
クラス   氏 名 旧姓

来賓 校長先生  小松茂美

来賓 同窓会長  三澤禧美子

恩師 勝野 壽雄

恩師 望月 紀子

恩師 中村 邦義

恩師 小笠原 陽一郎

恩師 伊藤 誠一

思い出はボロボロあり過ぎ。教師としても人間としても不出来でした。赤面の
至りです。それを見抜いて皆さんが支えて下さった。感謝しています。しかし
自分の非は棚にあげて結構面白かった。合唱コンクール、青年の家、男子
グループと寿司の思い出、etc． 一つ一つに情熱をぶつけてきたつもりで
す。    ／     後期高齢、一人暮らしの老人っていうのも悪くないです。今だに
好きな仕事を続けています。第二の人生は楽しまなくては(仕事をやめて)と
人は言いますが、私は楽しんでいます。最近は私の信仰の道も胸を張って
歩けるようになりました。一日一万歩程度ですが。加齢と糖尿病とは仲よくつ
きあっています。

趣味（書、拓本、表装)の世界に入っています。今は理数の分野から離れまし
た。

昭和50年蟻ヶ崎高校へ、その年は3年1組副担。新入生歓迎会に卵をなげる
る件あり。剣道部顧問なれど充分な面倒をみてあげなかったのが残念。
／     平成4年 外国語(英語)による松本城を中心とした外国からの訪問客の
ガイド「アルプス善意通訳協会｣設立、今年に至る。会員75名、年間約1,800
名位の海外客を案内。

蟻ヶ崎高校へ初めて赴任した当時の思い出です。新宿午後11時のすぎの夜
行列車(320円+準急券60円)で8時間余りで、善光寺･上高地以外は未知の
信州(松本）へ。降り立った松本の第一印象、アルプスは東と西のどっちの山
かな だった。街には松はもとより森や林を見かけなかった。中心街は電車
通りかな と思って歩いてみたが淋しい街並だった。下宿は下横田町。今と
違って閑静な町だった。学校への道に聳え立つお城は覆いを付けたまま。
松本在任中一度もその姿を眺めることがなかった。    ／     午前はウェルネ
スうつくしの水泳教室通い。午後は家で気ままな過ごし方。音楽を聴く、本を
読む、TVを見る。本、新聞、TV、ラジオが師であり友でありです。他に月一
回の俳句会出席。旅行、海外は81歳で打止め(やっと22回でした)、国内も県
外は断念(それでも80年も生きていると足を踏み入れていない県はなしで
す)。

高校時代の思い出／近況報告

すぐに失礼する形になるかもしれませんが、日程的に出席可能ですので参
加させていただきます。

蟻ヶ崎高校を卒業された皆様が、地域や社会の核となってご活躍されておら
れるご様子を、大変誇らしく思っております。ますますのご発展とご健勝を
祈っております。

思い出は数限りなくあるが、すぐ念頭に浮かぶのは諸君が3学年に進級する
に当たって生徒会の役員選出に困難したことだ。生徒会正副会長になかな
か立候補が出ないのだ。小生は生徒会顧問で該当学年の担任としてやむな
く担任クラスでアジ演説をぶった。「諸君は生徒会をどう考えているのだ。生
徒会は学校運営で職員会と車の両輪を成すものなのだ。生徒会の脆弱な学
校は活力に欠ける。なんとかしろ。｣と。するとその日何と正副ルーム長が
揃って正副会長に立候補したのだ。実に嬉しかった。感動した。クラスでは
すぐ次の正副ルーム長を選出し応援態勢に入った。対立候補無し。結果は
明らか。そして誕生したのが寺島健一会長、佐原(現 渡辺)ひろみ副会長で
ある。     ／     まだ多忙です。この三月まで信州大学旭キャンパスで心理
臨床の仕事をしていました。75歳まで勤めたことになります。いま“こころ”を
痛める人々が多くそれに対応することが求められます。野に下ってもその役
割が出来ればと念じています。NPO長野県カウンセラー協会の一員です（現
在 理事)。長い間のさまざまな因縁からまだ十指に余る組織のそれぞれ会
長、副会長、理事、顧問、監事、講師、役員などを仰せつかっています。勿
論遊んでもいます。週一回のテニス、コーラスを楽しみ、水墨画や書の教室
講師もやらされています。野菜作りもしています。ｅｔｃ． というわけで多忙を
極めています。教え子さんたち〔最高は六十代〕の同級会も楽しみです。



恩師 三枝 末男

1 生田 明義

1 國原 理恵子 百瀬

1 藤森 佳子 相澤

1 岡村 とし恵 荒井

1 成澤　しのぶ 北澤

1 下里 純子 関

1 小林 清美

1 石井 広之

1 宮島 美保 塩原

1 矢口 俊夫

毎日通ったお茶室でガールズトークに花を咲かせていた頃、楽しかった～。
／     2人の子どもの手もはなれ、仕事と趣味に忙しい毎日です。

私も蟻ヶ崎高校へ赴任と同時に、1年8組の担任ということで、皆さんと同じ1
年生でした。男女共学制が始まったばかりの、旧女子高校は初めてでした
が、いいクラスの人達に囲まれ、○大助かりでした。クラス替えが有ったの
に、今だに毎年8組の会が開かれ、お会いできるのが楽しみです。     ／
今年から、後期高齢者の仲間入りです。のんびりと過ごしたいと思っていま
すのに、老人クラブの会長等 いろいろの役に追われ、気が休まりません。畑
仕事や庭木の手入れ、旅行、ドライブのときが本当の自分の時間です。私の
機械は、まだなんとか動いてくれています。

冬はスキー、夏はギタークラブで勉学そっちのけで、夢中になっていた記憶
が鮮明に残っています。     ／     動物病院院長として忙しい毎日を送って
います。当院は皮膚病治療に力を入れていますので、飼育しているワンちゃ
んネコちゃん、皮膚のトラブルは是非当院へ。

早や30年の月日が経ち、最近は老眼鏡の必要性をひしひしと感じるように
なってきました。気付くと眼鏡をずらして新聞を読む自分が･･･。でも気持ちだ
けは中3の娘に負けず、いつまでも若々しくいたいものです。

生物クラブで松本市内のコケをあちこち探し回った事が思い出されます。
／     先日、一人娘が結婚してホッとしています。これからは、自分の時間が
少し増えればいろいろやりたい事ができると思い、楽しみです。

良き先生方、良き友人達に恵まれ、今でも最も楽しかった時期として心に
残っています。     ／     次女が中学受験の為、送り迎えに勤しんでおりま
す。

思い出すのは、バスケットぼーるを追いかけていた事。毎朝、毎夕ただひた
すら体育館に通っていました。忍耐力だけは養われた気がします。     ／
お陰様で元気でやっています。自営の主人の経理の仕事をしながら保健師
の仕事もちょっとやっています。

相変わらず暑いバンコク。最近、１４歳の娘のテニスの国際試合にニュー
ジーランド、ベトナムとまわり、なんとか国際ランキングがつくようになりまし
た。私に関しては、あと数ヶ月で催眠療法士の免許皆伝となります。ここしば
らく、イギリスの催眠療法協会による心理療法の延長としての講義を受けて
います。　アメリカの大学では心理学を勉強していたのですが、ここ数年の間
の進歩はめざましく、私の先生は、心理療法では３０～４０％の回復率だった
のが、催眠療法を併用することによって、９０％となる、と自信たっぷりに説
明して いたのが、私の興味に火をつけることになりました。この講義に参加
したことによって、「人間の可能性」という広大な海が、目の前に一面に広
がっています。みなさん、バンコクにいらっしゃるときには、ご一報を。

勉強した（できた)記憶ありません。文化祭をぬけ出して、中劇シネサロンで
上映していた“愛のコリーダ”を友人2人で見に行った。酒・タバコはしなかっ
たので、いけないことはこれだけです。     ／     2000年(40歳)に18年勤めた
会社を辞め、東京から地元に戻って来ました。長野は田中知事誕生で熱く
なっていました。3年前、その田中知事が「知事選敗北｣で長野を去り、私もな
ぜか転勤で宇都宮をはじめ、八王子、横浜へと。現在は静岡におります。い
ろいろな所に住みましたが、松本・安曇野はやはり住みやすく、いいところだ
と思います。いつになるかわかりませんが、また地元で生活できれば、と
思っています。

選挙管理委員長で、次期生徒会長選出の折、校則の変更がチェックできず
選挙がやり直しになってしまいました。フッと思い出しました。皆さん覚えてい
ますか。     ／     社会の中核として気力・体力 一番充実していてよさそうな
今なのに･･･  日々おとろえていく自分と奮闘している毎日です。

昼休みに毎日トランプをしていました。飽きもせずに･･･ 。今の高校生のルー
ルはとても複雑でついていけません。     ／     現在、長野市の篠ﾉ井高校で
教員をしております。毎日忙しく働いています。出席できず申し分け有りませ
ん。



2 渡辺 ひろみ 佐原

2 宇山 ひろ子 太田

2 前島 洋子 保崎

2 荒井 明美 町田

2 水島 恵

2 倉科 匡

2 大池 浩一郎

2 加藤 雅子 赤羽

2 上條 育美

2 加々見 奈津子 高橋

2 寺島 健一

3 武田 正明 布山

入学当初１ヶ月位は「ここは私のいる場所じゃない、やめてやる～！」なんて
世の中に反発していた頃もありました。その後はご存じの方も多いとは思い
ますが、どっぷりと浸かり込み今に至ります。１～２年は放送室、２年後期か
らは生徒会室と居場所を変えましたが、教室だったことはあまり無いかなぁ。
神出鬼没の高校時代の私（アハッ！）。　　／　　この世に生を受けてからもう
半世紀にもなるんですね。いつまでも若いつもりでいても無理がきかなくなっ
てますが…仕事に子供の事にとますます忙しく過ごしています。４０の手習
いとでもいいましょうか、南米の音楽にハマって色々な楽器に挑戦しようとし
て１０年近く経ちます（ここがミソ！挑戦だけでモノにならない）。サークルの
会員募集のために開いたブログ(http://miquena.blog47.fc2.com/)もちっとも
更新できないのですが、良かったらお立ち寄り下さい。

息子が大学生活を松本で過ごす事になり、アパート探しのために久し振りに
蟻高前を通りましたが、変わり様にビックリしました。6月には県の森フェス
ティバル(一年生の祭典!?)とやらにも出掛け、松本市内をゆっくり散策してみ
ました。4年間、また松本とご縁ができてうれしいです。

お世話役 ご苦労様です。ギリギリまで出席を迷っており返信が遅くなり申し
訳ありません。沢山の皆さんに会えるのを楽しみにしています。2人の息子も
大学生となり家をはなれ、主人と2人塩尻で暮らしています。

生徒会副会長として、一年間を過ごしたあの居心地の良い生徒会室が忘れ
られません。男女間なく本当に仲がよかったなぁ～。     ／     相変わらず
エッセーや小説を書いています。掲載誌が休刊になったりして、いろいろあり
ましたが、今は連載を2本もって、楽しくやっております。

三年の文化祭が印象深く、心理研でハッピを作り、スケート部で寸劇をしまし
た。楽しかった思い出です。     ／     次男の大学受験も大詰。もうすこしで
子育て終了です。今から、何をやってやろうかと楽しみです。

不思議？なことに、授業中の風景が思いだせません(不思議じゃないか！)。
グランドやら裏門やらの記憶ばかりなり。他にはテニスやスキーのクラブ活
動ばかり。あの3年間、私は何をしていたのでしょうか？     ／     大学卒業
後、信州大学に就職して26年近くしがみついています。就職当時は公務員
だったのに、大学自体が法人化して、いつのまにやら非公務員。それでも何
とかやってます。何の因果か！今回の同窓会の実行委員を務めさせていた
だいております。

大和電機工業㈱に勤務しまして25年になります。電子部品の表面処理業と
部品製造業です。昨年からの経済危機に当社も大きなダメージを受けてい
ます。今年は私にとっても節目です。

笑顔で振り返られる 支えにもなっている想い出、悔いが残る 至らなかった
想い出、ほろ苦さや小恥ずかしさを伴う 甘酸っぱい想い出･･･  幾つもの想
いが重なり合っていた3年間でした。 良き友  良き恩師  良き環境に恵まれ
たことを感謝しています。     ／     上の娘は私と同業種に就職し、下の娘は
私の落ちた大学に進学し･･･ 何か因縁めいたものを感じています。 自分自
身はと云うと、異動でこの春から上高地勤務となったのを機に、彼の地なら
ではと  山登りを再開しました。テントやシュラフを10数年ぶりに引っ張り出し
て虫干しし、ザックやウェアは新調し(機能が以前とは雲泥の差でビックリ)、
加齢による足許のおぼつか無さに苦笑しつつ 絶景の山岳体験を楽しんでい
ます。

ぎんが祭で、映研の仲間たちとスターウォーズのR2D2を作成したことを 近
年スターウォーズの新作が公開された際、思い出しました。

返信遅れてすみません。相変わらず元気です。

上の双子(♂♀)は今年やっと社会人になりました。次男は今春から金沢で大
学生です。あの頃の私達より子供の方が成長してしまうと感慨深いこの頃で
す。

元気でやっています。



3 小口 尚子 加藤

3 伊東 克英

3 福田 千鶴 梶原

3 佐々木 純子

3 霜田 良雄

3 浅野 万世 早川

3 青木 寿江 三村

3 青木 豊子 山崎

3 小島 健司

3 鈴木 和恵 百瀬

3 百瀬 孝子

3 森澤 ひろみ 三浦

4 広沢 達也

4 西浪 多与子 米久保

やはり銀河祭でしょうか･･･。ギター部でフォークギターをかかえて歌い、最
終日のファイアーストームでは皆で踊り、水(泥？)をかけ合い･･･燃え尽きま
した。     ／     今年は入退院を繰り返し、病院と仲良くした一年でした。そろ
そろ自分の体も心配しなくてはならない年齢になってきたのでしょうか。実は
今回も手術を済ませ、10/17に退院予定です。

ふらふらしていた高校時代、卒業からもう30年も過ぎてしまったとは･･･。我
が子どもも高一と中二、自分を棚に上げてないと面子をたもてない毎日。そ
して何の因果かPTAの長になって親の苦労を思い知ったこのごろでした。
ま、いいこともあるよ。

文化祭は「青春の想い出｣という感じで楽しかった。フォークダンスの練習も
良い想い出です。

クラブは山岳部。     ／     2004～2006年の3年間 大分勤務でしたが、現在
は横浜に戻っています。仕事で諏訪･茅野方面には何度か行きましたが、松
本には20年以上も行っていません。

文化祭で、ステージでユーミンやなごり雪を繰り返し歌っているのを聞いてい
ました。     ／     上京して30年、望郷の念が強くなってきています。来年あ
たり松本に戻ろうかと考えています。ピアノを又始めて、10代後半の頃の
フォークソング等の弾き語りをしたりしています。

あまり勉強もせず、バスケットのために過ごした3年でした。1年の担任だった
オ○○の平野先生どうしているかな?     ／     元気にメタボ対策していま
す。松本議会議員として、次世代の子ども達のために努めております。皆さ
んの声をお聞かせ下さい。

最近 転勤で九州の大分にきました。山登りが好きなので これからは九重の
山を思いきり楽しみたいと思っています。

まだ子供が小学生なので 日々忙しくしております。

毎日、幼稚園の課外教室でかわいい園児たちと、夕方は学習教室で元気な
小学生たちと、楽しくお勉強の先生をしています。仕事が元気のミナモトか
な･･･！  親元を離れた息子二人も大学院生。学費、仕送りもあと少し。頑張
りま～す(笑)

文学クラブと委員会活動(図書・主に2～3年生の時)に燃えて(？）ました！。
思えば10代では一番この時が熱かった･･･です。     ／     高校時代には少
ししか分からなかった自分の夢に向かって、母(育児)と仕事（この5年半は小
学校にいます)をしながら 勉強中です。

入学したての頃、ものすご～くギター部に入りたかったのに、部員が60名と
聞いて入るのをやめました。20代、30代の頃はロクに勉強しなかったことを
後悔していましたが、今はギター部に入らなかったことが後悔です。60歳過
ぎたらやるかも!?。     ／     ブログ「じゅんむし日記｣週1～2回を目標に更新
しています。“じゅんむし”で検索を！  ホームページは「じゅんむしウェブサイ
ト 筆と言葉と｣

勉強が苦手で、定期テストにずっと苦しんでいた記憶があります。卒業まで
弱いながらも卓球部を続けたことが、今の自分につながる財産かな。そして
望月先生にご指導いただき今の自分があると思います。アルバムを見て驚く
のは、こんなにも女性の多いクラスにいたことで、恋愛のかけらもなかった自
分が、情けない。でも初恋もしたんですけどね。     ／     東京での生活も25
年をすぎてしまいました。某外資系生保でアヒルのお世話係りです(冗)。仕
事も多忙、子育てもいまだ多忙ですが、テニスも20年以上続けて、試合にも
よく出ています。松本には兄姉が沢山いますが、帰ることは少なくなりまし
た。娘が高校の話をするので当時の自分を振り返ることも時にあります。東
京で同窓会をしたい希望があれば、幹事をお引き受けいたしますです。

子育ても一段落して 自分の仕事、趣味を楽しんでいます。

道徳(?)の授業で結婚後の女性の仕事について話し合ったのが忘れられま
せん。     ／     子どもは大学受験真っ最中です。週末の海岸のランニング
がたのしみです。



4 木下 久美子

4 白柳 ゆか里 輿

4 高野 知典

4 武井 育美

4 河野 ゆり 中村

4 堀江  章

4 土橋 富美 池本

4 大竹 博昭

4 毛利 裕子 小山

4 犬井 久美子 丹羽

4 平林 良和

5 仙波 初代 田中

5 中川 典明

5 中川 絵理 猪又

5 山本 ゆうみ 大友

郷里を離れ30年。ここ10年ほど人工衛星のように地方転勤を繰り返し(高松･
仙台･大阪・松山 etc．) 今は岐阜市にいます。行政職員として勤務しており
ますが、政権交代となりこれからどうなることか、という感じで仕事していま
す。

Folk Song クラブ、落語研究部。     ／     フツーに生活しています。フツーが
いちばん･･･  ですね。

所用で出席できませんが、皆様によろしくお伝え下さい。

辛かった部活(軟式テニス)の練習、今は良い思い出です。でも真夏に水分
補給なしで、良く熱中症にならなかったな･･･。     ／     メタボ予防のため
に、週2～3回スポーツクラブでトレーニングしてます。

蟻ヶ崎は自由な学校だったんだなぁ と思います。あのころは わかっていま
せんでしたが。     ／     息子が高2になり、部活や宿題が大変。母親も弁当
作りが大変ですが、息子の姿を見ていると、自分の高校時代を思い出しま
す。すっかり忘れたと思っていたのに不思議ですね。

ハンドボールクラブ・合宿・心理研・睡眠班・銀河祭。     ／     メタボ注意

授業をさぼって映画を見にいったこと。     ／     体調をくずし自宅療養中で
す。皆様によろしくお伝え下さい。

生涯の友人たちとの出会いと、一緒に過ごした3年間のすべてが、今でも私
の大切な宝物です。     ／     結婚27年目を迎え、下の子も社会人になりま
した。数年前、主人のバイク仲間のイベントで、主催者が松本出身と聞き話
をしてみると、ナント彼は弟の高校の同級生で、しかも一緒にバンドを組んで
いた友人でした！ びっくりして鳥肌がたちました！！！  松山にも弟が増え
た気分。今も仲よくツーリングにも行っています。

都合で欠席させていただきます。次の機会を楽しみにしています。

バレー部で矢島先生に怒られたことばかりが思い出されます。でもたのしい
思い出も－ テスト前、練習休みの時はうれしかったなぁ。そんな時、授業を
さぼって映画みにいったり（朋ちゃん)、屋上でお弁当たべたり（澄ちゃん)した
ね。みんなみんな、ありがとうね。そしてバレー部のみんな ありがとう。
／     大学4年の娘は就活中。中3の娘は受験勉強をがんばっています。主
人は松本駅前で「ポンヌフ｣という小さなレストランを営んでいます。とてもと
ても美味しいので、皆さんぜひいらして下さいね。私は実家の「新ばし飴｣を
手伝っています。

連日の「エオンタ｣通い！。     ／     昨年の10月から名古屋に単身赴任中で
す。久々のsingle lifeを満喫しています！。

用事があって当日は出席できません。みな様によろしくお伝え下さい。

文学部の皆と大好きな本の話を あーだこーだ話すの、楽しかったなあ。学
校帰りに松本の街や、お城を歩くのも大好きでした。     ／     二人の子供
も、もう大学生。今年主人につられてロードバイク(自転車）始めました。先
日、琵琶湖一周ついに完走！  そして全身筋肉痛！！  安曇野を走りに帰り
たいです。 皆様もどうかお元気で。

アメリカ駐在の為同窓会には出席できませんが、皆さんお元気ですか？アメ
リカに赴任して早５ヶ月が過ぎます。日本とアメリカの文化の違いで戸惑うこ
ともありますが、元気に過ごしております。サンフランシスコにお立ち寄りの
際は、是非連絡を下さい。

毎日よく笑い、よく遊び、よく食べていました。（現在の土台作りをしてました)
スキー講習ではずっとボーゲンだけ(苦)  でもおかげで現在もスキーを楽し
んでいます♪。     ／     気持ちは30代と思っていても身体は正直で･･･ 少し
でも重力に逆らおうと仕事終わりに週2日位スポーツジムに通っています。し
かし、消費カロリー＜摂取カロリー ⇒脂肪の蓄積増加 という簡単な理解が
できない毎日です。数学苦手だったんです。



5 春日 匠吾

5 小泉 徳子 平田

5 内野 恵子 松嶋

5 眞田 純美 丸山

5 赤羽 くみ子

5 五十嵐   誠

5 大貫 さち子 宮田

6 伊藤 喜久子

6 成田 直美 加藤

6 赤羽 伸夫

6 大谷 嘉彦

6 川上 有基子 町田

6 中村 佳代子 樋口

6 佐藤 真理子 樋口

縛られる事もなく、とても自由に3年間をすごせた気がします。高校時代は自
分にとって、一番楽しい月日でした。     ／     子供が小さいので(小5)、子育
ての毎日です。多分クラスのお母さんの中で、長老でしょうネ。10才サバよん
で(子供にも)、若作りしてがんばっています。

いつも連絡いただいてありがとうございます。31才でバツイチとなり、今は高
校生と大学生の男の子の学費稼ぎに懸命です。安曇野赤十字病院でおば
さん看護師として働いています。みなさんによろしくお伝え下さい。

宿題を忘れて校庭に立たされた事が有りました。勉強、スポーツとがんばっ
ていたかな？？？。     ／     この年になっても まだシニアリーグでサッカー
をしています。

部活には入っていませんでした。文化祭で合唱部のピアノ伴奏のお手伝い
を少ししていましたが･･･。     ／     大学院で教育社会学を学んでいます。

高3の時、水疱瘡にかかり1週間ほど休んで、公欠の判をもらいに望月先生
を訪ねた際 「水疱瘡って あなたオクテだったのね！｣と言われた一言です。

ぎんが祭でスライド上映をしました。ストーリー作りから始まって、絵をかき、
写真にとって、声を録音、BGMを選び･･･  と何から何まで手作りでした。すご
いエネルギーだったなぁと思います。     ／     小学校での絵本の読みがた
り、また視覚障害者のある方へテレフォンサービス、音訳ボランティア等をし
ています。

バイク通学、タバコ、お酒など やってはいけない、という事をやってみること
が楽しかった。今はやってません。     ／     高校生の娘の父親です。休日
にも誰も遊んでくれないおとーさんになりました。

ギタークラブ、放送委員会をしていました。     ／     現在 松本で単身赴任を
しています。自宅は長野で、当日はどうしても帰らなければならず出席できま
せん。

泳いでばかりの毎日でした。今も泳いでいます。     ／     大学の同窓会と
重なり、大学のほうは幹事の為今回も参加できません。卒業して30年余り、
いろいろな事がありましたが、家庭を持ち、子育てに追われながら、毎日を
過ごしています。

2年前に勤め先を変えて新宿まで通っています。娘が一人暮らしを始めるの
で今は忙しいです。

踊り経験のない自分が40歳にして踊り始めた。すっかりダンサー(素人)  お
もに よさこい祭り(各地)で踊るが、ジャズ、タップ、おわら、阿波等も踊る。今
思えば銀河祭で踊っていたのが始まりだったのかな。広告会社勤務30年、
課長。長男･次男は大学生(一応 東大!?) 三男高校生。横浜在住。

バンド活動が楽しくて毎日楽器屋さんへ行っていました。当時は薄着だった
ので「冬は寒い｣という記憶が強くのこっている(笑)。     ／     千葉にて、歯
科医院を21年、並行して投資会社を15年やってまいりました。50の声を聞き
思うことあり、2011年にリタイヤをしてゴルフのインストラクター目指し留学予
定です。

3年時、1年間だけのクラスのため、クラスメイトの顔と名前が一致する頃 卒
業となりました。でも蟻ヶ崎を卒業できて本当にうれしく思っています。     ／
子供達3人も成人しましたが、まだまだ学生のため教育費に追われる日々で
す。みなさんいお会い出来ず残念です。

やっぱり どろだらけになった文化祭  1年の時の後夜祭は雨で体育館だった
だけに、2年の時の後夜祭は鮮明に思えています。     ／     娘が蟻高に入
学してPTAとして来校。昔のおもかげを感じつつ様変わりした校内に時間の
経たことを思い知らされています。



6 中村 真知子 真関

6 矢口 佳克

6 峯村 正美 矢花

6 山本 頼子 赤羽

6 吉松 龍太

7 永田 順子 酒井

7 細貝 八重美 藤沢

7 百瀬 博文

7 小林 成樹

7 福島 俊行

7 平林 優子

7 野本　岳洋

8 藤松 隆志

蟻高同窓会のHPに私のブログがリンクされていて、とても驚きました。どうせ
なら掲示板とかで、やりとりできたらおもしろそうですね。何はともあり 当日
楽しみにしております。

バドミントンクラブに所属。     ／     キッチン・バスの取付の仕事してます。
今なお独身です。

地学クラブで、日々太陽のシミを数えていたのが何よりの思い出。どこまで
引き継がれていることでしょうか。     ／     大学職員をしていると、何年かに
1人は蟻高出身者が入ってきますが、最近はそのスパンが長くなってきたの
が気がかりです。

教室にいる時間よりも、部室にいる時間のほうが長かったかも。今は当時の
部室も駐車場となっていましたが、部室の間取り図は今でもしっかり書ける
自信があります。　　／　　この連休に木曽の開田高原へ行って来ました。恥
ずかしながら、この歳まで御嶽山を直に観た事がなかったので、その雄大さ
に圧倒されました。新そばはお決まりながら、帰りに寄った「二本木の湯」は
炭酸ブクブクでお勧めです！

今考えれば「何となく｣過ぎてしまった高校時代かな と少し残念に思います。
／     卒業後 地元役場に就職し、今は安曇野市役所の福祉部門で仕事をし
ています。子供も就職し、一安心というところです。

たいして泳げないのに入部した水泳部はとても楽しくて本当にいい思い出で
す。先輩も後輩も強くて、県大会などにつれていってもらえたのがうれしかっ
たです。     ／     松本に帰ろうと思いつつ、もうずっと東京で仕事をしていま
す。それでも東京は仕事をするところ･･･ という気持ちが抜けず、いつでも帰
れるような気もちでおります。看護大学で白衣の天使(?）の卵たちを育ててお
ります。出席できませんが ご盛会をお祈りします。

1年の時は、男女を問わず、皆で遊びに出かけたことを思い出します(放課後
の城山ボウリング場とか、青木湖キャンプ etc．)。楽しい高校時代でした。
／     家族は、夫と娘2人と犬一匹です。夫は仕事人間、2人の娘達は自立
し、自分達の生活をenjoyしています。私は福祉の仕事をしながら、休みの日
は 所属クラブでバドミントンをして、体力維持を心がけています。

入学して硬式テニス部に入部するも体力がついていかず 夏休み前にラケッ
ト買って辞めました。その後PFCに入るも1通も手紙書かず。3年の時に有志
でバンド組んで銀河祭にて「smoke on the water」ドラムやりました。またアニ
メの声優にも挑戦。生徒会は書記として、でも何やったんだっけ?!  他にもた
くさんの思い出有ったと思うけど、この歳になると･･･      ／     転勤族で 4月
までは新潟、5月からは東京です。昨年末に家を新しくしたのですが、家で寝
たのは何回？！

名古屋に嫁ぎ、諏訪を経て松本に落ち着き はや15年･･･。三番めの子に先
日身長を追いこされ子育ても次のステージです。50歳からの林住期に備え、
今いろいろ目論んでいるところです！！

毎日のように通った喫茶店“あきやま”。自転車通学とアルミの弁当箱 その
他たくさん楽しかったことばかりが思い出されます。     ／     松本と同じ城
下町の埼玉県川越で医療品の開発をしております。少しくたびれ気味です
が、元気にやっております。

授業をぬけ出して喫茶店に行ったり、今の高校生より不真面目だったと思い
ます。1年の担任だった平野先生･･･ 今は どうされているんでしょうか？
／     蟻高を卒業して30年･･･ 丁度今春 長女が蟻高を卒業して、私と同じ保
健師を希望し、大学に入学しました。子どもが同じ職業を選択したことは、心
配な反面 嬉しくも思います。今回は残念ながら出席できませんが、いつの日
か皆さんにお会いできる機会があれば･･･  と思っています。

基本 まじめな高校生でした。     ／     ほぼ夫婦ふたり暮らしになりました。
新政権には期待してますが、“子育て”終わっちゃいました。

出席できず残念です。



8 梨子田 まゆみ

8 大月 徳良

8 大塚 佳織 徳竹

8 黒澤 みどり 仲田

8 長崎 隆

8 矢口 由美子 那須

8 平林  修

8 阿部 敬美 三村

8 窪寺 信子 宮澤

8 町田 まき美 窪田

8 佐藤 知子 内山

8 福島 浩子 青柳

私は高校生活36ヶ月のうち、31ヶ月をバスケットに費やし、毎日体育館に通
いつめた経験が、私の人間形成の基礎となりました。もっと勉強しとけばよ
かったと悔むこともあり、戻れるものなら戻ってみたい･･･ あの頃に。     ／
早いもので、結婚して25年、夫1人と子ども2人。上は女のこで今春大学を卒
業し運良く就職、下の子は男の子で無事成人しました。大病することなく すく
すく育ってくれました。高校で選んだ路が今では本職となり 日々悩みながら
も周囲の人に恵まれたのしく仕事をしています。   夫とは もちろんラブラブで
すょ。

高校卒業後、東京の短大～ ソニーミュージックに就職し、現在は NY（アメリ
カ)に在住しております。現在はフォトグラファーとして、ミュージシャンを主に
撮っております(CDジャケット、雑誌用、プロモーション写真など、、)。 高校時
代、私は硬式テニス部に所属し、テニス一筋だったのですが、あの頃を思い
出し、懐かしくなりました。 皆様にお会いしたいのですが、日本に帰る機会も
なかなか無く、残念ですが今回も欠席とさせていただきます。 皆様の健康と
ご活躍をNYより祈っております。

ぎんが祭やクラスマッチで完全燃焼できた事が良い想い出です。     ／
帰省するにも信州から遠くて大変ですが、程よく都会で、海も山も有り、自然
に恵まれたところで、元気に頑張っています。

1.2年は演劇部、3年の文化祭では有志でスライドアニメを作っていました。
／     マンガの技を生かして、塩尻の子育て支援活動に参加しています。勤
め先の大学で1年のときの恩師 望月先生とバッタリお会いしてなつかしかっ
たです。

ここ一年、体調が悪く仕事を休んでいます。前回ジャンケンで次回幹事のは
ずでした。皆様ごめんなさい。

東京暮らしも30年近くになってしまい、なかなか帰省もできませんが、皆様に
お会いできるのを楽しみにしています。

ひたすら部活に励み、勉強した記憶がありません。     ／     体力、知力･･･
いろんなところが劣えてきてますが なんとかくらしています。

半世紀近く生きてると、身体がガタガタ？

茶道部で3年間友と充実した日々を、勉強は･･･  。     ／     主人の転勤か
ら埼玉に戻り、歯科衛生工として老人ホームの方の口腔ケアに従事して充
実した日々です！！。末っ子はまだ小5です･･･。

文化祭で教室に池を作ったのですが、水が漏れて床が膨れ上がってしまい
ました。高校時代というと、あの場面がよみがえります。     ／     未だかつ
てないような忙しい日々を送っています。親って大変･･･

"頑張る"って事から対極の高校生でした。おおらかな三枝先生の元で、三
年間ゆるゆる過ごしていました。楽しかった。現在、高校三年の娘・高校一年
の息子を通して３０年前を追体験しています。自分のことは押入の奥深くに
押し込んで、部活動や競歩大会・ＣＭは"カンバレ！！"って発破かけていま
す。何でも知りたがる私は、子供達にとってかなりうっとうしい存在でしょう
ね。笑　　／　　高校時代、スタンダールの「赤と黒」・カミュの「異邦人」等著
名な文豪作品は何一つ読破出来なかったけど、ここ数年読書にはまり近代
小説を読みふける日々です。最近では、佐藤多佳子さんの「一瞬の風にな
れ」・重松清さんの「かあちゃん」に泣きました。子供の追っかけ（部活）も一
段落して、県内の日帰り温泉も主人と楽しんでいます。

今、思うと すべてがきらきらした宝物の想い出ばかりです。友だち、先輩、後
輩、先生方･･･   すべてがなつかしく いとおしいかぎりです。    ／     子供の
学費、家のローン、老後の資金も必要なのに･･･  この不景気じゃ。でも健康
な体もあることだし、愛すべき家族のためにもうひとがんばり！！ と ひたす
らポジティブに生きることをちかった私です。



8 中村 妙美

8 大池 美津子 車

匿名希望
＜高校時代の想い出＞  仲間で時々 お酒を飲んだりたばこを吸ったりしたこ
と(明るく大らかで決して不良でなく)。銀河祭で踊りを創作し、オシャレをして
楽しんだこと。

青春の回顧録を優しい気持ちで紐解くと、色褪せることのない様々の想い出
が踊る様に即妙に甦って参ります。その場面数は多すぎて、一つ二つを挙
げる事は難儀でありますが、幾多の事を学ばせて下さった同窓生、及び共
に歩みつつ若みどり色の貴重な想い出を一緒に紡いでくれた友人達に改め
て衷心より深く御礼申し上げたい気持ちで一杯です。     ／     押し寄せる煩
雑な課題に追われる昨今ではありますが、お陰様で何とか元気に過ごして
居ります。残念ながら参加は叶いませんが、御出席の皆様方にくれぐれも宜
しくお伝え下さいます様お願い申し上げます。周年記念の大祭典が同胞意
識を再び高め、皆で築く大輪の絆をより一層堅固に固め、胸に深く刻まれる
様な忘れ得ぬ驚き親睦会と成ります様、心から御祈念致して居ります。

娘(大学4年）の最後の大学祭があるので欠席します。申し訳ありません。


