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平成22 年度の維持会費納入
状況は、11 月末日現在で1,696
人の方々、金額で4,954,000 円
のお振込をいただいておりま
す。納入していただいた方々に
は大変ありがたくお礼申し上げ
ます。しかしながらこの金額は、
赤字決算だった昨年実績、700
万円弱をも大きく下回るもので
す。
菊友会の事業は、主に会員の
維持会費、新会員の入会金など
で運営しております。22年度の
新会員は102 人。今後も入会金
は九段高校時代の280 人に比

較し大幅な減少となります。し
かし、80年からの伝統を持つ菊
友会としては従前より継続して
きた事業を、できる限り継承し
ていきたいと考えています。
下記に、卒業回生別の納入者
数をお知らせいたしました。ご
参考いただき、ぜひ同期へのお
声掛け、また、お払込みをいただ
いていない方々のご協力をお願
いいたします。
なお、今回から新たに3銀行
に口座を開設いたしました。ご
利用いただければ幸いです。

平成22年度維持会費（平成22年4月～平成23年3月）
中１	～	 高57 回	 3,000 円
高58	～	中等１回	 1,000 円	 （減額期間）

●郵便振替
※住所 ･氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒
の宛先シールに印字されている番号）をお書きいただく
と助かります。払込手数料は菊友会で負担します。

●銀行振込
三菱東京UFJ銀行	 神保町支店	 普通口座：0691551
みずほ銀行	 九段支店	 普通口座：1453238
三井住友銀行	 千代田営業部	 普通口座：2111680
りそな銀行		 九段支店	 普通口座：1413234
※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数
料をご負担ください。

平成22年度維持会費未納の方々へ
伝統行事の継承が大変厳しい状況です　ぜひご協力を！

九段中等教育学校図書室「卒
業生の著作コーナー」に寄贈い
たしました。ご寄贈に心からお
礼申し上げます。（敬称略）

白須賀元樹（高6）
訳『サザビーズ
流　ヨーロッパ
アンティーク大
百科』西洋堂刊

サザビーズ社の専門家が公開
するアンティークの歴史、特徴、
購入場所、おおよその価格など
300ページにわたる原書の日本
語訳。本邦初。東大卒後、米・英
国で美術を学び25年の海外生
活の上に成し遂げた大作です。

上野　潔（高15）著
『環境技術者の視
点』技報堂出版刊
三菱電機入社後、
人工衛星、宇宙ス

テーションの設計開発を経て、
新エネルギーや国家的な環境開
発戦略に携わる筆者が平易に語
る、生産者・ユーザーが共に考
える40話。技術者の細かな心配
りに感服します。

台風吹き飛ばした　同窓への熱い想い☆☆ここに

平成22年度　菊友会大会  143人集う
今年度、千代田区立九段中等教育学校第
１回の卒業生が新たに菊友会会員となり、
九段同窓会が一中、都立九段中、九段高校と
４つの構成となる初の菊友会大会が10 月
30日（土）に開催されました。
あいにくと当日は台風14 号の直撃を受
け、交通機関も乱れて大荒れの一日となり
ました。開催も危ぶまれ、来会者への影響が
心配されましたが、いざ蓋を開けてみれば
ほとんどの参加予定者が東京會舘９階ロー
ズルームに足を運びました。そのことにだ
れもが驚き、喜びを味わい、会場は特別な緊
密感で満たされました。
16時、定刻どおりプログラム第１部が始
まりました。「外科医から作曲家になって」
と題する小森昭宏氏（高２）の講演では、「日
本外科学会100周年記念式典序曲」を作曲、
指揮される小森氏をDVD でスクリーン一
杯に見、すばらしい曲を聴かせていただき
ました。

第２部の懇親会は来賓に、坂田融朗千代
田区教育委員会子ども総務課長、九段中等
教育学校から倉田朋保校長、佐藤広志PA会
長等をお迎えして、鈴木謙一第17 代会長
（中21）の乾杯の音頭で開宴しました。

プログラムの進行に連れて熱気が会場い
っぱいに拡がり、恩師や旧友・先輩・後輩
との会話も弾み、例年のお楽しみイベント
である福引きも景品を提供してくださった
方々のお陰で、和気あいあいとなりました。

最後は校歌と至大荘歌
の大合唱で大いに盛り上
がり、来年の再会を誓っ
て幕を閉じました。悪天
候にもめげずに参加して
くださった会員一人ひと
りの九段を愛する熱い思
いに台風もいつしか吹き
飛んでしまい、菊友会へ
の情熱を垣間見ることが

できた大会でした。
多感な一時を過ごした、母校を同じくす
る「同窓生」という共通の分母によって、年
代を超えてひとつになれる菊友会大会に、
次回はもっと多くの会員の参加をお待ちし
ています。	→関連記事2ページに

2011年　明けましておめでとうございます
今年の菊友会イベント・カレンダー（詳細次号に）

４月	 14 日	（木）	 菊友ゴルフ大会　申込み受付中。８ページ参照ください
８月	 20 日	（土）～ 21 日（日）　至大荘懇親会
10月	 Ⅰ日	（土）	 東京校歌祭
10月	13 日	（木）	 菊友ゴルフ大会
10月	22 日	（土）	 菊友会大会

	 ＊高 13 回生は「卒業 50 周年記念同期会」４月２日（土）開催
	 ＊高 38 回生は「卒業 25 周年記念同期会」開催年です
	 ＊関西菊友会は 11月19（土）開催です

平成 22年度会費未納の方へ
（ 平 成 2 2 年 4 月 ～ 2 3 年 3 月 分 ）

年間維持会費納入振替用紙を同封して
おります。お早めにご送金のほどお願
いいたします。

年間維持会費については 8ページに詳細をご案内
しております。ご参照ください。

わーっ、おいしそう！お料理に行列

フィナーレの校歌高唱では
東京校歌祭出演者が壇上に

編集後記
温暖化の影響下、春と秋が短くな

りました。それでも約束どおり晩秋
には、公孫樹の街路樹の多い東京は
黄金色に染まりました。自然の恵み
に思いが深まるのは、齢と言うべき
か、齢をヨワイと読むのに妙に納得
してしまいます。

明けて2011年、齢なりに希望を
語りたいものです。「明日の日本を
担うリーダーの育成」は九段創立の
志。母校の生徒諸君がその途を駆け
上がることもその希望の一つかも
しれません。	（田ノ倉美保子・高15）

次号の原稿締切りは５月20日で
す。400 字以内でお寄せください。

菊友会は、卒業生やＯＢ会の
著作品を母校に寄贈し、図書室に
保管・閲覧、永く保存していただ
く事業を行っています。
お手持ちの関係図書をご寄贈

ください。古い本も大歓迎です。

理事は総務企画・広報・会計・
名簿の各委員会に属し、それぞ
れの業務を行うほか、月に1度
定例理事会に出席します。
定例理事会は毎月第2金曜に
開催。担当理事からの各種報告、
母校との連携、次の活動内容な
どを討議しています。菊友会へ
の意見・要望など、遠慮なく事
務局にお寄せください。

==６月度==
「維持会費増収検討部会」発足。
座長：馬渕理事より全理事に対
し意見提出要請／菊友会報85
号15,601 部発送。

==７月度==
７日、伝統継承ＨＲ実施。理事
10 人が講師に／新理事に持田
悟氏（高18）が推薦される。

==８月度==
至大荘懇親会の事前準備と当日
役割分担などを入念に行う／
21、22日至大荘懇親会実施。

==９月度==
理事長より菊友会大会について
説明。法人九段より景品提供の
申し出。講演は小森昭宏氏（高
2）に決定／新名簿の販売が700
部に達する。

==10 月度==
２日校歌祭。九段中等教育学校
生徒吹奏楽部の応援を得る／
14日菊友ゴルフ大会／30日菊
友会大会。台風直撃するも出席
143 人／山崎武正理事（高13）
退任の挨拶。

==11 月度＝＝
５、６日理事長、関西菊友会に出
席／会報発行に合わせ、菊友会
大会次年度会場、開催日決定に
奔走／「会費増収検討部会」か
ら各委員会業務に対し多岐に
わたる検討・確認・要請がなさ
れる／新理事に副島晴美氏（高
18）が推薦される。

春の菊友ゴルフ大会
エントリー受付！
開催日：2011年4月14日（木）
会場：埼玉･石坂ゴルフ倶楽部
時間：9時前後スタート
申込み：菊友会事務局
組み合わせに希望があれ
ばお申し出ください。お申込
みの方には後日、詳細をお知
らせいたします。

転居、姓名の変更など
事務局にお知らせください
毎号16000 人の会員に
菊友会報を送っていますが
200通近くが戻って来ます。
転居あるいは姓名の変更が
あった場合は、菊友会事務局
までお知らせください。
どうぞよろしくお願いい
たします。

〔 〕

寄贈図書

平成22年度・維持会費の卒業回別納入者数　（平成22年11月現在）
卒業回 納入者数 卒業回 納入者数 卒業回 納入者数 卒業回 納入者数

中3 1 (0） 高1 8 (15) 高22 30 (34) 高43 6 (7)
中4 1 (2) 高2 20 (33) 高23 26 (39) 高44 6 (12)
中5 1 (3) 高3 31 (46) 高24 27 (43) 高45 5 (7)
中6 1 (4) 高4 42 (54) 高25 25 (41) 高46 2 (1)
中7 0 (4) 高5 46 (74) 高26 24 (37) 高47 5 (11)
中8 2 (7) 高6 49 (69) 高27 35 (31) 高48 6 (6)
中9 5 (8) 高7 71 (92) 高28 12 (17) 高49 3 (8)
中10 3 (8) 高8 36 (57) 高29 23 (32) 高50 6 (6)
中11 10 (12) 高9 59 (88) 高30 21 (30) 高51 3 (3)
中12 11 (13) 高10 79 (101) 高31 38 (47) 高52 3 (10)
中13 15 (21) 高11 55 (83) 高32 18 (26) 高53 2 (4)
中14 19 (34) 高12 65 (83) 高33 18 (30) 高54 2 (8)
中15 13 (17) 高13 83 (97) 高34 21 (25) 高55 1 (7)
中16 16 (26) 高14 56 (76) 高35 17 (23) 高56 5 (10)
中17 30 (41) 高15 51 (62) 高36 9 (25) 高57 9 (12)
中18 23 (31) 高16 29 (36) 高37 12 (14) 高58 7 (23)
中19 17 (20) 高17 48 (55) 高38 9 (18) 高59 15 (25)
中20 8 (11) 高18 43 (51) 高39 11 (18) 高60 18 (22)
中21 4 (1) 高19 51 (72) 高40 15 (21) 高61 17 (30)
併1 1 (1) 高20 35 (48) 高41 8 (9) 中等1 10 (-)
併2 1 (2) 高21 22 (38) 高42 5 (11)

納入者数 1,696 （2,379） 納入比率 11.0% （15.4％）
※納入者数（　）は平成21 年度		年間実績です

Web Site -- http://www.kudan-net.com/     Mail Address -- kikuyukai@kudan-net.com
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平成22年度菊友会大会　　懐かしい恩師、友、母校の思い出の数々！
■特別講演 「窓際のとっとちゃん」ほか数多くの童謡を書いた

作曲家　小森昭宏氏（高２）

■懇親会

和やかな懇親会　九段高校グッズのプレゼントも

【小森氏の代表作】
・げんこつやまのたぬきさん
・ブーフーウー
・勇者ライディーン
・NHK朝ドラマ・いちばん星
・いとまきのうた
・おべんとうばこのうた
など、おなじみの作品がいっぱ
い。編曲では「黒猫のタンゴ」、九
段生の愛唱歌「至大荘と共に」も。

医師から作曲家に
生い立ちから中、高、大学での
経験を通しての小森氏の話は興
味津々でした。音楽家の父、医師
の母を持つ小森氏。終戦を迎え
た一中2年生時には、医師にな
る決意を固めます。傍らアメリ
カ進駐軍のラジオ放送で聴くジ
ャズに魅かれて、高校では演劇
部のほかマンドリン・コーラス
部に。
当時の演劇部は、「演劇の九
段」の有名を馳せる絶頂期。演劇
界で大活躍されていた河野国夫
氏（中４）に指導を仰ぎ、音楽は
小森氏。これがきっかけとなり、

小森氏は慶応医学部に進みなが
ら、民放のラジオ音楽まで書く
ようになったのです。

転機は、先輩のひと言
医師修業時代、患者の死やそ
の家族を目の当たりにして大き
な影響を受け「医師である前に
人である」「心を思いやらなけれ
ば医療は成り立たない」と揺ら
ぐ小森氏の前に、「音で勝負しな
さい」と河野氏。二足のワラジを
捨てて外科医から作曲家になっ
た小森氏は、その後も作曲を医
療行為と同じように、人びとに
喜んでもらい、快適に過ごして

もらうためと考えていると言い
ます。
しかし、医者は代替がきくが
作曲家はオリジナル。また死後
も50 年間著作料が入るので社
会に役立ててもらえる、と作曲
家を選んだ人生をユーモラスに
肯定されました。「遺言で菊友会

にもほんの少しだけど差し上げ
たい」には思わず拍手が。
この後再びDVDで、日本では
演奏回数ナンバーワンと言って
も良い音楽物語「窓際のとっと
ちゃん」より―電車が来る―を
指揮されている一幕が流れ、心
地よい音楽と共に講演を締めく
くられました。

乾杯の後は、お待ちかねの会
食と歓談の時。まずはお目当て
の料理にまっしぐら。東京會舘
名物のローストビーフときのこ
入りオムレツには、長い行列が
できました。

もうひとつ、人をどっと集め
たのが特設の九段高校グッズコ
ーナーです。今回特別に、旧九段
高校購買部の在庫品（校章、ネ
クタイなど）や行事の記念品（湯
飲み茶碗、携帯ストラップなど）
が法人九段から大量に提供され
ました。懐かしいバッジを胸に
つける方、至大荘絵葉書を大事
にお持ちになる方、何故かクロ
スカントリーの優勝メダルまで
あったのですが、全ての品々が
お持ち返りいただけました。

福引で和気あいあい
恒例の福引には、今年
もたくさんの景品のご提
供をいただきました。菊
友会からも九段オリジナルTシ
ャツを用意いたし、半数を超え
る方に、また女性は全員にお土
産を手にしていただけました。
抽選に当たって、ちょっぴり
うれしそうな表情で景品を受け
取る姿は、童心そのもの。景品を
ご提供くださったのは次の皆様
です。厚くお礼申し上げます。

11 月６日（土）関西菊友会総
会が、36 名出席のもと開かれ
ました。湯浅良男幹事長（高14）
の開会宣言に続き、中村正治会
長（高13）の挨拶、東京本部から
は、赤司久雄菊友会理事長（高
15）、鍛治利秀社団法人九段理
事長（高４）が参加され、母校、
菊友会、至大荘、尽性園等につい
てのお話をいただきました。
今回の記念講演は、当会の荒
井礼子先輩（高10）により「ハイ
デルベルグよもやま話」という
演題で、ドイツの古都ハイデル
ベルグの大学で日本語を教えら
れていた頃の映像を交え、数々
の歴史秘話等有意義な講演でし
た。なお今回より書家・森大作

先輩（中11）作「至大至剛」の掛
け軸を掲示しております。
第２部の懇親会は、足立昭子
先輩（高14）、岩田則夫氏（高18）
の２人による司会で、旧制の先
輩の梅澤信久氏（中18）による
乾杯の音頭で幕を開け、５つの
テーブルで会食、懇談となりま
した。途中、初参加の太田佳生
先輩（高11）、遠路からご参加の
御巫清泰先輩（高５）、また久し
ぶりに参加の三村佑二先輩（中
15）、関連して石田充治先輩（中
19）等の方々によるユーモアた
っぷりのお話を拝聴しました。
終盤は全員で校歌、至大荘歌
を熱唱、若い会員の福島繁氏（高
27）の合図に合わせ万歳三唱を

行い、最後に養父明子副会長（高
５）による閉会の挨拶で来年の
再会を誓い盛大のうちに閉会し
ました。	 （綿貫泰望・高16）

総会前日、恒例のゴルフコン
ペを快晴のもと、よみうりゴル
フウエストコースで開催しまし
た。東京から鍛治先輩、赤司理事
長をお迎えして総勢14名が参
加、穏やかな中にも1打を競う

真剣な勝負を展開しました。優
勝、べスグロはともに松原利之
君（高10）でした。2011 年開催
は、ゴルフが11月18日、総会は
翌19日です。	（杉田健治・高７）

第 28 回　関西菊友会総会

高 15

剣道部

高 19

生物部

高 27

柔道部

高 31

マスコミ菊友会

3 年4 組第5 回ク
ラ ス 会 は、9 月18

日、帝国ホテル梅の間に12名が
参加。11時半から緑を眺めなが
らのんびりと歓談。前回と同じ
場所ですが、サービスが良いの
でまた来ました。
参加者は斉藤聖子、四ッ倉緑、
梅川学、海老原哲、大野豊、奥原
英敏、川船信之、佐野秀光、高橋
義幸、福原淑文、星野矩之、山田
清三の12名。恒例の全員スピー

チではまだまだ悠々自適とは行
かない多忙さや、現役でバリバ
リ活躍中の姿が手に取るようで
した。
病気の克服、海外旅行、フルマ
ラソン、水泳、テニス、フラダン
ス、語学と話題は豊富。二次会は
ホテルの喫茶店。町田先生がご
療養中なのが残念です。
次回は23 年3 月12 日、八重
洲富士屋ホテルで11 時半から
開催します。	 （山田清三）

男 女21 名 が 集
い、10 月23 日、第

34 回目トーク会コンぺが石坂
GC で開催されました。快晴微
風で絶好のゴルフ日和、酷暑の
影響を全く感じさせずに見事に
整備されたコースという条件の
下、参加者は、結果の言い訳を考
えつつスタートしました。
表彰式では、バーディを２つ
取ったが為に司会を任された都
丸啓吉君（準優勝）の軽妙な運

びで笑いが絶えません。
今回は、圧倒的なベスグロの
常連松本英一君に82 でベスグ
ロを分け合い優勝する快挙を遂
げた私が原稿を書きました。次
回は来春、那須で１泊２日のゴ
ルフ＆テニスです。	（堀川正康）

6月13日、剣道部
OB 会・一流会総会

が九段会館で開催された。
高29・加藤隆元部長と女子で
はリーダーの今井（中村）久代
を筆頭に、天谷（高室）野恵・藤

本（藤浦）久美子・牧野（寺田）恵
子・宮前（犬童）京子・渡辺美由
紀等が集結し、元顧問の増田三
郎先生を囲んで思い出話に花を
咲かせた。
一年先輩の新垣隆弘元部長の
女子部員を減らす目的の荒
稽古が裏目に出て、男子部
員が次々落後していった。
一方女子部員からは一人の
落後者も出ず、お陰で女子
の黄金時代が築けたとか。
	 （米澤正人・高11）

10 月24 日（日）、
九段会館でOB 会が

開催されました。今回は太田弘
先生の喜寿と岡本
毅先生の古希をお
祝いするというこ
とで、在学中に両
先生にご指導いた
だいた高15 ～30
回の元部員57名
が出席しました。

最後に次回のOB会は3年後に
開催ということにしてお開きと
なりました。	（長　繁樹・高28）

卒業35周年同期
会が10月2日、お茶

の水ホテルジュラクで行なわ
れ、108名が集いました。
「変わらないなぁ」「変わった
なぁ」。笑い声の中、午後6時、伊
藤・伊井両幹事の司会のもと、
中井代表幹事の挨拶で開会。来
賓の太田、村木、増田、片瓜各恩
師のご挨拶に続き、菊友会・高
井副理事長から活動報告と母校
の現状説明がありました。記念
撮影はクラス単位に加え、部活
動や「『教職』についている人集
合！」と幅を広げ、大いに盛り上
がりました。

全員撮影のあと、5年後の「40
周年同期会」の再会を期し、寺尾
幹事の音頭の3本締めでお開き
に。そしてほぼ全員が近くの二
次会場へ。
10年前の25周年同期会の準
備から続いている幹事会、女性
幹事も積極的に参加してくれて
貴重な戦力です。会計幹事の加
藤さん以下、みんなマジメで、や
ることが早い！
もうすぐ反省幹事会を実施し
ます。次の40周年同期会に向け
て活動開始、とはいうものの、し
ばらくは単なる飲み会かもしれ
ませんが…。	 （伊藤直司）

還暦OB 会が例年
通り「新橋亭新館」

で11月20日に開催されまし
た。今年は高校20回生9名を迎
え、初代顧問加藤三郎先生をは
じめ還暦OB 会員は105 名にな
りました。加藤先生を囲み、当時
の星校長を口説き落として柔道
部を復活させた初代会員の高校
7回生を初め、夏期合宿で炊事
担当をしてくださった10 回生
の金安さん三木さんも特別参加
され、19 回・20 回の若い会員

12 名も参加し盛大に開催され
ました。次回の11 月19 日（土）
には昭和44年卒業の高校21回
生を新会員として迎える予定で
す、還暦OB の皆さん来年の参
加をお待ちしております。
	 （髙井信義・高13）

13年間に
わたり、九段

高校に在職され英語科
で教鞭をとられてきた、
我等が担任恩師・三上修
先生がお亡くなりにな
りました。恩師追悼会と
して9月11日に3年3組の級友
が集い、奥様からスピーチ録音
をお借りし、ご生前の流暢な発
音を聞きながら黙祷、思い出を
語り合いました。荻野、田辺幹事
のもと今回は洋食の老舗である
「新富煉瓦亭」（高31・篠原圭一
朗君のお店）で	美味しい洋食料
理に感激し	皆、大満足でした！	
二次会は	カラオケ店に移りア

リス・ユーミン・サザン・キャ
ンディーズ、懐かしいメロディ
ーに全員が反応し、ひとつの歌
を肩組み合唱していました。ま
るで九段祭の後夜祭の様。今年
50歳節目の僕等は次回も元気
ハツラツ再会することを約束
し、お開きとなりました。恩師・
三上修先生のご冥福を心よりお
祈り申し上げます。	（福田　隆）

2008 年
に復活した

「マスコミの空気の場に居る者
たちの集まり」の第３回が6月8
日東京會舘東商スカイルームに
て開催しました。
高9回俣木・中西の両氏より
高49 回小森さんまで幅ひろい
年代の52 名の集まりになりま
した。昨年に引き続き福田女史
（高25 回）の司会で俣木世話人
代表の昨今の業界情報を交えた
挨拶、引き続き中西氏の最近の
映画アバターを観賞しての感じ
た話、高29回勝俣氏（読売新聞）
が防衛問題ここだけの話の披

露。その他各年代の皆さんにス
ピーチをお願いしましたが異口
同音に九段で学んだそれだけで
年は違っても通じあうと言い、
色々な分野の先輩後輩がテーブ
ルを囲んで随所に話の輪が拡が
っていました。2011年も幅広
く声掛けし開催いたします。
	 （高橋直人・高14）

21人が参加した高17回生

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

中13末博光／中16　田忠男
／中21鈴木謙一／高2井上
宏／高4一島英治／高４大井
基臣／高7桑田芳郎／高7宮
島徹／高9岡田繁／高10岡
田肇／高13稲坂良弘／高17
堀口陽子／高19遠山ちづ子
／高39相原學／他このオムレツ家庭ではできません
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第18 回　東京校歌祭♪　校歌、美しく高らかに

至大荘懇親会

九段生の故郷で  のんびり、ゆったり
平成22 年の至大荘懇親会は
8月21 日・22 日の2日間、好天
に恵まれ72人が参加、中学の大
先輩から卒業4年目の高59 回
生まで、年齢差
約70歳。和 気
あいあいと一
堂に会しまし
た。
懇親会は90
歳の後藤謹爾
氏（中9）のお
元気な挨拶と
乾杯の発声で
始まりました。
初参加の高59 回生6 人の若さ
のお陰で、会場は終始華やかな
雰囲気に染まりました。
二次会の歌声喫茶では金澤昭
彦氏（高15）のウクレレ、渡辺俊
之氏（高15）のジャミセンで歌
いまくり、宴たけなわに飛び出
した女性陣のフラダンスに拍手
喝采。また、秋の東京校歌祭で
「至大荘と共に」を初披露しよう
と、赤司理事長が先頭に立ち繰

り返し3回も練習しました。
翌日は早朝磯釣り、ラジオ体
操、芙蓉が浦の清掃。朝ごはんの
後は、勝浦朝市に出掛けたり、

泳いだ
りと思
い思い
に過ご
しまし
た。昼、
バーベ
キューを囲んで肉や地元産の野
菜・海の幸、釣り名人の糸日谷
彰氏（高9）ご夫妻が釣ってきて
くださった小あじの刺身を思う

存分堪能して散会
となりました。
配布したアンケ
ートに高59回生の
6 人がそろって感
想を書いてくださ
いました。	「先輩方に暖かく迎
えていただけて感動しました
／大先輩の方々と交流でき非
常に楽しかったです／いつま
でも至大荘が在り続けてくれ
ることが何よりもうれしい／

BBQ も花火も歌声喫
茶も最高でした／や
っぱり九段最高！大
好きです。また皆で
来ようと思います」

ゴルフコンペと
テニス会	
21 日、懇親会に先
立って恒例のゴルフ

コンペとテニス会が行われま
した。ゴルフには20 人が参加。
優勝は初参加の原田忠礼氏（高
21）、準優勝・清水一郎氏（高5）。

また栄えあるベスグ
ロは83 で何と男性陣を尻目に
遠山ちづ子さん（高19）が獲得
しました。シニアベスグロは85
で尾羽澤正敏氏（高9）でした。
テニス会は6人の参加者で猛
暑にもめげず、日ごろから尽性
園で鍛えている根性でラリーの
交換に汗を流しました。

10月14 日石坂ゴルフ倶楽部
にて開催の第51回大会は、大盛
会だった第50 回記念大会と比
べ、ちょっと寂しい20人のコン
パクトな集まりとなりました。
加えて男女同数での戦いとなっ
たこともあり、和やかな雰囲気
でプレーが進められました。
優勝はネット71.0 グロス87
の影山信行さん（高9）、以下2
位中川繁さん（高3）・3 位遠山
ちづ子さん（高19）。若手？男性
プレイヤーにとっては散々な結
果となりました。4月14 日の次
回大会にリベンジを誓い、反省
会でも話は尽きませんでした。

10月2日（土）、日比谷公会堂
で第18回東京校歌祭が行われ、
旧制中学を中心とする参加17
校が校歌を披露しました。九段
は50 人が舞台に立ち、校歌、至
大荘歌、至大荘と共に、の3曲を
歌いました。伴奏：九段中等教
育学校吹奏楽部、指揮：高橋省
司先生（同顧問）という豪華版
です。
初めて歌った「至大荘と共に」
の出来映えは上々。ブラバンの
リズムに乗り、指揮に導かれて、
最高の歌唱ができたと気持が高
揚するほどでした。
最年少参加の松本みなみさん

（高56）は「こんな菊友会行事が
あるなんて」と大感激。中澤忠光
さん（中18）は「昭和20年3月、
大戦中のどさくさで5年間のと
ころを4年で卒業、母校のよさ
を分からずじまいでしたが、今
になってこうして後輩、現役の
ブラスバンド部員の方々と日
比谷公会堂で高らかに校歌を歌
う。母校のよさをかみしめてい

ます」とお便りをくださいまし
た。
丸１日を割いてくださった先

生、生徒の皆様、ご寄付で出演を
応援くださった皆様、ご協力に
感謝致します。

逝去　　謹んでご冥福をお祈り申し上げます　前号以降にお知らせをいただいた方です
恩師 小川　保雄 中10 安田　義雄 中15 野村　岩雄 高2 土田　正幸 高10 松原　哲明
恩師 酒井　昭夫 中11 杉本　裕 中15 橋本　茂 高2 根岸　勝美 高11 貞照キヨ子
恩師 松村　英夫 中12 上條　鐵男 中16 岡村　忠雄 高2 福田　光則 高14 山田トシ子
恩師 三上　修 中12 知久　豊 中17 酒井　朗 高2 湯淺　治郎 高15 小澤　邦夫
恩師 山中　肇 中13 畑谷　輝彦 中17 羽田　鴻一 高3 麻生　英一 高16 伊藤　賢
中2 松岡　醇三 中13 平岡　眞 中17 樋口　道雄 高3 松田　公夫 高18 杉　　修平
中4 難波　桂芳 中14 市川　富雄 中17 平野　博之 高4 飯野　泰三 高19 年光　孝夫
中4 宮田　虎雄 中14 佐倉　致 中18 青木　典太 高4 坂本　二朗 高28 窪寺　哲人
中5 上田　武夫 中14 坂田　秀馬 中18 斉藤　国彦 高5 石塚　泰 高37 野中　健二
中5 村瀬　清 中14 中込　道彦 中20 中根　隆夫 高5 木島美知子 高37 吉沢　晃一
中7 円藤　真一 中14 中島　暉雄 併1 加世　栄次 高5 澤野　洋 高37 川嶋　秀人
中7 須田　勇治 中14 山脇　理志 高2 石田　健 高6 小川　晋一
中8 我孫子三郎 中15 江村　元 高2 鈴木　節三 高10 北橋　豊穂
中8 秋山　忠正 中15 岡村　虎彦 高2 田村　松見 高10 中西　惇

中 12

中 17

中 15

中 13

高４

高７

高 13

高５

高 10

中 21・高 2

昭和15年49名で	
第一東京市立中学

を卒業した10D は（当時は入学
から卒業まで5年間クラスは同
じだった）今年米寿を迎え、10
月19 日新宿なだ万賓館で米寿
クラス会を開催することができ
ました。

伊藤・大塚（陸）・小坂・小林・
新庄・馬場・前田・久保田　8
名が集まり、米寿を迎えたこと
を祝福し、近況を話し合って懇
談し、今後も話し合いの場とし
てクラス会を開催することを約
して解散しました。午後の楽し
いひと時でした。	（久保田正規）

13 Ｂ会は昭和13
年入学、18 年卒業、

200 名強が入学、クラスはＡ～
Ｄ、5 年間、クラスも担任も同
じ。Ｂ組は清成孝先生です。
4月20 日昼、新大手町ビルＢ
１の和食堂北の丸でクラス会を
持ちました。出席者は写真左か

ら色川浩太郎（立大）、高野均治
（一橋大）、武田彰（慶大）、半田
恵一（東大）、新井力（長岡工専）、
河上民雄（東大）。ほか卒業生大
半が一流大学に進学した。河上
君は尊父の没後、神戸１区で何
十年も最多得票を得て定年まで
衆議院議員でいられた。
さて、私の言いたい事は、「入学
してきた生徒さん、皆様方のこれ
から入学されるお子さんは、ぜひ
国公立大学を狙ってください」と
いうことです。	 （高野均治）

「至高会」は、回を
重ねて第57回。い

つも通り9月第１金曜日正午、
ホテルグランドパレスで開催さ
れた。今年は一部をのぞいて「喜
寿」を迎え、37 名の元気な
顔が集まった。時間制限付
きのスピーチもしばしば
オーバーし、予定を30 分

超えてのお開きとなった。
同会ではゴルフ・温泉旅行・日
本酒の会等を楽しんでいる。次回
は11年9月9日（金）同会場での
開催を予約済み。	 （長谷川明）

10月21日佐倉CC
で「第38回79会 秋

のコンペ」を開催。
あいにくの小雨のなかをもの

ともせず、全員日頃鍛えた技を
発揮して奮闘いたしました。福
島から駆けつけた高橋君が地元
の銘酒を持参したり、賞品多数
のにぎわい。懇親は盛り上がり
ました。
次回は高松（優勝者）・大庭の
幹事で、5月12 日、同じ佐倉CC
で開催します。	 （宮島　徹）

3月末で全員が
70 歳を迎えたこと

から、古稀の会を9月11日、神
保町のレストランを借り切って
開催、90名が出席した。
挨拶・乾杯の後、懇談の合間に
軽妙な語り口の司会者（根岸君、
阿部さん）の誘いに促されて、い
ずれもカリスマ級の
医師、銀行家、主婦、
商社員、商船マン、新
聞記者等多くの出席
者がマイクを前に、

それぞれ自ら経験した「小説よ
り奇なる」とっておきの話を披
露し、大いに会を盛り上げた。
とにかく「所在不明」にさえ
なれば140 歳まで生きていら
れるようになった世の中、「70
歳なんてまだ若い」とばかり、ほ
ぼ全員が同会場の二次会、三次

会に繰り出し、中に
は五次会までは覚え
ているとの報告もあ
った。
	 （山口泰夫）

2010 年夏の遊九
会1泊コンペは7月

19・20日に千葉真名CC・GPコ
ースで10名が参加、菊友ゴルフ
50回大会3冠の神尾さんが、女
性初の２度目の優勝を飾った。

秋は10月11・12 に福島白河
で11 名が天然温泉を楽しみな
がら開催された。優勝は、日ごろ
から裏方で多忙の永久幹事・馬
渕が初めて陽の目を見た。
次回は3月に日帰りコンペ、4
月に卒業50 周年同期会の余韻
を残して高山祭観光を計画。
１泊コンペは夏か秋に真名で
の開催を予定している。問合せ・
申込みは馬渕まで。	（馬渕義彦）

第18 回 大 会は、
10年11月2日参加

者9人で佐倉CCで行われた。久
しぶりの秋晴れの下、日ごろの
腕前を競い合った。高麗グリー
ンに悩まされながらも、まずは
和気合いあい。19番ホールも十
分堪能した。成績は右の通り。

優勝・渡部弘道（G93・N75）
②平山金吾③中村英雄④後藤基
⑤和田正好⑥地畑健吉⑦金田幸
雄⑧清水一郎⑨村田光範
19回大会は5月27日（金）に
決定。場所は18 回と同じ佐倉
CC。多数のご参加、お待ちして
います。	 （後藤　基）

10 月12 日東
商スカイルーム

で卒業60 周年記念同期会を41
名の出席で開催。
昭和19年九段中学に入校、翌
年3月10日空襲で期末試験は
無期延期、2年生の8月終戦、疎
開先や外地からの転入生などで
25 年の卒業時は244 名、その
前年中学卒業の25 名。
23 年の学制改革で中
学5 年から新制高校3
年に移行、卒業まで最
長6年間九段の丘の上
で過ごした仲間です。
住所不明者35名を除
き150名に開催案内を

発送しました。
恒例の加藤（雅）君の司会で
開会、鈴木（謙）君の開会挨拶。
続いて菊友会赤司理事長から祝
辞と学校の近況をお聞かせ頂
く。久しぶりに参加の7名を交
え旧交を温め、来年10 月11 日
の再開を約して記念の同期会を
閉じました。	 （一色昭吾）

私達は入学以来実
に74年に及び全員

87歳になる。卒業後、学徒出陣・
敗戦・復員・復学してやっと大
学を卒業した。その後各分野で、
廃墟から立ち上がり忍耐と努力
を重ねて今日のわが国の繁栄の
基を築いたと自負している。
平成22 年秋季例会は11 月
11 日、神楽坂の定例会場で開
催。出席者5名。冒頭、今年8月4
日他界の故・畑谷（赤間）輝彦兄
の霊に哀悼の意を表し御冥福を
お祈りした。全員の総意でクラ
ス基金よりの御香典を仙台の兄

上様にお送りした。
若くして戦死された諸兄に続
き年々歳々病に斃れ淋しくなる
のは已むを得ない。幹事からは
次の通りの報告があった。
今年の菊友会大会は、台風に
も拘わらず盛会だった。
新しい区立九段中等教育学校
が初の卒業生を出し、現在１～
6年生の男女同数の生徒が新教
育方針で勉学に励んでいる。
特に母校の伝統行事の至大荘
や盡性園に進んで参加し、元気
一杯楽しく帰って来る。
	 （末　博光）

10 月21 日昼、ホ
テルメトロポリタン

エドモント「平河」でD組クラス
会15D会を開き10名が集まっ
て談論風発した。政治談議も出
たがケンカになるといけないの
で、ほどほどにした。	（岡田民雄）

後列左から－岡本、幡野、井出、小泉、井上
前列左から－茂木、世耕、知久、武井、岡田

第51 回　菊友ゴルフ大会



(5)(4) 菊友会報　第 8 6 号

菊友会のホームページ   どんどんご利用ください！

九段ネットのご案内
皆さんは菊友会のホームペー
ジ「九段ネット」（右参照）をご存
じでしょうか。2001年7月から
開設しています。開設以来、約27
万人の方に閲覧頂いています。
九段ネットの目的
九段ネットは大きく3つの目
的で作っています。
１つは、「広範性の確保」です。
菊友会報の発行にあわせ、年２
回大幅な更新を行うことで会員
の皆さんに菊友会報を閲覧しや
すくしています。
２つは、「速報性の確保」です。
菊友会報の発行は年2回です。
情報を精査し、正確にお届けで
きますが、速報性には欠けます。
この点九段ネットでは、新着情
報を更新することで、情報に対
して柔軟かつ素早い対応ができ
ます。
３つは、「双方向性の確保」で
す。九段ネットの「掲示板」を利
用すれば、皆さんの意見交換や
情報伝達が可能になります。ま
た「連絡窓口」を利用すれば、住

所変更などの事務局への
連絡が24 時間可能とな
ります。
多彩な独自のコンテンツ
その他、九段ネットに
は、九段ネット独自の内
容も掲載しています。例
えば「想い出写真館」に
は、昔懐かしい写真や皆
さんから送られてきた写
真が掲載されています。
また「アンケート」では会
員の皆さんが九段のどこ
が良かったのかといった
アンケートを取っていま
す。
九段ネットを見るには？
まず九段ネットのURL を直接
打ち込む方法があります。
http://www.kudan-net.com/
また検索欄に「九段ネット」と
入力して検索する方法もありま
す。次頁にYahoo! の検索の仕方
を参考にしていますが、他の検
索システムでも同じです。ぜひ
お試しください。

皆さんにお願い！
ここで九段ネットから皆さん
にお願いです。九段ネットの充
実には更新の頻度も大切です。
そのための情報提供は皆さんが
頼りです。菊友会でもできる限
りの収集に努めていますが、限
界もあります。どうか積極的に
情報を提供してください。九段
ネットの「連絡窓口」からでも、

または直接菊友会（kikuyukai@
kudan-net.com）へのメールで
もかまいません。同期会・OB会・
クラス会などのお知らせ、行事
などのお知らせ。どんなことで
も結構です。
九段ネットは皆さんと菊友会
が作り上げるものです。これか
らも九段ネットをよろしくお願
いいたします。

衆議院議長
横路孝弘さん（高12）
横路孝弘君は僕たち12 期１
組卒業のクラスメートです。東
大卒後は地元札幌で弁護士を
した時期もありました。その後
の政治家としての足跡は多くの
方々がご存知のように、ご尊父
の後を継いで、社会党の政治家
として若き日は舌鋒鋭く、時の
与党を追い詰めたこともあり、
社会党のプリンスとして華々し
い活躍をされました。そして、北
海道知事を務めた後、若い勝手
連の人達の応援を受けて、国政
の場に復帰して今に到っていま
す。
今や、立法府の長として多忙
な日を送っているようですが、
クラス会や同期会には頻繁に
出席して我々との旧交を温めつ
つ、好き放題に勝手なことを言
う旧友の提言、要望を少しも嫌
な顔をせず、聞き入り、丁寧に説
明します。それが楽しいらしく、

健康を心配する奥様の忠告を無
視して、アルコールの量が話し
に連れてどんどん増え、かつて
はスマートだった体型はテレビ
で昨今見られるような巨体とな
り、それを益々助長させる結果
になっています。
彼の若き日から変わらぬ政治
への情熱、社会への思いを応援
したいのですが、我々、1組にと
って残念なのは選挙区が北海道
で、在住する仲間がいないこと
です。また、大金持ちもいず、偶
のクラス会で遠慮ない話をする
ことが我々しかできない応援だ
と勝手に解釈して何時もワイワ
イやっています。	 （甘利幸亮）

熱海市長
齊藤　栄さん（高33）
齊藤と久し振りに会ったのは
2010 年夏、あのやたらな暑さ
の最中だ。私は何故か選挙戦に
巻き込まれ２ヶ月ほど熱海で過
ごすハメになった。時折懐かし
そうに昔話をする彼はとても市
長には見えなかったが、再選を
果たし２期目の市政に取り組み
始めた。昔は奇異に見えたその
性格も政治の世界で生きるには
有効に働いているようである。
彼とは中学・高校と同級だっ
た。当時からその行動言動には

不思議な空気を醸していたの
だが不思議と嫌われることはな
く、いつも気づくと一緒に遊び
まわって笑いの提供者となるこ
とも多かった。柔和と言うより
は鈍感なほうで、なにかとテン
ポが遅れ気味であったような気
がする。「のほほ～ん」という表
現がしっくりするかもしれな
い。加えてバカが付くほどの正
直である。
熱海市民にも1期４年で正し
いことをできる人間だと理解し
てもらえたようだ。１期目が穏
やかだった訳はない。よそ者と
呼ばれ続けて迫害に耐えた。よ
うやく苦労が報われたのかも知
れない。東工大を出て国土交通
省に入り、しばらくすると官僚
をやめ留学、民間会社でもまれ
たりもした。そんな広い経験も
生きているに違いない。市長に
対してお前呼ばわりをできる為
にもまだ暫くは現職を続けて欲
しいものだ。いや、銅像を建てて
もらえるまで続けろと私は彼に
言っている。　	 （竹内義雅）

社団法人九段からお知らせ

尽性園の整備が進んでいます尽性園の整備が進んでいます
平成22年には哲明寮の大規模修繕工事を実施しました。哲明
寮には体育館と宿泊施設があり、見違えるようになりました。
また、平成23年１月からはグラウンドの北側170 メートルに
渡る防球ネットの支柱取替え工事が予定され、防砂ネットの幅
も２メートルから倍の４メートルにして、近隣の住宅へ出来る
だけ砂が飛ばないように計画しています。25年経過して老朽化
した万年塀も170 メートルに渡って全面的に化粧ブロックに取
替え綺麗になります。
「社団法人九段」のホームページでは、尽性園体育施設の利用
者の便宜性を考え、野球場・サッカー場・テニスコート・体育館
の予約状況を毎週更新し、３ヶ月分の状況が常に確認できるよ
うになっています。　法人九段URL：	http://kudan.or.jp/

稲城市議会議員
梶浦美佐子さん（高43）
元気ハツラツ「ママ」。いなぎ
っこ、子育て真っ最中！－2007
年、このキャッチフレーズで稲城
市議会議員選挙に立候補した梶
浦さん。最年少・初当選は、ご自
身も驚くトップ得票数でした。
菊友会大会の席上でお話を伺
うと、「稲城の皆さんは尽性園の
ことを『九段高校のグラウンド』
と言ってよくご存知です。この
ご縁を嬉しく思います」「近年、
尽性園の周辺は様変わりしてい
ます。郷愁漂う田舎駅舎だった
矢野口は、高架化して立派にな
りましたし、クロスカントリー
で走った多摩川のサイクリング
ロード沿いも整備されて、今や
休日の散策スポットです」と、早
速、地元PRが出ました。
九段高校時代は、体育祭や文
化祭、ダンフェスなど思い出が
たくさん。その女子友達も全員
母になり、今も子連れでワイワ

イ集まる大事なママ友です。
大学卒業後は会社員など仕事
を続け、結婚を機に稲城市の住
民になりました。子育てママの
多忙な議員生活を可能にする
のは、イクメンな会社員のご主
人！小学2 年生の息子さんと3
人、毎年夏休みは、守谷に海水浴
にも行かれるそうです。
「尽性園と稲城市は、災害時の
協力協定や、グラウンド・体育
館などの市民利用が始まるな
ど、稲城市民にとっても大事な
施設。これからも九段と稲城市
の架け橋となれるよう頑張りま
す！」と壇上でもハツラツ宣言
されました。	 （広報）

「♪都の中央九段の上に・・」
九段会館に185 人の怒涛の大
合唱が響き、スクリーンには荘
厳な旧校舎・講堂・正門、エンデ
ィングに「撮影17歳の二村・編
集44歳の二村」（爆笑）幹事長後
藤氏率いる総勢27 名の幹事団
の夢が実現しました。菊友会か
ら出席いただいた赤司理事長・
田ノ倉副理事長のご支援に心か
ら感謝します。
2年前サッカー部OB会で「25
周年きちんとやれよ！」と25年
目の同窓会が卒業後の伝統行事
と知り、春から各クラス幹事を
募り準備を始めました。名簿作
成・案内状・会場折衝・予算会計・

プログラム作成等、7回の幹事
会はまさにプロジェクトそのも
のでした。
当日は２組山崎氏の司会で進
行。和田先生のマイク姿は健在
で、星野先生の檄が飛び、至大荘
歌や80'S が流れ、卒業写真ポス
ターが掲げられ、胸には当時の
写真入名札。25年ぶりに再会す
る仲間が多く、会場内は歓声で
わき返りました。クラス・部活
ごとの写真を撮り、2 次会140
名出席！一度しかない人生をこ
れからも一緒に過ごせる友との
再会でした。
後輩よ、素晴しい伝統を託し
ます。楽しいよ（笑）（熊沢龍一郎）

10 月23 日、千代田区の「如
水会館」に於いて“卒業50 周年
記念同期会”が開催された。女子
30名、男子59名、恩師の田中義
信先生と加藤三郎先生、菊友会
の方２名、総勢93 名が出席し、
皆それぞれに「楽しかったね！
良い会だったね！」と言って下
さる良き同期会であった。関係
者の皆様に感謝。
50 年と言えば、信長で有名
な「人生50 年、下天の内をくら
ぶれば夢まぼろしのごとくな
り・・」（幸若舞－敦盛）にあるよ
うに、昔の一生である。それに対
し20 年余りも私達
は長生きをしたわけ
だが、振り返れば皆、
日本の高度成長期を
“がむしゃら”に生き
て来られたに違いな
い。しかし、その中の
高校時代は誰にとっ

ても何かちょっと違う、大人に
成りかけ時代の“純粋な一時”で
あったような気がする。九段高
校の名は今は「千代田区立九段
中等教育学校」になったが、私達
にとっては今でも“九段高校あ
りがとう！”である。
まだこれから生きなくてはな
らない。それで３年後に「53 周
年同期会」をやることを会の終
わりに皆で決めた。また元気に
お会いしましょう。
作家藤沢周平の言葉を借りよ
う。「日残りて、暮るるにいまだ
遠し」		 （谷貝友康）

高12　卒業50周年記念同期会
93名集い  九段高校、ありがとう！

高37　伝統の卒業25周年大同窓会
四半世紀の友へ

菊友会クローズアップ菊友会クローズアップ 菊友会クローズアップ

検索候補の内、九段ネットに該当するものをクリックすると、九段ネットの画面
が開きます。

検索欄に「九段ネット」と入れてクリック。
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とも多かった。柔和と言うより
は鈍感なほうで、なにかとテン
ポが遅れ気味であったような気
がする。「のほほ～ん」という表
現がしっくりするかもしれな
い。加えてバカが付くほどの正
直である。
熱海市民にも1期４年で正し
いことをできる人間だと理解し
てもらえたようだ。１期目が穏
やかだった訳はない。よそ者と
呼ばれ続けて迫害に耐えた。よ
うやく苦労が報われたのかも知
れない。東工大を出て国土交通
省に入り、しばらくすると官僚
をやめ留学、民間会社でもまれ
たりもした。そんな広い経験も
生きているに違いない。市長に
対してお前呼ばわりをできる為
にもまだ暫くは現職を続けて欲
しいものだ。いや、銅像を建てて
もらえるまで続けろと私は彼に
言っている。　	 （竹内義雅）

社団法人九段からお知らせ

尽性園の整備が進んでいます尽性園の整備が進んでいます
平成22年には哲明寮の大規模修繕工事を実施しました。哲明
寮には体育館と宿泊施設があり、見違えるようになりました。
また、平成23年１月からはグラウンドの北側170 メートルに
渡る防球ネットの支柱取替え工事が予定され、防砂ネットの幅
も２メートルから倍の４メートルにして、近隣の住宅へ出来る
だけ砂が飛ばないように計画しています。25年経過して老朽化
した万年塀も170 メートルに渡って全面的に化粧ブロックに取
替え綺麗になります。
「社団法人九段」のホームページでは、尽性園体育施設の利用
者の便宜性を考え、野球場・サッカー場・テニスコート・体育館
の予約状況を毎週更新し、３ヶ月分の状況が常に確認できるよ
うになっています。　法人九段URL：	http://kudan.or.jp/

稲城市議会議員
梶浦美佐子さん（高43）
元気ハツラツ「ママ」。いなぎ
っこ、子育て真っ最中！－2007
年、このキャッチフレーズで稲城
市議会議員選挙に立候補した梶
浦さん。最年少・初当選は、ご自
身も驚くトップ得票数でした。
菊友会大会の席上でお話を伺
うと、「稲城の皆さんは尽性園の
ことを『九段高校のグラウンド』
と言ってよくご存知です。この
ご縁を嬉しく思います」「近年、
尽性園の周辺は様変わりしてい
ます。郷愁漂う田舎駅舎だった
矢野口は、高架化して立派にな
りましたし、クロスカントリー
で走った多摩川のサイクリング
ロード沿いも整備されて、今や
休日の散策スポットです」と、早
速、地元PRが出ました。
九段高校時代は、体育祭や文
化祭、ダンフェスなど思い出が
たくさん。その女子友達も全員
母になり、今も子連れでワイワ

イ集まる大事なママ友です。
大学卒業後は会社員など仕事
を続け、結婚を機に稲城市の住
民になりました。子育てママの
多忙な議員生活を可能にする
のは、イクメンな会社員のご主
人！小学2 年生の息子さんと3
人、毎年夏休みは、守谷に海水浴
にも行かれるそうです。
「尽性園と稲城市は、災害時の
協力協定や、グラウンド・体育
館などの市民利用が始まるな
ど、稲城市民にとっても大事な
施設。これからも九段と稲城市
の架け橋となれるよう頑張りま
す！」と壇上でもハツラツ宣言
されました。	 （広報）

「♪都の中央九段の上に・・」
九段会館に185 人の怒涛の大
合唱が響き、スクリーンには荘
厳な旧校舎・講堂・正門、エンデ
ィングに「撮影17歳の二村・編
集44歳の二村」（爆笑）幹事長後
藤氏率いる総勢27 名の幹事団
の夢が実現しました。菊友会か
ら出席いただいた赤司理事長・
田ノ倉副理事長のご支援に心か
ら感謝します。
2年前サッカー部OB会で「25
周年きちんとやれよ！」と25年
目の同窓会が卒業後の伝統行事
と知り、春から各クラス幹事を
募り準備を始めました。名簿作
成・案内状・会場折衝・予算会計・

プログラム作成等、7回の幹事
会はまさにプロジェクトそのも
のでした。
当日は２組山崎氏の司会で進
行。和田先生のマイク姿は健在
で、星野先生の檄が飛び、至大荘
歌や80'S が流れ、卒業写真ポス
ターが掲げられ、胸には当時の
写真入名札。25年ぶりに再会す
る仲間が多く、会場内は歓声で
わき返りました。クラス・部活
ごとの写真を撮り、2 次会140
名出席！一度しかない人生をこ
れからも一緒に過ごせる友との
再会でした。
後輩よ、素晴しい伝統を託し
ます。楽しいよ（笑）（熊沢龍一郎）

10 月23 日、千代田区の「如
水会館」に於いて“卒業50 周年
記念同期会”が開催された。女子
30名、男子59名、恩師の田中義
信先生と加藤三郎先生、菊友会
の方２名、総勢93 名が出席し、
皆それぞれに「楽しかったね！
良い会だったね！」と言って下
さる良き同期会であった。関係
者の皆様に感謝。
50 年と言えば、信長で有名
な「人生50 年、下天の内をくら
ぶれば夢まぼろしのごとくな
り・・」（幸若舞－敦盛）にあるよ
うに、昔の一生である。それに対
し20 年余りも私達
は長生きをしたわけ
だが、振り返れば皆、
日本の高度成長期を
“がむしゃら”に生き
て来られたに違いな
い。しかし、その中の
高校時代は誰にとっ

ても何かちょっと違う、大人に
成りかけ時代の“純粋な一時”で
あったような気がする。九段高
校の名は今は「千代田区立九段
中等教育学校」になったが、私達
にとっては今でも“九段高校あ
りがとう！”である。
まだこれから生きなくてはな
らない。それで３年後に「53 周
年同期会」をやることを会の終
わりに皆で決めた。また元気に
お会いしましょう。
作家藤沢周平の言葉を借りよ
う。「日残りて、暮るるにいまだ
遠し」		 （谷貝友康）

高12　卒業50周年記念同期会
93名集い  九段高校、ありがとう！

高37　伝統の卒業25周年大同窓会
四半世紀の友へ

菊友会クローズアップ菊友会クローズアップ 菊友会クローズアップ

検索候補の内、九段ネットに該当するものをクリックすると、九段ネットの画面
が開きます。

検索欄に「九段ネット」と入れてクリック。
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第18 回　東京校歌祭♪　校歌、美しく高らかに

至大荘懇親会

九段生の故郷で  のんびり、ゆったり
平成22 年の至大荘懇親会は
8月21 日・22 日の2日間、好天
に恵まれ72人が参加、中学の大
先輩から卒業4年目の高59 回
生まで、年齢差
約70歳。和 気
あいあいと一
堂に会しまし
た。
懇親会は90
歳の後藤謹爾
氏（中9）のお
元気な挨拶と
乾杯の発声で
始まりました。
初参加の高59 回生6 人の若さ
のお陰で、会場は終始華やかな
雰囲気に染まりました。
二次会の歌声喫茶では金澤昭
彦氏（高15）のウクレレ、渡辺俊
之氏（高15）のジャミセンで歌
いまくり、宴たけなわに飛び出
した女性陣のフラダンスに拍手
喝采。また、秋の東京校歌祭で
「至大荘と共に」を初披露しよう
と、赤司理事長が先頭に立ち繰

り返し3回も練習しました。
翌日は早朝磯釣り、ラジオ体
操、芙蓉が浦の清掃。朝ごはんの
後は、勝浦朝市に出掛けたり、

泳いだ
りと思
い思い
に過ご
しまし
た。昼、
バーベ
キューを囲んで肉や地元産の野
菜・海の幸、釣り名人の糸日谷
彰氏（高9）ご夫妻が釣ってきて
くださった小あじの刺身を思う

存分堪能して散会
となりました。
配布したアンケ
ートに高59回生の
6 人がそろって感
想を書いてくださ
いました。	「先輩方に暖かく迎
えていただけて感動しました
／大先輩の方々と交流でき非
常に楽しかったです／いつま
でも至大荘が在り続けてくれ
ることが何よりもうれしい／

BBQ も花火も歌声喫
茶も最高でした／や
っぱり九段最高！大
好きです。また皆で
来ようと思います」

ゴルフコンペと
テニス会	
21 日、懇親会に先
立って恒例のゴルフ

コンペとテニス会が行われま
した。ゴルフには20 人が参加。
優勝は初参加の原田忠礼氏（高
21）、準優勝・清水一郎氏（高5）。

また栄えあるベスグ
ロは83 で何と男性陣を尻目に
遠山ちづ子さん（高19）が獲得
しました。シニアベスグロは85
で尾羽澤正敏氏（高9）でした。
テニス会は6人の参加者で猛
暑にもめげず、日ごろから尽性
園で鍛えている根性でラリーの
交換に汗を流しました。

10月14 日石坂ゴルフ倶楽部
にて開催の第51回大会は、大盛
会だった第50 回記念大会と比
べ、ちょっと寂しい20人のコン
パクトな集まりとなりました。
加えて男女同数での戦いとなっ
たこともあり、和やかな雰囲気
でプレーが進められました。
優勝はネット71.0 グロス87
の影山信行さん（高9）、以下2
位中川繁さん（高3）・3 位遠山
ちづ子さん（高19）。若手？男性
プレイヤーにとっては散々な結
果となりました。4月14 日の次
回大会にリベンジを誓い、反省
会でも話は尽きませんでした。

10月2日（土）、日比谷公会堂
で第18回東京校歌祭が行われ、
旧制中学を中心とする参加17
校が校歌を披露しました。九段
は50 人が舞台に立ち、校歌、至
大荘歌、至大荘と共に、の3曲を
歌いました。伴奏：九段中等教
育学校吹奏楽部、指揮：高橋省
司先生（同顧問）という豪華版
です。
初めて歌った「至大荘と共に」
の出来映えは上々。ブラバンの
リズムに乗り、指揮に導かれて、
最高の歌唱ができたと気持が高
揚するほどでした。
最年少参加の松本みなみさん

（高56）は「こんな菊友会行事が
あるなんて」と大感激。中澤忠光
さん（中18）は「昭和20年3月、
大戦中のどさくさで5年間のと
ころを4年で卒業、母校のよさ
を分からずじまいでしたが、今
になってこうして後輩、現役の
ブラスバンド部員の方々と日
比谷公会堂で高らかに校歌を歌
う。母校のよさをかみしめてい

ます」とお便りをくださいまし
た。
丸１日を割いてくださった先

生、生徒の皆様、ご寄付で出演を
応援くださった皆様、ご協力に
感謝致します。

逝去　　謹んでご冥福をお祈り申し上げます　前号以降にお知らせをいただいた方です
恩師 小川　保雄 中10 安田　義雄 中15 野村　岩雄 高2 土田　正幸 高10 松原　哲明
恩師 酒井　昭夫 中11 杉本　裕 中15 橋本　茂 高2 根岸　勝美 高11 貞照キヨ子
恩師 松村　英夫 中12 上條　鐵男 中16 岡村　忠雄 高2 福田　光則 高14 山田トシ子
恩師 三上　修 中12 知久　豊 中17 酒井　朗 高2 湯淺　治郎 高15 小澤　邦夫
恩師 山中　肇 中13 畑谷　輝彦 中17 羽田　鴻一 高3 麻生　英一 高16 伊藤　賢
中2 松岡　醇三 中13 平岡　眞 中17 樋口　道雄 高3 松田　公夫 高18 杉　　修平
中4 難波　桂芳 中14 市川　富雄 中17 平野　博之 高4 飯野　泰三 高19 年光　孝夫
中4 宮田　虎雄 中14 佐倉　致 中18 青木　典太 高4 坂本　二朗 高28 窪寺　哲人
中5 上田　武夫 中14 坂田　秀馬 中18 斉藤　国彦 高5 石塚　泰 高37 野中　健二
中5 村瀬　清 中14 中込　道彦 中20 中根　隆夫 高5 木島美知子 高37 吉沢　晃一
中7 円藤　真一 中14 中島　暉雄 併1 加世　栄次 高5 澤野　洋 高37 川嶋　秀人
中7 須田　勇治 中14 山脇　理志 高2 石田　健 高6 小川　晋一
中8 我孫子三郎 中15 江村　元 高2 鈴木　節三 高10 北橋　豊穂
中8 秋山　忠正 中15 岡村　虎彦 高2 田村　松見 高10 中西　惇

中 12

中 17

中 15

中 13

高４

高７

高 13

高５

高 10

中 21・高 2

昭和15年49名で	
第一東京市立中学

を卒業した10D は（当時は入学
から卒業まで5年間クラスは同
じだった）今年米寿を迎え、10
月19 日新宿なだ万賓館で米寿
クラス会を開催することができ
ました。

伊藤・大塚（陸）・小坂・小林・
新庄・馬場・前田・久保田　8
名が集まり、米寿を迎えたこと
を祝福し、近況を話し合って懇
談し、今後も話し合いの場とし
てクラス会を開催することを約
して解散しました。午後の楽し
いひと時でした。	（久保田正規）

13 Ｂ会は昭和13
年入学、18 年卒業、

200 名強が入学、クラスはＡ～
Ｄ、5 年間、クラスも担任も同
じ。Ｂ組は清成孝先生です。
4月20 日昼、新大手町ビルＢ
１の和食堂北の丸でクラス会を
持ちました。出席者は写真左か

ら色川浩太郎（立大）、高野均治
（一橋大）、武田彰（慶大）、半田
恵一（東大）、新井力（長岡工専）、
河上民雄（東大）。ほか卒業生大
半が一流大学に進学した。河上
君は尊父の没後、神戸１区で何
十年も最多得票を得て定年まで
衆議院議員でいられた。
さて、私の言いたい事は、「入学
してきた生徒さん、皆様方のこれ
から入学されるお子さんは、ぜひ
国公立大学を狙ってください」と
いうことです。	 （高野均治）

「至高会」は、回を
重ねて第57回。い

つも通り9月第１金曜日正午、
ホテルグランドパレスで開催さ
れた。今年は一部をのぞいて「喜
寿」を迎え、37 名の元気な
顔が集まった。時間制限付
きのスピーチもしばしば
オーバーし、予定を30 分

超えてのお開きとなった。
同会ではゴルフ・温泉旅行・日
本酒の会等を楽しんでいる。次回
は11年9月9日（金）同会場での
開催を予約済み。	 （長谷川明）

10月21日佐倉CC
で「第38回79会 秋

のコンペ」を開催。
あいにくの小雨のなかをもの

ともせず、全員日頃鍛えた技を
発揮して奮闘いたしました。福
島から駆けつけた高橋君が地元
の銘酒を持参したり、賞品多数
のにぎわい。懇親は盛り上がり
ました。
次回は高松（優勝者）・大庭の
幹事で、5月12 日、同じ佐倉CC
で開催します。	 （宮島　徹）

3月末で全員が
70 歳を迎えたこと

から、古稀の会を9月11日、神
保町のレストランを借り切って
開催、90名が出席した。
挨拶・乾杯の後、懇談の合間に
軽妙な語り口の司会者（根岸君、
阿部さん）の誘いに促されて、い
ずれもカリスマ級の
医師、銀行家、主婦、
商社員、商船マン、新
聞記者等多くの出席
者がマイクを前に、

それぞれ自ら経験した「小説よ
り奇なる」とっておきの話を披
露し、大いに会を盛り上げた。
とにかく「所在不明」にさえ
なれば140 歳まで生きていら
れるようになった世の中、「70
歳なんてまだ若い」とばかり、ほ
ぼ全員が同会場の二次会、三次

会に繰り出し、中に
は五次会までは覚え
ているとの報告もあ
った。
	 （山口泰夫）

2010 年夏の遊九
会1泊コンペは7月

19・20日に千葉真名CC・GPコ
ースで10名が参加、菊友ゴルフ
50回大会3冠の神尾さんが、女
性初の２度目の優勝を飾った。

秋は10月11・12 に福島白河
で11 名が天然温泉を楽しみな
がら開催された。優勝は、日ごろ
から裏方で多忙の永久幹事・馬
渕が初めて陽の目を見た。
次回は3月に日帰りコンペ、4
月に卒業50 周年同期会の余韻
を残して高山祭観光を計画。
１泊コンペは夏か秋に真名で
の開催を予定している。問合せ・
申込みは馬渕まで。	（馬渕義彦）

第18 回 大 会は、
10年11月2日参加

者9人で佐倉CCで行われた。久
しぶりの秋晴れの下、日ごろの
腕前を競い合った。高麗グリー
ンに悩まされながらも、まずは
和気合いあい。19番ホールも十
分堪能した。成績は右の通り。

優勝・渡部弘道（G93・N75）
②平山金吾③中村英雄④後藤基
⑤和田正好⑥地畑健吉⑦金田幸
雄⑧清水一郎⑨村田光範
19回大会は5月27日（金）に
決定。場所は18 回と同じ佐倉
CC。多数のご参加、お待ちして
います。	 （後藤　基）

10 月12 日東
商スカイルーム

で卒業60 周年記念同期会を41
名の出席で開催。
昭和19年九段中学に入校、翌
年3月10日空襲で期末試験は
無期延期、2年生の8月終戦、疎
開先や外地からの転入生などで
25 年の卒業時は244 名、その
前年中学卒業の25 名。
23 年の学制改革で中
学5 年から新制高校3
年に移行、卒業まで最
長6年間九段の丘の上
で過ごした仲間です。
住所不明者35名を除
き150名に開催案内を

発送しました。
恒例の加藤（雅）君の司会で
開会、鈴木（謙）君の開会挨拶。
続いて菊友会赤司理事長から祝
辞と学校の近況をお聞かせ頂
く。久しぶりに参加の7名を交
え旧交を温め、来年10 月11 日
の再開を約して記念の同期会を
閉じました。	 （一色昭吾）

私達は入学以来実
に74年に及び全員

87歳になる。卒業後、学徒出陣・
敗戦・復員・復学してやっと大
学を卒業した。その後各分野で、
廃墟から立ち上がり忍耐と努力
を重ねて今日のわが国の繁栄の
基を築いたと自負している。
平成22 年秋季例会は11 月
11 日、神楽坂の定例会場で開
催。出席者5名。冒頭、今年8月4
日他界の故・畑谷（赤間）輝彦兄
の霊に哀悼の意を表し御冥福を
お祈りした。全員の総意でクラ
ス基金よりの御香典を仙台の兄

上様にお送りした。
若くして戦死された諸兄に続
き年々歳々病に斃れ淋しくなる
のは已むを得ない。幹事からは
次の通りの報告があった。
今年の菊友会大会は、台風に
も拘わらず盛会だった。
新しい区立九段中等教育学校
が初の卒業生を出し、現在１～
6年生の男女同数の生徒が新教
育方針で勉学に励んでいる。
特に母校の伝統行事の至大荘
や盡性園に進んで参加し、元気
一杯楽しく帰って来る。
	 （末　博光）

10 月21 日昼、ホ
テルメトロポリタン

エドモント「平河」でD組クラス
会15D会を開き10名が集まっ
て談論風発した。政治談議も出
たがケンカになるといけないの
で、ほどほどにした。	（岡田民雄）

後列左から－岡本、幡野、井出、小泉、井上
前列左から－茂木、世耕、知久、武井、岡田

第51 回　菊友ゴルフ大会
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平成22年度菊友会大会　　懐かしい恩師、友、母校の思い出の数々！
■特別講演 「窓際のとっとちゃん」ほか数多くの童謡を書いた

作曲家　小森昭宏氏（高２）

■懇親会

和やかな懇親会　九段高校グッズのプレゼントも

【小森氏の代表作】
・げんこつやまのたぬきさん
・ブーフーウー
・勇者ライディーン
・NHK朝ドラマ・いちばん星
・いとまきのうた
・おべんとうばこのうた
など、おなじみの作品がいっぱ
い。編曲では「黒猫のタンゴ」、九
段生の愛唱歌「至大荘と共に」も。

医師から作曲家に
生い立ちから中、高、大学での
経験を通しての小森氏の話は興
味津々でした。音楽家の父、医師
の母を持つ小森氏。終戦を迎え
た一中2年生時には、医師にな
る決意を固めます。傍らアメリ
カ進駐軍のラジオ放送で聴くジ
ャズに魅かれて、高校では演劇
部のほかマンドリン・コーラス
部に。
当時の演劇部は、「演劇の九
段」の有名を馳せる絶頂期。演劇
界で大活躍されていた河野国夫
氏（中４）に指導を仰ぎ、音楽は
小森氏。これがきっかけとなり、

小森氏は慶応医学部に進みなが
ら、民放のラジオ音楽まで書く
ようになったのです。

転機は、先輩のひと言
医師修業時代、患者の死やそ
の家族を目の当たりにして大き
な影響を受け「医師である前に
人である」「心を思いやらなけれ
ば医療は成り立たない」と揺ら
ぐ小森氏の前に、「音で勝負しな
さい」と河野氏。二足のワラジを
捨てて外科医から作曲家になっ
た小森氏は、その後も作曲を医
療行為と同じように、人びとに
喜んでもらい、快適に過ごして

もらうためと考えていると言い
ます。
しかし、医者は代替がきくが
作曲家はオリジナル。また死後
も50 年間著作料が入るので社
会に役立ててもらえる、と作曲
家を選んだ人生をユーモラスに
肯定されました。「遺言で菊友会

にもほんの少しだけど差し上げ
たい」には思わず拍手が。
この後再びDVDで、日本では
演奏回数ナンバーワンと言って
も良い音楽物語「窓際のとっと
ちゃん」より―電車が来る―を
指揮されている一幕が流れ、心
地よい音楽と共に講演を締めく
くられました。

乾杯の後は、お待ちかねの会
食と歓談の時。まずはお目当て
の料理にまっしぐら。東京會舘
名物のローストビーフときのこ
入りオムレツには、長い行列が
できました。

もうひとつ、人をどっと集め
たのが特設の九段高校グッズコ
ーナーです。今回特別に、旧九段
高校購買部の在庫品（校章、ネ
クタイなど）や行事の記念品（湯
飲み茶碗、携帯ストラップなど）
が法人九段から大量に提供され
ました。懐かしいバッジを胸に
つける方、至大荘絵葉書を大事
にお持ちになる方、何故かクロ
スカントリーの優勝メダルまで
あったのですが、全ての品々が
お持ち返りいただけました。

福引で和気あいあい
恒例の福引には、今年
もたくさんの景品のご提
供をいただきました。菊
友会からも九段オリジナルTシ
ャツを用意いたし、半数を超え
る方に、また女性は全員にお土
産を手にしていただけました。
抽選に当たって、ちょっぴり
うれしそうな表情で景品を受け
取る姿は、童心そのもの。景品を
ご提供くださったのは次の皆様
です。厚くお礼申し上げます。

11 月６日（土）関西菊友会総
会が、36 名出席のもと開かれ
ました。湯浅良男幹事長（高14）
の開会宣言に続き、中村正治会
長（高13）の挨拶、東京本部から
は、赤司久雄菊友会理事長（高
15）、鍛治利秀社団法人九段理
事長（高４）が参加され、母校、
菊友会、至大荘、尽性園等につい
てのお話をいただきました。
今回の記念講演は、当会の荒
井礼子先輩（高10）により「ハイ
デルベルグよもやま話」という
演題で、ドイツの古都ハイデル
ベルグの大学で日本語を教えら
れていた頃の映像を交え、数々
の歴史秘話等有意義な講演でし
た。なお今回より書家・森大作

先輩（中11）作「至大至剛」の掛
け軸を掲示しております。
第２部の懇親会は、足立昭子
先輩（高14）、岩田則夫氏（高18）
の２人による司会で、旧制の先
輩の梅澤信久氏（中18）による
乾杯の音頭で幕を開け、５つの
テーブルで会食、懇談となりま
した。途中、初参加の太田佳生
先輩（高11）、遠路からご参加の
御巫清泰先輩（高５）、また久し
ぶりに参加の三村佑二先輩（中
15）、関連して石田充治先輩（中
19）等の方々によるユーモアた
っぷりのお話を拝聴しました。
終盤は全員で校歌、至大荘歌
を熱唱、若い会員の福島繁氏（高
27）の合図に合わせ万歳三唱を

行い、最後に養父明子副会長（高
５）による閉会の挨拶で来年の
再会を誓い盛大のうちに閉会し
ました。	 （綿貫泰望・高16）

総会前日、恒例のゴルフコン
ペを快晴のもと、よみうりゴル
フウエストコースで開催しまし
た。東京から鍛治先輩、赤司理事
長をお迎えして総勢14名が参
加、穏やかな中にも1打を競う

真剣な勝負を展開しました。優
勝、べスグロはともに松原利之
君（高10）でした。2011 年開催
は、ゴルフが11月18日、総会は
翌19日です。	（杉田健治・高７）

第 28 回　関西菊友会総会

高 15

剣道部

高 19

生物部

高 27

柔道部

高 31

マスコミ菊友会

3 年4 組第5 回ク
ラ ス 会 は、9 月18

日、帝国ホテル梅の間に12名が
参加。11時半から緑を眺めなが
らのんびりと歓談。前回と同じ
場所ですが、サービスが良いの
でまた来ました。
参加者は斉藤聖子、四ッ倉緑、
梅川学、海老原哲、大野豊、奥原
英敏、川船信之、佐野秀光、高橋
義幸、福原淑文、星野矩之、山田
清三の12名。恒例の全員スピー

チではまだまだ悠々自適とは行
かない多忙さや、現役でバリバ
リ活躍中の姿が手に取るようで
した。
病気の克服、海外旅行、フルマ
ラソン、水泳、テニス、フラダン
ス、語学と話題は豊富。二次会は
ホテルの喫茶店。町田先生がご
療養中なのが残念です。
次回は23 年3 月12 日、八重
洲富士屋ホテルで11 時半から
開催します。	 （山田清三）

男 女21 名 が 集
い、10 月23 日、第

34 回目トーク会コンぺが石坂
GC で開催されました。快晴微
風で絶好のゴルフ日和、酷暑の
影響を全く感じさせずに見事に
整備されたコースという条件の
下、参加者は、結果の言い訳を考
えつつスタートしました。
表彰式では、バーディを２つ
取ったが為に司会を任された都
丸啓吉君（準優勝）の軽妙な運

びで笑いが絶えません。
今回は、圧倒的なベスグロの
常連松本英一君に82 でベスグ
ロを分け合い優勝する快挙を遂
げた私が原稿を書きました。次
回は来春、那須で１泊２日のゴ
ルフ＆テニスです。	（堀川正康）

6月13日、剣道部
OB 会・一流会総会

が九段会館で開催された。
高29・加藤隆元部長と女子で
はリーダーの今井（中村）久代
を筆頭に、天谷（高室）野恵・藤

本（藤浦）久美子・牧野（寺田）恵
子・宮前（犬童）京子・渡辺美由
紀等が集結し、元顧問の増田三
郎先生を囲んで思い出話に花を
咲かせた。
一年先輩の新垣隆弘元部長の
女子部員を減らす目的の荒
稽古が裏目に出て、男子部
員が次々落後していった。
一方女子部員からは一人の
落後者も出ず、お陰で女子
の黄金時代が築けたとか。
	 （米澤正人・高11）

10 月24 日（日）、
九段会館でOB 会が

開催されました。今回は太田弘
先生の喜寿と岡本
毅先生の古希をお
祝いするというこ
とで、在学中に両
先生にご指導いた
だいた高15 ～30
回の元部員57名
が出席しました。

最後に次回のOB会は3年後に
開催ということにしてお開きと
なりました。	（長　繁樹・高28）

卒業35周年同期
会が10月2日、お茶

の水ホテルジュラクで行なわ
れ、108名が集いました。
「変わらないなぁ」「変わった
なぁ」。笑い声の中、午後6時、伊
藤・伊井両幹事の司会のもと、
中井代表幹事の挨拶で開会。来
賓の太田、村木、増田、片瓜各恩
師のご挨拶に続き、菊友会・高
井副理事長から活動報告と母校
の現状説明がありました。記念
撮影はクラス単位に加え、部活
動や「『教職』についている人集
合！」と幅を広げ、大いに盛り上
がりました。

全員撮影のあと、5年後の「40
周年同期会」の再会を期し、寺尾
幹事の音頭の3本締めでお開き
に。そしてほぼ全員が近くの二
次会場へ。
10年前の25周年同期会の準
備から続いている幹事会、女性
幹事も積極的に参加してくれて
貴重な戦力です。会計幹事の加
藤さん以下、みんなマジメで、や
ることが早い！
もうすぐ反省幹事会を実施し
ます。次の40周年同期会に向け
て活動開始、とはいうものの、し
ばらくは単なる飲み会かもしれ
ませんが…。	 （伊藤直司）

還暦OB 会が例年
通り「新橋亭新館」

で11月20日に開催されまし
た。今年は高校20回生9名を迎
え、初代顧問加藤三郎先生をは
じめ還暦OB 会員は105 名にな
りました。加藤先生を囲み、当時
の星校長を口説き落として柔道
部を復活させた初代会員の高校
7回生を初め、夏期合宿で炊事
担当をしてくださった10 回生
の金安さん三木さんも特別参加
され、19 回・20 回の若い会員

12 名も参加し盛大に開催され
ました。次回の11 月19 日（土）
には昭和44年卒業の高校21回
生を新会員として迎える予定で
す、還暦OB の皆さん来年の参
加をお待ちしております。
	 （髙井信義・高13）

13年間に
わたり、九段

高校に在職され英語科
で教鞭をとられてきた、
我等が担任恩師・三上修
先生がお亡くなりにな
りました。恩師追悼会と
して9月11日に3年3組の級友
が集い、奥様からスピーチ録音
をお借りし、ご生前の流暢な発
音を聞きながら黙祷、思い出を
語り合いました。荻野、田辺幹事
のもと今回は洋食の老舗である
「新富煉瓦亭」（高31・篠原圭一
朗君のお店）で	美味しい洋食料
理に感激し	皆、大満足でした！	
二次会は	カラオケ店に移りア

リス・ユーミン・サザン・キャ
ンディーズ、懐かしいメロディ
ーに全員が反応し、ひとつの歌
を肩組み合唱していました。ま
るで九段祭の後夜祭の様。今年
50歳節目の僕等は次回も元気
ハツラツ再会することを約束
し、お開きとなりました。恩師・
三上修先生のご冥福を心よりお
祈り申し上げます。	（福田　隆）

2008 年
に復活した

「マスコミの空気の場に居る者
たちの集まり」の第３回が6月8
日東京會舘東商スカイルームに
て開催しました。
高9回俣木・中西の両氏より
高49 回小森さんまで幅ひろい
年代の52 名の集まりになりま
した。昨年に引き続き福田女史
（高25 回）の司会で俣木世話人
代表の昨今の業界情報を交えた
挨拶、引き続き中西氏の最近の
映画アバターを観賞しての感じ
た話、高29回勝俣氏（読売新聞）
が防衛問題ここだけの話の披

露。その他各年代の皆さんにス
ピーチをお願いしましたが異口
同音に九段で学んだそれだけで
年は違っても通じあうと言い、
色々な分野の先輩後輩がテーブ
ルを囲んで随所に話の輪が拡が
っていました。2011年も幅広
く声掛けし開催いたします。
	 （高橋直人・高14）

21人が参加した高17回生

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

中13末博光／中16　田忠男
／中21鈴木謙一／高2井上
宏／高4一島英治／高４大井
基臣／高7桑田芳郎／高7宮
島徹／高9岡田繁／高10岡
田肇／高13稲坂良弘／高17
堀口陽子／高19遠山ちづ子
／高39相原學／他このオムレツ家庭ではできません
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平成22 年度の維持会費納入
状況は、11 月末日現在で1,696
人の方々、金額で4,954,000 円
のお振込をいただいておりま
す。納入していただいた方々に
は大変ありがたくお礼申し上げ
ます。しかしながらこの金額は、
赤字決算だった昨年実績、700
万円弱をも大きく下回るもので
す。
菊友会の事業は、主に会員の
維持会費、新会員の入会金など
で運営しております。22年度の
新会員は102 人。今後も入会金
は九段高校時代の280 人に比

較し大幅な減少となります。し
かし、80年からの伝統を持つ菊
友会としては従前より継続して
きた事業を、できる限り継承し
ていきたいと考えています。
下記に、卒業回生別の納入者
数をお知らせいたしました。ご
参考いただき、ぜひ同期へのお
声掛け、また、お払込みをいただ
いていない方々のご協力をお願
いいたします。
なお、今回から新たに3銀行
に口座を開設いたしました。ご
利用いただければ幸いです。

平成22年度維持会費（平成22年4月～平成23年3月）
中１	～	 高57 回	 3,000 円
高58	～	中等１回	 1,000 円	 （減額期間）

●郵便振替
※住所 ･氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒
の宛先シールに印字されている番号）をお書きいただく
と助かります。払込手数料は菊友会で負担します。

●銀行振込
三菱東京UFJ銀行	 神保町支店	 普通口座：0691551
みずほ銀行	 九段支店	 普通口座：1453238
三井住友銀行	 千代田営業部	 普通口座：2111680
りそな銀行		 九段支店	 普通口座：1413234
※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数
料をご負担ください。

平成22年度維持会費未納の方々へ
伝統行事の継承が大変厳しい状況です　ぜひご協力を！

九段中等教育学校図書室「卒
業生の著作コーナー」に寄贈い
たしました。ご寄贈に心からお
礼申し上げます。（敬称略）

白須賀元樹（高6）
訳『サザビーズ
流　ヨーロッパ
アンティーク大
百科』西洋堂刊

サザビーズ社の専門家が公開
するアンティークの歴史、特徴、
購入場所、おおよその価格など
300ページにわたる原書の日本
語訳。本邦初。東大卒後、米・英
国で美術を学び25年の海外生
活の上に成し遂げた大作です。

上野　潔（高15）著
『環境技術者の視
点』技報堂出版刊
三菱電機入社後、
人工衛星、宇宙ス

テーションの設計開発を経て、
新エネルギーや国家的な環境開
発戦略に携わる筆者が平易に語
る、生産者・ユーザーが共に考
える40話。技術者の細かな心配
りに感服します。

台風吹き飛ばした　同窓への熱い想い☆☆ここに

平成22年度　菊友会大会  143人集う
今年度、千代田区立九段中等教育学校第
１回の卒業生が新たに菊友会会員となり、
九段同窓会が一中、都立九段中、九段高校と
４つの構成となる初の菊友会大会が10 月
30日（土）に開催されました。
あいにくと当日は台風14 号の直撃を受
け、交通機関も乱れて大荒れの一日となり
ました。開催も危ぶまれ、来会者への影響が
心配されましたが、いざ蓋を開けてみれば
ほとんどの参加予定者が東京會舘９階ロー
ズルームに足を運びました。そのことにだ
れもが驚き、喜びを味わい、会場は特別な緊
密感で満たされました。
16時、定刻どおりプログラム第１部が始
まりました。「外科医から作曲家になって」
と題する小森昭宏氏（高２）の講演では、「日
本外科学会100周年記念式典序曲」を作曲、
指揮される小森氏をDVD でスクリーン一
杯に見、すばらしい曲を聴かせていただき
ました。

第２部の懇親会は来賓に、坂田融朗千代
田区教育委員会子ども総務課長、九段中等
教育学校から倉田朋保校長、佐藤広志PA会
長等をお迎えして、鈴木謙一第17 代会長
（中21）の乾杯の音頭で開宴しました。

プログラムの進行に連れて熱気が会場い
っぱいに拡がり、恩師や旧友・先輩・後輩
との会話も弾み、例年のお楽しみイベント
である福引きも景品を提供してくださった
方々のお陰で、和気あいあいとなりました。

最後は校歌と至大荘歌
の大合唱で大いに盛り上
がり、来年の再会を誓っ
て幕を閉じました。悪天
候にもめげずに参加して
くださった会員一人ひと
りの九段を愛する熱い思
いに台風もいつしか吹き
飛んでしまい、菊友会へ
の情熱を垣間見ることが

できた大会でした。
多感な一時を過ごした、母校を同じくす
る「同窓生」という共通の分母によって、年
代を超えてひとつになれる菊友会大会に、
次回はもっと多くの会員の参加をお待ちし
ています。	→関連記事2ページに

2011年　明けましておめでとうございます
今年の菊友会イベント・カレンダー（詳細次号に）

４月	 14 日	（木）	 菊友ゴルフ大会　申込み受付中。８ページ参照ください
８月	 20 日	（土）～ 21 日（日）　至大荘懇親会
10月	 Ⅰ日	（土）	 東京校歌祭
10月	13 日	（木）	 菊友ゴルフ大会
10月	22 日	（土）	 菊友会大会

	 ＊高 13 回生は「卒業 50 周年記念同期会」４月２日（土）開催
	 ＊高 38 回生は「卒業 25 周年記念同期会」開催年です
	 ＊関西菊友会は 11月19（土）開催です

平成 22年度会費未納の方へ
（ 平 成 2 2 年 4 月 ～ 2 3 年 3 月 分 ）

年間維持会費納入振替用紙を同封して
おります。お早めにご送金のほどお願
いいたします。

年間維持会費については 8ページに詳細をご案内
しております。ご参照ください。

わーっ、おいしそう！お料理に行列

フィナーレの校歌高唱では
東京校歌祭出演者が壇上に

編集後記
温暖化の影響下、春と秋が短くな

りました。それでも約束どおり晩秋
には、公孫樹の街路樹の多い東京は
黄金色に染まりました。自然の恵み
に思いが深まるのは、齢と言うべき
か、齢をヨワイと読むのに妙に納得
してしまいます。

明けて2011年、齢なりに希望を
語りたいものです。「明日の日本を
担うリーダーの育成」は九段創立の
志。母校の生徒諸君がその途を駆け
上がることもその希望の一つかも
しれません。	（田ノ倉美保子・高15）

次号の原稿締切りは５月20日で
す。400 字以内でお寄せください。

菊友会は、卒業生やＯＢ会の
著作品を母校に寄贈し、図書室に
保管・閲覧、永く保存していただ
く事業を行っています。
お手持ちの関係図書をご寄贈

ください。古い本も大歓迎です。

理事は総務企画・広報・会計・
名簿の各委員会に属し、それぞ
れの業務を行うほか、月に1度
定例理事会に出席します。
定例理事会は毎月第2金曜に
開催。担当理事からの各種報告、
母校との連携、次の活動内容な
どを討議しています。菊友会へ
の意見・要望など、遠慮なく事
務局にお寄せください。

==６月度==
「維持会費増収検討部会」発足。
座長：馬渕理事より全理事に対
し意見提出要請／菊友会報85
号15,601 部発送。

==７月度==
７日、伝統継承ＨＲ実施。理事
10 人が講師に／新理事に持田
悟氏（高18）が推薦される。

==８月度==
至大荘懇親会の事前準備と当日
役割分担などを入念に行う／
21、22日至大荘懇親会実施。

==９月度==
理事長より菊友会大会について
説明。法人九段より景品提供の
申し出。講演は小森昭宏氏（高
2）に決定／新名簿の販売が700
部に達する。

==10 月度==
２日校歌祭。九段中等教育学校
生徒吹奏楽部の応援を得る／
14日菊友ゴルフ大会／30日菊
友会大会。台風直撃するも出席
143 人／山崎武正理事（高13）
退任の挨拶。

==11 月度＝＝
５、６日理事長、関西菊友会に出
席／会報発行に合わせ、菊友会
大会次年度会場、開催日決定に
奔走／「会費増収検討部会」か
ら各委員会業務に対し多岐に
わたる検討・確認・要請がなさ
れる／新理事に副島晴美氏（高
18）が推薦される。

春の菊友ゴルフ大会
エントリー受付！
開催日：2011年4月14日（木）
会場：埼玉･石坂ゴルフ倶楽部
時間：9時前後スタート
申込み：菊友会事務局
組み合わせに希望があれ
ばお申し出ください。お申込
みの方には後日、詳細をお知
らせいたします。

転居、姓名の変更など
事務局にお知らせください
毎号16000 人の会員に
菊友会報を送っていますが
200通近くが戻って来ます。
転居あるいは姓名の変更が
あった場合は、菊友会事務局
までお知らせください。
どうぞよろしくお願いい
たします。

〔 〕

寄贈図書

平成22年度・維持会費の卒業回別納入者数　（平成22年11月現在）
卒業回 納入者数 卒業回 納入者数 卒業回 納入者数 卒業回 納入者数

中3 1 (0） 高1 8 (15) 高22 30 (34) 高43 6 (7)
中4 1 (2) 高2 20 (33) 高23 26 (39) 高44 6 (12)
中5 1 (3) 高3 31 (46) 高24 27 (43) 高45 5 (7)
中6 1 (4) 高4 42 (54) 高25 25 (41) 高46 2 (1)
中7 0 (4) 高5 46 (74) 高26 24 (37) 高47 5 (11)
中8 2 (7) 高6 49 (69) 高27 35 (31) 高48 6 (6)
中9 5 (8) 高7 71 (92) 高28 12 (17) 高49 3 (8)
中10 3 (8) 高8 36 (57) 高29 23 (32) 高50 6 (6)
中11 10 (12) 高9 59 (88) 高30 21 (30) 高51 3 (3)
中12 11 (13) 高10 79 (101) 高31 38 (47) 高52 3 (10)
中13 15 (21) 高11 55 (83) 高32 18 (26) 高53 2 (4)
中14 19 (34) 高12 65 (83) 高33 18 (30) 高54 2 (8)
中15 13 (17) 高13 83 (97) 高34 21 (25) 高55 1 (7)
中16 16 (26) 高14 56 (76) 高35 17 (23) 高56 5 (10)
中17 30 (41) 高15 51 (62) 高36 9 (25) 高57 9 (12)
中18 23 (31) 高16 29 (36) 高37 12 (14) 高58 7 (23)
中19 17 (20) 高17 48 (55) 高38 9 (18) 高59 15 (25)
中20 8 (11) 高18 43 (51) 高39 11 (18) 高60 18 (22)
中21 4 (1) 高19 51 (72) 高40 15 (21) 高61 17 (30)
併1 1 (1) 高20 35 (48) 高41 8 (9) 中等1 10 (-)
併2 1 (2) 高21 22 (38) 高42 5 (11)

納入者数 1,696 （2,379） 納入比率 11.0% （15.4％）
※納入者数（　）は平成21 年度		年間実績です
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