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「同窓の集い」が、２月

最後は、当時「あわや 年振りの

サッカー部引退試合の動画に続き、

助川法律事務所内

甲子園出場！？」と盛り上がった、

平成 年の東京知道会

麻布台1-8-5～203

Ｓ 卒高３の夏の高校野球茨城県

したが、集い当日は好天

回続けて降る異常気象で

前週まで週末に大雪が２

ました。今年の東京は、

わず同窓生の胸に響くものがある

高校野球・野球応援は、年代を問

手二高との一戦）の動画でした。

大会（その年の甲子園優勝校、取

ンケイプラザで開催され

30

ようで、上映終了時には、会場か

ら大きな拍手が沸き起こりました。

例年、同窓の集いの準備・運営は

卒業 年目の学年が担当します。今

年はＳ 卒の有志幹事メンバーが１

年ほど前から準備を進めました。当

日は同級生５０人程が運営に当たり、

また１学年下のＳ 卒から多数お手

伝いいただき、スムーズに進行でき
ました。

平成 年同窓の集いは、同じく大

手町サンケイプラザで２月 日（土）

に開催される予定です。代表幹事杉

田敦氏以下、Ｓ 卒の皆さんが準備

東 京 知 道 会

役 員 候 補 募 集

の お 知 ら せ

東京知道会人事選考委員会では

現役員の任期満了に伴い、左記の

通り平成 年度の役員候補者を募

条件です。

役員任期：平成 年４月１日から

幹事長

募集役員：会長、副会長、監事、

記

他薦の場合は、本人の事前了解が

ふるってご応募ください。なお、

集しますので、自薦他薦を問わず、

27

〒106-0041 東京都港区

に恵まれ、約２５０名の

同窓生と来賓が来場し、

大盛況でした。
同窓の集いは、例年通

り東京知道会年次総会、

好評だった「プレイバック82-85」の映像

平成 年３月 日まで

募集期間：８月１日から８月 日

応募方法：〒１０６ ０
-０４１

港区麻布台１ ８
- ５-

～２０３

知道会まで、郵送でお

助川法律事務所内東京
てご参加ください。

願いします。
ジに掲載しました。）

（「同窓の集い特集」を２～５ペー

を開始しています。みなさま、ふるっ

31

講演会、懇親会の３部構

成でした。
懇親会では、Ｓ 卒の

シークレット企画「プレ
イバック

しの 年代ポップスに乗
せて、高校時代の各行事
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の写真スライドショーと
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発行人

日（土）に、大手町サ

「同窓の集い」を開催
が上映されました。懐か
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記 念 講 演
から整理してお話しいただきました。

思想の形成に及ぼした影響という点

の一連の出来事を、ひとりの人物の

あったことが説明されました。当時

草庵を訪れている様子も、絵伝の場

す。近辺の領主や巷の衆生が頻繁に

寺のはじまりとなったということで

鸞を関東に招いたのが、稲田の西念

当時は、加持祈祷の力で病気を治

面として紹介されました。

の解説では、９歳の親鸞が出家する

したりする修験者もおり、念仏によっ

親鸞の絵伝に描かれた場面を示して

「同窓の集い」第一部では、
ために京都の東山の青蓮院を訪れた

「茨城と親鸞」を拝聴して

東本願寺研修部補導主任とし

て阿弥陀に助けを求めるという親鸞

60

場面や、 歳の親鸞が、厳しい修行

て活躍中の木名瀬勝氏（Ｓ

卒）が、「茨城と親鸞」とい

うタイトルで、常陸の国を拠

点として 年間を過ごした親

鸞が生きた時代背景や、親鸞をめぐ
る人々についての講演を行いました。
親鸞の幼年期については、源氏の
流れをくむ母親を持つ親鸞が、平家
の全盛期に身の危険を感じて過ごし
たことや、平重衡による東大寺・興

場面などが示されました。京都の六

国で拠点とした笠間市稲田の草庵の

て六角堂に参籠する場面や、常陸の

を積んでも悟りをえられずに苦悶し

を示しながら説明されました。何の

エピソードも、絵伝に描かれた場面

弁円が稲田の草庵に押しかけた際の

の教えの広まりに不満を抱いた山伏

木名瀬 勝さん、

鸞の妻としては、恵信尼という方の

鸞が縁側に出て合掌

角堂で観音菩薩のお告げを受けた親

子になったそうで、自分を無条件で

弁円は涙を流して後悔し、親鸞の弟

警戒心もなく出てきた親鸞に接した

ピックについても紹介がありました。

いたのか、今後の研究が待たれるト

一人物なのか、それとも二人の妻が

明らかになり、玉日姫と恵信尼が同

「茨城と親鸞」について語る

した先に描かれてい

受けとめてくれる存在を探し求めて

親鸞が京都に戻って 歳で亡くなっ

存在も大正十年に発見された手紙で

るのは、東方の笠間

いることの象徴として、心に残るお

同門に下野国の宇都

弟子になった親鸞の

六角堂を出て法然の

姫が着飾った姿で親鸞よりも立派な

は、九条兼実の娘と伝えられる玉日

お墓があり、光照寺に伝わる絵図に

笠間には親鸞の妻である玉日姫の

りやすくお話いただき、非常に新鮮

で現代風のたとえを交えながらわか

型になったそうです。限られた時間

現在の東西本願寺に発展していく原

60

福寺の焼き討ちが当時の人々にとっ

の山で苦しむ人々

宮頼綱がおり、念仏

畳に座っている様子が描かれており、

味がある講演でした。
椎名 久美子（Ｓ 卒）

た後、関東の門弟達が建てた廟堂が、

の弾圧により越後に

位の高さがうかがえるそうです。親

話でした。

流罪になっていた親

（衆生）だそうです。

90

同窓の集い特集
て救いの希望が破れるほどの衝撃で

29

記念講演の講師を務めた木名瀬勝さん

20
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担当学年幹事業務を終えて
代表幹事 飯田 和紀（Ｓ 卒）

今年の同窓の集いは、ソチオリン

ピック開催期間中で日本中が日本代

表選手団の活躍に沸き立つ一方、２

月の上旬～中旬にかけて東京周辺で

は観測史上初の積雪量とも言われる

大雪が連続して週末にあり、当日も

大雪で開催が危うくなるのではとの

危機感もありました。幹事団のてる

当日の同窓の集いでは、ご来賓含
支

60

できたと思っております。

む総勢２４３名にご参加いただき、
収

てる坊主にかけた熱い願いが天に届

き、当日は爽やかな快晴となり、同

59

窓の集いを祝福してくれました。

60

23

無事に総会から懇親会までを執り行

う事が出来ました。ご出席いただき

15

一年前の２月 日にＳ 卒の淺野

先輩より伝統の襷を引継ぎ、引継会

ましたご来賓の皆様、諸先輩・後輩

31

を経て総勢 名のＳ 卒幹事団を結

手伝いをしてくれたＳ 卒の皆様、

61

の皆様、特に、 名を動員し当日の

田部校長先生挨拶、小規模の飲み会

そして 年ぶりに再会を果たし幹事

30

成、６月の母校学苑祭に合わせた小

を水戸・東京で開催しつつ、９月に

てくれたＳ 卒同期の皆様、本当に

60

45

団と一緒になって当日の作業を手伝っ

同総会を開催、メーリングリ

ありがとうございました。また、多

30

は東京日本橋で 名の参加の

ストの整備も並行して行い、

皆様、配布資料や写真パネル等をご

しいただきましたＪＲ東日本関係者

50

数のご寄付、広告協賛をいただいた

に百名程度までとしながら、

提供いただいた皆様、ひたち号 周

47

当初 名程度の登録者を年末

当日を迎えることとなりまし

年・水戸駅の歴史写真パネルを貸出

の皆様、その他ご支援をいただいた

70

た。当日は、同窓の集い 名、

皆様に、この場をお借りして心より

学年同窓会 名、二次会 名

同期の絆を固め、将来につな

60 55

厚く御礼を申し上げます。

の同期の参加により、Ｓ 卒

げるという一つの目標は達成

同窓の集い特集
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平成25年度決算報告
財

産

目

録

（平成25年12月31日現在）

【資産の部】

(単位：円)
銀行預金(一般会計) 1,301,229
郵便貯金
1,276,736
定期預金(基本財産) 18,269,909
ソフトウェア(注1)
290,420
ソフトウェア(注2)
441,000
資産合計
21,579,294

1,206,000
1,206,000

【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

378,130
18,269,909
1,725,255
20,373,294
21,579,294

（注1）ホームページ管理システム
（注2）名簿管理システム

算

書

（平成25年1月1日から12月31日まで）

一般会計
(単位：円)
【収入の部】
年会費
総会会費
総会寄付・広告
その他寄付金
受取利息
前期繰越金
収入の部合計

2,460,000
1,734,000
822,000
375,345
971
305,652
5,697,968

【負債の部】
前受金
負債合計

計

【支出の部】
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
振込手数料
交際費
通信費
組織委員会
雑費
当期支出合計
次年度繰越
支出の部合計

2,441,239
1,849,952
127,120
503,900
53,387
80,689
76,418
66,188
120,000
945
5,319,838
378,130
5,697,968

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)
18,266,030
3,879
0
18,269,909

《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

378,130
19,995,164
20,373,294

短い時間ではありましたが、楽し

できたようです。

示も好評であり、何とか目標を達成

急ひたちや水戸駅の懐かしい写真展

の感想がたくさん寄せられ、また特

音楽と映像で楽しませてもらったと

した。企画発案者の大内君（当日は

間たちにも大変喜んでいただけま

様や同期の仲

出席された皆

た映像は、ご

出来上がっ

されました。

か時間内で無事に会の進行を終える

大内さんと共に、奮闘の末になんと

う心掛けました。同じく司会担当の

聞きやすい滑舌の良い司会をするよ

る！」と開き直り、とにかく皆様に

ト。「もし何かあってもどうにかな

そして遂に「同窓の集い」がスター

がる」で開催された昨年の同

の新たな思い出として息づいてくれ

何度も読み返していました。

窓の集い。代表幹事に淺野さ
いひと時を過ごしていただけたのな

司会を担当）はじめ、みんなの笑顔

企画で趣向を凝らす
河野（糟屋）敦子 Ｓ
( 卒 )

ん（私が生徒会本部にいた時
らば、ぜひ来年の集いにもお誘い合

「つなぐ、つなげる、つな

の生徒会長）の名前があり、
わせのうえ、お越しください。

だけでしたが、気づけば壇上

で襷を受け取る集団に入り ・・・

私は進行に集中していましたので、

ご参加の皆様との歓談をほとんど楽

加し、再会した旧友達と二次会で盛

私は、昨年初めて同窓の集いに参

でした。諸先輩方や同期の仲間に深

間は本当に楽しく、素晴らしい経験

幹事団の一員として過ごした１年

いた同窓生の方々のたくさんの笑顔

いと思います。また、ご参加いただ

それらは次の集いで目一杯楽しみた

しめなかった点は少々残念でしたが、

一部面識はあったものの、文系男

り上がっているところに、幹事団へ

たら幸いです。

子と理系女子で構成された我々幹事

年近くぶりに結集し協力しあっ

を拝見することができて本当に嬉し

今回の集いでは、私は参加申込受

ありがとうございました

しみにしています。

く感謝するとともに、これからも親

現可能なレベルに具体化し完成まで

付と名簿の作成、しおりの構成・編

団。既成概念にとらわれず豊富なア

の作業フローを作る者がお互いの特

集、そして、当日上映した幹事学年

イディアを提案する者と、それを実

性を活かしてうまく連携し、無事当

た同期の幹事団の仲間との準備期間

は、時の流れを一切感じる事なく学

世代の異なる同窓生が交流を深め、

ビデオテープからデータ変換して提

キャン等してデータ化してくれたり、

していた写真や、卒業アルバムをス

素材は、同期の皆さんが大切に保管

ていただきました。映像に使用した

ピークとなりました。何度も練習し

大勢の同窓生の方々を見て、緊張が

につれてピリピリと緊張感が走り、

した。当日私は、開場時間が近づく

ながら司会を務めさせていただきま

この度の「同窓の集い」では未熟

心より御

方々には

諸先輩の

知道会の

まで暖かくサポートいただいた東京

めて感じた次第です。そして、最後

高で過ごした時間は私の財産だと改

生時代が戻ったようでした。水戸一

次回も足を運びたくなるような集い

供してくれたものです。映像のＢＧ

て進行を把握していた筈なのに、記

礼を申し

佐々木 郷子（Ｓ 卒）

にしよう、と趣向を凝らした（つも

Ｍに使った当時の流行曲を聴きなが

憶と自信がどこかに飛んで行ってし

上げます。

親鸞の 話や

さまからも、

だいた みな

ご参加 いた

でした が、

りの） 企画

ら、懐かしいシーンと向かい合い、

まい、ソワソワしながら司会原稿を

企画の映像と音楽の編集を担当させ

30

してしまいました 笑
( 。)

のお誘いを受け、勢いでお引き受け

企画映像の編集を担当して
中村（石川） 奈緒子（Ｓ 卒）

82
85

く思っております。

まんまと「つながって」Ｓ 卒幹事

60

60

数々の行事が驚くほど鮮明に思い出

日を迎えることができました。

60

団のスタートを切りました。

事ができ、安堵しています。

懐かしさから気軽に参加した

が何よりのご褒美でした。この映像、
「プレイバック
- 」が、皆さん

同窓の集い特集

交が永く続いていくことをとても楽

60
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代表幹事を拝命して

杉田 敦（Ｓ 卒）

27 61

夏くらいには水戸のメンバーを含め

大きな同窓会を企画し、万全な準備

をする予定です。その一方で、現状

62

東京知道会の皆様、平成 年２月

く、どのようにつながっていくかと

21

Ｓ 卒の東京知道会への参加が少な

幹事を務めさせていただくことにな

いうことが大きな課題となっていま

日（土）の「同窓の集い」で代表

りました。どうぞ宜しくお願い申し

す。

歴史ある水戸一高の中で、このよ

上げます。「ニャンニャンワン」で

予定を入れていただけますと幸いで

59

うな責任を負うことはプレッシャー

30

もありますが大きな喜びでもありま

す。卒業後 年経ち、再度仲間と一

25

す。
Ｓ 卒の淺野先輩の「つなぐ、つ

なげる、つながる」のコンセプトに

機会を存分に楽しみたいと思ってい

緒にひとつのことを成し遂げられる

初めて参加し、そこから先輩方との

ます。今後の皆様のご指導、ご支援

よる、平成 年の「同窓の集い」に

つながりができたのがきっかけで、

前年代表幹事の飯田さんから襷を受け継いだ
杉田さん（中央）

を何卒宜しくお願い申し上げます。

61

東京知道会に参加するようになりま

した。我々Ｓ 卒よりも平成卒の若

い後輩達の参加のほうが目立ち、逆

に頑張らねばという刺激を受けまし

60

た。また東京知道会幹事の先輩方の

運営に対する熱意やＳ 卒の

先輩からの親切な指導に感銘

を受け、次回の「同窓の集い」

は絶対に成功させたいと決意

61

しました。

Ｓ 卒は５月に幹事メンバー

を選出し、本格的に活動を始
めて行きます。 Facebook
では

30

１０３名が既につながってお

り、「同窓の集い」には 名

を超える参加がありました。

同窓の集い特集

第77号

平成26年度 東京知道会組織図
会長
最高顧問

名誉会長

山本 定男(S15)

遠西 武士(S19)

助川 裕 (S42)

顧問

名誉副会長

副会長

藤田 一幸(S17)

手塚 誠光(S25)
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属材料学科在籍中、金属電

先生には（東京大学）金
置され、環境ラベル、ＬＣＡ（ライ

ばれる）を検討する専門委員会が設

ム規格等（１４０００シリーズと呼

において、環境マネジメントシステ

した。１９９３年にＩＳＯの理事会

けにエコマテリアルの研究を始めま

サミットが開催され、それをきっか

組みました。１９９２年に地球環境

ジーを考慮した新素材の研究に取り

解決できないと思い、まずはエコロ

いるならば問題です。倫理に反する

権無視の児童労働により採掘されて

われていますが、これらの資源が人

で採掘されたレアメタルが数多く使

です。例えば携帯電話にはアフリカ

とエコデザインで作った製品のこと

企業が倫理的な（ ethical
）調達

エシカル製品とは？

シカル製品の普及です。

いるのはグリーンでソーシャルなエ

消費という考え方。現在力を入れて

けできないようなことはしてはいけ

ばなりません。子や孫の世代に顔向

インをしっかりとやっていかなけれ

は「宇宙船地球号」のグランドデザ

圏を再構築してゆくことです。我々

共生し調和し合える不滅の共生文明

救うこと、地球の環境と人類文明が

動とその影響という深刻な問題から

を、急激な地球温暖化に伴う気候変

の究極の狙いは、地球の環境と社会

山本先生）を設立しました。協議会

日本エシカル推進協議会（代表：

東京都市大学特任教授

子論を教えていただきまし

フ・サイクル・アセスメント）のエ

ルートで調達された素材や製品など

（Ｓ

卒）

山本 良一さん

東京大学名誉教授

た。現在先生は環境問題へ

キスパートとして規格作りに参加し

ないのです。

大学の授業についてお伺いします。

どの様な講義をされているのでしょ

うか？

東京都市大学では、サステナブル

マネージメントが専門です。講義は、

学部）の３つで、広い視野で考える

「温暖化の科学」、「環境問題原論」
倫理が環境問題を解決すると？

ことを目的とした授業です。また国

は、購入しないよう促すことが重要
ネットワークを設立して社会運動に

地球温暖化の 主因が科 学的に も

際基督教大学では「科学技術と社会」

ました。環境に配慮した製品の普及

社会問題を解決して
地球の未来を救う

取り組まれているようです

面しました。単に金属材料の特性を

題、そして金属資源の枯渇問題に直

金属産業をみていましたが、公害問

きっかけだったのでしょうか？
東大で金属材料を研究している間、

が、方向が変わっていったのは何が

先輩訪問
研究するだけではこのような問題を

乗り出しました。そのうちに環境問

「 ％以上、人間由来である」と合

などを担当し、エコロジー宗教につ

（教養）、「エコデザイン」（環境

題の解決のためには、同時に社会問

意されています。とするとその誘因

いて教えています。我々が今置かれ

です。

題を解決しなければならないという

が人間の欲望にあることは自明の理

ている状況をどうみるか、宇宙、地

が必要ということで、グリーン購入

ことが分かってきました。

です。欲望の肥大化に歯止めを掛け

球、生命、文明、これらは全て歴史

関係するのですか？

環境問題と社会問題がどのように

るための規範や規律が必要で、その

的所産であり、これらのすばらしさ

今後、「エシカル」をどの様に展
開されるのでしょうか？

にしています。

を学生に認識してもらうことを目標

ための倫理です。

環境配慮だけでなく、貧困や差別
の問題を解決する社会的配慮という
こと。具体的には人権配慮、倫理的
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勉強の仕方に工夫が必要ですね？
しい文明を切り開く人材となること

て、地球的そして宇宙的な視野で新

【インタビューを終えて】

ありがとうございました。

を期待しています。

多くの情報をどこから取ってくる
か、そして自分の頭で考えることが
重要です。基本は、学会とか多くの
人のコンセンサスを得ているレポー
トを判断の中心に置いてから、個別

同期のフットサル

香織（Ｈ

卒）

チームの活動について
仲井

平成 年６月 日、平成 年卒の

トサル初心者という中、愚直に地道

な練習を積み、チーム一丸となって

ゴールを決めようとする姿は青春そ

のものです。メンバーは全員アラサー。

仕事、結婚、育児と様々なライフイ

ベントを迎える中、目標はシニアに

は「環境配慮設計」という言葉が話

当チームの部長の「もう一度高校

昭和 ～ 年卒のサッカー部の先輩

えたことに感謝。そして昨年からは

なっても活動を続けることです！

それからゼミの学生には、中国と
題になりましたが、今では「エシカ

の頃のように何かに打ち込みたい、

方ともご縁があって練習に参加させ

女子によるフットサルチームＭＩＴ

日本の古典的な教養を身につけさせ
ル」なのです。考えてみれば地球の

青春したい！」という一言に賛同し

ていただいたりと、一高の先輩方に

素敵な水戸一高のメンバーに出会

ています。二宮尊徳や山田方谷につ

生態系の破壊、砂漠化も人間のエゴ

た約 名のメンバーが集まりました。

このためには人間の考え方から見直

メンバーは主に茨城と都内在住者で、

支えられながら、今年はまず勝ち星

高校の頃は一度も同じクラスにな

らなかったメンバーとも、フットサ

ルを通じて友情を育み、新たな絆も

生まれました。月一回の練習のほか、

強化合宿や海外遠征と称した旅行、

月には試合に参加し、 月には納

会を行っています。社会人となりそ

れぞれの道を歩む中、同じ水戸一高

で多感な時期を共に過ごした仲間と

の再会はお互いよい刺激を受けてい
ます。
一高の良さ、それは「堅忍力行

至誠一貫」の校是にあるように何事

にも真摯に向き合い努力を惜しまな

い人材を育てることです。全員がフッ

チームメンバーと。前 列中央が仲井さん

す！

どうぞ、応援よろしくお願いしま

ます。

後輩の学生達に一言お願いします。

―ビジネスと自然は「共存」

習に励んでいます。

を上げられるようにと意気込んでい

聞き手 栗田 真人 Ｓ
( 卒 )
北條 隆史 Ｓ
( 卒 )

山本先輩の最近の著書のご紹介

史をしっかりと学んだ上で、それを

あまり知られていません。郷土の歴

ていいことがたくさんありますが、

大日本史をはじめ、日本全国に誇っ

維新回転に大きく貢献しています。

地は幕末から明治にかけての日本の

てほしいと思います。水戸という土

月一回都内で集まりフットサルの練

62

す必要がありそうです。

58

まずは水戸という郷土に誇りを持っ

20

Ｏ☆ＩＣＨＩを結成しました。

いて学ばせ、「貞観政要」、「大学」、

であり、そして貧富格差の問題あり。

色々と勉強になりました。かつて

24

「中庸」などを読ませています。

の研究に取り組ませます。

30

15

15

12

「宇宙船地球号 ス
( ペースシップ
アース の)グランドデザイン」

発信してほしいですね。

山本 良一・高岡 美佳 著( 、)
ＳＰＥＥＤ研究会 監(修 )

「持続的発展」できるのか？

次に、我々は５００億トンもの資
源を消費しています。人類文明と地
球生命圏の永続を考えるべき時です。
そのような地球規模の大問題を抱え
ている中で、わずかな資源を巡って
国の領土のシェア争いに躍起になっ
ているとは、天文学的な愚かさと言
うべきです。ラジカルな発想を持っ

11
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ソフトブレー ン・
フィールド 株式会社

何をしている会社ですか？
まとまった時間は取れないけれど、
一方で能力や意欲がある方に、働き
やすい仕組みを提供しています。ご

く、一つの活動につき報酬を支払う

達が提供しているのは、時間ではな

にくい社会構造となっています。私

事を離れてしまうと、仕事に復帰し

が出産・育児のタイミングで一度仕

るからだと思います。日本は、女性

要とされていると感じることが出来

仕事を通じて、自分が社会から必

押してくれました。あの時は本当に

反対すると思っていた父親が背中を

や親戚にも反対されましたが、一番

リスクも当然ある状況でした。家族

アサヒビールを退職する必要もあり、

た。支援制度といっても、私自身が

に応募し、この会社を立ち上げまし

ました。そこで、社内独立支援制度

責任という事を強く感じました。

てくれたのです。そのとき、自分の

んでした。私の言葉を全面的に信じ

は、それ以上、何もおっしゃりませ

「メガネです！」と答えると、先生

それは！」と怒鳴られました。私が

なり、担任の宮田先生から「なんだ、

通学してしまいました。教室に入る

もうひとつの思い出は、３年生の

嬉しかったです。

学苑祭で、演劇のシナリオの作成と

受験で忙しいはずでしたが、舞台セッ

演出を担当させてもらったことです。

新入生の時には、柔道部に所属し

トやら小道具やらの準備に、夜中ま

的な体験が、今の仕事の原点かも知

今思うと、そのときのプロデューサー

で走り回っていたのを覚えています。

ていましたが、まもなく辞めてしま

ていますか？

高校時代、どんなことが印象に残っ

仕組みです。業務はだいたい 分～
１時間程度ですので、空時間に活動
できます。こうした仕組みが、新し
い働き方として広く受け入れられて
いるのだと思います。

主婦が働 ける社会の 仕組みを作る

れません。

興して 年になりますが、女性の方

ビス支援を提供しています。会社を

ケティング」「人材」の側面でサー

プ会社へ取締役として出向していた

平成 年、現在の前身となるグルー

り、アサヒビールに入社しました。

く小売の酒屋です。そんな関係もあ

実家は水戸市内で昭和７年から続

としてオーストラリアへ行った時、

りでした。ボーイスカウト日本代表

担任の宮田先生とのある朝のやりと

す。その事を特に強く感じたのは、

強く意識させる学校だったと思いま

けれども自分の責任で」という事を

部員でした。でも、「学生ではある

いましたし、書道部もほとんど幽霊

女問わずに参加できる仕組みです

タートしたばかりですが、老若男

モデルを展開しています。まだス

タ化して企業に提供するビジネス

から購入理由を収集し、それをデー

ポイントなどの対価を払って消費者

考えています。例えば、私どもは、

る仕組みづくりを進めていきたいと

様々な方が簡単に社会に参画でき

今後の抱負をお聞かせください。

える方にご登録いただいています。

時に、店舗をフォローするスタッフ

日差しが強くて、親にレンズが濃く

ので、成功に導くべく、邁進して

登録頂いている方と商品・サービス

月刊マーチャンダイジング５月号

の適正人員化の話が持ちあがったの

なる偏光グラスのメガネを買っても

いきたいと思います。

起業された経緯をお教えいただけ

の記事を拝見いたしましたが、キャ

です。優秀で会社に貢献している多

らいました。その朝は遅刻しそうに

を中心に、２月末時点で５万人を超

ませんか？

ストと呼ばれる店頭支援スタッフの

くのパート契約の人材が契約終了に

に代わってお客様へ「営業」「マー

方がとても楽しんで働いている様子

なり、サングラスのようなメガネで

聞き手 北條 隆史（Ｓ 卒）

なるというのは非常に惜しいと感じ

を提供している企業をつなぎ、企業

30

代表取 締役社長
木名瀬 博さん（Ｓ 卒）
59

ソフトブレーン・フィールドは、

あの人この人
が印象的でした。

59

14

10

( 8 )
平 成 26年 7月 25日

東 京 知 道 会 会 報
第 77号

海 外 派遣 プ ログ ラ ムを 実 施

地理オリンピックの日本代表に

飯島 鞠瑛（ 組）

地歴科教諭 川久保 典昭

地理オリンピックは第１回大会が

１９９６年にオランダで行われ、今

年で第 回目の開催となる地理的な

望者の中から志望理由書、英語テス

を行いました。定員の倍以上もの希

派遣プログラム（シンガポール研修）

ご紹介によりシンガポールの様々な

回の研修では、東京知道会の皆様の

大きな成果がありました。また、今

で行われ、語学研修という意味でも

も、現地の人々との話し合いは英語

理解を深めました。大学でも企業で

業で働くことの現実や意義について

スカッションを行い、グローバル企

まざまな国籍の現地社員の方々とディ

ＪＴＢシンガポール支店では、さ

仕事に興味を持つ生徒もいました。

クフで行われるエクスカーションや

９日ですが、ポーランドの古都クラ

ても刺激になりました。出発は８月

る新しい見方を知ることができてと

集まり、交流をする中で地理に関す

ドワークでは全国から 名の選手が

したが、三次試験で行ったフィール

表選考会は三次にわたって行われま

と思います。地理オリンピックの代

リンピックに向けての準備をしたい

れた課題にしっかりと取り組んでオ

選ばれたからには、事務局から出さ

はとてもびっくりしました。代表に

代表に選ばれたことを知らされた時

委員会事務局から電話があり、日本

クラクフでの活躍を期待しています。

心にあふれた小さな地理学者です。

地域から見出すのが得意な知的好奇

は、地理的な事象を地図帳や身近な

はるかに超えた競技に挑む飯島さん

的に説明する力です。高校の内容を

解力と分析力で、さらにそれを論理

われるのは地図や景観、資料等の読

暗記と思われがちですが、ここで問

地理というと単なる地名や産物の

る予定です。

ど世界各地から のチームが参加す

アメリカ合衆国や中国、メキシコな

８月 日から 日にかけて行われ、

今年はポーランドの古都クラクフで

日本のポップカルチャーと

ジョホールバルでの学校交流では、

に臨んできました。

識を持って６日間にわたる現地研修

ン能力を培った上で、明確な目的意

力、そして、高いコミュニケーショ

す）を経て、幅広い知識と深い洞察

ば生徒たちの取り組みはその数倍で

事前研修（レポート提出等も加えれ

名の生徒たちが、 回以上にわたる

ト、集団面接等により選抜された

企業で活躍されている知道会員の方々

伝統文化について英語でプ

きたいと思います。

他の国の選手との交流がとても楽し

果のあるプログラムを実施していき

によるものです。来年以降もより効

よる震災義援金という形でのご支援

のも、ひとえに東京知道会の皆様に

このような有意義な研修ができた

との懇親会もあり、先輩方から現地

レゼンテーションを行い、

折り紙体験のレッスンも交

えて、現地の学生たちと交

流しました。シンガポール

国立大学では、現役の大学

生とグループディスカッショ

ンを行い、社会・文化など

のテーマについて話し合い
ました。学生たちの話に刺

たいと考えておりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。

母 校を会場として行われた一次試験の

12

10

激を受け、留学や海外での

様子(平成26年1月11日)

みです。応援してくださる先輩方の

思考力や技能を競う国際大会です。

11

昨年度第１学年主任 小林 努
今年３月８日から 日にかけて、

36

３月 日に地理オリンピック実行

17

での体験に基づく貴重なお話を伺う

16

期待に応えられるように努力してい

第１学年の生徒を対象とした、海外

13

こともできました。

母校だより
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18

38

12

隅田公園では牛嶋神社近くの小高
い丘に陣取り、いよいよ東京知道会

第

回ゴルフコンペ

好天とパートナーに

ることで関わりを持たせて

い」などに定期的に参加す

東京知道会には「同窓の集

会に初めて参加しました。

道会主催の隅田公園花見の

去る４月５日 土( 東
)京知

永島 宗（Ｈ７卒）

が自己紹介と近況報告をし、助川会

りました。閉会にあたり参加者全員

を振る舞って頂き、大いに盛り上が

物以外にも、美味しいお酒やお料理

した。会場では持参した弁当・飲み

連れの方々も数多くいらっしゃいま

が参加され、しかもご家族連れ、子

卒からＨ 卒まで幅広い年代の方々

を迎えてくれました。

燃えるような新緑と満開の山桜が我々

笠間倶楽部は絶好のゴルフ日和で、

恵まれて

頂くようになってはおりましたが、

長による締めのご挨拶で無事散会と

40

４月 日、会場の富士カントリー

にも優勝させていただきました。

この度、第 回大会において幸運

45

赤上 洋（Ｓ 卒）

「花より団子」の性分の自分にとっ

花見の会に参加して
花見の会が始まりました。今回はＳ

45

なりました。

11

て、今回の花見の会に参加すること

くれる同期の仲田正夫君、お世話さ

れている海老根先輩に感謝申し上げ

ます。

寄 付 の お 礼

左記の方々から寄付金をいただき

ました。心よりお礼申し上げます。

荻原 貞治 Ｓ 、藤岡 光彦 Ｓ 、

午前のプレーを終えてスコアは２

崎 勝雄 Ｓ 、鷹巣 照良 Ｓ 、塩

八木 實 Ｓ 、松野 太郎 Ｓ 、山

17

オーバー、優勝などまったく考えま

25

近くの吾妻橋近くに集合し、満開の

会の旗を手にされたご一行が浅草駅

当日は、在京水中・水戸一高同窓

参加いたします。

く御礼を申し上げます。来年も是非

て頂いた先輩方にこの場を借りて厚

際して、当日の準備・場所取りをし

最後に、今回の花見の会の開催に

同期の仲間と楽しくプレーできたお

君、森田正美君、富田和文君、 年

スコア 。パートナーの、菊地啓造

とパットが決まり本人もびっくりの

せんでした。ところが、午後は寄せ

良 寿子 Ｓ 、平野 哲男 Ｓ 、佐

川 涌一 Ｓ 、小沼 文和 Ｓ 、奈

一緒をさせて頂きましたが、その際
に本日の花見会場である隅田公園は
江戸時代、水戸藩下屋敷（水戸家小
梅屋敷）であったという興味深いお
話しを伺いました。その後、桜橋を

かげです。

ゴルフが何よりの趣味です。この

優勝を励みに、これからも好きなゴ
ルフを長
く続けら
れるよう
健康でい
たいと思
います。

川 卓政 Ｓ 、丹 佐迦生 Ｓ 、海

老根 宏 Ｓ 、諸岡 信裕 Ｓ 、高

安 賢一 Ｓ 、小泉 幸範 Ｓ 、坂

場 登 Ｓ 、佐渡本 真理子 Ｓ 、

鈴木 芳夫 Ｓ 、湯瀬 主税 Ｓ 、

石川 隆之 Ｓ 、 助川 裕 Ｓ 、

植村 滋 Ｓ 、清宮 国義 Ｓ 、檜

山 雅顕 Ｓ 、植田 勉 Ｓ 、香村

玲子 Ｓ 、鈴木 毅 Ｓ 、湯口

恭利 Ｓ 、小川 百合子 Ｓ 、小

林 俊三 Ｓ 、高沢 治 Ｓ 、島田

49

渡り向島岸に着くと、一部有志が桜
餅で有名な老舗和菓子屋「長命寺桜
もち」に立ち寄りました。確かにこ

最後に、
いつも声
をかけて

42 42 41

44

45

45

和典 Ｓ 、沼野 由行 Ｓ 、鈴木

58 52

敬
(称略 )

正啓 Ｓ 、沼沢 奈都子 Ｓ 、萩

谷 宏 Ｓ

59

この桜餅は絶品で、東の「長命寺」
と西の「道明寺」とまで言われるそ
うです。

42 42

50

38

30

41 36 35 34 31

41

44 43

45

48

60 58 57

40

優勝カップを受取る赤上さん(左)

した。散策中に海老根副会長ともご

桜を見ながら隅田川沿いを散策しま

暢夫 Ｓ 、大久保 亘弥 Ｓ 、中

41 41 35 35 31 30 30 28

活動報告
は少し勇気のいることでした。

20

29 27

28
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る・つながる」を胸に、水戸一高と
んな時代、

の足跡、ど
どんな国で

東京知道会で講話会開催に向けて働
きかけました。東京知道会では、谷
も人間の心
にある差別

田海幹事長にご相談したところ、企
画委員会のイベントとして取り上げ

ローバル化と言う言葉すら死語にな

の苦労を知らないだろう」と思って

あるいは話に出されないから「私達

という気遣い、当方が質問しない、

ていても「ふれてはいけないのかな」

経験されています。日本人側で知っ

害、「日系アメリカ人強制収容」を

らぶ米国史上最悪と言われる人権侵

歴史」として、子供から大人までプ

カ人に「二度とおこしてはならない

て働く傍ら、 年ものあいだアメリ

なかでセツコさんは認定看護師とし

家族にすらお話しされません。その

す。当時の収容所経験は殆どの方が

の生き証人は日々亡くなっていきま

戦後 年になろうとしており、時

東京知道会主催の講話会で講演す

の日本人への信頼を築き上げた人々

むしろ現在の日系人社会や、海外で

を知ることにも役立つでしょうが、

セツコさんの半生のお話は、史実

す。

機会になったのではないかと思いま

ご本人の口からお聞きする、貴重な

いらっしゃいます。こういう史実を

講話会に参加して

保坂 賢司（Ｓ 卒）
「 The Story of Topaz
」と題す

る講話会に、 名もの水戸一高関係
者が参加しました。 Topaz
とは、ア

55

いただけます。

時の活動は、 http:
//alicehirai.blo
でもご覧
gspot.jp/

アリスさんの来日

んでした。なお、

ずにはいられませ

の不思議さを感じ

て、人と人との縁

この会に参加し

寄せられました。

から、時間を超過するほどの質問が

ジが寄せられました。最後に参加者

語り継いでもらいたい」とのメッセー

いためにも、この話を友達や子供に

「このような悲劇を二度と起こさな

まいました。ア リスさん から は、

のお話に、ただちに引き込まれてし

たせいか、貴重な写真を交えながら

す」というポジティブな姿勢にふれ

アリスさんの「お互いを愛し、許

の割合が多かったように思いました。

の企画より、海外赴任経験者や女性

州の収容所です。普段の東京知道会

リスさんが子供の時に送られたユタ

75

アリス・セツコ・
ヒライ 講話会
講話会開催の経緯について

心、私達か

セツコさんはサンフランシスコ生

るような時代にこそ必要なものを教

ものなど、現在そしてこれから、グ

る物、もちろんお互いに高めあえる

者達へ返せ

らこの先駆

ていただくことになりました。

海を 越 え、 時 代を 超 えた あ る
日系 人 の願 い
田中（金原） 朋子（Ｓ 卒）
まれの日系２世です。日本ではあま

卒）が支援しているアリス・セツ
コ・ヒライさんの講話会を日本で開

えてくれると思います。

をして欲しいと。「喜んで！」と、
長田さんと一緒に窓口になり、各企
業のＣＳＲやＮＰＯ支援基金に申込
みました。
同時に我々Ｓ 卒の同窓の集いの

いる日系人の皆さん、そのすれ違い

ロスピーカーとして講演をしてきて

るアリス ・セツコ・ヒライさん

30

59

時のテーマである「つなぐ・つなげ

近そうで一番遠いコミュニティ

り知られていませんが、黒人史とな

している田中（金原）朋子さん（Ｓ

美佳さんの妹さんで、米国で医師を

らの相談でした。同期の徳永（金原）

きっかけは同期の長田恵子さんか

淺野 茂生（Ｓ 卒）

59

催するために、補助金申請の手伝い

63

はとても悲しいものがあります。

70

63
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アリスさんとともにに来日し、
通訳を務めた田中(金原)さん

秋の歩く会
日 程：平成 年 月 日
（土）
方 面：筑波山
参加費：未定（交通費は自
己負担）
募集人員： 名程度
詳細が決まり次第、ホー

組織委員会主催

同窓生のイベントのご案内

久保田 祥子（Ｓ 卒）

ピアニスト 小川 瞳（Ｈ 卒）

月に常陽藝文センター

窓の集いの幹事学年であるＳ 卒以

を今年も開催いたします。来年の同

大変好評だった会員交流バーベキュー

も出品していましたが、やはり、銀

います。以前は、全国的な公募展に

ループ展に参加し、作品を発表して

私は、毎年銀座のギャラリーでグ

ど、今回 は広 く親し まれ てい る曲 目

「ラプソ ディ ー・イ ン・ ブル ー」 な

雄ポロネーズ」や「ラ・カンパネラ」、

を開催す る運 びとな りま した 。「 英

の藝文ホ ール にてピ アノ リサ イタ ル

お蔭様で

降の皆様の参加をお待ちしています。

座に来て頂いた方との交流が魅力で、

した。現在、東京知道会副会長の植

普遍的な 魅力 を信じ てそ の芸 術性 を

ることもあるクラシック音楽ですが、

は、東京知道会ホームページ、フェ

も長く続けていて、高校生との交流

会場が 水戸 となり ます ので 東京 近

すが、ご 都合 がつき まし たら いら し

郊の方々 には ご不便 をお かけ 致し ま

いる部分もあります。

昨年はスカイツリーのレストラン

他を展示いたします。最近は特に癒

がメインの立体イラストレーション

筆活動も 行っ ており ます ので 、東 京

０００円 とな ります 。私 は小 説の 執

て頂きま すよ うよろ しく お願 い致 し

に出かけましたが、今年は地に足を

し系の楽しい作品や、お部屋に飾り

今年もパリを描いた水彩画と動物

つけ、美味しいお食事をいただきな

知道会の 方で ご来場 頂け る皆 様に は

時開演でチケ ット代は２ ，

コース：宍戸ヒルズＣＣ 東
(コース )

たい色のきれいな作品を作っていま

（笠間市南小泉１３４０）

めて演奏しますので、何卒よろ しく

ます。

電 話：０２９６ ７７ ２１４１

がら、女性だけでの楽しいひと時を

私の署名 入り 著作本 を差 し上 げた く

日時： 月９日（日）昼

過ごしたいと思います。

す。暑い時期ですが、冷たいお茶と

会 費：１５，３００円
（昼食付、１ドリンクは費用

時間のある方はぜひどうぞ。

小川 瞳 ピアノリサイタル

場所：未定（都会のおしゃれなレ

TEL&FAX 03-3564-4466

14

お願い致します。

11月23日(日)
13時半開場 14時開演
常陽藝文ホール（水戸）
問い合わせ先（小川瞳さん）
TEL&FAX：029-287-1660

の関係で付いておりません。

ストランを予定しています）
会費：４，０００円程度

パーティー料理付）
参加費：１，０００円

募集人員

問い合わせ先：宍倉 美恵子 miek
（詳細は、
o_0726@yahoo.co.jp

～ 名

スタート：９時４分（アウト・イン
共）計 組
申込先 海老根 宏（Ｓ 卒）

30

東京知道会ホームページ、フェイ

ミッドナイト・フォレスト

－

36

電話・ＦＡＸ ０３ ５
(９４１ ９
)１２８

20

スブック等でご案内いたします）

第１７回 ＫＩＴ展
7月28日(月)～8月2日(土)
12:00～18:30（最終日は16時まで）

11

－

h-ebine@cube.ocn.ne.jp

ギャラリーミハラヤ
中央区銀座1-4-6紅雀ビル１階

存じます 。そ して精 一杯 の感 謝を 込

女子グルメの会

から創作するエネルギーをもらって

の 力 を 感 じ て 頂 け た ら 幸 い で す。

追求して おり ますの で、 皆様 に音 楽

村滋さんが、毎年呼びかけてくださっ

問い合わせ先：石井 健司
て、Ｓ 卒の交流の場にもなってい
ken_
（詳細
ます。個人的には、高校の美術講師
kenny1962@yahoo.co.jp

募集人員： 名程度

会費：３，０００円程度

場所：葛西臨海公園

日時：９月６日（土） 時～ 時

若 手 会 員 交 流 バ ー ベ キ ュー

17

を多く取 り上 げます 。時 に敬 遠さ れ

11

気がつけば、 回も回を重ねていま

43

イスブック等でご案内いたします）

43

25

ムページ等でご案内します。
笹嶋 正（企画委員長）

10

61

15

10

日 程：平成 年 月 日（木）

11

26

23

お菓子でお待ちしていますので、お

10

30

30

秋のゴルフコンペ

行事のご案内
メール

hitomiotomonogatari@gmail.com

26

14
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