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都立・区立、2つの校名の前での記念撮影も今だけ
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都立九段高等学校は、今春３月、現３年生
の卒業をもって閉校となります。大正13年
創立以来、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と変遷を
遂げ、卒業生２万４千余名を世に送り出し
てきた85 年の歴史に新たな区切りをつけ
る時がついに来ました。
今後は、校舎などの建物施設、九段の建学
精神・伝統といったソフトの部分もすべて、
中高一貫校の「千代田区立九段中等教育学
校」に受け継がれていきます。
この歴史の区切りに、学校・菊友会・ＰＴ
Ａが共催して、都立九段高校への「感謝の
集い」を実施いたします。恩師、卒業生、保護
者など「九段」に縁を結ぶ者が一堂に会し、
85年の歴史に思いを馳せ、懐かしい青春時
代を、九段ロマンを、語り合おうではありま
せんか。同期の方々、クラブのお仲間等お誘
い合せの上、ぜひご参加ください。

会費：８０００円
日時：	平成２１年３月１４日（土）
	 午後２時３０分～４時３０分
場所：	ホテルメトロポリタンエドモント
	 （飯田橋）　
	
また菊友会は独自に、3月14 日、午後１
時から１時間程度、九段高校と新しく建設
された九段中等教育学校の見学会を予定し
ています。会場に足を運ばれる前に、我が学
び舎を見学されてはいかがでしょうか。菊
友会員の寄贈図書コーナーもぜひご覧くだ
さい。九段高校玄関にて、お待ちいたします。

記念誌も出版に向けて着々と進行してい
ます。85 年にわたる九段の写真入り年表
（沿革）を中心に、菊友会員の座談会、至大荘
や尽性園でのクロスカントリーの思い出な

閉校記念 ＝感謝の集い＝ 3月14日（土）開催

一段となごやかに  平成 20 年度  菊友会大会

平成20年度の菊友会大会は、10月18 日
（土）16 時から東京會舘ローズルームで、
180余人の参加者を得て盛大に行われまし
た。初めに髙橋直人・菊友会理事長（高14）
が母校の現状を報告。日常のクラブ活動な
どは高校・中等の生徒が一体となって行わ
れていること、体育祭、文化祭が合同で実施
されたこと、これらについては先生方の大
変なご努力があることを述べ、また母校発
展のために菊友会会員の一層の支援が呼び
かけられました。
続く第一部・特別講演の講師は中西繁氏

（高17）。54 歳から画家生活に入った興味
深い足跡を、スライドも使い50分間たっぷ
りと話されました。（内容を次ページに掲載
しています）
17 時から第二部。挨拶に立った桑田芳
郎・菊友会会長（高7）は、まず夏の甲子園大
会予選で大健闘した野球部の嬉しい報告。
そして、市場経済の破綻と4人同時の日本
人ノーベル賞受賞を題材に、経済において
も科学においても人材育成、人格形成には
若い時の教育が重要だと、母校への一層の
期待をこめました。
乾杯の音頭は丸山禮次元会長（中7）。91

歳の力強い発声で会場に元気がみなぎり、
開宴に入るや、同期を越えて先輩・後輩の
挨拶が飛び交う、菊友会大会ならではの光
景が始まりました。ややあって「本日の一
番」がマイクで呼ばれます。「出席者数一番
の17 回生」「一番遠方からの出席」「関西菊
友会ご一行」「しごき一番の一排会」「熱烈応
援の野球部ＯＢ」と、次々と壇上に上がり記
念撮影。「最高齢のお二方」には満場の拍手
が贈られました。次回はわが部が壇上に！
の声も上がる熱気のうちに宴は福引タイム
へ。今回も会員の皆様からたくさんの景品
を提供いただき、菊友会大会は一層の盛り
上がりとなりました。
閉会は例年より早い19時。二次会も大い
に楽しめたようでした。

三浦雄一郎さん講演
12月6日、九段高校が実施
しているオープン講座で、プ
ロスキーヤー・三浦氏が健
康法を語りました。チョモラ
ンマに登る目標・食事・運動の調和が76歳
の人生を健康にしていると強調。前向きに
生きる人のオーラに、みな納得でした。

都立九段高校とのお別れ迫る

ど、全200ページほどの予定です。成田校長
の生涯、一中時代の教育、若い卒業生の思い
出、先生方のご指導、知らなかった九段がき
っとここにあります。九段の歴史を知り、教
育の根本を知る、貴重な一冊になるはずで
す。ぜひお手元に置いていただきたいと思
います。（菊友会頒価3000 円）

2009 年　明けましておめでとうございます

「感謝の集い」「校舎見学会」への出席、
「記念誌」の購入は、本紙に同封のハガ
キにて（締切１月末日）お申し込みくだ
さい。ご参加・ご購入の方には、後日詳
細をご案内いたします。

感謝の集い

校舎見学会

記念誌出版

20人が勢ぞろい  高17



子どもも大人も楽しんだ花火大会
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菊友会行事のページ

菊友会大会で講師を務めた中
西氏は20歳で東光展に入選。東
急設計コンサルタント入社後
も絵を描き続け、44 歳、現代洋
画精鋭選抜展金賞受賞を機に、
個展「哀愁のパリ」で画壇にデ
ビューしました。詩情豊かなヨ
ーロッパの街並みを描いて、画
商「一枚の繪」のスター画家に。
徐々に絵の収入が給料を越え始

めたそう。
そんな中、95年に阪神大震災
に遭遇。00年には会社を辞めて
画業一本となり、サラエボ、チ
ェルノブイリ、アウシュビッツ
などを巡って「廃墟」をテーマ
に風化した建造物を描き始めま
す。国際的な視野で戦争の罪悪
を問う大作は、00 年と05 年に
日展で特選を受賞しました。
その後、更に腕を磨くために
フランス国立美術学校に留学。パ
リ、モンマルトルの生前のゴッホ
の部屋を住居兼アトリエとして
借り、制作、研鑽に励みました。
08 年には画商から独立。「戦
争はいかなるものでも悪であ

8月23 日（土）～24 日（日）、
中15から高21回生までファミ
リーを含め68人が集いました。
初日、ゴルフには早朝から21
人が参加。若々しいプレイを楽
しみました。優勝・ベスグロは
赤司久雄氏（高15）、２位の藤本
達夫氏は藤本弘子氏（高11）の
夫君。なんとローマ五輪水泳銀
メダリストです。3位は三井貞
義氏（高7）でした。
一方、至大荘には、早い人は１
時半から入荘して、遊泳・磯遊
び・散策と時を過ごしました。
夜6時からは、いよいよ懇親
会のスタートです。心尽くしの
料理をいただきながら、4か国
からの女子留学生や元気な子供
達の参加が華を添え、和気あい
あい。その後は広場で花火大会。
都会では出来ない打ち上げ花火
が、ポーンという音を残して漆
黒の空にはじける中、小１時間
潮風に吹かれていると、心はい
つしか少年少女に。

2日目の朝の自由時間は多数
が勝浦の朝市に出かけました。
この日の出店は50店ほど。旬の
イカやカツオ、太目で柔らかい
房総ヒジキ、名産シロウリなど
新鮮な海産物や野菜に触れた
り、地元のお年寄り達と房州弁
の会話を楽しんだり。また、やっ
ぱり泳がなければ、と守谷の浜
にも20人ほどが出陣しました。
水温23 度とやや寒いながらも
海に入り、チビっ子達も波遊び。
水泳部ＯＢの清河昌之氏（高７）
に伴泳願い、夢のプチ遠泳を試
みた人もいます。
懇親会最後のプログラムは昼
食のバーベキューです。ホタテ、
サザエ、エビ、牛肉にたっぷりの
野菜、焼そば、おにぎり、中華ち
まき。幹事さん、本当に大丈夫？
の声も出るご馳走でした。1時
過ぎ、それぞれに思い出を詰め
て解散。2日間で身も心もリフ
レッシュできた懇親会でした。
	 （田ノ倉美保子・高15）

中西繁氏（高17）－廃墟を描き、平和を願う－

泳いで、語って、2 日間を満喫

菊友会大会・講演会

08 年　至大荘懇談会 第26 回関西菊友会大会総会

逝 去

る」と、画家の旗幟を鮮明にしま
す。これからも絵の技量だけで
なく、人間を磨いていく努力を

したいと結ばれました。在学中
は男子バレー部。★個展の日程
を８Ｐでお知らせしています。

楽しみな福引、次の皆様から景品を提供いただきました。（敬称略）
菊友会大会へのご協力ありがとうございました。
中13	 末　　博光	 本『孟子のことば』（加藤道理著・中15）10冊
中13	 橋本　政雄	 文明堂カステラ　6箱
中16	 吉田　忠男	 ビール券　３組
中21	 鈴木　謙一	 東京會舘洋菓子　10箱　
高3	 小高　登志	 ウニ瓶詰め　1個
高4	 一島　英治	 著書『麹』　10冊
高4	 大井　基臣	 宝来屋羊羹　5本
高7	 桑田　芳郎	 ワイン　５本
高7	 宮島　徹	 丹後久美浜の鯛せんべい　３箱
高8	 勝俣　友子	 クリップ「ラッキーキャット」　１組
高9	 岡田　繁	 石坂ゴルフ・メンバー並みプレー券　3組
	 	 ゴルフボール10個入り　2箱
高15	 氏家　義之	 映画『まぼろしの邪馬台国』ペアチケット　5組
高19	 遠山ちづ子　背枕「寝べえ」　２個
高39	 相原　學	 赤十字社記念ハンカチ＆ボールペン　１組

11 月1 日大阪キャッスルホ
テルに37人が集まりました。
本部会長桑田芳郎氏（高7）か
ら、平成21 年3 月14 日を持っ
て閉校となる「母校の新たな歴
史の始まり」と、髙野顧問（高４）
からは伝統が確実に継承される
とのお話があり母校の将来に期
待が持てました。講演は正倉院
展が開催されている折から、古
代史・歴史学者、元宮内庁書陵
部、正倉院事務所長を経て、現在
神戸女子大学教授の米田雄介氏
（米田達郎氏・高42 の父上）の

ご好意による「正倉院よもやま
話」があり、正倉院・正倉の成立、
宝物に関わる歴史上の為政者達
の関心とその振る舞い、昭和天
皇と交わした会話等、宝物を通
じて日本に流れている文化成
立の本髄に触れた感がして、有
意義な時間を頂きました。第2
部は初代の副会長橋本良氏（中
16）の乾杯で始まり、本部・遠路
より７名の参加を得て、各世代
の歓談に盛り上がりました。
★平成21年は11月14日の予定
です。	 （湯浅良男・高14）

恩師	 古賀　周作
恩師	 柳沼重剛（中16）
恩師	 日達　芳郎
中４	 奥田　浩造
中５	 箭内　源典
中５	 澁谷　和雄　
中７	 高岡　　襄　
中10	 高橋建次郎　
中11	 石島　彦六　
中11	 古茂田敬一　
中12	 川本　　徹
中12	 松山　雅彦
中13	 浅原　　寿　
中13	 伊沢　久男　
中13	 藤野　志郎　
中14	 石井　英彦　

中14	 後藤　二郎　
中14	 田　　義男
中15	 興津　知明
中16	 鳥光　義文　
中18	 大島　一浩　
中18	 岡　　勝彦　
中18	 鈴木　康司　
中18	 髙田　　稔
中19	 田口　茂雄
中20	 中野　　昭
高１	 溝田　　弘　
高３	 立川　憲吉　
高３	 森谷　治安　
高４	 羽鳥　武雄　
高４	 松本　　直　
高４	 和田　文彦　

高５	 黒木　　聰　
高７	 林　　信一
高９	 内藤　征雄　
高10	 村上　静代　
高11	 芹沢　　弘　
高11	 安井　　元　
高12	 石川　堪造　
高15	 平山　武俊　
高16	 何　　英一　
高18	 武田　眞一　
高19	 蜷川　道雄　
高23	 斎藤　嘉克　
高23	 松本　幸士　
高29	 鷲見　　修　
高31	 丸若　雅俊　
高33	 松林明友子

謹んでご冥福をお祈り申し上げします
前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）
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都立から区立へ  
―菊友会の活動と想い ―　　菊友会前会長　髙野光正

忘れもしない平成14 年２月
のことである。「都立九段高校が
千代田区に移譲される可能性が
ある」との記事が新聞に一斉に
報じられた。当時本件はまだ母
校には伝えられておらず、東京
都教育委員会に事の真偽を問い
合わせると、都立高校改革案の
策定中で、九段は都立中高一貫
校あるいは重点校候補に入って
いない事が判明した。
この日から4年後の、千代田
区立九段中等教育学校開設まで
様々なできごとがあった。私は
当時、鈴木謙一菊友会会長の下
で副会長として、翌15年からは
会長として一貫してこれらに立
ち会うことになった。
平成21年3月、都立九段高校
は閉校を迎える。この期に当た
り、この間の出来事を整理して
記録にとどめ、同窓会の想いを
再確認しておきたい。
都立での存続かなわず
さて、新聞報道の後、菊友会は
即座に理事会、顧問会で対策を
検討し、平成14年５月の評議員
会で討議、同窓会としては「不
賛成」を議決し、都教委に「都立
としての存続を求める要望書」
を提出した。他方、千代田区教育
委員会は５月22 日に「都立高
等学校の移譲に就いての要望」
を提出、都教委は母校の千代田
区への移譲について検討を行
い、6月には移譲に関する基本
的な考え方をまとめた。さらに
都教委と区教委は協議を重ね、
「移譲の為の条件」を定めた。都
教委は10月24 日の委員会でこ
の基本的考え方を妥当なものと
判断し、九段高校の千代田区へ
の移譲を決定する。
この間私どもは事態を静観し
ていたわけではない。何人かの
都教委の先生方に働きかけ、都
教委の責任者とも九段高校と一
緒になって数回、普通の都立高
として存続するか、都立の一貫
校に加えるかなどの話合いを重
ねている。しかしながら区への

移譲の方向は覆らなかった。
都教委は決定に際して「関係
者間で十分に協議し、新しい学
校づくりについて共通の認識を
深める」ようにとの条件をつけ、
12月18 日、都教委・区教委・九
段高校及び九段高校同窓会によ
る「千代田区立中等教育学校に
関する検討委員会」が設置され、
より具体的な移譲条件を検討す
ることになった。
都教委の山際部長（当時）に
よると、かような問題に同窓会
が絡むのは極めて異例の事であ
り、九段高校の歴史と伝統がい
かに重要であるかを認識してい
るためとの事であった。実際に
都立高校改革に伴い、関係者に
事前の相談なしに統廃合された
ケースも多いと聞く。
菊友会は、都立高としての存
続の要望は通らなかったが、伝
統と校風の継承を見守るため同
検討委員会への参加を決めた。
委員会の構成員は菊友会５名、
都教委２名、区教委２名、九段高
校２名。九段高校ＰＴＡ関係者
とも意見交換しながら平成15
年3 月までに計5 回開催され、
九段高校の移譲に関する具体的
条件を定めた報告書を作成し
た。
千代田区への移譲条件
移譲条件の骨子は次の通りで
ある。詳細は菊友会報71号にも
掲載されているのでご参照いた
だきたい。
①千代田区立中等教育学校は九
段高校を母体とし、前期課程に
ついては九段中学校の教育実績
に配慮する
②至大荘行事など伝統的学校行
事は継承する。行事歌なども継
承する
③校歌は九段高校の校歌を継承
し、校旗、校章は九段高校のもの
をベースとする
④九段高校と中等教育学校の同
窓会はつなげて行く
⑤進学校としての伝統を持つ九
段高校の更なる進学実績の向上

を図る
⑥入学者は、千代田区民１対区
民外1の割合とする
この報告書は都教委で承認さ
れ、同時に千代田区長にも手渡
された。千代田区長は「報告書
に盛られた移譲条件を順守し、
関係者の期待を裏切らないよ
う、立派な学校をつくる」と決意
を表明された。
理想の学園を目指して
ここに至るまでもまたその後
も、在校生、ＰＴＡ、一部教職員
及び一部卒業生の間で移譲反対
の運動は根強く、夜遅くまで議
論し合うなど、対応に佐藤校長(
当時) 共々苦労したのも事実で
あるが、母校を思う気持ちは同
窓会も一緒なのでできるかぎり
真摯に対応したつもりである。
千代田区は都教委の移譲正式
決定を受け、平成18年４月を目
指して開設準備をスタートさ
せ、15年6月に区立中高一貫校
のあり方について有識者らが話
し合う｢ 学校評議会｣ を設置し
た。メンバーは学識経験者や同
窓会代表など10人で構成、会議
は公開で行われ、菊友会会員、九
段高校ＰＴＡ会員、住民の皆さ
んが傍聴された。有名私立に対
抗出来る、今までの公立校の概
念にとらわれない理想の学校を
目指して高度な教育論議が展開
された。
中等教育学校の開校
その後の紆余曲折を経て、平
成18 年４月１日｢ 千代田区立
九段中等教育学校｣ が無事開
校、５日に第一回入学式と、九段
中学１、２年生が中等学校２、３
年生となる編入式が挙行され
た。15 日には開校式が開かれ、
千代田区長は式辞の冒頭「九段
高校同窓会のご協力でこの日
を迎えることができた。前身の
第一東京市立中学の建学の精神
を受け継ぎ、さらなる発展を目
指す」と挨拶された。これを聞
いて、私は初めてこの４年間の
できごとがまざまざと思い出さ

れ、感慨を新たにし、胸が熱くな
ったのを覚えている。
区教委が掲げた本校の学校像
は「千代田区における唯一の区
立中等教育学校として、６年間
一貫した継続教育を通じ、千代
田区ひいては東京や日本を担う
人材を育成する学校を目指す。
九段高校の文武両道の伝統・校
風を継承し進学実績の一層の向
上を図る。６年間の計画的・継
続的なカリキュラムの下、キャ
リア教育を徹底し、国際理解教
育、大学との連携等、独自性を持
った教育を実践する。さらに、区
民以外からも生徒を受け入れる
事により、全都からの入学を可
能とし、活力ある生徒という九
段高校の生徒像を維持する。こ
のため入学者については、千代
田区民と区民以外の都民の比率
は１対１を目途として生徒募集
をする」となっている。
菊友会の役目
開校に伴い、校長の学校経営
を支援するため、本校の基本的
な方針を協議し、自立的かつ柔
軟な学校運営について助言する
組織として｢千代田区立九段中
等教育学校経営評議会｣が設置
された。平成20年６月からは私
が会長職を仰せつかっている。
この評議会は前述した移譲条
件あるいは学校像等の諸条件が
遵守されているかどうかを見守
る役目もある事はいうまでもな
い。千代田区教委は学校設立時
から、都立の一貫教育校には負
けない卓越した学校を作るため
に物心両面であらゆる援助を惜
しまないと約束されており、都
教委も都立11 番目の一貫校と
位置づけ支援すると述べておら
れる。菊友会としてはこれらの
言葉を決して忘れず、都教委や
千代田区の努力を見守り、当初
の理念に沿ったすばらしい学校
づくりがなされるよう協力を続
けていく所存だ。　

特別寄稿





ＯＢ・OG会

同期会・クラス会

5組黒川氏のカメラの前に、高校生に
戻った笑顔が全員集合！

120人は無理なので女性だけ

前列：岡田・知久・世耕・幡野・井上、後列：
武井・井出・茂木・小泉・平野・岡本
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OB・OG 交流のページ

高４　至高会

9 月12 日（金）、いつもの会
場・ホテルグランドパレスに41
名が集まりました。席上菊友会
元会長髙野光正君から、学校の
区移管に際して同窓会の参画の
話、小林昌彦君からは、自著の出
版記念会で、菊友会の伝統と結
束の強さを各界の方々が賞賛し
たことなど、豊富な話題であっ
という間の2時間でした。
「後期高齢者」に突入してもい
たって元気で、ゴルフ、テニスな
ど、活発な行事を行っています。
来年も同じ会場で第2金曜日（9
月11日）の再会を約してお開き
としました。	 （長谷川明）

中21 Ｃ　クラス会
昭和19 年入学C 組のクラス
会を5月14 日神楽坂「志満金」
で開催。20 年3 月9 日期末試験
初日終了の夜、東京大空襲で試
験は無期延期。クラスも疎開・
残留などで空中分解、戦後も復
帰出来ぬ者も居り19C は復活
しなかった。
同期会（高2・中21）は毎年開
催しているが中学入学で始めて
出合ったC組のクラス会を開催
することになった。クラスの名
簿もなく、2、3 名の記憶を頼り
に20名に案内し10名が参集し
た。	 （一色昭吾）

前列左から、久保田（象）・石田（健）・島根・
山東。後列左から、文永・恒川・佐々木（正）・
磯野・小林（周）・一色

高19　還暦同期会

11月22日ホテルグランドパ
レスで開催。恩師4先生と同期
118 名の計122 名が参集した。
ご出席いただいた恩師は、太田

弘先生・久保木哲夫先生・田部
井文雄先生・伊部哲先生。みな
お元気で、担任時代の思い出や
老いを迎えるにあたっての人生
訓などを闊達にお話しいただい
た。散会後も幹事団の用意した
二次会会場へ、その後さらに小
グループに分かれ、夜の飯田橋
に散って行った。	 （松本茂夫）

高29　3 年8 組クラス会
11 月23 日晩秋の夕刻神楽
坂、高29回3年8組23名が集い、
スペイン料理に舌鼓。自分達の
ハッピーフィフティーを祝おう
とケーキを囲み、Birthdaysong
を歌い「素晴らしき仲間」の現
在進行形となりました。２次会

は西麻布に繰り出し、ギターに
ドラムにキーボードに歌と大い
に盛り上がり、人生これからが
最盛期！と再会を誓った夜でし
た。	 （陰山貞三）

バドミントン部
60 周年記念OB/OG 会
９月６日（土）総勢約70名の
参加をえて九段会館で開かれま
した。創部立役者の朝倉先輩（高
2）、内田先輩のご挨拶と乾杯に
始まり、幹事長中谷（高33）・幹事
江井（高33）の司会で進められ、
宮野先輩（高3）の〆で、大盛況で
散会となりました。幅広く高2回
から56回までの各世代が逸話を
語り合うあっという間の２時間

でした。還暦を迎えた我が部が中
等教育学校移行後も、各世代を繋
ぐ伝統を継承し、益々発展するこ
とを切に願います。
	なお、今回のOB/OG会をきっ
かけに、高36期青木克憲氏の尽
力で、11月22日（土）「打つ会」と
銘打ち老若男女がダブルスで腕
を競いました。	（原		香織・高33）

高10　卒業50 周年記念同期会
９月27日、ホテルグランドパ
レスには遠くは大分・新潟・宮
城などから100 人近くの仲間
が集まりました。山口泰夫君の
司会で、会長の「50 年の歳月は
経っても、共に過ごした３年間
の思い出は、みんなの心の中で
色あせない」の挨拶で、開宴とな
りました。
緊張もあっという間に解け

50 年前の美少年、美少女に戻
り、楽しい会話が広がりました。
終わりに、校歌、至大荘歌を唄
い、松浦宏一君の「古希を過ぎ
ても、元気で会いましょう」と再
会を約した言葉でお開きとなり
ました。	 （高橋伸和）

追悼　古賀周作先生
昭和23年～38年4月（漢文）
根は優しいが規律に煩い堅物先
生として漢文を教えられ、その
後小岩高校、一橋中学校等を歴
任、昭和63年千代田区教育委員
会教育長を最後に退任されてい
ましたが、10月2日急性肝機能
不全により亡くなられました。
菊友会大会にも平成18年まで
毎回ご出席、我々のクラス会にも
毎年ご出席を賜り、近年は、前年
に詠まれた「歌日記抄」をいただ
けるのが楽しみでした。平成18
年4月には都庁を仰ぐ中央公園

での早朝ラジ
オ体操「五千
回達成記念集」
もいただきま
した。その後
5285回まで記録を伸ばされまし
たが、20年2月転倒により脳挫
傷を患い入院加療。今年のクラス
会は先生の回復を祈念し、クラス
会写真と参加者の肉声を届ける
べく準備を進めていましたが、11
月15日のクラス会（28名参加）
は先生を「偲ぶ会」となりました。
心よりご冥福をお祈りいたしま
す。	 （高15　3年7組生一同）

中17  D 組クラス会「15D 会」
10 月23 日九段会館で開き、
級友11名が集まって歓談した。
	 （岡田民雄）

高９　古希記念同期会
９回生の古希の同期会は、９

月９日（火）いつもの九段会館
に、恩師２名、あんちゃんこと鈴
木先生と九段へ新任が一緒の加
藤先生（旧姓中田）の参加を含
む、約90名が集まった。司会は
海野君。羽鳥会長の挨拶に続き、
亡くなった残念無念な仲間の写
真の前に、「千の風になって」を
独唱する江森君と共に、全員で
黙祷をした。久ぶりに会う同期
の桜は、いつも楽しく、食べるこ
とも忘れ、語りあった。	 	
	 （尾羽澤正敏）

高25　卒業35 周年記念同期会

11 月２日、サンケイプラザホ
ールに５年ぶりに集まった仲間
は136 名。当日、2組の脇君謹製
の｢号外新聞｣が配布され、学年
全体の近況が披露される。ご臨
席戴いた10名の恩師は、ますま
すお元気な田中義信先生他担任
の先生方、体育科の増田・片瓜・
町田由紀先生、生物科の太田・
岡本先生。増田先生より九段の
近況報告を興味深く拝聴。後半
は、３組の浪岡氏制作の懐かし

い映像が大画面に映され、35年
前にタイムスリップ…。
高33　3 年4 組クラス会
10月25日、大森の居酒屋に20
数名が集いました。実は、今年の
クラス会は2度目。1度目は6月7
日九段会館で実に17年ぶりに開
催されました。２回とも遠方から
駆けつけてくれた友・クラブ活動
を通した他クラス同窓生の参加、
そしてなによりも喜ばしいのは、
担任の加藤穂高先生に連続参加
戴いたことです。
こうして30年ほどの時を経て

「熟成した」悲喜こもごもの思い
出を「つまみ」に大いに談笑、2次
会、3次会へとそのまま多くの仲
間達が参加、別れを惜しみ、また
の再開を誓いました。	（原	香織）
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第35 回 関西菊友会ゴルフ大会
10月31日（金）大阪の茨木カ
ンツリー倶楽部で行われた。東
京からは高４の鍛治利秀・髙野
光正さん、高７の西脇修・宮島徹
さん、新潟から松原利之さん（高
10）などの参加を得、さらには通
算35回全てに参加の養父明子
さん（高5）ほか女性3名等総勢
16名が参加、熱戦を展開した。
優勝は西脇さん（グロス90　

ネット72）、準優勝は高10 の松
原利之さん。
地元関西在住者の最高は、菊
池雅さん（高14）の第3 位と惨
敗に終わったのは何とも残念で
あった。捲土重来を期して無事
に散会した。	（杉田健治・高7）

第47 回菊友ゴルフ大会
第47 回大会が、10 月
21日、よみうりゴルフ倶
楽部で開催されました。
橋本政雄氏（中13）を筆頭
に初参加者４名を含め22
名が集い、熱戦が展開されまし
た。優勝は魚住照代氏（高28）で
大会史上初の女性優勝者誕生と
いう記念すべき回となりました。
準優勝・赤司久雄（高15）、３
位・青木麗子（高19）、べスグロ・
中村宏（高12）、シニアべスグ
ロ・尾羽澤正敏（高9）。

表彰式会場では初の女性優勝
者誕生に賞賛の声が飛び交い、
初参加者からは次回以降も同期
仲間に声を掛け参加したいとの
声も出て、和気あいあいの内に
幕を閉じました。
★次回は４月14日、石坂ゴルフ
倶楽部です。（赤司久雄・高15）

高５　ゴルフコンペ
豪雨のため半年間延期されて
いた第14回高５ゴルフ大会は、
08年10 月7日石坂ゴルフ倶楽
部で行われ、平山金吾君がベス
グロで優勝を飾った。2位は中

村英雄君、3位は渡部弘道君で、
渡部君はニアピン賞を3つも獲
得した。
次回は09 年5 月12 日（金）、
久能カントリー（千葉県）の予
定。	 （後藤	基）

高19（トーク会）還暦記念ゴルフ

第29 回コンペが９月27 日
（土）石坂Ｇ．Ｃで関西からの２
名（長尾保君、松藤隆志郎君）を
交えて５組19 名の参加で開催
されました。ベトナム赴任中の
守部裕行君より送られたＴシャ

ツ、負傷欠場の福岡英寿君持参
のお米など豪華賞品の数々を前
に熱戦が展開されました。
目玉の九段賞（9位）は遠山ち
づ子さん、優勝・山本修、準優勝・
都丸啓吉君、３位・勝田清一君
がそれぞれ獲得しました。
ペリア方式でハンディがゼロ

（大矢正君）という珍記録がでる
など多いに盛り上がった懇親会
でした。	 （山本	修）

陸上競技部OB・OG 会開催

例年の通り、平成20 年11 月
15 日（土）、" ケーブルカーカ
フェ青山店" にて陸上競技部
「一走会」総会が開催され、高
9 ～高59 の卒業生と旧顧問・

現顧問の先生、合わせて36 名
が参加しました。今回の総会
では、足かけ15 年に亘って会
長を務められた高9 羽鳥徹郎
さんの勇退、	高20 駒形隆さん
の引継ぎ、その他新役員人事
と、会則の" 母校" として新た
に「区立九段中等教育学校」を
加えることが承認されました。
これからも会員相互の親睦を
深めると共に、頑張る九段中等
教育学校陸上競技部を応援する

幹の存在として、「九段の種」を
バトンのように、あるいは襷（た
すき）のようにつなぎ、様々な
年代を超えた" 九段の絆" をま
すます深めていきたいと思いま
す。	 （飯塚豊明・高27）
柔道部還暦ＯＢ会

戦後復活した柔道部も55 年
目を迎え、11 月15 日に還暦Ｏ
Ｂ会を開催しました。
今回は昭和41年卒の高18回
生を迎えて、初代顧問の加藤三
郎先生をはじめ25名の還暦OB
が集合しました。現在住所等が
判明している会員は85名です。
平成21年は高19 回を迎えて、
例年通り11 月の第３土曜日に
開催いたします。	
	 （髙井信義・高13）

高７  七九会 秋のゴルフコンペ

10 月23 日、秋のゴルフコン
ペが前回優勝の斉藤君の地元
「軽井沢72 ゴルフ東コース」で

開催されました。紅葉の中、戦略
性に富んだコースやグリーンに
も拘らず、皆実力を発揮して楽
しくプレイをしました。桑田菊
友会会長も参加し、古希を越え
て益々盛んな同級生の元気さを
お互いに確かめながらの有意義
な１日でした。優勝・三井君を
幹事に次回は、５月21日の開催
を予定しております。	（宮島徹）

高13 回　遊九会ゴルフ＆観光
今回で8回目、金子君の提案
で「秋の高山祭り」に合わせて
のスペシャル企画となったた
め、コンペは別途９月２日津久
井湖ＧＣで開催した。12名が集
まり、丸山君が優勝、原田さんが
ブービーで、両人が次回幹事と
なった。
観光は10月8日、奥飛騨温泉

に37名（5カップル）が集合、宴
会後宿泊。翌日紅葉に彩られた
雲上の北アルプスの絶景をロー
プウエイからの大空中散歩を
満喫。宵祭では目の前を行く提
灯の灯りに浮かびあがる優雅な
重要文化財の屋台の行列に歓声
をあげた。最終日は高山市役所
に掲げられた「祝　金子一義先
生国土交通大臣就任」の大看板

の前で記念撮影をし
た。
同期の方でゴルフ
でも観光でも参加を
希望される方は永久
幹事	馬渕義彦まで。
（石川茂樹・小嶋三朗）

マスコミ菊友会　復活の集い
同じ学舎に学びマスコミの空
気の場に居る者達が、まだまだ
懐古談だけでなく明日への話題
をエンジョイする場を再度作
りたいという想いで、6月11日
（水）東京會舘東商スカイルーム
に集まりました。

今回は高9～19 回を中心に
声を掛け、当日は高２の小森氏
から、高31の宮下氏と幅広く39
名が参加。発起人代表・俣木氏
（高9）の力強い挨拶の後、さすが
マスコミの場で鍛えられた面々
の機知に富んだトークを布川氏
（高14）の司会で楽しみました。
最後は恒例の校歌・至大荘歌、
積極的に集まりを準備した山田
氏（高14）の閉会の辞で散会し
ました。	 （髙橋直人・高14）

第16 回東京校歌祭
平成20 年10 月４日（土）日
比谷公会堂で第16 回東京校歌

祭が開催さ
れ、九段高
校ＯＢ有志
が参加しま
した。
九段の出

番は3番目。例年より開始時間
が早まったこともあるのか、参
加者は21 名と他校と比べ少し
寂しい感じがしましたが、皆声
高らかに校歌と至大荘歌を歌い
ました。
今年は10 月3 日（土）の予定
です。積極的なご参加をお待ち
しています。	 （長	繁樹・高28）

ゴルフ・旅行・他



大赤字転換の危機！
維持会費納入が大激減
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菊友会維持会費は、年２回発
行の会報印刷・送付費用や菊友
会大会の開催費用の原資です。
平成 20年度の予算は 760万
円（2,530 人）を納入目標とし
てきましたが、11月末現在540
万円（1,830 人）の納入に留まっ
ています。このまま閉校式典支
援費をはじめ予定通りの活動を
実施すると、110 万円の大幅赤
字が予測されます。
3 月の年度末まであと３か
月、700 人の皆さんに会費を納

入していただき、なんとか収支
均衡財政に近づきたいと願って
います。
11月末時点で20年度会費が
未納の方には郵便振替用紙を同
封しております。多くの卒業生
の納入をお待ちしています。
会員16,000 人の20％の納入
を長い間期待してきましたが、
今年も例年通りの16％だけは
達成したいと思っています。ぜ
ひよろしくお願いします。
	 （菊友会理事会）

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、次の活動内容等を
討議します。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■
「マスコミ菊友会」復活バックア
ップ、第１回会合開く／伝統継
承ＨＲのレジメ新作成、理事12
人が講師を務める／九段高校閉
校関連につき高校と初の正式会
合／ほか

■７月度■
至大荘懇親会の役割分担／会報
の送付を佐川ゆうメールに変更
して送料を軽減／菊友会運用細
則を明文化する／ほか

編集後記
かつて歴史ある高校にはそ
れぞれに校風がありました。
しかし学校群導入以降、公
教育の現場は激変しました。
特色ある学校つくり、個性重
視、人間尊重、選択の自由とい
った国の方針は、やがて校風
の破壊、哲学の不在を誘った
のです。
3月、母校は教育行政の反省
に立つ改革の中で、区立の中高
一貫校に完全移行します。いま
この時期、千代田区の誓詞が幻
とならぬよう、菊友会員の、母
校に寄せる熱い支援が不可欠
です。髙野光正氏の「都立から
区立へ」（3P）を熟読いただき
たいと思います。
	 （田ノ倉美保子）

証明書等の発行について
都立九段高校は平成21年３月31日をもって、閉校となります。	
今後、九段高校の学籍簿は東京都立一橋高等学校が引き継ぐこ
とになりました。	
平成21年４月１日からの卒業証明書や調査書等の発行事務
は下記により行うことになります。	
発行場所	 東京都立一橋高等学校	
住所	 〒101-0031　千代田区東神田1-12-13	
電話	 03-3862-6061	
Ｆax	 03-5687-1862
最寄り駅	 JR	浅草橋	
HP	 http://www.hitotsubashi-h.metro.tokyo.jp/

菊友会、九段をかたる　ふりこめ詐欺にご用心
こんな電話が菊友会会員にかかってきたと報告がありました。ご
注意ください。
｢九段高校の事務の｢鈴木｣といいますが、卒業後の進路の調査を
していますのでお子さんの携帯の番号を教えてください」。
鈴木は、言ったり言わなかったりしています。
また、「○○さんの友人の××ですが、携帯を壊してしまったので
お子さんの携帯の番号を教えてください」。友人と称しているのも疑
わしいものです。
現在、以上３通りが確認されています。学校及び菊友会から、卒業
生の方の携帯の番号をお尋ねする事はありません。万が一このよう
な電話がかかってきても、決して携帯の番号を教えないで下さい。
他校でも同様の事例があり、また「授業料が未払いだから払い込
むように」という『ふりこめ詐欺』があったそうです。

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

叙勲　竹股知久さん（中12）
平成20年7 月1 日、瑞宝双光
章叙勲。農学博士。農林省･農事
試験場に勤務。サツマイモの研
究に取り組まれ、紅あずまを世
に出されました。
叙勲　石長川博さん（高2）
平成20年4月29日、長年にわ
たる教育功労により瑞宝小綬章
を受賞。千葉県教育委員会指導主
事から県立館山高校、君津商業高
校で校長を歴任、退任後も明治大
学で講師を務められました。
高32　同期会
日時：	平成21年1月24日（土）

一次会　17：00から19：00
二次会　19：00から21：00
場所：九段会館　真珠の間
同期の皆様、ぜひご参加くだ
さい。	 （幹事		井上昭博）

お願い
菊友会会員の皆様に菊友会報
をお届けするため、住所・姓が
変わった場合は菊友会事務局に
葉書または電話、メール、Fax で
お知らせ下さい。
お詫びと訂正
前号（81 号）記事中に誤りが
ありました。5ページ「菊会員ク
ローズアップ」の田中徹二氏の
記事をお寄せくださった級友は
和
0

賀井義之様です。慎んでお詫
びし、訂正いたします。

中西繁氏（高17）　作品展
■東京	平成21年2月16～21日
　文藝春秋画廊（銀座5-5-12　
電話03-3571-6493）「哀愁のパ
リ」展と題し、モンパルナスを拠
点に制作した新作56点を展覧。
オープニングレセプションは16
日（月）18時から、ギャラリート
ークは21日（土）14時から。
■大阪	平成21年3月23～28日
　大阪府立現代美術センター
（06-4790-8520）Ｂ室「棄てら
れた街」展では、人類負の遺産と
しての廃墟シリーズを、対比的
にＡ室では「LAND	SCAPE」と題
し、世界の素晴らし景観を展示
します。ギャラリートークは26
日（木）16時から。

お知らせ
■８月度■

菊友会大会講師に中西繁氏（高
17）決定／至大荘懇親会準備、
23～24 日開催／閉校記念誌の
ため座談会実施／ほか

■９月度■
理事長より、（社）九段の公益社
団法人に向けた検討委員会の報
告／菊友会大会に関する検討・
討議／ほか

■ 10 月度■
理事長より（社）九段の公益法
人認可申請は平成22 年をにら
み進めて行くと報告／菊友会大
会開催／校歌祭に参加、次回は
現役生への協力要請も／至大荘
懇親会最終報告／菊友ゴルフ大
会開催／ほか

■11 月度■
関西菊友会に理事長出席／閉校
記念行事で菊友会に期待される
諸事項確認／今年度予算は大幅
赤字予想。会報に会費納入願い
のチラシ封入決定／ほか


