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岡田肇会長（高10）・赤司久雄理事長（高
15）の新体制による初の菊友会大会は、例
年の通り東京會舘9 階ローズルームで、10
月17 日（土）開催されました。司会は、これ
も新任の岩城悦子総務企画委員長（高19）。

本年3 月には千代田区立九段中等教育学
校第１回目の卒業生が菊友会の会員に加わ
ります。壇上には、菊のマークの中に「九段」
と記された中等教育学校の校章が加わった
真新しい菊友会旗が飾られました。

菊友会ではこんな準備も着々と進められ
ています。菊友会報も前号（83号）からこの
1ページ目の最上部に4 つ目の校名が書き
加えられたのにお気づきになった会員も多
くいらっしゃると思います。

懇親会は歴代会長を代表して橋本政雄・

12代会長（中13）の乾杯の音頭で
始まりました。参加の皆さんは、卒
業年毎にまとまったテーブルで同
期・近い代の先輩後輩と、また、年
代を超えてクラブの仲間と歓談を
楽しみました。

今回の大会は、特にクラブ関係
の結束を強化する場を提供したい
との思いから、クラブ席を設けま
した。参加クラブは、壇上で挨拶や
結束のアピール等を行いました。

登壇したのは、下記の５クラブ。それに、
飛び入りで、一排会バレー部（5人）・九演
会演劇部（5人）でした。

次回はさらに参加者を増やしたいと思い
ます。仲間と誘い合わせて、ぜひご参加くだ

さい。⇒次ページにも関連記事があります

平成 22 年度  菊友会大会
10 月 30 日（土）：東京會舘
詳細のお知らせは次号になります

硬式庭球部（九悠会）18 人
団結をモットーに会員259 名、年に一度、

総会・テニス大会・会報発行等を行い、更に
今年からは現役部員との交流を深めたい
と、山崎武正会長（高13）より会の紹介。続
いて福田隆さん（高31）の発声で、九段高フ
ァイト！のエールの斉唱。

水泳部（一游会）11 人
会員550 名、年に一度総会・現役との交流

戦を行っている。北京オリンピック候補選手
になった菅谷真理子さん（高56）等若い世代
に強い選手が続々出ている。

中等学校に同名のクラブが無く、新設を
呼びかけている厚生科学部 10 人。

硬式野球部９人
菊友会大会の声掛けをきっかけに、今後

OB 達が集まろうとの機運が出来てきた。

バスケット部７人    女子部創設メンバーも登場。

菊友会新名簿、お申し込みはお早めに

菊友会では、2010年版
新名簿の3月1日発行へ向
けて編纂作業の追い込み
に入っています。今回は、
昨年3月に九段高等学校
が閉校し九段中等教育学
校に引き継がれ、この4 月

には菊友会に初の中等教育学校卒業生を迎
え入れるに当たっての改訂編纂です。また、
厳しい景況下で今回も多くの会員の方々か
ら掲載広告のご協力をいただき、感謝申し
上げます。

頒布価格： 2,500 円
郵便為替： 口座番号　00120-7-167292
 加入者名　菊友会名簿委員会
銀行振込： 三菱東京UFJ 銀行   神保町支店
 （普）0691551　菊友会

名簿は“九段生”の心の拠りどころの一つ、
ぜひお手元に一冊を。購入のお申し込みは、こ
の会報に同封の郵便為替用紙をご利用いた
だくか、上記の銀行口座への振込にて、お早め
にお願いします。

なお、旧名簿も廃棄せず保管を。やむなく
廃棄する場合は、名簿業者等に悪用されるこ
とのないように、十分にご注意を願います。

2010 年　明けましておめでとうございます

平成22年度維持会費（21年4月〜22年3月）
が未納の方には、納入振替用紙を同封し
ております。
菊友会の運営は、皆様の会費で支えられ
ています。お早めにお振り込みくださる
ようお願い致します。→詳細8 ㌻

会費納入のお願い

平成21年度の維持会費納入
は11月20 日現在で、1,981 人、
金額で5,766,000 円の振り込み
を頂いております。納入して頂
いた方々には大変ありがたくお
礼申しあげます。しかし菊友会
の収入予算としては7,600,000
円を見込んでいます。この金額
を達成するためにはさらに、
620 人、1,834,000 円のご協力
が必要となります。

払い込みを頂いていない方々
のご協力をぜひよろしくお願い
いたします。

また、今年度は4 年ぶりに新
名簿の発刊をいたします。新名
簿購入（頒布価格2,500 円）につ
きましても宜しくお願いいたし
ます。

編集後記
早いもので今年は中等初の

卒業生が出ます。
光陰矢のごとし。新しい波が

今私たちの母校に次々と押し
寄せているのでしょう。

編集している私は老眼が進
んだことにびっくり。変化のき
ざしが私にも及んでいるよう
です。

そんな中、九段で過ごす生徒
たちが、昔と同じように生活を
楽しんでいるかと思うと、羨ま
しい気がします。（長 繁樹）

菊友会事務局は2名の事務
員で毎週火･ 金（年末年始・夏
季休業中・祭日を除く）の午前
11時から午後4時半まで事務
を執っています。

業務内容は広範で、主に名
簿の管理と会費の管理を行っ
ていますが、その他菊友会の
諸行事の準備、在校生への支
援、卒業生への支援、新会員の
入会手続きなどを行っていま
す。

今回は、その中でも会員に
もっとも身近なサービスであ
る「同期会支援サービス」をご

紹介します。
同期会支援サービスは、同

期会の開催のお手伝いをする
サービスです。

具体的には、名簿の抽出（当
該学年・クラス別）、宛名ラベ
ルの印刷・案内状の印刷・名
札作成・当日出席者リストの
作成・名札ケースの貸出し・
HP への予告などを行なって
います。

サービスの提供には実費程
度の費用をいただきますが、
ぜひご利用、お役立てくださ
い。

九段ネットは2001 年7 月
に開設された菊友会のサイト
です。開設以来これまでに25
万人以上の方が閲覧していま
す。閲覧なさっている方は会
員ばかりだけでなく、在校生、
その保護者、その他九段を受
検しようとする児童・保護者
の方などです。

九段ネットは年2 回、菊友
会報の発行に合わせて、大幅
な更新を行うほか、随時トッ
プページの「新着情報」・「事
務局から」を更新し、会員の皆
様に菊友会報ではお知らせで
きなかった最新情報の発信に

努めています。
また掲示板を開設してお

り、いろいろな方の投稿が掲
載されています。会員の皆さ
ん、掲示板を利用して、ＯＢ
会・同期会・クラス会の呼び
かけなどにご利用ください。
また在校生の皆さんは、九段
中等を受検する児童・保護者
の質問などに、積極的なアド
バイスをお願いします。

九段ネットをご覧になるた
めには、「九段ネット」で検索
するか、または直接九段ネッ
トのアドレスを訪れて頂けれ
ば幸いです。

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

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。

== ６月度==
伝統継承HR の内容を検討／菊
友大会講師、愛知哲也氏（高23）
に 決 定 ／ 閉 校 記 念DVD・CD-
ROM 完成／至大荘懇親会、新た
な企画／高17 理事候補・酒井、
庄司氏が初参加／菊友会報83
号発送。

== ７月度==
１日、伝統継承ＨＲ実施。理事
11 人参加／至大荘懇親の役割
分担／新名簿作成準備／故人の
未払会費とし遺族より寄付10
万円を受ける／校歌祭に中等吹
奏楽部出演の快諾を得る。

== ８月度==
至大荘懇親会実施。参加69 人／
名簿の広告依頼先をＯＢ会、同
期会と広げる方針確認。

== ９月度==
理事長より、9 月5日朝日夕刊掲
載の中等学校に対する記事に
ついての説明／名簿用調査票
1480 件回収。広告難航／同期会
６件集中。出席理事確認／中等
学校名入り菊友会旗・幟制作／
至大荘懇親会、無事終了の報告。

==10 月度==
4 日校歌祭。参加38人。中等学校
生徒吹奏楽部の応援を得る／17
日菊友会大会。出席154人／20
日菊友ゴルフ大会。参加24人。

==11 月度＝＝
菊友会大会の総括。来年度開催日
10 月30 日（土）、東京会館、会費
１万円で決定。12 月も継続討議す
る／名簿進捗状況の報告。17 日、
修正データ1 回目の校正／校歌祭
の今後の運営について提案。

維持会費納入のお願い
収入予算の達成が厳しい状況です。ぜひご協力を！

同期会のお手伝いします

九段ネットのご案内

九段ネットアドレス
http://kudan-net.com/

第50 回記念  菊友ゴルフ大会
盛大に開催します
催行：4 月13 日（火）
場所：石坂ゴルフ倶楽部（埼玉）

毎年、春秋の2 回行ってい
る恒例の菊友ゴルフ大会が、
今春50 回目を迎えます。これ
を記念大会として、同窓のゴ
ルフ愛好者が一同に会し、懇
親を深める機会としたく思い
ます。

同期と、クラブ仲間と、同好
会で、友人と、ふるってご参加
ください。またお一人でもお
気軽にご参加ください。

豪華景品を用意し、誰もが
楽しめるコンペを企画してお
待ちいたします。

参加を検討、希望される方
は、1月29日までに事務局に
ご連絡ください。詳しい案内
状をお送りいたします。

高12  卒50 周年記念同期会
日時：10 月23 日（土）
場所：如水会館
詳細次号（責任者：平松正子）
高15  同期会
日時：4 月17 日（土）
場所：日比谷公園内「松本楼」
女性陣も参加しやすいように、
ランチパーティーを予定してい
ます。詳細は後日。
世話役・山田清三

Web Site -- http://www.kudan-net.com/     Mail Address -- kikuyukai@kudan-net.com

第 84 号
編集発行人＝菊 友 会
会長＝岡田　肇／編集＝広報委員会
< 事務局 >　東京都千代田区九段北 1-7-3

昭栄ビル２階　〒102-0073
TEL (03)3263-2448 / FAX (03)3263-1033

平成 22 年 1 月 1 日

新体制下、新しい趣向も取り入れ大いに盛り上がる

菊友会大会　　　150人が集合
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第27 回  関西菊友会総会
11 月14 日大阪キャッスルホ

テルで39 人参加。
本部岡田肇会長（高10）から、

本年５月の評議委員会で新会長
に選任されたこと、九段高校が
今春閉校し、新しく母校と成っ
た千代田区立九段中等教育学校
が、素直で自由なプロセスを尊
重する九段の伝統（＊至大至剛
の精神：記者解釈）を醸成して

くれることを、同窓会としてあ
たたかく見守って行きたいとの
お話がありました。

講演は淀川改修百周年にあた
り、摂津市の郷土史研究家で、ま
ちづくりの総合計画審議会委員
である宮田鐵夫氏（高17・今橋
弘氏の友人）により【淀川の今
昔…その治水史と交通】があり、
古墳時代から近代までの淀川が
日本のまつりごと・文化流通の

中心として変化発展し
てきた様子がていねい
な資料と共にわかりや
すくお話いただき、改
めて大阪（摂津、河内）
のにぎわいを参加者一
同学びました。

第２部は中学卒２人
の参加となった梅澤信
久氏（中18）による乾杯で始ま
り、本部新理事長赤司久雄（高
15）及び・遠路参加、初参加、ま
た久しぶりの方々などから楽し
いスピーチを得て、各世代の歓
談で盛り上がりました。
次回総会：11月6日・前日ゴルフ会

 （湯浅良男・高14）

第37 回  関西菊友会コンペ
総 会 前 日 の11 月13 日（ 金 ）

西宮市の「よみうりゴルフ　ウ
エストコース」で開催。前日まで
の雨予報でキャンセルした１名

を除く19 名が曇天強風の中懸
命にプレーしました。東京から
も宮島・三井の両君（高７）赤司
君（高15）の参加を得ました。

距離も長いチャンピオンコ
ースのためか100 を切ったの
は４人だけ。ダブルペリア戦で
したが優勝はベスグロ91、ネッ
ト75.4 の吉田正雄君（高13）で
した。準優勝はゲスト参加の小
川美智子さん、3 位菊地雅（高
14）。次回もこのコースで再挑
戦したいとの声を残して解散し
ました。 （杉田健治・高７）

親子二代で九段を卒業
し、千代田区で歯科クリニ
ックを開業している愛知
氏より、歯が１本も無くな
り総入れ歯にならぬ限り
避けて通れぬ口腔ケアに
ついて「知らねば仏、知れ
ば○×」と題してわかりやすく
説明していただきました。
歯垢にある細菌数は大便並み

歯科医は二言目には歯ブラ
シ、歯ブラシと言いますが、なぜ
歯磨きが大切なのでしょうか？

口腔には様々な細菌が生息
し、それらが集まりバイオフィ
ルム（バリアー）を作り、その中
で繁殖をします。それが歯垢で
す。このバイオフィルムは、薬で
簡単に取れません。歯ブラシで
無理矢理掻き取るしか他に除去
する方法がありません。
歯周病と体の関係

歯周病は口腔だけの問題では
ありません。単に歯を失うだけ
でなく、全身への感染源にもな
るのです。細菌は、増殖しつつ歯
肉・歯茎の組織を破壊し続けま
す。破壊によって露出した末梢
血管から細菌が吸い込まれ、こ
れが全身に影響するのです。

健康人の場合は、白血球の働
きで入ってきた細菌は破壊され

愛知哲也氏（高23）

高17  同期会
11 月14 日にホテルメトロポ

リタンエドモンドで開催され
ました。伊部哲先生、川田( 栗原
) 節子先生、増田三郎先生の出
席をいただき、また旭川からか
けつけてくれた山科創君なども
いて、65 名の大盛会になりまし
た。代表幹事（3 組）の関達雄君
による開会挨拶のあと、中西繁

君の乾杯で会はスタートし、一
気に45 年前の追想モードに。閉
校式典のDVD 上映も、雰囲気を
盛り上げました。途中、恩師の
方々の挨拶をいただきました
が、お元気な様子にみんな圧倒
されました。終盤まで大いに盛
り上がり、大騒ぎの中で記念撮
影が行われました。

2 次会はホテル至近の居酒屋

に移り開催されま
した。参加者は52
名 と、1 次 会 の メ
ンバーほとんどが
なだれ込む状況の
なかで、会はさら
に熱気を帯びまし
た。そして通算５時間を越える
名残尽きない会も、2 年後の再
会を期して、お開きになりまし

た。その後クラス毎の3 次会が、
夜遅くまで続いたようです。

 （川添光男）

お楽しみのイベント　講演と福引も大好評

高13  遊九会ゴルフ＆観光
2009 年は10 回目を5 月10・

11日に那須で行った。ゴルフは
14 名で原田（鈴川）さんが優勝
を、観光は12 名で新緑を満喫し
た。11 回目は「至大荘＆館山」
で8 月29 －31 日に開催した。
至大荘プレゴルフ、懇親会には
同期から「歌声喫茶」でギター
とハーモニカ演奏で大活躍した
乾君も含め8 名が参加、翌日の
昼食は雨中バーベキューとなっ
た。至大荘解散後は館山に移動
して同期会が始まった。駿河湾

に沈むサンセットはあいにくの
雨でお預け、そして翌朝は台風
が房総半島直撃かの心配で目を
覚ました。当然ながらゴルフは
中止、アクアラインが不通にな
る前に早々に退散となった。

12 回 目 は11 月8・9 日 紅 葉
の久慈に16 名が集まった（写
真）。11 名で競ったコンペは原
田さんが女性初の連続優勝を飾
った。5 人の観光組はレンタカ
ーで袋田の瀧、竜神大吊橋など
楽しんだ。

次回は多くの方が参加しやす

い日帰りゴルフを、そして来春
は菜の花を求めての一泊旅行を
企画中です。問合せ・申込みは
永久幹事・馬渕まで。

なお、各クラスが順番で幹事
となって行なう懇親会は、次回
は5 組が幹事で4 月3日（土）12
時半～3 時、中国飯店市ヶ谷店
で行なわれます。幹事窓口は林
勝久君。 （馬渕義彦）

高19  トーク会
10月31 日、“やあ久し振り”旧

8 組のメンバー4 人がスタート
組。今日は高19 卒で旅行/ ゴル
フ/ テニス好きの集まり、“トー
ク会”のゴルフコンペである。組
数は4 組。私は初参加である。ス
タート前の朝礼で居並ぶ白さが
目立つ16 人の笑顔がなつかし
い。

私がこの会を知ったのは去年
の還暦同窓会。この会、春は１泊
２日、秋は日帰りのゴルフコン
ペ（テニス）が年2 回開催されて
おり、今年で35 回目。会員数約
100 人のアットホームな気さ
くな集まりである。こうやって
今、昔の仲間と思い出話に花を
咲かせラウンド出来るのが何よ
り嬉しい。

今日のクライマックス、表彰
式の始まり。今回の優勝者は、金
子真理子嬢。苦節○年の後の映
えある栄冠である。

そして、今日の特別イベント

“加賀百万石１泊２日のペア旅
行券”の抽選会。優勝者の彼女が
引当てたのは“何と私！”春に行
けなかったリベンジ。“やった
あ！！”と思わず歓喜の声。何と
もスバラしい、素敵な会である。

 （松田洋男）

高７  79 会
九段高７回生は79 会（ナナ

キュウカイ）と名づけて毎年春、
秋と２回のゴルフコンペと懇親
の 食 事 会 を3 月、6 月、11 月 の
３回開催しております。その都
度多数の参加者が九段高時代の
懐かしい話や諸先生
方の思い出、また至
大莊での体験など次
から次へと楽しい話
題が出てきて燃え上

がりおおいに歓談が尽きませ
ん。この楽しい集いは今後、喜
寿、米寿を迎えようとも出席者
がある限り続く事になります。

11月例会に集った方々、と
ても73 歳とは見えずお若いこ
と！ （宮島  徹）

サッカー部
去る11月21日、晴天下でＯ

Ｂ・ＯＧ30 名以上が九段中等
教育学校のグランドにあつま
り、現役たちと交流戦が行われ
ました。

ミニゲームや全面使用の紅白
戦に皆汗を流し、ＯＢ現役がひ
とつになった光景に、初代サッ
カー部顧問で元東京都サッカー
協会副会長等も歴任された加藤
三郎先生も、目を細めて御覧に
なっていたのが印象的でした。

夜は懇親会も開かれ、20 歳の
若手をふくめ30 名近くが参加
し、昔話や就職のアドバイスで
各所が輪となり盛況いたしまし
た。 （相川浩昭・高48）

都立九段高校柔道部還暦ＯＢ会

さる11月21日（土）に柔道部
還暦ＯＢ会が例年通り新橋の

「新橋亭新館」で開催され、今年
は高19 回生７名を迎えました。
1953 年に復活した柔道部も56
年目を迎え、高７回生から高19
回生まで94 名の還暦ＯＢが会
員で、今年は30 名の参加者があ
りました。その昔合宿で炊事担
当をお手伝いしていただいた高
10 回女性２先輩が今年も連続
して参加していただける予定で
したが急に風邪でご欠席になっ
たことが大変残念でした。 

 （髙井信義・高13）

硬式テニス部　総会＋テニス大会
第4 回 九 悠 会 総 会 が、9 月4

日に市ヶ谷アルカディアにて開
催され、金曜日ながら多数の先
輩方にご参集頂きました。

総会は新井幹事長（高19）の
進行で、山崎会長（高13）の再
任、横田会計（高19）の会計報告
等が承認され、後なごやかな懇
親会となりました。学年違えど
同じテニスコートで汗流した根
っこは同じ、あっつい絆がひと
つになれる楽しい時間でした。
九段校、ファイ・オー！

 （福田  隆・高31）

日 を 改 め、11 月29 日（ 日 ）、
紅葉真っ盛りの尽性園、小村・
柏原両先輩( 初参加) の高12 か
ら高31 までＯＢ・ＯＧ18 名を
集めテニス大会が挙行されまし
た。勝負は30 分。時間が来たら
打ち止めです。

優勝者は、3 年連続で浅野和
英君（高26）でした。誰か彼を打

ち負かす刺客の参加を促す
ことに衆議一決しました。
テニス部ＯＢ・ＯＧの皆さ
ん、来年は是非エントリー
を！！！ （新井喜勝・高19）

中13 末　博光 高4 奥山孝夫著書『陛下のお仮縫い』（10 冊）
中13 橋本政雄 文明堂カステラ（６個）
中16 吉田忠男 ビール券（3 組）
中21 鈴木謙一 東京會舘洋菓子（10 個）
高4 一島英治 著書『麹』（10 冊）
高4 大井基臣 宝来屋羊羹（５本）
高7 宮島　徹 丹後久美浜の鯛せんべい（３個）
高９ 岡田　繁 石坂ゴルフ・メンバー並プレー券（３組）
高10 岡田　肇 ワイン（2 本）
高13 稲坂良弘 明治の復刻お香「銀座花粒」（10 箱）
高14 青山久美子 手製「キーホルダー」（20 組）
高17 中西　繁 プリントスケッチ（8 点）
  肉筆水彩スケッチ（2 点）
高19 遠山ちづ子 背中枕「眠べえ」（1 個）
高39 相原　學 赤十字記念切手（2 組）

景品は提供会員から当選者へ。
ニコニコと気持ちを伝えて。

今回の福引では、参加
者のうち最年少の渡邊
藍さん（高60）に抽選の
お手伝いをお願いしま
した。渡邊さんは平成
20 年に九段高校を卒業
したばかりの大学2 年
生。抽選箱から96 枚の当り札を 引いてくれました。

今回も例年以上に会員各位の
ご協力をいただき、景品は盛り
だくさん。大会参加者の半数以
上が、何らかのお土産を持ち帰
る事ができました。

景品を提供くださった方々は
以下の通りです。皆さん、本当に
ありがとうございました。

景品を寄贈くださった皆様（敬称略）

第 27 回 関西菊友会総会＆ゴルフコンペ第 27 回 関西菊友会総会＆ゴルフコンペ

菊友会大会菊友会大会

福引 講演

病気に至りません。それでも白
血球の数は限られているので、
他で必要になった免疫機構が十
分働かなくなる事もあります。
リスクとしては、肺炎・脳卒中・
脳梗塞・心狭心症・心筋梗塞等
が挙げられます。
日常生活の維持

加齢に依る変化は見えにく
く、また本人も認めたくないも
の。チェックポイントは、噛め
る・におい・嚥下の3 点です。ゆ
っくり良く噛む事を心がけ、口
の動きを良くするトレーニング
をしましょう。

口のにおいが気になったら、
口腔が汚れています。歯磨き、入
れ歯の清掃をしましょう。

喉に詰まる・むせる場合は、
舌・唇・顔の筋肉のトレーニン
グをしましょう。発音、から噛み
も有効です。
講演資料の一部は日大歯学部・上田浩一
郎教授（高 29）のご厚意で提供いただ
いたとの事です。

ゴルフ他イベント

ＯＢ・OG 会
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10 月3 日八重洲富士屋ホテ
ルで開催。来賓5 名（恩師3 名、
菊友会2 名）、同期生102 名、計
107 名出席。出席いただいた恩
師は、鈴木祐一先生（体育）、加
藤三郎先生（体育）、田中義信先
生（英語）。ニューヨーク、北海
道、沖縄、九州、四国等遠方から
10 名余の同期生が参加された。

乾杯の音頭を、鈴木先生にと
っていただき、加藤、田中両先生

から、私ども卒業生に励ましの
お言葉をいただいた。菊友会理
事長・赤司久雄氏より、母校閉
校と九段中等教育学校開校経緯
につき説明をいただいた。

来年古希の同期生は、50 年前
にタイムスリップし、歓談とフ
ォークダンス等で大いに盛り上
がり、校歌、至大荘歌を全員で合
唱し、次回2 年後の再会を約し
散会。引き続きホテル内の二次

会会場へ移
動しさらな
る懇親を深
めた。

な お、母
校閉校に伴
い、社 団 法
人九段より
いただいた
母校関連グッズ約60 点の抽選
会を実施。会に華を添えた。社

団法人九段殿に御礼とご報告ま
で。 （野澤兆史）

19 校、校歌を歌う
10 月4 日（日）、午後1 時から

日比谷公会堂で、東京校歌祭が
行われました。この催事は、旧制
中学を母体に持つ各高校同窓
生が集い、校歌、応援歌を歌うも
の。17 年目の今回は東大、一橋
大の特別参加を含めて19 校が
出演しました。
ブラバンが共演！

九段の出番は3 番目。
今回は数年来の念願がか
なって、中等教育学校吹
奏楽部生徒20 人の協力
があり、当日会場に集ま
った卒業生は前年に倍す
る38 人になりました。
若手登場のハプニング

また、出場前にもうれ
しいハプニングがありま
した。秋晴れの空の下、ブ
ラスバンドが練習する音
色を聞きつけて、日比谷
公園にいた内掘早絵さん

（高61）、増原亜沙子さん
（高60）、渡邊藍さん（高
60）が「なに、これ、どう
して九段の校歌が」と、と
んで来てくれたのです。

もう一人、音を聞きつけて駆
けつけた高橋美穂さん（高51）
は、暮から青年海外協力隊で２

年間ケニアに行くとのこと。よ
い思い出と舞台に飛び入り参加
しました。

若い4 人の登場で、前
哨戦から盛り上がりまし
た。
歌いました  泣けました

本番は上の写真の通り
です。参加者全員が想い
をこめて校歌、至大荘歌
を歌い上げました。
「胸にじんと染み入っ

てきた」「やっぱり校歌は
ブラスがあってこそ」「感
激の涙で歌詞カードが見
えなかった」「病後の元気
を得た」等々、高揚した気
分で2次会の交流もはず
みました。
いっぱいの支援に感謝

昼食お預けで出演して
くれたブラスバンドの皆

さん、休日にもかかわらず生徒
を引率してくださった高橋先
生、会田先生、またご寄付をくだ

第 17 回  東京校歌祭第 17 回  東京校歌祭

歌
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！  

校
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さった大勢の皆さん、九段カラ
ーのネッカチーフ40 枚を縫っ

てくれた仲間、おかげ様で最高
の校歌祭になりました。
皆さん、一緒に歌いましょう

次 回 は 平 成22 年10 月2 日
（土）です。参加費は無料。音程、
声質不問。卒業生ならだれでも
参加できます（詳細次号）。

校歌を、日比谷公会堂で高ら
かに歌う秋の一時を、ぜひご一
緒しましょう。

第 49 回  菊友ゴルフ大会第 49 回  菊友ゴルフ大会
秋晴れの10 月20 日、よみう

り ゴ ル フ 倶 楽 部 に て 中12 か
ら高28 回生の同窓生24 名が、
18 ホールズストロークプレー 

（新々ぺリア方式 ： 隠しホール
９つ）を楽しみました。

優勝は松本茂夫（高19）、2 位：
赤司久雄（高15）、3 位：井上良
夫（高17）、ベスグロ：赤司81、
シニアベスグロ：影山信行90

（高９）の各氏でした。
参加した遠山ちづ子（高19）

さんから、ゴルフ場で見つけた
サンゴジュの実の写
真（右上）とメッセー
ジが届きました。
「 参 加 者 は50 代3

名、60代11名、70 代
9 名、80 代1 名。この
会に参加すると、私
も若い部類に入る。

それにし
てもみな
さん元気
で若い。私が先輩方と同じ年齢
になったときに、こうなりたい
と思い、元気をいただける。先
輩、半年後、春の大会での再会を
楽しみにしています」。

中17D 組  クラス会「15D 会」
10 月22 日 正 午、原 宿「 水 交

会」で開き、級友20 名のうち10
名が集まって歓談した。

 （幹事・岡田民雄）
後列左より＝茂木、玉川、幡野、井出、阿部
前列左より＝岡田、井上、小泉、岡本、世耕

高５  同期会
09 年度中に仲間全員が「後

期高齢者」入りする高5 回生の
同期会が、10 月23 日、東京は銀
座のど真ん中「銀座スターホー
ル」で開かれた。参加者は、合計
47 人（男性36 人、女性11 人）。
福岡、滋賀からの”遠来組”や20
年ぶりの人、そして常連さんな
ど参加者の顔ぶれは色とりど
り。菊友会からも副理事長の高
井信義さんがお祝いに駆けつけ
てくれた。

開会の挨拶と乾杯のあと、百
地健・鈴木重吉両君による司会
で和やかに会は進行。銀座の夜
景を見下ろしながら歓談が弾む
一方、最近、ゴルフでエイジシュ
ート（年齢と同じスコア）を達

成した渡部弘道君のスピーチ
（自慢話？）や飛び入りの詩吟な
どがあり、あっという間の2 時
間半だった。

それにしても残念だったの
は、2 年前の同期会以降10 人も
の方が亡くなったこと。ただた
だご冥福を祈るばかりだ。次回
は２年後に「喜寿を祝う会」を
開く予定だ。 （後藤  基）
高4  第56 回至高会

高4 回の至高会は、毎年9 月
第１金曜日に学校からほど近い
ホテルグランドパレスに集まっ
ている。今年は9 月11 日正午に
集まった面々はちょうど40 名、
全員が”高貴高齢者”となった
が、意気はいたって軒昂で時間
が足りない盛会であった。ゴル
フ、旅行、日本酒を楽しむ会など
のサブグループも活発である。

 （長谷川  明）

高14  同期会
2 年ぶりの同期会が、9 月26

日（土）東商スカイルームにて
恩師田中義信先生・加藤三郎先

生・川田節子先生をお迎えして
卒業生約90 名が遠くは北海道・
青森・関西から参加して盛況に
開かれました。

逝去者への黙とう・実行委員
長の挨拶後、“新クラ”田中先生
定例の近況を交えた励ましの挨
拶・乾杯で和やかに始まりまし
た。久し振りに出席された加藤
先生にはバレー部の卒業生が輪
になり思い出話に花が咲
き、また当時の同級生同
士の会話に転じました。
その後、参加者のユーモ
ア交えた近況・趣味・孫
自慢等が披露されまし
た。学生時代そのままの

人、体型の変化で全く誰か思い
出せない人もいたようです。

引き続き二次会が行われ、３
年後の卒業50 周年での再会を
約束してお開きとなりました。
用意した酒が余ったのは皆さ
ん、体力の落ちている証拠でし
た。ご出席の先生方、また世話人
の皆様お疲れ様でした。

 （中嶋輝美）

10 月３日（土）ホテル メトロ
ポリタン エドモントに於いて

「出会いから40 年  九段高校24
回生同期会」を開催しました。近
藤先生、斉藤先生、前田先生、片
瓜先生、和田先生、吉沢先生、赤
司菊友会理事長（高15）をお迎
えし、120 名を超える会員の出
席をえました。

冒 頭、恩 師 と
同期の物故者へ
冥福を祈る黙祷
をささげてから
開 宴。卒 業 以 来

37 年ぶりに再会する仲間や前
回の同期会より12 年ぶりの再
会など、会話が弾み、予定の３時
間があっという間に過ぎてしま
いました。最後に４年後の「還
暦祝い同期会」を約束し、散会と
なりました。 （幹事・玉木  茂）

高 24  同期会　出会いから 40 年 120 名集合

中13B 組  秋期クラス会
私たちは昭和11年入学以来

のクラスメートである。去る11

月12 日( 木) に秋の例会を開催
した。今年は渡辺英雄君が9 月6
日逝去された。数少なくなった

友人との別れは寂しさが格
別である。

今回は趣を替えて増田君
の姪の阿川佐和子さんに特
別参加して頂いた。第一会
場は特別史跡・特別名勝の
小石川後楽園の散策を楽し
み、第二会場は定例の軽子
坂のレストランで懇親会を

開催した。
一中時代の熱心な優れた諸先

生の厳しいながら愛情溢れたご
指導の思い出を話した。大学名
誉教授の島津君がとても一中の
先生には及ばないと話したり、
86 才の現職老ドクターの北條
君は医を通じて社会に貢献する
心構えなどを熱心に話した。

学徒出陣した私達がわが国
土・文化・弟妹達を守るために
と戦った体験談など、阿川さん

にとっても貴重な話のようだっ
た。佐和子さんが料理を分けて
くれたり、手を引いてくれたり、
コートを一人一人掛けてくれる
優しさに嬉しくなった。日本人
のお嬢様のお手本のようなお人
柄に感謝した。

最後に全員で校歌を合唱し、
5 時間に及ぶクラス会の別れを
惜しんだ。（出席者）島津・北條・
増田・三木・武田・末

 （末  博光）

高11  卒業50周年記念同期会　おめでとうございます

恩師 瀬戸　規矩夫 中11 北里　正十郎 中16 黒川　浩臣 高3 石井　章 高7 廣野　孝子 高14 秦　昭三
恩師 吉村　繁二 中11 佐藤　浩郎 中16 西蔭　義雄 高3 稲垣　義夫 高7 松岡　勇二 高14 松本　幹子
中2 丸山　秀雄 中11 佐野　敬治 中17 青木　和郎 高3 佐藤　安俊 高9 加藤　建 高15 室橋　善郎
中2 村松　謙吉 中11 西村　治一郎 中17 飯島　篤 高3 武田　武 高9 西村　義博 高15 當舎　由美子
中3 後藤　茂 中11 山口　義明 中17 石川　松太郎 高3 野口　健治 高10 佐南　則雄 高16 立花　真治
中4 大谷　寿太郎 中12 岩村　敏通 中17 川島　章 高3 向山　康夫 高10 野原　清子 高16 日吉　逸子
中4 相楽　重夫 中12 宇田　実 中17 北沢　恒治 高4 朝戸　文彦 高11 安住　作 高16 増渕　恵子
中4 杉浦　省吾 中12 中野　泰雄 中17 小池　良夫 高4 村上　幸一 高11 大岡　晶子 高16 山田　泰弘
中4 田渕　大三郎 中13 浅野　尚友 中17 実　博司 高5 青木　顯次 高11 五島　たえ子 高16 後藤　育郎
中4 冨士　圭二 中13 石川　吉城 中17 吉江　高明 高5 大橋　功 高11 佐保田　純雄 高17 箭野　晴子
中5 尾崎　八郎 中13 高橋　一美 中18 大河原　昭二 高5 川上　輝夫 高11 林　滋 高17 中島　規雄
中6 大串　庸夫 中13 頓宮　誠 中18 金田　政次 高5 黒田　高明 高12 市古　育弘 高17 深田　肇
中6 塚﨑　公俊 中13 渡邊　英雄 中19 片桐　洋 高5 相良　健太郎 高12 小林　幹夫 高19 斎藤　和子
中6 長谷川　昭 中14 石川　元章 中19 日下　本雄 高5 千野　麗子 高12 鈴木　敬一 高19 田中　秀明
中6 前田　紀太郎 中14 上浪　渡 中19 軍司　敏博 高5 永井　正弘 高12 土肥　徳子 高20 須藤　行雄
中7 小平　敦 中14 樫渕　隆 中19 關谷　宗明 高5 廣本　泉太 高13 阿河　捷一郎 高21 石塚　哲雄
中7 小西　泰次郎 中14 小坂　修康 中19 塚田　實 高5 松尾　壽太郎 高13 芦原　尚子 高21 松本　雅治
中7 日野　泰輔 中14 髙島　国長 中19 夏目　正夫 高5 三久保　博 高13 伊藤　雄三 高23 橋本　秀治
中7 前田　稔 中14 中村　四郎 中19 能勢　明 高6 神山　巖 高13 河野　義明 高24 小沢　真理
中8 宮内　豊 中14 長谷川　久夫 中19 堀　久滿 高6 川瀬　正 高13 古谷　紀男 高25 岡崎　伸彦
中9 川島　親邦 中14 水口　盈 中21 山口　博 高6 熊谷　稔 高13 三輪　知三 高25 今井　良美
中9 小岩井　直和 中14 安田　勇治 併2 新倉　延又 高6 小西　英一 高14 岩間　徹 高32 上田　幸子
中9 下元　進助 中14 石井　英彦 高1 塩路　幸雄 高6 佐藤　仁見 高14 小高　邦博 高32 小笠原　博
中9 鈴木　茂 中15 鈴木　乙二 高1 早川　和三郎 高6 蓮池　正子 高14 大根田　幸夫 高37 南京　政信
中10 建畠　覚造 中15 山本　崇 高2 赤羽　厚 高6 増田　和彦 高14 黒田　賢彦 高40 佐藤　美和
中10 土屋　八郎 中15 吉村　甲二 高2 鞠子　仁 高6 三枝　義孝 高14 中村　泰庸 高42 福井　順二
中11 伊部　信一 中16 大島　博 高2 山本　千吉 高6 望月　進 高14 野村　佐智代 高42 山口　正樹

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）

同期会・クラス会

★次回開催は：平成22 年４月13
日（火）石坂ゴルフ倶楽部
第50 回記念大会として盛大に行
います。奮ってご参加ください。

→８㌻参照
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豊かなこころを伝える 母校に著作品を贈ろう！

下記の本を母校の図書室に届けました。
ご寄贈に心からお礼申し上げます。

奥山孝夫氏（高４）著　陛下のお仮縫い－
昭和天皇・洋服デザイナーの回想（世界日
報社）　寄贈：末博光（中13）
なんだ寛太・田辺安広氏（高５）著　遊楽帖
／裏口入学怪聞／三怪奇
三村均氏（高6）訳　教育－創造への営み G・
ハイエット著（創栄出版）
熱田陽子氏（高24）編集　野菜でパパッと
おつな味／野菜たっぷり元気スープ（各・
集英社）
宮崎正勝氏（高12）著　ザビエルの海－ポ
ルトガル「海の帝国」と日本（原書房）／黄
金の島ジパング伝説（吉川弘文館）／知っ
ておきたい「食」の世界史（角川ソフィア文
庫）／知っておきたい「酒」の世界史（角川
文庫）　寄贈：平松正子（高12）

ゴルフ

朝から勝浦東急ゴルフコースで、24 人が
新ペリア方式でプレーを楽しみました。当
日は今夏一？の猛暑。体力勝負かと思いき
やベスグロ、シニアベスグロとも三井貞義
氏（高7）に奪われました。年間80 ラウンド
超をこなすタフさに脱帽です。優勝は鈴木
實氏（高17）、2 位・三井氏、3 位・井上良夫
氏（高17）。
テニス会

月1 回、尽性園でテニスを楽しんでいる仲
間9 人が、1 時に勝浦東急サニーパークテニ
スコートに集まりました。炎天下にも時折
海風がここちよいオムニコートでの打ち合
いに、大満足でした。
懇親会

夜6 時、全員養気閣に集合。大勢で食べる
食事のにぎやかで、おいしいこと。初参加の
方からは、同窓というだけでこんなに親し

い時間がもてるなんて、と感激の声も。
食後にライブ。高15 回生の金澤明彦氏（ウ

クレレ）と渡辺俊之氏（ジャミセン）がデュ
エットで会場を盛り上げてくれました。

その後は恒例のビンゴゲーム。もう、わい
わいがやがや、愉快な騒ぎが続きました。

花火会

懇親会の後は恒例の花火大会。星も風も
なく絶好の闇夜。大人も童心に帰って楽し
みました。

歌声喫茶

夜9 時 か ら、乾 宣
太 郎 氏（ 高13）の ギ
ター＆ハーモニカ演
奏があって、名曲の
調べに酔いしれまし
た。皆の合唱の伴奏もしていただき、大
盛り上がり。歌姫の独唱、酔人のかっぽ
れ、懐かしのフォークダンスと飛び出
し、2 時間後、ついにドクターストップ

（蛍の光）。この間、ギターとハーモニカをず
っと演奏してくださった乾さん、本当に感
謝です。

朝のラジオ体操
何十年経ても憶えているから不思議。第

一から第二へと、体を動かしているうちに
若さが戻った気分です。この後の朝のおに
ぎりとアサリの味噌汁のおいしさは格別！

1泊2日、至大荘時間を満喫

伝承継承ホームルーム伝承継承ホームルーム
先輩から後輩へ   伝統継承

中等教育学校の開校以来、毎年行ってき
た伝統継承ＨＲ。4 回目となる今回はテキス
トを一新し、7 月１日、中等教育学校１年生
160 人を対象に実施しました。
眠たい午後時間に気を引くには？

テキスト作りの段階では、12 歳の関心
は？ 何をもって伝統というなどを話し合
い、豊かなこころをテーマに、一中創生期と
至大荘を中心に講座をまとめました。

生徒たちの豊かな感性
後日、生徒たちから感想が寄せられまし

た。「伝統とはこころの豊かさ。こころの中に
光輝いているもの。伝統の意味や大切さがわ
かった」「昔の校舎の写真を見て、今も面影が
あると思った。独特な雰囲気も引き継がれて
いるように感じられた。伝統は、人や学校の
表情を表しているようでいいなと思いまし
た」等々、うれしい反応でした。

校史・校歌・校章には大発見があったよう

です。「歴史のある学校だと驚いた」「かつて
は男子校と知って驚いた」「すごく有名な人
が校歌を作ったことが分ってうれしい」「デ
ザインが変らず続いている校章を誇らしく
感じた」「旧校舎は国会議事堂みたいにかっ
こいい」「壊すなんて残念」。

至大荘については、心と体の鍛錬の場で
あることを知って、おおいに興味を募らせ
た様子。遠泳に不安や憂鬱を感じていた生
徒たちも、4 年生のその日が楽しみなったと
書いてくれました。
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スイカ割り
ちびっ子たちのために大きなスイカを5

個用意。空模様をにらみ雨の間隙を縫って
実施しました。砂に足指を埋めつつ、そろり
そろりと、3 メートル先のスイカを一撃。見
事に命中した時の歓声と、外れた時のため
息が交錯し、夢中で楽しみました。

バーベキュー
しょぼつく雨のため、食材を厨房で焼い

てもらって、養気閣でいただきました。スイ
カ割のスイカも美味しく食べました。

これで解散。三々五々と帰路に。前日深夜
に及んだ各部屋での宴会の余韻も残り、タ
イムスリップした至大荘空間から去りがた
いグループも。
「65 歳にもなって、あのころと同じ気持ち

で楽しめたなんて、すごい感激。卒業以来の
海なのに泳げたことも、すごい嬉しさ」「参
加ごとに5 年ずつ気持ちが伸びるよう」―至
大荘の記憶は、九段生の宝物です。

第０回観望会	in	九段
日下部展彦（高51）

2009 年10 月21 日夕刻、九段校舎屋上に
生徒たちの声が響いた。その声は、日没直後
という時間帯も手伝ってか、普段入ること
ができない屋上という未知の領域に踏み込
んだ興奮めいた響きだった。

ガリレオが初めて望遠鏡で天体観測を行
ってから400 年となる今年、世界天文年と
してさまざまな天文イベントが行われてい
る。九段天文部も何とか復活させたいと願
うそんな折、九段中等教育学校の理科の先
生から、「地域の方むけに学校の望遠鏡を用
いた観望会をしたいので、ドームの望遠鏡
の使い方を教えて欲しい」との依頼が舞い
込む。僕らはすぐ、観望会の際に手伝ってく
れる生徒を対象に「第０回観望会」として、
ミニ観望会を開催した。

まず教室で簡単な解説。その後、屋上へ移
動し、小型望遠鏡とドームの望遠鏡による
木星の観望会。冒頭の歓声がわき上がる。屋
上に出たときに、「天文部作りますっ」と宣
言してくれた生徒がいたのは心強かった。

小型望遠鏡での木星の導入体験や、ドーム
の巨大な望遠鏡を用いた観望、東京の真ん
中で木星の縞模様や衛星が見える事実は刺
激的だったらしく、望遠鏡を覗いた生徒の
口々から感嘆の声がもれた。

将来的には、九段の天文部の生徒が観望
会を運営し、天文部の生徒に星を見せても
らった小学生が九段に入り、また地域の小
学生に星を見せて・・・こんなサイクルの実
現を願って止まない。

小坂修康君
元菊友会会長を偲んで

大上秀雄（中14）

私たちは、昭和12 年春、第一東京市立中
学校に入学しました。小坂君とは同じ小学
校の卒業生でしたが、このとき初めて出会
った50 人のクラスメートとは、卒業までの
5 年間、同じクラスに在籍し、お互いのきず
なを深めました。さらに卒業後も、小坂君は
私たちのクラス会を強力に運営し、クラス
のきずなを強固なものにしてくれました。

私たちの中学時代は、入学した夏にはシ
ナ事変が始まり、卒業する前年の暮れには

大 東 亜 戦 争 が 始 ま る
という、今までに経験
したこともないような
戦争と激動の時代でし
た。もちろん多くの学
友たちと同様に、彼も
大学の学業半ばにして
入隊し、九十九里浜付近に兵士として配備
されておられたと聞いています。

彼は心から一中を愛し、菊友会に対して
も労を惜しまずに奮闘され、至大荘の寮歌

「波どうどうと磯を打ち・・・」の歌詞にある
ように、まさに「第一健男子」その人であり
ました。

テーラーの家に生
まれた奥山さん。家
業を継ぐことへの抵
抗から、寄り道はす
るものの、やがて三
越・洋服部に就職し
ました。当時の三越

は日本テーラーメイドの発展を牽引する名
門。100 人を超す裁断、縫製職人が腕を競
う超一流のクラフトマンの集まりです。

昭和50 年、昭和天皇の訪米が決まった
時、天皇の服装革命の任に、奥山さんは単独
で専任デザイナーに抜擢されました。
「日本を代表する方の姿を如何に美しく

見せるか、どのようにしてその徳と威厳に

ふさわしい洋服をお作りするか、培ってき
た洋服哲学、技術、センスの全てを投入し、
更に研鑽を積んだ」と述懐します。その時、
天皇74 歳。上胴99 ㎝、下胴96 ㎝、かなりウ
エスト周りがあり準肥満体であったそうで
す。

以降も専任は続き、崩御まで14 年間、14
回のお仮縫いと78 着のスーツ、15 着のジ
ャケット、コートなどを制作しました。

その貴重な体験を『陛下のお仮縫い―昭
和天皇・洋服デザイナーの回想』（世界日報
社）として出版。著書の中で、陛下がスーツ
はシングル、三つ揃い、英国の基本スタイル
にこだわったことなど、昭和天皇のダンデ
ィズムを偲んでいます。
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昭和天皇の専任デザイナー
奥山孝夫さん（高４）

至大荘懇親会至大荘懇親会

菊
川
忠
夫
先
生

平成 21 年の至大荘懇親会は 8 月最後の土日、
29・30 日に開催、69 人が参加しました。

恩師のことば

追悼

寄贈
図書

クローズアップ

天文部
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10 月3 日八重洲富士屋ホテ
ルで開催。来賓5 名（恩師3 名、
菊友会2 名）、同期生102 名、計
107 名出席。出席いただいた恩
師は、鈴木祐一先生（体育）、加
藤三郎先生（体育）、田中義信先
生（英語）。ニューヨーク、北海
道、沖縄、九州、四国等遠方から
10 名余の同期生が参加された。

乾杯の音頭を、鈴木先生にと
っていただき、加藤、田中両先生

から、私ども卒業生に励ましの
お言葉をいただいた。菊友会理
事長・赤司久雄氏より、母校閉
校と九段中等教育学校開校経緯
につき説明をいただいた。

来年古希の同期生は、50 年前
にタイムスリップし、歓談とフ
ォークダンス等で大いに盛り上
がり、校歌、至大荘歌を全員で合
唱し、次回2 年後の再会を約し
散会。引き続きホテル内の二次

会会場へ移
動しさらな
る懇親を深
めた。

な お、母
校閉校に伴
い、社 団 法
人九段より
いただいた
母校関連グッズ約60 点の抽選
会を実施。会に華を添えた。社

団法人九段殿に御礼とご報告ま
で。 （野澤兆史）

19 校、校歌を歌う
10 月4 日（日）、午後1 時から

日比谷公会堂で、東京校歌祭が
行われました。この催事は、旧制
中学を母体に持つ各高校同窓
生が集い、校歌、応援歌を歌うも
の。17 年目の今回は東大、一橋
大の特別参加を含めて19 校が
出演しました。
ブラバンが共演！

九段の出番は3 番目。
今回は数年来の念願がか
なって、中等教育学校吹
奏楽部生徒20 人の協力
があり、当日会場に集ま
った卒業生は前年に倍す
る38 人になりました。
若手登場のハプニング

また、出場前にもうれ
しいハプニングがありま
した。秋晴れの空の下、ブ
ラスバンドが練習する音
色を聞きつけて、日比谷
公園にいた内掘早絵さん

（高61）、増原亜沙子さん
（高60）、渡邊藍さん（高
60）が「なに、これ、どう
して九段の校歌が」と、と
んで来てくれたのです。

もう一人、音を聞きつけて駆
けつけた高橋美穂さん（高51）
は、暮から青年海外協力隊で２

年間ケニアに行くとのこと。よ
い思い出と舞台に飛び入り参加
しました。

若い4 人の登場で、前
哨戦から盛り上がりまし
た。
歌いました  泣けました

本番は上の写真の通り
です。参加者全員が想い
をこめて校歌、至大荘歌
を歌い上げました。
「胸にじんと染み入っ

てきた」「やっぱり校歌は
ブラスがあってこそ」「感
激の涙で歌詞カードが見
えなかった」「病後の元気
を得た」等々、高揚した気
分で2次会の交流もはず
みました。
いっぱいの支援に感謝

昼食お預けで出演して
くれたブラスバンドの皆

さん、休日にもかかわらず生徒
を引率してくださった高橋先
生、会田先生、またご寄付をくだ

第 17 回  東京校歌祭第 17 回  東京校歌祭
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さった大勢の皆さん、九段カラ
ーのネッカチーフ40 枚を縫っ

てくれた仲間、おかげ様で最高
の校歌祭になりました。
皆さん、一緒に歌いましょう

次 回 は 平 成22 年10 月2 日
（土）です。参加費は無料。音程、
声質不問。卒業生ならだれでも
参加できます（詳細次号）。

校歌を、日比谷公会堂で高ら
かに歌う秋の一時を、ぜひご一
緒しましょう。

第 49 回  菊友ゴルフ大会第 49 回  菊友ゴルフ大会
秋晴れの10 月20 日、よみう

り ゴ ル フ 倶 楽 部 に て 中12 か
ら高28 回生の同窓生24 名が、
18 ホールズストロークプレー 

（新々ぺリア方式 ： 隠しホール
９つ）を楽しみました。

優勝は松本茂夫（高19）、2 位：
赤司久雄（高15）、3 位：井上良
夫（高17）、ベスグロ：赤司81、
シニアベスグロ：影山信行90

（高９）の各氏でした。
参加した遠山ちづ子（高19）

さんから、ゴルフ場で見つけた
サンゴジュの実の写
真（右上）とメッセー
ジが届きました。
「 参 加 者 は50 代3

名、60代11名、70 代
9 名、80 代1 名。この
会に参加すると、私
も若い部類に入る。

それにし
てもみな
さん元気
で若い。私が先輩方と同じ年齢
になったときに、こうなりたい
と思い、元気をいただける。先
輩、半年後、春の大会での再会を
楽しみにしています」。

中17D 組  クラス会「15D 会」
10 月22 日 正 午、原 宿「 水 交

会」で開き、級友20 名のうち10
名が集まって歓談した。

 （幹事・岡田民雄）
後列左より＝茂木、玉川、幡野、井出、阿部
前列左より＝岡田、井上、小泉、岡本、世耕

高５  同期会
09 年度中に仲間全員が「後

期高齢者」入りする高5 回生の
同期会が、10 月23 日、東京は銀
座のど真ん中「銀座スターホー
ル」で開かれた。参加者は、合計
47 人（男性36 人、女性11 人）。
福岡、滋賀からの”遠来組”や20
年ぶりの人、そして常連さんな
ど参加者の顔ぶれは色とりど
り。菊友会からも副理事長の高
井信義さんがお祝いに駆けつけ
てくれた。

開会の挨拶と乾杯のあと、百
地健・鈴木重吉両君による司会
で和やかに会は進行。銀座の夜
景を見下ろしながら歓談が弾む
一方、最近、ゴルフでエイジシュ
ート（年齢と同じスコア）を達

成した渡部弘道君のスピーチ
（自慢話？）や飛び入りの詩吟な
どがあり、あっという間の2 時
間半だった。

それにしても残念だったの
は、2 年前の同期会以降10 人も
の方が亡くなったこと。ただた
だご冥福を祈るばかりだ。次回
は２年後に「喜寿を祝う会」を
開く予定だ。 （後藤  基）
高4  第56 回至高会

高4 回の至高会は、毎年9 月
第１金曜日に学校からほど近い
ホテルグランドパレスに集まっ
ている。今年は9 月11 日正午に
集まった面々はちょうど40 名、
全員が”高貴高齢者”となった
が、意気はいたって軒昂で時間
が足りない盛会であった。ゴル
フ、旅行、日本酒を楽しむ会など
のサブグループも活発である。

 （長谷川  明）

高14  同期会
2 年ぶりの同期会が、9 月26

日（土）東商スカイルームにて
恩師田中義信先生・加藤三郎先

生・川田節子先生をお迎えして
卒業生約90 名が遠くは北海道・
青森・関西から参加して盛況に
開かれました。

逝去者への黙とう・実行委員
長の挨拶後、“新クラ”田中先生
定例の近況を交えた励ましの挨
拶・乾杯で和やかに始まりまし
た。久し振りに出席された加藤
先生にはバレー部の卒業生が輪
になり思い出話に花が咲
き、また当時の同級生同
士の会話に転じました。
その後、参加者のユーモ
ア交えた近況・趣味・孫
自慢等が披露されまし
た。学生時代そのままの

人、体型の変化で全く誰か思い
出せない人もいたようです。

引き続き二次会が行われ、３
年後の卒業50 周年での再会を
約束してお開きとなりました。
用意した酒が余ったのは皆さ
ん、体力の落ちている証拠でし
た。ご出席の先生方、また世話人
の皆様お疲れ様でした。

 （中嶋輝美）

10 月３日（土）ホテル メトロ
ポリタン エドモントに於いて

「出会いから40 年  九段高校24
回生同期会」を開催しました。近
藤先生、斉藤先生、前田先生、片
瓜先生、和田先生、吉沢先生、赤
司菊友会理事長（高15）をお迎
えし、120 名を超える会員の出
席をえました。

冒 頭、恩 師 と
同期の物故者へ
冥福を祈る黙祷
をささげてから
開 宴。卒 業 以 来

37 年ぶりに再会する仲間や前
回の同期会より12 年ぶりの再
会など、会話が弾み、予定の３時
間があっという間に過ぎてしま
いました。最後に４年後の「還
暦祝い同期会」を約束し、散会と
なりました。 （幹事・玉木  茂）

高 24  同期会　出会いから 40 年 120 名集合

中13B 組  秋期クラス会
私たちは昭和11年入学以来

のクラスメートである。去る11

月12 日( 木) に秋の例会を開催
した。今年は渡辺英雄君が9 月6
日逝去された。数少なくなった

友人との別れは寂しさが格
別である。

今回は趣を替えて増田君
の姪の阿川佐和子さんに特
別参加して頂いた。第一会
場は特別史跡・特別名勝の
小石川後楽園の散策を楽し
み、第二会場は定例の軽子
坂のレストランで懇親会を

開催した。
一中時代の熱心な優れた諸先

生の厳しいながら愛情溢れたご
指導の思い出を話した。大学名
誉教授の島津君がとても一中の
先生には及ばないと話したり、
86 才の現職老ドクターの北條
君は医を通じて社会に貢献する
心構えなどを熱心に話した。

学徒出陣した私達がわが国
土・文化・弟妹達を守るために
と戦った体験談など、阿川さん

にとっても貴重な話のようだっ
た。佐和子さんが料理を分けて
くれたり、手を引いてくれたり、
コートを一人一人掛けてくれる
優しさに嬉しくなった。日本人
のお嬢様のお手本のようなお人
柄に感謝した。

最後に全員で校歌を合唱し、
5 時間に及ぶクラス会の別れを
惜しんだ。（出席者）島津・北條・
増田・三木・武田・末

 （末  博光）

高11  卒業50周年記念同期会　おめでとうございます

恩師 瀬戸　規矩夫 中11 北里　正十郎 中16 黒川　浩臣 高3 石井　章 高7 廣野　孝子 高14 秦　昭三
恩師 吉村　繁二 中11 佐藤　浩郎 中16 西蔭　義雄 高3 稲垣　義夫 高7 松岡　勇二 高14 松本　幹子
中2 丸山　秀雄 中11 佐野　敬治 中17 青木　和郎 高3 佐藤　安俊 高9 加藤　建 高15 室橋　善郎
中2 村松　謙吉 中11 西村　治一郎 中17 飯島　篤 高3 武田　武 高9 西村　義博 高15 當舎　由美子
中3 後藤　茂 中11 山口　義明 中17 石川　松太郎 高3 野口　健治 高10 佐南　則雄 高16 立花　真治
中4 大谷　寿太郎 中12 岩村　敏通 中17 川島　章 高3 向山　康夫 高10 野原　清子 高16 日吉　逸子
中4 相楽　重夫 中12 宇田　実 中17 北沢　恒治 高4 朝戸　文彦 高11 安住　作 高16 増渕　恵子
中4 杉浦　省吾 中12 中野　泰雄 中17 小池　良夫 高4 村上　幸一 高11 大岡　晶子 高16 山田　泰弘
中4 田渕　大三郎 中13 浅野　尚友 中17 実　博司 高5 青木　顯次 高11 五島　たえ子 高16 後藤　育郎
中4 冨士　圭二 中13 石川　吉城 中17 吉江　高明 高5 大橋　功 高11 佐保田　純雄 高17 箭野　晴子
中5 尾崎　八郎 中13 高橋　一美 中18 大河原　昭二 高5 川上　輝夫 高11 林　滋 高17 中島　規雄
中6 大串　庸夫 中13 頓宮　誠 中18 金田　政次 高5 黒田　高明 高12 市古　育弘 高17 深田　肇
中6 塚﨑　公俊 中13 渡邊　英雄 中19 片桐　洋 高5 相良　健太郎 高12 小林　幹夫 高19 斎藤　和子
中6 長谷川　昭 中14 石川　元章 中19 日下　本雄 高5 千野　麗子 高12 鈴木　敬一 高19 田中　秀明
中6 前田　紀太郎 中14 上浪　渡 中19 軍司　敏博 高5 永井　正弘 高12 土肥　徳子 高20 須藤　行雄
中7 小平　敦 中14 樫渕　隆 中19 關谷　宗明 高5 廣本　泉太 高13 阿河　捷一郎 高21 石塚　哲雄
中7 小西　泰次郎 中14 小坂　修康 中19 塚田　實 高5 松尾　壽太郎 高13 芦原　尚子 高21 松本　雅治
中7 日野　泰輔 中14 髙島　国長 中19 夏目　正夫 高5 三久保　博 高13 伊藤　雄三 高23 橋本　秀治
中7 前田　稔 中14 中村　四郎 中19 能勢　明 高6 神山　巖 高13 河野　義明 高24 小沢　真理
中8 宮内　豊 中14 長谷川　久夫 中19 堀　久滿 高6 川瀬　正 高13 古谷　紀男 高25 岡崎　伸彦
中9 川島　親邦 中14 水口　盈 中21 山口　博 高6 熊谷　稔 高13 三輪　知三 高25 今井　良美
中9 小岩井　直和 中14 安田　勇治 併2 新倉　延又 高6 小西　英一 高14 岩間　徹 高32 上田　幸子
中9 下元　進助 中14 石井　英彦 高1 塩路　幸雄 高6 佐藤　仁見 高14 小高　邦博 高32 小笠原　博
中9 鈴木　茂 中15 鈴木　乙二 高1 早川　和三郎 高6 蓮池　正子 高14 大根田　幸夫 高37 南京　政信
中10 建畠　覚造 中15 山本　崇 高2 赤羽　厚 高6 増田　和彦 高14 黒田　賢彦 高40 佐藤　美和
中10 土屋　八郎 中15 吉村　甲二 高2 鞠子　仁 高6 三枝　義孝 高14 中村　泰庸 高42 福井　順二
中11 伊部　信一 中16 大島　博 高2 山本　千吉 高6 望月　進 高14 野村　佐智代 高42 山口　正樹

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）

同期会・クラス会

★次回開催は：平成22 年４月13
日（火）石坂ゴルフ倶楽部
第50 回記念大会として盛大に行
います。奮ってご参加ください。

→８㌻参照
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第27 回  関西菊友会総会
11 月14 日大阪キャッスルホ

テルで39 人参加。
本部岡田肇会長（高10）から、

本年５月の評議委員会で新会長
に選任されたこと、九段高校が
今春閉校し、新しく母校と成っ
た千代田区立九段中等教育学校
が、素直で自由なプロセスを尊
重する九段の伝統（＊至大至剛
の精神：記者解釈）を醸成して

くれることを、同窓会としてあ
たたかく見守って行きたいとの
お話がありました。

講演は淀川改修百周年にあた
り、摂津市の郷土史研究家で、ま
ちづくりの総合計画審議会委員
である宮田鐵夫氏（高17・今橋
弘氏の友人）により【淀川の今
昔…その治水史と交通】があり、
古墳時代から近代までの淀川が
日本のまつりごと・文化流通の

中心として変化発展し
てきた様子がていねい
な資料と共にわかりや
すくお話いただき、改
めて大阪（摂津、河内）
のにぎわいを参加者一
同学びました。

第２部は中学卒２人
の参加となった梅澤信
久氏（中18）による乾杯で始ま
り、本部新理事長赤司久雄（高
15）及び・遠路参加、初参加、ま
た久しぶりの方々などから楽し
いスピーチを得て、各世代の歓
談で盛り上がりました。
次回総会：11月6日・前日ゴルフ会

 （湯浅良男・高14）

第37 回  関西菊友会コンペ
総 会 前 日 の11 月13 日（ 金 ）

西宮市の「よみうりゴルフ　ウ
エストコース」で開催。前日まで
の雨予報でキャンセルした１名

を除く19 名が曇天強風の中懸
命にプレーしました。東京から
も宮島・三井の両君（高７）赤司
君（高15）の参加を得ました。

距離も長いチャンピオンコ
ースのためか100 を切ったの
は４人だけ。ダブルペリア戦で
したが優勝はベスグロ91、ネッ
ト75.4 の吉田正雄君（高13）で
した。準優勝はゲスト参加の小
川美智子さん、3 位菊地雅（高
14）。次回もこのコースで再挑
戦したいとの声を残して解散し
ました。 （杉田健治・高７）

親子二代で九段を卒業
し、千代田区で歯科クリニ
ックを開業している愛知
氏より、歯が１本も無くな
り総入れ歯にならぬ限り
避けて通れぬ口腔ケアに
ついて「知らねば仏、知れ
ば○×」と題してわかりやすく
説明していただきました。
歯垢にある細菌数は大便並み

歯科医は二言目には歯ブラ
シ、歯ブラシと言いますが、なぜ
歯磨きが大切なのでしょうか？

口腔には様々な細菌が生息
し、それらが集まりバイオフィ
ルム（バリアー）を作り、その中
で繁殖をします。それが歯垢で
す。このバイオフィルムは、薬で
簡単に取れません。歯ブラシで
無理矢理掻き取るしか他に除去
する方法がありません。
歯周病と体の関係

歯周病は口腔だけの問題では
ありません。単に歯を失うだけ
でなく、全身への感染源にもな
るのです。細菌は、増殖しつつ歯
肉・歯茎の組織を破壊し続けま
す。破壊によって露出した末梢
血管から細菌が吸い込まれ、こ
れが全身に影響するのです。

健康人の場合は、白血球の働
きで入ってきた細菌は破壊され

愛知哲也氏（高23）

高17  同期会
11 月14 日にホテルメトロポ

リタンエドモンドで開催され
ました。伊部哲先生、川田( 栗原
) 節子先生、増田三郎先生の出
席をいただき、また旭川からか
けつけてくれた山科創君なども
いて、65 名の大盛会になりまし
た。代表幹事（3 組）の関達雄君
による開会挨拶のあと、中西繁

君の乾杯で会はスタートし、一
気に45 年前の追想モードに。閉
校式典のDVD 上映も、雰囲気を
盛り上げました。途中、恩師の
方々の挨拶をいただきました
が、お元気な様子にみんな圧倒
されました。終盤まで大いに盛
り上がり、大騒ぎの中で記念撮
影が行われました。

2 次会はホテル至近の居酒屋

に移り開催されま
した。参加者は52
名 と、1 次 会 の メ
ンバーほとんどが
なだれ込む状況の
なかで、会はさら
に熱気を帯びまし
た。そして通算５時間を越える
名残尽きない会も、2 年後の再
会を期して、お開きになりまし

た。その後クラス毎の3 次会が、
夜遅くまで続いたようです。

 （川添光男）

お楽しみのイベント　講演と福引も大好評

高13  遊九会ゴルフ＆観光
2009 年は10 回目を5 月10・

11日に那須で行った。ゴルフは
14 名で原田（鈴川）さんが優勝
を、観光は12 名で新緑を満喫し
た。11 回目は「至大荘＆館山」
で8 月29 －31 日に開催した。
至大荘プレゴルフ、懇親会には
同期から「歌声喫茶」でギター
とハーモニカ演奏で大活躍した
乾君も含め8 名が参加、翌日の
昼食は雨中バーベキューとなっ
た。至大荘解散後は館山に移動
して同期会が始まった。駿河湾

に沈むサンセットはあいにくの
雨でお預け、そして翌朝は台風
が房総半島直撃かの心配で目を
覚ました。当然ながらゴルフは
中止、アクアラインが不通にな
る前に早々に退散となった。

12 回 目 は11 月8・9 日 紅 葉
の久慈に16 名が集まった（写
真）。11 名で競ったコンペは原
田さんが女性初の連続優勝を飾
った。5 人の観光組はレンタカ
ーで袋田の瀧、竜神大吊橋など
楽しんだ。

次回は多くの方が参加しやす

い日帰りゴルフを、そして来春
は菜の花を求めての一泊旅行を
企画中です。問合せ・申込みは
永久幹事・馬渕まで。

なお、各クラスが順番で幹事
となって行なう懇親会は、次回
は5 組が幹事で4 月3日（土）12
時半～3 時、中国飯店市ヶ谷店
で行なわれます。幹事窓口は林
勝久君。 （馬渕義彦）

高19  トーク会
10月31 日、“やあ久し振り”旧

8 組のメンバー4 人がスタート
組。今日は高19 卒で旅行/ ゴル
フ/ テニス好きの集まり、“トー
ク会”のゴルフコンペである。組
数は4 組。私は初参加である。ス
タート前の朝礼で居並ぶ白さが
目立つ16 人の笑顔がなつかし
い。

私がこの会を知ったのは去年
の還暦同窓会。この会、春は１泊
２日、秋は日帰りのゴルフコン
ペ（テニス）が年2 回開催されて
おり、今年で35 回目。会員数約
100 人のアットホームな気さ
くな集まりである。こうやって
今、昔の仲間と思い出話に花を
咲かせラウンド出来るのが何よ
り嬉しい。

今日のクライマックス、表彰
式の始まり。今回の優勝者は、金
子真理子嬢。苦節○年の後の映
えある栄冠である。

そして、今日の特別イベント

“加賀百万石１泊２日のペア旅
行券”の抽選会。優勝者の彼女が
引当てたのは“何と私！”春に行
けなかったリベンジ。“やった
あ！！”と思わず歓喜の声。何と
もスバラしい、素敵な会である。

 （松田洋男）

高７  79 会
九段高７回生は79 会（ナナ

キュウカイ）と名づけて毎年春、
秋と２回のゴルフコンペと懇親
の 食 事 会 を3 月、6 月、11 月 の
３回開催しております。その都
度多数の参加者が九段高時代の
懐かしい話や諸先生
方の思い出、また至
大莊での体験など次
から次へと楽しい話
題が出てきて燃え上

がりおおいに歓談が尽きませ
ん。この楽しい集いは今後、喜
寿、米寿を迎えようとも出席者
がある限り続く事になります。

11月例会に集った方々、と
ても73 歳とは見えずお若いこ
と！ （宮島  徹）

サッカー部
去る11月21日、晴天下でＯ

Ｂ・ＯＧ30 名以上が九段中等
教育学校のグランドにあつま
り、現役たちと交流戦が行われ
ました。

ミニゲームや全面使用の紅白
戦に皆汗を流し、ＯＢ現役がひ
とつになった光景に、初代サッ
カー部顧問で元東京都サッカー
協会副会長等も歴任された加藤
三郎先生も、目を細めて御覧に
なっていたのが印象的でした。

夜は懇親会も開かれ、20 歳の
若手をふくめ30 名近くが参加
し、昔話や就職のアドバイスで
各所が輪となり盛況いたしまし
た。 （相川浩昭・高48）

都立九段高校柔道部還暦ＯＢ会

さる11月21日（土）に柔道部
還暦ＯＢ会が例年通り新橋の

「新橋亭新館」で開催され、今年
は高19 回生７名を迎えました。
1953 年に復活した柔道部も56
年目を迎え、高７回生から高19
回生まで94 名の還暦ＯＢが会
員で、今年は30 名の参加者があ
りました。その昔合宿で炊事担
当をお手伝いしていただいた高
10 回女性２先輩が今年も連続
して参加していただける予定で
したが急に風邪でご欠席になっ
たことが大変残念でした。 

 （髙井信義・高13）

硬式テニス部　総会＋テニス大会
第4 回 九 悠 会 総 会 が、9 月4

日に市ヶ谷アルカディアにて開
催され、金曜日ながら多数の先
輩方にご参集頂きました。

総会は新井幹事長（高19）の
進行で、山崎会長（高13）の再
任、横田会計（高19）の会計報告
等が承認され、後なごやかな懇
親会となりました。学年違えど
同じテニスコートで汗流した根
っこは同じ、あっつい絆がひと
つになれる楽しい時間でした。
九段校、ファイ・オー！

 （福田  隆・高31）

日 を 改 め、11 月29 日（ 日 ）、
紅葉真っ盛りの尽性園、小村・
柏原両先輩( 初参加) の高12 か
ら高31 までＯＢ・ＯＧ18 名を
集めテニス大会が挙行されまし
た。勝負は30 分。時間が来たら
打ち止めです。

優勝者は、3 年連続で浅野和
英君（高26）でした。誰か彼を打

ち負かす刺客の参加を促す
ことに衆議一決しました。
テニス部ＯＢ・ＯＧの皆さ
ん、来年は是非エントリー
を！！！ （新井喜勝・高19）

中13 末　博光 高4 奥山孝夫著書『陛下のお仮縫い』（10 冊）
中13 橋本政雄 文明堂カステラ（６個）
中16 吉田忠男 ビール券（3 組）
中21 鈴木謙一 東京會舘洋菓子（10 個）
高4 一島英治 著書『麹』（10 冊）
高4 大井基臣 宝来屋羊羹（５本）
高7 宮島　徹 丹後久美浜の鯛せんべい（３個）
高９ 岡田　繁 石坂ゴルフ・メンバー並プレー券（３組）
高10 岡田　肇 ワイン（2 本）
高13 稲坂良弘 明治の復刻お香「銀座花粒」（10 箱）
高14 青山久美子 手製「キーホルダー」（20 組）
高17 中西　繁 プリントスケッチ（8 点）
  肉筆水彩スケッチ（2 点）
高19 遠山ちづ子 背中枕「眠べえ」（1 個）
高39 相原　學 赤十字記念切手（2 組）

景品は提供会員から当選者へ。
ニコニコと気持ちを伝えて。

今回の福引では、参加
者のうち最年少の渡邊
藍さん（高60）に抽選の
お手伝いをお願いしま
した。渡邊さんは平成
20 年に九段高校を卒業
したばかりの大学2 年
生。抽選箱から96 枚の当り札を 引いてくれました。

今回も例年以上に会員各位の
ご協力をいただき、景品は盛り
だくさん。大会参加者の半数以
上が、何らかのお土産を持ち帰
る事ができました。

景品を提供くださった方々は
以下の通りです。皆さん、本当に
ありがとうございました。

景品を寄贈くださった皆様（敬称略）

第 27 回 関西菊友会総会＆ゴルフコンペ第 27 回 関西菊友会総会＆ゴルフコンペ

菊友会大会菊友会大会

福引 講演

病気に至りません。それでも白
血球の数は限られているので、
他で必要になった免疫機構が十
分働かなくなる事もあります。
リスクとしては、肺炎・脳卒中・
脳梗塞・心狭心症・心筋梗塞等
が挙げられます。
日常生活の維持

加齢に依る変化は見えにく
く、また本人も認めたくないも
の。チェックポイントは、噛め
る・におい・嚥下の3 点です。ゆ
っくり良く噛む事を心がけ、口
の動きを良くするトレーニング
をしましょう。

口のにおいが気になったら、
口腔が汚れています。歯磨き、入
れ歯の清掃をしましょう。

喉に詰まる・むせる場合は、
舌・唇・顔の筋肉のトレーニン
グをしましょう。発音、から噛み
も有効です。
講演資料の一部は日大歯学部・上田浩一
郎教授（高 29）のご厚意で提供いただ
いたとの事です。

ゴルフ他イベント

ＯＢ・OG 会
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岡田肇会長（高10）・赤司久雄理事長（高
15）の新体制による初の菊友会大会は、例
年の通り東京會舘9 階ローズルームで、10
月17 日（土）開催されました。司会は、これ
も新任の岩城悦子総務企画委員長（高19）。

本年3 月には千代田区立九段中等教育学
校第１回目の卒業生が菊友会の会員に加わ
ります。壇上には、菊のマークの中に「九段」
と記された中等教育学校の校章が加わった
真新しい菊友会旗が飾られました。

菊友会ではこんな準備も着々と進められ
ています。菊友会報も前号（83号）からこの
1ページ目の最上部に4 つ目の校名が書き
加えられたのにお気づきになった会員も多
くいらっしゃると思います。

懇親会は歴代会長を代表して橋本政雄・

12代会長（中13）の乾杯の音頭で
始まりました。参加の皆さんは、卒
業年毎にまとまったテーブルで同
期・近い代の先輩後輩と、また、年
代を超えてクラブの仲間と歓談を
楽しみました。

今回の大会は、特にクラブ関係
の結束を強化する場を提供したい
との思いから、クラブ席を設けま
した。参加クラブは、壇上で挨拶や
結束のアピール等を行いました。

登壇したのは、下記の５クラブ。それに、
飛び入りで、一排会バレー部（5人）・九演
会演劇部（5人）でした。

次回はさらに参加者を増やしたいと思い
ます。仲間と誘い合わせて、ぜひご参加くだ

さい。⇒次ページにも関連記事があります

平成 22 年度  菊友会大会
10 月 30 日（土）：東京會舘
詳細のお知らせは次号になります

硬式庭球部（九悠会）18 人
団結をモットーに会員259 名、年に一度、

総会・テニス大会・会報発行等を行い、更に
今年からは現役部員との交流を深めたい
と、山崎武正会長（高13）より会の紹介。続
いて福田隆さん（高31）の発声で、九段高フ
ァイト！のエールの斉唱。

水泳部（一游会）11 人
会員550 名、年に一度総会・現役との交流

戦を行っている。北京オリンピック候補選手
になった菅谷真理子さん（高56）等若い世代
に強い選手が続々出ている。

中等学校に同名のクラブが無く、新設を
呼びかけている厚生科学部 10 人。

硬式野球部９人
菊友会大会の声掛けをきっかけに、今後

OB 達が集まろうとの機運が出来てきた。

バスケット部７人    女子部創設メンバーも登場。

菊友会新名簿、お申し込みはお早めに

菊友会では、2010年版
新名簿の3月1日発行へ向
けて編纂作業の追い込み
に入っています。今回は、
昨年3月に九段高等学校
が閉校し九段中等教育学
校に引き継がれ、この4 月

には菊友会に初の中等教育学校卒業生を迎
え入れるに当たっての改訂編纂です。また、
厳しい景況下で今回も多くの会員の方々か
ら掲載広告のご協力をいただき、感謝申し
上げます。

頒布価格： 2,500 円
郵便為替： 口座番号　00120-7-167292
 加入者名　菊友会名簿委員会
銀行振込： 三菱東京UFJ 銀行   神保町支店
 （普）0691551　菊友会

名簿は“九段生”の心の拠りどころの一つ、
ぜひお手元に一冊を。購入のお申し込みは、こ
の会報に同封の郵便為替用紙をご利用いた
だくか、上記の銀行口座への振込にて、お早め
にお願いします。

なお、旧名簿も廃棄せず保管を。やむなく
廃棄する場合は、名簿業者等に悪用されるこ
とのないように、十分にご注意を願います。

2010 年　明けましておめでとうございます

平成22年度維持会費（21年4月〜22年3月）
が未納の方には、納入振替用紙を同封し
ております。
菊友会の運営は、皆様の会費で支えられ
ています。お早めにお振り込みくださる
ようお願い致します。→詳細8 ㌻

会費納入のお願い

平成21年度の維持会費納入
は11月20 日現在で、1,981 人、
金額で5,766,000 円の振り込み
を頂いております。納入して頂
いた方々には大変ありがたくお
礼申しあげます。しかし菊友会
の収入予算としては7,600,000
円を見込んでいます。この金額
を達成するためにはさらに、
620 人、1,834,000 円のご協力
が必要となります。

払い込みを頂いていない方々
のご協力をぜひよろしくお願い
いたします。

また、今年度は4 年ぶりに新
名簿の発刊をいたします。新名
簿購入（頒布価格2,500 円）につ
きましても宜しくお願いいたし
ます。

編集後記
早いもので今年は中等初の

卒業生が出ます。
光陰矢のごとし。新しい波が

今私たちの母校に次々と押し
寄せているのでしょう。

編集している私は老眼が進
んだことにびっくり。変化のき
ざしが私にも及んでいるよう
です。

そんな中、九段で過ごす生徒
たちが、昔と同じように生活を
楽しんでいるかと思うと、羨ま
しい気がします。（長 繁樹）

菊友会事務局は2名の事務
員で毎週火･ 金（年末年始・夏
季休業中・祭日を除く）の午前
11時から午後4時半まで事務
を執っています。

業務内容は広範で、主に名
簿の管理と会費の管理を行っ
ていますが、その他菊友会の
諸行事の準備、在校生への支
援、卒業生への支援、新会員の
入会手続きなどを行っていま
す。

今回は、その中でも会員に
もっとも身近なサービスであ
る「同期会支援サービス」をご

紹介します。
同期会支援サービスは、同

期会の開催のお手伝いをする
サービスです。

具体的には、名簿の抽出（当
該学年・クラス別）、宛名ラベ
ルの印刷・案内状の印刷・名
札作成・当日出席者リストの
作成・名札ケースの貸出し・
HP への予告などを行なって
います。

サービスの提供には実費程
度の費用をいただきますが、
ぜひご利用、お役立てくださ
い。

九段ネットは2001 年7 月
に開設された菊友会のサイト
です。開設以来これまでに25
万人以上の方が閲覧していま
す。閲覧なさっている方は会
員ばかりだけでなく、在校生、
その保護者、その他九段を受
検しようとする児童・保護者
の方などです。

九段ネットは年2 回、菊友
会報の発行に合わせて、大幅
な更新を行うほか、随時トッ
プページの「新着情報」・「事
務局から」を更新し、会員の皆
様に菊友会報ではお知らせで
きなかった最新情報の発信に

努めています。
また掲示板を開設してお

り、いろいろな方の投稿が掲
載されています。会員の皆さ
ん、掲示板を利用して、ＯＢ
会・同期会・クラス会の呼び
かけなどにご利用ください。
また在校生の皆さんは、九段
中等を受検する児童・保護者
の質問などに、積極的なアド
バイスをお願いします。

九段ネットをご覧になるた
めには、「九段ネット」で検索
するか、または直接九段ネッ
トのアドレスを訪れて頂けれ
ば幸いです。

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

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。

== ６月度==
伝統継承HR の内容を検討／菊
友大会講師、愛知哲也氏（高23）
に 決 定 ／ 閉 校 記 念DVD・CD-
ROM 完成／至大荘懇親会、新た
な企画／高17 理事候補・酒井、
庄司氏が初参加／菊友会報83
号発送。

== ７月度==
１日、伝統継承ＨＲ実施。理事
11 人参加／至大荘懇親の役割
分担／新名簿作成準備／故人の
未払会費とし遺族より寄付10
万円を受ける／校歌祭に中等吹
奏楽部出演の快諾を得る。

== ８月度==
至大荘懇親会実施。参加69 人／
名簿の広告依頼先をＯＢ会、同
期会と広げる方針確認。

== ９月度==
理事長より、9 月5日朝日夕刊掲
載の中等学校に対する記事に
ついての説明／名簿用調査票
1480 件回収。広告難航／同期会
６件集中。出席理事確認／中等
学校名入り菊友会旗・幟制作／
至大荘懇親会、無事終了の報告。

==10 月度==
4 日校歌祭。参加38人。中等学校
生徒吹奏楽部の応援を得る／17
日菊友会大会。出席154人／20
日菊友ゴルフ大会。参加24人。

==11 月度＝＝
菊友会大会の総括。来年度開催日
10 月30 日（土）、東京会館、会費
１万円で決定。12 月も継続討議す
る／名簿進捗状況の報告。17 日、
修正データ1 回目の校正／校歌祭
の今後の運営について提案。

維持会費納入のお願い
収入予算の達成が厳しい状況です。ぜひご協力を！

同期会のお手伝いします

九段ネットのご案内

九段ネットアドレス
http://kudan-net.com/

第50 回記念  菊友ゴルフ大会
盛大に開催します
催行：4 月13 日（火）
場所：石坂ゴルフ倶楽部（埼玉）

毎年、春秋の2 回行ってい
る恒例の菊友ゴルフ大会が、
今春50 回目を迎えます。これ
を記念大会として、同窓のゴ
ルフ愛好者が一同に会し、懇
親を深める機会としたく思い
ます。

同期と、クラブ仲間と、同好
会で、友人と、ふるってご参加
ください。またお一人でもお
気軽にご参加ください。

豪華景品を用意し、誰もが
楽しめるコンペを企画してお
待ちいたします。

参加を検討、希望される方
は、1月29日までに事務局に
ご連絡ください。詳しい案内
状をお送りいたします。

高12  卒50 周年記念同期会
日時：10 月23 日（土）
場所：如水会館
詳細次号（責任者：平松正子）
高15  同期会
日時：4 月17 日（土）
場所：日比谷公園内「松本楼」
女性陣も参加しやすいように、
ランチパーティーを予定してい
ます。詳細は後日。
世話役・山田清三

Web Site -- http://www.kudan-net.com/     Mail Address -- kikuyukai@kudan-net.com
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平成 22 年 1 月 1 日

新体制下、新しい趣向も取り入れ大いに盛り上がる

菊友会大会　　　150人が集合


