
第１０号　１９９９年（平成１１年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 創造する同窓会 会長 山本　徳太郎
2 世紀末の詩 理事長 上野　雅子
3 「アイルランド・英国教育事情視察」余聞 学校長 上野　毅
4 第１０号会報記念　－運営費の捻出に苦労しました－ 顧問 村松　濱代
5 新会長選出　－心機一転を望む－ 第２２期 井上　實
6 平成１０年度収支予算書／平成１０年度事業予定表
7 新年会 －不況の中で意気さかん川崎カメリアホールに集う約１００名－ 第16期 青木　茂夫

急病で同窓会の団結 第４１期 森田　洋司
8 甲子園の夢を抱きながら 体育科 遠藤　幸喜
9 学校近況報告 副校長 嘉戸　直民

　卒業式と入学式／交換留学生ボルダーへ／体育祭・東実祭
　クラブ活動／新任の職員／訃報（大平礼五郎先生）

10 学校行事　－この１年間－
新　生徒会長 商業科２年 大津　雅哉

11 商業科報告 商業科長 小畑　雅一
電気科報告 電気科長 佐藤　節夫

12 機械科報告 機械科長 千田　一雄
平成１０年度（第７４期）卒業新幹事名

13 普通科報告 普通科長 知念　義裕
14 誤字と辞書（教壇生活のピリオド） 国語科 志賀　秀春
15 退職にあたって 商業科 平田　文雄
16 第１０号会報記念

　軌道に乗る絆 副会長 本田　位公子
17 　親子で同窓会 副会長 滝口　房枝
18 思い出 第２８期 関根　秀夫

不思議な人数　増減なしの１３名 第１６期 青木　茂夫
19 十五会（蛍窓会）集まる 第１７期 岡田　七郎

３年Ｂ組（女子商業科） 第４２期
田端（榎本）
赤堀（青木）

「２０期クラス会」の写真紹介
20 事務局だより／編集後記

第９号　１９９８年（平成１０年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 同窓会の団結と少子化 会長 黒田　芳彦
2 考え直そう、世紀末の人間像 理事長 上野　雅子
3 政界不信と教育改革　人間をつくる必要性 学校長 上野　毅
4 いつまでも消えない母親への思い 顧問 村松　濱代

戦争と平和 第１９期 吉浜　照治
5 厳粛な総会　－賑やかに７６名のパーティ－ 副会長 臼田　佳彦
6 平成９年度事業計画／平成９年度収支予算書
7 熱川セタス・ロイヤル　火のタマ３０名が走る（懇親旅行） 第２９期 箕輪　弘数
8 新年会　１月の最終土曜日開催 第３６期 栗花　東光
9 学校近況報告 副校長 嘉戸　直民

　卒業式と入学式／交換留学生来日／体育祭・東実祭
　クラブ活動／新任の先生／退職の先生

10 学校行事　－この１年間－
新　生徒会長 商業科２年 近藤　洋平

11 商業科報告　－新鋭小島先生を迎えて生徒もハッスル－ 商業科長 小畑　雅一
電気科報告　－進学希望が増大－ 電気科長 佐藤　節夫

12 機械科報告　－ＣＡＤの増加で実習が充実－ 機械科長 千田　一雄
平成９年度（第７３期）卒業新幹事名

13 普通科報告　－御殿場で学習合宿－ 普通科長 知念　義裕
東実高での家庭科授業 教諭 関口　みつえ

14 現実と追憶のはざま 第１７期 佐々木　努
15 不知老　－方円会いよいよ盛んの１３名－ 第１６期 青木　茂夫

乙女から母、そして祖母（第３９期女子商業科ミニクラス会） 第３９期 山中　俊子
16 事務局だより／編集後記

第１号（１９９０年発行）～第１０号（１９９９年発行）

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名

東京実業高校同窓会 

会報部 



第８号　１９９７年（平成９年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 広げよう　同窓会の環を 会長 黒田　芳彦
2 大自然の中で 理事長 上野　雅子

私の糖尿病生活 学校長 上野　毅
3 人間の欲と健康？ 顧問 村松　濱代
4 平成８年度定期総会並びに懇親会開催 副会長 臼田　佳彦
5 同窓会新役員／平成８年度（第７２期）新幹事
6 平成８年度事業予定／平成８年度収支予算書
7 学校近況報告 副校長 嘉戸　直民

　卒業式と入学式／交換留学生の派遣／体育祭・東実祭
　野球部が健闘／教職員異動

8 学校行事　－この１年間－
全国高校野球東東京大会　－帝京にかったが－
全国高校バレーボール大会　－東京代表となるが－

9 商業科報告 商業科長 小畑　雅一
機械科報告 機械科長 千田　一雄

10 電気科報告 電気科長 横幕　正一
普通科報告 普通科長 北井　邦寿

11 新　生徒会長 普通科２年 原田　雄介
私の進路 第５８期 本山　義和

12 懇親旅行記　第１４回懇親旅行会・会津芦ノ牧温泉一泊の旅 第４１期 友田　美幸
13 同窓会恒例の新年会開催 第３６期 栗花　東光
14 方円会～病を克服して今、元気１３名の意気高し、だが… 第１６期 青木　茂夫

同窓会の縁でクラス会　～がん張る還暦１１名～ 第２９期 箕輪　弘数
15 追憶　－光陰電波より早く半世紀－ 第１６期 浅川　広司

章幸会開催（第２５期）　－蒲田アスターで１９名－ 第２５期 吉村　和重
16 事務局だより／編集後記

第７号　１９９６年（平成８年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 「会長挨拶」 会長 黒田　芳彦
2 久方ぶりの学生生活　－つれづれなるままに感じた事－ 理事長 上野　雅子

旅の出会い 学校長 上野　毅
3 「同窓会々報」 顧問 村松　濱代
4 学校近況報告 副校長 嘉戸　直民

　第７０期卒業生巣立つ／５５９名の新入生を迎える
　交換留学生来日／体育祭と東実祭

5 学校行事　－この１年間－
商業科近況報告 商業科長 小畑　雅一

6 機械科近況報告 機械科長 千田　一雄
電気科近況報告 電気科長 横幕　正一

7 普通科近況報告 普通科長 北井　邦寿
雑感－東実に半世紀 教員（第２３期） 小島　浩

8 平成７年度定期総会並びに懇親会開催 副会長 川名　重士
9 平成７年度事業予定／平成７年度収支予算書

10 「川崎」にて新年会開催 第２２期 遠藤　孝一
13 第１３回懇親旅行記 第４１期 柴田　佐智子
12 水墨画に寄せて 第１７期 高橋　武三（虚峰）
13 クラス会だより

　第１６期方円会「アスター蒲田賓館に１４名集まる」 第１６期 青木　茂夫
　第１７期同期会「みのる会」開催する 第１７期（顧問） 村松　濱代

14 女子商業科の卒業生の会に招かれた日（第４１期同窓会報告） 元教員 花房　悦子
「脱サラと第２の人生」 第４１期 堀口　朔

15 一年間の抱負 生徒会長 幾度　恭暢
平成７年度同窓会幹事紹介

16 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第６号　１９９５年（平成７年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 「東実根性」 会長 黒田　芳彦
2 同窓生の皆様との交流懇親旅行 理事長 上野　雅子
3 小学校同期の笑顔 顧問（第１７期） 村松　濱代
4 学校からのたより（東実この１年） 校内幹事 細井　守英

　創立７２年目の新入生／７名の東実代表ボルダーへ
　燃えた２つの”祭”－体育祭－

5 　東実祭
6 　クラブ活動／平成６年度の主な学校行事
7 商業科近況報告 商業科長 原田　忠彦

機械科近況報告 機械科長 久保　晟
8 電気科近況報告 電気科長 横幕　正一
9 普通科近況報告 普通科長 北井　邦寿

兄弟校の紹介　上野塾東京高等学校／南光学園東北高等学校
10 平成６年度教職員構成表
11 東京高校が目黒高校を破って全国大会へ…（ラグビー）

同窓会新役員名
12 ※在校生の意見　「同窓会」にどんな期待をしますか？
13 第１２回懇親旅行記 第１６期 青木　茂夫
14 一流校・東京実業 第１７期 佐々木　努
15 師弟共に受勲
16 ～１７頁（２面） 平成６年度定期総会並びに懇親会開催 副会長（第３２期） 川名　重士
18 定年退職者挨拶 元教員 福沢　利男

新年会報告 第４１期 滝口　房枝
19 ～２０頁（２面）　亙常の人生膝栗毛 第２２期 岩島　常男

（岩島氏：神奈川県瓦・屋根工業連合会横生支部）
21 地球と人間と水のかかわり 第３７期 下山　仁士

訃報／<新卒者>同窓会についてのアンケート報告
23 クラス会だより

　「方円会」 第１６期 青木　茂夫
　東実一八会開催 第１８期 森　哲太郎

24 　「十九実会」板妻・滝ケ原懐古見学会のご報告 第１９期 吉浜　照治
25 　感激４０年振りのクラス会 第２９期 箕輪　弘数

　簿記部同窓会開催 第３８期 飛田　昭
26 同窓会有志新年会 第４１期 須山　悦子

卒業生出会いシリーズ⑥
　東実生が魅せる 第２２期 井上　實

27 友との出会 第３４期 細谷　房芳
28 一年間の抱負 生徒会長 岡田　聖臣
29 在校生の作文

　人類のあやまち 普通科１年 金野　和寿
　雨 普通科２年 伊藤　邦昭

30 平成６年度同窓会幹事紹介／フォトクイズ①
31 フォトクイズ②
32 事務局だより／編集後記

第５号　１９９４年（平成６年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 きびしい時代を迎えて 会長 渡邊　和彦
2 懐かしき人々 理事長 上野　雅子
3 「同窓会」の意味 学校長 上野　毅
4 職業教育雑感 副校長 嘉戸　直民
5 ◆続けるための作述　編集委員会の将来 編集委員長（第２２期） 井上　實
6 老人を労わろう 顧問（第１７期） 村松　濱代
7 学校からのたより（東実この１年） 校内幹事 細井　守英

　平成５年度６０２名の入学式／８名の”民間外交”来日
　「競技と応援」－体育祭－

8 　東実祭－３０００人との「ふれあい」
　生徒会役員選挙－平成６年度の”顔”

9 　クラブ活動
更なる飛躍のために 生徒会長 林　大輔

10 ～１３頁（３面）　第１１回懇親旅行記 旅行幹事
14 ～１５頁（２面）　平成５年度定期総会の報告 第３９期 黒田　芳彦
16 教室案内図
17 貴方も応募しませんか－　「フォトクイズ」
18 湯沢駅の変な小父さん／同窓会員総数 第１６期 青木　茂夫
19 卒業生出会いシリーズ⑤ 第１７期 村松　濱代

　エンゼルとピエロ 第２２期 井上　實
20 ◆磯子に生きる職人の技　「子供の時から異端児だったよ」 第２２期 岩島　常男
21 子どもガーデンパーティー　母校の地域に育つ、子どもたち 副会長（第３２期） 川名　重士

※在校生から　１０年後の母校は… 普通科３年 松本　隆
　　　　　　　１０年後の母校 普通科３年 小倉　啓介

22 クラス会だより
　東実十五会クラス会開催 第１５期 吉行　重明

23 　「方円会」開催 第１６期 青木　茂夫
24 　東実一八会（卒業５０年記念）開催 第１８期 森　哲太郎

　”にいにい会”旅行記（第２２期同期会） 第２２期 井上　實
25 あゆみ 第４２期 大森　五男
26 愛犬「蘭丸」 第２９期 箕輪　弘数

ああ！中高年企業人 第３６期 天野　昇
27 平成５年年度（第６９期）同窓会幹事名簿
28 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第４号　１９９３年（平成５年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 同窓会にご協力を 会長 渡邊　和彦
2 創立７０周年を祝って 理事長 上野　雅子
3 創立７０周年の意味 学校長 上野　毅

みちのくを距だてて 第１７期 長谷川　勇
4 学校からのたより（東実この１年） 生徒部長 尾藤　勇

　平成４年度入学式／創立７０周年記念式典・祝賀会
5 　体育祭勇壮に　－大井陸上競技場

　東実文化祭にぎにぎしく／交換留学生勇躍アメリカへ
6 　生徒会新スタッフに期待する／クラブ活動報告

　ブラスバンド全国大会で金賞に輝く
7 同窓会長を辞任して 顧問（第１７期） 村松　濱代
8 笑顔に励まされて 親師会会長 渡辺　金也
9 祝東実７０周年記念に思う 桜美会代表 二瓶　長蔵

10 ゆとりとふれあい 第１７期 青木　稔
11 思い出のつれづれ 第１７期 六部　峻

編集会議 第３５期 川名　重士
12 焼跡の雑草 第１８期 佐々木　努
13 日出づる東実への讃歌 第１９期 吉浜　照治
14 琵琶行 第１９期 塩沢　三郎

平成５年度生徒募集要項（抜粋）
15 懇親旅行記 第２２期 遠藤　孝一
16 東アジア体験記 第３６期 天野　昇
17 卒業生出会いシリーズ④ 東高　Ｓ１９年卒 Ｍ社の社長

　「東中の先輩もやはり先輩かな？」運命が決められる時 第２２期 井上　實
お正月あそび　六号に舞う”とんび”だこ

18 第４６期同窓会賑やかに 第４６期 飯塚　方子
第２２期同窓会行う 第２２期 井上　實

19 良い学校、良い生徒会を 生徒会長 林　大輔
20 東京実業高校同窓会会則／同窓会役員
21 平成３年度同窓会事業報告／平成３年度収支報告書
22 平成４年度同窓会事業計画／平成４年度収支予算書
23 定期総会報告／新幹事誕生／同窓会員総数
24 事務局だより／編集後記

第３号　１９９２年（平成４年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 創立７０周年記念に寄せて 会長 村松　濱代
2 さらば東実　－歴史と人生の半分－ 学校長 井上　稔
3 創立７０年を迎えて 理事長 上野　雅子
4 学校からのたより（東実この１年） 生徒部長 尾藤　勇

　平成３年度入学式／リーダ研修会
　バイク実技講習会／体育祭好天にめぐまれる

5 　輝く伝統創立６９周年
6 　アメリカ高校生来校、校内沸く／クラブ活動報告
7 回想 元教職員 細江　和四郎
8 「全国同窓会協議会」関東地区同窓会サミット開かれる！
9 すこやかに老いるために、４０才から準備を！ 元教職員 大平　与篠

10 思うがままに 教職員 住吉　恒雄
11 新入生に送る言葉　－明るく楽しい東実－ 生徒会長 長瀬　隆史

残念！花園へあと一歩　東京高校ラグビー部健闘　準優勝
12 禍い転じて福祉となる 第１７期 佐々木　光雄

新幹事（３０名）誕生／同窓会員総数 吉浜　照治
13 第１６期同期会賑やかに－　１６名が鶴見翆華楼で 第１６期 青木　茂夫

東実１８会 第１８期 森　哲太郎
14 気力 第１７期 松永　千里

２９回クラス会盛会に終わる 第１７期 須藤　福次郎
15 女子生徒がいない　チョッピリ淋しい母校 第３４期 加藤　悦子

第２６期卒　４０年ぶりの級会 第２６期 箕輪　弘数
16 図書室だより 教職員 北井　邦寿

同窓会・この一年／訃報
17 バカ騒ぎの旅行会 第１６期 青木　茂夫

平成３年度定期総会開催／有志新年会顔合わせ開かれる
18 ㈱三松（村松会長）ＴＢＳテレビ系で全国に放送される
19 卒業生出会いシリーズ③

東実を愛しているヤツ！ 第２２期 井上　実
平成３年度就職状況（機械科・電気科・商業科）

20 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第2号　１９９１年（平成3年）２月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 バカ同志の卒業生 会長 村松　濱代
2 学校教育の目的 学校長 井上　稔
3 人と人とのつながり 理事長 上野　雅子

第３４期同期会 第34期 速水　由己
4 ～６頁（３面）【座談会】 井上稔校長・村松濱代会長 瀬戸光平氏

戦前、戦後の学校から　蒲田付近は…？ 井上實編集者 浦上喜久二氏
6 追憶（野球の想い出） 第17期 高橋　武三
7 学校からのたより（東実この１年） 生徒部長 尾藤　勇

　東実祭、体育祭、クラブ活動について
8 　東実大バザールについてお礼／体育祭雑感
9 　交換留学生・各科情報

10 　クラブ活動／平成２年度の進路及び生徒募集状況
11 会報発刊によせて 元教職員 大平　与篠

在職中の思い出 元教職員 瀧　直治
12 心の故郷　蒲田の街に３０年 元教職員 黒沢　修一
13 同窓会に入会して 平成元年生徒会長 斎藤　守
14 良い友達を持つ喜こび！ 第３１期 西　広夫

新幹事（２２名）誕生
庭に託して　一、池に月 第34期 三橋　守

15 　　　　　　二、詩と庭 　　〃
16 卒業生出会いシリーズ② 第１９期 吉浜　照治

民主主義が世界を変える時 第２２期 井上　實
さようなら！田村 第１６期 青木　茂夫

17 同窓会の歩み／同窓会・この一年
18 事務局だより／同窓会員総数／訃報
19 全面広告
20 校舎写真/編集後記

第1号　1990年（平成2年）6月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 同窓会報の発刊にあたって 会長 村松　濱代

役員紹介
2 郷愁 学校長 井上　稔

創刊号によせて 理事長 上野　雅子
3 東実在職四年半の回顧と英語教育の展望 元教員 大中　秀男
4 東京実業同窓会　新年会に出席して 校内幹事長 小島　浩

校内活動 教職員 山口　敏雄
5 回顧 第16期 青木　茂夫
6 熊のような校長 第17期 高木　稔

戸田にて 第18期 佐々木　努
7 給仕から教員になるまで 第17期 松永　千里

私の学生時代 第18期 森　哲太郎
8 東実祭を参観して想うこと 第20期 香川　政一

在学中の思い出 第23期 山本　徳太郎
深い係り合い 第34期 本田（石上）位公子

9 テニスの思い出 第35期 木村　恭久
東京実業高等学校　同窓会報発刊によせて 親師会会長（第３５期） 川名　重士
忘れられないトコロテン 第37期 菅原（岩永）通子

10 昭和４６年卒　Ｇ３Ａは… 校内幹事 飯塚（小野）方子
卒業生出会いシリーズ① 第４４期 戸井田　良治
技能を教えてやる 第２２期 井上　實

11 一八会同期会／写真（山中湖寮・創立６０周年記念式典等）
12 同窓会役員幹事名簿／平成元年度同窓会の活躍／同窓会員総数
13 東京実業高校同窓会会則
14 最近の母校だより／人事関係／訃報
15 事務局だより／編集後記
16 全面広告

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名


