
第２０号　２００９年（平成２１年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 笑う 会長 本田　位公子
2 同窓会行事 理事長 上野　雅子
3 同窓会と東実祭と学校 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 北井　邦寿
　 　各クラブ活動（マーチングバンド部・陸上競技部・レスリング部・サッカー部）

　教職員の異動（新任教職員・退職教職員）
5 機械科の現況報告 機械科科長 千田　一雄
6 電気科の現況報告 電気科科長 須賀　寛光
7 普通科の現況報告　文理コース 文理コース長 関根　章道

　　　　　　　　　ビジネスコース ビジネスコース長 原田　忠彦
　 　平成２０年度（第８４期）同窓会幹事名簿
8 同窓会近況報告

　平成１９年度定期総会／平成１９年度収支決算書
9 　平成２０年度同窓会組織図／平成２０年度事業計画書

10 懇親旅行の思い出 第６１期 村田　秀之
懇親旅行のあゆみ／新年会のあゆみ

11 インターアクトクラブの活動報告 インターアクトクラブ部顧問 鈴木　光男
生徒会報告 生徒会会長（一年生） 黒沢　日成子

12 同期会だより
　卒業後６０年の同期会 第２３期 宮島　昭五郎
　半世紀の時を越えて 第３７期 小泉　耕一郎

13 　今回の同期会を振り返って 第７８期 中嶋　哲也
14 健康のために歩きましょう　－奥の細道を歩いた街道の記録・道順ー 第１７期 村松　濱代
15 仮設設備設置し避難者に災害情報（建通新聞掲載記事抜粋） 第４１期 市川　達雄
16 私達１８期生と「ヘン」な学校 第１８期 松本　勇
17 「私の回顧録・和歌／東実一八会 第１８期 坂本　光三
18 「わが　なつかしの慶大武蔵新田グランド」 第１７期 佐藤　三男
19 叙勲について（報告） 蛍窓第１５回 松永　千里

大臣表彰受章 第３代会長（第２７期） 渡邊　和彦
物故者

20 事務局だより／編集後記

第１９号　２００８年（平成２０年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 あいさつ 会長 本田　位公子
2 東京実業高校の歩み 理事長 上野　雅子
3 「２１世紀の東実ーその後の７年間の歩み」 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 北井　邦寿
　 　各クラブ活動（マーチングバンド部・野球部・陸上競技部）

　教職員の異動（新任教職員・退職教職員・訃報）
5 機械科の現況報告 機械科科長 千田　一雄

電気科ダム見学会の思い出 電気科科長 須賀　寛光
6 普通科の現況報告　文理コース 文理コース長 関根　章道

　　　　　　　　　ビジネスコース ビジネスコース長 原田　忠彦
　 　平成１９年度（第８３期）同窓会幹事名簿
7 創部３０周年を迎えて マーチングバンド部監督 横田　正明

生徒会報告 生徒会会長 島崎　翔太
8 同窓会近況報告

　平成１８年度定期総会／平成１８年度収支決算書
9 　平成１９年度同窓会組織図／平成１９年度事業計画書

10 昭和１０年頃の蒲田の環境と子供の遊び 第１７期 村松　濱代
11 久し振りに学校を訪問して 第３７期 南谷六郎（ペンネーム）

「第２２期」卒業記念アルバム？ 第２２期 井上　實
12 ～１３頁（２面）　テニスの折おりの思い出 第１９期 小出　興三
14 私の５３年の歩み 第３２期 石井　澄枝

第２５回懇親旅行記 第４１期 山本　正子
15 同期会報告　第２０期同期会 第２０期 竹中　郁夫

　　　　　　第１９期同期会 第１９期 吉浜　照治
　　　　　　祝喜寿の同期会 第２３期 小島　浩

16 事務局だより／物故者／編集後記

第１１号（２０００年発行）～第２０号（２００９年発行）

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名

東京実業高校同窓会 

会報部 



第１８号　２００７年（平成１９年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 同窓会の部屋 会長 本田　位公子
2 東実同窓会活動 理事長 上野　雅子
3 「平成１８年（２００６）に思うこと」 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 青木　英二

　卒業生・入学生の状況／生徒８名が米国での姉妹校交流
　 　各クラブ活動（マーチングバンド部・陸上競技部・レスリング部）

　教職員の異動（新任教職員・退職教職員）
5 機械科の現況報告 機械科科長 金子　健一

電気科の現況報告 電気科科長 小椋　幸江
6 普通科の現況報告　文理コース 文理コース長 関根　章道

　　　　　　　　　ビジネスコース ビジネスコース長 原田　忠彦
7 レスリング部の現状 社会科教諭 小林　正文

生徒会報告 生徒会会長 唐沢　理恵
8 同窓会近況報告

　平成１７年度収支決算書／平成１８年度事業計画書
9 　平成１８年度同窓会組織図／平成１８年度定期総会

10 懇親旅行 第２９期 亀田　信義
東実祭 第２９期 箕輪　弘数

11 「同窓会の部屋」利用の楽しみ 第２０期 香川　政一
卒業後５８年の絆　○一段と強まる第２３期同窓会○ 第２３期 塩野　理二
箱根仙石原で心暖まる同期会開催 第３２期 石井　澄枝

12 ～１４頁（３面）　朋友 第１７期 羽下　良夫
14 校内の近況報告 校内幹事長 井上　昭
15 「一声運動」を！ 第３７期 米田　仁昌

物故者
16 事務局だより／平成１８年度（第８２期）同窓会幹事名簿／編集後記

第１７号　２００６年（平成１８年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 人 会長 本田　位公子
2 細やかなボランティア 理事長 上野　雅子
3 東京実業高校の現況と私の心 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 青木　英二

　年々増える進学者／米国より交換学生が来日
　 　各クラブ活動（陸上部の活躍・ブラスバンド部・レスリング部）

　教職員の異動（新任教職員・退職教職員）
5 機械科の現況 機械科科長 金子　健一
6 電気科だより 電気科科長 小椋　幸江

普通科文理コース 文理コース長 関根　章道
7 普通科ビジネスコース ビジネスコース長 原田　忠彦

頂上を目指す 陸上競技部監督 小川　欽也
8 同窓会近況報告

　平成１６年度収支決算書／平成１７年度事業計画書
9 　平成１７年度同窓会組織図／平成１７年度定期総会

10 渋谷センター街・井之頭通りでマーチングバンド部演奏 第４２期 瀬戸　盛義
初参加の九州旅行 第３３期 代田　蕎郎

11 １７期（みのる会）最後の同期会 第１７期 村松　濱代
12 連続１１回の開催で会員の絆、一段と強まる 第２３期 塩野　理二

ホームスティを経験して 第４１期 滝口　房枝
13 ４６期Ｇ３Ａクラス会 第４６期 飯塚　方子

簿記部ＯＢ会 第３８期 安藤　加代子
14 忘れ得ぬ人たち　－平林末次さんのことなど－ 第１７期 佐藤　三男

２３期野球部員が、先輩佐藤コーチと再会 第２３期 塩野　理二
15 生徒会報告 生徒会会長 鈴木　祐佳

平成１７年度（第８１期）同窓会幹事名簿
俳句　「春の訪れ」 第１８期 伊藤　勝啓

16 事務局だより／訃報／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第１６号　２００５年（平成１７年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 会長就任にあたって 会長 本田　位公子
2 東実の国際交流　－３７年を経て－ 理事長 上野　雅子
3 我々が担う役割 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 青木　英二

　男女共学教育の定着化／交換学生が渡米
　 　各クラブ活動（ブラスバンド部全国大会で金賞受賞

　　　　・サッカー部初のブロック優勝・野球部夏秋の大会で活躍）

　教職員の異動（新任教職員・退職教職員）
5 機械科の現況 機械科科長 金子　健一
6 電気科だより 電気科科長 長谷川　浩
7 普通科だより　文理コース 文理コース長 三山　弘

　　　　　　　４年目のビジネスコース ビジネスコース長 小畑　雅一
8 同窓会近況報告

　平成１５年度収支決算書／平成１６年度事業計画書
9 　平成１６年度同窓会組織図／平成１６年度定期総会

10 初めて懇親旅行に参加して 第３４期 中山　勝博
旅行の思い出 第５６期 佐々木　健

11 同期会からの報告　懐かしき３４期の我がクラス 第３４期 喜納　淳
　　　　　　　　　「箱根一泊旅行」で同期会開催 第２３期 塩野　理二

12 甲子園を目指して 野球部監督 山下　秀徳
13 先生と焼肉 第１７期 羽下　良夫
14 中村勝行先生のこと 第１９期 伊藤　廣里

「元気大盛り 肉うどん」（読売新聞川崎版掲載記事抜粋）
第４１期
　　〃

林　二三夫（夫妻）
林（内海）美恵子

15 生徒会報告 生徒会会長 鈴木　祐佳
通信欄／訃報

16 事務局だより／平成１６年度（第８０期）同窓会幹事名簿／編集後記

第１５号　２００４年（平成１６年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 新年をむかえて 会長 山本　徳太郎
2 慣例旅行「同窓生の方々との楽しい一時」 理事長 上野　雅子
3 東実のこのごろ 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 青木　英二

　ご挨拶／新たな男女共学３年目を迎えて／交換学生来日
　 　活躍する各クラブ（全国大会で活躍の陸上部

　　・ブラスバンド部全国大会で金賞受賞・２年連続ベスト８の野球部）

　教職員の異動（新任教職員・退職教職員）
5 機械科だより　「機械科の現況について」 機械科科長 金子　健一
6 電気科だより　「同窓会の皆さん、こんにちは！」 電気科科長 長谷川　浩
7 普通科だより　「男女共学になって３年目の文理コース」 文理コース長 三山　弘

　　　　　　　「進化するビジネスコース」 ビジネスコース長 小畑　雅一
8 生徒会より・・・ 生徒会会長 高倉　裕太

校内幹事より・・・ 校内幹事 知念　義裕
9 同窓会近況報告

　平成１４年度収支決算書／平成１５年度事業計画書
10 　平成１５年度同窓会組織図
11 　即席漫才連発…懇親会バス旅行 第３８期 川邊　國造

　定期総会
12 同期会からの報告　本年度は「方円会」中止 第１６期 青木　茂夫

　　　　　　　　　第２３期より 第２３期 塩野　理二
　　　　　　　　　一八会（１８）期より／俳句 第１８期 伊藤　勝啓

13 　　　　　　　　　１９期同窓会「１９実会」より 第１９期 吉浜　照治
　　　　　　　　　２９期級会より「卒業して人生節目の級会…」第２９期 箕輪　弘数

14 学寮を訪ねて…「黴（かび）と年輪」 第２２期 井上　實
「懇親旅行に参加して…」 第３７期 米田　仁昌

15 戦前戦後の東実野球部活動について 第１７期 佐藤　三男
通信欄／訃報

16 事務局だより／平成１５年度（第７９期）同窓会幹事名簿／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第１４号　２００３年（平成１５年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 新年度をむかえて 会長 山本　徳太郎
2 創立八十周年を終え 理事長 上野　雅子
3 「創立記念日」について 学校長 上野　毅
4 学校の近況報告 副校長 嘉戸　直民

　第７７期生として４６８名巣立つ／５７９名の新入生を迎える
　交換留学生ボルダーへ／体育祭と東実祭／山中湖学寮完成／
　学校創立８０周年記念祝賀会開かれる／クラブ活動／
　教職員の異動（新任教職員・退職教職員・訃報）

5 機械科報告　同窓会の皆様、こんにちは 機械科科長 増田　修一
6 電気科報告　電気科より 電気科科長 長谷川　浩
7 普通科報告　文理コース 文理コース長 三山　弘

　　　　　　２年目を迎えたビジネスコース ビジネスコース長 小畑　雅一
8 東実生徒の一員として（生徒会活動報告） 生徒会会長 鈴木　亮太

平成１４年度（第７８期）同窓会幹事名簿
9 同窓会近況報告

　平成１３年度収支決算書
10 　平成１４年度事業計画書
11 　定期総会

　同窓会旅行 第１７期 岡田　七郎
12 東京実業高校創立８０周年を祝して 第１７期 長山　幸作
13 十九期（とくじつかい）同期会のご報告 第１９期 吉原　和富

２５期「章幸会」開催　同期会のご報告 第２５期 吉村　和重
14 田園から戦火を乗りこえて、大森と合併して大田区となる 第１６期 青木　茂夫

方円会の事務簡素化、定連の減少の将来のために 　〃 　〃
15 鷹野先生と漢文 第１７期 佐々木　努

特集　創立８０周年記念によせて 第２３期（元教員） 小島　浩
16 　八十周年誌を手にして
16 　東実時代の回想 第２０期 竹中　郁夫

　上野熊蔵先生の思い出 第２１期 河野　典男
17 ボルダーとの国際交流 第２２期 遠藤　孝一
18 ８０周年を迎えて 体育科教諭（第３４期） 浅賀　英雄

私の東実時代 第４８期 佐藤　まり子
19 学校内で２３期同期会を開催 第２３期 塩野　理二

会員通信欄
20 事務引継ぎについて 第３７期（元同窓会事務局） 米田　仁昌

事務局だより／編集後記

第１３号　２００２年（平成１４年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 教育改革をテーマに 会長 山本　徳太郎
2 人間の賞味期限 理事長 上野　雅子
3 ものづくり国の危機 学校長 上野　毅
4 私の少年時代の蒲田 第１７期 村松　濱代
5 学校の近況報告 副校長 嘉戸　直民

　第７６期生として５３０名巣立つ／６３５名の新入生を迎える
　交換留学生来校／体育祭と東実祭／クラブ活動
　教職員の異動（新任教職員・退職教職員）

6 機械科報告　同窓会の皆様、こんにちは 機械科科長 増田　修一
7 電気科報告　電気科について 電気科科長 長谷川　浩
8 普通科報告　文理コース 文理コース長 三山　弘

　　　　　　ビジネスコース ビジネスコース長 小畑　雅一
9 生徒会長になって 生徒会会長 増井　匤樹

平成１３年度（第７７期）同窓会幹事名簿
10 同窓会近況報告

　平成１２年度収支決算書／平成１２年度事業報告
11 有志新年会写真集
12 同窓会に出席して 第４１期 根本　和子

感謝をこめて 元教諭 岡野　美和子
13 夜の士官 第１７期 羽下　良夫
14 ～１５頁（２面）　回想 第１８期 笠原　忠男
16 東実のエポックメイキング 第２６期 伊藤　澄雄
17 元気な方円会員ー常連隊に欠ける 第１６期 青木　茂夫
18 第一期女子商業科の創設について 元教諭 荒川　和男

定時制隆盛の時代 　〃 阿部（荒川）和男
19 第１９回有志懇親旅行／訃報／会員通信欄
20 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第１2号　２００１年（平成3年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 希望の年を迎えて 会長 山本　徳太郎
2 徒然なるままに 理事長 上野　雅子
3 ２１世紀の東実 学校長 上野　毅
4 歩く楽しみ 第１７期 村松　濱代
5 学校の近況報告 副校長 嘉戸　直民

　卒業式と入学式／交換留学生渡米／体育祭と東実祭／校内改装
　教職員の異動（新任教職員）
平成１２年度（第７６期）同窓会幹事名簿

6 商業科　－２１世紀のビジネス教育－ 商業科科長 山口　敏雄
～７頁　機械科 機械科科長 増田　修一

8 電気科 電気科科長 佐藤　節夫
普通科 普通科科長 知念　義裕

9 共学になるための「変化」 生徒会会長 日野原　昭寿
10 同窓会近況報告

　平成１２年度収支予算書／平成１１年度収支決算書
11 　平成１２年度事業報告

退職に当たり「雑感」 研修所所長 是枝　昌旭
12 おいしい料理での新年会 第４１期 滝口　房枝
13 第７５期卒業生集う　－若さの定期総会開かれる－ 第２２期 井上　實
14 ～１５頁（２面）　同窓会旅行と一発のビンタ 第１７期 羽下　良夫
16 ５９年の試練を越えて、１０人と紅１点 第１６期 青木　茂夫
17 新二千円札に想う 第１７期 松永　千里

１６年目の手紙 学校長 上野　毅
18 吹奏学部の誕生 第１８期 坪井　治
19 同じ窓で育った同期会 第２３期 塩野　理二
20 事務局だより/訃報／編集後記

第１１号　２００0年（平成１2年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 ２０００年おめでとう　ふれあいと語らいで 会長 山本　徳太郎
2 ミレニアムを目前にして　－地球をみつめ、福祉も不可欠ー 理事長 上野　雅子
3 教育改革の中身 学校長 上野　毅
4 学校の近況報告 副校長 嘉戸　直民

　卒業式と入学式／交換留学生来校／体育祭と東実祭
　クラブ活動／教職員の異動

5 商業科　－目まぐるしい社会に対応－ 商業科科長 山口　敏雄
6 機械科　－検定１年生に期待－ 機械科科長 増田　修一
7 電気科　－五日制でやり繰りの必要－ 電気科科長 佐藤　節夫
8 普通科　－五日制と女子部発足の対応－ 普通科科長 知念　義裕
9 同窓会近況報告

　平成１１年度収支予算書／平成１０年度収支決算書
10 　平成１１年度事業計画／定期総会／新年会
11 第１７回懇親旅行会 第３５期 河西　八重子
12 「東実と河井さん」 第１７期 佐々木　努
13 思うこと 社会科教諭 菊池　克己

伝統行事を大切に活動 生徒会会長 大山　武彦
14 東実３５年　－光陰矢の如し－ 社会科教諭 尾藤　勇
15 思い出のひとこま 第２３期 塩野　理二

会員通信欄
16 最低の出席１０人、難聴か？　声が大きい１６期 第１６期 青木　茂夫
17 合同クラス会／花房幹郎先生よりのメッセージ 第４２期 和田　英一
18 事務局だより／平成１１年度（第７５期）同窓会幹事名簿／編集後記
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