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平成23年度  維持会費未納の方へ
（平成23年4月～平成24年3月）

平成23年度の維持会費納入の状況は、11月末現在、昨年を
少し下回る状況で推移しています。しかし、依然として大変厳
しい内情であることに変わりはありません。母校の伝統を引き
継いでいくためにも、皆様のご協力が必要です。
今年度の会費未納の方に振替用紙を同封しております。菊友
会活動にご理解・ご協力くださいますよう、お願いいたします。
年間維持会費は下記の通りです。

中１	～	 高58 回	 3,000 円
高59	～	 中等2回	 1,000 円	 （減額期間）

● 郵便振替
※住所 ･氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒の
宛先シールに印字されている番号）をお書きいただくと助
かります。払込手数料は菊友会で負担します。

● 銀行振込
三菱東京UFJ銀行	 神保町支店	 普通口座：0691551
みずほ銀行	 九段支店	 普通口座：1453238
三井住友銀行	 千代田営業部	 普通口座：2111680
りそな銀行		 九段支店	 普通口座：1413234
※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数料
をご負担ください。

同窓生の歴史資料室

メモリアル室の整備を進めています

中学1回生の卒業アルバムを
手にしました。黒い台紙に張ら
れた数々の写真に伝統の重さを
感じます。「ブルナ　ラシク」の
力強い文字が飛び込んできまし
た。聞くところによると、紳士ブ
ルナ　紳士ラシク　とのこと。
うーん、深い言葉です。
皆様も九段伝説のビックリや

ハテナに出会うことができるメ
モリアル室にお気軽にお立ち寄
りください。そして夢多きあの
頃のご自分にも会いにいらして
ください。	 （庄司啓子）

お知らせ

前号でお知らせのように菊友会は母校・
九段校舎に設えられたメモリアル室に移転
しました。82㎡という広いスペースです。
菊友会事務局から運び込んだ資料は今まで
は微々たるものでしたが、学校側からは、一
中創立時から九段高校閉校までの貴重かつ
膨大な資料が移管されました。
資料は、私たち生徒・卒業生に関するも
のだけでなく、学校、保護者に属するもの、
定時制高校のものと多岐にわたります。記
念カップや表彰状など往時を偲ぶクラブ部
活動の実績、華々しい歴戦の証も。未整理の
ものが多く、積みあがった段ボール箱は一
向に減りませんが、いずれは86年間に及ぶ
九段の資料が、誰でも閲覧でき、また記念同
期会などに貸し出しできるようにしたいと
考えています。
現在、整理できたのは、卒業アルバム、菊
友会報、学校新聞、記念誌類です。ここで残
念ながら卒業アルバムが保管されていない
卒業年次が判明いたしました。
■卒業アルバム完備にご協力を！
卒業アルバムは各年次2冊（保存用と閲
覧用）を保管します。卒業アルバムがない年
次は資料の充実にぜひとも協力いただきた
く、提供いただける方は事務局にご連絡く
ださい。戦争事情でアルバムを作らなかっ

た年次は、その旨をお知らせください。

【アルバムが保管されていない卒業回】
中学3回、中学5～7回、中学9～18 回
中学20 ～21 回
併設九段中1～2回
高校1～6回、高校9回

■メモリアル室の面目躍如
某日、秋田テレビから問い合わせがあり
ました。「郷土秋田の民俗学者・瀬川キヨの
ドキュメンタリー作成にあたり関係資料を
貸してほしい」。早速、『閉校記念誌』で瀬川
先生が大正15年から昭和15年まで漢文・
修身で教鞭をとられていたことを確認、卒
業アルバムからは、当時の校舎や先生ご自
身の写真を提供できました。「おかんばば
ぁ」のニックネームで親しまれた名物先生
だったとか。9月16日に秋田テレビで放映
されたDVDが送られてきました。
また安岡章太郎氏（中10）の参考書掲載
に伴う資料提供にもスムーズに対応するな

どメモリアル室は早々に始動しています。
■協力ボランティアを募ります！
資料整理の難問は、大量の写真、テープ、
ビデオ類です。タイトルもきちんと貼って
おかなければなりません。特にオープンリ
ール時代の録音テープなどはCDにしてお
くことが急がれます。協力いただける方の
お申し出を切望しています。また絵画の保
存にお知恵を貸していただける方も求めて
います。事務
局にご連絡く
ださい。

（詳細次号）

４月	 ５日（木）	 菊友ゴルフ大会　申込み受付中　詳細８Ｐ
５月	 中旬	 評議員会：九段校舎
８月	 18 日（土）	 ～19 日（日）　至大荘懇親会：至大荘
10 月	 ６日（土）	 東京校歌祭：日比谷公会堂
10 月	 17 日（水）	 菊友ゴルフ大会
10 月	28 日（日）	 菊友会大会：如水会館
	 ＊高13 回	 卒業50 周年記念同期会　４月28日（土）
	 	（震災のため開催年繰り下げ　詳細８Ｐ）
	 ＊高14 回	 卒業50 周年記念同期会　10月13日（土）　詳細８Ｐ
	 ＊高39 回	 卒業25 周年記念同期会　開催年です
	 ＊関西菊友会総会　11月17日（土）：大阪キャッスルホテル

理事19 名は、総務企画・広報・会
計・名簿の各委員会に属し、それ
ぞれの業務を行う他、月に１度定
例理事会に出席します。定例理事
会は、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。

＝６月度＝
事務局引っ越し準備／校歌祭の出
演時刻決定。母校吹奏楽部から応
援の応諾をした旨の回答を得る

＝７月度＝
メモリアル室にて初の理事会開
催、保管資料の整理、閲覧スペー
スの検討

＝８月度＝
至大荘懇親会の事前・当日の役割
分担の確認／メモリアル室の資
料などの管理について／20・21
日至大荘懇親会実施

＝９月度＝
秋田TV から、故瀬川キヨ先生に

ついて確認があり、先生と旧校舎
の写真を貸し出す

＝10 月度＝
１日校歌祭、菊友会員30人吹奏
楽部27人／菊友会大会の詳細
な打ち合わせ／22日菊友会大
会、出席131人

＝11 月度＝
来年度菊友会大会の会場検討。如
水会館に決定／25周年同期会に
評議員の再人選の提案

名簿業者にご注意を
このところ名簿業者（大阪市
所在の出版会社）から「東京都
立九段高等学校職業別名簿」発
刊案内( 頒布価格	10,800 円) の
往復ハガキが菊友会員に郵送さ
れてきています。菊友会はこの
業者とは一切関係がなく、職業
別名簿の発刊には関知していま
せん。ご注意ください。
	 （名簿委員会）

次号の原稿締切りは5 月22 日で
す。400 字以内でお寄せください。

第53 回　菊友ゴルフ大会　
参加申し込み　受付開始　
春の菊友ゴルフ大会は、４月
５日（木）８組32人のコンペを
予定しています。会場は東京・
多摩カントリークラブです。同
期、同好の仲間を誘って、ふるっ
てご参加ください。
申し込みは菊友会事務局ま
で。参加者には別途詳細を送り
ます。
高13・卒業50 周年記念同期会
大震災のため延期した高13
回の卒業50 周年記念同期会を

転居先のご連絡はお早めに！
88号はヤマトメール便でお
送りしています。郵便局と違っ
て、転居先まで再配達されませ
んので、住所が変わったら早め
に事務局にご連絡ください。

平成24年４月28日（土）に、グ
ランドアーク半蔵門（地下鉄半
蔵門駅下車３分）で12時から開
催します。	 （髙井	信義）
高14・卒業50 周年記念同期会
10月13日（土）14時より芝
パークホテルで行います。激動
の50年を生きてきた者が、気兼
ねなく話し飲む会にいたしま
す。二次会も同じホテル内です
るようにしました。
まずは手帳に予定日時を書き
込みください。
（世話人代表	7組	丸尾健司・荘司国雄）

菊友会は会員の著書を母校に寄贈する事業を行っています。ご
寄贈の本は、九段中等教育学校図書室「卒業生の著作コーナー」に
納めて閲覧に付します。出版の折は、ぜひ１冊を菊友会にお送りく
ださい。（多数ご寄贈いただきました。一部次号の紹介となります）

寄贈図書　母校に卒業生の著作を贈ろう！

猪俣良樹（高６）著
植民地を謳う
現代企画室
￥2000	+ 税
フランス植民地

帝国時代に残る植
民地シャンソン、人肉ショー。人
間の残酷さは、同じ人間を殺す
ことにあるのではなく、人間を
人間でないものとして宣言する
能力にある―想像力が生み出す
征服眼は今も眠っていない、と
猪俣氏は言います。

高橋泉（高６）著
地域社会と「近代
化」￥2300+ 税／
沖縄宮古島下地
民族史￥3500+
税		まほろば書房

かつて柳田国男が主導した
「山村調査」「海村調査」を丹念に
追跡し、地域社会の問題を分析、
課題を提言。日本の宗教の「近代
化」については、呪縛世界からの
解放というより、合理化を念頭に
置くべきと主張されています。

村上伊知郎（高11）著
ミーハーが見た
三島由紀夫
東京図書出版
￥1200	+ 税
15歳で初めて三

島に接して以来の愛読者が、三島
自決40年後の今、代表作を振り
返り三島の人生を再考しました。
航空会社に長年勤務した村上氏
は、政治・経済事情が激変した日
本の現在を予見した三島に私淑
したかのよう。面白く読めます。

貝田豊郷（高７）
写真集
のび太のぼやき
貝田クリニック
￥1800	+ 税

素敵な写真を撮るには、対象
をよく見つめ・自分なりの表現
を探り・ゆとりとユーモアが肝
要と貝田氏。４匹生まれた子猫
のうちの1匹、愛すべきダメオ君
「のび太」の日常を追いました。
のび太のつぶやきもほのぼの。

辻	正重（高11）編著
経営工学総論
ミネルヴァ書房	
￥3500	+ 税
辻氏は2010年

まで青山学院大
学理工学部教授を務められま
した。本書は大学生のために書
かれた経営の問題解決、戦略、
製品開発、人間工学などを解説
しています。この他に「経営工
学ハンドブック」など関連書８
冊が寄贈されました。

浅川博忠（高13）著
政権交代狂騒曲
講談社文庫
￥676	+ 税
総理交代の都

度、振り回されて
きた国会そして国民。次の選挙
に投じる1票こそ日本再生の
道筋を照らすものでありたい
と、政治評論家の浅川氏が近年
の政治の足跡を明快にまとめ
てくれました。有権者として読
んでおきたい政界記憶書です。

東日本大震災復興支援募金

あしなが育英会へ   275,679 円
会報87号でお知らせしましたように、
東日本大震災復興支援の有志による募
金活動を、5月14 日の評議員会の会場
からスタートいたしました。
その後、6月マスコミ菊友会、8月至大
荘懇親会、10月菊友会大会、11月関西菊
友会総会、ならびに高17回、高19 回の
同期会の会場で募金をお願いし、事務局
への来訪者のご協力も合わせ、皆様方か
らの善意の募金は総額275,679 円とな
りました。ご協力をいただきました会員
の皆様に、紙面を借り、心から御礼申し
上げます。
お寄せいただきました支援金は、平成
24年年初に「あしなが育英会」に菊友会
有志一同として託すこととさせていただ
きます。
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）逝 去

新クラス委員を迎えて
菊友会大会が10月22日（土）如水会館で
16時より赤司久雄（高15）菊友会理事長の
開会の辞により盛大に開催されました。
今年度は新たに千代田区立九段中等教育
学校第２回卒業生の新クラス委員３人を迎
え、大先輩である中学卒業の16人の方を含
め131人が集いました。
第１部特別講演
高13 回の政治評論家浅川博忠氏の講演

「混迷する政局の行方」では、総理は平成の
年代になり野田総理で17人目。小泉を除き
総理が毎年変わっている。これでは国際社
会で中長期的な話が日本はできない、との
冒頭から約１時間、今後の政界再編などの
お話がありました。

第２部懇親会
来賓紹介
来賓に高山三郎千代田区子ども・教育部
長、蓮沼祥之九段中等教育学校副校長、川島
治彦九段中等教育学校ＰＡ会長をお迎えし
て、髙橋直人副会長（高14）の乾杯の音頭で
開宴しました。
社団法人九段鍛治理事長から、恒久的に
尽性園、至大荘を使いやすくするように努
力していることなどの挨拶がありました。
関西菊友会中村会長からは、たくさんの
応援を得て、今年、関西菊友会は29回目を
むかえ、来年は30回になると、副会長をは
じめとして女性パワーが会を引っ張ってい
ることなど会の紹介がありました。

会員紹介
今回新入会員（クラス委員）の歓迎を兼
ねて会田彩さん、古瀬正次さん、水野雷さん
の３人が紹介されました。
司会者から「中等教育学校５年間の想い
出は」「将来の夢は」との質問が出され、至大
荘、体育祭を初めとする伝統行事、部活動、
仲間との思い出などが語られました。また
将来の夢では、国際協力、都市づくり、ロボ
ットエンジニアなどと話され明確な目標を
もって進学しているのが感じられました。
今後、菊友会活動に参加されることを期待
します。

中学卒業生16人を代表して末氏（中13）
から学徒出陣、至大荘の想い出が語られ、学
校関係者の方には母校の精神と伝統を大切
にして日本一いい学校にして欲しい。新し
い卒業生は、私にとってひ孫みたいだが、し
っかりしている。希望をもって欲しいとの
話がありました。

参加のみなさんは、卒業年毎にまとまっ
たテーブルで同期を中心に恩師・先輩・後
輩・クラブ仲間との歓談の輪がひろがり、お
楽しみの福引では、新クラス委員の方に抽
選の手伝いをお願いし、会員各位からいた
だいた盛りだくさんの景品をまえに、大い
に盛り上がりました。
恒例になりつつある最多出席同期の壇上
での紹介は、今回も高17回の方々でした。
その母校愛に敬服します。
そして最後は、これ無しには終わらない
校歌と至大荘歌を大合唱、みなさんお元気
に、また来年お会いしましょう。

特別講演　浅川博忠氏（高13）　「混迷する政局の行方」
1942年東京に生まれ、慶應義塾大学商学部卒業
（社）時事問題研究所常務理事などを経て政治評論家へ
東北福祉大学客員教授

講演の骨子
本国会の第３次補正予算の成立後、平成24年９月に向け

て政局が動く。野田政権にとって正念場になる。自民党の長
期政権にうんざりし２年前の選挙で民主党の政権になったが、

期待に反している。問題は党の綱領がない、政治指導のから回り、小
沢、鳩山、菅３人の金の問題である。
野田総理は謙虚であり、安定感がある。永田町は落着いてきているが表面上であ
り水面下では争っている。
日本の政治がどう対応するのか。集団的自衛権の問題は憲法改正もからみ外交問
題でもある。憲法改正をめぐって両党が分裂、政界再編がおきる。民主党、自民党も
改憲論者（急進派、漸進派）護憲派の３極になっている。
人口問題も大きい。2050年には現在の１億２千万が９千万になり、2100年に
４千８百万になる。少子化問題を担当大臣にまかせればいいという問題ではない。
都と沖縄では出生率に差がある。過密と過疎、格差の問題を是正する必要がある。内
需拡大に力を注ぐ必要があり、貿易立国として外需拡大を少し修正し内需を拡大す
る。この課題について政治家と勉強会を開催している。

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

中16	 田忠雄/ 中21 鈴木謙一/高４大
井基臣/高７宮島徹/高９岡田繁/高10
岡田肇/ 高13 浅川博忠/高13 稲坂良弘
/ 高15 赤司久雄/ 高17 楫取能彦/ 高19
岩城悦子/高39相原學

高校時代に若返って
■高19　同期会
10月１日（土）、如水会館で
開催の卒業45周年同期会には、
90名（男61・女29）が参集しま
した。加えて、来賓として太田
弘・久保木哲夫・田部井文雄・
伊部哲の4先生が、かくしゃく
とした姿を見せて下さいまし
た。卒業時の組別8テーブルで
先ずはクラスメイトとの歓談、

大震災体験談に身を引き締め
■高17　同期会
11月26日（土）に椿山荘で同
期会を開催しました。受付には
旧３年４組の美女（元）７名が
迎賓。あしなが育英会への「大
震災募金箱」、更に菊友会会費の
納付所が設けられた今年の受付
の風景は誠に華やかでした。
恩師の伊部、川田、増田先生を
囲み、81名が参席しました（来
春米寿を迎える佐藤周蔵先生が
体調理由で急遽ご欠席となった
のが誠に残念）。17 回
生が最初の担任であっ
た伊部先生の、白熱の
ご祝辞と乾杯の発声を
合図に会場は一気に盛
り上がりました。
菊友会からの活動報

告と現状説明に続き、今次の大
震災を宮城県で被災された春海
君の体験談に関心が集まりまし
た。一日も早い復興への念を全
員が噛み締めていました。
椿山荘のバイキング招待券を
巡るジャンケン大会や増田先生
の指揮による校歌大合唱で会は
最高潮。部屋を移しての２次会
は63名がクラスの枠を越えて
の友情を暖め、９時過ぎに2年
後の再開を誓って散会しまし
た。	 （村上晃三）

60 の年齢差を超えて
■一排会　総会
７月16日、一排会総会を開催
しました。昼の部は母校の体育館
で老若男女入り交じってのバレ
ーボール大会を行ない、現役生と
共に熱戦を繰り広げました。
夜の部では新宿の小田急ホテ
ルセンチュリーサザンタワーに
て総会を行い、高８回の新堀先

輩を筆頭に新卒まで60 歳近く
も年齢の離れた約70名が一堂
に集い、学生時代の思い出話や
バレー談議などに花を咲かせ、
楽しい一時を過ごしました。ま
た、今年は総会においでいただ
けなかった会員の皆様からも多
くの年会費のお振り込みをいた
だき、例年通り現役への援助金
を贈ることができました。ご協
力いただきました全ての会員の
皆様に厚く御礼申し上げます。
2012 年の総会にはさらに多く
の会員の皆様が笑顔で集えるよ
う祈っております。
（一排会会長　久須美雅昭・高22）

稲葉みよの先生の墓参を兼ねて
■厚生科学部OB 会
秋晴れの11月23日に稲葉先
生の墓参を兼ねた九段高校厚生
科学部OB会を行いました。中学
19回の三島、高2回の中里両氏
から高校36回生までの28名が
参加して、紅葉のなか富士山を
仰ぎ見て、富士霊園の稲葉先生
ご夫妻のお墓にお参りし供養を
いたしました。
このあと御殿場の「時の栖」

で会食し、80歳から40歳台と
世代を越えた歓談で懇親が進み
幸せを感じました。九段高校厚
生科学部を絆としたOB 会を今
後一層大切にしたいと思いまし
た。	 （宮島		徹・高7）

哀悼　関西空港初代社長
竹内良夫さん（中13）
竹内君が８月９日死去され
た。ご逝去を悼みご冥福をお祈
りする。竹内君は一中から一高・
東京帝大土木工学科を卒業し、
運輸省港湾局長を経て関西空港
初代社長となった。ユニークで
機能的空港を建設して世界的な

土木技術者ベストテンに選ばれ
た。母校が新築された記念日に
は、午後から夜間まで終日行動
を共にした。菊友会では誰にで
も話しかけ、意見には耳を傾け
た。彼にはもうしばらく菊友会
の発展を見守ってもらいたかっ
たのに、亡くなられて残念に思
っている。	 （末		博光・中13）

卒業29 年目の再会
■高35　同期会
11月15日、飯田橋にて35 回
卒業生初の同期会が開催されま
した。学校群制度で入学し古き
九段校舎で学んだ我々が、卒業
後29年経って漸く実現した待
望の機会。あちらこちらで再会
に感激する声が上がり、時には
お互いに成長した？風貌と名前
を確認しながらの宴席は、想い
出話と近況報告に花が咲いた、
あっという間の4 時間半でし
た。様々な業界や家庭で活躍す
る旧友と笑顔を分け合い、九段
魂が再燃した方も多かったので
はないでしょうか。今回は、個人
的な繋がりや菊友会HPの同窓
会通信、Facebook、mixi 等での

連絡だったため、充分な周知に
至りませんでしたが、30数名の
出席者の中からクラス毎の幹事
と学年代表を選出し、卒業30周
年の記念行事に向け始動する事
となりました。「年に一度は集ま
りたい！」という意見が多く、高
35回の皆様はぜひ、ご連絡先の
整備をお願い致します。菊友会
事務局の皆様、今後共ご協力の
程宜しくお願い申し上げます。	
	 （及川( 関川）久美子）

ご来賓のスピーチに続き、卒業
クラス・入学クラス・クラブ毎
に別れて記念撮影、参加者全員
が入れ替わり立ち替わり慌ただ
しくも楽しく壇上に上がり、み
んな高校時代にワープしたよう
な笑顔を見せました。閉会後は
1 階レストランの二次会に50
名以上が参加し、各自が杯を持
ちながら席を渡り歩き、昔話に
花を咲かせました。	（勝田清一）

恩師 永見	至 中 12 建畠	惣彌 高 2 水谷	義盛
恩師 槌田	満文 中 13 荒木	昌 高 4 小野	旭
恩師 古松	彰 中 13 竹内	良夫 高 4 馬島	伸介
中 1 松本	善三 中 14 笠原	幸雄 高 5 島田	直治
中 1 座間	四郎 中 14 木村	申二 高 5 中里	照江
中 1 前田	七夫 中 14 三浦	秀雄 高 5 安野	枝美子
中 1 八木	光雄 中 15 青木	斌 高 7 杉田	健治
中 3 大越	孝 中 15 佐々木	素夫 高 9 山崎	正夫
中 4 鈴木	正雄 中 15 古川	和夫 高 10 大西	俊之
中 5 石川	義雄 中 15 吉村	光夫 高 10 益子	政史
中 5 森本	正美 中 16 大渕	正 高 10 横山	宣雄
中 6 竹口	作兵衛 中 16 信江	基次 高 10 吉田	哲一
中 6 湯浅	謙 中 16 向井	健郎 高 12 田中	直臣
中 7 河内	三郎 中 18 田中	章夫 高 12 谷口	正光
中 8 梅垣	滿春 中 18 藤井	洋二 高 12 松本	寿子
中 8 大塚	正幸 中 18 八幡	得三郎 高 13 多紀	道元
中 8 木口	嘉津男 中 19 片山	茂 高 16 鈴木	章彦
中 10 鈴木	孝保 高 2 加藤	靜夫 高 16 松尾	昌介
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至大荘懇親会に94人！　8 月20日～21日　1泊

第19回　東京校歌祭

♪校歌/ 至大荘歌/ 至大荘と共に/ を熱唱♪～♪

「人来たり		人去れど		歴史は古し至大荘」、胸
を突く名言が年々と深みを増すようです。

NICE DAY 
第52 回　菊友ゴルフ大会
秋の菊友ゴルフ大会は10 月23 日、石坂
ゴルフ倶楽部で開催しました。東日本大震
災の発生で春の例会を中止したので、１年
ぶりの集いとなり和気あいあい、19 人が
新々ぺリア（隠しホール９つ）で腕を競い
ました。すばらしいコースコンディション
と絶好のゴルフ日和に恵まれ、32歳の年齢
差を超え、同窓ならではの心楽しい１日を
過ごしました。
優勝とＢＧは赤司久雄氏（高15・N69.2、
Ｇ82）、準優勝は屋宮正和氏（高17・N70.8、
Ｇ82）、3 位井上良夫氏（高17・N73.4）、シ
ニアＢＧは岡田繁氏（高９・G95）でした。
次回開催予定は４月５日です。８頁を参
照の上、お早めにエントリーください。

10 月１日（土）、第19 回目の東京校歌祭
（日比谷公会堂）に出場しました。舞台に立
ったのは九段中等教育学校吹奏学部生徒
27人を加えた57人。吹奏楽部顧問の高橋
省司先生指揮のもと、校歌、至大荘歌、至大
荘と共にを歌いました。
校歌は、大谷木氏（中11）、黒崎氏（中
17）、中澤氏（中18）、本淨氏（中21）、宮内氏
（高２）と、出場５人の大先輩に敬意を表し
て、歌詞の学校名部分を「第一東京市立中
学」に統一して、全員で誇らしく歌い上げま
した。
また、会場での練習音を聞きつけて飛び
入りで参加してくれた、高59回の新社会人
２人との出会いもうれしいことでした。
校歌祭出場にあたっては、学校、吹奏楽部
の皆様、そして先輩方からのご寄付と、多く
のご支援をいただいています。次回は10月

6日（土）、出場20 回目の節目と共に、舞台
も現存の日比谷公会堂最後の姿となる予定
です。大勢の参加をお待ちします。

プレゴルフ
8 月20 日、懇親会開始の前に勝浦東急ゴ
ルフコースに27人（女性６人）が集まりま
した。優勝は屋宮正和（高17）さん、準優勝
は堀川正康（高19）さんと、共に初参加のお
ふたり。ベスグロは赤司久雄（高15）さん
82。表彰式は嶽えい寮の畳の上に車座にな
って行い、優勝者の弁、リベンジの弁と賑や
かでした。
懇親会
参加者は94人と近年最大。70
～60歳代を中心に、中19回の彦
坂敏尚さんから高26回まで、世
代を超えて美酒をかわし懇談を
楽しみました。お楽しみのビンゴ
には、高17回の吉崎義和さんや
社団法人九段からの景品提供も
あって、大いに盛り上がりました。
懇親会後の花火大会は、漆黒の闇と芙蓉
が浦の波音、そして花火が私たちを非日常
空間に誘い、心から童心に戻れるマジック
です。養気閣での「歌声喫茶」では高15 回
生の金澤明彦さん（ウクレレ）と渡辺俊之
さん（ジャミセン）の伴奏で90分、30人ほ
どが懐メロを満喫しました。「ビューティー
シスターズ」に格上げされた女性理事等に
よるフラダンスも華を添えました。

次の日も早くから
昨晩あれほど飲んだのに、５時には釣り
組が出発し、６時半のラジオ体操はほぼ全
員参加（なぜか、至大荘では起きられる）。
朝食の後は、海岸清掃、勝浦の朝市、遊泳と
思い思いの時を過ごしました。
昼のバーベキュー時はあいにくの雨空と
なり、厨房で焼いた食材を養気閣でいただき

ました。そして例年
のように、三々五々、
至大荘を後に。惜別
の歌声が聞こえる気
がするトンネルをく
ぐると、凝縮した１
泊２日の時間が一気
にフラッシュバック
して、また来年と心
に誓いました。

白寿を目指して！
■中15　13C 尚和会
13C尚和会は５月26日（木）
銀座三味（さんみ）にて開催し
ました。地の利の良い所で年1
回、同月同日同時刻と毎回決め
ています。卒後68年、50名近く
いた級友も遂に過半数割れし、
21名になりました。今年は特に
TBS で夕焼けロンチャンとして
活躍していた、吉村光夫君を亡
くして残念でなりません。若い
頃はこの年まで生きるなんて考
えてもいなかったのに、86歳と
なり常連化した出席者９名は、
みんな元気で白寿を目指してい
ます。	 （永田栄吉）

毎年恒例の「17D 会」開催
■中19　D 組クラス会
10月26日昼、中華料理の「新
橋亭」で年１回恒例の17Dクラ
ス会が開かれた。関西から参加
してくれた石田君や、久し振り
に顔を出した宇佐美君など、級
友16名が集まった。我がクラス
は逝去16名、所在不明９名、海
外居住３名、国内居住29名で今
回は集まりが良かった方であ
る。	 （知久		徳）

左から前列：知久、長曽、宇佐美、田沼、
長島、竹口　後列：小尾、三浦、三好、
福本、石田、戸田、吉川、楽満、永野、近
藤

34 名で賑やかに
■柔道部還暦OB 会
昭和28 年に復活した柔道部
は、新たに高21 回生６名を迎
え、現在判明している還暦OB
会員は111名になりました。さ
る11月19日（土）に例年通り新
橋「新橋亭」でOB会が開催され、
今年は高8回中山先輩を初め、
丸亀市から参加してくれた高
21回山本君まで34名の参加で
賑やかでした。平成24年度は高
22 回（昭和45年卒）を迎え11
月17日（第３土曜日）に開催予
定です。柔道部還暦OB会員の皆
さん24年の参加をお待ちして
おります。	 （髙井信義・高13）

京へ！再び修学旅行
■高24　3 年6 組クラス会
クラス会も20回近くになる
と、想い出話やあの人は今的な
話題も底をつき、靖国の銀杏を
英語の先生の机上で塗りつぶし
たとか、皇居一周ランニングで
はタクシーに乗ってずるした
とかの鉄板ネタも飽きられてき
た。「そや京都で40年ぶりの修
学旅行しよ！」このご時世、何人
集まれるか心配したけど、島根
県やはるかニュージーランド
からも馳せ参じ、全部で12名集
合。事前連絡メールのやりとり
150通以上。本番までもつんか
いなと思うほど盛り上がった。
交通・宿は各自手配。10月22
日（土）烏丸御池の蕎麦屋に集
合しマイクロバスで大原へ。夜
は四条で宴会。翌日も何人かは
嵯峨野に行ったり、時代祭りを
見物したり。「やっぱ京都はええ
どす」とみんな大満足。クラス会
は飲み会だけでなくお泊りの旅
行会がいいなあ、今度はもっと
集まれるように関東近郊で、泊
まりでやろってことになりまし
た。今回の京都旅行でしばらく
クラス会の話のネタはもちそう
です。	 （川本康治）

戦時中の思い出に熱く
■中17
10月19日昼、渋谷の「いら
か」に生存者19名中、10名が集
まって近況を語り、思い出話に
ふけった。敗戦の前の年、富士の
裾野で演習を行った時も意外に

呑気だったことなど…、思い出
に話がはずんだ	 （岡田民雄）

今年も元気で、第58 回
■高４　至高会
1952年３月卒業の高４至高
会は回を重ねて、第58回を定例
日の９月第2金曜日の９月９日
に、いつものホテルグランドパ
レスで開催した。
集まった35名は昨年喜寿を
迎えた元気な面々で、いまだ現
役の仲間もおり、あの「戦後時
代」を生き抜いてきた世代とあ
って、意気は軒高だ。ゴルフ、テ

ニス、碁、旅行、銘酒の会とグル
ープ活動も盛んで、今をエンジ
ョイしている。あっという間に
時間がたち、来年の再会を期し
てお開きとなった。次回は同じ
会場で９月14日（金）に行いま
す。	 （長谷川		明）

なごやかに「喜寿の会」
■高５　同期会
2011年度中に全員が満77歳
の喜寿を迎える高5回生の「同
期会・喜寿を祝う会」が、10月
18日正午から東京・新宿区の
四谷クラブで開かれた。
今回は初めてウィークデイの
昼間の開催だったが、幹事の心
配をよそに合計60人の方々が
出席し、「古希の会」の65人に迫
る盛会となった。特に女性の出
席者は前回（09年）より5 割以
上も増え、会場は華やかな雰囲
気に包まれた。村田光範君の開
会の挨拶・乾杯の音頭でスター
ト。なごやかに歓談の輪が広が
るなか、菊友会のホームページ
でこの会の事を知り、はるばる
香川県から駆けつけてくれた荒

同期仲間を応援
■高13　遊九会
春に予定していた日帰りコン
ペと高山祭観光は東日本大震災
の影響で中止とした。全国的な
震災自粛ムードで同期仲間の石
田館妙高ホテルもキャンセルが
続き存亡危機の状態となった
が、多くの同窓生の方々が宿泊に
来てくださり、同期仲間としても
感謝の気持ちで一杯です。
我々も遊九会として10月18・
19日に同期生14名が石田館に
集まった。初日は曇天で妙高山
は見えなかったが、翌日は晴天

和気藹々の楽しい1 日
■高7　秋の七九会ゴルフ
九段高７回生の秋の七九会ゴ
ルフが10月20日に佐倉カント
リーで開催されました。今回で
第40回となり、年１回の時もあ
りましたから20年以上続いて
いることになります。

で名門コースのゴルフを楽し
み、女性群圧勝で蒲生さんの初
優勝、原田さんが準優勝の結果
となった。観光組も苗名の滝や
いもりが池へのドライブを楽し
んだ。次回は延期された卒後50
周年記念同期会の後、新緑の上
信越を楽しむ遊九会を企画中な
ので奮っての参加をお待ちして
います。	 （馬渕義彦）

16名の参加で天候には恵ま
れましたが、三井君の91がベス
グロと各自スコアが伸び悩み、
ぼやきながらのプレイでした。
でも和気藹々といつもながらの
楽しいゴルフの１日を過ごしま
した。遠路はるばる被災地の福
島からお土産持参で駆けつけた
高橋さん、いつも世話役の三井
夫妻に感謝、感謝です。次回は大
澤（優勝）と宮崎（連続４回）両
氏の幹事で5月17 日（木）開催
予定。７回生各位、元気で参加し
てください。	 （宮島		徹）

木春雄君の初参加の弁や女性陣
全員の紹介、さらには喜寿をこ
とほぐ小林晃夫君の詩吟なども
あり、あっという間の2時間半
だった。帰りにはお土産に紅白
のお饅頭も配られ、一同心から
喜寿を祝い旧交を温める一日と
なった。	 （後藤		基）

11月19日大阪キャッスルホテルに
て、44名出席のもと、菊友会からは岡田
会長はじめ、理事長・顧問の６名の参加
も得て開かれました。午後1時、物故者へ
の黙祷に始まり中村会長の挨拶、来賓の
方々の挨拶に続き、講演は、島津製作所
勤務で医学博士の福島繁氏（高27）によ
り「はかる―人間社会への貢献―」と題
し、大変興味深い話をして頂きました。
第二部懇親会は、一番先輩の三村佑二
氏（中15）の乾杯発声で、各テーブルで
飲む、食べる、語る・・の始まりです。初

参加の武田即子さん（高29）、平
野清一氏（高30）、遠路から参加
の方々のお話、また本部より丁寧
な九段の現状説明を頂き、東日本
大震災の募金箱も一杯になりま
した。更には名古屋から駆けつけ
た斉藤宏保（高17）氏の応援エー
ルの絶叫もあり、大変盛り上がり
ました。二次会は、40名という驚

異的参加者で福島氏のピアノ演奏・コー
ラス・ダンスで更なる懇親があり、６時
頃散会となりました。次回は平成24 年
11月17日（土）大阪キャッスルホテルで
す。
恒例の前日ゴ
ルフコンペは東
京から髙野顧問
をお迎えして紅
葉真っ盛りなコ
ースでプレーを
楽しみました。	 （綿貫泰望・高16）

第29 回　関西菊友会総会報告



©宇宙航空研究開発機構（JAXA）

©JAXA

写真：日本弦楽指導者協会提供

(5)(4) 菊友会報　第 8 8 号

なでしこジャパンの快挙で、日本に女子サッカーリーグがあ
るのを知った方は多かったはず。実は1960年代からサッカー
女子は全国にぽつぽつと出現したそうな。そして1975年には、
日本初の６チームでのリーグ戦が行われたのです。その中に唯
一の高校チーム、その名も「九段高校サッカーゼミ」！

幻のようなこの話は、当時日本中
を席巻した学園紛争のあおりで課外
活動が必須単位になった賜物です。
若く、ハンサムな大貫暁先生が「女子
のためのサッカーゼミ」を開講し、3
年後にゼミ生は25人に。女性誌のグ
ラビアを飾るほどの強豪チームに成
長しました。関東に敵はなく、関西遠
征授業？までしたということです。

前列左２人目の佐藤（遠藤）美佐保・高29は菊友会の、5人目の山口（河口）江理・高30は社団法人九段の事務局員とし
て奮闘しています
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11月26日、銀座RESTAURANT	
for	ETERNITY にて、12年ぶり
に同期会を行いました。今回は
卒業して四半世紀、記念すべき
同窓会！予想を大きく上回る、
165名という参加人数に幹事
は嬉しい悲鳴をあげました。恩
師も蕪木・石田・飯沼先生に来
場いただき、44歳を迎えてい
る38期生に紛れると「誰が先
生？」状態でありましたが、有り
難いご祝辞を頂戴し感激ひとし
おでした。幹事長で司会の西秋
君による絶妙な話芸と、スカイ
プ中継でアメリカとドイツから
の参加もあり、会場は大盛り上
がり！！最後には西秋君の恒例
の水褌姿が！！まさかまさかの
幹事も知らない企画？でした

が、普通にズボンの下に履いて
いたので、普段使いしているの
かも～(^_^)
二次会も113名の参加があ
り、予約会場はきゅうきゅうで
したが、肩を寄せ合いながら和
気藹々と高校時代にタイムスリ
ップしていました。
三次会、四次会そして五次
会・・・。ゼロ次会から五次会ま
で参加している強者もおりまし
た。さすが九段精神！どこかバ
イタリティー溢れるメンバーば
かりでした。在学時代は何かと
心配掛けた学年のようですが、
卒業25年、ようやく立派な九段
生となれた感じがしました。
次は30周年まで元気で頑張
ろうね。	 川口（西川）真理子

８月11日、中島さんが奥様と
ご一緒に愛用のコントラバスを
九段中等教育学校にご持参、ご
寄贈くださいました。
楽器は、60人の吹奏楽部員が
心待ちにしていた練習会場で早
速お披露目されました。大学３
年（1979年）頃購入というコン
トラバスは手入れが行き届き、
年月を経て美しく、部員達から
歓声が上がりました。
中島さんは九段では軽音楽部

（フォークソング同好会から在
籍時に昇格）、中央大学ではモダ
ンジャズ研究会で活躍。今は聴
く立場で演奏機会は殆どないこ
とから、「楽器を母校に！」との
菊友会報記事に応えてください

ました。
「大切に長く愛用させていた
だき、先輩のご厚意を強く活か
していきたい」と、部員たち。倉
田校長、顧問の高橋先生も立会
われ、笑顔の記念撮影で、先輩か
ら後輩へ確かに楽器が引き渡さ
れました。
眠っている楽器を後輩に！
他に、松尾翼氏（高１）から電
子ピアノ、井藤紘氏（高14）から
トランペットご寄贈のお申し出
をいただきました。残念ながら
吹奏楽部での使用に合わず実現
に至りませんでしたが心より御
礼申し上げます。なお、楽器は常
時不足しております。今後もご
寄贈をお待ちしております。

社団法人九段では、
公益目的に沿った事業
の一環として平成23
年8 月至大荘で、小学
校高学年を対象とした
「親子の臨海体験」を8
月10 日から３期に分
けて実施、20 組70 人
が参加しました。
２泊３日の日程は、１日目が
国立天文台の日下部展彦博士
（高51）の協力による天体のレ
クチャーと星の観測、２日目が
海辺の生物観察という内容でし
た。各期とも天候に恵まれ、昼間
は太陽の黒点を観測したり、星
座早見盤を作ったりしました。
夜は、都会では経験できない暗
闇の中、土星の輪や木星の縞模
様など、様々な星の輝きに歓声
が上がりました。
参加者からは、親子で星を見

たり海水浴をしたりと充実した
夏の思い出になったと喜ばれま
した。また、テレビやインターネ
ットからも離れ、ゆったりとし
た時間を子供と過ごすことがで
きてよかったという感想もあり
ました。
今年は、さらに内容を吟味し、
事業を発展させていきたいと考
えています。募集は５月ごろ、ホ
ームページでお知らせいたしま
す。	 社団法人九段

ようやく立派な九段生になれた！！

星座早見盤を作る親子

至大荘で「親子の臨海体験」

吹奏楽部に愛用の楽器を寄贈
中島映さん（高 29）

2010 年６月13日、日本中が
歓喜し世界をも驚かせた小惑星
探査機＜はやぶさ＞の奇跡の帰
還は、今も人々に感動を与えて
います。＜はやぶさ＞が世界で
初めて月以外の小惑星＜イトカ
ワ＞から、サンプルリターンに
成功した星の名前こそ、糸川英
夫さんの「イトカワ」です。　
ロケット博士の異名で早くか
ら知られた糸川さんは、日本の
宇宙開発とロケット開発に多大
な功績を残されました。世界が
敬愛してやまないのは工学博士
としての功績だけでなく、独創
的な発想、情熱、行動力で様々な
分野にその才能を発揮されたか
らでしょう。
例えばヴァイオリンやチェロ
を手作りしました。名器はいか
にしてその音を出すのか、自作

のヴァイオリ
ンをメニューイ
ンに弾いてもら
って褒められた時は子供の様に
喜んだというエピソードが残っ
ています。海外用には運びやす
い組み立て式チェロも。ロケッ
ト打ち上げ施設を鹿児島県内之
浦に建設したのも「日本は狭い
と言いながら国土の10％しか
使っていないじゃないか」と考
えての、「逆転の発想」からくる
過疎地対策でもありました。
こうした独創的な発想に加え
て、60歳を過ぎてからクラシッ
クバレエに挑戦するなどの好奇
心と行動力。その源はやはり子
供時代でしょうか。生家は東京
西麻布の笄町、父君は地元の実
業高校校長。我が子の教育を託
す担任教師を求めてとことん調

査をする程の教育熱心な親の
元で、英才教育の環境を整えら
れながらも、当時の東京の豊か
な自然や生き物を相手に、自由
に、好奇心の赴くままに、やん
ちゃな子供時代を過ごしたと
いいます。そして5年生で一中
へ、3年間で帝大卒業。
面倒見のよさも特筆に値し
ます。我らが一中を卒業する時
は、校長に掛け合って同窓会を
作り、2代目の会長も引き受け
ました。菊友会の始祖です。帝
大時代には、「帝大の入り方」を
後輩にレクチャーしにたびた
び母校へ。有名になってからの
糸川さんの講演会には生徒が
講堂に入りきれず、外まであふ
れたといいます。偉大な先輩で
す。決してあきらめないという
強い信念と勇 気、大切なのは
夢と希望を持
ち 続 け る こ

と。「失敗」
は必ず「成
果」につな
が る と い
う「糸川ス
ピリット」
は、宇宙開
発 を 志 す
研究者達にしっかりと受け継が
れ、劇的な＜はやぶさ＞生還を
成し遂げました。
86歳没。イスラエルのネゲブ
砂漠に埋葬されました。自身の
著、遊牧民『べドウィンの法則』
への共感か、自然児のままに砂
漠に招かれたのでしょうか。

九段の歴史はとりもなおさず卒業生全員の共有財産。私たちの母校はどんな学校だったのでしょう。メモリ
アル第１回は、現存であれば100歳を迎えられた中学１回生です。栄えあるお二人に登場いただきました。

宇宙にその名を馳せたロケット博士

さん（1912 －1999）　
「稀にみる長寿の音楽家とし
て私が心から尊敬する先輩」と、
当時98歳の医師日野原重明氏は
朝日新聞のコラムで同年の松本
さんを紹介しています。「私は現
役最高齢の医師だと思っていま
したが、私より18日前に生まれ
た松本氏は、現役で演奏活動も
している音楽家だったのです」
2010年３月、松本さんは日
本弦楽指導者協会主催の音楽祭
で、98歳でステージに立たれ演
奏されました。
松本さんのヴァイオリン歴は
10歳から。20歳で鈴木鎮一氏
に師事し、新交響楽団（現NHK
交響楽団）に入団。ウィーンに留
学後、弦楽四重奏団を結成。戦後
は主要なオーケストラでコンサ
ートマスターを務められ、その
間５年間にわたり年２回のペー
スで「ソナタの夕べ」を開催し、
約40曲のヴァイオリンソナタ
を演奏されました。東京音大な

どで後進の育
成にも尽力され
ました。何と76歳
でブラジル・ベルン市の音楽学
校客員教授に。日本ヴァイオリ
ン音楽史『提琴有情』を出版し
たのは84歳のとき。日本モーツ
アルトコンクール審査委員長、
日本弦楽指導者協会名誉会長な
ども務められました。

99 歳まで現役、最長老のヴァイオリニスト

さん（1911 －2010）　

高38　卒業25 周年記念同期会
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なでしこジャパンの快挙で、日本に女子サッカーリーグがあ
るのを知った方は多かったはず。実は1960年代からサッカー
女子は全国にぽつぽつと出現したそうな。そして1975年には、
日本初の６チームでのリーグ戦が行われたのです。その中に唯
一の高校チーム、その名も「九段高校サッカーゼミ」！

幻のようなこの話は、当時日本中
を席巻した学園紛争のあおりで課外
活動が必須単位になった賜物です。
若く、ハンサムな大貫暁先生が「女子
のためのサッカーゼミ」を開講し、3
年後にゼミ生は25人に。女性誌のグ
ラビアを飾るほどの強豪チームに成
長しました。関東に敵はなく、関西遠
征授業？までしたということです。

前列左２人目の佐藤（遠藤）美佐保・高29は菊友会の、5人目の山口（河口）江理・高30は社団法人九段の事務局員とし
て奮闘しています
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11月26日、銀座RESTAURANT	
for	ETERNITY にて、12年ぶり
に同期会を行いました。今回は
卒業して四半世紀、記念すべき
同窓会！予想を大きく上回る、
165名という参加人数に幹事
は嬉しい悲鳴をあげました。恩
師も蕪木・石田・飯沼先生に来
場いただき、44歳を迎えてい
る38期生に紛れると「誰が先
生？」状態でありましたが、有り
難いご祝辞を頂戴し感激ひとし
おでした。幹事長で司会の西秋
君による絶妙な話芸と、スカイ
プ中継でアメリカとドイツから
の参加もあり、会場は大盛り上
がり！！最後には西秋君の恒例
の水褌姿が！！まさかまさかの
幹事も知らない企画？でした

が、普通にズボンの下に履いて
いたので、普段使いしているの
かも～(^_^)
二次会も113名の参加があ
り、予約会場はきゅうきゅうで
したが、肩を寄せ合いながら和
気藹々と高校時代にタイムスリ
ップしていました。
三次会、四次会そして五次
会・・・。ゼロ次会から五次会ま
で参加している強者もおりまし
た。さすが九段精神！どこかバ
イタリティー溢れるメンバーば
かりでした。在学時代は何かと
心配掛けた学年のようですが、
卒業25年、ようやく立派な九段
生となれた感じがしました。
次は30周年まで元気で頑張
ろうね。	 川口（西川）真理子

８月11日、中島さんが奥様と
ご一緒に愛用のコントラバスを
九段中等教育学校にご持参、ご
寄贈くださいました。
楽器は、60人の吹奏楽部員が
心待ちにしていた練習会場で早
速お披露目されました。大学３
年（1979年）頃購入というコン
トラバスは手入れが行き届き、
年月を経て美しく、部員達から
歓声が上がりました。
中島さんは九段では軽音楽部

（フォークソング同好会から在
籍時に昇格）、中央大学ではモダ
ンジャズ研究会で活躍。今は聴
く立場で演奏機会は殆どないこ
とから、「楽器を母校に！」との
菊友会報記事に応えてください

ました。
「大切に長く愛用させていた
だき、先輩のご厚意を強く活か
していきたい」と、部員たち。倉
田校長、顧問の高橋先生も立会
われ、笑顔の記念撮影で、先輩か
ら後輩へ確かに楽器が引き渡さ
れました。
眠っている楽器を後輩に！
他に、松尾翼氏（高１）から電
子ピアノ、井藤紘氏（高14）から
トランペットご寄贈のお申し出
をいただきました。残念ながら
吹奏楽部での使用に合わず実現
に至りませんでしたが心より御
礼申し上げます。なお、楽器は常
時不足しております。今後もご
寄贈をお待ちしております。

社団法人九段では、
公益目的に沿った事業
の一環として平成23
年8 月至大荘で、小学
校高学年を対象とした
「親子の臨海体験」を8
月10 日から３期に分
けて実施、20 組70 人
が参加しました。
２泊３日の日程は、１日目が
国立天文台の日下部展彦博士
（高51）の協力による天体のレ
クチャーと星の観測、２日目が
海辺の生物観察という内容でし
た。各期とも天候に恵まれ、昼間
は太陽の黒点を観測したり、星
座早見盤を作ったりしました。
夜は、都会では経験できない暗
闇の中、土星の輪や木星の縞模
様など、様々な星の輝きに歓声
が上がりました。
参加者からは、親子で星を見

たり海水浴をしたりと充実した
夏の思い出になったと喜ばれま
した。また、テレビやインターネ
ットからも離れ、ゆったりとし
た時間を子供と過ごすことがで
きてよかったという感想もあり
ました。
今年は、さらに内容を吟味し、
事業を発展させていきたいと考
えています。募集は５月ごろ、ホ
ームページでお知らせいたしま
す。	 社団法人九段

ようやく立派な九段生になれた！！

星座早見盤を作る親子

至大荘で「親子の臨海体験」

吹奏楽部に愛用の楽器を寄贈
中島映さん（高 29）

2010 年６月13日、日本中が
歓喜し世界をも驚かせた小惑星
探査機＜はやぶさ＞の奇跡の帰
還は、今も人々に感動を与えて
います。＜はやぶさ＞が世界で
初めて月以外の小惑星＜イトカ
ワ＞から、サンプルリターンに
成功した星の名前こそ、糸川英
夫さんの「イトカワ」です。　
ロケット博士の異名で早くか
ら知られた糸川さんは、日本の
宇宙開発とロケット開発に多大
な功績を残されました。世界が
敬愛してやまないのは工学博士
としての功績だけでなく、独創
的な発想、情熱、行動力で様々な
分野にその才能を発揮されたか
らでしょう。
例えばヴァイオリンやチェロ
を手作りしました。名器はいか
にしてその音を出すのか、自作

のヴァイオリ
ンをメニューイ
ンに弾いてもら
って褒められた時は子供の様に
喜んだというエピソードが残っ
ています。海外用には運びやす
い組み立て式チェロも。ロケッ
ト打ち上げ施設を鹿児島県内之
浦に建設したのも「日本は狭い
と言いながら国土の10％しか
使っていないじゃないか」と考
えての、「逆転の発想」からくる
過疎地対策でもありました。
こうした独創的な発想に加え
て、60歳を過ぎてからクラシッ
クバレエに挑戦するなどの好奇
心と行動力。その源はやはり子
供時代でしょうか。生家は東京
西麻布の笄町、父君は地元の実
業高校校長。我が子の教育を託
す担任教師を求めてとことん調

査をする程の教育熱心な親の
元で、英才教育の環境を整えら
れながらも、当時の東京の豊か
な自然や生き物を相手に、自由
に、好奇心の赴くままに、やん
ちゃな子供時代を過ごしたと
いいます。そして5年生で一中
へ、3年間で帝大卒業。
面倒見のよさも特筆に値し
ます。我らが一中を卒業する時
は、校長に掛け合って同窓会を
作り、2代目の会長も引き受け
ました。菊友会の始祖です。帝
大時代には、「帝大の入り方」を
後輩にレクチャーしにたびた
び母校へ。有名になってからの
糸川さんの講演会には生徒が
講堂に入りきれず、外まであふ
れたといいます。偉大な先輩で
す。決してあきらめないという
強い信念と勇 気、大切なのは
夢と希望を持
ち 続 け る こ

と。「失敗」
は必ず「成
果」につな
が る と い
う「糸川ス
ピリット」
は、宇宙開
発 を 志 す
研究者達にしっかりと受け継が
れ、劇的な＜はやぶさ＞生還を
成し遂げました。
86歳没。イスラエルのネゲブ
砂漠に埋葬されました。自身の
著、遊牧民『べドウィンの法則』
への共感か、自然児のままに砂
漠に招かれたのでしょうか。

九段の歴史はとりもなおさず卒業生全員の共有財産。私たちの母校はどんな学校だったのでしょう。メモリ
アル第１回は、現存であれば100歳を迎えられた中学１回生です。栄えあるお二人に登場いただきました。

宇宙にその名を馳せたロケット博士

さん（1912 －1999）
「稀にみる長寿の音楽家とし
て私が心から尊敬する先輩」と、
当時98歳の医師日野原重明氏は
朝日新聞のコラムで同年の松本
さんを紹介しています。「私は現
役最高齢の医師だと思っていま
したが、私より18日前に生まれ
た松本氏は、現役で演奏活動も
している音楽家だったのです」
2010年３月、松本さんは日
本弦楽指導者協会主催の音楽祭
で、98歳でステージに立たれ演
奏されました。
松本さんのヴァイオリン歴は
10歳から。20歳で鈴木鎮一氏
に師事し、新交響楽団（現NHK
交響楽団）に入団。ウィーンに留
学後、弦楽四重奏団を結成。戦後
は主要なオーケストラでコンサ
ートマスターを務められ、その
間５年間にわたり年２回のペー
スで「ソナタの夕べ」を開催し、
約40曲のヴァイオリンソナタ
を演奏されました。東京音大な

どで後進の育
成にも尽力され
ました。何と76歳
でブラジル・ベルン市の音楽学
校客員教授に。日本ヴァイオリ
ン音楽史『提琴有情』を出版し
たのは84歳のとき。日本モーツ
アルトコンクール審査委員長、
日本弦楽指導者協会名誉会長な
ども務められました。

99 歳まで現役、最長老のヴァイオリニスト

さん（1911 －2010）

高38　卒業25 周年記念同期会
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歌声喫茶で独唱の高9・糸日谷さん

チビッコの出番。ビンゴマシーンで数字を選ぶ捷
君（左）と拓輝君
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至大荘懇親会に94人！　8 月20日～21日　1泊

第19回　東京校歌祭

♪校歌/ 至大荘歌/ 至大荘と共に/ を熱唱♪～♪

「人来たり		人去れど		歴史は古し至大荘」、胸
を突く名言が年々と深みを増すようです。

NICE DAY 
第52 回　菊友ゴルフ大会
秋の菊友ゴルフ大会は10 月23 日、石坂
ゴルフ倶楽部で開催しました。東日本大震
災の発生で春の例会を中止したので、１年
ぶりの集いとなり和気あいあい、19 人が
新々ぺリア（隠しホール９つ）で腕を競い
ました。すばらしいコースコンディション
と絶好のゴルフ日和に恵まれ、32歳の年齢
差を超え、同窓ならではの心楽しい１日を
過ごしました。
優勝とＢＧは赤司久雄氏（高15・N69.2、
Ｇ82）、準優勝は屋宮正和氏（高17・N70.8、
Ｇ82）、3 位井上良夫氏（高17・N73.4）、シ
ニアＢＧは岡田繁氏（高９・G95）でした。
次回開催予定は４月５日です。８頁を参
照の上、お早めにエントリーください。

10 月１日（土）、第19 回目の東京校歌祭
（日比谷公会堂）に出場しました。舞台に立
ったのは九段中等教育学校吹奏学部生徒
27人を加えた57人。吹奏楽部顧問の高橋
省司先生指揮のもと、校歌、至大荘歌、至大
荘と共にを歌いました。
校歌は、大谷木氏（中11）、黒崎氏（中
17）、中澤氏（中18）、本淨氏（中21）、宮内氏
（高２）と、出場５人の大先輩に敬意を表し
て、歌詞の学校名部分を「第一東京市立中
学」に統一して、全員で誇らしく歌い上げま
した。
また、会場での練習音を聞きつけて飛び
入りで参加してくれた、高59回の新社会人
２人との出会いもうれしいことでした。
校歌祭出場にあたっては、学校、吹奏楽部
の皆様、そして先輩方からのご寄付と、多く
のご支援をいただいています。次回は10月

6日（土）、出場20 回目の節目と共に、舞台
も現存の日比谷公会堂最後の姿となる予定
です。大勢の参加をお待ちします。

プレゴルフ
8 月20 日、懇親会開始の前に勝浦東急ゴ
ルフコースに27人（女性６人）が集まりま
した。優勝は屋宮正和（高17）さん、準優勝
は堀川正康（高19）さんと、共に初参加のお
ふたり。ベスグロは赤司久雄（高15）さん
82。表彰式は嶽えい寮の畳の上に車座にな
って行い、優勝者の弁、リベンジの弁と賑や
かでした。
懇親会
参加者は94人と近年最大。70
～60歳代を中心に、中19回の彦
坂敏尚さんから高26回まで、世
代を超えて美酒をかわし懇談を
楽しみました。お楽しみのビンゴ
には、高17回の吉崎義和さんや
社団法人九段からの景品提供も
あって、大いに盛り上がりました。
懇親会後の花火大会は、漆黒の闇と芙蓉
が浦の波音、そして花火が私たちを非日常
空間に誘い、心から童心に戻れるマジック
です。養気閣での「歌声喫茶」では高15 回
生の金澤明彦さん（ウクレレ）と渡辺俊之
さん（ジャミセン）の伴奏で90分、30人ほ
どが懐メロを満喫しました。「ビューティー
シスターズ」に格上げされた女性理事等に
よるフラダンスも華を添えました。

次の日も早くから
昨晩あれほど飲んだのに、５時には釣り
組が出発し、６時半のラジオ体操はほぼ全
員参加（なぜか、至大荘では起きられる）。
朝食の後は、海岸清掃、勝浦の朝市、遊泳と
思い思いの時を過ごしました。
昼のバーベキュー時はあいにくの雨空と
なり、厨房で焼いた食材を養気閣でいただき

ました。そして例年
のように、三々五々、
至大荘を後に。惜別
の歌声が聞こえる気
がするトンネルをく
ぐると、凝縮した１
泊２日の時間が一気
にフラッシュバック
して、また来年と心
に誓いました。

白寿を目指して！
■中15　13C 尚和会
13C尚和会は５月26日（木）
銀座三味（さんみ）にて開催し
ました。地の利の良い所で年1
回、同月同日同時刻と毎回決め
ています。卒後68年、50名近く
いた級友も遂に過半数割れし、
21名になりました。今年は特に
TBS で夕焼けロンチャンとして
活躍していた、吉村光夫君を亡
くして残念でなりません。若い
頃はこの年まで生きるなんて考
えてもいなかったのに、86歳と
なり常連化した出席者９名は、
みんな元気で白寿を目指してい
ます。	 （永田栄吉）

毎年恒例の「17D 会」開催
■中19　D 組クラス会
10月26日昼、中華料理の「新
橋亭」で年１回恒例の17Dクラ
ス会が開かれた。関西から参加
してくれた石田君や、久し振り
に顔を出した宇佐美君など、級
友16名が集まった。我がクラス
は逝去16名、所在不明９名、海
外居住３名、国内居住29名で今
回は集まりが良かった方であ
る。	 （知久		徳）

左から前列：知久、長曽、宇佐美、田沼、
長島、竹口　後列：小尾、三浦、三好、
福本、石田、戸田、吉川、楽満、永野、近
藤

34 名で賑やかに
■柔道部還暦OB 会
昭和28 年に復活した柔道部
は、新たに高21 回生６名を迎
え、現在判明している還暦OB
会員は111名になりました。さ
る11月19日（土）に例年通り新
橋「新橋亭」でOB会が開催され、
今年は高8回中山先輩を初め、
丸亀市から参加してくれた高
21回山本君まで34名の参加で
賑やかでした。平成24年度は高
22 回（昭和45年卒）を迎え11
月17日（第３土曜日）に開催予
定です。柔道部還暦OB会員の皆
さん24年の参加をお待ちして
おります。	 （髙井信義・高13）

京へ！再び修学旅行
■高24　3 年6 組クラス会
クラス会も20回近くになる
と、想い出話やあの人は今的な
話題も底をつき、靖国の銀杏を
英語の先生の机上で塗りつぶし
たとか、皇居一周ランニングで
はタクシーに乗ってずるした
とかの鉄板ネタも飽きられてき
た。「そや京都で40年ぶりの修
学旅行しよ！」このご時世、何人
集まれるか心配したけど、島根
県やはるかニュージーランド
からも馳せ参じ、全部で12名集
合。事前連絡メールのやりとり
150通以上。本番までもつんか
いなと思うほど盛り上がった。
交通・宿は各自手配。10月22
日（土）烏丸御池の蕎麦屋に集
合しマイクロバスで大原へ。夜
は四条で宴会。翌日も何人かは
嵯峨野に行ったり、時代祭りを
見物したり。「やっぱ京都はええ
どす」とみんな大満足。クラス会
は飲み会だけでなくお泊りの旅
行会がいいなあ、今度はもっと
集まれるように関東近郊で、泊
まりでやろってことになりまし
た。今回の京都旅行でしばらく
クラス会の話のネタはもちそう
です。	 （川本康治）

戦時中の思い出に熱く
■中17
10月19日昼、渋谷の「いら
か」に生存者19名中、10名が集
まって近況を語り、思い出話に
ふけった。敗戦の前の年、富士の
裾野で演習を行った時も意外に

呑気だったことなど…、思い出
に話がはずんだ	 （岡田民雄）

今年も元気で、第58 回
■高４　至高会
1952年３月卒業の高４至高
会は回を重ねて、第58回を定例
日の９月第2金曜日の９月９日
に、いつものホテルグランドパ
レスで開催した。
集まった35名は昨年喜寿を
迎えた元気な面々で、いまだ現
役の仲間もおり、あの「戦後時
代」を生き抜いてきた世代とあ
って、意気は軒高だ。ゴルフ、テ

ニス、碁、旅行、銘酒の会とグル
ープ活動も盛んで、今をエンジ
ョイしている。あっという間に
時間がたち、来年の再会を期し
てお開きとなった。次回は同じ
会場で９月14日（金）に行いま
す。	 （長谷川		明）

なごやかに「喜寿の会」
■高５　同期会
2011年度中に全員が満77歳
の喜寿を迎える高5回生の「同
期会・喜寿を祝う会」が、10月
18日正午から東京・新宿区の
四谷クラブで開かれた。
今回は初めてウィークデイの
昼間の開催だったが、幹事の心
配をよそに合計60人の方々が
出席し、「古希の会」の65人に迫
る盛会となった。特に女性の出
席者は前回（09年）より5 割以
上も増え、会場は華やかな雰囲
気に包まれた。村田光範君の開
会の挨拶・乾杯の音頭でスター
ト。なごやかに歓談の輪が広が
るなか、菊友会のホームページ
でこの会の事を知り、はるばる
香川県から駆けつけてくれた荒

同期仲間を応援
■高13　遊九会
春に予定していた日帰りコン
ペと高山祭観光は東日本大震災
の影響で中止とした。全国的な
震災自粛ムードで同期仲間の石
田館妙高ホテルもキャンセルが
続き存亡危機の状態となった
が、多くの同窓生の方々が宿泊に
来てくださり、同期仲間としても
感謝の気持ちで一杯です。
我々も遊九会として10月18・
19日に同期生14名が石田館に
集まった。初日は曇天で妙高山
は見えなかったが、翌日は晴天

和気藹々の楽しい1 日
■高7　秋の七九会ゴルフ
九段高７回生の秋の七九会ゴ
ルフが10月20日に佐倉カント
リーで開催されました。今回で
第40回となり、年１回の時もあ
りましたから20年以上続いて
いることになります。

で名門コースのゴルフを楽し
み、女性群圧勝で蒲生さんの初
優勝、原田さんが準優勝の結果
となった。観光組も苗名の滝や
いもりが池へのドライブを楽し
んだ。次回は延期された卒後50
周年記念同期会の後、新緑の上
信越を楽しむ遊九会を企画中な
ので奮っての参加をお待ちして
います。	 （馬渕義彦）

16名の参加で天候には恵ま
れましたが、三井君の91がベス
グロと各自スコアが伸び悩み、
ぼやきながらのプレイでした。
でも和気藹々といつもながらの
楽しいゴルフの１日を過ごしま
した。遠路はるばる被災地の福
島からお土産持参で駆けつけた
高橋さん、いつも世話役の三井
夫妻に感謝、感謝です。次回は大
澤（優勝）と宮崎（連続４回）両
氏の幹事で5月17 日（木）開催
予定。７回生各位、元気で参加し
てください。	 （宮島		徹）

木春雄君の初参加の弁や女性陣
全員の紹介、さらには喜寿をこ
とほぐ小林晃夫君の詩吟なども
あり、あっという間の2時間半
だった。帰りにはお土産に紅白
のお饅頭も配られ、一同心から
喜寿を祝い旧交を温める一日と
なった。	 （後藤		基）

11月19日大阪キャッスルホテルに
て、44名出席のもと、菊友会からは岡田
会長はじめ、理事長・顧問の６名の参加
も得て開かれました。午後1時、物故者へ
の黙祷に始まり中村会長の挨拶、来賓の
方々の挨拶に続き、講演は、島津製作所
勤務で医学博士の福島繁氏（高27）によ
り「はかる―人間社会への貢献―」と題
し、大変興味深い話をして頂きました。
第二部懇親会は、一番先輩の三村佑二
氏（中15）の乾杯発声で、各テーブルで
飲む、食べる、語る・・の始まりです。初

参加の武田即子さん（高29）、平
野清一氏（高30）、遠路から参加
の方々のお話、また本部より丁寧
な九段の現状説明を頂き、東日本
大震災の募金箱も一杯になりま
した。更には名古屋から駆けつけ
た斉藤宏保（高17）氏の応援エー
ルの絶叫もあり、大変盛り上がり
ました。二次会は、40名という驚

異的参加者で福島氏のピアノ演奏・コー
ラス・ダンスで更なる懇親があり、６時
頃散会となりました。次回は平成24 年
11月17日（土）大阪キャッスルホテルで
す。
恒例の前日ゴ
ルフコンペは東
京から髙野顧問
をお迎えして紅
葉真っ盛りなコ
ースでプレーを
楽しみました。	 （綿貫泰望・高16）

第29 回　関西菊友会総会報告
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）逝 去

新クラス委員を迎えて
菊友会大会が10月22日（土）如水会館で
16時より赤司久雄（高15）菊友会理事長の
開会の辞により盛大に開催されました。
今年度は新たに千代田区立九段中等教育
学校第２回卒業生の新クラス委員３人を迎
え、大先輩である中学卒業の16人の方を含
め131人が集いました。
第１部特別講演
高13 回の政治評論家浅川博忠氏の講演

「混迷する政局の行方」では、総理は平成の
年代になり野田総理で17人目。小泉を除き
総理が毎年変わっている。これでは国際社
会で中長期的な話が日本はできない、との
冒頭から約１時間、今後の政界再編などの
お話がありました。

第２部懇親会
来賓紹介
来賓に高山三郎千代田区子ども・教育部
長、蓮沼祥之九段中等教育学校副校長、川島
治彦九段中等教育学校ＰＡ会長をお迎えし
て、髙橋直人副会長（高14）の乾杯の音頭で
開宴しました。
社団法人九段鍛治理事長から、恒久的に
尽性園、至大荘を使いやすくするように努
力していることなどの挨拶がありました。
関西菊友会中村会長からは、たくさんの
応援を得て、今年、関西菊友会は29回目を
むかえ、来年は30回になると、副会長をは
じめとして女性パワーが会を引っ張ってい
ることなど会の紹介がありました。

会員紹介
今回新入会員（クラス委員）の歓迎を兼
ねて会田彩さん、古瀬正次さん、水野雷さん
の３人が紹介されました。
司会者から「中等教育学校５年間の想い
出は」「将来の夢は」との質問が出され、至大
荘、体育祭を初めとする伝統行事、部活動、
仲間との思い出などが語られました。また
将来の夢では、国際協力、都市づくり、ロボ
ットエンジニアなどと話され明確な目標を
もって進学しているのが感じられました。
今後、菊友会活動に参加されることを期待
します。

中学卒業生16人を代表して末氏（中13）
から学徒出陣、至大荘の想い出が語られ、学
校関係者の方には母校の精神と伝統を大切
にして日本一いい学校にして欲しい。新し
い卒業生は、私にとってひ孫みたいだが、し
っかりしている。希望をもって欲しいとの
話がありました。

参加のみなさんは、卒業年毎にまとまっ
たテーブルで同期を中心に恩師・先輩・後
輩・クラブ仲間との歓談の輪がひろがり、お
楽しみの福引では、新クラス委員の方に抽
選の手伝いをお願いし、会員各位からいた
だいた盛りだくさんの景品をまえに、大い
に盛り上がりました。
恒例になりつつある最多出席同期の壇上
での紹介は、今回も高17回の方々でした。
その母校愛に敬服します。
そして最後は、これ無しには終わらない
校歌と至大荘歌を大合唱、みなさんお元気
に、また来年お会いしましょう。

特別講演　浅川博忠氏（高13）　「混迷する政局の行方」
1942年東京に生まれ、慶應義塾大学商学部卒業
（社）時事問題研究所常務理事などを経て政治評論家へ
東北福祉大学客員教授

講演の骨子
本国会の第３次補正予算の成立後、平成24年９月に向け

て政局が動く。野田政権にとって正念場になる。自民党の長
期政権にうんざりし２年前の選挙で民主党の政権になったが、

期待に反している。問題は党の綱領がない、政治指導のから回り、小
沢、鳩山、菅３人の金の問題である。
野田総理は謙虚であり、安定感がある。永田町は落着いてきているが表面上であ
り水面下では争っている。
日本の政治がどう対応するのか。集団的自衛権の問題は憲法改正もからみ外交問
題でもある。憲法改正をめぐって両党が分裂、政界再編がおきる。民主党、自民党も
改憲論者（急進派、漸進派）護憲派の３極になっている。
人口問題も大きい。2050年には現在の１億２千万が９千万になり、2100年に
４千８百万になる。少子化問題を担当大臣にまかせればいいという問題ではない。
都と沖縄では出生率に差がある。過密と過疎、格差の問題を是正する必要がある。内
需拡大に力を注ぐ必要があり、貿易立国として外需拡大を少し修正し内需を拡大す
る。この課題について政治家と勉強会を開催している。

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

中16	 田忠雄/ 中21 鈴木謙一/高４大
井基臣/高７宮島徹/高９岡田繁/高10
岡田肇/ 高13 浅川博忠/高13 稲坂良弘
/ 高15 赤司久雄/ 高17 楫取能彦/ 高19
岩城悦子/高39相原學

高校時代に若返って
■高19　同期会
10月１日（土）、如水会館で
開催の卒業45周年同期会には、
90名（男61・女29）が参集しま
した。加えて、来賓として太田
弘・久保木哲夫・田部井文雄・
伊部哲の4先生が、かくしゃく
とした姿を見せて下さいまし
た。卒業時の組別8テーブルで
先ずはクラスメイトとの歓談、

大震災体験談に身を引き締め
■高17　同期会
11月26日（土）に椿山荘で同
期会を開催しました。受付には
旧３年４組の美女（元）７名が
迎賓。あしなが育英会への「大
震災募金箱」、更に菊友会会費の
納付所が設けられた今年の受付
の風景は誠に華やかでした。
恩師の伊部、川田、増田先生を
囲み、81名が参席しました（来
春米寿を迎える佐藤周蔵先生が
体調理由で急遽ご欠席となった
のが誠に残念）。17 回
生が最初の担任であっ
た伊部先生の、白熱の
ご祝辞と乾杯の発声を
合図に会場は一気に盛
り上がりました。
菊友会からの活動報

告と現状説明に続き、今次の大
震災を宮城県で被災された春海
君の体験談に関心が集まりまし
た。一日も早い復興への念を全
員が噛み締めていました。
椿山荘のバイキング招待券を
巡るジャンケン大会や増田先生
の指揮による校歌大合唱で会は
最高潮。部屋を移しての２次会
は63名がクラスの枠を越えて
の友情を暖め、９時過ぎに2年
後の再開を誓って散会しまし
た。	 （村上晃三）

60 の年齢差を超えて
■一排会　総会
７月16日、一排会総会を開催
しました。昼の部は母校の体育館
で老若男女入り交じってのバレ
ーボール大会を行ない、現役生と
共に熱戦を繰り広げました。
夜の部では新宿の小田急ホテ
ルセンチュリーサザンタワーに
て総会を行い、高８回の新堀先

輩を筆頭に新卒まで60 歳近く
も年齢の離れた約70名が一堂
に集い、学生時代の思い出話や
バレー談議などに花を咲かせ、
楽しい一時を過ごしました。ま
た、今年は総会においでいただ
けなかった会員の皆様からも多
くの年会費のお振り込みをいた
だき、例年通り現役への援助金
を贈ることができました。ご協
力いただきました全ての会員の
皆様に厚く御礼申し上げます。
2012 年の総会にはさらに多く
の会員の皆様が笑顔で集えるよ
う祈っております。
（一排会会長　久須美雅昭・高22）

稲葉みよの先生の墓参を兼ねて
■厚生科学部OB 会
秋晴れの11月23日に稲葉先
生の墓参を兼ねた九段高校厚生
科学部OB会を行いました。中学
19回の三島、高2回の中里両氏
から高校36回生までの28名が
参加して、紅葉のなか富士山を
仰ぎ見て、富士霊園の稲葉先生
ご夫妻のお墓にお参りし供養を
いたしました。
このあと御殿場の「時の栖」

で会食し、80歳から40歳台と
世代を越えた歓談で懇親が進み
幸せを感じました。九段高校厚
生科学部を絆としたOB 会を今
後一層大切にしたいと思いまし
た。	 （宮島		徹・高7）

哀悼　関西空港初代社長
竹内良夫さん（中13）
竹内君が８月９日死去され
た。ご逝去を悼みご冥福をお祈
りする。竹内君は一中から一高・
東京帝大土木工学科を卒業し、
運輸省港湾局長を経て関西空港
初代社長となった。ユニークで
機能的空港を建設して世界的な

土木技術者ベストテンに選ばれ
た。母校が新築された記念日に
は、午後から夜間まで終日行動
を共にした。菊友会では誰にで
も話しかけ、意見には耳を傾け
た。彼にはもうしばらく菊友会
の発展を見守ってもらいたかっ
たのに、亡くなられて残念に思
っている。	 （末		博光・中13）

卒業29 年目の再会
■高35　同期会
11月15日、飯田橋にて35 回
卒業生初の同期会が開催されま
した。学校群制度で入学し古き
九段校舎で学んだ我々が、卒業
後29年経って漸く実現した待
望の機会。あちらこちらで再会
に感激する声が上がり、時には
お互いに成長した？風貌と名前
を確認しながらの宴席は、想い
出話と近況報告に花が咲いた、
あっという間の4 時間半でし
た。様々な業界や家庭で活躍す
る旧友と笑顔を分け合い、九段
魂が再燃した方も多かったので
はないでしょうか。今回は、個人
的な繋がりや菊友会HPの同窓
会通信、Facebook、mixi 等での

連絡だったため、充分な周知に
至りませんでしたが、30数名の
出席者の中からクラス毎の幹事
と学年代表を選出し、卒業30周
年の記念行事に向け始動する事
となりました。「年に一度は集ま
りたい！」という意見が多く、高
35回の皆様はぜひ、ご連絡先の
整備をお願い致します。菊友会
事務局の皆様、今後共ご協力の
程宜しくお願い申し上げます。	
	 （及川( 関川）久美子）

ご来賓のスピーチに続き、卒業
クラス・入学クラス・クラブ毎
に別れて記念撮影、参加者全員
が入れ替わり立ち替わり慌ただ
しくも楽しく壇上に上がり、み
んな高校時代にワープしたよう
な笑顔を見せました。閉会後は
1 階レストランの二次会に50
名以上が参加し、各自が杯を持
ちながら席を渡り歩き、昔話に
花を咲かせました。	（勝田清一）

恩師 永見	至 中 12 建畠	惣彌 高 2 水谷	義盛
恩師 槌田	満文 中 13 荒木	昌 高 4 小野	旭
恩師 古松	彰 中 13 竹内	良夫 高 4 馬島	伸介
中 1 松本	善三 中 14 笠原	幸雄 高 5 島田	直治
中 1 座間	四郎 中 14 木村	申二 高 5 中里	照江
中 1 前田	七夫 中 14 三浦	秀雄 高 5 安野	枝美子
中 1 八木	光雄 中 15 青木	斌 高 7 杉田	健治
中 3 大越	孝 中 15 佐々木	素夫 高 9 山崎	正夫
中 4 鈴木	正雄 中 15 古川	和夫 高 10 大西	俊之
中 5 石川	義雄 中 15 吉村	光夫 高 10 益子	政史
中 5 森本	正美 中 16 大渕	正 高 10 横山	宣雄
中 6 竹口	作兵衛 中 16 信江	基次 高 10 吉田	哲一
中 6 湯浅	謙 中 16 向井	健郎 高 12 田中	直臣
中 7 河内	三郎 中 18 田中	章夫 高 12 谷口	正光
中 8 梅垣	滿春 中 18 藤井	洋二 高 12 松本	寿子
中 8 大塚	正幸 中 18 八幡	得三郎 高 13 多紀	道元
中 8 木口	嘉津男 中 19 片山	茂 高 16 鈴木	章彦
中 10 鈴木	孝保 高 2 加藤	靜夫 高 16 松尾	昌介
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平成23年度  維持会費未納の方へ
（平成23年4月～平成24年3月）

平成23年度の維持会費納入の状況は、11月末現在、昨年を
少し下回る状況で推移しています。しかし、依然として大変厳
しい内情であることに変わりはありません。母校の伝統を引き
継いでいくためにも、皆様のご協力が必要です。
今年度の会費未納の方に振替用紙を同封しております。菊友
会活動にご理解・ご協力くださいますよう、お願いいたします。
年間維持会費は下記の通りです。

中１	～	 高58 回	 3,000 円
高59	～	 中等2回	 1,000 円	 （減額期間）

● 郵便振替
※住所 ･氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒の
宛先シールに印字されている番号）をお書きいただくと助
かります。払込手数料は菊友会で負担します。

● 銀行振込
三菱東京UFJ銀行	 神保町支店	 普通口座：0691551
みずほ銀行	 九段支店	 普通口座：1453238
三井住友銀行	 千代田営業部	 普通口座：2111680
りそな銀行		 九段支店	 普通口座：1413234
※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数料
をご負担ください。

同窓生の歴史資料室

メモリアル室の整備を進めています

中学1回生の卒業アルバムを
手にしました。黒い台紙に張ら
れた数々の写真に伝統の重さを
感じます。「ブルナ　ラシク」の
力強い文字が飛び込んできまし
た。聞くところによると、紳士ブ
ルナ　紳士ラシク　とのこと。
うーん、深い言葉です。
皆様も九段伝説のビックリや

ハテナに出会うことができるメ
モリアル室にお気軽にお立ち寄
りください。そして夢多きあの
頃のご自分にも会いにいらして
ください。	 （庄司啓子）

お知らせ

前号でお知らせのように菊友会は母校・
九段校舎に設えられたメモリアル室に移転
しました。82㎡という広いスペースです。
菊友会事務局から運び込んだ資料は今まで
は微々たるものでしたが、学校側からは、一
中創立時から九段高校閉校までの貴重かつ
膨大な資料が移管されました。
資料は、私たち生徒・卒業生に関するも
のだけでなく、学校、保護者に属するもの、
定時制高校のものと多岐にわたります。記
念カップや表彰状など往時を偲ぶクラブ部
活動の実績、華々しい歴戦の証も。未整理の
ものが多く、積みあがった段ボール箱は一
向に減りませんが、いずれは86年間に及ぶ
九段の資料が、誰でも閲覧でき、また記念同
期会などに貸し出しできるようにしたいと
考えています。
現在、整理できたのは、卒業アルバム、菊
友会報、学校新聞、記念誌類です。ここで残
念ながら卒業アルバムが保管されていない
卒業年次が判明いたしました。
■卒業アルバム完備にご協力を！
卒業アルバムは各年次2冊（保存用と閲
覧用）を保管します。卒業アルバムがない年
次は資料の充実にぜひとも協力いただきた
く、提供いただける方は事務局にご連絡く
ださい。戦争事情でアルバムを作らなかっ

た年次は、その旨をお知らせください。

【アルバムが保管されていない卒業回】
中学3回、中学5～7回、中学9～18 回
中学20 ～21 回
併設九段中1～2回
高校1～6回、高校9回

■メモリアル室の面目躍如
某日、秋田テレビから問い合わせがあり
ました。「郷土秋田の民俗学者・瀬川キヨの
ドキュメンタリー作成にあたり関係資料を
貸してほしい」。早速、『閉校記念誌』で瀬川
先生が大正15年から昭和15年まで漢文・
修身で教鞭をとられていたことを確認、卒
業アルバムからは、当時の校舎や先生ご自
身の写真を提供できました。「おかんばば
ぁ」のニックネームで親しまれた名物先生
だったとか。9月16日に秋田テレビで放映
されたDVDが送られてきました。
また安岡章太郎氏（中10）の参考書掲載
に伴う資料提供にもスムーズに対応するな

どメモリアル室は早々に始動しています。
■協力ボランティアを募ります！
資料整理の難問は、大量の写真、テープ、
ビデオ類です。タイトルもきちんと貼って
おかなければなりません。特にオープンリ
ール時代の録音テープなどはCDにしてお
くことが急がれます。協力いただける方の
お申し出を切望しています。また絵画の保
存にお知恵を貸していただける方も求めて
います。事務
局にご連絡く
ださい。

（詳細次号）

４月	 ５日（木）	 菊友ゴルフ大会　申込み受付中　詳細８Ｐ
５月	 中旬	 評議員会：九段校舎
８月	 18 日（土）	 ～19 日（日）　至大荘懇親会：至大荘
10 月	 ６日（土）	 東京校歌祭：日比谷公会堂
10 月	 17 日（水）	 菊友ゴルフ大会
10 月	28 日（日）	 菊友会大会：如水会館
	 ＊高13 回	 卒業50 周年記念同期会　４月28日（土）
	 	（震災のため開催年繰り下げ　詳細８Ｐ）
	 ＊高14 回	 卒業50 周年記念同期会　10月13日（土）　詳細８Ｐ
	 ＊高39 回	 卒業25 周年記念同期会　開催年です
	 ＊関西菊友会総会　11月17日（土）：大阪キャッスルホテル

理事19 名は、総務企画・広報・会
計・名簿の各委員会に属し、それ
ぞれの業務を行う他、月に１度定
例理事会に出席します。定例理事
会は、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。

＝６月度＝
事務局引っ越し準備／校歌祭の出
演時刻決定。母校吹奏楽部から応
援の応諾をした旨の回答を得る

＝７月度＝
メモリアル室にて初の理事会開
催、保管資料の整理、閲覧スペー
スの検討

＝８月度＝
至大荘懇親会の事前・当日の役割
分担の確認／メモリアル室の資
料などの管理について／20・21
日至大荘懇親会実施

＝９月度＝
秋田TV から、故瀬川キヨ先生に

ついて確認があり、先生と旧校舎
の写真を貸し出す

＝10 月度＝
１日校歌祭、菊友会員30人吹奏
楽部27人／菊友会大会の詳細
な打ち合わせ／22日菊友会大
会、出席131人

＝11 月度＝
来年度菊友会大会の会場検討。如
水会館に決定／25周年同期会に
評議員の再人選の提案

名簿業者にご注意を
このところ名簿業者（大阪市
所在の出版会社）から「東京都
立九段高等学校職業別名簿」発
刊案内( 頒布価格	10,800 円) の
往復ハガキが菊友会員に郵送さ
れてきています。菊友会はこの
業者とは一切関係がなく、職業
別名簿の発刊には関知していま
せん。ご注意ください。
	 （名簿委員会）

次号の原稿締切りは5 月22 日で
す。400 字以内でお寄せください。

第53 回　菊友ゴルフ大会　
参加申し込み　受付開始　
春の菊友ゴルフ大会は、４月
５日（木）８組32人のコンペを
予定しています。会場は東京・
多摩カントリークラブです。同
期、同好の仲間を誘って、ふるっ
てご参加ください。
申し込みは菊友会事務局ま
で。参加者には別途詳細を送り
ます。
高13・卒業50 周年記念同期会
大震災のため延期した高13
回の卒業50 周年記念同期会を

転居先のご連絡はお早めに！
88号はヤマトメール便でお
送りしています。郵便局と違っ
て、転居先まで再配達されませ
んので、住所が変わったら早め
に事務局にご連絡ください。

平成24年４月28日（土）に、グ
ランドアーク半蔵門（地下鉄半
蔵門駅下車３分）で12時から開
催します。	 （髙井	信義）
高14・卒業50 周年記念同期会
10月13日（土）14時より芝
パークホテルで行います。激動
の50年を生きてきた者が、気兼
ねなく話し飲む会にいたしま
す。二次会も同じホテル内です
るようにしました。
まずは手帳に予定日時を書き
込みください。
（世話人代表	7組	丸尾健司・荘司国雄）

菊友会は会員の著書を母校に寄贈する事業を行っています。ご
寄贈の本は、九段中等教育学校図書室「卒業生の著作コーナー」に
納めて閲覧に付します。出版の折は、ぜひ１冊を菊友会にお送りく
ださい。（多数ご寄贈いただきました。一部次号の紹介となります）

寄贈図書　母校に卒業生の著作を贈ろう！

猪俣良樹（高６）著
植民地を謳う
現代企画室
￥2000	+ 税
フランス植民地

帝国時代に残る植
民地シャンソン、人肉ショー。人
間の残酷さは、同じ人間を殺す
ことにあるのではなく、人間を
人間でないものとして宣言する
能力にある―想像力が生み出す
征服眼は今も眠っていない、と
猪俣氏は言います。

高橋泉（高６）著
地域社会と「近代
化」￥2300+ 税／
沖縄宮古島下地
民族史￥3500+
税		まほろば書房

かつて柳田国男が主導した
「山村調査」「海村調査」を丹念に
追跡し、地域社会の問題を分析、
課題を提言。日本の宗教の「近代
化」については、呪縛世界からの
解放というより、合理化を念頭に
置くべきと主張されています。

村上伊知郎（高11）著
ミーハーが見た
三島由紀夫
東京図書出版
￥1200	+ 税
15歳で初めて三

島に接して以来の愛読者が、三島
自決40年後の今、代表作を振り
返り三島の人生を再考しました。
航空会社に長年勤務した村上氏
は、政治・経済事情が激変した日
本の現在を予見した三島に私淑
したかのよう。面白く読めます。

貝田豊郷（高７）
写真集
のび太のぼやき
貝田クリニック
￥1800	+ 税

素敵な写真を撮るには、対象
をよく見つめ・自分なりの表現
を探り・ゆとりとユーモアが肝
要と貝田氏。４匹生まれた子猫
のうちの1匹、愛すべきダメオ君
「のび太」の日常を追いました。
のび太のつぶやきもほのぼの。

辻	正重（高11）編著
経営工学総論
ミネルヴァ書房	
￥3500	+ 税
辻氏は2010年

まで青山学院大
学理工学部教授を務められま
した。本書は大学生のために書
かれた経営の問題解決、戦略、
製品開発、人間工学などを解説
しています。この他に「経営工
学ハンドブック」など関連書８
冊が寄贈されました。

浅川博忠（高13）著
政権交代狂騒曲
講談社文庫
￥676	+ 税
総理交代の都

度、振り回されて
きた国会そして国民。次の選挙
に投じる1票こそ日本再生の
道筋を照らすものでありたい
と、政治評論家の浅川氏が近年
の政治の足跡を明快にまとめ
てくれました。有権者として読
んでおきたい政界記憶書です。

東日本大震災復興支援募金

あしなが育英会へ   275,679 円
会報87号でお知らせしましたように、
東日本大震災復興支援の有志による募
金活動を、5月14 日の評議員会の会場
からスタートいたしました。
その後、6月マスコミ菊友会、8月至大
荘懇親会、10月菊友会大会、11月関西菊
友会総会、ならびに高17回、高19 回の
同期会の会場で募金をお願いし、事務局
への来訪者のご協力も合わせ、皆様方か
らの善意の募金は総額275,679 円とな
りました。ご協力をいただきました会員
の皆様に、紙面を借り、心から御礼申し
上げます。
お寄せいただきました支援金は、平成
24年年初に「あしなが育英会」に菊友会
有志一同として託すこととさせていただ
きます。




