
第50号　同窓会報によせて
札幌東高等学校同窓会 会長　加藤　敏彦

　新型コロナウイルスの感染者数が鈍化して、少しずつ我々の日常が元に戻りつつあります。しかし

ながら、皆様方と、テーブルを囲んでにぎやかに談笑するには、もう少し時間がかかるようです。

　今年も８月の同窓会総会と懇親会を開催できないことをご報告することは、大変残念であります。

来年こそは、と念じつつこの文章を書いております。

　さて、このような中にあってもとても素晴らしいご報告をさせていただきます。東高校に300万円相当の楽器を同窓生の

方から寄付していただきました。寄付の趣旨は、かつて諸先輩が植えた、校有林の売却益をそのまま寄付するというもので

した。校長先生と相談をして吹奏楽部では、楽器がとても高額で、すべてをそろえることはできないことから、他校から期

限付きで借りて活動しているので少しでもあるととても助かるとのことでありましたので、楽器の寄付となりました。

　入学式・卒業式など折に触れて演奏していただいている吹奏楽部にとって、とても素晴らしいプレゼントになったのでは

ないでしょうか。

　このお話を仲介させていただいたときは、この方の母校に対する深い愛情を感じ、とても感動し、感謝の気持ちをどのよ

うに伝えたらよいか、わかりませんでした。

　改めまして、ここに、紙面をお借りしてご報告と感謝を申し上げる次第であります。

　同窓会の活動が、元に戻った時には皆様方とお会いして、今までの分も含めて様々なご報告をさせていただきます。どう

か皆様方も、コロナに負けないでお会いできる日までお待ちください。これからもよろしくお願いいたします。

同窓会長挨拶
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卒業生の主な進路

部活探訪

後輩たちは頑張っています
北海道札幌東高等学校長　藤井　一志

　札幌東高等学校同窓会報第50号の発刊をお祝い申し上げますとともに、加藤敏彦会長をはじめとす

る同窓会の皆様には、日頃より本校教育活動の推進に、ひとかたならぬご支援、ご協力を賜っており

ますことに心から感謝申し上げます。

　先日、同窓生の方がお見えになり、当時の思い出を懐かしくお話しされていかれました。授業や部

活動に熱心に取り組んだこと、よく先生に叱られたこと、校舎周辺の風景が一変してしまったこと等々。その瞳はまるで少

年のようにキラキラと輝いていました。お話を伺いながら、「本校での生活が、この方の人生に少なからず役に立っている

んだ。」と思うと、本校に身をおく者として、この上ない喜びと誇らしさを感じました。幾つの年齢になっても、こうして

本校を懐かしく思い、大切にしていただいておりますことに、心から敬意を表し、感謝申し上げる次第です。

　さて、現在、本校では、スクールミッション（使命）を「次世代を担うリーダーとしての素養を身に付け、社会をイノベ

イトする有為な人材の育成」とし、生徒が広い視野、深い英知、創造的な思考力を身に付け、思いやりのある豊かな心や心

身の逞しさを育むことのできるよう、主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業や系統的・組織的なキャリア教育・

探究活動、仲間と協働して創りあげる「東高祭」などの学校行事や部活動などの充実を図っています。

　Society5.0時代の到来、新型コロナウイルス感染症の蔓延など、社会の在り方や私たちの生活様式そのものが、これまで

とは劇的に変化する状況が生じている中で、一人一人が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のあ

る存在として尊重し、多様な人々と協働しながらさまざまな変化を乗り越え、自ら人生を切り拓いていくためには、「知識

を活用する力」、「物事を論理的に考える力」、「本質を探究する力」、「協働する力」が必要になります。本校ではこれらの力

を「東高コンピテンシー」として設定し、授業をはじめとするあらゆる教育活動において、しっかりと身に付けることがで

きるよう、生徒と教職員が協力し、創意工夫を凝らしながら意欲的に取り組んでいるところであり、その成果は進路実績や

地域からの高い評価からも見て取れます。

　今後におきましても、会員の皆様がこれまで築き上げてこられた本校の歴史と伝統、実績を重んじながら、校訓「克己自

彊」の精神に基づき、さまざまなことにチャレンジしてまいりますので、皆様には、引き続き本校へのご支援を賜りますよ

うお願い申し上げますとともに、本会のますますのご発展並びに会員の皆様のご健勝、ご活躍を心から祈念申し上げ、挨拶

といたします。

　お時間がございましたら、是非お立ち寄りください。

　コロナ禍もある程度落ち着き、まだ練習などでは規制があるものの、通常的な部活動

が可能になってきました。今年も全国大会を果たした部がいくつか出ています。１つ目

は陸上競技部。全国大会出場の常連ですが、今年は男子３名が徳島県鳴門市でのイン

ターハイに出場します（400mで石田くんが３位、110mハードルで浦田くんが５位、

5000m競歩で松浦くんが権利獲得）。２つ目は設置外部活の水泳で、１年生の河野くん

が100mと200mバタフライで優勝し、高知県高知市のインターハイに出場します。河

野くんは全国でも上位入賞が期待されています。ご期待ください。３つ目は写真部です。高文連大会で杉田さんの『刺激』

が全国推薦に選ばれて東京で行われる総文祭に出品します。

　ソフトテニス部も男子ダブルスで新居・伊藤組がハイスクールジャパンカップ全国大会に出場しました（伊藤くんはシン

グルスでも出場）。ソフトテニスの大会は私立高校が圧倒的に強いのですが、本校チームはここ数年着実に上位進出を続け

ており、強豪の一角を占めるようになっています。高体連支部大会では数十年間全道進

出を続けてきた科学大高を男子団体戦で打ち破り話題になりました。東高のテニスコー

トは公立校では珍しく８面もあり（かつての教員住宅跡を利用しているという話を聞い

たことがあります）、多くの学校が合同練習に来訪しています。今後も「東高でソフト

テニスをやりたいから受験校に選びました」という生徒が増えていくのが楽しみです。

校長挨拶 会計報告

同窓会役員名簿 令和４年８月現在

卒業時期
国公立大学 私立大学 短大・

各種学校
就　　職

道　内 （北大） 道　外 合　計 道　内 道　外 合　計

令和４年３月 132 65 69 201 33 25 58 2 2

令和３年３月 136 46 61 197 32 42 74 7 0

一般会計

差引の部 特別会計等積立金決算

（単位：円）

科　　目 予　算　額 決　算　額 増　減 摘　　　　　要

前 年 度 繰 越 金 1,805,934 1,805,934 0 令和２年度繰越金

新 入 会 員 会 費 1,585,000 1,585,000 0 令和４年３月卒業生　317名×5,000円 

会 費 150,000 149,000 ▲ 1,000 会員年会費　1,000円×149名

雑 収 入 59,066 63,000 3,934 名簿売上、寄付・ご厚志

合 計 3,600,000 3,602,934 2,934

科　　　　目 予　算　額 決　算　額 増　減 摘　　　　要

事 務 局 費 50,000 30,117 19,883 同窓会保存用卒業アルバム　ゆうちょ手数料

事 務 用 品 費 20,000 5,159 14,841 事務消耗品

印 刷 費 150,000 92,772 57,228 タックラベル　封筒印刷

通 信 費 300,000 129,584 170,416 会報・通信等送料　残高証明書

慶 弔 費 30,000 0 30,000

会 議 費 530,000 1,720 528,280 役員打合せ会場費

総 会 関 係 費 50,000 0 50,000 総会中止

会 報 発 行 費 240,000 154,990 85,010 会報49号印刷（A4 P4 3,600部）

学 校 祭 関 係 費 0 0 0 学校祭中止

同 期 会 等 助 成 費 250,000 41,375 208,625 第39回ゴルフ大会助成（１件）　第12期同期会助成（初30,000）手数料含む

新 会 員 関 係 費 190,000 177,382 12,618 卒業式紅白餅（450×395箱　振込手数料）

体育文化助成費等 50,000 50,000 0 体文（20,000）　学友会（30,000）

母 校 行 事 助 成 費 350,000 198,583 151,417 卒業祝五角（合格）鉛筆　体育大会飲料費

ＨＰ構築・維持費 400,000 149,454 250,546 ホームページ委託費

特 別 会 計 積 立 金 100,000 100,000 0 積立金（特別会計積立金口座へ）

予 備 費 890,000 0 890,000

合 計 3,600,000 1,131,136 2,468,864

収入額合計 3,602,934

支出額合計 1,131,136

差 引 残 高 2,471,798

摘 要
令和４年度へ

繰越し

項　　目
R2年度末
繰越額

増　　　額 減　　　額
R3年度末決算額

金　額 事　　由 金　額 事　　由

特別会計積立金 4,940,262
100,000 一般会計より

1,100 残高証明書手数料 5,039,180
18 利息

周 年 事 業 基 金 3,037,694 0 1,100 残高証明書手数料 3,036,594

合 計 7,977,956 100,018 2,200 8,075,774

予　算　額 増減（対R3予算）

2,471,798 665,864

1,585,000 0

150,000 0

53,202 ▲ 5,864

4,260,000 660,000

予　算　額 増減（対R3予算）

70,000 20,000

20,000 0

150,000 0

300,000 0

30,000 0

530,000 0

50,000 0

240,000 0

0 0

250,000 0

200,000 10,000

50,000 0

350,000 0

400,000 0

100,000 0

1,520,000 630,000

4,260,000 660,000

Ｒ３年度決算（Ｒ３.７.１～Ｒ４.６.30） Ｒ４年度予算（収入の部）

（支出の部）

役　職 氏　　　名 期

顧 問 丹　保　憲　仁 1

川　島　大　介 8

相 談 役 五十嵐　恒　夫 1

水　谷　洋　一 15

会 長 加　藤　敏　彦 23

副 会 長 高　木　綏　子 4

木　部　義　一 6

陣　内　幸　則 9

佐々木　信　義 12

相　沢　　　徹 15

三　上　義　行 19

中　村　武　信 23

岸　　　光　右 25

前　田　晃　壱 27

野　坂　美由紀　 27

金　子　誠　二 30

小田原　史　佳 31

森　　　智　行 44

幹 事 長 里　谷　　　彰 19

副幹事長 松　井　弘　子 6

諸　橋　祐　一 14

伊　東　康　博 16

井　浦　功　雄 18

役　職 氏　　　名 期

副幹事長 宮　崎　直　美 20

鎌　田　勝　幹 21

鈴　木　敬　久 22

清　水　紀　子 22

昔　農　　　徹 24

高　橋　順　一 25

白　崎　　　司 28

手　島　久仁彦 28

吉　岡　和　彦 29

伊　藤　　　智 32

設　樂　浩　之 34

渡　辺　純　一 36

八木野　　　久 37

神　戸　洋　介 44

植　木　佳　子 48

阿　部　啓太郎 49

監 査 役 小　山　國　夫 12

中　村　紀　子 19

常任幹事 五十嵐　信　彰 3

伊　勢　準　子 3

田　中　啓　子 3

畠　山　義　範 4

内　田　要　子 4

役　職 氏　　　名 期

常任幹事 新井田　　　弘 5

高　橋　清　一 5

佐　藤　八重子 5

赤　塚　宏　三 6

藤　林　和　夫 6

仙　波　美　博 7

鈴　木　敬　夫 7

遠　藤　安　倫 8

中　村　公　子 8

古　山　誠　子 8

佐　藤　公二男 8

中　村　敏　克 9

本　田　　　修 9

小　飼　洋　三 9

長谷川　善　教 11

渡　辺　凱　子 12

川　浪　末　子 13

小　飼　八洲絋 13

芝　野　忠　司 13

神　谷　光　彦 14

岡　田　政　義 14

東　　　恒　一 15

岡　部　文　子 15

役　職 氏　　　名 期

常任幹事 橋　本　喬　史 15

鈴　木　裕　子 17

小　熊　正　子 17

野　村　和　夫 17

北　村　優　明 19

中　林　昭　人 19

松　井　良　一 19

高　木　　　勉 20

陣　内　恵美子 21

萩　野　恵理子 26

山　中　まさと 28

北　橋　佐恵子 30

富　樫　　　勝 31

新　保　浩　二 36

谷　　　祐　児 36

山　田　麻美子 44

駒　田　健太郎 45

相　澤　祐　美 53

古　屋　亜由美 53

事 務 局 伊　藤　竜　司 37

形　部　眞一郎 48
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同窓会報第50号記念特集

　同窓会報は、本号で節目の第50号となりました。昭和49年の創刊号から、歴史を
受け継いで半世紀となりますが、今後も紙面の充実に努め、同窓会とともに歩みを続
けていきたいと考えています。
　第50号を記念して、同窓会の役員を経験された方に母校や同窓会にまつわる思い出
など、また、現在、東高で教鞭を執り、同窓会の事務局長を務めていただいている伊
藤竜司先生には、最近の学校や生徒の様子などを、特別寄稿していただきました。
　ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

＜札幌東高の誕生＞
　筆者は昭和７年10月に札幌市で誕生した。昭和20年４月に札幌

一中（現南高）に入学、昭和20年８月15日には、日本の第２次世

界大戦の敗戦により札幌にはアメリカ軍が進駐した。

　当時の札幌の公立高校は、札幌第一高校、札幌第二高校の２校の

男子高校、女子高校は札幌庁立高女、札幌市立高女の２校があった。

　昭和25年の春、占領軍のアメリカの教育担当者は、札幌の公立高

校は男女別学であるが男女共学にすべきであるとのコメントを出し

た。札幌市の教育界は大混乱をおこしたようであるが、四つの高校の

在学生がほぼ同数になるように地域を四分割し、札幌市立女学校を

札幌東高校に、札幌第二高校を札幌西高校に、札幌第一高校を札幌

南高校に、札幌庁立女子高校を札幌北高校とし、それぞれ男女共学

の高等学校として発足させた。しかし、新高校の発足は、４月１日

の新学期に間に合わず、５月中旬に男女共学の四つの高校が発足した。

　筆者は当時、札幌市南10条西１丁目に住んでいたため、現在パー

クホテルの敷地にあった札幌東高校の１期生として、残り９カ月の

高校生活を終了した。

＜札幌東高校での学生生活＞
　生徒会の結成
　３年生はもとより、後輩の２年生、１年生も巻き込んだ生徒会の

結成が議論され、生徒会の結成が確定した。初代会長には、後年北

海道大学の総長を務めた丹保憲仁氏が選ばれた。

　クラブ活動
　各種の運動や文化活動は、生徒自身の希望によりそれぞれ集団を

つくりクラブ活動が発足した。

　筆者は札幌第一高校当時、植物研究サークルのポプラ会で活動し

ていたため、東高でも動植物の調査研究を行う目的で生物部を立ち

上げた。

　放課後や休日には、校庭で開花している植物を観察・採集し、腊

葉標本（押し葉）を作る方法を指導した。この作業には１年生の女

子生徒が熱心に参加した。

　市内で理化学器具を商う会社が主催した高校生の研究活動コン

クールに筆者の指導する生物部は、植物標本を作成し、コンクール

に参加した。その結果、１位は筆者、３位と佳作２名の３名が１年

生の女子生徒で表彰をうけた。

　卒寿を迎えるまでの70年余りの永い同窓会活動の中での想い出はや

はり100周年記念事業に関われた事でしょうか。私が属した「事業部」

に課された一番の問題は学校に贈る100周年に相応しい品物を選ぶこ

とでした。

　そんなある日「この学校には満足に音の出るピアノがない」と言う

意外な声を耳にいたしました。

　早速、勝手ながらヤマハに電話をかけたところ、電話を受けた社員

の方の熱意とでも申しましょうか、翌日には立派なカタログが我が家

に届いたのです。

　次の部会にカタログを持参し、ご相談したところ「100周年の記念

としてピアノは相応しいのでは」と多くの部員の方々からの賛同を得

ることが出来ました。

　しかし、事業部だけで決められるような事ではないのは確かです。

　そこで、ピアノの選択は音楽の先生にお願いすることに、その他の

予算などに関しては全体部会上層部に委ねる事になりました。

　筆者が札幌東高に在学したのは70年以上も前のことで、記憶の正

確性は年々薄れていくが、２、３印象に残っていることを記しておく。

　修学旅行
　夏のある日、学校側から突然修学旅行を実施することを告げられ

た。行先は日光であった。観光地日光のことは全く記憶に残ってい

ない。明日は札幌へ帰るという東京の宿泊施設は後楽園球場の近く

であった。野球少年のＡ君に誘われて後楽園での巨人戦を見にいく

こととし、引率教官に話したところ、21時までに帰ることという条

件づきで許可された。

　Ａ君の発想でバックネット裏のチケットを購入し、初めてのプロ

野球の観戦が始まった。ユニフォームの色彩が鮮やかなことに感心

し、巨人の守備の時に巧さで知られるショートストップが打球の処

理に手間取り。相手チームに進塁を許し呆然としている姿にプロの

厳しさを感じとった。

　不審火の発生
　２年生が中心となって結成した放送部の部室から10月末頃に２夜

連続してボヤが発生した。放送部の中心となっていた生徒は警察の

とり調べのため１晩留置された。生徒会長の丹保氏は留置生徒の釈

放の陳情のため警察署に出かけた。この時、札幌市会議員の女性教

官も同行したが、警察では２人の生徒が同じ学校の生徒とは思えな

いとの感想を女性教官にのべ、留置生徒の釈放が実現した。

　男性トイレの増設
　男性教員用のトイレを生徒も利用するように学校から指示された。

しかし圧倒的に数が少ないので急きょグランド横に素掘り、ムシロ

張りの仮設トイレが作られた。初雪も間近かの10月末に校舎の端に

トイレが増築された。

　あとがき
　前述した不審火の発生について警察でも原因不明とのことであっ

た。放火ということも考えられるので対策として生徒会の執行部が

学校に泊まりこみ、２時間ごとに校内を巡回することにした。当時

の校舎は、北半分は中島中学（夜は星園高校）、南半分は東高校で

あったが、全校舎を巡回することにした。警察官が廊下を巡回して

いるのにぶつかったり、星園高校では和服の女性教官に肝を冷やし

たりの巡回だった。巡回の合間には受験勉強をしていたことが思い

出される。

　それから何日が過ぎたことでしょうか。「『キタラ』に常設のピアノ

よりワンランク下だけれどいいピアノが買えたよ」と嬉しいお知らせ

をお伝え下さったのが、今は亡き吉中慎太郎会長で、その温顔を今で

も折に触れ懐かしく想い出しております。

　寄贈したピアノを見せていただきに音楽室に伺った折、ピアノに記

された『百周年記念　同窓会寄増』の金文字を見たときは胸の熱くな

るのを覚えたのでした。

　音楽のＭ先生からは「公立高校でこんなに立派なピアノがあるのは

本校くらいでしょう」と嬉しいお手紙まで頂き、こんなに喜んで頂け

て本当に良かったと心から思ったことでした。

　この間、定時制同窓会のご厚意を含め、どんなに多くの方々のご理

解、ご協力があったことかをも決して忘れることは出来ません。

　このピアノが何時までもいつまでも素晴らしい音色を醸し出してく

れることを願いながら…。

　私達が東高校を卒業してから65年が経ちました。

　顧みて、長い年月私たちの八期は「八東会」と名付けて毎年会合

を開き、お互いの親交を深めてきました。

　ここ２年、コロナの影響で開けなかった懇親会をやっと、今年６

月に実施することが出来ました。

　25名の参加がありました。毎回、集まった人たちから要望、考え

を取り入れてこれからのことを話し合いますが大半の人がこれから

も続けようという意見が多く今年も同じく、それが長く続けている

秘訣と思っています。

　集まりでは、お互いの近況を報告したり、世の中の動きを話題に

していますが、今回はロシアとウクライナの戦争に、昭和14年に生ま

　札幌東高同窓会幹事長を拝命し、高女の大先輩から現役の高校

生、校長先生はじめ各教科の先生達並びに事務職員さん達などと、

幅広く多くの人達と接する貴重な体験をさせて頂きました。

　大学卒業後、25年ぶりに札幌に戻り、同期の仲間から誘われて同

窓会役員入りしました。その後、会長の吉中新太郎さんが勇退され

川島大介さんに引き継がれた年、役員としてあまり実績のない私を

幹事長に推された川島新会長の勇気に応えねばと気負ったことが思

い出されます。

　同窓会の主な年間行事は、新幹事歓迎会、学校祭展示、会報の発

行、総会・懇親会、各種役員会、新同窓生歓迎会です。歴史と伝統

の同窓会ですので、それまでどおりが無難でしたが、いくつか変更

も試みました。なかでも目に見えた大きな変化は同窓会報でした。

B5サイズからA4サイズに、縦書きから横書きに、モノカラーから

フルカラーに、蛇腹開きや観音開きに、いろいろ試行錯誤しました

れた我々が父母や兄弟と戦争の中で暮らした経験、近所の人々や親

せきの不幸を体験したこと大きな話題になりました。そんな体験を

した我々だからこそ、いま世界で行われている戦争に対して悲しい思

いを子や孫達にはさせたくないという強い気持ちを分かち合いました。

　又、今起きている時事問題や経済のことなども皆で話し合える場

がある喜びも感じています。

　これからも同期の総会を続けていけることを希っています。

　今、同窓会も「新型コロナウイルス感染症」の影響で総会・懇親

会が開催出来ないなど、充分な活動ができない状況にあります。

　今まで、同窓会は殆ど欠かさず出席してきました。皆さまの協力で

若い世代を巻き込みながらこれからも長く続いてほしいと願います。

が、なるべく読みやすいものにと思っていました。

　同窓会の最大行事は夏に開催される総会・懇親会で、毎年当番期

はテーマの決定、寄付・広告集め、会券の配布、会場の段取り、催

し物の企画、当日の運営、収支のまとめなど１年間大変な作業に追

われます。当番期の打ち合わせの度に顔を出し、いろいろ相談に乗

ろうとしましたが、今思うと大きなお節介だったかもしれません。

　東京や函館の札幌東高同窓会にも出席させていただきましたが、

札幌からの距離に係わらず、同窓生同士の強い結びつきを再認識致

しました。

　コロナで同窓会行事も中断を余儀なくなりましたが、再開後、新

たな同窓会活動が、同窓生はもとより、在校生・教職員の皆さんに

とって有意義なものとなるよう祈念しています。改めて、幹事長在

任中皆様には大変お世話になり有難うございました。

＜はじめに＞
　「東高同窓会報第50号発刊！」おめでとうございます。継続努力

をつないだ歴史の担当役員各位に、心から敬意を表し感謝申し上げ

ます。

　札幌東高同窓会は記録によると、旧市立高女同窓会（明治44年設立）

と、札幌東高同窓会（昭和26年設立）は、昭和35年８月１日合併

総会をもって統合。数年来の話し合いの結果、新旧同窓会の一本化

を実現しました。

　ところで、「東高同窓会報創刊号」の発行時期については、若干

の疑念が生じます。

・母校の「創立60年史」によると、

　 昭和28年７月20日会誌創刊号発行とあります。３年後の昭和31

年７月15日第２号発行。

・一方「創立70年史」では、

　 昭和49年８月１日札幌東高同窓会報創刊号発行。翌昭和50年８

月１日第２号発行と記載されています。

　推測ですが、「創立70年史」に従い、設立や統合の混乱期を経て、

昭和49年創刊号からほぼ毎年発行し、現在の「同窓会報第50号」

につながるとするのが妥当でしょうか。

＜母校の周年記念事業＞
　昭和62年の母校80周年から、90周年そして平成19年の100周年

に、協賛会総務部長として周年記念事業に参画しました。

　得難い経験の中でも、100周年は格別です。

　創立百年史の刊行、東高８期保坂正康氏の記念講演会、札幌コン

サートホールKitaraでの記念式典と演奏会、その後の祝賀会、母校

へのグランドピアノ他楽器と施設の寄贈等々、協賛会事業の組織と

規模は100周年の節目に沿うものでした。旧市立高女同窓会と東高

同窓会との、真の統合ができたことを実感した100周年記念事業です。

　100周年協賛会では、吉中新太郎会長と90周年に続いて一緒に仕

事ができました。また百年史編纂で多忙の中、総務部長を助けてい

ただいた古江憲次先生。グランドピアノ寄贈を目標に共闘した小林

幸子副会長。そのほかにも多士済々が溢れ、創立100周年記念事業

のマンパワーは、枚挙にいとまがありません。

＜40年余の役員体験から＞
　副幹事長で役員入り、平成２年から幹事長、100周年を区切りに

監査役就任。今日までつつがなく経過したことに感謝しながら、間

もなく卒業します。

　加入当時の役員会は、高女と東高が入り乱れて、意見集約の難し

い状況でした。それをみかねて議事録を勝手に作成。新米役員の独

断と振る舞いを、当時の松尾静江会長は黙認してくださいました。

風通しが少し良くなったかなと感じた時から、40年余が経過です。

議事録作成は、同窓会と縁が深くなるきっかけでした。

＜戻らない日常でも＞
　人と人のつながりが大事な同窓会は、今年の総会も先送りのよう

です。コロナ禍は第７波の気配、終息のない侵略戦争や日本国内で

の銃撃事件、24年振りの円安（瞬間139円！）等々、重いニュース

が続きます。

・ 「百年に一度のことが十年に一度起こっている五十年」（６月４日の

日経歌壇から）

・ 同じ日には、「めくるめく五月の街を立ち漕ぎで眩しい道から眩

しい道へ」とあります。視点を少し変えると気持ちも変わります。

　目が覚めた、今生きている、嬉しいことだ。多くを求めず志を失

わず、日々自立。そんな暮らしも悪くないように思います。

　ダイバーシティ（多様性）や持続可能が問われる時代です。特に

規模の大きい東高同窓会は、会員が互いに多様性と人格を認めなが

ら存続することを切望します。

　最後に一言、40余年の思いです。同窓会の日常は、母校の事務長

さんと担当の教職員各位にお世話になってきました。母校に感謝は

尽きません、いつもありがとうございます。これからもよろしくお

願いいたします。

記念のピアノ 元副会長　小林　幸子（一高１期）

東高草創期の思い出 元副会長　五十嵐　恒夫（東高１期）

同窓会報50号記念に寄せて 前同窓会長　川島　大介（東高８期）

同窓会つれづれ� 元幹事長、会計監査　小山　國夫（東高12期）

幹事長在任中の思い出 元幹事長　水谷　洋一（東高15期）

同窓会報創刊号 同窓会報第20号



同窓会報第50号記念特集

ければならないため、キッチンカーに来てもらって食事

をとる形式になりました。学校祭以外でも、入学式、卒

業式は生徒と保護者を別会場にしてリモート中継、配信

をしています。

　コロナ以前からあった変化についてもお伝えしましょう。

東高は最大で12間口ありました（1989（平成元）年）。

教室数は足りなくなり、かつての10組教室の東側に校舎

が増設されました（ちなみ

に老朽化して危険なので今

年非常階段が取り外されま

した：左の写真）。今では８

間口なので不要になった教

室は定時制教室になったり

特別教室になったり。特に

昔の１組教室と廊下を合体

させた「３Ａ教室」「４Ａ教

室」は照明が２系統あるため、「あの教室の電灯が消せな

い！」と不思議な現象の１つに。校舎増設に合わせて第

２体育館も出来て、第１体育館は改装されました。かつ

てはバレーボール

コートが外にあっ

たり、体操の機器

を生徒玄関前に設

置して練習してい

た様子を見ました

が、今は十分に体育館で練習できるようになっていま

す。冬季も「外部活」が屋内で練習出来るようになりま

した。

　 そ し て 大 き く 変

わったのが「新入生

歓迎行事」です。か

つては応援団による

歓迎が恒例で、新入

生は囲まれて“応援

歌”や“勝 っ た え 節”

に唖然とする、というのが

定番でしたね。しかしご時

世か、今や応援団はなくな

りました（壮行会の時に学

友会が臨時応援団を結成す

ることがあります）。その代わり、今は先輩たちがコスプ

レをして新入生を出迎えて、一緒にリレーや借り人競争

などのイベントを楽しむという歓迎会に変わりました。

この時の東高生のはじけぶりはある意味学校祭以上です

（まあ、新入生が困惑気味なのは昔と変わらないようで

すが）。

　それでは、連綿と受け継がれてきた「変わらぬもの」。

それは何と言っても、真摯に努力をする「東高生」です。

東高の職員室前の廊下には、生徒の自習スペースがあり

　初めまして。東高37期（昭和62年卒業）、母校で現職

教師をしている 伊藤竜司 です。東高の現在の校舎落成

が1981（昭和56）年12月1日。私の在学時は東西南北

で最も新しい校舎でした。しかしそれから40年以上が経

ち、校舎も老朽化が進んでいます（あるネット上の情報

によると、東高は「おんぼろ校舎」日本第３位に選ばれ

たのだとか）。そしてこの数年のコロナ騒動にともない、

学校生活も変化を余儀なくされました。そのような中で

「変わったもの」と「変わらぬもの」があります。今回

はそれをリポートします。

　旧校舎が

あった辺り

は、現在は

野球グラウ

ンドになっ

ています。

目立つのはその背後にある

高層マンション。菊水、東

札幌近辺は再開発が進み、

かつてガスタンクが並んで

いた辺りは「コンベンショ

ンセンター」になったというのは周知の通り。東高近辺

もアパート・マンションが次々と建設され、あの「まこ

と保育所」も昨年建て替えられました。少し視線を左に

移すと、苗穂地区のタワーマンションが見えてきます。

東高を取り巻く環境自体が変わりつつあります。それで

もこの「苗穂駅に近い」という立地から、近郊から列車

通学をしてくる生徒が今でも多いのは変わらないところ

です。千歳、苫小牧や岩見沢、小樽から通学する生徒も

少なくありません。

　私が東高に赴任したのは２年前。そこから大きく変

わったことが２つあります。１つ目がコロナ対策に関

わっての諸々。２つ目がICTの本格的導入です。この２

つはお互いに輻輳して浸透してきました。私が赴任して

すぐ担任を持ったとき、新１年生は３日間登校してその

まま学校閉鎖になりました。「リモート授業」の必要性が

課題となり、急ピッチで学校のICT化

が進められました。LANが再敷設さ

れ、ポケットWi-Fiが契約されたり、

HRもZOOMで行ったりしました。今

では各クラスにWi-Fiスポットが設置

され、現１年生は一人一台iPadを端

末機器に指定しています。また、コ

ます。他にも各教室や自習

用教室で、朝早くから昼休

み、放課後、休日に勉強を

する生徒の姿が見られます

（休日の学校開放はSelf 

Study Day=SSDと呼ばれ

ています）。それは卒

業してからも変わり

ません。毎年東高で

は卒業生の現役大学

生に「先輩に聞く会」

として、大学がどんなところなのか等々、プレゼンをし

てもらっているのですが、これが本当に秀逸。このよう

に東高は素晴らしい人材を変わらず育み続けています。

　もう１つ「変わらぬもの」。それ

は再開発が進んだとはいえ、校舎近

辺は自然豊かな環境だということで

す。銀杏の並木を通り抜けて、春先

は見事な桜が咲いています。夏の時

期は生徒玄関両側にツタの葉が青々

と生い茂ります。現在の場所に東高

が設置された戦後まもなくの頃、周

囲はリンゴ畑だったそうですが、そ

の時代を彷彿させます。今でもキタ

キツネが校庭に出没しますし、一昨

年は野球バックネットにアライグマ

が居着いて話題になったこともあり

ました。

　最後になりま

すが、私は新校

舎時代の人間な

ので、旧校舎時

代のことには触れられません。しか

し旧校舎の中庭から受け継がれた

「乙女の像」は、今でも２階から延

びる吹き抜けの中に飾られていま

す。晴れの日も雨の日も風の日も、

そして今年の冬は記録的な大雪でし

たので、雪で覆われた「雪像」に

なってしまいましたが、それでも歴

代東高生の営みを見守り続けてくれ

ています。

　まだまだ書き残したいことはありますが、紙幅も尽き

てきました。寄稿の機会

をくださいました皆様に

は感謝しております。東

高生は今も昔も学び舎で

「克己自彊」し続けてい

ます。

ロナの感染対策で自宅待機を強いられている生徒には、

ICTを利用して授業の配信、オンデマンドの勉強が出来

るようになりました。今、東高にいらした方は廊下にず

らっと大型扇風機とプロジェクターが並んでいるのを見

てびっくりするかもしれ

ません。換気のために日

中は一斉に廊下の扇風機

を稼働します（この扇風

機は同窓会から予算を出

してもらったものです。

ありがとうございました）。そしてiPadで授業を進める

先生も多くなり、黒板にスクリーンを貼ってプロジェク

ターで画像を流すことも多くなったのです。全校集会や

高体連壮行会などは、大勢が一カ所に集まるのがはばか

られるので、各HRに体育館から実況中継で映像配信を

行っています。生徒の欠席連絡も、先生たちの職員会議

も、ICTを使って行うように

なりました。トイレもセン

サー水洗になり、色々な物事

が新しく導入されています。

昨年、一昨年はコロナ対策

と暑さ対策を兼ねて、夏季

に限り生徒の私服登校を許可しました。コロナ前にも学

校祭や見学旅行の時など、部分的に私服を許可していた

ことはありますが、長

期間の私服対応は東高

の歴史上でも珍しいこ

とです。左の写真はそ

の頃の集会の様子です。

私服許可時でも制服を

着ていたり指定ジャージの生徒がいるのは東高生らしい

かも。今はコロナも落ち着き気味で、元の制服着用に

戻っています。

　学校祭も少々変化しました。一昨年は中止、昨年は一

般公開をしない形で実施されました。今年も一般公開を

しません（そのため同窓会展示は３年続けて見送られる

ことに…）。現在の学

校祭のメインの１つは

「のど自慢」ですが、

ローテーションを組ん

で入場制限をしていま

す。入場できない生徒

はHRで配信された映

像を見る！これは意外

な効果を生んで、カメ

ラワークの切り返しに

よってはプロモーショ

ンビデオのようなハイ

クオリティに。バザーを生徒たちが経営するのも避けな

東高学び舎
～変わったものと変わらぬものと～

同窓会事務局長　伊藤　竜司（37期）



同窓会この１年間の活動

同窓会事務局から

＜令和３年７月１日～令和４年６月30日＞

☆総会開催と関連活動
・第112回同窓会総会・懇親会・・・新型コロナウイ

ルスの感染状況を勘案し、総会は、紙上開催とし、

懇親会は、中止

※下記議案（ア）～（エ）については、同窓会会則第８条

（4）の「執行委員会は、会長・副会長・幹事長・副幹

事長で構成し、事業計画、予算立案その他必要事項

を協議し、会の運営にあたる。」の規定に基づき、

令和３年６月、執行委員に文書で送付し了解を得た。

(ア)令和２年度会務報告

(イ)令和２年度一般会計決算報告

(ウ)令和３年度事業計画

(エ)令和３年度一般会計予算

(オ)令和３年度役員案(改選)

・常任幹事会、拡大幹事会、執行委員会、各部会につ

いても中止

☆母校の活動・行事への協賛
・第72回東高祭

新型コロナウイルス感染防止のため一般公開されな

かったため、同窓会ルームは開設せず

・体育部、文化部、学友会活動へ助成

・職業人に聞く会に講師派遣は、事務局が実施

☆情報発信・コミュニケーション強化
・令和３年８月に同窓会報第49号を発行

・ホームページのセキュリティの向上と品質の維持を

長期的に図るため、制作及び管理を業者委託化

☆新人の育成
・新入会員入会式を令和４年２月28日（月）に開催

・新幹事研修会は、中止

　会報第50号発行の節目を迎えるにあたり、様々な方々よりアイデアやご寄稿をいた

だき、表紙の刷新と50号記念特集を組むことができました。新型コロナの猛威が依然

収まらず、総会や懇親会などすべての行事の中止が続いている中、過去から現在に至る

同窓会と母校の様子を少しでも知っていただきいという思いで編集いたしました。懐か

しい母校の香りと現役の生徒たちの活躍を僅かでも感じ取っていただければ幸いです。

●同窓会年会費納入のお願い
年会費は、同窓会運営上の大きな財源として運用され、母校の活動助成にも活用されています。令和４年度年会費

（1,000円）について、納入をお願いしております。随時、受け付けておりますので、下記口座への振り込みをお願い

いたします。

●同窓会へ連絡・質問・意見はこちらにお寄せください
北海道札幌東高等学校同窓会事務局

〒003-0809

札幌市白石区菊水９条３丁目（札幌東高等学校内）

☎011-831-6332　FAX 011-811-3952

メールアドレス　info@shh-dousou.com

事務局担当　伊藤先生・形部先生

（1）銀　　行　　名 ゆうちょ銀行

（2）記　号　番　号 ０２７００－１－１００８０

（3）口　　座　　名 札幌東高等学校同窓会

 （サッポロヒガシコウトウガッコウドウソウカイ）

（4）他金融機関から 《店名》二七九　《店番》２７９

　　振 込 の 場 合 《預金種目》当座預金　《口座番号》１００８０

編 集 長　　吉岡　和彦（29期）

編集参与　　相沢　　徹（15期）　野坂美由紀（東高27期）

広報部会　　小田原史佳（31期、広報部会長）

　　　　　　陣内　幸則（９期）　三上　義行（19期）　植木　佳子（48期）　阿部啓太郎（49期）

編集委員　　賀好　史織（59期）　本間みずき（60期）　春名恭太朗（63期）

●投稿・新規特集のアイデア・ご意見などお寄せください。●会報編集に携わりませんか。若い世代の方大歓迎です。

同窓会ホームページ
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