
【ふるさと関連たより】 (写真提供は南海日日新聞他) 

○奄美・琉球世界自然遺産登録 16年登録困難か 

 2014年9月8日、環境省は「奄美・琉球」世界自然遺

産登録を目指す委員会を奄美市内で開催したがユネスコ

への推薦書提出などの手続きがずれ込むため、2016年夏

の登録実現は難しくなったとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇徳之島虹の会ボランティア清掃 

2015年2月14日NPO法人徳之島虹の会と三井製糖㈱

では、国立公園指定や世界遺産登録を視野に、天城岳の

林道でボランティア清掃作業を行うとともに外来植物の

除去を実施した。地域住民に広く参加を呼びかけて環境

保護意識の向上を図っている。参加者110名 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇母間騒動記念碑を建立 

2014年12月21日徳之島 

町の母間集落は、薩摩藩の 

圧政に住民が起こした1816 

年の農民一揆｢母間騒動｣の 

記念碑除幕式を開いて先人 

の気概や行動力を讃えた。 

〇亀津中学校 待望の新校舎完成 

徳之島町立亀津中学校は少子化の中､270名と島内一の

生徒を有する中学校である。2013年11月より新校舎の

改築を行っていたが、引っ越しも終え2015年2月20日

より通常授業が開始された。特別支援室も完備された。 

引続いて武道館や 

プール建設､グラウ 

ンドの嵩上げ工事が 

行われる。 

･新校舎工事総事業費 

約16億2600万円 

【会務報告】 H26年4月1日～H27年3月末迄 

平成26年4月1日以降の主な会務を報告いたします。 

H26. 4.19  ： 徳高会役員会(総会案内発送) 

H26. 5. 2  ： 徳高会役員会 

H26. 5.30   : 総会準備作業 

H26. 5.31 : 徳高会総会・懇親会 於：きゅりあん 

H26. 6.15   : 伊仙町会総会    勝幹事長出席 

H26. 7.13  ： 徳之島町会総会    遠藤会長出席 

H26. 9.28   : 天城町会総会    井口副会長出席 

H26.11.24  ： 徳州会総会      喜多前会長出席 

H27. 1.24  ： 徳高会役員会（兼新年会） 

H27. 2.14  ： 徳高会役員会 

H27. 2.27  ： 徳高同窓会入会式祝電 

H27. 3.24   : 徳高空手部全国大会出場激励会 

【会計報告】 

報告期間：平成26 年4月1日～平成27年3月31日 

上記の通り仮報告いたします。 

正式には会計監査を経て総会にてご報告いたします。 

   平成27年3月31日 

     関東徳高会会長  遠藤 美枝子 印省略 

【あとがき】 

今年も121名の新卒生全員が同窓会に入会された情報

は、同窓会の意義を再検証しつつ運営にあたる必要性を

痛感いたします。関東徳高会会報も第5号を発行できま

したことは､会員の皆様の通信費を始めとしたご支援の

賜物と深謝申し上げます。記念号としてカラー印刷でき

ないかとの意見もありましたが、10周年記念事業も控え

財務強化を重ねるということで白黒プリントにしました。

写真の新会員が社会生活を通じて同窓の絆の深みを感じ

るまで見守り支援していきたいものです。(文責：喜多) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご  挨  拶 

関東徳高会会長  遠藤 美枝子 

 

この度、平成２６年６月から関東 

徳高会の会長職を引き継ぐ事になり 

ました、昭和４１年卒業の遠藤美枝 

子です。（旧姓、中島） 

 任期の間、微力ながら皆様のお役に 

立てるように全力で取り組んでまいりますのでよろしく

お願い致します。 

 母校の新設スタートから、早１０年を迎えました。関

東徳高会も、同窓会が統合されて新たな出発をしました。 

 徳之島で育った私達には、島の深き絆で結ばれた心が

あります。よき先輩、同窓生、後輩と共に励まし合って

過ごした青春は、将来に渡り、人生の充実と成長、一人

ひとりの幸福へと繋がっていくものと確信しています。 

 若き後輩たちを支え励ますためにも、大先輩の皆様の

なお一層のお力添えを賜りますようよろしくお願い致し

ます。 

 さあ皆様!! 関東徳高会のさらなる大発展の船出の鐘

を一緒に打ち鳴らして参りましょう。皆様のご健勝を祈

念いたします。 

徳高第1回卒の就職・進学状況 

第1回卒業 松田 健一  

 

昭和26年徳高普通科第1回卒業男子 

48名の卒業後の状況を、振り返ってみます。 

「下駄をはいて胸をはって、わが道を 

ゆく」と、亀津の町を颯爽と歩いていた嘉山 

喜八郎君は熊本医大に進み名医として活躍。 

努力家だった田中良治君は数学教員として、 

永年（19年）母校に奉職。徳高からの人材 

育成に貢献した功績は大。稲泉嘉一君は、 

簿記会計の著書も多く（17冊）南大阪大学の 

教授になった。 

1987年芳原宣男君が経営する英語学院の 

「ビジネス英語で勝負」のプログラムが 

NHKのニュース番組で紹介されて有名に 

なり、同窓生の励みとなった。 

先生方は、新しい時代、生きる真髄、ヤン 

キチシキバンの精神を、身を持って教えら 

れたと、尊敬の念をもって思い出します。 

「亀津は日本一の学士村」。明治・大正・   、 

 

 

 

 

 

 

 

昭和にかけて東大生・京大生を29名も出した凄い町です。 

関東で一期生は12名。毎年集まり切磋琢磨し絆を深め

てきた。卒業後の就職状況、進学状況からみると、各人

一生懸命努力し、向上心をもって生き抜いてこられたこ

とに感動を覚えます。 

・進学への決意・就職への決意が人生を決めたと思う。 

・この道は我を生かした道なり、この道でよかった。 

・健康は自分に贈る最大の宝。         終 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入（円) 支出 (円) 

前期繰越金 717,420 総会･懇親費 377,528 

総会会費 264,000 役員会議費 59,000 

総会寄付金 141,364 事務･通信費 111,679 

来賓祝儀 79,000 郷友会等祝儀 85,104 

通信賛助金 298,060 空手部支援金 50,000 

本部支援金 50,000 雑費 6,350 

役員会余剰金 8,160 (支出小計) 689,661 

利息他雑収 219 次期繰越金 868,562 

収入合計 1,558,223 支出合計 1,558,223 
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卒業生：男子48名、女子5名 

１ ４ 
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平成26年 総会 開催される 

 平成26年度の関東徳高会総会ならびに懇親会は5月

31日(土曜日)12時から大井町駅前の品川区立総合区民

会館｢きゅりあん｣において新卒者５名を含めた会員70

余名が参加して開催された。 

同窓会本部(藏越会)からは福田利光会長が参加された。

会長に就任以来、日程を調整され毎年のご臨席である。 

郷友会関係からは古勝昭男徳州会会長、小坂田上伊仙町

会会長､記原正一郎天城町会会長､矢島和義徳之島町会幹

事長､松村久埼玉奄美会会長、稲村公望日本郵政副会長が、

恩師では飯田富枝先生(旧姓新島)が参加された。 

第1部は勝光重幹事長が司会を務め遠藤美枝子副会長

の開会の辞､続いて郷土遥拝がなされた。今年の新卒上京

情報11名中５名の新会員の参加があり、共に心を一つに

した校歌の斉唱を行い同窓会の新しい絆ができた。 

喜多正吉会長より任務期間における多大なご支援への

お礼と､多くの方々のご芳志の果実として繰越金が70余

万円に達することができましたとお礼の挨拶。繰越金を

更に増やして、新設徳之島高等学校の10周年事業に備え

たいと提案された。藏越会本部の福田利光会長から､本部

同窓会情報や母校の近況報告があり「2015年3月には全

国高校空手道選抜大会が東京会場で行われます。きっと 

九州大会を勝ち抜いてきます。また母校の10周年記念も

控えておりますのでご支援ください」と挨拶された。 

関東徳高会恒例の講演会は、藤田和子(旧姓：當)さん

から文学賞ダブル受賞の喜びを語っていただいた。 

藤田さんは｢埼玉文学賞小説部門正賞と南日本文学賞

小説部門から受賞しましたが同時の受賞に遭遇し、選考

方法はじめ地域差を感じました。南日本は公開選考する

など厳格な中、質素に鹿児島らしく質実剛健さ感じまし

た。このように受賞できたことは継続して執筆し応募を

長い間続けた賜物と思います｣と語られた。 

会長が議長を兼ねて議事進行をし、会務・会計・監査

の報告後、承認を得て役員改選議事に移行した。 

次期役員の自薦・他薦をまず募り、岡村隆文役員選考

委員長より、次期役員案の発表を経て承認を得た。 

遠藤美枝子新会長の就任挨拶の後、議事を終了した。 

第1部の式次第を井口京子副会長が閉めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2部は小坂田上､利 成彦さんの司会で進められた。 

第8代西原睦夫会長の開会・乾杯の音頭で開宴。ご来賓 

各位から挨拶を戴いた後、懇親会に移った。 

懇親会は小坂田上さんの御前風でオープン。徳之島町

会婦人部「と木雀会」の踊りや小坂京子さんのマジック。

田上さんが歌う「あゝ犬田布岬」と小野幸子さんの舞。 

楽しいトークによる新卒者５名の紹介とカラオケなど

和やかなひと時は過ぎ、「花の徳之島」など円陣を組んだ

全員参加の踊りの後、松林清雄顧問の音頭で中締めした。

閉会の言葉を宮原たつ子副幹事長が述べ散会した。 

語り足らず二次会へ・来年の再会を語りつつそれぞれ

惜別の会場を後にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

〇平成26年度通信費・総会寄付に感謝！！     

関東徳高会の継続的発展に平成26年度も多くの方から 

ご芳志を賜りました。謹んで厚くお礼申し上げます。 

平成25年度、26年度のご芳志額を報告します。 

 平成25年度 平成26年度 

通信賛助金 267,040 298,060 

総会寄付金 149,000 141,364 

合計 416,040 439,424 

金額は増加傾向です。崇高な同窓会愛に感謝です！ 

 (通信費は一口少額で構いません多くのご賛同をお願いします) 

〇栄 信宏さんを囲む会  

2,014年10月25日外務省勤務の栄さんが赴任地移動

のため一時帰国したのを機に、昨年のベトナムツアーで

お世話になったお礼を兼ねて関東徳高会の役員を主体に、

交流の場を持った。新任地のバングラディシュに向かう

タイトな日程を調整戴いて五反田「塩梅」に集った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母校・藏越会本部便り】 

〇平成27年3月卒業生の進路状況 第7期生 

 平成27年度の卒業生は121名。次の様に巣立ちました。 

 ・大学：56名（国公立：6名、私立：50名）重複有。 

 ・短大：12名 ・大学校：7名 ・専門学校：53名 

 ・公務員：3名 ・民間等：11名 

〇平成27年度卒業式および同窓会入会式開催 

 平成27年3月2日、第７回卒業式が行われた。 

普通科男子44名，女子45名，総合学科男子21名，女子

11名，計121名が無事卒業した。卒業式に先立って 

2月27日には同窓会入会式が行われ、121名の卒業生 

全員が同窓会に入会した。この折に関東徳高会の新卒生

歓迎同窓会のスナップ写真が紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

〇平成27年度(第10回)入学式 平成27年4月7日 

 子宝島の徳之島でも少子化傾向を示す入学式でした。 

募集人員160名の処 入学者は114名で近年は定員割れの

入学式が続いている。 

・普通科募集   120名 

  入学者   84名  

・総合学科募集 40名 

   入学者  30名 

＊入学者合計  114名 

〇徳高空手部 男子女子とも選抜大会出場なる    

 

全国高等学校空手道選抜 

大会は､平成27年3月25日 

～27日に東京体育館で開催。  

多くの ＯＢが応援に駆け付 

けたが男女とも初戦で敗退し 

てしまった。 

前日､24日に関東徳高会は 

激励会を50名程で開催した。 

空手部向井若樹監督の同級生 

始め、空手部ＯＢ達が渋谷駅 

近くのタンジェリン渋谷店に 

駆け付けて賑やかに試合前の 

食事会を行った。 

関東徳高会から支援金として 

￥50,000-を贈った。 

【会員便り】 同窓会など会員便り投稿お待ちしています 

〇昭和41年家政科卒業生同窓会  

平成26年8月20日亀津のオーシャンリゾートホテル

で同窓会を開き49年ぶりの再会が実現した。遠藤美枝子

(旧姓：中島)､今正枝(旧姓：豊)､浜田ヒロエ(旧姓：福原)

さん3名の帰省の折に、大和(旧姓：畑島)先生を囲んで

開催した。若き乙女達のハートは健在でした。（Ｍ.Ｅ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○北中第19回卒業同窓会東京都内で開催 

 平成 26 年10 月18 日から二泊三日で、北中第19 回

卒業の全国同窓会を関東主催で開催し、総勢約 40 名で

都内及び日光観光に紅葉狩りと楽しい3日間のバスツア

ーは吉本興業以上の笑いあり、感動ありの最高の思い出

になりました。(Ｔ.Ｍ) 

 

 

 

 

 

〇群島５高校 同窓会関西連絡会を設立 

 関西には奄美群島の各高校の同窓会が存在し活動して 

いるが出身高校の枠を超えて交流、親睦を図ろうと昨年 

より準備を進めていたが、平成27年３月15日(日)に 

第1回設立総会を大阪市内で76名の参加で開催した。 

各会の会員が後進の支援や組織の活性化に向けた活動の 

意見交換などを行い有意義な連絡会を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田藏越会会長、円内は藤田和子さん 

 

 

関東徳高会は盛大に激励会を開催 

 

 

 

 

 

 

前回上京時に寄贈の[凛勝]旗 

  連絡会設立準備委員：各校同窓会役員 
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