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平成 15 年度の菊友会大会は
10 月 18 日、東京・丸の内の
東京會舘ローズルームで開か
れ、恩師や九段高校の校長、教
頭らを含め210人が参加した。
卒業年次やクラブごとに設けら
れたテーブルでは久し振りに再
会した旧友同士で昔話に花が咲
き、交流の輪が広がった。卒
業生は 197 人だったが、高 30
回以降の会員は 16 人。若い会
員の参加を増やすことが課題と
して残された。（２面に関係記
事を掲載しました）

大会は午後５時、尾羽澤正敏
理事長 ( 高９) が「来年は母校
の 80 周年。３年後の平成 18
年には千代田区立の中高一貫教
育校に生まれ変わる。しかし、
80 年間に培われた伝統と至大
至剛の九段魂は永遠です」と力
強く開会宣言。大会実行委員長
である坂上宗男理事 ( 高 10) の
あいさつ、総合司会の高橋直
人理事 ( 高 14) が豆の研究家と
して知られる講師の高４回・吉

田よし子さんを紹介。「野菜物
語」と題する講演が始まった。
講演はキャベツが西洋から日
本に持ち込まれた経緯、日本人
はキャベツを観賞用の｢葉牡丹
｣として品種改良していったこ
となど、野菜にまつわる「ヘエ
ー」という話題から始まった。
野菜と蔬菜の区別、野菜に対す
る日本人の繊細さ、太陽エネ
ルギーの利用方法と人口問題ま
で、野菜を通じた文明論にまた

がる楽しい講演に、会員からは
｢なるほど ｣の声が出た約１時
間の講演だった。

パーティーは午後６時過ぎか
ら平林峯夫さん ( 中 14) の司会
で始まり、主催者を代表して髙
野光正会長 ( 高４) がこの日出
席された５人の恩師や九段高校
の佐藤校長、ＰＴＡ関係者を紹
介、「移譲問題に振り回された
１年半だった。これから九段高
校の伝統を維持・発展させる方
策を詰めて行く。本日はおじい
ちゃん、おばあちゃんからお孫
さんの世代まで違和感もなく一
同に集まれるのは九段高校の伝
統が脈々と受け継がれているか
らだと思う」と述べた。
来賓の佐藤美穂校長、内田早
月ＰＴＡ会長があいさつ。
続いてこの日出席された歴代
会長、12代の橋本政雄さん（中
13）、13代の小坂修康さん（中
14）、14代の鍛冶利秀さん（高
５）、15 代の百地健さん（高
５）、17代の鈴木謙一さん（中
21）が紹介された。乾杯の発

声は橋本さん。全員起立して声
高らかに乾杯した。

７時過ぎから今年の大会の目
玉「ディナーショー」。高５回
卒業の土屋康子さんが「サン・
トワ・マミー」、「ろくでなし」、
「愛の讃歌」などおなじみのシ
ャンソンを歌い、東京會舘に美
しく伸びやかな歌声が流れた。
続いて福引。ことしは 14 人
から 60 点を超す景品の提供が
あり、出席者のほぼ３人に１人
に当たる。林昤子理事 ( 高 10)
の進行で片岡副会長 ( 高５)、
宮島副会長 (高７)がくじ引き、
豪華な景品と当選者の名前を呼
び上げるたびに会場には歓声と
ため息が流れ、景品を手渡す理
事たちが会場を走り回った。
最後は校歌と至大荘歌の斉
唱。全員起立し、本間研一さん
( 高 11) のリード、本間さんの
同期の女性たち７人も壇上に上
り、思い出が詰まった懐かしい
歌を歌い、宮島副会長が理事全
員を紹介して閉会宣言、来年の
再会を約してお開きとなった。

あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す

菊友会大会に 210 人参加
シャンソンに拍手、福引に歓声
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平成 15 年度維持会費	
	 中 1		 ～	高 50回　¥3,000
	 高 51	～	高 55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、個人コード
（会報の宛名シールに記載されている番号）を明記の上、お近
くの郵便局からお振り込みください。なお、高51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

９月27日、九段祭に行って
きました。受付をしようとホー
ルに入った途端「わーぁ、わぁ
ー」というＰＲ合戦に圧倒され
てしまいました。ダンス、吹奏
楽、クラス単位の演劇といろい
ろと観ましたが、前評判が高く、
予約券まで出たのが水泳部の
「ウォーターボーイズ」。今年
度のトップオブ九段に選ばれま
した。演技を失敗しても「もう
一度、やります！」と悪びれず
やり直すところが、若さか、九
段精神か…。でも、一生懸命楽
しんでもらおうという気持ちが

現れていて好感が持てました。
今の九段祭は、全クラス演
劇というのが参加原則だそうで
す。昔の文化祭の中心だった美
術部、天文部、生物部などの文
化系は有志団体として参加して
います。また、今年度から２学
期制になったので、前期試験後
に演劇中心にクラス全体で作る
のは、大変だったろうと思いま
すが、それを何とかまとめ上げ
るところが「九段」らしく素晴
らしいと思いました。後輩が一
生懸命、何かを作っている姿を
見ると励まされます。皆さんも
九段祭を是非、見に行って下さ
い。　　　　　　　　　（沢田）

◆	理事会便り	◆
	････････6 月	････････

・一星会（天文部OB会）へ菊
友会事務局を条件付き、契約書
を交わして貸す事とした。
・第１回千代田区立中等学校評
議会が千代田区役所で６月 10
日開催された。菊友会から髙野
会長が出席、学校評議委員を委
嘱された。
・事務所移転候補物件を再度検
討する。
	････････7 月	････････

・高５回生の卒業 50 周年記念
同期会に祝い金５万円を持っ
て、髙野会長、宮島副会長、尾
羽澤理事長、坂上理事が出席。
・事務所の移転。６月 24 日に
昭栄ビル２階へ引越し。
・来年は九段高校80周年だが、
記念行事は千代田区立中高一貫
校に生まれ変わる平成 18 年に
行いたいとの学校の方針に同窓
会も同調する。法人九段は千代
田区への移譲までに、財団法人
への変更を検討する。
・会報 71 号の「逝去欄」に誤
報があり、同じ過ちを繰り返さ
ないよう反省するとともに、こ

の欄の原稿は名簿委員会の確認
を経て掲載するとのルールを確
認。
・九段ネットの掲示板書き込み
について、品位を汚すもの、他
人を誹謗するもの、無用の誤
解、動揺を与える様な記事につ
いては削除する。
	････････8 月	････････

・菊友会大会での講演を高４回
吉田よし子さん、アトラクショ
ンを高５回土屋康子さんに依頼
することを決定。
・至大荘集義寮の落成式が７月
27 日行われ、坂上、若松の両
理事が出席。
・至大荘行事について分担や運
営方法を打ち合わせ。
・千代田区の第２回中等教育
学校評議会が７月 18 日に開か
れ、髙野会長が出席、宮島副会
長、岡田副理事長、坂上理事も
傍聴。都教育委に対し千代田区
立中等学校への積極的関与を依
頼。
	････････9 月	････････

・至大荘行事の報告と反省。
・事務局のパソコンのインター
ネット回線を９月中に ADSL に

切り替える。
	･･･････ 10 月	･･･････

・９月 19 日に菊友大会準備会
を開催。
・10 月８日九段高校進路講演
会に木村利人さん（高４）が講
演、菊友会から尾羽澤理事長、
坂上理事、長理事が出席。
・菊友会大会の進行、役割分担
を最終決定。
	･･･････ 11 月	･･･････

・事務局員の平山光世さんが２
月末で退任される予定。その後

任をホームページで募集する。
・12 月の九段高校の健康週間
イベントに同窓会として協力す
ることを申し合わせ。
・維持会費の増収を図るため、
理事会内に委員会を設置するこ
とを検討する。
・菊友会大会について報告と反
省。大会の講師・吉田よし子さ
んの著書が会場で多数売れた。
・各学年の評議員の欠員や変更
を事務局に届けるよう促す方
針。

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

編 集 後 記
都立九段高校と千代田区立九
段中学校が合体して発足する千
代田区の中高一貫教育校は、平
成18年春の開校に向けて具体
的な開設準備が始まった。まず、
学校運営の基本的事項を協議す
る千代田区の「学校評議会」が
平成15年６月10日と７月18
日に開かれ、続いて九段高校の
伝統継承の方法や教育課程を検
討する「基本計画検討委員会」
もすでに３回開かれている。

学校評議会ではかなり高度な
教育論議が展開され、委員とし
て出席した菊友会の髙野会長は
「東京都とも連携をとってほし
い。マニュアルのような教育で
は応用がきかない。基礎教育を
充実させ、外国語と同時に正し
い日本語教育にも力をいれてほ
しい」などと意見を述べた。
学校評議会の議事録は千代田
区のホームページで公開されて
います。アドレスは次の通り。

髙野会長、評議会で意見表明
千代田区立中等学校、開設準備始まる

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/tokusyu/chuugaku/hyogikai/hyogikai.htm

● 古いメールアドレス（kikuyukai@nifty.com）はお使いになれません。

ピンチです	菊友会財政
払ってください	維持会費

維持会費の卒業回数別納入状況 ( 平成 15 年 11 月末現在 )
卒業
回数

納入者数
（会員数）

卒業
回数

納入者数
（会員数）

卒業
回数

納入者数
（会員数）

卒業
回数

納入者数
（会員数）

中	1 	 1(	 75) 中 21 	 1(	 21) 高 18 	31(	406) 高 38 	 8(	376)
中	2	 	 3(	 58) 併設 1 	 1(	 34) 高 19 	27(	393) 高 39 	13(	386)
中３ 	 1(	 53) 併設 2 	 0(	 45) 高 20 	24(	401) 高 40 	13(	385)
中４ 	 7(	 55) 高 1 	15(	109) 高 21 	21(	386) 高 41 	 8(	385)
中 5 	 7(	 70) 高 2 	35(	207) 高 22 	21(	377) 高 42 	 5(	385)
中 6 	 7(	 81) 高３ 	49(	253) 高 23 	26(	382) 高 43 	 7(	421)
中 7 	 8(	102) 高４ 	56(	300) 高 24 	24(	377) 高 44 	12(	381)
中 8 	14(	 77) 高５ 	67(	358) 高 25 	30(	374) 高 45 	 8(	355)
中 9 	22(	 84) 高６ 	58(	322) 高 26 	19(	364) 高 46 	 6(	337)
中 10 	17(	 83) 高７ 	66(	324) 高 27 	25(	352) 高 47 	 8(	285)
中 11 	26(	100) 高８ 	54(	323) 高 28 	14(	361) 高 48 	 4(	286)
中 12 	26(	110) 高９ 	75(	324) 高 29 	22(	355) 高 49 	 4(	292)
中 13 	36(	123) 高 10 	62(	355) 高 30 	25(	362) 高 50 	10(	295)
中 14 	41(	152) 高 11 	49(	340) 高 31 	22(	355) 高 51 	10(	276)
中 15 	36(	145) 高 12 	50(	346) 高 32 	17(	360) 高 52 	28(	280)
中 16 	29(	148) 高 13 	52(	331) 高 33 	15(	364) 高 53 	 9(	278)
中 17 	45(	147) 高 14 	45(	341) 高 34 	17(	353) 高 54 	12(	280)
中 18 	32(	146) 高 15 	18(	343) 高 35 	18(	372) 高 55 	36(	283)
中 19 	23(	154) 高 16 	17(	333) 高 36 	12(	371)
中 20 	 9(	 66) 高 17 	25(	337) 高 37 	 8(	353)

菊友会は会員のみなさま方か
らの維持会費で運営されていま
す。平成 14 年度は当初見込ん
だ会費収入 800 万円に対し、
実績はやや届かぬ 792 万円で
した。今年度は運営の充実を図

るため、維持会費の収入目標を
850 万円と設定して予算を編
成しました。ところが、11 月
末現在、524万 4000円にすぎ
ません。これは目標の 61.7％
で、このままでは大幅な赤字決

算にならざるを得ません。
維持会費の卒業回別納入状況
は別表の通りです。母校創立
以来の卒業生から逝去された
方や所在不明者を除いた会員数
は１万 5865 人。このうち維持
会費を納入されている会員は
1804 人、全体の 11.4％です。
菊友会は九段高校の卒業生た
ちが集まって作った組織であ

り、あくまでも任意団体ですか
ら、維持会費の納入は義務では
なく、自発的に納入された会費
で運営するのが原則です。しか
し、会員の９割近くが会費を納
めていないというのは異常では
ないでしょうか。
平成 14 年から母校が都立か
ら千代田区立に移行するという
問題が発生し、会員の皆さまか
ら母校愛に根ざした議論が巻き
起こりました。菊友会財政の窮
状をご理解いただき、母校を愛
する気持ちで維持会費を納入さ
れるよう切にお願い申し上げる
次第です。											菊友会理事会
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伝統がつなぐ年齢差
髙野菊友会会長

この１年半は移譲問題に振り
回された。まだ終わらない。こ
れからまだ詰めなければならな
い問題もある。７月以降は千代
田区の学校評議会、基本計画検
討委員会、九段高校移譲協議会
が発足し、菊友会と学校と都教
委、千代田区が合意した九段の
伝統を維持し、発展させるため
の諸点をいま詰めているところ
である。
さて、本日お集まりの最長老
の方と最年少の方との年齢差
67 歳。元お嬢さまと現お嬢さ
まの年齢差は 58 歳。おじいち
ゃん、おばあちゃんとお孫さん
の世界だが、違和感もなく一同
に会することができるのは、九
段の伝統が脈々と受け継がれて
いる証だと思う。やはり共通点
があるということが明るさを保
っているのだと思う。東京會舘
の料理を食べながら旧交を温め
ていただきたい。また来年会い
ましょう。

心強いご支援に感謝
佐藤九段高校校長

この３年間、鈴木前会長、髙
野会長はじめ理事の方々にはた
いへんお世話になった。初顔合
わせで同窓会は学校にどんな姿
勢を持てばいいのかという質問

があった。学校をよく知ってい
ただき、学校の方針を理解して
方向を探って行くことが大事で
はないかと申し上げたことが結
局は昨年、大きな力添えをいた
だくことになった。同窓会の心
強いご支援をいただいたおかげ
で大きな変わり目をしっかりと
つないで行く役割を果たせつつ
あるかな、と実感する今日この
頃です。
生徒たちは今、活躍の芽を育
てており、これを先輩の方々が
大きく育てて頂きたい。

高きを超えて進まん
鈴木前菊友会会長

移譲問題では同窓会、学校、
ＰＴＡ、生徒、いろいろな意見
があるが、母校について問題意
識を持ってあらためて考えた。
このことが	今後の大きな力に
なると感じた。心ならずも行政
的には移譲が決まったが、伝統
を正しく継承するのは関係者の
自発的な努力がベースになる
と思う。校歌に伝統が表れてい
る。中でも「如何にけわしき道
のありとも、いよいよ高きを越
えて進まん」、これこそ母校の
バックボーンと思う。この思い
で校歌を歌いたい。

ユニークな伝統
橋本第 12 代会長

母校の前身は第一東京市立中
学校。この「第一」は初代の
成田千里校長が命名した。今
の日比谷高校は東京府立第一中
学校。以下全部府立が先にあっ
た。わが母校はどうしても「第
一」を先にしろ、ということに
なった。どういう分野でも第一
になれという趣旨だ。中学校で
帽子の白線は他にどこもなかっ
た。２本あるのは旧制の高等学
校。目立つようになれとの考え
だった。服装はネクタイ。スマ
ートでしゃれていると思ってい
たら、１、２年生は大きなラン

ドセルを背負わされた。恥ずか
しかったが絶対だった。夏は麦
わら帽子だった。古い人に聞く
と初めの頃は靴が赤かったとい
う。わが母校はユニークな伝統
のある学校なのだ。

今後も学校とともに
内田ＰＴＡ会長

昨年度からＰＴＡ内に移譲協
議部を立ち上げ、髙野会長をは
じめ６人の方に部会に出席して
いただき、移行の状況を部員に
細かに説明してもらった。皆さ
まのご活躍を初めて知ったわけ
だ。これからもＰＴＡに顔を出
していただきたい。ＰＴＡは
学校とともにがんばって行きた
い。

菊友会大会に福引き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）	文明堂カステラ	 ６本
吉田　忠男	 （中 16）	ボルドー赤ワイン	 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セット
内田　栄一	 （高８）	 神田「ふな亀」ペアご招待券	 ５組
岡本　芳雄	 （高８）	 パーカーボールペン	 １本
田島　京子	 （高９）	 焼酎「百年の孤独」	 １本
若松　礼子	 （高 10）	飛鳥オリジナルグッズ	 １組
有　		志	 （高 10）	至大荘絵はがき・手ぬぐい	 18 組
谷　　政子	 （高 11）	トートバッグ	 ２個
相原　　學	 （高 39）	オーストリア		記念切手	 １組

各学年の同期会やクラス会、
あるいはクラブ活動ＯＢ会の幹
事の皆さん、次回の会を菊友会
大会と兼ねて開きませんか。
菊友会大会は年々参加者が少
しずつ増えていますが、参加者
からいただく会費だけで大会費

用をまかなうには程遠い現状で
す。支出をさらに絞り込み、乏
しい菊友会財政からの補填を減
らすことも必要ですが、参加者
を増やすことで会費収入を増や
すことが一番と考えます。
例年 10 月や 11 月は同期会

やＯＢ会の開催も多いので、菊
友会大会には参加しにくいとの
声をたびたび耳にします。そこ
で、各種の会合を菊友会大会と
兼ねて開いてはいかがでしょう
か。
平成 16 年度の菊友会大会の
詳細は未定ですが、10 月 23
日（土）午後５時から、東京・
丸の内の東京會舘で開催するこ
とにしています。これに合わせ
て各種会合を開いていただきた
く、日時と会場を先に決めた次

第です。
東京會舘は料理や広々として
優雅な内装が好評で、東京駅に
近くて交通の便もよく、同期会
やＯＢ会には最適の場所です。
会場には卒業年次別、あるい
はサークル別のテーブルも用意
しますので、昔の仲間たちと近
況を報告しあい、旧交を暖める
こともできると思います。大会
参加者を増やすため、ご協力よ
ろしくお願いします。

菊友会理事会

菊友会大会に合わせて
同期会やＯＢ会を開こう
16 年度は 10 月 23 日 ( 土 ) 東京會舘で
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菊友会大会でのあいさつから

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 氏家　武 中８ 中崎　弘元 中 21 清水　孝祐
旧職員 石丸　午朗 中８ 渡邊　高之助 高２ 太田　伴四郎
中１ 芦澤　昌道 中９ 黒川　和男 高３ 石田　千秋
中２ 鳥原　正憲 中９ 田原　眞一 高３ 磯部　德治
中２ 藤田　重孝 中９ 月光　致瑠 高３ 小笠原　弘泰
中４ 石川　正夫 中９ 平野　保明 高３ 岡部　光成
中４ 岡村　信一郎 中 11 田辺　信治 高３ 舩﨑　鋭一
中４ 黒部　荘一郎 中 12 岡村　雄一 高４ 荻野　芳朗
中５ 櫻井　忠夫 中 12 中澤　政男 高６ 臼田　源一
中６ 大橋　進 中 15 井上　滋 高６ 堀江　堂道
中６ 金盛　耕平 中 15 石井　健祐 高６ 美濱　勝久
中７ 塚越　德藏 中 15 渋井　俊一 高８ 加藤　千尋
中７ 船津　雄二 中 16 楠山　正良 高 11 北堀　立平
中７ 堀田　正夫 中 16 柴田　陽三 高 11 林道　好代
中７ 和田　愿 中 16 吉松　正高 高 13 小田島　徹夫
中８ 坂本　英一 中 17 藤枝　榮三 高 14 田邊　佐知子
中８ 杉村　暁秀 中 18 石山　丈夫 高 35 伊東　真希
中８ 鈴木　廣雄 中 20 名古屋　章 高 36 扇谷　尚良

	第 71 号７面「ご
冥福をお祈り申し上げます」の
欄に中 18 回の植草正雄さんの
お名前を掲載しましたが、植草
さんはご健勝でいらっしゃいま
す。この欄から植草さんのお名
前を削除するとともに、植草さ
んをはじめご家族、ご友人の皆
さまにご迷惑をおかけしたこと
を心よりお詫び申し上げます。
この誤りは事務局内の事務的
な手違いによるもので、このよ
うなことを２度と起こさないよ
う、理事会として深く反省する
とともに、事務局内の態勢を整
えた次第です。申し訳ありませ
んでした。　菊友会広報委員会

おわび

名古屋　章さんを悼む
俳優・名古屋章さん（中 20）
は平成 15 年６月 24 日、肺炎
のため72歳で亡くなられた。

もう一度共演したかった

多芸多才、誇れる兄貴だった

思 え ば 16
歳、高校１年の
時からのつきあ
いだった。ＮＨ
Ｋの放送劇団に
入ってからも、

君は毎月、あの九段の地下室に
あった演劇部の部室にやってき
た。リーゼントの髪にした時、
ラバソールの靴を買った時、は
じめて背広をＮＨＫの厚生会で
買った時も、さっそうと現れた。
もう54年も前の話なんだね。
「今まで仕事をことわったこ
とがないのが自慢だったが、今
後は分にあった仕事を少しずつ
しながら、少しでも楽しき事に
出会えるよう頑張ってゆくよ、
アーちゃん一緒に楽しく生きよ
うね」なんて快気祝いの手紙を
くれたばかりなのに。

生涯たった一度、劇団雲で共
演した「毒薬と老嬢」の２人の
大泥棒コンビは大好評だった。
病室であれもう一度やろうか、
なんていっていたのに。　

先日、役者にならなかった
ら、絵かきになっていたといつ
もいっていた君の作品展を君の
地元の西荻でやったよ。奥さん
を描いたダンスの絵、愛情いっ
ぱいだったよ。どうか三途の川
の手前で、油絵でも描きながら
待っていてくれよ。

（高３・渥美国泰）

兄貴は新聞、テレビで「いぶ
し銀のような」、「存在感のあ
る」、「温かみのある」、「演
劇青年」、「名脇役」などたく
さんの賛辞を頂戴し、惜しまれ
て亡くなったのだと知った。し
かしまだ幾つかの舞台の仕事が
予定されていたのに、それを果
たせずさぞ無念な思いであった
ろうと思う。
昭和20年夏に疎開先から戻
り、家が近かった旧制九段中学
へ入った。私が昭和29年に同

じ九段高校に入ったときに、図
画の「チョーク」、英語の「キ
ャベツ」、歴史の「カミナリ」
とか先生のあだ名を教えてくれ
た。もう一つ兄貴と私の九段の
つながりは、白の６尺褌を引き
継いだったことだろうか。当時、
水泳の時間は男子は全員白か赤
の褌がユニフォームであり、６、
７年前に兄貴が使った白褌がな
ぜか家に残っていた。兄貴はす
でに演劇には猛烈に入れ込んで
いたようだ。秋の文化祭のころ

が一番元気だったように思う。
中学時代の兄貴は演劇に情熱
を注いでいた。後年母が話して
いたエピソードがある。ある日、
担任の小川先生（数学）が我が
家を訪れ、「お宅の章くんは近
頃学校に来ませんが、どうした
のですか」。母は「いえ、毎朝
お弁当を持って家を出て行きま
す」。その晩父親の詰問に「授
業がつまらないので、昼間は靖
国神社の境内や千鳥ヶ淵の土手
で寝そべって時間をつぶし、放
課後３時頃、演劇部に“登校”し
ていた」と白状したそうだ。
中学を卒業するころになって
「これからは大学ぐらい出てお
け」という父親に、兄貴は「自
分は役者になりたい。役者に大
学教育は不要だと主張して、激
しく言い争っていたシーンを覚
えている。ところがちょうど、
ＮＨＫが放送劇団の団員を募集
していて、それに応募し、合格
して円満な決着を見た。
兄弟姉妹の４人の中でいろい
ろな才能が兄貴一人に集中して
いたように思える。とりわけ絵
は好きでよく描いていた。読書
好きで文章も上手かった。何よ
りも、あの混乱の時代に先行き
不透明な仕事を自分の進路とし
てはっきり意識し、心配し反対
する親たちを説き伏せて、信じ
た道を一筋に突き進んだ兄貴に
はいつも敬意を抱いていた。正
月に兄弟姉妹や家族が集まると
き、おもしろおかしく身振りも
入れて世間話をする兄貴は、目
の前で一人芝居を見るようで実
に楽しかった。兄貴と共有した
日々を誇りに思い、忘れがたい。

（高９・名古屋利彦）

平成 15 年 10 月８日、九段
高校進路部主催による高４回	
木村	利人氏 ( 早稲田大学人間
科学部教授 ) の進路講演会が保
護者・在校生を対象に開催され
た。
木村氏は「幸せなら手を叩こ
う ｣の作詞者であるとともに、
日本におけるバイオ ･エシック
ス ( 生命倫理 ) 研究の草分けと
いう極めてユニークな業績を有
する大先輩である。

冒頭 ｢皆さん 20 世紀の代表
的な発明はなんだと思います
か ｣、木村氏は、緊張する生徒
たちに問いかける。それも生徒
達の中に入って行き同じ目線で
対話する。「ＩＴ」「核」｢ゲ
ノム ｣そして ｢宇宙開発 ｣、在
校生も話に引き込まれ、考えな
がら発言してゆく。
在校生も、木村氏に対し ｢先
生のいう命とは何ですか」と実
に元気に問いかけていた。この

「命とは何ですか ｣という問い
かけは、生命倫理の中心的なテ
ーマである。
「私が考える命というのは、
自分のことは自分で決めて生き
てゆくことなのです。人生は一
度限りです。どうか皆さん自分
のしたいことをしてください。
それが幸せな人生なのです」木
村氏はその問いかけにこう答え
ている。
また、自身の体験から大学に
は何をしたいかを決めてから進
学してほしいこと。さらに人と
人との出会いというものが、人
生においていかに大切である

か、を丁寧に説いた。
短いながらも在校生が先輩か
ら学問の真髄をじかに学ぶ貴重
な機会だった。

幸せなら態度で示す人生を
高４回の木村利人早大教授が母校で講演
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2003年の至大荘懇親会は、
８月23日から24日の２日間行
われた。この夏のぐずぐずした
日々を吹き飛ばすような良い天
気に恵まれた。今回の懇親会に
は橋本祐宏（高10回）夫妻、
夫妻・娘・孫で５人参加の藤井
豪一（高17回）ファミリー、
親子５人の井上昭博（高32回）
ファミリーを含め、高５回から
高32回まで約50人が参加。今
年は、新装なった集義寮（６室）
にファミリー２組、夫妻、女性
組が宿泊。シャワー付き、洋式
トイレの民宿のような施設に、
これなら孫を連れて来ても大丈
夫と、来年の参加を希望する人
もいた。天寮、地寮、気寮には
各学年の男性組が宿泊。会費は
１泊３食付きで、去年と同じ
9000円。急な暑さに飲み物な
ど予算をオーバーしたようだ。
・泣いて歌った至大荘歌
高校に入学して、４カ月たっ
た夏、至大荘に５泊６日の合宿
に連れて行かれた。まだ中学生
気分が抜け切らず、高校生活と
は「100 分授業だ」ぐらいし
か分からずにいたのだが、初め
ての長い集団生活を終えて、よ
うやく高校生の自覚を持てた気
がする。至大荘最後の夜、先輩
の指導で先生のところにストー
ムをかけ、至大荘歌を泣きなが
ら歌ったこと、真っ黒になって
帰って家族に驚かれたのを思い
出す。

タイムスリップして 2003 年
８月、高校を卒業以来はじめて
訪れた至大荘。芙蓉ヶ浦、守谷
の浜の変貌に、言葉もない。パ
ラソルの花が咲き、家族連れ
や若者に占領されてしまってい
る。海の家、ボート乗り場まで
あるのだ。至大荘は建物がみな
新しく、全く知らない場所に来
たようで戸惑ってしまったが、
正門とトンネルに「九段高校の
至大荘」を見いだし「ほっ」と
した。
・高７回は 17 人も参加
すでに先着していた先輩、フ
ァミリーグループたちは、早々
海に出かけていた。またテレビ
のある天寮では、高校野球の優
勝決定戦を観戦しながら、ビー
ル缶が行き交っていた。夕方か
らの懇親会では、ゴルフコンペ
の成績発表、続いて百地健（高
５回）さんの「乾杯」の発声で
宴が始まった。特に高７回の先
輩は 17 名の多数が参加され、
青春時代の至大荘生活の話な
ど、一段とにぎやかな会話が弾
んでいたようだ。その後、ビン
ゴ、花火と盛りだくさんのスケ
ジュール。
翌 24 日は朝の６時に車を出
して、朝市に行かれた方たちも
いた。まずコーヒーを１杯飲
み、美味しいみそ汁とおにぎり
の朝食をいただく。９時から、
清河昌之（高７回）さんの「至
大荘水泳助手とは…」と題して

「一游会」のＯＢ、部員ととも
に学校行事の「至大荘生活」を
陰で支えたエピソードをうかが
った。「飛び込み訓練の時は、
助手２名が、あらかじめ水中に
潜り、浮上しない生徒の褌をつ
かみあげた」、「海上保安庁か
ら午後の海は荒れるとの予報の
中で遠泳のサポート」など、感
慨深い話ばかりだった。
・恐怖の飛び込みは中止に
講演後、潮の引いた浜辺を岩
づたいに歩き、こわごわ飛び込
んだ犬ヶ崎を、今度は下から見
る。ちなみに、数年前から犬ヶ
崎の飛び込みは、足下が崩れて
しまったので中止になっている
そうだ。帰りはちょっと登って
観海亭へ。15 歳の夏にこの浜

で泳ぎ、飛び込み、遠泳をした
のだなあと守谷の浜を振り返る
…、トンネルを抜けたらいっと
きのワープ終了。
真夏の太陽の日差しで、現実
に戻る。昼は恒例のバーベキュ
ーを食し、かつ飲む。久しぶり
の暑さにビールなどの飲み物は
大売れで、大量に追加注文した
ようだ。（高 10・沢田知子、
高 13・福岡煇城）

浜の変わり様にびっくり浜の変わり様にびっくり
至大荘懇親会	５人家族が２組参加

集義寮を新築
梅雨明け宣言のまだ出ない７
月27日（日）、昨年秋の台風
で壊れた集義寮の新築落成式に
菊友会から坂上、若松両理事が
出席した。前日までは曇り空で
寒いほどの天気が一変、真夏の
太陽が照りつける夏模様となっ
た。落成式の行われた午後５時
半には新築なった集義寮（写真）

の前途を祝福するような涼しい
風も吹いてきた。落成式には九
段高校の佐藤校長、岡田事務長、
先生方を初め水泳部ＯＢなど学
校関係者、内田ＰＴＡ会長など
の他、建築に携わった方々が出
席した。続いて、本年度の寮開
きが養気閣で勝浦市教育長、守
谷区長、地元の関係者を交えて
行われた。（高10・坂上宗男）

コンペには 22 人参加
８月 23 日、恒例の至大荘ゴ
ルフコンペが勝浦東急ゴルフコ
ースにおいて、高８回から高
12 回まで総勢 22 名によって
開催された。コースは丘陵地帯
とはいえフラットでメンテも良
くキャディなしのカートでプレ
ーした。今年一番の暑さにもか
かわらず気持ちよくゴルフを楽
しむことが出来た。
プレー終了後、場所を 48 年

ぶりの懐かしの至大荘へ移動し
た。宴会が始まるまでの間、各
自海水浴をしたり、散歩をした
りして昔の至大荘生活をしのん
だ。
優勝は新ペリア方式で高８回
の高橋卓志（N70.6）、２位は
高７回の西脇修 (N74.0)、３位
は高９回の三上尚 (N74.2) の各
氏で、懇親会の席上表彰式が行
われた。

（高８・高橋卓志）
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好天に恵まれた 10月４日、
千代田区・永田町の星陵会館で、
第11回東京校歌祭が開催され
た。会場入り口ロビーに各校の
受付が並ぶ。今年の参加校は都
立のみの19校。わが母校から
は一番乗りの大谷木英夫氏（中
11）、仕掛け人の本浄暢久氏（中
21）、バンコクから戻ってきた
ばかりの市川宏生氏（高２）ら
菊友会員 14人（中 5人、高 9
人）が参加。さらに小森音楽教
諭と、現役音楽部メンバー 22
人も駆け付けてくれた。
定刻の午後２時 40 分、舞
台上段にＯＢメンバーが菊友
会の紫の旗を、下段上手に

「第一東京市立中学校」の大の
ぼりを斉藤喜将氏（高38）が、
下手に「都立九段高等学校」
の大のぼりを藤平昭仁氏（高

41）が立ち上げ、中央に音楽部
の面々が並んだ。
学校紹介のアナウンスに続
き、関口正子さん（高 26）の
ピアノ伴奏で校歌を２番まで熱
唱。続いて至大荘歌を３番ま
で、太鼓の音頭と会場の手拍子
に、リラックスして歌い上げ

た。現役が多数出演しているの
は九段だけ。他校のうらやむこ
としきりであった。（校歌祭実
行委員　高12・小川恵亮）

「胸が高鳴ります」
参加した先輩から感想文

校歌祭に参加された中17回
の中澤忠光さんから次のような
感想が寄せられました。
「昨年初めて出席して感激を
味わってから、今年で２度目の
出席です。我が母校だけが、現
役の音楽部の生徒が二十数名も
参加し、他校をうらやまがらせ
ました。卒業から58年が過ぎ
ても、大きな声で校歌を歌うと、
いつも胸が熱くなり、高鳴りま
す。すばらしい歌詞の通り、険
しき山を乗り越えた誇りと九段
魂を学んだ日々が蘇えります」

高らかに「波どうどうと……」
校歌祭に響く太鼓と至大荘歌

校歌祭に集まった現役の音楽部員たちと記念撮影

★ 中 ９ 回 Ｂ 組　秋の「蹴才
会」（昭和 12年市立一中第９
回卒業Ｂ組）は、蕎麦和食の会
場、カレッタ汐留店「九段一茶
庵」で10月 23日 12時から開
かれた。伊東正一、大智経之、
犬山から岡廣、佐久間正之、下
元進助、高畠恒貞、熱海から増
田広直、富永利久、中村達夫、
永原久高、村井一雄の 11名が
出席し、近況報告をにぎやかに
行った。また、岡君から特技の
版画を各人に提供、そのできば
えに一同感嘆。高畠君のアメリ
カのスタンプ帳の回覧に、一同
感心。歓談は同じ 46階の喫茶
店でも続き、３時半に解散。
（中９・佐久間正之、下元進助）

★中 15 回Ｃ組　「尚和会」
（中15回Ｃ組）は卒業以来満

60年になりました。会員の遠藤
英也君がこの春、勲３等旭日章
の受章に輝かれたので、祝賀を
兼ねて平成15年７月23日に開
かれました。場所は神楽坂のう
どん会席「鳥茶屋」。市立一中
時代に戻って楽しいひとときで
した。我々が卒業したのは昭和
18年３月ですが、その７月に府
と合併して東京都になったので
すから、最後の市立一中生だっ
たのですね。参加者は伊藤、遠
藤、大塚、加賀谷、蒲田、○河
田、○河野、久津、武田、中島、
永田、畑、平野、溝口、水谷、
吉村の16名。○印は幹事。

★高 24 回６組（写真）　平
成 15 年５月３日、高校 24 回
卒６組のクラス会を新宿のセン
チュリー・ハイアット東京で開

きました。
当日は片瓜先生（現都立広尾
高校）をはじめ、卒業以来 31
年ぶり再会の鈴木崇正くん、遠
く福岡から中川俊道くん、西宮
から馬場（小林）みどりさんが
かけつけました。また、30 年
ぶりに山形から東京に戻ってき
た斉藤英和・かほる（島田）夫
妻等々、女性５名、男性 15 名
の仲間が出席、近況を語らい、

楽しいひとときでした。
一次会はもとより二次会、三
次会と同じホテル内で会場を変
えて、旧交を暖めた次第です。
なお、センチュリー・ハイアッ
ト東京では、後輩である大平雅
幸さん（高 26）にたいへんお
世話になりました。
次回は３年後に片瓜先生の定
年祝いをかねて盛大に行う予定
です。　　　（高24・玉木茂）

元気に和やかに　クラス会も盛んです

菊友囲碁では 10 月 19 日、
東京駅南口住友生命ビルＢ１に
ある「いずみ囲碁ジャパン」で
秋季大会を行ないました。
参加者は、旧職員の武井先生
以下、中 12・堀先輩から高 18
小泉氏まで 23名。
中学・高校の垣根を越えての
熱戦の結果、優勝は中 15 の高
橋久生氏、準優勝は高９の稲垣
甫氏でした。
５時30分に表彰式が終わり、
近くの「魚民」で懇親会。話題
は、初参加で準優勝の稲垣氏を

称えるのを始まりとして、当然
のことながら九段高校の行方が
中心でした。（高11・岡本毅）

優勝は松岡さん	（高31）
★菊友ゴルフ

11 月 28 日、多摩カントリ
ークラブに女性 6 名を含む総
勢 29 名の参加のもと、第 37
回菊友ゴルフ会が開催された。
当日の天気予報は雨、しかし
降らずに済み、日頃の行いの良
さのためと一同自画自賛したの
であった。

優勝は高31回の松岡浩司氏。
（高 4・	鍛冶利秀）

　
高９回組が雪辱

★高８・９対抗ゴルフ
第２回高８対高９ゴルフ対抗
戦が11月11日、石坂ゴルフ場
に23名の	猛者と、ゲストとし
て高７の三井貞義夫妻を迎えて
開催された。優勝はペリア方式
で、高８中山賢太郎（N64.8）、
２位高８小林勝男（N68）、３
位高９岩田有（N71）の各氏。
対抗戦は、見事高９が前回の
雪辱を果たした。
（高８・岡本、高９・尾羽澤）

６人で昼食会
★九段如水会

九段如水会（東商大、一橋大）
は７月８日、千代田区一ツ橋・
如水会館の17階クラブで昼食会
を開いた。出席者は新井隆（中
８回）、中村達夫（中９回）、
下元進助（中９回）、今城英男（中
11回）、高野均治（中15回）、
岩城悦子（高19回）の６名。
九段高校の平成 18 年よりの
千代田区への移譲問題の話、中
村氏より九段如水会の名簿を手
分けして完成することなどを約
して散会した。

（中 15・高野均治）

年代超えて黒・白の争い　★菊友囲碁会
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懐かしい顔・顔 …… 広がる交流の輪
恒例の中・高（２回）同期会
を昨年に引き続き、東京會舘ダ
イヤモンド・ホールで 10 月 14
日開催した。あいにくの冷たい
雨が降り、出足が心配されたが、
前回並みの同期生 40 名、恩師
２名の参加で一安心した。
毎年「体育の日」の翌日開催
に決めており、幹事長は秋山和
義君と決まっている。またここ
数年は加藤雅君の名司会で、夜
６時 15 分より会が始まる。今
年は名物バン長の太田伴四郎ほ
か３名の訃報が届き、淋しい限
りだが、最初に冥福を祈り黙祷
する。

続いて最初の挨拶は指名で、
東京會舘の会長、鈴木謙一君に
お願いする。ご承知の通り、鈴
木謙一君は前年度まで菊友会の
会長を勤められ、わが九段高校
の千代田区への移譲問題で、同
窓会（菊友会）側の意見をとり
まとめ、ご苦労された話を伺う。
来賓として参加をいただいた恩
師の古賀周作先生より、創立時
の成田千里校長から当時の東京
市長後藤新平氏より関東大震災
後の帝都復興の象徴として是非
とも７年制の学校（中学から旧
制高校まで）を作り上げたいと
言われていたとの感銘深いご挨

拶を頂戴した。その名門の九段
高校がこういうで形で生まれ変
わるのかと思うと感無量だとの
お話もあった。我々もそのよう
な学校の卒業生として今後の成
り行きに注目したいと感慨を新
たにした。
遠方から来られた吉田元一君、
野村昭一君、入院中の山田勝久
君が奥様同伴でのご出席やらで、
会も盛り上がり、小森昭宏君の
ピアノ伴奏で力強い校歌斉唱が
行われ、一次会は散会となった。
出席者全員の写真は小森昭宏君
にお願いしたものです。

（高２・重森良樹）

見据えたい母校の未来　高２回同期会

高５の卒業 50 周年を記念す
る同期会が、６月 14 日東京プ
リンスホテルの「鳳凰の間」で
開かれた。高５は、このところ
毎年１回同期会を開いており、
今回何名参加するかが注目され
たが、なんと 100 名近い申込。
その後、都合の悪くなった人、
ドタキャンなどがあったものの
合計 88 名が参加、斎藤昉・古
賀周作の両先生、それに菊友会
から髙野光正会長、宮島徹副会
長、尾羽澤正敏理事長、坂上宗
男理事らがお祝いに駆けつけて
くれ、100 名規模の大パーティ
ーとなった。
百地健君（元菊友会会長）の
開会の挨拶、高校時代にバスケ
ットボールで活躍し、今回の会
場設定などで奮闘してくれた徳
山勝也君の乾杯の音頭で賑やか
に会はスタートした。北海道、
沖縄から参加してくれた人、卒
業以来同期会出席は初めてとい

う人、それに毎年出席の常連、
と参加者はいろとりどりだった
が、そこは同期生のよしみ。「い
まどうしている」「学校時代に
はこんなことがあったな」「孫
は何人」などと話が弾み、あっ
という間に歓談の輪があちこち
に広がった。
この間に菊友会の髙野会長、尾
羽澤理事長から九段高校の現状、
千代田区への移譲問題について
の説明をはじめ、テレビでお馴
染みのキャスター・山文こと山
本文郎君による両先生へのイン
タビュー（写真）などがあり、
会は盛り上がる一方。さらには、
スライドの大型画面に卒業写真
や修学旅行の記念写真、演劇、
バスケットボール、野球、タッ
チフットなどの部活の模様が映
し出され、会場のパネルに展示
された写真とともに、50年前の
楽しい日々を蘇らせてくれた。
フィナーレは、陸上自衛隊２

等陸佐から民謡歌手に転じた園
田悦郎君とプロのシャンソン歌
手松尾康子（土屋康子）さんに
よる民謡とシャンソンの競演。
園田君は ｢ 詩吟入り古城 ｣ など
４曲、松尾さんも「愛の讃歌」
などアンコールを含め６曲を歌
い上げ、万雷の拍手を浴びた。
恒例により参加者全員で校歌
を斉唱した後、同ホテル１階の
バー「ウインザ―」での二次会
となったが、ここにも半数以上
の 50 人近くが参加、通常の同
期会並みの賑わいとなった。50

88 人集まり卒業 50 周年を祝う　高５回同期会

年という歳月の重みをかみしめ
ながら、宴はいつ果てるともな
かったが、最後に幹事が「来年
（平成 16 年）は九段高校創立

80 周年、そして我々高５回生
が古希を迎える年。元気でまた
会おう」と締めくくり、お開き
となった。　（高５・後藤	基）

第 21 回関西菊友会は平成 15
年 10月 25日、大阪キャッスル
ホテルで32名が参加して開催さ
れました。役員交代があり、会
長は11年間務められた石田充治
氏（中 19）から中村正治氏（高
13）に、副会長は北市忠義氏（高
４）から養父明子氏（高５）に
引き継がれました。
第１部は石田会長、中村新会
長による挨拶と新役員の承認が
あり、会の一層の発展充実を願
って多くの会員が参加できる会
を目指し、若手の参加を促す方
策を課題とした新会長の抱負が
述べられました。
次いで本部菊友会会長髙野光
正氏（高４）が菊友会のよき伝
統・資産も活かしつつ、千代田
区との話し合いが進みつつある
状況を報告されました。引き続
いて富塚春樹氏（高 13）のお骨
折りにより、平成14年度文化庁
芸術祭優秀賞を受賞した、桂む
雀さん（桂米朝―桂枝雀の弟子）
による上方落語の一席と三味線
公演があり、会場には高座が設
けられ、皆様大いに楽しみまし
た。
第 2部は出席者で最先輩の山
口博司氏（中８）が御巫清泰氏
（高５）への関西国際空港社長
引退の慰労を表し、両氏による
乾杯発声で懇親会が和やかに始
まりました。今回も東京から本
部顧問の鍛治利秀氏（高４）、

竹内良夫氏（中 13）の諸先輩が
参加され、会も盛り上がり、校
歌・至大荘歌、東京市歌の合唱、
最後はこの度文学博士となった
若き後輩、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、不参加ではあり
ましたが、本部元会長の橋本政
雄氏（中 13）、同じく元会長の
服部嘉夫氏（高 4）、副会長宮
島徹氏（高 7）、新潟より松原
利之氏（高 10）からは御祝儀を
頂き、御礼申し上げます。		

（高 14・湯浅良男）

次回は 11 月６日（土）
次回の第22回関西菊友会は 11月

６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。

ゴルフは岩田さん優勝
好天に恵まれた 10月 26 日、
よみうりパブリックコースには
早朝から 15 名のゴルフ好きが
集合 ｡ 市毛基之さん（中 15）
を最高齢に、玉川顕英さん（中
17）、東京から馳せ参じていた
だいた髙野会長、鍛冶元会長の
お２人も交えて、一同無我夢中
で白球を追いかけました ｡優勝
は岩田則夫さん（高 18）でネッ
ト 73.2、２位には中村正治さん
（高 13）、３位は伊藤比佐代さ
ん（高 10）のご主人、ブービー
には杉田（高７）が入りました ｡

（高７・杉田健治）	

新会長に中村氏（高 13）
関西菊友会	32 人参加して総会

９月に高 26 回の卒業 30 周年記念同期会
私たち高 26 回 ( 昭和 49 年、1974 年卒業 ) も卒業 25 周年同
窓会から、早くも 5年たちました。あの時に次回は 5年後の 30
周年をやりますと、幹事会からお伝えしましたが、その日時と場
所が決まりましたのでお知らせいたします。

日時：2004 年 9月 11 日 ( 土 )　17：00 より
場所：新宿　ホテル		センチュリーハイアット

詳しくは下記のホームページか、各組の幹事にお問い合わせく
ださい。もちろん、期日が近くなりましたら５年前の連絡先にて、
案内等を郵送いたします。住所等が変わった方はご連絡ください。
26回生の卒業 30周年同窓会のURL は
h t t p : / / w w w 1 . p b c . n e . j p / u s e r s / y u t a n p o / i n d e x . h t m l 
です。ぜひご覧ください。　　　　　					　　( 高 26・	金子	豊 )

一球会総会（市立一中ならび
に九段高校バスケットボール部
のＯＢ・ＯＧ会）が、旧制中学
第４回卒業の田淵大先輩をはじ
めとして、高校 30 回卒業まで
のバスケット部員、男女合わせ
て約 90 人が参加、10 月４日、
東京プリンスホテルで開催され
ました。総会は高校５回卒の徳
山先輩、片岡和子先輩ほかの諸
先輩からのお声掛かりとお手配
で開催にこぎつけました。
大先輩のごあいさつ、尾羽澤

菊友会理事長（高９回）による
平成 18 年春に開校する千代田
区立中等教育学校の説明。各回
代表による思い出話など、名前
と顔が合わない人もいる中、予
定の時間となり、会は和気藹々
のうちに終了しました。
今回は高 31 回以降のＯＢ・

ＯＧの方々に開催の声をおかけ
することが出来ず、大変失礼を
いたしました。この場をお借り
してお詫び申し上げます。

（高 13・伊藤修）
（高校 31 回卒業以降の一球会名簿
を作成しています。該当する方は菊
友会事務局へ連絡下さい）

一球会の総会に
90人の参加者

もう５年も経ったっけ？卒業
25 周年記念同期会からあっと
いう間に 30 周年を迎えた。10
月 11 日、来るわ、来るわ、160
名の同期生！５年前と同じ会場
「如水会館」に、遠くはニュー
ヨークから、ハワイから、２年
次での転校生も含め、集まった
ら最後、帰らない。
二次会 145名、三次会 100名
参加は 25 回生の結束の固さの
象徴かも。田中義信先生はじめ
８名の恩師の先生方を交え、30
年前当時の各担任の先生の顔写
真の入った名札を胸に、再会を
喜び合い、語り、飲み、食べ、
歌い、そして、笑った！
欠席者からの近況報告が当日、
25回生おなじみの「号外新聞」
に掲載・配布され、次の５年後
に思いを馳せつつ、それぞれが
帰路についた…と思ったら、四
次会、五次会の報告もあり、40

別れを惜しみ三、四、五次会まで
高 25回卒業 30周年同期会に 160 人

代最後の同期会は延々と続いた
のであった。(高 25・今田恵美	)

100 人参加で盛り上がり
★高 11 回同期会

10 月 11 日、東京・富士屋八
重洲ホテル。初老の、いや壮年
を自認する高 11 回生約 100 名
が３年ぶりに集い、総会を開き
ました。恩師の体育・鈴木先生、
数学・斎藤先生、地理・野村先生、
化学・舛田先生をお迎えして華
やかな会となりました。
総幹事は３年７組の奥山氏。
総幹事挨拶の後に、亡くなられ

た恩師と同期生たち 25 名の冥
福を願って黙祷ささげました。
先生方に「私は１年生で先生
に担任していただきました」、
「僕は３年のときです」。そし
てさらに部活の話が始まる。そ
うするとあちらで１グループ、
こちらにも、そこにもと話の輪
ができ、昔のことに声が弾み、
今の趣味に話題がつながり、果
ては世界観までとコンベンショ
ンホールの中は時間が止まり、
あっという間の３時間でした。
その後、名残り尽きず、二次
会に 78 名、三次会には人数不
明という盛況でした。３年後に
再会を約して別れました。

（高 11・岡本毅）

高 30 回生は 2003 年 11 月８
日に卒業25周年記念同期会を、
一次会 13時から、二次会 16時
から、ともに如水会館で開催し
ました。
同期の出席は130名で、学年・

主任をされた斎藤純先生（国語）
が80歳を越えるご高齢ながら元
気に乾杯のご挨拶をいただいた
のをはじめ、片瓜先生（体育）、
高橋先生（地理）、増田先生（体
育、現在九段高校嘱託員）、岡
本先生（生物）にもご出席いた
だき、盛会でした。菊友会から
は、尾羽澤理事長、若松理事に
お越しいただき、菊友会の現況
のご紹介をいただきました。
現役高校生合唱部の特別出演、
高校卒業時のアルバムの拡大写
真、プロジェクターでの投影、
など、随所で盛り上がりました。
そして、また集まろうという輪
があちこちにでき、時間の経過
を全く感じさせない半日でした。
（高30代表幹事：平野清一）

卒業写真を拡大投影  高 30 回生同期会
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2003年の至大荘懇親会は、
８月23日から24日の２日間行
われた。この夏のぐずぐずした
日々を吹き飛ばすような良い天
気に恵まれた。今回の懇親会に
は橋本祐宏（高10回）夫妻、
夫妻・娘・孫で５人参加の藤井
豪一（高17回）ファミリー、
親子５人の井上昭博（高32回）
ファミリーを含め、高５回から
高32回まで約50人が参加。今
年は、新装なった集義寮（６室）
にファミリー２組、夫妻、女性
組が宿泊。シャワー付き、洋式
トイレの民宿のような施設に、
これなら孫を連れて来ても大丈
夫と、来年の参加を希望する人
もいた。天寮、地寮、気寮には
各学年の男性組が宿泊。会費は
１泊３食付きで、去年と同じ
9000円。急な暑さに飲み物な
ど予算をオーバーしたようだ。
・泣いて歌った至大荘歌
高校に入学して、４カ月たっ
た夏、至大荘に５泊６日の合宿
に連れて行かれた。まだ中学生
気分が抜け切らず、高校生活と
は「100 分授業だ」ぐらいし
か分からずにいたのだが、初め
ての長い集団生活を終えて、よ
うやく高校生の自覚を持てた気
がする。至大荘最後の夜、先輩
の指導で先生のところにストー
ムをかけ、至大荘歌を泣きなが
ら歌ったこと、真っ黒になって
帰って家族に驚かれたのを思い
出す。

タイムスリップして 2003 年
８月、高校を卒業以来はじめて
訪れた至大荘。芙蓉ヶ浦、守谷
の浜の変貌に、言葉もない。パ
ラソルの花が咲き、家族連れ
や若者に占領されてしまってい
る。海の家、ボート乗り場まで
あるのだ。至大荘は建物がみな
新しく、全く知らない場所に来
たようで戸惑ってしまったが、
正門とトンネルに「九段高校の
至大荘」を見いだし「ほっ」と
した。
・高７回は 17 人も参加
すでに先着していた先輩、フ
ァミリーグループたちは、早々
海に出かけていた。またテレビ
のある天寮では、高校野球の優
勝決定戦を観戦しながら、ビー
ル缶が行き交っていた。夕方か
らの懇親会では、ゴルフコンペ
の成績発表、続いて百地健（高
５回）さんの「乾杯」の発声で
宴が始まった。特に高７回の先
輩は 17 名の多数が参加され、
青春時代の至大荘生活の話な
ど、一段とにぎやかな会話が弾
んでいたようだ。その後、ビン
ゴ、花火と盛りだくさんのスケ
ジュール。
翌 24 日は朝の６時に車を出
して、朝市に行かれた方たちも
いた。まずコーヒーを１杯飲
み、美味しいみそ汁とおにぎり
の朝食をいただく。９時から、
清河昌之（高７回）さんの「至
大荘水泳助手とは…」と題して

「一游会」のＯＢ、部員ととも
に学校行事の「至大荘生活」を
陰で支えたエピソードをうかが
った。「飛び込み訓練の時は、
助手２名が、あらかじめ水中に
潜り、浮上しない生徒の褌をつ
かみあげた」、「海上保安庁か
ら午後の海は荒れるとの予報の
中で遠泳のサポート」など、感
慨深い話ばかりだった。
・恐怖の飛び込みは中止に
講演後、潮の引いた浜辺を岩
づたいに歩き、こわごわ飛び込
んだ犬ヶ崎を、今度は下から見
る。ちなみに、数年前から犬ヶ
崎の飛び込みは、足下が崩れて
しまったので中止になっている
そうだ。帰りはちょっと登って
観海亭へ。15 歳の夏にこの浜

で泳ぎ、飛び込み、遠泳をした
のだなあと守谷の浜を振り返る
…、トンネルを抜けたらいっと
きのワープ終了。
真夏の太陽の日差しで、現実
に戻る。昼は恒例のバーベキュ
ーを食し、かつ飲む。久しぶり
の暑さにビールなどの飲み物は
大売れで、大量に追加注文した
ようだ。（高 10・沢田知子、
高 13・福岡煇城）

浜の変わり様にびっくり浜の変わり様にびっくり
至大荘懇親会	５人家族が２組参加

集義寮を新築
梅雨明け宣言のまだ出ない７
月27日（日）、昨年秋の台風
で壊れた集義寮の新築落成式に
菊友会から坂上、若松両理事が
出席した。前日までは曇り空で
寒いほどの天気が一変、真夏の
太陽が照りつける夏模様となっ
た。落成式の行われた午後５時
半には新築なった集義寮（写真）

の前途を祝福するような涼しい
風も吹いてきた。落成式には九
段高校の佐藤校長、岡田事務長、
先生方を初め水泳部ＯＢなど学
校関係者、内田ＰＴＡ会長など
の他、建築に携わった方々が出
席した。続いて、本年度の寮開
きが養気閣で勝浦市教育長、守
谷区長、地元の関係者を交えて
行われた。（高10・坂上宗男）

コンペには 22 人参加
８月 23 日、恒例の至大荘ゴ
ルフコンペが勝浦東急ゴルフコ
ースにおいて、高８回から高
12 回まで総勢 22 名によって
開催された。コースは丘陵地帯
とはいえフラットでメンテも良
くキャディなしのカートでプレ
ーした。今年一番の暑さにもか
かわらず気持ちよくゴルフを楽
しむことが出来た。
プレー終了後、場所を 48 年

ぶりの懐かしの至大荘へ移動し
た。宴会が始まるまでの間、各
自海水浴をしたり、散歩をした
りして昔の至大荘生活をしのん
だ。
優勝は新ペリア方式で高８回
の高橋卓志（N70.6）、２位は
高７回の西脇修 (N74.0)、３位
は高９回の三上尚 (N74.2) の各
氏で、懇親会の席上表彰式が行
われた。

（高８・高橋卓志）
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好天に恵まれた 10月４日、
千代田区・永田町の星陵会館で、
第11回東京校歌祭が開催され
た。会場入り口ロビーに各校の
受付が並ぶ。今年の参加校は都
立のみの19校。わが母校から
は一番乗りの大谷木英夫氏（中
11）、仕掛け人の本浄暢久氏（中
21）、バンコクから戻ってきた
ばかりの市川宏生氏（高２）ら
菊友会員 14人（中 5人、高 9
人）が参加。さらに小森音楽教
諭と、現役音楽部メンバー 22
人も駆け付けてくれた。
定刻の午後２時 40 分、舞
台上段にＯＢメンバーが菊友
会の紫の旗を、下段上手に

「第一東京市立中学校」の大の
ぼりを斉藤喜将氏（高38）が、
下手に「都立九段高等学校」
の大のぼりを藤平昭仁氏（高

41）が立ち上げ、中央に音楽部
の面々が並んだ。
学校紹介のアナウンスに続
き、関口正子さん（高 26）の
ピアノ伴奏で校歌を２番まで熱
唱。続いて至大荘歌を３番ま
で、太鼓の音頭と会場の手拍子
に、リラックスして歌い上げ

た。現役が多数出演しているの
は九段だけ。他校のうらやむこ
としきりであった。（校歌祭実
行委員　高12・小川恵亮）

「胸が高鳴ります」
参加した先輩から感想文

校歌祭に参加された中17回
の中澤忠光さんから次のような
感想が寄せられました。
「昨年初めて出席して感激を
味わってから、今年で２度目の
出席です。我が母校だけが、現
役の音楽部の生徒が二十数名も
参加し、他校をうらやまがらせ
ました。卒業から58年が過ぎ
ても、大きな声で校歌を歌うと、
いつも胸が熱くなり、高鳴りま
す。すばらしい歌詞の通り、険
しき山を乗り越えた誇りと九段
魂を学んだ日々が蘇えります」

高らかに「波どうどうと……」
校歌祭に響く太鼓と至大荘歌

校歌祭に集まった現役の音楽部員たちと記念撮影

★ 中 ９ 回 Ｂ 組　秋の「蹴才
会」（昭和 12年市立一中第９
回卒業Ｂ組）は、蕎麦和食の会
場、カレッタ汐留店「九段一茶
庵」で10月 23日 12時から開
かれた。伊東正一、大智経之、
犬山から岡廣、佐久間正之、下
元進助、高畠恒貞、熱海から増
田広直、富永利久、中村達夫、
永原久高、村井一雄の 11名が
出席し、近況報告をにぎやかに
行った。また、岡君から特技の
版画を各人に提供、そのできば
えに一同感嘆。高畠君のアメリ
カのスタンプ帳の回覧に、一同
感心。歓談は同じ 46階の喫茶
店でも続き、３時半に解散。
（中９・佐久間正之、下元進助）

★中 15 回Ｃ組　「尚和会」
（中15回Ｃ組）は卒業以来満

60年になりました。会員の遠藤
英也君がこの春、勲３等旭日章
の受章に輝かれたので、祝賀を
兼ねて平成15年７月23日に開
かれました。場所は神楽坂のう
どん会席「鳥茶屋」。市立一中
時代に戻って楽しいひとときで
した。我々が卒業したのは昭和
18年３月ですが、その７月に府
と合併して東京都になったので
すから、最後の市立一中生だっ
たのですね。参加者は伊藤、遠
藤、大塚、加賀谷、蒲田、○河
田、○河野、久津、武田、中島、
永田、畑、平野、溝口、水谷、
吉村の16名。○印は幹事。

★高 24 回６組（写真）　平
成 15 年５月３日、高校 24 回
卒６組のクラス会を新宿のセン
チュリー・ハイアット東京で開

きました。
当日は片瓜先生（現都立広尾
高校）をはじめ、卒業以来 31
年ぶり再会の鈴木崇正くん、遠
く福岡から中川俊道くん、西宮
から馬場（小林）みどりさんが
かけつけました。また、30 年
ぶりに山形から東京に戻ってき
た斉藤英和・かほる（島田）夫
妻等々、女性５名、男性 15 名
の仲間が出席、近況を語らい、

楽しいひとときでした。
一次会はもとより二次会、三
次会と同じホテル内で会場を変
えて、旧交を暖めた次第です。
なお、センチュリー・ハイアッ
ト東京では、後輩である大平雅
幸さん（高 26）にたいへんお
世話になりました。
次回は３年後に片瓜先生の定
年祝いをかねて盛大に行う予定
です。　　　（高24・玉木茂）

元気に和やかに　クラス会も盛んです

菊友囲碁では 10 月 19 日、
東京駅南口住友生命ビルＢ１に
ある「いずみ囲碁ジャパン」で
秋季大会を行ないました。
参加者は、旧職員の武井先生
以下、中 12・堀先輩から高 18
小泉氏まで 23名。
中学・高校の垣根を越えての
熱戦の結果、優勝は中 15 の高
橋久生氏、準優勝は高９の稲垣
甫氏でした。
５時30分に表彰式が終わり、
近くの「魚民」で懇親会。話題
は、初参加で準優勝の稲垣氏を

称えるのを始まりとして、当然
のことながら九段高校の行方が
中心でした。（高11・岡本毅）

優勝は松岡さん	（高31）
★菊友ゴルフ

11 月 28 日、多摩カントリ
ークラブに女性 6 名を含む総
勢 29 名の参加のもと、第 37
回菊友ゴルフ会が開催された。
当日の天気予報は雨、しかし
降らずに済み、日頃の行いの良
さのためと一同自画自賛したの
であった。

優勝は高31回の松岡浩司氏。
（高 4・	鍛冶利秀）

　
高９回組が雪辱

★高８・９対抗ゴルフ
第２回高８対高９ゴルフ対抗
戦が11月11日、石坂ゴルフ場
に23名の	猛者と、ゲストとし
て高７の三井貞義夫妻を迎えて
開催された。優勝はペリア方式
で、高８中山賢太郎（N64.8）、
２位高８小林勝男（N68）、３
位高９岩田有（N71）の各氏。
対抗戦は、見事高９が前回の
雪辱を果たした。
（高８・岡本、高９・尾羽澤）

６人で昼食会
★九段如水会

九段如水会（東商大、一橋大）
は７月８日、千代田区一ツ橋・
如水会館の17階クラブで昼食会
を開いた。出席者は新井隆（中
８回）、中村達夫（中９回）、
下元進助（中９回）、今城英男（中
11回）、高野均治（中15回）、
岩城悦子（高19回）の６名。
九段高校の平成 18 年よりの
千代田区への移譲問題の話、中
村氏より九段如水会の名簿を手
分けして完成することなどを約
して散会した。

（中 15・高野均治）

年代超えて黒・白の争い　★菊友囲碁会
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伝統がつなぐ年齢差
髙野菊友会会長

この１年半は移譲問題に振り
回された。まだ終わらない。こ
れからまだ詰めなければならな
い問題もある。７月以降は千代
田区の学校評議会、基本計画検
討委員会、九段高校移譲協議会
が発足し、菊友会と学校と都教
委、千代田区が合意した九段の
伝統を維持し、発展させるため
の諸点をいま詰めているところ
である。
さて、本日お集まりの最長老
の方と最年少の方との年齢差
67 歳。元お嬢さまと現お嬢さ
まの年齢差は 58 歳。おじいち
ゃん、おばあちゃんとお孫さん
の世界だが、違和感もなく一同
に会することができるのは、九
段の伝統が脈々と受け継がれて
いる証だと思う。やはり共通点
があるということが明るさを保
っているのだと思う。東京會舘
の料理を食べながら旧交を温め
ていただきたい。また来年会い
ましょう。

心強いご支援に感謝
佐藤九段高校校長

この３年間、鈴木前会長、髙
野会長はじめ理事の方々にはた
いへんお世話になった。初顔合
わせで同窓会は学校にどんな姿
勢を持てばいいのかという質問

があった。学校をよく知ってい
ただき、学校の方針を理解して
方向を探って行くことが大事で
はないかと申し上げたことが結
局は昨年、大きな力添えをいた
だくことになった。同窓会の心
強いご支援をいただいたおかげ
で大きな変わり目をしっかりと
つないで行く役割を果たせつつ
あるかな、と実感する今日この
頃です。
生徒たちは今、活躍の芽を育
てており、これを先輩の方々が
大きく育てて頂きたい。

高きを超えて進まん
鈴木前菊友会会長

移譲問題では同窓会、学校、
ＰＴＡ、生徒、いろいろな意見
があるが、母校について問題意
識を持ってあらためて考えた。
このことが	今後の大きな力に
なると感じた。心ならずも行政
的には移譲が決まったが、伝統
を正しく継承するのは関係者の
自発的な努力がベースになる
と思う。校歌に伝統が表れてい
る。中でも「如何にけわしき道
のありとも、いよいよ高きを越
えて進まん」、これこそ母校の
バックボーンと思う。この思い
で校歌を歌いたい。

ユニークな伝統
橋本第 12 代会長

母校の前身は第一東京市立中
学校。この「第一」は初代の
成田千里校長が命名した。今
の日比谷高校は東京府立第一中
学校。以下全部府立が先にあっ
た。わが母校はどうしても「第
一」を先にしろ、ということに
なった。どういう分野でも第一
になれという趣旨だ。中学校で
帽子の白線は他にどこもなかっ
た。２本あるのは旧制の高等学
校。目立つようになれとの考え
だった。服装はネクタイ。スマ
ートでしゃれていると思ってい
たら、１、２年生は大きなラン

ドセルを背負わされた。恥ずか
しかったが絶対だった。夏は麦
わら帽子だった。古い人に聞く
と初めの頃は靴が赤かったとい
う。わが母校はユニークな伝統
のある学校なのだ。

今後も学校とともに
内田ＰＴＡ会長

昨年度からＰＴＡ内に移譲協
議部を立ち上げ、髙野会長をは
じめ６人の方に部会に出席して
いただき、移行の状況を部員に
細かに説明してもらった。皆さ
まのご活躍を初めて知ったわけ
だ。これからもＰＴＡに顔を出
していただきたい。ＰＴＡは
学校とともにがんばって行きた
い。

菊友会大会に福引き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）	文明堂カステラ	 ６本
吉田　忠男	 （中 16）	ボルドー赤ワイン	 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セット
内田　栄一	 （高８）	 神田「ふな亀」ペアご招待券	 ５組
岡本　芳雄	 （高８）	 パーカーボールペン	 １本
田島　京子	 （高９）	 焼酎「百年の孤独」	 １本
若松　礼子	 （高 10）	飛鳥オリジナルグッズ	 １組
有　		志	 （高 10）	至大荘絵はがき・手ぬぐい	 18 組
谷　　政子	 （高 11）	トートバッグ	 ２個
相原　　學	 （高 39）	オーストリア		記念切手	 １組

各学年の同期会やクラス会、
あるいはクラブ活動ＯＢ会の幹
事の皆さん、次回の会を菊友会
大会と兼ねて開きませんか。
菊友会大会は年々参加者が少
しずつ増えていますが、参加者
からいただく会費だけで大会費

用をまかなうには程遠い現状で
す。支出をさらに絞り込み、乏
しい菊友会財政からの補填を減
らすことも必要ですが、参加者
を増やすことで会費収入を増や
すことが一番と考えます。
例年 10 月や 11 月は同期会

やＯＢ会の開催も多いので、菊
友会大会には参加しにくいとの
声をたびたび耳にします。そこ
で、各種の会合を菊友会大会と
兼ねて開いてはいかがでしょう
か。
平成 16 年度の菊友会大会の
詳細は未定ですが、10 月 23
日（土）午後５時から、東京・
丸の内の東京會舘で開催するこ
とにしています。これに合わせ
て各種会合を開いていただきた
く、日時と会場を先に決めた次

第です。
東京會舘は料理や広々として
優雅な内装が好評で、東京駅に
近くて交通の便もよく、同期会
やＯＢ会には最適の場所です。
会場には卒業年次別、あるい
はサークル別のテーブルも用意
しますので、昔の仲間たちと近
況を報告しあい、旧交を暖める
こともできると思います。大会
参加者を増やすため、ご協力よ
ろしくお願いします。

菊友会理事会

菊友会大会に合わせて
同期会やＯＢ会を開こう
16 年度は 10 月 23 日 ( 土 ) 東京會舘で
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菊友会大会でのあいさつから

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 氏家　武 中８ 中崎　弘元 中 21 清水　孝祐
旧職員 石丸　午朗 中８ 渡邊　高之助 高２ 太田　伴四郎
中１ 芦澤　昌道 中９ 黒川　和男 高３ 石田　千秋
中２ 鳥原　正憲 中９ 田原　眞一 高３ 磯部　德治
中２ 藤田　重孝 中９ 月光　致瑠 高３ 小笠原　弘泰
中４ 石川　正夫 中９ 平野　保明 高３ 岡部　光成
中４ 岡村　信一郎 中 11 田辺　信治 高３ 舩﨑　鋭一
中４ 黒部　荘一郎 中 12 岡村　雄一 高４ 荻野　芳朗
中５ 櫻井　忠夫 中 12 中澤　政男 高６ 臼田　源一
中６ 大橋　進 中 15 井上　滋 高６ 堀江　堂道
中６ 金盛　耕平 中 15 石井　健祐 高６ 美濱　勝久
中７ 塚越　德藏 中 15 渋井　俊一 高８ 加藤　千尋
中７ 船津　雄二 中 16 楠山　正良 高 11 北堀　立平
中７ 堀田　正夫 中 16 柴田　陽三 高 11 林道　好代
中７ 和田　愿 中 16 吉松　正高 高 13 小田島　徹夫
中８ 坂本　英一 中 17 藤枝　榮三 高 14 田邊　佐知子
中８ 杉村　暁秀 中 18 石山　丈夫 高 35 伊東　真希
中８ 鈴木　廣雄 中 20 名古屋　章 高 36 扇谷　尚良

	第 71 号７面「ご
冥福をお祈り申し上げます」の
欄に中 18 回の植草正雄さんの
お名前を掲載しましたが、植草
さんはご健勝でいらっしゃいま
す。この欄から植草さんのお名
前を削除するとともに、植草さ
んをはじめご家族、ご友人の皆
さまにご迷惑をおかけしたこと
を心よりお詫び申し上げます。
この誤りは事務局内の事務的
な手違いによるもので、このよ
うなことを２度と起こさないよ
う、理事会として深く反省する
とともに、事務局内の態勢を整
えた次第です。申し訳ありませ
んでした。　菊友会広報委員会

おわび

名古屋　章さんを悼む
俳優・名古屋章さん（中 20）
は平成 15 年６月 24 日、肺炎
のため72歳で亡くなられた。

もう一度共演したかった

多芸多才、誇れる兄貴だった

思 え ば 16
歳、高校１年の
時からのつきあ
いだった。ＮＨ
Ｋの放送劇団に
入ってからも、

君は毎月、あの九段の地下室に
あった演劇部の部室にやってき
た。リーゼントの髪にした時、
ラバソールの靴を買った時、は
じめて背広をＮＨＫの厚生会で
買った時も、さっそうと現れた。
もう54年も前の話なんだね。
「今まで仕事をことわったこ
とがないのが自慢だったが、今
後は分にあった仕事を少しずつ
しながら、少しでも楽しき事に
出会えるよう頑張ってゆくよ、
アーちゃん一緒に楽しく生きよ
うね」なんて快気祝いの手紙を
くれたばかりなのに。

生涯たった一度、劇団雲で共
演した「毒薬と老嬢」の２人の
大泥棒コンビは大好評だった。
病室であれもう一度やろうか、
なんていっていたのに。　

先日、役者にならなかった
ら、絵かきになっていたといつ
もいっていた君の作品展を君の
地元の西荻でやったよ。奥さん
を描いたダンスの絵、愛情いっ
ぱいだったよ。どうか三途の川
の手前で、油絵でも描きながら
待っていてくれよ。

（高３・渥美国泰）

兄貴は新聞、テレビで「いぶ
し銀のような」、「存在感のあ
る」、「温かみのある」、「演
劇青年」、「名脇役」などたく
さんの賛辞を頂戴し、惜しまれ
て亡くなったのだと知った。し
かしまだ幾つかの舞台の仕事が
予定されていたのに、それを果
たせずさぞ無念な思いであった
ろうと思う。
昭和20年夏に疎開先から戻
り、家が近かった旧制九段中学
へ入った。私が昭和29年に同

じ九段高校に入ったときに、図
画の「チョーク」、英語の「キ
ャベツ」、歴史の「カミナリ」
とか先生のあだ名を教えてくれ
た。もう一つ兄貴と私の九段の
つながりは、白の６尺褌を引き
継いだったことだろうか。当時、
水泳の時間は男子は全員白か赤
の褌がユニフォームであり、６、
７年前に兄貴が使った白褌がな
ぜか家に残っていた。兄貴はす
でに演劇には猛烈に入れ込んで
いたようだ。秋の文化祭のころ

が一番元気だったように思う。
中学時代の兄貴は演劇に情熱
を注いでいた。後年母が話して
いたエピソードがある。ある日、
担任の小川先生（数学）が我が
家を訪れ、「お宅の章くんは近
頃学校に来ませんが、どうした
のですか」。母は「いえ、毎朝
お弁当を持って家を出て行きま
す」。その晩父親の詰問に「授
業がつまらないので、昼間は靖
国神社の境内や千鳥ヶ淵の土手
で寝そべって時間をつぶし、放
課後３時頃、演劇部に“登校”し
ていた」と白状したそうだ。
中学を卒業するころになって
「これからは大学ぐらい出てお
け」という父親に、兄貴は「自
分は役者になりたい。役者に大
学教育は不要だと主張して、激
しく言い争っていたシーンを覚
えている。ところがちょうど、
ＮＨＫが放送劇団の団員を募集
していて、それに応募し、合格
して円満な決着を見た。
兄弟姉妹の４人の中でいろい
ろな才能が兄貴一人に集中して
いたように思える。とりわけ絵
は好きでよく描いていた。読書
好きで文章も上手かった。何よ
りも、あの混乱の時代に先行き
不透明な仕事を自分の進路とし
てはっきり意識し、心配し反対
する親たちを説き伏せて、信じ
た道を一筋に突き進んだ兄貴に
はいつも敬意を抱いていた。正
月に兄弟姉妹や家族が集まると
き、おもしろおかしく身振りも
入れて世間話をする兄貴は、目
の前で一人芝居を見るようで実
に楽しかった。兄貴と共有した
日々を誇りに思い、忘れがたい。

（高９・名古屋利彦）

平成 15 年 10 月８日、九段
高校進路部主催による高４回	
木村	利人氏 ( 早稲田大学人間
科学部教授 ) の進路講演会が保
護者・在校生を対象に開催され
た。
木村氏は「幸せなら手を叩こ
う ｣の作詞者であるとともに、
日本におけるバイオ ･エシック
ス ( 生命倫理 ) 研究の草分けと
いう極めてユニークな業績を有
する大先輩である。

冒頭 ｢皆さん 20 世紀の代表
的な発明はなんだと思います
か ｣、木村氏は、緊張する生徒
たちに問いかける。それも生徒
達の中に入って行き同じ目線で
対話する。「ＩＴ」「核」｢ゲ
ノム ｣そして ｢宇宙開発 ｣、在
校生も話に引き込まれ、考えな
がら発言してゆく。
在校生も、木村氏に対し ｢先
生のいう命とは何ですか」と実
に元気に問いかけていた。この

「命とは何ですか ｣という問い
かけは、生命倫理の中心的なテ
ーマである。
「私が考える命というのは、
自分のことは自分で決めて生き
てゆくことなのです。人生は一
度限りです。どうか皆さん自分
のしたいことをしてください。
それが幸せな人生なのです」木
村氏はその問いかけにこう答え
ている。
また、自身の体験から大学に
は何をしたいかを決めてから進
学してほしいこと。さらに人と
人との出会いというものが、人
生においていかに大切である

か、を丁寧に説いた。
短いながらも在校生が先輩か
ら学問の真髄をじかに学ぶ貴重
な機会だった。

幸せなら態度で示す人生を
高４回の木村利人早大教授が母校で講演
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平成 15 年度の菊友会大会は
10 月 18 日、東京・丸の内の
東京會舘ローズルームで開か
れ、恩師や九段高校の校長、教
頭らを含め210人が参加した。
卒業年次やクラブごとに設けら
れたテーブルでは久し振りに再
会した旧友同士で昔話に花が咲
き、交流の輪が広がった。卒
業生は 197 人だったが、高 30
回以降の会員は 16 人。若い会
員の参加を増やすことが課題と
して残された。（２面に関係記
事を掲載しました）

大会は午後５時、尾羽澤正敏
理事長 ( 高９) が「来年は母校
の 80 周年。３年後の平成 18
年には千代田区立の中高一貫教
育校に生まれ変わる。しかし、
80 年間に培われた伝統と至大
至剛の九段魂は永遠です」と力
強く開会宣言。大会実行委員長
である坂上宗男理事 ( 高 10) の
あいさつ、総合司会の高橋直
人理事 ( 高 14) が豆の研究家と
して知られる講師の高４回・吉

田よし子さんを紹介。「野菜物
語」と題する講演が始まった。
講演はキャベツが西洋から日
本に持ち込まれた経緯、日本人
はキャベツを観賞用の｢葉牡丹
｣として品種改良していったこ
となど、野菜にまつわる「ヘエ
ー」という話題から始まった。
野菜と蔬菜の区別、野菜に対す
る日本人の繊細さ、太陽エネ
ルギーの利用方法と人口問題ま
で、野菜を通じた文明論にまた

がる楽しい講演に、会員からは
｢なるほど ｣の声が出た約１時
間の講演だった。

パーティーは午後６時過ぎか
ら平林峯夫さん ( 中 14) の司会
で始まり、主催者を代表して髙
野光正会長 ( 高４) がこの日出
席された５人の恩師や九段高校
の佐藤校長、ＰＴＡ関係者を紹
介、「移譲問題に振り回された
１年半だった。これから九段高
校の伝統を維持・発展させる方
策を詰めて行く。本日はおじい
ちゃん、おばあちゃんからお孫
さんの世代まで違和感もなく一
同に集まれるのは九段高校の伝
統が脈々と受け継がれているか
らだと思う」と述べた。
来賓の佐藤美穂校長、内田早
月ＰＴＡ会長があいさつ。
続いてこの日出席された歴代
会長、12代の橋本政雄さん（中
13）、13代の小坂修康さん（中
14）、14代の鍛冶利秀さん（高
５）、15 代の百地健さん（高
５）、17代の鈴木謙一さん（中
21）が紹介された。乾杯の発

声は橋本さん。全員起立して声
高らかに乾杯した。

７時過ぎから今年の大会の目
玉「ディナーショー」。高５回
卒業の土屋康子さんが「サン・
トワ・マミー」、「ろくでなし」、
「愛の讃歌」などおなじみのシ
ャンソンを歌い、東京會舘に美
しく伸びやかな歌声が流れた。
続いて福引。ことしは 14 人
から 60 点を超す景品の提供が
あり、出席者のほぼ３人に１人
に当たる。林昤子理事 ( 高 10)
の進行で片岡副会長 ( 高５)、
宮島副会長 (高７)がくじ引き、
豪華な景品と当選者の名前を呼
び上げるたびに会場には歓声と
ため息が流れ、景品を手渡す理
事たちが会場を走り回った。
最後は校歌と至大荘歌の斉
唱。全員起立し、本間研一さん
( 高 11) のリード、本間さんの
同期の女性たち７人も壇上に上
り、思い出が詰まった懐かしい
歌を歌い、宮島副会長が理事全
員を紹介して閉会宣言、来年の
再会を約してお開きとなった。

あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す

菊友会大会に 210 人参加
シャンソンに拍手、福引に歓声
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平成 15 年度維持会費	
	 中 1		 ～	高 50回　¥3,000
	 高 51	～	高 55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、個人コード
（会報の宛名シールに記載されている番号）を明記の上、お近
くの郵便局からお振り込みください。なお、高51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

９月27日、九段祭に行って
きました。受付をしようとホー
ルに入った途端「わーぁ、わぁ
ー」というＰＲ合戦に圧倒され
てしまいました。ダンス、吹奏
楽、クラス単位の演劇といろい
ろと観ましたが、前評判が高く、
予約券まで出たのが水泳部の
「ウォーターボーイズ」。今年
度のトップオブ九段に選ばれま
した。演技を失敗しても「もう
一度、やります！」と悪びれず
やり直すところが、若さか、九
段精神か…。でも、一生懸命楽
しんでもらおうという気持ちが

現れていて好感が持てました。
今の九段祭は、全クラス演
劇というのが参加原則だそうで
す。昔の文化祭の中心だった美
術部、天文部、生物部などの文
化系は有志団体として参加して
います。また、今年度から２学
期制になったので、前期試験後
に演劇中心にクラス全体で作る
のは、大変だったろうと思いま
すが、それを何とかまとめ上げ
るところが「九段」らしく素晴
らしいと思いました。後輩が一
生懸命、何かを作っている姿を
見ると励まされます。皆さんも
九段祭を是非、見に行って下さ
い。　　　　　　　　　（沢田）

◆	理事会便り	◆
	････････6 月	････････

・一星会（天文部OB会）へ菊
友会事務局を条件付き、契約書
を交わして貸す事とした。
・第１回千代田区立中等学校評
議会が千代田区役所で６月 10
日開催された。菊友会から髙野
会長が出席、学校評議委員を委
嘱された。
・事務所移転候補物件を再度検
討する。
	････････7 月	････････

・高５回生の卒業 50 周年記念
同期会に祝い金５万円を持っ
て、髙野会長、宮島副会長、尾
羽澤理事長、坂上理事が出席。
・事務所の移転。６月 24 日に
昭栄ビル２階へ引越し。
・来年は九段高校80周年だが、
記念行事は千代田区立中高一貫
校に生まれ変わる平成 18 年に
行いたいとの学校の方針に同窓
会も同調する。法人九段は千代
田区への移譲までに、財団法人
への変更を検討する。
・会報 71 号の「逝去欄」に誤
報があり、同じ過ちを繰り返さ
ないよう反省するとともに、こ

の欄の原稿は名簿委員会の確認
を経て掲載するとのルールを確
認。
・九段ネットの掲示板書き込み
について、品位を汚すもの、他
人を誹謗するもの、無用の誤
解、動揺を与える様な記事につ
いては削除する。
	････････8 月	････････

・菊友会大会での講演を高４回
吉田よし子さん、アトラクショ
ンを高５回土屋康子さんに依頼
することを決定。
・至大荘集義寮の落成式が７月
27 日行われ、坂上、若松の両
理事が出席。
・至大荘行事について分担や運
営方法を打ち合わせ。
・千代田区の第２回中等教育
学校評議会が７月 18 日に開か
れ、髙野会長が出席、宮島副会
長、岡田副理事長、坂上理事も
傍聴。都教育委に対し千代田区
立中等学校への積極的関与を依
頼。
	････････9 月	････････

・至大荘行事の報告と反省。
・事務局のパソコンのインター
ネット回線を９月中に ADSL に

切り替える。
	･･･････ 10 月	･･･････

・９月 19 日に菊友大会準備会
を開催。
・10 月８日九段高校進路講演
会に木村利人さん（高４）が講
演、菊友会から尾羽澤理事長、
坂上理事、長理事が出席。
・菊友会大会の進行、役割分担
を最終決定。
	･･･････ 11 月	･･･････

・事務局員の平山光世さんが２
月末で退任される予定。その後

任をホームページで募集する。
・12 月の九段高校の健康週間
イベントに同窓会として協力す
ることを申し合わせ。
・維持会費の増収を図るため、
理事会内に委員会を設置するこ
とを検討する。
・菊友会大会について報告と反
省。大会の講師・吉田よし子さ
んの著書が会場で多数売れた。
・各学年の評議員の欠員や変更
を事務局に届けるよう促す方
針。

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

編 集 後 記
都立九段高校と千代田区立九
段中学校が合体して発足する千
代田区の中高一貫教育校は、平
成18年春の開校に向けて具体
的な開設準備が始まった。まず、
学校運営の基本的事項を協議す
る千代田区の「学校評議会」が
平成15年６月10日と７月18
日に開かれ、続いて九段高校の
伝統継承の方法や教育課程を検
討する「基本計画検討委員会」
もすでに３回開かれている。

学校評議会ではかなり高度な
教育論議が展開され、委員とし
て出席した菊友会の髙野会長は
「東京都とも連携をとってほし
い。マニュアルのような教育で
は応用がきかない。基礎教育を
充実させ、外国語と同時に正し
い日本語教育にも力をいれてほ
しい」などと意見を述べた。
学校評議会の議事録は千代田
区のホームページで公開されて
います。アドレスは次の通り。

髙野会長、評議会で意見表明
千代田区立中等学校、開設準備始まる

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/tokusyu/chuugaku/hyogikai/hyogikai.htm

● 古いメールアドレス（kikuyukai@nifty.com）はお使いになれません。

ピンチです	菊友会財政
払ってください	維持会費

維持会費の卒業回数別納入状況 ( 平成 15 年 11 月末現在 )
卒業
回数

納入者数
（会員数）

卒業
回数

納入者数
（会員数）

卒業
回数

納入者数
（会員数）

卒業
回数

納入者数
（会員数）

中	1 	 1(	 75) 中 21 	 1(	 21) 高 18 	31(	406) 高 38 	 8(	376)
中	2	 	 3(	 58) 併設 1 	 1(	 34) 高 19 	27(	393) 高 39 	13(	386)
中３ 	 1(	 53) 併設 2 	 0(	 45) 高 20 	24(	401) 高 40 	13(	385)
中４ 	 7(	 55) 高 1 	15(	109) 高 21 	21(	386) 高 41 	 8(	385)
中 5 	 7(	 70) 高 2 	35(	207) 高 22 	21(	377) 高 42 	 5(	385)
中 6 	 7(	 81) 高３ 	49(	253) 高 23 	26(	382) 高 43 	 7(	421)
中 7 	 8(	102) 高４ 	56(	300) 高 24 	24(	377) 高 44 	12(	381)
中 8 	14(	 77) 高５ 	67(	358) 高 25 	30(	374) 高 45 	 8(	355)
中 9 	22(	 84) 高６ 	58(	322) 高 26 	19(	364) 高 46 	 6(	337)
中 10 	17(	 83) 高７ 	66(	324) 高 27 	25(	352) 高 47 	 8(	285)
中 11 	26(	100) 高８ 	54(	323) 高 28 	14(	361) 高 48 	 4(	286)
中 12 	26(	110) 高９ 	75(	324) 高 29 	22(	355) 高 49 	 4(	292)
中 13 	36(	123) 高 10 	62(	355) 高 30 	25(	362) 高 50 	10(	295)
中 14 	41(	152) 高 11 	49(	340) 高 31 	22(	355) 高 51 	10(	276)
中 15 	36(	145) 高 12 	50(	346) 高 32 	17(	360) 高 52 	28(	280)
中 16 	29(	148) 高 13 	52(	331) 高 33 	15(	364) 高 53 	 9(	278)
中 17 	45(	147) 高 14 	45(	341) 高 34 	17(	353) 高 54 	12(	280)
中 18 	32(	146) 高 15 	18(	343) 高 35 	18(	372) 高 55 	36(	283)
中 19 	23(	154) 高 16 	17(	333) 高 36 	12(	371)
中 20 	 9(	 66) 高 17 	25(	337) 高 37 	 8(	353)

菊友会は会員のみなさま方か
らの維持会費で運営されていま
す。平成 14 年度は当初見込ん
だ会費収入 800 万円に対し、
実績はやや届かぬ 792 万円で
した。今年度は運営の充実を図

るため、維持会費の収入目標を
850 万円と設定して予算を編
成しました。ところが、11 月
末現在、524万 4000円にすぎ
ません。これは目標の 61.7％
で、このままでは大幅な赤字決

算にならざるを得ません。
維持会費の卒業回別納入状況
は別表の通りです。母校創立
以来の卒業生から逝去された
方や所在不明者を除いた会員数
は１万 5865 人。このうち維持
会費を納入されている会員は
1804 人、全体の 11.4％です。
菊友会は九段高校の卒業生た
ちが集まって作った組織であ

り、あくまでも任意団体ですか
ら、維持会費の納入は義務では
なく、自発的に納入された会費
で運営するのが原則です。しか
し、会員の９割近くが会費を納
めていないというのは異常では
ないでしょうか。
平成 14 年から母校が都立か
ら千代田区立に移行するという
問題が発生し、会員の皆さまか
ら母校愛に根ざした議論が巻き
起こりました。菊友会財政の窮
状をご理解いただき、母校を愛
する気持ちで維持会費を納入さ
れるよう切にお願い申し上げる
次第です。											菊友会理事会




