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(1)菊友会報　第103号

桜の咲くころ、九段中等教育学校の卒業
式、入学式に参加させていただいた。私た
ちの頃とは少し様子が違う。一学年が4ク
ラス、160人と少人数だ。制服も学生服、
セーラー服。中等教育学校なので、入学式
には何日か前まで小学生だった子たちがな
らんでいる。特に男の子はほんとうに幼く
見える子もいる。

ただ、式次第は昔とほとんど変わりない
（学校が千代田区立なので「千代田区歌」を
歌うところが少し違うか）。桜が毎春同じよ
うに咲くように、こうしたところでは変わ
りようがないのかなとも思う。第一東京市
立中学校、東京都立九段高校、千代田区立
九段中等教育学校とこのような式を、90回
繰り返してきたということになる。

しかし生徒の卒業後が生きた時代は大き
く変わってきた。第一東京市立中学校が創
設された1924（大正13）年は日本の本格的
な近代化が始まった時期にあたる。このこ

菊友会創設90周年を心よりお祝い申し
上げます。

今年度九段中等教育学校長を拝命いたし
ました牧野と申します。ここ九段には副校
長としてお世話になっており、７年ぶりに

校長として戻ってまいりました。菊友会の
90 周年と令和の幕開けの年に再び九段に
お世話になることに並々ならぬ御縁を感じ
る次第です。

着任に当たり、始業式において「至大至
剛」の話をしました。「『至大至剛』は本校の
校是である。校是とはその学校の根本精神
を指し、教育目標とは異なる。精神なので
実体は伴っていないが、九段の同窓生の心
には、何よりも確かなものとして存在して
いる。先輩方は人生の苦境にさらされたと
きは至大至剛の精神で立ち向かい、人生の
岐路に立ったときは至大至剛の精神に問い
かけ、決断してきた。九段生にとって至大
至剛とは、艱難にあったときに行く手を照
らしてくれる支えとなっている。しかし、
誰に対しても慈愛を発揮してくれるわけで
はなく、九段において己を十分鍛え上げた
ものにしかこの精神的支柱が据えられるこ
とはない。あなたがたは本校に入学してこ
れまで、この精神と向き合ってきたか。」

90回の繰り返し	 菊友会会長　金子 元久（高20）

菊友会創設90周年　令和へ、つなぐ！

菊友会 90周年を祝して──校長着任のご挨拶
千代田区立九段中等教育学校長　牧野　敦

一口に 90 年といっても、同窓生の多く
が同じ言葉を共有し、同じ体験を共有して
きた歴史をもつ同窓会は他に類を見ないで
しょう。卒業後何年を経て再会したとして
も、瞬時に記憶を共有できる、これが菊友
会の一番大きな特長だと思っています。

７年ぶりの九段は変わったところもたく
さんありますが、他人を思いやり切磋琢磨
する生徒の気質や、それを全力で支えよう
とする熱心な先生方が多いところは全然変
わっていません。「予測不可能な社会」と呼
ばれる現在ですが、そんな社会に機敏に対
応する力は、むしろ本校の生徒や先生方の
こういった特質や、本校の校是がもつある
種の普遍性によって培われるのではない
か。こんな思いをもって教育活動に取り組
んでいく所存です。どうぞ今後ともよろし
くお願いいたします。

ろに急速に上昇し始めた中等教育の進学率
を、「都の中央」で荷なったのが第一東京市
立中学校だった。卒業生も、日本の成長の
中枢となって活躍したことだろう。しかし
彼らはすぐに第2次大戦の惨禍に合わねば
ならなかった。

戦後の東京都立九段高校は男女共学の学
校となった。そして卒業生は、日本の復興
から高度経済成長の時代を担い、生きてい
った。ただ1990年代から日本は次第に低
成長の時代へと移行してゆく。同時に若年
人口も減少し始め、2006年に九段高校は中
等教育学校として再生することになった。
大正の創設以来、様々な曲折があったとは
いえ、基本的に成長・拡大の中を過ごして
きた日本の社会は今、新しい変化の方向を
模索している。

2019年の卒業生は、これからどのような
社会で、どのように生きていくのだろうか。

「予測不能の時代」といった言葉がよく聞か

れる。しかしそれは実は何を言ってもいな
いに等しい。その中で若者に何を伝えるべ
きか。90回の繰り返しを、100回、110回
とつなげていくなかで、卒業生の我々が彼
らに何かしてやることはあるのだろうか。
桜の下でそんなことを考えた。
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2019年度評議員会が５月18日（土）、九
段中等教育学校会議室で開催されました。

2019年度の事業計画・予算等の全議案
が承認されましたので議事録を抜粋して会
員の皆様に報告します。

議事に先立ち金子元久会長（高20）の挨

拶に続き原田忠禮理事
長（高21）を議長に選出、
議事が開始されました。
開始時出席者 18 人、委
任状45人の計63人とな
り評議員総数 123 人の
5分の１を上回り本評議
員会は成立しました。
第1 号議案　2018 年度
事業報告ならびに会計

監査・決算承認の件
事業報告の中でスタート時理事15人と

従来より少ない中で入会金・維持会費の増
収、理事会のペーパーレス化、コピー枚数
の削減など積極的に活動したとの説明があ
りました。次いで2018年度収支決算およ
び監査報告がありました。

会長　　　金子　元久　　　高20　
副会長　　楫取　能彦　　　高17
　〃　　　高橋　暁子　　　高17
監事　　　大西　正孝　　　高10
　〃　　　田島　英子　　　高20
顧問　　　髙橋　直人　　　高14
　〃　　　赤司　久雄　　　高15
　〃　　　野本　俊輔　　　高17

< 理事会・委員会 >
理事長　　原田　忠禮　　　高21
副理事長　横田　千明　　　高19
　〃　　　山﨑　幹彦　　　高21

総務企画委員会
委員長　　山﨑　幹彦（兼）　高21
理事　　　山﨑　猛　　　　高20
　〃　　　大野　和男（兼）　高21
　〃　　　村上　恭子（兼）　高21
　〃　　　伊藤　ユリア　　高24
　〃　　　高木　昭美（兼）　高24
　〃　　　内藤　恵子（兼）　高24
　〃　　　石橋　義永　　　高24
　〃　　　長門　由美子　　高25
　〃　　　青木　俊行　　　高26※
　〃　　　中井　健一　　　高27
　〃　　　伊井　希志子（兼）高27
　〃　　　小林　紀子　　　高34

広報委員会
委員長　　百束　英二　　　高25
理事　　　大野　和男　　　高21
　〃　　　村上　恭子　　　高21
　〃　　　柳川　広明　　　高24
　〃　　　赤木　恵利子　　高25
　〃　　　篠原　慎一　　　高27
　〃　　　伊井　希志子　　高27

会計委員会
委員長　　鈴木　康雄　　　高24
理事　　　内藤　恵子　　　高24

名簿委員会
委員長　　高木　昭美　　　高24

2019年度　菊友会評議員会

菊友会　2017年度実績 2018年度予実算および2019年度予算案

新年度の事業計画・予算・新任理事　承認される

2017 年度
実績

2018 年度実績 2019 年度
予算案予算　A 実績　B 予実差 A-B

収

入

維持会費 5,669,000 6,100,000 5,993,000 107,000 6,100,000
新会員入会金 495,000 500,000 420,000 80,000 500,000
菊友大会会費 793,000 800,000 630,000 170,000 850,000
至大荘懇親会会費 814,800 800,000 876,200 △ 76,200 850,000
評議員会後懇親会会費 64,000 85,000 86,000 △ 1,000 90,000
寄付金 136,345 0 44,001 △ 44,001 0
雑収入 5,810 0 31,199 △ 31,199 0
受取利息 1,293 0 1,881 △ 1,881 0

収 入 計 7,979,248 8,285,000 8,082,281 202,719 8,390,000

事

業

費

在校生・卒業生支援費 270,582 280,000 344,972 △ 64,972 300,000
菊友会大会経費 885,874 950,000 864,915 85,085 1,000,000
至大荘懇親会経費 771,011 800,000 863,776 △ 63,776 900,000
評議員会経費 137,520 140,000 178,140 △ 38,140 150,000
名簿作成・送付費 0 0 0 0 0
会報印刷・郵送費 3,254,367 3,270,000 3,095,879 174,121 3,300,000
法人九段関係費 0 0 0
ホームページ運営費 140,000 140,000 70,000 70,000 0
菊友会紹介紙作成費 0 20,000 10,255 9,745 0
校歌祭参加費 154,282 155,000 152,399 2,601 155,000
菊友会 90 周年行事費 0 0 0 0 40,000

事業費 小計 5,613,636 5,755,000 5,580,336 174,664 5,845,000

管

理

費

事務局人件費 1,470,960 1,590,000 2,003,650 △ 413,650 1,500,000
光熱費 31,082 40,000 34,957 5,043 35,000
通信費 134,371 100,000 69,952 30,048 70,000
リース費 8,683 9,000 8,683 317 9,000
パソコン関係費 206,161 70,000 83,689 △ 13,689 84,000
コピー費 94,417 180,000 188,437 △ 8,437 190,000
事務消耗品費 33,350 30,000 34,298 △ 4,298 31,000
理事会交通費 215,000 200,000 190,000 10,000 200,000
旅費交通費 30,000 30,000 15,000 15,000 30,000
振込手数料 177,588 180,000 192,942 △ 12,942 300,000
慶弔費 40,000 50,000 64,170 △ 14,170 50,000
雑費 46,468 40,000 59,966 △ 19,966 40,000

管理費 小計 2,488,080 2,519,000 2,945,744 △ 426,744 2,539,000
支 出 計 8,101,716 8,274,000 8,526,080 △ 252,080 8,384,000
収 支 差 額 △ 122,468 11,000 △ 443,799 454,799 6,000

2019 年度菊友会　役員構成

寄付金
グル―プ 高20同期会一同　20,000円 
個人 角田真一郎氏（中14）/伴野松次

郎氏（高３）/松本治氏（高21）
※ ホームページリニューアルの費用については2019年度予算とは別枠とし、内容がまとまり次第、費用見積もり

を行い理事会にて決定する。

第2 号議案　2019 年度事業計画ならびに
予算承認の件

事業計画（案）の説明の中で学校の一斉退
校日が設定されたため定例理事会が第2金
曜日の原則から外れる月があること、菊友
会行事の秋の菊友ゴルフ大会が10月から
11月に移ったとの説明がありました。予算

（案）については発送費や消費税の値上げ等
厳しい環境下ではありますが経費節減に努
めぎりぎりの予算編成を組んだことの説明
がありました。

（単位：円）

※理事・青木俊行氏は5月20日急逝されました。

ご寄付ありがとうございました。

（撮影：大野和男・高21）
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祝・合格

4月11日（木）、前日の季節外れの雪も
朝にはすっかり消え、快晴のもとでの開催

となりました。しかし強風に泣かされる一
日。ナイスショットが次々とOBゾーンへ
流されていきます。それでも同窓会ゴルフ
は楽しい、その一言につきます。

結果は（敬称略）優勝およびベスグロ　
鈴木 實（高17）、第２位および女性ベスグ
ロ 小林紀子（高34）、第３位 尾羽澤正敏

（高９）、シニアベスグロ 中川 繁（高3）。
次回は11月20日（水）「佐倉カントリー
倶楽部」（千葉県佐倉市）。皆様のご参加お
待ちしております。 

 （小林紀子・高34）

評議員会懇親会開催
評議員会終了後、会場を飯田橋の「北の味

紀行と地酒　北海道」に移し、懇親会を開
催しました。評議員14人、役員・理事23
人、新会員の中等10回のクラス委員4人、
事務局員2人の計43人が参加。原田理事長
開会挨拶に続き、懇親会参加最
年長の髙野光正氏（高４）に乾
杯のご挨拶をいただきました。
懇親会では参加評議員・役員・
理事・会員・事務局員全員が
紹介され、老若男女約70歳の
年の差を越えて楽しく「九段」
の良き伝統を継承しました。ま
た、新会員の皆さんには卒業後
の進路や将来の抱負などにつ
いて一言ずつ挨拶をしていた

だき、菊友会にフレッシュな風を吹き込ん
でもらい、終始和やかな雰囲気で進行しま
した。最後に全員で校歌・至大荘歌を合唱
し、菊友会と母校のますますの発展を祈念
して2時間超の宴会を終えました。

 （中井健一・高27）

評議員会・懇親会

大学名 現役 既卒 合計 大学名 現役 既卒 合計 大学名 現役 既卒 合計 大学名 現役 既卒 合計
茨城大学 1 1 秋田看護福祉大学 1 1 津田塾大学 3 1 4 日本体育大学 1 1
愛媛大学 2 2 岩手医科大学 2 2 4 帝京大学 1 1 2 フェリス女子学院大学 1 1 2
大阪大学 1 1 岡山理科大学 1 1 2 帝京平成大学 1 1 法政大学 23 4 27
大阪府立大学 1 1 2 学習院大学 4 1 5 東海大学 5 1 6 武蔵大学 1 1
京都大学 1 1 2 神田外語大学 1 1 東京医科大学 1 1 武蔵野大学 8 1 9
神戸大学 1 1 2 関東学院大学 2 2 東京医療保健大学 3 2 5 武蔵野美術大学 1 1
国際教養大学 1 1 2 北里大学 3 2 5 東京工芸大学 1 1 明治学院大学 3 1 4
埼玉県立大学 1 1 共立女子大学 1 1 東京歯科大学 1 1 明治大学 30 3 33
埼玉大学 1 1 杏林大学 6 3 9 東京慈恵会医科大学 2 2 立教大学 19 1 20
首都大学東京 4 1 5 慶應義塾大学 14 1 15 東京女子大学 2 2 立命館大学 4 3 7
信州大学 1 1 工学院大学 1 1 東京造形大学 2 2 早稲田大学 29 3 32
千葉大学 2 2 4 國學院大學 5 1 6 東京電機大学 1 1 私立大学計 392 64 456
筑波大学 5 5 国際医療福祉大学 4 1 5 東京都市大学 2 1 3 国際文化理容美容専門学校 1 1
東京外国語大学 3 1 4 国際武道大学 3 3 東京農業大学 3 2 5 慈恵看護専門学校 1 1
東京海洋大学 1 1 国士舘大学 1 1 東京薬科大学 2 2 東京都立広尾看護専門学校 1 1
東京藝術大学 1 1 埼玉医科大学 1 1 2 東京理科大学 25 4 29 日本外国語専門学校 1 1
東京工業大学 1 1 芝浦工業大学 17 17 同志社大学 1 1 専修学校計 4 4
東京大学 2 1 3 順天堂大学 6 2 8 東邦大学 2 1 3 國學院大學北海道短期大学部 1 1
東北大学 2 2 上智大学 13 13 東北医科薬科大学 1 1 上智大学短期大学部 1 1
名古屋大学 1 1 昭和女子大学 1 1 東洋大学 11 1 12 桐朋学園芸術短期大学 1 1
一橋大学 2 2 成蹊大学 9 9 獨協大学 3 3 短期大学計 3 3
北海道大学 2 2 成城大学 3 3 日本歯科大学 2 1 3 ジナン大学 1 1
山形大学 1 1 聖マリアンナ医科大学 1 1 2 日本社会事業大学 3 3 ハンガリー医科大学 1 1 2
横浜国立大学 2 2 専修大学 10 2 12 日本獣医生命科学大学 3 2 5 海外大学計 2 1 3

国公立大学計 40 9 49 大正大学 1 1 日本女子体育大学 1 1
青山学院大学 16 2 18 大東文化大学 2 2 日本女子大学 5 1 6
麻布大学 1 1 2 中央大学 24 4 28 日本大学 31 4 35

今春卒業した147人と既卒業者を含めた大学合格状況です。それぞれの夢に向
けて、九段中等教育学校で学んだ力を発揮し、歩まれることを願っています。

2019 年
大学合格おめでとうございます。

第3 号議案　役員人事承認の件
7人の新理事選任（案）が提案されまし

た。また報告事項として退任理事2人が報
告され理事総数は20人となりました。

議案はすべて全員賛成で承認され議事が
終了しました。
特別委員会設置報告

ホームページ（HP）改良と菊友会90周年
の2つの特別委員会を設置しました。HP改
良委員会の山﨑（猛）委員長よりHPの抜本
的改良を行い「見にくい」、「更新が遅い」な
どの会員意見を解消したいと説明がありま
した。90周年特別委員会の持田委員長から
は少ない予算案で何ができるのか相談して
いるとの説明があり会議は終了しました。
●評議員会出席者
評議員（敬称略）
髙野光正（高４）、宮島 徹（高７）、尾羽澤正
敏・羽鳥徹郎（高９）、平松正子・谷貝友康

（高12）、馬渕義彦（高13）、舩越靖彦・山田
興一（高14）、田ノ倉美保子（高15）、庄司
啓子（高17）、加藤千恵子（高18）、青木麗
子・松本茂夫（高19）、渡邊周一（高21）、
沼尾正行（高29）、平野清一（高30）、井上
昭博（高32）
役員・顧問・理事
金子元久会長（高20）、楫取能彦・高橋暁子
副会長（高17）、大西正孝監事（高10）、赤司
久雄顧問（高15）、野本俊輔顧問（高17）、
他理事16人　

会議も終わり笑顔の懇親会（撮影：高木昭美・高24）

菊友ゴルフ大会
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至大荘懇親会　8月24日（土）～25日（日）

●会場／杉並公会堂　☎ 03-3220-0401 
●開演／ 12:20（受付12:00）
●九段の出演時間／ 14:00
●懇親会／杉並公会堂地下グランサロン16:30 ～
 会費3,000円

「校歌、至大荘歌、至大荘とともに」を現役吹奏楽部部員の演
奏で歌います。

第27回東京校歌祭　10月27日（日）

90周年記念菊友会大会　10月20日（日）

菊友会大会福引景品のお願い

菊友会大会を楽しく盛り上げる福引きに景品のご提供を
よろしくお願いいたします。
事務局へのご連絡をお待ちしております。

各イベントのお申し込み・お問い合わせ
下記の方法で菊友会事務局へご連絡ください。
申し込みされた方には、後日詳細をご案内いたします。

☎ 	 03-3263-2448　 （火・金11:00 ～ 16:00）
FAX	 03-3263-1033
✉ 	kikuyukai@kudan-net.com

●場所／佐倉カントリー俱楽部
 千葉県佐倉市飯田1000　☎043-485-0311
◆申し込み締切／ 11月１日（金）
ゴルフが大好きな方、ゴルフに挑戦してみたい方、同窓の仲
間とプレーしてみませんか。お待ちしております。

第68回菊友ゴルフ大会　11月20日（水）

菊友会の仲間が年齢を超えて集う同窓会です。ク
ラス、クラブのお仲間と楽しいひとときを過ごし
ませんか。

●会場／ホテルグランドパレス ☎ 03-3264-1111
●受付／ 13:30 ～　　●開会／ 14:00
●会費／8,000円 （中等７回～10回の方は2,000円）
◆申し込み締切／９月 27 日（金）

［ 講演 ］神田尚俊（東京農工大学名誉教授）
「遺伝子の進化生物学からみた病気」
講演要旨：地球の誕生は 45 億年前、「生物」
の誕生は 35 億年前、人類の誕生は数十万年
前のアフリカです。 遺伝子の生命科学は、この
数十年で長足の進歩を遂げ、生命に対する考え方や、病気に
対する考え方が変化してきています。遺伝子 DNA の配列情
報の高速解析により、すべての生物が「共通の起源細胞」に
由来し、配列情報は生物種を越えて保存されていることも明
らかになりました。そして、現在の地球に生存する生物は、
この「起源細胞」の 35 億年にわたる「適応進化」の産物な
のです。高等生物では、有性生殖と生殖細胞の減数分裂によ
り、絶えず個体の遺伝子 DNA 配列の多様性を維持しながら、
変化する地球環境に適応して生き残ってきたのです。ヒトで
は DNA の配列情報の多様性（多型：個人差）は、個人の「体質」
などの「個性」を決め、いろいろな遺伝病の原因にもなって
います。つまり、病気になりやすい素因も「個性」の一部で
あり、生物の「適応生存」のための「進化戦略」が、多様な
体質を生じ病気の遠因となっているのです。現代では、遺伝
子診断などによって、自己の遺伝子の「個性」を把握し、病
気の予知、治療に役立てる事が可能な時代になりつつありま
す。本講演では、進化生物学からみた生命科学の成果をご紹
介します。（高17・生物部 OB）

8 月 24 日（土）現地集合　25 日（日）13:00 解散
●受付／ 15:00 ～（13:00 より入荘可能）
●会費／ 10,000 円（１泊３食付き）
 同伴の小学生～高校生 5,000 円　幼児無料
◆申し込み締切／７月 30 日（火）
懇親会、花火、星空観察、朝市散歩、バーベキューなど楽し
い企画が盛りだくさんです。友人、ご家族での参加大歓迎で
す。
24 日勝浦東急ゴルフコースでのプレゴルフ大会ご参加の方
は、申し込み時にその旨お伝えください。（費用別）

菊友会90年の歩み
1929年に第一東京市立中学同窓会とし

て発足し、1953年同窓会を改組し菊友会
として復活再建、2004年千代田区立への
移譲と大きな時代の流れに沿い、母校を支
え90周年を迎えています。広報委員会は
その歩みを顧みるため年表にまとめまし
たのでご覧ください。今後は、一中時代、
戦後復活から移譲を境にした現在まで、各
期間の出来事・活動記録をトピックス的に
記事にして伝えていきたいと考えていま
す。
1929 第一東京市立中学校同窓会発足
1934 創立10周年記念同窓会講演会
1953 菊友会に改組（同窓会の再建・復活）
1954 菊友会名簿創刊
1955 菊友会報創刊

1963 菊友会と父母会の資金で至大荘の
天寮再建

1974 菊友会として九段祭に展示参加、記
念植樹

1976 終身会費制を廃止、年会費制とする
1978 菊友会発足50周年記念総会
1979 発足50周年事業として至大荘の集

義寮改築
1980 第１回寄付講演会、以降４回実施

（生徒向け）
1982 至大荘懇親会開始
1983 菊友会旗作成。関西菊友会発足
1984 「校舎とお別れする会」を開催
1985 新哲明寮に「盡性園誌」（レリーフ）

を献額
1986 菊友ゴルフ会開始

1987 会員寄付金で「母校発祥の地記念
碑」完成

1988 菊友会発足60周年記念名簿発行
1989 初代校長・成田千里先生の胸像修復
1997 会長・理事長制開始
2001 菊友会HP開始
2002 母校の移譲案が公表され、菊友会問

題解決に乗り出す
2006 千代田区立九段中等教育学校の開

校に伴い、伝統継承ホームルーム
開始（１年生対象）

2014 菊友会報93号、４ページ増の学校
創立90周年記念号をつける。創立
90周年記念時計寄贈、手拭製作

2018 菊友会報100号、記念で２ページ増

～ 同窓の集い ～菊友会イベントに参加しよう !

［ ］

2019
年度
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後輩たちの ＂攻めの熱演” に大きな拍手
〜吹奏楽部第11 回定期演奏会

九段高校の吹奏楽部を卒部して早50年、
昔はこんな立派な会場で演奏できるとは思
いもよらず、３月21日好天の午後、「ティ
アラこうとう」の聴衆で賑わう客席に着く。

今回の曲目は吹奏楽のオリジナル曲に始
まり、クラリネット協奏曲やミュージカル、
管弦楽の名曲まで、バラエティ豊かな８曲
が並び、80人近い大編成の輝かしいブラス
サウンドを大いに楽しませてもらった。

中でも聴き応えのあったのは、米作曲家
C.T.スミスの「讃美歌による変奏曲」。部顧
問の高橋先生指揮のもと、複雑で演奏至難
な曲に部員たちは果敢に挑み、見事なアン
サンブルを聴かせてくれた。この若々しい
チャレンジ精神の成果を聴けて嬉しかった。

後輩たちは、音楽監督でOBの滝澤尚哉氏
と顧問の髙橋省司先生らのご指導のもと、
昨夏の吹奏楽コンクールでは中学と高校の
部で共に金賞受賞という快挙を遂げ、その
実力をこの場でも遺憾なく示してくれた。

なお、来年の定期演奏会は３月22日
（日）午後、板橋区立文化会館で開かれると
のこと。後輩たちの若さ漲る渾身の演奏を、
ぜひ客席でお楽しみいただきたいと思う。

 （篠原辰夫・高22）

熱気あふれる体育祭
５月17日、晴天の下に体育祭が開催され

ました。受付を済ませて、校庭に出ると、既
に保護者の方々の席は満席。応援合戦の後、
赤、青の二組で競技開始。体格の差はある
が、全力を尽くす姿に感動。途中幼稚園児も
見学に来校。君達の叫び声は、靖國神社の
木々が聞いている！その姿は、校舎が見つめ
ているぞ！皆様一度見学に。百聞は一見に如
かず。 （文・撮影：大野和男・高21）

【公益社団法人九段 だより】
本年２月15日に九段伝統のクロスカント

リーレースが盡性園で実施されました。
当法人はその様子を空からドローンによ

るビデオ撮影を企画・製作いたしました。
DVD型式でまとめてありますので同期会・ク
ラス会でご活用ください。DVD貸出の要領
については下記までお問い合わせください。
公益社団法人九段　事務局
☎ 042-377-7446  ✉ s-houjin@kudan.or.jp

60 年ぶりの尽性園クロスカントリー
２月15日に尽性園でクロスカントリー

レースがあると聞き見学に行った。私が九
段高校の時は京王多摩川駅で下車してかな
り歩いた記憶があるが、今は南武線の矢野
口駅から歩いて10分足らずで到着する。60
年ぶりの尽性園は想像を絶する変化を遂げ
ていた。雑草だらけのトラックは整地され
て野球場、サッカー場、テニスコートがあ
り、さらに宿泊も出来て室内体育館まであ
る立派な施設に生まれ変わっていた。クロ
スカントリーはスタート・ゴールを敷地の
前の土手を下りた河川敷で行われた。中高
の一貫校になったので学年で４つに分け距
離も違うレースがスタートした。私は1956
年３年生の時に優勝しているが、後に８歳

九段中等教育学校 若人の活躍 ～応援しました～

『マスコミ菊友会からのメッセージ』
菊友会90周年おめでとうございます。マ

スコミ菊友会よりお祝い申し上げます。マ
スコミ菊友会とは、新聞、出版、放送、映
画、音楽・芸能、広告、企業の広報・宣伝
などで活躍している、東京都立九段高等学
校、千代田区立九段中等教育学校のOB・OG
会。「幸せなら手をたたこう」の作詞者・木村
利人さん、作詞家・なかにし礼さん、電通
相談役・俣木盾夫さん、J-WAVE会長・斎藤
日出夫さん、読売広告社社長・藤沼大輔さ
ん、ミュージシャン・いまみちともたかさ
ん（バービーボーイズ他）、放送作家・村上
卓史さん、アナウンサー・富永美樹さん、
落語家の三遊亭ときんさん、松竹の阿部雅
人さんなど、上は高４回～下は中等８回の
現役大学生まで年の差60歳の幅の中、マス

コミマインドを持った方々が50人以上毎
年参加されています。2019年のマスコミ菊
友会は九段の前に昔からある洋館で行われ
ました。マスコミマインドを持った方々の
参加を歓迎します！（宮下英一・高31）

『関西菊友会36 年のあゆみ』　　
関西菊友会は、縁あって関西に定住され

た皆様が青春の旧交を温める事を願い、中
西賢治氏（中11）を中心とした中学卒・先輩
諸氏の熱意により、昭和58 （1983）年に発
足しました。関西菊友会総会には筑紫献門
氏（中1）を始め中学卒諸氏、名古屋・新潟・
四国からの参加者、又菊友会（東京）からは
本部役員方々の参加があるなど菊友会の絆
を実感し、特に九段中等教育学校設立時の
千代田区との対応・経緯説明には伝統の重
さを認識しました。

総会は“卒業生による講演を楽しみにし
て参加します”と好評で、総会以外にも、
家族会と称する社会見学会を開催し、お花
見・史跡を楽しみ又、竹内良夫氏（中13）、
御巫清泰氏（高5）歴代関西空港社長による
関空見学会等、家族ぐるみの親睦を６回催
しました。今日まで総会などを催す事がで
きましたのは、会員皆様のご協力と２代石
田充治（中19）、３代中村正治（高13）会長
及び長年に渡る幹事のお世話の賜物であり
ます。
『会員相互の親睦を深め』の趣旨のもと本

会継続のために、高30以降の関西在住卒業
生は菊友会事務局にご連絡ください。関西
で集える機会の提供が肝心と考えます。今
年は11月17日（日)開催です。

 （関西菊友会幹事：湯浅良男・高14)

下の弟も優勝しているのが自慢である。レ
ースも様変わりして、距離も当時は男子18
キロが今では上級クラスで10キロ、女子は
８キロが９キロになっていた。女子の距離
が昔より延びて男子と１キロしか違わない
のに時代の流れを感じた。この他お母さん
の応援があるのも嬉しいが、スチールと動
画のカメラマンのほか上空ではドローンに
よる撮影まで行われていたのには驚いた。
男女10位までの入賞者が一人ずつ名前を
呼ばれ校長から賞状を渡され、菊友会から
のメダルを理事長から首にかけてもらう表
彰式も良かった。私は１年で10位、２年で
３位、３年で優勝してもらった金銀銅のメ
ダルは大事に持っているが、今はもっと大
きく立派である。優勝した上級生に「何部」

と聞いたら陸上とサッカーとの
答え、私も陸上競技部だと云った
ら握手を求められたのは嬉しい
ハプニングだった。最後に全員で
校歌を合唱したが、学校名が変わ
っただけで歌詞はさすがに覚え
ていた。去年80歳になり動きも
鈍くなったが、孫よりも若い現役
が走る姿を見て昔を思い出し大
いに元気をもらった一日だった。

 （伊達一雄・高９）

菊友会 90 周年に寄せて

ドローンからの尽性園全景と集合した生徒（法人九段提供）



菊友会報　第103号(6)

高16　2 組と4 組の合同クラス会
２組の神田稔久氏と４組の岩上透氏が中

心となって、合同のクラス会が実現できま
した。会場は、神田氏のご配慮で東京ガス
四谷会館を利用しました。総勢34人（２組
15人、４組19人）が集まり、中には卒業以

来54年ぶりの再会の方もいました。卒業し
た年は新幹線が開通、オリンピック開催の
年で高度成長期でした。参加された全員か
ら3分で、卒業後の苦労話や思い出話、更
には近況など話してもらいました。和気あ
いあいの楽しいひと時で、あっという間の
3時間でした。最後は至大荘歌と九段校歌
を全員で合唱して会を終わりました。この
二組の合同のクラス会が高16卒業生全体
の同期会に発展して行くことを期待してい
ます。他のクラスの方からの連絡をお待ち
します。 （津田芳明）

九七・九八・九九ゴルフ対抗戦
平成13年から毎年２回行われている高

校８回生と９回生による九八・九九ゴルフ
対抗戦が、今回はメンバーを７回生に拡大
し、３学年の対抗戦として、平成 31 年４
月23日、取手国際カントリー倶楽部で開か
れ、８回生がネット77.8で優勝した。２位
は９回生、３位は７回生だった。

 （海野　暁・高９）

硬式野球部OB 会
例年どおり、野球を中心とした諸々を肴

に懇親の場を設けた。今年の話題はMLBで
大活躍した大谷翔平だった。ベーブルース
以来、100年ぶりの逸材と誰もが認めると
ころで、日本野球万歳！

九段のベーブルースといえば辺見廣明君
（後列右端）で、走攻守の内、1.9拍子を備
え、大会で大活躍した。奇跡的なランニン
グホームランを見守る甲斐義広君（中列右
端）との50年前の写真が当時の切迫した状
況を伝える。そして、甲斐君は現在も独立
リーグの公式記録員を務め、息子さんは甲

子園に出場している。ソフトバンクの甲斐
拓也はお孫さんではないそうだが、野球人
生を堪能している。井上博彰先輩（後列左
2番）の伝説的な快投、長澤修一君（前列左
端）の神宮でのノーヒット・ノーランと話題
は尽きない。

次回は2019年11月30日（土）午後１時飯
田橋沖縄料理「島」で開催。今回の参加者は
後期高齢者に届きそうな大野豊大先輩（中
列右２番）から七期に跨っている。若いOB
の参加も得て開催したい。
幹事：高橋（高20、前列右端）、文責：柳川

（高22、後列右2番）

投稿ページ ～同期会・クラス会・OB/OG会など 投稿文は一部短縮編集させて
いただきました。

2019年３月13日昼、丸の内オアゾ５Ｆ
の上海料理店ジ・オーキッドにてクラス会
を開きました。当日は13人の旧友と介添え
役の星野夫人が出席しました。昨年３月に
亡くなられた高橋義幸さんに黙祷を捧げ、
その後すでに他界された旧友のことも話題
にしながら楽しい時間を過ごしました。　

二次会はオアゾ4ＦのMaruzenのカフェ
で時間を忘れて語り合いました。

次 回 の ク ラ ス 会 は 2020 年 ３ 月 11 日
（水）に催します。正式なご案内は2020年
１月に差し上げます。今回ご都合で参加さ
れなかった方も次回はぜひいらしてくださ
い。 （小川修司）

高21回の卒業50年後同窓会が、
母校の近くのホテルグランドパレ

スにて、６月１日午後２時より参加者160
人で行われました。久しぶり具合も多様で、
50年ぶりの仲間や、クラス会などで会って
いて既に仲良くなっている仲間など、それ
ぞれが久し振りに旧交を温めあいました。

開会宣言（原田昭雄本会委員長）の前から、
皆の頭は50年前に戻ってしまっていて、お
喋り・酒飲みが勝手に始まりました。司会
者（米澤優一）の進行の声も通り難い中、予
定通り？に乾杯（原田忠禮菊友会理事長）、
恩師の近藤義郎先生（化学）のお話、校歌・
至大荘歌の合唱、交流懇談と進行し、クラ
ス毎の記念写真と挨拶では大変盛り上が

り、あっという間の２時間が過ぎてしまい
ました。閉会の言葉（門司美恵子）、一本締
めの後、名残惜しくクラス毎に二次会への
流れ解散となりました。既に鬼籍に入られ
たり、ご高齢であるために、恩師でいらっ
しゃられたのは化学の近藤義郎先生のみと
なりましたのは残念な事でした。

 （倉又　茂）

菊球会だより（卓球部ＯＢ会）
2019年１月27日（日）恒例の菊球会正月

大会が九段中等教育学校卓球場（剣道場）に
て開催されました。

ＯＢ関係者14人、現役卓球部員31人、
合計45人の参加で熱戦を繰り広げました。

2017年、2018年と2年連続現役卓球部

員が優勝しておりましたが、今年は佐々木
幸裕さん（高25）が現役の3連覇を阻み、見
事優勝致しました。

参加者のジェネレーションギャップは
70歳もありましたが、老いも若きも年齢差
を忘れて、必死に白球を追い、いい汗を流
すことができました。 （中嶋　覚・高15）

高15　4 組クラス会の報告と次回のご案内

卒業後50年目の同窓会報告
高21
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高7 回生の集い
「90歳恩師と82歳の同窓会」
11 月の七九会には坂口りつ子（旧姓向

山）先生が出席くださり、久し振りの再会に
大いに盛り上がり、90歳にして益々お元気
な先生のお姿に接してみな驚きながらも、
60 余年前の九段高時代の懐かしいお話等
に歓談が進みました。

３月の七九会は24人の参加で、まだまだ
足の動くうちは会に出席すると意気込む方
が多く、新元号の７月、11月の七九会も盛
会が見込まれます。 （宮島　徹）

青木俊行氏（高26）を悼む
誰よりも九段を思い、至大荘を

愛していた青木俊行氏が5月20日
63歳で急逝。一游会会長として手
腕を発揮、至大荘遊泳助手の指導
に尽力。法人九段事務局長として
施設の快適化を推進し、4月から
は連携の要として菊友会理事に就
任、持てる力を発揮という矢先で
した。背泳の校内新記録を頻発し
た当時の力を活かし、地域社会で
も活躍・貢献。何事にも力強く頼
りになる青木氏に合掌。

菊友会理事長　原田忠禮

逝去 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 （々敬称略）

中16 望月 康平 高3 上田 倬也 高6 櫻井 正則 高13 宮原 正昭
恩師 渥美 史 中17 泉澤 茂 高3 小髙 登志 高7 二宮 淑 高15 遠藤 伴雄
恩師 小泉 千枝 中17 髙橋 建一 高3 野田 國光 高8 青木 良茂 高18 岩本 正彦
恩師 山田 豊基 中18 青木 辰夫 高4 金沢 巌 高9 江畑 喜美子 高19 手島 茂樹
中5 八尋 敏行 中18 打矢 友祥 高4 蓮田 宣夫 高10 新井 明彦 高20 岡本 栄一
中9 岩崎 昌介 中18 加藤 誠軌 高4 松本 明朗 高10 有馬 悦子 高20 小山 隆
中11 尾形 利雄 中19 田沼 豊雄 高4 八木橋 章平 高11 府中 登子 高20 望月 廣
中11 藤森 正路 中19 彦坂 敏尚 高5 有馬 徹 高12 鈴木 吉栄 高20 安元 邦人
中12 新庄 東一 中20 竹尾 新吾 高5 永山 勝三 高12 水地 和子 高21 矢幅 雅明
中13 安達 幸夫 併2 大塚 邦雄 高5 前田 昌徹 高12 樋口 征夫 高23 山倉 英二
中15 松下 一夫 高1 萩原 要 高5 須藤 正治 高13 大木 孝司 高26 青木 俊行
中15 村上 即 高1 広瀬 保 高5 山崎 高13 塩田 靖久 高30 上田 千秋
中16 塩路 一郎 高2 横灘 堯 高5 秀平 重久 高13 原 昭夫 高30 山口 正和
中16 堀川 篤男 高3 伊藤 一 高6 天谷 敦 高13 牧野 弘子

高51回（1999年卒）卒業生のうち、137人が会報の送付先不明 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
卒業後20年目にして約49％の菊友会員の住所が不明となっており、菊友会報を送付できておりません。以下の方の消息をお知りの
方はご本人にご連絡の上、事務局までお知らせください。ご協力をお願いいたします。（名簿委員会）
秋元梨絵 安部真利子 荒井奈緒子 荒木美香 有田裕香里 飯田貴志 池田庸平 石井美佳
石川由布子 石田公一 石田貫真 石村真弓 伊東玄己 伊藤千恵 稲葉悠 多田(井上)宏美
今井修平 岩田智子 岩本大佑 上野景子 植松エリナ 遠藤麻美 大川雄一郎 大久保寿美
佐々木(大塚)みさき 大野紗恵 沖ゆう子 奥田あゆ 小倉恵 小澤朋美 小畑由香 小畑友美
開発琴美 加藤洋平 鏑木兵悟 河合麻衣 福井(川崎)緑 河村美穂 河本ちひろ 川本雅道
木下陽子 木村周子 日下部展彦 熊谷恵理子 黒浜達夫 黒元愛子 小池美香 高山麻衣子
小口隆典 小峯葉子 斉藤和彦 斉藤洋介 相良啓子 桜井美穂 佐藤加奈 佐藤瑞恵
鮫島由紀 三田直穂 塩澤典明 清水佑二 下東妙佳 新谷鮎子 鈴木舞佳 鈴木理子
鈴木良昌 諏訪創 関口依未 関口美和子 志斉(関)正美 小西(関山)桃子 染谷隆雄 平智美
高井光 高瀬高広 高橋正紀 高升有美 高松茜 竹内さやか 武智奈海 真道(竹村)美春
長口佳奈 塚田優里 月居さつき 筒直美 寺島千紗 時田佳代 冨川順平 中西大樹
中西美津奈 中村裕美 中村祐子 西剛男 沼崎有紀子 根岸知子 蓮沼香織 羽鳥陽子
濱田治良 林千恵理 早田有紀 原十六夜 原絵美子 原崇明 晩田加奈子 樋口久美子
片山(比良)幸 冨澤(福岡)悦子 藤本隆伸 北條貴信 松江のぞみ 松野愛 丸山亜紀子 湊屋貴史
三村友希 三森由香子 宮川輝美 宮崎かおり 宮田健司 宮本和子 村田日和麗 森川智子
森田初穂 森山和子 諸星亜紀子 八重樫直子 山川彩 山口麻衣子 山口祐希子 山下真依
山田祥子 横山智史 吉田匡 吉野裕 吉村佐和子 丸谷(料所)奈緒子 和田亜沙子 渡邉敦子
渡辺優子

転出・ご退職された先生方　～お世話になりました～

◆菊友会事務局のメンバー交代
菊友会事務局は、若松禮子さん（高10）

が引退され新元号令和から佐藤美佐保さん
（高29）と佐々木美和さん（高44）の2人体
制となりました。

若松さんは、平成14年に理事に選任され
ました。その当時は母校の千代田区への移
行で揺れ動いていた時期でした。平成18年

４月に中等教育学校が開校され、その後平
成21年に理事を退任し菊友会事務局の担当
となりました。

平成23年に事務所移転もある中10年の
長きにわたり菊友会の事務担当として活躍
されました。長い間大変お世話になりまし
た。役員、理事一同紙面にてお礼申し上げ
ます。 （大西正孝・高10）

教科等 氏名 新所属 教科等 氏名 新所属
数学 石崎規生 都立世田谷泉高等学校 音楽 松原さとみ 都立府中東高等学校
国語 石田沙世子 都立昭和高等学校 美術 樫原純子 町田市立真光寺中学校
国語 片岡恭平 都立飛鳥高等学校 美術 德永大輔 任期満了（北区立田端中学校）

国語 末吉眞須美 任期満了
（国立市立国立第三中学校） 家庭 武田和子 都立両国高等学校附属中学校

兼両国高等学校
国語 内山與治 任期満了 英語 高杉達也 都立小石川中等教育学校
社会 伊藤千穂子 大田区立蒲田中学校 英語 大塚有紗 都立小石川中等教育学校
世界史 西智之 都立小山台高等学校 英語 郷 薫 都立狛江高等学校
世界史 髙橋晴喜 都立三宅高等学校 英語 岩瀬俊介 退職
数学 森本美紀 都立小石川中等教育学校 英語 笹生綾子 都立日比谷高等学校
数学 村上雄悟 都立立川高等学校 英語 小堺さよ子 任期満了(世田谷区立東深沢中学校）

数学 加藤 慶 都立農芸高等学校 英語 魚本大地 任期満了(江東区立深川第四中学校）

数学 島田浩二 調布市立調布中学校 保健体育 谷津和彦 任期満了
数学 西塚友恒 任期満了（都立青山高等学校）経営企画室 新治 博 任期満了
物理 山下恵理 都立墨田川高等学校 経営企画室 井上真実 地域振興部総合窓口課
物理 中村 茂 定年退職 経営企画室 小宮久子 任期満了
生物 小髙 聡 都立秋留台高等学校 スクール

カウンセラー
飯塚吉行 任期満了（江戸川区立平井東小学校）

生物 長尾嘉崇 都立八王子東高等学校 田島 良 任期満了（都立紅葉川高等学校）

坂口先生（右）とともに。11月七九会

３月七九会
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菊友会は皆様の維持会費に支
えられ、発足90周年を迎えるこ
とが出来ました。納入して頂い
た方々に厚くお礼申し上げます。

菊友会報は卒業生の連絡先不
明の方々を除き約 14,000 人の
方にお送りしています。今回も
郵便振替の用紙が同封されてお
りますが、維持会費を納入して
頂いた方は、会報を受け取った
方の 15％程と非常に低い割合
の人数となっております。もし
ご自分が 85％の一人であると
お気付きでしたら、是非とも今
年度分からで結構ですので納入

していただき、支える方々に加
わってください。最近は、ネッ
トバンキングを利用しての振り
込みが増えています。ネットで
すと、何時でも何処でも手軽に
納入可能です。

皆様に納入して頂いた会費
は、菊友会報の作成費や各種行
事費、在校生・卒業生支援費な
どに充てられています。それら
の活動を充実させ継続して行う
ために、一人でも多くの方に維
持会費の納入を、また行事のご
参加を切にお願い申し上げます。

 （会計委員会）

維持会費の振り込みをお忘れなく！ 2019年度維持会費（2019年4月～ 2020年3月）

中1回	 ～	中21回	 3,000円
高1回	 ～	高61回	 3,000円
中等1回	～	中等5回	 3,000円
中等６回	～	中等10回	 1,000円 （減額期間）

●郵便振替（払込手数料は菊友会が負担します）
※住所 ･ 氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒に

印字されている番号 ) をご記入願います。

●銀行振込（振込手数料をご負担ください）
三菱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	 神保町支店	 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。
※維持会費納入票は全員に同封させていただきます。今年度

分を既に納入済みの方はご注意ください。
※銀行から納入する場合、振込み人欄の先頭に個人コード

をご記入ください。

●12 月度（12/14）●
新任理事候補として、ともに高24
回の石橋義永氏、鈴木康雄氏、柳
川広明氏を推薦承認。11/17（日）
関西菊友会に髙野元会長、赤司顧
問、楫取・高橋副会長、原田理事
長、横田理事参加を報告。元JAXA
の柳川孝二氏（高22）による講演

「宇宙活動・探査の歴史と展望」を
実施。
理事会後に、金子会長、楫取・高
橋副会長、大西監事をお招きし「先
輩理事のご意見を聴く会」を実施。
①減少する会費の歯止め策、②会
報郵送料値上げ対策、③ホームペ
ージ改善策、④期待される菊友会
像などについて伺った。

●１月度（1/11）●
「菊友会発足90周年記念行事検討
委員会」の設置を承認。ホームペ
ージ改良検討のための委員会設置
を承認。12/24(日）吹奏楽部60周
年記念コンサートに高橋副会長、
持田副理事長出席。1/7（月）ホテ
ルグランドパレスにて開催された

「千代田区新年交歓会」に金子会
長、楫取・高橋副会長、赤司顧問、
原田理事長出席。

●２月度（2/8）●
新任理事候補者青木俊行氏（高
26）を推薦承認。持田・前田副理
事長退任、横田・山﨑幹彦新副理

事長就任（5月）を内定。広報委員
会、郵便料金値上げに伴い、会報
の送付をヤマトDM便に変更する
件を承認。

●３月度（3/8）●
2018年度予算執行状況報告。2/15

（金）クロスカントリーレース（尽性
園）を原田理事長、持田副理事長、横
田・高木・中井理事参観。3/2（土）
九段中等教育学校10回生（通算90回
生）卒業式。金子会長、楫取・高橋副
会長、原田理事長、持田・前田副理
事長参列。同日P.A.主催「卒業を祝う
会」（ホテルグランドパレス）に金子
会長、原田理事長参加。

●４月度（4/12）●
2018年度菊友会会計報告を承認。
4/6（土）九段中等第14回入学式。
金子会長、高橋副会長、原田理事
長、持田・前田副理事長、赤司顧
問出席。3/21（祝）吹奏楽部第11
回定期演奏会開催、「ティアラこう
とう」。高橋副会長、原田理事長、
持田・前田副理事長、横田・村上・
高木・内藤・長門理事参加。

●５月度（5/14）● 
2019年度評議員会資料を承認。
4/23（火）牧野敦新統括校長に金
子会長、楫取・高橋副会長、原田
理事長、横田・山﨑（幹）副理事長
が挨拶。

同期会などのお知らせ

原稿のお願い　締切りは11月８日（金）
次回104号菊友会報に原稿をお寄せください。同期会・OB会

開催の楽しい報告や母校の思い出など、250字程度で事務局ま
でメールまたは郵送してください。中等卒業の若い方々の投稿
大歓迎です。

同期会・クラス会・OB 会などのお知らせ欄です。ご活用ください。

編集後記
昨年10月理事を拝命した伊

井と申します。学校を訪れる度
に、気持ちの良い生徒の皆さ
んからの挨拶に励まされていま
す。様々な会議や打合せの中で
感じるのは、先輩方の厚い熱い
想いと歴史の重み。帰路には自
分の心が豊かになったように思
えて、清々しい気持ちで懐かし
い路を歩いています。

今号は菊友会創設90周年記

念号となります。今まで気づか
なかった九段の歩んだ道のりは
まさに物語。昭和から平成・令
和へと繋がって来た多くの九段
生の思いとそれぞれの今を、誌
面で少しでもお伝えできたら嬉
しく思います。どうかお手元に
届いたその時に読んでいただ
けたら幸いです。投稿お待ちし
ています。

 （伊井希志子・高27）

高２（中21）　同期会
日時：	2019年10月15日（火）	

12:00 ～14:00
会場：	東京會舘
定例日（体育の日の翌日）開催の
最終回となります。案内は9月
上旬に差し上げます。多数の方
の参加をお待ちいたします。
連絡先：一色昭吾、秋山和義
高４ 「至高会」10月11日に開催
昨年から 10 月第２金曜日に変
更した第66回「至高会」を、10月
11日（金）正午よりホテルグラ
ンドパレスで開催いたします。
お誘い合わせの上、多数のご出
席をお待ちします。
問い合わせ先：
長谷川　明	☎047-325-2133

高10 傘寿記念同期会
日時：	2019年10月５日（土）	

15:00～17:30（受付14:30）
会場：	エスペリア（神保町駅A2

出口左へ30秒）
会費：	5,000円	
代表幹事：岡田　肇（４組）
高15　同期会
日時：	2019年９月21日（土）	

12:00 ～
会場：	銀座ライオン７丁目店6F

クラシックホール	
中央区銀座7-9-20 	
銀座ライオンビル	
☎03-3571-2590

会費：	7,000円
７月上旬に各クラス会幹事から
ご案内いたします。
高17　同期会
日時：10月12日（土）	

14:30 ～16:30
会場：ホテルグランドパレス
会費：8，000円
連絡先：各クラス幹事
８月に往復はがきでご案内をお送
りします。出欠をご連絡ください。

定例の理事会は原則毎月第２金曜日に母校のメモリアル室で開催。年間
の活動計画や予算案を作成し会員との親睦を図り、会報の作成やホーム
ページの維持管理などを実施。各月の理事会での主な内容を報告します。


