
1 

2010年（H22年）9月25日（土） 
 
                             発  行 
 
                             長野県松本ろう学校同窓会  

 

松松本本ろろうう学学校校  第第 4400 回回  ははとと祭祭  

松本ろう学校文化祭『第 40 回はと祭』が、10 月 23 日（土） 

開催されます。尚、 母校からチラシ（プログラム）を頂きまし 

たので、配布いたします。是非『はと祭』にお出かけください。 

但し、事情により中止になる場合もあります。実施状況は、 

ホームページで確認してください。 

《日 時》１０月２３日（土） 午前９：００ ～ 午後３：００ 

《場 所》長野県松本ろう学校 

       〒399-0021 長野県松本市寿豊丘820番地  

ＦＡＸ０２６３‐８５‐１４１１ 

同 窓 生 作 品 展 

☆趣味で作られた『作 品』 

・絵画、写真、工作などをたくさん出品してください！！ 

☆ ビデオ上映「同窓会の活動」「母校運動フェスティバルの 

様子」「同窓会70周年記念植樹の様子」などを 

行いますので、是非、見に来てください！ 

※同窓生作品展の準備について 

 １０月２２日（金）の夕方、２３（土）の早朝、 

   母校・会議室にて準備を行いますので、作品を持参して展示してください。 

◆同窓会係 ⇒ 氷 川 明 子 先生までご連絡ください。 ＦＡＸ０２６３－８５－１４１１ 

～～  大大勢勢のの皆皆様様ののごご来来場場ををおお待待ちちししてておおりりまますす  ～～  
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同窓会長あいさつ 
松本ろう学校同窓会長 葦 澤 正 敏 

松本ろう学校同窓会員並びに賛助会員の皆様、お変わりなく元気にお過ごしでしょうか？ 
皆様には、日ごろ同窓会のために、暖かいご支援ご協力をいただき、感謝申し上げます。 
やっと夏が終わったようです。今年の夏は全国的に 35 度を超える猛暑が続き、熱中症やゲリラ

豪雨が話題になりました。山や海などあちこちに出かけられた方もいらっしゃるでしょう。家の中

で、甲子園の高校野球を、テレビ観戦された方も多いのではないでしょうか？ 
さて、行事続きの年なので、改めて、行事報告・ご案内をいたします。 
去る6月19日（土）には、松本ろう同窓会創立70周年記念の植樹を行うことが出来ました。同

窓会の皆様から予想以上の寄付を頂戴したおかげです。ご協力ありがとうございました。 
来る10月1日（金）～3日（日）は、第47回全国聾学校陸上競技大会があります。松本市広域

公園陸上競技場で開かれます。長野県として初めて開かれるので、多くの皆様に生徒の勇姿を観に

お出かけ頂きたいと思います。この大会にも、皆様から募金（カンパ）を頂戴しました。心から厚

くお礼申し上げます。 
また10月23日（土）は松本ろう学校の文化祭「はと祭」です。多くの方に参加していただいて、

活気のある文化祭になるようご協力をお願いいたします。 
お忙しい日々をお過ごしのことと思いますが、少しだけでもお顔を見せにお越しください。皆様

にお会いできるのを楽しみにしています。 
最後に皆様のご健康をお祈り申し上げます。 

松松本本ろろうう学学校校だだよよりり  

 松本ろう学校生徒会長 濱 野 結 花 

◆◆全全国国聾聾学学校校陸陸上上競競技技大大会会 iinn 松松本本ののＰＰＲＲ  

 今年の第47回全国聾学校陸上大会は、松本のスカイパークで主催します。 
その大会に出場する選手は5名です。毎日暑い中、悔いの残らない結果

を出そうと、辛い練習を頑張っています。 
大会のテーマは、「アルプスの風のように・・・ＩＮ松本」です。アルプ

スの風のように、さわやかな松ろう旋風を起こしたいと思っています。皆

さんもぜひ応援をお願いします。 

◆◆ははとと祭祭ののＰＰＲＲ  

昨年のはと祭は新型インフルエンザのため、一般公開ができなくてとても残念でした。その分、

今年のはと祭を、みんな待ち遠しく思っています。 

今年のはと祭のテーマは、「一期一会～出会ってくれてありがとう」です。卒業生、友人、先生方

など、多くの人との出会いに感謝をしながら楽しみたいと思っています。 

同窓会の方々も、是非はと祭に遊びに来て下さい。 
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東東京京分分会会だだよよりり  

定定期期総総会会開開催催のの報報告告  

去る 6 月 26 日（土）午後 1 時より東京都新宿区立「元気館」にて松本ろう学校同窓会東京分 

会「定期総会」が開催されました。出席者は 14 名でした。東海分会・愛知県の新海和子さんと 

中村房子さん、京都府の太寿堂良美さんが、東京分会定期総会開催のために遠い所をご臨席頂きま 

した。 

東京分会長福与政夫さんのあいさつ、本部同窓会長代理の事務局長の内田博幸さん、来賓として 

東海分会長の新海和子さんの祝辞がありました。 

司会の押尾八千子さんの司会で、平成 21 年度活動報告・会計決算報告及び平成 22 年度 

計画・会計予算などについて協議が行われました。 

その後、事務局長内田さんより5/29（土）母校運動フェスティバル、6/19（土）同窓会70周年 

植樹のビデオ上映と、報告がありました。そして来年4月29日～30日の定期総会及び前夜祭と同 

窓会創立 70 周年大会についての案内がありました。また、温泉旅行や新年会に対して、皆さんか

らのご意見ご要望が沢山出されました。 

  東京分会長：福与さんのあいさつ        東海分会長：新海和子さんの祝辞 

   
   定期総会にて活動報告、会計決算報告       定期総会終了後、記念写真 
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「「盲盲聾聾教教育育者者のの足足跡跡をを訪訪ねねてて」」  
①①石石川川倉倉次次（（いいししかかわわ･･くくららじじ））先先生生のの足足跡跡  
去る 6 月 26 日（土）午後より「松本ろう学校同窓会東京分会（会長福与征夫）定期総会」開催

のため、東京へ出かけた。26日の朝、私の卒業した母校：旧筑波大学附属聾学校や石川倉次先生の

足跡他の歴史探訪として千葉県へ出かけた。「石川倉次先生」胸像が沢山あり、非常に驚いた。 
※「石川倉次先生」胸像は、東京都の旧筑波大学附属盲学校（東京都）をはじめ、その後千葉県

の盲学校や鶴舞神社他にも建っている。 

  
▲千葉県内で「石川倉次像」が建っているのは、①千葉県立千葉盲学校（平成2年11月建立）、②

視覚障害者総合支援センターちば（平成7年10月建立）、③市原市鶴舞神社公園（平成16年11月

建立）。 
 
 
 
 
 

 

②②古古河河太太四四郎郎（（ふふるるかかわわ･･たたししろろうう））先先生生のの足足跡跡  

  

『日本点字の父：石川倉次（1859～1944 年）』1886 年、訓盲唖院（後東京盲唖学校）教諭兼校

長小西信八先生の招きを受けて、石川先生が教諭になる。1909年に小西先生と共に東京聾唖学校

に移ったが、東京盲学校教諭を兼任していた時期もあり、盲教育、聾教育の両方に尽くした。 
※小西校長不在中、石川先生が校長事務取扱と同窓会長（1904～1910年）も務めた。 
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去る7月24日（土）25日（日）の2日間、「聾史セミナーin京都」に参加した。24日の朝、京

都聾学校同窓会役員：西岡正人さんと一緒に、京都市内の「盲唖院跡地の記念碑3ヶ所」と「古河

太四郎先生お墓」を訪ねて、聾史探訪として良い勉強をさせて頂いた。 

■記念碑「日本最初盲唖院創建之地」創立90周年記念：京都府立盲・聾学校同窓会（昭和43年5
月建立）、■「日本盲唖教育の始祖･古河太四郎先生之墓」盲聾教育創始 60 年を記念して、京都府

立盲・聾学校同窓会と大阪市立盲･聾学校同窓会（昭和10年5月建立）。 
 

 
 

 
   

③③「「学学校校ののたたかからら百百景景」」  

7月24日～8月29日、松本市立博物館（2階特別展示室）にて『学都松本シリーズ3 特別展 学 

校のたから百景』が、開催された。 

「学校のたから」としては、特にあちこちの小学校に「ニ宮金次郎像」が建つ所が多い。学校（母 

校）のたからは範囲が広く、母校卒業生や地域の方々から寄付された様々なものも学校のたからと 

して展示されたり、また学校で成長した児童生徒たちの思い出に残るものも今回展示されていた。 

   

◎松本ろう学校からは「初代校長小岩井是非雄先生顕彰パネル」が展示された。 

〔内田博幸（長野県）、写真協力：宇都宮通孝（松本ろう学校長）〕 
 

『盲聾教育者：古河太四郎（1845～1907年）』1878年（明治11）日本最初の盲聾学校である京

都盲唖院を創設し、院長を務める。東京盲唖学校（教諭）、私立大阪盲唖院（初代院長）も務め、

盲聾教育の確立に尽力。 
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第第3388回回大大阪阪ろろううああ者者「「敬敬老老のの日日」」記記念念大大会会  

 去る9月5日（日）午後1時より大阪府谷間福祉センター（2Fホール）にて、社団法人大阪聴 
力障害者協会高齢部企画：第38回大阪ろうあ者「敬老の日」記念大会が開催され、参加者226名 
であった。（※大阪ろうあ者高齢部会員は約1000名である。） 
記念大会の内容は、大阪聴力聴覚障害者協会高齢部長林好夫氏の挨拶、長寿祝いの記念品贈呈、 

記念講演、お楽しみゲームなどが行われた。 
 私は講師として、演題「①長野県のふるさとの話、②小岩井是非雄先生の生涯」についてパソコ 
ンパワーポイントを使って講演をした。小岩井先生の事をあまり知らない人が多かったので、先ず 
小岩井先生の生い立ちの解説をし、最後に「映像で見る小岩井先生の生涯」のビデオ上映会を行っ 
た。皆さんが、「小岩井先生の生涯」を聴いて感動して下さり、理解して頂けたように思う。「全国 
ろう高齢者大会 in長野」や「日本聾史学会」についてのPRもした。来る10月全国ろう高齢者大 
会（松本市）にてお会いできる事を楽しみにしている。               （内田記） 

【【大大阪阪聴聴力力聴聴覚覚障障害害者者協協会会高高齢齢部部長長：：林林好好夫夫ささんんのの感感想想】】  

・生まれつきのろうあ者である小岩井氏が初代校長になられたこと、本当に知らなかったと多くの 

参加者が驚いたようで、いい勉強になったと思う。 

  

【【大大阪阪府府立立生生野野聴聴覚覚支支援援学学校校（（生生野野聾聾学学校校））をを見見学学ししてて】】  

 9月6日（月）日本聾史学会役員・生野聾学校卒業生の山田幸夫

さんと一緒に、生野聾学校と生野高等聾学校（廃校）跡地を見学し

た。先ず、生野（いくの）聾学校（幼稚部～中学部）の立派な建物、

「加藤亨博士胸像」「沿革史の記念碑」「卒業生の活躍」の情報を

頂いて、非常に素晴らしかったし、生野聾学校の歴史を知ることが

できた。 
〔沿革〕私立大阪聾話学校（大正15年創立） → 大阪府立

聾唖学校 → 大阪府立聾学校 → 大阪府立生野聾学校 → 

現・大阪府立生野聴覚支援学校 
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東東海海分分会会だだよよりり  

「「第第 22 回回東東海海分分会会定定期期総総会会及及びび嵐嵐山山散散策策」」ののおお知知ららせせ  
・ 日 時：平成23年3月26日（土）午後1時より（予定） 
・ 場 所：京都府京都市『コミュニティ嵯峨野（手話研修センター）：会議室（花園2F）』 
・ 嵐山の季節を楽しみながら散策があります。（・トロッコ列車で保津川 ・嵐山渡月橋 ・大覚

寺ほか） 
・ 泊まりたい人もコミュニティ嵯峨野にて泊まれます。 
◎ 東海分会会員の他、どなたでも参加できます。 
※ 時間、散策のご案内など、詳しい内容が決まったら後日、お知らせします。ご参加を心からお

待ちしております。 
【連絡先】会長：新海和子（FAX052-652-3737） 

■■第第 4477 回回全全国国聾聾学学校校陸陸上上競競技技大大会会 iinn 松松本本  
期日：平成 22 年 10 月 1 日（金）～3 日（日） 
会場：松本市神林・松本平広域陸上競技場、 
   体育館他 
◎ 同窓生の皆さん、応援をよろしくお願いします！ 
◎ 同窓生の皆さん、募金についてはは別紙の通りですのでご協力お願いしま

す！ 

■■第第 2222 回回全全国国ろろうう高高齢齢者者大大会会 iinn 長長野野  
会期：平成 22 年 10 月 7 日（木）～10 日（日） 
会場：長野県松本市・長野県松本文化会館、 

M ウィング、信州スカイパーク他 
◎ 10/9（土）長野県松本文化会館にて大会式典（参加費3,500円）  

➊小岩井是非雄先生展示室 
➋大会アトラクション：「映像で見る小岩井是非雄先生の生涯」ビデオ上映会 

【連絡先】参加希望の方は、第 22 回全国ろう高齢者大会実行委員会事務局まで 
ご連絡ください。電話 0263-36-1572 (FAX兼用)  火・木・金曜日(10:00～15:00) 

【【ああ  とと  がが  きき】】  

・実りの秋、芸術の秋、スポーツの秋など…、秋を満喫しておられることと存じます。いよいよ10
月には「全国聾学校陸上競技大会 in松本」「全国ろう高齢者大会 in長野（松本市）」「母校はと

祭」が開催されます。同窓会の皆さん、是非ご支援ご理解の程をよろしくお願いいたします。 
（同窓会事務局長 内田記） 
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【日時・会場・競技】 
①10月1日（金）松本平広域公園体育館（16：00～ 開会式）  
②10月2日（土）松本平広域公園陸上競技場（9：00～ 競技1日目） 
③10月3日（日）松本平広域公園陸上競技場（9：30～ 競技2日目・14：00～ 閉会式）  

※連絡先：第47回全国聾学校陸上競技大会in松本実行委員会・松本ろう学校（FAX0263-85-1411） 

 


