
大δ  加佐郡立高等女学校同窓会設立

会長学校長

昭 27 舞鶴中学校同窓会設立 会長学校長

57 舞中同窓会報第 1号発行

11.3 舞中同窓会 奉安殿を建設し母校に寄贈

舞女同窓会 校内に同窓会館を設立

15,4 舞中同窓会京都支部結成

支部長 原田健之亮氏 (1回生)

21.7 舞中同窓会 会長 飯野豪三氏 (1回生)

舞女同窓会 会長 斉藤ヤス氏 (2回生)

11 舞中同窓会主催 映画鑑賞会

22.3 舞中同窓会主催 映画鑑賞会

5 舞中同窓会 創立25周年記念行事

9 同窓会報12号発行

舞中同窓会主催 世界名作戯曲講座開講

23.10 舞中 0舞女同窓会合併 新たに西舞鶴高等学校

を母校とする同窓会を創立し、双鶴同窓会と改

名

初代会長 飯野豪三氏 舞中同窓会京都支部を

双鶴同窓会京都支部と改名 支部長 原田健之

亮氏

24.4 双鶴同窓会発足記念 映画鑑賞会

8 文化講演会 松井 清氏

25.3 文化講演会 大山郁夫氏

8 文化講演会 前芝確三氏

総会で第 2代会長 瀬野尚憲氏 (中 1回)を選

出 東京支部結成総会 支部長 大塚喜一郎氏

(中 2回 )

11 観世流能楽大会開催 (明倫校)

26.6 第 1回双鶴同窓会会員名簿発干l

7 諏訪根自子バイオリン演奏会開催 (西傘会堂)

8 文化講演会 山北清次氏

281■  前進座特別公演開催 (日 本劇場)

30.4 双鶴同窓会 結婚相談所開設

9 第 2回双鶴同窓会会員名簿発刊

33.10 双鶴同窓会から母校へ校旗寄付

3610 新校舎竣工に際し通信施設に協力

11 総会で第 3代会長 福田重郎氏 (中 1回 )を選

出

3710 京大総長 平沢興氏講演会 (母校)

雰 11 第 3回双鶴同窓会会員名簿発刊

39_1「ダークダツクスのタベ」開催

:|_6 京都支部長 水島正男氏 (中 4回 )

同窓会の沿革 と活動

昭41.4「ザ 0ピーナッツショー」開催

425 藤本 武氏 (中 3回)講演会開催

総会で会員」を改正

43.10 プール建設用地買収基金募集

12 舞鶴高等女学校倉1立60周年、西舞鶴高等学校創

立20周年記念総会開催

小沢王晃 (中 2回 )仲晃 (中 19回 )両氏の講演

会 (市民会館)記念誌「校誌」発刊

46.2 第 4回双鶴同窓会会員名簿発刊

47.5 舞鶴中学校創立50周年記念行事開催

水上勉 犬養孝 両氏の講演会 (市民会館)

記念誌「翔鶴」発刊

「翔鶴の松」と命名

48.5 総会で第 4代会長 井関勉氏 (中 8回)を選出

東京支部総会 (市 ケ谷会館)

49.4 京都支部総会 (かんぽ―る)

京大総長 岡本道雄氏(中 5回)吉 本晴彦氏 (ド

ケチ教祖) 両氏講演会 (市民会館)

50.3 総会 市民 グランドに双鶴同窓会の土地購入

(プール基金を充当)

6 阪神支部結成総会 支部長 寺島正氏 (中 1回 )

阪神支部第 1回名簿発刊

舞中 舞女 西舞鶴の校章旗新調

11 東京支部総会 (市 ケ谷会館)

52.3 双鶴同窓会報第 1号発行

6 阪神支部総会 (大阪銀行協会)

支部会則制定 支部第 2回名簿発刊

支部長 鴨志田正五氏 (中 8回 )

11 東京支部総会 (世界貿易センター)

大江選手表彰式パネルを母校へ寄贈

53.3 双鶴同窓会報第 2号発行

8 京都支部総会 支部規約制定 支部長 田畑茂

二良『氏 (中 2回)(か んぽ一る)

10 総会

11 舞鶴高等女学校創立70周年 西舞鶴高校創立30

周年記念行事開催 (市民会館)京府大学長 田

畑茂二郎氏 (中 2回 )講演 ムーンバ ット (毛

皮ファッションショー)

「舞女の梅」を母校に記念植樹

1 54.3 双鶴同窓会報第 3号発行

1   6 京都支部総会 (嵐峡館)支部第 1回会員名簿発

1        干」

1   11 阪神支部総会 支部第 3回名簿発刊
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昭55.3 双鶴同窓会報第 4号発行

第 5回双鶴同窓会会員名簿発刊

5 名簿発刊記念総会 (グ ランドホテル)

6 京都支部総会 (タ ワーホテル)

支部だより第 1号発行

11 東京支部総会 (市 ケ谷会館)

56.1 保存用会員カー ド作成

3 双鶴同窓会報第 5号発行

6 京都支部総会 (平安会館) 支部だより第 2号

発行

9 総会

11 阪神支部総会 (大阪銀行協会)

支部長 遠藤源太郎氏 (中 14回 )

東京支部舞中部会 (市 ケ谷会館)

「大江選手の像」建立の趣意書発送募金

57.3 双鶴同窓会報第 6号発行

5 舞鶴中学校倉1立60周年記念行事

「努力と友情」の大江選手 (中 6回)の像

舞中校歌碑を母校に建立 記念式典 西田修平

氏の講演会 友情のメダル文鎮

6 京都支部総会 支部長に河野卓男氏 (中 10回 )

支部だより第 3号発行 (平安会館)

9 阪神支部舞中 舞女合同部会 (六甲スカイビラ)

12 東京支部総会 (市 ケ谷会館)

支部会報「いわし雲」創刊

支部長 増田元一氏 (中 5回 )

58.3 双鶴同窓会報第 7号発行

5 京阪神地区就職者懇談会 (京都教文センター)

へ京都 阪神支部役員が激励に参加

6 総会で第 5代会長 多田卓夫氏 (中 11回 )を選

出

京都支部総会 (サ ンフラワーホテル)

支部だより第 4号発行

11 京都支部から講師 千阪靖朗氏 (中 18回 )を母

校に派遣 在校生を激励する講演会

阪神支部総会 (大阪銀行協会)

支部名簿発刊

59.■・同窓会より西舞鶴高校歴代校長写真額を母校へ

寄贈

3 双鶴同窓会報第 8号発行

6 総会

京都支部総会 (平安会館) 支部名簿発刊

支部だより第 5号発行

7 21世紀へ向けて
｀
郷土を考えるミ

パネルディスカッション (市民会館)

東京支部から講師 林田侃氏 (中 13回 )を母校

に派遣 在校生を激励する講演

東京支部総会 (ゆ うぽうと)

支部会報「いわし雲」第 2号発行

わかさ支部結成準備会

双鶴同窓会報第 9号発行

阪神支部から講師 高橋敏一氏 (中 13回 )を母

校に派遣 在校生を激励 講演

京阪神地区就職者懇談会 (堀川会館)へ京都

阪神支部役員が激励に参加

京都支部総会 (タ ワーホテル)

総会

阪神支部総会 (大阪銀行協会)

双鶴同窓会報第10号発行

京阪神地区就職者懇談会 (堀川会館)へ京都

阪神支部役員が激励に参加

京都支部から講師 河野卓男氏 (中 10回 )を派

遣 在校生を激励 講演

綾部支部創立総会

京都支部総会 (嵐峡館)

総会 関悦子氏 (高 6回 )「ひとり芝居J鑑賞

同窓会館建設 名簿発干Jを決定

東京支部総会 (五反田ゆうぽうと)

舞女80年史ビデオ「花すみれ」完成

双鶴同窓会報第11号発行

総会

舞女創立80周年記念に校歌碑記念碑を建立

京阪神地区就職者懇談会 (堀川会館)へ京都

阪神支部代表激励に参加

京都支部総会 (平安会館)

同窓会所有地 (1,011ぽ)を京都府に寄付

東京支部から講師 和田典子氏 (女23回)を母

校に派遣 在校生に講演

東京支部舞中部会 (松本楼)

中 7回生 林田悠紀夫氏法務大臣 就任祝賀会

阪神支部総会 (大阪銀行協会)

第 6回双鶴同窓会会員名簿発刊

双鶴同窓会報第12号発行

母校に「双鶴会館」竣工

太平洋戦争犠牲者名簿 (同窓生)完成

総会 (評議員会)

][::I][1記
念行事

京阪神地区就職者懇談会に京阪神支部役員が激

励に参加

双鶴同窓会会報13号発行

lla59.11

60.3

5

6

11

61.3

5

6

8

11

62.2

4

5

6

10

11

63.1

2

3

4

5
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議銚 ら 「舞女の校歌碑」城北中学より移転

「 「双鶴会館」竣工披露式典

東京支部から講師林田悠紀夫氏 (法務大臣)舞

中 7回を派遣 在校生に講演

S 通信制同窓会

9 京都支部総会 (平安会館)

10 舞中部会 (西総合会館)

12 東京支部総会 (中野サンプラザ)

手モ.3 舞女部会

5 京阪神地区就職者懇談会に京阪神支部役員が激

励に参加

双鶴同窓会会報14号発行

6 総会 (評議員会) 梅原康氏 (中 16回)講演

京都支部総会

阪神支部から鴨志田正五氏 (中 8回 )を派遣

在校生に講演

8 通信制同窓会総会

「定時制の会」発足

11 舞中部会総会 (舞鶴グランドホテル)

阪神支部総会 関悦子氏 (高 6回 )ひ とり芝居 (大

阪銀行協会)

12 創立85周年記念誌発刊準備会 編集委員長に小

川高氏 (舞中 4回 )

旧本館模型完成

2 1 高校部会評議員会

2 卒業生向け会報 (14号 )発行

5 京阪神地区就職者懇談会に京阪神支部役員が激

励に参加

双鶴同窓会会報14号発行

6 総会 (評議員会)手 塚正水氏 (高 7回)講演 (舞

鶴総合会館)

京都支部総会 役員改選

京都支部から大槻爾一郎氏 (中 7回 )を派遣

在校生に講演

8 定時制の会 総会

通信制の会 総会

9 図書館棟竣正式

10 東京支部総会 パネルディスカッション「舞鶴

おこし」役員改選

12 舞中部総会

阪神支部役員改選

32 卒業生向け会報 (15号)発行

3 高校部会総会 役員改選 (吐月)

5 京阪神地区就職者懇談会に京阪神支部役員が激

励に参加

双鶴同窓会会報15号発行

京都支部総会
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平 3.6 総会 (評議員会)戸祭武氏 (舞中21回 )講演 (舞  |
鶴市勤労福祉会館)阪神支部から川島芳子氏 (舞  |
女35回 )を派遣 在校生に講演         ,

8 東西同窓会合同事業発会            |
定時制の総会                 :
通信制の総会                 |

lo 舞女部会総会                 |
11 東西合同同窓会開催 栢木寛照師を招き講演   |

阪神支部総会                 :
舞中部会総会 (吐月)             |
叙勲 多田卓夫氏 (舞中11回)神 原貞治氏 (舞  |
中 5回 )               |

4.2 卒業生向け会報16号発行            |
5 双鶴同窓会会報16号発行            :

京阪神地区就職者懇談会に京阪神支部役員が激  :
励に参加                    |

6 総会 (評議員会)江 川昌氏 (高 11回)講演 (舞  |
鶴勤労者福社会館)              |
京都支部総会 久馬一剛氏 (高 1回 )講演 (新  :
都ホテル)                1
京都支部から柴田徹氏 (高 2回 )を派遣 在校  :
生に講演                   |

11 阪神支部高校部会発会             '
東京支部総会 関悦子氏 (高 6回) ひとり芝  |
月]                                          |

舞女部会                   |
舞中部会                   |

5.2 卒業生向け会報17号発行            :
5 高校部会総会 (舞鶴グランドホテル)      :

校訓碑除幕式 (平成 4年 6月「究理、尚志、敬人」 |
制定)                   F
創立85周年記念誌発刊 (2,000部)       |
双鶴同窓会会報17号発行            :

6 東京支部から伊藤朋之氏 (高 14回 )を派遣 在  1
校生に講演                  |
総会 (評議員会) 創立85周年記念誌発刊祝賀  |
会                      |
栢分次郎氏 (舞中15回)講演          :
本部役員改選 会長に芦田義通氏 (中 15回 )選  |
出                            |

8 本部役員、会長より委嘱する
          :

10 同窓会よリテント16張学校へ寄贈        |
11 舞中部会 (舞鶴グランドホテル)        |

阪神支部総会  「西川ヘレン氏」講演 (大阪第  |

叙勲

テ

漁ヒ悠糸己夫氏 (舞中 7回)         |

栢分次郎氏 (舞中15回)            :



F511 山内多久馬氏 (定 1回 )

谷奥保氏 (舞中14回 )

12 東西合同同窓会役員会

62 卒業生向け会報18号発行

5 双鶴同窓会会報18号発行

舞女会総会

6 阪神支部から瀬川嘉一氏 (高校 6回)を派遣

在校生に講演

総会 (評議員会) 梅本玲子氏 (日 星高校校長)

講演 (舞鶴グランドホテル)

'  7 
京都支部総会 支部長に斉藤善次郎氏 (舞中14

:    回)選出 新都ホテル

‐  8 通信制30周年記念誌発刊

|‐  9 高校部会総会 (舞鶴グランドホテル)

1 11 阪神支部高校部会総会

1   東京支部総会 支部長に丼田邦弘氏 (舞中18回 )

1    選出 銀座アスター 新宿賓館

1   舞中会総会 (舞鶴グランドホテル)

1   叙勲 久馬一剛氏 (高校 1回) 紫綬褒章受章

: ,3 双鶴同窓会会員名簿発刊

1  5 会報19号発行

1  6 京都支部から久馬一剛氏 (高校 1回)を母校に

派遣し高校生を激励する講演

総会

舞女部会総会

高校17回生30周年記念行事

舞中部会総会  「戦没者慰霊コンサー ト」

阪神支部総会

新会員向け会報20号発刊

東西合同同窓会本部役員会

会報20号発刊

総会

東京支部から奥田泰弘氏 (高 6回)を母校に派

遣し高校生を激励する講演

高校18回生30周年記念行事

通信制同窓会

11 東京支部総会

1・ 舞中部会

,3 新会員向け会報21号発刊

6 会報21号発刊

総会

8 高校19回生30周年記念行事

: 11 阪神支部総会

舞女創立90周年のつどい

舞中部会

113 新会員向け会報22号発刊

８

９

Ｈ

２

３

５

６

平10.6 京都支部から瀬川俊一氏 (高 9回 )を母校に派

遣し高校生を激励する講演

会報22号発行

総会 本部役員改選し金村九二夫氏 (高校 3回 )

. 
を会長とする

京都支部総会

11 舞女部会総会

東京支部総会

舞中部会総会

12 通信制同窓会総会

11.1 高校20回生30周年記念行事    ‐

3 新会員向け会報23号発刊

" 定時制閉校式

6 総会

東京支部から名田屋昭二氏 (高校 7回 )を母校

に派遣し高校生を激励する講演

9 JR西 舞鶴駅改築・舞鶴高速電化記念「双鶴同

窓会列車」 ミシガンで琵琶湖遊覧の旅

11 阪神支部総会 (舞鶴で開催)

12.1 高校21回生30周年記念行事

3 新会員向け会報24号発刊

5 同窓会名簿発刊

6 総会

記念講演 京都大学名誉教授 山室隆夫氏 (中

学22回 )

10

11

13.1

3

6

演題「世紀の変わ り目を生きる」

会報24号発刊

京都支部総会

阪神支部から大槻隆一氏 (高校 6回 )を母校に

派遣 し高校生を激励する講演

東京支部総会

高校22回生30周年記念行事

新会員向け会報25号発刊

会報25号発刊

総会

記念講演 福井工業大学教授 岩本多責氏 (高

校 3回 )

演題「原子力と私」

10 京都支部から中田昭孝氏 (高校13回)を母校に

派遣し高校生を激励する講演

11 阪神支部総会

阪神支部より野球用具 (硬式用バット)の寄贈

を受ける

141 高校23回生30周年記念行事

3 新会員向け会報26号発刊
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平14.6 会報26号発刊

総会

記念講演 西舞鶴高校落語部

西乃家鶴尚 1教論 足立肖志 1漢題 「つる」

西乃家鶴鈴 13年生 漬本真由1豪題 「初天神

京都支部総会

11 東京支部総会

15,1 高校24回 生30周年記念行事

3 新会員向け会報27号発刊

6 会報27号発刊

総会

記念アトラクション

梓 夕子 (日 本エンカフォンレコー ド専属)

謡ショー

藤原寛次 歌真似ショー

10 創立1∞周年実行委員会始動

11 阪神支部総会

16.1 高校25回生30周年記念行事

3 新会員向け会報28号発刊

6 会報28号発刊

総会

記念アトラクション

下田悦子氏 (高校34回)歌謡ショー

京都支部総会

11 東京支部総会

17.1 高校26回生30周年記念行事

3 新会員向け会報29号発刊

5 同窓会名簿発刊

6 会報29号発刊

総会

記念アトラクション

琴アンサンブル斗為巾公演 立道明美氏 (高校

31回 )他

11 阪神支部総会

18.1 高校27回 生30周年記念行事

3 新会員向け会報30号発刊

61会報30号発刊

総会

記念アトラクション

「ニューオリンズレッドビーンズ」池本徳和氏 (高

校23国 )他

京都支部総会

東京支部総会

高校28回生30周年記念行事

新会員向け会報31号発干J

会報31号発刊

総会

平19.6 記念アトラクション

「マジックキュープ」下野和之氏 (高校23回)他

10 創立lC10周年記念事業

西舞鶴高校校歌碑建立 岡本道雄氏揮豪 (舞中

5回、元京都大学総長)

記念誌「致思」発刊

記念キーホルダー、チョコレー ト配布

記念祝賀会開催

11 阪神支部総会

100周年実行委員会総括会議

201 高校29回生30周年記念行事

3 醤会員向け会報32号発刊

6 会報32号発刊

総会 本部役員改選 し南 房夫氏 (高 校 9回 )

を会長とする

記念講演 稲垣裕之氏 (高校48回 )ビ デオレター

京都支部総会

8 通信制の会同窓会開催

11 東京支部総会

21.1 高校30回生30周年記念事業

3 新会員向け会報33号発刊

6 会報33号発刊

総会

記念講演 ジョー岡田氏タレントショー

11 阪神支部総会

22.1 高校31回生30周年記念事業

3 新会員向け会報34号発刊

5 同窓会名簿発刊

6 会報34号発刊

総会

記念アトラクション

「ヒーリングコンサート」松平 夏奈氏 (高校54

回)

京都支部総会

8 通信制の会同窓会開催

11 東京支部総会

23.1 高校32回生30周年記念事業

3 新会員向け会報35号発刊

6 双鶴同窓会員ホームページ開設

会報35号発刊

総会

記念事業

「双鶴同窓会ホームページの開設」紹介 嵯峨根

八郎氏 (高校14回 )

11 阪神支部総会

24.1 高校33回生30周年記念事業

3 新会員向け会報36号発刊

11

19.1

3

6
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3

11

1ら、 1

3

6

会報36号発刊

総会

記念講演 舞鶴市長 多々見良三氏

京都支部総会

通信制の会同窓会開催

東京支部総会

高校34回生30周年記念事業

新会員向け会報37号発刊

会報37号発刊

平26.1 高校35回生30周年記念事業

3 新会員向け会報38号発刊

6 会報38号発刊

総会

記念講演 坂本与一郎 (幸彦)

演題「音むかし…丹後と舞鶴」

京都支部総会

通信制の会同窓会開催

東京支部総会

高校36回生30周年記念事業

新会員向け会報39号発刊

同窓会名簿発刊

氏 (高校12回 )

総会

記念講演 高橋聴子氏 (高校 8回 )

演題「細川幽斎の生き方」

11 阪神支部総会

8

11

27.1

3

5
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