 時半から
の懇親会でした。

