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展示を観る見学者 生徒自治会と菊友会理事の懇談会
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平成24年度維持会費（平成24年4月～平成25年3月）
中１	～	 高59回	3,000円
高60	～	中等３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）をお書きいただく
と助かります。払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：0691551
みずほ銀行	 九段支店	 普通口座：1453238
三井住友銀行	 神保町支店	 普通口座：2111680
りそな銀行		 九段支店	 普通口座：1413234
※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数
料をご負担ください。
※維持会費納入票は全員に同封させて頂きます。今年度分
を既に納入済の方はご注意ください。
※三井住友銀行は支店名が「千代田営業部」から「神保町
支店」に変わりました。

九段祭で「九段の歴史」展示

◆	第１面を九段祭の「伝統、感動、
九段中等」としました。菊友会に今
後入会するであろう世代の活動をぜ
ひ、先輩諸子に知っていただきたい
と思いました。	
◆	菊友会は老壮青の場とわきま

えていましたが、至大荘では違うと
いうことが分かりました。青より更
に若い世代が参加していたのです。
幼の世代でした。しかも、その世代
が主役を演じたのでした。これから
は老壮青幼が交流する場と心得よう。
	 （酒井憲太郎・高17）

お知らせ
昨年9月15・16日に「伝統、感動、九段
中等」をテーマに九段中等教育学校第7回
九段祭が開催されました。その九段祭で生
徒自治会執行部のみなさんが、九段の歴史・
伝統について発表をしてくれました。
その2ヶ月前の7月6日、生徒自治会執
行部から九段祭で九段の歴史について発表
をしたいので協力して欲しい、という要請
が菊友会理事会にありました。
理事会もこれを快諾し、理事7人が生徒
自治会執行部11人と7月・8月と2度の会
議を行い、初めは抽象的だった議題を「昔の
部活動について」「九段出身の有名人」「昔
の校舎と今の校舎」「至大荘の歴史」など10
の項目に具体化し、お互いに協力して資料
及び写真を探しました。
展示資料が出来るまで約2ヶ月半かかり
ましたが、生徒自治会執行部の皆さんの熱
心さと各項目を担当した理事のアドバイス
のおかげで全員見事な展示が出来ました。
展示を作る途中を見た高12回生のバスケ
ットボール部OBが感心して「ぜひ見に行く
よ」と応援したほどの出来ばえでした。
さて当日、生徒たちも含めて多数の見学
者が訪れていました。やはり今の生徒たち
も歴史や伝統に興味を持ってくれているよ
うです。そんな中、九段中等教育学校を目
指している児童の保護者の方が「至大荘の
歴史」の展示を見て、生徒自治会の生徒に
「今でも至大荘は行われているんですか」と
真剣に質問しているのが印象的でした。
	 （長		繁樹・高28）

平成24年度（平成24年４月～平成25年
３月）菊友会維持会費の納入をお願いしま
す。郵便振替のほかに三菱東京UFJ、みず
ほ、三井住友、りそなの各銀行からも振込
むことができます（詳細は８ページ参照）。

４月	 10 日	（水）	 菊友ゴルフ大会：若洲ゴルフリンクス
	 		 （申込み受付中　詳細 8ページ）
５月	 18 日	（土）	 評議員会：九段中等教育学校九段校舎
８月	 17 日	（土）～ 18日（日）至大荘懇親会：至大荘
10月	 ５日	（土）	 東京校歌祭：日比谷公会堂
10月	20 日	（日）	 菊友会大会：ホテルグランドパレス
11月	 9 日	（土）	 関西菊友会総会：大阪キャッスルホテル
	 	＊高 15回	 卒業 50周年記念同期会
	 	＊高 40回	 卒業 25周年記念同期会　開催年です

菊友会の活動は皆様の維持会
費に支えられております。納入
していただいた方々に厚くお礼
を申し上げます。
今年度の会費の納入は、目標
金額及び前年度の実績に対して
約６割（平成24年10月30日現
在）と、非常に厳しい状況です。
前年度は皆様のお陰で減少傾向
に歯止めがかかりましたが、今

年度はこのままでは再び減少す
るおそれがあります。
皆様から納入していただいた
会費は、菊友會報の制作、各種
行事費、在校生・卒業生支援費
などに充てられております。今
まで納入されていない方は今年
度分からで結構です。一人でも
多くの方に会費を納めていただ
けますようお願いいたします。

平成 24 年度 維持会費未納の方へ
維持会費の納入にご協力ください！

高７回喜寿の会
高７回生77歳をお祝いして
同期会を開きます。
日時：４月14 日（日）
 12:00 ～15:00
場所：ＮＨＫ  青山荘
 港区南青山5-2-20
 03-3400-3111
	 （世話人一同）

高11 回同期会
日時：３月１９日（火）
 一次会：13:00 ～15:30
 二次会：15:30 ～17:30
場所：浜松町東京會舘
 港区浜松町２-４-１
 世界貿易センタービル39 階
　　　℡：03-3435-2611（代）
会費：一次会　8000 円　
 二次会　3000 円
	 （粕谷龍雄）
高17 回同期会
日時：４月20 日（土）
 一次会14:00 ～16:00
 二次会16:30 ～18:30
場所：ホテルグランドパレス
 一次会：地下１階宴会場
 二次会：22 階ラウンジ
会費：男  10000 円
 （内4000 円は二次会費）
 女  7000 円
 （内3000 円は二次会費）
	 （幹事クラス、５組）

高 35 回卒業 30 周年同期会
日時：３月９日（土)
 15:00 ～19:00
場所：霞山会館
 （千代田区霞が関3-2-1
 霞が関コモンゲート西館
 37 階）
 ℡： 03-3581-0401
 http://www.kazankk.org/
会費：12000 円
昨年12月上旬、ご案内状を発

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
の業務を行う他、月に１度定例理
事会に出席します。定例理事会
は、原則として毎月第２金曜に開
催。担当理事から各種報告、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●
高21原田忠禮氏新理事として承
認／評議員会５月12日九段中等
教育学校九段校舎会議室で開催
／５月19日中等教育学校の体育
祭／中1糸川博士「大逆転、焼け跡
の天才ロケット博士のペンシル
ロケット」NHK	BSで放送。

●７月度●
高28魚住照代氏新理事として承
認／マスコミ菊友会6月17日開
催／第２学年を対象に伝統継承
HR、７月4日実施／７月13日生
徒自治会執行部と懇談会／至大
荘懇親会の理事役割分担を確認。

●８月度 ●
高44卒業20周年同期会７月14日
開催／８月８日生徒自治会と九段
の歴史について懇談会／７月23
日～27日まで、至大荘Ⅰ期、７月
30日～８月３日まで至大荘Ⅱ期。

●９月度●
高20金子元久氏・同山崎猛氏、新
理事として承認／菊友会大会で
高20同期会が同時開催／９月８
日高40・高10、９月10日高９、９
月30日高18の同期会／来年の至
大荘懇親会８月16日・17日の予
定／校歌祭の説明と協力要請／
名簿電子化に関し、小山台高校を
訪問／至大荘TシャツをFacebook
で公開、４人から欲しいとの希望。

●10月度●
高18前田敏行氏・高24伊藤洋子
氏新理事として承認／「九段祭」
で生徒自治会作成の九段の歴史、
菊友大会の会場に展示／ 10月6
日東京校歌祭／10月９日中21同
期会／ 10月10日、第１学年伝統
継承HR／吹奏楽部コンサートに
菊友会後援決定／文春11月号同
級生交歓頁にＳ44卒業生が掲載
／ 11月17日、関西菊友会総会に
理事長出席。

●11月度●
菊友ゴルフ大会10月17日、石坂
ゴルフ倶楽部で実施／来春の菊
友ゴルフ大会、若洲ゴルフリンク
スで4月10日の予定／来年の菊友
会大会、10月20日にホテルグラ
ンドパレスで開催／名簿の電子
化にかかる費用について報告。 会費納入のお願い

原稿のお願い
次号91号の菊友会報の原稿や写真の締
め切りは、５月21日です。同期会、クラ
ス会、ＯＢ・ＯＧ会など250字以内の原稿
をお送りください。

生徒自治会と菊友会のコラボレーション 現役生と卒業生の交流

展示のテーマ
１.後藤新平について－後藤新平を知れば、九段前身の誕生がわかる（震災復興の立役者）
２. 成田校長の功績について－第一流の人物たれ、熱血校長成田先生
３. 我等乃学園－今の校舎で昔の面影が残る場所
４. 第一東京市立中学校部活動の歴史
５. 至大荘の歴史	 ６. 昔の行事
７. 九段の制服の歴史	 ８. 校歌について
９. 校章デザインの変遷	 10. 九段出身の有名人

次号菊友会報原稿締め切りは 5 月 21 日です。250 字以内の原稿を
お寄せください。 E-mail：kikuyukai@kudan-net.com

送しました。同封の返信ハガキ
にて、出欠をお知らせください。
案内状がお手元に届かない方
は、菊友会事務局までご連絡を
お願い致します。
	 （代表幹事　小堀逸也）
高 39 回卒業 25 周年記念同期会
日時：２月16 日（土）
 16:30 ～19:00
 （受付：16:00 より）
場所：アルカディア市ヶ谷
 （宴会場・阿蘇）
 千代田区九段北4-2-25
 ℡：03-3261-9921
 http://www.arcadia-jp.org/
会費：9000 円
二次会だけしか参加できない
方も歓迎致します。（二次会の会
場・会費は当日ご案内致します）
高39同期会専用HP
http://www.adpia.co.jp/kudan39
	 （高39同期会	有志一同）

第 55 回  菊友ゴルフ大会
春の菊友ゴルフ大会は、４月
10日（水）８組32人のコンペを
予定しています。会場は東京・
若洲ゴルフリンクスです。
申し込みは菊友会事務局ま
で。参加者には別途詳細を送り
ます。	 （総務委員会）
九段高校柔道部還暦ＯＢ会
11月16日開催。詳細次号。
	 （髙井信義・高13）

寄贈図書



合流した高20回同期会
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■中15　吉村光男氏を偲ぶ会
TBSの顔だった “ロングおじ
さん” として広く親しまれたア
ナウンサーの吉村光男氏が、
2011年1月3日に亡くなられ
た。氏は1937年市立一中入
学、戦時中の1942年藤原工
大（現慶應義塾大学理工学部）
に進学、1948年卒業と同時に
NHKに入社。1951年にラジ
オ東京の開局時に同社のアナ
ウンサー一期生として入社さ
れ、1959年には当時の皇太子
殿下ご成婚の実況放送を担当、
1976年「ロンちゃんのまんが

だよ」のキャスターとして子
供たちの人気者となり1990年
にTBSを退社されました。氏は
大の鉄道フアンで、工芸部では
鉄道模型作りに熱中、亡くな
るまで精巧な手作りの大型模
型を楽しまれた。会員3300人
の鉄道友の会の理事を永年務
められ、同会の「ブルーリボン
賞」贈呈式などの司会や慶大の
「鉄研三田会」でも活躍された。
亡くなられて一年たった2012
年1月に「偲ぶ会」が開かれ、多
数の鉄道趣味人が参列した。
（工芸部OB	長谷川		明・高４）

■一球会ＯＢ・ＯＧ総会開催
９月29日（土）一球会はＯＢ・
ＯＧ戦を体育館で実施。私学事
業団内レストラン「ふじみ」で総
会を開催。試合は中高校生と最
高齢60歳超も混じる溌剌プレ
イヤで盛り上り、卒業生が貫録
を示して終了。総会には中14回
の卒業生から高58回生までの
96名が参加。会場には一中時代
に全国大会を制覇した優勝旗・
昔の校舎・尽性園等思い出の写
真も飾られ、実況中継さながら
往時の試合の様子が紹介されま
した。最後に校歌と至大荘歌を
合唱。協力して頂いた中等教育
学校のバスケットボール部の先
生、現役に感謝申し上げます。
	 （大内		和史・高17）

■一流会総会
７月29日（日）16時水道橋グ
ランドホテルにて、九段中高剣
道部OBの一流会総会が行われ
ました。既に70歳を超えられた
大先輩から現役大学生まで広い
世代が集まり、旧道場、湯野先
生、夏合宿の思い出話し等に花
が咲き３時間が過ぎました。今
回参加者が多かったのは高28
～高30で、特に高29は女性５
人を含む６名が参加、増田先生
を中心に盛り上がりました。参
加者には、いろいろな職業を経
験された大先輩や、現役の企業
人として活躍されている方々が
多く、異業種交流会としても大
変貴重。ぜひご参加を。
	 （加藤		隆・高29）

■一游会 OB 戦開催される
水泳部OBの一游会は毎年OB
戦を実施してきましたが、今年
は合同記録会形式で実施、OBに
も記録カードを記念に持ち帰っ
てもらえるようにしました。９

月30日（日）の台風が心配される
中、母校の温水プールは老若男
女の熱い熱気で盛り上がり、終
了後は向かいの私学共済会館内
レストランで懇親会、今年の至
大荘行事の映像を流して語り合
いました。今年は会長・役員の
改選を行い、高26の青木俊行氏
が新会長となり、大幅若返りで
活動の幅を広げていきます。
	 （原田忠禮・高21）

■高８・９　ゴルフ対抗戦
10月22日（月）秋晴れの下、
第21回対抗戦を取手ＧＣで実
施。８回生11人９回生９人で熱
戦を繰り広げ団体戦は上位６人
ネット合計466対459で９回生

の勝利、通算12勝９敗と差が
開きました。８回生次回は雪辱
を！個人優勝岡田（９）準優勝吉
田（９）３位青木（８）次回は５月
13日(月)石坂ＧＣ
	 （名古屋利彦・高９）

■一排会総会
7月15日に2012年度総会が
開催されました。高6回の大先
輩から新卒まで幅広い世代が一
堂に会し、楽しいひとときを過
ごしました。昼の部は母校体育

館で恒例のOB戦、夜の部はグ
ランドヒル市ヶ谷にて総会＋懇
親会、現役も合せると延べ参加
人数は優に100人を超える一大
イベントとなりました。多くの
会員の皆様にご協力いただき、
例年通り現役への援助金も無事
贈呈することができました。こ
の場をお借りして会員の皆様に
御礼申し上げます。
	 （久須美雅昭・高22）

■高 28　３年６組クラス会
11月10日担任の若林先生の
喜寿のお祝いを兼ね、品川で開
催。初参加・大阪日帰り・二次
会からなど23人の参加。離島赴
任時代の恩師の武勇伝に盛り上
がりました、つかの間のタイム

スリップに笑顔が輝いていまし
た。	 （渡邊美智恵）

■中19　大國先輩を偲ぶ
この度大國昌彦先輩の突然の
訃報に接し、誠に残念の極みで
あります。大國様は、王子製紙
㈱の社長、会長としてその優れ
たご見識により存分の手腕を発
揮されたのみならず、その暖か
なお人柄は多くの人々から慕わ
れ、信望を集めておられました。
大國様は実は私の小学校（番町
小学校）と旧制九段中学の二年
先輩でした。尤も在校中は戦中、
戦後の混乱期でもあり殆んど交
流の機会が無かったのですが、
私が東京會舘に勤務することに
なったこの20年来、身近にお会
いする機会に恵まれ、例えば菊
友会同業種の集まりでは最も活
発で人数も多い「紙パ菊友会」が
東京會舘で定例に開催され、そ
の際私も同窓の誼で出席させて
頂きましたが、錚々たる大先輩

方の顔ぶれの中でも大國先輩
は重鎮としてこの和やかな会を
楽しんでおられました。その後
平成18年頃でしたか体調を崩
され、現職を退かれる旨のお報
せを頂いた際、そのご無念をお
察しすると共に、ご回復の一日
も早からんことを念じてお便り
を差し上げたことを思い出しま
す。それでも年一回、夫々年度
の異なる、十名ほど集まる小学
校の会には、格別の思いがお有
りで毎回出席され、歓談の輪の
中に入られてお話もされ、会の
終りには幼き昔日の日々を偲ん
で校歌を一同で歌う際にも口を
揃えておられました。もはやこ
うしたお姿に接し得ないのは誠
に淋しい限りです。これ迄のご
指導、ご交誼に深く感謝申し上
げ、心からご冥福をお祈り申し
上げます。　（鈴木謙一・中21）

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

平成 24 年度菊友会大会 盛大にオープニング ! !
新たな試みとして高 20 回同期会が合流

10月28日（日）、平成24年度菊友会大会
が昨年に続き如水会館で開催されました。
今回は村井会長（高13）、井上理事長（高
17）の新体制による初の大会で、参加者は
156人を数えました。
第１部特別講演の前に井上理事長から来
賓へのお礼と挨拶があり、今大会の２つの
新たな試み、①講演会場と宴会場を分けて
実施した、②高20回の同期会が合流して実
施したことと今後も新たな試みにチャレン
ジしていきたい旨の話がありました。
第１部の講師は綜合警備保障（株）ＡＬＳ

ＯＫのＣＥＯである村井会長で、新会長が
講演者ともなる珍しいケースとなりまし
た。講演テーマは「ここまできたロボット技
術」というものでしたが、世界のロボットの
歴史と応用実例などが紹介され、大変興味
深い内容の話でした。
第２部は会場をスターホールに移し、冒
頭主催者として村井会長が挨拶をされまし
た。話のなかで女子レスリング55キロ級オ
リンピック３連覇、国民栄誉賞、ＡＬＳＯ
Ｋ所属の吉田沙保里選手に触れ、日常はご
く普通の女性だが、難易度の高い目標を掲
げ、それを達成していく意志・モチベーシ
ョンがすごいという部分が印象的でした。
続いて来賓挨拶となり、高山三郎千代田
区子ども・教育部長、倉田朋保九段中等教育
学校校長、塩田智明九段中等教育学校ＰＡ
会長よりお祝いの言葉をいただきました。
その際、倉田校長より九段中等教育学校の

生徒も吉田選手のように強い意志をもつ人
間に育ってほしいこと、「週刊エコノミス
ト」から「名門校の校風」の取材を受ける予
定がある旨の話がありました。
一昨年から九段中等教育学校の卒業生を
菊友会の仲間として迎えていますが、今回
も3月に卒業した3回生を代表して出席し
た入江名月さん、曽村みずきさん、工内風
雅さんの3人が紹介され、歓迎の拍手を受
けました。

その後、公益社団法人九段の理事長であ
る鍛治顧問（高４）の乾杯の音頭で懇親会が
始まり、和気あいあいおいしい料理を楽し
みながら、それぞれのテーブルでにぎやか
なおしゃべりタイムとなりました。
一中時代の先輩は、当初13人が参加して
いただける予定でしたが、中15回の髙野均
治氏をはじめ11人の方の参加となりました。
最多出席クラブの紹介コーナーでは、16
人が出席した硬式テニス部が檀上に上が
り、代表して山崎武正氏（高13）の熱い一言
がありました。
毎回参加者が楽しみにしている福引コー
ナーは、今年も高橋暁子さん（高17）の進行
により当選者が発表され、菊友会の有志か
らご提供された魅力的な賞品が喜びの声に
包まれ、渡されていきました。
会も終わりに近づいたころ恒例の校歌・
至大荘歌の斉唱となり、髙井副会長（高
13）の閉会挨拶で幕を閉じました。
大会の司会進行は今年も庄司啓子さん

（高17）にやっていただきました。スムーズ
な司会進行ご苦労さまでした。
今回、井上理事長の話にもあったように
高20回の同期会が合流しましたが、今後
も菊友会大会の活性化のためには同期会と
のコラボは、ひとつのいい方法のように思
われます。特に若い世代の同期会の幹事の
方々は、ぜひご検討のほどよろしくお願い
いたします。	 （鈴木雅哉・高18）

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

中21	鈴木謙一/	高４	一島英治/	高４	大井基
臣/	高７	宮島徹/	高９	岡田繁/	高13	飯田勝
夫/	高13	稲坂良弘/	高13	村井温/	高15	氏
家義之/	高17	井上良夫/	高19	岩城悦子/	高
39	相原學/	菊友会理事有志

特別講演　村井温氏（高13）「ここまできたロボット技術」
1943年生まれ、東京大学法学部卒業
警察庁などを経て綜合警備保障（株）（ALSOK）へ
現在、代表取締役会長兼最高経営責任者

ＡＬＳＯＫでは少子高齢化への対応とコストカット実現
のため、30年前から警備用ロボットを研究開発し既に実用
化しており、警備用ロボット分野では最先端を行っている。
講演は次のような内容でした。

◆ロボットとは、感じて、考えて、動くもの。（洗濯機もロボット？）
◆実用化されているロボットは、軍事（陸・空）、宇宙、海洋、災害対策、産業、医療・
介護、清掃、警備の分野。
◆日本のロボット政策では、日本再生戦略としてロボットの実用化と自然災害や重大
事故に対応するロボットシステムを開発している。
◆実用化を目指している二足歩行ロボットに関して、軍事・宇宙・災害対策、農林業・
建設、医療介護・清掃等の生活支援、研究・趣味娯楽・競技・エンターテイメント
の各分野で研究開発が進行中。
◆ロボットの年齢は3歳児並かそれ以下だが、3歳児並の能力を全て搭載するには高
コストとなり実用化は難しい。
◆ＡＬＳＯＫでは、常駐警備の効率化、労働力不足への対応、警備員の負担軽減・受
傷事故防止を目指して1982年より警備ロボットの研究開発に着手している。
結論として、ロボットの開発の現状は「ここまできた」というより「まだこれから」とい
うところのようです。	 （高橋暁子・高17）

恩師 岩崎	允胤 中13 佐々木	静一 中18 長谷川	泰敏 高8 吉村	孝
中2 行宗	一 中13 日野	精一 中19 大國	昌彦 高9 酒井	捷二
中3 千葉	保雄 中13 水永	浩雄 中19 桑原	和雄 高9 松田	浩
中4 三瓶	達司 中13 吉髙	貞義 中19 塩島	次男 高10 飯島	光博
中5 菊池	直次 中14 梅垣	寿春 中19 平賀	正雄 高10 石戸谷	正
中6 大橋	良 中14 桜井	怡偲男 中19 武藤	和喜 高10 塚本	尚雄
中6 黒川	武 中14 竹島	茂 中19 村松	健三 高10 中山	良一
中6 前田	弘 中14 目良	英夫 中19 山本	功 高11 福岡	靖郎
中6 渡辺	文夫 中14 渡部	泰三 高3 大久保	利彦 高12 椚田	房男
中7 石毛	乾次 中15 河上	民雄 高3 加藤	信哉 高12 白田	正義
中9 大島	正泰 中15 本間	一郎 高4 太田	成子 高13 井上	智造
中9 後藤	謹爾 中16 赤畑	正光 高5 金子	光夫 高15 三宅	忠
中9 佐久間	正之 中16 内田	信太郎 高5 御巫	清泰 高16 松永	一郎
中10 西泉	邦雄 中16 小山	勁之助 高6 杉山	義夫 高18 長﨑	淳一
中11 小野	達夫 中16 山崎	公二 高6 三井	実 高19 山谷	正夫
中11 鈴木	京 中17 栗山	春行 高7 石田	宏子 高20 浅井	義博
中12 清原	錬太郎 中17 河野	正賢 高7 篠田	昌郎 高22 小田	幸輝
中12 塚本	晃 中17 谷村	顕雄 高7 安岡	宗泰 高27 小林	悟朗
中12 富永	和良 中18 井出	成 高8 五十嵐	孝義 高32 町田	恵美子
中12 吉谷	慶盛 中18 石川	武彦 高8 岡部	俊雄
中13 大野	秀夫 中18 嶋津	邦夫 高8 荻野	亨
中13 奥川	吉三郎 中18 長谷川	勝彦 高8 髙橋	洋光

新しい仲間の中等教育学校３回生
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第30回  関西菊友会総会開催、元タカラジェンヌを招いて

■高９　九九会総会報告
２年毎の定例総会を、９月10
日飯田橋の「東京大神宮・マツヤ
サロン」に58人（内女性17人）参
加で開催。菊友会からの祝儀を
楫取副理事長が携えて参加。２
時間半があっという間に経過、
恒例の校歌斉唱を忘れて慌しく
散会、２次会に。卒業348人のう
ち、行方不明者と逝去者が３割
を超えて、平均寿命に相当する
年齢に達して健康不安を報告し
てくるメンバーが２年前より少

し増えてきた、一方、仕事やボラ
ンティア、趣味に励んでいる者
も多い。99歳

44 4

の九九会にも何人
もが出席できることと思う。・・・
楽しい夢物語であろう。「九九サ
ロン」の現状は３月３日・６月６
日・９月９日・12月12日（土・
日の場合は月曜）開催。会場は＜
DAY・NITE＞（デイナイト）、ア
ーバンネット大手町ビル・電話
5255-1414、午後５時から。久
しぶりの顔も20人前後で楽し
い時間を共有。	 （羽鳥徹郎）

■高13　遊九会
2012年は４月開催。卒後50
周年同期会で幕が開け、会場で
勧誘し春の１泊コンペは新緑の
蓼科高原に前泊、標高1300ｍ
三井の森ＧＣに９名参加し男性
軍は飛距離が出過ぎて苦戦する
中を松岡女史が初優勝。秋の大
会は湯河原で温泉に浸り前夜祭
ではカラオケ大会で燃え、大熱
海国際ＧＣ大仁コースに９選手
が集まり今回からＨＤＣＰをＷ
ペリアに改め相模湾を目掛け

て豪快なショットのベスグロ日
比野君が初優勝。次回は4/6同
期会、4/14～16高山祭（参加
者募集中）も有るので日帰りで
5/14or16に近場で開催を予定。
申込み等は馬渕義彦までお問合
せください。	 （馬渕義彦）

■高 4　至高会
毎年開催している高4回の

「至高会」は、回を重ねて59回。
9月14日（金）にいつものホテル
グランドパレスに35名が集ま
った。例年にない猛暑もものか
は、集まった元気な面々は、１
年ぶりの「話の輪」を咲かせ、さ
らに11月の１泊旅行やゴルフ

の参加者を募るなど楽しいひと
時をすごした。来年は60回、
そして80歳の記念の年です。
2013年9月13日（金）の同会場
を予約済です。	 （長谷川	明）

■高15　３年 4 組クラス会
まだ暑さの残る9月8日（土）、
母校に近いグランドパレスでク
ラス会を開催。卒業時の46人
が５人逝去、４人住所不明、37
人に案内状送付、11人が参加。
後は座り込んで若かりし時の思
い出話、近況で２時間が過ぎま
した。町田好二先生が一昨年11
月に逝去されたのが寂しく感じ
られます。二次会の後、母校を
訪問。グラウンドで部活に励む
後輩（背がでかい!）や教室、プー
ルを見学して解散しました。次
回は４月20日（土）、みなとみ

らいの「横浜ロイヤルパークホ
テル」で11時30分から開催。今
年は同期会も開催します。第10
回・卒後50年の目出度い節目を
迎えますので是非参加をお願い
します。９月開催を目指してい
ます、こちらも楽しみにしてい
て下さい。（山田清三、福原淑文）

■中17　15D 会
10月14日渋谷「いらか」に９
人が集まり思い出話に花が咲い
た。海軍特攻要員のはずが、肝
心の飛行機がなく塹壕掘りばか
りの毎日（武井）、陸士に入った
が毎日高粱飯ばかりで高等数学
を叩き込まれた（幡野）、東京高
校に入ったが終戦後は立ちん坊

をして進駐軍基地の土方仕事を
見つけた（小泉）等々、苦労話が
面白かった。	 （岡田民雄）

■高 40　同期会
2012年９月８日（土）品川に
て、毎年恒例の高40回同期会
を開催。年々参加人数が増え約
50人参加、遠く鹿児島からも、
懐かしい卒業アルバムを見なが
ら、話も盛り上がり、楽しい時

間が過ぎました。本当にありが
とうございました。なお菊友会
井上理事長も参加され九段の昔
や、現状など色々な、お話が聞
けました。今年は卒業25周年の
同期会になりますので参加でき
る方は是非。	 （佐藤聖児）

■高 21　３年２組クラス会
10月13日神田藤むらに還暦
を過ぎた20人が集い４年ぶり
クラス会。すでに他界した都先
生、前岡さん、石塚さんを偲びな
がら、仕事をリタイヤした方も

現役の方も近況報告と昔話にて
時を過ごし、２次会３次会へ。
次回からは２年ごとの開催、有
志でゴルフの企画も検討しよう
と。次回幹事は服部裕義・山本
（黄）婉芳です。	 （原田忠禮）

 ■中15　頑張れ 13B 三銃士
６月５日（火）11時半集合、
一ツ橋如水会館14階、会員食堂
で中食その後反対側の会員ラウ
ンジで乾杯をした。左から色川
浩太朗・半田恵一・瀬山儀夫・
髙野均治。戦時中に20歳で、兵

隊で外地に行かず内地で戦争に
負けている。みんな85歳の若者
です。	 （髙野均治）

■高18　同期会
9月30日（日）、ホテルグラン
ドパレスで5年ぶりの同期会を
開催。昨年の4月までに全員が
満64歳を迎え、年金受給資格者
となり、同期会には男女合わせ
て94人が参集、来賓として恩師
の大田弘・菊川忠夫の2先生が
同期と間違えるような若々し
い姿をお見せしていました。
小柳正明君の司会により古岡
孝幹事代表の挨拶に始まり、
来賓の菊友会理事長と恩師の

挨拶に続き、クラスごとのテー
ブル席で懇親を深めました。
当日の夕方から台風17号が
列島を縦断して関東地方を直撃
しましたが、それにもめげす二
次会へ繰り出して昔話に花を咲
かせていました。	（持田		悟）

 ■高10　同期会
「毎年集まろう」となって最初
の同期会を９月８日（土）、神保
町の「エスペリア」で開催。「卒
業ナン周年」でも「ナンとかを祝
う」でもない会にナンと80人が
出席。マイク慣れした根岸君の
司会のもと、玄人はだしの本田
君撮影の写真のとおり、まず２
年前の「古稀の会」以降に逝去が
判明した10人の仲間に黙祷。菊
友会前会長の岡田君の音頭で開
宴。今回は特に出し物や余興は

予定せず、時間の限り存分に旧
交を暖めてもらう趣向とした、
堀内さんの歌も交えた印象的な
閉会の辞まで、会場中終始笑い
声の絶えない、狙いどおりの展
開となった。二次会にも60人が
残り、白熱の延長戦となった。
	 （山口泰夫）

夏の至大荘懇親会 89人で　8月18日～19日
今年の参加者数は昨年比５人減でした
が、初日、２日目と概ね天候に恵まれ、土
曜の懇親会で至大荘を原点とした菊友会の
和を確認し、そして日曜は朝の海岸清掃で
自然に感謝しつつ青空の下海水浴を満喫し
ました。今回は一中卒の参加がなく、最年
長は鍛治利秀氏（高4）、最年少は川船浩右氏
（高43）でした。川船氏をはじめファミリー
での参加が多かったことも今年の特色です。
プレゴルフ
例年通り勝浦東急GC
で21人参加。スタート
前の豪雨が嘘のように上
がり快晴・猛暑の下、無
事故で元気にプレーがで
きました。至大荘に移動
後、嶽えい寮での表彰式
に一喜一憂。ちなみに優
勝は鈴木實氏（高17）、ベスグロはシニアベ
スグロ含めダブル受賞となった三井貞義氏
（高７）。年齢を感じさせない氏の腕前に脱
帽！！
懇親会
養氣閣に86人の参加者が集まり井上理
事長が開宴の挨拶、鍛治先輩（高４）の乾杯
ご発声で懇親会がスタート。厨房スタッフ
の心のこもったお料理に舌鼓、アルコール
も入り年代を超えての歓談に花が咲きまし
た。庄司理事による参加者全員紹介、ビン

ゴゲームで童心に返り、校歌と至大荘歌の
大合唱で同窓の和をもって第１部を終了。
第２部は歌声喫茶
養氣閣に50人ほどが残り、金澤昭彦氏

（高15）のウクレレと渡辺俊之氏（高15）の
ジャミセンによる演奏と伴奏で心に残る懐
かしの名曲の数々が歌われました。ジャミ
センの演奏では齋藤篤子さん（高17）も入
っての腕前披露で盛り上がりました。最高

潮に達したのは、何と言っ
てもレイを付けた女性群
のフラダンス。そこに飛び
入りの７歳・６歳・５歳の
女の子。拍手喝采とカメラ
のフラッシュが一斉に閃
光を放ち、主役の座は超ヤ
ングトリオに奪われてし
まいました。

芙蓉ヶ浦　磯の清掃
至大荘の朝はなぜか早起き。昨夜のアル
コールも抜けて清々しい潮の香を嗅ぎなが
ら岩城理事のリードでラジオ体操１！２！
３！おにぎりとみそ汁お新香で朝食後、我
こそが守谷の自然を守るのだという意気込
みで芙蓉ヶ浦の清掃に大人も子供も大活躍。
午前の自由時間
勝浦朝市の散策は7人と少人数でした
が、海の幸のお土産を買い楽しく過ごし、
海水浴組は、快晴の空の下昔取った杵柄

の水泳部OB・OGを含め多いに楽しみまし
た。大遠泳や犬ヶ崎の飛込み・助手の緑帽
子など、至大荘ダンチョネ節や至大荘と共
にの歌の世界が目に浮かび、聞こえてきま
した。毎年受け容れてくれる守谷の海に感
謝！！
バーベキューそして退荘
昼食を兼ねてのBBQ。エビにサザエにお
肉と新鮮な野菜等盛り沢山でお腹も満足し
て三々五々至大荘を後にしました。
	 （原田忠禮・高21）

秋の 菊友ゴルフ大会
第54回菊友ゴルフ大会は10月17（水）、
恒例の石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）で開催
されました。当日は数人のキャンセルがあ
ったものの快晴のゴルフ日和に恵まれ、5
組17人で競技が行われました。優勝はは
るばる長野から駆けつけた瀧澤國雄氏（高
９）、準優勝とシニアベスグロは中村宏氏
（高12）、3位は井上良夫氏（高17）、ベスグ
ロは鈴木實氏（高17）でした。
次回の開催は4月10日（水）を予定し、会
場は江東区の若洲ゴルフリンクスです。奮
ってご参加ください。	（持田		悟・高18）第20回記念東京校歌祭  過去最多の 85 人で校歌など大合唱

10月６日（土）、第20回目という節目の
東京校歌祭が日比谷公会堂で開催され、旧
制中学を中心とする参加17校の他、東大・
一橋大・慶大・早大が特別参加しました。
我が菊友会はトップで出場。舞台には九
段中等教育学校吹奏楽部生徒32人を加え
た85人で過去最多の出演人数となりまし
た。吹奏楽部顧問の髙橋省司先生指揮のも
と、校歌、至大荘歌、至大荘と共に、の３
曲を歌いました。九段をこよなく愛する髙
野均治氏（中15）をはじめとする一中の大
先輩の方々も張り切って参加されました。
当日夕方に放送のNHKテレビのニュース
645でも九段の歌う雄姿が放映されました。
校歌祭出場にあたっては、学校、保護者、

吹奏楽部の皆様、先輩方からのご寄付と、
多くのご支援に感謝いたします。
次回（10月５日）の出場に向けて、年配の
卒業生には歌い慣れていない曲「至大荘と
共に」の練習日を設ける予定ですので、大勢
の参加をお待ちしております。（持田		悟）

11月17日（土）、大阪キャッスルホテル
にて生憎の雨にも関わらず39人の出席の
もと、菊友会より赤司新副会長、井上新理
事長・鍛治顧問の3人の参加を得て開催さ
れました。
午後1時、当会に貢献を頂いた物故者・
御巫清泰氏（高5）への黙禱に始まり、中村
会長の挨拶、来賓の方々の挨拶に続き、30
回を記念して前会長石田充治氏（中19）の
お世話により、元タカラジェンヌの仙堂花

歩さんをお招きし、華麗な歌声とトークで
ひと時夢の世界を過ごす事が出来、一同大
感激の様子でした。
第2部の懇親会は、今回唯一の旧制の石
田氏の乾杯発声で始まり、今回は、高17
回、高24回の初参加の方が多く例年にな
く５つのテーブルで活気溢れる懇親会とな
り、仙堂花歩さんを交え、盛り上がりまし
た。遠路から参加、初参加の方の挨拶も近
年になく多かったのが物語っているでしょ
う。校歌、至大荘歌を熱唱の後、高24の川
本康治、田中嗣久両氏、高27福島繁氏の若
手の音頭で万歳三唱、続いての二次会も多
数参加頂き、大変盛り上がりました。来年
の再会を約束しつつ、午後6時頃散会した。
次回の総会は11月9日（土）同じ場所で開
催予定です。	 （綿貫泰望・高16）

■高19　トーク会秋のコンペ
トーク会のゴルフコンペは、
2012年11月26日に素晴らしい
晴天のもと、石坂GCで19人が
参加して開催されました。
優勝　塚越正昭　２位　堀川正
康　３位　森良一					（青木麗子）

■高30　３年８組七夕クラス会
昨年７月７日、日本橋「織音」
にて開催。海外からの帰国者や
地方転勤からの帰京者など、久
しぶりの顔が揃い楽しいひと時
になりました。懐石料理と美味
しいお酒で話もはずみ、集合写
真もこの笑顔！中央の２人は恩
師ではなく同級生です。念のた
め。	 （辻岡長之）
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平成24年夏、九段の伝統であ
る至大荘行事が千葉県勝浦市守
谷の至大荘で行われました。
前年は3.11の影響で自粛、そ
の為24年度は２学年（２期）の
実施となり、５年生120人が前
期（7/23～7/27）、４年生148
人は後期（7/30～8/3）とそれ
ぞれ４泊５日の至大荘生活。
日程を紹介すると、初日午前
10:00過ぎの到着後、天寮前の
広場で入荘式→トンネルを抜け
た指定避難場所への津波避難訓
練→昼食→13:00太鼓の合図で
守谷の浜へ→17:00まで游泳訓
練→入浴→18:45夕食→19:45
合同ＨＲ→21:00委員ミーティ
ング→21:30点呼→22:00消灯。
2日目、6:00起床→6:10広場集

合/朝礼・清掃作業→7:10朝食
→8:10ＨＲ→9：00游泳訓練
→12:00昼食・睡眠→14:00游
泳訓練→17:00	訓練終了後は初
日と同。３日目は午前に游泳訓
練・遠泳予行を行い午後はＨＲ
活動。４日目は最大のイベント
である興津湾から守谷湾まで２
kmの大遠泳、夕食後のキャンプ
ファイヤー。５日目は午前の游
泳・昼食後退荘式→帰路という
スケジュール。
時間の合図は太鼓、寮から浜
へは駈け足、分刻みの時間割と
いう5日間の生活の中、先輩助手
との交流、地元漁師さんたちの
温かい支援と協力を受け、生徒
たちは至大荘行事の伝統を守り
大きく成長し帰路につきました。

昨年は1年生と2年生を対象
に２度実施されました。生徒達
の感想文を紹介します。
◆九段の伝統はすばらしく誇れ
るようなものばかりで、とて
も良い学校だと感じた。
◆たくさんの先輩がいて、中で
も４人も星の名前になってい
るのに驚き、すごいと思った。
◆部活動が先輩の支えの基に活
動していることを知り驚いた。
◆「至大至剛」という言葉は力強
くて九段の象徴だと感じた。
◆至大荘行事は怖いと思ってい
たが、話を聞いて至大荘へ行
くのが楽しみになった。

◆校歌に３番があるのを知り驚
いた。
◆九段の卒業生はとても心が豊
かなんだなと感じた。
◆九段には深い伝統があること
に驚き九段生として恥じない
ように責任を持って行動したい。
◆私達も九段の伝統を継承しよ
り良い学校を築いていきたい。

小惑星番号 9414 に
高19 回村上氏命名される

昨年７月国
際天文学連合
（IAU）小惑星セ
ンターによっ
て、小惑星番号
9414	 に 一星

会会員の村上昌己氏（高19）の
名前が付けられました。小惑星
の場合は彗星と違って発見者の
名前が付けられるのではなく、
発見者が命名権を持っていてこ
の人が天文学の発展に貢献した
人物の中から名前を付けるのが
通常です。
同氏は現役のベテランのアマ

チュア観測者です。長い歴史を
持つ東亜天文学会の火星観測セ
クションの中心人物として、日
本ばかりでなく全世界の火星観
測の情報をまとめて長年インタ
ーネットを通じて世界に発信し
続けていることが認められまし
た。長い歴史を持つ我が天文部
ですので、卒業後天文関係の専
門家になった人間は数多いので
すが、同氏のように還暦を過ぎ
た今でも晴れれば毎日太陽黒点
の観測を欠かさないような情熱
を持ち続けている天文愛好家は
めずらしい存在です。
今回命名の打診を受けた際、
九段高校天文部に思い入れの

深い村上氏は「小惑星九段で
は？」と申し入れたのですが聞
き入れられず、結局本人の名前
になった次第。小惑星にその名
が付いたのは一星会員として
は、日本・中国天文学史の研究
者である大崎正次先生、隕石の
研究者の西泉邦
彦氏（高18	）に
続いて３人目。
天文部ができる
前の科学部の糸
川英夫博士も含
めれば九段関係
者としては４人
目となります。
村上氏にはこ
れからも現役天
文部員ばかりで	

なく、広く日本の青少年に天
文のおもしろさを伝えても
らいたいと思います。そし
て５人目の九段関係者が出現
することを期待しています。	
	 （藤岡宇太郎・高18）

九段の制服は大正13年の創立と同時に定められ、昭和25年	
には女子の入学に伴い初めて女子用も定められました。その後
昭和44年の学園紛争で創立以来の制服は廃止されて、翌年から
は着用を義務づけない標準服となりコース制に移行されるまで

自由服でした。コース制となった平成４年入学の１年生から新
しい制服の着用が義務づけられました。平成18年、千代田区立
九段中等教育学校への移行と共に現在の制服となっています。
制服は九段の歴史を物語っています。	（高橋暁子・高17）

九段柔道部還暦ＯＢ会
昭和28年に復活した九段高
校柔道部は、高22回生を迎えて
還暦ＯＢ会は91人になりまし
た。11月17日（土）にいつ
もの新橋亭で開催。最長老
の高７回浅田先輩から、初
参加の高22回市村・野崎
の29人でした。柔道７段
をはじめ現役柔道指導者
が多数おりますので、中等
教育学校の方で応援を望

まれる方はご一報ください。今
年も11月16日開催しますので
高23回生の参加を期待してい
ます。	 （髙井信義・高13）

生徒達の素晴らしい活躍
中等教育学校の生徒達は昨
年、多方面で受賞しました。今
年も期待できそうです。
全国青少年書き初め大会	審
査委員奨励賞（書道部）/東京都
生徒理科研究発表会	優秀賞/皇
居周回駅伝大会	優勝（軟式野球
部）/千代田区軟式野球春季大
会	優勝（軟式野球部）/東京都中
学校吹奏楽コンクールA組金賞
/東京都高等学校吹奏楽コンク

ールB組銀賞/関東中学校水泳
大会入賞（水泳部）/関東地区高
校生文芸大会	受賞（文芸部）/東
京都演劇コンクール	奨励賞（演
劇部）

一星会だより九段中等教育学校　平 成24 年至大荘行事

伝統継承HR

夏季至大荘宿泊と親子の臨海体験

至大荘・正寮建て替え決定
至大荘の正寮・気寮（1975年
竣工）は既に37年が経過し、雨
漏りなどは応急処置で凌いでき
ましたが、法人九段の理事会で
建て替えが決定しました。昨年
末から基礎工事が始まり、完成
予定は今年の6月下旬。新しい
正寮は現在の正寮・気寮を一体
化します。天寮との間隔を十分

にとり、使用スペースも6部屋
54畳から7部屋70畳に広くな
ります。利用者の動性を考慮し
た事はもとより、廊下天井部明
り窓からの採光と館内全体の換
気を考慮した設計になっていま
す。設計施工は地元の米元工務
店にお願いしました。
	 （横田千明・高19）

■高14 回
卒業 50 周年記念大会
さる10月13日（土）、高14回
同期会を芝増上寺大門並びの芝
パークホテルで開催しました。
当日は天気にも恵まれ参加者は
総勢100名を超えました。卒業
後50周年記念にあたり、来賓
として加藤三郎先生、川
田節子先生のご出席を頂
き、にぎやかで楽しい会
となりました。実行委員
長の挨拶、逝去者に対す
る黙祷、来賓の挨拶、乾

杯、７クラス別のスピーチ、校
歌・至大荘歌の斉唱で大いに盛
り上がり中締めとなりました。
二次会は部屋を移し.卒業時の
クラス別、入学時のクラス別と
分かれての歓談となり、午後７
時解散とあっという間の５時間
でした。	 （丸尾健司）

法人九段は平成24年夏も2泊
3日の夏季至大荘宿泊を行いま
した。（８月８日～18日まで）
これは九段の卒業生・旧職員
およびその家族を対象に例年お
こなっている行事。166人が至
大荘の非日常生活を楽しみ、違
う世代間での卒業生交流をする
姿も見られました。
至大荘は九段を象徴する場所
でもあり、今後とも多くの卒業
生に利用していただきたいと思
っています。

親子の臨海体験に 12 家族
法人の自主事業である至大
荘・親子の臨海体験を実施。小学

４～６年の児童とその家族を対
象にした今年で３回目の事業。
稲城市から応募した親子の他、
九段高卒業生の親子にも人気が
あり、その学習プログラムは高
51回卒の日下部博士（国立天文
台）の作成した本格的な天体観
測で、専門知識を持つ講師が指
導。参加した卒業生の親は、自
身が経験した至大荘行事を思い
出すとともに、子供と一緒に星
を見ながら昔泳いだ守谷の浜で
過す3日間は充実感に溢れてい
たとの感想。平成25年夏の募集
は5月の法人九段のホームペー
ジをご覧ください。
	 （山口江理・高30）

一中時代の制服
英国のイートン
校の制服を参
考にした、初代
成田校長の奥
様によるデザ
イン。 

昭和39年頃の制服
男子は駅員に間違えられ、飯田橋駅
でよく乗客に声をかけられたこと
も。 

平成4年以降コース制の制服
デザインは学校と各クラスから選
ばれた服装委員で選考・決定し、高
校閉校時まで採用。

中等教育学校現在の制服
校長室にはこんな制服のミニチュ
アが飾られています。マスコットの
ようで可愛いでしょ？

公益社団法人九段からのお知らせ

ちなみに、大遠泳には５年生
70人、４年生90人が参加しほと
んどが完泳との事でした。
２年振りの実施であったこ
と、２週間にわたる期間のた
め、学校としては行事を安全に
実行するため先生方の負担増だ
けでなく、游泳助手の確保にも
苦労されました。幸い、先輩助
手50人の他、地元武道大学の学

生などの応援を受け乗り切りま
した。先輩助手の構成は九段中
等教育学校の卒業生18人も含
まれ、九段高校からの伝統が確
実に継承されています。一方、
長年地元の協力があっての行事
ですが、漁師さんたちの高齢化
が進んでいることがこれからの
課題となっています。
	 （横田千明・高19）

入荘式 游泳訓練

天寮側（海側）から見た新正寮厨房側から見た新正寮（入口側）

■マスコミ菊友会
第５回復活マスコミ菊友会を
6月12日東京會舘東商スカイル
ームで開催した。2008年に復活
したこの会はマスコミ人のみな
らず、幅広くマスコミマインド
を有する者達が集うという
趣旨。最年長は高２回小森
昭宏氏、最年少は高61回の
本間理紗さん。その年齢差
実に59歳。高25回福田女
史の司会のもと、高9回俣
木盾夫世話人代表の挨拶で
開会参加者50人はマスコ

ミマインドと九段精神を発揮し
て、歳の差を超えた懇談の輪が
広がりました。最後は校歌と至
大荘歌を全員で斉唱し幕を閉じ
ました。来年はさらに輪を広げて
と思います。	（楫取能彦・高17）

http://kudan.or.jp/

お知らせ : 吹奏楽部定期演奏会
日時：2013 年3 月23 日（土）
場所：国立オリンピック記念
 青少年総合センター大ホール
５回目となる生徒達の見事な演
奏を聴きに行きましょう。
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活動。４日目は最大のイベント
である興津湾から守谷湾まで２
kmの大遠泳、夕食後のキャンプ
ファイヤー。５日目は午前の游
泳・昼食後退荘式→帰路という
スケジュール。
時間の合図は太鼓、寮から浜
へは駈け足、分刻みの時間割と
いう5日間の生活の中、先輩助手
との交流、地元漁師さんたちの
温かい支援と協力を受け、生徒
たちは至大荘行事の伝統を守り
大きく成長し帰路につきました。

昨年は1年生と2年生を対象
に２度実施されました。生徒達
の感想文を紹介します。
◆九段の伝統はすばらしく誇れ
るようなものばかりで、とて
も良い学校だと感じた。
◆たくさんの先輩がいて、中で
も４人も星の名前になってい
るのに驚き、すごいと思った。
◆部活動が先輩の支えの基に活
動していることを知り驚いた。
◆「至大至剛」という言葉は力強
くて九段の象徴だと感じた。
◆至大荘行事は怖いと思ってい
たが、話を聞いて至大荘へ行
くのが楽しみになった。

◆校歌に３番があるのを知り驚
いた。
◆九段の卒業生はとても心が豊
かなんだなと感じた。
◆九段には深い伝統があること
に驚き九段生として恥じない
ように責任を持って行動したい。
◆私達も九段の伝統を継承しよ
り良い学校を築いていきたい。

小惑星番号 9414 に
高19 回村上氏命名される

昨年７月国
際天文学連合
（IAU）小惑星セ
ンターによっ
て、小惑星番号
9414	 に 一星

会会員の村上昌己氏（高19）の
名前が付けられました。小惑星
の場合は彗星と違って発見者の
名前が付けられるのではなく、
発見者が命名権を持っていてこ
の人が天文学の発展に貢献した
人物の中から名前を付けるのが
通常です。
同氏は現役のベテランのアマ

チュア観測者です。長い歴史を
持つ東亜天文学会の火星観測セ
クションの中心人物として、日
本ばかりでなく全世界の火星観
測の情報をまとめて長年インタ
ーネットを通じて世界に発信し
続けていることが認められまし
た。長い歴史を持つ我が天文部
ですので、卒業後天文関係の専
門家になった人間は数多いので
すが、同氏のように還暦を過ぎ
た今でも晴れれば毎日太陽黒点
の観測を欠かさないような情熱
を持ち続けている天文愛好家は
めずらしい存在です。
今回命名の打診を受けた際、
九段高校天文部に思い入れの

深い村上氏は「小惑星九段で
は？」と申し入れたのですが聞
き入れられず、結局本人の名前
になった次第。小惑星にその名
が付いたのは一星会員として
は、日本・中国天文学史の研究
者である大崎正次先生、隕石の
研究者の西泉邦
彦氏（高18	）に
続いて３人目。
天文部ができる
前の科学部の糸
川英夫博士も含
めれば九段関係
者としては４人
目となります。
村上氏にはこ
れからも現役天
文部員ばかりで	

なく、広く日本の青少年に天
文のおもしろさを伝えても
らいたいと思います。そし
て５人目の九段関係者が出現
することを期待しています。	
	 （藤岡宇太郎・高18）

九段の制服は大正13年の創立と同時に定められ、昭和25年	
には女子の入学に伴い初めて女子用も定められました。その後
昭和44年の学園紛争で創立以来の制服は廃止されて、翌年から
は着用を義務づけない標準服となりコース制に移行されるまで

自由服でした。コース制となった平成４年入学の１年生から新
しい制服の着用が義務づけられました。平成18年、千代田区立
九段中等教育学校への移行と共に現在の制服となっています。
制服は九段の歴史を物語っています。	（高橋暁子・高17）

九段柔道部還暦ＯＢ会
昭和28年に復活した九段高
校柔道部は、高22回生を迎えて
還暦ＯＢ会は91人になりまし
た。11月17日（土）にいつ
もの新橋亭で開催。最長老
の高７回浅田先輩から、初
参加の高22回市村・野崎
の29人でした。柔道７段
をはじめ現役柔道指導者
が多数おりますので、中等
教育学校の方で応援を望

まれる方はご一報ください。今
年も11月16日開催しますので
高23回生の参加を期待してい
ます。	 （髙井信義・高13）

生徒達の素晴らしい活躍
中等教育学校の生徒達は昨
年、多方面で受賞しました。今
年も期待できそうです。
全国青少年書き初め大会	審
査委員奨励賞（書道部）/東京都
生徒理科研究発表会	優秀賞/皇
居周回駅伝大会	優勝（軟式野球
部）/千代田区軟式野球春季大
会	優勝（軟式野球部）/東京都中
学校吹奏楽コンクールA組金賞
/東京都高等学校吹奏楽コンク

ールB組銀賞/関東中学校水泳
大会入賞（水泳部）/関東地区高
校生文芸大会	受賞（文芸部）/東
京都演劇コンクール	奨励賞（演
劇部）

一星会だより九段中等教育学校　平 成24 年至大荘行事

伝統継承HR

夏季至大荘宿泊と親子の臨海体験

至大荘・正寮建て替え決定
至大荘の正寮・気寮（1975年
竣工）は既に37年が経過し、雨
漏りなどは応急処置で凌いでき
ましたが、法人九段の理事会で
建て替えが決定しました。昨年
末から基礎工事が始まり、完成
予定は今年の6月下旬。新しい
正寮は現在の正寮・気寮を一体
化します。天寮との間隔を十分

にとり、使用スペースも6部屋
54畳から7部屋70畳に広くな
ります。利用者の動性を考慮し
た事はもとより、廊下天井部明
り窓からの採光と館内全体の換
気を考慮した設計になっていま
す。設計施工は地元の米元工務
店にお願いしました。
	 （横田千明・高19）

■高14 回
卒業 50 周年記念大会
さる10月13日（土）、高14回
同期会を芝増上寺大門並びの芝
パークホテルで開催しました。
当日は天気にも恵まれ参加者は
総勢100名を超えました。卒業
後50周年記念にあたり、来賓
として加藤三郎先生、川
田節子先生のご出席を頂
き、にぎやかで楽しい会
となりました。実行委員
長の挨拶、逝去者に対す
る黙祷、来賓の挨拶、乾

杯、７クラス別のスピーチ、校
歌・至大荘歌の斉唱で大いに盛
り上がり中締めとなりました。
二次会は部屋を移し.卒業時の
クラス別、入学時のクラス別と
分かれての歓談となり、午後７
時解散とあっという間の５時間
でした。	 （丸尾健司）

法人九段は平成24年夏も2泊
3日の夏季至大荘宿泊を行いま
した。（８月８日～18日まで）
これは九段の卒業生・旧職員
およびその家族を対象に例年お
こなっている行事。166人が至
大荘の非日常生活を楽しみ、違
う世代間での卒業生交流をする
姿も見られました。
至大荘は九段を象徴する場所
でもあり、今後とも多くの卒業
生に利用していただきたいと思
っています。

親子の臨海体験に 12 家族
法人の自主事業である至大
荘・親子の臨海体験を実施。小学

４～６年の児童とその家族を対
象にした今年で３回目の事業。
稲城市から応募した親子の他、
九段高卒業生の親子にも人気が
あり、その学習プログラムは高
51回卒の日下部博士（国立天文
台）の作成した本格的な天体観
測で、専門知識を持つ講師が指
導。参加した卒業生の親は、自
身が経験した至大荘行事を思い
出すとともに、子供と一緒に星
を見ながら昔泳いだ守谷の浜で
過す3日間は充実感に溢れてい
たとの感想。平成25年夏の募集
は5月の法人九段のホームペー
ジをご覧ください。
	 （山口江理・高30）

一中時代の制服
英国のイートン
校の制服を参
考にした、初代
成田校長の奥
様によるデザ
イン。 

昭和39年頃の制服
男子は駅員に間違えられ、飯田橋駅
でよく乗客に声をかけられたこと
も。 

平成4年以降コース制の制服
デザインは学校と各クラスから選
ばれた服装委員で選考・決定し、高
校閉校時まで採用。

中等教育学校現在の制服
校長室にはこんな制服のミニチュ
アが飾られています。マスコットの
ようで可愛いでしょ？

公益社団法人九段からのお知らせ

ちなみに、大遠泳には５年生
70人、４年生90人が参加しほと
んどが完泳との事でした。
２年振りの実施であったこ
と、２週間にわたる期間のた
め、学校としては行事を安全に
実行するため先生方の負担増だ
けでなく、游泳助手の確保にも
苦労されました。幸い、先輩助
手50人の他、地元武道大学の学

生などの応援を受け乗り切りま
した。先輩助手の構成は九段中
等教育学校の卒業生18人も含
まれ、九段高校からの伝統が確
実に継承されています。一方、
長年地元の協力があっての行事
ですが、漁師さんたちの高齢化
が進んでいることがこれからの
課題となっています。
	 （横田千明・高19）

入荘式 游泳訓練

天寮側（海側）から見た新正寮厨房側から見た新正寮（入口側）

■マスコミ菊友会
第５回復活マスコミ菊友会を
6月12日東京會舘東商スカイル
ームで開催した。2008年に復活
したこの会はマスコミ人のみな
らず、幅広くマスコミマインド
を有する者達が集うという
趣旨。最年長は高２回小森
昭宏氏、最年少は高61回の
本間理紗さん。その年齢差
実に59歳。高25回福田女
史の司会のもと、高9回俣
木盾夫世話人代表の挨拶で
開会参加者50人はマスコ

ミマインドと九段精神を発揮し
て、歳の差を超えた懇談の輪が
広がりました。最後は校歌と至
大荘歌を全員で斉唱し幕を閉じ
ました。来年はさらに輪を広げて
と思います。	（楫取能彦・高17）

http://kudan.or.jp/

お知らせ : 吹奏楽部定期演奏会
日時：2013 年3 月23 日（土）
場所：国立オリンピック記念
 青少年総合センター大ホール
５回目となる生徒達の見事な演
奏を聴きに行きましょう。
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第30回  関西菊友会総会開催、元タカラジェンヌを招いて

■高９　九九会総会報告
２年毎の定例総会を、９月10
日飯田橋の「東京大神宮・マツヤ
サロン」に58人（内女性17人）参
加で開催。菊友会からの祝儀を
楫取副理事長が携えて参加。２
時間半があっという間に経過、
恒例の校歌斉唱を忘れて慌しく
散会、２次会に。卒業348人のう
ち、行方不明者と逝去者が３割
を超えて、平均寿命に相当する
年齢に達して健康不安を報告し
てくるメンバーが２年前より少

し増えてきた、一方、仕事やボラ
ンティア、趣味に励んでいる者
も多い。99歳

44 4

の九九会にも何人
もが出席できることと思う。・・・
楽しい夢物語であろう。「九九サ
ロン」の現状は３月３日・６月６
日・９月９日・12月12日（土・
日の場合は月曜）開催。会場は＜
DAY・NITE＞（デイナイト）、ア
ーバンネット大手町ビル・電話
5255-1414、午後５時から。久
しぶりの顔も20人前後で楽し
い時間を共有。	 （羽鳥徹郎）

■高13　遊九会
2012年は４月開催。卒後50
周年同期会で幕が開け、会場で
勧誘し春の１泊コンペは新緑の
蓼科高原に前泊、標高1300ｍ
三井の森ＧＣに９名参加し男性
軍は飛距離が出過ぎて苦戦する
中を松岡女史が初優勝。秋の大
会は湯河原で温泉に浸り前夜祭
ではカラオケ大会で燃え、大熱
海国際ＧＣ大仁コースに９選手
が集まり今回からＨＤＣＰをＷ
ペリアに改め相模湾を目掛け

て豪快なショットのベスグロ日
比野君が初優勝。次回は4/6同
期会、4/14～16高山祭（参加
者募集中）も有るので日帰りで
5/14or16に近場で開催を予定。
申込み等は馬渕義彦までお問合
せください。	 （馬渕義彦）

■高 4　至高会
毎年開催している高4回の

「至高会」は、回を重ねて59回。
9月14日（金）にいつものホテル
グランドパレスに35名が集ま
った。例年にない猛暑もものか
は、集まった元気な面々は、１
年ぶりの「話の輪」を咲かせ、さ
らに11月の１泊旅行やゴルフ

の参加者を募るなど楽しいひと
時をすごした。来年は60回、
そして80歳の記念の年です。
2013年9月13日（金）の同会場
を予約済です。	 （長谷川	明）

■高15　３年 4 組クラス会
まだ暑さの残る9月8日（土）、
母校に近いグランドパレスでク
ラス会を開催。卒業時の46人
が５人逝去、４人住所不明、37
人に案内状送付、11人が参加。
後は座り込んで若かりし時の思
い出話、近況で２時間が過ぎま
した。町田好二先生が一昨年11
月に逝去されたのが寂しく感じ
られます。二次会の後、母校を
訪問。グラウンドで部活に励む
後輩（背がでかい!）や教室、プー
ルを見学して解散しました。次
回は４月20日（土）、みなとみ

らいの「横浜ロイヤルパークホ
テル」で11時30分から開催。今
年は同期会も開催します。第10
回・卒後50年の目出度い節目を
迎えますので是非参加をお願い
します。９月開催を目指してい
ます、こちらも楽しみにしてい
て下さい。（山田清三、福原淑文）

■中17　15D 会
10月14日渋谷「いらか」に９
人が集まり思い出話に花が咲い
た。海軍特攻要員のはずが、肝
心の飛行機がなく塹壕掘りばか
りの毎日（武井）、陸士に入った
が毎日高粱飯ばかりで高等数学
を叩き込まれた（幡野）、東京高
校に入ったが終戦後は立ちん坊

をして進駐軍基地の土方仕事を
見つけた（小泉）等々、苦労話が
面白かった。	 （岡田民雄）

■高 40　同期会
2012年９月８日（土）品川に
て、毎年恒例の高40回同期会
を開催。年々参加人数が増え約
50人参加、遠く鹿児島からも、
懐かしい卒業アルバムを見なが
ら、話も盛り上がり、楽しい時

間が過ぎました。本当にありが
とうございました。なお菊友会
井上理事長も参加され九段の昔
や、現状など色々な、お話が聞
けました。今年は卒業25周年の
同期会になりますので参加でき
る方は是非。	 （佐藤聖児）

■高 21　３年２組クラス会
10月13日神田藤むらに還暦
を過ぎた20人が集い４年ぶり
クラス会。すでに他界した都先
生、前岡さん、石塚さんを偲びな
がら、仕事をリタイヤした方も

現役の方も近況報告と昔話にて
時を過ごし、２次会３次会へ。
次回からは２年ごとの開催、有
志でゴルフの企画も検討しよう
と。次回幹事は服部裕義・山本
（黄）婉芳です。	 （原田忠禮）

 ■中15　頑張れ 13B 三銃士
６月５日（火）11時半集合、
一ツ橋如水会館14階、会員食堂
で中食その後反対側の会員ラウ
ンジで乾杯をした。左から色川
浩太朗・半田恵一・瀬山儀夫・
髙野均治。戦時中に20歳で、兵

隊で外地に行かず内地で戦争に
負けている。みんな85歳の若者
です。	 （髙野均治）

■高18　同期会
9月30日（日）、ホテルグラン
ドパレスで5年ぶりの同期会を
開催。昨年の4月までに全員が
満64歳を迎え、年金受給資格者
となり、同期会には男女合わせ
て94人が参集、来賓として恩師
の大田弘・菊川忠夫の2先生が
同期と間違えるような若々し
い姿をお見せしていました。
小柳正明君の司会により古岡
孝幹事代表の挨拶に始まり、
来賓の菊友会理事長と恩師の

挨拶に続き、クラスごとのテー
ブル席で懇親を深めました。
当日の夕方から台風17号が
列島を縦断して関東地方を直撃
しましたが、それにもめげす二
次会へ繰り出して昔話に花を咲
かせていました。	（持田		悟）

 ■高10　同期会
「毎年集まろう」となって最初
の同期会を９月８日（土）、神保
町の「エスペリア」で開催。「卒
業ナン周年」でも「ナンとかを祝
う」でもない会にナンと80人が
出席。マイク慣れした根岸君の
司会のもと、玄人はだしの本田
君撮影の写真のとおり、まず２
年前の「古稀の会」以降に逝去が
判明した10人の仲間に黙祷。菊
友会前会長の岡田君の音頭で開
宴。今回は特に出し物や余興は

予定せず、時間の限り存分に旧
交を暖めてもらう趣向とした、
堀内さんの歌も交えた印象的な
閉会の辞まで、会場中終始笑い
声の絶えない、狙いどおりの展
開となった。二次会にも60人が
残り、白熱の延長戦となった。
	 （山口泰夫）

夏の至大荘懇親会 89人で　8月18日～19日
今年の参加者数は昨年比５人減でした
が、初日、２日目と概ね天候に恵まれ、土
曜の懇親会で至大荘を原点とした菊友会の
和を確認し、そして日曜は朝の海岸清掃で
自然に感謝しつつ青空の下海水浴を満喫し
ました。今回は一中卒の参加がなく、最年
長は鍛治利秀氏（高4）、最年少は川船浩右氏
（高43）でした。川船氏をはじめファミリー
での参加が多かったことも今年の特色です。
プレゴルフ
例年通り勝浦東急GC
で21人参加。スタート
前の豪雨が嘘のように上
がり快晴・猛暑の下、無
事故で元気にプレーがで
きました。至大荘に移動
後、嶽えい寮での表彰式
に一喜一憂。ちなみに優
勝は鈴木實氏（高17）、ベスグロはシニアベ
スグロ含めダブル受賞となった三井貞義氏
（高７）。年齢を感じさせない氏の腕前に脱
帽！！
懇親会
養氣閣に86人の参加者が集まり井上理
事長が開宴の挨拶、鍛治先輩（高４）の乾杯
ご発声で懇親会がスタート。厨房スタッフ
の心のこもったお料理に舌鼓、アルコール
も入り年代を超えての歓談に花が咲きまし
た。庄司理事による参加者全員紹介、ビン

ゴゲームで童心に返り、校歌と至大荘歌の
大合唱で同窓の和をもって第１部を終了。
第２部は歌声喫茶
養氣閣に50人ほどが残り、金澤昭彦氏

（高15）のウクレレと渡辺俊之氏（高15）の
ジャミセンによる演奏と伴奏で心に残る懐
かしの名曲の数々が歌われました。ジャミ
センの演奏では齋藤篤子さん（高17）も入
っての腕前披露で盛り上がりました。最高

潮に達したのは、何と言っ
てもレイを付けた女性群
のフラダンス。そこに飛び
入りの７歳・６歳・５歳の
女の子。拍手喝采とカメラ
のフラッシュが一斉に閃
光を放ち、主役の座は超ヤ
ングトリオに奪われてし
まいました。

芙蓉ヶ浦　磯の清掃
至大荘の朝はなぜか早起き。昨夜のアル
コールも抜けて清々しい潮の香を嗅ぎなが
ら岩城理事のリードでラジオ体操１！２！
３！おにぎりとみそ汁お新香で朝食後、我
こそが守谷の自然を守るのだという意気込
みで芙蓉ヶ浦の清掃に大人も子供も大活躍。
午前の自由時間
勝浦朝市の散策は7人と少人数でした
が、海の幸のお土産を買い楽しく過ごし、
海水浴組は、快晴の空の下昔取った杵柄

の水泳部OB・OGを含め多いに楽しみまし
た。大遠泳や犬ヶ崎の飛込み・助手の緑帽
子など、至大荘ダンチョネ節や至大荘と共
にの歌の世界が目に浮かび、聞こえてきま
した。毎年受け容れてくれる守谷の海に感
謝！！
バーベキューそして退荘
昼食を兼ねてのBBQ。エビにサザエにお
肉と新鮮な野菜等盛り沢山でお腹も満足し
て三々五々至大荘を後にしました。
	 （原田忠禮・高21）

秋の 菊友ゴルフ大会
第54回菊友ゴルフ大会は10月17（水）、
恒例の石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）で開催
されました。当日は数人のキャンセルがあ
ったものの快晴のゴルフ日和に恵まれ、5
組17人で競技が行われました。優勝はは
るばる長野から駆けつけた瀧澤國雄氏（高
９）、準優勝とシニアベスグロは中村宏氏
（高12）、3位は井上良夫氏（高17）、ベスグ
ロは鈴木實氏（高17）でした。
次回の開催は4月10日（水）を予定し、会
場は江東区の若洲ゴルフリンクスです。奮
ってご参加ください。	（持田		悟・高18）第20回記念東京校歌祭  過去最多の 85 人で校歌など大合唱

10月６日（土）、第20回目という節目の
東京校歌祭が日比谷公会堂で開催され、旧
制中学を中心とする参加17校の他、東大・
一橋大・慶大・早大が特別参加しました。
我が菊友会はトップで出場。舞台には九
段中等教育学校吹奏楽部生徒32人を加え
た85人で過去最多の出演人数となりまし
た。吹奏楽部顧問の髙橋省司先生指揮のも
と、校歌、至大荘歌、至大荘と共に、の３
曲を歌いました。九段をこよなく愛する髙
野均治氏（中15）をはじめとする一中の大
先輩の方々も張り切って参加されました。
当日夕方に放送のNHKテレビのニュース
645でも九段の歌う雄姿が放映されました。
校歌祭出場にあたっては、学校、保護者、

吹奏楽部の皆様、先輩方からのご寄付と、
多くのご支援に感謝いたします。
次回（10月５日）の出場に向けて、年配の
卒業生には歌い慣れていない曲「至大荘と
共に」の練習日を設ける予定ですので、大勢
の参加をお待ちしております。（持田		悟）

11月17日（土）、大阪キャッスルホテル
にて生憎の雨にも関わらず39人の出席の
もと、菊友会より赤司新副会長、井上新理
事長・鍛治顧問の3人の参加を得て開催さ
れました。
午後1時、当会に貢献を頂いた物故者・
御巫清泰氏（高5）への黙禱に始まり、中村
会長の挨拶、来賓の方々の挨拶に続き、30
回を記念して前会長石田充治氏（中19）の
お世話により、元タカラジェンヌの仙堂花

歩さんをお招きし、華麗な歌声とトークで
ひと時夢の世界を過ごす事が出来、一同大
感激の様子でした。
第2部の懇親会は、今回唯一の旧制の石
田氏の乾杯発声で始まり、今回は、高17
回、高24回の初参加の方が多く例年にな
く５つのテーブルで活気溢れる懇親会とな
り、仙堂花歩さんを交え、盛り上がりまし
た。遠路から参加、初参加の方の挨拶も近
年になく多かったのが物語っているでしょ
う。校歌、至大荘歌を熱唱の後、高24の川
本康治、田中嗣久両氏、高27福島繁氏の若
手の音頭で万歳三唱、続いての二次会も多
数参加頂き、大変盛り上がりました。来年
の再会を約束しつつ、午後6時頃散会した。
次回の総会は11月9日（土）同じ場所で開
催予定です。	 （綿貫泰望・高16）

■高19　トーク会秋のコンペ
トーク会のゴルフコンペは、
2012年11月26日に素晴らしい
晴天のもと、石坂GCで19人が
参加して開催されました。
優勝　塚越正昭　２位　堀川正
康　３位　森良一					（青木麗子）

■高30　３年８組七夕クラス会
昨年７月７日、日本橋「織音」
にて開催。海外からの帰国者や
地方転勤からの帰京者など、久
しぶりの顔が揃い楽しいひと時
になりました。懐石料理と美味
しいお酒で話もはずみ、集合写
真もこの笑顔！中央の２人は恩
師ではなく同級生です。念のた
め。	 （辻岡長之）
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■中15　吉村光男氏を偲ぶ会
TBSの顔だった “ロングおじ
さん” として広く親しまれたア
ナウンサーの吉村光男氏が、
2011年1月3日に亡くなられ
た。氏は1937年市立一中入
学、戦時中の1942年藤原工
大（現慶應義塾大学理工学部）
に進学、1948年卒業と同時に
NHKに入社。1951年にラジ
オ東京の開局時に同社のアナ
ウンサー一期生として入社さ
れ、1959年には当時の皇太子
殿下ご成婚の実況放送を担当、
1976年「ロンちゃんのまんが

だよ」のキャスターとして子
供たちの人気者となり1990年
にTBSを退社されました。氏は
大の鉄道フアンで、工芸部では
鉄道模型作りに熱中、亡くな
るまで精巧な手作りの大型模
型を楽しまれた。会員3300人
の鉄道友の会の理事を永年務
められ、同会の「ブルーリボン
賞」贈呈式などの司会や慶大の
「鉄研三田会」でも活躍された。
亡くなられて一年たった2012
年1月に「偲ぶ会」が開かれ、多
数の鉄道趣味人が参列した。
（工芸部OB	長谷川		明・高４）

■一球会ＯＢ・ＯＧ総会開催
９月29日（土）一球会はＯＢ・
ＯＧ戦を体育館で実施。私学事
業団内レストラン「ふじみ」で総
会を開催。試合は中高校生と最
高齢60歳超も混じる溌剌プレ
イヤで盛り上り、卒業生が貫録
を示して終了。総会には中14回
の卒業生から高58回生までの
96名が参加。会場には一中時代
に全国大会を制覇した優勝旗・
昔の校舎・尽性園等思い出の写
真も飾られ、実況中継さながら
往時の試合の様子が紹介されま
した。最後に校歌と至大荘歌を
合唱。協力して頂いた中等教育
学校のバスケットボール部の先
生、現役に感謝申し上げます。
	 （大内		和史・高17）

■一流会総会
７月29日（日）16時水道橋グ
ランドホテルにて、九段中高剣
道部OBの一流会総会が行われ
ました。既に70歳を超えられた
大先輩から現役大学生まで広い
世代が集まり、旧道場、湯野先
生、夏合宿の思い出話し等に花
が咲き３時間が過ぎました。今
回参加者が多かったのは高28
～高30で、特に高29は女性５
人を含む６名が参加、増田先生
を中心に盛り上がりました。参
加者には、いろいろな職業を経
験された大先輩や、現役の企業
人として活躍されている方々が
多く、異業種交流会としても大
変貴重。ぜひご参加を。
	 （加藤		隆・高29）

■一游会 OB 戦開催される
水泳部OBの一游会は毎年OB
戦を実施してきましたが、今年
は合同記録会形式で実施、OBに
も記録カードを記念に持ち帰っ
てもらえるようにしました。９

月30日（日）の台風が心配される
中、母校の温水プールは老若男
女の熱い熱気で盛り上がり、終
了後は向かいの私学共済会館内
レストランで懇親会、今年の至
大荘行事の映像を流して語り合
いました。今年は会長・役員の
改選を行い、高26の青木俊行氏
が新会長となり、大幅若返りで
活動の幅を広げていきます。
	 （原田忠禮・高21）

■高８・９　ゴルフ対抗戦
10月22日（月）秋晴れの下、
第21回対抗戦を取手ＧＣで実
施。８回生11人９回生９人で熱
戦を繰り広げ団体戦は上位６人
ネット合計466対459で９回生

の勝利、通算12勝９敗と差が
開きました。８回生次回は雪辱
を！個人優勝岡田（９）準優勝吉
田（９）３位青木（８）次回は５月
13日(月)石坂ＧＣ
	 （名古屋利彦・高９）

■一排会総会
7月15日に2012年度総会が
開催されました。高6回の大先
輩から新卒まで幅広い世代が一
堂に会し、楽しいひとときを過
ごしました。昼の部は母校体育

館で恒例のOB戦、夜の部はグ
ランドヒル市ヶ谷にて総会＋懇
親会、現役も合せると延べ参加
人数は優に100人を超える一大
イベントとなりました。多くの
会員の皆様にご協力いただき、
例年通り現役への援助金も無事
贈呈することができました。こ
の場をお借りして会員の皆様に
御礼申し上げます。
	 （久須美雅昭・高22）

■高 28　３年６組クラス会
11月10日担任の若林先生の
喜寿のお祝いを兼ね、品川で開
催。初参加・大阪日帰り・二次
会からなど23人の参加。離島赴
任時代の恩師の武勇伝に盛り上
がりました、つかの間のタイム

スリップに笑顔が輝いていまし
た。	 （渡邊美智恵）

■中19　大國先輩を偲ぶ
この度大國昌彦先輩の突然の
訃報に接し、誠に残念の極みで
あります。大國様は、王子製紙
㈱の社長、会長としてその優れ
たご見識により存分の手腕を発
揮されたのみならず、その暖か
なお人柄は多くの人々から慕わ
れ、信望を集めておられました。
大國様は実は私の小学校（番町
小学校）と旧制九段中学の二年
先輩でした。尤も在校中は戦中、
戦後の混乱期でもあり殆んど交
流の機会が無かったのですが、
私が東京會舘に勤務することに
なったこの20年来、身近にお会
いする機会に恵まれ、例えば菊
友会同業種の集まりでは最も活
発で人数も多い「紙パ菊友会」が
東京會舘で定例に開催され、そ
の際私も同窓の誼で出席させて
頂きましたが、錚々たる大先輩

方の顔ぶれの中でも大國先輩
は重鎮としてこの和やかな会を
楽しんでおられました。その後
平成18年頃でしたか体調を崩
され、現職を退かれる旨のお報
せを頂いた際、そのご無念をお
察しすると共に、ご回復の一日
も早からんことを念じてお便り
を差し上げたことを思い出しま
す。それでも年一回、夫々年度
の異なる、十名ほど集まる小学
校の会には、格別の思いがお有
りで毎回出席され、歓談の輪の
中に入られてお話もされ、会の
終りには幼き昔日の日々を偲ん
で校歌を一同で歌う際にも口を
揃えておられました。もはやこ
うしたお姿に接し得ないのは誠
に淋しい限りです。これ迄のご
指導、ご交誼に深く感謝申し上
げ、心からご冥福をお祈り申し
上げます。　（鈴木謙一・中21）

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

平成 24 年度菊友会大会 盛大にオープニング ! !
新たな試みとして高 20 回同期会が合流

10月28日（日）、平成24年度菊友会大会
が昨年に続き如水会館で開催されました。
今回は村井会長（高13）、井上理事長（高
17）の新体制による初の大会で、参加者は
156人を数えました。
第１部特別講演の前に井上理事長から来
賓へのお礼と挨拶があり、今大会の２つの
新たな試み、①講演会場と宴会場を分けて
実施した、②高20回の同期会が合流して実
施したことと今後も新たな試みにチャレン
ジしていきたい旨の話がありました。
第１部の講師は綜合警備保障（株）ＡＬＳ

ＯＫのＣＥＯである村井会長で、新会長が
講演者ともなる珍しいケースとなりまし
た。講演テーマは「ここまできたロボット技
術」というものでしたが、世界のロボットの
歴史と応用実例などが紹介され、大変興味
深い内容の話でした。
第２部は会場をスターホールに移し、冒
頭主催者として村井会長が挨拶をされまし
た。話のなかで女子レスリング55キロ級オ
リンピック３連覇、国民栄誉賞、ＡＬＳＯ
Ｋ所属の吉田沙保里選手に触れ、日常はご
く普通の女性だが、難易度の高い目標を掲
げ、それを達成していく意志・モチベーシ
ョンがすごいという部分が印象的でした。
続いて来賓挨拶となり、高山三郎千代田
区子ども・教育部長、倉田朋保九段中等教育
学校校長、塩田智明九段中等教育学校ＰＡ
会長よりお祝いの言葉をいただきました。
その際、倉田校長より九段中等教育学校の

生徒も吉田選手のように強い意志をもつ人
間に育ってほしいこと、「週刊エコノミス
ト」から「名門校の校風」の取材を受ける予
定がある旨の話がありました。
一昨年から九段中等教育学校の卒業生を
菊友会の仲間として迎えていますが、今回
も3月に卒業した3回生を代表して出席し
た入江名月さん、曽村みずきさん、工内風
雅さんの3人が紹介され、歓迎の拍手を受
けました。

その後、公益社団法人九段の理事長であ
る鍛治顧問（高４）の乾杯の音頭で懇親会が
始まり、和気あいあいおいしい料理を楽し
みながら、それぞれのテーブルでにぎやか
なおしゃべりタイムとなりました。
一中時代の先輩は、当初13人が参加して
いただける予定でしたが、中15回の髙野均
治氏をはじめ11人の方の参加となりました。
最多出席クラブの紹介コーナーでは、16
人が出席した硬式テニス部が檀上に上が
り、代表して山崎武正氏（高13）の熱い一言
がありました。
毎回参加者が楽しみにしている福引コー
ナーは、今年も高橋暁子さん（高17）の進行
により当選者が発表され、菊友会の有志か
らご提供された魅力的な賞品が喜びの声に
包まれ、渡されていきました。
会も終わりに近づいたころ恒例の校歌・
至大荘歌の斉唱となり、髙井副会長（高
13）の閉会挨拶で幕を閉じました。
大会の司会進行は今年も庄司啓子さん

（高17）にやっていただきました。スムーズ
な司会進行ご苦労さまでした。
今回、井上理事長の話にもあったように
高20回の同期会が合流しましたが、今後
も菊友会大会の活性化のためには同期会と
のコラボは、ひとつのいい方法のように思
われます。特に若い世代の同期会の幹事の
方々は、ぜひご検討のほどよろしくお願い
いたします。	 （鈴木雅哉・高18）

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

中21	鈴木謙一/	高４	一島英治/	高４	大井基
臣/	高７	宮島徹/	高９	岡田繁/	高13	飯田勝
夫/	高13	稲坂良弘/	高13	村井温/	高15	氏
家義之/	高17	井上良夫/	高19	岩城悦子/	高
39	相原學/	菊友会理事有志

特別講演　村井温氏（高13）「ここまできたロボット技術」
1943年生まれ、東京大学法学部卒業
警察庁などを経て綜合警備保障（株）（ALSOK）へ
現在、代表取締役会長兼最高経営責任者

ＡＬＳＯＫでは少子高齢化への対応とコストカット実現
のため、30年前から警備用ロボットを研究開発し既に実用
化しており、警備用ロボット分野では最先端を行っている。
講演は次のような内容でした。

◆ロボットとは、感じて、考えて、動くもの。（洗濯機もロボット？）
◆実用化されているロボットは、軍事（陸・空）、宇宙、海洋、災害対策、産業、医療・
介護、清掃、警備の分野。
◆日本のロボット政策では、日本再生戦略としてロボットの実用化と自然災害や重大
事故に対応するロボットシステムを開発している。
◆実用化を目指している二足歩行ロボットに関して、軍事・宇宙・災害対策、農林業・
建設、医療介護・清掃等の生活支援、研究・趣味娯楽・競技・エンターテイメント
の各分野で研究開発が進行中。
◆ロボットの年齢は3歳児並かそれ以下だが、3歳児並の能力を全て搭載するには高
コストとなり実用化は難しい。
◆ＡＬＳＯＫでは、常駐警備の効率化、労働力不足への対応、警備員の負担軽減・受
傷事故防止を目指して1982年より警備ロボットの研究開発に着手している。
結論として、ロボットの開発の現状は「ここまできた」というより「まだこれから」とい
うところのようです。	 （高橋暁子・高17）

恩師 岩崎	允胤 中13 佐々木	静一 中18 長谷川	泰敏 高8 吉村	孝
中2 行宗	一 中13 日野	精一 中19 大國	昌彦 高9 酒井	捷二
中3 千葉	保雄 中13 水永	浩雄 中19 桑原	和雄 高9 松田	浩
中4 三瓶	達司 中13 吉髙	貞義 中19 塩島	次男 高10 飯島	光博
中5 菊池	直次 中14 梅垣	寿春 中19 平賀	正雄 高10 石戸谷	正
中6 大橋	良 中14 桜井	怡偲男 中19 武藤	和喜 高10 塚本	尚雄
中6 黒川	武 中14 竹島	茂 中19 村松	健三 高10 中山	良一
中6 前田	弘 中14 目良	英夫 中19 山本	功 高11 福岡	靖郎
中6 渡辺	文夫 中14 渡部	泰三 高3 大久保	利彦 高12 椚田	房男
中7 石毛	乾次 中15 河上	民雄 高3 加藤	信哉 高12 白田	正義
中9 大島	正泰 中15 本間	一郎 高4 太田	成子 高13 井上	智造
中9 後藤	謹爾 中16 赤畑	正光 高5 金子	光夫 高15 三宅	忠
中9 佐久間	正之 中16 内田	信太郎 高5 御巫	清泰 高16 松永	一郎
中10 西泉	邦雄 中16 小山	勁之助 高6 杉山	義夫 高18 長﨑	淳一
中11 小野	達夫 中16 山崎	公二 高6 三井	実 高19 山谷	正夫
中11 鈴木	京 中17 栗山	春行 高7 石田	宏子 高20 浅井	義博
中12 清原	錬太郎 中17 河野	正賢 高7 篠田	昌郎 高22 小田	幸輝
中12 塚本	晃 中17 谷村	顕雄 高7 安岡	宗泰 高27 小林	悟朗
中12 富永	和良 中18 井出	成 高8 五十嵐	孝義 高32 町田	恵美子
中12 吉谷	慶盛 中18 石川	武彦 高8 岡部	俊雄
中13 大野	秀夫 中18 嶋津	邦夫 高8 荻野	亨
中13 奥川	吉三郎 中18 長谷川	勝彦 高8 髙橋	洋光

新しい仲間の中等教育学校３回生
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展示を観る見学者 生徒自治会と菊友会理事の懇談会
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中西繁（高17）著
「LAND・SCAPE」
中西繁アトリエ	
￥3300
美しい街角の
風景と棄てら

れた街の光景を対比させる事
で現代社会の悲しみに向かい
合って生きていく事をテーマ
とする画集、他2冊
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平成24年度維持会費（平成24年4月～平成25年3月）
中１	～	 高59回	3,000円
高60	～	中等３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）をお書きいただく
と助かります。払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：0691551
みずほ銀行	 九段支店	 普通口座：1453238
三井住友銀行	 神保町支店	 普通口座：2111680
りそな銀行		 九段支店	 普通口座：1413234
※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数
料をご負担ください。
※維持会費納入票は全員に同封させて頂きます。今年度分
を既に納入済の方はご注意ください。
※三井住友銀行は支店名が「千代田営業部」から「神保町
支店」に変わりました。

九段祭で「九段の歴史」展示

◆	第１面を九段祭の「伝統、感動、
九段中等」としました。菊友会に今
後入会するであろう世代の活動をぜ
ひ、先輩諸子に知っていただきたい
と思いました。	
◆	菊友会は老壮青の場とわきま

えていましたが、至大荘では違うと
いうことが分かりました。青より更
に若い世代が参加していたのです。
幼の世代でした。しかも、その世代
が主役を演じたのでした。これから
は老壮青幼が交流する場と心得よう。
	 （酒井憲太郎・高17）

お知らせ
昨年9月15・16日に「伝統、感動、九段
中等」をテーマに九段中等教育学校第7回
九段祭が開催されました。その九段祭で生
徒自治会執行部のみなさんが、九段の歴史・
伝統について発表をしてくれました。
その2ヶ月前の7月6日、生徒自治会執
行部から九段祭で九段の歴史について発表
をしたいので協力して欲しい、という要請
が菊友会理事会にありました。
理事会もこれを快諾し、理事7人が生徒
自治会執行部11人と7月・8月と2度の会
議を行い、初めは抽象的だった議題を「昔の
部活動について」「九段出身の有名人」「昔
の校舎と今の校舎」「至大荘の歴史」など10
の項目に具体化し、お互いに協力して資料
及び写真を探しました。
展示資料が出来るまで約2ヶ月半かかり
ましたが、生徒自治会執行部の皆さんの熱
心さと各項目を担当した理事のアドバイス
のおかげで全員見事な展示が出来ました。
展示を作る途中を見た高12回生のバスケ
ットボール部OBが感心して「ぜひ見に行く
よ」と応援したほどの出来ばえでした。
さて当日、生徒たちも含めて多数の見学
者が訪れていました。やはり今の生徒たち
も歴史や伝統に興味を持ってくれているよ
うです。そんな中、九段中等教育学校を目
指している児童の保護者の方が「至大荘の
歴史」の展示を見て、生徒自治会の生徒に
「今でも至大荘は行われているんですか」と
真剣に質問しているのが印象的でした。
	 （長		繁樹・高28）

平成24年度（平成24年４月～平成25年
３月）菊友会維持会費の納入をお願いしま
す。郵便振替のほかに三菱東京UFJ、みず
ほ、三井住友、りそなの各銀行からも振込
むことができます（詳細は８ページ参照）。

４月	 10 日	（水）	 菊友ゴルフ大会：若洲ゴルフリンクス
	 		 （申込み受付中　詳細 8ページ）
５月	 18 日	（土）	 評議員会：九段中等教育学校九段校舎
８月	 17 日	（土）～ 18日（日）至大荘懇親会：至大荘
10月	 ５日	（土）	 東京校歌祭：日比谷公会堂
10月	20 日	（日）	 菊友会大会：ホテルグランドパレス
11月	 9 日	（土）	 関西菊友会総会：大阪キャッスルホテル
	 	＊高 15回	 卒業 50周年記念同期会
	 	＊高 40回	 卒業 25周年記念同期会　開催年です

菊友会の活動は皆様の維持会
費に支えられております。納入
していただいた方々に厚くお礼
を申し上げます。
今年度の会費の納入は、目標
金額及び前年度の実績に対して
約６割（平成24年10月30日現
在）と、非常に厳しい状況です。
前年度は皆様のお陰で減少傾向
に歯止めがかかりましたが、今

年度はこのままでは再び減少す
るおそれがあります。
皆様から納入していただいた
会費は、菊友會報の制作、各種
行事費、在校生・卒業生支援費
などに充てられております。今
まで納入されていない方は今年
度分からで結構です。一人でも
多くの方に会費を納めていただ
けますようお願いいたします。

平成 24 年度 維持会費未納の方へ
維持会費の納入にご協力ください！

高７回喜寿の会
高７回生77歳をお祝いして
同期会を開きます。
日時：４月14 日（日）
 12:00 ～15:00
場所：ＮＨＫ  青山荘
 港区南青山5-2-20
 03-3400-3111
	 （世話人一同）

高11 回同期会
日時：３月１９日（火）
 一次会：13:00 ～15:30
 二次会：15:30 ～17:30
場所：浜松町東京會舘
 港区浜松町２-４-１
 世界貿易センタービル39 階
　　　℡：03-3435-2611（代）
会費：一次会　8000 円　
 二次会　3000 円
	 （粕谷龍雄）
高17 回同期会
日時：４月20 日（土）
 一次会14:00 ～16:00
 二次会16:30 ～18:30
場所：ホテルグランドパレス
 一次会：地下１階宴会場
 二次会：22 階ラウンジ
会費：男  10000 円
 （内4000 円は二次会費）
 女  7000 円
 （内3000 円は二次会費）
	 （幹事クラス、５組）

高 35 回卒業 30 周年同期会
日時：３月９日（土)
 15:00 ～19:00
場所：霞山会館
 （千代田区霞が関3-2-1
 霞が関コモンゲート西館
 37 階）
 ℡： 03-3581-0401
 http://www.kazankk.org/
会費：12000 円
昨年12月上旬、ご案内状を発

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
の業務を行う他、月に１度定例理
事会に出席します。定例理事会
は、原則として毎月第２金曜に開
催。担当理事から各種報告、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●
高21原田忠禮氏新理事として承
認／評議員会５月12日九段中等
教育学校九段校舎会議室で開催
／５月19日中等教育学校の体育
祭／中1糸川博士「大逆転、焼け跡
の天才ロケット博士のペンシル
ロケット」NHK	BSで放送。

●７月度●
高28魚住照代氏新理事として承
認／マスコミ菊友会6月17日開
催／第２学年を対象に伝統継承
HR、７月4日実施／７月13日生
徒自治会執行部と懇談会／至大
荘懇親会の理事役割分担を確認。

●８月度 ●
高44卒業20周年同期会７月14日
開催／８月８日生徒自治会と九段
の歴史について懇談会／７月23
日～27日まで、至大荘Ⅰ期、７月
30日～８月３日まで至大荘Ⅱ期。

●９月度●
高20金子元久氏・同山崎猛氏、新
理事として承認／菊友会大会で
高20同期会が同時開催／９月８
日高40・高10、９月10日高９、９
月30日高18の同期会／来年の至
大荘懇親会８月16日・17日の予
定／校歌祭の説明と協力要請／
名簿電子化に関し、小山台高校を
訪問／至大荘TシャツをFacebook
で公開、４人から欲しいとの希望。

●10月度●
高18前田敏行氏・高24伊藤洋子
氏新理事として承認／「九段祭」
で生徒自治会作成の九段の歴史、
菊友大会の会場に展示／ 10月6
日東京校歌祭／10月９日中21同
期会／ 10月10日、第１学年伝統
継承HR／吹奏楽部コンサートに
菊友会後援決定／文春11月号同
級生交歓頁にＳ44卒業生が掲載
／ 11月17日、関西菊友会総会に
理事長出席。

●11月度●
菊友ゴルフ大会10月17日、石坂
ゴルフ倶楽部で実施／来春の菊
友ゴルフ大会、若洲ゴルフリンク
スで4月10日の予定／来年の菊友
会大会、10月20日にホテルグラ
ンドパレスで開催／名簿の電子
化にかかる費用について報告。 会費納入のお願い

原稿のお願い
次号91号の菊友会報の原稿や写真の締
め切りは、５月21日です。同期会、クラ
ス会、ＯＢ・ＯＧ会など250字以内の原稿
をお送りください。

生徒自治会と菊友会のコラボレーション 現役生と卒業生の交流

展示のテーマ
１.後藤新平について－後藤新平を知れば、九段前身の誕生がわかる（震災復興の立役者）
２. 成田校長の功績について－第一流の人物たれ、熱血校長成田先生
３. 我等乃学園－今の校舎で昔の面影が残る場所
４. 第一東京市立中学校部活動の歴史
５. 至大荘の歴史	 ６. 昔の行事
７. 九段の制服の歴史	 ８. 校歌について
９. 校章デザインの変遷	 10. 九段出身の有名人

次号菊友会報原稿締め切りは 5 月 21 日です。250 字以内の原稿を
お寄せください。 E-mail：kikuyukai@kudan-net.com

送しました。同封の返信ハガキ
にて、出欠をお知らせください。
案内状がお手元に届かない方
は、菊友会事務局までご連絡を
お願い致します。
	 （代表幹事　小堀逸也）
高 39 回卒業 25 周年記念同期会
日時：２月16 日（土）
 16:30 ～19:00
 （受付：16:00 より）
場所：アルカディア市ヶ谷
 （宴会場・阿蘇）
 千代田区九段北4-2-25
 ℡：03-3261-9921
 http://www.arcadia-jp.org/
会費：9000 円
二次会だけしか参加できない
方も歓迎致します。（二次会の会
場・会費は当日ご案内致します）
高39同期会専用HP
http://www.adpia.co.jp/kudan39
	 （高39同期会	有志一同）

第 55 回  菊友ゴルフ大会
春の菊友ゴルフ大会は、４月
10日（水）８組32人のコンペを
予定しています。会場は東京・
若洲ゴルフリンクスです。
申し込みは菊友会事務局ま
で。参加者には別途詳細を送り
ます。	 （総務委員会）
九段高校柔道部還暦ＯＢ会
11月16日開催。詳細次号。
	 （髙井信義・高13）

寄贈図書


