
萩原 好志子（23期）  神奈川県秦野市「我ら二水生」 絵手紙  

ネット活用について
　ホームページはここ数年間、同窓会のサイ
トはほとんど改訂されていませんでした。ネッ
トの情報は日々更新されていて印刷媒体より
も即効性があり、かつ双方向のコミュニケー
ションが必要です。
　現在はインスタグラムでの画像コンテンツ、
FacebookやTwitterといったSNS、Youtube
を使った動画コンテンツを皆さんが活用して
いる時代です。ただホームページがあるだけ
では意味がなく魅力のあるコンテンツ作りが
何より大切です。
　ネットを含めた改革も考えています。
　Webの開発費も必要ですが、ネットのQR
コードをからたちに掲載して若い世代がアク
セスしやすくし、更にネットのコンテンツを充
実することによって、若い世代にはネット配信
することでコスト削減につながると思います。
これから若い力を借りて改革を進めたいと思
います。

272021
August
令和3年8月31日発行

二
水
祭

県
内
随
一
の
賑
わ
い
で

毎
年
８
月
末
の
週
末
２
日
間 

開
催
予
定

石川県立金沢二水高等学校同窓会発行
〒921-8117  石川県金沢市緑が丘20番15号
石川県立金沢二水高等学校内
　　  （076）241-3773 　　　（076）241-8119
　　　   info@nisui-dousoukai.com
TEL
E-MAIL

FAX

石川県立金沢二水高等学校同窓会報

からたち

※駐車場はございません

クラス対抗のパフォーマンスが繰り返されます。
模擬店の出店もあります。ぜひご来校ください。

年会費をお納めいただき
本当にありがとうございます。

心より感謝申し上げます。
同窓会活動のために有効に
活用させていただきます。

同窓会会長  西野 十治

石川県立金沢二水高等学校同窓会ホームページ
http://www.nisui-dousoukai.com
e-mail : info@nisui-dousoukai.com

制作：株式会社 ライトブレーン  〒920-0364 石川県金沢市松島3丁目80番地  TEL：（ 076）249-9222 

金沢二水高校同窓会関西支部ホームページ
http://www.eonet.ne.jp/~kansai/

金沢二水高校同窓会関東支部ホームページ
http://nisui-kanto.org/

石川県立金沢二水高等学校ホームページ
https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/nisuih/



ごあいさつ

令和3年度・4年度 役員紹介

OB・OGの活躍

常任幹事  45期
蚊谷 真希子

常任幹事  45期
直江 学美

常任幹事  45期
宗守 重泰

常任幹事  58期
上出 真幸

常任幹事  68期
平吹 諒

事務  27期
宇野 智惠

副会長  24期
鍛冶 一雄

副会長  28期
倉本 由美子

会計  23期
廣村 和義

監事  44期
宮崎 英行

監事  23期
西川 邦隆

常任幹事  44期
山縣 泉

　二水23期の西野です。
　さっそくですが、「からたち」を大刷新しました。
いかがでしょうか。
　からたち並木の穴水町（現長土塀1丁目）校舎の
大先輩諸氏から今春二水を卒業された73期18才
の若い力まで2万8千人超の卒業生の方々にこれ
を機会に思わず「目からウロコ」って感じで同窓会
活動にどっぷーとつかってもらえんかなと思うて編集
してみました。
　同窓会役員も一新しました。二水愛に燃えるバン
バンの布陣です。これまでにとらわれんと楽しく愉快
な同窓会になるよう頑張るし応援してください。同
窓生めぐりミニツアーやお花見など新しいこともやっ
てみようと思うとるげん。若い役員たちにはがっぱに
なって頑張ってもろうし私たちはしなしなと、やわや
わとやっていきます。はかいかんことも多いと思うげ
けど、同窓会活性化の努力は必ず続けます。
　毎年5月の金沢全日空ホテルでの総会、秋開催
の関西・関東両支部のそれぞれの総会はとても大
切です。コロナが終息すれば一人でも多くの方々
の御出席を心よりお願い申し上げます。
　さて近ごろ、驚く早さでペーパーレス・キャッシュレ

スが進んでいます。から
たちや年会費納入にも
ネットを活用せんといか
んと思っています。同窓
会のホームページも一
新します。皆様の情報
もたーんとお寄せくださ
い。会員相互のコミュニ
ケーションにホームペー
ジを活用してください。
　また、金融機関との手続きが必要ですが、近い将
来年会費納入にLINEや楽天を利用できるように考え
ています。若い方 に々は電子マネーやネット決済のほ
うが親しみやすいようです。いずれにしても各年代に
対応していきます。むたむたにならんように気をつけな
がら進めていきますので知恵をお貸しください。
　これからも県内他校の同窓会に負けとられんとい
う気概を持って会員の皆様と共に同窓会を運営し
ていきたいと思います。
　そして年会費納入される方々が少しでも増えれば
この上ない幸せです。
　何卒、よろしくお願い申し上げます。

「二水が好きながや」

同窓会長
西野 十治

リオオリンピック・ボート競技出場　中野 紘
ひ ろ し

志選手 （58期）

　大学からボート競技を始め、2016年のリオ五
輪の舞台に立った中野紘志選手（58期）のここ
に至るまでの道のりは、挫折の連続でした。
　金沢市諸江町小学校時代では水泳、浅野川
中ではサッカーに打ち込むも上達せずに悩み、
二水高ではテニス部から陸上部へ転部。スポー
ツから受験勉強に切り替えた後、1年の浪人生活
を経て晴れて一橋大学に入学。五輪壮行会では

「ボートと出会わなければ、幸せな人生はなかっ
た」と清 し々い表情で競技人生を振り返りました。 中野選手と梶本 逸子元校長（17期）

いしかわ・金沢  風と緑の楽都音楽祭2021　竹多 倫
み ち こ

子さん （54期）

　令和3年5月3日（月）、石川県立音楽堂コン
サートホールで万全のコロナ対策が施されて開
催された「いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽
祭2021」で竹多倫子さん（54期）と小泉詠子
さん（49期）が素晴らしい歌声で会場を魅了し
ました。
　お二人はこれからも各種コンサートで全国的
活躍が期待されています。

宝生流  能の大曲「石
しゃっきょう

橋」 赤獅子を舞う　木戸 玲子さん （26期）

　令和3年5月23日（日）、第75
回篁

こ う ほ う
宝会大会で宝生流師範の

木戸玲子さん（26期）が、能の大
曲「石橋」を披露しました。
　コロナ禍で1年延期して開催と
なりましたが、紅白の牡丹に戯れ、猛 し々い動き
で赤獅子を勇壮に舞いました。
　国内にとどまらず、フランスやワシントンでも
能を演じ、海外発信にも力を注いでいます。
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モノづくり ソリューションカンパニーを 目指して

〒920-0332 石川県金沢市無量寺町ハ38番地2
TEL 076-266-8001（代表） ／ FAX 076-266-8002
http://www.kanazawakiko.jp　

小倉 一郎
大江 豊（23期）

Try the next

代表取締役社長

常 務 取 締 役

〒920-0362  石川県金沢市古府3-12
TEL : 076-269-8500／FAX : 076-269-8501
URL  https://www.hokuryodenko.co.jp/

金沢市では UJI ターンの支援をしています！

金沢市ではワーク・ライフ・バランスの
促進や働きやすい職場づくりを
行っている企業を表彰しています。

イベントや就活情報などのお得な情報はこちら！ ▶

◆ インターンシップ促進助成金
◆ 学生と社会人の交流会
◆ 企業見学会
◆ ＵＪＩターンイベント       など

代表取締役  鍛冶 一雄（24期）
ー食卓に健康とおいしさをー

                               

ＩoＴとＡＩ機能を搭載  加工ロボットへと進化を続ける中村留の複合加工機

複合加工のトップブランド

金沢二水高校卒業生一同
〒920-2195 石川県白山市熱野町ロ15番地
TEL （076）273-1111㈹　FAX （076）273-4801
http://www.nakamura-tome.co.jp

株式
会社宮西計算センター
宮西邦夫税理士事務所

税理士 宮西 邦夫（23期）
白山市馬場二丁目19  TEL（076）275-0488㈹

【かほく工場】

代表取締役  西野 十治（23期）   常務取締役  西野 健吾（58期）

〒929-1174 石川県かほく市浜北イ50番地
TEL (076)283-3202　 FAX(076)283-5115

http://www.nishino-ss.co.jpURL nanatuka@nishino-ss.co.jpMail

⬆マシンの動画は
こちら

⬆

機械・電気
設計者など
求む!

人工知能搭載ピッチングマシン

石川県立金沢二水高等学校同窓会　http://www.nisui-dousoukai.com
〒921-8117 石川県金沢市緑が丘20番15号  石川県立金沢二水高等学校内
TEL ： （076）241-3773　FAX ： （076）241-8119

広告掲載の
お問い合わせは
こちら

二水  28期

（23期）

事務機器・ソフトウェア

石川県金沢市問屋町2丁目82番地
電話：076-237-6266（代）

来春新社屋完成・若林孝（二水PTA）

道畑 順治（25期）
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● 関西支部

　“卒業しても二水生”をモットーに、同窓生の交流や
親睦を促進するとともに、母校のさらなる発展に寄与
することを目標としています。
■ 総会＆ビアパーティーのご案内  ［会費：5,000円］

日　　時：2021年10月23日（土） 11：00～14：30
場　　所：ガーデンシティクラブ大阪
　　　　  （TEL：06-6343-7770）
　　　　  ハービスOSAKA 6F （JR大阪駅桜橋口より徒歩7分）
　　　　  出席者には詳しい案内地図をお送りします。
特別企画：倉本 由美子氏（同窓会副会長、28期生）
　　　　  による胡弓演奏会
申し込み：同封の葉書により10月8日（金）必着

【連絡先】  「総会＆ビアパーティー」事務局・中村 祐之
T E L：090-9860-1481
MAIL：yn001＠i.softbank.jp 　 

■ まほろばハイキング「秋の近江道を歩こう」案内
日　　時：10月31日（日） 午前10時30分集合
集合場所：JR比叡山坂本駅
申し込み：10月27日（水）まで

【連絡先】  森 啓二（24期）  TEL：090-8821-9977
MAIL：mori.keiji@orange.plala.or.jp

〈 関西支部ホームページを随時ご覧下さい。〉

● 関東支部

　冒頭から残念なご報告をさせていただきます。
　本年度（2021年度）事業である関東支部総会と懇
親会及び行事である二水音楽祭 in Tokyo、ビアパー
ティー等は中止といたします。
　例年における関東支部の事業と行事を紹介いたし
ます。二水関東HPには必ず紹介記事を掲載しており
ます。一人で参加しても十分に楽しめるように役員・幹事
一同配慮しております。まずはご参加お待ちしております。
■    6月上旬；二水音楽祭 in Tokyo 代官山ヒルサイドテラス

OB/OGによるプロ、アマ音楽演奏会。
トークと演奏がいつも素晴らしい！

■   7 月下旬；ビアパーティー
アパホテル新宿御苑前 ステーキ匠

■ 10月下旬；関東支部総会&懇親会 都内ホテル
■   3 月下旬；花見会 鳥良 井の頭公園

〈 関東支部の問題点と対策 〉
❶ 組織作り 本部の学年代表幹事と連携した幹事会づくり
❷ 本部と呼応した行事企画
❸ 役員・幹事募集します。チャレンジ精神のある方、是非ご応募ください。

各期・各部の同窓会 支部の活動

▶ 24期　　　　　　　  24期 代表幹事  橋本 正美

東京オリンピック開催年に予定していた同窓会は次
期オリンピック開催年（2024年）まで延期します。

▶ 32期　　　　　　  32期 代表幹事  小池田 康秀

2021年8月15日（日）に予定しておりました32期還
暦同窓会は残念ながら延期とさせていただきます。
次回は2022年8月14日（日）を予定しております。
改めてご案内致しますので宜しくお願いします。　　

▶ バスケットボール部　　　　　 58期  上出 真幸

恒例のOB・OG会を令和4年1月3日（月）午後1時
から母校講堂で行う予定です。

▶ テニス部　　　　　　  23期 OB会長  高屋 利之

昨年は8月10日OB 7名が参加しました。
2022年はOB会発足30周年を迎えます。

▶ 出版　　　　　　  　　　　  16期  吉田 健治

佐藤 礼子さん（16期）が昨年11月に文芸社から
『私とお母ちゃん』（さとうれいこ）を出版しました。

▶ 23期 令和2年2月9日

▶ バスケットボール部 OB・OG会 令和2年1月3日

母校創立70周年記念

記念式典・本多の森ホール　[左] 江尻 祐子校長 ／ [右] 森 喜朗様（8期）とラグビー部員

記念祝賀会・東急ホテル　[左] 乾杯  梶本 逸子様（17期） ／ [右] 加藤 孝良様と宮崎 博史様（ともに4期）

平成30年10月15日

関西支部長  今井 清博 （13期）

関東支部長  吉田 弘史 （23期）
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●高校野球秋季大会の観戦応援 （※1）
9月に開催される石川県大会の石川県立野球場、金沢市民
球場での二水野球部の試合をスタンドから一緒に応援しましょ
う。試合日時は新聞に掲載されます。

●同窓会ゴルフコンペの御案内〈新企画〉 （※2）
　令和3年10月10日（日）　能登CC 　10組
　　　  7時42分スタート　キャディ付き   5組
　　　  7時42分スタート　セルフプレー  5組
　懇親会はありません。成績発表・景品あり
　申込みは先着順。会費3,000円
　締切り：9月15日（水）  申込み先は同窓会事務局

◎代表幹事会
　令和3年12月4日（土）　金沢スカイホテル
　詳細は後日、各期代表幹事の方々へ連絡します。

●同窓会忘年会と同窓生めぐり〈新企画〉 （※3）
　令和3年12月19日（日）〜20日（月）　定員20人
　12月19日（日）　辰口温泉「まつさき」
　　　　　　　　 （28期 松崎 富志永さん）
　　　　　　　　 午後5時までに現地へお越しください。
　12月20日（月）　午前中、彫刻家 山下 晴子さん（23期）の
　アトリエや物見山公園の作品を鑑賞します。
　会費25,000円  締切り：11月30日（火）  同窓会事務局まで

●お花見の会〈新企画〉 （※4）
　令和4年4月9日（土）　午前11時集合
　会場「穴水町公園」金沢市長土塀1丁目9
　金沢二水高校創設の地で桜の名所です。
　参加の皆様で公園内を散策しましょう。
　参加自由  無料  雨天中止  駐車場なし

●高校野球春季大会の観戦応援 （※1）
令和4年5月  石川県立野球場・金沢市民球場
試合日時は新聞に掲載されます。

●同窓生めぐりミニツアー  森本・津幡方面〈新企画〉 （※5）
　令和4年5月14日（土）　定員20人
　北鉄観光貸切りバス利用　会費6,000円（昼食費含む）
　午前9時30分　JR金沢駅西口集合　　
　❶森本 二俣の本泉寺（23期 松扉 等さん）
　❷二俣和紙工房見学
　❸昼食・津幡 中華萬菜「赤兎（せきと） 」（21期 広坂 良一さん）
　❹カジマートみなみ店（24期 鍛冶 一雄さん）
　❺河北潟ホリ牧場（24期 堀 初治さん）
　❻JR金沢駅西口で解散  申込みは事務局

◎同窓会総会
　令和4年6月4日（土）　ホテル金沢
　午後6時総会　7時懇親会
　詳細は各期代表幹事を通じて連絡します。

●高校野球選手権大会石川大会の観戦応援 （※1）
　令和4年7月　石川県立野球場・金沢市民球場
　試合日時は新聞に掲載されます。

◎第43回からたちゴルフコンペ （※2）
　令和4年7月9日（土）　能登CC　定員160人
　詳細は各期ゴルフ世話人を通じて連絡します。

〇〈予定〉 金沢二水高校・部活動見学会
　金沢二水高校構内  参加自由  日程未定

〇同窓生出演の各種コンサート鑑賞
　ホームページなどで随時お知らせします。

金沢二水高校同窓会事務局は毎週火曜日午前9時〜正午ま
で開いていますので、お電話などはこの時間帯にお願いします。
事務局は母校構内二水ホールにあります。
TEL (076)241-3773 ／ FAX (076)241-8119

※4  穴水町公園（長土塀1丁目9） ※5  二俣・本泉寺山門

※1  金沢市民球場の二水応援席 ※2  能登カントリークラブ ※3  山下 晴子さん（23期）と作品

掲示板
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