都立一商同窓会（一商鉢山会）の
イベントのご案内です。
同窓生のみなさん、
ふるってご参加ください。
2016.9
（

）内は掲載頁

ぶらりウォーキング（３頁）
上野、国立西洋美術館から
湯島天神へ
平成28年10月１日㈯

東京校歌祭（４頁）
会場 杉並公会堂

校歌祭終了後懇親会開催

平成28年10月23日㈰

4

終活セミナー（６頁）
会場 母校内

講師 岩佐芳一（45期生）

平成28年11月19日㈯

ぶらりウォーキング（７頁）

玉川上水と神田川を結ぶ
「井の頭公園」観桜会
平成29年４月１日㈯

ゴルフコンペ（８頁）
会場

こだまゴルフクラブ

平成29年６月１日㈭

ホームカミングデー（５頁）

俳句会ご案内（９頁）

平成28年11月19日㈯

歌謡教室ご案内（９頁）

会場 母校メインアリーナ

はちやまイベントニュース №３
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会長ご挨拶
同窓会会長

菊池

敏郎（32期）

イベントニュースも第３号を迎えることができまし
た。かつては校歌祭への参加だけでした同窓会のイベ
ントも、徐々に充実し、ゴルフコンペは第７回目を予
定し、ぶらりウォーキングは毎年、春と秋に実施でき
るようになりました。
ホームカミングデー（※）には、校内をご見学頂くだけ
ではなく、在校生との交流もあります。茶道部の皆さ
んにご協力を頂いて、お茶をお楽しみ頂くこともでき
ます。さらに今年は特別に「終活セミナー」を企画致
しました。ご興味をお持ちの方はお誘い合わせの上、

2016年（平成28年）
９月

期になります。この機会を利用して、クラス会・合同
クラス会・同期会などを計画されてはいかがでしょう
か。同窓会としては名簿の提供・案内状の発送などの
ご協力をさせて頂きます。
また「ぶらりウォーキング」は昼食をお楽しみ頂く
お店はもちろんのこと、入念な準備を重ねて、皆様を
ご案内しておりますので、きっとご満足頂けることと
思います。近くに暮らしながらも、却って詳しくは知
らない場所が東京にはまだまだたくさんあることと存
じます。きっと何かしらの発見があることと思いま
す。参加されたことのない方々も是非一度お出かけ下
さい。
なお、来年の総会は７月30日(日)を予定しておりま
す。また次号の会報(53号)は来年６月の発行を予定し
ている関係で、次回ゴルフコンペの案内を今回のニュ
ースに掲載致しました。よろしくお願い致します。

是非お出かけ下さい。大勢の皆様にご参加頂きたく、 （※）会報52号でホームカミングデーの開催日を11月26
お願い申し上げます。また、ホームカミングデーでは
日㈯と掲載致しましたが、都合により11月19日㈯に
毎回、無料招待期を作っております。今年は47期〜50
変更となりました。

これからの
都立一商の商業教育
校長

戸田

勝昭

平素から同窓会の皆様には、本校の諸事業にご協力

ス（Robotics）フィンテック、（FinTech：Financial
technology）等をはじめとする加速する技術革新やそ
れらを活かした教育の革新等も見据えつつ、時代に沿
った柔軟かつ機敏な視点を持って取組を進めるべきで
あると謳っている。
著名な学者の未来予測を紹介すると、①ジョン・メ
イナード・ケインズ（経済学者）は、100年も前に、

とご理解を賜り、感謝申し上げます。
これからの時代に都立第一商業高校で学ぶ生徒たち

2030年までには、週15時間程度働けば済むようになる
と予言した。②キャシー・デビッドソン（ニューヨー

は、明治以来の近代教育が支えてきた社会とは質的に
異なる社会で生活をし、仕事をしていくことになる。
平成28年３月31日、高大接続システム改革会議にお
いて「最終報告」が答申された。本答申には、重要な

ク市立大学大学院センター教授）は、2011年に子供た
ちの65％は、大学卒業後は、今は存在しない職業に就
くだろうと想定している。③マイケル・A・オズボー
ン（オックスフォード大学准教授）は、今後10年～20

示唆が謳われているので、一部抜粋して紹介する。
（略）グローバル化・多極化の進展、新興国・地域

年程度で、約47％の仕事が自動化される可能性が高い
と述べている。

の勃興、産業構造や就業構造の転換等の大きな社会変
動の中では、これからの我が国や世界でどのような産
業構造が形成され、どのような社会が実現されていく
か、誰も予見できない。確実に言えるのは、先行きの

我々の商業教育にも大きな変化が求められてきてい
る。本校としても、商業科会を中心に商業教育に関す
る調査研究を行い、時代が、真に求める、商業教育の
在り方を追求してきた。今、都立一商で商業科目を学

不透明な時代であるからこそ、多様な人々と協力しな
がら主体性を持って人生を切り開いていく力が重要に

んでいる生徒たちに「公認会計士や税理士になりたい」
「グローバルな企業に入社して世界の人々の未来を担

なるということである。
（略）我が国と世界が大きな
転換期を迎えた現在、この教育改革は、幕末から明治
にかけての教育の変革に匹敵する大きな改革であり、
それが成就できるかどうかが我が国の命運を左右する
と言っても過言ではない。（以下略）

う人になりたい」など、夢をはっきりと思い描けさせ
ることが重要だと考えている。
本校に学ぶ一人でも多くの生徒が持つ夢を支援でき
るように努力し続ける。私たちの目の前にいる生徒に、
夢を持つ素晴らしさ、夢をかなえる喜びを伝えるため、

ビッグデータ（Big Data）
、人工知能（Artificial

商業教育に携わるすべての皆さまと共に、商業教育の

Intelligence）、IoT（Internet of Things）、ロボティク

更なる発展に向けて邁進していく所存である。

はちやまイベントニュース №３
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第4回 ぶらりウォーキングのご案内
上野、国立西洋美術館から湯島天神へ
同窓生相互の親睦を図る為開催しております「ぶらりウォーキング」。
４回目となります今回は鶯谷駅から出発し湯島天神までをウォークします。
上野公園は桜の名所等で親しみがありますが、
今ホットな話題はなんと言っても世界文化遺産、国立西洋美術館。
当日は館内には入りませんがその外観だけを見学し、
寛永寺境内で歴史を体感して頂き、不忍池から東大構内を通り抜けします。
安田講堂、赤門等いわゆる学問の府を訪れ、学問の神様と定評の湯島天神で
解散の予定です。なお、解散後スイス料理のお店で昼食会を開催します。
席数に限りがあり、ご希望の方は早めにご連絡を下さい。
●日

時

平成28年10月１日（土）
集合 10時
出発 10時15分
うぐいすだに

●集合場所

山手線鶯谷駅

●行

鶯谷駅

→

東京国立博物館

不忍池

→

東大

程

噴水池

→

南口改札口〈上野駅寄り〉
寛永寺参道
→

●会

費

500円（傷害保険等）

●幹

事

親睦委員会

→

→

国立西洋美術館

大仏殿

湯島天神

昼食会（自由参加） 会費 2,400円＋飲物代
ウォーキング部会

海口（29期） 梶浦（36期） 中林（46期） 山﨑（46期）

第４回ぶらりウォーキング
事務局

TEL 03－6455－3731

A、Bいずれかに○して下さい

A

ウォーキングのみ参加

氏

名

住

所

電

話

参加申込書（この用紙でFAXして下さい）

B

ＦAX 03－6455－3723

当日の緊急連絡（山﨑）

歩きと昼食会にも参加

090－7704－1362
締切日

昭和
卒業期 平成

〒
携 帯

28年 ９月 20日
年卒

期

組
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第24回 東京校歌祭に参加しよう！
都立の有名伝統校の同窓生が集い、それぞれの母校の校歌
を歌い合う東京校歌祭は第１回が平成５年11月20日に日比谷
公会堂で開催されました。
我が一商は平成９年の第５回から参加しました。
一昨年から会場を杉並公会堂に移して開催されており、今
回も校歌「都の空」と学生歌「あゝ一商」の２曲を歌います。
皆様多数のご参加をお待ち申し上げます。
１．本番日時

平成28年10月23日（日） 13時会場に集合

堂
並公会
杉
は
会場
今年も

当日の会場でのリハーサルは15時10分の予定。
B2小ホールにて行います。
一商の出演は17番目

２．会場

杉並公会堂

一商指揮者

16時頃です。

東京都杉並区上荻1－23－15（電話：03－3220－0401）
最寄駅「荻窪駅」（JR中央線・東京メトロ丸ノ内線）
北口から徒歩７分
早川守（45期）

ピアノ奏者

松田葉子（52期）

３．懇親会（校歌祭終了後に開催）
会場

カフェレストラン
電話

ジュノン

03－3398－6121

杉並区上荻1－23－1 白鳥ビルB1

会費

４，０００円

４．リハーサル

10月15日㈯ 14時～15時

母校一商

杉並公会堂案内図

４階音楽室

校歌と学生歌の入ったCDを希望者に提供いたします。
懇親会会場

５．実行委員

菊池敏郎（32期） 磯部宏次（41期） 福崎達哉（41期）

千木良克伸（41期） 中林雅一（46期） 山﨑松夫（46期）
※当日41期の皆様がこの日に多勢集まることになっております。
他の期の皆様もこれを機会に計画してはいかがですか。

第24回東京校歌祭

事務局
氏

名

住

所

電

話

参加申込書（この用紙でFAXして下さい）

TEL 03－6455－3731

ＦAX 03－6455－3723
締切日
昭和
卒業期 平成

〒
携 帯

28年 10月 ８日
年卒

期

組
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第４回 ホームカミングデーのお知らせ
（同窓生の集い）

ホームカミングデーとは卒業生が母校に集い母校愛と
友情を分かち合う集まりです。前回は茶道部によるお点
前（お茶）やバトン部等の演技をご覧頂いた後、その在
校生の皆さんとディスカッションの時間を設けました。
今回も交歓会を実施する予定です。
卒業生の皆さん、“ホームカミング”してみませんか。
●日

時

平成28年11月19日（土）
受付開始

12時

開

会

13時（15時終了予定）

母校

メインアリーナ（渋谷区鉢山町8－1）

校内見学
●会

場

12時20分

●無料ご招待

昭和45年卒（47期）、46年卒（48期）、47年卒（49期）、48年卒（50期）

●参加申込

この頁の申込書をご利用ください。

●参 加 費

１,０００円（当日受付にて集金） 飲み物とお菓子を用意します。

●催しもの

•校内見学会

の皆さんを無料ご招待します。

名札その他準備の都合もあり、必ず事前に申込みをお願いします。締切は11月５日です。

•在校生演技

参加ご希望の方は受付を済ませ、12時20分に正面玄関に集合してください。
軽音楽部、ダンス部、バトン部

•演技終了後、在校生との交歓会といたします。
●実行委員

菊池敏郎（32期） 中澤捷雄（39期） 松森世津子（41期） 山﨑松夫（46期）

この機会にクラス会・同期会・クラブOB,OG会を計画しませんか。幹事の皆様、よろしくお願いします。

第４回ホームカミングデー
事務局

氏

名

住

所

電

話

参加申込書（この用紙でFAXして下さい）

TEL 03－6455－3731

ＦAX 03－6455－3723
締切日
昭和
卒業期 平成

〒
携 帯

28年 11月 ５日
年卒

期

組
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終活セミナーのお知らせ
（エンディングノートの書き方）

明日を見つめることは、今を生きること
昨日を振り返ることも、今を生きること
かつて、自分の終焉と向かい会うことはタブー視されていましたが、今では自分の人生を振り返りつ
つ、最期を迎える準備に着手する人が増えて来ました。
各自治体や町内会などでも「終活」と称したセミナー・講座が開催されています。
そこで、当同窓会でもエンディングノートの書き方を中心とした「終活セミナー」を開催することに
いたしました。
●日

時

平成28年11月19日（土）＝ホームカミングデー開催日＝
受付開始
セミナー

９時30分

●会

場

10時〜11時30分

母校内（部屋は当日ご案内いたします）

●参加申込

この頁の申込書をご利用ください。

●参 加 費

当日受付にて集金（エンディングノート代含む）

締切は

11月５日です。

（A）お弁当（お茶付） 1500円
（B）お弁当不要の場合

●主な内容

500円

・エンディングノートの書き方
・遺言書について

・リビングウィル（尊厳死）について
・葬儀、自然葬、墓地などについて
●講

師

岩佐芳一（45期生）

ファイナンシャルプランニング技能士3級（厚生労働大臣指定試験合格）

エンディングノートプランナー、自然葬アドバイザー、遺品整理士、遺品査定士、日本尊厳死協会会員
●実行委員

菊池敏郎（32期） 小野捷司（37期） 山﨑松夫（46期）

終活セミナー

事務局

参加申込書（この用紙でFAXして下さい）

TEL 03－6455－3731

どちらかに○をつけて下さい
氏

名

住

所

電

話

→

ＦAX 03－6455－3723

(A)お弁当付

(B)お弁当なし

締切日
昭和
卒業期 平成

〒
携 帯

尋ねたいことや、疑問・質問等ありましたら、ご記入ください。

28年 11月 ５日
年卒

期

組
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第５回 ぶらりウォーキングのご案内
玉川上水と神田川を結ぶ「井の頭公園」観桜会
第５回目となります「ぶらりウォーキング」。
今回は人気の町、吉祥寺の近くにある井の頭公園を訪れます。
コースとしては三鷹駅から玉川上水の南側歩道を歩きますが、この道が整備され
「風の散歩道」と呼ばれその名の如く、快適な散歩道として人気があります。
さて、この玉川上水ですが歴史は古く、作られたのは江戸時代初期。
羽村から四谷までの水路が掘り進められ江戸の市中を潤す役割を果たしました。
そんな水路付近を歩き、江戸時代当時、鷹狩りに訪れた三代将軍・徳川家光が
池名を「井の頭」と命名したと言われている公園の桜を、将軍になった気分で
鑑賞してみませんか。
●日

時

平成29年４月１日（土）
集合 10時
出発 10時15分

●集合場所

中央線三鷹駅

●行

三鷹駅

程

萬助橋

→
→

南口改札口
風の散歩道

→

玉川上水

井の頭自然文化園

井の頭池（神田川起点） →
●会

費

500円（傷害保険等）

●幹

事

親睦委員会

吉祥寺

昼食会（自由参加） 会費 実費
ウォーキング部会

海口（29期） 梶浦（36期） 市毛（41期） 芥川（41期） 中林（46期） 山﨑（46期）

第５回ぶらりウォーキング
事務局

TEL 03－6455－3731

A、Bいずれかに○して下さい

A

ウォーキングのみ参加

氏

名

住

所

電

話

参加申込書（この用紙でFAXして下さい）

B

ＦAX 03－6455－3723

当日の緊急連絡（山﨑）

歩きと昼食会にも参加

090－7704－1362
締切日

昭和
卒業期 平成

〒
携 帯

29年 ３月 18日
年卒

期

組
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第７回 ゴルフコンペのご案内
第７回都立第一商業高校同窓会ゴルフコンペを下記要項で実施致します。
是非とも、懐かしい人々と集い、思い切り楽しんで頂くと
同時に、ゴルフを通して新たな交友の輪を広げて頂きたいと
思います。
多くの方のご参加をお待ちしています。
なお、優勝者には「同窓会長賞」を贈呈いたします。

実施要項
●開 催 日

平成29年６月１日（木）
募集人数

20組80名（先着順）

平成28年第6回ゴルフコンペ

●開催場所

こだまゴルフクラブ

●集合時間

各自スタート時間の40分前迄にご集合下さい。

●競技方法

18ホールストロークプレー

●プレー代

キャディ付（1R・4B）11,000円 ＋ 参加費 2,000円（乗用カート・昼食付）

〒367－0203

TEL 0495−72−5151
スタート時間

埼玉県本庄市児玉町入浅見1060

FAX 0495－72－3333

URL http：//www.kodama-gc.com

１組目 8：56

新ペリア方式

（賞品代・パーティ代 含む）
●そ の 他

•申込み締切日は平成29年５月15日㈪です。
•配偶者も参加出来ます。

•一人から参加申し込み出来ます。

•参加者各人のスタート時間は後日ご案内いたします。

•当日、やむを得ずキャンセルされた方は、￥2,000のキャンセル料を申し受けます。
•こだまゴルフクラブより賞品のご寄贈を頂いております。
＜交通のご案内＞

•関越自動車道「本庄児玉I.C」より５分

•クラブバスは、JR高崎線「本庄駅」南口より、JR上越新幹線「本庄早稲田駅」北口を経
由して運行しています。クラブハウスまでは、15分〜20分位掛かります。
１便は、「本庄駅」７時15分発、「本庄早稲田駅」７時30分発
２便は、「本庄駅」８時05分発、「本庄早稲田駅」８時20分発

＜運営委員長＞ 小林
＜運営委員＞

三郎（30期）

津村由紀子（34期） 亀田正則（36期） 鈴木
上鈴木通善（41期） 千木良克伸（41期）

第７回ゴルフコンペ
事務局

氏

名

住

所

電

話

勇（38期）

参加申込書（この用紙でFAXして下さい）

TEL 03－6455－3731

ＦAX 03－6455－3723
締切日
昭和
卒業期 平成

〒
携 帯

29年 ５月 15日
年卒

期

組
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大久保

良子（32期）

鉢山俳句会は奇数月の第１月曜日午後１時半から同窓会事務所で開催し
ており、いつも通り、午後１時半までに全員集まりました。
始めに、飯泉善一郎さんの「取り合わせの名句」の講義があり、その後、
新しい参加者の北村良子さんも少し遅れて参加され、いつものように選句
等にと進んでゆきました。小林さんは仕事の都合で出席できませんでした
が、電話での飯泉さんとのやり取りでスムーズに進行できておりました。
句会に出された句を一人一句づつ並べて見ました。

片影の途切れて試練始まりぬ

飯泉善一郎（31期）

夢溜めて蛍袋の揺れ少し

垂井

道夫（28期）

緑陰や話尽きない友とゐて

細野

和子（32期）

大紫陽花ロープウェイの下に見る

西村

和子（35期）

川床の茶屋に旧交温めん

平野

栄子（37期）

水を打つ人に尋ねし本能寺

小林

静司（32期）

白あぢさゐいずこに色を捨てたやら

戸蒔

広子（35期）

遅れきてそっと団扇を手渡され

大久保良子（32期）

以上兼題は、紫陽花と団扇（うちわ）でした。
次回は平成28年９月24日（土）向島百花園への吟行です。
興味のある方は、同窓会事務局か、世話人の飯泉善一郎（03・3707・5586）へご連絡下さい。

平成20年にスタートし、現在参加者は８名です。講師はキーボードを使
ってご指導下さり、カラオケの設備もあります。曲目は新曲や生徒のリク
エストを元に決定し、音譜を見ながらレッスンしています。
いつでも見学・体験（無料）可能です。
＜講

師＞

深井カヨ子先生
ビクター歌謡音楽研究会 認定講師（平成４年）、現在同会の東京講師会副会長、日本作詞家協会会員
平成９年：「アカシアの大連」「ロマンの花咲く街」発売 作曲/曽根幸明、作詞/深井カヨ子
平成11年：作曲家 岡千秋先生を招いて級段位審査会開催 上野スタジオにて
平成12年：テレサ・テンを偲ぶ日本と台湾親善ツアーで三木たかし先生に同行し、台湾のシェラ
トンホテルで歌唱
平成15年：作曲家 三木たかし先生をゲストに「深井カヨ子と陽だまりの会」５周年記念パーティー開催
平成16年：「もう一度…」発売 作曲/三木たかし、作詞/深井カヨ子
「おんなは笑顔で勝負する」発売
作曲/宮下健治、作詞/深井カヨ子
平成27年：深井カヨ子作品集アルバムCD発売

＜受講料＞

4,000円/回。事前に３回分のチケット（４ヶ月有効）購入

＜会

同窓会事務所

＜開催日＞

毎月第４土曜日

＜幹

菊池敏郎(32期)

場＞
事＞

午後１時半～３時15分（変更もあり）
TEL 03–6455–3731

FAX 03–6455–3723
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今年から漸く、同窓会も一商祭に参加することになりました。歴史資料委員会

第69回
一商祭

が、これまで集めて参りました貴重な資料や創立当時の校舎などのパネル展示な
どを予定しています。会場はPTAの使用する教室内になる予定です。
＜開催日時＞

10月２日㈰

9：00～15：00

現在の生徒達の元気な活動を是非見学にいらして下さい。
メインアリーナでの演技をお楽しみ下さい。

＜運動部＞

＜文化部＞

野球部・水泳部・卓球部・バトミントン部
ダンス部・ソフトテニス部・硬式テニス部
男子バスケット部・女子バスケット部
男子バレーボール部・女子バレーボール部
ソフトボール部・サッカー部・バトン部
ラクロス部・ブレイクダンス部

吹奏楽部・写真部・珠算電卓部
簿記研究部・イラスト部・ESS
家庭科部・華道部・茶道部
パソコン部・軽音楽部

国際交流ボランティア部

漸く今年度に入り、学校も実行委員会を立ち上げ、100周年に向けて活動を開

100周年
記念事業

始しました。
記念誌編集委員会は具体的な準備に入ります。祝賀式典と祝賀会は開校記念日
の2018年６月２日（土）に予定しております。定時制の同窓会にも協力を呼びか
け、学校に協力して参ります。

創立100周年記念事業実行委員会
校内実行委員会（13名）・PTA代表（3名）・同窓会代表（７名）
校内実行委員会
教職員（13名）
総

務

生活指導

記念式典
記念事業

総務・学年

祝賀会
進路指導･商業

記念誌
教務

本誌は、同窓会が行います今後の各種イベントについて特に抜粋し、皆様にご興味・ご参加いただけるようにと

思って作成致しました。

同窓会全期で住所が判明している約12,300人に会報はお届けしておりますが、本イベントニュースは経費の都合

上各クラス代表の理事、各期代表の常任理事、役員全員、賛助会費・年会費および100周年記念募金の協力者、各
行事参加者、約2,000人の方々に限定し、お届けしております。
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