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平成 17 年 1 月 1 日５年連続の赤字
菊友会財政ピンチ

菊友会は九段高校卒業生が拠
出する維持会費によって運営さ
れております。母校は今年 80
周年を迎えましたが、記念すべ
き本年度も５年連続して赤字財
政で、過去の先輩の遺産を取り
崩すことになりそうです。菊
友会は平成 18 年には千代田区
立中等教育学校同窓会（名前は
菊友会の予定）に引き継がれま
す。それまでには是非黒字化し
て、健全財政で引き渡したいも

のです。
11 月末現在の逝去者、所
在不明者を除く会員数は１万
5817 人。このうち維持会費納
入者は1936人で、全体の12.2
％しかいません。皆さんとお誘
いあわせの上の納付してくださ
い、是非お願いいたします。会
費は年２回発行の会報、毎年
10月に開催される菊友大会や
名簿の維持費管理費等で、年間
1200万円が支出されます。

平成 16 年度維持会費	
	 中 1		 ～	 高 51回　¥ 3,000
	 高 52	～	 高 56 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、会報の宛名
シールに記載されている個人コード番号を明記の上、お近くの
郵便局からお振り込みください。なお、高 52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
記してお近くの銀行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

舞台で歌えば気分も壮快
日比谷公会堂で恒例の校歌祭

第 12 回東京校歌祭が 10 月
２日午後２時から日比谷公会堂
で開かれ、都立高校 19 校が参
加、それぞれの思い出の校歌を
高唱した。九段高校も卒業生ら
31 人が参加、建学の理想を歌
詞に謳い込んだ校歌と至大荘歌
を高らかに堂々と歌いきった。
昨年は応援出演して他校をう

らやましがらせた現役の音楽部
員は、期末試験と重なったため
参加が少なかったが、２人が駆
けつけてくれた。
校歌祭は参加費 12 万円のほ
か、通信費など２万円の費用が
かかるが、今年は菊友会からの
補助金２万円と 42 人からのご
寄付で賄うことができた。

菊友会のホームページ活用を
クラス会・同期会・ＯＢ会等の告知をする場合、事務局ま
でご連絡いただければ新着情報に掲載し、事務局に問い合わ
せがあったものについて幹事等責任者の方に連絡させていた
だきます。お気軽にご利用ください。

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

高 10・山本節さんに
フランスから勲章
高10回の山本（旧姓中村）
節さんにフランス政府からパル
ム・アカデミック勲章（シュヴ
ァリエ級）が贈られた。教育者
や研究者を対象に贈られる勲
章。山本さんは比較文化、比較
文学が専門で、フランスの大学
での講義や講演を通じた文化交
流が評価された。

●稲葉先生ご夫妻
を 偲 ぶ 会　稲葉茂

正・みよの両先生を偲ぶ会を 17年
1 月 22 日 17 時から九段会館で開
催します。稲葉茂正先生は昭和 15
年から昭和 29年まで生物の教諭と
して九段に奉職、その後静岡大学
に招聘されました。みよの先生は
昭和 16 年から同 60 年までの長い
間、養護教諭として九段に奉職さ
れました。１月４日がみよの先生
の 13回忌に当たるのを機に計画し
ました。	（厚生科学部ＯＢ会世話
人・高 11・阿部紀子）
●高７回生同期会　高７回生（昭
和 30 年卒）の卒業 50 周年記念同
期会を開催いたします。
日時　４月９日（土）	13:00 ～
場所　ＮＨＫ	青山荘
	 港区南青山５- ２-20
電話　03-3400-3111

（高 7・宮島徹）

◆◆				理事会便り理事会便り 		◆◆
……６月……

・千代田区中等学校評議会が６
月 30日に開催、ゼネラルマネージ
ャーに明大教授の斎藤孝氏が決ま
る。
・創立 80 周年の記念事業の開

催日時と会場決定。
・アテネ五輪女子バスケットの

レフリーとして出場する須黒祥子
さん（高 42) に菊友会有志からカ
ンパを贈呈。

……７月……
・会報 73号発送。会員から「内

容が濃くて良かった」「写真を大
きく」などの感想。経費節約のた
め、郵送料の見直しを考える。
・九段高校から 12 月開催の健

康教育週間のディベートに同窓生
の参加要請。前回参加者のアンケ
ートには好意的な感想が寄せられ
ていた。

……８月……
・至大荘懇親会が８月 28、29

日に開催され、参加 90 人。28 日
にプレゴルフを開催。
・日本テレビが至大荘行事をテ

ーマに制作したドキュメント「夏
空の赤ふんどし」が 30 日 0 時 25
分から放映された。

……９月……
・日本テレビのドキュメントの

ＶＴＲが２本あり、１本は事務局
に保存、１本は同期会やクラス会
に貸し出す。
・高 26回生の卒業 30周年同期

会が９月 11日、センチュリー・ハ
イアットで開催。宮島副会長と林
昤子理事が出席。
・高 12回生の卒業 45周年同期

会が９月 18日、霞ヶ関東京會舘で
開催。若松、赤司両理事が出席。
・９月 18、19 の両日、九段祭

開催。
……10 月……

・校歌祭が 10 月２日、日比谷
公会堂であり、ＯＢら 31人参加。
・理事会で広報用のパソコン１

台購入を承認。
・菊友会大会を 10 月 23 日、東

京會舘で開催。
……11 月……

・関西菊友会を11月６日開催。
髙野会長と尾羽澤理事長らが出席。
・11月８日に、紙パ菊友会開催。
・11 月 19 日、九段高校で創立

80周年式典、九段会館で祝賀会。
・11 月 20 日、高 10 回生の同

期会。尾羽澤理事長出席。

編 集 後 記

わが母校・東京都立九段高校
は本年、めでたく創立 80周年
を迎え、その記念式典が 11月
19 日、本校舎・体育館で盛大
に執り行われた。関東大震災の
翌年の1924（大正 13）年、第
一東京市立中学校として産声を
上げてから 80年。式典には齋
藤八重子校長をはじめ教職員、
生徒、保護者のほか、菊友会か
らも髙野光正会長らが参加し、
祝賀ムード一色に包まれた。ま
た、この日夜には九段会館で記
念祝賀会も開催された。（２面
に関連記事を掲載しました）
式典は午前 11 時に始まっ
た。国歌斉唱、式典曲の演奏に
続いて、齋藤校長が式辞を述べ
た。初代の成田千里校長が掲げ
た「智・徳・体」三位一体の全
人教育の創立理念は、いまもし
っかりと受け継がれている。こ
れまで２万 3220 人の卒業生を
社会に送り出すことができた。
そして「九段高校の建学の精神
と、80 年の歴史の中で築かれ
た伝統は、いかに外的条件が変

わろうとも、不易の課題として
受け継がれていくものと確信し
ています」と結んだ。
九段高校は平成 18 年、都立
校から区立の中高一貫校、千代
田区立中等教育学校として生ま
れ変わる。齋藤校長は、そうし
た教育改革の嵐の中にあっても
「九段の伝統は受け継がれる」
と、誓った。
続いて来賓として千代田区の
石川雅己区長が祝辞。「伝統の
最初は革新だった。これが積み
重なって伝統となる。革新を続
けることが伝統を守ることにな
る。千代田区としては九段高校
の伝統の重みをしっかり受け止
め、どこにも負けない学校にす
ることをお約束する」と力強く
述べた。
菊友会の髙野会長は、祝辞の
中で 50 歳以上も年下の在校生
にこう呼び掛けた。「今年は
80周年ですが、20年後は 100
周年です。九段が 100 周年を
迎えるのは、皆さんが社会の中
堅として活躍されている時期。

盛大に記念式典と祝賀会
九段高校が創立 80周年

平成 16 年度の菊友会大会は
10 月 23 日、東京・丸の内の
東京會舘ローズルームで開かれ
た。大会参加者は来賓を含めて
185 人。昨年より若干少なか
ったが、母校が第一東京市立中
学校として発足してから 80 周
年に当たるため、長い歴史を語
り合う参加者が多かった。（３
面に関連記事を掲載しました）
プログラムは日本で生命倫理
学を初めて提唱された木村利
人早大名誉教授の「生命（い

のち）を考える」と題する講演
で始まった。壇上から降りてテ
ーブルの間を回り、出席者への
質問を交えながら、生命倫理学
の意義を熱っぽく語られれた。
講演の終わり近くになって会場
が突然、激しく揺れだした。東
京は震度４だったが、記録的な
被害の出た新潟県中越地震だっ
た。会場は騒然となり、講演は
中断したが、木村講師は「いの
ちの話が日本の社会に振動を与
えたようだ。日本の医療界にも

激震が走った」と、とんでもな
いハプニングをアドリブでかわ
した。
後半は平林峯夫さん（中
14）が司会。菊友会の髙野光
正会長（高４）の挨拶と出席さ
れた古賀周作先生、槌田満文先
生、近藤義郎先生、永見至先
生、山崎慶子先生の５人の恩師
の紹介。関西菊友会の中村正治
会長（高13）の祝辞に続いて、
九段高校の齋藤八重子校長が母
校の現状を報告、ＰＴＡの山内

菊友会大会に 185 人出席
新潟県中越地震、会場も一時大揺れ

正雄会長の祝辞、出席された歴
代会長の紹介と続き、第 11 代
会長の森大作さん（中 11）の
発声で乾杯、歓談に移った。
恒例の福引は 12 人の方々か
らの 50 点の景品のほか、菊友
会から「至大荘」という銘柄の
日本酒 12 本が提供された。大
会の最後は校歌と至大荘歌を全
員で歌って締めたのはいうまで
もない。

●次回の平成 17 年度菊友会
大 会 は 11 月 19 日（ 土 ）、 東
京會舘で開きます。詳細は次号
会報でお知らせしますが、会員
の皆さま、特に若い方々の多数
参加を期待しています。

母校が創立 80周年を迎えま
した。記念式典や祝賀会の式次
第の最後はやはり校歌斉唱で
す。出席者全員で校歌を歌って
いると、胸に熱いものがこみ上
げてくるような気持ちがして、
伝統校に学んだ幸せを実感しま
す。この菊友会報も 80周年に
ふさわしいことができないか検
討しました。最初に考えたのは
写真のカラー印刷です。しか
し、これは印刷コストがかなり
増加します。次に考えたのはペ
ージ数を増やすことです。菊友
会報の郵送費は現在 80円です
が、ページ数を増やすと 10円
高くなり、全体では十数万円の
コスト増になります。何れも菊
友会財政の厳しい現状を考えれ
ば実現不可能な数字で、断念せ
ざるを得なかった次第です。広
報委員会としても維持会費の納
入を会員の皆さまに切にお願い
申し上げます。新年が皆さまに
とってよいお年でありますよう
お祈りします。（H･O）
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多くの方が働き盛りで、もっと
上を目指している頃だと思いま
す。校歌にもありますが、いか
に険しき道のありとも、いよい
よ高きを越えて、前進してくだ
さい。そして 100 周年を誇り
高く迎え、盛大に祝おうではあ
りませんか」。全校生徒 854
人が力強くうなずく姿が印象的
だった。
その生徒たちは式典の始まる
前、ワイワイ、がやがやとおし
ゃべりに夢中で、雑然としたふ
ん囲気が漂った。しかし、式典
が開会するや、一変した。式は

「起立」「礼」の号令に従い、
粛々と進められた。「やる時は
やる」の九段魂は健在だった。
休憩を挟んでの第２部、記念
行事では、吹奏楽部員によるマ
ーチ「ベストフレンド」、序曲
「祝典」の演奏、音楽部員によ
る合唱も披露された。人気の平
井堅作詞・作曲の「瞳を閉じて」
の合唱で、わずか２人の男子部
員が「ボーイソプラノ」で熱唱
し、女子生徒の拍手喝采を浴び
た。おごそかな中にも、にぎに
ぎしい、九段高校の傘寿（80
歳）のお祝いだった。
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最先端の業界で活躍　大口徹君を偲ぶ
靖国神社の満
開の桜、千鳥が
淵のボート、そ
して10番の都電
など懐かしい思
い出が残る九段
高校の学舎で３

年間一緒に学んだ	大口徹君が
８月 26 日心筋梗塞で亡くなり
ました。10 月１日には 65 歳
の誕生日を迎える予定でした。
彼は上智大学を卒業後、田園
調布にあった家業の大口時計店
を継ぎました。その後、時計の
小売に飽き足らなかった彼は、

時計の製造組み立て、有楽町の
阪急百貨店への出店へと事業を
進め、クォーツ全盛の時代を迎
えると、佐原市で半導体製造の
「佐原テクノ工業（株）」を立
ち上げ、世界の先端企業がひし
めく業界に踏み出し、最近では
台湾、フィリピン、タイに関連
工場を持つまでに至りました。
一方、子供の居なかった彼
は、休日には下北沢の自宅で妻
紀子さんと過ごすことと、川崎
の有料老人ホームへ母親の介護
に出向くのを日課とし、毎日曜
日の深夜には車を飛ばして佐原

の社宅に戻って行く生活を繰り
返していました。
今年の夏は特別に暑く、佐原
の社宅も寝苦しい夜が続いてい

たことでしょう。
大口徹君のご冥福を心よりお
祈り申し上げます。
（友人代表　高10・猪倉啓行）

クラス会　いつ開いても　同い年
★ 中 13 回 Ｂ 組　中 13 Ｂ会
の春の例会は 16 年６月５日、
神楽坂の「インテリジェントロ
ビー・ルコ」で開催した。今回
は哀しみと慶びの会となった。
病気療養中だった熊谷不二夫君
が１月に他界され、一同で心か
らのご冥福をお祈りした。
一方、島津正君が春の叙勲で
瑞宝・中綬章受賞の栄に輝き、
彼の栄誉を讃えて乾杯した。日
大名誉教授（農業経済）、政府
の各種審議会委員としての功績
である。同君のわが国の食糧問
題についてのスピーチに感銘を
覚えた。いつもの通り話題の中
心は健康問題である。現在３名
の諸君が入院療養中だが、秋の
例会には皆元気で出席されるこ
とを祈念して、３時間に及ぶ例
会は散会した。（中13・末博光）

★中 13 会Ｄ組（牛鴨会）　
昭和16年に卒業して六十余年、
齢も80を超えた。牛鴨会は６
月25日、銀座の三笠会館で昼
食を共にしながら旧交を温め
た。残念ながら体調不良の人も
増え、９人の参加にとどまった。

（中 13・清水徳蔵）

★中 15 回 13B 会　大正14、
15年生まれの勇者９名は８月
26日、ホテル海洋内でランチ・
パーティー。ワインを飲みなが
らの歓談は明治時代のロシア王
朝から米国へのアラスカ売却、
検察庁の裏金問題などが話題
で、病気の話は影を潜めた。

( 中 15・髙野均治 )

酔いしれた。
	銚子に来たからにはと、朝5
時起きで犬吠埼灯台の丘から朝
日を拝み、夕方は「地球の丸く
見える丘展望館」から夕陽を消
えていくまで眺めて記念写真に
納まった。主催者の一人の紹介
でヒゲタ醤油工場も見学。帰路
は全員特急電車で別れの交歓。
贅沢で、賑やかな思い出多い同
窓会となった。銚子同窓会はお
薦めです。（高13・林勝久）

★高 15 回拡大クラス会　６
月５日、６日の２日間、３年７
組を中心とした高校 15回全体
の拡大クラス会が、高校２年ま
で一緒であった杉本正行君の
経営する奥入瀬渓流グランド
ホテルにて 18人が参加して開
催された。八戸まで延長された
東北新幹線に乗り、初日は渋沢
公園や渋沢邸、小川原湖民族博
物館をめぐり、奥入瀬の渓流
に臨む露天風呂にて心を癒し、
クラスを超えた懇親は深夜ま
でとどまることがなった。
翌日は私がどうしても実現
したかった、奥入瀬渓流の途中
にある、「九段の滝」で念願の
九段高校旧友との記念写真を

★ 高 13 回 銚 子 菊 友 会　10
月の台風 22 号と 23 号の合間
を縫って、高校 13回生 5組が
中心の銚子菊友会を開催。一泊
二日の予定に紳士 9名、淑女 5
名が参加。初日の昼は食事だけ
のつもりが、戻り鰹の刺身に河
豚刺しのおまけがついて即宴会
となり、そのまま夜の宴会へ。
翌日の日帰り組との昼宴会が本
番で、晴天の下、太平洋の荒波
が輝く風景を背景に歌と酒とに

とることができた。
( 高 15・渡辺俊之 )

★高 19 回ゴルフとテニス　
恒例の高 19回生の親睦ゴルフ
は９月23日に「飯能くすの樹」
で 22 回目を開催。年々参加者
が増え、初参加４名、常連の浅
見豊治先生以下総勢 22 名。優
勝は守栄一君（７組）。
孫田さん（旧姓西山＝５組）
のお店「釉遊人」のぐい飲みの
参加賞を手にコンペの戦績を語
り合った。
親睦テニスは 10 月２日の
秋晴れの日、15 名が尽性園に
参集。みんな年を忘れてボー
ルを追いかけた。浅見先生、

78 歳ながらさすが元テニス部
顧問、50 歳過ぎの昔の生徒
をなかなか勝たせてくれませ
ん。早々に合宿所に戻り、お
弁当とビールなどで宴会後散
会。同期の方、参加大歓迎。
連絡は青木（８組）arei711@
zd.wakwak.com、 金 田（ ２
組 ）mariko616@hotmail .	
com	まで。

（高 19・榎本徹）

★高 28・３－６クラス会　
11月 20 日、高 28 の３－６組
のクラス会が８年ぶりに、平和
島の老舗の天ぷら屋「天仲」で
開催されました。
男子 10 名（内１名は、携帯
による参加）、女子８名と、卒
業後約 30 年にしてはまずまず
の集まりでした。
最初は「誰だっけ？」と言う
人もいたのですが、すぐに高校
時代にタイムスリップ。思い出
話に花が咲きました。

( 高 28・斎藤香織 )

優勝は高４・上楽氏
★菊友ゴルフ

第 39 回菊友ゴルフ大会が
10 月７日、秋晴れのよみうり
ゴルフ倶楽部に、38 人が参加
して開かれた。４人乗りカート
が導入され、最長老の中９・大
智経之先輩を筆頭に中 13・橋
本政雄、中 17・黒崎昭二両先
輩も参加された。
優勝は上楽博司（高４）、準
優勝は福岡煇城（高 12）、３
位大熊秀治（高 13）の各氏。

＊次回は４月 15 日（金）、石坂ゴル
フクラブで開催します。参加希望者は事
務局まで。

九段高校は1924年（大
正13年）、第一東京市立
中学校として半蔵門の地に
誕生しました。「第一」を
頭に持ってきたのは、「何
事にでも第一たれ」という
初代校長・成田千里先生の
教育方針に基づくものであ
ります。
太平洋戦争や学制改革
など、学校には何度も荒
波が押し寄せて来ました。
戦時中には爆弾や焼夷弾
が落とされ、先生方や生
徒たちが消火に当たり校
舎を守ったと聞いており
ます。また、学内が荒れ
た時代もあったと聞き及
んでおります。
しかし、九段は創
立以来、各界で活躍

する人材を数多く輩出し
て来ました。このことは
「第一たれ」という伝統が
80 年間、脈々と息づいて
いたからだと思います。
九段の伝統は何なんだと
昨今話題になっています。
体育祭や至大荘行事のよう
に、形で受け継がれると目
に見えますからわかりや
すいのですが、大切なのは
その形に込められた心であ
り、哲学です。これが九段
魂なのです。
時代の流れに遅れることな
く、伝統に魂を吹き込まれて来
られた歴代の先生方に厚く御礼
申し上げます。また、九段の教
育方針を理解され、ご支援され
てこられた保護者の方々にも感
謝の意を表したいと存じます。
最後に現役の生徒の皆さんに
申し上げたい。九段魂は先輩か
ら後輩へと、80 年間に渡って
受け継がれて来ました。これか
ら九段魂を担うのは現役の皆さ
んです。今年は80周年ですが、
20年後は 100 周年ですね。九
段が 100 周年を迎えるのは皆
さんが社会の中堅として活躍さ
れている時期です。多くの方が
働き盛りで、まだ過去を振り返
る年齢ではなく、もっともっと
上を目指している頃だと思いま
すが、母校が 100 周年と聞け
ば、私どもが 80 周年に郷愁を
感じているように、皆さんもき
っと３年間の九段時代を思い出
すことでしょう。
校歌にもありますが、いかに
険しき道のありとも、いよいよ
高きを越えて前進して下さい。
その姿を見れば、後輩たちは必
ず皆さんの後をついて来ます。
そして 100 周年を	誇り高く迎
え、盛大にお祝いしましょう。

「
第
一
た
れ
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の
九
段
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念
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野
会
長
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拶

九段高校の創立 80 周年を記
念する祝賀会が、式典のあった
11 月 19 日夜、九段会館で開
催された。菊友会と九段高校Ｐ
ＴＡとの共催で 6000 円の会費
制。菊友会から新旧役員や理事
会メンバー 35 人、九段高校の
新旧職員、ＰＴＡの新旧役員ら
計 180 人が集い、80 周年を祝
うと共に将来の飛躍を誓い合っ
た。
祝賀会は菊友会の高橋直人理
事の司会で始まり、ＰＴＡの山
内会長、菊友会の髙野会長、九
段高校の齋藤校長があいさつ。
続いて都立九段の移譲を受ける
千代田区の堀口教育委員長が
「息子が九段卒なので九段祭や	

至大荘行事についてはよく知っ
ている。区教委としては九段高
校の皆様の学校を愛する力を
支えに、学校をますます発展さ
せたい」、九段で教育実習を経
験した都の公立高校校長会の甲
田会長は「九段は私の母校では
ないが父なる学校。80 周年の
感慨を胸にこれからも勉強した
い」などと祝辞を述べた。
続いて菊友会元会長で書家で
もある森大作さんが書かれた校
歌１番と２番の書が、縦 120
㌢横 90 ㌢の額に入れられ、齋
藤校長に贈られた。森大作さん
は「書いていると与謝野鉄幹の
詩の力強さ、すばらしさにあら
ためて感嘆する」と話されてい

一層の飛躍を誓い合う
華やかに 80周年祝賀会

る。書は九段高校の校長室に飾
られた。
江戸時代から続く木遣り唄が
５人の鳶職によって披露され、
お祝い気分が盛り上がったとこ
ろで鏡開き。髙野会長、齋藤校
長、山内ＰＴＡ会長の３人がえ
んじ色のはっぴ姿でステージに
上がり、酒だるのふたを木槌で
割り、九段高校の校章を側面に
焼き込んだマスに入れた酒が参
加者に振る舞われた。
アトラクションでは音楽部の
ＯＢを中心に構成されている九
段坂合唱団が、最近の九段生の
愛唱歌「至大荘と共に」のほか
唱歌２曲を歌い、出席した教職
員有志による合唱団がステージ
に上がって「惜別の歌」を合
唱。最後は参加者全員が校歌を
斉唱、菊友会の宮島副会長が中
締めの挨拶を述べて閉会した。

森大作さん（左）から校歌の書額を校長に贈呈 ３人で鏡開き。左から山内会長、齋藤校長、髙野会長

九段高校から菊友会の事務局
に時々、学校での生徒向け講演
会の講師の依頼があります。事
務局ではテーマに応じて名簿か
ら適当と思われる人材を探し出
し、本人に依頼したり、学校
に紹介したりしています。しか
し、名簿の職業欄の記載だけを
頼りに人材を探すには限界もあ
り、すべてに応じるのが困難な
現状です。
そこで、学校から依頼があれ
ば即座に応じられるよう、人材
バンクを設けることにしまし
た。このテーマなら生徒に話す
ことができるという卒業生のリ
ストを作成するのが目的です。
学術的なあるいは職業に関す
るテーマだけでなく、「自分は
ニューヨークに 10 年滞在した
からニューヨークのことなら話
せる」といった体験に基づくテ
ーマでも、長い間持ち続けてき
た趣味に関するテーマでもけっ

菊友会に人材バンク開設
母校での講演依頼に対応

こうです。講演会や進路ガイダ
ンスなどで生徒に話せるテーマ
をお持ちの方を募ります。社会
の各分野で活躍されている人材
を生徒のために活用したいと思
います。
人材バンクは平成 16 年４月
に着任した九段高校の斎藤校長

と菊友会の会長が対談した際、
斎藤校長から提案されました。
菊友会報 73 号で対談の内容を
掲載しましたが、これを読まれ
た数人の方からすでに協力の申
し出をいただいております。
理事会では人材バンク委員会
の委員長に赤司久雄理事（高
15)、副委員長に山田清三理事
（高15) が担当します。皆さま
のご協力をお願いします。

東京都立九段高校を母体校と
する千代田区立の中高一貫教育
校の設置が10月の都教委で認
可された。千代田区はこれを踏
まえて同区の11月定例議会に
提案、開設が正式に決まった。
名称は「千代田区立九段中等教
育学校」となった。
「声に出して読みたい日本
語」などの著書で知られる斎藤
孝・明大教授をゼネラルマネー
ジャーに迎え、指導・助言を受
けることも決まっている。３月

までに初代校長が決まり、４月
からは区教委内に設けられる開
設準備室で18年４月開校に向
けて準備が急ピッチで進む予
定。
７月に決まった学校基本計画
によると、「知の創造と豊かな
心」を教育目標に掲げ、１学年
４学級、合計24学級（960人）。
校舎は都から移譲を受ける現在
の九段高校の施設に加え、隣接
地の旧東京保護観察所跡地に６
階建ての新校舎を建設する。

「千代田区立九段中等教育学校」
新しい中高一貫教育校の名称決定

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＝敬称略

旧職員 桑原　三二 中 14 岡本　光 高 6 戸張　勝彦
中 1 奥澤　幸次郎 中 14 鈴木　利次 高 8 鳥越　忠
中 2 武者　幸四郎 中 15 新倉　義一 高 10 大口　徹
中 4 岩間　達 中 16 今城　明雄 高 10 髙野　恒雄
中 6 奥平　浩 中 17 北倉　庄一 高 10 袴田　与英
中 6 中村　龍雄 中 17 斎藤　安央 高 12 佐々木　修身
中 8 柴田　安正 中 18 岡﨑　道彦 高 12 湯浅　征輝
中 8 横田　敬次 高 1 中西　與志治 高 12 渡辺　侯二
中 8 和田　篤 高 4 森澤　謙二郎 高 13 野尻　能章
中 11 安藤　三千彦 高 4 湯淺　嘉章 高 16 川久保　晃志
中 13 小泉　博資 高 5 和気　美佐子 高 31 高野　光子
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Web を見ての初参加
関西菊友会に 38 人出席

第 22 回関西菊友会は 11 月
６日、大阪キャッスルホテル
で、38 名が参加して開かれま
した。陸上部の間文麿氏（高
22）、馬場みどり氏（高 24）
が誘い合わせて、インターネッ
トから高 37 回卒の２人の計４
人が初参加、会の雰囲気も明る
く盛り上がりました。
第１部の中村正治会長（高
13）のあいさつでは、若手の
参加を促すためインターネット
サイト「この指とまれ」に案
内を出したところ、高 37 回卒
の２人（高橋耕次、高橋万昌両
氏）の参加が決まるという、情
報社会を象徴するエピソードが
紹介されました。菊友会本部か
ら参加された髙野会長と尾羽澤
理事長からは千代田区立中高一

貫校をめぐる動きが報告されま
した。
第２部は山口博司氏（中８）
による乾杯の発声で和やかに始
まりました。今回も東京から顧
問の鍛冶利秀氏（高４）のほ
か、黒崎昭二氏（中 17）、後
藤久子氏（高 14) が参加され
ました。お楽しみは養父明子副
会長（高５）のお骨折りによる
シャンソン歌手下村和子さんと
演奏者坂下フミノさんによる素
敵なシャンソン。30 分間の歌
のドラマに全員うっとり。母校
の 80 周年を記念して森大作氏
（中11）から隷書「至大至剛」
を６枚いただき、会員に贈呈さ
れました。最後は恒例の校歌と
至大荘歌の合唱。最年少の米田
達郎君（高 42）の万歳三唱で

お開きになりました。
末尾ながらご祝儀をいただ
いた元会長の橋本政雄氏（中
13）、服部嘉夫氏（高４）、
現副会長の宮島徹氏（高７）、
それに新潟在住の松原利之氏
（高 10）の方々に御礼申し上

げます。　　　　（高 14・湯
浅良男）
●次回の第 23 回関西菊友会は
11 月 12 日（土）午後１時か
ら、同じ会場で開きます。ご連
絡は酒井美知子（高11）まで。
電話は	072-758-0330

大國会長の叙勲を祝う　★紙パ菊友会

紙パ菊友会が 11 月 8日、東
京會舘ユニオンクラブで 18 時
より開催された。この会は九段
校卒業の紙パルプ業界関係者が
会員となって、平成 8 年 2 月
にスタートし、会員数は中 8
から高43の70余名を数える。
今回で記念すべき 10 回目を
迎え、折しも当会の会長で王
子製紙会長大國昌彦先輩（中
19）が「旭日大綬章」を叙勲
され、お祝いの花束を贈呈。こ
れは平成 2 年に叙勲された那
須忠己先輩（中 8、日本製紙特

別顧問）に続くお 2 人目で誠
に喜ばしいことである。
会は、まず会長の挨拶があ
り、次に最長老、那須忠己先輩
の乾杯の音頭の後食事、歓談へ
と進んだ。恒例の 3 分間スピ
ーチでは懐かしい学生時代の話
題で盛り上がり、校歌斉唱、全
員で記念写真に収まった後、副
会長、殖田春荘先輩（高１、元
北越製紙副社長）の閉会の辞で
盛会のうちにお開きとなった。
（幹事＝高 19・横田千明）

過去最高の
88人が参加
★高 10 回生同期会

高 10 回生の同期会が 11 月
20 日、東京・日比谷の日東コ
ーナーハウスで開かれた。前回
から３年ぶり。今回はこれまで
最高の 88 人が参加、松山や大
分からかけつけたり初参加の同
期生もいた。かつてのマドンナ
たちも 25 人、孫の世話から解
放されたひとときを過ごした。
同期会は午後５時開会、長い
間会長を務めた河野収さん（１
組）が名古屋に転居、後任の会
長に選ばれた青木俊さん（４
組）のあいさつに続き、お祝い
金１万円とともに来賓として出
席した菊友会の尾羽澤理事長	
( 高９) が祝辞。理事７人を送
り出している高 10 回生に謝意
を表され、この前日にあった母
校創立 80 周年の記念行事を報
告、建学の経緯から始まって最

近までの歴史を語られた。
松浦宏一副会長（２組）の乾
杯の発声で開宴。久しく会わな
かった旧友を見つけてお互いの
無事を喜び合い、近況報告に話
が弾むのはどこの同期会でも見
られる光景。母校の千代田区へ
の移譲も話題になり、九段高校
がなくなってしまうという声も
聞かれたため、中締め近くに菊
友会の岡田副理事長がこの問題
の経過を報告、「九段」は永遠
に続くとの説明に聞き入った。
最後に松林（旧姓本間）徳子
副会長が「次回は前回の同期会
以降に亡くなられた方は……、
などと読み上げられないよう元
気で再会しましょう」とあいさ
つ、校歌と至大荘歌を全員で歌
ってお開き。（高 10・沢田知
子）

霞が関東京會舘で開催されまし
た。13 年 10 月に還暦を祝っ
て開催して以来３年ぶりで、田
中義信先生、加藤三郎先生もお
元気な姿を見せられ、79 名の
元若者たちが集まって楽しいひ
とときを過ごしました。
加藤先生のご挨拶、田中先生
の「至大荘歌」誕生秘話、残念
ながらご欠席の古賀周作先生の
至大荘にちなむ俳句の紹介、同
期の菊友会理事・福岡煇城君か
ら「中高一貫教育となる九段高
校の将来像」の報告の後、時の
経つのを忘れて歓談しました。
最後は菊池薫君の指揮で、校
歌と至大荘歌を熱唱し、元気に
再会することを約し、二次会、
三次会へと散っていきました。

（高 12・吉田耕一）

写真はＨＰで見て
★高 26 回生同期会

去る９月 11 日（土）新宿セ
ンチュリーハイアットにて、
同期生など計 108 名が出席し
て、高 26 回卒業 30 周年同期
会が開催されました。畑野正毅
先生、牧野光顕先生、足助厚先
生、片瓜仲夫先生のお元気なお
姿とお話に、一同久しぶりの授
業を受けていた感も。
出席できなかった同期生の皆
さん、当日の写真をホームペー
ジで見られますので下記のアド
レスに訪問してください。昔よ

思い出に残るあのこと、このこと、あの先生思い出に残るあのこと、このこと、あの先生
母校 80 周年　菊友会大会でお聞きしました

◆中 10・安本（鈴木）正さ
ん　最大の思い出は冬の至大
荘。２代目校長の四宮茂先生と
ともに、全員が一糸まとわず守
谷の浜で禊ぎをし、砂まみれに
なりました。英語の清成孝先生
は新卒で初めてクラスを担任し
ていただきました。

◆中 11・大八木英夫さん　
やはり至大荘です。遠泳は３マ
イルと５マイルがあり、先輩が
指導してくれました。故天谷庸
三郎先生（博物担当）。５年間
クラスが変わらなかったので先
生とのおつき合いも情愛細やか
で、卒業後も公私ともにたいへ
んお世話になりました。

◆中 16・松井龍雄さん　通
称ガマこと国語の松本定雄先生
のことは忘れられません。授業
の下調べがすごかった。それを
わけもわからない年齢の僕らに
情熱を傾けて教えていただきま
した。年賀状はずっと続いてい
ました。

◆中 17・黒崎昭二さん　林
三郎先生には可愛がられまし
た。瀬川キヨ先生の試験が 10

点満点で６点しかとれず、塚本
喜善先生に励まされました。湯
野先生も厳しくて立派な先生で
した。

◆中 18・中澤忠光さん　昭
和 16 年に入学したが、間もな
く第２次世界大戦。中学２年か
らは勤労動員もあって勉強する
機会が皆無に近かったのが残念
です。林三郎先生は怖かったけ
ど、やんちゃな中学生にとって
は面白い先生でした。漢文の素
読を教わった細野治一先生や最
所顕文先生、「鬼畜米英」とい
う言葉があったあの時代に英語
を教えられた原隆男先生、安井
昿一郎先生、清成孝先生が思い
出に残っています。軍事教練の
教師もいましたが、授業が苦し
かった割にはまったく印象に残
っていません。

◆中 19・伊藤晴康さん　２
年間担任だった吉田勇先生。教
えは「ルールを守れ」「チーム
ワークを守れ」で厳しい面もあ
りました。クラス会では長年ご
自分が描かれた静物画を提供し
ていただきました。

◆高３・黒川剛さん　平野實
さん（高１）さん、原田和明さ
ん（高２）らと九段新聞を創刊
しました。タブロイド版のペラ
１枚。印刷所は先輩のツテを頼
り、秋葉徽章から広告もいただ
きました。先輩に原稿を依頼し
たら「キルケゴールについて」
なんてのがきて参りました。

◆高３・藤井輝郎さん　２年
２組の担任だった飯本稔先生。
東大出の若くて優秀な先生でし
た。大学受験でもおおいに助け
られました。九段には優秀な先
生が多くいらっしゃいました
が、特に記憶に残る先生です。

◆高４・大浪十三さん　思い
出に残る恩師といえば山岳部の
顧問だった国語の五味田先生、
キャベツというニックネームだ
った英語の大川先生。自分の代
だけと思いますが、修学旅行は
クラスごとに行く先を決めまし
た。わがクラスは新潟県新津の
油田を見学し、会津の五色沼か
ら東山温泉に泊まりました。そ
の夜、体育の柳先生から差し入
れられた一升瓶をみんなで飲み

ました。行きも帰りも夜行でし
たが面白かった。
◆高５・土屋康子さん　音楽
の水谷先生には音大を、体育の
湯野先生には体育大を勧められ
ましたが、家の反対で進学した
のは家政科。しかし、今はライ
ブで歌っており、水泳のインス
トラクターも現役です。折々に
菊友会の人脈が私の人生を開い
てくれました。

◆高６・纐纈信義さん　体育
の時間に皆が靖国神社側の出口
から抜け出し、神社の境内に入
って行くのでついていったら、
体育の先生にひどく怒られまし
た。担任だった英語の斎川仁先
生は優しくてよく話をしていた
だいたので印象に残っていま
す。

◆高９・熊谷長行さん　初め
てサッカー部を設立、初代の顧
問が中田（加藤）三郎先生でし
た。最初は負け試合が多く、弱
かった。昼はサッカーに打ち込
み、夜は天文部で天体観測にい
そしみ、クラブ活動に没頭しま
した。

母校創立から 80 周年。10 月
23 日の菊友会大会に出席され
た方々から思い出に残る恩師や
出来事をお聞きしました。

「九段」は永遠に続く
髙野会長

今年の出席者は昨年を若干下
回る 190 人にとどまったのは
主催者として残念だ。来年はこ
の広い会場をいっぱいにしたい
のでご協力をお願いする。
九段は今年が創立 80 周年。
11 月に記念行事を開催する。
千代田区への移譲問題だが、
10 月 14 日に東京都教育委員
会から正式に千代田区立中高一
貫校開設の認可がおりた。新聞
で報道されたが、中には九段高
校の跡地に学校を作るという、
今の校舎がなくなってしまう印
象を与える記事や、九段高校は
廃校になると書いた記事もあっ
た。これはまったくの間違い。
同窓会としては千代田区教委に
マスコミ各社への正確な周知を
申し入れた。校名には「九段」
を入れるのが移譲の条件だか
ら、「九段」は永遠に続く。

恩返しをしたい
九段高校・齋藤校長

九段ではかつて 14 年間、世
界史を教えていた。31 歳で着
任した。忘れられないのは最初
の授業。教室の対角線の生徒が
テニスを始めた。とまどったが
「今は体育の授業ではありませ
ん」といって淡々と授業を続け
た。後でクラスの担任に話した
ら「九段の生徒は新任教師を試
す。動揺したら九段にはいられ
ない。八重子先生は立派に試練
を乗り切ったのです」といわれ
た。
きょうはたまたま授業公開。
昨年より多い 700 人近くの人
が来た。九段はそれだけご支持
とご理解を得ている。80 年の
伝統は千代田区立の中等教育学
校に確かな形で引き継がれる。
そういう意味で 30 代から 40
代にかけてお世話になり、大好
きな九段高校に恩返しをした
い。

菊友会大会での挨拶から

菊友会大会に福引の景品を提供された方々（敬称略）
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　忠夫（中 16）	ボルドーワイン		 ３本
鈴木　謙一（中 21）	東京會舘洋菓子	 10 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）	 お玉ヶ池「ふな亀」ペアご招待券	 ５組
岡田　　繁（高９）	 石坂ゴルフ・メンバー並プレー券	 ３組
馬渕　義彦（高 13）	Ｔシャツ	 ４枚
相原　　学（高 39）	記念切手ほか	 ２組
菊　友　会		 	「至大荘」ラベルの日本酒２本組	 ６組

り美しくなったあの人、変わら
ないあいつ、コリャ誰だと言う
人、頭の体操にもなります。
お願い : 連絡先が変わりまし
たら、下記のHPかメールアド
レスにご連絡ください。ホーム
ベージ http://www1.pbc.ne.jp/
users/yutanpo/　メールアドレ
ス yutanpo8@hotmail.com

（高 26・６組　金子豊）

今年も体育の日の翌日の 10
月12日、東京會舘・ゴールド・
ルームで開催された。同期 41
名と恩師お２人が出席した。
本年度３名の物故者に弔意を
表す黙祷の後、東京會舘会長の
鈴木謙一氏の開会の挨拶、恩師
の古賀先生、槌田先生の挨拶。
鈴木氏から九段高校の千代田区
への移譲問題の経過が報告され
たが、新しい学校教育の体系が
打ち出されるものと、期待でき
そうだ。
続いて卒業以来初めて出席さ
れた仙台在住の川崎平八郎氏が
病気をおしての挨拶。毎回札幌
から出席の野村昭光氏の乾杯の
音頭で次第に盛り上がり、作曲
家で医師の小森昭宏氏のトーク
ショーで最高潮。歓談の後、小
森氏のピアノ演奏で校歌斉唱。
五十嵐邦亨氏の閉会の辞で散会
となった。　（高２・重森良樹）

新しい学校に期待
★都立九段中高同期会

元気な元若者 79人
★高 12 回生同期会

残暑厳しい９月 18日に高校
12 回卒業生の同期会が東京・
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ビンゴゲームでは大先輩達も童
心に返り、夢中で数字を追いか
けた。今年もファミリー参加が
あり、会場が一層なごんだ
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台風 16 号の影響で降り止ま
ぬ雨の中、至大荘懇親会は 8月
28、29 日の両日、至大荘養氣
閣（食堂）で夕方 6時から始ま
った。高橋直人理事（高 14）の
司会で開会が告げられ、続いて
菊友会理事長の尾羽澤正敏先輩
（高 9）が、今年は中 15回から
高 32回までご家族を含む 90人
という例年にない多数の参加が
あったことに感謝。次に百地健
先輩（高 5）による乾杯の音頭
で食事・歓談となった。
宴もたけなわに入ったころ、
永田栄吉・水谷益美・吉村光夫
（共に中 15）の諸先輩から「九
段の素晴らしい伝統と校風を守
り新しい後輩たちを育てていこ
う」の言葉があり、引き続き卒
業年度毎に全員が最前列に整
列、顔見世をして代表者が挨拶、

至大荘懇親会に 90人

　8月 30 日 0 時 25 分～ 55 分、日本テレビ「ＮＮＮ
ドキュメント’04」で「夏空の赤ふんどし」と題し、九
段に入学してから至大荘行事を終えるまでの、生徒の
成長過程にスポットを当てた番組が放映されました。
遠泳当日は台風接近。荒れる海を前に、何とか生徒達
を泳がせてあげたい教師陣と、積み重ねてきた訓練の
成果を試したい生徒達の思い。勇気、決断、果たせな
かった遠泳、無念の涙。しかし、ぎりぎりまで大自然
に挑んだ体験が生徒を大きな成長へと導きました。プ
ロデューサー・吉原氏に寄稿いただきました。

　学校行事として遠泳をしている高校は全国に幾
つもあります。その中で今回、九段高校を取材対
象としたのは、「都会のど真ん中の学校」と「至
大荘の伝統」という観点からです。東京の学校に
通う現代っ子たちが、どのような成長を遂げるの

か見てみたいと思いました。また、70 年以上に
わたり伝統的な精神が受け継がれているのは、至
大荘ならでは。これは他に類を見ないところでも
ありました。
　取材・撮影には多くの苦労がありました。学校
生活と行事に、テレビカメラが日常的に入る事に
は細心の注意が必要です。また学校側の伝えて
欲しい事と、私達が伝えたい事との間には大きな
ギャップがありましたが、多くの方々のご協力で
番組を完成する事ができました。
　番組をご覧になった九段高校の関係者の反応
は、「至大荘はあんなものではない」という厳し
いご意見が大半でした。一方で全国の視聴者から
は、高校生の成長する姿に感動をおぼえたという
嬉しいご意見を数多くいただきました。こうした
様々なご意見を糧にして、今後も番組を作ってい
きたいと思います。

至大荘行事を取材して　　　　
日本テレビプロデューサー　吉原　学

その中でも三上尚志先輩（高9）
の「菊友会を全面的に後押しす
る」という力強い言葉に会場の
雰囲気が和らぎ、高 13 は飯田
勝夫君の音頭で「むぐらの雫」
（湯野先生作）を合唱した。

ビンゴ､花火､カラオケ

歓談中のアトラクション、ビ
ンゴゲームでは今村澄枝さん（高
13）が初ビンゴとなると次々に
ビンゴが出て賞品を手にした。
「障害者オリンピック世界大
会・2005 年冬期長野」と英語
で染めぬかれたＴシャツをビン
ゴゲームの賞品に寄附した馬渕
義彦君（高 13）が障害者スポー
ツ振興をＰＲ。お腹もいっぱい
になった頃合をみて黒崎昭二先
輩（中 17）の音頭で校歌を斉唱
して中締めとなった。

至大荘行事　ドキュメンタリー 30分のＴＶ番組で放映

遠泳体験は今も生々しく、生涯の宝遠泳体験は今も生々しく、生涯の宝
8 時から雨の中、海岸に出て
花火大会。氏家義之さん（高
15）ら、花火係が危険も省みず
湿った花火に必死に点火、真っ
暗な夜空に打ち上げ花火が舞い
上がる。筒が風に倒されて横に
飛び出す花火もあり、子供連れ
も含め約 30人が楽しんだ。
再び室内に戻って嶽瀛寮での
ど自慢大会。高 13 回の馬渕・

山崎が進行係、古川武男先輩（高
7）の美声「知床旅情」で幕が開
く。カラオケセットもマイクも
ない肉声で歌うのだが、酒の勢
いとその場の連帯感で｢高校三年
生 ｣｢ 旅姿三人男 ｣｢ 惜別の歌 ｣
など次々に飛び出し、最後は全
員肩を組み合い「同期の桜」を
声高らかに合唱してお開き。11
時半ごろ就寝した。

翌 29 日は朝食の後「至大荘
講演会・大先輩の語る一中、九
段、至大荘」と題して、永田栄
吉・吉村光夫・水谷益美（共に
中 15）及び黒崎昭二（中 17）
の大先輩諸氏による話があっ
た。まず自己紹介では、バスケ
ットボール部員だった永田先輩
のスポーツで鍛えぬかれた体は
今でも若さに溢れ「毎朝 5キロ
の歩行は欠かさない」と話され
た。日体大を出られた奥様は社
交ダンスの現役でご活躍の由。

皆々の発言に聞き入る参加者。胸中、幾多の思い出がよぎって行く

大先輩の思い出話に感動の拍手
工作部員だった吉村先輩は
「地下工作室の電動工作機を放
課後自由に使って、電気機関車
の模型作りに夢中になった。こ
の工作機は当時では非常に斬新
で、九段の独創的な校風と自由
な教育方針を物語る証しであ
る」と話された。現在は「ＮＰ
Ｏ法人・日本鉄道模型の会」の
会長である。
深川生まれの水谷先輩は文学
青年の風貌で「しゃべると話が
何処へいくか分からないので」
と前置きして「遠泳中の感動」
と題した感想文を朗読された。
遠泳中の誰もが経験した恐怖と
感動が見事に描かれているので
以下に抜粋した。
・	・・・・・・・・・・・・・
　遠泳中の感動

― 水谷氏の話から

沖に進むにつれて次第に波が
高まってきました。隊列がさら
に前進して、いよいよ太平洋に
乗り入れたことがわかるように
なると、急に波が大きく、うね
りが高まり、海が変容してきた
様子が現れるようになってきま
した。
うねりが、泳いでいる私をそ
の波頭まで押し上げ、その瞬間、
右側に横たわっていた房総半島
が目の高さまでせり上がり、や

8月 28日恒例のプレゴルフ大
会が勝浦東急ゴルフコースで行
われた。競技はペリア 12 方式
を採用、高 5 から 26 の顔ぶれ
がそろう。今年は高 13 が 9 人
初参加して昨年より 8人多い 30
人がエントリー。台風 16 号の
影響で雲行きはあやしく、10時
に何とかスタートはしたが、プ
レー中に恐れていた雨が降り出
し、全員ずぶ濡れで前半アウト
9ホールを終了した。尾羽澤正
敏競技委員長の判断で競技は 9
ホール成立となり、後半のラウ
ンドは中止となった。至大荘に

戻り懇親会の前に成績発表。
優勝・杉山榮絋（高 13）、準
優勝・三上尚志（高9）、同ネッ
ト3位・浅野尚文、井上智造（共
に高13）、および各飛賞が表彰
された。なお、ベスグロは三上
先輩（グロス42）が受賞した。
杉山君、優勝の言葉「神のご
加護をもちましてスコアは悪い
のに優勝。神は善人を助け、信
心深き人を幸せに導くというこ
とが実感できました。やっぱり
普段の生き方ですね、大切なの
は」。　　　（高13・山崎武正）

至大荘懇親会プレゴルフ 荒天にも武者 30人参加

至大荘歌誕生秘話

作者は山田直志さん
校歌とともに機会あるごとに
歌われている至大荘歌。九段を
代表するこの愛唱歌、作詞作曲
は大先輩山田直志さん（中２）
です。
至大荘歌のデビューは昭和４
年冬。「至大荘感想会」の時に
中学 5年生だった山田さんが自
作の詩と曲を発表した、まさに
その瞬間です。そして以来ずっ
と今に至るまで、至大荘といえ
ば至大荘歌というほど、九段生
に歌い続けられています。とこ
ろが 30 年余りの長い間、作者
は不明になっていました。　　
昭和 36 年になって、こんな
いい歌を誰が？と、古賀周作先
生（漢文）が、作者探しを始め
たところ、程なく「実は俺が作
った」と山田さんから名乗り。
そのときにはハーモニカで伴奏
も披露されたそう。山田さん
は、自作の歌が後輩によって歌
い継がれているとは夢にも思わ

なかったと大変感動され、その
折りの想いを昭和 37 年「九段
新聞」に寄せられました。「当
時の下級生が細々と歌い伝えて
くれたものであろう。少年時代
にものした歌であるから稚拙で
誠に恥ずかしいが、至大荘を愛
する心の共感が、曲の中に生き
残っていると考えたい。昭和２
年から在学中は夏冬欠かさず参
加したばかりでなく、卒業後も
２年間水泳指導に呼ばれて行っ
ていたから、尽きせぬ思い出が
ある」至大荘歌はすばらしい
七五調のフレーズの連続です。
♪♪　夕べの黙／大海の／沖
の彼方より／広がりて／我等
が寮に／迫るとき／灯火赤き
／そがもとに／いそしむ我等
を／君見ずや
若人の気負いと瑞々しい感
性、幾つになっても当時の気持
ちを重ね熱唱してしまいます。
今年 80 周年を迎えた九段。先
輩から後輩までこんな共通の歌
をもてたことは伝統校に学んだ
者の幸せです。

至
大
荘
の
思
い
出
を
語
る
４
人
の
大

先
輩
。
右
か
ら
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ん
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村
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対戸山戦、助っ人求む
★菊友囲碁会

11 月 21 日、東京駅南口・住
友生命ビルＢ１「いずみ囲碁ジ
ャパン」で第 49 回菊友囲碁会
が開催され、中 15 回から高 18
回までの18人が参加しました。
優勝は高９回の糸日谷彰氏で５
戦全勝。準優勝は高６回の伊藤
叢平氏、４勝２敗でした。
碁会の後の楽しい懇親会では
１月にある対戸山高校との対抗
戦対策に花が咲きました。そこ
で幹事からお願い。対戸山戦は
これまでいささか分が悪いので、

腕に覚えのある方は助っ人での
参加をお願いしたいのです。一
段１子差のハンディ戦なので、
市立一中または都立九段の卒業
生ならどなたでも参加できます。
戸山との対戦の日時は１月 30
日（日）11 ～ 17 時、場所は東
京駅南口・住友生命ビルＢ１「い
ずみ囲碁ジャパン」。会費は碁
会参加費 1000 円、懇親会参加
費 1500 円です。参加される方
は高 11・岡本または菊友会事務
局まで。　　　（高11・岡本毅）

★柔道部ＯＢ会　11月 13日

に高校７回浅田光先輩をはじめ、
高校14回生まで総員62名の60
歳以上の会員の内30名が出席し
開催されました。高校12回（田
中利雄主将他）、高校13回（高
橋博主将他）、高校14回（松本
隆吉主将他）の11名は初参加。
今回から夏季合宿にお手伝いい
ただいた高10・金安敏子さんと
三木千恵子さんにもご参加いた
だきました。（高13・高井信義）

★硬式庭球部懇親会　硬式庭
球部ＯＢ懇親会が 8月 25 日、
品川の「虎之介」で開催された。

当日は高 13 から高 19 までの
14名が参加。全員集まったとこ
ろで一同であらためて乾杯。各
自の近況報告はそのうちに話が
あらぬ方向に行ってしまったが、
最後の「デザート」が出てくる
頃にはぴたりと帳尻を合わせた。
なお、今回は山崎武正先輩（高
13）からＯＢ会活動再構築の提
案があり、賛同を得た。現在、
有志により「硬式庭球部ＯＢ会」
再開に向けて名簿作成などの準
備を始めており、今後のご支援
とご協力を節にお願いする次第
である。（高19幹事、新井喜勝）

がて次の瞬間、体は引っ張りこ
まれるような力で大波の斜面を
滑り落ちてゆき、水底まで届く
かと思われる錯覚にとらわれま
した。あたりの眺望は消え失せ、
２叟の和舟の姿もありません。
水、水、水に囲まれています。
私は本能的な恐怖に包まれまし
た。
しかし何十回かそれが繰り返
されたころ、二つの異様な世界
で経験した驚愕と感動から、い
つの間にか抜け出ていました。
私は大きく息を吸いこんで至大
荘の浜を目指して悠然と泳いで
ゆきました。
・・・・・・・・・・・・・・
４人目、ラストバッターは背
が低くて偏食だったという黒崎
先輩。地下食堂で当時の先輩達
が横に着いて親身になって偏食
を治してくれた話や、遠泳中に
「小さな体でよく泳ぎ切った、
えらい！」と先生からほめられ
た時のうれしさは今も忘れられ
ない、と話されたまま絶句。当
時を想い出されて思わず感涙に
むせぶと、聞き入っていたみん
なから感動の拍手がわきおこっ
た。少子化に進む傾向を危惧さ
れ、今でも率先して頼まれ仲人
を引きうけられている由。

質疑応答も活発に 

先輩は人生の知恵袋

質問に答えるコーナーでは
「生きるための秘訣は？」の質
問に、各先輩とも口をそろえて
「自分の好きなことを自由にや
ること、柔軟な思考をもって自
分の持ち味を活かし切るのが人
生」と答えられた。「人生楽し
く生きるには？」の質問には「夫
婦円満が第一、いくつになって
もお互いの肌に触れ合うことが
大切」と諭された。勝俣友子先
輩（高 8）の温か味のある名司
会にのせられて夫婦生活の際ど
い話にまで発展したが、さらり
と言ってのける諸先輩の枯れた
話術は、さすがであった。厳粛
にして和やかな雰囲気の中あっ
という間に時は過ぎていった。
予定していた中庭でのバーべ
キューは雨で中止、昼食は養氣
閣でのバーベキュー料理、豊か
な海の幸に舌鼓を打ち、お昼過
ぎに現地でお開き解散となった。
年齢の違いを超え同窓生同志な
らではの連帯感が懇親会を充た
していた。（高13・山崎武正）

　＊ 2005 年の至大荘懇親会は 8月
27 ～ 28 日の予定。早速スケジュー
ルに入れましょう。
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Web を見ての初参加
関西菊友会に 38 人出席

第 22 回関西菊友会は 11 月
６日、大阪キャッスルホテル
で、38 名が参加して開かれま
した。陸上部の間文麿氏（高
22）、馬場みどり氏（高 24）
が誘い合わせて、インターネッ
トから高 37 回卒の２人の計４
人が初参加、会の雰囲気も明る
く盛り上がりました。
第１部の中村正治会長（高
13）のあいさつでは、若手の
参加を促すためインターネット
サイト「この指とまれ」に案
内を出したところ、高 37 回卒
の２人（高橋耕次、高橋万昌両
氏）の参加が決まるという、情
報社会を象徴するエピソードが
紹介されました。菊友会本部か
ら参加された髙野会長と尾羽澤
理事長からは千代田区立中高一

貫校をめぐる動きが報告されま
した。
第２部は山口博司氏（中８）
による乾杯の発声で和やかに始
まりました。今回も東京から顧
問の鍛冶利秀氏（高４）のほ
か、黒崎昭二氏（中 17）、後
藤久子氏（高 14) が参加され
ました。お楽しみは養父明子副
会長（高５）のお骨折りによる
シャンソン歌手下村和子さんと
演奏者坂下フミノさんによる素
敵なシャンソン。30 分間の歌
のドラマに全員うっとり。母校
の 80 周年を記念して森大作氏
（中11）から隷書「至大至剛」
を６枚いただき、会員に贈呈さ
れました。最後は恒例の校歌と
至大荘歌の合唱。最年少の米田
達郎君（高 42）の万歳三唱で

お開きになりました。
末尾ながらご祝儀をいただ
いた元会長の橋本政雄氏（中
13）、服部嘉夫氏（高４）、
現副会長の宮島徹氏（高７）、
それに新潟在住の松原利之氏
（高 10）の方々に御礼申し上

げます。　　　　（高 14・湯
浅良男）
●次回の第 23 回関西菊友会は
11 月 12 日（土）午後１時か
ら、同じ会場で開きます。ご連
絡は酒井美知子（高11）まで。
電話は	072-758-0330

大國会長の叙勲を祝う　★紙パ菊友会

紙パ菊友会が 11 月 8日、東
京會舘ユニオンクラブで 18 時
より開催された。この会は九段
校卒業の紙パルプ業界関係者が
会員となって、平成 8 年 2 月
にスタートし、会員数は中 8
から高43の70余名を数える。
今回で記念すべき 10 回目を
迎え、折しも当会の会長で王
子製紙会長大國昌彦先輩（中
19）が「旭日大綬章」を叙勲
され、お祝いの花束を贈呈。こ
れは平成 2 年に叙勲された那
須忠己先輩（中 8、日本製紙特

別顧問）に続くお 2 人目で誠
に喜ばしいことである。
会は、まず会長の挨拶があ
り、次に最長老、那須忠己先輩
の乾杯の音頭の後食事、歓談へ
と進んだ。恒例の 3 分間スピ
ーチでは懐かしい学生時代の話
題で盛り上がり、校歌斉唱、全
員で記念写真に収まった後、副
会長、殖田春荘先輩（高１、元
北越製紙副社長）の閉会の辞で
盛会のうちにお開きとなった。
（幹事＝高 19・横田千明）

過去最高の
88人が参加
★高 10 回生同期会

高 10 回生の同期会が 11 月
20 日、東京・日比谷の日東コ
ーナーハウスで開かれた。前回
から３年ぶり。今回はこれまで
最高の 88 人が参加、松山や大
分からかけつけたり初参加の同
期生もいた。かつてのマドンナ
たちも 25 人、孫の世話から解
放されたひとときを過ごした。
同期会は午後５時開会、長い
間会長を務めた河野収さん（１
組）が名古屋に転居、後任の会
長に選ばれた青木俊さん（４
組）のあいさつに続き、お祝い
金１万円とともに来賓として出
席した菊友会の尾羽澤理事長	
( 高９) が祝辞。理事７人を送
り出している高 10 回生に謝意
を表され、この前日にあった母
校創立 80 周年の記念行事を報
告、建学の経緯から始まって最

近までの歴史を語られた。
松浦宏一副会長（２組）の乾
杯の発声で開宴。久しく会わな
かった旧友を見つけてお互いの
無事を喜び合い、近況報告に話
が弾むのはどこの同期会でも見
られる光景。母校の千代田区へ
の移譲も話題になり、九段高校
がなくなってしまうという声も
聞かれたため、中締め近くに菊
友会の岡田副理事長がこの問題
の経過を報告、「九段」は永遠
に続くとの説明に聞き入った。
最後に松林（旧姓本間）徳子
副会長が「次回は前回の同期会
以降に亡くなられた方は……、
などと読み上げられないよう元
気で再会しましょう」とあいさ
つ、校歌と至大荘歌を全員で歌
ってお開き。（高 10・沢田知
子）

霞が関東京會舘で開催されまし
た。13 年 10 月に還暦を祝っ
て開催して以来３年ぶりで、田
中義信先生、加藤三郎先生もお
元気な姿を見せられ、79 名の
元若者たちが集まって楽しいひ
とときを過ごしました。
加藤先生のご挨拶、田中先生
の「至大荘歌」誕生秘話、残念
ながらご欠席の古賀周作先生の
至大荘にちなむ俳句の紹介、同
期の菊友会理事・福岡煇城君か
ら「中高一貫教育となる九段高
校の将来像」の報告の後、時の
経つのを忘れて歓談しました。
最後は菊池薫君の指揮で、校
歌と至大荘歌を熱唱し、元気に
再会することを約し、二次会、
三次会へと散っていきました。

（高 12・吉田耕一）

写真はＨＰで見て
★高 26 回生同期会

去る９月 11 日（土）新宿セ
ンチュリーハイアットにて、
同期生など計 108 名が出席し
て、高 26 回卒業 30 周年同期
会が開催されました。畑野正毅
先生、牧野光顕先生、足助厚先
生、片瓜仲夫先生のお元気なお
姿とお話に、一同久しぶりの授
業を受けていた感も。
出席できなかった同期生の皆
さん、当日の写真をホームペー
ジで見られますので下記のアド
レスに訪問してください。昔よ

思い出に残るあのこと、このこと、あの先生思い出に残るあのこと、このこと、あの先生
母校 80 周年　菊友会大会でお聞きしました

◆中 10・安本（鈴木）正さ
ん　最大の思い出は冬の至大
荘。２代目校長の四宮茂先生と
ともに、全員が一糸まとわず守
谷の浜で禊ぎをし、砂まみれに
なりました。英語の清成孝先生
は新卒で初めてクラスを担任し
ていただきました。

◆中 11・大八木英夫さん　
やはり至大荘です。遠泳は３マ
イルと５マイルがあり、先輩が
指導してくれました。故天谷庸
三郎先生（博物担当）。５年間
クラスが変わらなかったので先
生とのおつき合いも情愛細やか
で、卒業後も公私ともにたいへ
んお世話になりました。

◆中 16・松井龍雄さん　通
称ガマこと国語の松本定雄先生
のことは忘れられません。授業
の下調べがすごかった。それを
わけもわからない年齢の僕らに
情熱を傾けて教えていただきま
した。年賀状はずっと続いてい
ました。

◆中 17・黒崎昭二さん　林
三郎先生には可愛がられまし
た。瀬川キヨ先生の試験が 10

点満点で６点しかとれず、塚本
喜善先生に励まされました。湯
野先生も厳しくて立派な先生で
した。

◆中 18・中澤忠光さん　昭
和 16 年に入学したが、間もな
く第２次世界大戦。中学２年か
らは勤労動員もあって勉強する
機会が皆無に近かったのが残念
です。林三郎先生は怖かったけ
ど、やんちゃな中学生にとって
は面白い先生でした。漢文の素
読を教わった細野治一先生や最
所顕文先生、「鬼畜米英」とい
う言葉があったあの時代に英語
を教えられた原隆男先生、安井
昿一郎先生、清成孝先生が思い
出に残っています。軍事教練の
教師もいましたが、授業が苦し
かった割にはまったく印象に残
っていません。

◆中 19・伊藤晴康さん　２
年間担任だった吉田勇先生。教
えは「ルールを守れ」「チーム
ワークを守れ」で厳しい面もあ
りました。クラス会では長年ご
自分が描かれた静物画を提供し
ていただきました。

◆高３・黒川剛さん　平野實
さん（高１）さん、原田和明さ
ん（高２）らと九段新聞を創刊
しました。タブロイド版のペラ
１枚。印刷所は先輩のツテを頼
り、秋葉徽章から広告もいただ
きました。先輩に原稿を依頼し
たら「キルケゴールについて」
なんてのがきて参りました。

◆高３・藤井輝郎さん　２年
２組の担任だった飯本稔先生。
東大出の若くて優秀な先生でし
た。大学受験でもおおいに助け
られました。九段には優秀な先
生が多くいらっしゃいました
が、特に記憶に残る先生です。

◆高４・大浪十三さん　思い
出に残る恩師といえば山岳部の
顧問だった国語の五味田先生、
キャベツというニックネームだ
った英語の大川先生。自分の代
だけと思いますが、修学旅行は
クラスごとに行く先を決めまし
た。わがクラスは新潟県新津の
油田を見学し、会津の五色沼か
ら東山温泉に泊まりました。そ
の夜、体育の柳先生から差し入
れられた一升瓶をみんなで飲み

ました。行きも帰りも夜行でし
たが面白かった。
◆高５・土屋康子さん　音楽
の水谷先生には音大を、体育の
湯野先生には体育大を勧められ
ましたが、家の反対で進学した
のは家政科。しかし、今はライ
ブで歌っており、水泳のインス
トラクターも現役です。折々に
菊友会の人脈が私の人生を開い
てくれました。

◆高６・纐纈信義さん　体育
の時間に皆が靖国神社側の出口
から抜け出し、神社の境内に入
って行くのでついていったら、
体育の先生にひどく怒られまし
た。担任だった英語の斎川仁先
生は優しくてよく話をしていた
だいたので印象に残っていま
す。

◆高９・熊谷長行さん　初め
てサッカー部を設立、初代の顧
問が中田（加藤）三郎先生でし
た。最初は負け試合が多く、弱
かった。昼はサッカーに打ち込
み、夜は天文部で天体観測にい
そしみ、クラブ活動に没頭しま
した。

母校創立から 80 周年。10 月
23 日の菊友会大会に出席され
た方々から思い出に残る恩師や
出来事をお聞きしました。

「九段」は永遠に続く
髙野会長

今年の出席者は昨年を若干下
回る 190 人にとどまったのは
主催者として残念だ。来年はこ
の広い会場をいっぱいにしたい
のでご協力をお願いする。
九段は今年が創立 80 周年。
11 月に記念行事を開催する。
千代田区への移譲問題だが、
10 月 14 日に東京都教育委員
会から正式に千代田区立中高一
貫校開設の認可がおりた。新聞
で報道されたが、中には九段高
校の跡地に学校を作るという、
今の校舎がなくなってしまう印
象を与える記事や、九段高校は
廃校になると書いた記事もあっ
た。これはまったくの間違い。
同窓会としては千代田区教委に
マスコミ各社への正確な周知を
申し入れた。校名には「九段」
を入れるのが移譲の条件だか
ら、「九段」は永遠に続く。

恩返しをしたい
九段高校・齋藤校長

九段ではかつて 14 年間、世
界史を教えていた。31 歳で着
任した。忘れられないのは最初
の授業。教室の対角線の生徒が
テニスを始めた。とまどったが
「今は体育の授業ではありませ
ん」といって淡々と授業を続け
た。後でクラスの担任に話した
ら「九段の生徒は新任教師を試
す。動揺したら九段にはいられ
ない。八重子先生は立派に試練
を乗り切ったのです」といわれ
た。
きょうはたまたま授業公開。
昨年より多い 700 人近くの人
が来た。九段はそれだけご支持
とご理解を得ている。80 年の
伝統は千代田区立の中等教育学
校に確かな形で引き継がれる。
そういう意味で 30 代から 40
代にかけてお世話になり、大好
きな九段高校に恩返しをした
い。

菊友会大会での挨拶から

菊友会大会に福引の景品を提供された方々（敬称略）
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　忠夫（中 16）	ボルドーワイン		 ３本
鈴木　謙一（中 21）	東京會舘洋菓子	 10 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）	 お玉ヶ池「ふな亀」ペアご招待券	 ５組
岡田　　繁（高９）	 石坂ゴルフ・メンバー並プレー券	 ３組
馬渕　義彦（高 13）	Ｔシャツ	 ４枚
相原　　学（高 39）	記念切手ほか	 ２組
菊　友　会		 	「至大荘」ラベルの日本酒２本組	 ６組

り美しくなったあの人、変わら
ないあいつ、コリャ誰だと言う
人、頭の体操にもなります。
お願い : 連絡先が変わりまし
たら、下記のHPかメールアド
レスにご連絡ください。ホーム
ベージ http://www1.pbc.ne.jp/
users/yutanpo/　メールアドレ
ス yutanpo8@hotmail.com

（高 26・６組　金子豊）

今年も体育の日の翌日の 10
月12日、東京會舘・ゴールド・
ルームで開催された。同期 41
名と恩師お２人が出席した。
本年度３名の物故者に弔意を
表す黙祷の後、東京會舘会長の
鈴木謙一氏の開会の挨拶、恩師
の古賀先生、槌田先生の挨拶。
鈴木氏から九段高校の千代田区
への移譲問題の経過が報告され
たが、新しい学校教育の体系が
打ち出されるものと、期待でき
そうだ。
続いて卒業以来初めて出席さ
れた仙台在住の川崎平八郎氏が
病気をおしての挨拶。毎回札幌
から出席の野村昭光氏の乾杯の
音頭で次第に盛り上がり、作曲
家で医師の小森昭宏氏のトーク
ショーで最高潮。歓談の後、小
森氏のピアノ演奏で校歌斉唱。
五十嵐邦亨氏の閉会の辞で散会
となった。　（高２・重森良樹）

新しい学校に期待
★都立九段中高同期会

元気な元若者 79人
★高 12 回生同期会

残暑厳しい９月 18日に高校
12 回卒業生の同期会が東京・

菊
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最先端の業界で活躍　大口徹君を偲ぶ
靖国神社の満
開の桜、千鳥が
淵のボート、そ
して10番の都電
など懐かしい思
い出が残る九段
高校の学舎で３

年間一緒に学んだ	大口徹君が
８月 26 日心筋梗塞で亡くなり
ました。10 月１日には 65 歳
の誕生日を迎える予定でした。
彼は上智大学を卒業後、田園
調布にあった家業の大口時計店
を継ぎました。その後、時計の
小売に飽き足らなかった彼は、

時計の製造組み立て、有楽町の
阪急百貨店への出店へと事業を
進め、クォーツ全盛の時代を迎
えると、佐原市で半導体製造の
「佐原テクノ工業（株）」を立
ち上げ、世界の先端企業がひし
めく業界に踏み出し、最近では
台湾、フィリピン、タイに関連
工場を持つまでに至りました。
一方、子供の居なかった彼
は、休日には下北沢の自宅で妻
紀子さんと過ごすことと、川崎
の有料老人ホームへ母親の介護
に出向くのを日課とし、毎日曜
日の深夜には車を飛ばして佐原

の社宅に戻って行く生活を繰り
返していました。
今年の夏は特別に暑く、佐原
の社宅も寝苦しい夜が続いてい

たことでしょう。
大口徹君のご冥福を心よりお
祈り申し上げます。
（友人代表　高10・猪倉啓行）

クラス会　いつ開いても　同い年
★ 中 13 回 Ｂ 組　中 13 Ｂ会
の春の例会は 16 年６月５日、
神楽坂の「インテリジェントロ
ビー・ルコ」で開催した。今回
は哀しみと慶びの会となった。
病気療養中だった熊谷不二夫君
が１月に他界され、一同で心か
らのご冥福をお祈りした。
一方、島津正君が春の叙勲で
瑞宝・中綬章受賞の栄に輝き、
彼の栄誉を讃えて乾杯した。日
大名誉教授（農業経済）、政府
の各種審議会委員としての功績
である。同君のわが国の食糧問
題についてのスピーチに感銘を
覚えた。いつもの通り話題の中
心は健康問題である。現在３名
の諸君が入院療養中だが、秋の
例会には皆元気で出席されるこ
とを祈念して、３時間に及ぶ例
会は散会した。（中13・末博光）

★中 13 会Ｄ組（牛鴨会）　
昭和16年に卒業して六十余年、
齢も80を超えた。牛鴨会は６
月25日、銀座の三笠会館で昼
食を共にしながら旧交を温め
た。残念ながら体調不良の人も
増え、９人の参加にとどまった。

（中 13・清水徳蔵）

★中 15 回 13B 会　大正14、
15年生まれの勇者９名は８月
26日、ホテル海洋内でランチ・
パーティー。ワインを飲みなが
らの歓談は明治時代のロシア王
朝から米国へのアラスカ売却、
検察庁の裏金問題などが話題
で、病気の話は影を潜めた。

( 中 15・髙野均治 )

酔いしれた。
	銚子に来たからにはと、朝5
時起きで犬吠埼灯台の丘から朝
日を拝み、夕方は「地球の丸く
見える丘展望館」から夕陽を消
えていくまで眺めて記念写真に
納まった。主催者の一人の紹介
でヒゲタ醤油工場も見学。帰路
は全員特急電車で別れの交歓。
贅沢で、賑やかな思い出多い同
窓会となった。銚子同窓会はお
薦めです。（高13・林勝久）

★高 15 回拡大クラス会　６
月５日、６日の２日間、３年７
組を中心とした高校 15回全体
の拡大クラス会が、高校２年ま
で一緒であった杉本正行君の
経営する奥入瀬渓流グランド
ホテルにて 18人が参加して開
催された。八戸まで延長された
東北新幹線に乗り、初日は渋沢
公園や渋沢邸、小川原湖民族博
物館をめぐり、奥入瀬の渓流
に臨む露天風呂にて心を癒し、
クラスを超えた懇親は深夜ま
でとどまることがなった。
翌日は私がどうしても実現
したかった、奥入瀬渓流の途中
にある、「九段の滝」で念願の
九段高校旧友との記念写真を

★ 高 13 回 銚 子 菊 友 会　10
月の台風 22 号と 23 号の合間
を縫って、高校 13回生 5組が
中心の銚子菊友会を開催。一泊
二日の予定に紳士 9名、淑女 5
名が参加。初日の昼は食事だけ
のつもりが、戻り鰹の刺身に河
豚刺しのおまけがついて即宴会
となり、そのまま夜の宴会へ。
翌日の日帰り組との昼宴会が本
番で、晴天の下、太平洋の荒波
が輝く風景を背景に歌と酒とに

とることができた。
( 高 15・渡辺俊之 )

★高 19 回ゴルフとテニス　
恒例の高 19回生の親睦ゴルフ
は９月23日に「飯能くすの樹」
で 22 回目を開催。年々参加者
が増え、初参加４名、常連の浅
見豊治先生以下総勢 22 名。優
勝は守栄一君（７組）。
孫田さん（旧姓西山＝５組）
のお店「釉遊人」のぐい飲みの
参加賞を手にコンペの戦績を語
り合った。
親睦テニスは 10 月２日の
秋晴れの日、15 名が尽性園に
参集。みんな年を忘れてボー
ルを追いかけた。浅見先生、

78 歳ながらさすが元テニス部
顧問、50 歳過ぎの昔の生徒
をなかなか勝たせてくれませ
ん。早々に合宿所に戻り、お
弁当とビールなどで宴会後散
会。同期の方、参加大歓迎。
連絡は青木（８組）arei711@
zd.wakwak.com、 金 田（ ２
組 ）mariko616@hotmail .	
com	まで。

（高 19・榎本徹）

★高 28・３－６クラス会　
11月 20 日、高 28 の３－６組
のクラス会が８年ぶりに、平和
島の老舗の天ぷら屋「天仲」で
開催されました。
男子 10 名（内１名は、携帯
による参加）、女子８名と、卒
業後約 30 年にしてはまずまず
の集まりでした。
最初は「誰だっけ？」と言う
人もいたのですが、すぐに高校
時代にタイムスリップ。思い出
話に花が咲きました。

( 高 28・斎藤香織 )

優勝は高４・上楽氏
★菊友ゴルフ

第 39 回菊友ゴルフ大会が
10 月７日、秋晴れのよみうり
ゴルフ倶楽部に、38 人が参加
して開かれた。４人乗りカート
が導入され、最長老の中９・大
智経之先輩を筆頭に中 13・橋
本政雄、中 17・黒崎昭二両先
輩も参加された。
優勝は上楽博司（高４）、準
優勝は福岡煇城（高 12）、３
位大熊秀治（高 13）の各氏。

＊次回は４月 15 日（金）、石坂ゴル
フクラブで開催します。参加希望者は事
務局まで。

九段高校は1924年（大
正13年）、第一東京市立
中学校として半蔵門の地に
誕生しました。「第一」を
頭に持ってきたのは、「何
事にでも第一たれ」という
初代校長・成田千里先生の
教育方針に基づくものであ
ります。
太平洋戦争や学制改革
など、学校には何度も荒
波が押し寄せて来ました。
戦時中には爆弾や焼夷弾
が落とされ、先生方や生
徒たちが消火に当たり校
舎を守ったと聞いており
ます。また、学内が荒れ
た時代もあったと聞き及
んでおります。
しかし、九段は創
立以来、各界で活躍

する人材を数多く輩出し
て来ました。このことは
「第一たれ」という伝統が
80 年間、脈々と息づいて
いたからだと思います。
九段の伝統は何なんだと
昨今話題になっています。
体育祭や至大荘行事のよう
に、形で受け継がれると目
に見えますからわかりや
すいのですが、大切なのは
その形に込められた心であ
り、哲学です。これが九段
魂なのです。
時代の流れに遅れることな
く、伝統に魂を吹き込まれて来
られた歴代の先生方に厚く御礼
申し上げます。また、九段の教
育方針を理解され、ご支援され
てこられた保護者の方々にも感
謝の意を表したいと存じます。
最後に現役の生徒の皆さんに
申し上げたい。九段魂は先輩か
ら後輩へと、80 年間に渡って
受け継がれて来ました。これか
ら九段魂を担うのは現役の皆さ
んです。今年は80周年ですが、
20年後は 100 周年ですね。九
段が 100 周年を迎えるのは皆
さんが社会の中堅として活躍さ
れている時期です。多くの方が
働き盛りで、まだ過去を振り返
る年齢ではなく、もっともっと
上を目指している頃だと思いま
すが、母校が 100 周年と聞け
ば、私どもが 80 周年に郷愁を
感じているように、皆さんもき
っと３年間の九段時代を思い出
すことでしょう。
校歌にもありますが、いかに
険しき道のありとも、いよいよ
高きを越えて前進して下さい。
その姿を見れば、後輩たちは必
ず皆さんの後をついて来ます。
そして 100 周年を	誇り高く迎
え、盛大にお祝いしましょう。

「
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九段高校の創立 80 周年を記
念する祝賀会が、式典のあった
11 月 19 日夜、九段会館で開
催された。菊友会と九段高校Ｐ
ＴＡとの共催で 6000 円の会費
制。菊友会から新旧役員や理事
会メンバー 35 人、九段高校の
新旧職員、ＰＴＡの新旧役員ら
計 180 人が集い、80 周年を祝
うと共に将来の飛躍を誓い合っ
た。
祝賀会は菊友会の高橋直人理
事の司会で始まり、ＰＴＡの山
内会長、菊友会の髙野会長、九
段高校の齋藤校長があいさつ。
続いて都立九段の移譲を受ける
千代田区の堀口教育委員長が
「息子が九段卒なので九段祭や	

至大荘行事についてはよく知っ
ている。区教委としては九段高
校の皆様の学校を愛する力を
支えに、学校をますます発展さ
せたい」、九段で教育実習を経
験した都の公立高校校長会の甲
田会長は「九段は私の母校では
ないが父なる学校。80 周年の
感慨を胸にこれからも勉強した
い」などと祝辞を述べた。
続いて菊友会元会長で書家で
もある森大作さんが書かれた校
歌１番と２番の書が、縦 120
㌢横 90 ㌢の額に入れられ、齋
藤校長に贈られた。森大作さん
は「書いていると与謝野鉄幹の
詩の力強さ、すばらしさにあら
ためて感嘆する」と話されてい

一層の飛躍を誓い合う
華やかに 80周年祝賀会

る。書は九段高校の校長室に飾
られた。
江戸時代から続く木遣り唄が
５人の鳶職によって披露され、
お祝い気分が盛り上がったとこ
ろで鏡開き。髙野会長、齋藤校
長、山内ＰＴＡ会長の３人がえ
んじ色のはっぴ姿でステージに
上がり、酒だるのふたを木槌で
割り、九段高校の校章を側面に
焼き込んだマスに入れた酒が参
加者に振る舞われた。
アトラクションでは音楽部の
ＯＢを中心に構成されている九
段坂合唱団が、最近の九段生の
愛唱歌「至大荘と共に」のほか
唱歌２曲を歌い、出席した教職
員有志による合唱団がステージ
に上がって「惜別の歌」を合
唱。最後は参加者全員が校歌を
斉唱、菊友会の宮島副会長が中
締めの挨拶を述べて閉会した。

森大作さん（左）から校歌の書額を校長に贈呈 ３人で鏡開き。左から山内会長、齋藤校長、髙野会長

九段高校から菊友会の事務局
に時々、学校での生徒向け講演
会の講師の依頼があります。事
務局ではテーマに応じて名簿か
ら適当と思われる人材を探し出
し、本人に依頼したり、学校
に紹介したりしています。しか
し、名簿の職業欄の記載だけを
頼りに人材を探すには限界もあ
り、すべてに応じるのが困難な
現状です。
そこで、学校から依頼があれ
ば即座に応じられるよう、人材
バンクを設けることにしまし
た。このテーマなら生徒に話す
ことができるという卒業生のリ
ストを作成するのが目的です。
学術的なあるいは職業に関す
るテーマだけでなく、「自分は
ニューヨークに 10 年滞在した
からニューヨークのことなら話
せる」といった体験に基づくテ
ーマでも、長い間持ち続けてき
た趣味に関するテーマでもけっ

菊友会に人材バンク開設
母校での講演依頼に対応

こうです。講演会や進路ガイダ
ンスなどで生徒に話せるテーマ
をお持ちの方を募ります。社会
の各分野で活躍されている人材
を生徒のために活用したいと思
います。
人材バンクは平成 16 年４月
に着任した九段高校の斎藤校長

と菊友会の会長が対談した際、
斎藤校長から提案されました。
菊友会報 73 号で対談の内容を
掲載しましたが、これを読まれ
た数人の方からすでに協力の申
し出をいただいております。
理事会では人材バンク委員会
の委員長に赤司久雄理事（高
15)、副委員長に山田清三理事
（高15) が担当します。皆さま
のご協力をお願いします。

東京都立九段高校を母体校と
する千代田区立の中高一貫教育
校の設置が10月の都教委で認
可された。千代田区はこれを踏
まえて同区の11月定例議会に
提案、開設が正式に決まった。
名称は「千代田区立九段中等教
育学校」となった。
「声に出して読みたい日本
語」などの著書で知られる斎藤
孝・明大教授をゼネラルマネー
ジャーに迎え、指導・助言を受
けることも決まっている。３月

までに初代校長が決まり、４月
からは区教委内に設けられる開
設準備室で18年４月開校に向
けて準備が急ピッチで進む予
定。
７月に決まった学校基本計画
によると、「知の創造と豊かな
心」を教育目標に掲げ、１学年
４学級、合計24学級（960人）。
校舎は都から移譲を受ける現在
の九段高校の施設に加え、隣接
地の旧東京保護観察所跡地に６
階建ての新校舎を建設する。

「千代田区立九段中等教育学校」
新しい中高一貫教育校の名称決定

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＝敬称略

旧職員 桑原　三二 中 14 岡本　光 高 6 戸張　勝彦
中 1 奥澤　幸次郎 中 14 鈴木　利次 高 8 鳥越　忠
中 2 武者　幸四郎 中 15 新倉　義一 高 10 大口　徹
中 4 岩間　達 中 16 今城　明雄 高 10 髙野　恒雄
中 6 奥平　浩 中 17 北倉　庄一 高 10 袴田　与英
中 6 中村　龍雄 中 17 斎藤　安央 高 12 佐々木　修身
中 8 柴田　安正 中 18 岡﨑　道彦 高 12 湯浅　征輝
中 8 横田　敬次 高 1 中西　與志治 高 12 渡辺　侯二
中 8 和田　篤 高 4 森澤　謙二郎 高 13 野尻　能章
中 11 安藤　三千彦 高 4 湯淺　嘉章 高 16 川久保　晃志
中 13 小泉　博資 高 5 和気　美佐子 高 31 高野　光子
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平成 17 年 1 月 1 日５年連続の赤字
菊友会財政ピンチ

菊友会は九段高校卒業生が拠
出する維持会費によって運営さ
れております。母校は今年 80
周年を迎えましたが、記念すべ
き本年度も５年連続して赤字財
政で、過去の先輩の遺産を取り
崩すことになりそうです。菊
友会は平成 18 年には千代田区
立中等教育学校同窓会（名前は
菊友会の予定）に引き継がれま
す。それまでには是非黒字化し
て、健全財政で引き渡したいも

のです。
11 月末現在の逝去者、所
在不明者を除く会員数は１万
5817 人。このうち維持会費納
入者は1936人で、全体の12.2
％しかいません。皆さんとお誘
いあわせの上の納付してくださ
い、是非お願いいたします。会
費は年２回発行の会報、毎年
10月に開催される菊友大会や
名簿の維持費管理費等で、年間
1200万円が支出されます。

平成 16 年度維持会費	
	 中 1		 ～	 高 51回　¥ 3,000
	 高 52	～	 高 56 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、会報の宛名
シールに記載されている個人コード番号を明記の上、お近くの
郵便局からお振り込みください。なお、高 52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
記してお近くの銀行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

舞台で歌えば気分も壮快
日比谷公会堂で恒例の校歌祭

第 12 回東京校歌祭が 10 月
２日午後２時から日比谷公会堂
で開かれ、都立高校 19 校が参
加、それぞれの思い出の校歌を
高唱した。九段高校も卒業生ら
31 人が参加、建学の理想を歌
詞に謳い込んだ校歌と至大荘歌
を高らかに堂々と歌いきった。
昨年は応援出演して他校をう

らやましがらせた現役の音楽部
員は、期末試験と重なったため
参加が少なかったが、２人が駆
けつけてくれた。
校歌祭は参加費 12 万円のほ
か、通信費など２万円の費用が
かかるが、今年は菊友会からの
補助金２万円と 42 人からのご
寄付で賄うことができた。

菊友会のホームページ活用を
クラス会・同期会・ＯＢ会等の告知をする場合、事務局ま
でご連絡いただければ新着情報に掲載し、事務局に問い合わ
せがあったものについて幹事等責任者の方に連絡させていた
だきます。お気軽にご利用ください。

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

高 10・山本節さんに
フランスから勲章
高10回の山本（旧姓中村）
節さんにフランス政府からパル
ム・アカデミック勲章（シュヴ
ァリエ級）が贈られた。教育者
や研究者を対象に贈られる勲
章。山本さんは比較文化、比較
文学が専門で、フランスの大学
での講義や講演を通じた文化交
流が評価された。

●稲葉先生ご夫妻
を 偲 ぶ 会　稲葉茂

正・みよの両先生を偲ぶ会を 17年
1 月 22 日 17 時から九段会館で開
催します。稲葉茂正先生は昭和 15
年から昭和 29年まで生物の教諭と
して九段に奉職、その後静岡大学
に招聘されました。みよの先生は
昭和 16 年から同 60 年までの長い
間、養護教諭として九段に奉職さ
れました。１月４日がみよの先生
の 13回忌に当たるのを機に計画し
ました。	（厚生科学部ＯＢ会世話
人・高 11・阿部紀子）
●高７回生同期会　高７回生（昭
和 30 年卒）の卒業 50 周年記念同
期会を開催いたします。
日時　４月９日（土）	13:00 ～
場所　ＮＨＫ	青山荘
	 港区南青山５- ２-20
電話　03-3400-3111

（高 7・宮島徹）

◆◆				理事会便り理事会便り 		◆◆
……６月……

・千代田区中等学校評議会が６
月 30日に開催、ゼネラルマネージ
ャーに明大教授の斎藤孝氏が決ま
る。
・創立 80 周年の記念事業の開

催日時と会場決定。
・アテネ五輪女子バスケットの

レフリーとして出場する須黒祥子
さん（高 42) に菊友会有志からカ
ンパを贈呈。

……７月……
・会報 73号発送。会員から「内

容が濃くて良かった」「写真を大
きく」などの感想。経費節約のた
め、郵送料の見直しを考える。
・九段高校から 12 月開催の健

康教育週間のディベートに同窓生
の参加要請。前回参加者のアンケ
ートには好意的な感想が寄せられ
ていた。

……８月……
・至大荘懇親会が８月 28、29

日に開催され、参加 90 人。28 日
にプレゴルフを開催。
・日本テレビが至大荘行事をテ

ーマに制作したドキュメント「夏
空の赤ふんどし」が 30 日 0 時 25
分から放映された。

……９月……
・日本テレビのドキュメントの

ＶＴＲが２本あり、１本は事務局
に保存、１本は同期会やクラス会
に貸し出す。
・高 26回生の卒業 30周年同期

会が９月 11日、センチュリー・ハ
イアットで開催。宮島副会長と林
昤子理事が出席。
・高 12回生の卒業 45周年同期

会が９月 18日、霞ヶ関東京會舘で
開催。若松、赤司両理事が出席。
・９月 18、19 の両日、九段祭

開催。
……10 月……

・校歌祭が 10 月２日、日比谷
公会堂であり、ＯＢら 31人参加。
・理事会で広報用のパソコン１

台購入を承認。
・菊友会大会を 10 月 23 日、東

京會舘で開催。
……11 月……

・関西菊友会を11月６日開催。
髙野会長と尾羽澤理事長らが出席。
・11月８日に、紙パ菊友会開催。
・11 月 19 日、九段高校で創立

80周年式典、九段会館で祝賀会。
・11 月 20 日、高 10 回生の同

期会。尾羽澤理事長出席。

編 集 後 記

わが母校・東京都立九段高校
は本年、めでたく創立 80周年
を迎え、その記念式典が 11月
19 日、本校舎・体育館で盛大
に執り行われた。関東大震災の
翌年の1924（大正 13）年、第
一東京市立中学校として産声を
上げてから 80年。式典には齋
藤八重子校長をはじめ教職員、
生徒、保護者のほか、菊友会か
らも髙野光正会長らが参加し、
祝賀ムード一色に包まれた。ま
た、この日夜には九段会館で記
念祝賀会も開催された。（２面
に関連記事を掲載しました）
式典は午前 11 時に始まっ
た。国歌斉唱、式典曲の演奏に
続いて、齋藤校長が式辞を述べ
た。初代の成田千里校長が掲げ
た「智・徳・体」三位一体の全
人教育の創立理念は、いまもし
っかりと受け継がれている。こ
れまで２万 3220 人の卒業生を
社会に送り出すことができた。
そして「九段高校の建学の精神
と、80 年の歴史の中で築かれ
た伝統は、いかに外的条件が変

わろうとも、不易の課題として
受け継がれていくものと確信し
ています」と結んだ。
九段高校は平成 18 年、都立
校から区立の中高一貫校、千代
田区立中等教育学校として生ま
れ変わる。齋藤校長は、そうし
た教育改革の嵐の中にあっても
「九段の伝統は受け継がれる」
と、誓った。
続いて来賓として千代田区の
石川雅己区長が祝辞。「伝統の
最初は革新だった。これが積み
重なって伝統となる。革新を続
けることが伝統を守ることにな
る。千代田区としては九段高校
の伝統の重みをしっかり受け止
め、どこにも負けない学校にす
ることをお約束する」と力強く
述べた。
菊友会の髙野会長は、祝辞の
中で 50 歳以上も年下の在校生
にこう呼び掛けた。「今年は
80周年ですが、20年後は 100
周年です。九段が 100 周年を
迎えるのは、皆さんが社会の中
堅として活躍されている時期。

盛大に記念式典と祝賀会
九段高校が創立 80周年

平成 16 年度の菊友会大会は
10 月 23 日、東京・丸の内の
東京會舘ローズルームで開かれ
た。大会参加者は来賓を含めて
185 人。昨年より若干少なか
ったが、母校が第一東京市立中
学校として発足してから 80 周
年に当たるため、長い歴史を語
り合う参加者が多かった。（３
面に関連記事を掲載しました）
プログラムは日本で生命倫理
学を初めて提唱された木村利
人早大名誉教授の「生命（い

のち）を考える」と題する講演
で始まった。壇上から降りてテ
ーブルの間を回り、出席者への
質問を交えながら、生命倫理学
の意義を熱っぽく語られれた。
講演の終わり近くになって会場
が突然、激しく揺れだした。東
京は震度４だったが、記録的な
被害の出た新潟県中越地震だっ
た。会場は騒然となり、講演は
中断したが、木村講師は「いの
ちの話が日本の社会に振動を与
えたようだ。日本の医療界にも

激震が走った」と、とんでもな
いハプニングをアドリブでかわ
した。
後半は平林峯夫さん（中
14）が司会。菊友会の髙野光
正会長（高４）の挨拶と出席さ
れた古賀周作先生、槌田満文先
生、近藤義郎先生、永見至先
生、山崎慶子先生の５人の恩師
の紹介。関西菊友会の中村正治
会長（高13）の祝辞に続いて、
九段高校の齋藤八重子校長が母
校の現状を報告、ＰＴＡの山内

菊友会大会に 185 人出席
新潟県中越地震、会場も一時大揺れ

正雄会長の祝辞、出席された歴
代会長の紹介と続き、第 11 代
会長の森大作さん（中 11）の
発声で乾杯、歓談に移った。
恒例の福引は 12 人の方々か
らの 50 点の景品のほか、菊友
会から「至大荘」という銘柄の
日本酒 12 本が提供された。大
会の最後は校歌と至大荘歌を全
員で歌って締めたのはいうまで
もない。

●次回の平成 17 年度菊友会
大 会 は 11 月 19 日（ 土 ）、 東
京會舘で開きます。詳細は次号
会報でお知らせしますが、会員
の皆さま、特に若い方々の多数
参加を期待しています。

母校が創立 80周年を迎えま
した。記念式典や祝賀会の式次
第の最後はやはり校歌斉唱で
す。出席者全員で校歌を歌って
いると、胸に熱いものがこみ上
げてくるような気持ちがして、
伝統校に学んだ幸せを実感しま
す。この菊友会報も 80周年に
ふさわしいことができないか検
討しました。最初に考えたのは
写真のカラー印刷です。しか
し、これは印刷コストがかなり
増加します。次に考えたのはペ
ージ数を増やすことです。菊友
会報の郵送費は現在 80円です
が、ページ数を増やすと 10円
高くなり、全体では十数万円の
コスト増になります。何れも菊
友会財政の厳しい現状を考えれ
ば実現不可能な数字で、断念せ
ざるを得なかった次第です。広
報委員会としても維持会費の納
入を会員の皆さまに切にお願い
申し上げます。新年が皆さまに
とってよいお年でありますよう
お祈りします。（H･O）
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多くの方が働き盛りで、もっと
上を目指している頃だと思いま
す。校歌にもありますが、いか
に険しき道のありとも、いよい
よ高きを越えて、前進してくだ
さい。そして 100 周年を誇り
高く迎え、盛大に祝おうではあ
りませんか」。全校生徒 854
人が力強くうなずく姿が印象的
だった。
その生徒たちは式典の始まる
前、ワイワイ、がやがやとおし
ゃべりに夢中で、雑然としたふ
ん囲気が漂った。しかし、式典
が開会するや、一変した。式は

「起立」「礼」の号令に従い、
粛々と進められた。「やる時は
やる」の九段魂は健在だった。
休憩を挟んでの第２部、記念
行事では、吹奏楽部員によるマ
ーチ「ベストフレンド」、序曲
「祝典」の演奏、音楽部員によ
る合唱も披露された。人気の平
井堅作詞・作曲の「瞳を閉じて」
の合唱で、わずか２人の男子部
員が「ボーイソプラノ」で熱唱
し、女子生徒の拍手喝采を浴び
た。おごそかな中にも、にぎに
ぎしい、九段高校の傘寿（80
歳）のお祝いだった。


