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平成 15 年 7 月 1 日

菊友会の平成 15 年度評議員
会が５月 27 日、東京大手町の
「DAY･NITE」で開かれ、任期
満了で退任する鈴木謙一会長
（中 21）の後任として、理事
会が推挙した髙野光正副会長
（高４）を、副会長には片岡和
子氏（高５）、宮島徹氏（高
７）、俣木盾夫氏（高９）の３
氏を満場一致で選出した。片岡
氏は再任。会長と副会長の任期
は３年。評議員会では池永嘉友
（高６）、井深泰夫（高７）の
両監事も再選されたほか、新任
の３人を含む 16 人の理事が選
出され、菊友会の新体制がスタ
ートした。

同じく任期満了で退任する内
田栄一理事長（高８）の後任と
しては、理事会で互選の結果、

尾羽澤正敏副理事長（高９）が
選ばれた。鈴木、内田両氏と、

副会長を退任された田久保忠衛
氏（高３）、理事を退任された
勝俣友子氏（高８）は新たに菊
友会の顧問に就任された。

髙 野 氏 は 第 18 代 目 の 会 長
で、最近まで都立九段高校の千
代田区への移譲問題に対応する
ために菊友会内に設置された
「中高一貫校対策委員会」の委
員長として、菊友会と東京都教
育委員会や千代田区との交渉を
リードされてきた。千代田区立
中等教育学校は平成 18 年開校
に向けてこれから具体的な準備
が始まり、菊友会としても学校
作りに同窓会の意見を反映させ
る方針だが、髙野新会長はこ
の問題が表面化して以来、鈴
木前会長とともに関係者との
話し合いや意見調整に奔走さ
れており、この時期の同窓会
代表として最適任といえる。 
（２面に評議員会関係の記事、
３面に新会長のあいさつなどを
掲載しました）

新会長に髙野氏（高４）
菊友会評議員会で選出

新理事長には尾羽澤氏（高９）

握手で会長職を引き継ぐ鈴木謙一前会長（右）と髙野光正新会長　

平成 18 年春に開校する千代
田区立中等教育学校に、母体校
となる都立九段高校の伝統をど
のように引き継いで行くか、
具体的な内容が固まった。昨
年 10 月の千代田区への移譲決
定以来、都教委、千代田区、九
段高校、菊友会の４者が委員会
を設けて検討を続けていたもの
で、５回の協議を経てまとま
り、３月 27 日の都教育委員会
で報告された。

主な内容は①母体校は九段高
校とし、中等学校の前半部分は
九段中学校の実績に配慮する、
②校歌は九段高校の校歌を継承
し、校旗、校章は九段高校のも
のをベースに中等教育学校の趣
旨を踏まえたデザインを工夫す
る、③伝統的行事は存続し、行

事歌も残す、④平成 18 年度の
開校時には、前年度九段中学校
の１、２年生を区立中等教育学
校の２、３年生に編入させる、
⑤九段高校は 18 年度まで募集
を行い、19 年度は募集を停止
する－など。

都教委の移譲決定に当たって
教育委員長から「関係者の間で
十分に協議して、新しい学校づ
くりについて共通の認識を深め
るように」との発言があり、こ
の趣旨を実現するため、都教委
は「千代田区立中等教育学校に
関する検討委員会」を設置し、
より具体的な移譲条件を検討す
ることになった。

菊友会は九段高校の千代田区
への移譲問題が表面化して以
来、要望書や意見書の形で、あ

るいは公式非公式の場で、九段
高校の都立としての存続を訴え
てきたが、母校を巻き込む千代
田区立の中高一貫校開設の動き
が進む現実には重大な関心を払
わざるを得ないとして、菊友会
に「中高一貫校対策委員会」を
設置、委員５人が検討委員会に
参加した。

検討委員会は昨年 12 月 18
日の初会合から３月 18 日まで
計５回の委員会を開き、九段高
校のＰＴＡ関係者とも意見を交
換しながら議論を重ね、都教委
決定ではあいまいな部分もあっ
た移譲条件をより具体的に定
め、報告書の形でまとめて３月
27 日の都教育委員会に提出さ
れた。

菊友会としては伝統継承の枠

九段高校の校歌・校章を継承
母 校の伝統維持の枠組み固まる千代田区立

中等教育校

組みは出来上がったと判断し、
今後は千代田区立中等教育学校
の具体的な開設準備や、開校後
の実績を見守って行く方針だ。 
 （４・５面に関係記事を掲載
しました）
開設準備始まる

千代田区立中等教育学校の開
設準備がスタートした。学校運
営の基本的事項を検討する「学
校評議会」が６月 10 日初会合
を開き、正式に発足した。この
評議会は、学識経験者、地域・
企業の代表ら 10 人で構成さ
れ、会長には元都教育長の市川
正氏が互選された。菊友会の髙
野新会長も委員として参加され
る。

続いて「基本計画検討委員
会」も７月中に発足する。学校
評議会の意向を踏まえて九段高
校の伝統・校風の継承・発展の
方法、教育課程の基本的考え方
について検討を行うもので、九
段高校の横尾浩一元校長も参加
が予定されている。

第一東京市立中学校＝東京都立九段中学校＝東京都立九段高等
学校の同窓会、菊友会の年に一度の大会が今年も秋に開かれます。

大正、昭和、平成の時代を生き抜いて来ている、幅広い世代の
同窓生が一堂に集まり、なごやかに一時を過ごす場です。

本年度も集まる場所、料理も皆様に好評の東京・丸の内の東京
會舘で開催いたします。

プレイベントでは、豆の研究で知られる高４回の吉田よし子さ
んの「野菜物語」と題する興味深いお話があります。吉田さんは
東大農学部卒。農林省農業技術研究所、フィリピンの国際稲研究
所に勤務され、相模女子大、山脇短大などの講師を歴任。平成
13 年には大同生命地域研究特別賞を受けられました。現在は「吉
田昌一記念基金」の事務局を担当されています。「野菜物語」（Ｔ
ＯＴＯ出版）、「マメな豆の話」（平凡社新書）など多数の著書
があります。

１０月１８日（土）菊友会大会　皆で集まろう

最近の集まり方としては、クラブの同窓会の場、クラス会、同
期の集まりの場。皆さんで連絡を取り合っているようです。会場
の中にテーブルフラッグも用意いたします。

皆様でお誘い合っておいでください。
飛び入りの参加も大歓迎ですが、テーブル着席のパーティーの

ため早めにご出席のご連絡を。同封の申し込みハガキに必要事項
を明記の上、５０円切手を貼って事務局に郵送願います。なお、
ファクス、メールでも受け付けます。

平成 15年度　菊友会大会平成 15年度　菊友会大会
日時：10月 18日（土曜日）

プレイベント	 17:00
懇親パーティー	 18:15

会場：東京會舘９階ローズルーム
会費：	中 1	 ～	高 50	 ￥9,000
	 高 51	～	高 55	 ￥3,000
申し込み締め切り：９月 18日

2003 年版「菊友会名簿」
早めにお申し込みを

新しい菊友会名簿が完成、頒
布を開始しました。中 1 回か
らこの春卒業した高 55 回まで
の会員を収録しました。編纂に
あたって、調査カード記入、不
明者探索、広告掲載などご協力
いただいた数多くの方々に感謝
いたします。早めのご購入のほ
ど、会員の皆様のお申し込みを
お待ちしています。なお会員以
外のお申し込みは固くお断り致
します。
名簿の購入申し込み方法　郵便
局備え付けの振替用紙に、口座
番号：東京 00120-7-167292、
加入者名：菊友会名簿委員会 ,
通信欄に名簿購入と記入して、
最寄りの郵便局からご送金下さ
い。

菊友会の事務局　移転しました
菊友会の事務局が６月下旬から移転しました。新しい住所は
　〒 102-0073
　東京都千代田区九段北１－７－３　昭栄ビル２階
です。電話や FAX の番号はこれまでと同じですが、メールアド

レスは下記のように変更しました。

○……中３回卒の大先輩、芦
澤俊一さんから今年１月、鈴木
会長にお手紙が届きました。九
段高校が千代田区立の中高一貫
校になるという記事を読まれ
「成田初代校長のことが思い出
されます」と、感想が綴られて
います。要旨をご紹介します。
「成田校長の夢は７年制高等学
校の実現でした。当時、官立や
私立の７年制高校はありました
が、市立でも開設を可能にする
ための法改正は実現せず、成田
構想は夢に終わりました。80
年を経てその夢が姿を変えて
実現するのかと受け止めていま
す」。 

◆  理 事 会 便 り 理 事 会 便 り ◆

 ････････ 12 月 ････････
＊千代田区立中等教育学校検討委

員会の経過説明。
＊名簿作成の状況は広告出稿量が

予定より４分の１不足。
 ････････ １月 ･････････

＊ 平成 15 年度のスケジュールを
一 部 確 認。 評 議 員 会 ５ 月 27 日
（火）、菊友大会10月18日（土）。

＊内田理事長は３年の任期満了に
つき３月での退任を表明。

＊中等教育学校検討委員会の第１
回会議が 12 月 18 日に開催され、
菊友会から５名参加と報告。

＊名簿委員会より広告も予定数に
達し、広告収入と購入申し込みの
金額で製作費用をほぼ補えると
の報告。

 ････････ ２月 ･････････
＊内田理事長から新理事長に尾羽

澤副理事長を推薦され、出席理
事の賛成多数で選出された。

＊菊友会ホームページの新担当と
して高 28 回の長（おさ）繁樹氏
が就任。

＊平成 15 年度の新事業計画 ､ 新予
算に関しては各委員会より案を
３月 11 日までに作成し４月理事
会で決定、５月の評議員会で承
認する予定。

 ････････ ３月 ･････････
＊顧問会を４月３日に開催するこ

とを理事会として決定。議題①
千代田区立中等教育学校の経過
説明、②役員改選人事について。

＊高 29 回の卒業 25 周年同期会に
菊友会から尾羽澤副理事長、若
松理事が祝い金５万円を持って
出席、会場で維持会費納入も訴
え 10 数名より集金した。

＊経理委員会より平成 15 年度予算
原案の説明があり、維持会費収
入が 800 万円の計画に対して 14
年度の３月時点の収入が 741 万
円なので今後の増収が訴えられ
た。

＊新卒業生に配布する『ザ・九段』
の在庫がなくなり、菊友会とし
て同様の内容で新しく制作する
か理事会で検討することになっ
た。

 ････････ ４月 ･････････
＊新会長は現副会長の髙野氏が今

後の千代田区立中等教育学校の
開校に向けた活動等を考慮する

と適任と考え、評議員会に推挙
したいと内田理事長から提案が
あり、出席理事全員が賛成。

＊副会長人事に関しては髙野新会
長の意向を参考にして、５月理
事会で決めることとした。

＊中等教育学校検討委員会の報告
書が報告された。

＊九段高卒業式（３月 13 日）に鈴
木会長、尾羽澤副理事長 ､ 澤田
理事の３名が出席。

＊九段高入学式（４月８日）に尾
羽澤副理事長、若松理事、澤田
理事の３名が出席。

＊維持会費に関しては各学年で
100 名は会費を納めるように理
事全員が努力することを確認。

＊経理委員会から 15 年度の予算案
説明で、『ザ・九段』の制作費
は予備費として 120 万円計上、
ホームページ更新費増額の報告。

 ････････ ５月 ･････････
＊新年度よりの菊友会副会長には

現副会長の片岡氏（高５）、新
任には宮島氏（高７）、俣木氏
（高９）の３名を理事会として
推挙することを決定、評議員会
の承認を受ける。

＊平成 14 年度の会計報告を池永、
井深、両監事の監査承認を受け
た。

＊平成 15 年度の予算案の説明が経
理委員会よりあり、出席理事全
員が賛成、評議員会で承認を受
ける。

＊法人九段定例総会（５月 24 日）
に菊友会より鍛冶顧問、尾羽澤
副理事長が出席する。

＊九段高校ＰＴＡ歓送迎会（５月
24 日）に菊友会から、尾羽澤副
理事長、高橋理事が出席。

＊菊友会事務局は狭さ、費用効率
を考え、現事務所の契約更新は
せず、移転することを決定。

＊事務局に菊友会会員の住所、電
話等の問い合わせがあった時に、
即答しないことを申し合わせ。
プライバシーに対する配慮から
慎重に対応することになった。

編 集 後 記

ホームページアドレス http://www.kudan-net.com
メールアドレス kikuyukai@kudan-net.com

賞賞 品スポンサー大募集品スポンサー大募集

よろしく 新事務局員です

菊友会事務局の事務作業
を担当していた木実谷明子
さんが６月から佐藤美佐保
さんに交代しました。平山
光世さんと２人体制です。

佐藤さんは九段高の 29 回
卒。よろしくお願いします。
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高 55 回生のクラス委員
１組　大川朋世、黒島友恵
２組　木内愛子、中原信貴
３組　杉田　昇、永作祐子
４組　荻津　彩、小山優子
５組　飯吉真也、磯部真有香
６組　佐久間智也、寺沢英之
７組　加藤拓也、春原菜美

菊友会の新しい役員体制
（敬称略、太字は委員長）

平成 15 年度の菊友会評議員
会および新クラス委員歓迎会
が５月 27 日、東京・大手町の
「DAY・NITE」 に 72 人 の OB
らを集めて盛大に開催された。
14 年度の事業報告、決算報告、
新年度の事業計画とそれに伴う
予算案、新役員体制などが満場
一致で承認された。

評議員会は高橋直人理事（高
14）の軽妙な司会で始まった。
冒頭、この日をもって会長職を
去る鈴木会長が「中高一貫校に
変わろうとも、われらが九段の
良き伝統、校風は必ずや受け継
がれます」と力強くあいさつ。
続いて内田理事長が中高一貫問
題に振り回された 14 年度を振
り返り「緊急拡大役員会を含め
顧問会を３度も開いたのは初め
て」などと、事業報告を行った。
経理担当の工楽清英理事（高９）

会費収入の大幅増が課題
評議員会　新年度の予算・事業計画を承認

からは決算報告が成された。
理事会の新構成は尾羽澤新理

事長のもと、工楽氏が理事長補
佐に、岡田肇広報委員長（高
10）が兼任で副理事長に就任。
坂上宗男（高 10）、福岡煇城
（ 高 12）、 長（ お さ ） 繁 樹
（高 28）の３氏が新たに理事
として加わった。尾羽澤理事長
は 15 年度の事業計画に触れ、
事務局の移転を明らかにした。
現在の九段下のマンション一室
は、理事会も満足に開けないほ

第二部の「新クラス委員歓迎
会」は、ちょっぴり堅苦しかっ
た評議員会とはうって変って、
なごやかなふん囲気に包まれ
た。今春、九段を卒業して新た
に菊友会の仲間入りを果たした

高 55 回生のクラス委員の歓迎
会を兼ねた懇親会。「私が九段
に入学したのは昭和 21 年。あ
なた方の生まれるずっと前でし
た」。髙野新会長のユニークな
あいさつに出席したほやほやの
OB、OG ６人は一瞬キョトン、
会場がドッと沸いた。

乾杯の音頭をとったのは、ご
存じ「万年・一中生」の森大作
先輩（中 11）だ。82 歳の大先
輩は 10 代のヤング OB へ向け
て「皆さんの健康を祈念して、
カンパーイ！」。だみ声を張り
上げた。すると、橋本政雄顧問
（中 13）が「ひと言、いわせ
てくれ」と飛び入り参加し「わ
しも森先輩も、海軍にとられ、
エライ目にあわされた。戦争は
絶対にやってはいかん」。新ク
ラス委員のキョトンがいっそう
ひどくなった。

九段高校からは佐藤美穂校
長、五石秀治教頭、高 55 回の
学年主任、担任らの先生方。Ｐ
ＴＡの内田早月会長、熊坂和
江、山内正雄両副会長、前田文
江広報部長ら新役員も駆けつけ
てくれた。佐藤校長のあいさつ
に続きマイクを手にした内田会
長が、あっと驚くほのぼのエピ
ソードを披露した。前田広報部
長のお父さんはバスケットボー
ルで鳴らした故・劉志文先輩
（高７＝元理事）。そして前田
さんの娘さん、劉さんの孫にあ
たる海（かい）さんは九段の２
学年に在学している。「エー
ッ、本当」。高７に近い面々が
前田さんを囲んで、故人の思い

出話がはずんだ。
「九段一家」は、まだあっ

た。新クラス委員は一人ずつ、
自己紹介で将来の夢などを語っ
た。そのうち、55 期の評議員
に指名された永作（ながさく）
祐子さんは「我が家も九段一家
です」と秘話を明かした。永作
さんの母親・純子さん（旧姓嶋
崎、剣道部）は高26回生。父親・
永作誠一郎氏（教育大卒）が教
育実習で九段高校を訪れたのが
縁で、純子さんを見初め、後に
結婚した。仲人はあの湯野正憲
先生。祐子さんの兄・永作稔さ
ん（高 49）、叔父の嶋崎利浩
さん（高27）も九段OBという。

大正 13 年（1924）に第一東
京市立中学校として産声を上げ
たわが九段高校は、東京都立九
段中学校、東京都立九段高等学
校と名称を変え、来年は創立 80
周年を迎える。その永い歴史を
物語るように、菊友会も親、子、
兄弟、孫など世代をまたがった
巨大組織にふくれ上がった。
シャンソン歌手、土屋康子さん
（高５）の若々しいリードで「校
歌」「至大荘歌」が斉唱され、
「会」はお開きとなった。

仲人は湯野先生、母娘２代九段生

菊友会の平成 14 年度決算と 15 年度予算

ど手狭であるため、新事務局を探
していたところ、九段下駅近くに
格好の物件が見つかり、６月中に
移転することになった。

予算案については評議員から
「ここ数年、100 万円以上の赤
字が続いている。積立金が無くな
るのではないか」との厳しい指
摘もあった。「新予算では維持会
費、大会会費の大幅増を見込んで
いる。クリアできるよう全力を傾
けたい」と新理事長。各期の同期
会などの集まりへ理事が積極的に
出かけ、会費納入のお願いをする
などの方針を示した。こうして、
15 年度予算案も大きな拍手で承
認され、第一部は終了した。

　 　 　 　 　 　
　 　 　 年 度 
項目

　平成 14 年度（期間平成 14/4/1 ～ 15/3/31） 平成 15 年度

14 年度予算 14 年度実績 差額
15 年 度 予 算

( 案 )

収  
入

維持会費 8,000,000 7,924,570 △ 75,430 8,500,000
新会員入会費 1,400,000 1,380,000 △ 20,000 1,400,000
大会会費 2,000,000 1,707,000 △ 293,000 2,500,000
名簿売上金 3,000,000 2,015,500 △ 984,500 50,000
名簿売上金 新卒 2,100,000 2,102,500 2,500
名簿広告料 1,320,000 1,780,000 460,000
雑収入 100,000 60,000 △ 40,000 100,000
受取利息 0 3,923 3,923
寄付金 0 157,193 157,193

収入計 17,920,000 17,130,686 △ 789,314 12,550,000

支   
出

事
業
費

通常事業費 350,000 369,523 19,523 350,000
新規事業費 ホームページ 200,000 0 △ 200,000 200,000
大会費用 2,500,000 2,191,871 △ 308,129 2,500,000
会報作成費 1,300,000 1,067,910 △ 232,090 360,000
会報発送費 3,500,000 3,608,475 108,475 3,500,000
名簿作成費 4,340,000 2,674,313 △ 1,665,687
名簿発送費 0 654,656 654,656
名簿整備費 1,855,000 1,871,197 16,197 50,000
会議費 400,000 481,547 81,547 500,000
理事会費 200,000 159,000 △ 41,000 200,000
小計（事業費） 14,645,000 13,078,492 △ 1,566,508 7,660,000

管
理
費

事務局家賃 1,250,000 1,223,775 △ 26,225 1,550,000
電話代 80,000 101,334 21,334 80,000
通信費 100,000 110,210 10,210 200,000
水道光熱費 85,000 79,195 △ 5,805 100,000
リース代 275,000 129,875 △ 145,125 275,000
コピー代 100,000 66,642 △ 33,358 100,000
旅費交通費 30,000 22,340 △ 7,660 100,000
事務用品費 60,000 40,988 △ 19,012 50,000
消耗品費 0 9,355 9,355 10,000
パソコン関係費 500,000 329,356 △ 170,644 150,000
新聞図書費 0 800 800
小計（管理費） 2,480,000 2,113,870 △ 366,130 2,615,000
事務局人件費 2,000,000 2,538,076 538,076 2,400,000
手数料 維持会費 200,000 180,330 △ 19,670 200,000
手数料 名簿 70,000 54,270 △ 15,730 10,000
手数料 送金 30,000 24,923 △ 5,077 30,000
雑費 30,000 93,434 63,434 30,000
業務合理化費 100,000 0 △ 100,000 100,000
減価償却費 198,000 149,000 △ 49,000 100,000
小計（他） 2,628,000 3,040,033 412,033 2,870,000

そ
の
他

慶弔費 50,000 35,750 △ 14,250 50,000
予備費 800,000 0 △ 800,000 1,200,000
小計（その他） 850,000 35,750 △ 814,250 1,250,000
営業外損失 旧パソコン滅却損 0 247,000 247,000

支　出　計 20,603,000 18,515,145 △ 2,087,855 14,395,000
収　支　差　額 △ 2,683,000 △ 1,384,459 1,298,541 △ 1,845,000

ご冥福をお祈り申し上げます
前号以降にご逝去が判明された方々＝敬称略

中１ 岡枝　健一 中７ 羽田　雄吉 高６ 山崎　正之
中３ 秋庭　三郎 中 10 小山　路男 高 11 澤邊　和英
中３ 曽我部　進 中 12 戸谷　　洋 高 13 滝澤　正道
中３ 森川　正博 中 13 佐久間政義 高 18 林　紀美子
中４ 木暮　俊夫 中 13 渡邉　敏清 高 19 津田　信男
中４ 佐々木　隆 中 14 中部謙次郎 高 32 斎藤友麗乃
中５ 盛定　義安 中 14 諸富　浩輝 高 34 中邨　裕子
中６ 石田　　昇 中 18 植草　正雄 高 35 一柳　英子

関西菊友会、20 回記念大会に 43 人参加
第 20 回関西菊友会は、平成

14 年 11 月 23 日午後１時、い
つもの大阪キャッスルホテルで
43 名の老若男女が参加して開
催されました。

第１部は、例により当会北市
副会長（高 4）の司会で物故者
への黙祷に引き続き石田充治会
長（中 19）の挨拶。東京本部
から駆けつけていただいた菊友
会副会長髙野光正氏（高 4）の
挨拶は、千代田区への譲渡の真
相に言及する興味深い内容で、
時間の超過も忘れる程でした。
今回も東京本部より顧問の鍛冶
利秀氏（高 4）、百地健氏（高
5）、宮島徹氏（高 7）、竹内
良夫氏（中 13）等の諸先輩方
も参加され、記念大会に相応し

い豪華な顔ぶれとなりました。
記念講演は、永らく関西テレ

ビでプロデューサーをされてい
る富塚春樹氏（高 13）による、
「私が手がけた番組から『三橋
節子と湖の伝説』」で、ビデオ
を使って実際の映像を見ながら
苦労話や、制作秘話をも披露さ

れ、テレビの世界の一面を垣間
見たようでした。

第２部は、司会を当会幹事長
の中村正治氏（高 13）と足立
知予さん（高 14）の異色コン
ビにバトンタッチ、１番の先輩
にあたる山口博司氏（中 8）の
乾杯の発声で和やかに始まりま

した。20 回大会という事で、
歓談のなか中国美人の周琪（し
ゅうき）さんが演奏する揚琴
（ヤンチン）というピアノの原
型のような中国楽器の曲（赤と
んぼ、夜来香等）に一同聞きほ
れておりました。

新潟から毎年参加されている
松原利之氏（高 10）が、今年
も持参された日本酒もあっとい
う間に底をつき、盛り上がって
きたところで、校歌・至大荘歌
の大合唱が始まり、最後に一番
若い後輩の武川善紀君による、
万歳三唱でお開きになりまし
た。　（高 16・綿貫泰望）

第 21 回関西菊友会は 10 月
25 日（土）午後１時から、大阪
キャッスルホテルで開きます。
ご連絡は酒井美知子（高 11）
まで。電話は 072-758-0330。

星空を見ませんか
 ★一星会 70 周年総会

創部 70 年の天文部、節目の
年の一星会総会が恒例通り 4
月６日（日）、母校会議室にて
現役新会員を迎えて出席者 32
名で開催しました。

70 周年記念の活動計画２つ
を紹介します。都会の空で天の
川や 3 等星を見ることは不可
能です。「現役や若手会員に満
天の星空を」と願い、都会を離
れての観測会、交流会を今秋
10 月に 2 泊 3 日で開催する予
定です。また、一星会は 50 周
年記念誌、新ドーム・望遠鏡再
建記念誌の 2 点を刊行してい
ますが、70 周年記念誌「天文
部部室物語 ( 仮称 )」を刊行し
ます。会員のご協力をお願いし
ます。（一星会事務局）

バスケット部の良き先輩だ
った西巻良雄さん（平成 10 年
11 月 15 日永眠・享年 60 歳）、
伊藤嘉彦さん（平成 14 年２月
19 日永眠・享年 62 歳）を偲
ぶ会が、高校９回生と一球会
（バスケット部）の有志 38 名
もの参加を得て、２月 15 日、
八重洲富士屋ホテルで行われま
した。一緒にプレーをされた尾
羽澤正敏さんから、偲ぶ会開催
の経緯などの話がありました。
全員で遺影に献花、同期９回生
の三上尚志さんの献杯で偲ぶ会
が始まりました。

バックミュージックに、お二
人の愛唱歌だった、さだまさし
の「精霊流し」、フランク永井
の「おまえに」などが流れる中、

あの日、あの頃の思い出を語り
合いました。西巻さんの奥様か
らあいさつを頂き、９回生有志
代表の星野健次さんの閉会の
辞、校歌と至大荘歌を合唱し、
西巻さん、伊藤さんの冥福を祈
りました。（高 10・坂上宗男）

いつも温かく、優しかった
西巻良雄さんと伊藤嘉彦さんを偲ぶ会

男女バレーボール部の OB 会
「一排会」は４月の幹事会で新
役員を内定した。続く７月の年
次総会で、満場一致で承認さ
れ、新体制がスタートした。

ここで、九段バレー部の創生
期を振り返ってみたい。戦後間
もない昭和 21 年 10 月。当時、
中学４年（旧制）の後上光由氏
（高１）は、体育授業の排球（バ
レーボール）で湯野正憲先生か
ら声をかけられた。「なかなか
動きが良い。よし、お前が排球

部をつくれ」。この強制命令で
選手経験のない後上氏が主将と
なり、九段バレー部が復活した。

高２の竹島泰浩、平野静夫さ
んらが続き、昭和 23 年には記
念すべき第１回の夏合宿が九段
校舎で開かれる。大学バレー界
で活躍していた戦前部員の津
畑初太郎（中 14、慶大）成島
正一（中 14、立大）岡村宏氏
（中 15、東北大）ら OB がコー
チで駆けつけた。持ち込んだ米
を石油カンのかまどで炊き、お
かずはすずらん通りで仕入れた
コロッケ。「買い出しに行く元
気がないときは塩がおかずだっ
た」。竹島先輩の回顧談である。

男女共学となり、長坂（上条）
文子（高５）、酒井（宇野）佐
和（高６）さんらで女子部も創
部された。昭和 29 年の「一排
会報」創刊号には「日焼け止め
のクリームをみんなで分け合っ
た」「足がガクガク。秋葉原の
階段をカニ歩きで降りた」など、
１年生女子のかわいい合宿感想
文も寄せられている。その彼女
たちもいま、還暦を越えた。

OB 会が誕生したのは昭和 20
年代後半。初代会長は草創期の
１号部員、窪徳忠氏（中３、東
大名誉教授など歴任）が就い
た。ただ、自然発生的に OB、
現役が集い、記念すべき夏合宿
を行った昭和 23 年を設立元年
としている。平成 10 年には設

立 50 周年イベントを開催、記
念誌「一排会の半世紀」を出版
した。

本年の総会は、昼間は母校体
育館で現役―OB の練習試合、
夜は九段会館に場所を移して
懇親パーティーが開かれた。
堀田健二新会長（高 18）から
現役に恒例の合宿賛助金が贈ら
れた。新役員は 30、40 代が中
心で若さが売り物。会員数も
700 人の大台に迫っている。
（高 14・佐々木紘一＝前会長）

平成 15 年の主な役員　▽会
長：堀田健二（高 18）▽副会長：
久須美雅昭（高 22）、黒瀬康
司（高 24）、八幡くみ子（高
26）、田家信也（高 28）▽会
計監査：佐々木和夫（高 17）

半世紀超えた復活バレー部「一排会」の新役員内定

会長 髙野　光正 高４
副会長 片岡　和子 高５

宮島　　徹 高７
俣木　盾夫 高９

監事 池永　嘉友 高６
井深　泰夫 高７

理事長 尾羽澤正敏 高９
理事長補佐 工楽　清英 高９
副理事長 岡田　　肇 高 10
経理 松田　史朗 高 10
総務企画 坂上　宗男 高 10

山崎　　雄 高 10
若松　礼子 高 10
高橋　直人 高 14
岡川　栄司 高 14

広報 岡田　　肇 高 10
沢田　知子 高 10
林　　昤子 高 10
福岡　煇城 高 12
佐々木紘一 高 14
長　　繁樹 高 28

名簿 大西　正孝 高 10
谷　　政子 高 11
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新年度です！

平成 15 年度維持会費の納入を
菊友会の運営は会員の方々からの維持会費で運営されていま

す。納入状況が最近悪化しています。今までつい忘れていた方
も、“まずは本年分から納付して下さい。”

菊友会の維持会費

１、郵便振替
同封の納付書に住所、氏名、電話番号、卒業回、個人コード

（会報の封筒の宛名シールに記載されている番号）を明記の
上、お近くの郵便局からお振込みください。なお、高 51 回以
降の方は会費減額期間ですので、納付書の金額を￥1,000 に訂
正の上、訂正印を押してお振込みください。振り込み料は無料
です。

２、銀行振込
指定の菊友会口座に氏名、電話番号、個人コード番号を明記

してお近くの銀行からお振込み下さい。
東京三菱銀行神保町支店 店番号 0 1 3
普通口座　0 6 9 1 5 5 1  口座名義 菊友会

４月８日に開催された理事会
で菊友会会長に推挙され、先ほ
どの評議員会で、ご賛同を得
て、このたび鈴木前会長の後の
会長をお引き受けすることにな
りました。

３年半前に前田元会長の急逝
に伴って突然の指名で副会長
に就任しました。会長、副会
長は「お飾りで良いんだ」との
ことで気楽に引き受けた次第で
すが、“さにあらんや”。昨年の
３月に予想だにしなかった出来
事、つまり我々の母校九段高校
が東京都から千代田区に移譲さ
れ、しかも「中高一貫校」にな
るとの情報を新聞で初めて知
り、同窓会として早速、行動を
起こし、昨年のこの評議員会で
「要望書」を決議し、東京都教
育委員会に提出しました。

その後、鈴木前会長が中心と
なって理事の皆さんとともに
「都教委」の真意を聴取し、主
義主張は守りつつ現実に即した
対応をした方が得策との判断か
ら 10 月に「意見書」を提出、
都教委、区教委と対話を続けて
きましたが、本年３月に「移譲」
の枠組みが決定されました。

かかる過程を経て昨年 11 月
に立ち上げた「対策委員会」

の委員長とし
て行政と交渉
してきた私が
会長に就任し
た方が今後の
ためにもよい
のではないか
との要請があ
り、同窓会の
ためにも、母
校 の た め に
も、将来の学校像のためにも、
非力ではありますが、お役に立
てればと思いお引き受けするこ
とにいたしました。

副会長には高５回の片岡さ
ん、７回の宮島さん、９回の俣
木さん、新理事長には９回の尾
羽澤さんをはじめ有能な理事の
方々とご一緒させていただきま
すので、たいへん心強く思って
おります。

学校では教職員、生徒、ＰＴ
Ａの皆さんに、九段の伝統を維
持し学校を発展させるご協力を
願っているわけですが、私ども

菊友会も当然
の事ながら戦
前、戦後を通
じ九段の伝統
を継承するた
めに尽力して
きているわけ
です。

学校改革に
伴う千代田区
への移譲、中

高一貫校に対しては、賛否両論
あるのは当然ですが、同窓会と
しては当面、現実に即した対応
をしようという苦渋の選択をし
た経緯はご承知の通りです。千
代田区教育委員会は６月には新
しい学校創りの「評議会」と
「準備委員会」を立ち上げ、評
議会には同窓会から、準備委員
会には学校から委員が出る構想
とのことです。

移譲条件は九段高校の伝統・
校風の継承・発展および進学実
績の維持・発展が基本になって
いる以上、私どもは受け継いで

きた伝統を維持し、名門九段の
名を汚さぬよう更なるイメージ
アップを図り、後輩に繋いでい
かなければならない義務がある
わけです。そのためにも同窓会
としては、学校とは当然のこ
と、ＰＴＡとも意志の疎通を図
り、“行政にもの申す”役割を果
たさなければならないと思って
おります。

また、大変な時期に会長を務
めていただいた鈴木前会長、田
久保前副会長および内田前理事
長をはじめとする前理事の皆さ
ん方、お役目ご苦労様でした。
改めて感謝の意を表する次第で
す。最後になりましたが、我々
の母校九段のますますの発展
と皆様方のご健勝を祈念申し上
げ、ごあいさつといたします。

 ◇
髙野新会長は昭和８年 11 月生

まれ。21 年４月に都立九段高校併
設中学校に入学、33 年成蹊大学を
卒業されて中堅商社「金商」に入
社、ドイツのデュッセルドルフ支
店長、常務取締役などを歴任され、
96 年（株）オーテック社長に就任、
今年６月に取締役相談役に退かれ
ました。九段時代は厚生科学部に
所属。趣味は古社寺歴訪とゴルフ
とのことです。

名門九段の伝統を次の世代へ
行政にもの申す役割を果たす

菊友会の髙野新会長あいさつ

準備も楽しかった同期会
高 29 回生の卒業 25 周年

去る３月８日（土）、高校
29 回の卒業 25 周年を記念し
た同期会を開催致しました。

一次会は 15 時から霞ヶ関三
井クラブで行われました。参加
者数は、同窓生 126 名、先生
方 11 名に加え、菊友会からも
２名の方が来賓として出席して
下さいました。

一部の友人を除き、ほとんど
の参加者同士は卒業以来 25 年
ぶりの再会だったようですが、
卒業写真から作った写真入りの
名札を胸に、懐かしい学校生活
や当時の自分を思い出すのに時
間は必要なかったようです。先
生方からのお話、全員揃っての
記念写真、校歌や至大荘歌の斉
唱など、時間はあっという間に
過ぎ、会場に用意した食事に手
をつける時間も惜しんで会話に
花を咲かせた一次会でした。

18 時 か ら 行 わ れ た 二 次 会
は、銀座のワインバーを貸し切
っての開催でした。先生方も含
め、予想を大幅に上回る 106
名の方が店を埋め尽くし、積も
る話が尽きない 40 代の若者た
ちで、会場は最後まで異様な賑
やかさに包まれておりました。

８クラスあった同期全員での
会合を準備することは、決して
容易ではありません。有志によ
る準備委員会では、名簿の精

査、参加人数の予想、会場との
交渉など、毎月開かれる会合に
加え、延べ 1000 通を超えるメ
ールのやり取りで準備を進めて
きました。ただ、準備委員会が
ミニ同期会のような雰囲気でし
たので、準備そのものを楽しむ
ことができたというのが正直な
感想です。　（高 29・町田聡）

横浜で昼食会
★中９回Ｂ組

４月７日、大智、佐久間、下
元、高畠、富永、永原、中村、
熱海から増田、田無から村井の
９名が集まり、横浜市みなとみ
らい・ランドマークプラザの

「菊朋会」58 人で懇親会
★中 22・高３同期会

平成 14 年 11 月７日、「菊
朋会」第 14 回例会が、九段会
館で開催された。この会にいつ
も出席されていた望月重男・鈴
木一雄先生が逝去されたため、
先生の出席は斉藤昉先生お一人

となったが、同期生 58 人が参
集して盛会だった。午後５時、
懇親会に先立って、会友の元
宮内庁勤務の林左馬衛君による
「昭和天皇と私の履歴書」とい
う講演が行われた。懇親会は６
時に始まり、８時頃全員で校歌
斉唱、来年の再会を約して散会
した。　　（高３・横本昌久）

昨年春、母校の移譲問題が顕
在化しましたが、行政的にはす
でに決定しており、菊友会を預
かる私にとっては極めて残念な
気持ちでした。この問題を機会
に菊友会の理事、評議員、九段
高校の校長や教職員、ＰＴＡの
皆さんが母校を見つめ、真剣に
審議していただいたことは今後
の大きな力になると確信してい
ます。

平成 18 年の開校に向けてい
よいよ第２フェーズに入ります
が、都に対しては移譲の責任を
痛感し、力強い支援をお願いし
たい。千代田区に対しては立派
な学校を作るという公約を果た
していただくよう要望したい。
市立一中の建学の精神と伝統を
新しい学校に継承させようでは
ありませんか。

菊友会の新しい布陣が評議員

教科・職 氏 名 転 出 校 教科・職 氏 名 前 任 校
社・公民
数　学
数　学
保　体
社・地理
数　学
英　語
理・化学
理・化学
理・地学

山川　輝雄
近江　慎二
丹羽　裕
小林　利浩
岩崎　康之
伊藤　定
望月芙佐子
矢瀧　順一
岡本　賢一
藤岡　恒久

都・羽村
都・八丈
都・西
都・大崎
都・大崎
都向島商業
定年退職
定年退職
退職
都・井草

社・公民
数　学
数　学
保　体
社・地理
数　学
英　語
英　語
養　護

渡邊　純規
坂下　栄治
森田　吉広
岡村　武志
森　晋一郎
久保田　聡
望月芙佐子
浅川　尚子
武鎗　孝子

都・玉川
都王子工業
都・港工業
新規採用
都田園調布
都・鎌田
再任用
都第五商業
都・光丘

事務長

主　事
司　書
国　語

湯田　省三

宇野　雄大
山城　水緒
山城　水緒

園芸高校
（再任用）
都・小山台
再採用退職
つばさ総合

事務長
次　席
主　任
図書館
一般技能

岡田　　啓
大谷絵理子
寺島　　淳
久道　上子
鈴木　美保

都・小松川
都・赤坂
建設局
足立区立千寿常東小
都第三商業

平成 15 年度　教職員異動一覧

中 1	 ～	 高 50 回	 ￥3,000
高 51	～	 高 55 回	 ￥1,000

建学の精神と伝統を活かそう　鈴木会長あいさつ

優勝は角野さん★菊友会ゴルフ大会

第 36 回菊友会ゴルフ大会が３月 27 日（木）、
名門多摩カントリークラブで開催された。

中９回卒 85 歳の大智先輩を筆頭に、一中卒５
名、高 31 回卒 43 歳までの幅広いメンバー 33 名
が、春の嵐、強風の中、九段魂を発揮され、和気
藹々の中、楽しくプレーを終了した。上位の成績
は以下の通り。（幹事代表　高４・鍛冶利秀）

優勝 角野士朗（高 31） G96 H25.6 N70.4
２位 上楽博司（高４） G87 H11.2 N75.8
３位 髙野光正（高４） G107 H30.4 N76.6

先輩は強かった★高８・高９対抗ゴルフ

５月 22 日、取手国際ゴルフ場に 12 人の高８
生、11 人の高９生が集まった。優勝は高８の河
上さん（Ｎ 68）、２位は高９の曽根さん（Ｎ
68）、３位は女性で高８の渡辺さん（Ｎ 70）。
学年対抗はネット合計で争い、高８が先輩の意
地を見せた。スタートから最後のパーティーま
で楽しい一日を過ごした。次回は 11 月 11 日
（火）、石坂ゴルフクラブで、高９の敗者復活
戦を受けてたつことになった。高８、高９のゴ
ルフ愛好者はぜひご参加を。（高８・岡本芳雄）

「美濃吉」で昼食会が開かれた。
今回は、「今後の会の運営につ
いて」活発な意見交換の後、取
りあえず来年の会合は、中村君
提案の汐留の高層ビルのレスト
ランを中心として検討を進める
ことになり、今後も魅力ある会
場選定等末永く続く工夫を、と
いう結論になった。さらにいろ
いろな話題に花が咲き、記念撮
影後、２時半に解散した。

（中９・下元進助）

働き盛りが集まって
★高 28 回４組

５月 24 日（土）に昭和 51
年卒、当時３年４組のクラス会
が開催されました。万年幹事の
牧田節子さん（旧姓高野さん）、
いつもありがとうございます。

今回集まったのは 11 名。だ
んだん少なくなってきているよ
うですが、私たちも早 40 歳台
半ば。仕事をしている人は最も
働き盛りということでしょう
か。東京近辺にいない人も多く、
中には地球の裏側にいる人も。

それでも、せっかく 11 人集ま
ったのだからと、電話番号のわか
るやつには片っ端から電話をかけ
て回ったりして．．。結構若い頃
の顔が集まったとたん、良いおじ
さんとお姉さん（．．．．．）達
なのに、高校生みたいな事をやっ
てしまいました。

（高 28・東野雅彦）

元気に傘寿の祝い
★中 13 回Ｄ組

平成 15 年度の「牛鴨会」が
４月８日、銀座の三笠会館で開
かれ、昼食を共にしながら近況
報告を中心に和やかな時を過
ごした。メンバーは 80 歳（傘
寿）になったか、間もなくなる
人々。毎年開くので常連は少し
も変わらない元気な人ばかり。
しかし、今回は 11 名。辛うじ
て１けたを免れたが、少しずつ
減少するのはさびしい限りだ。

そんな中で東京ガスの社長を
長く務めた渡辺宏さんが 20 年
ぶりに顔を見せたので、話題の
中心になっていた。

参加者は荒木、○石井、○岡
村、鍛冶、桜井、清水、杉村新、
○竹内、三浦、吉高、渡辺宏＝
○印は幹事（中 13・清水徳蔵）

喜寿迎え元気はつらつ
★中 15 回Ｃ組

中 15 回Ｃ組の「尚和会」は
卒業以来 60 年、ほとんどが喜
寿 を 迎 え ん と し、 平 成 14 年
11 月 13 日、日本橋のロイヤ
ルパークホテルで 14 名が元気
に再会しました。会の席では、
各々の近況、健康の問題、世論
の動向などの話に花が咲きまし
たが、母校の中高一貫校への移
行問題にも及びました。この問
題については総じて、良い伝統
は残しつつも、新しい時代の要
請にあった活力のある学校であ
って欲しいとのことでした。い
ろいろと話は尽きなかったが、
一同次回の再会を期して閉会と
なりました。
（中15・蒲田泰介、加賀谷彰一）

の力をお借りしながら、一丸と
なって母校のためにご尽力を賜

るようお願いします。私も精一
杯エールを送って参ります。
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すばらしかった青春		再体験をすばらしかった青春		再体験を
８月の至大荘懇親会へ参加しよう

日本のきれいな海岸 100 選に選ばれている守谷湾の海岸で“す
ばらしかった青春”をふたたび体験しませんか！

日時 8 月 23 日（土）～ 24 日（日）
 10 時 30 分より入荘可能。17 時までに入荘
受付開始 15 時 30 分より　天寮
会費 １人　￥9,000
 （小学生～高校生の同伴者は￥5,000）
 宿泊、夕食（懇親会）、朝食、バーベキューの費

用を含む。懇親会のみの参加者は￥5,000
お申し込み方法
 氏名、卒業回、住所 ､ 電話番号、参加人員を明記

し事務局まで。郵送または FAX で
〒 102-0073 千代田区九段北 1-7-3　昭栄ビル２階
  菊友会事務局　“至大荘懇親会係”
FAX　03-3263-1033

申込締切 ８月１日（金）

ゴルフコンペも開催　至大荘懇親会のプレイベントとしてゴルフ
コンペを 8 月 23 日（土）、勝浦東急 G.C. で開催します。お問
い合わせは事務局まで。詳細をご案内します。

「千代田区立中等教育学校に
関する検討委員会」が都立九段
高校の伝統継承についての報告
書を最終的にまとめた３月 18
日、菊友会の鈴木会長と髙野副
会長（当時）は石川雅己千代田
区長と懇談した。懇談には検討
委員会に参加した菊友会の中高
一貫校対策委員会のメンバー
や、九段高校の佐藤校長、国井
ＰＴＡ会長らも同席した。

鈴木会長らは「報告書には新
しい学校の開設に当たって遵守
すべき事項が明記されている。
千代田区としてもこれをしっか
り受け止めてほしい。同窓会と
してもアクティブに参加して行
く。同窓会が積極的にサポート
できる態勢を作っていただきた
い。生徒がこの学校に来て良か
ったといえる学校を作っていた
だきたい」と要望した。

これに対して石川区長は「報
告書に盛られた条件を尊重して
開設準備に当たることを明確に
する。同窓会のご意見をいただ
きながら準備を進めたい。学校

や生徒の気持ちも十分理解して
いる。期待を裏切らないよう、
一生懸命やります」と決意を表
明した。

九段中の同窓会と懇談
九段高校と九段中学両校の同

窓会同士の会談が千代田区の仲
介で４月４日実現した。菊友会
からは鈴木会長、髙野副会長ら
が出席、九段中同窓会の小坂会
長、三国ＰＴＡ会長と中高一貫
校に対する考えを話し合った。

小坂会長は「九段中学はレベ
ルが高いと自負している。これ
が中高一貫校になってどうなる
か。今の九段中学よりいい学校
になるか、不安は解けない。新
しい学校は九段高校の伝統が
引き継がれるとうたわれている
が、九段中学の伝統も残してほ
しい」と述べた。

鈴木会長は「中高一貫校にな
れば高校も中学もない。いい学
校にするために同窓会同士が話
し合って行政にどんどん注文を
つけて行きたい」と応じた。

「期待を裏切らぬ学校にします」
中高一貫校

　
石川千代田区長が表明

★高 30 回生の同期会
高校 30 回（1978 年卒）は卒

業 25 周年を記念して同期会を計
画しています。11 月８日（土）
か 29 日（土）を予定しており、
夏までには正式に決め、郵送で
連絡します。お問い合わせは次
の準備委員まで。

１組　吉田 仁▽２組　湯浅和
己、関根寛、宮崎（小川）祐子
▽３組　添野龍雄▽４組　沼田
雅美、山岸（高橋）八重子▽５
組　平野清一、山口正和▽６組
　関根（荻須）美子▽７組　大
林茂▽８組　辻岡長之、山口（河
口）江理　　（高 30・平野清一）

★高 25 回生の同期会
10 月 11 日（土）午後 4 時か

ら、如水会館で開催します。

★高 11 回生の同期会
高 11 回生の同期会を開きま

す。10 月 11 日（土）正午から、

１　検討委員会設置の経緯
東京都教育委員会では、平成 14 年 5 月 22 日に千代田区から提出

された「都立高等学校の移譲について（要望）」を受けて、都立九
段高校の千代田区への移譲についての検討を行い、6 月 27 日に東京
都教育委員会としての都立高校の移譲に関する基本的な考え方をま
とめた。さらに、この基本的な考え方を踏まえて、7 月 11 日に東
京都教育委員会と千代田区教育委員会による協議会を設置し、10 月
22 日までに６回の協議を重ね、「都立九段高校移譲のための条件」
を定めた。

10 月 24 日に開催された東京都教育委員会は、この移譲条件を妥当
なものと判断し、九段高校の千代田区への移譲を決定した。決定に際
して、「関係者の間で十分に協議して、新しい学校づくりについて共
通の認識を深める」ようにとの教育委員長の発言があり、その趣旨を
実現するため、東京都教育委員会は、東京都教育委員会、千代田区教
育委員会、九段高校及び九段高校の同窓会関係者による「千代田区立
中等教育学校に関する検討委員会」（平成 14 年 12 月 18 日設置）を
設置し、より具体的な移譲条件を検討することとなった。
検討委員会では、九段高校のＰＴＡ関係者との意見交換の場の設定
も行いながら、平成 15 年 3 月 18 日まで計５回の委員会を開催して
議論を重ね、九段高校の移譲に関する、より具体的な条件を定めた。
区立中等教育学校の設置に際して、東京都教育委員会及び千代田区
教育委員会は、平成 14 年 10 月 22 日に定めた「都立九段高校移譲
のための条件」及び、本検討委員会において定めた条件を遵守する
ものとする。
２　区立中等教育学校の学校像

新たに開校する中等教育学校では、千代田区における唯一の区立
中等教育学校として、６年間一貫した継続教育を通じて、千代田区、
ひいては東京や日本を担う人材を育成する学校づくりを目指す。
九段高校の文武両道の伝統・校風を継承し、進学実績の一層の向上
を図る。６年間の計画的・継続的なカリキュラムの下、キャリア教
育を徹底し、国際理解教育・大学との連携等、独自性を持った教育

を実践する。
さらに、区民以外からも生徒を受け入れることにより、全都から

の入学を可能とし、「活力ある生徒」という九段高校の生徒像を維
持する。このため入学者については、千代田区民と区民以外の都民
の比率は１：１を目途として生徒募集を行う。
３　検討委員会における検討の経緯		（略）
４　検討委員会において定めた移譲条件

検討委員会は、10 月 22 日に定めた「都立九段高校移譲のための
条件」に加えて、より具体的な条件を以下のように定めた。
(1) 学校設置に向けての準備体制の整備　

① 千代田区は、平成 15 年度中に、学校運営の基本的な事項を検
討する「学校評議会（仮称）」を設置する。「学校評議会」は、
学識経験者、地域・企業関係者、同窓会の代表等を委員として構
成する。

② 平成 15 年度に、東京都教育委員会、九段高校、千代田区教育
委員会及び九段中学校による「基本計画検討委員会（仮称）」を
設置する。「基本計画検討委員会」の事務局は千代田区教育委員
会とする。

③「基本計画検討委員会」は「学校評議会」の意向を踏まえ、九
段高校の伝統・校風の継承・発展の方法、教育課程の基本的な考
え方等について検討を行う。検討結果については、「学校評議
会」に報告を行う。

④「基本計画検討委員会」で検討された事項について、平成 17 年
度までに、千代田区教育委員会に設置される開設準備担当の部署
による開校準備を通じて、具体化する。

(2) 九段高校の伝統・校風の継承・発展
① 至大荘行事など伝統的学校行事について

ア　至大荘行事など伝統的な学校行事は継承していく。具体的な
継承方法などは、「基本計画検討委員会」において検討する。

イ　「行事歌」等は継承する。
②「校歌」「校旗」「校章」について

ア　「校歌」については、九段高校の校歌を継承する。
イ　「校旗」「校章」については、九段高校のものをベースとし、

細部のデザイン等については、中等教育学校の趣旨を踏まえ
て、「基本計画検討委員会」において検討する。

③  同窓会の連続性について
都立九段高校と区立中等教育学校の同窓会はつなげていく。九

段中学校の同窓会との融合等については、それぞれの同窓会の間
で協議していく。

(3) 進学実績
区立中等教育学校は、「都立九段高校移譲のための条件」に定め

る　キャリア教育や進学指導の充実等を通して、進学校としての伝
統をもつ九段高校の、更なる進学実績の向上を図る。
(4) 入学者選考

① 「区民１：区民外１」の割合は生徒募集時に明記する。
② 区立小学校で区域外就学している児童は、区立中等教育学校の

入学者選考の際には区民外の枠として取り扱う。
(5) 学校間の接続

① 区立中等教育学校の開校は平成 18 年度とする。　
② 平成 18 年度開校時には、前年度九段中学校の１・２年に在籍

した生徒を区立中等教育学校の２・３年に編入させることとす
る。編入により、九段高校の３学年と中等教育学校前期課程の３
学年が併存することになり、主に以下のような利点が生じる。

ア　至大荘行事など伝統的な学校行事の継承を、より確実に図る

ことができる。
イ　中等教育学校の利点の一つである異年齢集団による活動が、

開校初年度から可能になる。
③ 九段高校は平成 18 年度まで募集を行い、平成 19 年度に募集を

停止するため、18 年４月入学者が最終学年となる。なお、九段
高校の伝統の継承に必要な九段高校と九段中学校の学校交流な
どについても、「基本計画検討委員会」において検討する。

(6) 九段中学校との関係
区立中等教育学校は九段高校を母体とし、前期課程については、

九段中学校の教育実績に配慮する。
(7) 人事上の対応

① 東京都教育委員会は、区立中等教育学校のために人事上必要な
支援に努める。

② 区立中等教育学校の人事管理は千代田区教育委員会が所管する
が、採用事務・人事異動・研修等の人事上の具体的な事項につい
ては、引き続き東京都教育委員会と千代田区教育委員会において
検討する。

(8) 東京都立中高一貫教育校との連携
① 平成 15 年度に、東京都立の中高一貫教育校の連絡調整等を図

るための協議会を設置し、九段高校及び区立中等教育学校開設準
備担当はこれに参加する。

② 区立中等教育学校の入学者選考については、都立中高一貫教育
校と同様のＰＲに努める。

(9) 財産移管
九段高校の土地・建物の移管時期については、平成 18 年度の区

立中等教育学校の開校時にあわせるものとする。なお、財産移管後
の施設利用について、両校の教育活動に支障が生じないよう配慮す
る。
(10) その他

区立中等教育学校の部活動の都レベルの大会参加等については、
他の都立高校と同様に取り扱う。

千代田区立中等教育学校に関する検討委員会報告書
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千代田区立中等学校評議会のメンバー

６月 10 日発足した千代田区の「中等教育学校評議
会」の委員は次の通り。

青木繁（ＮＨＫ番組制作局チーフプロデューサー）

市川正（元都教育長）
栗岩英雄（前千代田区教育委員長） 
小坂紀一郎（九段中学校同窓会会長）
髙野光正（九段高校同窓会会長） 
ピーター・バラカン（ブロードキャスター）

三沢直子（明大教授）
宮台真司（都立大助教授）
森谷一彦（帝国ホテル人事部長）
山崎恵美（公文教育研究会グループ広報室・課長）

八重洲富士屋ホテルです。ご参加
をお待ちします。（高 11・奥山譲）

★高９回生の同期会
お元気ですか。九段を卒業して、

４６年が経ちます。
今年の同期会は 10 月 18 日（土）

東京會舘での菊友会大会と兼ねて
開くことにしました。同期のメン
バーがたくさん参加して、当時の
思い出を語ろうではありませんか。

（高９回生幹事代表　羽鳥徹郎）

★高７回生の集い
ことしも次のような集いを計画

しています。お誘い合わせてご参
加ください。

10 月 23 日　７９ゴルフ会
11 月 20 日　赤坂の「ギャラリ

ー嶋」で三木会（７回生の歓談会）
12 月　忘年会を兼ねて１泊旅行

　　　　　（高 7・宮島徹）

★九段如水会へどうぞ
九段如水会は九段高校（市立一

中）から一橋大学（東京商科大学）
を卒業した人々の会です。昭和 59
年に初めて開催され、昨年も７月
に東京・神田一橋の如水会館で開
催しました。昼間を利用していま
すが、現役で活躍中の方々のため
に、夕方からの開会も検討してい
ます。お問い合わせは電話　045-
901-6183 へ。

（中 15・高野均治）
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新年度です！

平成 15 年度維持会費の納入を
菊友会の運営は会員の方々からの維持会費で運営されていま

す。納入状況が最近悪化しています。今までつい忘れていた方
も、“まずは本年分から納付して下さい。”

菊友会の維持会費

１、郵便振替
同封の納付書に住所、氏名、電話番号、卒業回、個人コード

（会報の封筒の宛名シールに記載されている番号）を明記の
上、お近くの郵便局からお振込みください。なお、高 51 回以
降の方は会費減額期間ですので、納付書の金額を￥1,000 に訂
正の上、訂正印を押してお振込みください。振り込み料は無料
です。

２、銀行振込
指定の菊友会口座に氏名、電話番号、個人コード番号を明記

してお近くの銀行からお振込み下さい。
東京三菱銀行神保町支店 店番号 0 1 3
普通口座　0 6 9 1 5 5 1  口座名義 菊友会

４月８日に開催された理事会
で菊友会会長に推挙され、先ほ
どの評議員会で、ご賛同を得
て、このたび鈴木前会長の後の
会長をお引き受けすることにな
りました。

３年半前に前田元会長の急逝
に伴って突然の指名で副会長
に就任しました。会長、副会
長は「お飾りで良いんだ」との
ことで気楽に引き受けた次第で
すが、“さにあらんや”。昨年の
３月に予想だにしなかった出来
事、つまり我々の母校九段高校
が東京都から千代田区に移譲さ
れ、しかも「中高一貫校」にな
るとの情報を新聞で初めて知
り、同窓会として早速、行動を
起こし、昨年のこの評議員会で
「要望書」を決議し、東京都教
育委員会に提出しました。

その後、鈴木前会長が中心と
なって理事の皆さんとともに
「都教委」の真意を聴取し、主
義主張は守りつつ現実に即した
対応をした方が得策との判断か
ら 10 月に「意見書」を提出、
都教委、区教委と対話を続けて
きましたが、本年３月に「移譲」
の枠組みが決定されました。

かかる過程を経て昨年 11 月
に立ち上げた「対策委員会」

の委員長とし
て行政と交渉
してきた私が
会長に就任し
た方が今後の
ためにもよい
のではないか
との要請があ
り、同窓会の
ためにも、母
校 の た め に
も、将来の学校像のためにも、
非力ではありますが、お役に立
てればと思いお引き受けするこ
とにいたしました。

副会長には高５回の片岡さ
ん、７回の宮島さん、９回の俣
木さん、新理事長には９回の尾
羽澤さんをはじめ有能な理事の
方々とご一緒させていただきま
すので、たいへん心強く思って
おります。

学校では教職員、生徒、ＰＴ
Ａの皆さんに、九段の伝統を維
持し学校を発展させるご協力を
願っているわけですが、私ども

菊友会も当然
の事ながら戦
前、戦後を通
じ九段の伝統
を継承するた
めに尽力して
きているわけ
です。

学校改革に
伴う千代田区
への移譲、中

高一貫校に対しては、賛否両論
あるのは当然ですが、同窓会と
しては当面、現実に即した対応
をしようという苦渋の選択をし
た経緯はご承知の通りです。千
代田区教育委員会は６月には新
しい学校創りの「評議会」と
「準備委員会」を立ち上げ、評
議会には同窓会から、準備委員
会には学校から委員が出る構想
とのことです。

移譲条件は九段高校の伝統・
校風の継承・発展および進学実
績の維持・発展が基本になって
いる以上、私どもは受け継いで

きた伝統を維持し、名門九段の
名を汚さぬよう更なるイメージ
アップを図り、後輩に繋いでい
かなければならない義務がある
わけです。そのためにも同窓会
としては、学校とは当然のこ
と、ＰＴＡとも意志の疎通を図
り、“行政にもの申す”役割を果
たさなければならないと思って
おります。

また、大変な時期に会長を務
めていただいた鈴木前会長、田
久保前副会長および内田前理事
長をはじめとする前理事の皆さ
ん方、お役目ご苦労様でした。
改めて感謝の意を表する次第で
す。最後になりましたが、我々
の母校九段のますますの発展
と皆様方のご健勝を祈念申し上
げ、ごあいさつといたします。

 ◇
髙野新会長は昭和８年 11 月生

まれ。21 年４月に都立九段高校併
設中学校に入学、33 年成蹊大学を
卒業されて中堅商社「金商」に入
社、ドイツのデュッセルドルフ支
店長、常務取締役などを歴任され、
96 年（株）オーテック社長に就任、
今年６月に取締役相談役に退かれ
ました。九段時代は厚生科学部に
所属。趣味は古社寺歴訪とゴルフ
とのことです。

名門九段の伝統を次の世代へ
行政にもの申す役割を果たす

菊友会の髙野新会長あいさつ

準備も楽しかった同期会
高 29 回生の卒業 25 周年

去る３月８日（土）、高校
29 回の卒業 25 周年を記念し
た同期会を開催致しました。

一次会は 15 時から霞ヶ関三
井クラブで行われました。参加
者数は、同窓生 126 名、先生
方 11 名に加え、菊友会からも
２名の方が来賓として出席して
下さいました。

一部の友人を除き、ほとんど
の参加者同士は卒業以来 25 年
ぶりの再会だったようですが、
卒業写真から作った写真入りの
名札を胸に、懐かしい学校生活
や当時の自分を思い出すのに時
間は必要なかったようです。先
生方からのお話、全員揃っての
記念写真、校歌や至大荘歌の斉
唱など、時間はあっという間に
過ぎ、会場に用意した食事に手
をつける時間も惜しんで会話に
花を咲かせた一次会でした。

18 時 か ら 行 わ れ た 二 次 会
は、銀座のワインバーを貸し切
っての開催でした。先生方も含
め、予想を大幅に上回る 106
名の方が店を埋め尽くし、積も
る話が尽きない 40 代の若者た
ちで、会場は最後まで異様な賑
やかさに包まれておりました。

８クラスあった同期全員での
会合を準備することは、決して
容易ではありません。有志によ
る準備委員会では、名簿の精

査、参加人数の予想、会場との
交渉など、毎月開かれる会合に
加え、延べ 1000 通を超えるメ
ールのやり取りで準備を進めて
きました。ただ、準備委員会が
ミニ同期会のような雰囲気でし
たので、準備そのものを楽しむ
ことができたというのが正直な
感想です。　（高 29・町田聡）

横浜で昼食会
★中９回Ｂ組

４月７日、大智、佐久間、下
元、高畠、富永、永原、中村、
熱海から増田、田無から村井の
９名が集まり、横浜市みなとみ
らい・ランドマークプラザの

「菊朋会」58 人で懇親会
★中 22・高３同期会

平成 14 年 11 月７日、「菊
朋会」第 14 回例会が、九段会
館で開催された。この会にいつ
も出席されていた望月重男・鈴
木一雄先生が逝去されたため、
先生の出席は斉藤昉先生お一人

となったが、同期生 58 人が参
集して盛会だった。午後５時、
懇親会に先立って、会友の元
宮内庁勤務の林左馬衛君による
「昭和天皇と私の履歴書」とい
う講演が行われた。懇親会は６
時に始まり、８時頃全員で校歌
斉唱、来年の再会を約して散会
した。　　（高３・横本昌久）

昨年春、母校の移譲問題が顕
在化しましたが、行政的にはす
でに決定しており、菊友会を預
かる私にとっては極めて残念な
気持ちでした。この問題を機会
に菊友会の理事、評議員、九段
高校の校長や教職員、ＰＴＡの
皆さんが母校を見つめ、真剣に
審議していただいたことは今後
の大きな力になると確信してい
ます。

平成 18 年の開校に向けてい
よいよ第２フェーズに入ります
が、都に対しては移譲の責任を
痛感し、力強い支援をお願いし
たい。千代田区に対しては立派
な学校を作るという公約を果た
していただくよう要望したい。
市立一中の建学の精神と伝統を
新しい学校に継承させようでは
ありませんか。

菊友会の新しい布陣が評議員

教科・職 氏 名 転 出 校 教科・職 氏 名 前 任 校
社・公民
数　学
数　学
保　体
社・地理
数　学
英　語
理・化学
理・化学
理・地学

山川　輝雄
近江　慎二
丹羽　裕
小林　利浩
岩崎　康之
伊藤　定
望月芙佐子
矢瀧　順一
岡本　賢一
藤岡　恒久

都・羽村
都・八丈
都・西
都・大崎
都・大崎
都向島商業
定年退職
定年退職
退職
都・井草

社・公民
数　学
数　学
保　体
社・地理
数　学
英　語
英　語
養　護

渡邊　純規
坂下　栄治
森田　吉広
岡村　武志
森　晋一郎
久保田　聡
望月芙佐子
浅川　尚子
武鎗　孝子

都・玉川
都王子工業
都・港工業
新規採用
都田園調布
都・鎌田
再任用
都第五商業
都・光丘

事務長

主　事
司　書
国　語

湯田　省三

宇野　雄大
山城　水緒
山城　水緒

園芸高校
（再任用）
都・小山台
再採用退職
つばさ総合

事務長
次　席
主　任
図書館
一般技能

岡田　　啓
大谷絵理子
寺島　　淳
久道　上子
鈴木　美保

都・小松川
都・赤坂
建設局
足立区立千寿常東小
都第三商業

平成 15 年度　教職員異動一覧

中 1	 ～	 高 50 回	 ￥3,000
高 51	～	 高 55 回	 ￥1,000

建学の精神と伝統を活かそう　鈴木会長あいさつ

優勝は角野さん★菊友会ゴルフ大会

第 36 回菊友会ゴルフ大会が３月 27 日（木）、
名門多摩カントリークラブで開催された。

中９回卒 85 歳の大智先輩を筆頭に、一中卒５
名、高 31 回卒 43 歳までの幅広いメンバー 33 名
が、春の嵐、強風の中、九段魂を発揮され、和気
藹々の中、楽しくプレーを終了した。上位の成績
は以下の通り。（幹事代表　高４・鍛冶利秀）

優勝 角野士朗（高 31） G96 H25.6 N70.4
２位 上楽博司（高４） G87 H11.2 N75.8
３位 髙野光正（高４） G107 H30.4 N76.6

先輩は強かった★高８・高９対抗ゴルフ

５月 22 日、取手国際ゴルフ場に 12 人の高８
生、11 人の高９生が集まった。優勝は高８の河
上さん（Ｎ 68）、２位は高９の曽根さん（Ｎ
68）、３位は女性で高８の渡辺さん（Ｎ 70）。
学年対抗はネット合計で争い、高８が先輩の意
地を見せた。スタートから最後のパーティーま
で楽しい一日を過ごした。次回は 11 月 11 日
（火）、石坂ゴルフクラブで、高９の敗者復活
戦を受けてたつことになった。高８、高９のゴ
ルフ愛好者はぜひご参加を。（高８・岡本芳雄）

「美濃吉」で昼食会が開かれた。
今回は、「今後の会の運営につ
いて」活発な意見交換の後、取
りあえず来年の会合は、中村君
提案の汐留の高層ビルのレスト
ランを中心として検討を進める
ことになり、今後も魅力ある会
場選定等末永く続く工夫を、と
いう結論になった。さらにいろ
いろな話題に花が咲き、記念撮
影後、２時半に解散した。

（中９・下元進助）

働き盛りが集まって
★高 28 回４組

５月 24 日（土）に昭和 51
年卒、当時３年４組のクラス会
が開催されました。万年幹事の
牧田節子さん（旧姓高野さん）、
いつもありがとうございます。

今回集まったのは 11 名。だ
んだん少なくなってきているよ
うですが、私たちも早 40 歳台
半ば。仕事をしている人は最も
働き盛りということでしょう
か。東京近辺にいない人も多く、
中には地球の裏側にいる人も。

それでも、せっかく 11 人集ま
ったのだからと、電話番号のわか
るやつには片っ端から電話をかけ
て回ったりして．．。結構若い頃
の顔が集まったとたん、良いおじ
さんとお姉さん（．．．．．）達
なのに、高校生みたいな事をやっ
てしまいました。

（高 28・東野雅彦）

元気に傘寿の祝い
★中 13 回Ｄ組

平成 15 年度の「牛鴨会」が
４月８日、銀座の三笠会館で開
かれ、昼食を共にしながら近況
報告を中心に和やかな時を過
ごした。メンバーは 80 歳（傘
寿）になったか、間もなくなる
人々。毎年開くので常連は少し
も変わらない元気な人ばかり。
しかし、今回は 11 名。辛うじ
て１けたを免れたが、少しずつ
減少するのはさびしい限りだ。

そんな中で東京ガスの社長を
長く務めた渡辺宏さんが 20 年
ぶりに顔を見せたので、話題の
中心になっていた。

参加者は荒木、○石井、○岡
村、鍛冶、桜井、清水、杉村新、
○竹内、三浦、吉高、渡辺宏＝
○印は幹事（中 13・清水徳蔵）

喜寿迎え元気はつらつ
★中 15 回Ｃ組

中 15 回Ｃ組の「尚和会」は
卒業以来 60 年、ほとんどが喜
寿 を 迎 え ん と し、 平 成 14 年
11 月 13 日、日本橋のロイヤ
ルパークホテルで 14 名が元気
に再会しました。会の席では、
各々の近況、健康の問題、世論
の動向などの話に花が咲きまし
たが、母校の中高一貫校への移
行問題にも及びました。この問
題については総じて、良い伝統
は残しつつも、新しい時代の要
請にあった活力のある学校であ
って欲しいとのことでした。い
ろいろと話は尽きなかったが、
一同次回の再会を期して閉会と
なりました。
（中15・蒲田泰介、加賀谷彰一）

の力をお借りしながら、一丸と
なって母校のためにご尽力を賜

るようお願いします。私も精一
杯エールを送って参ります。
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高 55 回生のクラス委員
１組　大川朋世、黒島友恵
２組　木内愛子、中原信貴
３組　杉田　昇、永作祐子
４組　荻津　彩、小山優子
５組　飯吉真也、磯部真有香
６組　佐久間智也、寺沢英之
７組　加藤拓也、春原菜美

菊友会の新しい役員体制
（敬称略、太字は委員長）

平成 15 年度の菊友会評議員
会および新クラス委員歓迎会
が５月 27 日、東京・大手町の
「DAY・NITE」 に 72 人 の OB
らを集めて盛大に開催された。
14 年度の事業報告、決算報告、
新年度の事業計画とそれに伴う
予算案、新役員体制などが満場
一致で承認された。

評議員会は高橋直人理事（高
14）の軽妙な司会で始まった。
冒頭、この日をもって会長職を
去る鈴木会長が「中高一貫校に
変わろうとも、われらが九段の
良き伝統、校風は必ずや受け継
がれます」と力強くあいさつ。
続いて内田理事長が中高一貫問
題に振り回された 14 年度を振
り返り「緊急拡大役員会を含め
顧問会を３度も開いたのは初め
て」などと、事業報告を行った。
経理担当の工楽清英理事（高９）

会費収入の大幅増が課題
評議員会　新年度の予算・事業計画を承認

からは決算報告が成された。
理事会の新構成は尾羽澤新理

事長のもと、工楽氏が理事長補
佐に、岡田肇広報委員長（高
10）が兼任で副理事長に就任。
坂上宗男（高 10）、福岡煇城
（ 高 12）、 長（ お さ ） 繁 樹
（高 28）の３氏が新たに理事
として加わった。尾羽澤理事長
は 15 年度の事業計画に触れ、
事務局の移転を明らかにした。
現在の九段下のマンション一室
は、理事会も満足に開けないほ

第二部の「新クラス委員歓迎
会」は、ちょっぴり堅苦しかっ
た評議員会とはうって変って、
なごやかなふん囲気に包まれ
た。今春、九段を卒業して新た
に菊友会の仲間入りを果たした

高 55 回生のクラス委員の歓迎
会を兼ねた懇親会。「私が九段
に入学したのは昭和 21 年。あ
なた方の生まれるずっと前でし
た」。髙野新会長のユニークな
あいさつに出席したほやほやの
OB、OG ６人は一瞬キョトン、
会場がドッと沸いた。

乾杯の音頭をとったのは、ご
存じ「万年・一中生」の森大作
先輩（中 11）だ。82 歳の大先
輩は 10 代のヤング OB へ向け
て「皆さんの健康を祈念して、
カンパーイ！」。だみ声を張り
上げた。すると、橋本政雄顧問
（中 13）が「ひと言、いわせ
てくれ」と飛び入り参加し「わ
しも森先輩も、海軍にとられ、
エライ目にあわされた。戦争は
絶対にやってはいかん」。新ク
ラス委員のキョトンがいっそう
ひどくなった。

九段高校からは佐藤美穂校
長、五石秀治教頭、高 55 回の
学年主任、担任らの先生方。Ｐ
ＴＡの内田早月会長、熊坂和
江、山内正雄両副会長、前田文
江広報部長ら新役員も駆けつけ
てくれた。佐藤校長のあいさつ
に続きマイクを手にした内田会
長が、あっと驚くほのぼのエピ
ソードを披露した。前田広報部
長のお父さんはバスケットボー
ルで鳴らした故・劉志文先輩
（高７＝元理事）。そして前田
さんの娘さん、劉さんの孫にあ
たる海（かい）さんは九段の２
学年に在学している。「エー
ッ、本当」。高７に近い面々が
前田さんを囲んで、故人の思い

出話がはずんだ。
「九段一家」は、まだあっ

た。新クラス委員は一人ずつ、
自己紹介で将来の夢などを語っ
た。そのうち、55 期の評議員
に指名された永作（ながさく）
祐子さんは「我が家も九段一家
です」と秘話を明かした。永作
さんの母親・純子さん（旧姓嶋
崎、剣道部）は高26回生。父親・
永作誠一郎氏（教育大卒）が教
育実習で九段高校を訪れたのが
縁で、純子さんを見初め、後に
結婚した。仲人はあの湯野正憲
先生。祐子さんの兄・永作稔さ
ん（高 49）、叔父の嶋崎利浩
さん（高27）も九段OBという。

大正 13 年（1924）に第一東
京市立中学校として産声を上げ
たわが九段高校は、東京都立九
段中学校、東京都立九段高等学
校と名称を変え、来年は創立 80
周年を迎える。その永い歴史を
物語るように、菊友会も親、子、
兄弟、孫など世代をまたがった
巨大組織にふくれ上がった。
シャンソン歌手、土屋康子さん
（高５）の若々しいリードで「校
歌」「至大荘歌」が斉唱され、
「会」はお開きとなった。

仲人は湯野先生、母娘２代九段生

菊友会の平成 14 年度決算と 15 年度予算

ど手狭であるため、新事務局を探
していたところ、九段下駅近くに
格好の物件が見つかり、６月中に
移転することになった。

予算案については評議員から
「ここ数年、100 万円以上の赤
字が続いている。積立金が無くな
るのではないか」との厳しい指
摘もあった。「新予算では維持会
費、大会会費の大幅増を見込んで
いる。クリアできるよう全力を傾
けたい」と新理事長。各期の同期
会などの集まりへ理事が積極的に
出かけ、会費納入のお願いをする
などの方針を示した。こうして、
15 年度予算案も大きな拍手で承
認され、第一部は終了した。

　 　 　 　 　 　
　 　 　 年 度 
項目

　平成 14 年度（期間平成 14/4/1 ～ 15/3/31） 平成 15 年度

14 年度予算 14 年度実績 差額
15 年 度 予 算

( 案 )

収  
入

維持会費 8,000,000 7,924,570 △ 75,430 8,500,000
新会員入会費 1,400,000 1,380,000 △ 20,000 1,400,000
大会会費 2,000,000 1,707,000 △ 293,000 2,500,000
名簿売上金 3,000,000 2,015,500 △ 984,500 50,000
名簿売上金 新卒 2,100,000 2,102,500 2,500
名簿広告料 1,320,000 1,780,000 460,000
雑収入 100,000 60,000 △ 40,000 100,000
受取利息 0 3,923 3,923
寄付金 0 157,193 157,193

収入計 17,920,000 17,130,686 △ 789,314 12,550,000

支   
出

事
業
費

通常事業費 350,000 369,523 19,523 350,000
新規事業費 ホームページ 200,000 0 △ 200,000 200,000
大会費用 2,500,000 2,191,871 △ 308,129 2,500,000
会報作成費 1,300,000 1,067,910 △ 232,090 360,000
会報発送費 3,500,000 3,608,475 108,475 3,500,000
名簿作成費 4,340,000 2,674,313 △ 1,665,687
名簿発送費 0 654,656 654,656
名簿整備費 1,855,000 1,871,197 16,197 50,000
会議費 400,000 481,547 81,547 500,000
理事会費 200,000 159,000 △ 41,000 200,000
小計（事業費） 14,645,000 13,078,492 △ 1,566,508 7,660,000

管
理
費

事務局家賃 1,250,000 1,223,775 △ 26,225 1,550,000
電話代 80,000 101,334 21,334 80,000
通信費 100,000 110,210 10,210 200,000
水道光熱費 85,000 79,195 △ 5,805 100,000
リース代 275,000 129,875 △ 145,125 275,000
コピー代 100,000 66,642 △ 33,358 100,000
旅費交通費 30,000 22,340 △ 7,660 100,000
事務用品費 60,000 40,988 △ 19,012 50,000
消耗品費 0 9,355 9,355 10,000
パソコン関係費 500,000 329,356 △ 170,644 150,000
新聞図書費 0 800 800
小計（管理費） 2,480,000 2,113,870 △ 366,130 2,615,000
事務局人件費 2,000,000 2,538,076 538,076 2,400,000
手数料 維持会費 200,000 180,330 △ 19,670 200,000
手数料 名簿 70,000 54,270 △ 15,730 10,000
手数料 送金 30,000 24,923 △ 5,077 30,000
雑費 30,000 93,434 63,434 30,000
業務合理化費 100,000 0 △ 100,000 100,000
減価償却費 198,000 149,000 △ 49,000 100,000
小計（他） 2,628,000 3,040,033 412,033 2,870,000

そ
の
他

慶弔費 50,000 35,750 △ 14,250 50,000
予備費 800,000 0 △ 800,000 1,200,000
小計（その他） 850,000 35,750 △ 814,250 1,250,000
営業外損失 旧パソコン滅却損 0 247,000 247,000

支　出　計 20,603,000 18,515,145 △ 2,087,855 14,395,000
収　支　差　額 △ 2,683,000 △ 1,384,459 1,298,541 △ 1,845,000

ご冥福をお祈り申し上げます
前号以降にご逝去が判明された方々＝敬称略

中１ 岡枝　健一 中７ 羽田　雄吉 高６ 山崎　正之
中３ 秋庭　三郎 中 10 小山　路男 高 11 澤邊　和英
中３ 曽我部　進 中 12 戸谷　　洋 高 13 滝澤　正道
中３ 森川　正博 中 13 佐久間政義 高 18 林　紀美子
中４ 木暮　俊夫 中 13 渡邉　敏清 高 19 津田　信男
中４ 佐々木　隆 中 14 中部謙次郎 高 32 斎藤友麗乃
中５ 盛定　義安 中 14 諸富　浩輝 高 34 中邨　裕子
中６ 石田　　昇 中 18 植草　正雄 高 35 一柳　英子

関西菊友会、20 回記念大会に 43 人参加
第 20 回関西菊友会は、平成

14 年 11 月 23 日午後１時、い
つもの大阪キャッスルホテルで
43 名の老若男女が参加して開
催されました。

第１部は、例により当会北市
副会長（高 4）の司会で物故者
への黙祷に引き続き石田充治会
長（中 19）の挨拶。東京本部
から駆けつけていただいた菊友
会副会長髙野光正氏（高 4）の
挨拶は、千代田区への譲渡の真
相に言及する興味深い内容で、
時間の超過も忘れる程でした。
今回も東京本部より顧問の鍛冶
利秀氏（高 4）、百地健氏（高
5）、宮島徹氏（高 7）、竹内
良夫氏（中 13）等の諸先輩方
も参加され、記念大会に相応し

い豪華な顔ぶれとなりました。
記念講演は、永らく関西テレ

ビでプロデューサーをされてい
る富塚春樹氏（高 13）による、
「私が手がけた番組から『三橋
節子と湖の伝説』」で、ビデオ
を使って実際の映像を見ながら
苦労話や、制作秘話をも披露さ

れ、テレビの世界の一面を垣間
見たようでした。

第２部は、司会を当会幹事長
の中村正治氏（高 13）と足立
知予さん（高 14）の異色コン
ビにバトンタッチ、１番の先輩
にあたる山口博司氏（中 8）の
乾杯の発声で和やかに始まりま

した。20 回大会という事で、
歓談のなか中国美人の周琪（し
ゅうき）さんが演奏する揚琴
（ヤンチン）というピアノの原
型のような中国楽器の曲（赤と
んぼ、夜来香等）に一同聞きほ
れておりました。

新潟から毎年参加されている
松原利之氏（高 10）が、今年
も持参された日本酒もあっとい
う間に底をつき、盛り上がって
きたところで、校歌・至大荘歌
の大合唱が始まり、最後に一番
若い後輩の武川善紀君による、
万歳三唱でお開きになりまし
た。　（高 16・綿貫泰望）

第 21 回関西菊友会は 10 月
25 日（土）午後１時から、大阪
キャッスルホテルで開きます。
ご連絡は酒井美知子（高 11）
まで。電話は 072-758-0330。

星空を見ませんか
 ★一星会 70 周年総会

創部 70 年の天文部、節目の
年の一星会総会が恒例通り 4
月６日（日）、母校会議室にて
現役新会員を迎えて出席者 32
名で開催しました。

70 周年記念の活動計画２つ
を紹介します。都会の空で天の
川や 3 等星を見ることは不可
能です。「現役や若手会員に満
天の星空を」と願い、都会を離
れての観測会、交流会を今秋
10 月に 2 泊 3 日で開催する予
定です。また、一星会は 50 周
年記念誌、新ドーム・望遠鏡再
建記念誌の 2 点を刊行してい
ますが、70 周年記念誌「天文
部部室物語 ( 仮称 )」を刊行し
ます。会員のご協力をお願いし
ます。（一星会事務局）

バスケット部の良き先輩だ
った西巻良雄さん（平成 10 年
11 月 15 日永眠・享年 60 歳）、
伊藤嘉彦さん（平成 14 年２月
19 日永眠・享年 62 歳）を偲
ぶ会が、高校９回生と一球会
（バスケット部）の有志 38 名
もの参加を得て、２月 15 日、
八重洲富士屋ホテルで行われま
した。一緒にプレーをされた尾
羽澤正敏さんから、偲ぶ会開催
の経緯などの話がありました。
全員で遺影に献花、同期９回生
の三上尚志さんの献杯で偲ぶ会
が始まりました。

バックミュージックに、お二
人の愛唱歌だった、さだまさし
の「精霊流し」、フランク永井
の「おまえに」などが流れる中、

あの日、あの頃の思い出を語り
合いました。西巻さんの奥様か
らあいさつを頂き、９回生有志
代表の星野健次さんの閉会の
辞、校歌と至大荘歌を合唱し、
西巻さん、伊藤さんの冥福を祈
りました。（高 10・坂上宗男）

いつも温かく、優しかった
西巻良雄さんと伊藤嘉彦さんを偲ぶ会

男女バレーボール部の OB 会
「一排会」は４月の幹事会で新
役員を内定した。続く７月の年
次総会で、満場一致で承認さ
れ、新体制がスタートした。

ここで、九段バレー部の創生
期を振り返ってみたい。戦後間
もない昭和 21 年 10 月。当時、
中学４年（旧制）の後上光由氏
（高１）は、体育授業の排球（バ
レーボール）で湯野正憲先生か
ら声をかけられた。「なかなか
動きが良い。よし、お前が排球

部をつくれ」。この強制命令で
選手経験のない後上氏が主将と
なり、九段バレー部が復活した。

高２の竹島泰浩、平野静夫さ
んらが続き、昭和 23 年には記
念すべき第１回の夏合宿が九段
校舎で開かれる。大学バレー界
で活躍していた戦前部員の津
畑初太郎（中 14、慶大）成島
正一（中 14、立大）岡村宏氏
（中 15、東北大）ら OB がコー
チで駆けつけた。持ち込んだ米
を石油カンのかまどで炊き、お
かずはすずらん通りで仕入れた
コロッケ。「買い出しに行く元
気がないときは塩がおかずだっ
た」。竹島先輩の回顧談である。

男女共学となり、長坂（上条）
文子（高５）、酒井（宇野）佐
和（高６）さんらで女子部も創
部された。昭和 29 年の「一排
会報」創刊号には「日焼け止め
のクリームをみんなで分け合っ
た」「足がガクガク。秋葉原の
階段をカニ歩きで降りた」など、
１年生女子のかわいい合宿感想
文も寄せられている。その彼女
たちもいま、還暦を越えた。

OB 会が誕生したのは昭和 20
年代後半。初代会長は草創期の
１号部員、窪徳忠氏（中３、東
大名誉教授など歴任）が就い
た。ただ、自然発生的に OB、
現役が集い、記念すべき夏合宿
を行った昭和 23 年を設立元年
としている。平成 10 年には設

立 50 周年イベントを開催、記
念誌「一排会の半世紀」を出版
した。

本年の総会は、昼間は母校体
育館で現役―OB の練習試合、
夜は九段会館に場所を移して
懇親パーティーが開かれた。
堀田健二新会長（高 18）から
現役に恒例の合宿賛助金が贈ら
れた。新役員は 30、40 代が中
心で若さが売り物。会員数も
700 人の大台に迫っている。
（高 14・佐々木紘一＝前会長）

平成 15 年の主な役員　▽会
長：堀田健二（高 18）▽副会長：
久須美雅昭（高 22）、黒瀬康
司（高 24）、八幡くみ子（高
26）、田家信也（高 28）▽会
計監査：佐々木和夫（高 17）

半世紀超えた復活バレー部「一排会」の新役員内定

会長 髙野　光正 高４
副会長 片岡　和子 高５

宮島　　徹 高７
俣木　盾夫 高９

監事 池永　嘉友 高６
井深　泰夫 高７

理事長 尾羽澤正敏 高９
理事長補佐 工楽　清英 高９
副理事長 岡田　　肇 高 10
経理 松田　史朗 高 10
総務企画 坂上　宗男 高 10

山崎　　雄 高 10
若松　礼子 高 10
高橋　直人 高 14
岡川　栄司 高 14

広報 岡田　　肇 高 10
沢田　知子 高 10
林　　昤子 高 10
福岡　煇城 高 12
佐々木紘一 高 14
長　　繁樹 高 28

名簿 大西　正孝 高 10
谷　　政子 高 11
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平成 15 年 7 月 1 日

菊友会の平成 15 年度評議員
会が５月 27 日、東京大手町の
「DAY･NITE」で開かれ、任期
満了で退任する鈴木謙一会長
（中 21）の後任として、理事
会が推挙した髙野光正副会長
（高４）を、副会長には片岡和
子氏（高５）、宮島徹氏（高
７）、俣木盾夫氏（高９）の３
氏を満場一致で選出した。片岡
氏は再任。会長と副会長の任期
は３年。評議員会では池永嘉友
（高６）、井深泰夫（高７）の
両監事も再選されたほか、新任
の３人を含む 16 人の理事が選
出され、菊友会の新体制がスタ
ートした。

同じく任期満了で退任する内
田栄一理事長（高８）の後任と
しては、理事会で互選の結果、

尾羽澤正敏副理事長（高９）が
選ばれた。鈴木、内田両氏と、

副会長を退任された田久保忠衛
氏（高３）、理事を退任された
勝俣友子氏（高８）は新たに菊
友会の顧問に就任された。

髙 野 氏 は 第 18 代 目 の 会 長
で、最近まで都立九段高校の千
代田区への移譲問題に対応する
ために菊友会内に設置された
「中高一貫校対策委員会」の委
員長として、菊友会と東京都教
育委員会や千代田区との交渉を
リードされてきた。千代田区立
中等教育学校は平成 18 年開校
に向けてこれから具体的な準備
が始まり、菊友会としても学校
作りに同窓会の意見を反映させ
る方針だが、髙野新会長はこ
の問題が表面化して以来、鈴
木前会長とともに関係者との
話し合いや意見調整に奔走さ
れており、この時期の同窓会
代表として最適任といえる。 
（２面に評議員会関係の記事、
３面に新会長のあいさつなどを
掲載しました）

新会長に髙野氏（高４）
菊友会評議員会で選出

新理事長には尾羽澤氏（高９）

握手で会長職を引き継ぐ鈴木謙一前会長（右）と髙野光正新会長　

平成 18 年春に開校する千代
田区立中等教育学校に、母体校
となる都立九段高校の伝統をど
のように引き継いで行くか、
具体的な内容が固まった。昨
年 10 月の千代田区への移譲決
定以来、都教委、千代田区、九
段高校、菊友会の４者が委員会
を設けて検討を続けていたもの
で、５回の協議を経てまとま
り、３月 27 日の都教育委員会
で報告された。

主な内容は①母体校は九段高
校とし、中等学校の前半部分は
九段中学校の実績に配慮する、
②校歌は九段高校の校歌を継承
し、校旗、校章は九段高校のも
のをベースに中等教育学校の趣
旨を踏まえたデザインを工夫す
る、③伝統的行事は存続し、行

事歌も残す、④平成 18 年度の
開校時には、前年度九段中学校
の１、２年生を区立中等教育学
校の２、３年生に編入させる、
⑤九段高校は 18 年度まで募集
を行い、19 年度は募集を停止
する－など。

都教委の移譲決定に当たって
教育委員長から「関係者の間で
十分に協議して、新しい学校づ
くりについて共通の認識を深め
るように」との発言があり、こ
の趣旨を実現するため、都教委
は「千代田区立中等教育学校に
関する検討委員会」を設置し、
より具体的な移譲条件を検討す
ることになった。

菊友会は九段高校の千代田区
への移譲問題が表面化して以
来、要望書や意見書の形で、あ

るいは公式非公式の場で、九段
高校の都立としての存続を訴え
てきたが、母校を巻き込む千代
田区立の中高一貫校開設の動き
が進む現実には重大な関心を払
わざるを得ないとして、菊友会
に「中高一貫校対策委員会」を
設置、委員５人が検討委員会に
参加した。

検討委員会は昨年 12 月 18
日の初会合から３月 18 日まで
計５回の委員会を開き、九段高
校のＰＴＡ関係者とも意見を交
換しながら議論を重ね、都教委
決定ではあいまいな部分もあっ
た移譲条件をより具体的に定
め、報告書の形でまとめて３月
27 日の都教育委員会に提出さ
れた。

菊友会としては伝統継承の枠

九段高校の校歌・校章を継承
母 校の伝統維持の枠組み固まる千代田区立

中等教育校

組みは出来上がったと判断し、
今後は千代田区立中等教育学校
の具体的な開設準備や、開校後
の実績を見守って行く方針だ。 
 （４・５面に関係記事を掲載
しました）
開設準備始まる

千代田区立中等教育学校の開
設準備がスタートした。学校運
営の基本的事項を検討する「学
校評議会」が６月 10 日初会合
を開き、正式に発足した。この
評議会は、学識経験者、地域・
企業の代表ら 10 人で構成さ
れ、会長には元都教育長の市川
正氏が互選された。菊友会の髙
野新会長も委員として参加され
る。

続いて「基本計画検討委員
会」も７月中に発足する。学校
評議会の意向を踏まえて九段高
校の伝統・校風の継承・発展の
方法、教育課程の基本的考え方
について検討を行うもので、九
段高校の横尾浩一元校長も参加
が予定されている。

第一東京市立中学校＝東京都立九段中学校＝東京都立九段高等
学校の同窓会、菊友会の年に一度の大会が今年も秋に開かれます。

大正、昭和、平成の時代を生き抜いて来ている、幅広い世代の
同窓生が一堂に集まり、なごやかに一時を過ごす場です。

本年度も集まる場所、料理も皆様に好評の東京・丸の内の東京
會舘で開催いたします。

プレイベントでは、豆の研究で知られる高４回の吉田よし子さ
んの「野菜物語」と題する興味深いお話があります。吉田さんは
東大農学部卒。農林省農業技術研究所、フィリピンの国際稲研究
所に勤務され、相模女子大、山脇短大などの講師を歴任。平成
13 年には大同生命地域研究特別賞を受けられました。現在は「吉
田昌一記念基金」の事務局を担当されています。「野菜物語」（Ｔ
ＯＴＯ出版）、「マメな豆の話」（平凡社新書）など多数の著書
があります。

１０月１８日（土）菊友会大会　皆で集まろう

最近の集まり方としては、クラブの同窓会の場、クラス会、同
期の集まりの場。皆さんで連絡を取り合っているようです。会場
の中にテーブルフラッグも用意いたします。

皆様でお誘い合っておいでください。
飛び入りの参加も大歓迎ですが、テーブル着席のパーティーの

ため早めにご出席のご連絡を。同封の申し込みハガキに必要事項
を明記の上、５０円切手を貼って事務局に郵送願います。なお、
ファクス、メールでも受け付けます。

平成 15年度　菊友会大会平成 15年度　菊友会大会
日時：10月 18日（土曜日）

プレイベント	 17:00
懇親パーティー	 18:15

会場：東京會舘９階ローズルーム
会費：	中 1	 ～	高 50	 ￥9,000
	 高 51	～	高 55	 ￥3,000
申し込み締め切り：９月 18日

2003 年版「菊友会名簿」
早めにお申し込みを

新しい菊友会名簿が完成、頒
布を開始しました。中 1 回か
らこの春卒業した高 55 回まで
の会員を収録しました。編纂に
あたって、調査カード記入、不
明者探索、広告掲載などご協力
いただいた数多くの方々に感謝
いたします。早めのご購入のほ
ど、会員の皆様のお申し込みを
お待ちしています。なお会員以
外のお申し込みは固くお断り致
します。
名簿の購入申し込み方法　郵便
局備え付けの振替用紙に、口座
番号：東京 00120-7-167292、
加入者名：菊友会名簿委員会 ,
通信欄に名簿購入と記入して、
最寄りの郵便局からご送金下さ
い。

菊友会の事務局　移転しました
菊友会の事務局が６月下旬から移転しました。新しい住所は
　〒 102-0073
　東京都千代田区九段北１－７－３　昭栄ビル２階
です。電話や FAX の番号はこれまでと同じですが、メールアド

レスは下記のように変更しました。

○……中３回卒の大先輩、芦
澤俊一さんから今年１月、鈴木
会長にお手紙が届きました。九
段高校が千代田区立の中高一貫
校になるという記事を読まれ
「成田初代校長のことが思い出
されます」と、感想が綴られて
います。要旨をご紹介します。
「成田校長の夢は７年制高等学
校の実現でした。当時、官立や
私立の７年制高校はありました
が、市立でも開設を可能にする
ための法改正は実現せず、成田
構想は夢に終わりました。80
年を経てその夢が姿を変えて
実現するのかと受け止めていま
す」。 

◆  理 事 会 便 り 理 事 会 便 り ◆

 ････････ 12 月 ････････
＊千代田区立中等教育学校検討委

員会の経過説明。
＊名簿作成の状況は広告出稿量が

予定より４分の１不足。
 ････････ １月 ･････････

＊ 平成 15 年度のスケジュールを
一 部 確 認。 評 議 員 会 ５ 月 27 日
（火）、菊友大会10月18日（土）。

＊内田理事長は３年の任期満了に
つき３月での退任を表明。

＊中等教育学校検討委員会の第１
回会議が 12 月 18 日に開催され、
菊友会から５名参加と報告。

＊名簿委員会より広告も予定数に
達し、広告収入と購入申し込みの
金額で製作費用をほぼ補えると
の報告。

 ････････ ２月 ･････････
＊内田理事長から新理事長に尾羽

澤副理事長を推薦され、出席理
事の賛成多数で選出された。

＊菊友会ホームページの新担当と
して高 28 回の長（おさ）繁樹氏
が就任。

＊平成 15 年度の新事業計画 ､ 新予
算に関しては各委員会より案を
３月 11 日までに作成し４月理事
会で決定、５月の評議員会で承
認する予定。

 ････････ ３月 ･････････
＊顧問会を４月３日に開催するこ

とを理事会として決定。議題①
千代田区立中等教育学校の経過
説明、②役員改選人事について。

＊高 29 回の卒業 25 周年同期会に
菊友会から尾羽澤副理事長、若
松理事が祝い金５万円を持って
出席、会場で維持会費納入も訴
え 10 数名より集金した。

＊経理委員会より平成 15 年度予算
原案の説明があり、維持会費収
入が 800 万円の計画に対して 14
年度の３月時点の収入が 741 万
円なので今後の増収が訴えられ
た。

＊新卒業生に配布する『ザ・九段』
の在庫がなくなり、菊友会とし
て同様の内容で新しく制作する
か理事会で検討することになっ
た。

 ････････ ４月 ･････････
＊新会長は現副会長の髙野氏が今

後の千代田区立中等教育学校の
開校に向けた活動等を考慮する

と適任と考え、評議員会に推挙
したいと内田理事長から提案が
あり、出席理事全員が賛成。

＊副会長人事に関しては髙野新会
長の意向を参考にして、５月理
事会で決めることとした。

＊中等教育学校検討委員会の報告
書が報告された。

＊九段高卒業式（３月 13 日）に鈴
木会長、尾羽澤副理事長 ､ 澤田
理事の３名が出席。

＊九段高入学式（４月８日）に尾
羽澤副理事長、若松理事、澤田
理事の３名が出席。

＊維持会費に関しては各学年で
100 名は会費を納めるように理
事全員が努力することを確認。

＊経理委員会から 15 年度の予算案
説明で、『ザ・九段』の制作費
は予備費として 120 万円計上、
ホームページ更新費増額の報告。

 ････････ ５月 ･････････
＊新年度よりの菊友会副会長には

現副会長の片岡氏（高５）、新
任には宮島氏（高７）、俣木氏
（高９）の３名を理事会として
推挙することを決定、評議員会
の承認を受ける。

＊平成 14 年度の会計報告を池永、
井深、両監事の監査承認を受け
た。

＊平成 15 年度の予算案の説明が経
理委員会よりあり、出席理事全
員が賛成、評議員会で承認を受
ける。

＊法人九段定例総会（５月 24 日）
に菊友会より鍛冶顧問、尾羽澤
副理事長が出席する。

＊九段高校ＰＴＡ歓送迎会（５月
24 日）に菊友会から、尾羽澤副
理事長、高橋理事が出席。

＊菊友会事務局は狭さ、費用効率
を考え、現事務所の契約更新は
せず、移転することを決定。

＊事務局に菊友会会員の住所、電
話等の問い合わせがあった時に、
即答しないことを申し合わせ。
プライバシーに対する配慮から
慎重に対応することになった。

編 集 後 記

ホームページアドレス http://www.kudan-net.com
メールアドレス kikuyukai@kudan-net.com

賞賞 品スポンサー大募集品スポンサー大募集

よろしく 新事務局員です

菊友会事務局の事務作業
を担当していた木実谷明子
さんが６月から佐藤美佐保
さんに交代しました。平山
光世さんと２人体制です。

佐藤さんは九段高の 29 回
卒。よろしくお願いします。


