
　平成29年9月9日（土）、東京の新宿サンパーク本館にて正午より第3回総会が開催された。　出席者は舎友33名にオブザーバーとし

て在寮生３名が加わり総勢36名であった。

　総会は牧内会長が議長となり、まず事務局による平成28年度事業報告、会計報告並びに嶋岡監事による監査報告、続いて平成29

年度事業計画、事業予算の報告があった後決議した結果、それぞれ全会一致で承認された。

　引きつづき報告事項として、飯田支部の池野事務局長並びに松本中信支部の竹村幹事長による各支部報告があり、長野北信支部に

ついては池神副会長より組織化に向けた経過報告があった。

　最後に、事務局より寮の運営報告と寮生活の現況報告があり、午後12時25分に総会は閉会となった。

　総会後に行われた懇親会は池神副会長の進行で開会。　まず先月8月21日に逝去された後藤直衛飯田支部前会長と物故者のご冥

福を祈って1分間の黙祷を行った後、牧内会長による開会の挨拶、古島理事長の祝辞、林副会長による乾杯の挨拶があって懇親の宴が

始まった。

　宴会は、各テーブルとも和気藹々懐かしい顔ぶれ同士大いに盛り上がった。　途中、各地区から参加した舎友の自己紹介、伊原理事学

監による在寮生の紹介、その他寮生活の想い出や現況など多数の挨拶があった。　午後14時45分、寮歌と信濃の国の斉唱。　15時、

深澤副会長の閉会の挨拶の後、記念写真の撮影を行い、15時20分、葛岡副会長の中締めがあり、15時30分閉宴となった。

【牧内会長開会挨拶要旨】　　まず、第３回総会が無事開催できたことへの感謝の意を述べ、これまで仕事の都合や距離的な問題な

どで、信陽舎の運営には何の協力もできず申し訳なく思っていたが、昨年実質的にリタイアできたこともあり、舎友会の会長に指名されたのを

機に、少しでも寮の役に立てればと思い引き受けた。　信陽舎の運営を支援していく意味で舎友会の存在意義は非常に大きい。　 武蔵境

寮以降の舎友数は既に630名を数え、物故者も50名弱いるが、住所判明者も400名近くいる。　会員（年会費納入）数150名を当

面の目標としているが、寮の運営役員候補者として特に若い世代の入会を促 していきたい。

【古島理事長祝辞要旨】　　この度は立派な 「会報」第1号も発行され、舎友会の活動が軌道に乗り始めましたが、これも舎友会役員

の皆さんのご尽力のお陰と感謝申し上げたい。　先日 新聞で、昭和世代から平成世代への申し送りがうまくいかなかった旨の記事を読んで

世代交代の難しさを痛感したが、舎友会の活性化により若い世代の掘り起しができれば、法人役員の世代交代（申し送り）も可能になる

ものと大いに期待しております。

【林副会長乾杯の辞要旨】　今 「このハゲー！ 違うだろ～！」議員やダブル不倫議員が世間の話題となっているが、二人ともに東大法

学部出の才媛だ。　人間の能力には数値化できる能力と 数値化できない能力があるが、今の社会では数値化できる能力だけが評価され

がちだ。　 自分を律するとか他人を思いやる能力（人格）などは数値では表せない能力だ。　つまり、この東大出の彼女たちは数値化でき

ない能力、つまり人格に欠けているということだ。　 実は 本来、この数値化できない能力の方が、人間として大事だが、残念ながら今の日本

では軽んじられている。　寮での協同生活こそが、この能力、すなわち人格を育む絶好の場なのであります。

E-Mail： tof2943@citrus.ocn.ne.jp

第３回（平成２９年度）舎友会総会・懇親会開催報告
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新役員紹介

舎友会新役員

平成29年度 第3回舎友会参加舎友

平成30年1月14日開催の

役員会にて、原　誠さんが

新幹事として承認され就任

されました。

幹事： 原　　誠



　平成30年度寮生募集PR活動

　　　平成30年度寮生募集PR活動の支援として、平成29年12月に南信地区の下記高校を訪問し、進路指導の先生方にPRを行った。

　　　　持参資料：　平成30年度寮生募集要項、ポスター、パンフレット、現寮長の神藤駿介君の寄稿文 「信陽舎での暮らし」 のコピー。

　　　　①訪問者・常盤昌昭　9校：　辰野高校、箕輪進修高校、高遠高校、伊那北高校、伊那弥生ケ丘高校、上伊那農業高校、駒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ根工業高校、赤穂高校、飯田高校。

　　　　②訪問者・五島久揮　5校：　松川高校（深津町長が同行）、飯田OIDE長姫高校、下伊那農業高校、阿南高校、飯田高校。

　　　　③訪問者・水上勝秀　2校：　飯田風越高校、阿智高校　（水上さんが教諭としてかつて在籍した関係）

　面接選考審査実施

　　　　平成30年度の入寮面接選考審査を3月4日（日）午後14時より行った。　会場は池野理事のご尽力により飯田市役所の会議

　　　室を借用し、仲田長三舎友会飯田支部副会長、常盤昌昭理事兼支部幹事長、五島久揮支部副幹事長、池野兼浩理事兼支

　　　部事務局長の4名を面接官（面接選考委員）として、応募学生1名に対して面接選考審査を行った。

　支部役員増員

　　　　飯田支部の新役員として、中田茂（舎友No.102）さんに副会長への就任を要請した。

【現役員】　（会長）高間成之、（副会長）仲田長三、下平肇、坂好章、中田茂

　　　　　　　（幹事長）常盤昌昭、（副幹事長）五島久揮、（事務局長）池野兼浩、

　　　　　　　（副事務局長）原錬造、（事務局員）下岡祥平

　平成30年度寮生募集PR活動

　　　　平成30年度募集PR活動支援のため、松本・中信地区の高校訪問を募集担当理事に同行して行う予定であったが、支部役員の

　　　日程が合わず、同行は今回見送りとなり、11月16日に福與副理事長と池神常務理事に訪問して頂いた。

　面接選考審査実施

　　　　平成30年度より面接会場を松本に設置し、入寮面接選考を実施することになり、支部幹事長・竹村治恭さんの好意により、南信

　　　ヤクルト販売㈱本店の会議室を会場として借用し、中山卓舎友会松本支部会長、竹村治恭支部幹事長、深澤勝吉支部事務局

　　　長に福與卓臣副理事長を加えた4名を面接官（面接選考委員）として、3月4日（日）午後14時より2名の応募学生に対して面

　　　接選考審査を行った。

　支部役員

　　　　（会長）中山卓、　（幹事長）竹村治恭、　（事務局長）深澤勝吉

　支部設立準備会合

　　　平成30年度寮生募集PRのため担当理事2名（池神、福與）が11月14日に長野地区の高校を訪問した折に、長野地区在住の

　　3名の舎友、神波潔（舎友No.85）、田尻実（舎友No.207）、田川洋介（舎友No.512）氏と準備会合を持ち、平成30年春

　　に支部設立会合を開催することで意見が一致した。

　　　平成30年2月、神波潔さん、田尻　実さん、舎友会事務局の福與卓臣の3名を発起人として、下記のとおり長野・北信支部設立会

　　合の開催を決定し、2月2日付にて地区在住43名に案内状を送付した。

　　　　　　　　　開催日時　：　4月15日（日曜日）午後14時より

　　　　　　　　　会　　　場　：　宴席 「油や」　長野市末広町1355-5　　☎ 026-226-6761

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所：長野市末広町 1355-5  ウェストプラザ長野 9階　（長野駅善光寺口前 徒歩1分）

　　　　　　　　　会　　　費　：　5,000円

　　　将来的には、東信（上田・佐久）地区在住の13名にも声掛けをしていく予定。

〠　支部報告　〠
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【飯田・南信支部報告】

【松本・中信支部報告】

【長野・北信支部報告】



中平喜則（  10）：　ご案内有難うございました。　返事が遅れて申し訳ありません。　この8月で満81歳ですが元気でやっています。

中川正明（　44）：　体調不良につき欠席します。　小生信陽舎には短い期間しかいなかったから、顔を知らない人ばかりです。

松山順治（158）：　信陽舎の運営にご尽力いただき感謝致しております。　当方は北海道で元気にすごしております。　7月の前半

　　　に北アルプス登山に行ってきました。　久しぶりに訪れた長野市が大分変っていたのには驚きました。　今回は出席できませんが

　　　皆さんに宜しくお伝え下さい。

遠山正信（181）：　なかなか難しい時代になってきております。　流通業も変化変化で、先を読み切れておりません。 でもまあ、元気

　　　で仕事をしております。

林　　高明（182）：　過去の苦い経験から、夏のこの時期、脱水に注意しこまめに水分補給しながら、ビーバーでの畑・土手の草刈

　　　りが大きな仕事です。　90歳を超えた両親より自家用野菜の作り方の修行中でもあります。

安藤道彦（366）：　元気に働いております。　感謝！　総会に出席できなくて申し訳ございません。

坪井　 崇（440）：　いつもお世話になり有難うございます。　皆様に宜しくお伝え下さい。

坪井　 智（471）：　元気にやっています。　今後とも宜しくお願い致します。

・　後藤直衛（1956年入寮、舎友番号５）さん　前飯田支部会長、平成29年8月21日ご逝去。

　後藤さんは、昭和３１年入寮の武蔵境寮第１期生。　昨年8月21日肺炎のため逝去（享年８３歳）された。

　平成27年12月6日開催の舎友会飯田支部設立総会において会長に就任され、寮生募集PRのためご自宅を寮

　の飯田連絡事務所にしてご尽力いただいていましたが、平成28年末より体調を崩されたため、平成29年3月会長

　職を辞任され療養を続けられていた。

・　北澤正敏（1958年入寮、舎友番号23）さん　信陽舎前副理事長、平成29年11月1日ご逝去。

　北澤さんは長年にわたり副理事長として信陽舎の運営に心血を注いでこられましたが、体調をくずされ平成26年6

　月に理事を退任されて療養を続けておられました。

・　武藤忠彦（1960年入寮、舎友番号51）さん　平成30年2月2日ご逝去。

　実兄の武藤高義（舎友番号16）さんよりのご連絡。　以前より腎臓を患い療養されていたとのこと。

・　稲葉正彦（1987年入寮、舎友番号 338）さん　平成24年（2012年）6月8日ご逝去。

・　舎友会会長の牧内良平さんは、平成29年10月、神奈川大学の理事長に就任された。

・　松澤直紀（596）さんは、1年留年して会計士の資格を目指していたが、2017年秋の二次試験に見事合格。

・　塚田浩一（S1)さんが、信陽舎舎友会 特別会員第1号となりました。 塚田さんは、在寮生・塚田泰史君の父親

　で、舎友会の趣旨に賛同いただき、寮生の保護者としては初めての入会となりました。

　9月開催の第3回総会の席におけるゴルフ愛好の舎友の呼びかけで、11月

24日（金）、牧内会長ほか役員6名が集まり、秋晴れの神奈川県は清川

カントリークラブにて親睦ゴルフ会を開催した。

　お酒で景気づけしてスタートするツワモノ、平均年齢74歳の口うるさい猛者

たちにキャディさんまで笑い転げる口八丁、珍プレーの続出とあいなった。

　因みに、親睦が目的ゆえ、成績発表は控えたいと思っていたが、勝負にこだ

わる性癖の者が若干名いたため賞金泥棒のみしぶしぶ掲載する。

　優勝は池神利勝氏、準優勝は葛岡龍夫氏、3位は牧内良平会長、ブー

ビー賞は深澤克己氏であった。　プレー終了後は、席を本厚木駅前の中華

料理屋 「慶福楼」 に

移して親睦の19番ホ

ールとなった。

会場には三八会同期の故山口靖博君の奥さんからお土産の差し入れがあった。

　今後はより多くの同好の舎友を募って続けていくことを話し合って散会となった。

酩酊する前の記念写真
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〠　舎友便り　〠

舎友動向

　ご冥福を！

吉　報！

舎友会親睦ゴルフ会

武蔵境寮以降

の物故者48名

特別会員1号

スタート前は元気な面々

（福與、深澤、牧内、片桐、葛岡、池神）



　10月に入り二度目の大型台風が近づく28日（土）小雨の中、信陽舎昭和43年入寮生7名と44年入寮生5名の 計12名が下伊那

郡松川町にある清流苑に集合した。　又、この会と同じ日、同じ場所、同じ時間に昭和45年、46年、47年入寮組も同期会を同時開催

した。

　事の発端は、昨年9月のアルカディアでの信陽舎武蔵野寮再建60周年記念行事の際に、出席した井上君、浅沼君から、ぜひ飯田で同

期が集まり、一晩ゆっくり話が出来る機会を作って欲しいとの要望による。　それならば、同期の深津君が町長をしている松川町の清流苑で

やろうということで今回実現に至った次第です。

　午後6時からの宴席では、各自が近況報告や信陽舎での思い

出を語り合ったのだが、隣の宴会場の年少（45年～47年入寮）

組15名の自己紹介がとっくに終っているというのに、こちら年長組

は入寮以来約50年分の思い出を吐き出すべく延々と続いていた。

　宴会後は、両グループ28名が一部屋に集まり思い出話に花を

咲かせました。　・・・　ふと思ったのだが、狭い部屋にワイワイ集まり

酒を呑む、タバコの臭い、煙が充満するといったこの雰囲気は正に

昔の信陽舎そのものではないか、と。　翌日は小雨の中、深津君

の案内で清流苑の施設や、りんご農園を見学し昼食後、又の再

会を期して各自帰路へ着いた。　　（五島久揮記） 　　　　　    昭和43～44年入寮同期生（年長組）の12名

　四十数年ぶりの懐かしい顔、顔、顔・・・。　1971年の入寮時に3学年上までの諸先輩と、その1年後に入寮の後輩たちまで、前後5学年

にわたる舎友が、長い年月を経て再び一堂に集まり、夜を徹して語り合う機会が訪れるなどと、同期の誰が予想していただろうか。

　私たち1970～1972年入寮組（以下 「年少組」）は、2017年10月28日、29日の1泊2日で、長野県松川町の温泉旅館 「清流苑」

において、信陽舎を卒寮して以来初の同期舎友会を開催した。　ちょうど同じ日に同じ場所で開かれた1968年～69年入寮組（以下年長

組」）の同期舎友会に便乗する形で実施したので、あたかも昔の信陽舎内で寮生みんなが一緒に酒盛りをしているかのような錯覚に陥るな

ど、一気に青春時代に舞い戻ることができ、明日への鋭気を養う絶好の機会となった。

　きっかけは、同期の1人が病気で入院中、「退院したら信陽舎の仲間を集めて君の歌を聴いてやるから早く元気になれ」 と励ましたことによ

る。　無事にその彼が退院したので、約束を果たさなければならなくなったものの、他の仲間の居所が分りません。　そこで、信陽舎舎友会幹

事長の福與卓臣さんにメールで相談したところ、対象者の名簿を送ってくれるとともに、すでに年長組の同期会を企画していた3年先輩の五

島久揮さんにも連絡してくれた。　間髪を置かず五島さんの方から連絡があり、年長組はすでに日時・場所を決定して、招集をかけていると

ころなので、「良かったら一緒にやらないか」 と誘ってくれました。　聞けば、「清流苑」 は松川町町営の評判の高い旅館で、その松川町の町

長も寮の3年先輩の深津徹さんだというから文句のあるはずがありません。

　集まったのは、1970年入寮生2名、71年入寮生8名、72年入寮生6名の計16名。　ちなみに、年長組は68年入寮生7名、69年入寮

生5名の計12名で、総勢28名となりました。

　初日は、まずひと風呂浴びてから、年長・年少組全員で集合写真を撮影。　「同期の少人数でじっくり語り合いたい」 という本来の目的の

ため、仕切り1枚を隔てた２つの部屋に年長組、年少組がそれぞれ分かれて宴会がスタート。

    　我々年少組は、深津町長差入れの地元特産りんごワイン 

    「シードル」 で乾杯。　それぞれの近況報告のあと、くだんの彼

　　によるギターの弾き語りも交えて、思い出話に花を咲かせ、美

　　酒に酔い、全員で 「信陽舎学寮寮歌」 と 「信濃の国」 を斉

　　唱して締めくくった。

　　　続く二次会は、年少組の4人分の宿泊用の10畳の和室に

　　年長組、年少組の20人余りがぎゅうぎゅう詰めに集合。

　　袖も尻も擦り合いながらの談論風発となり、気が付けば午前

　　2時を過ぎていた。

　　　2日目は、年長・年少組の有志16人が深津町長の案内で

　　松川町営のアスレチック施設とりんご農園からジュース工場ま

　　でを一貫経営している農場を見学。　そろって昼食を摂ったあ

　　と、再会を期して解散となりました。　　　（原　誠記）
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昭和43年・44年入寮（年長組）同期会

☎　舎友便り　☎

昭和45年～47年入寮（年少組）同期会
《 5学年にわたる舎友が青春時代に戻って語り明かす 》

年長組・年少組28名全員集合



　㈱レオックより住込み派遣されて、食事の賄いや寮生の日常生活の面倒を見て頂いている長谷川廣子寮母さん及び信陽舎が、特別表

彰（LEOC Award 受賞）されました。　㈱レオックの吉田首都圏支社長の話によると、全国の取引先（社員寮、保養施設、学生寮等）2千

数百件の中から、顧客満足度、衛生管理等々総合点が高く、優秀とのことで信陽舎が選ばれ、長谷川寮母さんは8月20日、都内のホテ

ルで特別表彰されました。　顧客には数多くの学生寮（長野県人寮では信濃寮、信濃学寮等）があるが、選ばれたのは唯一信陽舎だけとの

嬉しいニュースであった。　これも長谷川寮母さんの人柄と努力の賜物以外の何物でもないが、寮母

さんは言う、曰く、「これも学生たちや掃除の神田さんたちの協力のお陰だから、報奨金で学生たちに

バーベキューをご馳走したい」 と。　これまでも、休日には、ときどき学生たちに自腹でご馳走してくれて

いる長谷川寮母さんに対し、この表彰を機に、お礼の気持ちを込めて法人からお祝いを差し上げた。

　11月5日の日曜日、恒例のケアハウス主催 「介護と福祉の地域祭」に10名の寮生

が応援参加。　信州リンゴ販売の手伝いや信州各地の観光地の紹介コーナーを設置

して、観光パンフレットを配布した。　信州リンゴの販売は、午前10時の販売開始と同

時に行列ができるほどの盛況で、11時過ぎにはほぼ完売となった。　長野県各地の観

光パンフレットの紹介は、毎年続けているせいか、訪れるお年寄りは既知のようで、関心

を寄せてくれたのは、初めて訪れた比較的若い方たちであった。

　1月22日（月）の昼頃から降り始めた雪は大雪となったため、長谷川寮母さんの声掛けにより、小降りになり始めた午後22時頃より、ケ

アハウスからスコップを借りて、近隣の雪かきを行った。　スコップや長靴の数が足りないので、5～6人ずつに分かれて20～30分交代でやった

らどうかとの寮母さんのアドバイスを受けて、ケアハウスのお年寄りや送迎車の出入りの支障にならないようにと、春秋館の周りからスタート。

　次第に、桜野小学校の児童の通学の支障にならないように、又、ケアハウスのお年寄りが小学校の向かいにある「さくらの薬局」に薬を取り

に行くことを想定し、その支障にならないようにと小学校前や横断歩道などにも範囲を広め、さらには団地中央バス停や交差点の横断歩道、

春秋館北隣のマンションの雪かきを手伝う形でくぬぎ橋までの歩道と、かなり広範囲となり作業は深夜の1時までとなった。

　学生たちにとっては期末試験の最中で、翌日も試験という忙しい時であるにも拘らず、24名中20名が参加、内17名は深夜の午前1時

まで作業してくれたというのは、賞賛に値する。　 この奉仕活動に感動した 「さくらの薬局」 は、寮生たちに栄養ドリンクを差し入れてくれた。

　また、桜野小学校の父母の方からは、「校長先生に報告します」と感謝の意を、北側マンションの住民からも感謝の言葉を頂いたとのこと。

　翌朝には、ケアハウスの村田施設長から古島理事長と福與宛に、丁重なお礼のメールを頂戴した。

　翌日、神藤寮長と宮嵜、塚田副寮長宛に感謝の意をメールで伝えたところ、「こういう機会はなかなかないことで、貴重な経験をさせて頂

きました」（宮嵜副寮長）、「参加した寮生が一致団結し、これだけのことが出来たというのは自分自身大変嬉しく思います」（塚田副寮長）

「寮生同士の連帯感や絆が強まったと思う　」（神藤寮長）などと、それぞれとても意義ある貴重な体験だったとの返信があった。

　翌夕方、ケアハウスの村田施設長より、本日午後に桜野小学校の校長先生がわざわざ来所されて、「除雪していただいたお蔭で子供た

ちは皆無事に登校できました。　寮の学生さんたちに感謝の意を宜しくお伝えください」 とお礼の挨拶があったとの嬉しいメールも頂いた。

また、近隣の住民の2名の方々から感謝の気持ちといってお菓子などを持ってきていただいた。　さくらの薬局の方が、「今回の学生さんの奉

仕活動は、この辺では知らない人はいないくらい評判ですよ」 と話していたとの噂も寮母さんの耳に入ったとのこと。

　これぞまさに ”協同生活の醍醐味”　と言えるでしょう。　皆で力を合わせて作業することで生まれる一体感は、お互いの信頼感に繋がる。

　参加した寮生たちは、信陽舎の理念である 「君汲川流、我拾薪」、「友の憂いに吾は泣き、吾喜びに君は舞う」を実感できたのではない

だろうか。　さらに、その活動が近隣の人びとの役に立つ活動であったことがより大きな意味があった。　人々から感謝されることの喜びを味わ

えたことが大きい。　寮生たちは、「ひとに感謝される喜びに勝る喜びはない」 という、お金では買えない貴重な経験が得られたものと思う。

　また、この奉仕活動の評判は、巡り巡って武蔵野市にも届き、信陽舎の存在意義（価値）を高めることにもなるでしょう。　この精神を寮

風として根付かせて、次の世代へと引き継がせ、良き伝統に育てたいと思う。　（運営記録より）
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***  寮生活  ***

ケアハウス主催 『介護と福祉の地域祭』 に応援参加

寮生、除雪ボランティアで大活躍　！

　LEOC Award（優秀事業所賞）受賞！　　　信陽舎及び長谷川寮母さん特別表彰される

　　　　　　　  表彰額 

　　      　 「第9回 LEOC Award 優秀事業所賞」長谷川寮母さんを囲んで受賞祝いのバーべキュー

信州リンゴの販売を手伝う寮生たち



　午前中から、食材や飲み物の買い出しに行く学生、五平餅を焼くための炭を熾す学生、ケアハウスから借りたテーブルを運び込み会場

設定を行う者、午後からは余興のリハーサルを行う者など、準備の段階から例年にない盛り上がりの雰囲気が漂っていた。

　定刻の18時30分、総勢43名が席に着き、副寮長の宮嵜君、塚田君の司会進行にて宴会が始まった。　まず、寮長・神藤君の開会

の挨拶の後、古島理事長が祝辞として信陽舎の歴史と来年長野県立大学が開校するが1年間は寮生活を経験させるとのことだが、こ

の精神は信陽舎の理念と同じであると述べた。　続いてケアハウスの村田施設長より、ケアハウス主催の介護と福祉の地域祭への寮生の

協力に感謝の意を述べるなどお祝いの言葉があった。　乾杯の挨拶では福與副理事長が、寮を支えて、寮に頼らず。　寮が寮生を導くの

ではない、寮生が寮を支えるのだ。　信陽舎の主役は寮生だと述べて乾杯を行い、楽しい宴がスタートした。

　理事、評議員、ケアハウスの方々、若い先輩舎友と在寮生が入れ代わり立ち代わり席を移しながら酌をしつつ話に花を咲かせ、会場は

大いに盛り上がった。　 余興の出し物では、まず4年生の伊藤匡君のよるマジックショーが披露された。　スプーン曲げやケアハウス村田施

　

　

　

　

　

　

　 神田さん、大石君の伴奏で歌う山本君　　　　　ビールをラッパ飲みする寮生

設長から拝借した千円札への穴あけマジック、トランプによるマジックと、その玄人はだしのマジックに拍手喝采が起こった。　 続いて、清掃

でお世話になっている神田さんのギターと3年生の大石晃也君の電子ピアノの演奏をバックに、1年生の山本裕斗君が歌を披露。　その

素晴らしい声量とプロ顔負けの歌唱力には満場が聞き惚れた。　その熱唱振りや場馴れした度胸はとても葛岡理事の孫とは想像もつか

ず、「トンビが鷹を生んだか？」 の声が上がったほどであった。

　大盛り上がりの余興の後、若い先輩舎友の佐々木優一（はるばる北海道より参加）君、岩原優君、更科剛君、高野凌輔（諏訪

より参加）君がマイクを持ち、近況報告と寮を出てから思ったこと等、在寮生にとって教訓となる話があった。　

　最後に、大石君のピアノの伴奏をバックに参加者全員で寮歌を斉唱して、午後20時30分終宴となった。　理事、評議員等の招待客

の皆さんが帰られ、後片付けが終わった後、寮生24名と若い先輩舎友4名は私服に着替えて食堂に集合、長谷川寮母さんに理事の

福與も加わり30名がテーブルを囲んでの慰労二次会が始まった。　楽しいひと時はあっという間に過ぎ、午後22時30分、後ろ髪を引か

れる思いで辞したが、在寮生全員が1階玄関まで見送ってくれたことに感激しつつ帰途についた。　（運営記録より）

大石君の伴奏で寮歌を斉唱する参加者
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***  寮生活  ***

大盛況だった平成29年寮祭

 　　　伊藤君のマジックショー　　　　    熱唱する山本君

総勢43名（寮生24名、理事先輩舎友11名、ケアハウス他8名）で食堂は熱気にあふれる



　 家庭を離れた若者が集まって起居を友にし、自由な人間として共同の責任を持ち、互いに協力、共助しあう自治的共同生活が人格

 形成にとって良い結果をもたらす。　それは学校教育でも、家庭や下宿生活でも得られない貴重なものである。

 　人間の人間たる所以は、その社会生活における協力共助の生活にある。　我々人間の全ての活動は皆他人のためになる事を実行す

 るものであり、自己が必要とするもの全て（衣食住他全て）は他人から与えられるものである、すなわち人間は他人なくしては一日たりと

 も生活できない、そういう存在である。　　〈宇佐美珍彦第3代理事長〉

　 人間というのは、孤立しては生きていけない。　人間というのは、関係の中に居てはじめて存在するのだ。　人という字は斜めの画が互い

 に支え合っている。　社会とは支え合う仕組みのことだ。　 〈司馬遼太郎〉

　 人間が自分ひとりで生きて行けるなどとは何と思い上がった若者よ、力を授かった者は、それを隣人のために使わなくてはならぬ。

　　　2005年の創立100周年記念事業の折に、舎友の皆さんから 　　　5年リースで食堂に設置していたリコー製複合機が10月で

　寄付して頂いき、食堂に設置してあった大型テレビが故障し、年式 　　契約期間満了となったが、寮生は殆んど使用していないでリー

　が古いため修理ができないというので、新規にパナソニック製55型 　　ス料を払い続けている状況なので、契約解除し、機器の返却

　４Kテレビを購入し、食堂に設置した。 　　処分を行った。　今後は、寮生自治会管理のお金でインクジ

　　ェットプリンターを1台購入し、設置場所や使用方法（インク

　　代、コピー用紙代等）を自治会で取り決めて管理していくこ

　　トイレにウォシュレットを導入する件に関しては、以前から冬の寒 　　とになった。

　い時期に冷たい便器に座るのがつらいとの寮生からの声があった。　

　　このところトイレットペーパーの使い過ぎにより配管が詰まってしま

　うケースがあったのと、寮母室のトイレも未だウォシュレットでないこ 　　　ボイラー2基（給湯用と追い焚き用）のうち、給湯用のボイラ

　とが判明したので、館内の全てのトイレにウォシュレットを導入する 　　ー内の銅管に穴が開き、お湯が漏れて制御機器が破損した

　ことを決定、12月16日に設置、快適なトイレに生まれ変わった。 　　ため、ボイラー1基を交換した。

　　1階読書室の応接セットのソファーの布張りが長年の使用のた 　　　3階屋上に設置してある給湯装置から異常な音が発生し、

　め破れが目立ち、見た目がみすぼらしくなったため廃棄処分にし、 　　調べたところ、荏原製作所製のお湯を循環させるポンプのベ

　新しくすることとなった。　特に2月から入寮希望学生の面接選考 　　アリングと水漏れ防止用シールの老朽化によってポンプが空

　を行うので、それまでに入替を行うことになった。 　　回りしたと判明した。

　　入替に関しては、これまでのようなソファーだと学生たちが昼寝し 　　　オーバーホールしてベアリングと水漏れ防止用のメカニカル・

　たりするとの長谷川寮母さんの意見を考慮し、読書室にふさわし 　　シールの交換が必要とのことだが、ポンプは2基あり、もう１

　いデスクとチェアーにすることに決定した。　費用を出来るだけ安く 　　基のお湯を給配させるためのポンプも同じ形式で同じ年式

　おさえるために、中古オフィス家具専門店にて購入し1月26日に 　　のポンプで劣化しているため、2基とも部品交換を実施した。

　搬入・設置した。
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設備・備品等管理報告

《　運営報告　》

信陽舎の運営理念

君汲川流 我拾薪　（君は川流（せんりゅう）を汲め、我は薪を拾わん）　　〈広瀬淡窓〉

友の憂いに吾は泣き　吾が喜びに友は舞う　　〈宇佐美珍彦第3代理事長〉

寮とは共同生活を通じた人間的錬成の道場である　　〈加納金三郎第2代理事長〉

〈シャトーブリアン〉

処分・修繕新規導入・設置

風呂ボイラー故障・交換　：平成29年10月

コピー機返却処分　：平成29年10月

給油ポンプ故障・修理　：平成30年2月1階読書室の模様替え　：平成30年1月

全館ウォシュレットトイレ導入　：平成29年12月

大型テレビ新規購入設置　：平成29年8月



人数 出身高校 人数 出身高校 人数 在籍大学等 人数 在籍大学等 人数 在籍大学等

262 飯田高校 25 長野高校 57 早稲田大学 5 高千穂大学 1 東京医科歯科大学

27 飯田OIDE長姫高 4 長野高等専門 50 中央大学 4 立教大学 1 日本医科大学

18 飯田風越高 3 長野西高 45 日本大学 4 学習院大学 1 東京医科大学

10 阿智高校 4 長野東高 36 東京経済大学 4 武蔵工業大学 1 東京海洋大学

13 阿南高校 3 長野南高 35 法政大学 3 東京教育大学 1 神奈川大学

5 松川高校（塚原） 10 長野吉田高 27 明治大学 3 東京外国語大学 1 桜美林大学

4 下伊那農業高 7 長野工業高 19 青山学院大学 3 国際基督教大学 1 明治学院大学

6 赤穂高校 5 長野商業高 18 成蹊大学 3 東京電気通信大学 1 和光大学

1 駒ケ根工業高 2 長野中央高 18 亜細亜大学 3 東京芝浦工業大学 1 星薬科大学

9 伊那北高 16 長野日大高 16 東京理科大学 3 武蔵大学 1 明治薬科大学

2 伊那弥生ケ丘高 1 長野俊英高 16 日本獣医生命科学大学 3 東海大学 1 東京薬科大学

8 上伊那農業高 18 須坂高校 14 慶応義塾大学 3 国士舘大学 1 北里大学

1 木曽清峰高（西） 1 須坂西高 14 東京電機大学 3 明星大学 1 昭和大学

6 岡谷南高 1 須坂東高 14 専修大学 2 東京工業大学 1 麻布大学

1 岡谷東高 2 須坂園芸高 13 東京農工大学 2 東京都立大学 1 都立科学技術大学

4 岡谷工業高 2 松代高校 12 一橋大学 2 首都大学東京 1 ルーテル学院大学

10 諏訪清陵高 6 篠ノ井高 12 工学院大学 2 横浜国立大学 1 成城大学

2 東海大諏訪高 2 中野西高 10 拓殖大学 2 東京工科大学 1 立正大学

1 諏訪双葉高 1 中野実業高 9 東京学芸大学 2 日本体育大学 1 杏林大学

1 長野田川高 5 飯山高（北南） 9 東京農業大学 2 二松学舎大学 1 大正大学

1 東京都市大塩尻高 10 屋代高校 8 東京大学 2 武蔵野美術大学 1 東京医療保険大学

21 松本深志高 2 更科農業高 7 國學院大學 2 帝京科学大学 1 東京有明医療大学

12 松本県ケ丘高 17 上田高校 7 帝京大学 2 武蔵野大学 7 各種短期大学

3 松本蟻ケ崎高 3 上田西高 7 東洋大学 2 玉川大学 24 各種専門学校

5 松本美須々ヶ丘高 1 上田東高 6 上智大学 2 東京造形大学 12 予備校

1 松本筑摩高 2 上田千曲高 6 駒沢大学

3 松商学園高 6 野沢北高

3 松本第一高 2 野沢南高 133 関東地区（含山梨県）

1 豊科高校 1 丸子実業高 126 飯田・南信（飯田・伊那・駒ケ根）地区

4 南安曇農業高 1 小諸高校 41 松本・中信（松本・岡谷・諏訪）地区

4 大町岳陽高 1 小諸商業高 60 長野・北東信（長野・上田・佐久）地区

1 池田工業高 7 佐久長聖高 16 名古屋・東海・関西地区

4 長野県外4高校 1 北佐久農業高 8 その他の地区

　 舎友の皆さんの便りを募集しております。　今期より会報　 　　舎友会では、個人情報保護の観点から 「舎友名簿」 の発行は行って

の発行は年2回に増やしましたので遠慮なく下記事務局ま 　おりません。　同期会又は各地区舎友会等を企画される折に、該当する

でどしどしお便りをお寄せ下さい。 　舎友の連絡先を必要とされる場合は、下記事務局までお問合せ下さい。

上松三治彦（108） 　　　　〒225-0026　横浜市青葉区もみの木台 34-8

葛岡　 龍夫（151） 　　　　信陽舎舎友会事務局　　福與卓臣（ﾌｸﾖﾀｶｵﾐ）

青柳　 淳英（280） 　　　　☎（045）902-2575 携帯☎ 090-9841-6349

　　　　 　　　E-mail : tof2943@citrus.ocn.ne.jp

〠 　お便り大募集！  〠  (　舎友名簿に関するお願い  (

＊　事務局便り　＊

事務局からのお願いとお知らせ

在住地区別舎友数（2017年時点）

舎友（武蔵境寮以降）データ

出身高校別舎友数　（2017年12月時点） 在籍大学別舎友数（2017年12月時点）
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