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2014 年（H26 年）1 月 1 日（水） 

 

                             発  行 

                         長野県松本ろう学校同窓会  

 

 

年頭あいさつ 
松本ろう学校同窓会長 葦 澤 正 敏 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

日頃、松本ろう学校同窓会の会員並びに賛助会員の皆様には松本ろう学校同窓会の活動 

に対してあたたかいご支援を賜り心より感謝申し上げます。皆様のご協力のおかげで、今 

年度の事業計画についても予定通り実施することができました。 

特に開校８５周年事業として、５０周年記念樹と６０周年記念樹の横にある標柱２本が 

木製の標柱でだいぶ古くなっていたため、石製に作り替え母校に寄贈しました。詳細は、 

この同窓会だよりに報告を載せていますので、ご覧く

ださい。 

これからも同窓会が主体となり活動することがい

ろいろありますが、「共に力を合わせてしっかり頑張

りたい。」と気持ちを新たにしているところです。 

最後になりますが会員の皆様の一層のご活躍とご

健康を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていた

だきます。 

本年もなにとぞよろしくお願いいたします。 

 

今年もよろしくお願いいたします 

松本ろう学校長 米 持 絹 子 

新年、明けましておめでとうございます。 

昨年は学校行事等で、同窓会の皆様方のご支援・ご協力をいただき、松本ろう学校らし 

い一年を過ごすことができました。ありがとうございました。 

特に第 43 回のはと祭での同窓会の部屋は、いつもながら魅力いっぱいの、人が行きか 

う素敵な部屋の運営をいただきました。また、学校創立 85 周年記念として、記念樹の標 

柱を新しく石製に造り替え、ご寄贈いただきました。この紙面をお借りしてお礼を申し上 

げます。ありがとうございました。 

さて、新しい年も松本ろう学校で学ぶ子どもさん一人ひとりが笑顔・元気でキラキラ輝 

くような学校を目指していきたいと思います。変わらぬご支援をお願いし、新年のご挨拶 

といたします。 

 

第６６号 

 

写真「白鳥」（内田） 
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同窓会記念樹の標柱（石製）建替工事について 
 同窓会より依頼があり、同窓会記念樹の石製標柱に建て替えてほしいとの事でした。ろ 

う学校へ行き、先生と同窓会の事務局と私で、石製標柱を設置する場所を確認しましたが、 

同窓会創立 50 周年記念樹の標柱がなく、しかも以前設置された 60 周年記念樹の木製標柱 

が腐食で傾いてました。なので、2 ヶ所に新しい石製標柱設置が決定しました。施工の日 

は、先生と同窓会役員たちが見守ってくれました。半日で設置が済んだので、同窓会役員 

たちが大変喜んでくれました。 

 皆さん、記念樹（石製）を見守ってあげてください。 

（㈱奥原造園・同窓生：宇 梶 正 徳） 

  

10/13 はと祭閉祭式・同窓会長あいさつ 
昨年松本ろう学校は開校して 85 周年を迎えました。これを機に同窓会 50 周年記念樹 

と 60 周年記念樹の横にある古くなった木製の標柱が石製のものに新調し、学校にお贈りし 

ました。みなさん、ありがとうございました。同窓会会長として、はと祭閉祭式で、一言 

ご挨拶させていただきました。 

『記念樹は皆さんの成長を見守ってきました。新しくなった標柱とともに、いつまでも 

大切にしてください。』 

（10 月 13 日 同窓会長：葦 澤 正 敏） 
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松本ろう学校『第43 回 はと祭』 
 文化祭『第 43 回はと祭』、10 月 12 日（土）（校内公開）、13 日（日）（一般公開）が松 

本ろう学校にて行われました。 

 会議室に設けた「同窓会展」では、年に一度母校に集まった卒業生方が、自慢の作品を 

展示しました。沢山のパッチワークや写真などの展示、ビデオ上映「同窓会記念樹（石製） 

建替工事」と、相澤英人さん「鉄道模型（電車が走る！）」を展示しました。見に来た子供 

たちが大喜びの声をあげ、賑わいをみせました。久しぶりに来校される同窓生と楽しい 1 

日を過ごすことができました。 

  

同窓生作品展示の風景 

  

    同窓会「コーヒー販売」      相澤英人さん「鉄道模型」展示 

 

同窓会記念樹の標柱（石製）の記念写真 
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東海分会だより 

「校舎跡記念碑巡り・城下町散歩 一泊旅行」 

  

去る 10 月 19 日（土）～20 日（日）の 2 日間、松本ろう同窓会東海分会の 12 名で松本 

へ 1 泊旅行に行きました。19 日（土）は、天気にも恵まれて、松本市街を散歩。縄手通り 

は女鳥羽川沿いにあり、お土産物屋さんがたくさんありました。中町通りは、江戸時代に 

問屋街だった所で、今も土蔵が残っています。珍しい物や、可愛い物がいっぱいありまし 

た。のんびりと、おしゃべりしながら楽しめました。夜は、松本ろう学校同窓会役員の皆 

さんとの交流会で、夜遅くまでおしゃべりができ、いい思い出となりました。その日の夜 

は松本ツーリストホテルに泊まりました。 

翌朝 20 日（日）の朝食は、ホテル自慢のかぼちゃスープでとても美味しかったです。ほ 

かに昔食べた懐かしい食べ物もありました。2 日目は残念ながら雨が降っていました。車 3 

台に分乗して、松本ろう学校・旧校舎跡地記念碑（白板校舎 → 蟻ヶ崎校舎 → 旭町校舎 → 

美須々校舎 → 寿校舎）を巡りました。 

私は、昭和 26 年 4 月から小学部に入学し、昭和 31 年高等部 1 年生ときの 12 月まで松 

本ろう学校に通いました。その後は東京に出て仕事をしていました。 

70 周年記念の立派な同窓会ができたことなど、思い出話いっぱいの会となりました。 

旅行から帰ってから 2 日間を思い出すと、毎日笑顔になり、元気に過ごしています。また 

同窓会でみんなにお会いできることを楽しみにしています。 

最後に、事務局長の内田さん、旅行ではお世話になり、ありがとうございました。 

（京都府：太寿堂良美） 
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長野ろう学校創立 111 周年新校舎落成記念式典に参加して 

去る 10 月 19 日（土）午後 2 時半より長野ろう学校にて「開校 111 周年新校舎落成記念 

式典」が開催され、会長代理として参加しました。長野ろう学校新校舎が立派にできたこ 

と、教室や体育館も綺麗になり驚きました。記念式典、祝賀会も大変素晴らしく思いまし 

た。 

  

長野ろう学校新校舎の風景       創立 111 周年新校舎落成記念式典 

（同窓会役員：相澤 英人） 

■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□ 

静岡聾学校同窓会創立 60 周年記念大会に参加して 
去る 10 月 27 日（日）午後 1 時より、静岡県静岡市・マイホテルにて「静岡聾学校同窓 

会創立 60 周年記念大会」が開催され、参加者は約 120 名が出席し、私も参加しました。 

記念大会では、記念式典、月曜男（森崎興蔵氏）の手話漫談、那須英彰氏（筑波大学附 

属聾学校同窓会副会長）の記念講演、祝賀会などが行われ、大いに盛り上がった記念大会 

でした。 

（内田 博幸） 

  

那須英彰氏の記念講演      右：静岡聾同窓会（会長亀田勝二） 

 左：静岡聾同窓会（副会長八木道夫） 
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大田ろう学校同窓会 創立 10 周年記念 祝賀会に参加して 

  

同窓会創立 10 周年記念祝賀会（大田ろう学校同窓会長中村明子さん） 

去る 11 月 30 日（土）午前 11 時より、東京湾・東京ヴァンテアンクルーズ（船の中） 

で「東京都立大田ろう学校同窓会創立 10 周年記念祝賀会」が開催され、大田ろう学校同窓 

生参加者約 50 名位、私は招待されて参加しました。 

大田ろう学校同窓会は創立されてから 50 周年は過ぎている筈でしたが、一度解散となっ 

てしまったので、改めて再建した平成 15 年 6 月から数え、本年度で 10 周年目を迎えたそ 

うです。 

船（ヴァンテアン号）に 2 時間位乗り、記念祝賀パーティーでは、大田ろう学校同窓会 

長中村明子さんの挨拶、大先輩の挨拶、そして大田ろう学校長鈴木茂樹先生より手話でご 

祝辞を頂きました。手話が上手で素晴らしかったです。関東地区聾学校同窓会（筑波、千 

葉ほか）の会長らに、久しぶりにお会いできてうれしかったです。参加者の皆さんと交流 

を深め、東京タワーや東京ゲートブリッジ、羽田空港などの景色を眺めて、とても楽しい 

1 日を過ごす事ができました。 

（内田 博幸） 
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■ 松本ろう学校 専攻科作品展 のお知らせ 

・日 時：平成 26 年 2 月 15 日（土）～16 日（日） 

・場 所：松本市なんなんひろば 

【連絡先】松本ろう学校 FAX0263-85-1411 

◆ 東海分会だより：新年会のお知らせ 

・日 時：平成 26 年 1 月 25（土） 

・場 所：京都府京都市東山区祇園町「らんぶる」 

※詳しい内容は、チラシを配布しますので、ご参加ください。 

【連絡先】会長：新海和子 FAX052-652-3737 

◆ 東京分会だより：新年会のお知らせ 

・日 時：平成 26 年 1 月 28 日（火）～29 日（水） 

・場 所：静岡県・熱海後樂園ホテル 

※詳しい内容は、チラシを配布しますので、ご参加ください。 

【連絡先】会長：福与征夫 FAX03-3916-8432 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

平成 25 年度：松本ろう学校卒業生消息 

●亡くなられた次の方々のご冥福をお祈り申し上げます。 

・5 月 降籏 久様（23 期)  ・6 月 松沢守彦様(24 期) 

・7 月 畑中洋子様（24 期)  ・11 月 中村千里様(23 期) 

・11 月 井原(旧姓：伊原)美江様（38 期） 

※お願い：その他 卒業された方の消息をご存知の方は、役員、

または事務局にご一報頂けますようお願い申し上げます。 
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松本ろう学校同窓会 第 69 回定期総会 のご案内 

・日 時：平成 26 年 3 月 29 日（土）予定 

・場 所：未定 ※2014 年 2 月に通知を配布しますので、そちらをご覧ください。 

・定期総会終了後、午後 1 時より記念講演会を行いますので、下記の通りです。 

◆記念講演会のお知らせ 

  

※記念講演会チラシは、2014年 2月に配布しますので、多数

ご参加くださいますようご協力お願い申し上げます。 

○○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●● 

▲第 62 回全国ろうあ者大会 in 長野のご案内 

 

 平成 26年 6月 12日（木）～15日（日）、長野市ビッグハ 

ットと若里市民ホールにて「第 62 回全国ろうあ者大会」が 

開催されます。 

 ☆松本ろう学校創設者・初代校長小岩井是非雄先生の胸像 

（レプリカ）を、若里市民ホールにて展示する予定です。 

※詳しい内容が決まったら、次号に載せます。是非、ご参 

加くださいますようご協力お願い申し上げます。 

◆演題：「障害にまけるな・・・！」

「明日への希望」 

◆講師：ろう陶芸家 福嶋
ふくしま

伸彦
のぶひこ

氏 

◆講師プロフィール 

昭和 32 年福井県鯖江市に生まれ

る。福井県立ろう学校高等部卒業。 

越前焼（ほたる窯）福井県丹生郡越

前町に住む。 


