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「お待たせいたしました。ただいまより平
成19 年度菊友会大会を始めさせていただ
きます」

10 月20 日（土）午後５時半、司会者の声
に東京會舘９階ローズルームに一瞬静寂
が。そして髙橋直人菊友会理事長（高14）の
開会の辞。続いて、第一部特別講演、「大相撲
の魅力」は元NHK アナウンサー内藤勝人氏

（高13）。32 年間の大相撲実況経験から、臨
場感溢れる話に皆聴き入りました。

６時40分、第二部懇親会開始。桑田芳郎菊
友会会長（高７）は挨拶の中で、自身が中等
教育学校生徒全員を前に講演をした折、生
徒から活発な質問を受けたときの印象に触
れ、「九段の伝統が継承されていく若き土壌
を強く感じ、前途有望な若者たちが集って
いることを肌で実感した」と報告しました。

その後、来賓の挨拶、乾杯、会食、歓談と続
くのは恒例のこと。お楽しみの福引は今回
もたくさんの会員から景品の提供をいただ
き、２人にひとりがお土産を手にしました。
そして最後は、これ無しには終わらない校

歌と至大荘歌の大合唱。来賓を含め総勢182
人、楽しく、和やかな大会でした。

皆さんお元気で、また今年もお会い致し
ましょう！

⇒２㌻に挨拶、講演記事を掲載しました。
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楽しかった！菊友会大会
90歳の大先輩から30代まで会員171人が一堂に集う

社団法人九段の定款が変更されました

菊友会員も正会員に。ぜひ加入ください

2008 年　明けましておめでとうございます

九段高校「健康教育週間」

養老孟司さん
オープン講座で講演
全国版で評判の九段高校「健康教育

週間」。平成19 年度は12 月11 日～15

日にわたって実施されました。菊友会

先輩が助言者となる「現役生徒との異

世代コミュニケーション」に続く最終

日は、全都民が対象のオープン講座。

養老孟司氏が「人生で一番大切なこ

と」について講演しました。 菊友会会費 未納の方へ
平成19 年度維持会費（19 年４月～20 年３

月）納入振替用紙を同封しております。お早め
にお振込みくださるようお願い致します。
⇒詳細8㌻。行き違いの節はご容赦ください。

前号でお知らせのとおり、至大荘、尽性園
を管理運営する社団法人九段の定款変更が
認可され、菊友会会員も社団法人九段の会
員に入会できることになりました。

菊友会の考え方を法人九段の運営に反映
してもらい、また運営そのものをサポート

するためにも、菊友会会員の数多くが法人
九段の会員になっていただけることを期待
します。

入会ご希望の方は、本号に同封いたしま
した「社団法人九段　会員申し込みのご案
内」を参照ください。

九段中等教育学校　初の至大荘行事
荒天の中、泳いだ中等４年生

九段中等学校は７月31 日～８月４日、４
泊５日で千代田区立として初の至大荘行事
を行いました。高校１年生に当たる中等４
年生123 人が参加、教職員ほか、卒業生40
人が游泳助手、保健助手として行事を支援
しました。若林尚夫千代田区教育長、山崎正
己九段高校校長、一游会（水泳部OB 会）森
彰英会長、菊友会からは赤司久雄理事も駆
けつけ、行事の成功を見守りました。

⇒４～5 ㌻に詳細記事を掲載しました。

学校経営評議会
髙野光正氏（高4）会長に就任

九段中等教育学校は、公立では先進的な
「学校経営評議会」を設置しています。７月、
同評議会会長に髙野光正氏（菊友会顧問）
が就任しました。副会長は池本修一氏（日
本大学教授）。評議会は、中等教育学校の教
育活動を評価、検証し、経営診断、教員の顕
彰、特待生の審査等を行います。

髙野氏は「学校経営評議会は私立でいう
理事会に相当する機関。任務は重い。九段の
すばらしい伝統がきちんと継承されるよう
菊友会の知恵と意見を束ねて臨みたい」と
決意を語られました。

Web Site -- http://www.kudan-net.com/     Mail Address -- kikuyukai@kudan-net.com
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菊友会行事のページ

大相撲の国際化
私が初めて大相撲放送に関っ

たのは昭和47 年名古屋場所、こ
の場所ハワイ出身高見山が外国
人として初めて幕内優勝。大相
撲の歴史の中で記念すべき画期
的な場所でした。表彰式に届い
たニクソン大統領からの祝電に
涙した光景が記憶に残っていま
す。高見山が日本に来たのは昭
和39 年、食べ物も風俗習慣も違
う日本で大変苦労して横綱、大
関も作れなかった大記録、幕内
出場回数1,430 回、幕内在位場
所数97 場所、いずれも史上第一
位の記録を残しました。高見山
の活躍に憧れて、小錦、曙、武蔵
丸というハワイ出身の巨漢力士
が活躍します。曙が横綱昇進の
時「東関親方が切り開いて、小
錦関がつけてくれた道を自分は
ただ歩いただけです」と言った
謙虚な言葉の中に先駆者高見山
の偉大さを感じます。現在では
モンゴル勢やヨーロッパ勢が進

出して大相撲の国際化と盛んに
言われています。

平成19 年の秋場所番付でそ
の状況をみると十両以上の関取
70 名のうち外国人力士は史上
最多の6 ヵ国19 名、3 名に1 人
は外国出身の関取です。

平成14 年2 月から外国人は1
部屋に1 人ということになりま
したが、幕下以下には素質に恵
まれた外国人が多いので、しば
らくは外国人関取が増えていく
と思います。まあ、日本の若い力
士もそうなのですが、特に外国
から来た力士達には勝負だけで
なく文化的な面も色々と学んで
欲しいと思います。
相撲番付による階級制

大相撲が他のスポーツと違う
点は、番付による階級制で、一番
下から、序の口、序二段、三段目、
幕下、十両、幕内、三役、大関、横
綱となっているところです。十
両に昇進すると関取と呼ばれ、
ちょんまげから大銀杏になり、
木綿のまわしから絹のしめこみ
に変わります。給料が出て個室
が与えられ、付け人がつき、化粧
まわしをつけて土俵入りをしま
す。幕下とは雲泥の差です。

毎場所千秋楽の3 日後に番付
編成会議が開かれて次の場所の
番付が決まります。階級が上が
っていくに従って四股名も大き

内藤勝人氏（高13） 大相撲の魅力
元ＮＨＫアナウンサー

くなっていくので力士達は自分
の四股名の字を大きくすること
を目標にしています。これは平
成19 年秋場所の番付ですが、こ
こには723 名の力士の四股名
だけではなく、親方、行司、若者
頭、世話人、十両以上の呼出、と
いった関係者全員の名前が書き
込まれています。実際には元書
きといって4 倍のものを書きま
す。今は式守勘太夫さん書いて
いますが次の九州場所からは木
村恵之助さんに代わります。30
代木村庄之助さんは木村容堂時
代に15 年間番付書きを担当し
ました。6、7 本の筆を使い分け
10 日間徹夜の作業で終ると手
首が腱鞘炎になったと言ってい
ました。

巴戦による優勝決定戦
特別印象に残っている取り組

みをご紹介しましょう。平成5
年名古屋場所、横綱・曙、大関・
貴乃花、関脇・若乃花の3 人は
千秋楽の取組終了時点でともに
13 勝2 敗で並びました。巴戦に
よる優勝決定戦で若貴の兄弟対
決を期待して、テレビの瞬間最
高視聴率は66.7％という史上
最高を記録しました。勝負は曙
が若貴を続けて破り優勝、横綱
の面目を保ちました。この3 人
は昭和63 年春、初土俵の同期生
です。ライバル同志の競い合い
が大相撲の面白さを伝えていく
のだと思います。

このところ大相撲は不祥事が
続きました。1 年の最後を締め
くくる九州場所、明るい話題を
提供してもらいたいものです。

菊友会大会福引に景品を提供してくださった方々（敬称略）

橋本　政雄（中13） 文明堂カステラ（６箱）
吉田　忠男（中16） ビール券（５枚３組）
鈴木　謙一（中21） 東京会館洋菓子（10 箱）
世古　圭助（高１） トートバッグ（３セット）
一島　英治（高４） 著書「麹」（10 冊）
大井　基臣（高４） 宝来屋和菓子（10 箱）
井上　誠之助（高７） チェコ製ガラス置物、象牙根付（各１個）
桑田　芳郎（高７） ワイン（５本）
宮島　　徹（高７） 丹後久美浜の鯛せんべい（３箱）
内田　栄一（高８） 「ふな亀」うなぎ料理コース２人前（５枚）
勝俣　友子（高８） クリップ「ラッキーキャット」
岡田　　繁（高９） 石坂ゴルフ、メンバー並プレー券（３組）
稲坂　良弘（高13） 「銀座香十謹製 明治の香水香『銀座花粒』」（８個）
遠山　ちづ子（高19） 背中枕「眠べえ」（２個）
熱田　陽子（高24） 著書「野菜の切り方」（７冊）
相原　　學（高39） 赤十字記念ハンカチ（２組）

桑田芳郎  菊友会会長
本日はかくも多数お集まりい

ただきありがとうございます。
中学７回卒業で90 歳になられ
る大先輩もご出席で華をそえて
いただいております。

今年は至大荘開設80 周年に
あたり、6 月16 日記念式典があ
り、菊友会からも20 名が参加し
ました。また、念願だった社団法
人九段の定款変更が許可され、
菊友会員も会員になれるように
なりました。この件に関しご尽
力いただいた鍛治先輩はじめご
関係された方々に心からの御礼
を申し上げます。

話は変わりますが、今年、私も
中等学校の生徒に対し九段の伝

統を話す機会があり、「小さな物
の大きな価値」という題で顕微
鏡の世界の面白さについて話し
ました。物事に好奇心を持つこ
との大切さ、そこから発する心
理の追求、チャレンジ心、自分の
心に正直に生きる勇気について
話したのですが、生徒たちから
実に活発な質問を受けました。
10 倍以上の競争で入学した生
徒たちを迎えて、前途有望な若
者が集まっている土壌を肌で強
く感じました。母校の益々の発
展を祈念致します。

髙橋直人  菊友会理事長
菊友会会員総数24,049 名の

内事務局で住所を把握している

菊友会大会での挨拶から

菊友会大会講演

16,000 人に会報や案内状を送
っていますが、毎年400 通ほど
返ってきます。一人でも多くの
会員に情報が届くようにしたい
ので、会報が届いていない人が
いたらぜひとも菊友会事務局に
連絡するよう呼びかけてくださ
い。菊友会では至大荘行事への
協力、健康教育週間への賛助参
加、図書寄贈などを通して母校
の発展に協力するとともに会員
相互の親睦に努めています。

若林尚夫  千代田区教育長
中等教育学校が、開校して2

年目で校長が交代し、ご心配の
向きもあったかと思いますが、
新宿高校から高木克校長に来て
いただき順調に経営が進んでお
ります。子供たちも九段高校の

校舎で一緒に学んでおり、大変
仲良くやっております。また今
年は至大荘行事に初めて中等4
年生が参加しました。私も行き
ましたが、台風の影響で波が高
く泳ぐのが難しい状況の中で、
大勢の菊友会の皆様と地元の漁
師さんの協力があって、しっか
りと九段の伝統行事を守ってい
ました。感謝申し上げます。

校長が変わると学校の経営方
針や教育内容が変わることもあ
りますが、髙野前菊友会会長に
学校経営評議会の会長をお願い
しております。指導内容、育成方
針などを評議会で検討していた
だき、今後も菊友会のご指導を
仰ぎたく存じますので、引き続
き中等教育学校へのご支援をお
願い申し上げます。
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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）

恩師 杉村　保 中13 山田　敬次 高２ 高野　勝美
中１ 堀川　直義 山中　治郎 高村　與三松
中２ 板坂　清 中14 板井　呂功朗 中村　和夫

大島　昌信 田中　正継 野口　重一
中５ 浅尾　祐造 中15 橋川　泰 則岡　慶次
中６ 大島　義一 中16

 

大山　泰 浜野　恭一
鈴木　充 川口　豊 帆刈　弘

中７ 吉川　經造 関口　清一郎 松本　朝治
中８ 園田　惠三 高木　幹 丸井　伸之
中９ 中村　正五 松井　龍雄 茂木　源和

中村　達夫 松室　武仁夫 山田　勝久
松原　傳藏 中18 斎藤　俊昭 高３ 神野　洋三

中10 上原　信庸 鳥居　三樹夫 平間　榮生
辻　　隆成 福井　博次 高４ 丸田　義基
羽仁　浩 中19 若林　豊 高６ 阪本　豁

中11 八木　彈茂 鈴木　武彦 高９ 叶屋　昭夫
米原　金蔵 中21 今井　一与 高10 田中　哲郎
鷲尾　智一郎 高２ 浅田　光治 高13 高階　美和子

中12 安食　卓郎 岩井　尚文 高16 三輪　悠子
島根　茂雄 大島　宏 高19 松崎　三喜雄

中13 杉山　重春 木村　大陽 高20 田川　宗数
妹尾　知紀 佐藤　守男 高28 鈴木　淳
中村　芳生 酒井　幸雄 高43 三崎　伯

開設80年の至大荘
懇親会に80人

8 月25 日、守谷のトンネルを
くぐると至大荘。海を１日中堪
能した家族、仕事を終えて駆け
つけた者、プレゴルフから取っ
て返した者など80 人（家族８
人、子供６人、幼児３人）が養気
閣に集合しました。

まずは夕餉の宴で昔話に華を
咲かせ、当選率抜群のお楽しみ
ビンゴゲームで運試しをしまし
た。終わると夜の海岸に出て花
火大会。たくさんの花火に子供
達は大はしゃぎ、大人達も子供
のように楽しみました。

１日目の最終は「至大荘と共
に、を歌う会」。新至大荘歌を覚
えようと何度も合唱しました。
咋年80 周年を迎えた至大荘、最
後のアトラクションを終えた後
も、この夜はどの部屋も遅くま
でにぎやかでした。

翌朝、爽やかな空気を胸いっ
ぱいにラジオ体操。広場に全員
集合する頃には、元気な連中は
早朝の釣果を刺身にさばいて皆
に振る舞っていて、仲間たちは
びっくりしていました。昨夜の
アルコールを飛ばした後のおに
ぎりと地元のあさりがいっぱい
の味噌汁、簡素な朝食がとりわ

け美味しい。
講演会（下述）の後は、バー

ベキューをたらふく食べ、三々
五々家路につきました。

菊友会ではご家族での懇親会
参加を歓迎しています。部屋割
りなども配慮をしていますの
で、ご心配なくご参加ください。
次回はもっとたくさんのご家
族、チビッコをお待ちしており
ます。

英国ホームステイで日本紹介
勝俣友子氏（高８）の講演

演題は、「至大荘からおむすび
ころりん」。長年教職にあった氏
が一念発起して英国ヘシニアホ
ームステイをした際の体験談に
加え、「おむすびころりん」の英
語紙芝居の講演をしていただい
た。

氏は日本文化の紹介に昔話を
英語で上演する事を思いつき紙
芝居を作ったという。

おむすびをriceball と表現、身
振り手振りで熱演する姿にみん
な感じ入った。まさに体あたり
の文化交流！自らの体験を豊か
なセカンドライフを考える一助
となればと締めくくられた。

関西菊友会25 周年記念総会
は11 月10 日（土）大阪キャッス
ルホテルで行われ39 名が参加。
中村会長（高13）が25 年間会を
支えてきた歴代会長と女性幹事
へ謝意を述べた。菊友会会長桑
田芳郎氏（高７）からは新生母
校が新しい試みによる一中・九
段精神の新しい伝統を創り出し
つつあるとの報告があり頼もし
く感じた。

また菊友会大会で講演された
内藤勝人氏（高13）の「スポーツ
放送40 年」の講演があり、昭和
54 年、和歌山・箕島対石川・星
稜の同点ホームランによる延
長18 回に及ぶ熱戦、大阪の谷町
に住んでいた大相撲好きな医者

が力士を無料で治療したことか
ら、力士のひいき筋を「たにま
ち」という由来や力士の国際化
等を興味深く伺った。最後は曙・
若乃花・貴乃花による優勝決定
戦で曙が連続２勝したときの実
況で終り名勝負に立ち合った感
動が十分伝わってきた。

第２部は、関西国際空港建設
中だった第３回以来参加されて
いる竹内良夫氏（中13）による
乾杯で始まり、本部や遠路より
の10 名の参加で、昨日のゴルフ
に合わせ、ビンゴゲームと、記念
総会は大いに盛り上がった。

次回第26 回は11 月１日（土）
に開催予定です。

（湯浅良男・高14）

25周年記念総会盛大に開催
関西菊友会大会

10 月６日、第15 回東京校歌
祭が日比谷公会堂で開催されま
した。九段の出演は２校目で午
後２時20 分。中11 から高32 回
生までの25 人が参加して、日比
谷公開堂の舞台で校歌と至大荘
歌を歌いました。事前に簡単な
練習をした成果で、まずまずの

合唱結果。試験のために現役生
徒に参加してもらえなかったの
は残念ですが、「もう少し参加者
が増えてくれるとよいが」の反
省も。

今年は10 月４日（土）の開催
予定です。皆さん応援してくだ
さい！

第15回東京校歌祭  秋空に歌声響く

恒例のプレゴルフ大会は８月
25 日（土）勝浦東急ゴルフコー
スで８組30 人（女性７人、初参
加５人）で行われました。記録的
な猛暑でしたが、心地よい潮風
に吹かれながらのセルフプレー
はリゾートコースならではの醍
醐味。いつもの新ペリア方式で
行われましたが、結果は赤司久

雄さん（高15）が優勝。準優勝は
三井貞義さん（高７）、３位は小
嶋三朗さん（高13）が獲得しま
した。

潮風に吹かれて  至大荘懇親会プレゴルフ
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OB・OG 交流のページ
同期会・クラス会

中17Ｄ組クラス会「15Ｄ会」

10 月25 日正午から文京区シビ
ックセンター25 階の椿山荘で
開き、旧友22 名のうち14 名が
集まって歓談した。
後列左より－岡本、武井、茂木、
小泉、井出、井上、玉川、阿部、岡
田。前列左より－平野、世耕、瀬
崎、知久、幡野。 （岡田民雄）

高12同期会
11 月10 日、新橋にて3 年ぶり
に同期会を開催。加藤三郎先生、
新幹線で来られた方々を含め
64 名が参加。昨年から九段高校
は「公立中高一貫校」に成り、「至
大荘」の良き伝統を生かし競争
率12 倍もの学校に生まれ変わ
った旨、菊友会からお話を得た。
卒業写真を見ながら来られなか
った方々にも話の花が咲き、今
のお顔を見たいものだと思いつ
つ再会を誓い散会。
藤沢周平の一節から、「日残リ
テ 昏ルルニ 未ダ遠シ」。多謝。 

（３組　谷貝友康）

高31・３年３組クラス会
暑さが残る9 月15 日、都の九段
は現役九段高校生の九段祭初
日。同日、我々31 回卒３年３組
は28 年ぶりのクラス会を開催
しました。
恩師の三上修先生を囲み22 名
が集い「大人のクラス会」を合
言葉に皇居を見下ろせるレスト
ラン・クィーンアリスにてフレ
ンチ・フルコースでワイングラ
スを傾け、お堀に沈む夕日さし
込む中で、熱く思い出を語り合
いました。
その後、北の丸公園武道館前を
全員で闊歩し、九段祭で燃ゆる
母校玄関にて、２年後に取り払
われる「都立九段高校」の表札
前で記念撮影、我等が現役時代
の後夜祭を思い出してフォーク

高17同期会
例外なく全員還暦を迎えた本

会は、約90 人の参加を得てエド
モントホテルで11 月10 日に開
催。先生方も３名ご列席。還暦を
超えれば誰が誰だか、また先生・
生徒の区別も仲々つかぬ有様。
イベントも霞む程の賑わいで、
会は盛大の内に二次会へとな
だれ込んでいきました。二次会
にも60 名近くが参加。掘り炬燵
の、いささか狭めの会場は密着
度満点。２年後の更なる盛大を
固く誓って散会しました。

（山本　勇）

卒業25 年記念の同期会開催以
来、５年ごとに開かれていた同
期会を、卒業40 年ではなく還暦
に合わせて11 月10 日、ホテル 
グランドパレスにて開催致しま
した。
遠くは福岡や神戸・オランダ在
住の105 名の同期と恩師3 名、
菊友会からの来賓1 名の109 名
が参加し、約3 時間楽しい懐か
しい時間を過ごしました。特に
恩師からは「これからの人生幸
せと楽しさをいつも心に」（山梨
県から御参加いただいた酒井先
生）、「いつまでもパートナーを
大切に」（稲田先生）、「まだまだ
これからという気概を持て、年
は関係ない」（菊川先生）という

還暦を迎えた私たちに、心に残
るメッセージを頂きました。
各クラスの写真撮影会をスター
トに高校時代の文化部・体育部・

（帰宅部）の各クラブ毎にステ
ージに立ち、出席者全員一人ひ
とりが自己紹介をしました。こ
こで初めて誰であるか判明し、
改めて再会のシーンもありまし
た。
最後にいつもの全員集合写真撮
影・校歌斉唱と、あっという間
の幸せな3 時間でした。
その後の二次会へは46 名が参
加し、別れを惜しんでいました。
次の同期会は4 年後の卒業45
年の開催を予定しています。

（坪井 広）

高18還暦記念同期会105 名、恩師３名集う

ダンスを踊る旧友もいたりで、
愉快なひと時でした。
その後、小さな小料理屋で膝っ
こぞうをぶっつけあう中、電気
暗くして、太鼓鳴らし、肩組みア
カペラで、至大荘歌やアリス、チ
ューリップの歌を全員で喉がか
れるまで大合唱でした。
根っこ同じき仲間は、あっつく、
素敵だと感ずる元気いっぱいの
楽しいクラス会となりました。

30 周年同窓会を前にして、友情
をあたため再会を約束しまし
た。 （福田　隆）

ＯＢ会高14・卒業45周年同期会
たっぷり満足５時間

９月30 日（日）午後2 時、霞ヶ関
ビル35F 東京會舘に99 名のメ
ンバーが集合した。１月20 日に

７クラスで30 名の世話人が第
1 回世話人会を持ってから８ヵ
月の準備をした同期会だ。今回
は２次会も同じフロアーで行う
５時間にわたる長い会を準備し

「話し足りない、飲み足りない」
を言わない会を考えた。前日の
首相辞任劇に揺れた首相官邸を
眼下に見ながら、我々は高層ビ
ルが無い時代にタイムスリップ
してわいわい話しあった。
３組布川君の実行委員長として
メールを駆使した準備は特筆す
べきものがあった。恩師の参加
は田中義信先生、川田節子先生
の２名で田中先生の近況報告で
は「実は私は英語が大嫌いだっ
た」発言に皆で腹を抱えて笑っ
た一コマもあった１日だった。

（高橋直人）

柔道部
還暦ＯＢ会

11 月17 日に開催された還暦Ｏ
Ｂ会は昭和40 年卒業の高17 回
生を迎え、生存会員は94 名にな
りました。初代高7 回生から初
参加の17 回生まで各回生が参
加し盛大に開催されました。
戦後、柔道部が復活してから55
年目に当たる次回は'08 年11
月15 日（第三土曜日）に開催予
定です。ＯＢは振るってご参加
ください。 （髙井信義・高13）

九段祭真っ盛りの母校前で集合

ベビーブーマーも干支一巡り。あと半巡り豊かな人生を！
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９月８日（土）九段高校室内プ
ールにて水泳部伝統のＯＢ・Ｏ
Ｇ戦が開催された。
朝10 時の開会式には、中等教育
学校の水泳部員16 名を含む現
役40 名と若手ＯＢ・ＯＧ35 名
の計75 名が勢揃い。その後年配
のＯＢも続々と集合し、プール
は歓声と水しぶきに包まれた。
25 メートルを１分丁度で泳ぐ
珍妙レースや、親子で参加した
メンバーのちびっ子レース等も

交え計30 レースに熱戦が展開
され、今年は見事ＯＢ・ＯＧチ
ームが勝利を飾った。
引き続き校内の教室で現役・Ｏ
Ｂ交流会が開かれた。高1 回廣
瀬保先輩（77 歳）から中等教育
学校1 年生（15 歳）まで60 歳以
上も年齢差のあるメンバーが一
同に会し、終始和やかな雰囲気
の中、参加者全員で九段水泳部
の伝統を確認しあった。

（赤司久雄・高15）

11月17日（土）、九段高校サッカ
ー部と、ＯＢ会である九蹴会によ
る恒例のＯＢ戦が九段高校グラ
ンドで開催された。
時節柄、少々きびしい気候であ
ったが、グランドには現役、ＯＢ
計50 人近くが揃い、元気にボー
ルを追いかけた。
中でも数年前から始まったミニ
ゲーム大会は、現役・ＯＢ混合
で６チームにわけ予選リーグ・
決勝トーナメントを行うイベン
トで、それぞれ力を合わせ頂点

（景品？）を争い、白熱した。
夜はグランドパレスに会場を
移し、懇親会。副会長の挨拶で乾
杯し、現役顧問の小林教諭から
現況報告、幹事の秋元氏から事
務報告並びに幹事交替が発表さ
れ、新幹事に相川が任命された。
会に参加した約30名は旧交を
暖め、父と子ほどの年齢差のあ
るＯＢ同士の懇談もみられ、九
蹴会の歴史と懐の広さを垣間見
る思いがした。

（相川浩昭・高48）

第27回トーク会ゴルフコンペ
10 月20 日（土）、石坂ゴルフ倶
楽部で開催された。高校19 回生
の有志が集うトーク会だが、今
回は鎌田・埜瀬が初参加し、総
計19 名。40 年ぶりに再会した

第45回菊友ゴルフ大会

10 月11 日（木）よみうりゴル
フ倶楽部で行われた。爽やかな
好天の下、小林勝氏（中12）、橋
本政雄氏（中13）の両氏をはじ
め女性6 名を含む29 名が参加、
和やかな中にも激戦が展開され
た。
優勝は高31 の橘田裕介氏（グ
ロス93、ネット70.6）、準優勝は
高19 の青木麗子氏（グロス98、
ネット70.8）、ベスグロは高15
の赤司（79）、シニアべスグロは
中12 の小林勝氏（93）。
表彰式を兼ねた懇親会は、参加
者平均年齢66.6 歳とは思えぬ
熱気と歓声に包まれ、お互いに
まだまだ元気であるところを確
認しあった。（赤司久雄・高15）

高７回・秋のゴルフコンペ
高校7 回生は79 会ゴルフとし
て春と秋の年２回ゴルフコンペ
を開いています。
10 月18 日（木）宍戸ヒルズカ
ントリー（茨城県、毎年日本プ
ロが開催）のコースで秋晴れの
もとスタート。古希を過ぎても
遠く長野や福島からの参加を得
て23 名がプレーを楽しみまし
た。伝統ある難しいコースで珍
プレーも続出しましたが桑田会
長の初参加もあって皆和気あい
あいとコンペを終了、７回生の
懇親が深まりました。次回ゴル
フ幹事は高橋（清）、宮崎両君と
決まり、５月22 日に高橋君の住
む福島近くへ新幹線で行く案も
出ております。次回もみな元気
で参加するよう約束してお開き
となりました。 （宮島　徹）

10 月22 日、田久
保菊友会顧問の
『激流世界を生き
て』の出版を祝っ
て、日本記者クラ

ブに250 人が参集。
加藤寛、西尾幹二氏など多数が
発起人に名を連ねる中、代表挨
拶に立ったのは櫻井よし子氏。

「先生は利害、しがらみ、感情に
とらわれない、大きな山のよう
な方。日本が国際社会に貢献し、
アジアのリーダーとなっていく

九蹴会（サッカー部）   現役を交えたＯＢ戦と懇親会一游会（水泳部）
家族・現役部員も交え伝統のＯＢ戦開催！

高13・遊九会ゴルフ＆観光

ゴルフだけでは参加人数が伸び
ず観光組も一緒に楽しもうとい
う企画が大当りで25 名が集結
しました。台風一過の10 月28
日信州蕎麦の昼食から始まりマ
イクロバスで紅葉狩りを楽しん
だ後は、同級の石田君が経営す
る石田館妙高ホテルへ。宴会が
盛り上がった翌朝は好天下。同
期６回目のコンペは名門赤倉Ｇ
Ｃで行われ神尾女史が優勝しま
した。一方観光組は苗名の滝を
はじめ素晴らしい妙高の秋を楽
しみました。今春は山中湖で開
催予定です。 （馬渕義彦）

仲間とも直ぐにうち解け、和気
藹々とプレーは進んだ。
優勝は遠山君（グロス92 ネッ
ト72）、準優勝は斉藤（真）君。い
つも会場を提供して戴いている
岡田繁先輩、ありがとうござい
ます。 （鎌田直樹・埜瀬統）

第10回98 対抗戦
11 月5 日( 月) 石坂ゴルフ倶

楽部で開催、双方10?12 名の腕
自慢が競いあった。9 回生の連
勝に、8 回生が脱帽。先輩達との
交流もあり、同期のゴルフ会と
はひと味ちがった楽しいコンペ
だった。最後に叶屋君へ全員で
黙祷して散会。次回はハンデを
見直し、来年の4/23（水）取手国
際を予定。 （尾羽澤正敏・高9）
「ニッセイ・バックステージ賞」

新小田大氏（高７）受賞
昭和30 年代の我が国のオペ

ラの黎明期から約50 年に亘っ
て百作品以上・約1800 回の舞
台でオペラ合唱を務め、多くの
舞台を成功に導いた功績が認め
られました。
⇒詳しくは菊友会ホームページで

小林氏の出版記念
会 は10 月31 日、
東京會舘ローズ
ルームで。280 人
余りが祝福に参じ

る中、菊友会員およ
そ50 人。

代表挨拶の島村宜伸氏は「大
臣を歴任した時の原稿他、みん
な小林氏に起草してもらった」
と披露し、氏の快挙を心から喜
ばれました。同志社大学ゼミ仲
間の土井たか子氏は「旧知の彼

ことを真に考えている」と滔々
と力を込めて述べ、その圧倒的
な言辞に空気が静まりました。
すかさず田久保氏、「只今は、舌
鋒火を吹くような方に蜜のよう
な祝辞をいただいて」と洒脱に
返礼。会場がどっと沸きました。
　この後、金美齢、渡辺昇一、石
破茂氏と超大物が続々挨拶、菊
友会の仲間も多数かけつけて祝
福しました。

幾度もの手術を乗り越えた
75 歳の田久保氏。2 時間余りを
夫人と並んで立ち尽くされ、一
つ一つの祝福に丁重に応えられ
る姿が印象的でした。

⇒著書は8 ㌻に紹介しました。

からは想像できない、この年で
純愛小説を書くエネルギーに脱
帽」と賛辞。一方、菊友会の同期
は中学からのやんちゃ仲間だけ
に「気色悪くて読めるか」「道楽
かと思った」「でもお前のおかげ
でアイルランドを知った」等々
口さがなく、爆笑に次ぐ爆笑を
誘いました。

記念会第二部は音楽。土屋康
子氏（高5）の歌、ジャズバンド
の演奏。小林氏は白いスーツに
着替え、「本当はこれがやりた
かった」と茶目っ気たっぷりに
司会を務めました。３時間余り、
サービス精神満点の記念会でし
た。 ⇒著書は8 ㌻に紹介しました。

田久保忠衛氏（高 3）
時事通信社・外信記者等を経て論壇に。
現杏林大学客員教授

小林昌彦氏（高４）
毎日放送ニュースキャスターを経て独
立。日本ペンクラブ会員

出版を祝う会 出版記念会

ゴルフ・他イベント

出版を祝う会　盛大に 楽しい、美味しい出版記念会
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卒業生の皆さん！　菊友会維持会費の納入を
菊友会を支えるのはあなたです

昨年に引き続き今年度も皆さ
んのご協力で、維持会費は順調
に納入されており、ありがとう
ございます。

しかしながらここ数年、在籍
会員の16％、2600 人の会員か
らしか納入されておりません。
菊友会は皆さんが納入してくだ
さる会費でのみ運営されており
ます。より充実し積極的な活動
を実施するためにも会費の増収
が必須です。

平成19 年度もあと３ヵ月。今
年度はなんとか20％を越えた
いと思っています。菊友会の健
全な財政運営のため、なお一層
のご協力をお願いいたします。

菊友会事務局からのお知らせ
個人コードって何？

最近、個人コードについての質
問が数多く寄せられています。個人
コードの１桁目は旧制中学が１、併
設中学が２、高等学校が３となりま
す。また２桁目と３桁目が会員の皆
様の卒業回数を表します。事務局に
お問い合わせの際、個人コードの上
記３桁を確認することがあります。

住所等変更のお届けを！
菊友会報を郵送しますと、毎回

200 通前後が転居先不明として返
ってきます。会員の皆様に菊友会報
をお届けするため、住所・姓が変わ
った場合は菊友会事務局にお知ら
せください。
同期会等支援サービス

菊友会では、同期会・クラス会・
ＯＢ会のお手伝いのために各種の

サービスを行っています。お知らせ
葉書の印刷・発送、名札の印刷、また
名簿の作成のお手伝いなどです。サ
ービスの詳細は事務局までお気軽
にお尋ねください。

事務局は毎週火・金の午前11
時から午後4 時半まで開いていま
す（祝祭日を除く）。連絡はお手紙、
メールの他、電話 03-3263-2448・
Fax 03-3263-1033 となります。

菊友会員の新刊図書（関連記事を７㌻に掲載しています）お知らせ
2008 年菊友会大会
2008 年の菊友会大会は10 月
18 日（土）に開催されます。ぜひ
ご参加ください。詳細は次号で
ご案内いたします。
工芸部ＯＢ会より寄付
工芸部ＯＢ会幹事・浅賀義彦（高
14）から、４万780 円が菊友会
に寄付されました。どうもあり
がとうございました。
高9回古希の同期会
9 月9 日( 火) 15 時～17 時、九
段会館で開催します。会費7000
円予定（代表羽鳥徹郎）
高10回卒業50周年同期会
本年は高校を卒業して50 年と
なります。節目の同期会を秋に
開催したいと思います。詳細は
次号81 号菊友会報にて。
なお同期会の幹事長が、青木俊

（４組）から高橋伸和（７組）に
変わりました。
高13回懇親会
４月５日( 土)、学士会館で夕方
から開催いたします。世話人７
組担当: 大熊・杉山・丸山・石井

人気高まる九段中等教育学校
公立の中高一貫校が続々と生

まれる中、九段の人気は増すば
かり。九段中等の適正検査で重
視するのは偏差値より「学力」。
つまり考える力。だから入試対策
は？？？らしいのです。

こんな本も出ました。２年連
続、息子を九段に合格させた父

親の手記『 塾不要 親子
で挑んだ  公立中高一
貫校受験』（ディスカバ
ー携書008）。
「塾不要」につられて読みまし
たが、”中学受験は親子受験”と
実感するばかり。集中力の作り
方など、受験を目指す人には実
際的なヒントがありそうです。

九段ネットご利用のご案内
九段ネットは菊友会員相互の情報発信の場です。同期会・クラ
ス会・ＯＢ会などのお知らせがございましたら、どうぞお気軽
に菊友会事務局までお申し出ください。
九段ネットURL：http://www.kudan-net.com/
菊友会事務局メールアドレス：kikuyukai@kudan-net.com

田久保忠衛（高３）著   
『激流世界を生きてー
わが師わが友　わが
後輩』

外信記者・研究者・教育者とし
て、戦後の日本の歩みに重ね合
わせるように生きた著者の回想
録。政治的リアリストとしての
旗幟も鮮明に描く。大切な人々
の思い出には菊友会の面々、校
歌の話も。 並木書房 1700円

小林昌彦（高４）著  
『アラン島に消えた愛』

コリアンの裕子とア
イリッシュの青年。互
いの、虐げられた国家の出自が
一瞬で共鳴し合う。その後、別々
の人生を生きるが、北アイルラ
ンドの小島で邂逅。性的不能と
いう障害も超えついに愛を実ら
せる。が、社会派の書く純愛は重
い。 イースト・プレス 1600円

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■
菊友会員も法人九段の会員に
なることが可能になり、現役理
事26 人を新規会員として申し
込む ／６月16 日、至大荘80 周
年記念祝賀会に参加／高校より
進路指導講演の依頼あり／会報
79 号発送。　

■７月度■
至大荘懇親会運営方針確認／菊
友会規約の検討を開始／九段高
校進路講演会の講師を稲坂良弘
氏( 高13）に依頼。

■８月度■
中等教育学校の至大荘行事、赤
司理事視察／至大荘懇親会8 月
25 日～26 日開催。80 人が参加
／菊友会ホームページ更新。

■９月度■
９月７日顧問会開催。法人九段
の現況が報告される／高校九段
祭・中等学校文化祭９月15・16
日開催、髙橋理事長・田ノ倉理
事ら見学。

■10月度■
平成21 年４月の公益法人法改
定に鑑み「法人九段検討委員会」
を菊友会内に設置／菊友会大会
開催／菊友ゴルフ大会開催／東
京校歌祭参加。

■11月度■
寄贈図書が中等学校に引き継
がれるよう高校と覚書を交わす
／平成20 年度菊友大会を10 月
18 日( 土) に決定／関西菊友会
に会長、理事長出席。

編集後記
’08 新年号より編集のお手

伝いをさせて戴きました。
体力とヒマなら如何様にも

お役に立ちたいとの思いで
菊友会のお手伝いを始めた
のですが、会報制作のように
アタマを使う仕事をあてが
われるとは…

これまでさらっと読み流し
ていた会報ですが、作る立場
になると不慣れな事ばかり
で、先輩諸氏の足を引っ張ら
ぬようびくびくしながらの
初仕事でした。（松本茂夫）

平成19年度の維持会費の納入をお願いします
（平成19 年4 月1 日～平成20 年3 月末日）

中１ ～ 高54 回 3,000 円
高55 ～ 高59 回 1,000 円 ＊会費減額期間

◆ 郵便振替でのご送金
郵便振替用紙に①住所②氏名③電話番号④卒業回⑤個人コー
ド（封筒の宛名シールに印字されている番号）をお書きくださ
い。同封の振替用紙をお使いの場合は、高55 ～高59 回の方は
金額を訂正し、訂正印を押してください。
振り込み料は無料です。
◆ 銀行振込でのご送金
下記の銀行口座にお振込みください。上記①～⑤までを明記く
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


