長岡中学･長岡高等学校東京同窓会の歴史
長岡高等学校同窓会東京支部）

年 月 日
1

明治2年5月〜
明冶4年8月

2 明治3年6月

平成31年6月16日現在

名

称

国漢学校設立（国漢学、洋学の教授）

明治5年11月23日〜
明冶6年11月

5 明治6年10月20日
6 明治7年

7

明冶9年11月ー
明冶19年4月
明治9年

8

明冶19年4月ー
明冶25年9月

場

曹洞宗四郎丸昌福寺（於）

参加者数

会長名/支部長名

明治33年4月昭和23年3月

廃藩置県により国漢学校自然廃校

7万４千石から２万４千石に減石されて長岡藩 を再興す
るが藩財政は全く立ち行かなくなり 明冶３年１０月廃藩
を新政府に申し出る。

長岡洋学校開校

(国漢学校の洋学局を分離独立させて）
士族/平民/ 農民の子にも 入学を許す

和同会設立

大参事三島億二郎
井上円了

長岡社設立 (民間の育英団体）

小林雄七郎(衆議院代議士）
小林虎三郎の末の弟

長岡学校開校 長岡社

「長岡の文の林に生い立てる若木は 国の柱とぞなれ」
奨学金を貸与 （帝国ホテル）、（学士会館に於）

私立長岡学校存続

田中春回らによって学校私義草案が 県に提出され存
続が決まる。

新潟県令永山盛輝の和歌 第
二校歌の一節に挿入されてい
る。

和同会雑誌
第1号発行
新潟県立長岡中学校
第一校歌制定

11 明治36年5月
12 大正10年10月15日

本富安四郎（作詞） 植村クニ（作曲）長岡女子師範学校
の教師

新潟県立長岡中学校 創立50周年記念
在京長岡中学同窓会創立

和同会雑誌
弟30号
毎年春秋の２回総会を開催する事を決定。

13 昭和5年秋
14 昭和6年

会報掲載誌

大参事小林虎三郎 「目先の
こと にとらわれてばかりいな
いで、 今の痛みに耐えてこそ
明日があ る。」

9 明治22年1月22日
10

勤務先名

長岡大参事小林虎三郎

（支藩）三根山藩から救援の 米百俵が長 小林虎三郎は「食えないが故に学校を作るのだ。」と
岡藩へおくられる。
言って米100俵を換金し約270両余 で 国漢学校、兵学
校、演武場、医学校、 洋学校を設立。

3 明治4年

4

内 容 / 会

作成: 坊下隆子（昭和36年卒）
編集: 米山澄泰（昭和49年卒)
谷 直樹（昭和60年卒)

長岡中学創立60周年記念 満州事変勃
発

1

会長橋本圭三郎（日本石油社
長）
幹事目黒眞澄

長中会報創刊号

在京長岡中学同窓会春季例会
（午後５時半開催）

明冶神宮外苑日本青年館 校長大館龍祥、在岡常任幹
事反町栄一

５０名

会長 橋本圭三郎
幹事 目黒眞澄

（日本石油社長）

15 昭和11年5月28日
16 昭和11年11月14日

在京長岡中学同窓会秋季例会
（午後5時半開催）

明冶神宮外苑日本青年館 校長代理那須忠正、常任幹
事反町栄一

５８名

会長 橋本圭三郎
幹事 目黒眞澄

（日本石油社長）

日支事変
長岡中学創設70周年記念事業
（長岡中学第二校歌制定）

堀口大学（作詞） 深井史朗（作曲） 堀口九萬一(揮毫）

連合艦隊司令長官山本五十六

ブーゲンビリア島上空にて敵機により戦死

17 昭和12年
18 昭和16年10月23日
19 昭和18年4月18日
20 昭和20年8月1日

米機の空爆により長岡市焦土と化す。

21 昭和23年4月～

新潟県立長岡高校

22 昭和25年4月

7人の女子が初めて入学
(第１回）

上野松阪屋食堂

23 昭和27年6月

(第２回）

(第３回）

29 昭和57年
30 昭和58年4月18日
31 昭和59年4月18日
32 昭和60年4月18日
33 昭和61年4月18日

６９名

王子製紙社長
会長 中島慶次（明冶45年卒） 北越製紙社長
副会長 櫻井督三（大正5年
卒）

９６名

王子製紙社長
会長 中島慶次（明冶45年卒） 北越製紙社長
副会長 櫻井督三（大正5年
卒）

紙パルプ会館

26 昭和34年12月3日

28 昭和46年

９６名

王子製紙社長
会長 中島慶次（明冶45年卒） 北越製紙社長
副会長 櫻井督三（大正5年
卒）

如水会館

25 昭和33年12月15日
（第４回）

７０名

王子製紙社長
会長 中島慶次（明冶45年卒） 北越製紙社長
副会長 櫻井督三（大正5年 日本銀行
卒）
幹事 金子繁太郎

目白 椿山荘 小原 直法務大臣就任祝いを兼ねて

24 昭和29年7月20日

27 昭和35年

和同会雑誌
弟94号

柿沼彦吉校長

長岡高校在京同窓会再興

和同会雑誌弟99
号
昭和35年2月発
行
和同会雑誌弟99
号
昭和35年2月発
行
和同会雑誌弟99
号
昭和35年2月発
行
和同会雑誌弟99
号
昭和35年2月発
行

中山博策（大正9年卒）

山根短資相談役

中山博策（大正9年卒）
昭和61年6月ご逝去

山根短資相談役

２５０名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

長岡高校同窓会
会報創刊号

４００名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

会報第3号

４５０名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

会報第5号

４００名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

会報第7号

長岡高等学校創立100周年記念
長岡高等学校創立110周年記念 和同会
館完成（57年10月）
長岡高等学校在京同窓会
椿山荘
長岡高等学校在京同窓会

椿山荘/野村忠策（昭和27年卒）

長岡高等学校在京同窓会

椿山荘/木津 守（昭和29年卒）

長岡高等学校在京同窓会

椿山荘/井上 孝、本間筧二（昭和30年卒）
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34 昭和62年4月18日
35 昭和63年4月18日
36 平成元年4月18日
37 平成2年4月18日
38 平成3年4月18日

長岡高等学校在京同窓会

椿山荘/清水文雄（昭和31年卒）

長岡高等学校在京同窓会

東京會舘12F/八百板政貴(昭和32年卒）

長岡高校東京同窓会

東京會舘12F/神保 晃（昭和33年卒）

長岡中学･長岡高校東京同窓会

東京會舘12F１/鈴木新作（昭和34年卒）

長岡中学･長岡高校東京同窓会
創立120周年記念行事

東京會舘12F/高橋賢一（昭和35年卒）

長中･長高東京同窓会支部総会
39 平成4年4月18日
長中･長高東京同窓会支部総会
40 平成5年4月16日
長中･長高東京同窓会支部総会
41 平成6年4月18日
長中･長高東京同窓会支部総会
42 平成7年4月18日
長中･長高東京同窓会支部総会

４００名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

３８０名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

会報第11号

４００名

野口昌太郎（昭和7年卒）

東栄土地建物社長

会報第13号

４６０名

野口昌太郎（昭和7年卒）
平成7年11月11日ご逝去

東栄土地建物社長

会報第15号

４００名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第17号

東京湾クルージング客船ヴァンティアン号
坊下隆子/矢島伸一（昭和36年卒）
参加者/同伴費用の事前郵便振込制の確立 当日参加
者千円アップ

３００名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第19号

東京會舘12F/星野正典(昭和37年卒）
リオのカーニバル、招待者 山本義正氏(山本五十六
元帥ご長男）、王 貞冶氏(元巨人軍監督） 櫻井良子氏
(昭和39年卒/ジャーナリスト)

４３０名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第21号

東京會舘12F/安藤悦郎（昭和３８年卒）
ステージパフォーマンス（丸山浩二/３４年卒） ジャズ演
奏（加藤健治/昭和６０年卒） 絵画展示（池山阿有/昭和
３４年卒）

４２０名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第23号

東京會舘12F/伊藤 徹（昭和39年卒）
長岡市民合唱団と校歌、応援歌を歌う 校歌、応援歌の
CDを参加者に配布
平成7年1月17日阪神淡路大震災

４５６名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第25号

３９３名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第27号

５１５名

諸橋芳夫（昭和11年卒）

旭中央病院･院長

会報第29号

４００名

諸橋芳夫（昭和11年卒）
平成12年1月19日ご逝去

旭中央病院･院長

会報第31号

４００名

吉野達平（昭和20年卒)

--

会報第33号

４１７名

吉野達平（昭和20年卒)

--

会報第35号

東京會舘12F/高橋幸雄（昭和40年卒）

43 平成8年4月18日

44 平成9年4月18日

45 平成10年4月17日

46 平成11年4月16日

47 平成12年4月21日

長岡中学校･長岡高等学校
平成9年度同窓会東京支部総会
（午後6時開会宣言）

東京會舘12F/山岸憲司(昭和41年卒）
ミニコミ誌を製作、二次会を同じ会場で 宅急便で同窓会
の案内を送付

長岡中学校･長岡高等学校
平成10年度同窓会東京支部総会
（午後6時30分開会宣言）
長岡中学校･長岡高等学校
平成11年度同窓会東京支部総会
（午後6時30分開会宣言）
長岡中学校・長岡高等学校
平成12年度同窓会東京支部総会
（午後6時15分開会宣言）

東京會舘12F/川辺康一（昭和42年卒）

東京會舘１２F/松川和俊（昭和43年卒）
｢温故知新｣、ピアノ演奏
東京會舘12F/大原精一（昭和44年卒）
東京支部同窓会運営規則/会則を制定 カンボジアに米
百俵の学校を設立
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50 平成14年4月12日

長岡中学校･長岡高校
平成13年度同窓会東京支部総会
（午後6時開会宣言）
長岡高等学校創立130周年記念行事
長岡中学校･長岡高等学校
平成14年度同窓会東京支部総会
（午後6時開会宣言）

51 平成15年4月19日

長岡中学校･長岡高等学校
平成15年度同窓会東京支部総会
(午後5時開会宣言）

48 平成13年4月13日

52 平成16年4月17日

白金台八方園/
森山文之助（昭和45年卒）
参加者全員着席形式を採用 大抽選会を行った。
白金台八方園/
久山 徹（昭和46年卒）
東京同窓会ホームページを開設 ギター演奏 荘村清
志、畠山徳雄
新高輪プリンスホテル国際館パミール/
大内二郎（昭和47年卒）
超大型紙芝居、太鼓ライブ 諸橋精光氏による垂れ幕を
製作

長岡中学校･長岡高等学校
平成16年度同窓会東京支部総会
（午後3時30分開会宣言）

新高輪プリンスホテル国際館パミール/
今井 弘(昭和48年卒）
当番幹事全員舞台で応援歌合唱 樽仕込み「和而不同」
を製作し同窓生に販売
平成16年10月23日新潟中越地震発生

長岡中学校･長岡高等学校
平成17年度同窓会東京支部総会
(午後2時30分開会宣言)

新高輪プリンスホテル国際館パミール/
米山澄泰(昭和49年卒）
「がんばろ～てふるさと」地震被害募金
義捐金300万円を母校へ贈呈
郷土料理、地酒、米百俵のミニ俵抽選会

53 平成17年4月16日

４００名

吉野達平（昭和20年卒)

--

会報第37号

３５０名

吉野達平（昭和20年卒)
平成19年9月3日ご逝去

--

会報第39号

４８２名

北村 博(昭和26年卒）

東亜建設工業（株）
会長

会報第41号

４６７名

北村 博(昭和26年卒）

東亜建設工業（株）
会長

会報第43号

４２７名

北村 博(昭和26年卒）
平成17年11月16日ご逝去

東亜建設工業（株）
会長

会報第45号

５２５名

本間筧二（昭和30年卒）

--

会報第47号

長岡中学校･長岡高等学校
平成18年度同窓会東京支部総会
（午後2時開会宣言）
長岡高等学校創立135周年記念行事、
和同会創設130周年

新高輪プリンスホテル国際館パミール/
飛田悦子（昭和50年卒）
支部総会で「第一校歌」を懇親会で「第二校歌」歌う 懇
親会で長岡高校応援歌を全曲歌う ホームページで「応
援歌物語」を紹介 地酒、郷土料理、お土産「こしひかり」

長岡中学校･長岡高等学校
平成19年度同窓会東京支部総会
（午後1時開会宣言）

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール/倉田裕
之(昭和51年卒） ジャズバンドで校歌/応援歌を歌う 地
酒、郷土料理、お土産「長岡赤飯」,[ビール」

６３０名

本間筧二（昭和30年卒）

--

会報第49号

56 平成20年4月19日

長岡中学校･長岡高等学校
平成20年度同窓会東京支部総会
（午後１２時３０分開会宣言）

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール/松本久
嗣(昭和52年卒）
悠久山の桜が咲くころ集いましょう 同窓会の意義披瀝、
鏡開き（最高齢と平成の卒業 生）
大抽選会、応援歌合唱、お土産

530名

本間筧二（昭和30年卒）

--

会報第51号

57 平成21年4月25日

長岡中学・長岡高等学校
平成21年度同窓会東京支部総会
（午後12時30分開会宣言）

グランドプリンスホテル新高輪 飛天/
北牧裕幸（昭和53年卒）
甦る球音～あの夏の甲子園を再び！ 郷土料理のっぺ
汁、お赤飯 お土産 長岡の米菓、お酒

527名

本間筧二（昭和30年卒）

―

会報第52号

54 平成18年4月22日

55 平成19年4月21日
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58 平成22年4月24日

59 平成23年4月16日

長岡中学・長岡高等学校
平成22年度同窓会東京支部総会
（午後12時30分開会宣言）

長岡中学･長岡高等学校
グランドプリンスホテル新高輪 飛天/
平成23年度同窓会東京支部総会
藤田尚秀（昭和55年卒）
（午後12:30分開会宣言）
「絆ー繋ぐ、繋がる、悠久の同士」
長岡高等学校創立140周年記念行事 和 2011年3月11日東日本大震災発生
同会創設135周年
福島原子力発電所崩壊による放射能汚染拡大
全国的自粛ムードの中開催、
剰余金の一部と募金を合わせて60万円を「あしなが育
英会」に寄附
長岡中学･長岡高等学校
平成24年度同窓会東京支部総会
（午後12:30分開会宣言）

60 平成24年4月14日

長岡中学･長岡高等学校
平成25年度同窓会東京支部総会
（午後12:30分開会宣言）
61 平成25年4月13日

長岡中学･長岡高等学校
平成26年度同窓会東京支部総会
（第40回記念総会）
（午後12:30分開会宣言）
62 平成26年4月12日

長岡中学･長岡高等学校
平成27年度同窓会東京支部総会
（午後12:30分開会宣言）
63 平成27年4月11日

グランドプリンスホテル新高輪 飛天/
大石秀成（昭和54年卒）
踊り、おどる。心躍る！あのころのときめきをもう一度 お
土産 甚吉袋、こしひかり2合

グランドプリンスホテル新高輪 飛天/
田所公一（昭和56年卒）
「和・輪・話 すべてがここから」
「長岡花火」をテーマに懇親会開催
大林宣彦監督作品「この空の花」予告編上映
郷土料理 のっぺ、煮菜等懐かしい長岡の味
お土産 オリジナルパッケージ入り地酒
東京同窓会の垂れ幕を布製にリニューアル
グランドプリンスホテル新高輪 飛天/渡邊謙哉（昭和57
年卒）
「長高日和 ～長高生でよかった～」をテーマに 懇親会
を開催、総会前のスペシャルイベントとして
「入船亭扇辰氏の落語」を披露、好評を博する。 郷土料
理は用意せず、懇親会の参加者テーブルに 料理の一
部を事前に設置、好評であった。 お土産 chk57特製の
オリジナル長高日和の フォルダーと紅白饅頭を配布。
グランドプリンスホテル新高輪 飛天/大原康一（昭和58
年卒）
「～人に、笑顔に、長高にありがとう。～ 」 写真展示
コーナーを設置（在学当時の卒業アルバム のコピーと
新聞記事をテーブルに配置
〜懐かしい長岡の映像〜
2本の日活映画ダイジェスト版を上映
平成25年度と同様に懇親会で各テーブルに料理の一部
を配置、お土産「第40回東京同窓会記念扇子」を配布
グランドプリンスホテル新高輪 飛天/
風間康浩（昭和59年卒）
「新たな再会・新たな繋がり長高Energy Full Charge!!」
思い出の場所をモデルにした、撮影スポットを設け懐か
しい風景をバックに、懐かしい仲間や新しい仲間との記
念撮影。
平成25年度と同様に懇親会で各テーブルに料理の一部
を配置
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517名

本間筧二（昭和30年卒）

―

会報第54号

498名

坊下隆子（昭和36年卒）

―

会報56号

588名

坊下隆子（昭和36年卒）

―

会報58号

657名

坊下隆子（昭和36年卒）

―

会報60号

660名

坊下隆子（昭和36年卒）

―

会報62号

650名

山岸憲司(昭和41年卒）

―

会報63号

長岡中学･長岡高等学校
平成28年度同窓会東京支部総会

64 平成28年4月16日

（午後11:30分開会宣言）
長岡高等学校創立145周年
和同会創設140周年
今年度より会場を新宿の
京王プラザホテル新宿に変更

長岡中学･長岡高等学校
平成29年度同窓会東京支部総会
（午後11:30分開会宣言）
65 平成29年4月15日

長岡中学･長岡高等学校
平成30年度同窓会東京支部総会
（午後11:30分開会宣言）
66 平成30年4月14日

長岡中学･長岡高等学校
平成31年度同窓会東京支部総会
（午後11:30分開会宣言）
67 平成31年4月20日

京王プラザホテル新宿 コンコードボールルーム
谷 直樹（昭和60年卒）
「新宿で のもーれ くおーれ うたおーれ」
～目で耳で舌で・・・五感で故郷・長岡を感じる～
今年の東京同窓会は、そんな会にしたいと考えていま
す。
郷土料理のレシピをホテル総料理長監修の元再現。フ
レンドのイタリアンは門外不出のレシピを公開していた
だき、実演提供して頂きました。他にもテーブルには笹
団子などのおやつも

685名
（出673/欠 山岸憲司(昭和41年卒）
12）

京王プラザホテル新宿 コンコードボールルーム
中澤 雄大（昭和6１年卒）
「長高今昔物語 ～そらったねぇ。今はなじらね？～」会
場に集う同窓生が在校だったころを、当時写真や音楽
で紹介し、さまざな年代の同窓生士が学という垣根を飛
び越えて、親しく楽語らえる場 にしたいとの思いです。
各テーブルに幹事年の方が１名以上加わり、サポート
や、学年を超えた絆を強くしてくださいました。

632名

京王プラザホテル新宿 コンコードボールルーム
堀井 薫（昭和62年卒）
「長高LIVE※!」 という企画コンセプトに基づき、三つのス
テージをご用意しております。同窓の友との語らいや、
故郷のお料理・地酒をお楽しみいただきながら、思い出
深い東京同窓会のひとときを演出
音楽ライブではピアノの生演奏で校歌・応援歌のアレン
ジ+オリジナルダンス・Netライブではインターネットで生
中継などなど、今年も楽しませて下さいました。

595名

京王プラザホテル新宿 コンコードボールルーム
若月 公紀（昭和63年卒）
「繋（つなぐ）」 をテーマに昭和最後の卒業生による、平
成最後の同窓会として開催。昭和～平成～令和を繋
ぎ、世代を超えた同窓生の絆を繋いでいく「おとなの和
同祭」をコンセプトに郷土料理や16種類の地酒で世代を
超えた親睦の時間を提供
おとなの和同祭企画として書道や学年体操が披露さ
れ、会場一体となって盛り上がりました。

622名

6

―

会報64号

山岸憲司(昭和41年卒）

―

会報65号

山岸憲司(昭和41年卒）

―

会報66号

山岸憲司(昭和41年卒）

―

会報72号

