
岩高股藁装部港谷霊高等学績~・ 08会事務局� 

喰111医鶴08舎� i， e023 11世� 

江潟市ヨ聞大通り� 7 44 

江東蕗便局柏.精 7~第26号� 1992.12.20発行

みなさん~ët自分の夢を語る事が出来ますか ?

私(et夢がたくさん有ります.自分で見る夢.み

んなで共有する夢.恋人道が見る甘い夢.いろ

いろな夢が有ります.私達が現役のa員だった

頃.コンクールで金省を取ろうとみんなで夢を

見ました.ぞれは先磁から隻け継がれた物であ

り.ぞれと同跨に奮を楽しむチームワークも一

緒に受け継いだ織に患います.

現役の頃の私達は.先生方には@し双ないほ

ど86活と遊Uに夢中でした.ぞれと(<ct対称的r，j

める広沢の高校と.コンクールでー絡に主主り.

地区大会では向こうが金賞.こちらは鎮ままでし

た.でも燥大会では.どちらも鍛貧と芭う結果

でした.結県ま同じでも私遣が共有した夢t5鳴っ

たのだと思います.ぞれはつでも08全員の心

のφに残っていると私は思います.

私は.現役の連中に銭術だ伺だときうつもり

は.さらさら有りません.只.みん毛主で共有て・

会長 高野正浩 (S56~Il IP )

ぎる夢を作る手助けをしたいと患います.その

為には.みなさんmカが必要です.一人一人が、

出来る夢が有るはずで11，新会長に遭ばれたか

らときう畠晶でl拐りませんが.これから� 2年
間は私と一緒に考えていただきたいと患います.

一緒にまた.夢を5もましょう.� 

08会一期生がa込書起した士事に生まれた‘新会

長からのお願いでした.

掻後に‘新役員の紹介をします.
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前返信服より)(定今日、この頃会員OB

-弼池敏 則

高ニの娘が.都立高校¢峨奏楽aて・活寝中で

す.先8.その定演に行って来ましたが.レベ

ルのあまりの高さに驚いてきました.第お固定

期演奏会のご成功をお祈り放します.

・菊池静男
?月 48.第?回ギターサロンコンサートを

自宅で開催し.祭事終わり� Eました.第10固まで

やれたらいいなぁと恩っています.

・及川民男
漢語通り演奏するのは.限りなくコピーパン

ドに近づく事.オリジナリティーが大事E.そし

て音楽は.奮を楽しむ事です.� 

.~撃口幸江

夜i19寺すぎ.高争かだ4よと怒って恵子の図録を

のぞくと‘ベットに大の字になって「グースカ.

クースカJ.� rおお.それでも受駁生ときえる

のか.'J . 24年前の自分と比べてずうっと恵玄

れていると思うけど…….卒業して.もう24年
もたつてしまったので・すね.

・菅野陸敏・和子

在校生� 08の方々の活経て演奏会がより良
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くt，;ると尉コれます.小生共も参加したいので

すが.伺かとやぽ用があり参加できません.ご

め八，なさい.ぺットも思い切り吹きたいです.

・和川ハツミ
皆さんお元気ですか.今年こそf今年こそと

怒っているのですが.主人の看病が� 1日も休む

事ができず参加できません.いつかきっと参加

してつイつイしてみたいものです.

・佐々木きし子
久慈に住んで� 3年になりました.来るまで遣

いですが.住めば良い所です.子供達も"っか

り久慈弁になってしまいZました.総会の前後し

て北海道:a~篠旅行を計画しており.参加できず

残念で11.

・高掃� 11子
案内状おりがとうございました.勤務の都合

で出席できません.残念です.娘が小学� 1:年生

になり.鍵盤ハーモニカを一生懸命やっていZま

す.� rママの方がタンギング.上手よJときっ

て q ぐと υかえしてし~いâ: lf. でも.もうサッ

クス~~けないだろうな.いつか笛僚にお会い

したいと思っています.・4公浦トシチ
佐司Eと.� j俄の行事に追われる忙しい夏休み

を過ごしています.長女 {小 ~ ) にも霞近フルー

トを習わせ(jじめ.ヲヂ筏でも金管バンドでアJレ

トホルンをやっており‘自分のできマい分そ子

供にたくレているこの頃です.

・佐藤 京子{回線資保}

ご115少法しでい;:t1t.名前と伶;;!Tがようやく

恋わり主ました，今年は行tすませんが皆さんへよ

ろしくお伝え下さい.

・及川晃貫
コンク� Jレ勾区大会� (8月98)に向けて置

後の追込みですので欠席します. 久慈~#のバ

ンド18名とともに定演の成功を祈っております.

・及川昌浩・敏江
はじめ手して・羽音(かずね)・で可f.及川家

の長会として4月10日に生まれました.生;lれ

た時の身長は4 8cm. 体重1d:2. '7969て・した.家

路みんなの愛情に包まれて泰セいっぱいの毎日

です.!t!く大きくなっでお話したいなあ.

-山田美喜子
今年も出席できず残念に思います.いつまで

も若いつもりでいたのですが、気力匂ヨいたらも

う31才の掛ぎさんになっていました.でも毎年

この案内状をいたた.くたびに.気持ちだけは高

校略代に戻り.若返ったような気になるから不

思議ですお.もう10年以上もたつていますが.

定演の筒の感動(cj舎でも忘れられません.皆さ

ん頑張って下さい.

・羽川勝栄
窓近ジャズバンドに入りました.

・及川昌孝
バブル溺i濠 ・察気後退の波を受け.残業・休

肋滑り世間並の生活(?)を送り始めました.

ただ.できた時聞をなか毛よかうまく使えず退屈

することの多いラ日この頃です.送られてくる

集積をながめ.年々読めなく弘、っていく自分を

筋感させられま可t.
・高野正浩
いそがしい.ゲ議/)¥うちの会主土に入って下さ

い.

・及川	 玲
今年も定演の季節ですね.事務局の皆さんご

しも電車小川綬}(轡泉高校JNII首労繕です.� 

1年を過ぎましたが‘住めは:ti!というもののネ

オンの恋しい今日乙の慣です…….

・高橋志津子
令年転勤になり(といつでも般の学筏でした

が}気分リフレ‘ソシユという所で� rt.目立ーの悩

みは.運動音痴の私がバレーを担当させられて

いること/み八，なの元気な鎮を見たいのだけれ

どネ…….

・佐藤綾子
長男が4月228tこ生まれました.母乳だけで

すが.小さかったのが大きく怒りすぎて体重オー

バーです.令のところとても元気で毎日が楽し

く充実しております.皆.flも是非お立ち寄り下

さい.とても良いところで喧. (大破民圏在住)

・小林 佳子� (IBP1及川1)

結婚し小林と写りました.子供!;t.男の子.や

っと� 1才になり毎日チ育てにぬり曲されていま

す.



-門脇 美佳
ぎりぎりまで出席したいと患っていましたが

結局参加出来なくなりました.こんな笥に躍っ

ていつも出席率の葱い日年度卒のみんなが集

まりそうな気がして残念です.卒業して以来初

めての欠席ですが.来年からはまた出席したい

と思っています.

・渡辺 初恵{侶鐙後麗) 

1年に 1度は皆さんに会いたいと怒っていま

すが、子供がまだ小さいのでなかなか恩うよう

に身動きがとれません.

・大内勇二
昨年の 9月に結婚しました.毎年この時期に

なると 08会の案内が届きます.私は残念なが

ら出席できませんが.頑猿って下さいね.江来 9
甚句Zまつり¢崎は久々に帰り吹奏楽器がどうなっ

ているか見ました.男が少ないのでびっくりし

ました.

・佐藤 勇一・直子 (18従、滝沢 } 

4月25日に高僑和夫先生ご夫妻の ζ媒酌によ

り結婚いにしました.これからもよろしくお願

いします.

・糸	 千 佳 (酬は周 }

第28固定期演奏会おめでとうございます f

今年も出席したかったのですが.今年の 2月

に結婚し 4月から仕事を始めたので.岩手に帰

れません. (夏休みを 9月にとるため……)来

年は絶対に愛するだんな絡を逮れて.伺きに行

きたいと恩います.皆さん頑護って，::さい.

園佐々木久葉子

休怠 (看護婦)して今三陸海の I轡覧会のお手

伝いに行っています.東北 28カグループ箆(釜

石会場)の fサエーナの~JJ に出ています.

・佐藤浩美

野縁部の顧問なので.現在関東大会に向けて

猛練習中です.関東大会 fj暗渓当日に当たるた

め今年も参加できませんが、成功を祈願放して

おります.

・山内由加

今年も都合が慈く出席出来ません.私も「フ

ライデーナイト・ファンタジー j吹きたいので

すが(結病患い出のある翻なのです.すごく銭

念です.仕事が忙しくなかなかトランペットが.

練習でさずにおります. 1年以上吹いていない

かも?

・菊池彩子
上京して丸 2年.相蛮わらず元気に頑強って

います.妹が今年忌後の定演なので、是非とも

聴きに行きたいと患っています.

・及川ゆかり
私も働き始めてからもう 3年自になり、今年

から一人暮しを始め結綿楽しい日々を送ってお

ります.今年もそちらの方には行けませんが.

来年こそは都合をつけて参加したいと思ってお

ります.成功をお祈り致します.

・佐藤久葉子

会津短期大学を芸事業後栄裳士として病院に勧

めています.時閣が不規則て・休みも不規則とい

うわけで.今年も参加出来ず申し訳なく思って

います.

・菊池静子

コい先日江剥に戻コて釆ました.これから色々

とお也話に怒ることがあると思います.よろし

くお願いします. 

.'J¥野智津子
あっという閣に一年が過ぎ今年は成人式を迎

えます.岩高を卒業してから月日が過ぢていく

のが早い早いー一.今!et議事震活動で忙しく毎日

を過ごしています.皐く軟にならないかなあ. 

8くて死にそうで"Tt.定演は聴きに行きますの

でどうぞよろしくグ

・佐川祐差子

今壬王の 3F]に卒業したばかりで.駒込(文京

区)から新小右広(~飾区)に毎朝電車で 40

分位かけて通勤しています.体をこわしてばか

りいるわりにlet.学生の頃と比べて 5 kgも太っ

てしまいました.当日は行くことが出来ません

が.是非頑張って鐙り上げて下さい.

〈江刺吹奏楽団よ り〉

江刺吹奏楽団では今‘ 来年 1月108に行われ

るアンサンブルコンテストに向けて火・木-金

と遇 3日間夜?崎から 99事まで勤労音少年ホー

ム体育館で主義習を干すっています.
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平成5年� 1月10日(日)午後29苦 だっ.ゲというものを聞かせてくれ

より.水沢市文化会館開館記念事 ることと思います.

業として.行写われます.武蔵野

音楽大学在ザゅの友人4人との合

皆さんで応媛しましょう.

(入場利1.∞0向)

同演奏など.これがクフリネット

融抑制毒劇憾 お知らせ 袋線制地制機

《今後の吹奏楽部と� 08会の行事予定》� (08会新年会の開催について》

1月3口� 08会新年会 編島家� 奇60日午後3月1年5崎 翠 成日� 1. 

108 アンサンブルコンテスト胆江地i文大

会� (車月江封島区勤労者殺育文化ヤンター}� 

10口 佐電車E草子クラリネ、ソトコンサ ト� 

{水沢市立化会館中ホール� PM2:∞� 
18段滝沢-561年度前�  

30-31日 アンサンブルコンテスト造手県大会� 

{矢mæ~ï!\-Jv) 

2月58 1s俊会
 

3月6口卒業式 
  

3月250 IIff式
 

(4年度08公費納入のお願いについて》� 

08会員の管織には.08会賓として年I~.

1.日O同を納入頂いておりますが.直H!琴務局

へお支払いでき主よい方{志向封の払込通知耳障で.� 

汀州市科手考古曽)f徳島家織所� 2_ 

3 会費� 3.fi開問� 

H'JAをご希望される方は.下記までご総願い

ます.

※連絡先� 
I- ~ 

019'7-35-3193 
(ミニヨン) 

019'7-35-39臼E・. 
(11'C)I・

お近くの郵便局へお振込ぬいます.

なお.払込通知票のウラ面la.通信網になっ

ております.近混や+高級.そして住所の蛮更な

どなんでも事湾局の方へ.およせ綴います.

8月9目前沢町ふれあいセンターを会喝iこ.

全日本吹奏楽コンクール察南地区大会が行われ

ました.我が岩高は課題曲 「ゆかいな仲間の行

進曲J.自由也 「大阪俗~による幻想幽J.n1 

tt及川孝(及川孝氏には今年からご指湾いただ

いております.)て・ステージに臨みました.他

校の演奏とは遺った独特の雰囲気がでていでま

とまりのある演奏でした.審査員がどう務価す� 

年ぶりに金貨を綬6配もありましたが.仁、るか，

佐藤

貧し県大会への也容4奮を強得しました.また‘� 

8月幻白岩手県民会館で行われた県大会に出場

し‘銀貨を授賞しました.

なお、平成4年E覧会菌学校合奏コンクール東

北コンクールに参加し優秀賞司d受賞しました.

今までの努力が評価されたことをとても喜ばし

く思います.これからも大いに活寵されること

を前侍します.
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