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令和3年7月10日（土）
14時30分～16時35分

～これがニューノーマル玉翠会～



第39回 東京玉翠会総会

2020年、我々の生活は一変した。
移動は制限され、仲間にも会えず、趣味も制限され、家に閉じこもって

見えない敵との戦いを強いられた。
年に一度の同窓会、東京砂漠で戦う日常を抜け出し、旧友と再会して

一気に時間を巻き戻しながら自らのルーツとアイデンティティーを確認する日。
その楽しみも奪われた。この状況が続く限り永遠に……

否、それでいいのか高高生。
方法はある。令和の文明開化だ。デジタルトランスフォーメーションだ。

オンライン開催で、「ニューノーマル」というやつに乗ってやろうじゃないか。
逆転の発想だ。

集まれなくても、むしろ遠くに住むあいつらに会えるではないか。
炎天下、高輪の長い坂を歩かなくても良いではないか。

手段は変わっても得られる価値は変わらない。いや、むしろパワーアップさせよう。

さぁ今こそ、わが高
た

松
か

高
こ

校
う

の自治を見よ！

東京玉翠会
～これがニューノーマル玉翠会～

開催テーマ
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1 開催テーマ

3 ご挨拶　　　�渡辺　　修（東京玉翠会会長）�
槙田　　實（玉翠会会長）�
中筋　功雄（香川県立高松高等学校校長）

6 第39回総会次第

7 令和元年度・令和2年度活動報告（案）

8 令和元年度・令和2年度収支計算書（案）

10 東京玉翠会の軌跡

11 東京玉翠会の歴史

12 第39回総会幹事団紹介（平成8年卒）

14 第39回総会幹事団座談会

18 東京玉翠会�同好会通信

22 各地の玉翠会だより（関西・東海・岡山・徳島）

24 東京玉翠会�会則

26 東京玉翠会�事務局体制

27 役員名簿／高松高校図書館への寄付金・寄贈図書

28 校歌・校友会の歌・応援歌

C O N T E N T S
ニューノーマル総会、みんなでようけしゃべって、楽しんでいた！

ステージ上での出し物（SpatialChat内での動画）は
小田原亮くんの経営する株式会社U-Linkから配信

SpatialChatの各ルームをパトロールして 
総会中の会員をみんなでサポート！

38 年の歴史を持つ東京玉翠会総会が、オ

ンラインという新しい形で、本日開催の

日を迎えました。この日のために御尽力いただい

た全ての関係者の皆様に感謝申し上げますと共

に、創意と工夫と忍耐で参加者各位が初のこの試

みをお楽しみいただけるということを心から祈っ

ております。

　昨年はコロナ感染の拡大により、私たちの生

活は誰も予測しなかった事態で一変し、東京玉

翠会始まって以来の総会開催中止という苦渋の

決断となりました。平成８年卒の幹事団の皆さ

んは、昨年秋以降、いち早くオンラインによる

総会の開催を目ざして準備に入り、度重なる学

年幹事会での説明と意見聴取、デジタルに不慣

れな世代の皆様との事前の練習会の開催等々涙

ぐましいものがありました。この間、各世代の

環境や状況をお互いに尊重しながらの取組みと

なり、例年以上に世代を超えたコミュニケーショ

ンが図られたのではないかと思います。

　本日は、恒例の「来賓挨拶」や「うどんDE乾

杯」もオンライン。そして現役高高生との校歌

等のコラボレーションなど、WEB上ならではの

「初」の試みが盛り沢山の内容となっています。

就中、WEB上で空間を自由に行き来することに

よって、参加した旧友と自由におしゃべりがで

きる「スペイシャル・チャット」という最先端

のIT技術を存分に楽しんでいただきたいと思っ

て、その時間も十分確保しております。

　本日の会は、全国を見渡しても前例のないチャ

レンジであり、「高校同窓会日本一」の東京玉翠

会の総会史に新たな１ページを刻むことでしょ

う。そして今回の結果を皆で総括し、さらなる

工夫と改善を重ねることによって、将来、会場

での実開催とオンラインを併用した「ハイブリッ

ド総会」へと発展することができれば、これま

で参加の叶わなかった高齢のOBや海外在住者も

参加できる場となるのではと夢はふくらみます。

　この度の総会開催にあたり、本年も多くの香

川県ゆかりの企業・個人の皆様から、広告・ク

ラウドファンディング等を通じ、多大なるご協

力を賜りました。この場を借りて、改めて御礼

申し上げます。

　最後に、一日も早い新型コロナウイルス感染

症の終息と、本日ご参加の皆様のご健勝と本会

のますますの発展を祈念いたしまして、私のご

挨拶とさせていただきます。

「オンライン総会」の�
開催を祝う

東京玉翠会会長

渡辺 修

2021.7.10
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新
型コロナウイルスの感染状況に終息の兆

しが見えないなかではありますが、東京

玉翠会第39回総会がオンライン開催の新しい手

段を用いて逞しくも盛大に開催されますことに、

心からお祝いを申し上げます。また、東京玉翠会

員の皆様には、平素より本校の教育活動に深いご

理解と温かいご支援を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。

　さて、私こと、今春の人事異動で母校である

本校の校長として着任いたしました。教職員と

しての勤務は初めてのことでありますし、元来

浅学非才の身ではありますが、皆様のご指導、

ご協力を得て、本校の発展に尽力してまいる所

存ですので、なにとぞ、一層のご鞭撻をお願い

申し上げます。

　今春、本校から関東圏の大学に80名余の卒業

生が進学し、東京玉翠会のお世話になることと

なりました。昨年度当初とは違い、大学の入学

式や授業などが対面で行われ始めた旨の報道を

目にしますが、それでもなお、感染症対策のた

めに制約の多い学生生活であるとも聞きます。

郷里香川を遠く離れての新生活のスタートで、

ただでさえ孤独感が募りやすい時期であること

に加え、同級生や先輩との大学内外でのつなが

りが持ちづらいことで、今年度の進学者もまた

大きな苦難に向き合っていると思われます。玉

翠会員の皆様には、卒業生相互の連絡や連携に

ご配意いただき、新しい会員の晴れの新生活を

支えていただけることを願っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。

　今年度の本校には、全日制課程918名、定時制

課程22名、通信制課程164名が在籍しており、勉

学や部活動、学校行事等に励んでいます。感染

症対策は学校運営の随所で必要ですが、それで

も昨年度はできなかった体育祭を屋島レクザム

フィールドで非公開ながらも行いました。昨年

度の修学旅行を延期した現３年生は、何とか今

年の11月に実施できる方向で行先や内容を検討

しています。定時制、通信制でもコロナ以前に

近い学校運営を少しずつ取り戻しつつあります。

一方、この機会に配備されたタブレット端末は、

授業の魅力や理解度の向上に資する可能性を秘

めていますし、スリム化した学校行事には、教

員の『働き方改革』のヒントがある気もします。

コロナ禍に耐えながらも得られるものを探る、

至誠一貫や雪持笹の精神を改めて再確認する次

第です。

　終わりになりましたが、「東京玉翠会DX ～こ

れがニューノーマル玉翠会～」をテーマとして

開催される今年度の東京玉翠会総会に格段のご

尽力をいただいた平成８年ご卒業の皆様に厚く

お礼を申し上げるとともに、本総会の盛会とご

参会の皆様方の益々のご健勝と東京玉翠会の更

なるご発展を祈念し、ご挨拶といたします。

東
京玉翠会会員の皆様におかれましては、日

頃より当会の事業運営に関しまして、多大

なご支援、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げ

ます。

　残念ながら、今年も「日本一の同窓会」は、

会場での開催は中止となり、リモート開催とな

りました。これ程、新型コロナウイルスの影響

が長引くとは、予想していませんでした。

　一年延期となった「東京オリンピック・パラ

リンピック」開催も何かすっきりしない、不透

明な状況で予断を許さない事態です。

　しかし、新型コロナのワクチン接種が進んだ

としても、従来の様な多勢で肩を触れ合いなが

ら、大声で歓談しながら飲食を伴う機会が再開

出来るのか、それがいつの事なのか、現状では

予想すらつきません。

　感染症拡大が収まり、アフターコロナを見据

えたその時期が早く来る事を神様に願うばかり

です。

　そして、アフターコロナでの新たな同窓会を

安心安全の中で多くの方が参加出来る方法を是

非とも確立して頂きたく思います。今後コンサー

ト、イベント等、多数が集まる催し物が如何に

して運営されるか、興味深いものが有ります。

これからの幹事団の皆様の開催にむけての取組

みに期待申し上げます。

　さて、マスクの着用はいつ迄続くのでしょう

か。特別な時を除き、マスク無しでの生活はい

つ取り戻せるのでしょうか。マスク無しでの日

常生活が懐かしく思えるのは、私だけでしょう

か。しかし、マスク、手洗い、うがい等は、難

敵「インフルエンザ」も打破出来ました。間違

いなく「新型コロナウイルス」も撃破出来ると

思います。これらが良い習慣として残ってくれ

る事を願います。

　来年は、ワクチンを接種してグランドプリン

スホテル新高輪「飛天の間」で、讃岐うどんで

の乾杯が出来ます事を期待しています。

　最後となりましたが、新型コロナウイルスに

負けず「東京玉翠会」の益々のご隆盛と、渡辺

会長をはじめ会員皆様のご健勝を祈念申し上げ

ます。

幹事団の
新たな取組みに期待

郷里を離れた
高高卒業生の連携を

玉翠会会長

槙田 實
香川県立高松高等学校校長

中筋 功雄

4 5



令和元年度（平成31年度）
（１）幹事会

　● 2019年３月16日（土）：第37回総会準備幹事会  （第１回） （於：タダノ東京事務所）
　● 2019年４月20日（土）：　　　　〃　　　　　　（第２回） （於：タダノ東京事務所）
　● 2019年６月８日（土）：　　　　〃　　　　　　（第３回） （於：タダノ東京事務所）
　　▶�高高を共通の絆につながりを創出・再確認する総会を目指す方針が示され、Facebook上に「高松高

校卒業生ビジネス交流の場グループ」を立ち上げ交流する企画が紹介された。
（２）総会

　● 2019年７月６日（土）：第37回東京玉翠会総会開催（於：グランドプリンスホテル新高輪「飛天」）
　　▶�総会テーマ：「～ まんで元年 ～ 高高でつながりまい！」
　　▶�出席者数：1,051名（男性：481  女性：258  若手社会人：57  学生：49  高齢者：119  その他：87）

 ※出席者の内訳は会費区分

　　▶�総会に先立つ「ビジネス交流会」、うどんで乾杯、高高カップルの紹介、ことでんことちゃんとの写真
撮影、野球部映像紹介、定番の応援団・ブラバンOBOGによるエール・校歌斉唱等。

（３）事務局会議
　● 2019年10月６日（日）：事務局会議開催（於：ハロー貸会議室飯田橋駅前）
　　▶�会議後は、懇親会も実施（於：居酒屋 土間土間 飯田橋東口店）

（４）総会幹事引継ぎ会
　● 2019年10月27日（日）：総会幹事引継ぎ会実施（於：赤坂見附貸切スペース｜DESK）。
　　▶�H７卒第37回幹事団からH８卒第38回幹事団へ引継ぎ。打合せ後に同会場にて懇親会実施。

（５）常任幹事会
　● 2019年11月16日（土）：幹事慰労会に先立ち常任幹事会実施（於：学士会館）。
　　▶�活動報告・会計報告、総会会費見直し提案、若手動員施策、山形東高校同窓会取材報告等。

（６）幹事慰労会
　● 2019年11月16日（土）：幹事慰労会実施（於：学士会館）。
　　▶��H７卒第37回総会幹事団・各幹事の慰労とともに、H８卒第38回総会幹事団の激励実施。

（７）高中幹事会
　● 2019年11月２日（土）：高中幹事会兼懇親会を開催（於：日本橋ざくろ）。

（８）本部・他支部との交流
　● 2019年３月：母校卒業式にて玉翠会各支部紹介パンフレット ｢Welcome to our 玉翠会｣ 配布。
　● 2019年６月１日（土）：玉翠会本部理事会・代議員会に土居副会長が出席。
　● 2019年10月12日（土）：関西玉翠会総会に北村常任幹事が出席。
　● 2019年度東海玉翠会総会、徳島玉翠会総会、岡山玉翠会総会に会長名で祝電を送付。

（９）他校同窓会との交流
　●  2019年１月９日（水）宇都宮高校同窓会東京支部、同11月８日（金）山形東高校東京同窓会の皆様か

ら訪問を受け、東京玉翠会の運営の仕方など情報交換を実施。

令和２年度
（１）若手懇親会

　● 2020年２月15日（土）：事務局主催による若手懇親会を開催（於：恵比寿でですけ）。
（２）幹事会／事務局・総会幹事団打合せ

　●  2020年３月７日（土）：第38回総会準備幹事会（第１回）の開催予定であったが、コロナ禍にて中止。
代わりに事務局有志とH８卒総会幹事団代表者にて少人数打合せ実施（於：SAKURASPACE神田）。

　● 2020年３月29日（日）：コロナ禍拡大を受け、第38回総会の中止を決定。総会幹事団より周知した。
　●  2020年11月29日（日）、12月26日（土）、2021年１月30日（土）：オンラインにて事務局・総会幹事

団打合せ実施。2021年度総会開催方法等協議。
（３）本部・他支部との交流

　● 2020年３月：母校卒業式にて玉翠会各支部紹介パンフレット ｢Welcome to our 玉翠会｣ 配布。
　● 2020年６月23日（火）：玉翠会本部・各支部合同で、コロナ禍の高松高校にスポットエアコンを寄贈。
　● 2020年10月10日（土）：関西玉翠会総会（オンライン開催）に土田事務局長が出席。

令和元年度・令和2年度 東京玉翠会活動報告（案）

※第１号議案（役員改選）はP.27の役員名簿をご覧ください
第２号議案

活動報告

第39回　 総 会 次 第
総 　 会
❖ オープニング動画＆開会の辞

❖ 開会挨拶    渡 辺　　 修  ［東京玉翠会会長］

❖ 議事 
　　１号議案：役員改選　第２号議案：活動報告　第３号議案：会計報告

❖ 図書購入資金贈呈

❖ 来賓紹介

❖ 来賓挨拶    中 筋　功 雄  ［高松高等学校校長］ 
 出 射　隆 文  ［前高松高等学校校長］ 
 浜 田　恵 造  ［香川県知事］（録画） 

 槙 田　　 實  ［玉翠会会長］ 
 樋 口　順 一  ［関西玉翠会会長］ 
 菅 野　正 朗  ［東海玉翠会副会長］ 
 伊 賀　弘 起  ［徳島玉翠会幹事］

懇 親 会
❖ うどん DE 乾杯

❖ 同好会紹介スライド

❖ ビジネス交流会スライド

❖ 第39回総会幹事挨拶［平成８年卒］

❖ 次回総会担当幹事挨拶［平成９年卒］

❖ 校歌、応援歌斉唱

❖ 応援団エール交換

❖ 閉会の辞

２ 次 会
※SpatialChatは引き続き、深夜２時まで利用可能。自由にお楽しみください！

本書P.27、P.7～9 参照

本書P.27 参照

本書P.18～21 参照

本書P.12～17 参照

本書P.28～32 参照

うどん
DE

乾杯※うどんは各自で
ご用意を！
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自　平成31年 1月 1日
至　令和元年12月31日

【特別会計】
支　出　の　部 収　入　の　部

科　　　　目 金　額（円） 科　　　　目 金　額（円）
会場使用料 7,398,010 総会出席会費 6,240,000
会場運営費 245,626 80歳以上　119人
総会準備費 1,972,406 男　性　481人
図書寄付金 150,000 女　性　258人

プログラム制作費 987,214 若手社会人　57人
一般会計への繰入 636,755 学　生　49人

その他　87人
寄付金収入 330,000

雑収入 4,820,011
合　　　　計 11,390,011 合　　　　計 11,390,011

【一般会計】
支　出　の　部 収　入　の　部

科　　　　目 金　額（円） 科　　　　目 金　額（円）
会議費他 565,227 前期繰越金 8,515,836

通信費雑費 15,458
預金利子 443

次期繰越金 8,572,349 特別会計より繰入 636,755
合　　　　計 9,153,034 合　　　　計 9,153,034

［次期繰越金］
	 内訳	 （イ）	 百十四銀行東京支店
	 	 	 普通預金	 №125044	 	 3,494,259円
	 	 	 定期預金	（通帳式定期）	 満期　令和元年 9月 7日	 1,733,064円
	 	 	 定期預金	（通帳式定期）	 満期　令和元年12月14日	 2,145,541円
	 	 	 定期預金	（通帳式定期）	 満期　令和元年12月14日	 1,178,665円
	 	 （ロ）	 手持ち現金	 	    20,820円
	 	 	 	 	 	 8,572,349円
 ※脚注　東京高中会並びに晩翠会東京支部よりの受入基金1,500,000円は、上記定期預金にて運用されています。

上記収支決算書について、監査の結果、適正なることを認める。

令和２年１月31日
監事　岡内伸一　㊞
同　橋詰信子　㊞
同　庄村敦子　㊞

東 京 玉 翠 会
会長　渡辺　修

自　令和２年 1月 1日
至　令和２年12月31日

【特別会計】
支　出　の　部 収　入　の　部

科　　　　目 金　額（円） 科　　　　目 金　額（円）
会場使用料 0 総会出席会費 0
会場運営費 0 80歳以上　0人
総会準備費 0 男　性　0人
図書寄付金 0 女　性　0人

プログラム制作費 0 若手社会人　0人
一般会計への繰入 36,622 学　生　0人

その他　0人
寄付金収入 0
雑収入 0

立替金取り崩し 36,622
合　　　　計 36,622 合　　　　計 36,622

【一般会計】
支　出　の　部 収　入　の　部

科　　　　目 金　額（円） 科　　　　目 金　額（円）
会議費他 230,122 前期繰越金 8,572,349

通信費雑費 3,510 預金利子 329
特別会計立替金 2,000,000
次期繰越金 6,375,668 特別会計より繰入 36,622
合　　　　計 8,609,300 合　　　　計 8,609,300

［次期繰越金］
	 内訳	 （イ）	 百十四銀行東京支店
	 	 	 普通預金	 №125044	 	 1,299,782円
	 	 	 定期預金	（通帳式定期）	 満期　令和２年 9月 7日	 1,733,211円
	 	 	 定期預金	（通帳式定期）	 満期　令和２年12月14日	 2,145,650円
	 	 	 定期預金	（通帳式定期）	 満期　令和２年12月14日	 1,178,725円
	 	 （ロ）	 手持ち現金	 	    18,300円
	 	 	 	 	 	 6,375,668円
 ※脚注　東京高中会並びに晩翠会東京支部よりの受入基金1,500,000円は、上記定期預金にて運用されています。

上記収支決算書について、監査の結果、適正なることを認める。

令和３年１月31日
監事　岡内伸一　㊞
同　橋詰信子　㊞
同　庄村敦子　㊞

東 京 玉 翠 会
会長　渡辺　修

第３号議案

会計報告
第３号議案

会計報告

令和2年度収支計算書（案）令和元年度収支計算書（案）
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回 年 日付　 幹事 会　場　　 会　長 テーマ

第1回 1983 6.25（土） S34卒 如水会館 平井　健吉
［T7卒］ ──

第2回 1984 6.23（土） S35卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

平井　健吉
［T7卒］ ──　

第3回 1985 6.15（土） S36卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

平井　健吉
［T7卒］ ──

第4回 1986 7.5（土） S37卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

平井　健吉
［T7卒］ ──

第5回 1987 6.20（土） S38卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

平井　健吉
［T7卒］ ──

第6回 1988 6.25（土） S39卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

平井　健吉
［T7卒］ わたっていい友！

第7回 1989 6.17（土） S40卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

平井　健吉
［T7卒］ 母校の昭和史

第8回 1990 6.30（土） S41卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

大島　　功
［S5卒］ 文化祭の青春

第9回 1991 7.13（土） S42卒 赤坂プリンスホテル
クリスタルパレス

大島　　功
［S5卒］ グッバイ！ 旧校舎　ハロー！ 新校舎

第10回 1992 7.4（土） S43卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

大島　　功
［S5卒］

2001年のTAKAMATSU
東京の中の讃岐

第11回 1993 7.10（土） S44卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

大島　　功
［S5卒］

高松高等学校百年の歩み
随筆：母校の思い出など

第12回 1994 7.9（土） S45卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

宮井仁之助
［S14卒］ 101年 いま新たな出会い

第13回 1995 7.1（土） S46卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

宮井仁之助
［S14卒］ リ・ユニオン　新たな結び合い

第14回 1996 7.13（土） S47卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

宮井仁之助
［S14卒］ 集えば青春・・・　ふとく あつく ながく

第15回 1997 7.12（土） S48卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

宮井仁之助
［S14卒］

どなんしょんな？ たまには来まい
-The King's Sanukibenとの出会い-

第16回 1998 7.11（土） S49卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

辻　　義文
［S20卒］ いま“シンプル”に　SHALL WE 高松？

第17回 1999 7.10（土） S50卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

辻　　義文
［S20卒］ 平成いい（11）年の7の月、集えば元気が湧いてくる！

第18回 2000 7.11（土） S51卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

辻　　義文
［S20卒］

20世紀のフィナーレ そして21世紀へ〜
歴史と未来を語り合う夕べ

第19回 2001 7.14（土） S52卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

辻　　義文
［S20卒］ 温故知新〜世紀新たな陽に映えて

第20回 2002 7.13（土） S53卒 東京プリンスホテル
鳳凰の間

辻　　義文
［S20卒］

来まい、食べまい、話しまい。
20年目の玉翠祭

第21回 2003 7.12（土） S54卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

辻　　義文
［S20卒］

さぬき〜マイブーム
〜自分の中にある讃岐をふりかえってみませんか〜

第22回 2004 7.10（土） S55卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

辻　　義文
［S20卒］ 東京玉翠会再発見 〜新たな四半世紀に向けて〜

第23回 2005 7.9（土） S56卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

辻　　義文
［S20卒］ おいでまぁせ　夏だ！ 祭りだ！ 全員集合！

第24回 2006 7.8（土） S57卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

渡辺　　修
［S34卒］ つながり　最近、なんしょんな？

第25回 2007 7.14（土） S58卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

渡辺　　修
［S34卒］ ２５年目の文化祭

第26回 2008 7.12（土） S59卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

渡辺　　修
［S34卒］ なんがでっきょんな？ 〜What are you makin' ?〜

第27回 2009 7.11（土） S60卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

渡辺　　修
［S34卒］ 原点 〜あの日・あの時・あの場所で〜

第28回 2010 7.10（土） S61卒 ホテルパシフィック東京
萬葉の間

渡辺　　修
［S34卒］ 東京 〜あなたにとっての東京とは〜

第29回 2011 7.9（土） S62卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
［S34卒］ おひさしぶり！　はじめまして！

第30回 2012 7.7（土） S63卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
［S34卒］ 玉翠 三十にしてたつ〜新たな時代へ 七夕の集い〜

第31回 2013 7.6（土） H01卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
［S34卒］

平成元気１２０％ 〜祝創立１２０周年〜
－高高いいね！－

第32回 2014 7.5（土） H02卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
［S34卒］ 高高から、つながる・ひろがる

第33回 2015 7.4（土） H03卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
［S34卒］ 讃讃高高 〜NIPPON-1〜

第34回 2016 7.9（土） Ｈ04卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
[S34卒] つなぐ、こえる、我が母校。

第35回 2017 7.8（土） Ｈ05卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
[S34卒]

まんでがん、参・集・互・会
〜今日はさぬき弁しゃべりまい！〜

第36回 2018 7.7（土） Ｈ06卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
[S34卒]

Hey ！ Say ！ See ！ 　平・成・史
〜高高　平成の軌跡〜

第37回 2019 7.6（土） Ｈ07卒 グランドプリンスホテル新高輪
飛天

渡辺　　修
[S34卒]

〜まんで元年〜
高高でつながりまい ！

第38回 2020 ── Ｈ08卒 ※コロナ禍のため中止 渡辺　　修
[S34卒] ──

年　月　日 で　き　ご　と
1891年（M24）10月 讃岐婦人進徳会により、進徳女学校設立

（M35年に県立に移管、香川県立高松高等女学校（高女）と改称）
1893年（M26）5月 香川県尋常中学校設立（M32年に香川県立高松中学校（高中）と改称）
1948年（S23） 4月 新学制実施、旧高中は香川県立高松高等学校と改称、

旧高女は香川県立高松女子高等学校と改称
1949年（S24） 4月 旧香川県立高松高等学校、香川県立高松女子高等学校を統合して、

香川県立高松高等学校を設置
1950年（S25） 1月 高中同窓会「玉藻会」と高女同窓会「晩翠会」合同し、「玉翠会」として発足

3月 高松高等学校第1期生卒業

1959年（S34） この頃、晩翠会東京支部総会始まる
東京　
高中会
晩翠会

1968年（S43） この頃、東京高中会始まる
1974年（S49）

12月14日

（S25-27卒合同同窓会（於：讃岐茶屋、参加者：100名程度））
（東京高高会開催の気運高まる）
第1回「東京高高会準備会」打合せ（於：百十四銀行東京支店）

1975年（S50） 5月17日 第1回東京高高会開催 ［幹事年：S25、26卒中心］
（於：東京プリンスホテル・サンフラワーホール）（初代会長：多田野久氏、参加者：262名）

東京　
高中会
晩翠会
高高会

並存

1976年（S51） 6月19日 第2回東京高高会 ［幹事年：S27卒］（於：マツヤサロン、この頃より、学年幹事制が確立）

1981年（S56） この頃より、東京高中会・高高会に相互参加し、交流を深める

1982年（S57） 5月15日 東京玉翠会発足三会合同準備委員会

6月26日 第8回東京高高会［幹事年：S33卒］（於：ホテルオークラ東京・曙の間）

10月18日 第15回東京高中会（於：霞ヶ関ビル35階）

第24回晩翠会東京支部総会（於：東條会館）
1983年（S58） 3月4日 第1回東京玉翠会準備三会合同委員会（於：タダノ東京支社）

（3月19日 第2回準備会、4月23日 第3回準備会）
6月25日 東京玉翠会設立、第1回東京玉翠会総会開催［幹事年：S34卒］

東京　
玉翠会

11月5日 高松高校創立90周年祝賀会（於：高松）

1993年（H5） 11月27日 高松高校創立100周年記念式典・祝賀会（於：高松）

2013年（H25） 9月7日 高松高校創立120周年記念式典（於：高松）

2015年（Ｈ27） 7月4日 第33回総会で1,252人を動員。団体としての高校同窓会で参加人数日本一に

2020年（R2） 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、第38回総会は中止

東京玉翠会の歴史東京玉翠会の軌跡
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東京玉翠会総会参加者人数
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総務パート

総会の企画・開催に関わる全
体的な進行や、幹事会・定

例会などの打合せ調整、パート間
の調整役として活動しました。今
年はオンライン開催となりました
が、幹事団もZoomやスペチャを
駆使して活動しました。みんなオ
ンラインにも慣れて、住んでいる
場所を問わず柔軟に打合せできる
ようになって良かったです。各
パートの同期メンバーや、事務局
の先輩方、学年幹事の皆様の協力
により初めてのオンライン総会を
実現することができ、感謝すると
ともに貴重な経験になりました。

広告・クラファンパート

クラウドファンディング支援、広告協賛、寄付金、その他
ご協力いただいた皆様に心より御礼申し上げます。初の

試みとなるクラウドファンディングサイトの立ち上げ、広告の
再検討など例年とは異なる取組みとなり、試行錯誤を繰り返し
ながら準備して参りました。前例のないウェブ開催形式で、期
待と不安が交錯していますが、ぜひ、コロナ禍の鬱屈とした日
常からしばし離れ、旧交を温めていただけると幸いです。

システムパート
総 会のシステム選定と準備、案内サイトの制作などを担当しました。できるだけ例年の総会の体験価値を損なわない＆できるだけ多くの方に参加いただける「東京玉翠会DX」のバランスを追求したつもりです（それでもご不便をかけてしまう方も出てしまい申し訳ありません）。玉翠会をアップデートし続けていく仲間として、（優しめの目線で）楽しんでいただければ幸いです。　

第39回総会
幹事団紹介
（平成8年卒）

これまでは卒業25年目のメンバーが幹事をするというルールでしたが、
第38回総会がコロナ禍で中止となり、幹事団はそのままスライド。
結果、平成8年卒は史上初（？）2年間の任期となりました！

動員パート

動員は例年同様、学年幹事の皆様にご協力いた

だきながら、より多くの同窓生に参加してい

ただくべく総会の告知に努めました。今年は東京

近辺の方のみならずオンラインの利点を活かして

全国・全世界に対象を拡張しつつもプライバシー

にも配慮せねばならず、苦労も多かったですが、当

日は多くの同窓生と交流・親交を深め、楽しんで

もらえると嬉しいです！

プログラムパート

オンライン開催に伴い、一度は制作を見送りかけ

た開催プログラム（本書）。しかし、先輩方の

熱意を受け、「開催当日にPDFをウェブ掲載」＋「ク

ラウドファンディングの返礼品として紙の本を発行」

という２本立てでいくことになりました。また、広

告ページの削減等で総ページ数が大幅に落ちたため、

この機にオールカラー化に挑戦しました。紙も発色

のいいコート紙に変更し、画期的な一冊になったの

ではと思います。制作を担当してくださった、美巧

社の皆さんの底力に感謝！

来賓パート
オ ンライン開催ということで、来賓の方々には例年のようなおもてなしができない……いったいどうしたらよいのか……と悩みつつの活動でした。香川県知事公室、香川県人会、高松高校、玉翠会の諸先輩方と連絡をやり取りする中で、たくさんのあたたかいお言葉をいただき、大変励まされながら、準備を進めることができました。総会当日は、皆さまに少しでも楽しいひとときを過ごしていただけたら幸いです。どうもありがとうございました。

サポートパート

今回初のオンライン開催にあたり、どう
なるかわからない不安をお持ちの会員

の皆様の心配ごとを解決するために発足しま
した。事前準備から当日まで、私たちも暗中
模索ですが精一杯のサポートをさせていただ
きます！　学年幹事の皆さまからご意見や励
ましのお言葉をいただき、感謝いたします。
サポートメンバー複数のパートを兼任しなが
らも、ホスピタリティを発揮して頑張ってく
ださいました。みんなにも大感謝です！

企画パート

どうすればより多くの方に参加してもら
えるのか。若い人に興味を持ってもら

うことと、高齢の方への配慮という２点の
最大公約数に悩んでいましたが、オンライ
ン開催によってその難易度はさらに上がる
ことに。ただ、どこかで誰かが既存のやり
方を変えなければならないわけで、今年が
そのタイミングだと腹を括り、皆で０→１
を作る作業を楽しむことができました。本
当はAKBとか呼んでリアルイベントをやり
たかったけど、それは後進に託します。

会計パート

2 020年はコロナ禍で中止、2021年は
デジタルでと、たぶんこれからどの年

代も経験できない、２年連続幹事という
“ラッキー”な幹事団となりました。“ニュー
ノーマル”といった新しい形での同窓会の
開催に向けて、予算策定も過去の実績がな
い中、手探りでなんとかやってきました。
H８幹事団の2021年の新たな挑戦が、何か
新しいもののきっかけになればと思います。

三好拓朗

尾崎慎一

今田真弓

長町浩史 田代浩之

松原規人

笠置わか菜 平真希子

＝リーダー

※高高時代の姓で表記を統一しています。

角田晃昭
久保田志乃 西村嘉代 藤原慶一

篠田陽子

大西裕佑 石原良浩

丸橋崇志
登尾大地

溝渕智子

法兼義浩
（企画パート兼務）

川西亜矢子
（サポートパート兼務）

小田原亮
（サポートパート兼務）

折井美和
菰渕有希子

喜多真由美
（サポートパート兼務）

★二人は高高時代の写真です
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手探り状態で進めた 
初のオンライン開催

久保田　プログラムパートの久保田です。本業は情
報誌の編集者です。まずは、幹事団に加わることに
なった経緯や、それぞれのパートの仕事内容を一人
ずつお願いします！
法兼　サポートパートの法兼です。参加経緯として
は、第37回の総会（2019年）に行ったら、次回の
幹事学年ということで、いきなり壇上に上がらされ
て、「え、そうなの？」みたいな（笑）。
久保田　私と同じパターン（笑）。
法兼　で、その後オンライン開催が決まって、「パソ
コンの操作に不慣れな方もいらっしゃるだろうな」
ということで発足されたのが、このサポートパート
です。皆さんがウェブを楽しむためのサポートです
ね。SpatialChatに入るマニュアルを作ったりとか。
本業ではプリンターの開発設計をしているので、お
客さんの困りごとを聞くことは多いです。機械が分
からないって人への説明は普段からやっているので、
そういうところは活かせた気がします。
角田　会計パートの角田です。そもそも、（学年幹事
の）尾崎くんに、なぜか公認会計士だと勘違いされ
て。僕はPCRや遺伝子解析とかの機械を売っている
会社にいるので全然関係ないんだけど（笑）。会計
パートは、その名の通り、予算管理の仕事ですね。
初のオンライン開催で、例年のやり方をコピペでき
ないという苦労はありました。
大西　動員パートの大西です。もともと10年くらい、
平成８年卒の学年幹事をやっていたんです。けど、
2018年２月からの海外赴任が決まり、いろいろあっ
た末、尾崎くんにバトンタッチ。これでお役御免か
なと思っていたら、総会が１年延びて、僕も2020
年５月末に帰国して。で、「動員のリーダーをやれ」

と言われたので断れず（笑）。当日の人集めが仕事な
ので、総会の案内チラシやハガキなどの告知ツール
を作ったり、各学年の幹事さんをハブに、それぞれ
の学年に動員をかけたりしました。案内サイトやク
ラファン、Facebookなどで、当日に向けてますま
す盛り上げを加速させていければと。四国新聞の記
事にもしてもらいました。
折井　来賓パートの折井です。役割としては、総会
に参加してくださる先生方、県知事、県人会、玉翠
会本部、支部との窓口です。様々な連絡をとったり
寄稿の執筆依頼をしたり。もしリアルイベントだっ
たら、会場でアテンドしたりお食事をサーブしたり
する仕事もあったと思います。もともと夫が４つ上
の代で動員パートをやっていたので、「幹事団の仕事

総会開催を１ヵ月前に控えた６月５日（日）、各パートがこれまで
の２年間を振り返るオンラインミーティングを実施。コロナ禍での
苦労もあったけど、良かったこともたくさんありました！ 

尾崎 慎一
［学年幹事／総務パート］

三好 拓朗
［システムパート］　

長町 浩史
［広告・クラファンパート］

角田 晃昭
［会計パート］

今田 真弓
［総務パート］

折井 美和
［来賓パート］

法兼 義浩
［サポートパート］

久保田 志乃
［プログラムパート］

松原 規人
［企画パート］

大西 裕佑
［動員パート］

はぜひやるといいよ」
と、かねてから勧め
られていました。
三好　システム担当
の三好です。過去の
総会に２～３回参加
していたので、その
中で誘われました。
当初はプログラム
パートだったんです
が、 本 業 が ブ ラ ン
ディングやコミュニ
ティ作りなので、「オ
ンラインでやれるこ
と」についても仕事柄、考えていて。SpatialChat
とかのデジタルツールが多少分かるので、オンライ
ン開催の告知HPを立ち上げたりと、システム作り
のほうに専念することになりました。
長町　クラウドファンディング担当の長町です。ク
ラファンのノウハウはなかったので、一から調べて
やってきました。返礼品の校章キーホルダーは、地
元でこういうのを作っている業者をたまたま見つけ
まして、先輩たちにもとても好評でした。広告営業
のほうは田代が担当しました。去年の総会がなかっ
たため、クライアントの担当者が変わっていたりし
て、話を通すのが大変だったそうです。
松原　企画パートの松原、本業は広告関係の仕事で
す。さこ（尾崎）と大西とは、中高一緒なんですが、
学年幹事を大西ができないとなって、最初の1年は
自分もさこの補佐としてついていました。当初は、
若い人の参加率を上げようということで、「じゃあ参
加費も上げてアイドルも呼ぼう」という案もありまし
た。AKB48は無理でも、香川県出身者も多いSTU48
なら呼べるかなと。ところが、思ったほど予算も自
由度もなく、さらにオンライン開催でやることにな
り……。「東京玉翠会DX」をPRするオープニング
ムービーを作ったりはしましたが、何が正解か分か
らない中で、式次第をどうバーチャルで実現できる
かを今まさに考えています。
尾崎　学年幹事、総務パートの尾崎です。仕事内容
は全体的な調整役です。そもそも今年の開催をどう
するのかというところで、２～３ヵ月、事務局と打ち
合わせを重ね……。関西玉翠会はZoomで開催した
という話を聞き、「東京玉翠会もオンライン開催はで
きないか」というところから、三好くんにSpatialChat
を提案してもらいました。お金や人をどう集めるか
苦心しつつ、なんとか形になってきたかなと。今田

さんには、クラファン返礼品のエコバッグを作って
もらいました。
今田　普段は印刷会社の営業をやっているので、エ
コバッグはその流れでもあります。2020年の頭に
は、高松での学年新年会も実施して、「東京の人たち
は一緒に準備しよう」「高松の人たちは当日、（新グ
ランドプリンスホテル新高輪の）飛天においでよ」
みたいな呼びかけにつなげたりしました。
折井　この新年会があったおかげで、地元で教員を
やっている同期とつないでもらえて、今回、先生た
ちともやりとりできています！
久保田　東京組と地元組がつながれた、いい新年会
だったよね。

縦と横のつながりを実感！ 
多くの刺激を得られた

久保田　では、今回幹事団に参加して良かったこと
や、コロナ禍で苦労したことを教えてください。
法兼　文化祭的な楽しさはありますね。いろんな方
面で活躍している、プロの同期と交流できたし。あ
と、サポートパートとしては、オンライン練習会に
参加してくれた先輩方から励ましの言葉をもらえた

今年はオンライン開催のテイストを
打ち出すため、筆文字のロゴを小さ
くし、開催テーマである「東京玉翠
会DX」を大きく。伝統感とサイバー
感の調和を試みました。基本カラー
は瀬戸内の「青」。小豆島の「オリーブ色」と、高高 HP
の基本色である「赤紫」（いかにも伝統校！）も差し色に
使いました。背景は、高高の校舎の写真。コロナ禍で、物
理的に故郷で集まることが叶わない今、「遠くにありて思
うもの」といったイメージものせています。

表紙デザイン 第39回

オンライン開催

東京玉翠会東京玉翠会東京玉翠会
令和3年7月10日（土）14時30分～16時35分

～これがニューノーマル玉翠会～

PICK UP!

▲ 画面中央上は、三好くんの経営する会社（東京・北青山の株式会社パーク）。 
実際に集まれるメンバーの場所としてたびたび使わせてもらいました ！

▲第39回総会の告知チラシ ▲6月24日付の四国新聞で紹介

▲SpatialChatでのオンライン練習会の様子（6月27日）

▲ 第39回総会の告知HP 
https://gyokusui.studio.site/
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りしたのも嬉しかったです。最初はオンラインに反
対の人や、SpatialChatが分からないって人もいた
けど、やってみると意外と好評で。
久保田　横のつながりと縦のつながりを実感できた
ということ？
法兼　まさにそう。幻の第38回総会では、STUを呼
んだり、オリンピックをパロった企画もやろうとし
ていて、それらがコロナ禍でできなくなったのは残
念でしたけど。でも、同期とのやりとり自体はそれ
ほど困らなかったかな。むしろオンラインで頻度高
く打ち合わせできた気も。
角田　やっぱり、卒業後20年くらい経つとみんなそ
れぞれのエキスパートだなあと感じました。たとえ
ば三好の作るHPはすげえなとか思って、新たな刺
激を受けたし。コロナ禍の影響は、むしろ本業が忙
しくなったかな。あと、顔を合わせてのやりとりが
ないので、支出関係にもどうしても抜け漏れが出て
くる。ただ、最初はマイナス100万円くらいの収支
でスタートしたけど、長町たちがクラファンや広告
を考えてくれて、このままいくとトントンくらいか
と。クラファン目標250万円、あとは広告と一般寄
付とで、うまくいけば370万円くらい入るはず。
三好　とはいえ、クラファンは今日現在でまだ21人、
15万円しか集まってないけどな（笑）。これからに
期待しよう。
大西　僕は本業が事業再生のコンサルティングなの
で、守りを固めるというか、やや後ろ向きな仕事な
んです。なので、こういった「ものを作り上げる」
活動はいいなと思いました。あと、昭和30年代卒の

大先輩とのやり
とりも新鮮でし
た。ただ、オン
ライン開催の案
内ハガキを各学
年の幹事に送っ
た際、「今回は無
理だわ」とまと

めて送り返してきた学年もあって。80歳超えの人た
ちからすると「QRコードってなんじゃらほい」と
いう感じだったようで……。逆に、令和卒の後輩と
の懇親会はオンラインで難なくやれました。ただ、
そういうのは本来、居酒屋でできたほうが良かった
なぁ。それと、２月に子どもが生まれたばかりなの
で、時間のコントロールがなかなか難しかったです。

返礼品発送作業の日に 
やっとみんなで集まれそう？

三好　今年は、今までにない挑戦ができたし、今ま
でに出席したことのない人が出席してくれるんじゃ
ないかな。普通にやっていたら、普通の総会で終わっ
たよね。コロナ禍の苦労としては、飲み会ができな
いこと。上の学年とか、めっちゃ仲良くなっている
のがうらやましい。うちら、仕事的なやりとりはで
きているけど、仲良くなるようなやりとりまでいっ
ていない気がして。クラファンの返礼品発送作業の
日が、最初にみんなが集まれる日になるのかも？
久保田　発送作業は人手がいるから、その日くらい
は集まりたいね。
長町　僕は、さこ（尾崎）とは大学時代も結構会っ
てたけど、今回ほかの同級生とも久しぶりに会えて、
同じ目的に向かって作業できたのは良かったかな。
大変だったのは、やっぱりオンラインの取り組みが
とにかく場当たり的というか。クラファン、集まれ
ばいいんだけど。当日の集客とあわせて、もっともっ
と情報が拡散していけばいいな。
三好　クラファンの締切いつだっけ？
長町　総会翌日の７月11日（日）いっぱい。あんま
り延ばすと返礼品の発注が遅れるので、まあそのく
らいが妥当かなと。
折井　来賓パートについては、そもそも来賓の方を
おもてなしする仕事なのに、それがオンラインになっ
たので、どうすればおもてなしできるのかなという
のはありますね。当日、スピーチしていただく方に
は、せめて気持ちよくやっていただけるよう、やり

とりを丁寧にできればいいなと思っています。あと、
私は職場（医療関係）も家から近くて、家と職場の
往復ばかりの生活なので、今回すごく刺激になりま
した。リモートの勉強もゼロから始めたので、ウェ
ブが分からない先輩方の気持ちが分かるのも、良かっ
たところだと思っています。

熱い先輩たちにのせられて… 
香川だって高高だって悪くないぞ！

松原　今回の仕事を通して、高高の歴史をあらため
て感じられて、地元に対する気持ちが変わったのは
良かったかな。高高生って、地元では負け知らずの
エリートだったけど、東京に出てきてからは、うっ
すら劣等感を感じていた人も多いと思う。僕も、合
コンとかで、よく分からない見栄を張ったりしてた

（笑）。けど、「香川だって、高高だって悪くないぞ！」
と思えて。
久保田　地元愛を再確認したことで、自分のアイデ
ンティティも見直せた感じ？
松原　そうそう。ちょっと自信が持てるようになっ
たというか。コロナで大変になったのは、僕も本業
のほうかな。もともと一日18時間くらい働いていた
のが、本当24時間、仕事しかしていないような生活
になって。それに子どもが１歳で、大変なところも
あって。
久保田　広告業界もコロナ禍で大変に？
松原　移動がなくなったというのはあるかな。これ
までは良くも悪くもお客さんのところに行く時間が
必要だったし、それが息抜きになった。けど、今は
１時間ごとにリモート打ち合わせをびっしり入れら
れたりして、もう頭おかしくなりそうで。

久保田　そこは出版業界も同じなので、気持ちは分か
る……。
松原　正直、玉翠会の仕事はどうやってフェイドアウ
トしようかと思ってた（笑）。でも、（学年幹事の）尾
崎って意外と気持ちが切れんよね？　僕も「助ける」っ
て言った手前、逃げるわけにはいかんなと。それに、
今回みんなとつながれたのは本当に良かった。気晴ら
しになったし、世界が広がりました。
尾崎　僕も、東京玉翠会の熱い先輩たちに丸めこまれ
たというか、のせられているところがあって（笑）。そ
れに日常の中で、クラファンやオンラインのイベント
をやる機会なんてなかなかないでしょ。でも、やれば
できるというのが分かって、いい経験になりました。
ただ、まとめる立場としては、「みんなで集まれない
分、一体感を作りにくい」って苦労はあるかな。
久保田　でもさ、フェイドアウトする人ってほとんど
いなかったよね？　みんな、なんやかんや最後まで頑
張ってくれたし！
尾崎　みんな責任感がすごいよね！
松原　それはね、さこ（尾崎）の人間力。「ほっとけな
い、助けてあげなきゃ」と思わせる力。
大西　それを見越しての尾崎くんです！
松原　つまり、（指名した）大西の見る目があったって
ことか（一同笑）。
久保田　最後に尾崎くん、締めの挨拶を。
尾崎　今回のオンライン開催を成功させて、なんとか
次の学年にバトンをつないでいきたいです。落ち着い
たら、あらためてみんなで懇親会をやりたいですね。
若い世代にも集まってもらって、東京玉翠会をますま
す盛り上げていければと思います！

　の第38回総会
開催テーマ「TAKAKO 2020 〜ふるさとの祭典〜」
幻

　当初の開催日の2020年７月11日は東京オリンピック間近。オリンピックは各国が自国のプライドをかけ
て切磋琢磨する世界最大のイベントです。ならば我らが東京玉翠会もふるさと香川に思いを馳せ、ルーツを
見直そう—といったコンセプトで、第38回総会準備を進めていました。
　オープニングセレモニーは、聖火リレーさながらの「讃岐うどんリレー」。うどんのトーチを持ったラン
ナーが高松高校の学生食堂を出発し（最初のランナーは当時の出射隆文校長！）、玉翠会の各支部を巡り（高
松→岡山→大阪→東海→東京）、飛天の間に入場、全員で「うどんで乾杯！」という大がかりなもの。プログ
ラムの特集ページでも、「東京で出会える香川の食・アート・芸能」を紹介したり、浦島太郎な東京在住者の
ために「地元で今ホットな名店」をレポートしたりなど、香川の魅力を再発見する記事を考えていました。
　これらの企画はコロナ禍ですべてお蔵入り……。どこかの代で実現してくれることを祈っています！

▲ クラウドファンディングの告知HP（7月7日現在） 
https://camp-fire.jp/projects/view/430180 ▲ 返礼品の校章キーホルダー

コ ラ ム

▲ 返礼品の校章エコバッグ
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囲碁同好会
囲碁人口が減りつつある今、囲碁を通じて新たな出
会いを見つけて見ませんか。1995年の発足以来、年
に３回打ち続けてきた同好会です。貸切の立派な例
会場で、若人を始め多くの仲間の参加をお待ちして
います。

連絡先

井上 榮（S33年卒） sakae-ino@r.sky.sannet.ne.jp

インターネット研究会
インターネット研究会では、東京玉翠会ホームペー
ジ（http://www.gyokusui.com）と東京玉翠会ブロ
グ（http://tokyogyokusui.blog.fc2.com）を管理
しています（なお、東京玉翠会フェイスブックは、
その年の総会学年幹事が管理しています）。東京玉翠
会ブログでは、学年幹事会、事務局活動、同好会活
動などをできるだけリアルタイムで報告しています
ので、みなさん、ぜひチェックしてください。

連絡先

土居 範行（S47卒） doi@ab.mbn.or.jp
藤田 哲典（H3卒） fujita-val@u01.gate01.com

大江戸散歩隊
大江戸散歩隊は、讃岐弁でしゃべりながら、同窓生
や家族・友人と一緒に、ぶらりと江戸の町を散歩し
ようという会です。毎春の花見に始まり、年に数回
気ままに開催。最近は三浦海岸やビール工場などの
番外散歩も企画。讃岐弁で大笑いしながら大江戸散
歩を楽しみませんか。

連絡先

藤田 哲典（H3卒） fujita-val@u01.gate01.com
長尾 みどり（S53卒） jade@zb3.so-net.ne.jp
外丸 香代（S56卒） kayos@mud.biglobe.ne.jp
神崎 俊（S52卒） kanzakitakashimrh01533@hotmail.com
池内 久徳（S56卒） kyu-kyu.ike999@i.softbank.jp

東京玉翠会 同好会通信
総会は年に一度しかなくても、東京玉翠会には心通わせる交流の場があります。
あなたも、さぬき弁で語り合える同好会に参加してみませんか？
「むつごい」も「お腹がおきる」も通じます。 ※50音順で掲載

オールスターゴルフ会
美しくチャレンジングなコースの緑！ 仲間との
弾む会話！ オールスターゴルフ会は春・秋のベ
ストシーズンの平日に、名門コース・東京よみう
りCCで開催しています。ゴルフ好きの楽しい仲
間を募集中です（^.^）/ その日のショットがイマ
イチでも、讃岐トークに癒されて次回が待ち遠し
くなります（*^-^*）

連絡先

長尾 みどり（S53卒） jade@zb3.so-net.ne.jp

カラオケ倶楽部
カラオケ倶楽部は2016年より活動をスタート。

「唄でつなぐ」をテーマに、歌える人も歌えない
人も、世代を超えて楽しく集まるのがモットーで
す。年に数回不定期で活動をしていました。安心
してカラオケを楽しめる日を待ち望んでいます。

連絡先

佐藤（S60卒）

観劇同好会
観劇同好会では、演劇界で活躍する先
輩後輩に声援を送ろうと、観劇会等を
企画してきました。昨年は、高畑淳子
さんの舞台を明治座とパルコ劇場で観
劇。ジェンヌさんの応援で東京宝塚劇
場へ。観劇に限らず、その時々で和気
藹々とした懇親会も楽しんでいます。

連絡先

世話役・幸田（S59卒）

菊池寛杯争奪麻雀愛好会
母校の大先輩菊池寛にちなんだ本愛好会、
毎年２月と８月の第１土曜日に10卓40名
ほどの老若男女が銀座に集い、卓を囲んで
親睦を深めます。まさかの大四喜や終盤の
大逆転など、毎回、ドラマも生まれます。
練習会もあり、初心者も大歓迎。興味のあ
る方は、ぜひ、ご連絡ください。

連絡先

土田 充（S53卒） mitsuru.tsuchida@splash.dti.ne.jp

城ヶ島公園にて 2019.5.19

シロガネーゼ散歩 2019.12.14

東京よみうりCCの18番・パー３。 
美しいけど、毎回手を焼きます（笑）

 2020年秋季大会。
 マスクで誰だか 
 わからない人も！
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高高法曹会

連絡先

土居 範行（S47卒） doi@ab.mbn.or.jp

つり同好会
コロナ禍でも家族や友達連れ添っての岸壁
釣りは盛況で、ちょっとした釣りブーム到
来です。でも船釣りイベントとなると、海
上は密ではないとはいえ自粛の毎日。。でも
お魚は沢山いますので心配ご無用です。コ
ロナ明けましたら是非一緒に参りましょう！

東京 TBB （高高吹奏楽部 OB 会関東支部）

総会で最後に演奏したのは令和元年７月。なんだか懐か
しい写真になりました。フルートの白川さんを始め30名
中、女性は10名。女性が多いと会議が長くなる？　我々
の集まりは女性が多いと、翌年の演奏参加者が増えま
す！　これは事実です。来年こそはと願うばかりです。

連絡先

会長・頼則 絢太 call001103@gmail.com

にくの会
にくの会は、毎月高松高校OBを中心に開催している
俳句の会です。年次に関係なく言いたいことを言い合
いながら楽しく句会ができること、敷居が途方もなく
低いことが魅力となっていますので、是非ご連絡を！　
2021年７月には125回目の句会開催予定！

連絡先

岡崎 洋（S37卒） okazaki@tokeilaw.com
坂田 晃一（S50卒） midories@cocoa.plala.or.jp

漂流連歌会
俳句を愉しむにくの会のメンバーのうち、連
歌の魅力に目覚めた者たちが旗揚げした連歌
会。平成25年10月から令和２年11月まで合
計13回開催。お酒など楽しみながら、のん
びりと約７時間で歌仙連歌（36句）を巻く。

連絡先

岡崎 洋（S37卒） okazaki@tokeilaw.com
豊澤 佳弘（S50卒） toyosawa@msf.biglobe.ne.jp

ゴルフ同好会
平成６年から始まった過去51回の開催を重ねる伝統
のゴルフ会。年２回（春と秋）開催。６組（20数人）
から10組（40人）の老若男女が熱い戦いを繰り広げ
る。昨年は新型コロナ禍で残念ながら中止となった
が、今年の４月26日に第51回大会を開催した。

連絡先

会長・池上 晴英（S45卒） ikegamih@bikohsha.co.jp
池内 久徳（S56卒） hisanori.ikeuchi@prudential.co.jp
神崎 俊（S52卒） t_kanzaki@nanseitg.co.jp

讃美会

シンガポール支部
東南アジアのハブとして駐在員も多いシンガポールには、高高出
身の方も大勢いらっしゃいます。残念ながら現在はコロナの影響
で活動中止中ではありますが、新たに駐在される方は、ぜひ以下
までご連絡をいただければと思います。

連絡先

gyokusuikaisg@gmail.com

高高神田会
平成７年より53回を重ねる不可思議な「寄り合い」。由来は東京玉翠会のWEBサイトをご覧ください。いろ
いろな企画や催しがありますが、ここ10年くらいは「東慶寺コンサート」と「新年餡餅雑煮会」が２大イベ
ントでありました。会員数不詳、会員資格特になし。「香川の素晴らしい文化を啓蒙する会」だという主張
もあるにはあるが、「同窓会周辺での単なる呑み会」という見方が普通。

連絡先

岡崎 洋（S47卒） okazaki@tokeilaw.com
神崎 俊（S52卒） t_kanzaki@nanseitg.co.jp

集合写真
（2017年12月）

 にくの会70回記念句会
 （2016年12月8日）

 清澄庭園・涼亭にて
 （2020年11月）
 ソーシャルディスタンス!!

句会会場・清澄庭園「涼亭」
（2020年7月11日）

参加者が50人を超えたことも

2009年4月22日 
茨城県 
天心記念五浦美術館にて

 2009年11月11日
 長野県東御市 
 梅野記念絵画館にて 
 梅野館長を囲んで

ロックダウン中の、水を吐いていないマーライオン 
＆MBS（マリーナベイ・サンズ）

今年4月26日の 
第51回大会にて
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　東京玉翠会の皆様には、平素から関西玉翠会の活動に対し温かいご支援を
賜り、厚くお礼を申し上げます。新型コロナウイルスの感染拡大収束が見通
せない中、よりパワーアップした総会をオンラインで開催されるとのこと、
総会幹事を始め総会開催準備を担当された皆様のご尽力に敬服いたしており
ます。
　関西玉翠会の本年度の総会については、10月にオンライン開催予定で現在
企画進行中です。昨年総会担当幹事は、昭和の卒業生から平成卒に代替わり
をいたしました。当初、通常の総会開催を想定して準備をしていましたが、
新型コロナの感染拡大のため、オンライン総会（懇親会・イベントは中止）
開催を決定しました。
　セキュリティ対策およびスマホ対応等のため、ホームページのリニューア
ルを行い、事務局と会員間のオンライン環境の整備に務めました。オンライ
ンの中で、校歌斉唱の動画を配信しましたが、前年の総会での収録画像があっ
たことが幸いしています。中止したイベントは、会報に誌上イベントとして
特集を組みました。会員の皆さんからは、好評をいただきました。誌上では
ありますが、イベントの内容を少しは伝えられたと思っています。
　以上、昨年のオンライン総会の一端をご紹介いたしました。
　最後に、コロナは予断を許さない状況にありますが、東京玉翠会の益々の
ご発展と会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念いたしております。

関西玉翠会会長

樋口順一
（昭和34年卒）

関西
玉翠会

　２年にわたるコロナ禍の中、今年の東京玉翠会第39回総会がオンラインに
て開催されますこと、心よりお慶び申し上げます。オンラインというこれま
でにはない手段での開催、正直なところ私には想像もできませんが、これま
でとは違ったユニークかつパワフルな利点があるものと非常に楽しみに致し
ております。
　昨年の第42回岡山玉翠会総会・懇親会は、令和２年11月15日（日）に例年
とは会場を変えて「ピュアリティまきび」にて開催予定でした。しかしなが
ら、新型コロナウイルス感染症の増加に歯止めがかからない当時の状況にお
いて、また、各地の玉翠会支部総会が次々と中止となっているなか、県外か
らの出席者も多いことを考慮して、岡山も中止せざるを得ないという結論に
達しました。
　今年の総会・懇親会は第43回目（昨年を幻の第42回として）となり、11月
21日（日）に例年通りアークホテル岡山での開催を予定しております。ただ、
４～５月になってまたコロナウイルス感染者数が増加に転じており、今年の
総会も予定通りに開催できるかどうか不透明感がぬぐえません。今はただ、
コロナ禍が速やかに収束し、例年通りに開催できることを祈るばかりです。
そして、東京玉翠会の皆様にも、讃岐への帰郷も兼ねて岡山玉翠会総会にお
立ち寄りいただき、会を盛り上げていただければと思います。
　最後になりましたが、一日も早いコロナ禍の終息を願いながら、東京玉翠会
の益々のご発展と会員の皆様のご健勝・ご多幸を心よりお祈り申し上げます。

岡山玉翠会会長

多田讓治
（昭和44年卒）

岡山
玉翠会

　東京玉翠会第39回総会の開催を心よりお慶び申し上げます。コロナ禍にお
ける対応として、リアル総会に代えてオンライン総会とし、しかも玉翠会初
の新たなツールを使用されると伺い、さすがは人財豊富な東京玉翠会と感服
しております。
　東海玉翠会も、昨年はまだまだウィルスのことがよく分からない状況の中
で急遽、中止しました。本年に至り、感染対策のコツが理解され、ワクチン
接種も始まり、やっと出口が見えてきそうです。開催か中止か悩みましたが、
役員で協議した結果、まだ油断できないし、大人数での会食の自粛要請が継
続中であることから、何よりも会員の健康を第一に考え、中止を決定いたし
ました。昨年の関西玉翠会に倣い、オンライン総会はどうかという話も出ま
したが、ハードルが高いと感じる会員も少なからずいると思われ、一昨年・
昨年の会計報告を中心とした書面による決議としました。
　毎年５月に普通にあった「格別な楽しい時間」がないと、心の中にポカッ
と穴があいた心持ちになります。来年こそは！と切に願います。また元気な
姿で会員が集える総会ができることを楽しみにしております。
　また、来年こそは各支部の総会に顔を出せるようになることを願ってやみ
ません。
　最後になりましたが、東京玉翠会会員の皆様のますますのご活躍と東京玉
翠会の更なるご発展を心から祈念申し上げます。

東海玉翠会会長

入倉憲二
（昭和44年卒）

東海
玉翠会

　東京玉翠会第39回総会の開催、まことにおめでとうございます。今年のテー
マは「東京玉翠会DX ～これがニューノーマル玉翠会～」だそうで、貴会幹
事の方から私共の会員に「オンライン総会　参加マニュアル」が送られてお
ります。頑張ってアクセスしたいと考えております。
　２年続きの新型コロナウイルス蔓延の影響で、各玉翠会支部も翻弄されて
おります。開催中止やリモートでの総会開催など、各支部ではご苦労されて
いる様子が手に取る様に分かります。
　徳島玉翠会では会員数が少ない上に高齢化が進んでいることもあり、人材が
豊富な関西玉翠会や東京玉翠会のようにリモート総会は技術的にも人的資源的
にも「無理ーッ」ということで、昨年に続き中止にさせていただきました。
　しかし、会員の皆様との繋がりを絶やしてはならないと、昨年も今年も総
会誌の発行だけは何とか達成することができました。
　また昨年はコロナ関連で、当初、ご苦労されている医療従事者の方々に感
謝の意を込めて何かできないかとの提案があり、会員の医療関係者の意見を
聞いたところ、「億単位のお金が要るで」とのこと、とんでもございません。
じゃということで、本来玉翠会の目的でもある高松高校に何かご支援できる
ことはないかとお伺いしたところ、休校による勉強の遅れを取り戻すため猛
暑のなか頑張っている生徒さんたちのためクーラーがあれば、ということだっ
たので玉翠会、各玉翠会支部のご協力を得ながらスポットエアコン２台を贈
ることができました。
　コロナ禍の現在、３密の回避やら手指消毒、不要不急の外出自粛などアブ
ノーマルな生活を強いられており、これらがこの先ノーマルにならないこと
を願うばかりです。
　最後になりましたが、東京玉翠会の益々のご発展と会員の皆様のご活躍、
ご健勝をお祈り申し上げますと共に、一日も早くかつての日常がとり戻せま
すよう祈念しております。

徳島玉翠会副会長

坂口英則
（昭和48年卒）

徳島
玉翠会

各地の玉翠会だより
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東京玉翠会 事務局体制 東京玉翠会役員名簿
担当部門 担当ミッション 事務局員

顧　　問 ※事務局活動全般に関してアドバイスを行う 土居　範行（S47）

事務局長 ※事務局の統括
土田　　充（S53）�
神崎　　俊（S52）�
（事務局長代行）

会計パート ⃝東京玉翠会一般会計担当〜予算、決算
⃝総会会計監査担当

奥本　和幸（S63）�
河西　寿幸（H4）�
佐々木悠子（H7）

総務パート

※事務局局務全般担当（総会幹事団サポートを行う）
⃝ 各学年幹事相談窓口、幹事活動強化支援
⃝ 常任幹事会、幹事慰労会、事務局会議の準備・運営
⃝ 幹事会、総会、幹事引継ぎ会の準備・運営支援、会場手配など
⃝ 学年幹事名簿、メーリングリストの管理
⃝ 一般会員への情報提供・啓蒙活動の企画、実施

庄村　敦子（S54）�
池田　仁司（S61）�
佃　　英樹（S63）�
白瀬　健二（H5）�
中井　裕史（H5）�
片山　武治（H6）�
染谷　有里（H6）�
太田　秀幸（H7）�
大森麻衣子（H7）

HPパート ⃝ 東京玉翠会ホームページの管理・維持対応及び新企画検討など
池田　佳睦（S59）�
清水　知里（H2）�
吉野ユリ子（H3）

企画パート ⃝幹事慰労会等の事務局主催イベントの企画・運営

池内　久徳（S56）�
三好　克浩（H2）�
藤田　哲典（H3）�
嶋崎真知子（H5）

総会パート
※�毎年７月に開催する�
東京玉翠会総会の企画・運営を担う

⃝ 年次総会開催〜式準備、動員指示、集金指示、当日差配など

高高・ 
玉翠会パート

※�高高、玉翠会本部・他支部との連携を強化し�
東京玉翠会の対外発信力、在京学生の支援を行う

⃝ 高高との窓口、総会における高高関係者対応や東京地区への進
学者の最初の組織対応など

⃝ 玉翠会本部ならびに4支部との連絡窓口、総会における玉翠会
関係者対応など

小見山紀絵（S56）�
佐藤美智子（S60）�
乙川みち子（S63）�
斉藤　利幸（H1）

高中会・ 
晩翠会パート

⃝高中会窓口、総会における高中関係者対応など
⃝晩翠会窓口、総会における晩翠関係者対応など

岩崎　昭宏（S49）�
外丸　香代（S56）

同好会パート
⃝ 各同好会の活動、活性化を支援するとともに、新サークル結成
も支援

⃝総会における各種同好会紹介など

白川　真理（S52）�
長尾みどり（S53）�
森　　英二（S58）�
多田　寿徳（S62）

※第38回総会の中止で、担当学年が1年ずれました

高松高校図書館への寄付金・寄贈図書

ありがとうございました  　　　　 高松高等学校図書館

役員 学制 卒業年（回） 氏名

会　長 高高 昭和34 渡辺　　修
副会長 高高 昭和34 三崎屋義正

高高 昭和43 小島　豊子
高高 昭和47 土居　範行

常任幹事 高中 昭和19 橋本　　暹
高高 昭和31 宮武　敏夫
高高 昭和33 井上　　榮
高高 昭和38 前田　　勇
高高 昭和42 恵比須　忠
高高 昭和44 片山　秀樹
高高 昭和45 池上　晴英
高高 昭和49 岩崎　昭宏
高高 昭和49 北村　篤孝
高高 昭和50 淵崎　正弘
高高 昭和51 佐藤ひとみ

役員 学制 卒業年（回） 氏名

常任幹事 高高 昭和52 植松　　健
高高 昭和58 西　　　正
高高 昭和59 池田　佳睦
高高 昭和61 池田　仁司
高高 昭和63 佃　　英樹
高高 平成１ 斉藤　利幸
高高 平成２ 三好　克浩
高高 平成３ 藤田　哲典
高高 平成３ 吉野ユリ子
高高 平成４ 河西　寿幸

監　事 高高 昭和23 岡内　伸一
高高 昭和40 橋詰　信子
高高 昭和54 庄村　敦子

会計担当・常任幹事 高高 昭和63 奥本　和幸
事務局長・常任幹事 高高 昭和53 土田　　充

2021年5月1日現在

寄
付
金

◆東京玉翠会より寄付金150,000円をいただき、下記の図書を購入いたしました。

令和元年度
『新装版　ハイベスト教科事典』6冊、『新装版　原色ワイド図鑑』10冊 計 150,000円

寄
贈
図
書

◆玉翠会関係者から以下の図書を寄贈いただきました。　※お名前は寄贈者

令和元年度
山地　映子氏（昭42年卒） 『パリの日照雨』 1部
黒川　知文氏（昭48年卒） 『ユダヤ人の歴史と思想』 1部
故・岡内欣也氏（昭45年卒）ご家族より　『我、如何に生きたるや　六〇余年を振り返って』 1部
鎌野　　咲氏（昭19年卒） 〈続〉『咲くやこの花　以後』 2部
河瀬　俊彦氏（昭36年卒） 『箱眼鏡』 1部
山崎　敏秋氏（昭37年卒） 『アーケメネス　ペルシャ勃興物語』～イザヤ預言の成就の風景～ 1部
上野　邦一氏（昭37年卒）  『生活文化学の愉しみ』 1部 

『アンコール・ワットを読む』 1部 
『奈良まほろばソムリエ検定　公式テキストブック』 1部 
『検証　奈良の古代遺跡』古墳・王宮の謎をさぐる 1部 
『大学的　奈良ガイド』―こだわりの歩き方 1部 
『ニッポンのオリンピック』 1部

令和２年度
脇　　明子氏（昭41年卒） 『かじ屋と妖精たち』 1部
小磯　修二氏（昭42年卒） 『地方の論理』 1部
宮武　正明氏（昭38年卒）  『残留孤児・婦人の帰国と生活・教育支援』 1部 

『生活困窮者世帯の子どもの高校・大学等就学保障と学習支援』 1部 
『今、子ども達の学習支援はなぜ必要なのか』 1部

帰来　雅基氏（昭48年卒） 『瀬戸内純情スクリーン』―映画は夢のワンダーランド 1部
前谷　亮三氏（昭和30年卒）  『日本古典文学大系』『子規全集』『井上靖歴史小説集』 

『世界の博物館』他 計210冊
上野　邦一氏（昭37年卒） 『骨ものがたり』～飛鳥資料館学芸室のお仕事～ 他 計13冊

卒業26年目※

学年幹事

�卒業24年目
�学年幹事
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渡辺修会長を囲んで、お疲れさまでした!

うどんで乾杯!

応援団のエール交換! ※配信動画（編集版）は東京玉翠会HPで観られます

東京玉翠会ホームページ
http://www.gyokusui.com/

第39回  東京玉翠会  総会プログラム
東京玉翠会DX ～これがニューノーマル玉翠会～
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