
 

静商同窓会関東支部(歴史) 
‘18 年 ☆平成 30 年 7 月 14 日学士会館にて「平成 30 年度総会」開催予定 

‘17 年 ✩平成 29 年 7 月 16 日学士会館にて「平成 29 年度総会」開催 

運営幹事（昭和 39 年・49 年・59 年）出席者 18１名 

✩[役員改選]会計に岩下喜美枝氏就任 

✩前年度に続き新入会員 1 名(平成 26 年)が参加 

✩蕎麦打ち実演（即売会）ジャンケン大会 

✩応援団ＯＢのパフォーマンス 

‘16 年 ☆平成 28 年 7 月 9 日学士会館にて「平成 28 年度総会」開催 

運営幹事（昭和 38 年・48 年・58 年）出席者 191 名 

☆久方振りに新入会員 2 名（平成 27 年卒）を紹介 

☆プロのトランペット演奏者の小澤保雄氏（昭和 48 年卒）と演歌歌手の川守宏

氏（昭和 52 年卒）とが「見上げてごらん夜の星を」等を共演 

☆ビンゴゲーム 

☆応援団ＯＢのパフォーマンス 

‘15 年 ☆平成 27 年 7 月 11 日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて「平成 27

年度総会」開催【関東支部創立 25 周年】 

 運営幹事（昭和 37 年・47 年・57 年）出席者 207 名 

☆［役員改選］副支部長に岡本朗子氏就任 

☆恩師：山田勇次郎先生 

☆創立 25 周年の「鏡開き」で、歴代支部長（故湯本初代支部長の佐智子令夫人

出席）、同窓会本部会長、母校副校長が参加 

☆関東支部広報部会が総力を挙げて制作した「25 周年記念ビデオ」と望月健三

郎氏手作りの「駿河凧等記念品」を参加者全員に配布 

☆応援団ＯＢ・チアＯＧのパフォーマンス（音楽部 OB＆OG は不参加） 

‘14 年 ☆平成 26 年 7 月 12 日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて「平成 26

年度総会」開催 

 運営幹事（昭和 36 年・46 年・56 年）出席者 216 名 

☆恩師：澤井一博先生（日本テレビの「行列のできる法律相談所」に出演） 

☆元広島カープのエース池谷公二氏が当番幹事の応援のため廣島から駆け付けた 

☆音楽部ＯＢ＆ＯＧ演奏会 

☆応援団 OB のパフォーマンス 

 '13年  
 

 ☆平成２５年７月１３日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて「平成２

５年度総会」開催 運営幹事（昭和３５年・４５年・５５年＜欠席＞）出席者１

８７名 ☆［役員改選］顧問に宗野治義、支部長に吉澤英夫、副支部長に原初典・



齋藤まり子、会計に山中貴司、会計監査に高山康明就任 ☆恩師：見城喜哉先生 

☆見城喜哉硬式野球部監督とＮHKチーフアナウンサー佐塚元章氏とのトーク

ショー ☆音楽部ＯＢ＆ＯＧによる演奏会 ☆関東支部ＯＢとの合同演奏会  

☆応援団ＯＢ＆チアＯＧのパフォ―マンス  

 

 '12年  
 

 ☆平成２４年７月１４日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて ｢平成

２４年度総会｣開催 運営幹事（昭和３４年・４４年・５４年）出席者１７７名 ☆

恩師：熊王進先生 ☆音楽部ＯＢ＆ＯＧ演奏会 ☆関東支部ＯＢとの合同演奏会 

☆応援団ＯＢ＆チアＯＧによるパフォーマンス  
 

 '11年  
 

 ☆平成23年7月9日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて「平成23度

総会」開催 運営幹事（昭和33年・43年・53年）出席者：164名 ☆【役員改

選】顧問に海野昭、支部長に宗野治義、副支部長に吉澤英夫就任 ☆恩師：永田

峰雄先生 ☆大ジャンケン大会 ☆音楽部ＯＢ＆ＯＧ演奏会 ☆応援団ＯＢ・チア

ＯＧのパフォーマンス  
 

 '10年  
 

 ☆平成22年7月10日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて 「平成22

年度総会」開催【関東支部創立20周年】 運営幹事（昭和32年・42年・52年）

出席者：165名 ☆創立20周年記念講演：小和田哲男氏「徳川家康の生き方に

学ぶ」 ☆音楽部ＯＢ＆ＯＧ演奏会 ☆応援団ＯＢ・チアＯＧのパフォーマンス  
 

 '０9年  
 

 ☆平成21年7月11日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて 「平成21

年度総会」開催 運営幹事（昭和31年・41年・51年）出席者：158名 ☆恩師：

川口隆司先生 ☆演歌歌手川守宏氏スペシャルライブ ☆阿波踊り（小金井市本

拠の【舞龍連・おどりっこ連】ショー ☆音楽部ＯＢ＆ＯＧ演奏会 ☆応援団Ｏ

Ｂ・チアＯＧのパフォーマンス  
 

 '０8年  
 

 ☆平成20年7月12日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて 「平成20

年度総会」開催 運営幹事（昭和30年・40年・50年）出席者：166名 ☆恩師：

阿内洋樹先生  
 

'０7年  

 

☆平成19年7月14日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて 「平成19年

度総会」開催 運営幹事（昭和29年・39年・49年・平成6年）出席者：162名 ☆

【役員改選】幹事長に小林幸義、会計監査に鈴木一晴就任 ☆恩師：稲葉茂男先生 

☆静商野球部ＯＢ、往年の名選手による記念座談会 【藤波行雄氏、新浦壽夫氏、

池谷公二郎氏、秋田秀幸氏】 ☆ＳＣ応援団ＯＢ会チアＯＧ会のパフォーマンス  

 

'０6年  

 

☆平成18年7月8日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて 「平成18年度

総会」開催 運営幹事（昭和28年・38年・48年）出席者：191名 ☆恩師：本

間丈雄先生 ☆平安隆氏沖縄民謡ライブ ☆演歌歌手川守宏氏(52年卒)ミニライ

ブ ☆ＳＣ応援団ＯＢ会のパフォーマンス  

 

'０5年  

 

☆平成 17年 7月 9日東京プリンスホテルガーデンアイランドにて「平成 17年度

総会」開催 運営幹事（昭和 27年・37年・47年）出席者：182名 ☆恩師：松永

彰先生 ☆静商○×クイズ ☆ハワイアンバンドとフラダンス(26年卒根本氏、27

年卒藤浪氏他） ☆15周年記念「縁起物・江戸玩具」配布（27年卒望月氏作成寄



贈）  

'０４年  

 

平成１６年度総会 （運営幹事３６・４６年）司会・大野氏（４６年） 鉄鋼会館

で７月１０日開催／出席者１７２名 「静岡気分いっぱい」 ☆「ちゃっきりぶし

エピソード」頼久氏☆静岡の地酒コーナー ☆日本酒銘柄当てクイズ ☆静岡の地

酒コーナー ☆日本酒銘柄当てクイズ ☆記念品「SCグラス」配布 ・恩師・奥川

金次先生を静岡よりお招き  

'０３年  

 

平成１５年度総会（運営幹事３５・４５年）司会・安藤、山梨氏（４５） ☆【役

員改選】副支部長に西島一二三、会計監査に織部忠義就任 鉄鋼会館で７月１２日

開催／出席者１６８名 「青春Again!」 ☆新浦寿夫氏インタビュー（長谷川、渡

辺氏３１年と山口さん） ☆応援歌コーナー（４５年内田氏に新人メンバーも加え

て盛り上がる）☆ハワイアンバンド（昨年と同じ） ☆抽選会  

☆川守氏演歌 ・恩師・牧田秀二先生を静岡よりお招き ・「よみがえれ白龍健児」

（第５０回高校野球戦跡）の配布 ・「わさび漬」にプラスして「新茶」販売（３

５年宗野氏） ・会場玄関の看板を山田雅子氏（２７年）に揮毫頂く（継続使用可） 

'０２年  

 

平成１４年度総会（運営幹事３４・４４・５４年）司会・水野氏（３４） 鉄鋼会

館で７月１３日開催／出席者１７３名（静岡辰巳会から７名参加）☆ハワイアン

バンド（２６年根本氏・２７年藤浪氏他） ☆応援歌コーナー（５４年矢部氏指揮） 

☆抽選会 ☆川守氏演歌 ☆お土産：校歌・応援歌CD（３４・小長井氏） ・名札

に卒業年度・所属クラブに加えて出身中学を記載 ・乾杯の音頭を山口ひろみさん

（４２）  

'０１年  

 

「会報」第10号発行（ 5月２８日 ）。 因みに各号の編集責任者は、 創刊～６

号・８号：富田／７・９号：中村／１０号：平井の各氏。 ７月１４日「平成１３

年度総会」開催。(運営委員：１３・２３・３３・４３) ☆「静岡おでん」新登場

／空クジなしの「大抽選会」（賞品寄付多数） －創立以来総会会場として親しん

できた「築地スエヒロ」が改修転換の為今回でお別れとなった－  

'００年  

 

７月８日「平成１２年度総会」支部創立１０周年記念(運営委員：３２・４２) ☆

湯本前支部長に感謝状を贈呈 ☆桜川ぴん助 社中 の「かっぽれ踊り」/ＪＡＺＺ

バンド演奏/「静岡方言手拭」の配布 広報部会・部長に平井幸雄（３６）、委員

に小林吉照（４１）が就任。  

'９９年  

 

４月 「歩く会」「からおけ同好会」の合同イベントとして「屋形船＆花見の集い」

開催。（以後毎年開催され、静岡からの参加者も多数） 月１０日「平成１１年度

総会」開催、参加１４５名。 ☆湯本支部長の辞任により、海野幹事長を新支部長

に選出。 （湯本氏は顧問となる。また後任の幹事長に鈴木副幹事長が、副幹事長

には青木常任幹事が就任） （運営委員：３１・４１・５１）ＪＡＺＺバンド演奏・

ビンゴゲーム・冊子「並メロディーを奏づれば」の配布。釜揚げシラスも登場 専

門部会に「応援部会」を設置、部長に長谷川常任幹事が就任。  

'９８年  

 

７月１１日「平成１０年度総会」開催、参加者1約１７０名。 （運営委員：３０・

４０・５０）本部トリプル・テンに先立って、 ☆記念講演：Ｇ．クラーク多摩大

学長「世界から見た日本」 ☆本部「教育基金」へ２００万円贈呈 ☆懇親会：「後

藤和信氏の即席画」「記念バンダナ・テレカ・わさび漬のお土産」「賞品多数の

ビンゴゲーム」など盛り沢山。 １０月１０日 静岡・ツインメッセで「母校創立

 



百周年祝賀パーティー」が開催され、関東支部からも多数参加。 関東支部の１０

周年記念にむけて「１０年部会」発足。  

'９７年  

 

「カラオケ同好会」発足。9月に「第 1回ボーリング＆からおけの集い」、 １２

月忘年会を兼ねて「第 2回」を開催。会長は青木洋一（４８）  

'９６年  

 

７月１３日「平成８年度総会」開催。（運営委員：３８・４８） ☆総会運営を通

じて、年代を超えた仲間がその後「静商八八（パチパチ）会」として集うきっか

けとなる。  

'９５年  

 

７月１４日「平成７年度総会」開催、約１２０名参加。 （運営委員：２７・３７）

音楽部ＯＢのパフォーマンス／静商凧など。 ［役員改選］副支部長：中村達郎 、

会計：鈴木啓嗣（３４）就任 他に 組織部長；宗野治義（３２）企画部長：曽我

和善（３３） １００年部会は片山氏の転勤に伴い前組織部長の入野氏が部長とな

る。  

'９４年  

 

３月奥多摩の吉野梅郷（企画部主催第３回散歩の会） ☆これから同好会「歩く会」

が発足。会長は望月秀雄（３０） ７月９日「平成６年度総会」開催、約１３０名

参加。（運営委員：２６・３６）黒ハンペンに桜海老が加わる。（この年から後、

開催日を“７月の第１土曜”から“第 2土曜”に変更）  

'９３年  

 

７月３日「平成５年度総会」開催、参加者１３０名。（運営委員：２５・３５）懇

親会に黒ハンペン初登場。 ＜会則の改定＞①副支部長１名を２名以内に②副幹事

長１名を追加。 副支部長に関塚仍子（４０）、副幹事長に鈴木晧介（３６）就任 

 

'９２年  

 

「会旗」の作成（揮毫は湯本支部長） 「会報」創刊号の発行（５月２８日）。国

会図書館に納本（以後毎号） ☆基本標題：静商同窓会関東支部会報 ☆書 名：シ

ズショウドウソウカイカントウシブカイホウ ☆請求記号：Ｚ２４－１２７９ ☆

ＩＤ番号：ＩＤ：８９２３８ ７月４日「平成４年度総会」開催、参加者１５０名。

（この会から総会・懇親会運営を複数年次（今回は２４・３４）に委嘱する） 10

月１６日 第１回ゴルフ・コンペ開催（参加者８名） ☆これが同好会としての「Ｓ

Ｃごるふ同好会」のスタート。 11月７・８日 常任幹事会研修会於、伊豆高原（参

加者２０名）  

'９１年  

 

7月６日（土）スエヒロにて「平成３年度関東地区静商同窓会」開催、参加者約

１６０名。 この総会で、関東支部の結成／規約の制定／役員選出が決議された。

［役員］支部長： 湯本克巳、副支部長： 鈴木敏彦、幹事長： 海野 昭、幹事：

成川貞夫、長谷川勉（３１）、勝見勝江、入野克彦、水野恵司、会計：中村達郎、

会計監査： 天野覚、富田修一］ 委嘱された幹事、並びに常任幹事による役員会、

常任幹事会を通して、「広報／富田」「企画／成川」「組織／天野・入野」「１

００年／片山」の４専門部会と部長・副部長が決定。 

'９０年  

 

１０月２６日（金）スエヒロにて「第 1回関東地区静商同窓会」開催。参加者：

卒業生４０名（男３４、女６）、教諭１名 計４１名（この時参加者が鉢巻きにし

ている手拭（湯本氏寄贈）には「東京支部」と染め抜かれていました） １２名の

世話人会がスタート。１２月４日の初会合以降、 湯本氏が社長をされていたマル

ミ屋株式会社（中央区佃１－９－１１）を事務局として準備活動を重ねる。 世話

人氏名：湯本、鈴木、天野（前出）、成川貞夫（２７）、井上茂（２８）、富田修一



（２９）、海野 昭（３０）、勝見勝江（３１）、中村達郎（３２）、入野克彦（３３）、

水野恵司（３４）］  

'８９年  

 

この後、湯本氏を中心に、鈴木氏、天野覚氏（２６）が発起人となり関東支部の

設立に向けて活動を開始。  

'８８年  

 

12月6日鈴木敏彦氏（昭２６年卒）が湯本克巳氏（２５）を訪ねて同氏に同窓会

創立を訴える。（湯本氏メモ） 

 


