同窓の集いを開催
年次総会では、新
会長に助川裕氏（Ｓ
卒）、新任の副会
長に佐渡本真理子氏
（Ｓ 卒）と檜山雅

この度の東日本大震災により被災さ
れた皆様に、心よりお見舞い申し上げ
ます。皆様の安全と一日も早い復旧を
お祈り申し上げます。
東京知道会

41

谷田海孝男
発行人

〒116-0013 東京都荒川区
西日暮里６－２７－４

東京知道会

電話080(2397)9874

顕氏（Ｓ 卒）、事務局長に江幡秀則
氏（Ｓ 卒）が選任されました。

ホームページ
http://tokyo-chido.com/

（同窓の集い特集は４～７面に掲載）
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新会長に助川裕氏
東京知道会は、２
月 日、大手町サン
ケイプラザ大ホール
にて、早川源一水戸
一高校長、角田芳夫
知道会会長ほか、多
数の来賓の臨席をい
ただき、年次総会と
Ｓ 卒学年幹事の企
画による同窓の集い
を開催しました。

26

57

42

第71号

東 京 知 道 会 会 報
平成23年7月30日
( 1 )

裕（Ｓ 卒）

「パ ラダイ ムの転 換を」
会長 助川

会の活動に①②を適用すると、①では
例えば事務所の維持や基本財産の保全
や会報の紙ベースでの発行等が実体と

あらたなパラダイムの創出はその必要
性が準備されれば粛々と進行してゆく
ものなのです。
前提が長くなりましたが、東京知道

パラダイムに規定されるものであり、

化理論はいずれも②の系統に属するも
のです。要するに、人間はその時代の

トは言った」と喝破したのは、②への
移行の一段階でした。
インターパーソナル心理学や間主観
的共同世界を論ずる哲学、更には物象

ます。カントが「時間・空間」は感性
的直観の純粋形式であると表現し、廣
松渉が「人間は時間・空間のメガネを
通してしか外界を認識できないとカン

析するのかの相違であるとまとめられ

係を論じるのか、②措定している認識
主体とＡＢの関係性ないし主体間の関
係性を論定した後にＡＢの関係性を分

に、このような関係性の確保は事務所
の維持とイコールではないと言うこと
です。大胆な議論を期待します。

すると結論づけると、その関係性をよ
り緊密にする必要があり、その手段は
高度な連絡手段（ホームページ・メー
リングリスト等）となるでしょう。逆

会活動の総和として東京知道会が存在

所を維持すべきかについて結論を出し
たいと考えております。各学年の同窓

このような次第で、私の任期である
２年間で、実体的なものから関係性重
視へパラダイムの転換を図りたいと考
えております。端的には、現状の事務

識やあり方が最大のポイントであり、
そこで形成されている関係性をどのよ
うに解析し発展させてゆくかが問題と
なります。

のでしょう。しかし、②では会員の意

して措定されるわけです。これらの関
係性をどのように分析しても結論は
「赤字にならなければよい程度」のも

ありました。これは、例えば思考過程
でＡとＢを措定した場合、①ＡＢを実
体的なものとして判断し、その相互関

関係性の思考への転換を論じたものが

最近の哲学論評で、実体的思考から

42

ふ る さ と 応 援 募 金
募金額７００万円を超える
幹事長 谷田海 孝男（Ｓ 卒）
このたびの「ふるさと応援募金」に

ことをご理解下さい。
この大切な募金は、４月１日に「茨
城県災害対策本部」に１００万円をお
送りしており、母校へは、通信費用を
差し引いた６００万円余を支援する予
定です。具体的な母校支援については、
学校側と相談して、すでに授業に必要
な備品を贈るとともに、知道会館にエ
アコンの設置が完了しました。今後は、
銅像の復旧やグラウンド補修など、知
道会本部と連携して進めてまいります。
ご支援者の方々には、お礼のお便り
を差し上げるべきところですが、次ペー
ジに「支援者名簿」を掲載させていた
だきましたので、ご理解のほどよろし
くお願いいたします。通帳の入金記録
のカタカナ名と名簿を照合して支援者
名簿を作成しましたが、残念ながらど
うしても判別できない方がいらっしゃ
います。つきましては、名簿等で何か
お気づきの方や領収書をご希望の方は、
東京知道会までメールでご連絡いただ
きたくお願い申し上げます。

母校へのご支援の御礼

源一（Ｓ

卒）

茨 城県 立 水戸 第 一高 等 学校
校長 早川

平成 年３月 日午後２時 分に発

46

46

生した東日本大震災によって、本校も

11

46

際して、おかげさまで、６月 日時点
で５２５名の方々から目標額を大幅に
上回る７２８万円のご支援をいただき
ました。これもひとえに、皆様のふる
さとそして母校に対する熱い思いの表
れと感謝しております。
この「ふるさと応援募金」は、比較
的被害の少なかった東京知道会の会員
から募金を集めて、茨城県に義援金を
送るためにスタートしました。しかし、
会員から「母校も大きな被害を受けて
おり、母校も支援すべき」という声が
あり、４月１日に母校にて、早川校長
先生に面会して、母校被災状況の確認
と支援方法について打ち合せをすると
ともに、さらなる募金活動を展開した
次第です。
母校支援につきましては、東京知道
会が先行しましたが、４月 日の知道
会の幹事会において、母校への義援金
の目標は、東京知道会と知道会本部合
わせて、１０００万円と決定しました。
知道会本部と東京知道会で個別の募金
活動をしているような印象を与え、お
叱りの声をいただきましたが、母校支
援については、連携して実施している

23

23

23
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大きな被害を受けました。幸い生徒・
教職員は無事でしたが、当日帰宅でき
ない生徒が２百名余出て、全員下校し
たのは翌日午後となりました。また、
校舎の一部の亀裂、グラウンドやコン
クリートの坂道の断裂、学校周辺の法
面の崩落、水道・ガスの配管の損傷等
の被害がありました。特に体育館は、
天井の構造自体に大きな損傷が出て、
余震による崩壊の危険性から使用禁止
となりました。大変な重量の耐火金庫
も移動・横転したり、図書室を始め各
部屋の書棚等の設備も損傷を受けるな
ど、授業再開までには復旧等大変な作
業が必要となりました。
ＪＲ等の通学手段が確保できないた
め、その日から臨時休校・春休みとし、
ＪＲ等が開通し始業式ができたのが地
震から丁度１ヵ月後の４月 日となっ
てしまいました。この時期は部活動に
とって大変重要な時期で、合宿・練習
試合等で春の大会に向け心技体を鍛練
していく時期なのに全く空白となって
しまい、部活の最後の仕上げを意図し
ていた３年生を中心にして、生徒たち
は本当に辛い１ヵ月を過ごしたと思い
ます。
また、余震
の頻発ととも
に福島原発も
収束からはほ
ど遠く、大震
災のショック

11

を克服し、次に向かって行こうとして
もなかなかできない状況もあって、生
徒の心の被害も心配されます。しかし
ながら、生徒たちは、少しずつですが
前向きになってきております。自分た
ちよりも厳しい状況の人たちがいる事
実はきちんと認識しています。今具体
的に被災地に支援に向かうことも大切
なことですが、もう少し長期的視点に
立ち、思いは持ちつつも、今付けるべ
き実力をしっかり付けて、将来、より
効果的に役立ち、手助けできるように
なることも重要だと考えてもいるよう
です。この生徒諸君が未来の日本を背
負っていく訳ですので、未曾有の被災
ではありましたが、この現実を見つめ、
学びながら成長していくと確信してお
ります。
最後になりましたが、東京知道会の
皆様には様々な形でお見舞いや励まし、
ご支援のお言葉などを頂き、大変嬉し
く思っております。心のこもったご支
援、本当にありがとうございました。

体育館が使えず、集会は屋外
で実施。寄贈された屋外放送設
備が活躍

田 克明、金子 正彦、鈴木 孝男、照沼 厚於、
渡辺 明、市川 文彦、塚原 健次、齋藤 哲男、
金田 麻里子、久本 卓昭、渡辺 浩之、横須賀
誠一、高安 賢一、鴨志田 洋一、▼Ｓ 菅井
英夫、粉川 栄一、荻野 孝野、大杉 芳美、鈴
木 芳夫、菊池 正、栗原 功幸、広瀬 知衛、宮
内 正敬、赤荻 きみ子、小林 一樹、磯崎 敬二、
根本 秀夫、高和 陽吉、中村 英夫、飛田 清志、
古口 幸枝、遠峰 只夫、南野 猛、生熊 茂実、
高野 宏彦、野本 修 、助川 裕、木内 保幸、
板谷 博道、鈴木 健一郎、半田 卓雄、飯島 三
男、三田寺 久男、廣瀬 峰太郎、高安 薫、鈴
木 元、星野 正一、和田 恭則、小沼 富男、浅
野 和博、▼Ｓ 鈴木 直道、植村 滋、高橋
隆俊、新原 儀行、根本 忠佳、▼Ｓ 檜山 雅
顕、上田 裕一、山田 拓己、上金 孝平、清宮
國義、鈴木 良明、鈴木 和夫、萩谷 真佐夫、

あ り が と う

田 明治、梅崎 英城、多田 仁、鶴田 英樹、平
戸 正尚、富田 宣吉、熊谷 文男、大和田 文雄、
池田 基次、小林 力、平澤 博、尾見 和男、▼
Ｓ 渡辺 悦生、小川 茂也、軍司 真幸、川崎
美朗、高貫 洋光、小林 一、仁平 俊夫、神長
仙二郎、金井 孜夫、広島 桂子、興野 秀美、
貝塚 邦泰、西野 秀雄、斉藤 仁、奈良 寿子
▼Ｓ 高柳 勇、田口 正治、佐川 卓政、濱
野一衛、多川 稔歳、園部 宏明、永瀬 忠司、
丹 佐迦生、岡部 博司、栗原 正秀、宮内 章好、
畠山 邦紀、海老根 政勝、塙 正弘、小森 正樹、
今瀬 勇二、▼Ｓ 竹内 雅之、石本 勝亮、白
木 栄子、大高 幸雄、長谷川 誠、佐藤 元、海
老根 宏、斎藤 憲寿、白田 輝男、伊東 旻三、
笹沼 道雄、宮田 健次、瀬尾 静、鈴木 喜弘、
田口 侊男、秋山 伸昭、林崎 紘一、宮崎 誠一、
小河原 泰、笠井 宗男、大部 一夫、斉藤 親輔、

ふるさと応援募金

45

47

26

14

31

38

41

39

辺 修、横山 林太郎、松井 美智子、▼Ｓ 大
山 和次、兼先 隆之、黒瀬 るみ、高橋 洋治、
北野 昌宏、大井 優味子、阿部 二郎、「ボキ
ン アカサ」、上保 紀夫、鈴木 耕一
▼Ｓ 萩谷 英二、木名瀬 孝夫、武藤 起一、
瀬尾 秀和、谷島 幹男、中郡 栄治、村田 充、
柴田 富士子、矢代 弘克、中島 美樹、▼Ｓ
矢ノ倉 栄二、山田 高史、斉藤 英治、黒野 圭
子、田辺 由美、渡辺 宏二、横田 弘通、市川
清、須藤 恭子、▼Ｓ 藤井 由利、中嶋 政幸、
伊藤 裕子、石田 友佐、中山 章、高橋 三恵子、
渡辺 健一郎、高沢 治、山川 隆一、雨澤 令子、
小久保 優、水村 忠善、大倉 浩、鷺谷 俊英、
伊藤 真智子、古橋 哲哉、厚母 幸生、吉川 薫、
▼Ｓ 根本 哲也、関 修、川村 真也、畑岡
洋二、▼Ｓ 鈴木 順子、岡部 典子、前島 千
秋、大川 俊彦、笹嶋 正、島田 千里、小泉 健
一郎、大貫 朋明、高島 宏明、宇都宮 浄人、
小林 裕子、立原 佳和
▼Ｓ 野村 和子、横田 裕、深作 正志、Ｓ
卒一同、保坂 賢司、小沼 尋文、五位渕 洋、
阿久津 純子、萩谷 美也子、宇野 克久、秋山
秀洋、茅根 孝雄、檜原 弘樹、山野井 実、加
瀬 博明、早乙女 幹朗、三ツ石 浩、渡辺 泰光、
川﨑 浩人、長嶋 仁、木下 誠司、丹 淑子、園
部 正彦、大貫 智、寺門 正倫、磯崎 洋二、▼
Ｓ 滝澤 宏子、鹿志村 秀昭、木下 典子、大
谷 淳一、阪下 力、石井 健司、黒沢 厚志、山
縣 夕妃絵、杉浦 健一、▼Ｓ 杉浦 真理、小
澤 光浩、鈴木 和彦、宮本 一美、河野 純子、
辻 さくら、山田 一雄、荒井 敦子、伊藤 久徳、
島田 和典、磯野 孝、石川 佳子、久信田 竜一、
黒澤 俊雄、加川 裕昭、鵜澤 勉、稲葉 順一、
松永 しのぶ、德川 紀美子、三浦 協子、藤村
健司、▼Ｓ 額賀 修一、面澤 淳市、飯泉 昌
宏、鈴木 正啓、熊谷 奈苗、▼Ｓ 淺野 茂生、
▼Ｓ 鈴木 香澄、▼Ｈ３ 鹿志村 迅、田所
勝彦、▼Ｈ４ 鹿志村 麻実子、川井 崇禎、▼
Ｈ６ 小澤 博明、菅原 通世、▼Ｈ７ 大塚 隆
人 順(不同・敬称略 )
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55

42

44

ございました
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田中 明裕、友常 一洋、綿引 達人、大竹 和博
▼Ｓ 木村 豊、香村 玲子、関山 憲司、中
村 弘之、塚田 幸男、天神 信一、木村 芳友、
小茂田 英男、小倉 清明、山岸 雄一郎、▼Ｓ
荒木 徹夫、根本 渡、鹿志村 致知、中井
信夫、大沢 宣正、柏村 博文、菊地 昌廣、塙
和彦、浜田 正和、野澤 暁海、湯浅 多喜、河
村 正敏、村越 千春、和田 治文、西田 洋二、
金井 靖治、谷田海 孝男、橋本 悦夫、佐藤 俊
昭、島田 繁、金箱 温春、奥沢 毅、鯉渕 清、
▼Ｓ 江刺 博道、塩原 匡貴、生板 務、川崎
正巳、市原 誠三、菅谷 好美、須藤 伸、江幡
秀則、根本 一男、勝村 孝造、門馬 俊光、亀
山 彰、大貫 雅人、長堀 正、桜井 孝則、▼Ｓ
金子 伸一、深谷 聖治、中村 勇二、森 茂
夫、横須賀 薫、金原 靖久、福馬 正樹、川野

54

58

36

37

53

49

60

35

40

55

56

34

田中 昭、▼Ｓ 小泉 廣志、中里 毅、羽持
良三、中嶋 勝彦、河合 信義、山口 晃、渡辺
隆、菅 健生、▼Ｓ 定形 脩、廣瀬 正明、寺
門 隆夫、土肥 界雄、根本 昭、入野 勝見、金
田 新太郎、藤城 稔、滝田 秀昭、▼Ｓ 皆川
健二、坂倉 正純、増井 正明、北條 五男、遠
藤 昭、室伏 信俊、大武 国男、小岩井 忠道、
秋山 一之、川野輪 滋美、安 啓三
▼Ｓ 長沢 淳、高村 康男、山本 和男、河
野 公三、松沢 昭夫、仲田 正夫、黒須 行雄、
所 信弘、小貫 裕文、秋山 三雄、瀬谷 実、丸
山 康三、田口 裕、菅谷 修、堀江 保之、大森
孝道、粉川 治、▼Ｓ 寺本 満枝子、外山
典郎、佐渡本 真理子、郡司 道子、植﨑 茂、
西野 徹、佐川 紀美夫、浅野 良之、中川 健、
岡野 建一、乾 修、朝日 一、増田 倫夫、大和

46

48

28

32

25

支 援 者 名 簿

▼Ｓ 飯塚 平八郎、▼Ｓ 西村 三郎、
▼Ｓ 柏倉 正克、山本 定男、▼Ｓ 遠西
武士、鈴木 武文、小林 時夫、林 藤夫、▼Ｓ
泉 武、荻原 貞治、斉藤 哲男、一木 忠、
▼Ｓ 掛札 浩靖、浅見 良二、▼Ｓ 堀野
福雄、小菅 幸蔵、鈴木 章、田中 芳夫、▼Ｓ
宮内 孝美、武川 康男、新井 欣弥、▼Ｓ
関 済美、木村 義和、入江 進、圷 克夫、清
水 順三、藤岡 光彦、糸口 信、手塚 誠光、小
口 文郎、檜山 泰宏、▼Ｓ 稲益 丈夫、大和
田 正和、堀川 清、大内 孝、朝野 秀次郎、鈴
木 正夫、高橋 啓太、貝塚 将、大海原 宏、▼
Ｓ 伊藤 浩、大谷 星二、宮沢 幸敬、飯村
博紀、小林 信行、寺門 克郎、坂根 清三郎、
秋山 清光、中﨑 亮、西野 久米男、神賀 弘、
八木 實、島田 克朗、立川 明朗、桑名 博、油
谷 次郎、▼Ｓ 江幡 厚好、石井 伸一、菊池
英男、福富 啓爾、川又 忠雄、守屋 修、江坂
晴男、中川 栄、坂本 俊雄、菊池 祥治、▼Ｓ
山本 和男、村沢 勇、高橋 幸子、相場 芳
憲、小谷野 譲、石井 定雄、佐野 信一郎、横
山 秀雄、小泉 透、鯉沼 博
▼Ｓ 小川 厚一、市毛 洋、竹内 貢、粕谷
宏幸、鈴木 文雄、萩庭 寿、薄井 饒、鷹巣
照良、高橋 仁、打越 由紀夫、沼田 和夫、石
川 浩、鈴木 昭義、片岡 利孝、福田 由紀子、
大津 常夫、林田 充弘、▼Ｓ 板谷 勝弘、黒
石 公子、鈴木 秀雄、橋本 泰昌、石川 正明、
綿引 憲夫、田口 賢治、黒川 憲一、浅野 保治、
近藤 親弘、▼Ｓ 飯田 悦生、稲野辺 敬義、
八木 清、小泉 信行、小貫 惟彬、田口 忠彦、
菅 友彦、市村 操一、今関 教正、秋山 和彦、
佐藤 正弘、加茂部 透、渡辺 孝、足立 和夫義、
石田 進、田村 秀雄、鶴町 武、小永井 節夫、
▼Ｓ 小森谷 和夫、神谷 敬之、額賀 半三、
池ノ辺 正光、大高 貞彦、遠藤 喜久男、松田
悟、金子 雄二、大津 重雄、須田 弘、栗橋 貞
夫、赤津 光治、立花 康夫、戸井田 水夫、池
田 新一、小林 渡、金沢 紀一、安島 厚生、矢
次 連、益子 宗義、大髙 治、小田倉 勝夫、宮
29
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和彦（Ｓ 卒）

学 篠原彰教授 Ｓ 卒）の後、同窓

カーさんのご協力）で喉を潤し、旧交
を温めていただく事が出来ました。
最後に、Ｓ 年卒の後輩達への担当
学年幹事引継式を行い、校歌を斉唱し

て閉会。お陰様で盛会となりました。

58

の集いに移り、恒例の利き酒コーナー
（茨城県内にある水戸一高縁の酒造メー

末筆ではございますが、担当学年幹
事活動を支えて下さいました東京知道
会の役員の皆様、Ｓ 年卒の先輩方及

56

同窓の集い
特
集

去る２月 日（土）大手町サンケイ

び当日ご出席下さいましたご来賓、先
輩方、後輩諸氏、しおり広告等ご協力

57

57

２５６名が旧交を温める

プラザにて催されました、東京知道会
総会・同窓の集いの担当学年幹事とし

下さいました皆様方に改めまして御礼
申し上げます。

56

26

学年代表幹事

ての一年間を振り返ってご挨拶申し上
げます。

今後とも我々Ｓ 卒を宜しくお願い
申し上げます。

27

鈴木

昨年の２月 日（土）にＳ 卒の先
輩方から引継を受け、最初は６名だっ
た仲間が幹事会を重ねる毎に増え、当
日には 名を超える陣容になりました。

当初は、何から始めればよいのか戸惑
いもありましたが、６月に開催したミ
ニ同窓会をターニングポイントに、同

級生の名簿作成・ＰＲ及び知道会同窓
の集いでのＰＲ等、積極的な活動を経

て、無事当日を迎える事が出来ました。
そして、当日は 名を超える同級生の

応援を得て、スムーズに進行する事が
出来ました。
総会・同窓の集いには、２５６名の
ご来賓・同窓生の方にご出席頂き、新

役員の選出等の議事、講演（「遺伝子
から見たヒトの一生」、講師：大阪大

40

20
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鈴木さん(中央)と、司会担当の太田さん(右)、星野さん(左)

平 成 22年 度 決 算 報 告
財 産 目

録

収

支 計 算 書
（平成22年1月1日から12月31日まで）

【資産の部】
現金
預金
前払費用
器具及び備品
電話加入権
事務所保証金
資産合計

（単位：円）
347
22,317,115
93,000
209,078
72,800
880,000
23,572,340

【負債の部】
前受金
負債合計

年会費
総会会費
総会寄付金
広告収入
その他寄付金
受取利息
50周年記念誌
収入の部合計

（単位：円）
2,823,000
2,074,000
264,000
400,000
59,000
6,986
55,000
5,681,986

【支出の部】
2,463,000
2,463,000

【正味財産の部】
一般会計
基本財産
基金
正味財産合計
負債・正味財産合計

一般会計
【収入の部】

206,284
19,177,801
1,725,255
21,109,340
23,572,340

総会関連費用
会報印刷発送費用等
事務所賃借料
若手高揚費
消耗品費
水道光熱費
振込手数料
通信費
雑費
次年度繰越金
支出の部合計

2,418,844
1,673,416
1,116,000
80,000
13,524
71,673
60,685
32,420
9,140
206,284
5,681,986

特別会計
《Ⅰ》基本財産
前年度繰越金
収入の部
支出の部
次年度繰越金

（単位：円）
19,476,707
0
298,906
19,177,801

《Ⅱ》基金（山見進―士気高揚基金）
前年度繰越金
収入の部
支出の部
次年度繰越金

1,725,255
0
0
1,725,255

【合計】
一般会計次年度繰越金
特別会計次年度繰越金
次年度繰越金合計

206,284
20,903,056
21,109,340

ヒトは病気になるのです。エラーが起
こるのはランダムであり、そして、細
胞が分裂すればするほど、エラーが生

く、特定の部分にエラーが生じた時に

ピーのプロセスで文字やページにエラー
が生じてしまうことがあります。それ
が遺伝子の異常なのですが、すべての
エラーが病気を引き起こすわけではな

精卵が増えるたびに、 億文字からな
る本をコピーしている訳です。そのコ

ですから、予防が大切になります。癌
検診はできるだけ若い時から、またマ
メに行ってください。早期発見すれば、

平等である一方、どこに起きるかとい
う結果はランダムです。そういう意味
では、癌のリスクは避けられないもの

て生きています。そのリスクは誰にも

続ける、我々を守っている白血球ほど、
癌（白血病）になりやすいことになり
ます。つまり、我々は、この設計図に
生じるエラーというリスクを常に伴っ

たく言えば、年齢とともに癌になる可
能性が上がり、若い人では、毎日増え

しているものと言えるでしょう。でも、
あくまで固定した能力を決めるという
よりは、才能の可能性、つまり幅を規

が高い体質を持つことになります。
遺伝子はヒトの設計図であるが故、
確かにある意味でのヒトの能力を規定

り易い性質、つまり放射線へのリスク

には傷を治す仕組みを生まれつき持っ
ていない人もいて、このような遺伝的
な欠損を持つ方は健常なヒトよりもエ
ラーの生じる頻度が高くなり、癌にな

しての危険の閾値があるとか、ないと
かと言った論争に繋がっています。中

念

講

彰 氏（Ｓ 卒）

射線や煙草の煙に含まれるタールなど
です。放射線は遺伝子に傷をつけて、

癌は治る病気ですから。
遺伝子のエラーは避けられないもの
ですが、エラーを増加させる外的な要
因があります。この代表的なものが放

を与えるということです。極端な話を

されています。つまり、経験したこと
が遺伝子の設計図の読み取り方に影響

幅のどの辺りを使うかは、本人の努力
や環境によって決まると言えるのかも
しれません。最近、遺伝的な情報（設
計図）に可塑性が存在することが注目

遺伝子から見たヒトの一生

その傷が設計図のエラーに繋がります。

するなら、水戸一高で経験したことが、
皆さんの遺伝子という設計図に刷り込
まれていたり、今の皆さんの何かに影
響している可能性もあるかもしれませ

遺伝子によって支配されている先天的
なものが半分、後天的なものが半分と
いうのがラフな見積もりです。誰にで
も可能性がありますが、その可能性の

浴びる放射線量が多ければ、遺伝子に
傷がつき、エラーが溜まります。リス
クですから、大量に浴びても癌になら
ない場合もあります。我々の身体の中

ん。是非、身の回りのことを遺伝子か
ら見てください。そうすれば、少し異
なる景色が見えてくるでしょう。

遺伝子に影響を与えるのです。
遺伝子は、専門的に言えば、我々の
身体、細胞の機能を司るタンパク質の
設計図です。遺伝子がおかしくなると

より生じる病気です。遺伝子の異常たっ
たひとつが原因で病気になる場合もあ
りますが、癌の場合、異常は最低でも
５～６個の遺伝子の異常が必要だと言
われています。設計図はヒトの 兆個
あると言われているほとんどすべての
細胞に存在します。１つの細胞につき

にはこのような遺伝子の傷を治す仕組
みが備わっていることも知られていま
す。この辺りが、低線量の放射線に対

まり易くなります。つまり、癌になる
リスクが高くなるのです。もう少し平

30

ヒトは病気になるのです。その病気の
中で分かり易いのは癌です。約三人に
一人が罹患すると言われる癌は、我々
の身体の中の遺伝子の異常（変化）に

思いますが、放射線はＤＮＡ、つまり

篠原

ム―染色体機能研究室）教授

大 阪大学蛋 白質研究 所（ ゲノ

生物学を学ぶ意義のひとつは、我々
自身、ヒトを知ることだと思っていま
す。今ほど、そして今後益々、遺伝子
じる可能性が高くなります。年を取れ
ば取るほど細胞分裂の回数が増え、分
裂を毎日続ける細胞ほど、エラーが溜

演
57

40

定するものと言えると思っています。

を知ること、その基礎的な知識を持つ
ことが生きる上で大切な時代になった
と断言できます。ご存知の方も多いと

記
設計図は 億文字から出来ています。
ご存知のように皆さんの身体は１つの
受精卵から出来てきているわけで、受

30
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にし てく れた 。 講演 者の 篠原 君と
も本 番ま でメ ー ルの やり 取り だけ

卒）

担当学年幹事より

光浩（Ｓ

「 年の時空を超えて、
そして未来へ」
小澤

宗保（Ｓ

「受付つれづれ」
安達

の中でも特に温厚な面々に受付係につ

天の采配（？）は絶妙を極め、幹事

受付の主担当をさせていただいた。

る中（職業が所謂『暴力装置』なので）、

に向いていない！と自他共に認めてい

き ぶ りは 仲間 皆が 認め るも のだ っ
た 。 熱心 な勧 誘が 多く の同 窓生 の
共 感 を誘 い、 例年 を大 きく 上回 る
ページ分のご協力をいただいた。
司 会 の太 田君 と星 野さ んは 、わ ず
か 一回の下打合せにもかかわらず、

いていただいたのみならず、手伝いを

営業、接客、サービス等は最も自分

卒）

だっ たが 、難 解 なテ ーマ を聴 衆に
分かりやすく熱く説明してくれた。
そし て、 裏方 全 員の 責任 感溢 れる
行動に尊敬の念を禁じ得ない。
年 の時 空を超 えて 再会し た仲
間た ち、 ある い は同 窓の 集い とい
う場を通じて初めて出会った友人。
あの 大震 災は わ ずか ２週 間後 に起
きた わけ だが 、 同窓 の集 いで の出
会い が多 くの 人 の心 の支 えに なっ
たと 思う 。そ し て、 この 出会 いは
さらに未来へと続くと信じて いる。

57

自 画自 賛に なる が今 年の 幹事 会
は 素 晴ら しか った 。一 握り の人 が
頑 張った ので はない 。 回の 幹事
会 、 ４月 と６ 月に 行っ たプ レ同 窓
会 、 係ご との 分科 会。 メン バー 一
人 ひ とり が得 意分 野を 生か して 活
動 に 深み や面 白味 を加 えた 。私 は
副 代 表と して 「ど うせ やる なら 楽
し く 」を モッ トー にし てい たが 、
部 活 動の よう に毎 回皆 と会 うの が
楽しかった。
広 告担 当の 鳥飼 君と 辻さ んの 働

12

30

淀 み ない 進行 で会 を魅 力的 なも の

申し出てくれた同級生も人当たりのい
い適任者ばかりであった。こういう絶

私個人は、あまり東京知道会との関

わりが深いとは言えないが、実に嬉し
そうな笑みを浮かべていらっしゃる大

先輩や、フレッシュな立ち居振る舞い
の若手後輩の交流を目の当たりするこ
とができ、微力ながら貢献が出来たも
のと確信している。

大胆不敵な女性陣という絶妙なコンビ
ネーション。なかなか集まる時間も作
りにくい中、クラウドコンピューティ

今回は、インフルエンザの流行等、

不測事態が多々予想される中、煩雑な
バックアップ体制の構築に、他の係か
らも快く協力をいただけた。知恵と手

ングで連絡が行えたのは大進歩でした。
私たちは最初知識が乏しくて「携帯で

同窓の集いで偶々顔を合わせた６名は
襷を渡され、おっかなびっくりな船出
でしたが、その後 名に繋がり毎月の
西日暮里での打ち合わせとアフターファ

物事をつくる醍醐味を味わうには、ちょ
うど良い年齢かもしれません。

準備の過程では先輩方にずいぶん支
えていただきました。Ｓ 卒の皆さん、
充実した幹事年になりますように期待
しています。仲間が持ち味を生かして

前を見つけたりすると、時が過ぎるの
をしばしば忘れていたりしました。

を仕上げたり、しおりの表紙の色を決
めたり、名簿を整えながら懐かしい名

海外からの連絡が配信されていて、頭
が下がりました。集いの十日前位から
はちょっと忙しくなりましたが、ゲラ

の知識をお持ちの方が加わってくれて
からは効率がぐっと上がりました。朝
起きてメールを見ると、夜中に作業を
進めてくれた仲間のメールや出張中の

全員に返信」などと素朴な連絡方法で
始まりましたが、コンピュータや編集

間の限りを尽くして『同窓の集い』を
運営できたものと考える。

)真理（Ｓ 卒）

「 し お り を 担 当 し て」
杉浦 石
(井

Ｓ 卒の先輩方が幹事を担当された

イブが大変楽しみでした。
今思えば私たちは几帳面な男性陣と

58

妙の人選は、極めて稀な幸運だ。
今や、少数派ではなくなった『平成
卒業』の参加者を受付名簿で確認しな
がら、自分たちの年齢をあらためて実

57

57

30
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当たり前だけれど、子供の時には友
達とは名前やあだ名で呼び合っていた。

な人的・物的被害を受けました。そん

た年に生まれた私達ですが、あれから
もう半世紀近くが経過しようとしてい
ます。今年３月に数百年に一度と言わ
れる大震災があり、想像を絶するよう

くことになりました。東海道新幹線が
開通し、東京オリンピックが開催され

だきたいと存じます。若々しく素晴ら
しい諸先輩方が活躍するのに加え、非
常に期待値の高い若手ホープもこの数

事としてその一役を是非担わせていた

若年層、特に、平成卒業の方々も 学
年以上７千名もの卒業生を数えました
ので、今後参加メンバーのさらなる若
返りと層の厚さを目指すべく、学年幹

や筑波山）、同窓の集いなどに是非一
度顔を出していただければと思います。

子
組 黒木 雅宏、戸祭 武之
組 鈴木 正啓【代表幹事】、面
澤 淳市【副代表幹事】

20

「友人との再会に思いを
馳せて」

大人になるにつれて苗字だけの人間関

な年に学年幹事となったことに改めて
身の引き締まる思いがいたします。
さて、同窓会に何を期待するのか。

年でネットワーク強化を推進しており、
東京知道会の前途は非常に明るいもの
と確信しております。

卒）

係が増えて、いつの間にか、○○ママ
とかおばちゃんとか、名前すらいらな
いことも多くなった。そんな日々のな

東京知道会においては、先輩後輩との
タテの繋がりが非常に強いのが特長で、
それ自体が何物にも代え難い伝統であ

では、来年２月大手町サンケイプラ

)敦 子 （ Ｓ

かで、久しぶりに会った友達から名前
で呼ばれた時、「あっ、そうだった、
こんなところに久しく忘れていた自分

り、また大きな誇りです。これまできっ

荒井 鈴
(木

を見つけた」、そんな小さな感動を覚

かけのなかった方々も、まずは、夏休
みのイベントや秋の歩く会（皇居一周
の渦となってあっという間に彼方に過

組 臼井 正明、近藤 潤一
組 高林 憲一、高橋 川(上 淳
)

【幹事・呼びかけ人】

ザにてお会い出来るのを楽しみにして
おります。皆様の一層のご指導ご支援
を引き続きよろしくお願い申し上げま
す。

えた。あの頃と違って、みんな家や職
場ではまた違う顔をもっているのだろ
う。だけど、ここでは昔のように名前
で呼び合える。会うたびに素の自分に

ぎた。
ささやかなタイムトラベルから戻る
と、その後この一日が、心の隅にふっ
と元気をくれるのを感じる。そして友
人たちの笑顔を思い出す。みんなも、
また、もとの場所に無事戻っただろう

戻れるような、そんな幹事としての一
年だった。同じ時代を同じ空間で過ご
した仲間の持つ、大きな存在感に支え
られ、居心地がよかった。
当日は卒業以来の多くの友人に会っ
た。背負っている人生は皆大きく変わっ

か？

卒です

たけれど、みんな変わってないねぇ、

次回幹事はＳ

代表幹事 鈴木 正啓
今年度の東京知道会同窓の集いの担
当学年の代表幹事を務めさせていただ

!!

32 31

57

と互いを称えつつ、一年かけて準備し
た一日は、 年の時を越え、懐かしさ

同窓の集い
特
集

58

組 橋本 慎、石井 康司【副代表

34 33

幹事】
組 黒澤 広忠、大塚 田(中 千
)裕
組 加藤 雅之、豊田 武司

35

組 額賀 修一、益子 有八郎
組 大津 崇、井原 阪(場 葉
)子

39 38 37 36
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先 輩 訪 問
したが、これを見た人で助かった人は
いない…。ＪＣＯの時も３人被曝して、

線基礎医学の講義で学生に教えてきま

りました。槍投げもやりましたが、記
録は ｍ。手が足りないと４００ｍ等

７０ 位は跳んでいた走り高跳びをや

春休みと冬休みに米軍キャンプに寄宿
して英語を磨いていて、その姿勢に感

生物の安藤先生ですね。小松崎先生は、

銘を受けました。安藤先生は、ショウ
ジョウバエの突然変異率を調べるとい
う、今考えれば非常に高度なことを実
習でやっていました。目の色の違いだ

教授

にも駆り出されましたが、これはきつ
い。最後の１００ｍはふらふらでした
（笑）。昔は、バスケットのゴールリ
ングの上に、前腕の半分ちょっとまで

けでなく、羽の形の変化や羽が縮んで

卒）

２人が亡くなりました。放射線障害に
関しては、ロシアと欧州が中心の４５
０例程の急性障害のデータと、日本の
被曝者が中心の慢性障害のデータがあ

出たのですが、ダンクシュートは残念

大学時代はどのようでしたか。

チェルノブイリ事故の前から幾つも
の事故があったのですね。ところで、

いので緊張もせずに試験を受けました
ね。
高校のときは、問題を出し合う４～
５人のグループがあって、昼休みに、

水戸一高を受けるので、流れに乗って
受けたという感じです。知った顔が多

うしたコメディカルの育成の草分けと
なるのが国際医療福祉大学で、リハビ
リ関係の学会の重鎮となっている先生

現在の医療はチーム医療になってき
ており、薬剤師、看護師や理学療法士
等、いわゆるコメディカルと呼ばれる
スタッフが重要度を増しています。こ

元 さん（Ｓ

東大に放射線医学の講義にいら
り、データベースとなっています。Ｗ

ながらできませんでした。

がビキニ環礁で被曝した時に作ら
れ、１９９９年のＪＣＯ事故のよ

大学入学後、最初、全学のバスケッ
ト部に入ったのですが、さすがに無理
で、医学部のバスケットと陸上部に移
りました。陸上は、ジャンプ力がある

東工大の入試問題とか、難しいのを探
してきて誰かが出す。大概昼休み中に
は解けないので、次の時間に食い込ん

方が集まっています。医療ツーリズム
等も脚光を浴びるようになってきてい

鈴木

した鈴木先生にお話を伺いました。
ＨＯとＩＡＥＡがテキストをまとめて
います。

いるものを探すんですが、これがわか
らない。単位がもらえないと困るなあ
とおもっていたら、一高が火事になっ

うな事故が起きたときの体制作り
を担う組織です。

からと、高校時代からクラス対抗で１

で解いていて、解けると「解けた！」
と手を挙げる、そんなことをやってい

ますが、コメディカルの英語力が今後
の発展の鍵を握ると思います。国際医

中高の頃はどうでしたか。

事故発生時の主治医でした。前日ま
で柏崎の原発で被曝医療研修に行って

ました。英語の時間でも何でも構わず
やっていましたから、後に、先生に

ＪＣＯ事故とも関わられたのですか？

中学は水戸二中でした。何十人もが

いて、帰りの新幹線の中で事故発生の
第一報を受けました。被曝者の被曝直

「あれは嫌だった」と言われました。

療福祉大学は、国家試験合格率および
就職率共に高い大学です。昨年度より
特待生制度を導入しており、成績の良
い学生が集まりだしています。

現在の仕事をお伺いします。

後の状態を聞いて、かなり早くから骨
髄移植の準備も始めていました。

印象に残っている先生はどなたでしょ
うか。

後輩達にメッセージをお願いします。

インタビュア 柴田 富士子（Ｓ 卒）

ニュースで「青白い光りを見た」と
聞いて、「臨界？ バケツの中で？」
とギョッとしたのを覚えています。

仙北谷先生、担任だった小松崎先生、

てやらずに終わりました。

先生は、大学卒業後、放医研に入
り免疫の基礎研究に携わって来ら
れました。放医研は、第五福竜丸

国際医療福祉大学

cm

46

チェレンコフ光ですね。今日、放射

42
50
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組

織

副会長
丹佐迦生(S35)
佐渡本真理子(S41)
檜山雅顕(S44)

常任幹事会

委員長：保坂賢司(S55)
副：雨澤令子(S52)
副：野村久美子(S54)
久本卓昭(S41)
門馬俊光(S47)
萩谷清子(S48)
松井美智子(S48)
柴田富士子(S50)
神原恵次(S51)
深谷朋子(S56)
面澤淳市(S58)
田所勝彦(H3)
総会：鈴木正啓（S58)
AD：荻野孝野(S42)
AD：畑岡洋二(S53)

図

幹事長：谷田海孝男(S46）
副幹事長：荻野孝野(S42)

監事
羽持良三(S37)
小貫裕文(S40)

学年幹事
鈴木正啓（S58）
面澤淳市（S58）
石井康司（S58）

幹事会

会報委員会

現在、リスクが高いとして産科医
や小児科医の不足が深刻な問題となっ

会

ています。昔は、外科系では連続１ヶ
月の泊り込みで、月に一回帰るとい
うようなこともありましたが、研修
医制度が変わり、待遇の違い等が経

道

験できるようになった結果、楽で給

京 知

会長
助川 裕(S42)

名誉会長
遠西武士(S19)

名誉副会長
手塚誠光(S25)
八木 實(S27)
小岩井忠道(S39)

東

与の高い所を選ぶ医師が多くなりま
した。医学は、患者の体内で起こっ
ていることを想像して、予防や治療

度

を行う学問です。損得勘定だけでは
ない医師がもっと出ていいと思いま
す。研修医時代に、教科書に出てい

年

ない病気に出会い、検査方法を探し、

２３

考え、学びました。大変でしたが、
非常にいい経験でした。興味を持っ
て、わかることとわからないことと
を切り分け、謙虚にアプローチをし

参与
舘 英雄(S29)
佐藤光正(S30)
鷹巣照良(S30)
大谷木照雄（S33)
海老根宏(S36)
谷島照夫(S36)
寺門隆夫(S38)
秋山一之(S39)
増田倫夫(S41)
菅井英夫(S42)
高野宏彦(S42)
植村滋(S43)

て、解決を目指すことが大切だと思
います。

顧問
藤田一幸(S17)
稲葉由郎(S18)
内藤耕平(S23)
小林信行(S27)
福富啓爾(S28)
高橋幸子(S29)
小川厚一(S30)
稲葉正臣(S30)
鳥居泰彦(S30)
鶴谷敏明(S31)
稲野辺敬義(S32)
増井正明（Ｓ39）

成

ＪＣＯ事故については「朽ち

最高顧問
山本定男(S15)

ていった命―被曝治療 日間の
記録―」（新潮文庫）に詳しい

内容が書かれています。多田富

雄先生の門下で免疫を学んだ鈴
木先輩の医学への熱い思いが、
物静かで柔らかな語り口の端々
に感じられました。「損得勘定

だけではない医師がもっと出て
いい」という言葉が印象的でし
た。

平

83
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組織委員会
委員長：石井健司(S56）
副：阪下 力（S56)
海老根宏(S36)
AD：植村 滋(S43)

財務委員会
委員長：三ッ石浩(S55)
副：柏村博文(S46)
小澤光浩（S57)
AD：檜山雅顕(S44)
AD：桑原裕一（S50)

企画委員会
委員長：笹嶋 正(S54)
副：小久保 優（S52)
副：鈴木和彦（S57)
久本卓昭(S41)
萩谷清子(S48)
梁田 透（Ｓ54）
鈴木正啓（S58）
浅野茂生（S59）
AD：高橋幸子（S29)
AD：菅井英夫(S42)
AD：江幡秀則(S47)

事務局
事務局長：江幡秀則(S47)
次長：門馬俊光(S47)
次長：石川隆之(S42)
HP：小瀧明代(S56)
ＩＴ：久本卓昭(S41)
ＩＴ：荘野素(S44)
AD：佐渡本真理子(S41)

役員・常置委員長 紹介

谷 田海 幹 事長
小 貫 監事
羽 持 監事
佐 渡本 副 会長
助 川 会長
丹 副 会長
檜 山 副会 長
荻 野 副幹 事長

平成 年度の東京知道会役員、常置
委員長をご紹介いたします

笹 嶋 企画 委員 長
保 坂 会報 委員 長
門 馬 事務 局次 長
石 川 事務 局次 長
江 幡 事務 局長
三 ツ石 財 務委 員長
石 井 組織 委員 長
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卒業 周年 回目の同窓会
換えがたい仲間の絆

ケーブル線埋設に駆り出

の発声で懇 親会が 始
まった。

在郷の大森 君の乾 杯

水戸一高

開催された。今回は卒業後 年の節目

旧臘 月８日、サンケイプラザで在
京水中・一高 会の第 回の同窓会が
と共に、全校舎が焼滅し
た。しかし、我々の卒業
周年を記念して寄贈し

貫」「堅忍力行」の扁額

夷弾で水戸市は灰燼に帰
し、誇らしく入学式に参
列した母校講堂の正面の
大書「盡忠」も「至誠一

総会に続き、「私にとっての会社・

卒）、谷田海孝男幹

卒）ら５名が参加した。秋

舘英雄参与（Ｓ

ンシー東京で行われ、東京知道会から

立秋田高校

ある秋田県

に当たり、水戸からの参加者 名を含
め総勢 名が参集した。
我々 年卒は、大東亜戦争の戦勢非
た「至誠一貫」「堅忍力
行」の石碑は今も母校の

戻した様に 、彼方 此
方に歓談の輪が出来、

を抱え、妻もうつ病を発症し入退院・

の姉妹校で

秋田 高校東 京同 窓会に 参加

され、昭和 年８月２日
未明には、空襲による焼

の東京同窓

なる昭和 年に旧制水戸中学校に入学
し、学制改革により昭和 年新制水戸
玄関前に残っている。
その後、本城橋の土手

会半ばには 恒例の 抽
選会で盛り上がった。
映画「桜 田門外 ノ
変」も話題に上がり、

徹底し、出世ルートを歩んだ。『ビッ

卒）

高校卒業後 年、
夫々の分野 で皆精 一
杯に活躍し 、其れ な
りの知己も 多いこ と

会総会が６月４日、ハイアットリージェ

一高を卒業し、６年間苦楽を共に過ご
した仲間であり其の絆は強い。

に焼けトタンを黒板代わ
りに桜の木に打ちつけ、
皆地べたに腰を下ろして
学び、終戦と共に教練で

水戸は諸藩 に先駆 け
て尊攘の気風を生みながら、天狗・諸
生の攻めぎ合いで、あたら人材を失い、

軒並みベストセラー。この日は被災地

博行 （Ｓ

であろうが 、少年 期

事 長 （Ｓ

旧制１年生の時には軍事教練の一環
として、土砂降りの雨中で行われた
「夜行軍」を最後に中断した夜通し歩
く行事が、新制高校３年生の時「歩く

使った 銃を土手に埋め、
旧 部隊跡の兵舎で南京虫に食われな
がら、碌な物も食わず学んだものだっ

維新後は薩長土肥の後塵を拝した。
「全くイジヤケッチャーナー」「ゴジャッ

数百冊用意したが、全冊売り切れた。

川原

から青年期 に到る ６
年間を一緒 に過ご し
た仲間は何 物にも 換

会」として復活したもので、奇しくも
この行事の最後と最初を経験したクラ
スでもある。

た。
昭和 年、旧校舎跡にバラック建て

ペダッペ」「シャーネーナー」等と云
う昔懐かしい水戸弁も飛び出す。

開戦され、
その後の数々

に横手、秋田工業などの同窓会から

名ほどが加わった。

卒の東

38

卒）が司会を務める

卒

面澤

和気あいあいと進行した。

（Ｓ

淳 市）

年卒）らが壇上に立ち、

なか、読売新聞特別編集委員の橋本五

女性副会長（Ｓ

午後６時半からの懇親会は、和装の

支援のため佐々木氏自身がサイン本を

グツリー』など実体験に基づく著書は

に直面しながら、効率的な仕事運びを

自殺未遂を繰り返すという深刻な問題

が講演した。佐々木氏は自閉症の息子

レ経営研究所特別顧問・佐々木常夫氏

仕事・家族」と題して同校Ｓ

15

田高出身者は百名ほどが集まり、これ

46

40

60

29

56

58

の苦労を忘
れぬ意味も
ある。
戦中は勤
労動員で松
根油掘りや

80

45

37

38

23

30

37

60

10

45

25

16

25

12

え難い。
年の時間を巻き

この会が毎年 月８日に開催される
のは、先の大戦が昭和 年のこの日に

の校舎が出来、 部隊から新校舎へ
「民族大移動」と称した引越しが行わ

郎 会 長（ Ｓ

あいさつする
橋本五郎会長

20

最後にお土産を寄贈してくれた田辺
君が閉会のあいさつを行って、午後３
時過ぎに散会した。
その後の各人の二次・三次の行方は

川原 博行さん

れた。
同窓会は糸口君の司会で始まり、幹
事を代表してこの会を 回も続けられ
た功労者の手塚君が開会の挨拶を行い、

25

不明である。この我々同窓生の大部分
が今年で満 歳を迎える。

60

45

水戸からの参加者を代表して、山崎君
から在郷の会の近況報告があり、同じ

平成17年12月8日に開催した時の集合写真

60

12

25 59
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温かいご指導をいただきました先輩の
皆さま、親しくお付き合いくださった
同級生、後輩の皆さまにあらためて感

より、在京水中一高会時代から長い間、

この度、東京知道会会長を退任いた
しました。４年間の会長在任中はもと

陶芸教室など思い出は尽きません。
「歩く会」「洋蘭の会」「義太夫の会」
「味彩会」等たくさんの行事を通して

ものでした。
「バス旅行」の故郷訪問で、茨城の
里山の自然を堪能しながら蕎麦打ちや

を飛んできたかのような喜びを感じた

ていただき、久本先生（Ｓ 卒）に、
初めてメールしました。たまたま久本
さんはアメリカに出張中でしたが、あっ
と言う間に返信があり、魔法使いが空

した。 歳を過ぎてから「パソコン教
室」でメールから、デジカメ等を教え

先輩方が作り上げた同窓会の事務局の

本真理子次長（現副会長）や菅井英夫
次長（Ｓ 卒）を始めとする多くの皆
さんのお力添えを受け、多くの偉大な

平成 年４月に東京知道会事務局長
の大役を仰せつかってから早いもので
二期４年が過ぎました。この間、佐渡

とし、益々のご発展を信じ、長嶋元巨
人軍監督に倣って「我が東京知道会は
永久に不滅です！」

ランティア精神で、今日を築いてこら
れた諸先輩の思いを、より確かなもの

方面を予定しており、復旧状況を踏ま

にバス旅行を復活させ、津波の被害に

ことを、皆様のお知恵も拝借しながら
取り組んでゆきたいと思っております。
今後の企画としては、まず、久しぶり

まし被災された方々を元気づけられる

企画委員長 笹嶋 正（Ｓ 卒）

新任常置委員長あいさつ

謝申し上げます。
同窓会のような組織は、上に立つ者
が張り切りすぎて妙に指導力や管理能

得た楽しみは、ひとえに友との交流の

任をどうにかつつがなく果たすことが
出来て、正直ほっとしております。
この会の活動は２ヵ月に一回の幹事
会の開催、総会幹事学年の「同窓の集

41

えながらコースを決めてゆきたいと思
います。
今年３月の花見は、震災の影響で中
止といたしましたが、来年は、選択肢

でお寄せ
願います。

会（ tokyo
-chidokai
@hotmail.
）ま
co.jp

東京知道

の部会が独自に委員会を開き、会運営
の中枢を担っています。そのほかグル

あわれた大洗や那珂湊方面の応援ツアー
を実施したいと考えております。
歩く会につきましては、今年は筑波

願いします。
企画委員会では、ふるさと茨城を励

実施に当たってのご協力をよろしくお

になりました。会員の皆様には行事の

このたび企画委員長に就任すること

54

退 任 役 員 あ い さ つ

力を発揮しない方がむしろ長続きする。

楽しさだったと心から感謝しています。
同窓生の縦と横の交わりの織りなす人
間模様は他所には無い尊い空間です。
今東京知道会は若い世代の叡智と活

前会長 小岩井 忠道（Ｓ 卒）

東京知道会より歴史が古い母校バスケッ
トボール部ＯＢとして諸先輩から学ん
だ経験とも重ね合わせ、ほとんど確信
に近い考えを持っております。会の活

力が漲り、新しい時代をあゆみはじめ
ようとしているようです。これまでボ

い」開催のサポート、茨城県人会連合
会東京事務所との連絡、母校での進路
相談会、新年会の開催等々を事務局が
担い、会報、企画、財務、組織の四つ

前事務局長 植村 滋（Ｓ 卒）

性化に強い意欲を持つ後輩の方々には、
誠に物足りなく、支え甲斐、頼り甲斐
のない会長だったのではないかと思い
ます。
会長退任後はなおさらのこと、会の
活動に細かな口を出すほど野暮ではな

20

の一つとして水戸偕楽園へ観梅に行く
ことも考えています。
ご意見、ご希望などございましたら、

メの会、夏休み子供体験、歩く会、ゴ

ルフの会、浄瑠璃の会などの楽しい定
例行事は、他の高校の同窓会と比較し
てもかなり充実した内容です。
５年前に会発足 周年を迎えました。

東京知道会の益々の発展と、 年、
先も同じような楽しい同窓会が続く事
を確信して挨拶の言葉と致します。

50

いと思っております。新執行部の皆さ

19

42

43

10

まには、さらに多くの会員に喜ばれる
組織に発展させるため存分に力を発揮
されるよう願っております。

前副会長 高橋 幸子（Ｓ 卒）
「退任の挨拶を」とのお話を受け、
改めて東京知道会との関わりを省みま

小岩井前会長、高橋前副会長、植村前事務局長

39
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会費納入のお願い
《今までどおり、会員の方が振込む方
式について》
今年度から、振込用紙を使って郵貯
銀行へ送金する方法を中止し、左記の
４銀行への振り込みに変更しました。
年会費は３０００円で、送金手数料は
控除可能です。会費振込時には、卒業
年次及び氏名のご記入をお願いします。
（会費・寄付等の振込先）
三菱東京ＵＦＪ銀行六本木支店
普通 １３１５３２５
三井住友銀行 六本木支店
普通 ７０９３２６１
常陽銀行 東京営業部
普通 １２３２３４９
みずほ銀行 京橋支店
普通２５１９６２０
口座の名義は「トウキヨウチドウカ
イ ダイヒョウ ヤタミ タカオ」です。
《口座振替による納入について》

行 事 の ご 案 内
今年の企画は、被災した「郷土茨城
の応援」をテーマにしたいと考えてお
ります。

ふる さと応援 バス旅行
日程 平成 年９月 日（土）
方面 水戸、大洗、那珂湊、ひたち

名程度

なか
参加費 未定（バス代、昼食代等）
募集人員

今回は夏休みの企画に代わり、久し
ぶりにバス旅行を復活することにしま
した。
東京駅に集合し、母校訪問、ひたち
なか海浜鉄道（旧湊線）乗車、大洗・
那珂湊地区にて食事や買い物をしたの
ち、東京へ戻ってくる予定です。

参加費 未定（交通費は各自が負担）
募集人員 特に制限なし

今年の行程については入山制限等の
状況も見ながら検討する必要もあるた
め未定ですが、従来のコースでは、つ
くば駅（つくばエクスプレス）に集合

し、路線バスにて登山口まで行き、健
脚組は登山、楽々組はケーブルカー等
を利用して山頂へ。昼食後下山し、希
望者は入浴等ののち、つくば駅解散と
なっております。
こちらも、詳細が決まり次第、ホー
ムページでご案内いたします。

秋 のゴ ル フ コ ン ペ
日 程 平成 年 月 日（木）
コース 富士カントリー笠間倶楽部
電 話 ０２９６ ７２ ８１１１
（笠間市池野辺２５２３）
会 費 １３，０００円
（昼食代込み）
参加費 １，０００円
スタート ９：０７ 東(・南共 )組
申込先 海老根 宏（Ｓ 卒）

プレーは、乗用カート、キャディ付で
す。詳細は後日、参加者に直接お知せい
たします。

電話・ FAX
（ 03-5941-9128)
h-ebine@cube.ocn.ne.jp

36

行程、参加費等の詳細につきまして
は、ホームページでご案内いたします
が、バス旅行にご興味のある方は、左
記までご連絡いただければ幸いです。

sasajima@t.toshima.ne.jp

歩 く 会
日程 平成 年 月 日（土）
方面 筑波山

12

20

－

10

－

10

29

年会費に関し、多忙な会員の皆さま
にとっても、大変便利な「口座振替」
をスタートいたしました。このシステ
ムでは、毎年６月 日に口座振替を行
ないます。まだお申込みでない方は、
是非ともご協力のほどお願いたします。
詳細は、東京知道会ホームページ（ ht
）をご参照く
tp://tokyo-chido.com/

ださい。
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野球部史完成

全国高校野球
連盟加盟校４１
１５校の中でも、
屈指の歴史を誇

る母校野球部の

部史、『熱球１
２ ０年 水戸 中

学 ・ 水 戸 一高

野球部の軌跡』
が遂に発刊しま
した（Ａ４ ７８２ページ 。)購入を希

望される方は、硬式野球部ＯＢ会「水

府倶楽部」までお問い合わせください。
巻頭 今:の野球部が分かります
第１章 通:史 その歴史は
第２章 全:公式戦の記録を網羅

第３章 １
:２０年の仲間たち（同級

生 、知人を見つけて下さい）
第４章 由:来、試合、エピソード

※１冊 ６０００円
お問い合わせ先、ホームページ：
硬式野球部ＯＢ会 水府倶楽部

藤枝 建夫 （Ｓ 卒）

０９０―４１２２―７６４８
綿引 満男 （Ｓ 卒）
０９０―９０１２―５２０９
乾
修
（Ｓ 卒）
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41

http://www.suifu-club.net

０９０―５３１９―０２８４
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