去る２月

日（土）

大手町 サンケ イプラ ザ
におい て東京 知道会 年

開催されました。
年次 総会で は新任 の

氏（Ｓ

卒） が選任さ

新任幹 事長に 三ツ石 浩

）、

卒）、 新任監事

副会長 に谷田 海孝男 氏

（Ｓ

47

卒が幹 事を務め

東京知道会

http://tokyo-chido.com

の長岡 技術科 学大学 准

災害対応ロボットの研究のきっか

ボットの大国でしたが、震災に対応

大学に赴任しました。日本は産業ロ

をしていた私は、大震災直後に神戸

けは、１９９５年の阪神・淡路大震

卒）

ホームページ

教授の 木村哲 也さん が

木村 哲也 さん（Ｓ

長岡 技術科 学大 学 准教 授

記念講演

同窓の集い

助川法律事務所内

災でした。当時、博士課程で制御理

を行いました。
『
( 同窓の集い特集』
を１～４ページに掲載）

調査結果がロボット開発にどのよう

あまりにも複雑な災害現場の様子に、

れ、私もその活動に参加しましたが、

中心に、学会での調査活動が開始さ

で作ろう」と当時の研究室の教授を

「災害対応ロボットが無ければ、我々

できるロボットはありませんでした。

学の准教授となり、独立した研究室

した。２００１年に長岡技術科学大

的なロボット開発に取り組み始めま

る機会を得て、予算も獲得し、実用

私も大大特にメンバーとして参加す

クト（大大特）」が開始されました。

で「大規模大震災軽減化特別プロジェ

も多くの研究テーマを内包する

で自由に研究テーマを設定できた事
いました。その思いを教授に伝

災害対応ロボット研究に追い風

に結びつくか見えず、途方にくれて
えたところ「今、災害対応ロボッ
トができなくても、今、調査活
動をやらなければ貴重な情報が
失われる。災害対応ロボット
の今ある現場の情報をロボッ
ト工学の観点からしっかりま
とめる事が研究者のやるべき
事であり、将来の災害対応ロ
ボットに繋がる。」と言われ
まし た 。
当時、上司の教授の他、多
くのロボット研究者が国に災

となりました。

２００５年にロボカップ世界

大会が大阪で開催され、私はレ

スキューロボットロボットリー

グの責任者として運営を担当し

ました。中越地震で被災した地

元を盛り上げようと、同リーグ

に参加するロボットの開発も、

地元の企業と共同で実施しまし

た。本格的なロボット開発は初

めてであり、なかなか成果が出

ませんでした。しかし諦めず頑張り、

２００７年に国内大会優勝、２００

害対応ロボットの開発予算申請を

しましたが、文部省からは「災害

８年は国内大会優勝、世界大会４位

の成績を収め、ＮＩＳＴという米国

の研究機関が米国で実施する災害対

タイ大会への招待など、国際交流が

応ロボット性能評価会やロボカップ

ても、先輩の先生方は国に申請書

（次ページへ続く）

広がりだしました。
てか、２００２年より文部科学省

を出し続けました。その成果があっ

の研究開発は困難でした。断られ

われ、実用的な災害対応ロボット

経産省からは「市場が無い」と言

対応ロボット開発は研究ではない」、

レスキュー

〒106-0041 東京都港区
麻布台1-8-5～203

「 レ ス キ ュー ロ ボ ッ ト

卒

電話080(2397)9874

61

三ツ石 浩
発行人

論の空気圧システムへの応用の研究

記念講演ではＳ

まし た 。

はＳ

れまし た。同 窓の集 い

55

最前線」 と 題 す る 講 演

61

ロボット最前線

21

次総会 と同窓 の集い が

「同窓の集い」２月２１日に開催
に江幡秀則氏（Ｓ 卒

46
61
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繋ごう・つなげよう同窓の輪
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( 2 )

らは市民表彰を受けました。

官から感謝状を、長岡市長か

これらの成果から消防庁長

ことが重要です。この事に気付くの

標準化を通じて着実に研究を進める

にない災害対応ロボット開発では、

準化を進めることで、世界各地の異

に、私は 年以上かかりました。標

する事で、地元を元気にする

なる災害の共通課題も見えやすくな

長岡の物づくり力をアピール

ことに協力できたのではと考

が進みます。気が付いたら私は５大

り、世界的研究ネットワークの構築

２００９年から３年計画で、

陸すべてを災害対応ロボット開発の

えています。

日本ロボット工業会内に災害

ために訪問していました。

現在私は、
Japan
Virtual
Robot
（主催： NEDO
）タス
ics Challenge

ク開発責任者、内閣府の革新的研究
開発推進プログラム（ ImPACT
）タフ

対応ロボットの安全基準調査

同窓の集い特集

研究専門委員会が設けられ、

私がその委員長を拝命しました。２

10

０１１年の東日本大震災では、同年

４月と 月に実施された日米合同の

ロボットを作るだけでなく運用法等

ロボティクスチャレンジ（代表：田

の差を見ると、米国製ロボットは運

様々な成果を標準化して水平展開し、

水中ロボットによるガレキ探査の支

搬の箱も操作卓の土台になるなど、

他分野・他国とのレバレッジも狙っ

所諭東北大教授）指名研究者、原子

現場に適した工夫が随所にみられま

ています。東日本大震災以来、日本

援をしました。軍事技術を基本とす

した。一つ一つは小さな工夫ですが、

の災害対応ロボット開発は待ったな

る米国製ロボットは現場について３

全体では大きな差になる工夫で、貴

しの状況ではないかと思っています。

力災害対応ロボット技術の認証制度
検討会（ JAEA
）主査として、災害対

重な教訓を得ることができました。

どこまでできるか分かりませんが、

分程度で活動を開始します。平時の

標準化は過去の教訓をまとめ直し、

災害対応ロボットの実用化に向け精

応ロボットの実用化研究を実施して

将来に効率的に繋げる活動です。技

一杯頑張っていきます。今後とも皆

利用が中心の日本製ロボットは利用

術力のある日本では、自前の技術だ

様のご支援をよろしくお願いいたし

います。これらの実用化研究では、

けで多くの製品が開発可能であり、

ます。

開始まで 分かかっていました。そ

標準化への関心が低いです。世の中

30

平 成 27年 8月 25日

10

平 成 27 年 度 東 京 知 道 会 組 織 図

最高顧問
遠西 武士(S19)

名誉会長
手塚 誠光(S25)

顧問
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)
丹 佐迦生(S35)
羽持 良三(S37)
増井 正明(S39)
小貫 裕文(S40)
檜山 雅顕(S44)

名誉副会長
八木 實(S27)
小岩井 忠道(S39)

参与
鷹巣 照良(S30)
大谷木 照雄(S33)
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)
門馬 俊光(S47)

会長
助川 裕 (S42)

副会長
海老根 宏(S36)
佐渡本 真理子(S41)
谷田海 孝男(S46)

常任幹事会
幹事長：三ツ石 浩(S55)

監事
石川 隆之(S42)
江幡 秀則(S47)

副幹事長：荻野 孝野(S42)
学年幹事
平林 宏子(S62)

幹事会

会報委員会
委員長：北條
副：雨澤
副：渡辺
門馬
萩谷
柴田
栗田
面澤
田所
総会：平林
Ａ：保坂

隆史(S59)
令子(S52)
裕子(S60)
俊光(S47)
清子(S48)
富士子(S50)
真人(S57)
淳市(S58)
勝彦(H3)
宏子(S62)
賢司(S55)

※「Ａ」はアドバイザー

組織委員会
委員長：石井 健司(S56)
副：宍倉 美恵子(S58)
副：鈴木 正啓(S58)
大内 義範(S60)
中村 奈緒子(S60)
白水 直美(S61)
Ａ：谷田海 孝男(S46)

財務委員会
委員長：佐々木 博之(S59)
副：石井 康司(S58)
近衛 伸賢(S60)
横山 博則(S61)
Ａ：小澤 光浩(S57)

企画委員会
委員長：笹嶋 正(S54)
副：小久保 優(S52)
副：飯田 和紀(S60)
久本 卓昭(S41)
萩谷 清子(S48)
海老沢 友三(S51)
鴨志田 毅(S54)
鈴木 和彦(S57)
浅野 茂生(S59)
木村 真理(S61)
永島 宗(H7)
Ａ：江幡 秀則(S47)

事務局
事務局長：保坂 賢司(S55)
次長：小澤 光浩(S57)
次長：杉田 敦(S61)
ｺﾞﾙﾌ平日会：畑岡 洋二(S53)
ｺﾞﾙﾌ週末会：梁田 透(S54)
HP：小瀧 明代(S56)
Ａ：三ツ石 浩(S55)

学年幹事業 務を終えて
担任の先生方含め、Ｓ 卒の絆を深
めることができたと思います。
は、当時まだ高価だったビデオ機材

卒

今年の同窓の集いは、昨年に引き
を同級生のカメラ店でレンタルして

学年幹事活動を通じて最大の発見

続き絶好の「同窓の集い」日和とな
自主映画を何本も撮り、それが現存

)

り、当日は、ご来賓を含め総勢３２
していた奇跡です。当時の校舎、同

代表幹事 杉田 敦 Ｓ
(

０名にご参加いただき、無事に総会
級生、水戸の街並み、ファッション
が鮮明に蘇りました。この発見が、

から懇親会まで執り行うことが来ま
した。

しおり制作を担当して

美奈 Ｓ
( 卒 )

卒

同 級 生の 力 量 に 驚 く

横山 博則 Ｓ
(

)

格的に始動し、月例会にて検討を重

ねてきました。

年が明けてからは毎日のように連

絡を取り合い、詳細を詰めていきま

Ｓ 卒はＦａｃｅｂｏｏｋではもと

訪問するなど活動を開始しました。

次幹事団を結成し、母校の学苑祭を

メンバーの募集を行い、６月に第一

統の襷を引き継いだ後、４月に幹事

ており、仕事は大丈夫なのかなと心

アの出し合いで一晩中チャットをし

も止められないというほど、アイデ

へと発展していきました。もう誰に

ち上がり、懇親会での余興（余狂）

したのでしょう。三の丸映画舎が立

「しおり」は同窓生のコミュニケー

り御礼を、申し上げます。

件のご協賛をいただきました。心よ

地元の知道会組織や企業様など計

ありがとうございました。今年は、

広告・ご協賛をいただきまして誠に

同窓の集い「しおり」に、沢山の

はホストであり、今日のゴールは参

そして当日。運営説明会にて「我々

したが、最終的に詳細進行表を送れ

もと百名近くがつながっていました

配になるくらいでしたが、本人たち

ションツールとしても有効だと思い

幹事は平林さんで、水戸一高も女性

超え、まさに圧巻でした。次期代表

継ぎ式では、壇上は総勢１００名を

はないかと思っています。新たな出

にも私たちの学年の色が出せたので

が決まっていく中、少しは「しおり」

今回の幹事活動で集い全体の『色』

たのは本番４日前でした。

のである程度の参加は見込めていま

は、まるで高校時代に戻ったような

の時代が来たと実感したしだいです。

会いにも感謝し、次年度幹事学年の

りがとうございました。

いただいた東京知道会の皆様大変あ

お集まりいただいた皆様、ご支援

です。

校卒業生の力量の高さに驚いた次第

回り始めて行くのを肌で感じ、我が

ですが、それだけで物事が自律的に

てくれること。」という話をしたの

かった。来年もまた来よう』と思っ

加の方々が『この学校の卒業生で良

したが、最後は各クラス幹事の熱意

私自身、広告担当を拝命した際は

お願いできれば幸いです。

ますので、来年以降もぜひご協力を

０２名という参加者になり、

鈴木裕子さんとともにたくさんの応

とても不安でしたが、同期のライター
様、遠方からも駆けつけてくれたＳ

また来年も皆様とお会いできるこ

皆さまへ襷を渡したいと思います。

御礼申し上げます。Ｓ 卒への引き

61

とを心より楽しみにしております。

なることばかりでした。

援の言葉をいただいて、心が温かく

のサポートをしてくれたＳ 卒の皆

３年振りで、特に 名を動員し当日

感覚で楽しんでいたのだと思います。

江橋

我々Ｓ 卒幹事は昨年６月より本

61

が同窓生を動かしました。結果、同

同級生の眠っていた何かを呼び覚ま

61

参加人数が３００名を超えたのは

61

61

62

卒同期の皆様に対し、心より厚く

62

30

窓の集い 名、学年同窓会１

50

61

１年前にＳ 卒の飯田先輩より伝

60

84
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同窓の集い特集
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卒

同窓 の集 いに 参加 して

大 山 美聡 Ｈ
(
)

初めて東京知道会の同窓の

集いに参加しましたが、大変

有意義な時間でした。
学生の参加が私と友人の２

人だけということもあって、

皆さんが話しかけてくださり、

楽しい時間を過ごせました。
今回 私が一高時代に授業

を受けていた先生もいらっしゃって、
同窓の集いでしか味わえない再会を
果たすこともできました。
また、こんなにも多くの目上の方
とお話する機会は、きっとここぐら
いでしょう。
同窓生なら誰でも参加できますの

母校愛溢れる集い

次 回 代 表 幹 事あ い さ つ

に組み込み、一緒に仕事をしながら

ノウハウを伝授していくという、実

にシステマティックな仕組みを作り

) だされていてびっくりしました。

の代で流れが途絶えてしまうのでは

ベントへの参加者がなく「もしやこ

来るのは、実にワクワクした作業で

力し合って作り上げていくことが出

に連絡を取り、出会い、みんなで協

)

卒

なにも知らずに代表幹事を引き受け

ないか」と先輩方に多大なるご心配

卒

宏子 Ｓ
(

の集いの幹事となり、学年での同窓

先輩・後輩の縦のつながりを大切

てしまいプレッシャーは半端ないも

東京知道会 同窓の集いが毎年開

もあります。

学年を超えて刺激を受け学び合え

る同窓の集い。みんなで楽しめる会

同学年の集まりでも毎回感じるの

戸方面を中心に既につながりができ

ケに同期と連絡をとったところ、水

引き続き宜しくお願い申し上げます。

みなさまの一層のご指導ご支援を

になるよう、幹事学年の力を集結し

ですが、先輩方も含め、水戸一高生

ていたことがわかり、今年の同窓の

臨海公園」にお誘いいただき、初め

葛西

をおかけしてきたと、さりげなく伺

がらも初参加いたしました。
参加してみると、不安は杞憂に終
わり、先輩方は学生の私たちをとて

の母校愛、とてつもなく強いです！

集いにはＳ 卒として 人の参加と

準備を進めてまいります。

今回さまざまな年代の先輩方と接し

なりました。

て参加いたしました。これをキッカ

て、私も水戸一高生で本当に良かっ

も歓迎してくださいました。

いました。
昨年９月の「若手ＢＢＱ

催されていることを知り、緊張しな

岡崎 千絵 Ｈ
(
平林

高校卒業 年となる学年が、同窓

開催される東京知道会「同窓の集い」

会も楽しむというのもすごい！ 年

来年、平成 年２月 日（土）に

幹事学年の代表を務めさせて頂くこ

にされてきた東京知道会の流れの中

のですが、綻びかけた繋がりを頼り

以上の歴史ある東京知道会の中で、

で、Ｓ 卒は同窓の集いをはじめイ

とになりました。

50

たと改めて感じる事ができました。

はお世話になりっぱなしでした。特

ここに至るまで、役員の先輩方に

の私たちにまで細やかに気を配って

して準備にお忙しい中、次年度担当

に一つ上の先輩方には、幹事学年と

今後もこのご縁を大切にしていき
たいと思っております。
最後に関わってくださった皆さま
に、感謝申し上げます。

諸君、ちゅうも～く！

で、ぜひ、学生の皆さんにもこの貴

30

62
in

23

重な機会を逃すことなく、積極的に

20

30

同窓の集い特集
参加してほしいと思っています。

28

62

いただきました。お手伝いとして枠

幹事学年ですよ！

23

本当にありがとうございました。

Ｓ62卒のみなさん、あれから30年、そして

62

( 4 )
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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

・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

大谷木 照雄、

小沼 文和、

八木沢 正義、

お振込みの際は、「会員番号」ま

ミタカオ」、その他は「トウキヨウ
チドウカイ ヤタミ タカオ」です。

ヨウチドウカイ ダイヒヨウ ヤタ

名義は、三井住友銀行は「トウキ

佐川 卓政、

たは「卒業年次」を、名前の前に記

萩原 貞治、

海老根 宏、

載してください。

雙田 春枝、

助川 裕、

植村 滋、Ｓ

鈴木 正啓、Ｓ

武藤 亜紀子【敬

されています。今年も様々なイベン

トを企画しておりますので、皆様の
参加をお待ちしております。
会費・寄付等の振込み先

平成 年度から、年会費に関し、

会費自動振替のお願い

永山 絢子、
佐渡本 真理子、Ｓ

長谷川 実、Ｓ

飯島 忠孝、Ｓ

丹 佐迦生、Ｓ

栗田 克彦、Ｓ

秋山 和彦、Ｓ

鷹巣 照良、Ｓ

関根 健夫、Ｓ

げます。
Ｓ 鈴木 武文、Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

石川 隆之、Ｓ

鈴木 毅、Ｓ
根本 康王、Ｓ

檜山 雅顯、Ｓ
江幡 秀則、Ｓ
宮本 卓夫、Ｓ
原 与志子、Ｓ

42

・三菱東京ＵＦＪ銀行 六本木支店
普通１３１５３２５

６月 日に、口座振替を行い、会員

たしました。このシステムは、毎年

変便利な「口座振替」をスタートい

多忙な会員の皆さまにとっても、大

23

http://tokyo-chido.com/jifur
i.html

記のホームページをご参照ください。

手続きの方法につきましては、左

お願いいたします。

込みでない方は、是非ともご協力を

いただいておりますので、まだお申

３００名の会員の方々より申し込み

費用負担はございません。すでに約

の皆様には、システム管理等の追加

27

Ｓ

20
29

31
33

40 39 36 35

43
45

東京知道会は皆様の年会費で運営

称略】

62 58 47

47

60 49

42 41 39 36 35 35 32 30 29 19
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平 成 26年 度 決 算 報 告

第２回
株式 会社常 陽銀 行

司

ニューヨーク駐在員事務所
川原 井

年９月にニューヨーク支店を閉鎖し

当行のニューヨーク進出は２００２

のニューヨーク生活が始まりました。

ヨーク駐在員事務所を立ち上げ、私

回るような忙しさでした。

準備など設立までの数ヶ月間は目の

タッフの採用、開設記念パーティの

地銀行口座開設、ビザ取得、現地ス

ンも上手くいかず、真冬の厳しい寒

邪魔して日本とのコミュニケーショ

いことばかりでしかも英語。時差が

なければなりませんでした。慣れな

当事務所の主な業務は、日本から

首 席駐在 員

て以来、２回目になります。所員は

米国および周辺国に進出されるお客

そんな時に心の支えになったのは、

さも手伝って精神的に非常につらい

私を含め駐在員が２名と現地スタッ

様の支援と金融・経済情報の収集で

趣味のランニングでした。今までの

卒

２年前、期末の追い込み
フ（日本人）１名の計３名です。所

す。最近の進出支援では、米国にレ

一番の思い出は、今年５月に走った

km

の支店に行きますから予定

週間後に私は本部に異動になり、ニュー

れるお取引先、医療機器業界への参

フィンランド人、ブラジル人、チリ

いう山岳レースでした。ロシア人や

人の友達と一緒にテントで前泊して

レースに参加。年代別で第２位入賞

しました。今年 月はシカゴマラソ

ン、 月はフィラデルフィアマラソ

ンなどへの参加を予定しています。

ないか。」「？！。出たいです。」

ニューヨークシティマラソン出たく

ぶ申請書類を作り上げ提出しました。

にも及

米国の弁護士さんと毎日のようにメー

立の認可を受けなければなりません。

銀行局とＦＲＢから駐在員事務所設

した。まずは、米国ニューヨーク州

任命され、設立準備に取り掛かりま

（と言っても準備委員は私だけ）に

らいからでしょうか。立ち上げから

道に乗ったのは、ここ３〜４ヶ月ぐ

しかしながら、こういった業務が軌

規制関連の情報収集を行っています。

ンドなど投資運用会社の発掘や金融

済情報の収集では、特にヘッジファ

お手伝いを行っています。金融・経

ら関連情報の提供や資金手当などの

の本部担当部署・支店と連携しなが

お有りかと思います。是非、気軽に

ニューヨークにお越しになる機会も

れましてはプライベートやお仕事で

最後に、東京知道会の皆様におか

いと考えています。

立させて充実したものにしていきた

クでの生活ですが、仕事と趣味を両

います。まだまだ慣れないニューヨー

ニングがあったからこそだと思って

しく過ごせているのも、趣味のラン

異国の地で引きこもりにもならず楽

「じゃあ、３年ぐらい行ってきてく

昨年４月にようやく仮認可が下り、

の数ヶ月間は、自分自身の生活周り

10

というわけで、昨年 月にニュー

30
cm

んない。」

準備委員がもう１名増えて本格的な

も含めた事務所の細々したセットアッ

お声掛け頂ければ幸いです。（ kawa
rai.tsukasa_01@joyobank.co.jp)

ルをやり取りして、厚さ

設立準備が始まりました。事務所の

プのために寝る間も惜しんで対応し

-

入を目指すお取引先などに日本国内

パワハラ？セクハラ？頭

をよぎるのは良くない想像ばかり。
ドキドキしながら人事部長の到着を
待つ。マラソン好きで知られる人事

10

物件選定、内装工事、家具選定、現

趣 味の ランニ ング が心の 支え に

Ｎ
- Ｙ駐 在員事 務所 を立ち 上げ

ヨーク駐在員事務所設立準備委員長

80

60

を空けておいてください。」

50

思いをしました。

で忙しい初春のある朝、
員３名の小さな事務所ですが、設立

ストランを出店する計画をお持ちの

ベアマウンテン マイル（

)

「支店長、人事部からお電
には大変な労力とお金が掛かりまし

お取引先や笠間焼の展示会を開催さ

Ｓ
(

話です。」「今日の午後３

た。人事部長が支店を訪れてから３

）と

時過ぎに人事部長がそちら

海外で活躍する同窓生

部長（Ｓ 卒）は思いのほか上機嫌

11

新シリーズ
で、応接室に入るなり、「川原井君、

49
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水戸 第一 高等学 校

(
国公立医学部医学科は 名、私立を

役の国公立大学合格者数が１５４名、

この春の進路実績については、現

と感じました。

校の良さや伝統は引き継がれている

にも、ご支援ご協力を宜しくお願い

です。その節は、東京知道会の皆様

員会を立ち上げることになる見込み

について検討し、来年度には準備委

迎えます。今後、校内で記念事業等

されており、

２倍に設定

筆記競技の

県大会では

う大会です。

は最多の数字を残しました。現役進

本県教育のリーディング校として、

時代は変わっても、水戸一高には、

クが重視さ

チームワー

する力や、

に全国大会出場が決定してから、私

)

学率も約７割に達しています。今年

役割を果たすことが求められている

れました。

すが全力を尽くすつもりであります

たちは、筑波大学や茨城大学を訪問

卒

度も学力向上に努め、この春以上の

と思います。同窓生の皆様のご協力

績を上げ、多くの部がインターハイ

ので、よろしくお願いいたします。

鈴 木 一弘 Ｓ

知識を活用

結果を出したいと思います。

昨年 月

この度、校長に就任しま

や関東大会に出場しました。また、

昨年度は運動部・文化部とも好成

した鈴木です。東京知道会の皆様、

科学の甲子園で９位となった他、国

受けたりして、訓練を積ませていた

して、専門的な実験をしたり講義を

どうぞよろしくお願いいたします。

際地理オリンピックやフェンシング

教諭として勤務した後、県教育庁等

場で勝利の校歌を数多く歌う機会に

会ではベスト４に進出するなど、球

場、甲子園出場が期待された夏の大

が活躍し、３年の春には関東大会出

業しました。在学当時、硬式野球部

ル）派遣が３年目を迎えます。グロー

いて始まった生徒の海外（シンガポー

また、知道会からの援助をいただ

を作成し、校内に掲示しています。

徒が活躍する様子を撮影してポスター

決めました。私も応援に出かけ、生

拳法、登山、放送で全国大会出場を

も、テニス、フェンシング、少林寺

て参加した生徒もいました。今年度

う結果を収めることができました。

「登れ！筑波山！」では、３位とい

実技競技の１つである事前公開競技

入賞することができました。また、

勝校が集まる中で、私たちは９位に

で開催されました。各都道府県の優

回科学の甲子園全国大会がつくば市

３月 日から 日にかけて、第４

教授の話を間近で伺い、大きな刺激

た天野浩教授や東海大学の滝川洋二

らに、ノーベル物理学賞を受賞され

親睦を深めることができました。さ

また、他県の代表者たちと交流し、

たことは貴重な経験になりました。

た。全国大会という舞台で精一杯戦っ

とともに、チームの団結を深めまし

だきました。また、放課後や休日に

で勤務し、 年ぶりに母校に着任し

バル化に対応する人材の育成が求め

科学の甲子園は、理科、数学、情報

を受けました。

平成 年から６年間本校に地歴科

本大会で学んだ多くのことを今後

して、本番に向けてスキルを高める

) 事前公開競技の試作や実験の練習を

皆で集まり、先生のご協力のもと、

ました。以前と比べると、生徒は真

られる中、今後、さらに派遣先や研

から出題される筆記競技と、実験や

に活かしていきたいと考えています。

20

で協力して取り組み、総合得点を競

23

佐藤 宏樹 ３
(年

面目でおとなしくなった印象があり

修内容を検討し、よりよいものにし

恵まれた学年でした。

ますが、明るくのびのびとした雰囲

ものづくりを含む実技競技にチーム
本校は、平成 年に１４０周年を

ていきたいと考えています。

52

気や自主自立の気風の中で学習や部

科学の甲子園に参加して

私は、まもなく創立１００周年を

11

世界ジュニア選手権に日本代表とし

52

迎えようとする昭和 年に本校を卒

校長

します。

含む医学科 名と、いずれも近年で

25

をいただきながら、微力ではありま

43

新任のごあいさつ

母校だより
活動に一生懸命打ち込んでおり、本

30

10

11
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最後になりましたが、東京知道会
の益々の発展と、会員皆様のご多幸
を心よりお祈りいたします。

前監事
羽持 良三
（Ｓ37卒）

新任事 務局長・ 委員長

事務 局長 保坂 賢司 Ｓ
( 卒 )
この度、江幡

ほとんどありません。集い以外にも

様々なイベントが企画されています

ので、まずは軽い気持ちでご参加す

ることをお勧めします。

東京知道会の活動は、皆さまから

お預かりする会費と寄付金で成り立っ

ており、お手続きは自動振替・銀行

卒）

より事務局長を

（ゆうちょ含む）振込・現金納付か

先輩（Ｓ

引き継ぐことに

らお選び頂けます。今年も昨年以上

に、ご支援・ご協力を賜りたく、お

することができました。紙上をお借

いただき、楽しく同窓会活動を継続

幹事の皆様からのご支援、ご協力を

として活動してきましたが、会員、

は、組織委員会、事務局長、副会長

委員になったのが良き思い出です。

歩く会、第１回のバス旅行の実行委

一番の若手ということで、第１回の

在京水中一高会にのめり込みました。

というので参加したのが運のつき、

越先生がサンケイ会館で講演される

宜しくお願いします。

ていきたいと考えておりますので、

ともに、同期の三ツ石幹事長を支え

（Ｓ 卒）、杉田さん（Ｓ 卒）と

ち」として、事務局次長の小澤さん

を担当しています。「縁の下の力持

事録作成、ホームページの管理など

り会報委員長

ぎ、本年度よ

さんから引継

前任の保坂

願い申し上げます。

りして、厚く御礼申し上げます。

企画委員長、事務局長、参与、監事

委員会の活性化、組織力の強化が着々

メンバーも大幅に若返り、幹事会・

されています。最近では、幹事会の

され、自由に活動できる空間が形成

今後は顧問として会の運営に協力

を打てた安堵感でホッとしています。

迷惑をかけずに 年で一応ピリオド

で終了。一高会（知道会）も皆様に

ガソリンスタンドの経営も 年目

を務めさせて

今年度より

事をきっかけに会報委員として微力

東京知道会には、集いでの学年幹

頂く事になり

財務委員長の

ながらお手伝いをさせて頂きました。

ました。

任を引き継ぎ

の佐々木博之

ティーの豊かさを実感しております。

いる方がいらっしゃるというバラエ

身構えてしまうかもしれませんが、

若い方々は、「知道会」というと

じます。

を積極的にご紹介していきたいと存

が、先輩そして後輩の皆様のご活躍

会報のページは限られております

皆さん気さくな方々ばかりで敷居は

くお願いいたします。

です。よろし

ましたＳ

その中で様々な分野でご活躍されて

卒

59

卒

財 務委員長 佐々 木 博之

卒

さて、東京知道会においては、先

と任期をやり通す事が出来たのは、

と進んでいるのは、喜ばしい限りで

していくつもりですのでよろしくお

57

会 報委 員長 北條 隆史 Ｓ
(

輩・同期・後輩を問わず、全ての利

ひとえに先輩、後輩のご協力のたま

日常的には当会の会計、幹事会の議

事務局では、

なりました。

)

害関係・政治・宗教を排除した縦横

ものと深く感謝致します。

す。先輩方が築いてくれた伝統も大

願いいたします。
長い間ありがとうございました。
感謝！

61

59

59

40

切にしつつも若手の英知を結集して、
時代にマッチした楽しい同窓会活動
を目指していただきたいと思います。

30

Ｓ
(

無尽に広がる自由な交流の場が提供

年以上前、３年の担当だった名

55

47

退任役員挨拶

この度副会長を退任することにな

前副会長
植村 滋
(Ｓ43卒)
りました植村でございます。本会で

30
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)

卒

花見の会
門馬 俊 光 Ｓ
(

)

雨で中止が心配された今年のお花

戸藩の下屋敷だった所で、花見は八
代将軍吉宗が人々の憩いの場所とし
て開放したことに始まる。我々の先
祖の粋な計らいで今日、お花見が楽
しめるのはありがたい。場所は水戸
街道を挟み向島一丁目に位置する。
参加者の年齢層は上はＳ 卒の先輩
から、若い人はＨ 卒までバリエー

備を整えてにこにこ顔で迎えてくだ

さる。川沿いの道は寒かったが少し

堤防から離れただけの桜に包まれる

ような空間は意外にも暖かかった。

そしてあとは宴会ですね。なんとも

頼もしい方々。参加した女性たちも

涼やかに笑いお酒もたしなみ洒脱な

ション豊か。平成卒も６人と、年々

大先輩に連絡し、決行を確認。これ

ぎて行った。朝から雨。畏れ多くも

が一枚、持っていたコップの中に落

も言えない情景を呈していた。花弁

時々桜が舞って、見上げると何と

会話も弾みます。

若い人が増えている。お子様も２人

は行かねばとテンションが上がり、

見は４月４日、昨年と同じ隅田公園
方は小雨がぱらついたものの間もな

が参加。アルコール類もビールのほ

企画委員の方々など先遣隊がお待ち

６時から場所取りに参集してくれた

所に到着。ブルーシートには既に朝

越えた先の、程よく盛り上がった場

おしゃべりしながら散策し東武線を

側を上流に向かって列を組んで進む。

に集合、出発した。隅田川の墨田区

て行った。ちょうど挙式を終え散策

のせ、フッと吹くと吹雪の中に帰っ

また一枚と降ってくる。手のひらに

に開花が進んだ。時折の強風で一枚、

われたが、直前の暖かさのため一気

今年はちょうど見頃を迎えるかと思

の差し入れもあり、ご馳走になった。

み以外に自慢の腕を振るった手料理

た。料理も出前のピザや定番のつま

ど持ち込みや寄付がありうれしかっ

る甘味処に吸い込まれていった人た

輩は小さな粋な幟を立てて、点在す

なんですね。しんがりのお役目の先

をそぞろ歩いた。これはミニ歩く会

中、隅田川沿いに美しく咲く桜の下

さあ出発です。私たちは薄曇りの

同級生の顔も見える。

不思議な感覚に包まれる。見知った

い先輩方でもそうとわかるのだろう。

いらした。なぜお会いしたこともな

地下鉄の出口を上り道路を渡ると、

実だな、と叶わぬことを想像した。

な素敵な上司がいたら毎日仕事も充

は社交辞令などではなかった。こん

「あとで現像してあげるよ」、それ

した。О先輩には本当に驚かされた。

何枚か写真を撮ったり撮られたり

な人生がここに集うているのですね。

間同じ場所にいたことがある、ただ

後輩たちも負けていない。ただ３年

個性と深い経験を感じさせるお話、

自己紹介が始まる。先輩方の豊かな

この公園は三十五万石水

それだけのことでこんなにさまざま

かねだった。試飲で出来上がってい

していたカップルが目に入り 皆で

ちのこともきちんと把握されていた。

る人もいる。

祝福した。宴会のあとは、場所をす

時は過ぎ、楽しかった宴もお開きに。

意味あって選ばれていた川沿いの

来年、皆様お元気でまたこの場所で。

通って家路につく。望むらくはまた

みんなで片づけをして再び桜の下を

ルートを経て目的地に到着。水戸に

いました。

素晴らしい時間をありがとうござ

おお、先発隊の先輩方がすっかり準

) 所縁のあるという場所が近いという。

心の中で尊敬。

「さすがは一高の先輩だ」ひそかに
に移し盛り上がった。

乙未花見の記

窓を開けると、傘をさした人が過

武藤 亜 紀子 Ｓ
( 卒
62

ぐ近くのアサヒビールのビヤホール

ちたが、わざとそのままにした。

く止み、例年通り盛会だった。午前

隅田公園にて。中央が武藤さん

粗末なおにぎりを急ぎにぎった。

で 人の参加者を得て行われた。朝

28

かに茨城の地酒や年代物のワインな

22

47

時、浅草・隅田川水上バス乗り場

42
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女子グルメの会

話を拝聴し、女性が生き抜く為の様々
な知恵を授けて頂きました。

ゴ ルフ コンペ
春 のゴル フコン ペ 平
(日会

53

世代を超えて互いの理解を深め合い

成卒の後輩から先輩への順に話し、

ました。自己紹介コーナーでは、平

たことかとありがたく思いました。

なんと格調高いお店で会を開催でき

エスコフィエであったことを知り、

たのが、同店の名前の由来となった
名門ホテル・リッツの巨匠シェフ

４月 日（水）、会場は宍戸ヒルズ

にて幸運にも優勝させて頂きました。

この度第１回週末会ゴルフコンペ

同伴競技者とＨＣに恵まれて

恵まれ絶好のゴルフ日和、 名の方

)

鹿志村 到知 Ｓ
( 卒 )

ました。社会人としてはベテランの

週 末会 ゴル フコ ンペ

した。Ｓ 卒の植村滋さんが、ネッ
ト （グロス で)初優勝しました。

27

カントリークラブ東コース、好天に
し上げます。

29

19

が参加されました。

同伴競技者は河村正敏君、松下淳

君、そして東京知道会副会長の谷田

海孝男君、Ｓ 卒同期の仲間と真剣

さて皆様のゴルフィングは如何に。

拘る大学生・自然に親しむ社会人

ルールに拘る高校生・マナーに

る小学生・スコアに拘る中学生・

飛距離に拘る幼稚園・道具に拘

最後にゴルフ川柳を一つ

よう精進したいと思います。

を反省し次回は淡々とプレーできる

優勝に繋がりましたが、今回の内容

した。ハンデをたくさん頂いたので

新ぺリアのルールに見事にはまりま

リありのドタバタゴルフでしたが、

パット、バーディあり、ダボありト

プレー内容はダフリ・トップに３

できました。

にそして楽しくラウンドすることが

46

実は私自身、今回初めて参加させ
て頂きました。事前のお店選びや参

４月 日（木）、第 回東京知道

会ゴルフコンペが、富士カントリー

加者確認の段階から先輩方にサポー
ト頂き、楽しく運営することができ、

笠間倶楽部においてＳ から 卒ま

47

感謝しております。なにかと至らな

皇の料理番』で、 世紀初頭、佐藤

32

70

最後になりましたが、厚く御礼申

健が演じる主人公秋山篤蔵が師事し

94

での 名の参加者により開催されま

16

43

い点があったかと存じますが、その
度に先輩方の細やかなお心遣いに助
けて頂きました。
そのおかげで初参加者から「来年
も参加したい！」「同期をもっと誘
いたい！」といった感想が聞かれま
した。なるほど 年以上続いてきた
した。女子グルメの会の歴史と伝統

) のには理由がある！と実感いたしま

６月７日、銀座エスコフィエにて、

を築き上げられた先輩方に感謝する

卒

東京知道会唯一の男子禁制イベント

とともに、今後もこのすばらしい会

木村 真 理 Ｓ
(

《女子グルメの会》を開催致しまし

を継承して参ります。

成４卒までの女子 名が集い、老舗
フレンチレストランのフルコースに
舌鼓を打ちながら、ガールズトーク

女子グルメの会の翌週、ＴＢＳテ
レビ 周年特別企画 日曜劇場 『天

た。週末の昼下がり、Ｓ 卒から平

61

代も、大先輩方にかかればヒヨッ

に花を咲かせました。

60

29

コです。経験に基づく含蓄のあるお

谷田海副会長から優勝カップを受取
る鹿志村さん（右）

18

今回は初参加者が３分の１を占め

20

前回優勝の綿引さんから優勝カップ
を受取る植村さん（左）

46

20
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東 京知道 会忘 年会
日時： 月 日（土） 時から
場所：大手町サンケイプラザ３階
〒 100-0004東京都千代田区
大手町１ ７- ２
（０３ ３-２７３ ２-２５８～９）

募集人員： 名程度

お申込み・問合せ先：笹嶋正（企画

ゴルフ コンぺ（ 週末会 ）

委員長） sasajima@kuh.biglob
日時： 月 日（日） ： スター
e.ne.jp℡ 090-4205-1049

ト

00

募集人数：８組（ 人）、先着順

みください。

希望等を明記のうえ、お申し込

にて、フルネーム、卒業年、ご

ル（ yanadatoru@yahoo.co.jp
）

ク、賞品代（参加費）込
参加申込み： 事務局の梁田までメー

ンク、パーティー＋１ドリン

キャディ付、ランチ＋１ドリ

費用：１８，８００円を予定

東コース

場所：宍戸ヒルズカントリークラブ

10

ております。
時～懇親会

＊具体的な案内は、今後、ホームペー

ジ、メーリングリスト等において行

います。会員の皆様の参加をお待ち

15

日時：９月 日（土） 時集合、
時 分～ゲーム
場所
ゲーム：品川プリンスホテル
ボウリングセンター

ゴルフコ ンぺ（平 日会）

http://www.princehotels.co. いたしております。
jp/shinagawa/bowling/
懇親会：藩 品川東口店

11

卒業生のご家族（奥様、旦那様、

ご子息、ご令嬢等）が参加希望
参加費：２，０００円

ルール：新ペリエ（詳細は当日発表）

の場合は１名まで可とします。
スタート：９時 分

（イン・アウト各７組計 組）
申込先：畑岡洋二（Ｓ 卒）
：０２９６ ７
FAX
-２ ０-０７８

携帯：０８０ １
-２１６ ４-５３９
メール： yoji@hataoka.co.jp

た後、希望者は日暮里駅近く
プレーは、乗用カート・キャディ
で昼食。
付です。詳細は、別途、参加者に連
参加費：無料（昼食参加者は２千円 ) 絡します。

前に最終案内を出します）。

てエントリー願います（２週間

ルティーとしますので、ふるっ

キャンセルポリシー：開催日１週間
前までのキャンセルはノーペナ

（笠間市南小泉１３４０）

電話：０２９６ ７
-７ ２-１４１

ンク別）

（昼食＋パーティー代、ドリ

会費：１４，３００円

東コース

場所：宍戸ヒルズカントリークラブ

29

詳細につきましては、後日、東京

30

（港区港南２ ２- - 鳳和ビル ）
http://r.gnavi.co.jp/g24921
日時： 月 日（木）
5/
募集人員： 名

会費：３，５００円（貸靴代３１０
円は別途各自負担）
申し込み先：大内義範（Ｓ 卒）

yoshi-oy@jcom.home.ne.jp
または yoshi-oy@docomo.ne.jp

秋の歩く会
場所：谷中・根津・千駄木コース

10

知道会のホームページ（ http://to
）でご案内いたし
kyo-chido.com/
ます。ふるってご参加ください。

若手会員交流ボーリング大会

の午後ゆっくり出かけてき
て楽しめるボーリング大会
を開催いたします。
来年の同窓の集い幹事学
員の発掘、交流を目的とし

行程：午前９時に日暮里駅北口に集

期日： 月 日（日）小雨決行

たもので、昨年まで実施し

32

15

3F

合し、徳川慶喜墓地、根津、

年にあたるＳ 卒以降の会

60

千駄木、谷中地区を街歩きし

14

18 15

ていたＢＢＱに代わり実施
するものです。
気軽な交流の場としたい
と思います。会員の皆様の

20

10

12

ご参加を幹事一同お待ちし

53

12

32

25

17

62

30

10

12

今年の若手交流イベントは、週末

行事のご案内
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卒

)

年間の長きにわたり、幹事長として
務めさせていただきましたが、先輩
方のご指導と会員皆様方のご支援の
お蔭で任期をやり通すことができま
した。この場をお借りして、深く御
礼申し上げます。
幹事長として事務所問題をはじめ、
財務体質の改善、組織力の強化、幹
事会運営の改善、広報活動の充実等
様々な懸案事項の解決に向けて、微

く感謝しております。これもＳ 卒

任し、監事に就任いたしましたＳ

会の幹部として積極的に活動してい

幹事会にご参加いただき、常置委員

窓の集い終了後も、学年幹事として

いえば自信がありません。特に事務

だきましたが、十分に機能したかと

事務局長として４年務めさせていた

これまで企画委員長として４年、

卒の江幡秀則です。

ただいたお蔭と感謝しております。

局長としての４年間は谷田海幹事長

４名も幹事会にご加入していただい

返りましたが、副会長として大先輩

さて、今年より執行部も大幅に若

ここ数年の東京知道会は良い意味

田海先輩には深く感謝いたします。

せなかったと反省すると同時に、谷

いただき、最低限度の役割しか果た

との懸け橋として新執行部をサポー

で大きく様変わりしたと思います。

幹 事 長
三 ツ石 浩 Ｓ
(

卒

)

会を目指して関わっていきたいと思
います。

全ての水戸一高卒業生が集える同窓

これからも監事として微力ながら、

資格を持っています。

を問わず、卒業生は全員が参加する

した。とはいえ、同窓会は年齢性別

アプローチで若返りが急速に進みま

また、若手や女性会員への積極的な

ル化を進めることで省力化をはかり、

費の自動引き落としや会報のデジタ

し財務の健全化を図ると同時に、会

トしたいと思いますので、これから

卒

運営費を圧迫していた事務所を手放

し上げます。

監 事
江幡 秀則 Ｓ
(

)

も変わらぬご支援ご協力をお願い申

たのは、嬉しい限りです。

（当時）にそのほとんどをお手伝い

特に今年の幹事学年のＳ 卒の方が

以降の方々が、途切れることなく同

54

この度の役員改選で事務局長を退

本年２０１５年から幹事長を拝命

したＳ 卒の三ツ石浩です。７年前、

上げます。

ぬご支援ご協力を宜しくお願い申し

発展をお祈りするとともに、変わら

今後とも会員の皆様のご健勝とご

お手伝いが出来ればと思います。

代に引き継げるような同窓会活動の

皆様のご意見を伺いながら、次の世

れた良き伝統を継承するとともに、

田海前幹事長や諸先輩が築いてこら

突然のご指名ではありましたが、谷

お手伝いをさせて頂きました。今回

た経費の支払い等、業務効率化等の

インターネットバンキングを活用し

を通したネットワークの利用拡大、

システムの構築、新ホームページ等

クローズ、年会費の自動引き落とし

させて頂いた間、西日暮里事務所の

員会、事務局（会計）でのお仕事を

笹嶋先輩から引き継いだ後、財務委

同窓の集いの幹事学年の代表幹事を、

55

61

47

新 任役員 挨拶
副 会 長
谷田 海 孝男 Ｓ
(

した谷田海でございます。

本年度より副会長を仰せつかりま

46

まずは、平成 年より 年まで８

26

力ながら参画できましたことに、深

55

19
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