東京知道会

電話080(2397)9874

ホームページ
http://tokyo-chido.com/

○日時 平成 年２月 日 土( 午)後１～５時 正(午より受付 )
○場所 大手町サンケイプラザ４階 千(代田区大手町１ノ７ノ２ )
○会費 一般会員 ８千円、Ｓ 卒以降 ５千円、学生 ２千円

ます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

今年はＳ 卒が学年幹事となり、左記のとおり開催いたし

〒116-0013 東京都荒川区
西日暮里６－２７－４

○申込方法 同封のはがきまたはメール（ yatami@nikkenren.
）にてお申込みください。
or.jp
○「同窓の集い」プログラム
第一部 総会、第二部 記念イベント、第三部 懇親会

運行継続が実現したという

志の強い希望で会社の分離・

ましたが、市当局や住民有

一時は廃止のおそれもあり

三セクターの鉄道会社です。

を分社化して引き継いだ第

ない不採算路線だった湊線

茨城交通の経営悪化にとも

記 念 イ ベン ト 第 一 部 「 復活 ！ ひ た ち な か 海 浜 鉄 道 」
今年の「集い」は、東日
本大震災が起きてから初め
ての開催です。東北三県の
被害が甚大なのであまり注
目されていませんが、茨城
県の被災状況もまた深刻で
した。そこで震災と復興の
象徴的なケースとして、第

経緯があります。その再建

り、存続・発展のために知恵や労力
を出し合ったことです。

第二部は、映画プロデューサーと

記念イベント第二部
「映画に観る故郷」

線路などの設備が破壊され、運行不

して活躍する臼井正明さん（Ｓ 卒、

その直後に大震災が襲いかかり、

能になってしまいました。当初はこ

開しました。なぜそれができたのか。

３ヵ月半後には無事全線で運行を再

のまま廃線かと心配されましたが、

高ＯＢの映画との関わりについて講

遺産』）が、旧制水戸中学・水戸一

うつになりまして。』、同『日輪の

最近の作品は佐々部清監督『ツレが

トなどに協力している電通勤務の近

堯史監督、柳町光男監督など、母校

故・深作欣二監督をはじめ、小泉

演します。

藤潤一さん（Ｓ 卒）です。近藤さ

クをデザインしたほか、各種イベン

キーマンは、同社のシンボルマー

58

復活の内幕を語ってもらいます。聞

田千秋社長などの関係者をお招きし、

んを軸に、ひたちなか海浜鉄道の吉

フにした恩田陸さん（Ｓ 卒）原作

ています。また、「歩く会」をモチー

からは数々の著名な映画人が巣立っ

き手は面澤淳市さん（Ｓ 卒）です。

の『夜のピクニック』が母校の全面

協力のもと映画化され、平成 年に

公開されています。

ざまな裏話が飛び出すはずです。

ドをはじめ、映画制作に関するさま

に参加しました。そのときのエピソー

井さんとともに、ある年の「歩く会」

原作の取材のため、恩田さんは臼

18

谷田海孝男
発行人

手法の特色は、沿線住民や

58

25

一部ではひたちなか海浜鉄
道を取り上げます。

58

60

鉄道ファンが手弁当で集ま

58

58

24

ひたちなか海浜鉄道は、

映画プロデューサー
臼井 正明さん（Ｓ58卒）

近藤 潤一さん（Ｓ58卒）

ひたちなか海浜鉄道
社長 吉田 千秋さん

2月25日(土)
開 催
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先 輩 訪 問
れたのがＳ 卒の遠藤裕之さんだ。

ら、昨年６月に社長のタスキを託さ

長（加藤修一氏）には『おもしろい

デンキ販売を紹介されたんです。会

一時休業を余儀なくされた。だが、

直後は東北・関東の１００店ほどが

だったはずである。東日本大震災の

昨年はケーズにとっても激動の年

会長（加藤馨氏）の話を伺いました。

柳町の本社で、会長や創業者の名誉

話を通してくれたようです。水戸市

奴がいるから会ってみませんか』と

会社だなと思いました」。

私も雰囲気がいい、おもしろそうな

とはない。

卒 ) 暗い話題ばかりかといえばそんなこ

ケーズホー ルディングス
代表取締 役社長
遠藤 裕 之 さん Ｓ
(
栄枯盛衰が激しい家電販売業界で、
が流失したり壊れたりして不便をか

億円ほどの中堅企業。それが 年後
には１３０倍の８，０００億円（今

当時のカトーデンキ販売は年商

を続けているのが水戸に本社を置く

こつ人びとが当面の必要品を買って

期予想）規模に成長するとは、誰ひ

たとえば、東北の被災地では家電

ケーズデンキ（社名はケーズホール

いくので、現地の店は通常の１．５

とり予想できなかったはずである。

トップも水戸育ちの水戸一高ＯＢで

水戸を代表する小売企業は、経営

場が残されている。「店を出してい

そのうえ、ケーズには未開拓の市

格的な復興需要が出てくるはずだ。

住宅の再建が軌道に乗ればさらに本

自主自律の気骨を持ち、型にはまら

格が要る。遠藤さんは高校時代から

しかし、運をつかむにも相応の資

「運」がよかったといえそうだ。

中途採用で 迎えられた遠 藤さんは

長の加藤修一さん。その加藤さんか

の家電販売員をしていたのですが、

「水戸市内の量販店でメーカー派遣

「自習になると麻雀やパチンコをし

は、学業やスポーツに熱中するより

高へ入学した。高校時代の遠藤さん

の瀬谷丈夫先生（昭和 ～ 年在任）

友人関係はクラス横断型で「生物

うタイプ。

て遊んでいましたねえ（笑）」とい

ナショナルショップ時代の
柳町本店（加藤電機商会）

の自宅へ 人くらいで押しかけて、

53

年連続増収という異例の安定成長

ディングス）だ。今年度の売上高ラ

倍を売り上げているという。今後、

ある。二代目社長として全国展開を

ない場所がまだまだあります。伸び

ない闊達な生き方を貫いてきた。そ

まわり道を経て社長就任

ンキングではヤマダ電機、エディオ
ンに続く全国３位。ロジカルで従業
員重視の経営方針「がんばらない経
営」を貫き、 年前の９位からじわ

リードしてきたのが、Ｓ 卒で現会

る余地はあります」。とくに気負っ

のことが多くの出会いを呼んだので

水戸市千波町生まれの遠藤さんは、

ある。
名はカトーデンキ販売）に入社した

三の丸小から水戸二中を経て水戸一

その遠藤さん。ケーズ（当時の社
のは昭和 年、 歳のときである。

あるとき、メーカーの方からカトー

34

42

45

60

40

勉強を兼ねて外食産業にアルバイ

りました」。

の店を持つつもりで調理師学校へ入

ぐに中退し、やがては独立して自分

ていけなくて（笑）。親に内緒です

が、目的意識がないので授業につい

「一浪して経済学部へ入ったのです

底させ るのは大学 へ進んでから 。

遠藤さんが自主自律の生き方を徹

主性を重んじる水戸一高だ。

なかった」というのは、さすがに自

ジに上がるのも「とくにとがめられ

の生徒だった。他校の生徒がステー

他のメンバーは水戸工高や茨城高専

ともある。遠藤さんはベースを担当、

結成し、学苑祭で演奏を披露したこ

中学時代の仲間とロックバンドを

いろんな話をしました」。

10

45

た風もなく、遠藤さんはいう。

じわと順位を上げてきた。

10

26
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60

ト店を設けていた。比較検討した結

の業界大手が都内に次々とパイロッ

ナルドのほかにバーガーキングなど

バーガーチェーンだ。最大手マクド

たことは一度

会長に叱られ

「そういえば、

う関係だ。

の仕事」とい

化するのが私

果、銀座三越に一号店を開いたばか
もないな」。

ト先を探した。目に付いたのがハン

りの日本マクドナルドが最適だと思

卒

東京知道会の課題
と改革について
幹事長 谷田海 孝男 Ｓ
(

②「新名簿管理システム」の構築と

運用の開始

常に西日暮里の事務所でしか業務

が出来ないシステムを、自宅からで

も作業が可能なシステムに変更し、

ります。

)

らびに年会費の合計約３００万円で

③「事務所問題特別委員会」の設置

さまざまな情報の一元化を進めてお

ぎりぎりの運営を行なってきました。

事務所費用の負担が大きい割には、

ならびに検討の開始

減する本年からは、収入の大半が年

会員へのメリットがありません。事

おいて１５０万円以上の大幅な赤字

「自分が何をしたいか、どこへ行

今後の同窓会活動を見据えて、経費

このような厳しい財務状況の中、

変更

④事務所の留守番電話を携帯電話に

２月には助川会長に答申される予定

きたいか、よくわからなくて迷って

削減と事務の効率化および会員の利

となっています。

いる人は多いと思います。でも自分

【会費収入増加、新規会員発掘】

便性の向上を目指して、様々な改革

①会費の「口座振替方式」を平成

年度より実施（現在２００名が利用）

②会費の振込み方式の多様化

扱票による方式に加え、一般銀行で

従来の「ゆうちょ銀行」の振込取

を開始し、郵送費の削減と共にカラー

の振込方式を追加。振込み用紙への

⑤時代にマッチした企画、運営

実施

など、基金を利用した支援と交流の

④「平成卒の会」「女子グルメの会」

およびタイムリーな更新と情報発信

③ホームページの全面リニューアル

印字を今年から実施。

の会報をご覧いただいています。

平成 年７月より２００名に送信

①会報のメール配信の開始

【経費削減、事務の効率化】

の将来なんて、他人が用意してくれ

が想定されています。

務所の必要性についての検証を進め、

会費のみとなり、平成 年度決算に

しかし、終身会費の前受け部分が激

当会の運営は、今まで終身会費な

46

を進めていますので、ご報告します。

文化だろう。

さを重視するケーズならではの企業

員の働きやす

なによりも社

と漏らした。

遠藤さんがふ

46

い、さっそくアルバイトに応募した。
開店から２ヵ月後というから昭和
年９月のことである。
マクドナルドでは徹底したマニュ
アル主義に圧倒された。「ほとんど
カルチャーショックです。外食チェー
ンがこんなにすごいのでは、個人経
営の店はやっていけないだろうと思っ
たほどです」。

23

るはずはないでしょう？ 自分で決
めるしかないんです。意識していれ
ば見えてきます。まわり道をしたっ
ていいじゃないですか。いつか、た
どり着きますよ」。
後輩へのエールを残して、遠藤さ
んは本社応接室から現場へ向かった。
雇用不安の時代といわれるが、伸
びる業種はあるし、活躍の場はどこ
かにある。そして遠藤さんという実
例が示すとおり、まわり道をおそれ
ることなんかないのである。

23

途中から正社員に転じ、店長にな
る手前でマクドナルドを退職した。
その後数年は、前述したとおり家電

遠藤社長の常識にとらわれないビジネスセ
ンスによって軌道に乗った大型店舗展開

面澤 淳市（Ｓ 卒）

23

販売の仕事で売り場に立ち続けた。
ケーズに入社してからは、勝田や
石岡などの店に勤務し、その後は本
社でバイヤーを経験、会社がパソコ
ンや携帯電話の販売に乗り出す際に
は必ず先頭に立った。取締役、常務
を経て平成 年から専務取締役営業
本部長。社長就任後も営業本部長を
兼ねている。
加藤会長とは「会長が大きな方向
性を示してくれるので、それを具現

58
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第72号

東 京 知 道 会 会 報
平成24年1月20日
( 3 )

あ の 人 こ の人

卒

ＮＥＣ東芝スペースシステム
エキス パートエン ジニア
檜原 弘樹 さん Ｓ
(

ました。３億 離れた小惑星は地球

一方でこれは無理もないとも思い

さんの反応はありませんでした。

無く、拍子抜けしたくらい学生の皆

しかしながら、この時は特に質問も

デオも活用しながら説明しました。

頂いたのも予想外のことでした。

に「はやぶさ」について語る機会を

を依頼され、再び水戸一高関係の方々

される状況です。この会報への寄稿

もいろいろなところから講演を依頼

なく一介のエンジニアである自分に

宇宙科学研究所の川口教授ばかりで

力が回復すれば正常に復帰できるこ

も太陽電池に光があたり少しでも電

に電源が落ちたとしても、わずかで

れていますが、私たちとしては不意

た、奇跡的に通信が回復したと言わ

くるのも当然と考えていました。ま

信がありましたから、地球に戻って

「はやぶさ」は小惑星イトカワへの

「はやぶさ」の紹介をしていました。

る水戸一高で開かれた進路懇談会で

また「はやぶさ」は欧米でも達成さ

生はいないだろうと思ったからです。

来の自分の職業として想定できる学

また帰ってくる人工衛星の開発を将

離れていますから、そこに到達し、

ちは企業に勤める技術者として、小

らない、というのが本音です。私た

たのがなぜなのか、未だによくわか

帰ってきたことがこれほど話題になっ

しかしながら、人工衛星が地球に

装置の開発に成功しただけ、という

エンジニアとして要求仕様通りの

とでした。

奇跡ではなく設計上考慮しているこ

とを試験して納品しており、決して

に住んでいる方々の日常からはかけ

着陸／離脱時に推進系から燃料が漏

ただし、一つだけ一致した認識が

く合いませんでした。

認識は一般の方々の認識とことごと

約７週間の空白の後１月 日に通信

あります。それは、世界で誰もやっ

途についている「はやぶさ」をでき

らも何とかリカバリして地球への帰

く伝える話術が私にはありませんで

それを高校生の皆さんにわかりやす

術を満載した先端技術の塊でしたが、

ションを担っており、日本独自の技

契約どおりに地球に戻ってきた、と

人工衛星を開発して納品し、製品が

与えられたミッションを達成できる

様通りに宇宙の過酷な環境に耐え、

る人工衛星を受注しました。要求仕

そして紛れも無い事実が一つありま

のフロントランナーになりました。

れていた日本の宇宙システムが世界

に比べて 年以上遅れていると言わ

ことです。私が入社した頃には欧米

たことのないことを達成したという

るだけ身近に感じられるように、ビ

した。もう二度とこの話をすること

す。「はやぶさ」が自分の眼とも言

地球に戻ってきたことが一般の方々

は一変しています。「はやぶさ」が

それから５年経った今、この状況

軌道設計を着実になぞることのでき

宇宙科学研究所の先生の素晴らしい

た機器は一つも故障していません。

言われていますが、私たちが開発し

ました。「はやぶさ」は満身創痍と

他にもいくつか認識の齟齬があり

てこの校舎で学んだ仲間なのです。

は、皆さんと同じように本城橋を渡っ

ンピュータの開発を取りまとめたの

途についた、その頭脳とも言えるコ

着陸し、そして離脱して地球への帰

を自ら認識し、自動的にイトカワに

えるカメラで小惑星イトカワの地形
に乗ったのを覚えています。

の感動をよび、映画が３本も作られ、

る製品を開発したことについては自

10
プロジェクトマネージャーであった

ながら水戸駅から上野行きの常磐線

いうだけです。

ろでした。アクシデントに会いなが

が回復して地球に向かっているとこ

23

は無いだろう、と少し淋しさを感じ

「は や ぶ さ 」の コ ン ピ ュ ー タ を 開 発

惑星に到達し、再び地球に帰ってく

)

km

れたことの無い世界で初めてのミッ

平成 年 月２日、私は母校であ

55

れたと推定され、前年の 月８日に

12

大きく姿勢を乱して通信が途絶し、

12
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平成卒いらっしゃい

高校卒後、東京に進学した際に伯

大変お世話になっております。

ホームページを作成する前は、私

父（檜山伸夫／Ｓ 年卒）より、熱

負しております。
にとって東京知道会とは「同窓の集

同級生でも同窓の集いに出席したと

という認識しかありませんでした。

い」を開催している大先輩方の組織、

の活動に参加させて頂いております。

窓の集いへの参加以来、東京知道会

たことがきっかけで、平成 年の同

心に東京知道会への参加を勧められ

ではこ れからの東京知道会を 盛り上

「 ホー ム ペ ージ 作 り に 関与 」

いう話は聞いたことがなく、もっと

ながらく学生の参加はなかったよう

げるべ く、平成卒以降での卒 業生の

)

私と東京知道会とのかかわりは、
大人になったら参加する所、と思っ

で、参加初年に「学生なのですが」

)麻 実 子 Ｈ
( ４卒

６年ほど前、東京知道会の幹事さん
ていました。
てみると「同窓の集い」以外にも企

ところが、イベント活動報告をみ

覚えています。平成 年に大学を卒

と申した際に大層驚かれたのを良く

交流の 輪が広がっております 。私自

集まり が開催されるなど若手 の間も

19

させることとなりました。過去の活

採用され本格的にコンテンツを充実

さんにお見せしたところ、それが本

で新しいホームページを作って幹事

いたので、叩き台として軽い気持ち

当時趣味でホームページを作って

当時幼稚園児だった娘たちは、初め

の見学会」に参加させて頂きました。

私も、家族で「整備工場と空港施設

いる卒業生にはとても魅力的です。

事会。中でも、夏休み企画は子供の

お花見会、皇居一周歩く会、お食

画がたくさんあるではありませんか！

援もあり、その甲斐あってか、イン

長の部活動への熱心なご支援、ご声

なることもしばしば。当時の稲葉校

間が長かった野球部より帰宅が遅く

り、朝昼晩と弓道場に生息、練習時

高校在学中は弓道部に所属してお

躍に触 れることは自分自身へ の励み

ます。 それらを通して、諸先 輩の活

スを通 した交流も活発に行わ れてい

成卒としては東京知道会についてか

画しています。ますます、知道会と

なさに憂慮して平成卒の集まりを企

卒のメンバーが、平成卒の参加の少

また、同窓の集いに出席した平成

ニティの年代や活動に捉われること

と、様々なことに興味を持ち、コミュ

に顔を出していました。今思い返す

学苑祭実行委員他、いろいろな活動

ができました。部活動だけでなく、

今後 もこのような「校縁」 を一層

感じています。

力に溢 れた母校が紡ぎだした ものと

ができ るこの縁は卒業しても なお魅

という ことだけで繋がってい くこと

にもな りますし、同じ高校で 学んだ

また、 最近で は Facebook
や twitt
など の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン サ ー ビ
er

ができればと思っております。

てもら い、より盛り上げてい くこと

道会の 存在を知ってもらい、 参加し

身も同 級生、後輩に、まずは 東京知

動議事録やイベント活動などの報告

てみた飛行機の大きさに大興奮、楽

ターハイ出場などの成績を残すこと

業し、現在は横浜で職に就いており

をページに落としこみながらじっく

しい思い出となりました。

なり詳しくなったのではないかと自

しての活動が盛り上がるのを期待し

なく、まずそこに飛び込んでみると

さて、私はこれだけＯＢの結束の

強い高校を他に知り得ません。最近

上げます。

どう ぞ今後とも宜しくお願 い申し

いと強く思っております。

ています。

)

かもしれません。

大切に 、皆様と交流を深めて いきた

ます。

り読ませて頂き、完成した時には平

が始まりでした。

を充実させたいとのお話を聞いたの

鹿志村 村
(田

とお会いしたときに、ホームページ

50

21

いう私の性格は、高校で育まれたの

卒

「参加のきっかけは伯父の勧め」

阿内 秀 人 Ｈ
(

東京知道会の諸先輩方にはいつも

17
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母校だより

他人から見える輝かしい功績を積む

→豊喰→立枝内科→水戸一高

大宮西小→瓜連体育館→飯田旧道

ない確率の中で起きているのかも、

体で存在していることは、とてつも

と感じ、自分が今、この場に健康な

物や道路の損傷が修復できるのか、

本年度は、３月の大震災による建

当日は本当にぎりぎりで１位にな

であり、陸上部部長という立場から

私にとって今回が初めての歩く会

竜一朗

路講演会が、東京知道会の協力のも
と思うと不思議な気分になります。

放射能の影響はどうか、９月の台風

ることができ嬉しかったですが、そ

澤畠

と、開催されました。講師は、昨年
私は、文系で生物を選択する予定な

によって流された久慈川の沈降橋が

んなことよりも、男女ともに長距離

組

自由歩行で１位

ことにこだわらず、自分が満足でき
る人生を歩んでいこうと思いました。
遺伝子の話では、とにかく何事も、

の「同窓の集い」でも講演された大
ので、どのような感じなのだろうと、

使えない場合のルートはどうするか、

部員で上位を占めることができたこ

とても稀な確率で起こっているのだ

阪大学蛋白質研究所の篠原彰教授

緊張して聞いていました。遺伝子が

など例年と異なる多くの課題を抱え

とが何よりもうれしかったです。

進 路 講 演 会

（Ｓ 卒）でした。体育館が使用で

たった一つ違うだけで大きな違いの

つつ計画がスタートしました。しか

月４日、一年生を対象とした進

きない状況のため、水戸京成ホテル

ある動物など、とても興味深くて、

し、知道会をはじめ地域の方々、奨

日々 キロ キロ走りこむつらい

気持ちで臨みました。

も、絶対に１位で帰ってくるという

での開催となりました。

来年からの生物の学習がとても楽し
みになりました。がんばれそうです。

故もなく無事終了しました。完歩率

学会の協力と支援により、大きな事

果を，歩く会という舞台で披露でき

練習に耐え自分を追い込んできた成

栞

私たち生徒からの質問に、先生は

木内

私は、「遺伝子が語る人間の可能

た陸上部の部長であることは私の誇

生の話がおもしろく、リラックスし

あ、と思っていました。ですが、先

れたプリントを見て、難しそうだな

とができました。はじめは、配付さ

習、進路の決定、今後の生活に、生

た。今回のお話を、来年の生物の学

しい講演会をありがとうございまし

はとても心が温かくなりました。楽

団体歩行

スです。通過場所は次の通りです。

ら久慈川沿いを歩く風光明媚なコー

本年度の奥久慈コースは、大子か

張りも目を見張るものがありました。

する気持ちが少し軽くなりました。

あるのではないかと考え、進路に対

実施されました。

昨年とは打って変わった晴天のもと

．０㎞

かしていきたいと思います。

98

ながらも集中してお話を聞くことが
できました。
私がまず感銘を受けたのは、経歴

年度歩く会
本校伝統の行事である第 回歩く

平成

です。そして、経歴に残らない失敗

会が予定通り 月８～９日の日程で、

に残らない失敗がある、というお話
があるなら、経歴に残らない成功も

63

自由歩行

．０㎞

小（大休止）

入口→大賀→大宮消防署→大宮西

駅→下小川駅→水ぐるま→山方商

津原→大子南中（中休止）→西金

太郎橋→麻呂宇土前→北田気→下

学校からバスで大子西中へ移動→

42

23

23

10

りです。

は ．８％を記録し、生徒たちの頑

20

本当に何でも答えてくだされて、私

組

進路講演会に参加して

21

10

性」と題する講演をとても楽しむこ

12

11
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同窓会情報
３３会 定例会に参加して
９月 日、赤坂のスペイン料理店
「ロスプラトス」で開かれたＳ 卒

人に感謝しています」。素敵なダン

参加を応援してくれていました。主

ています。７月に亡くなった主人が、

（Ｓ 卒）から鈴木正啓先輩をゲス

今年２月の「同窓の集い」幹事学年

つものパターンです。特に今回は、

ナ様、天国でも応援続けて下さいね。
萩谷 清子（Ｓ 卒）

平 成 卒 の 会 合 を 開 催！

トとしてお迎えし、東京知道会の良

さを語っていただいたこともあって、

「２月 日はみんなで『集い』に行

くぞ～！」とたいへんな盛り上がり

「平成卒の出席者が少ないけど、い

集い」に出席した平成卒の何人かが、

実はこの会、一昨年２月の「同窓の

で平成卒の会合が開催されました。

いものです。この会なら一人で来て

にはいつもと違う空気を吸うのも良

ことがなかなかできませんが、たま

られ、こういった交流の機会を持つ

若いうちは仕事や育児に時間を取

となりました。

総会幹事の後、学年の活動が活発

きなりは参加しづらいのかも・・・。

もすぐに馴染めますし、また、意外

９月 日（土）、神楽坂の居酒屋

になるのはよく聞くのですが、今回

じゃあ、まずは平成卒で集まってみ

と実利的だという声もあるようです。

による人類と地球との共存に関する

薬の研究開発に携わっていた金井氏

に」というもので、東レでバイオ医

も「人類の進化――自然に対し謙虚

３３会のメンバーが《我らのマド

興味深いお話をして下さいました。

話、寺内氏は釣三昧の話、皆さん次々

はラジオ講座で英語を勉強している

の時に九死に一生を得た話、小貫氏

での計 人。東京近郊在住者だけで

今回の出席者は、Ｈ１から 卒ま

回目を迎えたところです。

ペースで開催を続け、今回で無事五

年の尽力もあって、四半期に一回の

後、輪番で幹事を務めてくれた各学

お送りいたします。

ください。次回幹事から開催案内を

定例会は年４回。

水戸と東京で交互に集まり、現在も

驚いたのは単なる親睦の食事会だけ

るか！」と思い立ち、同年４月に飲

お話でした。堅いテーマの中に柔ら

ンナ》と呼ぶ、今回の紅一点、野口

８》は、こっそり計算してムムッ。

「ときめきの方程式」《年齢÷２＋

きなさい、には大いに納得。そして

いなさい、②歩きなさい、③ときめ

た「３つのボケない法則」①指を使

いの雰囲気でした。ここでお聞きし

しいヤジが飛ぶ、という和気あいあ

うが皆さんと仲良くさせていただい

りして、かえって卒業してからのほ

りました。ゴルフの会にも参加した

スだった方達とも交流するようにな

ど、総会の幹事をしてから他のクラ

の人としか話すこともなかったけれ

しました。「高校の時は同じクラス

文子さんにも一言コメントをお願い

ま二次会に雪崩れ込むというのがい

和感なく盛り上がり、大半がそのま

代を過ごした者同士、初対面でも違

のですが、そこは同じ高校で青春時

めての参加という人も毎回結構いる

わじわと輪を拡げつつあります。初

くれた人もいるなど、クチコミでじ

なく、茨城からわざわざ駆けつけて

17

仙台からかけつけた小林氏は震災

大谷 基道（Ｈ１卒）

かい話を交え、それを盛り上げる楽

ご興味をお持ちの方は
heisei.t
okyo.chido@gmail.comまでご連絡

ではないこと。なんと会の活動報告

だきました。 年前の総会幹事以来、

58

25

48

み会を開催したのが始まりです。以

の先輩方の定例会に参加させていた

33

28

の後、講演がありました。その内容

24

17

23
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東京知道会？

卒）

新システムの運用に先立ってリニュー

水戸一高の卒業生へお伝えしていく

ことも計画中です。一人でも多くの

動を次々と

て様々な活

夫しています。皆様のご要望に従っ

会の活動が身近に感じられるよう工

け、写真等をアップするなどして、

同期会等の案内・報告のページを設

にしていきたいと考えております。

な場を東京知道会で提供できるよう

が世代を超えて交流できる…、そん

で過ごし、同じ空気を吸った同窓生

貴重な青春時代の３年間をあの高校

気軽に参加して情報交換ができる…、

卒業生が東京知道会に親しみを感じ、

アップして

６．おわりに
最後になりましたが、ご住所変更

アルしたホームページ（ http://to
）では、会員紹介、
kyo-chido.com/

いくつもり

等のお知らせ、会報のメール受信の

願いいたし

を踏まえ、今般、同窓生のシステム

近時のインターネット環境の充実

開始

３．「新名簿管理システム」の運用

卒 の
)２名で構成されています。

委員長の私、阪下力副委員長 Ｓ
(

うなどの基盤整備を実施しています。

いただいた都度に名簿の見直しを行

学年の同期会や各種イベントのご連

な名簿の作成が可能になり、各卒業

に、各種条件を設定することで様々

推進できるようになりました。さら

をとりながら、東京知道会の活動を

務委員会・会報委員会との協力体制

メール発信も行えるようになり、財

でなく、システムを活用した会報の

や年会費データの速やかな反映だけ

新システムにおいては、住所変更

また、東京知道会の各種活動内容

連携
・学生と社会人交流会などの現役

・平成卒の会などの若手会員との

せて行うことを計画しています。

広げるため、以下のような活動も併

委員会と協力しながら会員の裾野を

み、今後は、財務・会報・企画の各

現在の課題である会員の充実に鑑

がりに向けた取り組み

今後ともご支援方よろしくお願い申

していきたいと考えておりますので、

ば幸いです。より良い同窓会組織に

）
mまでお気軽にご連絡いただけれ

ですので、
ちろん名簿等データの管理について

ます。

よろしくお
は「東京知道会個人情報保護方針」

ご希望、その他ご意見ご要望等ござ
いましたら（ info@tokyo-chido.co

組織委員会の第一の業務は、東京
知道会会員名簿の整備です。約４，

に基づき厳正に管理してまいります

開発者のご協力を得て名簿管理シス

絡等のサポートをきめ細かく行うこ

をホームペ ージだけでな くＳＮＳ
（個人的には Facebook
を活用して

し上げます。

テムの構築を行い、具体的な各種作

ともできるようになりました。

います）等のチャネルを使い、広く

ホームページのコンテンツ「根本写真館」
撮影 根本 朗裕さん（Ｓ59卒）

http://tokyo-chido.com/dousousei.html

２．組織委員会の構成

業を自宅のＰＣで行えるようになり、

４．ホームページの充実

大学生の支援

効率化と省力化が実現しました。も

５．新規会員の発掘、同窓の輪の拡

３００名余りの東京知道会会員の名

元応援団長の石井組織委員長

のでご安心ください。

56

簿を管理し、住所変更等のご連絡を

１．組織委員会の主要業務

組織委員長 石井 健司（Ｓ

組織委 員会 の活動 につ いて

会の石井健司委員長の登場です。

お送りします。第一回目は組織委員

東京知道会？」と題したシリーズを

をご理解いただきたいと考え、本号
より複数回に渡り「Ｗｈａｔ ｉｓ

会員の皆様に、東京知道会の活動

What
is
56
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活 動 報 告
味 彩会（ グ ル メ の会
）

女子グルメの会

参加しておりましたが、卒年の違い

の垣根は、窓の外に広がる景観と、

美しく美味しいお料理のおかげで、

すぐに取り払われました。どれだけ

月最終日曜日の昼下がり、数年

ぶりに女子グルメの会が開催されま

護、社交ダンスから小唄まで、幅広

れました。今年のテーマは「がんば

道会でしたが、そんな私のことも、

しだけ敷居が高く感じられた東京知

せない和みに満ちています。窓の外

ニングは、そこに座る者を形式ばら

反する要素を見事に調和させたダイ

格式の高さと居心地の良さという相

ダイニング」そのものの空間です。

感にあふれており、まさに「天空の

井が高く、窓が大きく切られて開放

キ）です。通されたダイニングは天

是非、「次回女子グルメの会近々の

リスマス一色。サンタクロースには、

かり満たされ、下に降りれば街はク

かげで、眼も、お腹も、心まですっ

最上級の景色・お料理・会話のお

をさせていただいてしまいました…。

り、４時間にも及ぼうかという長居

でも続きました。お店側の厚意によ

いテーマに渡った会話は食事の後ま

話しても話題は尽きず、婚活から介

した。会場はマンダリンオリエンタ
ル東京 階のＫ，ＳＨＩＫＩ（ケシ

れ茨城」。被災地である地元茨城の

先輩方は暖かく迎え入れてくださり、

に視線をやれば、眼下に広がる東京

開催」をプレゼントしてもらいたい

６月 日、忍家上野店で、東京知

食材を進んで美味しく食べて応援し

「こんなことならもっと早く参加し

の整然たる街並み（こうして見ると、

食材を使ったお料理をいただき、Ｏ

性が確認された、茨城県産の新鮮な

のもと、宴会開始。宴会では、安全

谷田海幹事長（Ｓ 卒）の掛け声

名が集まりました。

ましょうという趣旨のもと、総勢

ておけばよかった」と居心地の良さ

ものです。

すことができました。再び元気な茨

ました。とても楽しいひと時を過ご

い物をし、持ち込みで二次会となり

所の会議室で、近所のコンビニで買

ほぼ全員で大移動。広々とした事務

ス、どれをとっても大満足で、今回

ではのホスピタリティ溢れるサービ

麗な盛り付け、さらにはホテルなら

そのまま眺めていたくなるような美

活かした繊細な味付けと、食べずに

チネンタルスタイル。素材の風味を

矢代 久(和 佐
) 枝子（Ｈ４卒）

東京は本当に美しい都市であると分

城県に戻ることを祈りつつ、機会が

のメンバーからリピーターが続出す

お料理はアジアンテイストのコン

あれば今後も東京知道会の活動に参

そのメンバーには平成卒も複数名

ること間違いなしです。
平山 由実（Ｈ４卒）

加していきたいと思います。

の植﨑茂先輩（Ｓ 卒）の事務所へ

いう幸運にまで恵まれました。

を、改めて実感しました。私を含め、

Ｂの木内酒造から寄贈された日本酒
も堪能しました。それぞれ、想い出
話しに花が咲き、先輩方の貴重なお
話もうかがうことができて、とても
刺激のある時間でした。

参加した私は、もちろん味彩会も今

平成 年の総会から東京知道会に

の深刻さをかみしめました。

上のすさまじい被災の現実に、震災

てくださり、テレビで報道される以

大洗の様子を撮った写真を持ってき

また、鈴木和彦先輩（Ｓ 卒）が、

57

その後、会場からほど近い税理士

かります）。天候が良かったため、

38

先輩方、みなさん一高が大好きなん

道会主催の平成 年味彩会が開催さ

11

ビルの向こう遠くに富士山を拝すと

22
ですよね。最後は校歌斉唱で中締め。

46

回が初参加。しかも最年少。卒業後

41

23

25

23

年近くたっていたので、初めは少

20
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設計によるガラ
ス張りのモダン
な新江山閣を右

ふるさと応援バスツアー
抜けるような青い空。昨年の９月
手に震災倒壊後

30

５名を含む）の参加のもと、震災復
庭で暑さに音を

玻像を見学。校

有難い冷飲料差し入れが届き、皆息

上げていた一行

弘道館から大手橋、二中前を通っ

を吹き返しました。そして勝田駅へ。

が行われました。八重洲鍛冶橋駐車

て本城橋を渡り、薬医門を左手に知

本日の目玉、震災で大きな被害を

に、水戸在住ＯＢ、ＯＧ皆様からの

道会館前へ。木戸副校長（Ｓ 卒）

場集合、観光バスで水戸へ。

興支援「ふるさと応援バスツアー」

復旧した武石浩

日、Ｓ ～ 卒まで約 年の世代

59

の卒業生と家族の 名（現地参加の

20

いた後、校内を案内して頂きました。

校支援への丁寧な御礼のご挨拶を頂

から歓迎と「ふるさと応援募金」母

○五」が接続して走る事を知った鉄

体専用車としてレトロ車両「キハ二

海浜鉄道」。通常ダイヤに臨時で団

受け全線復興を遂げた「ひたちなか

知道会館前のロータリーで記念撮影

国際的建築家妹島和世氏（Ｓ 卒）

道ファンのカメラ放列の中、吉田社
長と共に勇んで乗車。

「これは団体専用ですよ」と注意し

れた大先輩を一般乗客と勘違いして

たとの事。それでも当日はすっかり

アウトレットも壊滅的な被害を受け

５メートル近い津波に襲われた大洗。

復興し、地元支援もあり皆で大いに

てしまうアクシデントも（笑）。

何度も映画撮影で使われた阿字ヶ

ふるさと応援の主旨も貫徹し、心

買い物を楽しみました。

称される美しい浜辺を眼前に、黒澤

地良い疲労感の中、皆は眠りに就い

浦駅舎から歩いて、東洋のナポリと

広忠さん（Ｓ 卒）が経営する「阿

阿字ヶ浦クラブでの昼食と絶景

特な地形と強固な堤防のお陰で、津

当にご馳走様でした。阿字ヶ浦は独

ランチ。鰹の美味しさを再発見。本

字ヶ浦クラブ」で戻り鰹尽しの豪華

る、１・２・３ダーッ（大笑）。最

晴らしさ。元気があれば何でもでき

このバイタリティが東京知道会の素

を抱えて後部座席はサロン状態（笑）。

て…と思いきや、差し入れの一升瓶

淺野 茂生（Ｓ 卒）

れ様でした。

高の一日でした。皆さん本当にお疲

波被害は少なかったそうです。

先回りしていたバスに再乗車。大

洗磯前神社へ。美しい境内には、震

災で倒壊した石の鳥居が一部まだ修

復されずに残っていました。我々の

参詣と同時間に神前では安全祈祷開

始。実はそれは今回バスツアーの立

役者である笹嶋企画委員長の実姉だっ
たという素敵な偶然も。

いよいよ最終目的地、大洗リゾー

59

47

50

58

トアウトレットへ。阿字ヶ浦と違い、

帰路のバスの中での光景

「行餘学会」及び沿線ＯＢ、ＯＧ
の皆様の御支援や地酒大吟醸「月の
井」の差し入れ等を頂き、稲がたわ
わに実った黄金色の田園風景の中を
阿字ヶ浦へ。途中で乗り込んでこら

移設された武石浩玻像を見学
専用車両で阿字ヶ浦駅へ

32
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( 10 )
平成24年1月20日

東 京 知 道 会 会 報
第72号

筑 波 山 歩 く 会
去る 月 日（土）、Ｓ 卒から

27 29

28

天気にも恵まれ、紅葉シーズンとい

女体山に登るコースに挑みました。

ぶりですが、今年はつつじヶ丘から

歩く会で筑波山を訪れるのは２年

波山歩く会を実施いたしました。

Ｓ 卒まで 名の参加者を得て、筑

10

お疲れ様でした。

ことですが、参加いただいた皆さん、

悩まされた方もいらっしゃったとの

日頃の運動不足がたたって筋肉痛に

汗を流してから帰途に就きました。

で女体山と

山」の一つ

「日本百名

筑波山が

父さんから

たです。お

回取るなどで結果は でした。年齢

したが、久しぶりにバーディーを２

に失敗するなど、ミスは多々ありま

当日のプレーは、バンカーの脱出

深く感謝致しております。

づけが、よい結果を生んでくれたと

企画委員長 笹嶋 正（Ｓ 卒）

筑波山歩く会に参加して

るというこ

男体山があ

勝杯にたどり着けた次第です。

を斟酌した大きなハンデを戴き、優

最近はゴルフの飛距離が年々飛ば

なくなりました。そこで、少しでも

とを教えて

もらいました。面白い名前だなーっ

体力を維持するよう努めております。

彩華 （ 小 ５）

て思いました。それに女のほうが高

の人で賑わっていました。女体山頂

具体的には、腰痛防止の目的で起き

に入った時、握力強化運動、更に散

いことも聞いて「女のほうが偉いの

りへ行くと気持ちよさそうに帰って

みんなで一緒に食べたお弁当はお

歩など自分なりに工夫しており、少

石井健司 Ｓ( 卒 の)娘の彩華です。

から少し下りたところで、ロープウェ

きます。水戸一高の集まりって楽し

いしかったです。山登りは大きな岩

しは効果があるかと思っております。

お父さんは、いつも同窓会の集ま

イを使って楽々と登ってきたメンバー

そうだなと思っていました。お父さ

をよじ登ったりして疲れました。そ

がけに腹筋、背筋の伸縮運動、風呂

と合流し、楽しく昼食をいただきま

んの弟二人も水戸一高の卒業生です。

まだまだ若いと思っておりました

した。
男体山側のケーブルカーで下山し

して、山を下りてから入った温泉も

年生のお姉さんとツアーで一緒でし

水戸一高の集まりにまた参加したい

思ったよりずっと楽しかったです。

朝野 秀次郎（Ｓ

卒）

は今年の６月、学校で八ヶ岳に行っ

プレスに乗りました。ロープウェイ

塙、白田両兄のよきパートナーに恵

当日は天候に恵まれ、更に荻原先輩、

フ会」に図らずも優勝致しました。

たいと念じております。

応に、皆様方と楽しいゴルフを続け

感している昨今です。今後は、年相

達が傘寿のお祝い会を開いてくれ、
アラエイテイ (around eighty)
を実

が、ゴルフ会の１ヵ月程前に、仲間

２年前に茨城のおじいちゃんとイ

た。優しいお姉さんだったので水戸

と思いました。
今回は新しいお母さんも一緒に行け
るので楽しみでした。
筑波山は初めてでした。いつもよ
り早く起きたらよく晴れていました。

月 日開催された「第 回ゴル

26

41
た時に乗り景色も綺麗で楽しかった

20

まれ、プレー中の楽しい話題や元気

電車で秋葉原へ行き、つくばエクス

続けたい楽しいゴルフ

一高に行きたいなって思いました。

気持ちよかったです。

た後は、展望の良い温泉に入浴し、

かな！」と思いました。

石井

97

59

うこともあって、登山コースは大勢

54

タリアに旅行した時には水戸一高１

56

です。筑波山でもまた乗れて嬉しかっ

10
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行事のご案内
偕楽園観梅の会
日時：平成 年３月 日（土）
集合：水戸偕楽園に 時頃（現地
集合）
日程：園内を散策の後、市内にて
昼食懇親会（現地解散）

ア
(ウト・イン共 各)６組
申込先 海老根 宏（Ｓ 卒）
電話・ FAX
（ 03-5941-9128)
h-ebine@cube.ocn.ne.jp

プレーは、乗用カート、キャディ

受賞

付です。詳細は後日、参加者に直接
お知せいたします。

」を

元副会長

城県表彰

稲葉
「茨

「ふるさ と応援 募金」

Ｓ

東 京 知 道 会 「 同 窓 の 集 い」

をいただきました。

卒幹事・呼びかけ人

ご支援有 難うご ざいまし た

前回の会報 号発行後にご支援い

ただいた方々や、学年表示ミスなど

を、修正してご報告します。最終的

に５３１名の方々より７３３万円の

ご支援をいただきました。本当に皆

様のご支援に厚く御礼申し上げます。

先駆的に取り組んだ東京知道会の

知道会幹事会にて、角田知道会会長

「ふるさと応援募金活動」に対して、
東京 知道会の稲 葉正臣元副会 長

より、丁重なる感謝と慰労のご挨拶

参加費：未定（昼食代等）
今回は、偕楽園での観梅の会を知

（Ｓ 卒）が、 月に、県勢の発展
に著しい功績があった方々を、たた

▼Ｓ

宮 内 孝 美 、▼ Ｓ

道会本部と共同開催という形で行う
予定です。日程、参加費等の詳細に

える「茨城県表彰」を受賞されまし

鯉渕

小川 百合子、

黒柳 克之（敬称略）

山口 那津男、▼Ｓ

大高 弘、▼Ｓ

泉 田 忠 昭、 ▼ Ｓ

つきましては、決まりしだい東京知

茂、▼Ｓ

皆塚 昌昭、▼Ｓ

東京知道会の同窓会活動をはじめ、

▼Ｓ

山田 幸男、▼Ｓ

全国ふるさと大使連絡会議理事、い
ばらき大使として、長年にわたりふ
るさと支援活動に取り組んできたこ

【前号訂正】

前号 ページに掲載された「卒業

周年 回目の同窓会 換えがたい

組 臼井 正明、近藤 潤一、中尾

58

隆宏、沼野 由行、山内 市
(川 )

直子

組 海老沢 聡、高橋 川
(上 )淳子
組 黒木 雅宏、土田 記代美、山

崎 市
智子、
(川 )
組 ◎鈴木 正啓、○面澤 淳市、

青木 洋一、大野 忠治、田口 み

ゆき

組 ○石井 康司、岩本 修司、橋

本 慎

組 ○大塚 田(中 千
) 裕、安斉 裕、
江幡 信竹、永山 善弘、古巻 鈴
(

木 )
智子
組 大島 雅弘、加藤 雅之

組 ○宍倉 鈴
(木 )美恵子、藤沼
孝進、森 竜介

組 井原 阪
葉子、富田 啓一
(場 )
※◎代表幹事、○副代表幹事

正いたします。関係者および読者の

寄稿）に誤植がありましたので、訂

イン本や同期が制作したＣＤ、写真

ライブ、恩田陸さん（Ｓ 卒）のサ

ティストとして活躍中の同期のミニ

当日は、記念イベント以外にもアー

皆様に、心よりお詫び申し上げます。

集の販売などを予定しています。２
２段目８行 扁書→扁額

２段目７行 「盡書」→「盡忠」

仲間の絆」（川原博行さん（Ｓ 卒）

31

33 32

34

35

36

た。稲葉氏は、熱い郷土愛に燃えて、

11

道会のホームページでご案内します。

30

とが評価されました。

27
52

お問い合わせは、 sasajima@t.to
まで。
shima.ne.jp

春のゴルフコンペ
日程：平成 年４月 日（木）
東
(コース )
２１４１

49

45

25

コース：宍戸ヒルズ
電話：０２９６

（笠間市南小泉１３４０）
会費：１５，３００円
（昼食代込み）
参加費：１，０００円

45 10

36

71

35

19

51

46

33

60

38 37

11 10

CC 19
77

－

スタート：９時０４分

月 日（土）にお会いしましょう。

58

－
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25

24
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