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100 人近い来賓、新卒業生、保護者列席の中、閉校式典は厳粛に執り行われた
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ありがとう 85 年、都立九段高校閉校式典

頁数：約600 頁　大きさ：Ｂ5 判
頒価：2500 円

平成22年3月の発行をめざして、4年ぶ
りに名簿の改訂作業に入りました。新名簿
購入と広告掲載につき会員皆様の絶大なる
協力をお願いいたします。
今回、「調査票」と「所在不明者リスト」を
同封しております。「調査票」には既存デー
タを記載しています。変更箇所は訂正のう
え、また掲載を希望されない項目には×印
を付し、8月末までに返送してください。変
更のない場合は返送不要です。なお、新版で
は住所欄のマンション名などの記載はスペ

ースの関係で割愛する予定です。
また、「所在不明者リスト」の中に、ご存知
の方がいらっしゃいましたら、調査票の備
考欄に記載されるか、または事務局までご
一報ください。必ずご本人に確認し、そのま
ま掲載することはありません。
会員データは事務局で厳重に管理し、外
部に漏れたり、持ち出されたりすることは
ありません。卒業生名簿等紛らわしい事業
者からの勧誘は、菊友会とは一切関係あり
ませんので、ご注意ください。
会員皆様のご協力をお願い申し上げま
す。	 （菊友会名簿委員会）

多数の菊友会員、多数の来賓が列席

3 月14 日（土）、九段高校85年の歴史に
幕を閉じる様々な閉校記念行事が、卒業式
を入れて延べ10時間にわたり、厳粛かつ感
動的に執り行われました。

278 人の巣立ちと閉校式典
午前10 時からは、一中・都立九段中・都
立九段高校卒業生2万4千余人の最後とな
る高61回生、278人の卒業証書授与式が行
われました。卒業生は、至大荘、体育祭、文化
祭など実り多い3年間をかみしめるかのよ
うに緊張した面持ちで、卒業証書を受け取

りました。
引き続く閉校式典では、卒業生を代表し
て桑田芳郎菊友会々長が、最後を見送る栄
誉に感謝し、お別れの挨拶を述べました。圧
巻は都立九段高校と区立九段中等教育学校
生徒の合同演奏です。見事に息の合った演
奏で、伝統継承の確かさを重厚な音楽と共
に伝えてくれました。

記念碑除幕式・校舎見学会
閉校式典の後、菊友会が製作した閉校記
念碑の序幕式が行われました。九段を愛す

る全卒業生の熱い思いを込めた127 文字
を記した記念碑は、校舎玄関ホールの中庭、
成田千里初代校長胸像の隣に設置されまし
た。
続く13時からの校舎見学会には、中7回
から高60回までの200人が参加。8班に別
れ中等教育学校生徒の案内で、高校、中等両
校舎を廻りました。柔剣道場やプールでは
往時の思い出を蘇えらせ、感慨も一入の様
子でした。

感謝の集いに卒業生210 人！
14 時30 分からはホテルメトロポリタン
エドモントに会場を移して九段高校への
「感謝の集い」が開催されました。参加者は
菊友会員210人を含む350人に上り、会場
のあちらこちらで九段を懐かしむ会話の輪
ができ、会場は熱気に溢れました。
挨拶に立たれた高木克九段中等校長は、

「伝統の重さを改めて実感し、それを引き継
ぎ新たな伝統を積み重ねていくべく責任を
痛感している。立派な九段とすることをお
誓い申し上げます」と述べ、喝采を浴びまし
た。その後も大勢の来賓の方々からの「感
動」のスピーチが続き、九段に感謝！感謝！
で幕を閉じました。

⇒４～５P に関連写真を掲載しています。

限定   200 部
1500 円（送料込）
Ａ５判　200 ページ
都立から区立に移
行する節目に、母校85
年の伝統ある教育活
動の姿が1冊の本に編
纂されました。一中時代からの沿革史、教
職員在職期間一覧、校舎や行事の写真、卒
業生の寄稿、座談会、また直木賞作家・泡
坂妻夫氏が旧校舎への想いを記した「校
舎惜別」等、充実した内容です。母校を再
発見し、青春を懐かしむ貴重な記念誌を
ぜひお手許に！
購入を希望される方はお早めに、菊友
会事務局までご連絡ください。

菊友会名簿 2010 年版に着手 都立九段高校　閉校記念誌

菊友会の新執行部が発足しました
詳細は２面をご参照ください。
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菊友会活動の報告

平成21 年度の菊友会評議員
会は5 月26 日午後6 時から九
段会館で開かれました。評議員
会は委任状を含めて72 人（定
数133）の出席で成立、髙橋理事
長が議事を進行しました。
まず平成２0年度に行った事
業について赤司理事が報告、3
月14 日九段高校・同ＰＴＡと
共催した閉校式典では成田千里
校長の胸像の隣に記念碑を建立
し、中学7回から高校60回の卒
業生が校舎見学会に200 人、九
段高校への「感謝の集い」に210
人が参集したとの説明がなされ
ました。
続いて髙井理事が平成20 年
度の決算報告を行い、年末に送
付した「菊友会報」に納入を訴
える文書を同封して呼びかけた
結果、平成14 年度790 万円の
記録に次ぐ770 万円の会費収
入があったこと、閉校に関わる
特別な収入支出があったことな
どの説明があり、田島監事より
適正な決算内容である旨が報告
されました。
役員人事では、髙橋理事長か
ら新役員体制並びに退任役員
の推挙があり、新会長に岡田肇
氏（高10）、新理事長に赤司久雄
氏（高15）等が承認されました。
続いて岩城理事より21 年度事
業計画案が発表され、今年度は
4年ぶりの新会員名簿の発行が
最大のトピックスになること、
続く同予算案でも、井上理事よ
り名簿発行に関わる収入と費用
が特記事項である旨の説明があ
り、すべてが承認されました。
評議員からは、「個人情報の保
護が問題になっている時節柄、
名簿の廃刊も考えたか？」、「こ
れ迄3年毎の改訂だったのを何
故4年にしたのか？」など特に
名簿発行に関わる質問が多く出
されました。これに対して髙橋
前理事長および理事会側から
「ご指摘の問題も踏まえ理事会
で協議を重ねてきた。結果、組織
維持のためにも会員の所在を定
期的にトレースする事も必要で
あり発行を決定した」「個人情報
については、開示を希望しない

評議員会  平成21 年度の予算・事業計画など決定
新執行部が承認される

会員のデータ取り扱いに十分配
慮している」などの説明がなさ
れました。予算案の項目ごとの
費用に対しても活発な討議が行
われました。
会議終了後、別会場で懇親会
を開催。新クラス委員の「至大
荘と共に」の斉唱、「黒猫のタン
ゴ」などを作曲した小森昭宏氏
（高２）のピアノ伴奏で校歌・至
大荘歌を全員で歌い和やかに散
会となりました。

新任役員
会長	 岡田　肇（高10）
副会長	 高井禄郎（高14）
　同	 髙橋直人（高14）
理事長	 赤司久雄（高15）
理事	 酒井憲太郎（高17）
　同	 庄司啓子（高17）
監事	 大西正孝（高10）

新任顧問	 桑田芳郎（高7）
　同	 尾羽澤正敏（高9）

新評議員	 （高61）
熊川莉野		望月真貴

退任役員
会長	 桑田芳郎（高7）
副会長	 尾羽澤正敏（高9）
理事長	 髙橋直人（高14）
理事	 澤田知子（高10）
　同	 林　昤子（高10）
　同	 若松礼子（高10）
　同	 中野桂子（高13）
　同	 岡川榮司（高14）
　同	 佐々木紘一（高14）
　同	 松長一郎（高17）
監事	 丸山修一（高18）

退任顧問	 勝俣友子（高８）

平成20 年度（平成19.4.1 ～20.3.31）
平成21 年予　算 実　績 予実差

収

入

維持会費 7,600,000 7,729,000 -129,000	 7,600,000	
新会員入会金 1,400,000 1,385,000 15,000	 1,380,000	
菊友大会会費 1,700,000 1,675,000 25,000	 1,600,000	
至大荘懇親会会費 630,000 601,700 28,300	 700,000	
評議員会会費 300,000 255,000 45,000	 300,000	
顧問会会費 360,000 115,000 245,000	 150,000	
名簿売上 715,000 682,500 32,500	 1,750,000	
名簿売上新人用 0 0 0	 1,025,000	
名簿広告収入 0 0 0	 1,500,000	
閉校記念誌売上 0 597,000 -597,000	 0	
寄付金 0 244,612 -244,612	 0	
雑収入・雑損失 0 73,524 -73,524	 0	
受取利息 0 46,182 -46,182	 0	

収　入　計 12,705,000 13,404,518 -699,518 16,005,000 

事

業

費

在校生・卒業生支援費 280,000 318,505 -38,505	 230,000	
菊友会大会経費 1,900,000 1,912,216 -12,216	 1,920,000	
至大荘懇親会経費 700,000 743,792 -43,792	 700,000	
評議員会経費 420,000 402,410 17,590	 490,000	
顧問会経費 360,000 132,000 228,000	 175,000	
名簿作成・送付費 65,000 82,814 -17,814	 2,760,000	
会報印刷・郵送費 4,050,000 3,514,628 535,372	 3,600,000	
菊友会紹介紙作成費 20,000 30,400 -10,400	 45,000	
法人九段関係費 75,000 75,000 0	 75,000	
会議費 80,000 26,950 53,050	 20,000	
事	業	費	小	計 7,950,000 7,238,715 711,285	 10,015,000	

管

理

費

事務局人件費 820,000 825,520 -5,520	 1,440,000	
事務所家賃 1,743,000 1,629,456 113,544	 1,743,000	
水道光熱費 133,000 121,736 11,264	 132,000	
什器備品費 0 0 0	 0	
通　信　費 200,000 177,904 22,096	 187,000	
リース費 10,000 8,442 1,558	 9,000	
ホームページ管理費 190,000 168,247 21,753	 169,000	
コピー費 84,000 75,600 8,400	 76,000	
事務消耗品費 36,000 73,528 -37,528	 74,000	
理事会交通費 200,000 183,000 17,000	 185,000	
旅費交通費 29,000 28,640 360	 79,000	
振込手数料 240,000 312,644 -72,644	 325,000	
慶弔費 80,000 41,340 38,660	 42,000	
雑　費 100,000 82,535 17,465	 84,000	
予備費( 閉校式協賛金) 1,000,000 1,097,994 -97,994	 100,000	
管	理	費	小	計 4,865,000 4,826,586 38,414	 4,645,000	

 支　出　計 12,815,000 12,065,301 749,699 14,660,000 
収　支　差　額 -110,000 1,339,217 -1,449,217 1,345,000 

 菊友会　平成 20 年度予算と実績／ 21 年度予算案 単位：円

評議員の質問に答える赤司新理事長

役員・評議員人事
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5 月24 日、定例総会が開催さ
れ、平成21 年度予算並びに新
執行部が承認されました。昨今
の景気停滞の結果、資産運用利
回りが低下し収入が減少する
ため、予算は緊縮予算となりま
した。
また、今年度は2年に一度の
役員改選期にあたるため、新執
行部が承認され、菊友会の鍛治

利秀氏（高4）が理事長に選任
されました。新法に適合した公
益法人の認可を取得するため、
組織体制の整備・強化と公益活
動の拡充に向けた諸施策を展
開中ですが、菊友会も全面的な
バックアップを行なってまい
ります。
社団法人九段への入会を希
望される方は、菊友会事務局ま
でご連絡ください。年会費は
3000 円です。

(３)

懇親会で  岡田新会長挨拶 

社団法人九段  総会報告

第20 代菊友会会長に就任さ
れた岡田肇（高10）新会長は、神
田神保町の育ち。この8年間は
副理事長、副会長として活動し、
都立から千代田区立となった母
校の経緯を知り尽くします。や
んわりとした人柄そのままに、
「10年前は菊友会の活動も理事
会の存在も知らなかった私が、
今こんな場所に立っているのが
本当に不思議です」と、気負いを
見せない挨拶で懇親会の場を和
ませました。
岡田会長が理事となった直後
の2002 年2 月末、「都立九段が
千代田区立になるかもしれな

い」というニュースが出ました。
まさに青天の霹靂、菊友会にと
っては大事件です。会長、副会長
といった大先輩方が頻繁に集ま
り話し合う場に、広報委員とし
て呼ばれました。その続きで、都
教委や千代田区などとの接見や
交渉などの場にも同行。そのう
ち取材だけでなく同窓会として
の意見や反対立場からの質問を
するに至って、「いつしか胸まで
どっぷり菊友会に浸かってしま
った」のだとか。
こんな成り行きを披露されつ
つ母校愛に燃える会長。やるか
らには頑張る！と締めました。

岡田肇会長プロフィール 　千代田区立錦華小～一橋中～九段高～予備
校と徒歩通学。九段での部活動は「何れも途中で挫折」。東大文学部西
洋史学科を卒業、朝日新聞社に入社。取材記者を経て、新聞作りの中枢
である整理部門に。98 年、記事データベースの会社に移り、05 年退職。
02 年菊友会理事会入りし、副理事長兼広報委員長、06 年から副会長。

第5代菊友会理事長  赤司久雄（高15）執行部スタート

第 48 回菊友ゴルフ大会

第48 回菊友ゴルフ大会は多
くの女性参加者を迎え、4月14
日、石坂ゴルフ倶楽部で開催さ
れました。雨が心配されました
が最終組が少々濡れる程度で、
27 名が新々ペリア方式で腕を
競いました。
結果は、優勝・岡田繁（高9：
G95　N71）、2 位・尾羽澤正敏
（高9：G88　N74）、3 位・井上
良夫（高17：G87	N74）となり
ました。ベスグロは、赤司久雄
（高15）の82、シニアでは影山信

幸（高9）の87でした。
この日は奇しくも岡田さんの
誕生日。隠しホールが天与の配
剤と大喜びされました。また影
山さんは、何と中学時代からの
同級・衣美夫人（高11）とそろ
っての初参加で、奥様も女性ベ
スグロを獲得しました。
数々の話題と賞品授与、お料
理を楽しんだ最後に、菊友会か
ら母校の現況、閉校記念行事の
様子について説明があり、散会
となりました。

新理事長に就任した赤司氏
は、昭和35 年入学・38 年卒業。
大学生時代は游泳助手として、
その後も海外に勤務した３年間
を除き、約45年間水泳部ＯＢ会

の一游会での活動を中心に「九
段」と離れることなく関わって
来ました。特に直近５年間は、理
事、副理事長として菊友会運営
に献身的に取り組まれました。
理事長就任に当たり、「九段を
心から愛する者の一人として、
菊友会の更なる発展のため尽力
したい」と、次のように抱負を述
べました。

（１）充実した菊友会活動
21 年度末には九段中等教育
学校の卒業生を新会員として迎

え入れることとなります。一中
から九段中等教育学校の実質
16000 人にも及ぶ会員皆様に
満足していただける活動を、岡
田新会長のもと展開して参りた
いと思います。会員の皆様から
忌憚のないご意見やご要望をお
待ちしております。

（２）社団法人九段への支援
（社）九段の新法に適合した公
益法人化に向けた検討もいよい
よ佳境に差しかかって来ており
ます。菊友会の鍛治顧問（高４）
が理事長に就任され、体制の整
備と公益活動の拡充が図られて
いますが、正式な許認可を得る
まで菊友会としても全面的な支
援・協力を続けて参る所存でお
ります。

（３）九段中等教育学校への
バックアップ

「九段」の伝統を引き継いだ九
段中等教育学校は、今春から６
学年の体制が整いました。

至大荘行事を始め従来から菊
友会として母校の教育活動に協
力を続けて来ておりますが、新
たな伝統を構築して行こうとし
ている九段中等教育学校と、従
来にも増して緊密な関係を築き
バックアップを行って参りたい
と思います。会員皆様のご理解
とご支援を心からお願い申し上
げます。

【新理事会体制】
総務企画委員会：岩城悦子・高
19 ／馬渕義彦・高13 ／野本俊
輔・高17 ／酒井憲太郎・高17
／庄司啓子・高17　
会計委員会：井上良夫・高17／
高井信義・高13　
広報委員会：田ノ倉美保子・高
15 ／藤代興里・高18 ／松本茂
夫・高19／長繁樹・高28
名簿委員会：根本東・高15／山
崎武正・高13／氏家義之・高15

桑田前会長（右）から岡田新会長へバトンタッチ





ＯＢ・OG 会

同期会・クラス会
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高32　同期会
１月24、九段会館にて1980
年の卒業以来初の同期会を行い
ました。参加人数は140 名にも
上り、最初の幹事会での心配が
嘘のような盛況ぶりでした。恩
師にも担任を超えて声をかけた
結果、石川先生、楢本先生、田中
先生、増田先生、斉藤先生、村山

先生、高橋先生、和田先生とお越
しいただきました。
何とか九段高校の閉校の前に
と思い、８月に数人に声をかけ
て以来、幹事会を重ね準備して
きた甲斐がありました。幹事会
も回を重ねるたびにメンバーが
増え、思い出話に花が咲き、夢の
ような時間を過ごすことができ
ました。今回の同期会をきっか
けに、さっそくクラス会を行う

一游会80 年記念総会・懇親会
平成21 年度一游会（水泳部
ＯＢ会）総会が、５月31 日（日）
九段会館で開催されました。九
段高校閉校という節目の年次総
会でしたので、「さよなら九段高
校、ようこそ九段中等教育学校」
と題して記念懇親会をセット、
500 名の会員に呼びかけ101
名が参集しました。九段中等教
育学校水泳部卒業生が会員資格

を有する旨の規約改定を総会で
決議し、引き続き高木克校長、藤
森水泳部顧問他母校の先生方４
名をお迎えしての懇親会が始ま
りました。中14回の田中光常氏
から高61 回の新入会員まで世
代を超えた歓談の輪があちこち
に出来、２時間30分があっとい
う間に過ぎた記念すべき懇親会
となりました。
森彰英会長（高７）の「継続は力
なり」という80年にも及ぶ一游会
の伝統を讃える言葉を全員で噛

柔道部　高20 同期会　
卒業以来41年が経過し、今年
還暦を迎える柔道部同期８名
が3 月8 日、東京中華街神楽坂
店に集合し、久闊を叙すること
ができました。時が経つうちに
合宿や試合の話から鬼の先輩
やマドンナ達の名前が飛び交
い、「うさぎとび大会」「ぞうき
ん」「えび」の言葉に昔のおぞま
しい（今となっては楽しい？）
思い出話に花を咲かせ、あっと
いう間に予定時間を超過して中
締めとなりました。場所を移し
て次回幹事を決定。校舎を見学
して解散しました。（菅澤秀秋）
sugasawa@d3.dion.ne.jp

組もあるようです。高31回の福
田様には大変お世話になりまし
た。この場を借りて感謝申し上
げます。
追記：３年次の文化祭で撮っ
た「遠すぎて見えない」をDVD
化できました。	 （井上昭博）

高15　3 年4 組クラス会
新年会も兼ね1月21 日、帝国
ホテルで開催。遠くは鹿児島、四
国、フランスからの帰国後、成田
から駆けつけてくれた友もい
て18 名で楽しい時間がスター
トした。町田好二先生はお怪我
をされた後の入院・リハビリ中
で残念ながらご欠席されたが、
我々は直ぐに18 歳の若かりし
頃に戻っての語らいに時間が瞬
く間に過ぎ去った。まだ現役で
頑張っている仲間も多く、アル

コールと食事の消化速度から、
体力・気力共に20 歳は若い！
と確信した。
記念写真に取り掛かる頃には
制限時間を30分近くオーバー。
その後さらに校歌・至大荘歌の
斉唱と続いたがホテルは品良く
何も言わず、我々は大いに満足
してロビーで二次会に突入し
た。その後は三々五々の会合に
流れたが、後で聞くと朝迄飲み
明かした豪傑もいたらしい。次
回は至大荘でのクラス会を、年
末はランチクラス会を幹事から
提案した。3年4組は永遠です。
	 （幹事・山田清三）

一星会『天文部80 年・部室物語』刊行

演劇部高19 有志　源氏香体験
高19回演劇部同期で、昨年迎
えた還暦を格調高く祝おうと、
稲坂良弘先輩（高13・香十社長）
のご協力で香体験をした。香の
歴史や種類の講義を受けて、い
よいよ聞香。銀座四丁目のビル
の中にある香十庵と言う香間へ
入る。お家流丸山尭雪師範のお
手前で源氏組香を聞き５種類の
香の違いを当てる。夢中、無心
で回ってくる５炉の香りを記憶
して、52通りの組み合わせを表
わした源氏印を書いて香元に提
出。やがて香元が正解者を発表、
表彰となる。的中４名。逃げて行
く香りを、頭の中で追って、記憶
する作業は、そのまま、過ぎ去る

一星会( 天文部OB 会) では、
1984 年『天文部50 年誌』、98
年『新ドーム・新望遠鏡再建記
念誌』に続き、本年3月『天文部
80 年・部室物語』を刊行するこ
とができました。この三部作は、
総ページ数630 ページに及ぶ
ものであり、500 余名の一星会
会員をはじめとする関係各位の

ご協力により完成できたものと
深く感謝をしております。
今回の記念誌は、02年秋の発
案から完成まで足掛け７年の歳
月を要しました。内容は、観測と
合宿の記録／手記／小論／追憶
インタビュー／天文部遊び考／
天文部部室変遷史／わたしの部
室物語／年表／など、天文部部
室に結集した様々な人間模様を
浮彫りにした構成となっており
ます。原稿や写真をデジタル化
し編集ソフトを駆使して、我々
自らの手で編集作業を行いまし
た。編集の自由度が増した反面、

そのエネルギーは前2作に比べ
て格段に増加しましたが、出来
映えは高い評価をいただいてお
ります。
折しも、今年は世界天文年に
当たり、また母校都立九段高校
の歴史と伝統が千代田区立九段
中等教育学校へと継承された記
念すべき年に当たり、感慨深く

思っております。閉校記念式典
当日の夜には一星会総会と出版
記念会を開催し、中等学校にお
ける天文部継続のための新たな
活動も開始いたしました。
頒布に関する問合せ先
事務局長・藤岡宇太郎（高18）	
電話	0297-45-1822
（一星会副会長	真柄好文・高22）

み締め、更なる結束を誓って散会
となりました。（赤司久雄・高15）

時間を追う事のようである。心
が中に向っていく、非常に貴重
な時間であった。	 （白石一良）
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ゴルフ・旅行・他

逝 去 謹んでご冥福をお祈り申し上げます
前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）

高７（79 会）ゴルフコンペ
5 月21 日、五月晴れのもと

（幹事は三井、宮崎）佐倉カント
リーで開催いたしました。もう
35回目となります。遠く福島や
軽井沢などからも参加があり
23 名の盛会。天気良し、パート
ナー良しの和気あいあいの楽し
い一日でした。
若葉のきれいな林間と戦略に
富んだコースを回って、十分自
然の英気を養いましたから新型
インフルエンザも恐れをなして
近づく事は出来ないでしょう。
次回秋のコンペは優勝した鈴
木俶也君と高橋清吉君の幹事
で、10月8日（木）に開催予定で
す。	 （宮島徹）

高19（トーク会）還暦記念ゴル
フ旅行
5 月21 日～23 日、今回（第９
回）は還暦を記念して、加賀温泉
郷ホテル百万石に宿泊、延べ18
人が参加した。ゴルフ組は名門、
片山津ゴルフ場で、前日に難コ
ース、白山コースにチャレンジ
した４名を含め、加賀コースで

今年の年賀状に「餅食えば顔
中動く総入歯　泡坂妻夫」と一
句だけ書いてきた。本名を厚川
昌男という。
昭和24 年3月、併設九段中学
を卒業して、同年4月、九段高校
の定時制に入学、昼は神田錦町
河岸の建設会社で働いた。高校
卒業時には会社が倒産したの
で、父親の家業を引き継ぎ、紋章
上絵師（和服に家門を描く職人）
となった。そのかたわらに小説
を執筆、『乱れからくり』で日本
推理作家協会賞、『折鶴』で泉鏡
花文学賞、そして平成2年には

『蔭桔梗』で直木賞を受賞した。
正月は元気だったのに、2月3
日昼に突然咳き込み、救急車で
緊急入院したが、胸の動脈瘤破
裂で急逝してしまった。
厚川と私は、神田の今川小学
校1年生から友達だった。小学5
年の夏、東京にも敵機が来襲す
るようになって、南埼玉群菖蒲
町へ学童疎開した時も一緒だっ
た。都立九段中の合格も一緒だ
った。
厚川は小学生のころから絵が
上手で、動画を作っては私達を
喜ばせてくれた。疎開中の何の
娯楽もなかった時にも、幼いこ
ろ縁日の夜店で覚えた手品をし
て楽しませてくれた。その奇術
を趣味として興じていたが、そ
のうち玄人はだしの腕前となり
創作まで手掛けて、昭和43 年、
石田天海賞を受賞した。　

哀悼　直木賞作家  泡坂妻夫 （厚川昌男君・併設九段中２）

マスコミ菊友会
復活マスコミ菊友会２回目の
集まりが5月19 日（火）東京會
舘東商スカイルームで、35名が
参加して開かれました。
福田安佐子女史（高25）の司
会にて始まり、世話人代表・俣
木盾夫氏（高9）の挨拶に引き続
き、岡田肇氏（高10）が乾杯の音
頭をとりました。元気な小森昭
宏氏（高2）が、東京大空襲で九
段の校庭にすさまじい数の焼夷

恩師	 武井		忠臣
中 3	 鈴木		信祐
中 3	 山田		太三郎
中 5	 板井		三郎
中 5	 片田		正治
中 5	 山本		正男
中 7	 愛知		正晴
中 7	 成瀬		守
中 7	 日比野		佐治
中 9	 伊東		正一
中 9	 久保田		信雄
中 10	羽塚		績
中 11	石川		忠郎
中 11	斉村		和彦
中 11	速水		敬四郎
中 11	宮原		守
中 15	三島		義郎

中 12	大塚		俊男
中 13	館野		幸三郎
中 14	岸本		孝
中 14	能美		稔
中 15	徳永		博
中 15	野村		俊夫
中 15	渡辺		義郎
中 16	小山田		久
中 16	柳沢		弘
中 17	藤田		忠雄
中 19	菅野		昭藏
中 19	高山		峻一
中 19	阪東		義弘
中 19	船田		逸夫
中 20	厚川		昌男
高 1	 橘　順次
高 2	 坊野		馨二

高 3	 渥美		國泰
高 3	 佐々木		榮祐
高 3	 宮崎		尚
高 4	 鈴木		貞一
高 5	 井上		高志
高 7	 青木		康弘
高 7	 黒川		正夫
高 8	 伊藤		裕通
高 9	 小田		恂
高 9	 宮崎		一二
高 10	安達		省吾
高 10	熊倉		健雄
高 12	徳永		雄二
高 14	山崎		義一
高 19	戸村		勝
高 32	下山		覚

しい企画に一同感謝感激。
次回は10 月31 日（土）石坂
GC（賞品に百万石宿泊ペア
券！）（文責＝相浦孝範―初参
加、岩城悦子）

４組13 名のコンペ（第29 回）
を開催した。雨天予報も晴れ女
の威力で最終ホール近くまで何
とか我慢してくれて無事ラウ
ンド。優勝、松本英一、2位、森良
一、3位、青木麗子。飛び賞に当
日の朝市で調達した日本海の海
産物が渡され北陸ムード満点。
観光組は、山代温泉、魯山人別
荘、総湯、金沢では忍者寺、東茶
屋、近江町市場、美術館等と盛り
だくさん。夜は夜で、連日の麻雀
大会、カラオケには全員参加で、
還暦を迎えたオジサン、オバサ
ンの集まりとは思えないほどの
パワーと、知られざる旧友の意
外な一面をも発見し、これまで
以上に友好が深まった思いがし
た。ホテルの日本庭園の絶景に
見とれ、うっとりしたり、きめ細
かい心配りのプランにどっぷり
浸り、まさにオアシスタイムを
満喫。一泊でもやりくりして駆
けつける人もあり、これが九段
の団結力だ！と感心するととも
に、幹事（青木、金田）の素晴ら

弾が落とされた様子を話され、
なかにし礼氏（高9）が至大荘で
鍛えられたこと、旧校舎を取り
壊すときに作った思い出の詩の
話を披露するなど、皆さん50年
以上経っても九段で過ごした時
をありありと話されたことが印
象的でした。
亀井昭宏氏（高12）は早稲田
大学でのゼミの教え子を新聞
社、広告会社等マスコミ界に数
多く送っていること、稲坂良弘
氏（高13）は演劇から始まり、最
後、香道まで変遷した歩みを披
露されつつ原点は九段からと話
されるなど、色々な分野で卒業
生が活躍していることを改めて
実感しました。
今回は高25 回までを中心に
声をかけましたが、もっと幅広
く呼びかけようとの声が上が
り、今後もっと若手の方まで呼
びかけをしていきます。今回は
高17 回の方々が中心で準備を
してきました。次回は高31回の
宮下英一氏も加え準備を進めて
いきます。	 （髙橋直人・高14）

天真爛漫なお惚け役だった厚
川。訃報第一報に接した時は、新
たなトリックで姿を消して、「ア
ッ！」と驚かせようとしている
のかと思った。しかし奥様から
の直接の電話で本当であること
を知り、心痛の思いで一杯にな

った。自分を隠す生涯一度の大
マジックに失敗するなんて…。
今だって天国からニコニコ笑っ
て下界の皆の驚く様子を見て
いるような気がしてならない。
享年75。謹んで冥福をお祈りす
る。合掌。	 （服部嘉夫・高４）
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平成20 年度維持会費納入は
770 万円を超えました。これは
６年ぶりの快挙で、長く目標に
してきた数値が達成されまし
た。同封した「維持会費納入者
一覧」に20年度会費を納入いた
だいた2,630 人のお名前を、感
謝の意をこめてお知らせしまし
た。引き続き21年度もご協力を
お願いいたします。また同期の
方々で声をかけ合って、維持会
費増収にぜひご協力をお願いい
たします。
今年度は４年ぶりに菊友会
名簿を作成いたします。名簿広
告掲載と新名簿購入（頒布価格
2,500 円）につきましてもよろ
しくお願いいたします。

編集後記
尽性園脇の砂埃吹きすさぶ
河川敷のクロスカントリーレ
ースで、一つでも順位を上げ
ようと疾走する者。一方では
ぶらりぶらりと仲間と談笑し
ている連中も。閉校式パーテ
ィー前の校舎見学会でご参集
のOB・OG 達を先導し、現状
を要領良く説明する生徒達。
中等教育学校に組織・名前を
変えても皆元気に九段の伝統
をしっかりと引き継いでいま
す。
彼らと接する度に、飯田橋
駅ホームで駅員と見間違えら
れた頃が蘇ります。	
	 （松本茂夫）

入荘：29日13:30 より
受付：15:00 ～20:00
懇親会：18:00 ～20:00
現地解散：30日13:00
会費：10,000 円前後
同伴の小学生～高校生は5,000
円（宿泊、夕食、懇親会、朝食、昼
食バーベキュー代）
日帰り参加者は5,000 円
今年も同期クラスメート、ＯＢ
会メンバー等お誘いあわせの
上、「至大荘」をお訪ねくださ
い。ご家族での参加も大歓迎で

す。プレイベントのゴルフ会に
もご参加をお待ちしておりま
す。
８/29（土）ゴルフコンペ（懇親
会プレイベント）
コース：勝浦東急ゴルフクラブ
9:15 現地集合、9:45 スタート
18H ストロークプレー（新ぺ
リア）
費用：16,000 円（昼食込）
申し込み締め切り：懇親会・ゴ
ルフ会共に７月31日（金）

時間：16:00 ～19:00
会場：東京會舘（丸の内）
９Ｆローズルーム
会費：中1～高56回10,000円

高57～高61回4,000 円
九段高等学校が85 年の歴史に
幕を閉じた記念すべき年に、思
い出を語り合おうではありま
せんか。会場では同期・クラス・
部活等の席もご用意いたしま
す。事務局までお申し出くださ
い。
19時には終了するようにいた

しますので、大会終了後も仲間
同士、ゆっくりとお過ごしいた
だけます。
申し込み締め切り：10 月２日
（金）　同封のハガキをご利用
ください。

福引きの景品ご提供のお願い
大会のフィナーレを飾るのが
お楽しみ抽選会です。
景品をご提供いただける方、事
務局までご連絡をお待ちして
おります。

平成21年度維持会費（平成21年4月～平成22年3月）

中１ ～ 高56 回 3,000 円
高57 ～ 高61 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）をお書きください。
高57～61回の方は同封の払込票の金額を訂正してください。
振込手数料は菊友会で負担します。

●銀行振込
三菱東京ＵＦＪ銀行から振込いただくと、菊友会が負担す
る振込手数料が無料になりますので、ぜひご協力ください。
	 三菱東京UFJ 銀行　神保町支店
	 普通口座：	０６９１５５１	 口座名義：	菊友会

叙勲　飯田英男（高９）
平成21 年春、1966 年検事任官
より、01年福岡高検検事長で定
年退官までの検察官功労により
瑞宝重光章を叙勲されました。
著書に『刑事医療過誤』など。
高11・卒業50 周年記念同期会
日時：10月3日（土）13:00 から
場所：東京八重洲富士屋ホテル
会費：10,000 円
幹事：野沢兆史
今回も皆でフォークダンスを!!
高14・卒業47 周年同期会
日時：9月26日（土）
時間：14:00 ～18:30
場所：東商ホール８Ｆ
会費：10,000 円	（含二次会）
世話人代表：（６組）中嶋	輝美
詳細は夏に連絡いたします。
住所変更は各クラス世話人まで
お申し出ください。
高24・同期会
日時：10月17日（土）
場所と時間（昼間）は後日連絡
幹事：熱田陽子
高26・卒業35 周年同期会
自由闊達な九段を思い出し、あの
頃に戻り語り合いませんか。
日時：９月12日（土）受付17:00
開催18:00 より
場所：小田急ホテルセンチュリー
サザンタワー21Ｆ	パークルーム
会費：1次会	 9,000 円
	 2 次会	 4,000 円
連絡先：rocky@tuji.com
	 （5組辻尾）

お知らせ

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。

■ 12 月度 ■
閉校事業：会報に案内状同封で
全会員に通知／記念碑の石碑決
定、全理事で碑文案検討／至大
荘懇親会8月29～30日に決定、
他。

■ 1 月度 ■
閉校記念「感謝の集い」アトラ
クションに菊友会から高15 回
のジャズバンド案／新名簿作成
準備を確認、他。

■ 2 月度 ■
閉校式典案内状発送／校舎見学
会、閉校式典の進行把握と各理
事の役割分担確認／復活クロカ
ンに理事長、理事ら出席／会費
納入増の具体案の提案、他。

■ 3 月度 ■
次年度事業予定報告／今年度実
績見通しと次年度予算案発表／
14 日、九段高卒業式・閉校関連
行事開催／18日、菊友会顧問会
開催／25日、法人九段総会、他。

■ 4 月度 ■
6 日、中等入学式／退任理事７
名。新理事候補を高18回以降で
検討／閉校記念事業最終報告、
他。

■5 月度■
16 日、体育大会／22日、中等キ
ャリア講演会に講師派遣／菊友
会大会講師の検討／赤司新理事
長より所信表明。理事会18:00
開始に／26 日、評議員会・懇親
会開催、他。

柔道部還暦ＯＢ会
日時：11月21日（土）18:00より
場所：新橋亭新館

会場電話：03-3580-2211
会費：7,000 円
世話人：髙井信義・高13

10 月４日（日）、日比谷公会堂
で開催されます。
九段は３番目の出演で、13:28
～35 迄の７分間の予定です。

秋空、声高らかに校歌を歌って
みませんか。
出演を希望する方は午後1 時
に受付前にご集合ください。

維持会費納入ありがとうございました
20 年度決算はおかげさまで黒字転換しました。黒字の継続化を！

至大荘懇親会  ８月２９日（土）、３０日（日）

菊友会大会  １０月１７日（土）

校歌祭　１０月４日（日）


