次

剛司……

三豊市は次のステージへ …三豊市長

小西 清隆
藤田 茂樹
矢野 由香……
森川美智子……
西村 真也……

横山

忠始……

観音寺第一高等学校クラブ活動報告
陸上競技部活動報告
……………陸上競技部顧問
……………
〃
……………
〃
新体操部活動報告 …新体操部顧問
山岳部活動報告 ………山岳部顧問

エッセイ
栗林公園 掬月亭 ……………………高嶋 睦徳……
相撲のことあれこれ …………………安藤
進……
古本屋三十年 ―第８回―
還暦を過ぎて
………………中尾 隆夫……
大津波と戦後復興・槌の音 …………大西 啓介……
「温故知新」とその実践 ……………加地 淑久……
おいしい お蕎麦屋さん ……………鈴木マチ子……
姉を偲ぶ ………………………………荻田 幸江……
平成二十三年度同窓会
豊浜支部総会に招かれて …………合田 英之……
随想 ……………………………………佐藤 義憲……
四師とその息子 ………………………穴吹 義教……

77 74

目

資料館報告
観一高同窓会資料館部会報告その三
百十周年記念事業資料館部会 ……脇

英之……

関西で頑張っています
阪神淡路大地震を乗り越えて 割烹「松竹」
………………植松 典子……

―1―

61

112 108 105

103 101 98 96 81

同窓会総会風景
香川県立三豊中学校校歌
香川県立三豊高等女学校校歌
香川県立観音寺第一高等学校校歌
ご挨拶 …………………………………守谷 公男……
「百十周年」に寄せるお礼と観一高同窓会活動の報告
………………三宅 昭二……
母校の現況報告 ………………………島田 政輝……

座談会
戦後の「学制改革」有志座談会 ……合田

知事・市長からのメッセージ
知事メッセージ ………香川県知事 浜田 恵造……
観音寺市は、いま！……観音寺市長 白川 晴司……

母校の思い出特集
あの日あの時 …………………………柳川 邦衛……
思い出の走馬燈 ………………………高橋 幸男……
観一高時代の思い出 …………………岩倉 煌一……
母校の思い出 …………………………山下恵利子……

16

70 68 66

118

6

12 8
20
50 47 44 40
57 54

文芸コーナー（漢詩・俳句・短歌・和歌）
大興寺古樟 他 …………………………高嶋 睦徳……
侘助 ……………………………………柴田 滝江……
流れ星 …………………………………藤田八重子……
盆梅展 …………………………………森
晴美……
菊の香 …………………………………冨士田浩子……
瀬戸小島 ………………………………久保 博幸……
朱鷺草 …………………………………前田 茂子……
東日本大震災に心よせて ……………内海 善子……
私の時間 ………………………………岩田美代子……
祈り ……………………………………河田 光子……

故郷からの便り
故郷 〝三豊〟 からのたより第二弾！
………………三豊市商工観光課……
観音寺市の宝物探し ………観音寺市商工観光課……
観音寺市の古墳文化（全国に誇れるふるさとの宝）
………観音寺市教育委員会事務局
生涯学習課文化振興係 久保田昇三……
観一高生の登校風景 …………………脇
剛司……

あの頃のあの先生に聞く 恩師からのメッセージ
観一同窓会ファミリーの絆
………………国語担当元教諭 請川
昇……

ピアノと共に五十年 …………………萩原 謡子……
おかげさまで二十年 ㈱ めりけんや …成房 正樹……

160 160 159 158 157 156 156 155 155 152

148 142

128

125 120

同窓会報告
三中 四十回生 最終同窓会 ………横山 照美……
三中・第四十三回・四十四回卒業生 平成二十三年同窓会報告
………………穴吹 義教……
沢渡り会 立山黒部アルペンルートを旅して
………………浅野 昭子……
第十回 亥の子会記 …………………三崎雄一郎……
関西観八会同窓会 ……………………大岡 暉子……
第七回 三六会同窓会 七段飾り記念撮影
………………大西 啓介……
同窓会 奈良一泊旅行 ………………元井ふみ子……
なかよし倶楽部 報告 ………………斎藤 令博……
在京三中・四十回生 春の同期会 ……大西
貢……

ＮＨＫ 家族に乾杯編
わたしの宝物 鶴瓶さんとの出会い
………ホテルサニーイン 社長 越智 泰子……
家族に乾杯 伊吹島収録 ……………三好 兼光……
「鶴瓶の家族に乾杯」突然来校
…観音寺市立伊吹小・中学校校長 山本 忠由……
「伊吹っ子」の思い出
…観音寺市立中部中学校 教頭 宇野 誓起……
〝家族に乾杯〟 私の歌人生 ………石村 元子……

母校教師からのメッセージ
平成四年・五年卒業の皆さんへ 回顧二十年 ～去来する想い～
………………教諭（日本史）藤田 彰一……

192

201 198

205

―2―

162

164

175 171 167

187 184 180 178

212 208

138 134

故郷で見つけた 蕎麦とうどん
ぷりうまうどん「ふる里」 …店主・ 三宅 啓文……
十割蕎麦 まちだ …………店主・ 町田 雅彦……

幻の校歌
幻の校歌「学園の歌」観一高草創期の憶い出
………………柳川 邦衛……

公募による 副市長候補
第二の人生への旅立ち 新しい公共は我々の出番
………………真野
毅……

特別寄稿
ＮＨＫ百歳万歳 百二歳は通過点 ……合田アヤノ……
一般財団法人 阪大微生物病研究会がなぜ観音寺にある？
― その誕生から現在のインフルエンザワクチンまで ―
………………秋山 正尊……
青島に生きる、ある男の物語
…中国 青島日本人学校 理事長 大谷 吉治……

あとがき …………………………………………………

巨鼇十四号「母校創立百十周年を迎えて」特集のお詫びと訂正 …

号）ご案内 ……

長年に渡る支部幹事長に感謝 三女の方々の予餞会
名幹事長 合田英之様の慰労・予餞会と
老いたるは、なおうるわし ……真鍋和歌子……

観一高京阪神支部幹事長を務めて
回想「支部と歩んだ二十有余年間」 …合田

英之……

誌名アンケート回収報告
伝統を継承に！ …………………同窓会誌編集部……

観一高同窓会京阪神支部総会・懇親会に参加して
京阪神支部総会・懇親会に参加して ……豊嶋 和徳……
観一と夢と私 …………………………藤村のどか……

二十二年度総会・懇親会当番報告
〝大改革された総会＆懇親会〟 を振り返って
………………高橋 憲一……

306

305

300

288

284

280 278

272

観一高同窓会東京支部『燧』
（第

……

308

同窓生の著した本「先輩文庫」の充実について（お願い）

―3―

ふるさとが誇る 手造り（あいむす焼）
………………豊浦 孝幸……
観音寺に新名物 いりこ酒《酒造りを通して思うこと》
………川鶴酒造 六代目蔵元 川人裕一郎……

ホームページ報告
支部ホームページ年間報告 …………小野 喬啓……

309

36

220

263 260

258

254

243

225

268

235

232

