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平成 18 年 1 月 1 日

菊友会大会に 185 人出席
新校九段へ熱きエールの数々

千代田区立九段中等教育学校、４月開校

平成17年度の菊友会大会が
11 月 19 日、東京・丸の内の
東京會舘ローズルームで盛大
に開催された。大会には卒業生
173 人、来賓・恩師 12人の計
185人が出席した。中７回から
高47回まで年齢差は約70歳。
中 15回の 13人、高７回の 11
人、高９回と10回の各16人、
13 回の 23 人など、学年別の
テーブルを囲んで旧交を温める
姿が目立った。今回は都立九段
高校の移譲を受ける千代田区教
育委員会からも初めて３人が来
賓として出席された。（２・３
面に関係記事を掲載しました）
大会は午後５時過ぎ、赤司久
雄理事（高 15) の司会で始ま
り、尾羽澤正敏理事長（高９）
が千代田区立中高一貫校の最近
の動きを報告、高橋直人理事
（高 14）の挨拶に続き、高 13
回の山田勝利弁護士の「司法改
革と裁判員制度－わたしにも人
を裁けるか」と題する講演があ
った。山田弁護士は早大法学部
卒、平成 16 年には第二東京弁
護士会の会長を務められ、平成
15 年には日弁連の司法制度改
革実現本部副本部長として活躍
された。

講演の前半で司法改革の背景
と概要をわかりやすく説明、後
半では平成 21 年春にスタート
が見込まれる裁判員制度につい
て「年平均 3300 件の重罪事件
が対象になり、選ばれるのは補
充を含めると国民 2500 人に１
人の割合。例えば喧嘩でカッと
なり、脅すつもりでナイフを持
ったら、相手が飛びかかってき
て取っ組み合いになり、ナイフ
が腹に刺さって死んだ―裁判員
は、これは殺人かどうかを判断
するもので、必ずしも法律知識
は必要ない」などと話された。
午後６時過ぎから司会が平林
峯夫さん（中 14）にバトンタ
ッチされ、パーティーが始まっ
た。最初に主催者を代表して菊
友会の髙野光正会長（高４）が
挨拶。続いて来賓として出席さ
れた千代田区教委の若林尚夫教
育長、区立中等教育学校の初代
校長に就任される賀澤恵二担当
部長、九段高校の齋藤八重子校
長、ＰＴＡの山本美保会長、恩
師の古賀周作先生らが髙野会長
から紹介された。
この後は乾杯。この日出席さ
れた歴代の会長が紹介されて
登壇。代表して鈴木謙一前会

長（中 21）が「新しい学校の
発展を祈願する」と述べられ、
乾杯の発声となった。しばらく
歓談の後、若林教育長、齋藤校
長、山本会長が来賓として挨
拶。教育長は「区立校になって
も同窓会のご協力とご支援をい
ただきたい」と述べられた。
恒例の福引には卒業生 16 人
と菊友会から計 89 点の景品
提供があり、林昤子理事（高
10）が進行役を務め、景品と
当選者が呼び上げられると、歓
声とため息が会場に流れた。菊
友会から「至大荘」という銘柄
の日本酒が提供されたが、当選
者のいるテーブルではすぐに試
飲が始まり、ビンはたちまち空

になった。
最後は山崎武正理事（高13）
のリードで参加者全員が起立し
て校歌と至大荘歌を斉唱。広い
会場に懐かしい歌が響き渡り、
母校への思いと同窓生の連帯を
確認。宮島徹副会長（高７）が
理事全員を紹介し、閉会宣言し
てお開きとなった。この日消費
されたアルコールはウィスキー
12本、ワイン16本、日本酒は
1.8 ㍑ビンに換算して６本、ビ
ールは80～90本に及んだ。
◆なお、平成 18 年度の菊友
会大会は 10 月●日を予定して
います。詳細は次号会報でお知
らせします。会員の皆さまの多
数ご参加をお願いします。

都立九段高校が母体校となる
中高一貫教育校、千代田区立九
段中等教育学校は平成 18 年４
月に開校する。校長には賀澤恵
二氏が 11 月１日付で就任、千
代田区教委の開設準備に拍車が
かかっている。
区教委は学校説明会をたびた
び開いているが、６月から７月

にかけて３日間に小学６年生
の保護者計 2500 人、５・６年
生の保護者を対象とした 10 月
の２日間には計 1600 人が参加
し、注目の高さを物語ってい
る。さらに 11 月 19 日には賀
澤校長自らが小学６年生へのメ
ッセージを伝える説明会があっ
たが、これにも計 1100 人が参

加している。
募集定員は千代田区内から
80 人、区外から 80 人の計
160 人。男女同数を想定して
いる。入学者選考は他の都立の
一貫教育校と同じ２月３日に行
われ、９日に合格者が発表され
る。入学式は４月６日。
この学校の２・３年生には現

九段中学の１・２年生が編入さ
れ、都立九段高校には最後とな
る新入生も入学する。その生徒
が卒業する平成 21 年３月まで
の３年間は建設中の新校舎のほ
か現在の九段高校の施設の一部
を共用することになる。（３面
に関係記事を掲載しました）
区立九段中等学校のホームペ
ージは　http://kudan.ed.jp/　
です。

あけまして おめでとう ございます

もう 14万人以上が訪れた菊友会のホームページ。クラス会・
同期会・ＯＢ会等の告知にも大いにご利用ください。
事務局にご連絡いただければ、随時新着情報に掲載します。
また、問い合わせがあった場合は、記事の責任者の方にご連
絡いたします。

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

平成 17 年度維持会費
 中 1  ～ 高 52 回　¥ 3,000
 高 53 ～ 高 57 回　¥ 1,000
１）郵便振替
同封の納付書に住所、氏名、電話番号、卒業回、個人コード（会
報の宛名シールに記載されている番号）を明記の上、郵便局
からお振り込みください。なお、高 53回以降の方は会費減額
期間ですので、納付書の金額を￥1,000 に訂正の上、訂正印
を押してお振り込みください。振り込み料は無料です。
２）銀行振込
指定の菊友会口座に氏名、電話番号、個人コード番号を明記
の上、銀行の窓口からお振り込みください。

東京三菱銀行神保町支店　　店番号　　０１３
普通口座　０６９１５５１　口座名義　菊友会

菊友会維持会費の納入を
新校に健全財政で引き継ぎましょう

会員の皆さん、毎度のことな
がら菊友会の財政が逼迫してお
ります。
11月末現在、17年度の維持
会費納入会員は 2,033 人で全
体の12.9％でしかありません。
このまま推移すると 17 年度
も菊友会会計は赤字に転落する
危険があります。
平成 18 年は菊友会名簿を改

定する年でもあり、ぜひとも多
くの皆さんの会費納入を切望い
たします。
また、平成 18 年には千代田
区立九段中等教育学校がスター
トします。新学校制度開始に合
わせて、ぜひ同窓会会計も健全
財政で引き継ぎたいと思ってい
ます。皆さんの絶大なるご支援
を期待いたします。

■柳沼重剛先生
叙 勲　昭和 24

年から 31 年 7 月までの７年間、
九段高校で英語を教えられた柳沼
重剛先生が、平成 17 年秋の叙勲
で瑞宝中綬章を受章された。柳沼
先生は西洋古典文学研究家で、現
在は筑波大名誉教授。古代ギリ
シャの文学などに関する著書や翻
訳書を多数出版されている。　

■高 13・卒 45 周年記念同期会
下記の通り決定しました（開始時
間と会場が変更になっています）。
近日中に各組幹事から案内状が届
きます。万障お繰り合わせの上、
参加ください。
・日時：	 2006 年４月１日（土）
	 14:00 ～ 17:00
・場所：	グランドアーク半蔵門
	 （元半蔵門会館）		（馬渕）
■菊友囲碁会　１月 22日（日）に
戸山高校との定期戦。段位戦です。
場所は東京駅南口住友生命ビル B1
「いずみ囲碁ジャパン」で開催さ

れます。お気軽にご参加ください。

連絡先　岡本毅（高 11）
Tel	042-546-5431
E-mail　okamoto-t@h3.dion.ne.jp

◆	◆			理事会便り理事会便り 		◆◆
……６月……

体育祭に尾羽澤理事長、岡田副
理事長、中野、氏家、田ノ倉理
事出席／高17回（40周年）同
期会に尾羽澤理事長、浅野、氏
家理事出席／PTAおよび（社）
九段総会に坂上副理事長、高橋
理事出席／評議委員会ならびに
新クラス委員歓迎会開催／菊友
ゴルフ開催／吹奏楽部創部 45
周年記念コンサートに宮沢副会
長、尾羽澤理事長、高井、山崎
理事出席／会報 75号発送

……７月……
至大荘行事講師・増田三郎先生
を高橋、長理事訪問／校歌祭実
行委員会に山崎、氏家理事参加

／菊友会大会講師・山田勝利弁
護士（高13）を尾羽澤理事長、
高橋、中野理事訪問／名簿掲載
広告依頼状 115 件発送

……８月……
至大荘懇親会、ゴルフ大会開催

……9 月……
至大荘懇親会実施後の反省、討
議／東京校歌祭の案内状発送

……10 月……

第 13 回東京校歌祭参加（日比
谷公会堂）／髙野会長、宮沢副

会長および岡田副理事長で都教
育庁・都立高校改革推進担当者
と面談。新学校の制服・校章・
入学金等につき菊友会の要望申
入れ／菊友ゴルフ開催

……11 月……

菊友会大会開催／関西菊友会
に、高野会長、宮沢副会長およ
び岡田副理事長出席／ 18 年度
菊友会評議委会、懇親会開催に
向け打合わせ／名簿、３月発行
に向け作成進行

第 13 回東京校歌祭が 10 月
１日午後２時から日比谷公会堂
で開かれ、都立高校 19 校の現
役とＯＢが舞台で思い出の校
歌、応援歌を歌いあげた。また
今年は旧制高校４校から寮歌の
応援参加もあった。
九段高校はＯＢ 33 人が出
演。校歌と至大荘歌を青春にも
どって高唱した。今年もまた九
段坂合唱団の方にはピアノ演奏
と指揮を務めていただいた。九
段高校の現役生徒は試験日と重
なり、残念ながら出席できなか
ったが、来年は現役とＯＢで、

ぜひ一緒に斉唱をしたいと願っ
ている。　　　
校歌祭の参加費は 10 万円ほ
どかかるが、これは菊友会から
の補助金２万円とＯＢやグルー
プからの 42 件の寄付で賄うこ
とができた。今年初参加された
青木斌（中 15）さんは「鎌倉
からはるばるやってきた甲斐が
ありました。皆さんが舞台で一
斉に『第一市立九段中学』と、
歌ってくださって、心底感激致
しました」とコメント。来年に
はもっと多くのＯＢの出演を期
待したい。

舞台で高らかに校歌・至大荘歌を斉唱
日比谷公会堂で恒例の校歌祭

◆インターネットの発達は広
報活動にも大きな影響を与えて
います。菊友会も2001年 7月
に九段ネットを開設しました。
それから 4年半、延べ 14万人
以上の方々がホームページを訪
れました。「何年か先には菊友
会報を発行しなくてもよくなる
かもしれない」、そんな声も聞
こえてきます。
果たしてそうなのでしょう
か。翻って考えれば菊友会報と
ＨＰ、この 2 つは例えて言え
ば車の両輪のようなものであ
り、どちらか 1 つでは全く意
味をなさないことは明白です。
特性が異なるのです。会報とＨ

Ｐがそれぞれの特性を生かし、
共に菊友会会員のために続いて
行くことを願っています。

( Ｓ・Ｏ )
◆菊友会報では皆さまからの
投稿を歓迎します。同期会やク
ラス会、部活動のＯＢ会・同好
会のお知らせや開催報告、会員
に知ってほしいニュースなどを
お寄せください。事務局宛に電
子メールでもお手紙でも結構で
す。原稿には問い合わせ先を明
記してください。ただ、紙面に
は限りがあり、いただいた原稿
全文を載せることができず、一
部をカットすることもありま
す。その点はご了承ください。

（Ｈ・Ｏ）



壇上に勢ぞろいした、歴代の菊友会会長

バスケに燃えた日々に戻って
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平成 15 年に開催されてか
ら、2年ぶりに一球会（市立
一中および都立九段高校バス
ケットボール部のＯＢ・ＯＧ
会）が開かれました。
９月３日のＯＢ ･ ＯＧ戦
は、中 12 回の中尾彬先輩か
ら現役まで若い動ける人を中

(2) (7)

校名変われど母校は存続
菊友会会長　髙野光正

本日はかくも多数のご参加を
いただき、ありがとうございま
す。ここには年齢差 70 歳の同
窓生が一同に会している。母校
の卒業生であることに郷愁を感
じ、当時の仲間とも会い、想い
出を懐かしんでいる。関西菊友
会に遠方から参加された方は、
「はるばる来るのは九段の何か
に引き寄せられるのだ」とおっ
しゃられていた。
われわれ同窓会は都から区へ
の目に見える移譲条件が順守さ
れているかをモニターするだけ
でなく、目に見えない九段の何
かを継承させて、今後の新しい
学校の教育に役立てるべくお役
目を果たして行くのが課題と思
っている。
校名は変わるが、母校は存続
し、菊友会も引き継がれる。
ここに至るまで行政とぎくし
ゃくすることもあった。しかし
何とか関係者の努力で、今では
よりよい学校作りに格別のご理
解をいただいている。現九段
高校の齋藤校長は昭和 50 年代
の都立高校改革時代に約 10 年
間、九段高校で教鞭をとって
おられ、その時に校舎の建て替
え、コース制の選択、さらに制
服も変えるなどの改革に携わら
れた。従って、九段への思いは
われわれ同窓生以上のものがあ
る。当時のご経験を生かされて
移譲問題には格別のご尽力を賜
った。厚く御礼を申し上げた
い。

移譲条件の順守願う
鈴木謙一　菊友会前会長　

来年度から新しい学校が開校
する。移譲問題に関わった者と
して感慨がないわけではない。
私が会長時代、都から区への移
譲問題が突如起こり、どう対応
すればいいか、正直なところ苦
慮した。その時感じたことは母
校への思いというものは世代に
より、学年により、また人によ
って様々ということだった。こ
れを一つの意見に集約すること
は難事業だが、限られた時間内
で菊友会の総意をまとめ上げ、
行政に菊友会としての立場を提
言した。今でもまざまざと思い
出す。東京都には伝統に関わる
こと、校名、校旗・校章、伝統
行事を移譲条件の基本的な問題
として明記して順守してもらい
たいと要望し、千代田区には物
心両面で新しい学校を魅力ある
学校に作り上げるという当初の
約束を果たしてもらいたいとい
うことだった。
移譲問題は第２フェーズを迎
え、会長を髙野会長にバトンタ
ッチした。会長はじめ現在の理
事の皆さん、そして学校の関係
の方々、まことによくやってい
ただいていると心から感謝して
いる。移譲問題が起こり、菊友
会の皆さんの母校に対する思い
が新たになり、強まり結集され
て、これが大きな力になった。
たいへん頼もしい。伝統とは新
しい状況に挑戦し、発展的に継
承されて行くことではないか。
ご列席の皆さまのご健勝と新し

菊友会大会・挨拶から

九段の伝統つなぐ意思を再確認

い学校が首尾よく開校し、繁
栄することを祈念して乾杯した
い。（乾杯の挨拶から）

＊	＊	＊
千代田区教育委員会

若林尚夫教育長

本日は髙野会長はじめ皆さま
からお話をいただき初めて参加
させていただいた。平成 14年
度に九段高校を千代田区立中等
教育学校に改変して行く話が
あり、その際、鈴木前会長はじ
め、菊友会の皆さまにお世話に
なった。ようやく来年4月開校
の段取りとなり、髙野会長とも
十分調整させていただいている
が、同窓会の皆さまとの約束は
きちんと守って行きたい、今後
とも継続して九段中等学校に反
映して行きたいと考えている。
そして第一東京市立中学の初心
に戻って学校の中身をきちんと
見直し、そこから第一歩を進め
たいという気持ちで一杯だ。
九段中等教育学校には大体
1000 名以上の子供さんの受験
があると予想している。たいへ
んな倍率になるわけだが、きち
んとした教育内容を整備して行
きたい。そして生徒に学力をつ
け、進学校としての第一歩を踏
まえたいと考えている。皆様に
は区立の校長になる賀澤校長を
ぜひともバックアップしていた
だきたい。教育委員会としても
最大限の努力をしていく。

＊	＊	＊
齋藤八重子　九段高校校長

新校のスタートに当たって、
この 1 年、半年、色々な苦労
があった。九段の同窓生あるい
は九段の教職員は母校、旧職場

に対する思いが大変強い。従っ
て伝統のイメージが一人ひとり
の頭の中にあって、伝統に対す
る意見の食い違いがある。これ
から新校の生徒と都立九段高校
の生徒が、あの狭い校舎を共有
していかなければならない。そ
の子供達を守る意味でもわれわ
れ大人は心をひとつにして行か
なければ新しい学校の生徒に九
段の伝統をしっかりとつないで
行くことは出来ない。
とりわけ至大荘の行事を受け
継いで行くことが大切だ。至大
荘行事は、生徒であった同窓会
の皆さんの思いとは別に、教職
員にとってそれはそれは命がけ
の事業といえる。新校は 19 年
度に４年生が至大荘行事をする
と言うが、そのためには今から
人事、予算の面で準備をしなけ
れば出来ない。準備をせず行事
を止めるのは許されない。私は
新校を立派にしたい、九段生を
立派に育てたいと願っている。
新校の校長となる賀澤先生と
は実は校長の同期。研修会で意
見を戦わせたこともある。互い
にとことん話し合って新校につ
なげて行ける方だと思ってい
る。菊友会の皆さまには、今後
もよろしくご支援をいただきた
い。

＊	＊	＊
山本美保　PTA 会長

移譲を控えた昨年度、ＰＴＡ
役員、九段の先生方のおかげで
一つの大きな波が通り過ぎたと
思う。子供たちは活気のある姿
を見せ、先生方の熱心なご指導
で落ち着いた学校生活を送って
いる。今後、学校の名前と形が
変わっても、菊友会の皆さまに
九段を支えていただき、見守っ
ていただけることを確信した。
帰ったら娘にあなたの母校はな
くならない、何も変わらないと
伝え、来年からは菊友会の仲間
入りすることを誇りにするよう
話したい。

森　　大作（中 11）	 「至大至剛」の書額（１枚）
橋本　政雄（中 13）	 文明堂のカステラ（6個）
吉田　忠男（中 16）	 ボルドーワイン（２本）
鈴木　謙一（中 21）	 東京會舘の洋菓子（10個）
世古　圭介（高１）	 スペインのチョコレート（6個）
小高　登志（高３）	 ウニの瓶詰め（2個）
大井　基臣（高４）	 宝来屋羊羹（10本）
髙野　光正（高４）	 図書券（２組）
宮島　　徹（高 7）	 丹後久美浜の鯛せんべい（３個）
内田　栄一（高 8）	 神田お玉ヶ池「ふな亀」うなぎ１匹丸ごと

料理コース２人前券（５組）
岡本　芳雄（高８）	 クロスボールペン（１本）
岡田　　繁（高 9）	 石坂ゴルフ、メンバー並プレー券（3組）
飯田　勝夫（高 13）	 サプリメント・コエンザイムQ10（10個）
宗像　伸行（高 13）	 電気カミソリ（3個）トラベルスヤスヤ（3個）
鈴木　敏雄（高 20）	 マイナスイオンケアブラシ（5個）他（1個）
相原　　學（高 39）	 記念切手他（2組）
菊　友　会	 「至大荘」ラベル日本酒2本組（10組）他４

菊友会大会福引に景品をご提供くださった方々（敬称略）

■高 28回クラス会頻繁
卒30周年控えメール飛び交う
いままで、クールだった高
28 回生も、さすがに来年の卒
業 30 周年を控え、クラス会を
頻繁に開催するようになりまし
た。数多くの集まりが行われて
いますので、ここでは主たるも
のをご紹介致します。
１組は７月９日、目白椿山
荘にて開催し 17人参加。２組
は 11 月 19 日、日本橋「キュ
イジーヌ」で 15 人参加。３
組は９月 10 日、神谷町「侘び
助」にて 18人参加。４組は６
月 11日東京ドームホテル	ピァ
ビュウにて 12 人参加。６組は
11 月 12 日、大森「天仲」で
13人参加。７組は８月18日、
番町の	レストラン「いわさき」
にて11人参加。この他にも「分
科会」と称して、数人で集まっ
たり、ボーリング大会など、定
期的に開催しているクラスもあ
るようです。我々高 28 回もや
っと「高校 33 年生だよ、楽し
いね」と言えるようになりまし
た。	 （佐治	信之）

■九蹴会
ＯＢ、現役ゲーム楽しむ
サッカー日和となったグラン
ドで８分ハーフのミニゲーム開
始。現役 19 人、ＯＢ 38 人混
成、６チームでリーグ戦スター
ト。賞品が用意されていたため
か、皆、目の色を変えてプレー
していました。優勝はＣチー
ム、得点王は１年の菅君、ＯＢ・
ＭＩＰは伊藤さん（高 24）、
現役ＭＩＰは１年の岡田君。
続いて熟年、中堅、若手ＯＢ
チームが現役との 15 分の交流

戦を行いました。体力的には厳
しい面もありましたが、どのＯ
Ｂもひたむきにプレーする姿が
印象的でした。最後はＯＢチー
ム同士の熱戦で交流戦の幕を閉
じました。
場所をホテルグランドパレス
に移しＯＢ 29 人、顧問岡村先
生、前顧問小林先生、現役代
表が参加し懇親会を行いまし
た。伊藤会長（高 24）、岡村
先生の挨拶の後、太田さん（高
17）の乾杯で開始。サッカー
談義に花を咲かせ、旧交を温
め、和気あいあいと楽しいひと
時をすごしました。最後は野本
さん（高 22）の挨拶、藤沼さ
ん（高 23）の一本締めで閉会
しました。交流戦、懇親会とも
高 17 ～ 54 回までの幅広い年
代のＯＢにご参加いただき、誠
にありがとうございました。

（高 34・秋元克之）

■高７回ゴルフの集い
10月 20日、好天に恵まれ恒
例の秋の「79 会」ゴルフが東
京湾カントリー（鈴木淑也君・
高７が理事）で行われました。
多忙な時期にもかかわらず 18
人が参加され、おおいにプレー
を楽しみ談笑が進みました。
今回はシングルペリア方式に
して大穴が出るようにしたので
すが、結局優勝はペリアに強い
三井君になり、2位寺沢、3位
三井夫人、名誉あるブービーは
宮崎の諸氏となりました。
次回は 4月 27 日（木）、幹
事、三井、宮崎で努めます。ご
期待ください。	 （宮島　徹）

■第41回　菊友会ゴルフ大会
ミラクルの続出！
　第 41回菊友会ゴルフ大会は
10 月 19 日（水）、よみうり
ゴルフ倶楽部で参加者 23 人・
6 組が、アウト・インに分か
れて 18ホールのストロークプ
レーを行った。今回は新々ペリ
ア方式（隠しホール９）とあっ
てハンディの運不運は天まか
せ。果たせるかな結果は……な
んと！優勝は最年長の橋本政雄
氏（中 13）。準優勝も 71 歳

■高５回ゴルフ大会
第９回高５回生ゴルフ大会
は、10 月 13 日、秋晴れの久
能カントリー倶楽部	（千葉県
富里市）で３組 11人が参加し
て行われました。優勝はアウ
ト・イン	とも 48 で回った清

一 球 会 　 ２ 年 ぶ り の 開 催
－ 全日本決勝出場の思い出話も －

心に約 70 人が参加、中には何
十年ぶりかでボールに触ったと
いう先輩もいて、ゲームを楽し
んでいました。ゲーム後の懇親
会には、元、現顧問の先生をは
じめ、約 70 人が出席し、ゲー
ムの感想や現役時代の思い出な
どで大いに盛りあがりました。

10 月 22 日の一球会総会に
は、中 4 回の田淵大三郎大先
輩から高 51 回生まで幅広い年
齢の約 80人が参集しました。
中 14 回の角田真一郎先輩か
ら、中学 13 回生主体のチーム
が全日本中等学校篭球 ( バスケ
ットボールのこと ) 選手権大会
で優勝、中学 6 回生についで
2度目の全国制覇を果たした時
の様子や、中 19 回の長島久先
輩から、一球会が全日本バスケ
ットボール選手権大会で決勝に
進出し、惜しくも負けた試合の
話、またこの試合を観客席で見
ていた中 15 回の亀里旦先輩の
話など、貴重な話を伺うことが
できました。
総会の最後に出席者一同、
76 年という長きに亘る一球会
の歴史を、今後とも絶えさすこ
とのないようにとの思いを強く
持って、再会を約して別れまし
た。	 （高 10・坂上宗男）

の大井基臣氏（高 4）に。とに
かく順位はミラクルの続出で、
成績発表の懇親会は沸きに沸い
た。優勝の橋本氏は「こんな事
は初めて」と驚かれ、「勝者の
弁」では自作の「ボケない秘訣
歌」のご披露に及んだ。ベス
グロは赤司久雄氏（高 15）で
86。大智経之氏（中９）が提
供くださる恒例の七宝焼きペン
ダント（７等賞）は、尾羽澤正
敏氏（高９）が獲得した。

■高 29回 1年 7組クラス会
	11 月 3日、神楽坂「もりの
いえ」で、高 29回 1年 7組ク
ラス会が開かれました。一昨年
の 25 周年同期会のとき、九段
高校での新しい生活をともに始
めた一年生のクラスの仲間とも
集まりたいとの声があがり、有
志の尽力で実現したものです。
	当日は、遠く石川県からの
参加もあり 29 人出席の盛況。
担任の足助先生から名簿順に
“点呼”をしていただいて一人ず
つ近況報告。足助先生との見た
目年齢差はだいぶ縮まった観は
ありましたが、九段の生徒であ
った喜びをかみしめた楽しい夕
べとなりました。	（石川恵子）

■菊友囲碁会
菊友囲碁会会員は、河野会
長（中 15）以下、小泉氏（高
18）まで約 30 人です。平成
17年の活動は以下でした。
１月・戸山高校ＯＢ囲碁会と
定期戦。東京駅南口住友生命ビ
ル ｢いずみ囲碁ジャパン ｣。戸
山 13 人、九段 30 人参加。少
しの負越。２月・菊友囲碁新春
例会。「いずみ―」。15 人参
加。５月・大多喜「昭平庵」宿
泊研修。８人参加。６月・菊友
囲碁例会。「いずみ―」。18
人参加。７月・戸山高校ＯＢと
定期戦。「いずみ―」。戸山Ｏ
Ｂ14人、九段13人参加。９月・
「マホロバマインズ三浦」宿泊
研修。６名参加。11 月・菊友
囲碁例会。「いずみ―」。18
人参加。　皆さんの腕前は、お
おむね初段から６段くらいの間
です。競技ルールは点数制で、
一段 14点差。１勝すると１点
上がり、負けると１点下がりま
す。入会資格は九段の卒業生、
これだけです。どうぞお気軽に
おいでください。	（岡本　毅）

水一郎君（ネット 78）。２位
には１ストローク差で和田正好
君、３位は前回優勝の渡辺弘道
君と後藤基の２人が 83 の同ネ
ットで入りました。
次回は、5 月 25 日（木）、
若洲ゴルフリンクス（東京都江
東区）の予定です。（後藤　基）

｛
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今年、傘寿の記念に菊友会大
会でクラス会を開かれた中 15
回生。昭和 13 年に旧制市立一
中入学、18 年卒業。軍国主義
的風潮が高まる中で一中生活を
送られ、在学中に太平洋戦争も
始まりました。菊友会広報委員
会は、中 15 回生の皆様に、①
日米開戦のニュースを聞いてど
のような感想を持たれたか、②
学内の雰囲気は変わったか、③
思い出の恩師は－の３点につい
てお伺いしました。ご回答のい
くつかをご紹介します。
①日米開戦の感想
・昭和 16 年 12 月８日、中学
３年の登校中、ラジオで「帝国
陸海軍は英米両国と戦闘状態に
入れり」と聞いて、たいへんな
ことになったと思った。
・当時は景気のよい大本営発表
や軍歌に洗脳され、一億総、躁
状態の時代。好むと好まざるに
かかわらずその影響を受けた
が、市立一中のわれわれは日米

開戦を自らのこととして深刻に
受け止めた記憶がない。ただ、
日本のような小さい国が大国ア
メリカと戦って勝てるのか、も
し勝ちでもしたら軍人がのさば
る世の中になるなと思ったこと
などが記憶に残っている。
・来るものが来たと、身の引き
締まるショックを感じたが、開
戦時の大戦果の報でその危惧は
薄らいだような錯覚を覚えた。
・やはり始めてしまったのだな
ーと思っただけで、これといっ
た意識の変化はなかった。
・朝起きてラジオで開戦を知っ
てびっくり。しかし、真珠湾攻
撃の大勝利の報道があり、落ち

着いて学校に向かった。飯田橋
駅から歩いていると家々のラジ
オから軍艦マーチが聞こえてき
て、ルンルンで登校したことが
いちばんの思い出。
②教育方針や学内の雰囲気は
・まったく変わらなかった。強
いて言えば、多少、教練の時間
数が増えたぐらい。昼食は全校
生徒、教職員一同、地下の大食
堂で、５年生の週番の「さりは
んり、べっしょに向かわず」と
いう合図で、一斉に同じ食事を
とったことを鮮明に思い出す。
昭和 18 年春頃は、食糧も乏し
くなっていたにもかかわらず、
一中の昼食には質の低下がほと
んどみられなかったことは今振
り返っても驚異に値する。至大
荘も忘れがたい。

・これまでの考え方や方針に変
化は感じられなかった。ここが
第一中学の偉いところだ。た
だ、教練が少々厳しくなった。
・気象部の観測が禁止された。
・校内は文化系と理科系に別れ
ることになったが、文化系は
20 歳で兵役が待っていた。理
科系は軍需工場への動員で兵役
を免れるので、理科系に変わる
人が増えた。しかし、勝ち戦と
聞いていたから、割合のんびり
ムードだった。苦労したのは上
の学校に行ってから。みんなや
っと生き延びた感じである。
③思い出の恩師
中15回生の５年間はクラスの
入れ替えがなく、担任の先生も
変わらなかった。Ａ組＝数学の
福井常孝先生、Ｂ組＝英語の清
成孝先生、Ｃ組＝国語の英敏道
先生、Ｄ組＝漢文の渡部信二郎
先生。皆さんやはり担任の先生
についての思い出が深いようだ。
Ｃ組の英先生は禅寺の和尚さ
ん。クラス会の名前は和尚をひ
っくり返して「尚和会」。今で
も毎年１回開いているという。

(6) (3)

菊友会大会・クラス会から

平成 18 年４月に開校する千
代田区立九段中等教育学校の概
要が固まってきた。10 月の学
校説明会での配布資料や、９月
に開設された同校のホームペー
ジ、初代校長に決まった賀澤恵
二氏の話などから紹介する。

中等教育学校は、６年制で中
高一貫教育を行う。中学校に相
当する前期課程と高校に相当す
る後期課程からなり、中学部分
と高校部分で重複している教育
内容を統合して効率のいいカリ
キュラムを編成する。後期課程
は単位制で普通科だけとし、年
間を前期・後期の２期制にする。

学校規模は、１学年160人、
６学年で 960 人。開校時は新
入１年生と区立九段中学からの
編入生（２、３年生）との３学

年でスタートする。都立九段高
校最後の卒業生が巣立つ平成
21 年 3 月までは、校名は違う
が６学年が校舎を共用し、体育
祭などの行事を一緒に開催、伝
統継承に配慮する。

校舎は、現九段高校の校舎に
加え、道路を隔てた北側の隣接
地（旧東京保護観察所跡地）に
新校舎が建設される。新校舎は
地上６階建て、普通教室のほか
少人数学習室、視聴覚室、図書
室などが入る。18 年２月には
竣工の見込みだ。

入学者選抜は、教科ごとの学
力検査はないが、学習活動への
適応能力、問題解決への意欲、
判断力や表現力を見る適性検査
を行う。応募者多数の場合は書
類による第一次選抜がある。面
接は初年度については行われな
い。

授業料は、義務教育段階の前
期課程はかからず、後期課程
は都立高校と同額の年額 11 万
5200 円。入学金は千代田区区
内居住者が 5650 円、区外居住
者はその 10 倍の５万 6500 円
とすることが区議会で決まっ

区立九段の概要固まる
た。

制服は、前期課程は詰め襟
の学生服とセーラー服。現九段
中学の標準服のデザインを踏襲
し、多少の変更を加えている。
後期課程は11月末現在未定。
菊友会からは「九段の制服は一
中時代から背広。卒業生は背広
の制服に思い入れがあるので、
後期は背広を」と要望している。

校旗・校章は、上のように決

菊友会の髙野会長、尾羽澤理
事長らは 11 月 14 日、千代田
区立九段中等教育学校の初代校
長に決まった賀澤恵二先生と、
九段高校の校長室で会談した。
賀澤先生は都立戸山高校などで
教鞭をとられ、都立篠崎高校校
長を経て、都教委の高等学校教
育指導課長、都教育相談センタ
ー所長などを歴任された。都か
ら区への九段高校の移譲条件を
詰めるため、都教委、区教委、
九段高校、菊友会の４者によっ
て設置された検討委員会の委員
も務められている。
菊友会側は「同窓会には区へ

の移譲に根強い反対があった。
九段高校を母体校と位置づけた
移譲条件ができたからこそ意見
をまとめることができた。移譲
条件は絶対に順守していただき
たい」と要望した。
賀澤校長は、「区立になって
も同窓会との関係は維持した
い。移譲条件は守る。しかし、
今の九段高校と生き写しの学校
にすることではない。ただ行事
を真似るだけではなく、抜本的
な手を打って子供のためになる
何か新しいこともやりたい。カ
リキュラムは進学を重視したも
のにする」など抱負を語った。

「新しいこともやりたい」－賀澤初代校長語る

高 27 回・卒業 30 周年記念
同期会が、快晴の 9 月 10 日
（土）、25 周年と同じ東京・
一ツ橋の如水会館で行なわれ、
111 名の懐かしい顔が集いま
した。5年前よりさらに増えた
白髪、ますます突き出たお腹。
「人のこと言えるか、お前のほ
うこそ…」。笑い声の中、午後
5 時半、篠原幹事の司会のも
と、中井代表幹事の乾杯の音頭
で会は幕を開けました。来賓の
太田、村木、増田、片瓜、町田
各恩師のご挨拶、記念撮影、校
歌・至大荘歌の斉唱とプログラ

ムは進み、5 年後の「35 周年
同期会」の再会を期してお開き
に。そしてほぼ全員が階下の二
次会場へ。出席者の多さに用意
の席が足りず、一次会に引き続
き立って話す人も多数でした。
5年前の 25 周年同期会の準
備から続いている幹事会。3ヶ
月に一度くらいの集まりは、勤
務先の施設を利用したり、同期
の仲間のお店を利用させてもら
ったり。世話役は持ち回りなの
で、毎回違った趣向の場所、料
理が楽しみ。下町駒形のどぜう
鍋があるかと思えば白金台のフ

レンチあり。幹事会（母体は陸
上部だったことは間違いない。
しかし徐々に柔道部も勢力を強
めている…）に新しい仲間が増
えていくのも楽しみでした。
直前 1 年間は毎月集合。Ｅ
メールをフル活用。日によって
は仕事以上に乱れ飛ぶ九段メー
ル。感じたのは、中井リーダ
ー以下、みんなとにかくマジメ
で、やることが早い！敬服。こ
れが九段ＤＮＡなのか？そんな
わけで、今また次の 35 周年同
期会に向けて、始動しつつあり
ます…といってもしばらくは気
楽な飲み会かな？

（幹事　伊藤直司	）

高 27 同期会・卒 30 年―ワンワンワンの大集合

第 23 回関西菊友会総会開かる

■高 14 回同期会
恩師 4 人、同期 105 人
10 月 22 日、霞ヶ関東京會
舘で催された高校 14 回の卒業
43 周年記念同期会。予想を上

去る 11 月 12 日（土）例
年同様、大阪キャッスルホテ
ルにて関西菊友会が開催され
ました。会は第 1部を湯浅良
男幹事長（高 14）の司会で
物故者への黙祷（本年 7月逝
去藤井暁先輩・高 9）、中村
正治会長（高 13）の挨拶、
来賓として今年も東京本部よ
りかけつけてくださった髙野
光正会長（高 4）の挨拶をは
じめ、鍛冶利秀氏（高 4）、

宮島徹氏（高9）岡田肇氏（高
10）により菊友会および学校
の情報を聞くことができまし
た。会計報告のあと、久々に
講演として一番若い米田達郎
氏（高 42）（文学博士、近
畿大非常勤講師）による「大
学生の国語力」という演題に
て、方言を例に話し言葉と書
き言葉の区別など身近にある
問題を氏の体験を通じ分かり
やすく説明していただきまし

た。質問もかなり飛び出し有
意義な講演であったと感じま
した。
全員で記念撮影の後、岩田
則夫氏（高 18）の司会で第
2部が始まり、一番上の先輩
である竹内良夫氏（中 13）
によりシャンパンで乾杯の
後、会食、懇談に入りまし
た。初参加の人、遠路から参
加の人の一言二言を交えなが
ら各席で懇談が続いておりま
したが、最後に全員で校歌、

至大荘歌を合唱し、米田氏の
音頭で万歳三唱、お開きとな
りました。
今回は出席者 38 人とやや
少なめではありましたが、全
体として盛り上がったと思い
ます。なお時間もまだ早かっ
たこともあり、33 人が二次
会に出席、語り尽くせなかっ
たことを語らい来年の再会を
約しました。次回の関西菊友
会は、10月 14日（土）の予
定です。（高16・綿貫泰望）

関西菊友会ゴルフコンペ
11 月 11 日、関西菊友会
総会の前日、曇り空のもと、
宝塚市内の愛宕原ゴルフ倶楽
部に 13 人が集合。髙野会長
と鍛冶さんにも馳せ参じてい
ただき、紅一点の養父明子さ
ん（高 5）の友人女性 2名を
助っ人に、やっと 4 組が成
立しました。皆、異口同音に

天気予報の「午後から雨」を
気にしつつ白球に立ち向かい
ました。成績は優勝、ネット
73.4の桑原脩二さん（高8）、
準優勝、73.6 で髙野会長、3
位、74.8 の岩田則夫さん（高
14）でした。最後に、ニアピ
ンを 3つも一人取りした私は
栄えあるブービー賞を獲得し
ました。　（高7・杉田健治）

日米開戦の報、その時、あなたは？

まった。都立九段高校の校章、
６角形の菊のマークはそのま
ま、「高」の字の代わりに「九
段」と入る。

校歌は、九段高校の校歌を
継承するが、歌詞中の「東京
都立九段高校」は変えざるを
得ない。正式な校名「千代田
区立九段中等教育学校」では
長すぎて歌えないので、数種
類の省略形を九段高校の音楽
部員が実際に歌ってみて、歌
いやすい形を基本に決めるこ
とになっている。

■高２同期会
毎年体育の日の翌日開催と定
めている高２回同期会が 10月
11 日、いつもの東京會舘ゴー
ルドルームで古賀周作、槌田満
文両先生のご臨席をいただき、
生徒 41人が集まって開催され
ました。この 1 年間に物故さ
れた 3 人の友人達の御冥福を
祈るとともに、司会の加藤から
出席できた人々への祝意と病の
床にある人々へのお見舞いを込
めたあいさつのあと、両先生の
ご挨拶、東京會舘会長・鈴木君
の開会の辞、久保寺君の乾杯の
発声と続き、以後旧懐を温める
歓談が秋の夜長も惜しむように
続きました。席上、五十嵐君
（元九段中教諭）から母校の今
後について、校歌、校章はほぼ
現在のものが踏襲され、至大荘
の行事も引き継がれる旨の説明
を受けました。	 （加藤　雅）
◆高 2 回の同期会に出席され
た中里溥志さんから以下のよう
なご感想が寄せられました。
「昭和 19 年に入学、25 年
に卒業した私たちは、3度の大
空襲、敗戦、新しい出発の時代
を九段の生徒として過ごしまし
た。戦後 60 年ということで、
どこでどんな気持ちで昭和天皇
の放送を聴いたのかということ
が話題の中心になり、戦争の悲
惨さを直接に体験している最後
の世代として、この国の前途を

案ずる発言もありました」 回る 105 人もの同期が駆け付
けた。恩師も古賀周作、佐藤周
蔵、田中義信、川田 ( 栗原 ) 節
子の４先生に参加をいただき、
大盛会。２時間の宴はあっとい
う間に終わり、最後は写真係が

大汗をかいた末の記念撮影とな
った。次回開催は 64 歳となる
２年後の 07 年秋を予定。幹事
は３組の高井 ( 湯口 ) 禄郎、布
川博資、麻生 ( 大久保 ) 敬子が
務めます。	 （佐々木紘一）
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平成 17 年度の至大荘懇親会
が８月 28、29 の両日、好天に
恵まれて開催された。懇親会に
は４組のファミリーを含む 60
人以上の参加者があり、料理に
歌に 15 歳の夏の思い出を新た
にし、楽しいひとときを過ごし
た。
初日は正午過ぎから三々五々
と参加者が集まり始め、遠泳に
出発した守谷の海岸や、荒波が
打ち寄せる崖に囲まれた芙蓉が
浦を散策した。
守谷の海岸はシーズンが終わ
りかけていたが、海の家が建ち
並び、海水浴客でにぎわってお
り、湘南の海水浴場と変わらな
い。駐車場には地元だけでなく
東京や神奈川ナンバーの車が並
んでいる。
トンネルを抜けると至大荘
だ。建物は順次建て替えられ、
昔の面影はほとんどない。女生
徒が多い事情を反映して風呂場
も洗面所も女性用が広いのに驚
く。
■夕食はカニの大ごちそう
懇親会は夕闇迫る午後６時か
ら養気閣（食堂）で始まった。
赤司久雄理事（高15）が司会、
尾羽澤正敏理事長（高９）の挨
拶、この日の最長老吉村光夫先
輩（中15）の乾杯の音頭で開宴。
料理の目玉は高 13 回の飯田
勝夫さんから贈られたズワイガ
ニの脚 30 キロ。そのほかの海

の幸を中心とした料理を楽しん
だ。卒業回数別に自己紹介や参
加した同期生の紹介、地元の産
物を景品とするビンゴ大会が進
行する。そのうちコップを持っ
て移動する参加者たちで席も乱
れ始め、交流が深まったところ
でいったん中締め。
■夜は花火、歌、激論
午後８時からは花火大会。
芙蓉が浦を望む
前庭で理事２人
が用意した打ち
上げ花火が威勢
よく夜空に開い
た。
この後は嶽え
い寮で車座にな
って歌の会があ
り、担当理事が
歌集まで用意し
たが、あちこちで始まった歓談
が次第に熱を帯び、実際に歌っ
たのは数曲。世代を超えた激論
が夜遅くまで続いた。数ある卒
業生の行事の中で、部活動や年
代の枠を超えて泊まり込む懇親
の場はこの至大荘懇親会だけ。
激論はその意義を再確認させら
れた。
■増田先生は游泳部正装で
２日目は朝７時からの朝食で
スタート。おむすびとみそ汁。
思い思いに周辺を散策した後、
９時から増田三郎先生による講
演会。先生は昭和 38 年に九段
高校に着任、体育を教えられ、
44 年から 58 年までは游泳部
長として至大荘行事を担当され
た。その後は他校に転出された
が、定年後は強く希望され、再
び九段高校で嘱託として勤務さ
れている。
増田先生は「昭和 39 年は水
温が 18 度程度しかなく、太っ
ている生徒だけが遠泳に参加し 気持ちのよい海風がそよぐ高原風のリゾートコース。スタート前、笑顔の集合

至大荘で歌う、波どうどうと…は、やはり格別だ 「あヽ至大莊」を朗々と歌い上げた増田先生 ン十年前に戻った僕達・私達

今年は４組のファミリーが参加した

大先輩も上機嫌

た。寒さで次々に脱落者が出
て、65 人のうち完泳したのは
15人。全員が女生徒だった」、
「44 年に学園紛争があり、職
員室が生徒に封鎖されたりした
が、至大荘行事中止を求める声
はなかった」など、エピソード
をまじえながら至大荘行事の今
昔を話された。
講演の後、戦後、至大荘行事

の復活に尽力された湯野正憲先
生が作られ、歴代の游泳部長に
よって歌い継がれてきた「あ丶
至大荘」を披露された。「葎の
雫踏み分けて／渺々のぞむ尾貫
山／血潮果てなく火と燃えて／
怒濤に耐ゆる芙蓉が浦／人来り
人去れど／歴史は古し至大荘」
こんな内容だ。
最後は恒例のバーベキュー・
パーティー。牛肉、ホタテ貝や
エビ、野菜などに舌鼓を打ちな
がら、至大荘体験を語り合い、
同窓生の連帯感が高まった。話
はいつ果てることなく続いた
が、正午過ぎに来年の再会を誓
い合って至大荘懇親会はお開き
となった。

◆平成 18 年の懇親会は 8 月
下旬の予定です。詳細は次号で
お知らせします。

８月 26 日、至大荘行事に伴
いゴルフ大会が勝浦東急ゴルフ
コースで開催された。参加者は
高３の関根信三氏から高 26 井
上和彦氏まで 28 人。和田正好
氏（高５）が夫人同伴で参加さ
れたり、また会員からも多数の
賞品の提供をいただくなど、な
ごやかな会となった。
競技は18ホールストローク

プレー・新ペリア方式で行われ
た。一同、超遅いグリーンでパ
ットに悩まされ続けたが、後
半、小嶋三朗（高13）氏が１打
ロストしながらも36のパープ
レー。房州在住の意地を見せ、
スコア81でベスグロに輝いた。
優勝・西脇修氏（高７）、準優
勝・山崎武正氏（高13）、３位・
清河昌之氏（高７）。

和やかにー至大荘懇親会プレゴルフ大会

平成 17年 4月 1日に個人情報保護法が施行
されました。菊友会では施行以前より、①会員
の住所、電話番号などの問い合わせに関して本
人の了解を得るか、本人から連絡していただ
く、②名簿作成時に調査票で住所、電話番号、
勤務先に関して不掲載のご希望を確認するな
ど、第三者に対して情報を提供する際には、十
分に注意を払って参りました。
菊友会は、高度情報通信社会における個人情
報の重要性を認識し、その適切な管理を行う事
が重要な社会的責務であると考えています。会
員の方々から個人情報についての問い合わせや
ご要望も寄せられており、12 月９日の定例理
事会で「個人情報保護方針」を定めました。今
後も個人情報の取り扱いには最新の注意を払
い、個人情報の保護に積極的に取り組みます。
理事会で定めた個人情報保護方針は次の通り
です。

１：個人情報とは
現在、過去において、第一東京市立中学校、
東京都立九段中学校、東京都立九段高等学校に
在籍した学生、教職員に関する情報で、個人が
識別されるものをいいます。

２：個人情報に関する法令の遵守
個人情報の取扱において、「個人情報の保護
に関する法律」その他の関連法令等を遵守しま
す。

３：個人情報の収集
個人情報は、利用目的を明確にした上で、適
正、公正な手段により収集します。

４：個人情報の利用
収集した個人情報は、明示された利用目的の
範囲内で、菊友会の業務の遂行上必要な限りに
おいて、利用します。

５：個人情報の第三者提供
保護法に定める場合を除き、事前に本人の同
意を得る事無く、個人情報の第三者への提供は
行いません。

６：個人情報の開示、訂正、利用停止等
収集した個人情報について、本人からの開
示、訂正、利用停止等の依頼があった場合に
は、合理的な範囲内で速やかに対応します。

７：個人情報の管理
個人情報の正確性を保ち、必要かつ適正な安
全管理措置を講じます。かつ個人情報の漏洩、
紛失、改ざん、不正アクセスに対する適正な保
護措置を講じます。個人情報の取扱を第三者に
委託する場合には、委託先に対し情報の厳重管
理を求め、秘密を保持させるために適正な監督
を行います。

８：組織、体制、改善
個人情報保護のための管理体制を整備し、今
後継続的に点検を行い、また個人情報の適正な
取扱を徹底するため、菊友会役員、事務局員に
対して継続的に研修を実施する等の方策を講じ
ます。

９：個人情報に関する問い合わせ先
菊友会事務局　
〒 102-0073	東京都千代田区九段北 1-7-3
TEL:03-03263-2448	　FAX:03-3263-1033

菊友会は、個人情報保護方針を定めました
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菊友会名簿 2006 年版は、３
月1日発行へ向けて順調に作業
が進んでいます。現在、年末年
始にかけて、名簿委員他理事一
同、最後の追い込み作業に入っ
ています。今回も多くの会員の
方々から広告掲載のご協力をい
ただきました。感謝致します。
名簿購入のお申し込みは、こ
の会報に同封致しました郵便振
替か、銀行振込で、お早めにお
願い致します。ご不明の点は事
務局までおたずねください。

頒価：2,500 円（送料含む）
 ▼郵便振替 :
郵便局口座番号	00120-7-167292
加入者名　菊友会名簿委員会
 ▼銀行振込 :
東京三菱銀行神保町支店　
口座番号 0691551	
口座名	 菊友会
なお、古い名簿を廃棄する
時は、悪用されないように出来
るだけ細かく切って、少しずつ
可燃ゴミとして処分してくださ
い。新聞、雑誌などと束ねて出
すと、業者に抜かれて売買され、
同窓生全般に迷惑をかける事態
もあり得ます。皆様の自衛によ
るご協力をお願い致します。

（菊友会名簿委員会）

菊友会名簿３月発行
お申し込みはお早めに
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ご冥福をお祈り申し上げます
旧職員 金森　久 中６ 神谷　誠 中 10 中野　達彦 中 16 前田　和貞 高３ 大沼　竜也 高８ 古場　常昭
旧職員 鮎澤　眞澄 中７ 安藤　益男 中 10 長谷川　剛男 中 16 萬石　末之 高３ 武部　恒雄 高８ 高橋　恒夫
旧職員 堤　勝子 中７ 中根　千富 中 10 三好　俊彦 中 17 馬場　敏夫 高３ 富田　叔孝 高８ 藤田　茂一
旧職員 斎藤　昉 中７ 矢崎　武夫 中 11 大住　欣一 中 17 日比　和夫 高３ 林　恵一 高９ 酒井　章有
旧職員 磯部　清一 中８ 秋山　尚之 中 11 田島　東吾 中 18 千田　隆二 高３ 山中　富太郎 高９ 関　庸子
中１ 藤崎　朋彦 中８ 新井　正 中 11 手嶋　虔 中 18 田口　善 高３ 吉岡　準 高９ 藤井　暁
中１ 湯浅　秀夫 中８ 宇野　一郎 中 11 富谷　十三雄 中 18 待木　和夫 高３ 吉村　公男 高 10 星野　真智子
中２ 宇垣　総夫 中８ 後藤　秋生 中 11 三松　潔 中 18 山﨑　雷太 高４ 雨谷　靖雄 高 11 高木　将博
中２ 岡田　朋久 中８ 佐藤　正一 中 12 石川　利直 中 19 桑野　靖 高４ 加藤　一雄 高 11 渡辺　栄伯
中２ 戸谷　宗吉 中８ 菅井　潔 中 12 鬼海　健次郎 中 19 虎岩　頼俊 高４ 神谷　公雄 高 12 奥村　尚
中２ 農美　英 中８ 杉山　四郎 中 12 菊地　昌生 中 20 喜多川　滋 高４ 木村　義雄 高 12 春名　廉
中２ 前田　弘 中８ 田坂　重正 中 12 清水　洸 中 20 広瀬　惇一郎 高４ 劔持　護 高 12 山内　一則
中２ 松崎　芳郎 中８ 丸山　壽一 中 12 園田　善三 中 21 太刀川　寛 高４ 佐久間敬一郎 高 13 吉池　英壽
中３ 伊藤　安純 中８ 八木　吉郎 中 12 中島　彰 高１ 伊藤　達雄 高４ 高橋　明男 高 14 江守　政三
中３ 奥平　隆也 中８ 渡部　真年 中 12 野村　忠亮 高１ 楠岡　駿輔 高４ 林　鐵也 高 14 小原　幸子
中３ 守屋　紀美雄 中９ 近藤　啓太郎 中 13 神山　勝夫 高１ 山本　則之 高５ 清水　益夫 高 15 近藤　七生子
中３ 矢幅　政人 中９ 坂牧　武 中 13 田川　忠 高１ 吉野　徳太郎 高５ 中島　美智子 高 16 水田　明宏
中３ 吉田　瑞穂 中９ 西脇　泰一 中 14 佐久間　栄二 高２ 浅見　仁雄 高５ 船越　千春 高 17 河合　義男
中４ 館野　守男 中 10 伊藤　東伍 中 14 松野尾　勝治 高２ 飯田　和夫 高５ 前田　修 高 17 永田　彰
中５ 窪田　龍一 中 10 樫渕　徹 中 15 島田　英夫 高２ 石田　隆昭 高６ 大谷　武史 高 19 高島　妙子
中５ 難波　一敏 中 10 樺島　京三 中 15 徳永　直茂 高２ 志村　圭輔 高６ 神谷　仙造 高 20 橋本　洋
中５ 新山　茂 中 10 小島　基男 中 16 一色　行雄 高２ 白井　恒宏 高６ 林　和子 高 20 平石　義太郎
中６ 石田　脩一 中 10 坂上　善一郎 中 16 加藤　忠男 高２ 田中　邦孟 高７ 高峯　眷成 高 21 本多　恵利子
中６ 薄　亮 中 10 清野　浩一 中 16 佐藤　慶一 高２ 橘　秀一 高８ 尾身　利昭 高 28 大田　弘
中６ 遠城　敏雄 中 10 高木　英二 中 16 酒巻　正雄 高３ 植松　巖 高８ 大谷　有士 高 46 小崎　陽子

前号以降にご逝去が判明された方々。本号では同窓会名簿改訂
に伴う調査の課程で判明した方々も掲載しました（敬称略）
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平成 17 年度の至大荘懇親会
が８月 28、29 の両日、好天に
恵まれて開催された。懇親会に
は４組のファミリーを含む 60
人以上の参加者があり、料理に
歌に 15 歳の夏の思い出を新た
にし、楽しいひとときを過ごし
た。
初日は正午過ぎから三々五々
と参加者が集まり始め、遠泳に
出発した守谷の海岸や、荒波が
打ち寄せる崖に囲まれた芙蓉が
浦を散策した。
守谷の海岸はシーズンが終わ
りかけていたが、海の家が建ち
並び、海水浴客でにぎわってお
り、湘南の海水浴場と変わらな
い。駐車場には地元だけでなく
東京や神奈川ナンバーの車が並
んでいる。
トンネルを抜けると至大荘
だ。建物は順次建て替えられ、
昔の面影はほとんどない。女生
徒が多い事情を反映して風呂場
も洗面所も女性用が広いのに驚
く。
■夕食はカニの大ごちそう
懇親会は夕闇迫る午後６時か
ら養気閣（食堂）で始まった。
赤司久雄理事（高15）が司会、
尾羽澤正敏理事長（高９）の挨
拶、この日の最長老吉村光夫先
輩（中15）の乾杯の音頭で開宴。
料理の目玉は高 13 回の飯田
勝夫さんから贈られたズワイガ
ニの脚 30 キロ。そのほかの海

の幸を中心とした料理を楽しん
だ。卒業回数別に自己紹介や参
加した同期生の紹介、地元の産
物を景品とするビンゴ大会が進
行する。そのうちコップを持っ
て移動する参加者たちで席も乱
れ始め、交流が深まったところ
でいったん中締め。
■夜は花火、歌、激論
午後８時からは花火大会。
芙蓉が浦を望む
前庭で理事２人
が用意した打ち
上げ花火が威勢
よく夜空に開い
た。
この後は嶽え
い寮で車座にな
って歌の会があ
り、担当理事が
歌集まで用意し
たが、あちこちで始まった歓談
が次第に熱を帯び、実際に歌っ
たのは数曲。世代を超えた激論
が夜遅くまで続いた。数ある卒
業生の行事の中で、部活動や年
代の枠を超えて泊まり込む懇親
の場はこの至大荘懇親会だけ。
激論はその意義を再確認させら
れた。
■増田先生は游泳部正装で
２日目は朝７時からの朝食で
スタート。おむすびとみそ汁。
思い思いに周辺を散策した後、
９時から増田三郎先生による講
演会。先生は昭和 38 年に九段
高校に着任、体育を教えられ、
44 年から 58 年までは游泳部
長として至大荘行事を担当され
た。その後は他校に転出された
が、定年後は強く希望され、再
び九段高校で嘱託として勤務さ
れている。
増田先生は「昭和 39 年は水
温が 18 度程度しかなく、太っ
ている生徒だけが遠泳に参加し 気持ちのよい海風がそよぐ高原風のリゾートコース。スタート前、笑顔の集合

至大荘で歌う、波どうどうと…は、やはり格別だ 「あヽ至大莊」を朗々と歌い上げた増田先生 ン十年前に戻った僕達・私達

今年は４組のファミリーが参加した

大先輩も上機嫌

た。寒さで次々に脱落者が出
て、65 人のうち完泳したのは
15人。全員が女生徒だった」、
「44 年に学園紛争があり、職
員室が生徒に封鎖されたりした
が、至大荘行事中止を求める声
はなかった」など、エピソード
をまじえながら至大荘行事の今
昔を話された。
講演の後、戦後、至大荘行事

の復活に尽力された湯野正憲先
生が作られ、歴代の游泳部長に
よって歌い継がれてきた「あ丶
至大荘」を披露された。「葎の
雫踏み分けて／渺々のぞむ尾貫
山／血潮果てなく火と燃えて／
怒濤に耐ゆる芙蓉が浦／人来り
人去れど／歴史は古し至大荘」
こんな内容だ。
最後は恒例のバーベキュー・
パーティー。牛肉、ホタテ貝や
エビ、野菜などに舌鼓を打ちな
がら、至大荘体験を語り合い、
同窓生の連帯感が高まった。話
はいつ果てることなく続いた
が、正午過ぎに来年の再会を誓
い合って至大荘懇親会はお開き
となった。

◆平成 18 年の懇親会は 8 月
下旬の予定です。詳細は次号で
お知らせします。

８月 26 日、至大荘行事に伴
いゴルフ大会が勝浦東急ゴルフ
コースで開催された。参加者は
高３の関根信三氏から高 26 井
上和彦氏まで 28 人。和田正好
氏（高５）が夫人同伴で参加さ
れたり、また会員からも多数の
賞品の提供をいただくなど、な
ごやかな会となった。
競技は18ホールストローク

プレー・新ペリア方式で行われ
た。一同、超遅いグリーンでパ
ットに悩まされ続けたが、後
半、小嶋三朗（高13）氏が１打
ロストしながらも36のパープ
レー。房州在住の意地を見せ、
スコア81でベスグロに輝いた。
優勝・西脇修氏（高７）、準優
勝・山崎武正氏（高13）、３位・
清河昌之氏（高７）。

和やかにー至大荘懇親会プレゴルフ大会

平成 17年 4月 1日に個人情報保護法が施行
されました。菊友会では施行以前より、①会員
の住所、電話番号などの問い合わせに関して本
人の了解を得るか、本人から連絡していただ
く、②名簿作成時に調査票で住所、電話番号、
勤務先に関して不掲載のご希望を確認するな
ど、第三者に対して情報を提供する際には、十
分に注意を払って参りました。
菊友会は、高度情報通信社会における個人情
報の重要性を認識し、その適切な管理を行う事
が重要な社会的責務であると考えています。会
員の方々から個人情報についての問い合わせや
ご要望も寄せられており、12 月９日の定例理
事会で「個人情報保護方針」を定めました。今
後も個人情報の取り扱いには最新の注意を払
い、個人情報の保護に積極的に取り組みます。
理事会で定めた個人情報保護方針は次の通り
です。

１：個人情報とは
現在、過去において、第一東京市立中学校、
東京都立九段中学校、東京都立九段高等学校に
在籍した学生、教職員に関する情報で、個人が
識別されるものをいいます。

２：個人情報に関する法令の遵守
個人情報の取扱において、「個人情報の保護
に関する法律」その他の関連法令等を遵守しま
す。

３：個人情報の収集
個人情報は、利用目的を明確にした上で、適
正、公正な手段により収集します。

４：個人情報の利用
収集した個人情報は、明示された利用目的の
範囲内で、菊友会の業務の遂行上必要な限りに
おいて、利用します。

５：個人情報の第三者提供
保護法に定める場合を除き、事前に本人の同
意を得る事無く、個人情報の第三者への提供は
行いません。

６：個人情報の開示、訂正、利用停止等
収集した個人情報について、本人からの開
示、訂正、利用停止等の依頼があった場合に
は、合理的な範囲内で速やかに対応します。

７：個人情報の管理
個人情報の正確性を保ち、必要かつ適正な安
全管理措置を講じます。かつ個人情報の漏洩、
紛失、改ざん、不正アクセスに対する適正な保
護措置を講じます。個人情報の取扱を第三者に
委託する場合には、委託先に対し情報の厳重管
理を求め、秘密を保持させるために適正な監督
を行います。

８：組織、体制、改善
個人情報保護のための管理体制を整備し、今
後継続的に点検を行い、また個人情報の適正な
取扱を徹底するため、菊友会役員、事務局員に
対して継続的に研修を実施する等の方策を講じ
ます。

９：個人情報に関する問い合わせ先
菊友会事務局　
〒 102-0073	東京都千代田区九段北 1-7-3
TEL:03-03263-2448	　FAX:03-3263-1033

菊友会は、個人情報保護方針を定めました
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菊友会名簿 2006 年版は、３
月1日発行へ向けて順調に作業
が進んでいます。現在、年末年
始にかけて、名簿委員他理事一
同、最後の追い込み作業に入っ
ています。今回も多くの会員の
方々から広告掲載のご協力をい
ただきました。感謝致します。
名簿購入のお申し込みは、こ
の会報に同封致しました郵便振
替か、銀行振込で、お早めにお
願い致します。ご不明の点は事
務局までおたずねください。

頒価：2,500 円（送料含む）
 ▼郵便振替 :
郵便局口座番号	00120-7-167292
加入者名　菊友会名簿委員会
 ▼銀行振込 :
東京三菱銀行神保町支店　
口座番号 0691551	
口座名	 菊友会
なお、古い名簿を廃棄する
時は、悪用されないように出来
るだけ細かく切って、少しずつ
可燃ゴミとして処分してくださ
い。新聞、雑誌などと束ねて出
すと、業者に抜かれて売買され、
同窓生全般に迷惑をかける事態
もあり得ます。皆様の自衛によ
るご協力をお願い致します。

（菊友会名簿委員会）

菊友会名簿３月発行
お申し込みはお早めに
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ご冥福をお祈り申し上げます
旧職員 金森　久 中６ 神谷　誠 中 10 中野　達彦 中 16 前田　和貞 高３ 大沼　竜也 高８ 古場　常昭
旧職員 鮎澤　眞澄 中７ 安藤　益男 中 10 長谷川　剛男 中 16 萬石　末之 高３ 武部　恒雄 高８ 高橋　恒夫
旧職員 堤　勝子 中７ 中根　千富 中 10 三好　俊彦 中 17 馬場　敏夫 高３ 富田　叔孝 高８ 藤田　茂一
旧職員 斎藤　昉 中７ 矢崎　武夫 中 11 大住　欣一 中 17 日比　和夫 高３ 林　恵一 高９ 酒井　章有
旧職員 磯部　清一 中８ 秋山　尚之 中 11 田島　東吾 中 18 千田　隆二 高３ 山中　富太郎 高９ 関　庸子
中１ 藤崎　朋彦 中８ 新井　正 中 11 手嶋　虔 中 18 田口　善 高３ 吉岡　準 高９ 藤井　暁
中１ 湯浅　秀夫 中８ 宇野　一郎 中 11 富谷　十三雄 中 18 待木　和夫 高３ 吉村　公男 高 10 星野　真智子
中２ 宇垣　総夫 中８ 後藤　秋生 中 11 三松　潔 中 18 山﨑　雷太 高４ 雨谷　靖雄 高 11 高木　将博
中２ 岡田　朋久 中８ 佐藤　正一 中 12 石川　利直 中 19 桑野　靖 高４ 加藤　一雄 高 11 渡辺　栄伯
中２ 戸谷　宗吉 中８ 菅井　潔 中 12 鬼海　健次郎 中 19 虎岩　頼俊 高４ 神谷　公雄 高 12 奥村　尚
中２ 農美　英 中８ 杉山　四郎 中 12 菊地　昌生 中 20 喜多川　滋 高４ 木村　義雄 高 12 春名　廉
中２ 前田　弘 中８ 田坂　重正 中 12 清水　洸 中 20 広瀬　惇一郎 高４ 劔持　護 高 12 山内　一則
中２ 松崎　芳郎 中８ 丸山　壽一 中 12 園田　善三 中 21 太刀川　寛 高４ 佐久間敬一郎 高 13 吉池　英壽
中３ 伊藤　安純 中８ 八木　吉郎 中 12 中島　彰 高１ 伊藤　達雄 高４ 高橋　明男 高 14 江守　政三
中３ 奥平　隆也 中８ 渡部　真年 中 12 野村　忠亮 高１ 楠岡　駿輔 高４ 林　鐵也 高 14 小原　幸子
中３ 守屋　紀美雄 中９ 近藤　啓太郎 中 13 神山　勝夫 高１ 山本　則之 高５ 清水　益夫 高 15 近藤　七生子
中３ 矢幅　政人 中９ 坂牧　武 中 13 田川　忠 高１ 吉野　徳太郎 高５ 中島　美智子 高 16 水田　明宏
中３ 吉田　瑞穂 中９ 西脇　泰一 中 14 佐久間　栄二 高２ 浅見　仁雄 高５ 船越　千春 高 17 河合　義男
中４ 館野　守男 中 10 伊藤　東伍 中 14 松野尾　勝治 高２ 飯田　和夫 高５ 前田　修 高 17 永田　彰
中５ 窪田　龍一 中 10 樫渕　徹 中 15 島田　英夫 高２ 石田　隆昭 高６ 大谷　武史 高 19 高島　妙子
中５ 難波　一敏 中 10 樺島　京三 中 15 徳永　直茂 高２ 志村　圭輔 高６ 神谷　仙造 高 20 橋本　洋
中５ 新山　茂 中 10 小島　基男 中 16 一色　行雄 高２ 白井　恒宏 高６ 林　和子 高 20 平石　義太郎
中６ 石田　脩一 中 10 坂上　善一郎 中 16 加藤　忠男 高２ 田中　邦孟 高７ 高峯　眷成 高 21 本多　恵利子
中６ 薄　亮 中 10 清野　浩一 中 16 佐藤　慶一 高２ 橘　秀一 高８ 尾身　利昭 高 28 大田　弘
中６ 遠城　敏雄 中 10 高木　英二 中 16 酒巻　正雄 高３ 植松　巖 高８ 大谷　有士 高 46 小崎　陽子

前号以降にご逝去が判明された方々。本号では同窓会名簿改訂
に伴う調査の課程で判明した方々も掲載しました（敬称略）



【新校舎完成図】
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今年、傘寿の記念に菊友会大
会でクラス会を開かれた中 15
回生。昭和 13 年に旧制市立一
中入学、18 年卒業。軍国主義
的風潮が高まる中で一中生活を
送られ、在学中に太平洋戦争も
始まりました。菊友会広報委員
会は、中 15 回生の皆様に、①
日米開戦のニュースを聞いてど
のような感想を持たれたか、②
学内の雰囲気は変わったか、③
思い出の恩師は－の３点につい
てお伺いしました。ご回答のい
くつかをご紹介します。
①日米開戦の感想
・昭和 16 年 12 月８日、中学
３年の登校中、ラジオで「帝国
陸海軍は英米両国と戦闘状態に
入れり」と聞いて、たいへんな
ことになったと思った。
・当時は景気のよい大本営発表
や軍歌に洗脳され、一億総、躁
状態の時代。好むと好まざるに
かかわらずその影響を受けた
が、市立一中のわれわれは日米

開戦を自らのこととして深刻に
受け止めた記憶がない。ただ、
日本のような小さい国が大国ア
メリカと戦って勝てるのか、も
し勝ちでもしたら軍人がのさば
る世の中になるなと思ったこと
などが記憶に残っている。
・来るものが来たと、身の引き
締まるショックを感じたが、開
戦時の大戦果の報でその危惧は
薄らいだような錯覚を覚えた。
・やはり始めてしまったのだな
ーと思っただけで、これといっ
た意識の変化はなかった。
・朝起きてラジオで開戦を知っ
てびっくり。しかし、真珠湾攻
撃の大勝利の報道があり、落ち

着いて学校に向かった。飯田橋
駅から歩いていると家々のラジ
オから軍艦マーチが聞こえてき
て、ルンルンで登校したことが
いちばんの思い出。
②教育方針や学内の雰囲気は
・まったく変わらなかった。強
いて言えば、多少、教練の時間
数が増えたぐらい。昼食は全校
生徒、教職員一同、地下の大食
堂で、５年生の週番の「さりは
んり、べっしょに向かわず」と
いう合図で、一斉に同じ食事を
とったことを鮮明に思い出す。
昭和 18 年春頃は、食糧も乏し
くなっていたにもかかわらず、
一中の昼食には質の低下がほと
んどみられなかったことは今振
り返っても驚異に値する。至大
荘も忘れがたい。

・これまでの考え方や方針に変
化は感じられなかった。ここが
第一中学の偉いところだ。た
だ、教練が少々厳しくなった。
・気象部の観測が禁止された。
・校内は文化系と理科系に別れ
ることになったが、文化系は
20 歳で兵役が待っていた。理
科系は軍需工場への動員で兵役
を免れるので、理科系に変わる
人が増えた。しかし、勝ち戦と
聞いていたから、割合のんびり
ムードだった。苦労したのは上
の学校に行ってから。みんなや
っと生き延びた感じである。
③思い出の恩師
中15回生の５年間はクラスの
入れ替えがなく、担任の先生も
変わらなかった。Ａ組＝数学の
福井常孝先生、Ｂ組＝英語の清
成孝先生、Ｃ組＝国語の英敏道
先生、Ｄ組＝漢文の渡部信二郎
先生。皆さんやはり担任の先生
についての思い出が深いようだ。
Ｃ組の英先生は禅寺の和尚さ
ん。クラス会の名前は和尚をひ
っくり返して「尚和会」。今で
も毎年１回開いているという。

(6) (3)

菊友会大会・クラス会から

平成 18 年４月に開校する千
代田区立九段中等教育学校の概
要が固まってきた。10 月の学
校説明会での配布資料や、９月
に開設された同校のホームペー
ジ、初代校長に決まった賀澤恵
二氏の話などから紹介する。

中等教育学校は、６年制で中
高一貫教育を行う。中学校に相
当する前期課程と高校に相当す
る後期課程からなり、中学部分
と高校部分で重複している教育
内容を統合して効率のいいカリ
キュラムを編成する。後期課程
は単位制で普通科だけとし、年
間を前期・後期の２期制にする。

学校規模は、１学年160人、
６学年で 960 人。開校時は新
入１年生と区立九段中学からの
編入生（２、３年生）との３学

年でスタートする。都立九段高
校最後の卒業生が巣立つ平成
21 年 3 月までは、校名は違う
が６学年が校舎を共用し、体育
祭などの行事を一緒に開催、伝
統継承に配慮する。

校舎は、現九段高校の校舎に
加え、道路を隔てた北側の隣接
地（旧東京保護観察所跡地）に
新校舎が建設される。新校舎は
地上６階建て、普通教室のほか
少人数学習室、視聴覚室、図書
室などが入る。18 年２月には
竣工の見込みだ。

入学者選抜は、教科ごとの学
力検査はないが、学習活動への
適応能力、問題解決への意欲、
判断力や表現力を見る適性検査
を行う。応募者多数の場合は書
類による第一次選抜がある。面
接は初年度については行われな
い。

授業料は、義務教育段階の前
期課程はかからず、後期課程
は都立高校と同額の年額 11 万
5200 円。入学金は千代田区区
内居住者が 5650 円、区外居住
者はその 10 倍の５万 6500 円
とすることが区議会で決まっ

区立九段の概要固まる
た。

制服は、前期課程は詰め襟
の学生服とセーラー服。現九段
中学の標準服のデザインを踏襲
し、多少の変更を加えている。
後期課程は11月末現在未定。
菊友会からは「九段の制服は一
中時代から背広。卒業生は背広
の制服に思い入れがあるので、
後期は背広を」と要望している。

校旗・校章は、上のように決

菊友会の髙野会長、尾羽澤理
事長らは 11 月 14 日、千代田
区立九段中等教育学校の初代校
長に決まった賀澤恵二先生と、
九段高校の校長室で会談した。
賀澤先生は都立戸山高校などで
教鞭をとられ、都立篠崎高校校
長を経て、都教委の高等学校教
育指導課長、都教育相談センタ
ー所長などを歴任された。都か
ら区への九段高校の移譲条件を
詰めるため、都教委、区教委、
九段高校、菊友会の４者によっ
て設置された検討委員会の委員
も務められている。
菊友会側は「同窓会には区へ

の移譲に根強い反対があった。
九段高校を母体校と位置づけた
移譲条件ができたからこそ意見
をまとめることができた。移譲
条件は絶対に順守していただき
たい」と要望した。
賀澤校長は、「区立になって
も同窓会との関係は維持した
い。移譲条件は守る。しかし、
今の九段高校と生き写しの学校
にすることではない。ただ行事
を真似るだけではなく、抜本的
な手を打って子供のためになる
何か新しいこともやりたい。カ
リキュラムは進学を重視したも
のにする」など抱負を語った。

「新しいこともやりたい」－賀澤初代校長語る

高 27 回・卒業 30 周年記念
同期会が、快晴の 9 月 10 日
（土）、25 周年と同じ東京・
一ツ橋の如水会館で行なわれ、
111 名の懐かしい顔が集いま
した。5年前よりさらに増えた
白髪、ますます突き出たお腹。
「人のこと言えるか、お前のほ
うこそ…」。笑い声の中、午後
5 時半、篠原幹事の司会のも
と、中井代表幹事の乾杯の音頭
で会は幕を開けました。来賓の
太田、村木、増田、片瓜、町田
各恩師のご挨拶、記念撮影、校
歌・至大荘歌の斉唱とプログラ

ムは進み、5 年後の「35 周年
同期会」の再会を期してお開き
に。そしてほぼ全員が階下の二
次会場へ。出席者の多さに用意
の席が足りず、一次会に引き続
き立って話す人も多数でした。
5年前の 25 周年同期会の準
備から続いている幹事会。3ヶ
月に一度くらいの集まりは、勤
務先の施設を利用したり、同期
の仲間のお店を利用させてもら
ったり。世話役は持ち回りなの
で、毎回違った趣向の場所、料
理が楽しみ。下町駒形のどぜう
鍋があるかと思えば白金台のフ

レンチあり。幹事会（母体は陸
上部だったことは間違いない。
しかし徐々に柔道部も勢力を強
めている…）に新しい仲間が増
えていくのも楽しみでした。
直前 1 年間は毎月集合。Ｅ
メールをフル活用。日によって
は仕事以上に乱れ飛ぶ九段メー
ル。感じたのは、中井リーダ
ー以下、みんなとにかくマジメ
で、やることが早い！敬服。こ
れが九段ＤＮＡなのか？そんな
わけで、今また次の 35 周年同
期会に向けて、始動しつつあり
ます…といってもしばらくは気
楽な飲み会かな？

（幹事　伊藤直司	）

高 27 同期会・卒 30 年―ワンワンワンの大集合

第 23 回関西菊友会総会開かる

■高 14 回同期会
恩師 4 人、同期 105 人
10 月 22 日、霞ヶ関東京會
舘で催された高校 14 回の卒業
43 周年記念同期会。予想を上

去る 11 月 12 日（土）例
年同様、大阪キャッスルホテ
ルにて関西菊友会が開催され
ました。会は第 1部を湯浅良
男幹事長（高 14）の司会で
物故者への黙祷（本年 7月逝
去藤井暁先輩・高 9）、中村
正治会長（高 13）の挨拶、
来賓として今年も東京本部よ
りかけつけてくださった髙野
光正会長（高 4）の挨拶をは
じめ、鍛冶利秀氏（高 4）、

宮島徹氏（高9）岡田肇氏（高
10）により菊友会および学校
の情報を聞くことができまし
た。会計報告のあと、久々に
講演として一番若い米田達郎
氏（高 42）（文学博士、近
畿大非常勤講師）による「大
学生の国語力」という演題に
て、方言を例に話し言葉と書
き言葉の区別など身近にある
問題を氏の体験を通じ分かり
やすく説明していただきまし

た。質問もかなり飛び出し有
意義な講演であったと感じま
した。
全員で記念撮影の後、岩田
則夫氏（高 18）の司会で第
2部が始まり、一番上の先輩
である竹内良夫氏（中 13）
によりシャンパンで乾杯の
後、会食、懇談に入りまし
た。初参加の人、遠路から参
加の人の一言二言を交えなが
ら各席で懇談が続いておりま
したが、最後に全員で校歌、

至大荘歌を合唱し、米田氏の
音頭で万歳三唱、お開きとな
りました。
今回は出席者 38 人とやや
少なめではありましたが、全
体として盛り上がったと思い
ます。なお時間もまだ早かっ
たこともあり、33 人が二次
会に出席、語り尽くせなかっ
たことを語らい来年の再会を
約しました。次回の関西菊友
会は、10月 14日（土）の予
定です。（高16・綿貫泰望）

関西菊友会ゴルフコンペ
11 月 11 日、関西菊友会
総会の前日、曇り空のもと、
宝塚市内の愛宕原ゴルフ倶楽
部に 13 人が集合。髙野会長
と鍛冶さんにも馳せ参じてい
ただき、紅一点の養父明子さ
ん（高 5）の友人女性 2名を
助っ人に、やっと 4 組が成
立しました。皆、異口同音に

天気予報の「午後から雨」を
気にしつつ白球に立ち向かい
ました。成績は優勝、ネット
73.4の桑原脩二さん（高8）、
準優勝、73.6 で髙野会長、3
位、74.8 の岩田則夫さん（高
14）でした。最後に、ニアピ
ンを 3つも一人取りした私は
栄えあるブービー賞を獲得し
ました。　（高7・杉田健治）

日米開戦の報、その時、あなたは？

まった。都立九段高校の校章、
６角形の菊のマークはそのま
ま、「高」の字の代わりに「九
段」と入る。

校歌は、九段高校の校歌を
継承するが、歌詞中の「東京
都立九段高校」は変えざるを
得ない。正式な校名「千代田
区立九段中等教育学校」では
長すぎて歌えないので、数種
類の省略形を九段高校の音楽
部員が実際に歌ってみて、歌
いやすい形を基本に決めるこ
とになっている。

■高２同期会
毎年体育の日の翌日開催と定
めている高２回同期会が 10月
11 日、いつもの東京會舘ゴー
ルドルームで古賀周作、槌田満
文両先生のご臨席をいただき、
生徒 41人が集まって開催され
ました。この 1 年間に物故さ
れた 3 人の友人達の御冥福を
祈るとともに、司会の加藤から
出席できた人々への祝意と病の
床にある人々へのお見舞いを込
めたあいさつのあと、両先生の
ご挨拶、東京會舘会長・鈴木君
の開会の辞、久保寺君の乾杯の
発声と続き、以後旧懐を温める
歓談が秋の夜長も惜しむように
続きました。席上、五十嵐君
（元九段中教諭）から母校の今
後について、校歌、校章はほぼ
現在のものが踏襲され、至大荘
の行事も引き継がれる旨の説明
を受けました。	 （加藤　雅）
◆高 2 回の同期会に出席され
た中里溥志さんから以下のよう
なご感想が寄せられました。
「昭和 19 年に入学、25 年
に卒業した私たちは、3度の大
空襲、敗戦、新しい出発の時代
を九段の生徒として過ごしまし
た。戦後 60 年ということで、
どこでどんな気持ちで昭和天皇
の放送を聴いたのかということ
が話題の中心になり、戦争の悲
惨さを直接に体験している最後
の世代として、この国の前途を

案ずる発言もありました」 回る 105 人もの同期が駆け付
けた。恩師も古賀周作、佐藤周
蔵、田中義信、川田 ( 栗原 ) 節
子の４先生に参加をいただき、
大盛会。２時間の宴はあっとい
う間に終わり、最後は写真係が

大汗をかいた末の記念撮影とな
った。次回開催は 64 歳となる
２年後の 07 年秋を予定。幹事
は３組の高井 ( 湯口 ) 禄郎、布
川博資、麻生 ( 大久保 ) 敬子が
務めます。	 （佐々木紘一）



壇上に勢ぞろいした、歴代の菊友会会長

バスケに燃えた日々に戻って
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平成 15 年に開催されてか
ら、2年ぶりに一球会（市立
一中および都立九段高校バス
ケットボール部のＯＢ・ＯＧ
会）が開かれました。
９月３日のＯＢ ･ ＯＧ戦
は、中 12 回の中尾彬先輩か
ら現役まで若い動ける人を中

(2) (7)

校名変われど母校は存続
菊友会会長　髙野光正

本日はかくも多数のご参加を
いただき、ありがとうございま
す。ここには年齢差 70 歳の同
窓生が一同に会している。母校
の卒業生であることに郷愁を感
じ、当時の仲間とも会い、想い
出を懐かしんでいる。関西菊友
会に遠方から参加された方は、
「はるばる来るのは九段の何か
に引き寄せられるのだ」とおっ
しゃられていた。
われわれ同窓会は都から区へ
の目に見える移譲条件が順守さ
れているかをモニターするだけ
でなく、目に見えない九段の何
かを継承させて、今後の新しい
学校の教育に役立てるべくお役
目を果たして行くのが課題と思
っている。
校名は変わるが、母校は存続
し、菊友会も引き継がれる。
ここに至るまで行政とぎくし
ゃくすることもあった。しかし
何とか関係者の努力で、今では
よりよい学校作りに格別のご理
解をいただいている。現九段
高校の齋藤校長は昭和 50 年代
の都立高校改革時代に約 10 年
間、九段高校で教鞭をとって
おられ、その時に校舎の建て替
え、コース制の選択、さらに制
服も変えるなどの改革に携わら
れた。従って、九段への思いは
われわれ同窓生以上のものがあ
る。当時のご経験を生かされて
移譲問題には格別のご尽力を賜
った。厚く御礼を申し上げた
い。

移譲条件の順守願う
鈴木謙一　菊友会前会長　

来年度から新しい学校が開校
する。移譲問題に関わった者と
して感慨がないわけではない。
私が会長時代、都から区への移
譲問題が突如起こり、どう対応
すればいいか、正直なところ苦
慮した。その時感じたことは母
校への思いというものは世代に
より、学年により、また人によ
って様々ということだった。こ
れを一つの意見に集約すること
は難事業だが、限られた時間内
で菊友会の総意をまとめ上げ、
行政に菊友会としての立場を提
言した。今でもまざまざと思い
出す。東京都には伝統に関わる
こと、校名、校旗・校章、伝統
行事を移譲条件の基本的な問題
として明記して順守してもらい
たいと要望し、千代田区には物
心両面で新しい学校を魅力ある
学校に作り上げるという当初の
約束を果たしてもらいたいとい
うことだった。
移譲問題は第２フェーズを迎
え、会長を髙野会長にバトンタ
ッチした。会長はじめ現在の理
事の皆さん、そして学校の関係
の方々、まことによくやってい
ただいていると心から感謝して
いる。移譲問題が起こり、菊友
会の皆さんの母校に対する思い
が新たになり、強まり結集され
て、これが大きな力になった。
たいへん頼もしい。伝統とは新
しい状況に挑戦し、発展的に継
承されて行くことではないか。
ご列席の皆さまのご健勝と新し

菊友会大会・挨拶から

九段の伝統つなぐ意思を再確認

い学校が首尾よく開校し、繁
栄することを祈念して乾杯した
い。（乾杯の挨拶から）

＊	＊	＊
千代田区教育委員会

若林尚夫教育長

本日は髙野会長はじめ皆さま
からお話をいただき初めて参加
させていただいた。平成 14年
度に九段高校を千代田区立中等
教育学校に改変して行く話が
あり、その際、鈴木前会長はじ
め、菊友会の皆さまにお世話に
なった。ようやく来年4月開校
の段取りとなり、髙野会長とも
十分調整させていただいている
が、同窓会の皆さまとの約束は
きちんと守って行きたい、今後
とも継続して九段中等学校に反
映して行きたいと考えている。
そして第一東京市立中学の初心
に戻って学校の中身をきちんと
見直し、そこから第一歩を進め
たいという気持ちで一杯だ。
九段中等教育学校には大体
1000 名以上の子供さんの受験
があると予想している。たいへ
んな倍率になるわけだが、きち
んとした教育内容を整備して行
きたい。そして生徒に学力をつ
け、進学校としての第一歩を踏
まえたいと考えている。皆様に
は区立の校長になる賀澤校長を
ぜひともバックアップしていた
だきたい。教育委員会としても
最大限の努力をしていく。

＊	＊	＊
齋藤八重子　九段高校校長

新校のスタートに当たって、
この 1 年、半年、色々な苦労
があった。九段の同窓生あるい
は九段の教職員は母校、旧職場

に対する思いが大変強い。従っ
て伝統のイメージが一人ひとり
の頭の中にあって、伝統に対す
る意見の食い違いがある。これ
から新校の生徒と都立九段高校
の生徒が、あの狭い校舎を共有
していかなければならない。そ
の子供達を守る意味でもわれわ
れ大人は心をひとつにして行か
なければ新しい学校の生徒に九
段の伝統をしっかりとつないで
行くことは出来ない。
とりわけ至大荘の行事を受け
継いで行くことが大切だ。至大
荘行事は、生徒であった同窓会
の皆さんの思いとは別に、教職
員にとってそれはそれは命がけ
の事業といえる。新校は 19 年
度に４年生が至大荘行事をする
と言うが、そのためには今から
人事、予算の面で準備をしなけ
れば出来ない。準備をせず行事
を止めるのは許されない。私は
新校を立派にしたい、九段生を
立派に育てたいと願っている。
新校の校長となる賀澤先生と
は実は校長の同期。研修会で意
見を戦わせたこともある。互い
にとことん話し合って新校につ
なげて行ける方だと思ってい
る。菊友会の皆さまには、今後
もよろしくご支援をいただきた
い。

＊	＊	＊
山本美保　PTA 会長

移譲を控えた昨年度、ＰＴＡ
役員、九段の先生方のおかげで
一つの大きな波が通り過ぎたと
思う。子供たちは活気のある姿
を見せ、先生方の熱心なご指導
で落ち着いた学校生活を送って
いる。今後、学校の名前と形が
変わっても、菊友会の皆さまに
九段を支えていただき、見守っ
ていただけることを確信した。
帰ったら娘にあなたの母校はな
くならない、何も変わらないと
伝え、来年からは菊友会の仲間
入りすることを誇りにするよう
話したい。

森　　大作（中 11）	 「至大至剛」の書額（１枚）
橋本　政雄（中 13）	 文明堂のカステラ（6個）
吉田　忠男（中 16）	 ボルドーワイン（２本）
鈴木　謙一（中 21）	 東京會舘の洋菓子（10個）
世古　圭介（高１）	 スペインのチョコレート（6個）
小高　登志（高３）	 ウニの瓶詰め（2個）
大井　基臣（高４）	 宝来屋羊羹（10本）
髙野　光正（高４）	 図書券（２組）
宮島　　徹（高 7）	 丹後久美浜の鯛せんべい（３個）
内田　栄一（高 8）	 神田お玉ヶ池「ふな亀」うなぎ１匹丸ごと

料理コース２人前券（５組）
岡本　芳雄（高８）	 クロスボールペン（１本）
岡田　　繁（高 9）	 石坂ゴルフ、メンバー並プレー券（3組）
飯田　勝夫（高 13）	 サプリメント・コエンザイムQ10（10個）
宗像　伸行（高 13）	 電気カミソリ（3個）トラベルスヤスヤ（3個）
鈴木　敏雄（高 20）	 マイナスイオンケアブラシ（5個）他（1個）
相原　　學（高 39）	 記念切手他（2組）
菊　友　会	 「至大荘」ラベル日本酒2本組（10組）他４

菊友会大会福引に景品をご提供くださった方々（敬称略）

■高 28回クラス会頻繁
卒30周年控えメール飛び交う
いままで、クールだった高
28 回生も、さすがに来年の卒
業 30 周年を控え、クラス会を
頻繁に開催するようになりまし
た。数多くの集まりが行われて
いますので、ここでは主たるも
のをご紹介致します。
１組は７月９日、目白椿山
荘にて開催し 17人参加。２組
は 11 月 19 日、日本橋「キュ
イジーヌ」で 15 人参加。３
組は９月 10 日、神谷町「侘び
助」にて 18人参加。４組は６
月 11日東京ドームホテル	ピァ
ビュウにて 12 人参加。６組は
11 月 12 日、大森「天仲」で
13人参加。７組は８月18日、
番町の	レストラン「いわさき」
にて11人参加。この他にも「分
科会」と称して、数人で集まっ
たり、ボーリング大会など、定
期的に開催しているクラスもあ
るようです。我々高 28 回もや
っと「高校 33 年生だよ、楽し
いね」と言えるようになりまし
た。	 （佐治	信之）

■九蹴会
ＯＢ、現役ゲーム楽しむ
サッカー日和となったグラン
ドで８分ハーフのミニゲーム開
始。現役 19 人、ＯＢ 38 人混
成、６チームでリーグ戦スター
ト。賞品が用意されていたため
か、皆、目の色を変えてプレー
していました。優勝はＣチー
ム、得点王は１年の菅君、ＯＢ・
ＭＩＰは伊藤さん（高 24）、
現役ＭＩＰは１年の岡田君。
続いて熟年、中堅、若手ＯＢ
チームが現役との 15 分の交流

戦を行いました。体力的には厳
しい面もありましたが、どのＯ
Ｂもひたむきにプレーする姿が
印象的でした。最後はＯＢチー
ム同士の熱戦で交流戦の幕を閉
じました。
場所をホテルグランドパレス
に移しＯＢ 29 人、顧問岡村先
生、前顧問小林先生、現役代
表が参加し懇親会を行いまし
た。伊藤会長（高 24）、岡村
先生の挨拶の後、太田さん（高
17）の乾杯で開始。サッカー
談義に花を咲かせ、旧交を温
め、和気あいあいと楽しいひと
時をすごしました。最後は野本
さん（高 22）の挨拶、藤沼さ
ん（高 23）の一本締めで閉会
しました。交流戦、懇親会とも
高 17 ～ 54 回までの幅広い年
代のＯＢにご参加いただき、誠
にありがとうございました。

（高 34・秋元克之）

■高７回ゴルフの集い
10月 20日、好天に恵まれ恒
例の秋の「79 会」ゴルフが東
京湾カントリー（鈴木淑也君・
高７が理事）で行われました。
多忙な時期にもかかわらず 18
人が参加され、おおいにプレー
を楽しみ談笑が進みました。
今回はシングルペリア方式に
して大穴が出るようにしたので
すが、結局優勝はペリアに強い
三井君になり、2位寺沢、3位
三井夫人、名誉あるブービーは
宮崎の諸氏となりました。
次回は 4月 27 日（木）、幹
事、三井、宮崎で努めます。ご
期待ください。	 （宮島　徹）

■第41回　菊友会ゴルフ大会
ミラクルの続出！
　第 41回菊友会ゴルフ大会は
10 月 19 日（水）、よみうり
ゴルフ倶楽部で参加者 23 人・
6 組が、アウト・インに分か
れて 18ホールのストロークプ
レーを行った。今回は新々ペリ
ア方式（隠しホール９）とあっ
てハンディの運不運は天まか
せ。果たせるかな結果は……な
んと！優勝は最年長の橋本政雄
氏（中 13）。準優勝も 71 歳

■高５回ゴルフ大会
第９回高５回生ゴルフ大会
は、10 月 13 日、秋晴れの久
能カントリー倶楽部	（千葉県
富里市）で３組 11人が参加し
て行われました。優勝はアウ
ト・イン	とも 48 で回った清

一 球 会 　 ２ 年 ぶ り の 開 催
－ 全日本決勝出場の思い出話も －

心に約 70 人が参加、中には何
十年ぶりかでボールに触ったと
いう先輩もいて、ゲームを楽し
んでいました。ゲーム後の懇親
会には、元、現顧問の先生をは
じめ、約 70 人が出席し、ゲー
ムの感想や現役時代の思い出な
どで大いに盛りあがりました。

10 月 22 日の一球会総会に
は、中 4 回の田淵大三郎大先
輩から高 51 回生まで幅広い年
齢の約 80人が参集しました。
中 14 回の角田真一郎先輩か
ら、中学 13 回生主体のチーム
が全日本中等学校篭球 ( バスケ
ットボールのこと ) 選手権大会
で優勝、中学 6 回生についで
2度目の全国制覇を果たした時
の様子や、中 19 回の長島久先
輩から、一球会が全日本バスケ
ットボール選手権大会で決勝に
進出し、惜しくも負けた試合の
話、またこの試合を観客席で見
ていた中 15 回の亀里旦先輩の
話など、貴重な話を伺うことが
できました。
総会の最後に出席者一同、
76 年という長きに亘る一球会
の歴史を、今後とも絶えさすこ
とのないようにとの思いを強く
持って、再会を約して別れまし
た。	 （高 10・坂上宗男）

の大井基臣氏（高 4）に。とに
かく順位はミラクルの続出で、
成績発表の懇親会は沸きに沸い
た。優勝の橋本氏は「こんな事
は初めて」と驚かれ、「勝者の
弁」では自作の「ボケない秘訣
歌」のご披露に及んだ。ベス
グロは赤司久雄氏（高 15）で
86。大智経之氏（中９）が提
供くださる恒例の七宝焼きペン
ダント（７等賞）は、尾羽澤正
敏氏（高９）が獲得した。

■高 29回 1年 7組クラス会
	11 月 3日、神楽坂「もりの
いえ」で、高 29回 1年 7組ク
ラス会が開かれました。一昨年
の 25 周年同期会のとき、九段
高校での新しい生活をともに始
めた一年生のクラスの仲間とも
集まりたいとの声があがり、有
志の尽力で実現したものです。
	当日は、遠く石川県からの
参加もあり 29 人出席の盛況。
担任の足助先生から名簿順に
“点呼”をしていただいて一人ず
つ近況報告。足助先生との見た
目年齢差はだいぶ縮まった観は
ありましたが、九段の生徒であ
った喜びをかみしめた楽しい夕
べとなりました。	（石川恵子）

■菊友囲碁会
菊友囲碁会会員は、河野会
長（中 15）以下、小泉氏（高
18）まで約 30 人です。平成
17年の活動は以下でした。
１月・戸山高校ＯＢ囲碁会と
定期戦。東京駅南口住友生命ビ
ル ｢いずみ囲碁ジャパン ｣。戸
山 13 人、九段 30 人参加。少
しの負越。２月・菊友囲碁新春
例会。「いずみ―」。15 人参
加。５月・大多喜「昭平庵」宿
泊研修。８人参加。６月・菊友
囲碁例会。「いずみ―」。18
人参加。７月・戸山高校ＯＢと
定期戦。「いずみ―」。戸山Ｏ
Ｂ14人、九段13人参加。９月・
「マホロバマインズ三浦」宿泊
研修。６名参加。11 月・菊友
囲碁例会。「いずみ―」。18
人参加。　皆さんの腕前は、お
おむね初段から６段くらいの間
です。競技ルールは点数制で、
一段 14点差。１勝すると１点
上がり、負けると１点下がりま
す。入会資格は九段の卒業生、
これだけです。どうぞお気軽に
おいでください。	（岡本　毅）

水一郎君（ネット 78）。２位
には１ストローク差で和田正好
君、３位は前回優勝の渡辺弘道
君と後藤基の２人が 83 の同ネ
ットで入りました。
次回は、5 月 25 日（木）、
若洲ゴルフリンクス（東京都江
東区）の予定です。（後藤　基）

｛
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菊友会大会に 185 人出席
新校九段へ熱きエールの数々

千代田区立九段中等教育学校、４月開校

平成17年度の菊友会大会が
11 月 19 日、東京・丸の内の
東京會舘ローズルームで盛大
に開催された。大会には卒業生
173 人、来賓・恩師 12人の計
185人が出席した。中７回から
高47回まで年齢差は約70歳。
中 15回の 13人、高７回の 11
人、高９回と10回の各16人、
13 回の 23 人など、学年別の
テーブルを囲んで旧交を温める
姿が目立った。今回は都立九段
高校の移譲を受ける千代田区教
育委員会からも初めて３人が来
賓として出席された。（２・３
面に関係記事を掲載しました）
大会は午後５時過ぎ、赤司久
雄理事（高 15) の司会で始ま
り、尾羽澤正敏理事長（高９）
が千代田区立中高一貫校の最近
の動きを報告、高橋直人理事
（高 14）の挨拶に続き、高 13
回の山田勝利弁護士の「司法改
革と裁判員制度－わたしにも人
を裁けるか」と題する講演があ
った。山田弁護士は早大法学部
卒、平成 16 年には第二東京弁
護士会の会長を務められ、平成
15 年には日弁連の司法制度改
革実現本部副本部長として活躍
された。

講演の前半で司法改革の背景
と概要をわかりやすく説明、後
半では平成 21 年春にスタート
が見込まれる裁判員制度につい
て「年平均 3300 件の重罪事件
が対象になり、選ばれるのは補
充を含めると国民 2500 人に１
人の割合。例えば喧嘩でカッと
なり、脅すつもりでナイフを持
ったら、相手が飛びかかってき
て取っ組み合いになり、ナイフ
が腹に刺さって死んだ―裁判員
は、これは殺人かどうかを判断
するもので、必ずしも法律知識
は必要ない」などと話された。
午後６時過ぎから司会が平林
峯夫さん（中 14）にバトンタ
ッチされ、パーティーが始まっ
た。最初に主催者を代表して菊
友会の髙野光正会長（高４）が
挨拶。続いて来賓として出席さ
れた千代田区教委の若林尚夫教
育長、区立中等教育学校の初代
校長に就任される賀澤恵二担当
部長、九段高校の齋藤八重子校
長、ＰＴＡの山本美保会長、恩
師の古賀周作先生らが髙野会長
から紹介された。
この後は乾杯。この日出席さ
れた歴代の会長が紹介されて
登壇。代表して鈴木謙一前会

長（中 21）が「新しい学校の
発展を祈願する」と述べられ、
乾杯の発声となった。しばらく
歓談の後、若林教育長、齋藤校
長、山本会長が来賓として挨
拶。教育長は「区立校になって
も同窓会のご協力とご支援をい
ただきたい」と述べられた。
恒例の福引には卒業生 16 人
と菊友会から計 89 点の景品
提供があり、林昤子理事（高
10）が進行役を務め、景品と
当選者が呼び上げられると、歓
声とため息が会場に流れた。菊
友会から「至大荘」という銘柄
の日本酒が提供されたが、当選
者のいるテーブルではすぐに試
飲が始まり、ビンはたちまち空

になった。
最後は山崎武正理事（高13）
のリードで参加者全員が起立し
て校歌と至大荘歌を斉唱。広い
会場に懐かしい歌が響き渡り、
母校への思いと同窓生の連帯を
確認。宮島徹副会長（高７）が
理事全員を紹介し、閉会宣言し
てお開きとなった。この日消費
されたアルコールはウィスキー
12本、ワイン16本、日本酒は
1.8 ㍑ビンに換算して６本、ビ
ールは80～90本に及んだ。
◆なお、平成 18 年度の菊友
会大会は 10 月●日を予定して
います。詳細は次号会報でお知
らせします。会員の皆さまの多
数ご参加をお願いします。

都立九段高校が母体校となる
中高一貫教育校、千代田区立九
段中等教育学校は平成 18 年４
月に開校する。校長には賀澤恵
二氏が 11 月１日付で就任、千
代田区教委の開設準備に拍車が
かかっている。
区教委は学校説明会をたびた
び開いているが、６月から７月

にかけて３日間に小学６年生
の保護者計 2500 人、５・６年
生の保護者を対象とした 10 月
の２日間には計 1600 人が参加
し、注目の高さを物語ってい
る。さらに 11 月 19 日には賀
澤校長自らが小学６年生へのメ
ッセージを伝える説明会があっ
たが、これにも計 1100 人が参

加している。
募集定員は千代田区内から
80 人、区外から 80 人の計
160 人。男女同数を想定して
いる。入学者選考は他の都立の
一貫教育校と同じ２月３日に行
われ、９日に合格者が発表され
る。入学式は４月６日。
この学校の２・３年生には現

九段中学の１・２年生が編入さ
れ、都立九段高校には最後とな
る新入生も入学する。その生徒
が卒業する平成 21 年３月まで
の３年間は建設中の新校舎のほ
か現在の九段高校の施設の一部
を共用することになる。（３面
に関係記事を掲載しました）
区立九段中等学校のホームペ
ージは　http://kudan.ed.jp/　
です。

あけまして おめでとう ございます

もう 14万人以上が訪れた菊友会のホームページ。クラス会・
同期会・ＯＢ会等の告知にも大いにご利用ください。
事務局にご連絡いただければ、随時新着情報に掲載します。
また、問い合わせがあった場合は、記事の責任者の方にご連
絡いたします。

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

平成 17 年度維持会費
 中 1  ～ 高 52 回　¥ 3,000
 高 53 ～ 高 57 回　¥ 1,000
１）郵便振替
同封の納付書に住所、氏名、電話番号、卒業回、個人コード（会
報の宛名シールに記載されている番号）を明記の上、郵便局
からお振り込みください。なお、高 53回以降の方は会費減額
期間ですので、納付書の金額を￥1,000 に訂正の上、訂正印
を押してお振り込みください。振り込み料は無料です。
２）銀行振込
指定の菊友会口座に氏名、電話番号、個人コード番号を明記
の上、銀行の窓口からお振り込みください。

東京三菱銀行神保町支店　　店番号　　０１３
普通口座　０６９１５５１　口座名義　菊友会

菊友会維持会費の納入を
新校に健全財政で引き継ぎましょう

会員の皆さん、毎度のことな
がら菊友会の財政が逼迫してお
ります。
11月末現在、17年度の維持
会費納入会員は 2,033 人で全
体の12.9％でしかありません。
このまま推移すると 17 年度
も菊友会会計は赤字に転落する
危険があります。
平成 18 年は菊友会名簿を改

定する年でもあり、ぜひとも多
くの皆さんの会費納入を切望い
たします。
また、平成 18 年には千代田
区立九段中等教育学校がスター
トします。新学校制度開始に合
わせて、ぜひ同窓会会計も健全
財政で引き継ぎたいと思ってい
ます。皆さんの絶大なるご支援
を期待いたします。

■柳沼重剛先生
叙 勲　昭和 24

年から 31 年 7 月までの７年間、
九段高校で英語を教えられた柳沼
重剛先生が、平成 17 年秋の叙勲
で瑞宝中綬章を受章された。柳沼
先生は西洋古典文学研究家で、現
在は筑波大名誉教授。古代ギリ
シャの文学などに関する著書や翻
訳書を多数出版されている。　

■高 13・卒 45 周年記念同期会
下記の通り決定しました（開始時
間と会場が変更になっています）。
近日中に各組幹事から案内状が届
きます。万障お繰り合わせの上、
参加ください。
・日時：	 2006 年４月１日（土）
	 14:00 ～ 17:00
・場所：	グランドアーク半蔵門
	 （元半蔵門会館）		（馬渕）
■菊友囲碁会　１月 22日（日）に
戸山高校との定期戦。段位戦です。
場所は東京駅南口住友生命ビル B1
「いずみ囲碁ジャパン」で開催さ

れます。お気軽にご参加ください。

連絡先　岡本毅（高 11）
Tel	042-546-5431
E-mail　okamoto-t@h3.dion.ne.jp

◆	◆			理事会便り理事会便り 		◆◆
……６月……

体育祭に尾羽澤理事長、岡田副
理事長、中野、氏家、田ノ倉理
事出席／高17回（40周年）同
期会に尾羽澤理事長、浅野、氏
家理事出席／PTAおよび（社）
九段総会に坂上副理事長、高橋
理事出席／評議委員会ならびに
新クラス委員歓迎会開催／菊友
ゴルフ開催／吹奏楽部創部 45
周年記念コンサートに宮沢副会
長、尾羽澤理事長、高井、山崎
理事出席／会報 75号発送

……７月……
至大荘行事講師・増田三郎先生
を高橋、長理事訪問／校歌祭実
行委員会に山崎、氏家理事参加

／菊友会大会講師・山田勝利弁
護士（高13）を尾羽澤理事長、
高橋、中野理事訪問／名簿掲載
広告依頼状 115 件発送

……８月……
至大荘懇親会、ゴルフ大会開催

……9 月……
至大荘懇親会実施後の反省、討
議／東京校歌祭の案内状発送

……10 月……

第 13 回東京校歌祭参加（日比
谷公会堂）／髙野会長、宮沢副

会長および岡田副理事長で都教
育庁・都立高校改革推進担当者
と面談。新学校の制服・校章・
入学金等につき菊友会の要望申
入れ／菊友ゴルフ開催

……11 月……

菊友会大会開催／関西菊友会
に、高野会長、宮沢副会長およ
び岡田副理事長出席／ 18 年度
菊友会評議委会、懇親会開催に
向け打合わせ／名簿、３月発行
に向け作成進行

第 13 回東京校歌祭が 10 月
１日午後２時から日比谷公会堂
で開かれ、都立高校 19 校の現
役とＯＢが舞台で思い出の校
歌、応援歌を歌いあげた。また
今年は旧制高校４校から寮歌の
応援参加もあった。
九段高校はＯＢ 33 人が出
演。校歌と至大荘歌を青春にも
どって高唱した。今年もまた九
段坂合唱団の方にはピアノ演奏
と指揮を務めていただいた。九
段高校の現役生徒は試験日と重
なり、残念ながら出席できなか
ったが、来年は現役とＯＢで、

ぜひ一緒に斉唱をしたいと願っ
ている。　　　
校歌祭の参加費は 10 万円ほ
どかかるが、これは菊友会から
の補助金２万円とＯＢやグルー
プからの 42 件の寄付で賄うこ
とができた。今年初参加された
青木斌（中 15）さんは「鎌倉
からはるばるやってきた甲斐が
ありました。皆さんが舞台で一
斉に『第一市立九段中学』と、
歌ってくださって、心底感激致
しました」とコメント。来年に
はもっと多くのＯＢの出演を期
待したい。

舞台で高らかに校歌・至大荘歌を斉唱
日比谷公会堂で恒例の校歌祭

◆インターネットの発達は広
報活動にも大きな影響を与えて
います。菊友会も2001年 7月
に九段ネットを開設しました。
それから 4年半、延べ 14万人
以上の方々がホームページを訪
れました。「何年か先には菊友
会報を発行しなくてもよくなる
かもしれない」、そんな声も聞
こえてきます。
果たしてそうなのでしょう
か。翻って考えれば菊友会報と
ＨＰ、この 2 つは例えて言え
ば車の両輪のようなものであ
り、どちらか 1 つでは全く意
味をなさないことは明白です。
特性が異なるのです。会報とＨ

Ｐがそれぞれの特性を生かし、
共に菊友会会員のために続いて
行くことを願っています。

( Ｓ・Ｏ )
◆菊友会報では皆さまからの
投稿を歓迎します。同期会やク
ラス会、部活動のＯＢ会・同好
会のお知らせや開催報告、会員
に知ってほしいニュースなどを
お寄せください。事務局宛に電
子メールでもお手紙でも結構で
す。原稿には問い合わせ先を明
記してください。ただ、紙面に
は限りがあり、いただいた原稿
全文を載せることができず、一
部をカットすることもありま
す。その点はご了承ください。

（Ｈ・Ｏ）


