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平成20 年度の菊友会の活動は例年通り
活発に始まりました。まず4 月、千代田区立
九段中等教育学校入学式、5 月は高・中等
合同体育祭、社団法人九段総会など、母校関
連事業等への協力を行って参りました。母
校に対する菊友会の役割は益々大きくなっ
ていくように感じます。

ここに菊友会員の皆様に、本年度の特別な
活動として次の３点をご報告いたします。

■都立九段高校閉校への道　
九段高校は来春、都立高校としての歴史

に幕を閉じます。もちろん次の千代田区立
九段中等教育学校に引き継がれるのです
が、締めの行事として平成21年3 月14 日

（土）、九段高校第61 回生の卒業式後に「閉
校式」を予定しています。

都立九段高校は、昭和18 年入学の1 回生
から数え2 万人を超える卒業生を有しま
す。新制高等学校に切り替わった時代の1
回生から4 回生までは中学時代を含め6 年
間を九段で学びました。その後も学区制、学
校群制、コース制と時代の要請を受け入れ
ながら、名門校として優れた人材を輩出し
てきた事は皆様ご承知の通りです。

菊友会は、閉校式を、第一東京市立中学校
に始まった「第一たれ」の精神を、次の九段
中等教育学校に引き継いでいくための、思
い出深いものにしていきたいと計画してい
ます。（詳細は次号でのお知らせ致します）

都立九段高校の閉校行事を意義あるものに

菊友会員 正会員として初参加
5 月24 日（土）、社団法人九段の総会が九

段高校で行われ、19 年度決算報告、至大荘
と尽性園の利用状況、20 年度事業計画など
が報告、承認されました。19 年度の定款変
更によって初めて法人九段の会員資格を得
た菊友会員は出席者の１/4 を占めました。

現在、法人の財産は土地・建物を含み約
30 億円です。20 年度の事業予算は約4600
万円、うち9 割方を基本財産の運用収益で
賄う安定した運営・維持がなされています。

一方で平成20年12月に施行される公益
法人制度改正法（以下、新法）への対応とい
う大きな課題も抱え、新法の認める公益性
に向けた模索が報告されました。これに対

平成 20年度の菊友会の役割

菊友会理事長　髙橋直人

■社団法人九段と菊友会
5 月24 日の法人九段定例総会までに菊

友会員238 人が正会員に加入致しました。
今後の法人九段の運営に菊友会の考え方を
反映していく起点になります。

別掲（３ページ）のように法人九段は多
くの公益法人同様に新法の下、解決すべき
問題を抱えています。菊友会員の社会での
長い経験や見識が、今後の運営面に大きく
求められていきます。

■3 年目を迎えた九段中等教育学校
5 月の体育大会は12 歳の中等1 年生か

ら5 年生までが、17 歳の九段高校3 年生と
初めて合同で行いました。九段高校伝統の
応援合戦も中等の生徒達が生き生きと行
い、伝統が上手く引き継がれていく様子が
伝わってきました。

クラブ活動の面でも、運動部、文化部とも
に多くが高校と合同で練習を行い、対外試
合に臨むようになっています。

また、中等の学校経営評議会会長には髙
野光正氏（高４）が就任し、今年度からは千
代田区で長く弁護士活動をしている野本俊
輔氏（高17）も構成員に加わりました。九段
の素晴らしい伝統が継承されるように菊友
会の意見をしっかり提案していけるものと
思います。

平成20年度・菊友会維持会費納入をお願いします。
（平成 20 年４ 月１日～平成 21 年３月31 日）

本年度は、都立九段高校最後の年度となり、閉校の記念行事も予定されています。
卒業生としてできる限りのバックアップをしようではありませんか。
皆さん、会費納入にご協力ください。同封の郵便振替用紙をお使いいただくと、
送料はかかりません。詳細⇒8 ページをご覧ください。

処すべく発足している検討委員会には、菊
友会から顧問・鍛治利秀（高４）が委員長に、
理事長・高橋直人（高14）が委員に就任、4
月までに既に6 回の会合を重ねました。今
後も最善の着地に向けて討議を尽くしてい
きます。（⇒３P に法人九段についての記事
があります）

社団法人九段総会

九段現校舎
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菊友会からのお知らせページ

5 月21 日、九段会館に於いて
平成20 年度菊友会評議員会が
開催されました。

会議では前年度事業報告と決
算、本年度事業計画と予算、新

旧役員が承認されました。決算
並びに予算は下表に掲載しまし
た。

20 年度は赤字予算になって
いますが、これは九段高校閉校

千代田区立九段中等育学校の卒業生を迎えるため

9 年ぶりに菊友会規約を見直す
式関連予算に100 万円を計上
したことに因ります。この予算
を別枠にすれば黒字の予定です
が、何より維持会費の増収が必
須です。卒業生皆様のご協力を
お願いします。また、個々の事業
概要については適時菊友会報で
お知らせしていきます。

菊友会規約
9 年ぶりの改定

規約改定理由は2 点です。
１つは、平成22 年3 月に誕生

する千代田区立九段中等教育学
校の卒業生を菊友会員に迎え入
れるための改定。もう１つは公
益法人法改定に伴う環境変化に
対応するためです。規約改定に
より、新環境の下であるべき姿
を模索している社団法人九段の
活動に菊友会が協力できる事を
明文化しました。

これに伴い、今年度より菊友
会員は、①第一東京市立中学校
②都立九段中学校　③都立九段
高校　④千代田区立九段中等教
育学校　4 校の卒業生となりま
す。社団法人九段には菊友会か
らの人的支援を厚くし、公益法
人化に伴う諸問題について法
務・税務等の専門家、また有識者
らの助言を提供していきます。

役員人事
＜退任＞
監事　池永嘉友（高6）
副理事長　松田史朗（高10）
＜新任＞
監事　田島英子（高20）

高60 新卒業生の評議員決まる
評議員会で議事全てが承認さ

れた後、同じ九段会館の中で会
場を桐の間に移し懇親会が開催
されました。

懇親会には、山崎正己九段高
校校長、髙木克中等教育学校校
長等の来賓と評議員会参加者に
加え、今年3 月に九段高校を卒
業したばかりの高60 回生新ク
ラス委員8 人が初々しく参加し
ました。高60 回生評議員には酒
井愛香さんと増山愛理さんが互
選により選ばれました。おふた
りには来年から評議員会に参加
していただく事となります。

懇親会は、会長、ご来賓の挨拶
で始まり、乾杯の後は中13 から
高60 まで60 歳以上の年齢差を
超え和気あいあい、あちらのテ
ーブル、こちらのテーブルで歓
談、諸先輩の母校への熱い思い
を後輩達は聞き入っていまし
た。最後に新至大荘歌「至大荘
と共に」を何とか合唱し、そして
締めは、校歌・至大荘歌を参加
者全員で歌いました。

宴も終わり先輩が１人去り２
人去りして行く中を、新クラス
委員達が何度も「至大荘と共に」
を口ずさみ、思いあふれて立ち
去り難くしている様子がとても
印象的でした。これからも末永
く母校を愛し、活躍してくださ
いね。（松本茂夫）

評議員会報告

19 年度の赤字決算を報告する理事会

出席の新クラス委員

「至大荘と共に」の合唱をリードする竹下先生( 左) と新クラス委員

菊友会平成19 年度予算と実績/20 年度予算　（単位: 円）

費　目
　平成19 年度 平成20 年度

　予　算 実　績 差　額 予　算

収
　
　
　
　
　
　
　
入

会
費

維持会費 7,600,000 7,182,500 417,500 7,600,000
新会員入会金 1,400,000 1,370,000 30,000 1,400,000

事

業

費

菊友大会会費 1,900,000 1,745,000 155,000 1,700,000
至大荘懇親会会費 830,000 687,093 142,907 630,000
評議員会会費 275,000 280,000 -5,000 300,000
顧問会会費 300,000 305,000 -5,000 360,000
健康教育週間会費 90,000 68,000 22,000 0
名簿売上高 70,000 47,500 22,500 715,000

他
寄付金 0 44,598 -44,598 0 
雑収入 0 26,777 -26,777 0 
受取利息 0 38,743 -38,743 0 

収　　入　　合　　計 12,465,000 11,795,211 669,789 12,705,000 

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

事
　
　
　
業
　
　
　
費

在校生・卒業生支援費 300,000 251,362 48,638 280,000
菊友会大会経費 2,000,000 1,864,840 135,160 1,900,000
至大荘懇親会経費 830,000 709,399 120,601 700,000
評議員会経費 435,000 398,310 36,690 420,000
顧問会経費 300,000 378,682 -78,682 360,000
健康教育週間支援費 120,000 81,350 38,650 0
名簿作成・送付費 65,000 62,834 2,166 65,000
会報印刷・郵送費 3,780,000 4,085,362 -305,362 4,050,000
菊友会紹介紙作成費 50,000 21,040 28,960 20,000
至大荘80 周年協賛金 150,000 150,000 0 0
法人九段関係費 90,000 146,070 -56,070 75,000
会議費 100,000 79,347 20,653 80,000

事業費小計 8,220,000 8,228,596 -8,596 7,950,000

管
　
　
　
理
　
　
　
費

事務局人件費 820,000 822,300 -2,300 820,000
事務所家賃 1,750,000 1,742,456 7,544 1,743,000
水道光熱費 120,000 132,699 -12,699 133,000
什器備品費 0 71,400 -71,400 0
通　信　費 270,000 198,988 71,012 200,000
リース費 10,000 20,202 -10,202 10,000
パソコン関連費 230,000 228,317 1,683 190,000
コピー費 80,000 83,115 -3,115 84,000
事務消耗品費 50,000 35,888 14,112 36,000
理事会交通費 250,000 166,000 84,000 200,000
旅費交通費 50,000 28,640 21,360 29,000
振込手数料 280,000 239,851 40,149 240,000
慶弔費 80,000 62,115 17,885 80,000
雑　費 100,000 99,979 21 100,000
予備費( 閉校式協賛金) 100,000 0 100,000 1,000,000

管理費小計 4,190,000 3,931,950 258,050 4,865,000
支　　出　　合　　計 12,410,000 12,160,546 249,454 12,815,000
収　　支　　差　　額 55,000 -365,335 420,335 -110,000



至大荘も尽性園も生徒父母からの寄付。生徒も整備に汗を流しました

至大荘 ・尽性園の存続を目指して

九段の伝統を守る
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「社団法人九段」って何？ 
どうしてそんなに大変なの？

「社団法人九段」略して「法人九段」。菊友会員からよく理解
できないと言う声も届きます。Ｑ＆Ａの形でまとめました。

Ｑ1 「社団法人九段」はどんな団
体なのですか？
Ａ1　至大荘と尽性園を所有し、
管理運営している組織です。両
施設は、九段生徒の教育に資す
るために保護者が全額を寄付・
購入したもので、その管理運営
のために、昭和３年に社団法人
父母会が設立されました。その
後、昭 和63 年 にPTA と 社 団 法
人九段に分離改組され、現在に
至っています。

Ｑ2　社団の会員構成は？
Ａ2　会員と現在の会員数は、
高校と中等学校生徒の保護者

（1009 人）、高･ 中の教職員（93
人）、入会を希望した菊友会員

（238 人）、卒業生の保護者（14
人）で、合計1354 人です。

Ｑ3　実際の管理運営はどのよ
うにしているのですか？
Ａ3　事務局員1 人と補助職員
1 人、両施設に1 人ずつの管理
人がいます。支出の大半は至大
荘行事費と両施設の修繕・整備
です。台風で傷んだ至大荘の屋
根や崖の補修、尽性園の木の剪
定などに1000 万円も掛かりま
す。これら年間5000 万円近い
費用は会員の会費収入と基金の

運用益でまかなっています。

Ｑ4　法人九段の年会費3000 円
を払った菊友会員にメリットは
ありますか？
Ａ4　総会への出席、発言、経営
内容や利用計画など仔細に報告
を受けられます。ですが、割引な
どの特典はありません。会費は
お世話になった母校への感謝と

後輩への応援と理解してくださ
い。施設利用等の条件は一般の
菊友会員と変わりません。

会員のうち学校関係者は卒
業・転勤などで毎年変動します。
法人の目的を真に理解し、継続
して愛情を注げるのは菊友会員
ならではです。菊友会員の加入
増加はとても意義深く貴重です。

Ｑ5　公益法人制度改革法（平成
20 年12 月施行・25 年実施）で、
一般法人になればよいのでは？
Ａ5　新法では、法人九段のよう
な非営利団体は、全て有税の一
般法人か優遇税処置を受けられ
る公益法人かを選択することに
なります。

「法人九段はお金持ちなのだ
から税金ぐらい払ってもいいの
では」との考えは早計です。一般
法人を選択した場合は、本校や
会員の利益を図ることを主目的
とする「共益法人」という認可
になります。そうなると非課税
だった土地・建物が課税対象に
なる可能性がある上に、残余財
産は「不特定多数の公益目的」
のためにゼロになるまで支出し
なければなりません。現在、多額
の運用益を生み出している現預
金は国か地方公共団体、または
類似の事業を行っている団体へ
寄付せよ、という訳です。これで
は至大荘と尽性園の運営は極め

て困難になり、母校の生徒達の応
援すら出来ない状況になります。

Ｑ6　では公益法人の道ですね？
Ａ6　そうです。新法では公益法
人を「不特定かつ多数の利益の
増進」を行う法人と規定してい
ます。「不特定」の認定基準は九

段関係者以外の利用者が50％を
超えること。今後は、尽性園や至
大荘が母校の後輩が伝統行事や
心身の鍛錬をする場として十分
機能すると同時に、社会公共の
教育に寄与することを念頭に入
れて計画することになります。

Ｑ7　検討はどのくらい進んで
いますか？
Ａ7　「法人九段検討委員会」を
設けて討議を重ねています。委
員長は菊友会の鍛治顧問（高
４）、髙橋理事長（高14）も参画
し頑張っています。現在の九段
校中心の規定や運用を全面的に
見直し、来春をめどに定款改正
を目指します。

さらに今後、公益認定基準に
適合するよう具体案を進めるた
めに、有識者の参加を得るなど
して検討委員会の拡大も予定し
ています。

また、新法は役員構成のあり
方や情報公開など、開かれた運
営を求めています。菊友会員の
社会での長い経験や見識が、法
人九段の運営面でも心強い支え
となるはずです。

昭和23 年～37 年の間、
母校で教鞭をとられた
通称ガマさんこと松
本定雄先生が平成19
年11 月9 日亡くなら
れました。享年93 歳。
3 人のご息女に看取ら
れ、ご自宅での大往生で
した。

熱心な教育者であられた先生
を慕う者は多く、独特のゆっく
りと噛んで含めるような口調は
忘れ得ないものです。「平凡なこ
とはとても重要なこと」とのさ
りげないお教えを、後年に深い
味わいをもって思い返し社是に

した者もいるほどです。
九 段 転 出 後 は 教 育 庁
へ。最後はご本人の強
いご希望で、情緒障害
児のための全寮制「鎌
倉臨海学園」園長を
勤められました。ご著

書『こころが満たされ
たとき子どもは変わる』

ISBN4-7619-0409-7 は、今も
教育指導書として読み継がれ
ています。

緑深い都立八王子霊園（15
－4 －20）に眠られた恩師のご
戒名は「凡

ぼんよきょうどうじょうゆうぜんていもん

譽教導定雄禅定門」、
碑文「是空」。心からのご冥福を
お祈りいたします。（菊友会）

哀悼
　故 松本定雄先生（国語）

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）

恩 師 松本定雄 中 13 眞田　興 中 19 大橋一夫
中 3 有賀升治 中 13 田中義郎 中 20 市川　沖
中 4 荒木　進 中 14 石原　透 高 1 竹内幸雄
中 4 鴨志田浩通 中 15 亀里　旦 高 2 重森良樹
中 6 杉浦益彦 中 15 友田好文 高 2 鈴木慎治
中 6 益田祐二 中 16 小村昭次 高 2 三木田基彦
中 8 村松定孝 中 16 田川敬吾 高 3 石崎　昭
中 8 渡邊　徹 中 16 高木謙三 高 3 勢多章達
中 9 小野和衛 中 17 木嶋弘和 高 6 垣見雄治
中 9 神戸正彌 中 17 横井　弘 高 7 柳原陽之助
中 10 川崎健一郎 中 18 太田政良 高 10 川畑光正
中 10 西川晁平 中 18 加納　敞 高 12 田中利雄
中 11 栗山利雄 中 18 小林和男 高 15 升也朝夫
中 12 川手慎一郎 中 18 松野道男 高 18 佐藤洋介
中 12 西　義正 中 19 入江秀行 高 20 二方博美
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OB・OG 交流のページ
同期会・クラス会

ＯＢ会

中12Ｂ組クラス会「10Ｂ会」
卒業してから70 年ちかくに

なると１年に一度のクラス会で
は、一度機会を失うと仲間と会
うことが出来なくなるとの想い
から10 Ｂ会は年4 回のクラス
会を開いている。即ち年初に１
年のスケジュール（日時･ 場所）
を配布している。（現在生存者
20 名。色々な事情から出席可能
と見られるのは10 名位）

今回はハワイ在住の鷲尾君が
来日するとの事で予定を１週
間繰り上げ3 月21 日、東京會舘

「シェ･ ロッシーニ」で開催。急
な予定変更もあって出席者は鷲
尾･ 岩村･ 植草･ 清原･ 竹股･ 奥
田の6 名であったが、鷲尾君が
加わったことで、昔話に加え米
国の話など多岐にわたる話題で
沸騰。アッという間に予定の3
時間が過ぎた。 （奥田英博）

中13Ｄ組クラス会（牛鴨会）
4 月5 日正午より神田の学士

会館紅楼夢で開いた。現存者24
人のうち9 人が集まり、この1
年間に亡くなった真田･ 三宅両
君に黙祷のあと歓談した。会名
は担任2 人のニックネームに基
づく。
後列左より: 三浦、清水、岡村、杉村
前列左より: 奥川、鍛冶、桜井、 
竹内、石井 （杉村新）

中20Ｃ組　花見会
中20･ 高１卒18 年入学Ｃ組

恒例の花見を4 月7 日に催し13
人集まりました。（ホテルニュー
オータニにて）入学時54 名消息
不明28 名です。（野村生憲）

（前列）砂山、広瀬、野村、西原、染谷（後
列）曽田、矢崎、田中、藤田、猪俣、福島、
上橋、寺田　

9 回生有志による絵画展
昭 和32 年 卒 の9 回 生9 人 と

友人2 人の11 人による第１回
「99 絵画展」が4 月1 日から7 日
まで、九段下の千代田区生涯学
習館のギャラリーにて開催され
た。

この絵画展は、同期の参加者
達が今年古希を迎える記念とし
て企画されたもので、出展作品
は、油彩、水彩、墨絵、パステルな
ど66 点。参加者の多くは現役を
退いた後に趣味として絵画を始
めた人たち。紅一点の田巻（岸
浪）治代さんは、海外で描いた作
品を出展した。

丁度、靖国神社、千鳥が淵周辺
はサクラが満開で、期間中ずっ
と好天気にも恵まれ、友人、知
人、家族など約400 人が来場し
ました。会場のそこここで旧友
との再会、ミニクラス会的な集
まりがみられるなど大変エキサ
イテイングな7 日間で、参加者
すべて心地よい刺激をうけ、元
気を頂戴したことでした。

来年の第2 回開催を目指し
て、全員元気で1 年間「製作」に
励みたいと強く思った次第で
す。なお現在、ＨＰを作成中です
ので、完成したらアドレスをお

知らせします。 （名古屋利彦）

高13 懇親会
桜満開の4 月5 日（土）にアル

カディア市ヶ谷に66 名が集ま
った。同期生の厚意により全員
に漏れなく北海道の名水が宅配
され、また籤引き賞品の寄贈も
あり楽しい懇親会が例年通り開
催された。

来年4 月4 日の懇親会が待ち
きれない仲間のために、至大荘
懇親会・菊友会大会等の案内に
加えて、4 月ゴルフ＆観光と10
月高山祭り旅行の企画が披露さ
れて散会した。（7 組・大熊秀治）

トーク会（高19）の活動報告と
同期会（還暦記念）予告

トーク会恒例のゴルフ＆テニ
ス旅行が、5 月16,17 日と１泊
２日御殿場で行われました。初
日のゴルフは昨年と同じ富士小
山GC で、4 組14 名参加のもと
早朝スタート。絶好のゴルフ日
和の中、見事山本修さんが優勝

（2 位森良一・3 位村上康夫）。ゴ
ルフ終了後はゆったりとホテル
の温泉につかり、和食ディナー
に始まり、カラオケ・麻雀・囲碁
と夜遅くまで遊びのフルコー
ス。翌朝は近くのテニスコート
で練習・試合と、２日間を堪能
しました。

【予告】還暦記念のトーク会コ
ンペを９月27 日（土）山梨県上
野原「メイプルポイントGC」・
還暦祝いの同期会を11 月22 日

（土）に予定しています。住所変
更などがあった方はクラスの
幹事または角方宛に連絡をく
ださい。（広報担当 ・角方正幸 
kakuho@tmtv.ne.jp）

中17Ｂ組　思い出の写真集
復活第１回(1985 年) クラ

ス会を開始してから毎年秋に
クラス会を開催、連綿と昨年
で23 回を迎えました。1940
年( 当時は皇紀2600 年と称
していました)54 名で入学し
た級友も鬼籍に入るものが増
え、傘寿を迎えたのは30 名と
なりました。

卒業は1945 年3 月、正に敗
戦数か月前で卒業アルバム作
成処の話ではありませんでし
た。元気に傘寿を迎えた仲間
で写真集を作ろうとの話が持
ち上がり、級友都築敬一郎君
が貴重な写真( 幸いにも父上

がネガを疎開させてくれてい
た) に菊友会からお借りした
校舎の各写真を組み合わせ何
とか20 頁の写真集を組み、更
に現存者30 名の近況、近影を
依頼し、6 ページのカラー版
を加え、出来上がった写真集
を11 月10 日のクラス会で出
席者16 名に領布して皆さん
から非常に喜ばれ、肩の荷を
下ろしました。（大谷木鋭三）

菊球会（卓球部）
菊球会の設立は1954 年。以来、

半世紀に渡り活発な活動を行っ
てきました。

現在の年間活動は、1 月中旬の
日曜日に母校卓球場で技を競う
正月大会、その後、神楽坂で新年
会。7 月に会員（高9・滝沢氏）が

経営している白樺湖近くのペン
ションを拠点に、町営体育館を借
りて夏季合宿。また毎週水曜日夜
間には、会員（高17・佐藤氏）が経
営する西麻布卓愛会館で練習会。
9 月には球を替えてゴルフコン
ペ。１泊2 プレイで菊球会信州オ
ープンと銘打ち親睦を深めてい
ます。

もっとも菊球会の黄金期、東京

都卓球連盟、千代田区卓球連盟に
加盟し、両連盟主催の公式戦に出
場していたころとは比較になり
ません。戦績の頂点は1968 年。こ
の年、千代田区選手権団体優勝、
東卓リーグ戦2 部第2 位に輝きま
した。1 部は実業団のトップレベ
ルですから、この成績は中々たい
したもので、今では信じられない
くらいです。

目下、母校卓球部が11 年前か
ら休部になり、若い会員の参加が
途絶えています。但しここでへこ
んではいられない。かつて現役指
導に汗を流し、節目、節目で現役：
ＯＢ対抗戦を男女共に行なって
きた菊球会。母校卓球部の復活実
現を目標に、来年の55 周年総会
に臨みたいと願っています。

（鈴木秀一・高18）



参拝後に懇親　左から（前列）森大作・
中11  大谷木英夫・中11  黒崎昭二・中
17   （後列）中澤忠光・中18  宇田実・中
12  新庄東一・中12 の各氏
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第46 回菊友ゴルフ大会
第46 回菊友ゴルフ大会が、4

月15 日（火）石坂ゴルフ倶楽部
で開催されました。初夏を思わ
せる快晴の絶好のゴルフ日和に
恵まれ、白木茂氏（高3）を筆頭
に魚住照代氏（高28）まで27 人
が集い、熱戦が展開されました。
優勝・海野暁（高9）、準優勝・尾
羽 澤 正 敏（ 高9）、3 位・中 村 宏

（高12）、べスグロ・赤司久雄（高
15）、シニアベスグロ・三井貞義

（高7）の各氏がそれぞれの賞を
獲得されました。表彰式でドラ
コン・ニアピン賞を魚住さんに
3 つも持っていかれることが判
明、男性陣顔色なしの一幕もあ
りました。 （赤司久雄）

アーミイ＆ネイヴィ菊友会
ご周知のように日本は昭和

20 年8 月15 日 ま で15 年 間 も
世界を相手に大戦争をしていま
した。このために大正13 年（中
1）～ 昭 和12 年（ 中14）に 母 校
に入学し卒業した先輩方は多
く戦場へと赴きました。靖國神
社には戦死された先輩方の御
霊が祀られています。ガダルカ
ナルで陸軍補充兵として玉砕
された先輩、九州南西海域で戦
艦大和と諸共に没した先輩、特
攻隊員として散った先輩、遠く
遥かな戦場で自決、また病など
で逝った多数の尊い御霊です。

私たち生き残った者も久しく
余裕もなくきたのですが、平成
4 年５月、有志が集い戦没同窓
生の初めての慰霊祭を靖國神社
で行いました。その後「アーミ
イ＆ネイヴィ菊友会」として調
査を続け、現在は同窓生116 名
と先生2 名の戦死者が判明して
います。まだまだ多くの方がい
らっしゃるかと思います。情報
がございましたらぜひお知らせ
ください。

Ａ＆Ｎ菊友会は、年３回（正
月、4 月29 日、8 月15 日）鎮魂・
慰霊を願い靖國神社に参拝を
続けていますが、会員はみな高

齢になりました。若い皆さんが
参加いただければ心強い限りで
す。ご一緒いたしませんか。

（Ａ＆Ｎ菊友会  幹事 中澤忠光）

7 9 会春のゴルフコンペ
萌える若葉のなか５月22 日

79 会の春のゴルフコンペが前
回の優勝者高橋清吉君の地元福
島県〔白河高原カントリークラ
ブ〕で開催されました。（幹事 高
橋、宮崎、三井）

今回も20 名もの参加者があ
り、古希を越えてますます盛ん
な同級生の元気さをお互いに確
かめながら親睦プレイが進みま
した。好天気、高原のすばらしい
空気、付属の天然温泉付と全員
大満足の1 日でした。

優勝は斉藤襄一君、次回は斉
藤、大石両幹事で斉藤君の地元
軽井沢での開催が10 月に予定
されています。今から待ち遠し
いことです。 （宮島徹）

高13 遊九会ゴルフ＆観光

4 月20 日に同期長澤君が経
営する山梨県笛吹市の「右楽」
に集合した同期生は、満開の桜・
桃を眺めながら蕎麦蒲鉾の肴で
地酒に舌鼓を打った。宿泊地の
山中湖には名古屋・高山からも
集まり総勢26 名。差入れの酒に
加え、蟹食べ放題に皆さん満腹
で夢の国へ。翌日は酔い痺れて
のテイショット組と健康一番の
ハイキング組に分かれて行動し
た。雄大な富士と南アルプスの
眺めに感動したハイキング組
は、他人の別荘地に迷い込むハ
プニングもあったが無事ゴルフ
組と再会出来た。次回は10 月飛
騨高山の予定。 （馬渕義彦）

■秋の菊友ゴルフ大会
菊友ゴルフ大会は20 年以上

続いている歴史のある同好会で
す。ゴルフを通じて九段同窓の
輪を更に拡げて行きたと思って
おります。皆様の積極的な参加
をお待ちしております。

次回は10 月21 日（火）よみう
りゴルフ倶楽部です。お申し込
みは事務局まで。〆切９月30 日

（火）。奮ってご参加下さい！
■第16 回東京校歌祭
日 時：10 月4 日( 土)14:00 ～

伝統ある校歌を日比谷公会堂
の舞台で声高らかに合唱しまし
ょう。今年の九段の出演は3 校
目、14:30 頃となります。

一緒に校歌を歌っていただけ
る方は14 時に舞台入り口方向
の廊下の下に集合してくださ
い。詳細は菊友会事務局へ。
■法人九段HP ７月 開設予定

法人九段は、公益性と透明性を
高めるために総務省の定めるガ
イドラインに沿ってホームペー
ジを開設することになりました。

7 月末の開設を予定しており
ます。URL は下記になります。

http://www.kudan.or.jp/
■バドミントン部
―創部 60 周年記念 OB･OG 会－
日時： 平成20 年9 月6 日（土）
 17:00 ～19:00
場所： 九段会館
会費： 高1 ～49 8,000 円
 高50 ～54 5,000 円
 高55 ～60 3,000 円
幹事： 中谷渉（高33）
お問い合わせは菊友会事務局へ
■柔道部還暦OB会　
日時：11 月15 日( 土)18 時より

場所：新橋亭新館03-3580-2211
会費：7,000 円

戦後復活した九段高校柔道部
も55 年目を迎えます、高校18 回
以前の卒業生の皆さん振るって
ご参加下さい。（髙井信義・高13）
■高９ 回古希の同期会
日時：9 月9 日（火） 15:00 ～17:00
場所：九段会館
会費7000 円予定　

　（代表　羽鳥徹郎）
■高10 回卒業50 周年同期会

卒業50 周年を記念して、同期
会を企画いたしました。楽しい
集まりにしたいと思っておりま
す。皆様の出席を心よりお待ち
しています。
日時： 9 月27 日（土）17:00 ～
場所： ホテルグランドパレス

（幹事一同）
■高19 回（昭和42 年卒）同期会
日時： 11 月22 日（土）18:00 ～
会場： ホテルグランドパレス
（JR 飯田橋より徒歩７分。地
下鉄九段下徒歩１分）

　TEL  03-3264-1166
会費： 事前振込 10,000 円
 当日支払 12,000 円
振込先　みずほ銀行逗子支店
　普）1908557  サイトウシンイチ

二次会は同ホテル23 階ラウ
ンジにて22 時半ころまで会費
4,000 円程度にて開催の予定。
■インターネット小説
村田雅信・高14

『君と僕 　エピローグ　僕について』
同期会で初恋の女生徒に会え

なかった「僕」。名簿の彼女は旧
姓のまま。思い切って自宅を訪
ねると…。多少の夢想は皆あり
ました。購読は下記アドレスで。
http://www.ten-books.jp/
article.php?id=402

お知らせ

菊友会事務局からのお知らせ
菊友会では会員相互の親睦を図ることを促進するため、卒業25
周年・50 周年の同期会に5 万円、その他の同期会に1 万円のお
祝い金を出しております。
その他、同期会を行ないやすくするため「同期会等支援サービ
ス」を行っています。

詳細は菊友会事務局へお問い合わせください。

各行事の申し込み・問い合わせは菊友会事務局へ
〒102-0073　千代田区九段北1-7-3 昭栄ビル 2F
電話 03-3263-2448　FAX 03-3263-1033
メール： kikuyukai@kudan-net.com
菊友会事務局は祝祭日を除く毎週火曜・金曜の11:00 からから
16：30 事務を執っています。

お気軽に申し込み・問い合わせ下さい。

ゴルフ・他イベント



ピンチです　菊友会財政
赤字転落！維持会費の納入をお願いします
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菊友会は皆さんから納入いた
だく維持会費で運営されていま
す。昨年度の実績は720 万円弱
でした。

ここ数年は750 万円を維持し

ておりましたが、昨年はこれを
大幅に下回り赤字決算の一因に
なりました。維持会費は２頁の
決算報告のように、年２回発行
の会報の印刷・郵送費や菊友大

入荘： 23 日13 時30 分より
受付： 15 時～20 時
懇親会：18 時～20 時　
現地解散：24 日13 時
会費： 9,000 円
同伴の小学生～高校生は5,000
円( 宿泊、夕食、懇親会、朝食、昼
食バーベキュー代）
日帰り懇親会参加者は5,000 円

九段生の心の故郷「至大荘」
が今年も暖かく我々を迎えてく
れます。

同期会・クラス会・ＯＢ会を

兼ねて旧交を温めてください。
ご家族での参加も大歓迎です。
皆様お誘い合せの上ぜひご参加
ください。恒例となりましたプ
レイベントのゴルフ会にもご参
加をお待ちしております。
８/23（土）  ゴルフコンペ

（懇親会プレイベント）
コース：勝浦東急ゴルフクラブ
9:15 現地集合・9:45 スタート
ストロークプレイ（新ぺリア）
申し込み締め切り：懇親会・ゴ
ルフ共に７月31 日（金）

定例理事会は毎月第2 金曜に開
催。担当理事からの各種報告、母校
との連携、次の活動内容などを討
議しています。菊友会への意見・
要望など、遠慮なく事務局にお寄
せください。

■ 1 月度 ■
12 月中旬、事務所に泥棒侵入、被
害は軽微、危機管理を厳重検討す
る／本年度菊友会大会会場を東京
會舘に決定。

■ 2 月度 ■
社団法人九段への加入申し込み２
月５日現在166 人と報告／閉校
行事につき、菊友会は行事項目と
せず、学校行事に協力していくこ
ととする／59 回・60 回生名簿追
補印刷が完了／2 月12 日顧問会。

■ 3 月度 ■
千代田区が、都から九段高校の土
地･ 建物を買い取る、4 月1 日に権
利が委譲されると報告／菊友会規
約改定案の最終案の説明される／
平成19 年度実績の予測が報告さ
れる／卒業生に菊友会の説明をす
る／3 月14 日卒業式。

■ 4 月度 ■
4 月7 日、中等教育学校入学式、理
事長ほか理事3 人出席／平成19
年度事業報告及び平成20年度事
業計画が報告される／都立九段高

編集後記
天文部に憧れ九段生とな

り、在学中は天体写真にも熱
中していました。今は、この会
報の写真を手伝っています。

中等教育学校への伝統継承
を部活という点から見ると、
体育系の多くは継続出来そう
な一方、文化部、特に理系の方
は今後の課題となっていま
す。

生徒の自主性向上に寄与す
る部活動が広範に継続される
よう、次号で現状報告をして
おきたいと思います。

因みに、一星会は天文部創
部80年記念誌を今年刊行予
定で、幅広い年代が熱く活動
中です。 （藤代 興里）

平成20年度維持会費（平成20年4 月～平成21年3 月）

中１	～	高55 回	 3,000 円
高56	～	高60 回	 1,000 円 （減額期間）

●郵便振替
住所･ 氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒の宛
先シールに印字されている番号）をお書きください。高56 ～
60 回の方は同封の払込票の金額を訂正してください。振込
手数料は菊友会で負担します。

●銀行振込
三菱東京ＵＦＪ銀行から振込いただくと、菊友会が負担する
振込手数料が無料になりますので、ぜひご協力ください。

 三菱東京UFJ 銀行　神保町支店
 普通口座： ０６９１５５１ 口座名義： 菊友会

校が来年3 月に閉校、閉校式のア
ナウンスを菊友会報の夏・冬の号
で行うことに決める。

■ 5 月度 ■
九段高校卒業式及び閉校式が、来
年3 月14 日（土）に確定／4 月15
日菊友ゴルフ大会、25 人が参加／
5 月17日体育祭、顧問・理事長他
理事3 人出席／5 月21日評議員
会／監事が高6 池永氏から高20 
田島氏に交代。

会費用等に充当されています。
今年度は、都立九段高校の閉校
事業もあり、一昨年実績と同額
の760 万円の収入を期待して
います。多数の卒業生のご納入
をお待ちいたします。

左の納入実績表にありますよ
うに、昨年度の納入会員は2482
名で全体の15.9％でしかあり

ません。毎年20％を目標にして
きましたが、いまだ達成できて
いません。表をご参考いただき、
同期の方々に声をかけあって維
持会費増収にぜひご協力をお願
いいたします。

なお、法人九段と菊友会は別
組織です。菊友会の維持会費は
同封の振込用紙をご使用になる
か、下記に掲載されている菊友
会名義の口座に納入をお願いい
たします。

菊友会理事会一同

平成19 年度・維持会費の卒業回数別納入者数
卒業回 納入者数 卒業回 納入者数 卒業回 納入者数 卒業回 納入者数
中 01 併 01 3 高 20 42 高 41 13
中 02 併 02 3 高 21 30 高 42 10
中 03 高 01 17 高 22 30 高 43 4
中 04 2 高 02 28 高 23 48 高 44 15
中 05 4 高 03 48 高 24 42 高 45 6
中 06 2 高 04 59 高 25 48 高 46 4
中 07 4 高 05 82 高 26 30 高 47 6
中 08 7 高 06 68 高 27 50 高 48 5
中 09 13 高 07 98 高 28 22 高 49 10
中 10 9 高 08 57 高 29 34 高 50 9
中 11 18 高 09 95 高 30 29 高 51 2
中 12 20 高 10 90 高 31 34 高 52 13
中 13 24 高 11 80 高 32 32 高 53 7
中 14 38 高 12 88 高 33 21 高 54 3
中 15 32 高 13 102 高 34 22 高 55 13
中 16 30 高 14 104 高 35 26 高 56 24
中 17 45 高 15 71 高 36 21 高 57 10
中 18 31 高 16 35 高 37 13 高 58 38
中 19 26 高 17 48 高 38 22 高 59 58
中 20 13 高 18 54 高 39 14
中 21 2 高 19 55 高 40 17

総納入者数 2,482 納入比率 15.9％

日時：	16:00 ～19:00
会場： 東京會舘（丸の内）
 9F ローズルーム
会費： 中1 回～高55 回10,000 円
　 高56 回～高60 回  4,000 円

旧制中学の大先輩から巣立っ
たばかりの若手、そして恩師が
一堂に集います。

例年通り、菊友会員の講演も
楽しみです。

会場では同期・クラス・部活
等の席を用意いたします。事務

局までお申し出ください。
今回は例年より２時間早く開

始します。大会終了も名残が尽
きない仲間同士、ゆっくりと時
間をお過ごしいただけます。
申し込み締め切り：10 月9 日

同封のハガキをご利用ください。
福引きの景品ご提供のお願い

大会のフィナーレを飾るのが
お楽しみ抽選会です。景品をご提
供いただける方、事務局までご連
絡をお待ちしております。

10 月 18 日 （土）
 

8 月 23 日 （土）、24 （日） 


