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九段校舎改修工事始まる
九段の歴史を残すメモリアルルームも

平成22 年度（平成22 年4 月～23 年3 月）

維持会費納入のお願い
年会費3000 円

卒業後4年間　年会費1000円
郵便振替用紙を同封しております。
お近くの郵便局からお振込みください。

会報２㌻で報告いたしました
ように、21年度実績が約27万
円の赤字になってしまいまし
た。21年度の予算としては維持
会費収入を760万円見込んでお
りましたが、693 万円と前年実
績を大きく下回ってしまいまし
た。皆さまの維持会費は、会報印
刷・郵送費や菊友大会費用さら
には在校生との交流にも充てら
れております。
さらに、今年度の予算では、中
等教育学校の卒業生の大幅な減
少により新入会員入会金も87
万円もの減少になっておりま
す。
少しでも多くの方に、維持会
費納入をお願いいたしたいと思
います。

編集後記
今年から思いもかけず菊友
会の理事となり、体育行事を
見学する機会を得、45年ぶり
に尽性園を訪れました。
かつて、林や哲明寮があっ
た場所は稲城市立の中学校と
なり、尽性園の敷地も半分位
になっていました。矢野口駅
を降りると、一面梨畑だった
地域も住宅地となり、時の移
ろいを感じさせました。
時間は経過しても歴史のあ
る体育施設として、今も健在
である尽性園を、九段卒業生
として誇りに思います。

（高橋暁子）

平成22年度維持会費（平成22年4月～平成23年3月）

中１	～	 高57 回	 3,000 円
高58	～	中等1回	 1,000 円	（減額期間）

●郵便振替
口座番号：
加入者名：菊友会
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58～
中等１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　神保町支店
普通口座：00150-7-504525　口座名義：菊友会
恐縮ですが、振込み手数料をご負担ください。なお、三菱東
京UFJ 銀行から口座経由で振込みいただくと、振込み手数
料がかかりません。

お知らせ

現在、理事は20 名。理事会は
この理事によって構成されてい
ます。理事は総務企画・広報・会
計・名簿の各委員会に属し、そ
れぞれの業務を行うほか、月に
1 度定例理事会に出席します。

定例理事会は毎月第 2 金 曜に
開催。担当理事からの各種報告、
母校との連携、次の活動内容な
どを討議しています。菊友会へ

卒業生数半減  転機迎えた菊友会財政
平成 22 年度  菊友会維持会費の納入をお願いします。

中21 回・高２回 卒業60 年記念
同期会（昭和25 年卒）
日時：	10 月12 日（火）12:00
場所：	東商スカイルーム
	 東京商工会議所ビル8階
	 TEL	03-3211-4851
問合せ：一色昭吾
	 TEL	0422-43-4640
なお、各人には９月初旬には案
内状を差し上げる予定です。
高10 回  古 希 記 念同期会
日時：	9 月11 日（土）
	 15:00 ～17:30	
場所：	エスペリア（神保町）
会費：	5000 円
詳細は7 月中旬にご案内しま
す。住所変更はクラス幹事にお
知らせください。
幹事	：	山口泰夫（1組）
高12 回  卒業50 周年記念同期会
日時：	10月23日（土）
	 13:00 ～
場所：	一ツ橋　如水会館（２Ｆ
	 オリオンルーム）
会費：	10000 円
	 （当日受付にて）
幹事：	谷貝友康、平松正子
高27 回  卒業35 周年同期会
日時：	10 月2日18:00 ～21:00
場所：	お茶の水ホテルジュラク
	 御茶ノ水駅聖口徒歩4分
代表幹事：中井健一

菊友会2010 年版新名簿
お詫びと訂正
2010 年版名簿広告に誤記載
がありました。関係者の皆様に
ご迷惑をおかけした事をお詫び
申し上げますとともに、次の通
り訂正させていただきます。
表紙見返裏「神田まつや」
東急デパート町田店8F の支
店は閉店されましたので削除
します。

広告8p 九段法曹界（2）
弁護士川上英一様と森本紘章
様のホームページアドレスが
逆になっていましたので入れ
替えます。（判明後頒布の名簿
には訂正シール貼付）

3月6日（土）、千代田区立九段中等教育
学校は、卒業証書授与式を行いました。第
1 期生として式に臨んだのは、平成18 年
４月、千代田区立九段中学校から編入した
127 人です。
従来の半数にも満たない卒業生数に対し
て、体育館の式場は大きすぎる空間にも思
えましたが、部員100 人を超える吹奏楽部
が素晴らしい演奏で埋めました。
式典の中でとりわけ心をうたれたのは、

送辞を読んだ体格のいい５年生男子生徒
が、先輩！と呼びかけた途端に涙があふれ、
止まらなくなった場面です。5年間を同じ
学び舎で過ごし、また編入組同士としての
特別な想いの深さでしょうか。かつて５年
制を経た大先輩たちの強い絆を見るにつ
け、多感な時期を一貫校で過ごす意義に感
じ入りました。
卒業生は様々な進路に向かいましたが、
注目に値するのは、約2割、25 人が浪人を
選択したことです。大学全入時代にあって
「より高きをめざす」九段精神に母校の充実
を見ると共に、来春の実りを期待して止み
ません。
菊友会は、中等１期生を迎え、市立一中･
都立九段中学～都立九段高校～千代田区立
九段中等教育学校の卒業生が集う３世代構
成時代に入りました。

昭和を生き抜いた古校舎（1927 年～）、
平成元年に建てかえられた新校舎（1989
年～）、２つの学び舎を巣立った卒業生に加
え、富士見校舎で学んだ卒業生が菊友会入
りしました。私達が「新校舎」と称していた
九段校舎も建築後はや22年、このたび大幅
な改修工事が始まりました。
改修は、中高一貫校としての教育環境に
特に配慮すると同時に、老朽化した個所の
全面改修も目的として衛生工事・電気工事・

空調工事が中心になります。エレベーター
も設置されます。
また内部のレイアウト変更により、私達
の永年にわたる願望であった菊友会も活用
できるメモリアルルーム（仮称）が実現す
る予定です。
工事期間はこの８月から約１年間。この
間、校庭に仮設校舎が建てられ、３～６学年
の生徒の授業がここで行われることになり
ます。

千代田区立九段中等教育学校
第１期生卒業、菊友会員に

菊友会2010 年版名簿が完成し
ました。中等教育学校第１期生も
加わった、１中創設以来の全卒業
生24,721人の現況を収録してい
ます。
あの恩師、同期、先輩、後輩は
今！！　ぜひ、皆様のお手元に新
名簿を。
お申込みは、本紙に同封の「名
簿購入申込み兼払込取扱票」（郵
便振替）をご利用ください。銀行
振込をご希望の方は次の口座に
お振込ください。

三菱東京UFJ 神保町支店
（普）０６９１５５１　

口座名：菊友会
頒布価格2,500 円

菊
友
会
名
簿
完
成
!!

中等教育学校第３代校長に
倉 田 朋 保 氏 　就任
４月１日付
けで着任され
ました。前職
は、東京都西
部学校経営支
援センター支
所長兼経営支
援室長。日体
大卒業後、中学校と都立高校で保健体育を
担当。その後の行政職から18年ぶりの現場
です。着任後すぐ尽性園での６学年一緒の
体育祭があり、生徒達の団結力、保護者の熱
気に感激されたとのこと。
生徒、保護者、千代田区、そして菊友会の
期待にも応えなければと、教育活動の本格
的な充実に向けての想いを、静かに語って
くださいました。54歳。

高30 回  同期会
日時：	７月17日（土）
	 １次会　13:30 ～
	 ２次会　16:30 ～	
会場：	１次会　東商スカイルーム
	 （丸の内3-2-2	8 階）
	 	TEL	03-3211-4851
	 ２次会　La	BODEGA
	 （丸の内3-1-1国際ビルB1）
	 TEL	03-5222-7160
専用サイト（構築中）
http://kudan30th.com/
※連絡が届いていない方は、各
クラスの幹事または以下に連絡
ください。
学年代表　辻岡長之
tsujioka@ka2.so-net.ne.jp
山口（河口）江理
ering-yama1982@juno.ocn.ne.jp
平野清一　seihirano@aol.com
高37 回卒業25 周年記念同期会
日時：11月20日（土）　15:30
会場：九段会館　鳳凰の間
幹事会HP：
http://www.geocities.jp/
kudandousoukai37/
幹事団代表：熊沢龍一郎
都立九段高柔道部還暦ＯＢ会
日時：	11月20 日（土）夕方開宴
場所：	新橋亭新館
	 TEL	03-3580-2211
会費：	7000 円
新参加の高20 回生（S43年卒）
熱烈歓迎です
世話人：髙井信義（高13）

の意見・要望など、遠慮なく事
務局にお寄せください。

==12 月度==
高17の高橋暁子氏、新田道子氏
らが新理事候補として初参加／
校歌祭写真を学校長に贈呈／次
回菊友ゴルフ大会を50 回記念
として盛大に企画／校歌祭を菊
友会正式行事に昇格

== １月度==
菊友会報84 号発送／クロスカ
ントリーレース入賞者記念メダ
ルと卒業記念品としてフォトス
タンド発注

== ２月度==
22 年度の各種行事の日程が決
定された。これに伴い、多くの参
加を得るために、企画、方法等
をフリートーク／16日、クロカ
ン。理事会から3人出席

== ３月度==
平成22年度事業計画・予算作成
／菊友会名簿が完成／校歌祭へ
の吹奏楽部出場依頼／九段校舎
の改修工事日程が明示／6日、
母校卒業式に理事等7人出席

== ４月度==
維持会費増収検討部会設置／
新理事候補として新田潔氏（高
18）が初参加／13 日、50 回記
念菊友ゴルフ大会開催。74人参
加／21 日、高井禄郎副会長、母
校で講演。

== ５月度＝＝
維持会費増収検討部会にメンバ
ー3人追加／菊友会大会講演を作
曲家・小森昭宏氏（高2）に依頼／
新理事候補として楫取能彦氏（高
17）、渡辺憲雄氏（高19）が初参加
／15日、尽性園で母校体育祭、菊
友会から７人出席／28日、評議
員会開催
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▲ 中等教育学校の制服は、
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H21年度実績 H22年度
予　算 実　績 予実差 予算案

収

入

維持会費 7,600,000	 6,937,000 663,000	 7,600,000	
新会員入会金 1,380,000	 1,380,000 0	 510,000	
菊友大会会費 1,600,000	 1,529,000 71,000	 1,600,000	
至大荘懇親会会費 700,000	 684,680 15,320	 700,000	
評議員会会費 300,000	 275,000 25,000	 300,000	
顧問会会費 150,000	 144,000 6,000	 150,000	
名簿売上高 1,750,000	 1,750,000 0	 0	
名簿売上高新人用 1,025,000	 887,500 137,500	 0	
名簿広告収入 1,500,000	 1,405,000 95,000	 0	
閉校記念誌売上 0	 37,500 -37,500	 0	
寄付金 0	 132,032 -132,032	 0	
雑収入・雑損失 0	 7,974 -7,974	 220,000	
受取利息 0	 22,968 -22,968	 22,000	
収 入 計 16,005,000 15,192,654 812,346	 11,102,000	

事

業

費

在校生・卒業生支援費 230,000 261,225 -31,225	 230,000	
菊友会大会経費 1,920,000 1,692,522 227,478	 1,700,000	
至大荘懇親会経費 700,000 687,196 12,804	 700,000	
評議員会経費 490,000 407,910 82,090	 420,000	
顧問会経費 175,000 132,756 42,244	 175,000	
名簿作成・送付費 2,760,000 3,553,277 -793,277	 45,000	
会報印刷・郵送費 3,600,000 4,003,870 -403,870	 3,700,000	
菊友会紹介紙作成費 45,000 0 45,000	 0	
校歌祭参加費 0 0 0	 170,000	
法人九段関係費 75,000 60,000 15,000	 66,000	
会議費 20,000 0 20,000	 0	
事	業	費	小	計 10,015,000 10,798,756 -783,756	 7,206,000	

管

理

費

事務局人件費 1,440,000	 1,452,740 -12,740	 1,440,000	
事務所家賃 1,743,000	 1,742,456 544	 1,640,000	
光熱費 132,000	 136,726 -4,726	 132,000	
什器備品費 0	 0 0	 0	
通　信　費 187,000	 138,189 48,811	 150,000	
リース費 9,000	 8,442 558	 9,000	
パソコン関係費 169,000	 181,534 -12,534	 360,000	
コピー費 76,000	 67,611 8,389	 85,000	
事務消耗品費 74,000	 101,828 -27,828	 110,000	
理事会交通費 185,000	 153,000 32,000	 172,000	
旅費交通費 79,000	 28,100 50,900	 30,000	
振込手数料 325,000	 322,045 2,955	 325,000	
慶弔費 42,000	 35,750 6,250	 42,000	
雑　費 84,000	 82,787 1,213	 84,000	
予備費 100,000	 215,549 -115,549	 100,000	
管	理	費	小	計 4,645,000 4,666,757 -21,757	 4,679,000	

支 出 計 14,660,000 15,465,513 -805,513	 11,885,000	
収 支 差 額 1,345,000 -272,859 1,617,859	 -783,000	

菊友会　平成21年度予算実績・22年度予算	 （単位：円）

会　長 岡　田　　肇 （高10）
副会長 髙　井　祿　郎 （高14）
	 〃 髙　橋　直　人 （高14）
理事長 赤　司　久　雄 （高15） 総務企画委員長
副理事長 髙　井　信　義 （高13） 会計
	 〃 田ノ倉　美保子 （高15） 広報委員長
	 〃 井　上　良　夫 （高17） 会計委員長
理		事 馬　渕　義　彦 （高13） 総務企画
	 〃 山　崎　武　正 （高13） 名簿
	 〃 氏　家　義　之 （高15） 名簿
	 〃 根　本　　東 （高15） 名簿委員長
	 〃 楫　取　能　彦 （高17） 総務企画 新任
	 〃 酒　井　憲太郎 （高17） 総務企画
	 〃 庄　司　啓　子 （高17） 総務企画
	 〃 高　橋　曉　子 （高17） 広報 新任
	 〃 新　田　道　子 （高17） 総務企画 新任
	 〃 野　本　俊　輔 （高17） 総務企画
	 〃 新　田	　　潔 （高18） 総務企画 新任
	 〃 藤　代　興　里 （高18） 広報
	 〃 岩　城　悦　子 （高19） 総務企画
	 〃 松　本　茂　夫 （高19） 広報
	 〃 渡　辺　憲　雄 （高19） 総務企画 新任
	 〃 長　		　	繁　樹 （高28） 広報
監　事 大　西　正　孝 （高10）
	 〃 田　島　英　子 （高20）

評議員会と新クラス委員歓迎懇親会
新年度の予算・事業計画等を決定・承認　区立九段中等教育学校第１期クラス委員を迎える

５月28日、菊友会評議員会が
開催され、昨年度決算並びに本
年度予算が承認されました。
平成21年度決算は、維持会費
の減収と４年ぶりの会員名簿作
成費用の予算超過等で、約30万
円の赤字となりました。昨年の
菊友会報に「会員名簿作成調査
票」が同封されていたのをご記
憶のことと思いますが、名簿作
成時には諸事項の確認、また住

所不明会員の調査を行っていま
す。このための諸費用が、期初予
測を大きく上回ってしまいまし
た。
新年度の予算はさらに厳し
く、約80万円の赤字となりま
す。この原因は新会員入会金の
減少です。母校が6年制中高一貫
校に変わった事は度々お伝えし
ていますが、このため一学年の
生徒数が半減しました。本年度

評議員会終了後、宴会場に移りました。ここからは、来賓とクラ
ス委員も参加します。さすが「１期生」、今年の新クラス委員はとて
も積極的でした。同評議員には入江美月さん、安田律子さんが選出
されました。

新クラス委員歓迎懇親会評議員会報告

菊友会執行部新体制

「一流会」とは剣道部OB会の名称です。
故湯野正憲先生が名付け親です。

九段高校９回卒、「九九会」と
呼称して30 数年が経過しまし
た。十数名が世話人となり定例
会合を重ねてきましたが、いつ
の間にか、集まってきた者が世
話人ということになりました。
一方、趣味趣向を同じくする
仲間が集まる企画が増え、ゴル
フ・囲碁・絵画・山歩き・クラシ
ック音楽鑑賞など、定例イベン
トを開催しており、九九会の定
例会合にも顔を出してくれるよ
うになりました。
そこで今後の九九会の集いを
更に活性化させるため、「サロ
ン」を開設、また開催日と会場を
定めることで便宜をはかること

にしました。会場は糸日谷君が
骨を折ってくれました。
「九九会サロン」開設日は年４
回、数字の重なる3 月3 日／6
月6日／9月9日（年次総会）／
12月12日です。ただし、土・日・
祭日の場合は、翌週月曜日が開
設日となります。
時間　午後5時～2、3時間
会費　割り勘（4千円以内か）
会場　DAY・NITE（デイナイト）
千代田区大手町2-2-2
アーバンネット大手町ビルB1F
地下鉄大手町駅A5出口すぐ
TEL	03-5255-1414
友人に声をかけ気軽にお集まり
ください。	 （羽鳥徹郎）

東西線九段下の駅に着く。「登
校」のためにこの駅を降りるこ
とに何とも言えない喜びが沸い
てくる。この坂を上るのは何年
ぶりだろう。当時はもっと下の
方から上った気がする。
ゆっくりと味わいながら上り
きると、見慣れぬ建物があった。
かつての学び舎の面影はない。

誰かに止められるのではないか
と思いながら校内に進む。自分
たちの子供の年齢と変わらない
であろう生徒たちがあの頃の私
たちのようにそこにいた。制服
が眩い。
始業時間が近づくと「生徒た
ち」がやってきた。顔を合わせる
と照れ笑いが返ってくる。「２階
の204教室、階段上がって右側」
と言うと、さも「知っているよ」
と言わんばかりに教室に向か
う。
師も到着された。「もっと早く
来ようと思っていたが、プリン

祝・傘寿　18C クラス会

剣道範士八段故湯野正憲先生
のお言葉の額が剣道場の床の間
に掲げてあります。
一流会の目的は、剣道を通じ
て部活動のお手伝いをすると共
に、OB 相互の親睦をはかるこ
とです。
稽古は毎月第2土曜日午後1
時15 分から3 時15 分、剣道部
の生徒との合同で行います。　

（米澤正人・高11）

79 会春のゴルフコンペ

九段高７回生の春のコンペが
5月13 日若葉萌える佐倉カン
トリーで行われました。晴天に
恵まれ和気藹々とプレイを楽し
む事が出来ました。
七十歳をはるか越えても益々
意気盛んな元気さをお互いに確

昭和18 年入学Ｃ組（昔は５
年間クラスは同じだった）は卒
業が中学20 回と高校１回にな
り年度別にならないので、旧い
この区分け名で行っています。
このムラ社会は同期Ａ・Ｂ・Ｄ
組も同じやり方です
18C 傘寿祝クラス会
18C 恒例の花見を傘寿祝い
を兼ねて４月６日ホテル・ニュ

高13　同期懇親会
４月３日（土）昼、市ヶ谷の中
国飯店で同期有志に
よる懇親会が行われ
た。クラス幹事を中心
とした親睦会ながら、
日頃会う機会の少な
い友人も参集し、予想
以上の61名が集まっ

トを作るのに時間がかかってし
まい」とのこと。
師が出席簿の名前を呼びあげ
る。30 年前と同様、先生と生徒
がそこにいる。平家物語の講義。
時代は鎌倉、時間は昭和52 年。
チョークで板書し、生徒を指す。
やがて、決して暖かいとは思え
ない教壇で師は上着を脱いだ。
以前は１分でも早く終わってほ

しいと思った授業がこのまま終
わらないで欲しいと思った。師
もそう思ったに違いない。きっ
と。	 （菅原　侍）

恩師・田所寛行先生の喜寿を祝う会	 高31回有志会・恩師の授業を再現（平成21年12月22日）

高９・「九九会サロン」開設

ＯＢ会紹介　剣道部・一流会

た。遠くは米国やシンガポール
から出席した人もいる。白髪交
じりの紳士淑女が談笑している
内に青い制服姿の高校生にもど
って賑やかな宴会となった。市
ヶ谷土手の桜は満開で、桜を背
景に全員で記念撮影。二次会は
クラスそれぞれに別会場に集ま
って夜まで思い出話に華を咲か
せた。来年４月２日は卒業50周
年で全員に呼びかけようと再会
を期してしばしの別れを惜しん
だ。	 （林　勝久）

かめながらの楽しい１日でし
た。その気力の元気さに比べて
各自のスコアが思うように伸び
なかったのもご愛嬌でしょう。
まだまだお歳のせいと言われた
くありませんね。
次回は10月21日（木）佐倉カ
ントリーで、三井（またまた優
勝）と宮崎の幹事で開催予定。多
数の参加かが期待されます！

（宮島　徹）

ーオータニで行い、現存26 名
（12名疎開後復校せず）中16名
が参加しました。会中病人が出
る騒ぎもありましたが、老いて
益々と白髪禿頭を競い歓談しま
した。	 （野村正憲）

（湯野正憲著艸生庵残筆より）

写真： 2010/3/13 稽古会・杉井孝
宏君（高43）撮影

出席者：猪俣・斎藤・砂山・曽田・
染 谷・田 中（ 門 田 ）・寺 田・西 原・
野村・福島・藤田（坂井）本浄・室
田・矢崎・柳井

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）逝 去

恩師 野村　正隆 中12 大江　茂 中18 寺岡　一蔵
中４ 三宅　吉亥 中12 大西　奎六 高４ 木村　光良
中５ 長田　啓 中12 徳富　健雄 高５ 西塚　定雄
中６ 桃田　利雄 中12 春山　廣臣 高６ 永井　久元
中７ 石澤　六郎 中12 八川　宗一 高15 上野　憲正
中９ 瀬古　道弘 中13 荒井　安明 高15 岡村　彬子
中９ 寺田　健 中13 吉越　立雄 高17 飯村　睦郎
中９ 富永　利久 中14 井上　弘 高39 佐々木　聡
中10 一色　浩 中14 平野　勇夫
中11 川瀨　敏雄 中15 宝田　恵一

は「中等教育学校」第１期卒業生
を迎えました。新しい世代を迎
える喜びの一方で、運営的には
新会員入会金が激減します。従
来通りの事業を続けると、赤字
が恒常的に続く事になります。
本紙には貸借対照表を掲載し
ておりませんが、菊友会では、当
面の赤字を永年の蓄積分から補

填させていただく一方、特別チ
ームを編成し会費納入の促進を
図る所存です。会員諸氏におか
れましても、この窮状を御斟酌
いただき会費納入をお忘れなき
ようお願い申し上げます。
評議員会ではこの他、新年度
の事業計画、新任役員が承認さ
れました。

お知らせ

岡田会長
年代を超えて九段の熱
い思いを語り合おう

山崎区教育長
菊友会新会員に迎えられた１

期生を温かく迎えてください

佐藤PA 会長
校 舎 改 修 の た め 尽
性園で開催された
体 育 祭 に、１ 期 生
が沢山来てくれて
九段の伝統を実感

最後はみんな知ってる校歌と「至
大荘歌」を全員で歌いお開きです

演壇に引っ張り出されて自己紹介。さすが各クラ
スのリーダー、堂々としたものです。まずは、昭和
卒業世代には歌えない「至大荘と共に」を斉唱

オヤオヤ…
各テーブルに挨拶回りに動き出し
たぞ！ビールの注ぎ方がギコチナ
イ。大人になってから練習だね

卒業以来久々の
再会で話も弾む
新クラス委員

髙野菊友会顧問
新クラス委員の皆さん、卒業お
めでとう！　そして菊友会入
会心から歓迎します。乾杯！
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菊 友 ゴ ル フ 大 会

年に1回、恩師、
先輩、後輩、同期、
クラブの仲間、ク
ラスメート、懐か
しい顔が一堂に集
う大会です。ぜひ
一度、ご参加くだ
さい。旧交を温め
る絶好のチャンス
です。
仲間が大勢集ま
った同期、
クラブな
どは、壇上
で紹介。大
いに気勢
をあげて
います。

第１回九悠会ゴルフ開催
菊友会第50回記念大会の場
をお借りして、開催しました。今
後も定期的開催をする事で、一
同意見が一致しましたので宜し
くお願い致します。
今回の参加者は、前川喜平（高
4）・岡本芳雄（8）・伴野松次郎
（8）・曽根一（9）・俣木盾夫（9）・
山崎武正（13）・井上良夫（17）・

青木麗子（19）・岩城悦子（19）・
塚越正昭（19）・松本茂夫（19）
の11名。優勝井上・2位青木・3
位山崎でした。	 （山崎武正）

４月13 日、第50回菊友ゴル
フ大会が埼玉県「石坂ゴルフ倶
楽部」で開催されました。
当会は橋本政雄氏（中13）を
中心として、1985 年（昭和60
年）４月、「よみうりゴルフ倶楽
部」で第１回が開催され（28 人
参加）、爾来四半世紀を経てめで
たく第50回を迎えることとな
りました。今回は50回記念大会
として、過去出場者を始め、同期
会・クラブＯＢ会等に広く声を
掛けたところ、74人もの参加を
得、記念大会に相応しい大コン
ペとなりました。
高３回・４回の元気一杯の長
老方７人、高5回「尽性会」と命
名したゴルフ仲間７人、高９回
は同期「九九会」コンペを兼ね
て参加の23人の大集団、硬式テ
ニス部ＯＢ会は第１回「九悠会」
コンペ発会式を兼ねて11人、硬
式野球部ＯＢ７人、大会に華を
添える女性陣は14人、最年少参
加者は高28回の魚住照代氏、遠
来の参加者は関西宝塚市から杉

田健治氏（高７）等々平均年齢
68歳の多士済々のメンバーが
集まりました。記念大会を祝福
するかのように晴れ上がった春
の陽光の下、和気藹々の内にプ
レーを終了、石坂ゴルフ倶楽部
社長の岡田繁氏（高９）の心尽
くしの懇親会会場で表彰式に移
りました。
栄えある総合優勝は大会史
上2人目となる女性で高13 回
の神尾敏子氏。神尾氏は女性の
部優勝・女性の部ベスグロと併
せ３冠に輝く見事なプレーで
した。準優勝は楫取能彦氏（高
17）、３位は河上達夫氏（高８）、
ベスグロは全参加者中唯一90
を切った赤川正廣氏（高５）が

シニアベ
スグロと
の２冠を
獲得する
大活躍で
した。
記念大
会 特 別

高13 回　遊九会ゴルフ
2010 年最初の第13 回大会
は3 月15 日に暖かい房総半島
でアクアライン近くの東京湾カ
ントリークラブで開催された。
初登場、常連合せて14名が参加
した。スタートはクリーク越え
ショートホールでのニアピンで
ただ一人ナイスオンさせ、その
まま突っ走り驚異的
なアンダ－パーで回
った杉山君の初優勝
となった。
次回は７月19、20
日、千葉県生命の森
リゾート真名ＣＣゲ

ーリープレーヤコース開催とな
ります。そして秋は、泊りがけで
夜の宴会が欠かせないという強
い要望で、10 月11、12 日福島
県白河矢吹の源泉掛け流し温泉
宿で観光組と同時開催を予定し
ています。
問合せ・申込みは永久幹事・
馬渕まで	 （馬渕義彦）

去る5月21 日、富士山麓の富
士小山ゴルフクラブに、高19回
卒の有志が、北は札幌、西は神戸
から総勢25 名が集まり懇親ゴ
ルフを開催しました。かく言う
小生も日立からの参戦です。
当日は夜来の雨も止み、富士
山が顔を出す絶好のゴルフ日
和。慢談や珍プレ－も飛び出し
楽しいラウンドでした。剣道部
の同輩の山本修・長尾保両君、
野球部ＯＢ松田洋男君というお
馴染みの仲間で回れたのもラッ
キーでした。おかげで、病み上が
りの小生が優勝という結果とな
りました。そのまたおかげで、こ
の原稿を書く羽目に…
プレ－後は富士山の大パノラ
マが一望できるホテルの温泉で
汗を流し、表彰式に夕食、更にカ
ラオケやマージャン組も登場
し、一層の親交を深めることが
できました。翌日はテニスを楽
しんだり、自然を楽しみ次回の

石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）
●申込〆切９月21 日（火）
年２回開催しています。春は、
50回記念で、74人がプレーす
る大コンペになりましたが、通

例は30人ほど。和気あいあいの
コンペです。
平日開催で、社会人現役には
参加しにくいとのお声も多々で
すが、ここはご勘弁ください。

13 時　日比谷公会堂
正面入り口に集合
●申込〆切９月21 日（火）
当日参加も大歓迎です
日比谷公会堂の舞台で校歌、
至大荘歌などを、思いっきり歌
う、ただそれだけの催事です。東
京の旧制中学を中心に約20 校
が出演します。
ご覧のように九段は吹奏楽部
の生徒有志が応援してくれま

８月21 日（土）現地集合
受付15 時～（13：30 ～入荘可）
８月22 日（日）13 時現地解散
会費10,000 円　1 泊３食
　同伴の15 歳以下は5,000 円
●申込〆切７月30 日（金）

懇親会、花火、星空観察、観光、
スイカ割り、バーベキューなど
のアクティビティを用意いたし
ます。友人、家族のご同伴もどう
ぞ。

ゴルフコンペ、親睦テニス会に
ご参加の方は申し込み時にお申
し出ください（費用別途）。

10月30日（土）は、菊友会大会へ

各イベントのお申込み
菊友会事務局にご連絡ください
電話　03 - 3263 - 2448（火・金 10:30 ～ 16:00）
ファックス　03 - 3263 - 1033
Eメール　kikuyukai@kudan-net.com

お待ちしています。

す。ブラスバンドに乗って
歌う校歌は、なかなかの感
激ものです。
歌った後は自由解散。他
校の校歌を聞くも良し、日
比谷公園を散策するも良し
です。懇親の場も用意いた
します。

10月2日（土）　東京校歌祭♪

10月14日（木）　菊友ゴルフ大会

8月21 ～22日　至大荘１泊

昔のままの
景色です

ちびっ子にも
楽しい夏休み

講演　小森昭宏さん（高2）
九段生の愛唱歌「至大荘と共
に」を編曲された小森さん。「げ
んこつやまのたぬきさん」「ブー
フーウー」「勇者ライディーン」
など数々の作曲をされていま
す。が、実は慶応医学部卒。愉快
なエピソードが披露されること
でしょう。お楽しみに！

会場　東京會舘
一部（講演）16 時～17 時
二部（懇親）17 時～19 時
会費10,000 円　（高59 ～中等１回　4,000 円）
●申込〆切10 月15 日（金）　同封ハガキをご利用ください

トーク会（高19）ゴルフ＆テニス

賞として実施した期
別団体戦（所属メン
バー全員の平均ネッ
ト）は高14 ～18 チ
ームが高10 ～13 チ
ームとの僅差を制し
て優勝しました。
橋本政雄氏や大井
基臣氏（高４）等からの豪華提
供賞品が次々と手渡され、夕闇
迫るころ、次の節目である100
回まで繋いで行くことを全員で
誓って散会となりました。
★次回は10月14日（木）石坂
ゴルフ倶楽部です。

第 50 回記念大会　74 人で華々しく開催！！

再会を期して別れました。
次回は茨城でやって欲しいも
のです。ゴルフを頑張りすぎて、
足はつりそうになるし眠気が出
るしで帰路のドライブは大変で
した。
春・秋のトーク会は、テニス
だけ・夜の宴会だけ・麻雀だけ・
カラオケだけの参加も大歓迎で
す。旧交を温め、パワ－を貰いた
いという同期のふるっての参加
をお待ちしております。
春は一泊、秋は日帰り。今年の
秋のテニスは尽性園で11 月28
日、ゴルフは石坂GCで日程調整
中だそうです。	 （鎌田直樹）

高15　入学後50 年同期会
校歌３番にトライするも・・・
入学後50年を記念して、９回
目の同期会を日比谷・松本楼で
昼に行いました。恩師の稲田宏
先生、川田（栗原）節子先生のお

二人がご出席、太田弘先生は奥
様の手術と重なり、町田好二先
生は常盤台病院本院にご入院中
でご欠席です。同期生は36名出
席、やや小振りですが、すぐに高
校生になって楽しい会がスター

ト。欠席の同期生が
コメントを寄せてく
れ、引退して間無し
なので、第２の人生
をどうするか、次の
職場に勤務中、ボラ
ンティア中、病気療

養中、まだ現役等の欠席理由が
良く分かりました。恩師のお二
方のお話、皆の近況報告、お酒が
回って宴酣の懇談、締めの校歌
は３番も歌いましたが、「儀表」
（ぎひょう・模範）が読めずに思
わず苦笑。
次回同期会は2013年４月第
３土曜日。卒後50年を祝って開
催します。また、今年は８月21・
22日の至大荘懇親会に参加、同
期での第１回ゴルフ会を９月に
開催します。	（幹事　山田清三）

優勝の神尾さん。元プロ
テニス選手・神尾米さ
んの母と聞けば納得

青春にもどる同窓会
菊友会のイベントに行こう！

景品募集！
大会を楽しく盛り上げる福

引。今年も行います。

皆様、自社・自己の PR を

兼ねて景品の提供にご協力

をお願いいたします。

事務局にご連絡ください。

お待ちしています。

プ
レ
ー
の
後
の
表
彰
式

で
は
、皆
様
お
疲
れ
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母校に著作品を贈ろう！
九段中等教育学校図書室の

「卒業生の著作コーナー」にご寄
贈いただきました。心からお礼
申し上げます。（敬称略）

舛田辰郎（恩師）著　『菅江真澄
の旅・二十年』昭和28 ～42 年、
化学をお教えいただきました。
退職後からの真澄研究を、古希
記念に518 ページの大書に編
纂、自費出版されました。

末　博光（中13）編　『現代神田
川流域民族誌』NPO法人小石川
後楽園庭園保存会刊
山本勝美（高９）著　『自宅で親
を看取る知恵』朝日新聞出版　
多くの人が直面す
るようになった介
護。著者は父の老
後に関わってきた
介護制度や施設の
利用勝手を詳細に

米宇宙科学研究所で活躍
西泉邦彦さん（高18）

髙井禄郎さん（高14）
（菊友会副会長）

４月21日、中等教育学校は前
期生徒（１～３年）にキャリア
教育講演会を実施しました。こ
の日の講師は元横浜市中区長で
菊友会副会長の髙井氏。講演の
タイトル「３日住めばハマっ子」
に、ご自身、神保町育ちながらも
２代目。３代住まなければ江戸
っ子と呼ばれないと、ちらり反
骨魂を伺わせました。
横浜は、外から来た人は誰で
も受け入れる都市、昔も今も地
方自治の先駆的な役割を担って
きたとその魅力を語り、市の職
員として仕事を懸命にする中
で、我が夢を形にしてきたと、仕
事への姿勢を力説。
最初の12年間は教育委員会

で先生の人事や庶
務係り。やっぱり
地味です。そして
19年目、都市計画
局みなとみらい担
当課長に。そこで
初めて「役所の中
にも、こんな面白い仕事がある
んだ」と思ったとのこと。まだ
「みなとみらい」が何もないと
き、未来都市を創るアイディア
を出し合い、形にするというビ
ッグな仕事に就きました。油彩、
水彩をものする高井氏にとっ
て、大きな夢のキャンバスです。
また平成12年には、中区長に
就任。ここではたくさんの人と
出会い、国内外に交流を広げま

した。
高井氏の好きな言葉は、「邂
逅」。出会った人すべてが財産と
言います。
講演の最後は、生徒達をしっ
かりと見つめ、「求め合って刺激
し合って自らを高め、柔らかい
頭、幅広い視野で物事にぶつか
っていって欲しい。可能性を信
じてやり遂げることが大事」と
結びました。

一星会員( 天文部同窓会) で
は、現在５人の天文系	研究者が
活躍しています。自慢です。
同期の西泉氏・核化学者もそ
のひとりです。滞米33 年、カリ
フォルニア大学バークレー校宇
宙科学研究所に在籍し、月の石
や隕石を分析して、宇宙線が起

こした核反応による超極微量の
放射能を計測、太陽系物質の歴
史・宇宙線の永年変化を探って
います。	
研究所での繊細な作業だけで
なく、南極アメリカ観測隊に参
加し、標高2000ｍの６週間に
わたる氷上テント生活で、300

個以上の隕石を採集する厳しい
生活も体験したそうです。彼の
様々な研究業績を讃えて、発見
者から（4898）Nishiizumi と名
付けられた小惑星もあり、なん
とも羨ましい。
高校時代の第一印象は綺麗好
き。観測で学校に初泊りの日、彼
だけが真っ白なシーツと枕カバ
ーで、部室備品の畳や毛布等を
手早く整えた姿を鮮やかに記憶
しています。
同期で集まると若々しさが際
立つ彼、近年の楽しみは、日本で
の学会・会議の合間の秘湯巡り
とのこと。綺麗好きに逞しさも
加わる西泉氏の一層の活躍と、
中等教育学校での講演を期待し
ています。
なお、岳父も中10 回の二世代
菊友会員です。（級友・藤代興里）

広げているのはNASA Genesis mission で回収されたプラチナのフォイル

中等学校・キャリア講演会

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

ください。古い本も大歓迎です。

九段中等教育学校、第２回の
クロスカントリーレースが、２
月16 日（火）に尽性園で開催さ
れました。当日は、かなり冷え込
む中、前日の雨でグランドがぬ
かるんでいたため、１～５年生

の全学年とも６kmのコースに
変更されました。	
学校経営評議委員で、マラソ
ンランナーの谷川真理さんが、
この日のために駆けつけてくだ
さり、開会式で生徒達へ励まし
の言葉と、走り方のコツをアド
バイスしてくださいました。式

後、多摩川河川敷で、谷
川さんの号砲と共に、
元気いっぱい、ゴール
を目指して、寒風の中
を走り抜きました。
優勝は１・２年生の
部が１年３組、３・４・
５年生の部が4年4組。
各４グループ、ベスト
10入賞者計40人には、

赤司理事長から、菊友会寄贈の
メダルが一人ひとりに掛けら
れ、その健闘が讃えられました。
１年生から５年生まで、寒い

中、みんな一生懸命走る姿に、九
段のクロカンの伝統を垣間見る
ことが出来た１日でした。

さわやかに晴れ渡った５月
15日、尽性園グランドで体育祭
が開催されました。赤の『炎煌
団』と青の『静澪団』の両チーム
による応援合戦が盛り上がる
中、1年～６年生全員による白
熱した競技が、繰り広げられま
した。中でも6年制ならではの

兄弟学年（１・４年､ ２・５年､
３・６年）のリレーや綱引きは、
見応え充分。互いに声をかけあ
い一致団結して、元気一杯、協力
しているひたむきな姿が、兄弟
姉妹のようで、ほのぼのとして
いました。年齢差を生かしたプ
ログラムは、従来の３年制では
実現しにくいひと味違ったもの

母校卓球部が1997年に消滅
し、長い時間が経過していまし
たが、中高一貫校化に伴い、新
たな“九段卓球部”が誕生しまし
た。我々の悲願でありました“伝
統ある卓球部の復活”が実現し
た訳で、真にありがたく思って
おります。我々のＯＢ会活動の
目的も、「ＯＢ間の親睦」以外の、
もう一本の柱である「現役指導・
援助」を復活させることとなり
ます。
昨年から、０Ｂ有志が母校卓
球部の練習に参加（頻度は未だ
少ない）する様になり、今年の菊
球会正月大会（例年１月に卓球
大会を開催）には現役部員も参
加し、年の離れた０Ｂと共に白
球を追いました。現役は中学１
年から高校１年までの若手部員
が主体なので、卓球の技術レベ
ルは未だ未だで、これから上達
すると思います。我々ＯＢが効
果的な指導ができれば、一層将
来が楽しみとなります。
かつては、現役指導は大学生
ＯＢを中心に行なっておりまし
たが、当会は新入会員が絶えて
久しいため、元気な中高年世代
に期待し、現役との交流を深め
ていく積りです。　

（鈴木秀一・高18）

2010 年４月24 日、九段中等
教育学校初の天文部の活動が行
われた。僕らにとっては『復活』
でも、生徒にとっては新しい部
活なので、集まった29名の生徒
の表情は不安と期待が入り混じ
ったように見えた。もしくは、そ
んな表情をしていたのは、復活
を心待ちにしていた自分かもし
れない。
最初の天文部の活動なので、
昔の天文部の活動や、今後の活
動で何ができるかを紹介し、同
日に行われたＯＢ会( 一星会)
総会へ簡単にお披露目に行き、
夕方には昨年10月から数えて
７回目となる九段での観望会を
行った。
これまでの経験もあり、ほと
んどの生徒は小望遠鏡を使いこ

なしていた。その光景は、僕らの
知らない『6年間の天文部』が誕
生したと思える瞬間だった。

（日下部展彦・高51）

５月22日、小学生天体観望会
に行ってきました。夜の観望な
ので親同伴、学校のHPの小さ
な、わずか１週間程の記事に27
人もの応募がありました。生徒
が地域の子供に星を観せる･･･
一星会の夢が走り出しました。
この夜はあいにくの薄曇り。
月が何とか見えて、よかった。
次は夏の合宿、秋の文化祭と
生徒部員の希望はどんどん膨ら
んでいる様子です。一星会では、
それらの実現に応えるべく意見
交換メールが飛び交っていま
す。	 （藤代興里・高18）

でした。
僅差で炎煌団が優勝しました
が、実行委員会を中心に一人ひ
とりの生徒が、ひとつの目的に
向かって全力を出し切り、頑張
った体育祭でした。
また、遠くにもかかわらずた
くさんの保護者が参観されたの
も印象的でした。

クロスカントリー

６学年で体育祭

卓 球 部 天 文 部

尽性園の大空のもと　クロスカントリーと体育祭

うれしい復活！！クラブ活動九段中等教育学校の経営評議会
新会長に岡田菊友会会長

都立九段高校　閉校記念誌残部僅少

千代田区立九段中等教育学校
の平成22 年度第１回経営評議
会が５月11日に開かれ、髙野光
正会長（元菊友会会長、現顧問）
が退任、新会長に岡田肇氏（現
菊友会会長）が選任されました。
評議会は校長の学校経営を支
援するため、区立九段開校と同
時に設置されました。地域、企
業、ＰＡ、保護者の代表や有識者
など８人で構成されています。
髙野氏は九段が都から区へ移
譲されるに際して移譲条件の作
成に尽力され、当初から評議会
のメンバーで、その会長を３年

間 務 め ら
れました。
バトン
を引き継
いだ岡田
氏も髙野氏
とともに行動 さ
れ、区立九段開校の生き証人で
す。区立九段が都立時代の伝統
を正しく継承するかどうかを
見守るには適役といえます。
なお、髙野氏は新たに評議会
の顧問に就任されました。

母校85 年の伝統ある教育活
動の姿を、都立九段高校が閉校
の節目に編纂した貴重な1冊で
す。

【85 年の九段沿革史】社会事象
が併記されていて、往時が再認
識できます。

【教師の在籍年数一覧】創立から
の全教師の在籍期間が一目でわ
かる労作。

【校舎、行事の写真】懐かしい！
の一言。

【座談会】中７から高9回の卒業
生が、九段教育の素晴らしさを
異口同音に語っています。

【初代校長】米津千之氏（中２）
が伯父・成田千里の教育に掛け
た生涯を語りました。

【校舎惜別】直木賞作家・泡坂妻
夫氏が併設九段中の頃を彷彿と
綴った小説の一部を収録してい
ます。
ご希望の方に頒布いたします。
価格1500 円（送料無料）
郵便振替でお送りください。
口座名：菊友会
口座番号：00150-7-504525

記録しました。父の想い、家族の
判断、互いの心と現実が悩まし
く立ち現れる記述は、介護中の
人のより処となるでしょう。看
取りのために尽くせる選択肢も
参考になります。
倖野すず（野口亜希穂・高55）著
『極嬢★飴色デイズ』角川書店

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

宇宙

寄贈

講演

多摩川原橋を背にスタート

月のクレーターが
目の前に広がります

A4 サイズ
200 ページ
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菊 友 ゴ ル フ 大 会

年に1回、恩師、
先輩、後輩、同期、
クラブの仲間、ク
ラスメート、懐か
しい顔が一堂に集
う大会です。ぜひ
一度、ご参加くだ
さい。旧交を温め
る絶好のチャンス
です。
仲間が大勢集ま
った同期、
クラブな
どは、壇上
で紹介。大
いに気勢
をあげて
います。

第１回九悠会ゴルフ開催
菊友会第50回記念大会の場
をお借りして、開催しました。今
後も定期的開催をする事で、一
同意見が一致しましたので宜し
くお願い致します。
今回の参加者は、前川喜平（高
4）・岡本芳雄（8）・伴野松次郎
（8）・曽根一（9）・俣木盾夫（9）・
山崎武正（13）・井上良夫（17）・

青木麗子（19）・岩城悦子（19）・
塚越正昭（19）・松本茂夫（19）
の11名。優勝井上・2位青木・3
位山崎でした。	 （山崎武正）

４月13 日、第50回菊友ゴル
フ大会が埼玉県「石坂ゴルフ倶
楽部」で開催されました。
当会は橋本政雄氏（中13）を
中心として、1985 年（昭和60
年）４月、「よみうりゴルフ倶楽
部」で第１回が開催され（28 人
参加）、爾来四半世紀を経てめで
たく第50回を迎えることとな
りました。今回は50回記念大会
として、過去出場者を始め、同期
会・クラブＯＢ会等に広く声を
掛けたところ、74人もの参加を
得、記念大会に相応しい大コン
ペとなりました。
高３回・４回の元気一杯の長
老方７人、高5回「尽性会」と命
名したゴルフ仲間７人、高９回
は同期「九九会」コンペを兼ね
て参加の23人の大集団、硬式テ
ニス部ＯＢ会は第１回「九悠会」
コンペ発会式を兼ねて11人、硬
式野球部ＯＢ７人、大会に華を
添える女性陣は14人、最年少参
加者は高28回の魚住照代氏、遠
来の参加者は関西宝塚市から杉

田健治氏（高７）等々平均年齢
68歳の多士済々のメンバーが
集まりました。記念大会を祝福
するかのように晴れ上がった春
の陽光の下、和気藹々の内にプ
レーを終了、石坂ゴルフ倶楽部
社長の岡田繁氏（高９）の心尽
くしの懇親会会場で表彰式に移
りました。
栄えある総合優勝は大会史
上2人目となる女性で高13 回
の神尾敏子氏。神尾氏は女性の
部優勝・女性の部ベスグロと併
せ３冠に輝く見事なプレーで
した。準優勝は楫取能彦氏（高
17）、３位は河上達夫氏（高８）、
ベスグロは全参加者中唯一90
を切った赤川正廣氏（高５）が

シニアベ
スグロと
の２冠を
獲得する
大活躍で
した。
記念大
会 特 別

高13 回　遊九会ゴルフ
2010 年最初の第13 回大会
は3 月15 日に暖かい房総半島
でアクアライン近くの東京湾カ
ントリークラブで開催された。
初登場、常連合せて14名が参加
した。スタートはクリーク越え
ショートホールでのニアピンで
ただ一人ナイスオンさせ、その
まま突っ走り驚異的
なアンダ－パーで回
った杉山君の初優勝
となった。
次回は７月19、20
日、千葉県生命の森
リゾート真名ＣＣゲ

ーリープレーヤコース開催とな
ります。そして秋は、泊りがけで
夜の宴会が欠かせないという強
い要望で、10 月11、12 日福島
県白河矢吹の源泉掛け流し温泉
宿で観光組と同時開催を予定し
ています。
問合せ・申込みは永久幹事・
馬渕まで	 （馬渕義彦）

去る5月21 日、富士山麓の富
士小山ゴルフクラブに、高19回
卒の有志が、北は札幌、西は神戸
から総勢25 名が集まり懇親ゴ
ルフを開催しました。かく言う
小生も日立からの参戦です。
当日は夜来の雨も止み、富士
山が顔を出す絶好のゴルフ日
和。慢談や珍プレ－も飛び出し
楽しいラウンドでした。剣道部
の同輩の山本修・長尾保両君、
野球部ＯＢ松田洋男君というお
馴染みの仲間で回れたのもラッ
キーでした。おかげで、病み上が
りの小生が優勝という結果とな
りました。そのまたおかげで、こ
の原稿を書く羽目に…
プレ－後は富士山の大パノラ
マが一望できるホテルの温泉で
汗を流し、表彰式に夕食、更にカ
ラオケやマージャン組も登場
し、一層の親交を深めることが
できました。翌日はテニスを楽
しんだり、自然を楽しみ次回の

石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）
●申込〆切９月21 日（火）
年２回開催しています。春は、
50回記念で、74人がプレーす
る大コンペになりましたが、通

例は30人ほど。和気あいあいの
コンペです。
平日開催で、社会人現役には
参加しにくいとのお声も多々で
すが、ここはご勘弁ください。

13 時　日比谷公会堂
正面入り口に集合
●申込〆切９月21 日（火）
当日参加も大歓迎です
日比谷公会堂の舞台で校歌、
至大荘歌などを、思いっきり歌
う、ただそれだけの催事です。東
京の旧制中学を中心に約20 校
が出演します。
ご覧のように九段は吹奏楽部
の生徒有志が応援してくれま

８月21 日（土）現地集合
受付15 時～（13：30 ～入荘可）
８月22 日（日）13 時現地解散
会費10,000 円　1 泊３食
　同伴の15 歳以下は5,000 円
●申込〆切７月30 日（金）

懇親会、花火、星空観察、観光、
スイカ割り、バーベキューなど
のアクティビティを用意いたし
ます。友人、家族のご同伴もどう
ぞ。

ゴルフコンペ、親睦テニス会に
ご参加の方は申し込み時にお申
し出ください（費用別途）。

10月30日（土）は、菊友会大会へ

各イベントのお申込み
菊友会事務局にご連絡ください
電話　03 - 3263 - 2448（火・金 10:30 ～ 16:00）
ファックス　03 - 3263 - 1033
Eメール　kikuyukai@kudan-net.com

お待ちしています。

す。ブラスバンドに乗って
歌う校歌は、なかなかの感
激ものです。
歌った後は自由解散。他
校の校歌を聞くも良し、日
比谷公園を散策するも良し
です。懇親の場も用意いた
します。

10月2日（土）　東京校歌祭♪

10月14日（木）　菊友ゴルフ大会

8月21 ～22日　至大荘１泊

昔のままの
景色です

ちびっ子にも
楽しい夏休み

講演　小森昭宏さん（高2）
九段生の愛唱歌「至大荘と共
に」を編曲された小森さん。「げ
んこつやまのたぬきさん」「ブー
フーウー」「勇者ライディーン」
など数々の作曲をされていま
す。が、実は慶応医学部卒。愉快
なエピソードが披露されること
でしょう。お楽しみに！

会場　東京會舘
一部（講演）16 時～17 時
二部（懇親）17 時～19 時
会費10,000 円　（高59 ～中等１回　4,000 円）
●申込〆切10 月15 日（金）　同封ハガキをご利用ください

トーク会（高19）ゴルフ＆テニス

賞として実施した期
別団体戦（所属メン
バー全員の平均ネッ
ト）は高14 ～18 チ
ームが高10 ～13 チ
ームとの僅差を制し
て優勝しました。
橋本政雄氏や大井
基臣氏（高４）等からの豪華提
供賞品が次々と手渡され、夕闇
迫るころ、次の節目である100
回まで繋いで行くことを全員で
誓って散会となりました。
★次回は10月14日（木）石坂
ゴルフ倶楽部です。

第 50 回記念大会　74 人で華々しく開催！！

再会を期して別れました。
次回は茨城でやって欲しいも
のです。ゴルフを頑張りすぎて、
足はつりそうになるし眠気が出
るしで帰路のドライブは大変で
した。
春・秋のトーク会は、テニス
だけ・夜の宴会だけ・麻雀だけ・
カラオケだけの参加も大歓迎で
す。旧交を温め、パワ－を貰いた
いという同期のふるっての参加
をお待ちしております。
春は一泊、秋は日帰り。今年の
秋のテニスは尽性園で11 月28
日、ゴルフは石坂GCで日程調整
中だそうです。	 （鎌田直樹）

高15　入学後50 年同期会
校歌３番にトライするも・・・
入学後50年を記念して、９回
目の同期会を日比谷・松本楼で
昼に行いました。恩師の稲田宏
先生、川田（栗原）節子先生のお

二人がご出席、太田弘先生は奥
様の手術と重なり、町田好二先
生は常盤台病院本院にご入院中
でご欠席です。同期生は36名出
席、やや小振りですが、すぐに高
校生になって楽しい会がスター

ト。欠席の同期生が
コメントを寄せてく
れ、引退して間無し
なので、第２の人生
をどうするか、次の
職場に勤務中、ボラ
ンティア中、病気療

養中、まだ現役等の欠席理由が
良く分かりました。恩師のお二
方のお話、皆の近況報告、お酒が
回って宴酣の懇談、締めの校歌
は３番も歌いましたが、「儀表」
（ぎひょう・模範）が読めずに思
わず苦笑。
次回同期会は2013年４月第
３土曜日。卒後50年を祝って開
催します。また、今年は８月21・
22日の至大荘懇親会に参加、同
期での第１回ゴルフ会を９月に
開催します。	（幹事　山田清三）

優勝の神尾さん。元プロ
テニス選手・神尾米さ
んの母と聞けば納得

青春にもどる同窓会
菊友会のイベントに行こう！

景品募集！
大会を楽しく盛り上げる福

引。今年も行います。

皆様、自社・自己の PR を

兼ねて景品の提供にご協力

をお願いいたします。

事務局にご連絡ください。

お待ちしています。

プ
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H21年度実績 H22年度
予　算 実　績 予実差 予算案

収

入

維持会費 7,600,000	 6,937,000 663,000	 7,600,000	
新会員入会金 1,380,000	 1,380,000 0	 510,000	
菊友大会会費 1,600,000	 1,529,000 71,000	 1,600,000	
至大荘懇親会会費 700,000	 684,680 15,320	 700,000	
評議員会会費 300,000	 275,000 25,000	 300,000	
顧問会会費 150,000	 144,000 6,000	 150,000	
名簿売上高 1,750,000	 1,750,000 0	 0	
名簿売上高新人用 1,025,000	 887,500 137,500	 0	
名簿広告収入 1,500,000	 1,405,000 95,000	 0	
閉校記念誌売上 0	 37,500 -37,500	 0	
寄付金 0	 132,032 -132,032	 0	
雑収入・雑損失 0	 7,974 -7,974	 220,000	
受取利息 0	 22,968 -22,968	 22,000	
収 入 計 16,005,000 15,192,654 812,346	 11,102,000	

事

業

費

在校生・卒業生支援費 230,000 261,225 -31,225	 230,000	
菊友会大会経費 1,920,000 1,692,522 227,478	 1,700,000	
至大荘懇親会経費 700,000 687,196 12,804	 700,000	
評議員会経費 490,000 407,910 82,090	 420,000	
顧問会経費 175,000 132,756 42,244	 175,000	
名簿作成・送付費 2,760,000 3,553,277 -793,277	 45,000	
会報印刷・郵送費 3,600,000 4,003,870 -403,870	 3,700,000	
菊友会紹介紙作成費 45,000 0 45,000	 0	
校歌祭参加費 0 0 0	 170,000	
法人九段関係費 75,000 60,000 15,000	 66,000	
会議費 20,000 0 20,000	 0	
事	業	費	小	計 10,015,000 10,798,756 -783,756	 7,206,000	

管

理

費

事務局人件費 1,440,000	 1,452,740 -12,740	 1,440,000	
事務所家賃 1,743,000	 1,742,456 544	 1,640,000	
光熱費 132,000	 136,726 -4,726	 132,000	
什器備品費 0	 0 0	 0	
通　信　費 187,000	 138,189 48,811	 150,000	
リース費 9,000	 8,442 558	 9,000	
パソコン関係費 169,000	 181,534 -12,534	 360,000	
コピー費 76,000	 67,611 8,389	 85,000	
事務消耗品費 74,000	 101,828 -27,828	 110,000	
理事会交通費 185,000	 153,000 32,000	 172,000	
旅費交通費 79,000	 28,100 50,900	 30,000	
振込手数料 325,000	 322,045 2,955	 325,000	
慶弔費 42,000	 35,750 6,250	 42,000	
雑　費 84,000	 82,787 1,213	 84,000	
予備費 100,000	 215,549 -115,549	 100,000	
管	理	費	小	計 4,645,000 4,666,757 -21,757	 4,679,000	

支 出 計 14,660,000 15,465,513 -805,513	 11,885,000	
収 支 差 額 1,345,000 -272,859 1,617,859	 -783,000	

菊友会　平成21年度予算実績・22年度予算	 （単位：円）

会　長 岡　田　　肇 （高10）
副会長 髙　井　祿　郎 （高14）
	 〃 髙　橋　直　人 （高14）
理事長 赤　司　久　雄 （高15） 総務企画委員長
副理事長 髙　井　信　義 （高13） 会計
	 〃 田ノ倉　美保子 （高15） 広報委員長
	 〃 井　上　良　夫 （高17） 会計委員長
理		事 馬　渕　義　彦 （高13） 総務企画
	 〃 山　崎　武　正 （高13） 名簿
	 〃 氏　家　義　之 （高15） 名簿
	 〃 根　本　　東 （高15） 名簿委員長
	 〃 楫　取　能　彦 （高17） 総務企画 新任
	 〃 酒　井　憲太郎 （高17） 総務企画
	 〃 庄　司　啓　子 （高17） 総務企画
	 〃 高　橋　曉　子 （高17） 広報 新任
	 〃 新　田　道　子 （高17） 総務企画 新任
	 〃 野　本　俊　輔 （高17） 総務企画
	 〃 新　田	　　潔 （高18） 総務企画 新任
	 〃 藤　代　興　里 （高18） 広報
	 〃 岩　城　悦　子 （高19） 総務企画
	 〃 松　本　茂　夫 （高19） 広報
	 〃 渡　辺　憲　雄 （高19） 総務企画 新任
	 〃 長　		　	繁　樹 （高28） 広報
監　事 大　西　正　孝 （高10）
	 〃 田　島　英　子 （高20）

評議員会と新クラス委員歓迎懇親会
新年度の予算・事業計画等を決定・承認　区立九段中等教育学校第１期クラス委員を迎える

５月28日、菊友会評議員会が
開催され、昨年度決算並びに本
年度予算が承認されました。
平成21年度決算は、維持会費
の減収と４年ぶりの会員名簿作
成費用の予算超過等で、約30万
円の赤字となりました。昨年の
菊友会報に「会員名簿作成調査
票」が同封されていたのをご記
憶のことと思いますが、名簿作
成時には諸事項の確認、また住

所不明会員の調査を行っていま
す。このための諸費用が、期初予
測を大きく上回ってしまいまし
た。
新年度の予算はさらに厳し
く、約80万円の赤字となりま
す。この原因は新会員入会金の
減少です。母校が6年制中高一貫
校に変わった事は度々お伝えし
ていますが、このため一学年の
生徒数が半減しました。本年度

評議員会終了後、宴会場に移りました。ここからは、来賓とクラ
ス委員も参加します。さすが「１期生」、今年の新クラス委員はとて
も積極的でした。同評議員には入江美月さん、安田律子さんが選出
されました。

新クラス委員歓迎懇親会評議員会報告

菊友会執行部新体制

「一流会」とは剣道部OB会の名称です。
故湯野正憲先生が名付け親です。

九段高校９回卒、「九九会」と
呼称して30 数年が経過しまし
た。十数名が世話人となり定例
会合を重ねてきましたが、いつ
の間にか、集まってきた者が世
話人ということになりました。
一方、趣味趣向を同じくする
仲間が集まる企画が増え、ゴル
フ・囲碁・絵画・山歩き・クラシ
ック音楽鑑賞など、定例イベン
トを開催しており、九九会の定
例会合にも顔を出してくれるよ
うになりました。
そこで今後の九九会の集いを
更に活性化させるため、「サロ
ン」を開設、また開催日と会場を
定めることで便宜をはかること

にしました。会場は糸日谷君が
骨を折ってくれました。
「九九会サロン」開設日は年４
回、数字の重なる3 月3 日／6
月6日／9月9日（年次総会）／
12月12日です。ただし、土・日・
祭日の場合は、翌週月曜日が開
設日となります。
時間　午後5時～2、3時間
会費　割り勘（4千円以内か）
会場　DAY・NITE（デイナイト）
千代田区大手町2-2-2
アーバンネット大手町ビルB1F
地下鉄大手町駅A5出口すぐ
TEL	03-5255-1414
友人に声をかけ気軽にお集まり
ください。	 （羽鳥徹郎）

東西線九段下の駅に着く。「登
校」のためにこの駅を降りるこ
とに何とも言えない喜びが沸い
てくる。この坂を上るのは何年
ぶりだろう。当時はもっと下の
方から上った気がする。
ゆっくりと味わいながら上り
きると、見慣れぬ建物があった。
かつての学び舎の面影はない。

誰かに止められるのではないか
と思いながら校内に進む。自分
たちの子供の年齢と変わらない
であろう生徒たちがあの頃の私
たちのようにそこにいた。制服
が眩い。
始業時間が近づくと「生徒た
ち」がやってきた。顔を合わせる
と照れ笑いが返ってくる。「２階
の204教室、階段上がって右側」
と言うと、さも「知っているよ」
と言わんばかりに教室に向か
う。
師も到着された。「もっと早く
来ようと思っていたが、プリン

祝・傘寿　18C クラス会

剣道範士八段故湯野正憲先生
のお言葉の額が剣道場の床の間
に掲げてあります。
一流会の目的は、剣道を通じ
て部活動のお手伝いをすると共
に、OB 相互の親睦をはかるこ
とです。
稽古は毎月第2土曜日午後1
時15 分から3 時15 分、剣道部
の生徒との合同で行います。　

（米澤正人・高11）

79 会春のゴルフコンペ

九段高７回生の春のコンペが
5月13 日若葉萌える佐倉カン
トリーで行われました。晴天に
恵まれ和気藹々とプレイを楽し
む事が出来ました。
七十歳をはるか越えても益々
意気盛んな元気さをお互いに確

昭和18 年入学Ｃ組（昔は５
年間クラスは同じだった）は卒
業が中学20 回と高校１回にな
り年度別にならないので、旧い
この区分け名で行っています。
このムラ社会は同期Ａ・Ｂ・Ｄ
組も同じやり方です
18C 傘寿祝クラス会
18C 恒例の花見を傘寿祝い
を兼ねて４月６日ホテル・ニュ

高13　同期懇親会
４月３日（土）昼、市ヶ谷の中
国飯店で同期有志に
よる懇親会が行われ
た。クラス幹事を中心
とした親睦会ながら、
日頃会う機会の少な
い友人も参集し、予想
以上の61名が集まっ

トを作るのに時間がかかってし
まい」とのこと。
師が出席簿の名前を呼びあげ
る。30 年前と同様、先生と生徒
がそこにいる。平家物語の講義。
時代は鎌倉、時間は昭和52 年。
チョークで板書し、生徒を指す。
やがて、決して暖かいとは思え
ない教壇で師は上着を脱いだ。
以前は１分でも早く終わってほ

しいと思った授業がこのまま終
わらないで欲しいと思った。師
もそう思ったに違いない。きっ
と。	 （菅原　侍）

恩師・田所寛行先生の喜寿を祝う会	 高31回有志会・恩師の授業を再現（平成21年12月22日）

高９・「九九会サロン」開設

ＯＢ会紹介　剣道部・一流会

た。遠くは米国やシンガポール
から出席した人もいる。白髪交
じりの紳士淑女が談笑している
内に青い制服姿の高校生にもど
って賑やかな宴会となった。市
ヶ谷土手の桜は満開で、桜を背
景に全員で記念撮影。二次会は
クラスそれぞれに別会場に集ま
って夜まで思い出話に華を咲か
せた。来年４月２日は卒業50周
年で全員に呼びかけようと再会
を期してしばしの別れを惜しん
だ。	 （林　勝久）

かめながらの楽しい１日でし
た。その気力の元気さに比べて
各自のスコアが思うように伸び
なかったのもご愛嬌でしょう。
まだまだお歳のせいと言われた
くありませんね。
次回は10月21日（木）佐倉カ
ントリーで、三井（またまた優
勝）と宮崎の幹事で開催予定。多
数の参加かが期待されます！

（宮島　徹）

ーオータニで行い、現存26 名
（12名疎開後復校せず）中16名
が参加しました。会中病人が出
る騒ぎもありましたが、老いて
益々と白髪禿頭を競い歓談しま
した。	 （野村正憲）

（湯野正憲著艸生庵残筆より）

写真： 2010/3/13 稽古会・杉井孝
宏君（高43）撮影

出席者：猪俣・斎藤・砂山・曽田・
染 谷・田 中（ 門 田 ）・寺 田・西 原・
野村・福島・藤田（坂井）本浄・室
田・矢崎・柳井

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）逝 去

恩師 野村　正隆 中12 大江　茂 中18 寺岡　一蔵
中４ 三宅　吉亥 中12 大西　奎六 高４ 木村　光良
中５ 長田　啓 中12 徳富　健雄 高５ 西塚　定雄
中６ 桃田　利雄 中12 春山　廣臣 高６ 永井　久元
中７ 石澤　六郎 中12 八川　宗一 高15 上野　憲正
中９ 瀬古　道弘 中13 荒井　安明 高15 岡村　彬子
中９ 寺田　健 中13 吉越　立雄 高17 飯村　睦郎
中９ 富永　利久 中14 井上　弘 高39 佐々木　聡
中10 一色　浩 中14 平野　勇夫
中11 川瀨　敏雄 中15 宝田　恵一

は「中等教育学校」第１期卒業生
を迎えました。新しい世代を迎
える喜びの一方で、運営的には
新会員入会金が激減します。従
来通りの事業を続けると、赤字
が恒常的に続く事になります。
本紙には貸借対照表を掲載し
ておりませんが、菊友会では、当
面の赤字を永年の蓄積分から補

填させていただく一方、特別チ
ームを編成し会費納入の促進を
図る所存です。会員諸氏におか
れましても、この窮状を御斟酌
いただき会費納入をお忘れなき
ようお願い申し上げます。
評議員会ではこの他、新年度
の事業計画、新任役員が承認さ
れました。

お知らせ

岡田会長
年代を超えて九段の熱
い思いを語り合おう

山崎区教育長
菊友会新会員に迎えられた１

期生を温かく迎えてください

佐藤PA 会長
校 舎 改 修 の た め 尽
性園で開催された
体 育 祭 に、１ 期 生
が沢山来てくれて
九段の伝統を実感

最後はみんな知ってる校歌と「至
大荘歌」を全員で歌いお開きです

演壇に引っ張り出されて自己紹介。さすが各クラ
スのリーダー、堂々としたものです。まずは、昭和
卒業世代には歌えない「至大荘と共に」を斉唱

オヤオヤ…
各テーブルに挨拶回りに動き出し
たぞ！ビールの注ぎ方がギコチナ
イ。大人になってから練習だね

卒業以来久々の
再会で話も弾む
新クラス委員

髙野菊友会顧問
新クラス委員の皆さん、卒業お
めでとう！　そして菊友会入
会心から歓迎します。乾杯！
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九段校舎改修工事始まる
九段の歴史を残すメモリアルルームも

平成22 年度（平成22 年4 月～23 年3 月）

維持会費納入のお願い
年会費3000 円

卒業後4年間　年会費1000円
郵便振替用紙を同封しております。
お近くの郵便局からお振込みください。

会報２㌻で報告いたしました
ように、21年度実績が約27万
円の赤字になってしまいまし
た。21年度の予算としては維持
会費収入を760万円見込んでお
りましたが、693 万円と前年実
績を大きく下回ってしまいまし
た。皆さまの維持会費は、会報印
刷・郵送費や菊友大会費用さら
には在校生との交流にも充てら
れております。
さらに、今年度の予算では、中
等教育学校の卒業生の大幅な減
少により新入会員入会金も87
万円もの減少になっておりま
す。
少しでも多くの方に、維持会
費納入をお願いいたしたいと思
います。

編集後記
今年から思いもかけず菊友
会の理事となり、体育行事を
見学する機会を得、45年ぶり
に尽性園を訪れました。
かつて、林や哲明寮があっ
た場所は稲城市立の中学校と
なり、尽性園の敷地も半分位
になっていました。矢野口駅
を降りると、一面梨畑だった
地域も住宅地となり、時の移
ろいを感じさせました。
時間は経過しても歴史のあ
る体育施設として、今も健在
である尽性園を、九段卒業生
として誇りに思います。

（高橋暁子）

平成22年度維持会費（平成22年4月～平成23年3月）

中１	～	 高57 回	 3,000 円
高58	～	中等1回	 1,000 円	（減額期間）

●郵便振替
口座番号：
加入者名：菊友会
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58～
中等１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　神保町支店
普通口座：00150-7-504525　口座名義：菊友会
恐縮ですが、振込み手数料をご負担ください。なお、三菱東
京UFJ 銀行から口座経由で振込みいただくと、振込み手数
料がかかりません。

お知らせ

現在、理事は20 名。理事会は
この理事によって構成されてい
ます。理事は総務企画・広報・会
計・名簿の各委員会に属し、そ
れぞれの業務を行うほか、月に
1 度定例理事会に出席します。

定例理事会は毎月第 2 金 曜に
開催。担当理事からの各種報告、
母校との連携、次の活動内容な
どを討議しています。菊友会へ

卒業生数半減  転機迎えた菊友会財政
平成 22 年度  菊友会維持会費の納入をお願いします。

中21 回・高２回 卒業60 年記念
同期会（昭和25 年卒）
日時：	10 月12 日（火）12:00
場所：	東商スカイルーム
	 東京商工会議所ビル8階
	 TEL	03-3211-4851
問合せ：一色昭吾
	 TEL	0422-43-4640
なお、各人には９月初旬には案
内状を差し上げる予定です。
高10 回  古 希 記 念同期会
日時：	9 月11 日（土）
	 15:00 ～17:30	
場所：	エスペリア（神保町）
会費：	5000 円
詳細は7 月中旬にご案内しま
す。住所変更はクラス幹事にお
知らせください。
幹事	：	山口泰夫（1組）
高12 回  卒業50 周年記念同期会
日時：	10月23日（土）
	 13:00 ～
場所：	一ツ橋　如水会館（２Ｆ
	 オリオンルーム）
会費：	10000 円
	 （当日受付にて）
幹事：	谷貝友康、平松正子
高27 回  卒業35 周年同期会
日時：	10 月2日18:00 ～21:00
場所：	お茶の水ホテルジュラク
	 御茶ノ水駅聖口徒歩4分
代表幹事：中井健一

菊友会2010 年版新名簿
お詫びと訂正
2010 年版名簿広告に誤記載
がありました。関係者の皆様に
ご迷惑をおかけした事をお詫び
申し上げますとともに、次の通
り訂正させていただきます。
表紙見返裏「神田まつや」
東急デパート町田店8F の支
店は閉店されましたので削除
します。

広告8p 九段法曹界（2）
弁護士川上英一様と森本紘章
様のホームページアドレスが
逆になっていましたので入れ
替えます。（判明後頒布の名簿
には訂正シール貼付）

3月6日（土）、千代田区立九段中等教育
学校は、卒業証書授与式を行いました。第
1 期生として式に臨んだのは、平成18 年
４月、千代田区立九段中学校から編入した
127 人です。
従来の半数にも満たない卒業生数に対し
て、体育館の式場は大きすぎる空間にも思
えましたが、部員100 人を超える吹奏楽部
が素晴らしい演奏で埋めました。
式典の中でとりわけ心をうたれたのは、

送辞を読んだ体格のいい５年生男子生徒
が、先輩！と呼びかけた途端に涙があふれ、
止まらなくなった場面です。5年間を同じ
学び舎で過ごし、また編入組同士としての
特別な想いの深さでしょうか。かつて５年
制を経た大先輩たちの強い絆を見るにつ
け、多感な時期を一貫校で過ごす意義に感
じ入りました。
卒業生は様々な進路に向かいましたが、
注目に値するのは、約2割、25 人が浪人を
選択したことです。大学全入時代にあって
「より高きをめざす」九段精神に母校の充実
を見ると共に、来春の実りを期待して止み
ません。
菊友会は、中等１期生を迎え、市立一中･
都立九段中学～都立九段高校～千代田区立
九段中等教育学校の卒業生が集う３世代構
成時代に入りました。

昭和を生き抜いた古校舎（1927 年～）、
平成元年に建てかえられた新校舎（1989
年～）、２つの学び舎を巣立った卒業生に加
え、富士見校舎で学んだ卒業生が菊友会入
りしました。私達が「新校舎」と称していた
九段校舎も建築後はや22年、このたび大幅
な改修工事が始まりました。
改修は、中高一貫校としての教育環境に
特に配慮すると同時に、老朽化した個所の
全面改修も目的として衛生工事・電気工事・

空調工事が中心になります。エレベーター
も設置されます。
また内部のレイアウト変更により、私達
の永年にわたる願望であった菊友会も活用
できるメモリアルルーム（仮称）が実現す
る予定です。
工事期間はこの８月から約１年間。この
間、校庭に仮設校舎が建てられ、３～６学年
の生徒の授業がここで行われることになり
ます。

千代田区立九段中等教育学校
第１期生卒業、菊友会員に

菊友会2010 年版名簿が完成し
ました。中等教育学校第１期生も
加わった、１中創設以来の全卒業
生24,721人の現況を収録してい
ます。
あの恩師、同期、先輩、後輩は
今！！　ぜひ、皆様のお手元に新
名簿を。
お申込みは、本紙に同封の「名
簿購入申込み兼払込取扱票」（郵
便振替）をご利用ください。銀行
振込をご希望の方は次の口座に
お振込ください。

三菱東京UFJ 神保町支店
（普）０６９１５５１　

口座名：菊友会
頒布価格2,500 円

菊
友
会
名
簿
完
成
!!

中等教育学校第３代校長に
倉 田 朋 保 氏 　就任
４月１日付
けで着任され
ました。前職
は、東京都西
部学校経営支
援センター支
所長兼経営支
援室長。日体
大卒業後、中学校と都立高校で保健体育を
担当。その後の行政職から18年ぶりの現場
です。着任後すぐ尽性園での６学年一緒の
体育祭があり、生徒達の団結力、保護者の熱
気に感激されたとのこと。
生徒、保護者、千代田区、そして菊友会の
期待にも応えなければと、教育活動の本格
的な充実に向けての想いを、静かに語って
くださいました。54歳。

高30 回  同期会
日時：	７月17日（土）
	 １次会　13:30 ～
	 ２次会　16:30 ～	
会場：	１次会　東商スカイルーム
	 （丸の内3-2-2	8 階）
	 	TEL	03-3211-4851
	 ２次会　La	BODEGA
	 （丸の内3-1-1国際ビルB1）
	 TEL	03-5222-7160
専用サイト（構築中）
http://kudan30th.com/
※連絡が届いていない方は、各
クラスの幹事または以下に連絡
ください。
学年代表　辻岡長之
tsujioka@ka2.so-net.ne.jp
山口（河口）江理
ering-yama1982@juno.ocn.ne.jp
平野清一　seihirano@aol.com
高37 回卒業25 周年記念同期会
日時：11月20日（土）　15:30
会場：九段会館　鳳凰の間
幹事会HP：
http://www.geocities.jp/
kudandousoukai37/
幹事団代表：熊沢龍一郎
都立九段高柔道部還暦ＯＢ会
日時：	11月20 日（土）夕方開宴
場所：	新橋亭新館
	 TEL	03-3580-2211
会費：	7000 円
新参加の高20 回生（S43年卒）
熱烈歓迎です
世話人：髙井信義（高13）

の意見・要望など、遠慮なく事
務局にお寄せください。

==12 月度==
高17の高橋暁子氏、新田道子氏
らが新理事候補として初参加／
校歌祭写真を学校長に贈呈／次
回菊友ゴルフ大会を50 回記念
として盛大に企画／校歌祭を菊
友会正式行事に昇格

== １月度==
菊友会報84 号発送／クロスカ
ントリーレース入賞者記念メダ
ルと卒業記念品としてフォトス
タンド発注

== ２月度==
22 年度の各種行事の日程が決
定された。これに伴い、多くの参
加を得るために、企画、方法等
をフリートーク／16日、クロカ
ン。理事会から3人出席

== ３月度==
平成22年度事業計画・予算作成
／菊友会名簿が完成／校歌祭へ
の吹奏楽部出場依頼／九段校舎
の改修工事日程が明示／6日、
母校卒業式に理事等7人出席

== ４月度==
維持会費増収検討部会設置／
新理事候補として新田潔氏（高
18）が初参加／13 日、50 回記
念菊友ゴルフ大会開催。74人参
加／21 日、高井禄郎副会長、母
校で講演。

== ５月度＝＝
維持会費増収検討部会にメンバ
ー3人追加／菊友会大会講演を作
曲家・小森昭宏氏（高2）に依頼／
新理事候補として楫取能彦氏（高
17）、渡辺憲雄氏（高19）が初参加
／15日、尽性園で母校体育祭、菊
友会から７人出席／28日、評議
員会開催

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

▲ 中等教育学校の制服は、
　女子はセーラー、男子は詰襟
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