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同窓会会長

市田ひろみ

自信をもって生きる
最近、芸能界や政界にスキャンダルが多い。

大声で秘書をどなりつける女性議員。夫

や妻や子供までいる人が不倫をしている。

今やSNSを通じて、日本の政・財界・

芸能界の情報は、世界に流れる。

女性の社会進出はうれしいが、もっと質

の良い仕事人が浮上してほしい。

まだ日本に来たことの無い人は、日本に

ついて、日本人は賢くて親切でやさしいと

思ってくれている。

1968年、初めてユーゴスラビア（当時）へ行った時、雪の残る日で、

古い布をさがす旅は、非常に厳しいものだった。

そこで出違った老人が、私達三人を自宅へまねき入れて、暖かいコー

ヒーを出してもてなしてくれた。このあたりに住んでいる人達は、ハ

ンガリーから亡命して来た人が多い。フアルカス・ジューラおじさん
一家もそうだ。

「働いて働いてやっと何とか生きて来られた。日本人は偉大だ。太平洋

戦争でひどい負け方をしたのに、努力して世界をリードする国になっ

た。我々は、日本人を尊敬しているんだ。我が家に日本人が来てくれ

るなんて川。」

おじさんは、自家製のワインで赤くなりながら、自家製のサラミや

ハムを出してくれた。上機嫌だ。

今尚、日本人を尊敬してくれている人達が、世界中にいる。そんな

人達を裏切らないように、良い日本人の国になってほしい。

SNSは、どこまで進化するのか。自分の信用は、自分で守らねば

ならない。

無責任な情報で、傷付く人が多い。子供達もその被害者だ。

どうして自分の立場を守れば良いか。それは、その人の日常性だ。

情報あふれる中で、自分は自分の信念で生きることだ。

強く生きてほしい。
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堀川高校校長

恩田　徹

二兎を追う

平素は母校の発展にご理解

とご協力、ご支援を賜り、心

より感謝申し上げます。本年

度の4月29日に盛大に開催さ

れました第109回の同窓会総

会の場で卒業生6名に奨学支

援金を授与してくだきり、誠

にありがとうございます。こ

の夏には、インターハイに2

名（陸上走高跳、ボート男子

シングルスカル）、全総文に1名（放送アナウンス）、N

コン（ラジオ番組制作）など部活の活躍にとどまらず、

国際地理オリンピック日本代表としてセルビア派遣、タ

ンザニアでの国際ボランティアをはじめ国の〟トビタテ

留学」APAN〟に3名派遣など、全国レベルで結果を出し

ております。どうか今後とも本校教育へのご支援をどう

かよろしくお願い申し上げます。

未来を担う生徒たちに、社会の激変に向き合う力を身

につけさせることは学校だけで出来るものではないで

しょうが、本校では試行錯誤しながらも「話し合い」「共

有し」「挑戦し」「振り返る」これらを学びの技法として

身につけて卒業させたいと考えています。「二兎を追う」
「自立する18歳」は、脈々と100年を超えて流れる堀川

の伝統です。どうか引き続き温かく、厳しい目で見守っ

ていただきますようお願いいたします。

本年度で退任いたしますが、同窓会の皆様のますます

のご健勝と、今後とも、母校への一層のご支援を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。



初代京都駅と路面電車（京密巨明治後期

リの市電、祇園祭　大正期

私たちの母校、「京都市立堀川高等学校」は今年で

創立110周年を迎えることになる。110年前といえば、

1908（明治41）年であり、当時は既に京都府立の高

等女学校2校（現在の鴨折・朱雀高校）が存在した。

そこに3番目の高等女学校として、前身の「京都市

立高等女学校」がカロわったのである。その後、1922

（大正11）年に「京都市立第二高等女学校」（後の二

条高等女学校）が開校し、校名を「京都市立第一高

等女学校」と改めている。現在の校名「堀川高等学

校」になったのは、第二次世界大戦後の1948（昭和

23）年で、このときに普通・商業・家庭・音楽の4

科が設置された。このうちの商業・家庭科は後に廃

止となり、音楽科は1997（平成9）年に「京都市立

苦楽高等学校」として独立し、現在は「京都市立京

都堀川音楽高等学校」となっている。

校名の「堀川」は、平安京の川の名であり、通り

名としても有名だ。開校以来、校地は同じ場所にあ

り、京都市の中心地、四条堀川の北東に位置してき

た。通りでいえば、北側は蛸薬師通、南側は錦小路通、

東側は油小路通、西側は堀川通に囲まれた形である

（現在は、油小路通の東側に本能学舎が存在する）。
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校舎については戦前、戦後に建て替えが行われてお

り、現在の校舎が竣工したのは、1999（平成11）年

である。

ヾ　開校当時から、西側にあたる堀川通には、日本最

初の路面電車として知られる「京都電気鉄道」の「堀

川線」が走っていた。後に「京都市電」の一部とな

り、この路線は「北野線」「N電」とも呼ばれて戦後

も存続していたが、他の市電に先駆けて、1961（昭

和36）年7月に廃止された。

「京都市立高等女学校」が誕生した1908（明治41）

年は、お隣の中国（当時は清）で光緒帝、西太后が没し、

後に満州国の皇帝となるラストエンペラー・愛新覚

羅薄儀が即位した年である。この年、日本では第1

回ブラジル移民を載せた笠戸丸が神戸港を出港し、

また、池田菊苗の「味の素」が特許登録されている。

京都では、陸軍第16師団の司令部が深章に移転し、

以後は伏見・深革周辺が陸軍の街として発展するこ

ととなる。「琵琶湖疎水」の「第二疎水」が着工きれ

たのもこの年である。この「第二疎水」は1912（明

治45）年に完成し、「蹴上浄水場」から水道の給水が

開始された。



さらに前後の年代を見てみると、京都においても

近代化の波が徐々に押し寄せていたことがわかる。

1897（明治30）年に創立された「京都帝国大学」（現・

京都大学）には、工科・法科・医科大学に続いて、

1906（明治39）年に「文科大学」が設置された。

1907（明治40）年には、市会において、七条・四条・

丸太町・今出川・東山・烏丸・千本大宮緑の7路線

の道路拡幅と市電の設置が決まっている。「京都市三

大事業」のひとつである市電は、1912（明治45）年

に四条・丸太町・烏丸・千本大宮緑の一部が開通し、

壬生車庫が設置されている。また、1910（明治43）

年には、大阪と京都を結ぶ「京阪電気鉄道」が開通

している。当時の京都側の終点は五条駅であり、三

条駅まで延伸するのは1915（大正4）年である。同

じく1910年には「嵐山電車軌道」（嵐電）も開業し、

現在の四条大宮駅（当時は京都駅）が生まれている。

市内では新しい建造物や橋も次々と誕生していた。

大丸京都店が現在の場所に店を構えたのは1912（明

治45）年である。この年には、高島屋も烏丸高辻に

新しい店舗を構えている（その後、現在地の四条河

原町に移転）。また、鴨川に架かる四条大橋・七条大

橋は、1913（大正2）年に市電開通に合わせて、コ

ンクリート製のアーチ橋となっている。現在の」R京

都駅も、1914（大正3）年に二代目の駅舎が誕生した。

この二代目駅舎は、1950（昭和25）年に焼失するま

で使用されていた。

明治後期から大正、昭和戦前期にかけては、絵葉

書が大し）に流行した時代であり、京都においても多

くの絵葉書が作られた。その中から、堀川高校に関

するものと、学校創立当時の京都の中心部の風景を

紹介する（戦後の古写真を含む）。

【文章・画像所蔵】生田　誠

i這ふ長束　　　二十軍軍箋仁言
祝　で匹　女㌧誓　どS　弼・如　故　榔　三虹　王r

京都市立堀川高等女学校　昭和戦前期
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堀川高校と市電（N電）昭和戦後期の写真
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当に久しぶりに、もしかすると卒業してから初めてかもしれませんが…堀川高校の門をくぐりました。

お忙しい中、お時間を割いてくだきり、お話を伺うことができました。

現在堀川高校の生徒数は1年248人、2年242人、3年249人。生徒達は、恵まれた環境とスタッフの中、毎

日、素敵な高校生活を過ごしています。

そんな幸せな生徒達の堀川高校が誇る独自の学習の様子を紹介します。

リ組みの大きな二本柱とし

て、文部科学省の研究指定

「SuperSCienCeHighS⊂h001」

と「SuperGIobalHighSChool」があげら

れています。

その具体的な活動は前者が探究活動、後

者は海外研修が中心です。
一つ目の探究学習は『用意された答えが

ない、「問い」に対して、正しいと思われる

「答え」を導き出す営み。』とあります。

生徒達が自分自身の研究や日常で興味を

持っていることから自分だけの「課題」を

見つけ、課題解決のために自分でできる

解決方法で答えを見つけ出して行く課題

研究です。

課題設定はもちろんすぐに決められる生徒もいますが、多くの生徒達は、本当に自分や社会のために必要な課題を

設定する段階で、産みの苦しみを味わいます。そんなときには先生達が一人一人と面談し、じっくり話を聴きなが

ら、適切なアドバイスを行い、生徒達が自分で決定できるように導いてくださいます。

盲i
うして決まった後の課題解決は基本、学校の中で行います。

インターネットや文献の検索、実験、アンケートなどの手立てを使って研究を進めていきます。

今年度2年生達が設定した課題には『キルケゴール哲学における「自己」の定義』や『光合成暗反応におけ
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るリン酸基礎置換反応の探索』のように

専門の研究を生かしたものや、『ディズ

ニープリンセス映画から見るアメリカの

恋愛観』や『「バイト敬語」が広まった原因

とは？』のように多種多様なテーマがあ

ります。私達にも興味深い身近なものも

たくさんあります。

二つ目の海外研修ですが、全員参カロで、

テーマは「自己変革の旅」だそうです。

『探究の授業の一環として、そこでの「課

題研究」と「人・異文化との交流」を通じて

「自己変革」に挑む。』ことを目的としてい

ます。

マレーシア・オーストラリア・ボストン・

オーランドの4つの行き先から、選ぶこ



とができ、それぞれのコースごと

のリーダーを選び海外研修委員会

を中心に進めていきます。

÷‡十三十重義÷
ースが決まるとその中

でまたグループに分か

れます。それぞれが課

題を設定し、現地での探究活動を

行います。もちろん、それまでに、

必要な語学を身に付けることも忘

れてはいません。

今年度2年生の主な活動としては、

マレーシア・・・熱帯雨林特有の植生

や生態を学ぶ、など

オーストラリア…ホームステイをして語学研修、など

ボストン・・リ＼－バード大学などを訪問してプレゼンを行う、など

オーランド・・NASAのケネディースペースセンターを訪問、など

どのコースもとても魅力的で、素晴らしい探究活動と未知の体験ができたことと思います。

このような、活動を高校生で経験できる今の堀川高校生をとてもうらやましく思います。

」流大学合格だけを目標とした3年間を送り、合格したとたんに、目標を失い、次へ進めなくなる子供達…

私達世代でも、一生懸命仕事をしてきたけれども、退職すると何をしていいのかわからなくなってしま

うおじさんおばさん達…よく耳にします。

子供達だけでなく、私達も自分で自分の人生を楽しく充実させていくために、いつも新しい目標や課題を持てる人

でありたいと思います。そしてそれらを一つずつ解決する手立てや方法を考えながら、失敗したらまた別の方法を

考えて、楽しみながらチャレンジしていくことが必要なんだと、心から思いました。

－5－

後に恩田校長先生

は、『堀川高校が目

指している最高日

標は、「自立する18歳」の育成

なんです。』とおっしゃいまし

た。

自分らしくいつも探究してい

く姿って素敵です。

私達も、いくつになっても『自

立する〇〇歳』で、ありたいで

すね。

【学校訪問取材】

西岡　節子
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2017年4月29日に京都ロイヤルホテル＆スパで第109回

堀川同窓会が開催されました。高28期卒（昭和51年卒業

生）が運営を担当しました。市田ひろみ会長の挨拶・堀

川高校恩田校長の祝辞・堀川奨学金受賞報告のあと、担

当学年である宮川町の芸妓ふく葉（宮川町芸妓組合会

長）の祝舞・京都堀川音楽高校の山脇校長による乾杯の

ご発生・宮川町の舞妓さんたちの踊り・門川京都市長の

挨拶・ネイビーズアフロ（皆川勇気・羽尻紘規ともに平

成23年卒業生）の楽しい漫才・「川の流れのように」の合

唱・堀川高校生徒会歌「緑なす森に」の合唱というのが

主な内容でした。
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堀　　智行きん

（高44期　平成4年卒）

堀金箔粉株式会社　　　を

代表取締役社長　　　　j
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細井（西岡）雅美さん

（高31期　昭和54年卒）

手打ちうどん　はそ井

経営（ご主人と）

「堀高時代はのちに堀川高校校長を長く勤められた荒瀬

克己先生に国語の授業を受け、楽しい思い出として残っ

ている。また、当時、自由（服装も）な校風のなかで多くの

友人と出合い、今でも当時の仲間と親しくお付き合いを

行っている。」と堀さんは話す。

堀さんの会社は、1711年（正徳元

年）創業以来、金箔ひとすじ300年

の歴史を重ね、文化財や著名な工

芸作品に彩りを添えるだけでな

く、特殊印刷や食品、美容など様々

な分野で使用され、金属箔・粉の新

たなる可能性を追求しておられま

す。また品質方針として、常に顧客

の要望に応えられるオンリーワン

の商品間発と最高の品質を維持で

きるように品質マネジメントシス

テムの継続的改善を行い、顧客と

の信頼関係を強固にするよう努力

されています。

【取材】荒木　泰博

国宝第一号、弥勒菩薩像で有名な広隆寺。

そこから大映通りを少し入ったところに「手打ちうどんは

そ井」がある。

「うどん」と看板にはあるのだが、本来は京料理の一品の店

で、昼にはうどんも食べられるお店。ご主人が2013年にお

店を開店され、奥さんは今までつとめていた仕事を辞め一

緒にお店を切り盛りしておられる。

30年間京料理に携わってこられたご主人がその腕を生かし

て京料理を敷居の高いものではなく、たくさんの人達に気

軽に楽しんでもらいたいという思いで、始められ、素柳ここだわった京料理とうどんを一つの料理として味わえる

お店。

そんなご主人の思いと、確かな腕を誇りに思い、お店を支えることを決めた。

店内にはたくさんの有名な俳優さん達の色紙が飾られ、映画の町、太秦を感じられる。撮影所が近いので撮影の合間

に俳優さんやスタッフさん達が味の良きを聞きつけ、訪れる。

堀川高校時代にはワンダーフォーゲルクラブに所属し、その頃の先輩や同期の友達が集まり、今でも、わいわい楽し

いひとときを過ごせることも雅美きんの楽しみの一つ。小さなお子さんから、お年寄りまで、中には四世代で来てく

だざるお客様もおられ、皆さんがおいしいと笑顔で、喜んでくださることが何よりの幸せ。おいしいお酒とこだわり

の一品料理で素敵なひとときを過ごしていただくために、これからも二人三脚で頑張っていきたいと笑顔で語って

くれた。

【取材】西岡　節子
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一一叩叫小山

島田　恵未さん

（高38期　昭和61年卒）

三条会商店街を堀川通りから入って二筋越えた北側にある

「京町家ひより」。ここは恵末きんのお姉さん、お父さんも

堀川高校卒業生のお宅です。中に入ると「おくどきん」があ

り、走り庭や箱階段、奥には蔵が建っていて、江戸時代から

続く京町家の風情を体感できます。

レンタルスペース・貸会場　盲「京町家ひより」と
≡

いう名前は、晴れた

良い天気、「運動会

営　　　皇

■

「京ひより」経営

日和」、「紅葉狩り日

和」と何かをするのに良い日として使われるので、ひとときを心地よく過ご

して欲しいという想いが込められたものです。

恵末さんが町家をレンタルスペースにしようと片付けていたところ、蔵、

屋根裏からブリキのおもちゃ、積木、めんこ、かるた、ママごと用のおくど

きん、アールデコ調の衣装の女性が描かれた箱などが、たくさん出てきたので「これは宝物だ！みんなに観てもらお

ほそ井　外瞬・店内

、＼、、　　　　　　　　　　　　・t

ほそ井　近隣マップ

う！」と整理されました。ここで開かれるイベン

ザ？欄　卜・講座に参加ざれると観ることができます。

「舞妓・芸子さんに大変身」、「旬の魚の料理教

室」、「友禅体験」、「四季を愉しむ会」など、いろ

んなイベントがありますので、詳しくはホーム

ページをご覧ください。レンタルスペースのこ

とも載っています。

【取材】村木　博隆

－9－

堀さん、細井（西岡）さん、島田さんの

会社・お店の情報等、詳しくはホーム
ページをご覧ください！

堀金箔粉株式会社

http：／／www．horikin．⊂0．jp／

義手打ちうどん　はそ井

http：／／www．kyoto－hosoi．com／

鷺京町家ひより

https：／／kyomaChiya－hiyori．COm／
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日　時：平成30年6月10日（日）　12：00開場／13：00開演

会　場：ロームシアターメインホール（旧京都会館第－ホール）

参加費：7．000円

日　時：平成30年6月10日（日）15：00受付／15：30閲宴

会　場：みやこめっせ（ロームシアター向かい）

参加費：3．000円

＊資格　会員、ご家族、ご友人など会員様の同伴者であれば参加資格は問いません。

＊定員　　コンサート、懇親会とも満席になり次第、通知なく受付終了となります。

（式次第）　予定
12：00　　受付　※ロームシアターメインホールエントランス

13：00　　開演　葉加瀬太郎コンサート　第一部

彙加瀬太郎コンサート　第二部
15：00　　中締め（みやこめっせへ移動）

15：00　　懇親会受付

15：30　　懇親会開宴

17：30　　お開き

懇親会は高29期（昭和52年卒業）が運営を担当いたします。

葉加瀬きんをお迎えして、楽しい企画を準備しておりますのでご期待ください。

主催　堀川同窓会

堀川同窓会では、第110回を記念して、記念グッズを販売いたします。

下記の記念グッズに、HorikawaAJumniAssodation110thAnniversaryのロゴを入れて制作いたします。

※この記念グッズは、懇親会会場のみにて販売いたしますので、是非、ご購入ください。

※尚、商品は予定ですので、商品の仕入れ等の都合で変更することもございます。

※いずれも、1個1′000円での販売予定です。

①カラフルタンブラー ④シースルークロック　　　　（彰カラフルキーホルダー
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堀川高校前といえば、あの歩道橋でした。私たちも現役生の頃何度となく利用させていただいた懐かしの歩道橋が撤去されました。

昭和42年に建設されましたが、歩道橋そのものの老朽化もさる事ながら、高齢化社会になりお年寄りにはあの階段の昇降は非常

に厳しく、平成28年3月に撤去されました。

撤去後は歩道が整備され、高校前が広々として見晴らしも良くなりました。また玄関横の歩道

にも植込みができ、3～4月には校内のそれと同時に桜が咲き誇り新入生を華やかに迎えて

⑦活躍する卒業生
各界で活躍する卒業生の情報を掲載し　銅
ています。是非、見てください！自薦他

薦を問いませんので、投稿お願いします。

⑧学年別同窓会
学年別の同窓会開催情報を掲載してい

ます。学年別同窓会のホームページの紹

介もしています。

⑭会員データ変更
同窓会名簿の住所変更などはここから！

平成28年3月、歩道橋を6つに切断して

クレーンで取り外し撤去されました。

①堀川文化祭情報など

②堀川高校の沿革がわかります
③恩田校長に突撃インタビューしました
④これまでの同窓会の写真はココ

⑤堀川同窓会の歴史がわかります
⑥何でもお問合せください
（9これまでの会報誌履歴はココ

⑯同窓会運営情報がわかります
⑪同窓会会長をご存矢口ですか？

堀川同窓会

【イベント情報】

110回記念大会

平成30年度同窓会は110回

記念大会として、ヴァイオ

リニスト葉加瀬太郎さん

（昭和61年卒業）をお迎え

してコンサートを企画し

ています。

又は、http：／／horikawa－dosokai．⊂Om／

110年続いた堀川高校、この歴史と伝統のある堀川高校がある地域は、本能地区と呼ばれ、「本能寺の変」で有名ですが、京都の着

物文化を支える「梁のまち」でもあります。また、この地域の町衆たちは、夏の祀園祭に代表される様々な行事に参加しています。

今年は探求科が創設されて20年目という新たな始まりの年となりました。長い歴史と伝統があるだけでなく、つねに新しい教育

に目を向け、それを実践きれています。でも自由活発な校風は創立当初から変わることなく今も続いています。

今回の会報では広報担当学年の生田　誠くんが堀川高校創立当時の写真や高校近辺の写真をたくさん探してくれました。同窓

の皆さんも懐かしく苦の景色を思い出すとともに、高校時代に戻った気持ちになられた方もいらっしゃると思います。また、編集

担当者の身近な知り合いの同窓生を紹介させていただきました。村木博隆くんの知り合いの島田恵末さん、西岡節子さんの妹の

細井雅美きん、私と仕事で関係のある堀智行さん。同窓生はそれぞれの場所で精いっぱい個性を出して頑張っておられますので

その一端がお知らせ出来たらと思いました。

会報の編集にあたり、堀川高校の恩田校長先生や谷内副校長先生・市田会長はじめ役員の皆様・同窓生の皆様にはたいへんお世

話になりありがとうございました。

109回堀川同窓会実行垂員一同


