
第一東京市 =東京都立九段中学校=東京都立九段高等学校

「伝続繹承へ最大限の努力」
菊友会大会で鈴木会長あいさつ

東京都立九段高校の千代田区への移譲が 10月 24日 の都教育委員会で決まった。千代田区は九段

中学と合体させた中高一貫教育校を平成 18年度に開校させる方針。都立校としての存続を強く要望

してきた菊友会としてはまことに遺憾といわぎるを得ない。しかし、千代田区の中高一員校開設準備

が進む中で、母校が魅力に富んだ学校として存続することを見守る必要がある。これについて菊友会

の鈴木謙一会長は 10月 19日 開かれた平成 14年度菊友会大会でのあいさつで「伝統が正しく受け継

がれるよう菊友会として出来る限りの努力をする」と表明した。(2、 3面に移譲問題についての関

連記事を掲載しました)

九段中と中高一貫校

千代田区は現在 5校ある区立

中学を3校に統廃合し、 1校を

都から移譲を受けた都立高校と

合体させて区立の中高一貫教育

校を設置する計画を打ち出し、

5月 22日 に九段高校を譲り受

けたいとの要望を都に提出し

た。

都教委は中高一貫教育を推進

する立場を表明しており、区

が主体的に中高一貫校を設置す

る際は積極的に支援する、区が

都立高校の移譲を希望する場合

は、理由が妥当と判断され、そ

の学校の充実 。発展の条件が整

えば移譲するというのが基本的

な考え方。

これを踏まえ、千代田区立中

等教育学校に関する協議会が設

置され、7月 から移譲のための

条件をめぐって話し合いが続け

られてきた。この結果「九段」

の校名と文武両道の伝統。校風、

伝統的学校行事を継承し、校歌

や校旗についても一定の継続性

を保つ―などの条件がとりまと

められた。入学者は区内、区外

の比率を半々にすることになっ

た。

都立の存続要望

菊友会としては5月 の評議員

会での議論を受け、6月 3日 に

都立高校としての存続を求める

要望書を都教委に提出。都の一

部教育委員に支援を要請した。

協議会にも鈴木謙一会長と高野

光正副会長が出席して菊友会と

しての意見を表明したほか、再

三再四の非公式会合でも都や区

から説明を求めてきた。

千代田区立の中高一貫校に

なって母校の発展は図られるの

かという不安は拭いきれなかっ

たが、都の最終決定が近づいて

いるとの見通 しもあって、10

月 15日 に菊友会の理事、顧間、

評議員による緊急拡大役員会を

開いた。約 50人が出席して千

代田区への移譲問題を話し合っ

た結果、この日の議論を集約し

た形で都教委に意見書を提出す

ることが決まった。

意見書の骨子は①千代田区へ

の「移譲」には賛成しがたい、

②都は九段高校を都立の高校と

して存続 。発展できるよう支援

して欲しい、③しかし「移譲」

を前提とした協議には関心を持

たぎるを得ず、伝統が受け継が

れ、魅力に富み、競争力ある学

校として存立しうることを見極

める必要がある、④都は態度決

定について菊友会に説明して欲

しい一という内容。

④ については H月 15日 、

菊友会は都教委から正式に説明

を受けた。この席で都教委側は

「伝統が正しく受け継がれるよ

う都も責任を持って取り組む」

と述べた。

菊友会に対策委員会
今後は平成 18年度の開校を

目指して、都教委、区教委、九

段高校などで開設準備委員会が

作られ、 6年間の教育課程や財

産移管問題のほか、伝統や校風

の継承方法についての検討に入

る。

菊友会はこうした動きに対応

するため、11月 12日 の理事

第 70…号「 平成15年 1月 1日

編集発行人=菊 友 会

会長=鈴木謙―/編集=広報委員会

く事務局>

〒102-∞73 千代田区九段ヨヒ1‐2‐ 2

グランドメゾン九段 503号
TEL(03)3263‐2448/FAX(03)3263‐ 1033

菊友会大会で千代田区への移譲問題に
ついて報告する鈴木会長

会で高野副会長を委員長とする

「中高一貫対策委員会」の設置

を決めた。開設準備委員会の動

向を把握すると共に、伝統を踏

まえた母校の発展のために、同

窓会としての意見を主張して行

く方針だ。委員会の設置期限は

当面、新たな中高一貫校の骨格

が出来上がる平成 15年 3月末

までとしている。

至大荘と尽性園

九段高校の敷地や建物のほ

か、至大荘と尽性園の問題があ

る。戦前、生徒の父兄から寄贈

を受け、伝統の形成に大きな役

割を果たしてきた。さまざまな

経緯を経て現在はPTAが中心

になっている「法人九段」が資

産を運営・管理している。これ

は都と区の協議とは別に解決を

迫られる。菊友会としても重大

な関心を持っており、協議の行

方を注意深く見守り、発言する

場を得て同窓会としての意見を

述べて行くことにしている。

］井 い
三

200人超す参加者 盛 り上がる菊友会大会
平成 14年度の菊友会大会は 人が参加した。これは昨年より

10月 19日 、東京 。丸の内の 20人 ほど多 く、世代を超えた

東京會舘で開かれ、恩師、学校 交流の輸が会場に広がった。

やPTA関係者らを含め、205  九段高校の千代田区への移譲

に関する東京都教委の最終結論

を間近に控えているためもあっ

て、あちこちで母校の将来を論

議する光景が見られ、参加者は

会場に大きく掲げられた「第一

東京市立中学校」や「東京都立

九段高等学校」の文字を感慨深

げに見入つていた。

(4、 5面に関連記事を掲載し

ました)
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至大荘行事は継続
千代田区が約束

東京都教育委員会は 11月

15日 、都立九段高校の千代田

区への移譲について菊友会に説

明した。都庁で開かれた説明会

には都教委のほか九段高校の佐

藤校長、千代田区の若林教育長

らも出席した。

この席で都教委側は「九段の

伝統の維持 。発展は今後千代田

区が努力することになるが、都

にも移譲した責任はある。新し

い中高一貫校の準備に真剣に取

り組む。区が総力を挙げて臨む

といっており、相当なことがで

きると思う。都立を超えた存在

にもなりうるのではないか。同

窓会も応援して欲しい。九段を

都立として存続させても、将来、

都立の中高一貫校にする考えは

ない」と述べた。

これに対して菊友会の鈴木会

長は「同窓会の大勢の考えをま

とめて意見書を提出したのに、

今回の移譲決定は遺憾だ。生徒

やPTAは九段の現状に満足し

ており、改革にはアレルギーが

ある。しかし、この問題は過去、

現在、未来という流れの中でみ

なければならない。移譲後のア

フターケア、伝統の継承などに

ついて、都は当事者責任を持っ

て取り組んで欲しい」と述べた。

また、千代田区の若林教育長

ιよ「移譲に際しての条件は最大

限に尊重して準備を進める」と

述べ、一部の新聞で継続は不透

明と報じられた至大荘行事につ

いて「運営方法や卒業生による

支援のあり方は新しい現状に合

わせて変更することもあり得る

が、至大荘行事は残す」と約束

した。

千代田区への移譲問題の経過 2002年 呼成14年 )

2月 26日 千代田区が「中等教育将来像素案」を発表。生徒数の減少に伴っ

て現在 5校ある区立中学を 3校に再編成し、うち 1校を都から移譲を受

けた都立高校と合体させて 6年制の中高一貫教育校を平成 18年度に開

校させたいという内容。譲り受けたい都立高校として九段の名前が報じ

られた。

5月 21日 菊友会の平成 14年度評議員会で移譲問題を論議。都立高校

としての存続を求める要望書を都教委に提出することを決定。

5月 22日 千代田区が都に対し、九段高校の移譲を求める要望を提出。

6月 3日 菊友会が会長名で要望書を提出。

6月 27日 都教委が都立の中高一貫教育校を 10校設置するとの新配置

計画を発表。九段は区との間で別途協議することになり、千代田区立中

等教育学校に関する協議会設置が決まった。

8月 6日 第 2回協議会に菊友会の鈴木会長と高野副会長が出席、要望書

に沿って同窓会としての意見を述べた。

9月 3日  千イヽ田区長と教育長が鈴木会長と高野副会長に移譲への協力を

要請。これに対して「卒業生には移譲に対して心理的抵抗が強く、移譲

後の母校の発展にも不安がつきまとう」ど主張。

10月 15日 菊友会は顧間、理事、評議員による緊急拡大役員会を開き、

都教委へ意見書を提出することを決定。

10月 19日 菊友会の平成 14年度大会の挨拶で鈴木会長が経過を報告す

るとともに、都教委に意見書を提出。

10月 22日 協議会で移譲の条件について意見をとりまとめて都教委に提

出。文武両道の伝統 。校風や伝統的学校行事の継承、「九段」という名

称の継承、校歌や校章の一定の継続性、 1学年 150～ 160人規模、区

内外の入学者の比率は半々、などの内容。

10月 24日 都教育委員会で九段高校の千代田区への移譲を正式決定。

11月 12日 菊友会理事会で、「中高一貫対策委員会」の設置を決める。

11月 15日 都教委から菊友会に対し、千代田区への移譲について正式説

明。

都教委への意見書 (平成14年 10月 19日 )

菊友会が東京都教育委員会に対し、鈴木謙一会長名で提出し

た「意見書」は次の通り。

東京都立九段高等学校の千代田区への移譲に関しましては、

平成 14年 6月 3日付貴委員会宛「要望書」により、私共同窓

会 (菊友会)の立場 。考え方並びに要望の骨子を申し述べさせ

て頂きました。

その後 6月 27日付にて都教育庁より「都立高校改革推進計

画の新配置計画」が公表され、「移譲問題」は教育庁、千代田

区教育委員会、九段高校三者で構成される「協議会」で協議さ

れることが明らかにされました。

8月 6日、菊友会代表が上記協議会において関係者としての

意見を申し述べる機会を得、上記「要望書」に沿った形で意見

を申し述べました。

これとは別に、都教育委員会の方々、千代田区長を初めと

する区教育委員の方々とは数度にわたり非公式な会合を持ち、

夫々の立場から意見を交換して参りました。

こうした経緯を踏まえ同窓会としては都の「移譲」に関する

態度決定が近づきつつあることに鑑み、今般菊友会評議委員会、

理事会、顧問会を 10月 15日 付で開催し、広く会員に本件の

経緯を説明すると共に意見の聴取を行いました。

別紙の内容は会議での大勢の意見を集約し、かつ要約したも

のです。本内容は菊友会会員の集約された総意でありますので、

都教育委員会におかれましてもこうした同窓会会員の心情・考

え 。意見を十分に御理解頂き、御支援頂きますようお願い申し

上げます。

≪別紙≫

1.多 くの会員の中に「都立」から「区立」へと移譲されるこ

とへの心理的抵抗と違和感があること、区に移譲されて果

たしてうまくゆくのかという不安感・危惧の念が強いこと、

千代田区の提案自体がこれを払拭するに足るだけの内容の

ものではないことなどから「移譲」については賛成し難い。

2.東京都は6月 26日提示の都立高校改革推進計画 。新配置

計画により改革への基本的な方向を示しているので、九段

高校についても (都立の中高一貫教育校として位置づける

案を含め)都立高校として存続発展出来るよう支援して欲

しい。

3.しかしながら都の対応がすでに「移譲」を前提として千代

田区と協議を進めているという実状には同窓会としても強

い関心を持たざるを得ない。

今後こうした協議が進む中で同窓会としては、九段高校の

伝統が正しく受け継がれ、従来以上に今後の時代に適合し

た魅力に富み、競争力のある学校として存立しうることを

見極めることが必要と感じている。

4.都の「移譲」についての態度決定の内容が如何なるものに

なろうと、然るべき早い時期に菊友会として都から説明を

への移譲問題を論議する緊急拡大役員会

「早く機会を持てるよう都に要望したい。
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母校での体験の共有を大切に

菊友会の役割は 2つあり、一

つは会員相互の親睦を図るこ

と、もう一つは母校の発展に

協力すること。この母校の発展

に協力するということに関連し

て、実は3月 以降、菊友会とし

て対応を迫られる問題が出てき

た。東京都が千代田区に都立九

段高校を移譲して区立九段中学

校とドッキングし、中高一貫教

育校を設置しようという問題が

表面化した。

これについては5月 21日 に

理事会、評議員会を開き、そこ

での意見を集約して都教委に菊

友会として要望書を6月 3日 付

で提出した。8月 1日 付菊友会

報に掲載されている。その後も

菊友会として都の一部教育委員

に私どもの立場をご理解いただ

いて支援をお願いした。また、

東京都と千代田区と九段高校の

3者で設置された協議会に出席

し、あらためて菊友会の立場を

主張してきた。協議会では「始

めに移譲ありき」ということで

は困るということで、事前に説

明を求めた。

しかし、今月中にも都は移譲

問題に対する態度を決定する段

取りになっている。この状況に

鑑み、10月 15日 に菊友会の

緊急理事会、顧間会、評議員会

を開き、出席者からの意見を集

約し、都に対し、意見書を出す

ことにした。本日、会長印を押

して都に提出する。(2面に掲

載した意見書の内容を説明)

私は日本の中等教育は変革の

プロセスの中にあると感 じて

いる。たまたま同期の 1人が市

立一中時代の資料を送ってくれ

た。この中に母校の教育の方針

ついて、こんなことが書かれて

いる。

『近代の教育は知識に偏 し、

ややもすれば生徒をいたずらに

波浪に導き、ただ詰め込むこと

によって教育の徹底を期せんと

している。本校は創立以来、教

育教授の改善に留意し、単に試

験を掲げて勉強を強要すること

を避け、むしろ一日一日の社会

生活がわれわれの試験場である

ことを深く意識せしめ、自学自

習の態度を養成し、創造を深め、

個性を善導し、生きた知識を打

ち込むことに努力している。か

くして気宇闊達、正々堂々たる

真の男子を養成 (今は女性もか

なりおられるようだが)、 東京

市民の先頭に立ち、国民のリー

ダーとして常に第一線で活躍し

うる人間の教育を目標として活

動している。社会で人後に落ち

ぎる人物を作ることこそ教育本

来の目的であって、本校創立以

来の理想である。』

これが何と60年 ぐらい前に

作られている。現代の状況に

適応すると思う。形や器も大事

だろうが、さらに本質的に重要

なことは中身である。それは今

申し上げた教育の理想と実践で

あって、実践によって作られる

体験を共有していくことが大切

ではないか。

今回、行政的決定がどうなっ

ても母校の伝統が正しく受け継

がれるよう努力して行かなけれ

ばならない。伝統とは何か、い

ろいろご議論もあろう。伝統を

守るためには逆に変革、変化も

必要な場合もあろう。私どもは

母校が新しい状況に適合し、魅

力ある存在としてあり続けるよ

う、出来る限りの努力をしたい

と思う。会員の皆さまもこの間

題について深く考え、ご支援と

ご協力をお願いしたい。

午後 6時から大会スター ト。

平林峯夫さん (中 14回)の司

会でまず鈴木謙一会長 (中 21

回)があいさつ。九段高校の千

代田区への移譲問題に関する菊

友会としての活動を報告した。

九段高校の佐藤美穂校長に代

わって出席した五石秀治教頭、

PTAの国井道子会長が来賓と

して挨拶。

この後、出席された菊友会の

歴代会長、丸山澄次さん (中

7回 =第 9代、森大作さん (中

11=第 11代 )、 小坂修康さん

(中 14=第 13代 )、 鍛冶利秀

さん (高 4回 =第 14代 )、 服

部嘉夫さん (高 4回 =会長代

行)、 百地健さん (高 5回 =第
15代)の 6人が紹介され、丸

山さんの音頭で乾杯。懇談が始

まった。

テーブルには卒業回数とクラ

ブ別に出席者が集まり、美味し

い料理とアルコールが思い出話

の花を咲かせ、旧交を暖め合っ

た。

参加者お待ちかねの福引きは

勝俣友子理事 (高 8回)の司会。

高野光正(高 4回 )、 片岡和子(高

5回)両副会長が交互にくじ引

き、当選者の名前と豪華な景品

を呼び上げる度に会場にはため

息がもれた。

最後は定番、校歌と至大荘歌。

シャンソン歌手の土屋康子さん

(高 5回)の リー ドで全員が合

唱。高野副会長が閉会の辞を述

べ、出席者は来年の再会を約し

て会場をあとにした。

′

参加者の感想

大会に参加した方々の感想を

聞いてみた。

◆ 2年前から着席形式になっ

て、ゆったりと会話も料理も

楽しめる。東京會舘でやるのな

ら会費は今回ぐらいが妥当では

ないか。ここの料理が美味しい

から出席するという人もいる。

(中 16回 。男性)

メールアドレス

ホームページ

冥電 世代を越えて広i

平成 14年度の菊友会大会は

10月 19日 、元産経新聞常務

で現在は箱根・彫刻の森美術

館の館長を務める鈴木隆敏さん

(高 10回 )の「新聞のうらと

おもて」と題する講演で始まっ

た。北朝鮮による日本人拉致

疑惑が浮上してから、政府や与

野党の政治家がこれにどう対応

し、新聞はこれをどう報じてき

たかについて、これまでの経過

を詳しく報告、最近のもっとも

ホットな話題だけに出席者は興

味深げに聞き入っていた。

講
演
す
る
鈴
木
隆
敏
さ
ん

福引きの景品を提供された方々 (敬称略)

橋本 政雄 (中 13)カステラ6本

鈴木 啓正 (中 14)読売日本交響楽団ペア鑑賞券

吉田 忠男 (中 16)東京會舘記念ワイン3本

鈴木 謙一 (中 21)洋菓子 10箱

小高 登志 (高 3)う に2瓶

大井 基臣 (高 4)羊羹 10本

高野 光正 (高 4)図書券 2セ ット

井上誠之助 (高 7)入れ歯ケアセット2セ ット・マイナスイオングッズ

佐山 輝雄 (高 7)ペンションのペア宿泊券

岡本 芳雄 (高 8)ボールペン

河上 達夫 (高 8)キャプテンチェア

鳥越  忠 (高 8)玩具・ベビー用品

百々阿弗利 (高 8)ナイフ・はさみセット2セ ット

有志 (高 9)六角時計

有志 (高 9)ブックスタンド時計

山田 興一 (高 14)花 とみどりのギフト券

佐々木紘一 (高 14)プロ野球日本シリーズペア入場券 kikuyuk,
http://w



苗 力 会 鶉  饉 70具

がる交歓

◆ 10年ぶりに出席 した。懐

かしい人達に会えて感激した。

こんな機会はないのでこれから

も出席したい。(高 7回・男性)

◆同じテーブルに同期の人

が 1人 しかおらず (高 23回～

44回は各回とも出席者が 1・ 2

名のため)盛 りあがりに欠ける。

来年は剣道部に呼びかけて大勢

で参加したい。(高 29回 。女性)

◆テーブル形式だと決まった

人としか話が出来ないので立食

の方が自由にいろいろな人と交

流が出来るから良いと思う。会

費は 6000円位だと参加しやす

い。(高 47回。男性)

◆出席した同期生は少なかっ

たけれど、大変楽しかったので

もっとみんなに知らせたい。ま

た、いろいろな先輩方とコミュ

ニケーションをとることもでき

て良かったです。卒業した母校

を皆さんが今でも愛しているの

だということを感じた。(高 52

回 。男性)

◆サッカー部のOBと して、

初めて菊友大会に参カロした。参

加している人たちの年齢幅が広

すぎて話がまとまらない気がす

る。(高 10回・男性)

◆九段高校バスケット部に

は一球会があるが、これまで

は 10回生を境にしての集まり

だったので、久しぶりに 10回

以降の後輩と話すことができて

楽しかった。(高 8・ 男性)
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校
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始発の東京駅から外房線「特

急 。若潮」に乗って、 1時 間

ちょいで上総興津駅 (乗車券片

道 1890円 、自由席特急券 950

円)に着く。そこから、ぶらぶ

ら歩いて 20分あまり。 トンネ

ルをくぐり抜けると、急に潮の

香りが強くなり、眼前に懐かし

い守谷の浜辺が広がった。自然

と、あのフレーズが口をついて

出る。「波どうどうと磯を掏
・
ち、

さ霧はうすれ守谷なる」―。いっ

とき、30数年前にタイムスリッ

プした。

会費は「 1泊 3食付き」で格

安の 9000円。見覚えのある正

門を通り抜け、右に位置する「天

寮」が受け付けだった。会費を

払うと「部屋割り表」を渡され

た。そのプログラムの表紙には

「ようこそ、至大荘へ。15歳の

高校生にワープし、大いに青春

を謳歌しましょう」とある。「至

大荘のお母さん」こと、勝俣友

子先輩 (高 8回)の手づくリパ

ンフレットだった。

1日 目はそのプログラムに

沿って、午後 6時から懇親パー

ティーが始まった。和・洋。中、

ごちゃ混ぜの豪華料理が、テー

ブルに並んでいる。お酒も、差

し入れあり、持ち込みありで、

ビール、日本酒、スコッチ、ワ

イン、焼酎 と何でもござれ。

56人の参加者は思い思いに飲

み、かつ食べながら、懇談の輸

を広げた。

今回参加の最長老は中 11回

の清水邦利さん。「僕らのころ

はね、手ぶらで至大荘に行つた。

学校の方に柳ごうりが用意して

あって、それに水泳用具や着替

えなどを詰め込んで、先にチッ

キで送るんだよ。手ぶらだから

楽チンだったが、台風の影響で

山崩れがあって、エライ遠回り

してね。寮にたどり着いたとき

はくたくただった」。

そんな祖父の思い出話しをニ

コニコ聞いていたのは、高 52

回の清水厚志君。そう、清水先

輩のお孫さんだった。現在、大

学 3年生の清水君は母

校を卒業 した今も、現

役の至大荘合宿に助手

として参加。現役生に

「九段魂」をたたき込ん

でいる。「新入生は至大

荘合宿を経て、初めて

九段高生になれる」。良

き伝統の維持を熱っぽ

く語つてくれた。

さて、懇親会は、シ

リアスな移譲問題も含

めて、夜がふけるまで

懇談が続いた。ビンゴ

ゲームや花火大会も行

われた。祖父 。孫の清

水カップルに中村夫妻

(併設中 2回 )、 野原夫

妻 (高 6回 )、 長谷川夫

妻 (高 17回 )ら のフア

ミリー参加で、懇親の

密度がグッと深まった。

やや寝不足気味で迎

えた 2日 目のメーンは

「講演会」と「打ち上げ

バーベキュー」だ。今

年の講演会は、高 31回の上田

淳先生 (現中野工教諭)が講師

役を務めた。上田氏は昭和 54

年、九段高を卒業後、筑波大を

経て、61年 に教師で母校にカ

ムバックした。63年から遊泳

部部長として至大荘の遠泳合宿

の責任者 となっている。「いき

いき至大荘」の演題で、現在の

生徒たちの至大荘ライフを熱弁

してくれた。

資料によると、戦前の一中時

代の至大荘合宿は 19泊 20日

のロング日程。12歳の 1年生

が午前 5時の起床から午後 9

時の就寝まで、授業、水泳、自

習と徹底的に鍛えられる。筆者

(高 14回)の ころは7泊 8日だつ

たと思うが、それが 5泊 6日 に

なり、現在は4泊 5日 になつて

いる。

一中名物の赤ふんどしは一部

母親たちの根強い反対にもかか

わらず、今も継続されている。

しかし、高飛び込みは平成 10

年に廃止された。日程、日課は

時代を経るにつれ様変わりした

ものの、その根底に流れるもの

はいささかも変わっていない。

上田講師は「至大、至岡1の精

神はじっかり受け継がれていま

す。クラス仲間が団結してひと

つのことに燃える。その過程で

九段魂を培っていく。こんな素

晴らしいイベントは九段だけの

もので、他校にはありません」

と力説した。

そして、最後は恒例のバーベ

キューで打ち上げとなる。エビ、

イカ、サザエなど海の幸を中心

に、ボリュームたっぶ りの肉

と冷たいビール。日頃のストレ

スを洗い流す至福のひと時だっ

た。(高 14回 佐々木紘一)

ゴルフは糸日谷さん優勝

夏のプレ至大荘ゴルフ大会

は、8月 24日 勝浦東急ゴルフ

コースで開催された。上位入

賞者は、優勝糸日谷彰 (高 9)

G88H15.6N72.4、 第 2位 海野

暁 (高 9)G100H26.4N73.6、

第 3位 藤 井 輝 郎 (高 3)

G93H19.2N73.8の 各氏。
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菊友会の真夏のイベント「至大荘懇親会」が、平成 14年度も8月 24日～ 25日 の2日 間にわ

たって開催された。今回の特徴は「九段フアミリー」。菊友会は 88歳から 18歳まで幅広い年代

の会員を抱えている。今夏の懇親会には 56人の会員が参加したが、祖父と孫のカップルや、ご

夫婦など「 4フ アミリー」が加わり、アットホームで、ほのぼのとした雰囲気に包まれた。
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ユニークな同期会

★高4・ 至高会

九段を卒業して 50年 という

記念の年の同期会、「至高会」

が平成 14年 9月 6日、九段下

のホテルグランドパレスで開か

れた。参加者は関西からも含め

て 60人。これまでの最高を記

録しました。恩師、清成孝先生

が 91才 という超ご高齢にも拘

らずご出席されました。

私たちは敗戦の翌春、疎開先

から戻った足で半分焼けた校

舎の九段中学を受験、入学しま

した。九段の歴史の中でもユニ

ークな世代で、下級生なしで 4

年間を過ごし、同級生が 3年

後に急増 して卒業時には 6年

間在学 した者と3年の者が混

在 しました。制度の過渡期が

生んだ珍現象ですが、それが同

期会の性格に幅を持たせ、良く

言えばおおらかな、悪く言えば

ちゃらんぽらんの仲間の会を作

り上げ、50年間欠かさず開き

続け、今日に至っています。幹

事などあっても無いも同然、案

内状の印刷依頼は家業が印昂1屋

だった細田益造君のところに行

くはずだから毎年 9月 の予定

日が近づくと彼に聞けというい

い加減なものです。

そのうち自然と細田君が万年

幹事のようになってしまい、と

きには参加者が 10数人という

年もありましたが、それでも

今日まで休みなく続いた同期

会は稀有な存在だろうと思いま

す。まさに世話役細田君のお蔭

げです。その細田君がこの一両

年体調を崩し、代わって学校の

近くに事務所を持っているだけ

の理由で “ノンポリ"の私、小

林が世話役を引き受けることに

なりました。そんな会合が今年

1ま 50年 c少 しは記念になるこ

とをということで、例年の杯を

交わしての歓談のほかに、多彩

な同期生を持つ我々の仲FHlの著

作物の紹介・展示と『至高会で

遊ぼう』という新企画が打ち出

されました。会場のテーブルに

は、直木賞作家の泡坂妻夫 (厚

川昌男)君のほか 8人の労作、

名著 (?)の数々が並んで関心

を集めれば、クラブ活動、『至

高会で遊ぼう』企画の発表では、

すでに発足しているゴルフ会や

囲碁の会のほか、新たに「下町

散策会」や「うまいもんを食べ

る会」、「日本酒の会」、「山歩き

の会 」など 10近 くの会が 50

年を機にスタートします。長寿

時代にふさわしい同期会の再発

足です。このユニークな同期会

は、名簿上の会員は残念ながら

年々少しずつ減っていますが、

みんなの善意に支えられなが

ら最後の一人が鬼籍に入るまで

ちゃらんぽらんと続けられるこ

とでしょう。(高 4回・小林昌彦)

「牛鴨会」14人が集う
☆中 13回 D組

昭和 16年 卒業の中 13回 D
組のクラス会 (牛鴨会)は毎年

欠かさず開いているが、平成

14年 も 3月 12日 “銀座ワン

ズガーデン"で開いた。幹事も

変わり、会場も変わった。台湾

から遠来の楊君、宝塚からの堀

君ら 14名が会した。

世相を論じ、健康を語 りあう。

功成り、名遂げた人々も九段の

丘で 5年間、机を並べた ころ

にもどる。たちまち時も過ぎ、

来年も元気で会おうと約してそ

れぞれ銀座の街にすい込まれて

行った。

く出席者 >荒木昌・岡田繁 。岡

村志郎 (幹事)・ 鍛冶良道・櫻井教孝・

真田興・清水徳蔵 。杉村新 。竹内

良夫 (幹事)。 富塚一・堀英太郎。

守屋茂雄・楊基新・吉高貞義

(中 13回 D組 。清水徳蔵)

至大荘でクラス会

★中 17回 B組

昭和 15年入学、敗戦の年の

昭和 20年卒業という激動の時

代に中学時代を過ごした世代

ですが、至大荘は夏 3回、冬 1

回経験しました。昭和 60年か

らクラス会を復活、以来 18回

目の今年は至大荘が借 りられ

るとの事で幹事が奔走の結果 8

月 20日、白髪、禿頭の当たり

還暦もはな垂れ小僧
★高 14回同期会

高校 14回 の「卒業 40周年

記念大会」が 10月 5日 、東京・

品川の新高輪プリンスホテルで

開かれた。5年ごとに行われる、

1組から7組の同級生全員がそ

ろっての総会。各クラスで世話

人を決め、 1年前から準備を進

めていただけあって、当日は懐

前のじじい 12名 が外房線で、

或は車で集まり、新装の「天寮」

に旅装を解いた。

休む間も惜しく一同守谷の浜

に出た処、浜は護岸が出来て狭

くなり、周囲は多少俗化したが、

見渡す海、山は変 らず、急に

60年の音に戻 リー斉に若返っ

て元気溌刺 とした笑顔 となっ

た。

赤帽の金槌が伝馬船から突き

落とされた話、長く苦しい遠泳

の後の葛湯の甘さ、冬の楔ぎの

寒かつた事…思い出は尽きず、

夕陽が沖の彼方に沈んだ後、懐

かしい名の「養気閣」で祝杯を

挙げ、タイムスリップした 60

年前の話は尽きず、最後は『波

涛々と磯を打ち 狭霧は薄れ守

谷なる……』を高らかに唄い、

海軟風の涼しい天寮に戻り雑魚

寝、翌日は後の山、前の磯を伝っ

て存分昔の空気を味わい、楽し

いクラス会を終わりました。

(中 17回 B組・大八木鋭三)

かしい面々が 130人近 く (2

次会だけの参加者も含む)も集

い大盛会となった。恩師も4組

担任の佐藤周蔵先生、 5組担任

の田中義信先生をはじめ、古賀

周作 (国語)、 加藤二郎 (体育)、

川田 (栗原)節子 (体育)の各

先生に参加をいただいた。

われわれ 14回生は、ほとん

どが来年の平成 15年中に選暦

を迎える。「もう、一花」と強

がりを言っているけれど「あっ

ちが痛い」「こっちがおかしい」

と体の不安がつのる世代。乾

杯の発声役を務めていただいた

「新クラ」 こと72歳の田中先

生は、こうほえた。「古人いわ

く、60、 70(歳 )、 はな垂れ小

僧 ! 男 (女)盛 りは、100歳、

100歳 l」。いや、恐れ入 りま

した。

5年ごとに開催してきた総会

ですが、次回以降は間隔を短く

して3年ごとにします。

(実行委員長・高橋直人)

卒業 25年を記念して ★高29回同期会
高校 29回 (昭和 52年)の卒業から25年の月日が経過しまし

た。この度、下記の要領で卒業 25周年記念同期会を開催します。

日時 :2003年 3月 8日 (土)15:00か ら

場所 :霞ケ関三井クラブ (東京都千代田区)

会費 :10,000円 (予定)

詳細は同期卒業生の皆様に連絡させていただきます。
二次会も開催する予定です。また、新しい情報を以下の URL

でご紹介しています。
http://www4.airnet.nejp/bis/kudan/

同期の皆様のご参加を、お待ちしております。

代表幹事 陰山 貞三 (8組 )、 町田 聡 (7組 )

連絡先  医療法人社団三貴会ビース歯科医院

常磐 修 (3組 )E―mall:bis@mac.com
TEL:03-5458-4618、  FAX:03-5458-4619
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半世紀を超える絆
☆高 2同期会

昭和 19年 4月 都立九段中学

入学、25年 3月 都立九段高校

卒の高二会は、ここ数年、10

月の第2月 曜日 (体育の日)の
翌日に東京會舘で開催 してい

る。

平成 14年 度 は 10月 15日

に開催、出席者は、恩師の古賀

周作先生 。槌田満文先生と同期

の秋山 (和 )。 朝倉・五十嵐・

市川 。一色・出光 。大島 (宏 )。

加藤 (静)。 加藤 (雅 )。 鎌田・

久保田 (治)。 小島 (純)。 小林

(周 )。 小森 。近藤・佐々木・西

郷。清水 (孝 )。 清水 (美 )。 重森・

鈴木 (成 )。 鈴木 (謙)。 関。竹島・

竹村・宝田 。谷本・塚田 (茂 )・

塚本・土田・徳久 。中里 。中瀬・

野股 。野村 。羽石 。原田・平田・

福田。文永・帆刈 。本浄・鞠子・

宮内・矢口・山田の計 48名 (敬

称略)。

司会は例年通 り加藤 (雅 )、

開会の辞は菊友会会長・東京會

舘会長の鈴木 (謙)で、『……・

母校が千代田区立の中等教育学

校になる?………』など母校の近

況も含めた内容。続いて恩師お

二人の挨拶、乾杯の音頭は久し

振りにバンコクから帰国し参加

した市川.歓談が始まってすぐ

に、珍客挨拶で竹村と原田。ク

ライマックスは、恒例の小森

のビアノ伴奏による全員での校

歌斉唱、閉会の辞は重森。平成

15年 は 10月 14日 (火 )18
時から、東京會舘で開催の予定。

(高 2・ 五十嵐邦亨)

美味しいクラス会
★中 15回卒B組

平成 14年 H月 5日、大久

保駅そばのホテル海洋のガー

デン・ビュー (洋食堂)で午前

H時 45分 か ら開かれた。5

年間担任の清成孝先生と末娘さ

んを招待したが、当日朝、電話

で風邪と連絡があり欠席。出席

者はA組・千野孝、B組。新井力・

市毛基之・色川浩太郎・鈴木乙

二・齊藤精・河上民雄 。高野均

治・武田彰・半田恵一 。西蔭義

雄 。松下憲三・山本崇の 13名。

牛フィレステーキにフォアグラ

添えなどの豪幸な食事にワイン

等を飲んで歓談。

神戸から毎回上京の市毛は、

祖父常陸山と梅ケ谷の錦給など

で思い出を語り、初めて参加の

千野を全員に紹介し、A組のク

ラス会のことなどを語る。25

年前には A・ B合同クラス会を

行ったものだ。午後 2時に散会。

(敬称略)

(中 15。高野均治)

ある高校 4回卒業の西村康生君

が平成 14年 10月 21日 、入

院中の順天堂大学病院にて、薬

石効なく逝去された。

彼は私と誕生日が同じ、昭和

8年 7月 8日生まれ、終戦のあ

くる年、第一東京市立中学校に

入学、中高 6年間九段で学んだ。

教室の席順 (ア イウエオ順)が
西村・羽生、服部と1人おいて

つながっていた。しかし中学 。

高校時代は、彼は水泳部、私は

軟式庭球部だったので、付き合

いはほとんどなかった。

その後、彼と深い仲になった

のは、彼が菊友会の役員になっ

てからだった。当時彼は橋本総

業株式会社に勤務していた。同

社は彼の水泳部の先輩で中学

13回卒業の橋本政雄氏が経営

する会社であった。昭和 58年

橋本氏が第 12代菊友会会長に

就任された時、社長命令で、彼

は菊友会の理事になった。彼は

役員在任中、自宅が遠方にもか

かわらず夜の会合にも休むこと

なく、夜遅くまでよく我々と付

菊友会の運営に尽力
亡き友西村康生君を偲ぶ

長きにわた  き合った。

り菊友会の役   そのうち、鍛冶君が会長、私

員として活躍  が副会長、亡 くなった茂木源光

され、顧間で 君が企画委員長、彼が運営委員

長になり、高校 4回生が菊友会

をリー ドするようになった。

その後、私が会長代理を引き

受けた時、彼が副会長を務め

てくれた。その年、平成 6年母

校は創立 70周年を迎えた。彼

は菊友会の運営に積極的に活動

された。特に平成 6年度版の菊

友会名簿編集委員長を務め、寸

暇を惜しみ名簿編集に尽力され

た。彼は目立たない人であった

が、責任感が強く、穏やかな性

格の持ち主で、後輩の人望が厚

く、菊友会の今日の栄の礎を築

いた人と言っても過言でない。

仕事一筋に過ごし、定年後は

関連会社に再就職したが、何分

にも泳ぐことが好きで、近所の

スイミングプールヘ行くのが日

課となり、年 1度の菊友会至大

荘行事を楽しみにしていた。

これからも、もっと長くお付

き合いして、彼が好きだった

お酒を一緒に酌み交わしたかつ

た。在りし日の彼を偲びつつ…。

合掌

(高 4回・服部嘉夫 顧問)

ご冥福をお祈り申し上げます
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

改定に伴う調査票で判明した方々も掲載しました (敬称略)
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夢″ ζ
10月 5日 午後 、10年 目の記

念となる1日 制ナンバー中学 22

校が参加する東京校歌祭が日比

谷公会堂において行われた。本

校は 15番 目、持ち時間 10分

の出演。校歌 (ピ アノ伴奏 )、

至大荘歌 (太鼓音頭)を OB
15名現役 57名の大合唱で盛り

上がった。緞帳が上がると舞

台一杯の整列。観客からもオー

という声も上がり、今年も現役

の若い歌声のお陰で成功裏に終

わった。

今年は 10回記念で増頁の広

告、福引き賞品提供のため 20

万円の費用がかかつたが、20

名からの貴重な寄付金及び数名

のポケットマネーでやっと間に

合った。事前に 100名 近 くに

出場及び寄付依頼のお願い案内

も発送したが、出場者も少なく、

寄付金の集まりも予定より少な

かった。母校の火を消す欠場は

出来ないと思うので、今後一考

を要する実態であると深く考え

★第 10回東京校歌祭

た次第である。(高 8・ 岡本芳雄)

山奥で囲碁三昧
★菊友碁会

第 41回菊友碁会 (河野平会

長)は 6月 16日 、東京駅八重

洲国の「いずみ囲碁サロン」で

開かれ、中 13回から高 18回

までの二十数名が歳の差を忘れ

て囲碁を楽しんだ。今回の優勝

は相川久遠 (高 9)、 準優勝は

牛田祐大 (高 6)、 3位は村上

嘉幸(中 17)と いう結果だった。

碁会の後はいつも通りの囲碁談

義。昔の学校生活の話に花が咲

く。

この席で特別碁会を開こうと

いう話が出て、10月 5、 6日、

一泊で有志 12名 が房総の奥座

敷大多喜の山奥にたたずむ山荘

で山海の珍味を味わいながらた

だひたすら碁を楽しんだ。

また、第 42回 菊友碁会が

H月 17日 「いずみ囲碁サロ

ン」で開かれ、優勝は松下篤之

(中 18)、 準優勝は高橋久生 (中

15)、 3位は河野平 (中 15)と、

長老が実力を発揮した。

菊友碁会は新会員を募ってい

ます。ご連絡は事務局長・飯田

英則 (電話 =0471-500235)
まで。

富士を見ながら
★菊友会ゴルフ大会

第35回菊友会ゴルフ大会は、

よみうリカントリーから久しぶ

りに場所を移 し、富士山の麓、

大月カントリークラブで 10月

30日 開催された。中9卒大智

先輩、中 12橋本先輩を筆頭に、

女性 4人を加えた総勢 26名 が

参加、好天に恵まれ、初雪を被

る富士山の絶景を眺めながら、

自熱のコンペが展開された。成

績は、新々ペリア方式により以

下の通り決まった。

優勝星野健 次 (高 9)G90
H19.2N70.8、 2位藤本弘子 (高

11)G105H33.6N71.4、  3イ立

尾羽澤正敏 (高 9)G83HH.2
N71.8(代表幹事 高 4・ 鍛冶)

秋寒の中で熱戦
★九8ゴルフ会

高 8回生による第 7回「九 8

ゴルフ会」は 11月 7日 、秋寒

の中、高 9回の 4名を含む 13

名が参加して、取手国際ゴルフ

場で開催された。

優勝は高橋卓志 681H20)、 2

位叶屋昭夫 (高 9)711H13)、

3位田中国広 721H16)の 各氏。

次回は平成 15年 5月 22日

(本)に、高 8と 高 9の対抗戦

を予定している。

(高 8・ 岡本芳雄)

鶴 .1受|け1付|け車

普通口座 0691551 ミ

ロ座名義 菊友会     :

電通の新社長

俣木さん (高 9)を訪問

菊友会の理事を含む有志 6

人、海野暁、熊谷嘉晃、渋谷京

子、曽根一、村崎友子、善本圭

子 (いずれも高 9回 )は平成

14年 9月 12日 、株式会社電

通の第 10代社長俣木盾夫さん

(高 9回 )を築地の電通本社に

訪ねた。

俣木さんは大森三中から九段

高校に入学 、硬式庭球部に所属

し、立教大学に進み、電通入社

40年後に 、私立大出身では初

めての電通社長に就任した。

九段卒の電通人脈は意外に多

くて 28人いる。俣木さんの社

長就任でこの傾向が加速するか

もしれない。(高 9・ 海野暁)

饉 猾 田畠tg鯰 鼻

か、菊友会大会、至大荘行事、同

期会やクラス会の報告など、たい

へん多くの原稿が集まり、紙面の

枠からあふれかえりました。この

ため、一部削除や、写真の割愛を

させていただきました。ご容赦く

ださい。(H・ 0)

菊友会財政を救おう
平成 14年度の維持会費納入を

菊友会の財政はこのところ悪化しています。菊友会財政の窮

状をご理解いただき、会費の納入をせつにお願いします。

菊友会の維持会費

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 (会報の封筒の宛名シール

に記載されている番号)を明

記の上、お近くの郵便局から

お振り込み下さい。なお、高

50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下さい。

2,銀行振り込み

指定の菊友会口座に氏名、

電話番号、個人コー ド番号を

明記してお近くの銀行からお

振り込み下さい。

東京三菱銀行神保町支店

店番号  013

6月

●九段高校の千代田区移譲、中高一

貫教育問題について菊友会としての

対応を話し合うため、顧問会を7月

10日 に開催、同日に理事会もあわ

せて行うことに決める。

●菊友会報 69号について 6月 11

日理事会で内容了承。7月 1日付で

発行。

7月

● 10日、午後 5時から都教委 2名、

佐藤校長、理事が参加し、都の中高

一貫教育に関する考え方、九段高校

の現状などについて説明を受け、話

し合う。6時 30分より顧問会開催。

●九段高校の中高一貫問題が流動的

なため、会報の発行を8月 1日に発

行を延期。

8月

●九段高校の千代田区移譲案につい

て、9月 4日 に会長、理事長らと話

し合いを行う予定との報告。

●至大荘懇親会 (8月 24～ 25日 )

の役割分担の最終確認。講師は旧職

員上田惇先生 (高 31回 )。

● 田渕大三郎氏 (中 4回)よ り 10

万円の寄付。菊友会事務局拡充の

ために使わせていただくことに決め

る。

9月

● 4日 、千代田区と協議、校長、菊

友会会長、副会長、理事などが出席

し、千代田区への九段高校移譲問題

について話を聞く。

●千代田区への移譲、中高一員問題、

菊友会としての意見を統一するた

め、10月 15日顧間会を開催を決定。

10月

● 10月 5日 の校歌祭報告。 OB
15名、現役 57名が参加出演。

● 15日午後 3時から、東京會舘で

菊友会の顧間、理事、評議員ら40

名あまりが参加して緊急拡大役員会

開催。移譲問題について意見を集約

した意見書の提出を決定。

●菊友会大会、19日 午後 5時から

8時 まで、東京會舘で開催。200

名余が出席。卒業年度、部活単位で

着席ビュッフェ。プレイベントの講

師は鈴木隆敏 (高 10回 )、 テーマ

は「新聞のうらとおもて」。

11月

●菊友大会の反省。料理、着席ビュッ

フェ等は好評だったが、当日キヤン

セルが 30余名あり今後の課題とし

て考える。

●菊友会報 70号 は、母校の千代田

区移譲、中高一員問題をメインテー

マに 1月 1日 発行を目指す。

●母校の千代田区移譲、中高一貫間

題に対応するため、「中高一貫対策

委員会」を設置。高野菊友会副会長

を委員長に 4名の委員で構成。設置

期限は当面平成 15年 3月 まで。




