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つなげる、つながる」をコ
ンセプトにした企画で、大
いに盛り上りました。
恒例となった記念講演で
は、幹事学年を代表してＳ
卒の根本朗裕さん（根本
酒造株式会社社長）が、
「蔵元 代目から見た 母校
の歴史 ～日本全国『一高』
の人文地理学～」と題する
講演を行いました。
「
(同窓の集い特集」を、
２～４ページに掲載）

43

去る２月 日、大手町の
サンケイプラザにおいて、
約３００名の参加者を得て、
東京知道会年次総会と、同
窓の集いが開催されました。
年次総会では、新任の副
会長に海老根宏氏（Ｓ 卒）
と植村滋氏（Ｓ 卒）が、
新任の監事に石川隆之氏
（Ｓ 卒）が選任されまし
た。
今年の同窓の集いは、Ｓ
卒が幹事を務め、 つ｢なぐ、

海老根 宏（Ｓ３６卒）

45

20

当時、皆で、勘違いし、大いに感激

りました植村でございます。

本会は昭和 年 月の第一回総会

を経て発足した在京水中一高会から

致しました。

その後、名簿・組織委員会に所属

平成 年に現在の東京知道会に改称

11

し、最近まで、従事して参りました。

32

会報の発送名簿に登録し、新会員の

人の新住所への変更、未登録の方を

発行される同窓会名簿を点検し、個々

その仕事での想い出は、５年に一度

ます。

から現世代へと脈々と引継がれてい

に渡る歴史を持ち、その精神は先輩

され、今日に至るまで 余年の長き

13

本会に於いては先輩・同期・後輩

動できる空間です。また同じ城址の

増員を図ったりしたことでした。毎

東京知道会は、会費納入者等の減

学び舎で数年間を過ごした共有体験

を問わず、すべての利害関係・政治・

少もあり、最近、事務所契約を解消

が目に見えない繋がりと絆の空間を

回、千人程増員しました。その為、

致しました。その様な事情もあり、

形成しています。このような他に類

宗教を排除した縦横無尽に広がる自

会員の増員を図る施策を図って鋭意、

を見ない素晴らしい同窓会の大役の

その都度、通算１ヵ月程事務所に通

頑張っておりますので、皆様にご協

任にあたり身が引き締まる思いでいっ

由な交流の場が提供され、自由に活

力をお願い致す次第です。重ねて宜

ぱいです。

に帝国ホテルで開かれた「昭和 年

私のこの会への関わりは平成７年

しくお願いいたします。

い、作業を遂行致しました。

50

卒以降の同窓会」に出席したのが最

初です。その後 、平成９ 年開 催の

「総会・同窓の集い」準備会の幹事

長を経て、この会の魅力に嵌っていっ

た次第です。

このような楽しい思いを後輩にい

この 度 、本 年 度よ り 東京 知

すので宜しくお願い申し上げます。

微力ながら一生懸命その任に当りま

かにして繋ぐかを私の役目として、

道 会副 会 長の 大 役を 仰 せつ か

植村 滋（Ｓ４３卒）

23

図 らず もこ の
度、 副会長 に就
任致 しまし た。
総会 幹事を 担当
する３年前、

42

歳頃から、東京知道会に、
いろいろな縁で、出入りす
るようになりました。
総会は、同期生、その他
の方々の協力を得、深作欣
二監督の名講演の
成果で、当時初め
て、３００名余の
同窓生が参加して
くれ、やはり、講
演者の名声の差が
発揮されたのかと、

40

59

新任副会長挨拶
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「つなぐ、つなげる、つながる」
- ２月２３日 同窓の集いを開催 -

何年か参加を見送っていまし

たが、今回は講演会の講師を根本酒
造の根本社長 ( 会の根本嘉朗君の
ご長男 が
)務めるということで、是

したが、これもパソコンに強い根本

「つなぐ、つなげる、

つながる」をコンセプ

ドと、水戸応援の気持ちを込めたラ

イブ・パフォーマンスでした。

また、来年の幹事学年であるＳ

卒の皆さんが、代表幹事の飯田和紀

トに、 年ぶりに集まっ

た仲間とプチ同窓会を

さんを中心に 名も出席して下さっ

１名のご出席を頂き、

なぐ」ことがテーマの我々にとって、

翌日は生まれて初めての東京マラ

何よりも嬉しいことでした。大変あ

した。ご出席頂いた先

ソンでのフルマラソン挑戦を控えて

覧」《欄外に、校名に東西南北が入っ

れた資料は、①「旧制中学系高校一

Ａ３の用紙２枚に書き込まれ配布さ

今回の目玉は根本酒造社長の講演、

中より気になっていた「第一」「第

な任を拝命してしまいました。在学

（？）して、図らずも、講演の重大

で、ウンチクを語っていたのが災い

東京知道会のメーリング・リスト

上をお借りして改めて心より御礼申

援誠にありがとうございました。紙

の皆様、会場スタッフの皆様、ご支

告を頂戴した皆様、東京知道会幹部

ざいました。また多数のご寄付、広

幹事の皆さん、本当にありがとうご

りに集合してくれた同期の皆さん、

らしいものとなることを信じて疑い

の同窓の集いがこれまで以上に素晴

と覚えておいて下さい（笑））。こ

２月 日（「ニャンニャンニャン」

来年の同窓の集いは、２０１４年

う二重の感動を得る事ができました。

同窓の集いとフルマラソン完走とい

になり、ネットでの情報収集が容易

根本酒造の歴史から全国の旧制中学

な博覧強記の根本朗裕社長による、

筑波山や千波湖の花火、奥久慈の綺

講演の時、後ろのスクリーンには

道府県の高校の状況が一目瞭然です。

根本社長の資料を見ると、全国各都

これに勝る喜びはございません。

興味を持たれる一助となったならば、

ことで、皆様が母校の歴史に改めて

その集大成を発表する機会を頂いた

データ・ベースを構築した次第です。

も歩いたことのない道を」の合唱リー

人による水戸一高百周年記念歌「誰

「水戸ご当地アイドル（仮）」の５

解説。そしてシークレット・ゲスト

による映画「天心」の予告編上映と

た。

ます。本当にありがとうございまし

ることを心から楽しみに致しており

ません。また来年皆様とお会いでき

22

非行ってみたいと思ったわけです。

ている全国の高校》、②「高校生ク

し上げます。

資料を拝見し、驚きました。本業

になった１９９０年代半ばから足掛

高校につながる講演。松村克弥監督

点として、旧制中学に興味を持つ様

の醸造業で多忙を極める中、よくこ

け 年弱、純粋な個人的興味から、

回）》。

こまで調べたものだと感心しました。

麗な風景の映像が映し出されていま

20

60

社長ならではのことですね。
会場の後方に設けられた奥久慈の
銘酒「久慈の山」の試飲コーナーで、

淺野 茂生 （Ｓ５９卒）

二」等の命名感覚や、同様の沿革史

いましたが、５時間強で無事完走。

生方、来賓の皆様、先

無事に「同窓の集い」

たことは、次の世代にバトンを「つ

27

りがとうございました。

進め、２月 日に２９

しながら一年間準備を

30

を迎えることができま

23

Ｓ 卒の佐川さんと盛りあがり、至
誠一貫というラベルが張られた純米
酒を求め、家路につきました。

Ｓ５９卒代表幹事

輩方、後輩の皆さん、そして 年ぶ

「次の世代にバトンをつなぐ」

イズ旧制中学系出場校一覧」《１９

根本 朗裕（Ｓ５９卒）

を有する他県の事情への関心を出発

根本酒造社長

８３年（第１回）～２０１２年（第

31

35

記念講演を終えて

久しぶりで東京知

道会主催の「同 窓の

増尾 利一（Ｓ３１卒）

集い」に参加しました。ここ

「同窓の集い」に参加して

当日のクライマックスは、メーリ
ング・リストや facebook
でも有名

30

同窓の集い特集
32
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石川 和幸（Ｓ５９卒）

の電話。卒業 年の学年が幹事をや

しいものでした。在校当時は話した

輩方のサポート、恩師の先生方のあ

した。幹事の皆さんはもとより、先

窓会の片棒を担ぐことにした。

んな齢になってしまったのね、と同

ることも知っていたけれど、もうそ

の役目をまっとうすることができま

こともない人とも、あっと言う間に

たたかい見守りをいただいてこそで、

気さくで、優秀で、準備はとても楽

打ち解け、長く付き合える友をいま

感謝の念に堪えません。

素敵な時間をくれました。Ｓ 卒の

驚いています。同窓の集いの準備は

さんは引いてしまうかもしれません。

幹事は大変、と言うと、後輩の皆

なぜか相手は私のことを当時から知っ

流の無かったメンツが多い。そして、

だけかと思いきや、転職・起業組や

ている（苦笑）。打ち合わせと称し

い時間でもありました。それに、仕

フリーランス組、子どもをパパに預

でも、再会した仲間との共同作業は、

事や生活に差し障りがあるはずなの

けてくるママ組も。そして、各々自

皆さん、素晴らしい仲間と先輩と、

に、誰ひとり文句も言わず、当たり

分の仕事や家庭の中での立ち位置が

まった私が、同窓の集いの幹事をす

前のように準備をこなす同級生たち

あり、「自分は○○ならできる」と

た飲み会に集まるのは普通に会社員

に、私は思いがけず感動したのです。

語れる何かを持っているのがすごい。

学苑祭前夜を思い起こすような楽し

かけは、代表幹事の淺野君か らの
「新年会をしよう」の電話でした。
たった４人で集まった新年会で、気
安く幹事を引き受けたのでした。そ
の後、Ｓ 卒の先輩方が幹事を務め

伝統とはこうして受け継がれていく

「しおり」編集ひとつをとっても、

不安にもなりました。
しかし、準備を始めると先輩方の

嬉々として参加。まんまと幹事グルー

（？）を知らず、昨年末の飲み会に

動的に幹事になる 」とい うルー ル

老後の茶飲み友達になってくれそう

交流が復活したのも、幹事のご褒美。

「同窓の集い」を機に、彼らとの

想も違う。目からウロコの連続。ト

とでは、普段使うツールも違えば発

ストと関わる仕事をしているメンバー

公務員である私と、デザインやイラ

厚いご支援、過去から引き継がれた

した。私は、企画とホール運

い当日を迎えることができま

て、なんとか無事に同窓の集

ちの高い能力と責任感によっ

ると打ち合わせは毎週末、長時間に

つれて準備は佳境に入り、２月にな

たのは年が明けてから。日が迫るに

たのですが、これは大変！と実感し

見えず、なりゆきで司会を引き受け

30

こんなに面白いとは。

しかも同窓会という損得抜きの場が、

きた同級生と交流する異業種交流、

が新鮮だった。違う歩みをたどって

には、そんなエピソードのあれこれ

普段、同業者としか接点のない私

詰まってしまうことでも。

対応していただいた。ひとりでは煮

折衝・交渉に長けた仲間に、迅速に

ラブった時には、外部関係機関との

営担当でした。緊張の中、集

及びました。

三好(相馬) 直子（Ｓ５９卒）

30

同級生からかかってきた一本

年ぶりの

で（笑）、心強い限りです。

いはあっと言う間に過ぎ、今

その甲斐あって、当日はめでたく
盛会となり、私自身もなんとか司会

30

思えば夢のようです。
年ぶりに会う仲間たちは、

一年半前の冬、

プに入れられてしまいました。当初

した。

のだ、と身をもって教えてもらいま

素敵な時間を作ってくださいね。

集まってみると、高校時代には交

さらながら得ることができたことに

30

智恵に支えられ、そして卒業

「同期の飲み会に行くと自

59

は「同窓の集い」なるものの全容が

も盛大な会ができるのだろうか、と

規模に圧倒され、果たしてこんなに

られた同窓の集いに参加し、伝統と

58

して 年ぶりに会う同窓生た

根本 聡子（Ｓ５９卒）

るとは夢にも思いませんでした。きっ

卒業以来、母校と縁遠くなってし

Ｓ５９卒幹事メッセージ

同窓の集い特集
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出そう。かつての男子高校生らの熱

命の濫費。その惜しげもなさに涙が

という本が売れてい
演へのかけ声が温かかった。記念歌

「ハダカの美奈子」

る。テレビに出た大

あとでお声をかけてくださった先

作曲者で同窓の、上牧務さんにも聴

妻の自伝である。親
輩方の中に、古文・漢文の瀬谷耕作

家族の父（ビッグダ

からの虐待、高校中
先生のご子息・實さんがいらした。

かせたかった。

退、若すぎる結婚・
詩人である瀬谷先生は、私の拙い詞
を丁寧に補作して下さった。父上の

５児出産・離婚。ビッ

グダディとの出会い

来年２月 日（土）の

私は、１月のＳ 卒新

くお願い申し上げます。

窓の皆様、どうぞよろし

くこととなりました。同

幹事を務めさせていただ

「同窓の集い」で、代表

22

年会で、訳の分らぬまま

に代表幹事に就任するこ

ととなりました。これま

で、東京知道会の存在は

念歌「誰も歩いたことのない道を」

水戸ご当地アイドルが、百周年記

足の下もたぶんけもの道だが、この

音した歌声を耳元で鳴らした。この

ひと気のない帰り道、スマホで録

等を間近で拝見させていただくなか

事前準備打合せ、当日までの段取り

ただ、１月以降、Ｓ 卒の先輩方の

ており、同窓会も今回初参加でした。

窓会を開きました。また、９月前後

だき、夜は、水戸の仲間を含め、同

には、Ｓ 卒の大同窓会・決起会を

を歌うと聞いて同窓会に駆けつけた。

夜ばかりは極彩色の音に染まった。

面影濃く、十代に逆流する錯覚を楽

代表幹事

雲の上のもので、縁遠い存在と思っ

次年の幹事はＳ６０卒

作詞者として紹介された私の目の前

と別れ。よくもここまでけもの道を

60

ディ）の、２度目の

小林 千秋（Ｓ５５卒）

しんだ。

「けもの道で鼻歌」

手探りで、と読者は思うだろう。

飯 田 和 紀 (Ｓ６０卒)

ミニドレスで歌う記念歌。歌詞

に、少女たちが躍り出た。ＡＫＢ風

後、ほぼ 年、殆ど初対面にもかか

で、実感したことがあります。卒業

からですが、メーリングリストの登

卒幹事団による本格的な活動はこれ

開催することを考えています。Ｓ

録者は 名まで増えました。一高卒

わらず、一高というキーワードだけ

業後 年、 歳となるタイミングで、

一高在学３年の間、知らないうちに

う何とも言えない力、これが、水戸

輩方の心意気に応えるためにも、皆

かけを作っていただいた幹事会の先

再び昔の懐かしい仲間と会えるきっ

で仲間になれ、一体感を持ててしま

個々に染みついた伝統の力というも

様に喜んでいただける「同窓の集い」

48

ていくという仕事を、情熱と、遊び

輩につなげ、水戸一高の伝統を守っ

楽しみながら、この一年間を過ごし

利用して、童心にかえり、Ｓ 卒で

企画・実行のみならず、この機会を

思っています。

６月には、母校の学苑祭にあわせ、

校長先生を訪問し挨拶をさせていた

お願い申し上げます。

皆様のご指導・ご支援、何卒宜しく

ていこうと思っております。今後の

60

納豆にちなむ歌詞の持ち歌を叫

55

の気持ちを持って、進めていこうと

60

後に一転「粘って粘って…」と、

カード持参、振り付けなし。直

60

59

のなのでしょう。我々Ｓ 卒も、後

30

30

Ｓ60卒幹事のメンバー（真ん中が飯田さん）

60

同窓の集い特集
ぶように歌い始めた。太ももと

シークレット・ゲストとして登場した
「水戸ご当地アイドル（仮）」
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学校長就任あいさつ
水戸第一高等学校

学校長
東京知道会

のか、素直で礼儀正しいという印象

今の水戸一高は、自分の高校時代

の後を受けて、

があります。先生方も以前よりきめ

の皆様、この

校長になりま

細かに指導しております。しかし、

と比べて、女子が増えたこともある

した小田部で

時代が変わっても、生徒たちには、

度、早川校長

す。よろしく

真理を愛する「学問第一」の校風や

33

お願いします。

私は昭和

息づいていると感じました。そんな

年 組卒で、

片岡謙寿先生

48
る思いです。

「自主自立」の気 風、校 是であ る

「至誠一貫」「堅忍力行」の精神が

め、誠心誠意、校長としてやってい

きたいと思いますので、ご支援をよ

ろしくお願いします。

後輩たちを教えられる喜びをかみし

小田部 幹夫（Ｓ４８卒）

が担任でした 。

高校卒業後は

早稲田大学で学び、数学担当の高校

教員として主に県西地区の高校で勤

務しました。その後、教育行政に

年間携わり、その間、教頭、校長を

それぞれ一校経験して、今春、本校

の校長として着任しました。母校で

勤務することになり、身の引き締ま

母 校 だより

14

災害復旧工事に伴い水郡線沿いの斜面の木が伐採され、
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平 成 24年 度 決 算 報 告
財

産

目

録

収

支

（平成24年12月31日現在）

計

算

書

（平成24年1月1日から12月31日まで）

一般会計
（単位：円）
銀行預金（一般会計) 1,022,851
郵便貯金
1,588,636
定期預金（基本財産) 18,266,030
前渡金(注1)
200,000
ソフトウェア(注2)
290,420
ソフトウェア(注3)
441,008
資産合計
21,808,937

【負債の部】
前受金
負債合計

1,512,000
1,512,000

【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

305,652
18,266,030
1,725,255
20,296,937
21,808,937

（注1）同窓の集い活動資金
（注2）ホームページ管理システム
（注3）名簿管理システム

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
基本財産取り崩し
収入の部合計
【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
水道光熱費
振込手数料
交際費

通信費
保証金償却
固定資産除却損
事務所引越費用
雑費
次年度繰越金
支出の部合計

特別会計

（単位：円）
2,730,000
2,435,000
862,000
513,000
3,006
△911,771
911,771
6,543,006
2,673,722
1,926,848
530,882
291,540
26,619
25,550
90,214
93,478
73,078
220,400
209,078
75,000
945
305,652
6,543,006

前年度繰越金
収入の部
支出の部
次年度繰越金

(単位：円）
19,177,801
0
911,771
18,266,030

《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

305,652
19,991,285
20,296,937

総会で就任しました。
パンパシフィック・カッ
年３月期の売

上高６ ，２６ ７億 円 ）の 社

パー （ 平 成

ら、日立製作所などが分かれました。

長も兼任されていますね。

うグループでまとまっています。ジャ

います ので、 非常 に 大変 と

ネスと 重なる 事業 を 行っ て

この 会社の メイ ン のビ ジ

パンエナジーと日鉱金属の再編によっ

ど んな 学 生時 代を す ご

いう訳ではありません。

ＪＸホールディングスとなりました。

その後、新日本石油と経営統合して

て新日鉱ホールディングスとなり、

せんでしたが、現在でも春光会とい

三井や三菱のような財閥にはなりま

大元は日立鉱山です。日立鉱山か

ですか。

ＪＸ日鉱日石金属はどんな会社

（Ｓ４２卒）

されたのですか？

発の拡大もあって、次年度には一千

を担当しています。海外での資源開

日石金属は銅を中心とした金属事業

持っています。その中で、ＪＸ日鉱

然ガス開発、金属という３つの柱を

時代で したし 、強 い チー ム

です。 今と違 って 大 らか な

４番、 ５番の セカ ン ドロ ー

毎日でした。ポジションは、

寮とラ グビー 場を 往 復す る

年間真剣にラグビーをやり、

大学 は一橋 でし た が、 ４

億円の経常利益が確保できる会社に

でもな かった ため 、 学業 と

の両立はそれ程大変ではありません

高へ行ったという感じです。皆よく

いう学校だったので、皆と一緒に一

社会人になってからはどうでし

勉強していましたよ。

でした。

海への憧れがあって、商船大を受

験したのですが、文系にいたことも

あって不合格。商船大学を一緒に受

たか。

格 とな っ た後 、 一橋 学 院と い

かるはずはなかったのですが、不合

い人間が理系の大学を受けても、受

ば、文系にいて数Ⅲも勉強していな

大の先生になりました。後から思え

君だけが合格し、その後、彼は商船

は、中国や韓国で安く製造されるた

をしていますが、低付加価値のもの

せん。当社は、銅箔や銅線等の製造

況だと、会社の維持も楽ではありま

京で、営業畑でした。こんな経済状

勤務しました。その後は、ずっと東

大煙突のある大分の佐賀関精練所に

日本鉱業に入り、最初の３年間は

う 予備 校 に行 き 、そ の まま 同

め、特殊な加工技術の必要なものに

けた３人のうち、ラグビー部の岡野

じ 名前 の 一橋 大 学へ 進 みま し

シフトすることになります。

現在、海外でも鉱山の開発を進

た。
高校時代の思い出は？

ラグビーをやっていました。

めているのですね？

そ の頃 か らの 付 き合 い です 。

川 （東 京 知道 会 会長 ） 達と は

た 。中 学 は茨 中 で、 同 期の 助

よ うな 状 態で 水 戸へ 行 きま し

い たの で 、そ こ へ転 が り込 む

ん です 。 兄が 水 戸に 下 宿し て

あ たり だ と普 通 は土 浦 へ行 く

身 が小 川 町だ っ たの で 、あ の

し たが 、 いい 先 生で し た。 出

な 。国 語 の奥 村 先生 が 担任 で

て 、あ ま り強 い 印象 は ない か

ね。

いため、これからというところです

まだ、肝心の電池が行き渡っていな

レアメタルが回収ができるのですが、

動車用のリチウムイオン電池からは、

ら、金属の回収も行っています。自

では、北米で回収した携帯電話等か

リサイクルをやってきました。現在

無駄なく金属成分を回収するために、

発しています。日立鉱山の時代から、

１００％日本の企業という体制で開

現在は、チリのカセロネス鉱山で、

国内の鉱床は掘り尽くしたため、

成 績が 上 の方 は 一高 へ 行く と

歩く会は雨で流れたこともあっ

グローバルな資源開発で
収益拡大を目指す

足立 吉正さん

なりそうです。社長には昨年の株主

｜
｜

｜
｜
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持株会社は、エネルギー、石油・天

｜
｜

｜
｜

｜
｜

先輩訪問
｜
｜
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の大田区の書道展という大きなイベ

めました。年に２回、書き初めと秋
くほどうまくなるのですが、ゴルフ

しそうな笑顔です）。書は書けば書

にシングルです（先輩、ちょっと嬉

ゴルフも長くやっていて、いまだ

言うまでもなく、目を外に向けて、

海外といった状況ですから、語学は

してほしい。我社も、仕事の半分は

そうした場で求められる人材をめざ

こもグローバル化していますから、

ほしいと思います。現在、企業はど

まず、自分を磨くことを心掛けて

間見えます。秋の海外出張前には、

ろにも、グローバル企業の一面が垣

ショップがありました。こんなとこ

する素敵な製品が沢山置かれている

グラス、錫製の取り皿等をはじめと

絵のついた金属製の栞、銅製のビヤ

「海外みやげ好適品」として、役者

本社 ビル １階 ロ ビー 奥 には 、

うということで、四十の手習いで始

けて本当によかったと思います。

ントがあります。秋の書道展の作品
はいくら本を集めて読んで、練習し

物の考え方等も吸収してほしいと思

趣味は書道と伺いましたが。

制作時は、皆で朝から晩まで、合宿
ても、うまくなる人とならない人が

います。そうやって磨かれていけば、

書道の他には？

のようにして書に取り組んで、終わっ
いるようです。

会社の書道部が人数不足で潰れそ

た後の一杯が楽しみで。これで続い
最後に、後輩へのメッセージを

ずいぶん前。祖母の所属していた俳

お願いします。

本の俳句とは何か。これまで親しん

化・文学を持つフランスへ伝える日

行けると思います。

と次々寄せられた最後に、最前列の

でいる」「二人は喧嘩をしている」

どこの会社でも即戦力として働いて

また来ようと思いました。
（Ｓ 卒 柴田 富士子）

ているようなものですが。書はいろ

今年の２月９日、エッ

誌『ホトトギス』には「児童・生徒

いろなところで役に立っていて、続

フェル塔近 くのパリ 日

「惚れてる」。びっくりした、それ

ショートカットの学生が言ったのは

だこと、卒論で扱った詩人・ク

だ俳句、仏文やフランス留学で学ん

本文化会館、

ことができた。最初の入選は昭

のフランス 人を前に 俳

では な く、 季語 を 描い て 世

分の 中 にあ るも の を記 す の

へ俳句教えに行かんか」と師が

にふらりと訪れた。「フランス

差する。きっかけは俳句のよう

目を輝かせている学生たちを眺めて

そこには誤解と遠慮があるだけだ。

浅いパリで、古今の桜の句を読

そう確信した。

と問うと、「怒っている」「悲しん

の感想は忘れがたい。「どう思う？」

〈エリックのばかばかばかと桜降る〉

現代の作家、太田うさぎの句、

れた文芸であること。

局、すべては読み手へゆだねら

悲しみも喜びも、雅も俗も、結

恐ろしさも、暗さも明るさも、

みながら伝えたのは、美しさも

大学、 日・パリ第７大学。春

俳句に国境はない。難しくもない。

は私のこの句の印象と同じであった

句について お話しす る

フランスに憧れはじめたのもそ

界が 映 る。 」「 季 語へ 寄 り

持ちかけてくださったのは、国

２月 日・国立東洋言語文化

ローデルの句…、私が話せるこ

機会を得た 。「俳句 は

の頃であった。小学校の卒業文

和 年９月、７歳のことである。

誰にでもで きるもの で

集に将来の夢として「フランス

からだ。

す。 な ぜか 。俳 句 は生 み 出

添うことで自分が動かされ、

際交流基金による日本語ワーク
はこれまでにも経験があった。でも、

思っ て もみ なか っ た自 分 と

す。」

ショップへの招聘。俳句の教室など

四半世紀を超えて、二つが交

59

世界 の 関係 が描 か れる の で

てく る もの だか ら 。」 「 自

とは、次第に形になっていった。

の部」があって、毎月３句投稿する

｜
｜

名ほど

50

｜
｜
このたびはすこし違った。異なる文

俳句で国際交流

20

へゆく」とある。

さん

俳 句 に出 会っ た のは も う

12 11

（Ｈ７卒）

すものではなく、外からやっ

平成卒いらっしゃい 阪西 敦子

｜
｜

｜
｜

俳人『ホトトギス』同人
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さん

えます。実際には、３コマ漫画も添

性にはちょっと手に取り難い本に思

も若い女性が描かれているので、男

いう、やや刺激的（？）な題で表紙

早く読んでおけばよかった」、「
代の女性に読んで欲しい！」、「
代（ 代）からの本は書かないのか？」
（笑）、「彼女（妻）の体調とかを
気にするようになった」などのコメ
ントをいただき、本当に著者冥利に
つきます。
私は地元の筑波大で医学生として
学び、卒業後も大学に残って産婦人
科医として研修時代を過ごし、大学

好評で、多くの女性からも「もっと

まで、書店やＡｍａｚｏｎなどでも

さに「教科書」的な本です。お陰さ

面目にしっかりと解説している、ま

をしていたことがあり、その時の経

遺伝子関連の出生前診断の研究留学

たかといいますと、一時ボストンで

それが、なぜ、本を出すようになっ

験が今の仕事に繋がっているのです。

数年後に都内で女性のこころと身体

てきたのが２０００年で、それから

ん。衝撃を受けてアメリカから戻っ

化した医療はそう広がってはいませ

てきたとはいえ、まだまだ女性に特

とか「女性外来」とか一般的になっ

ンダー・センシティブ・メディスン）」

り、バイトで貯めたお金で往復の航

積極的にいろいろな活動に参加した

てからは、自分を大きく変えようと

時代があったからこそ、大学に入っ

ました。しかし、そのモラトリアム

ただただ悶々とする毎日を送ってい

何を目指したらいいのかも分からず、

にでていったのだと思います。また、

空券だけ購入して、言葉もろくに話

大学時代は、バックパッカーとし

３年間、歩く会で２日間を歩き通し

のサポートをするクリニックを立ち

て、のべ３ヵ月ほどヨーロッパをぶ

たことは自分自身に対する大きな自

せないにもかかわらず、果敢に欧州

らぶらしていました。その時の体験

信になったようです。

上げ、今に至っているのです。

から、海外での生活や経験に非常に

これからも日々の外来や時折呼ば

れる講演を通して、沢山の働く女性

たちが心も身体も健康で笑顔が絶え

それでも、短期間の旅行と実際に向

には学会などで何度も出かけました。

刺激され、医師となってからも海外

しいものにできるお手伝いを、この

が健やかにそれぞれの人生を素晴ら

はアジアや海外でも、すべての女性

いきたいと思います。そして、将来

ない毎日を過ごせるよう、頑張って

こうで生活するのでは、吸収できる

仕事を通して広げていきたいと思っ

れがまったくそうではなかったので

す。水戸一高時代は特に運動部にも

クラブにも所属せず、授業も欠席が

ちで（時効なので白状すると、駅前

の喫茶店などでサボっていました）、

ています。

内容も量もまったく違いました。

女性の健康を願って

の臨床などにも携わっていました。

院で遺伝子関連の研究をしたり、医

（Ｓ５７卒）

昨年 月に、初めて本を出しまし

宗田 聡
学生や研修医の教育や研究、病院で

広尾レディース院長

た。「 歳からの子宮の教科書」と

医療法人社団HiROO理事長

えて、女性の身体や心のしくみを真

40 20

当時、米国では「
だからといって、 代の頃から外
Women's
Healt
（
交的で積極的だったかというと、こ
h女性医療）」という分野が確立
されて、臨床現場でもしっかりと女
性のこころと身体の健康を診る環境
ができていました。ところが、その
頃の日本では、男性と女性を分けて
考える医療はまったくありませんで

かといって自分が何をやりたくて、

宗田さんの著書「31歳か

50

した。今でこそ、「性差医療（ジェ

らの子宮の教科書」

10

あの人この人
31 11
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ンケイ・プラザ」を会場として同窓

年の歳月が過ぎました。以後は「サ

後の学制改革により旧制中学４年で

戦争中の疎開で転入してきた者、戦

（５組）が入学しました。その後、

毎年 月８日が
恒例となった「在
会を重ね、卒業以来 年の時が流れ

旧制高等学校・私大予科にいった者、

年で卒業した者と、これらの合計は

旧制５年で卒業した者、新制高校３

齢による故障者も多く、この状況で

幹事各人も齢 を超え、会員の加

ました。

京２５会」同窓会
は、先の大東亜戦
争開戦記念日（昭
和 年）を我々水

会が佳境に入ると、こうした卒業

４４９名でした。

とは困難であるとの、幹事会の結論

は今の形でこの会を継続して行くこ

情の絆を強める特

年次の違いなど全く関係なく、昔の

む水戸弁が彼方此方で聞こえ、和気

ガキ時代に直ぐに戻り、昔を懐かし

内により、杖を頼りに来会した者、

藹々の笑い声がおこるなど会は大い

平成 年 月、最終回との開催案

に至りました。

55

別の日として、昭
和 年に「東京温
泉」で初めての会

車椅子で付き添いを伴っての参加者

は、この回が最終回との思いからか、

涙ぐむ感情家が何人か見られました。

最後は田邊君の締めの挨拶で 時

る者も多く、話題はその話が目立ち

者それぞれ年相応の持病を抱えてい

「新旧校章焼き印入りの水戸のどら

子と「百歳長寿祈念特製カレンダー」

に散会。お土産には田邊君寄贈の菓

に盛り上がりました。しかし、参加

校歌 涙の大合唱
等を含め 名が参集しました。
水戸会場での 年卒同窓会は平成
年 月が最終回の開催となりまし

ました。

席者の約半数が「年末ジャンボ宝く

今後は、それぞれのグループによ

焼き」や「参加者の記念集合写真」
糸口君の司会で開会。先ず、物故者

じ」などの賞品を獲得したが、特に、

る集いが暫くは続くことになるでしょ

会半ば、恒例の抽選会があり、出
１２４名（ ・６％）への黙祷、幹

高齢者にはもってこいの「ステッキ

う。あと何年生きられるか判りませ

には水戸からも 名の参加があり、

事長手塚君の挨拶、水戸からの根本

兼用洋傘」の当選者数名は大喜びで

など盛り沢山。

君の挨拶と山崎君の乾杯の音頭で会

（在京 会幹事一同）

る思いです。

んが、各位のご健勝を祈ること切な

指揮による校歌・第二校歌の斉唱で

閉会前、ソング・リーダー森君の

した。

が始まりました。
我々 年卒は、昭和 年大東亜戦

19

27

32

合を持ってから

12

57

25

争の最中に旧制水戸中学に２５０名

25

戸一高 年卒の友

62

12

25

16

80

25

11

15

24

10

たが、最終回となった「在京２５会」

23
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昭和２５年卒
在京同窓会終幕

諸先輩をはじめ、皆様のご

何とかやり通すことができま

した。紙上をお借りして、感

謝、御礼申し上げます。

した気の迷いから総会に出席

平成 年から８年間、監事

前任の三ツ石さんからバ

トンを引き継ぎ、今年４月

から財務委員長を務めてお

ります。東京知道会には平

成 年の筑波山歩く会に偶

然参加したことをきっかけ

に、同窓の集いの幹事や財

務委員として楽しく参加し

きたこの会を、今後も多くの会員が

２月のサンケイプラザでの総

楽しく参加し、活発に交流できる場

てまいりました。

を頂き、誠にありがとうございまし

昭和 年代の若手が会運営の実行部

は小さくなっていました。現在は、

た水中卒の大先輩方が中心で、若手

うになった現在ですが、昔の在京水

多くの若い同窓が本会に参加するよ

トのおかげと感謝いたしております。

輩方の暖かい励まし、後輩のサポー

の声なき声を想像しながら、任に当

一方で、お会いしたことのない会員

合わせる執行部の面々に感謝しつつ、

私は在任中、幹事会等の度に顔を

取組みにより改善してきた財務状況

支えるとともに、昨年の費用削減の

望が開けてきています。この流れを

の参加が増え始めており、明るい展

と考えています。今まさに若い方々

ここまで役職を遂行出来たのは先

隊となり、幹事会の雰囲気はがらり

中一高会で活動されてた方は年配者

たってきました。その結果、執行部

に熱心になるのかと疑問を持ちたく

ただ、何故こんなに同窓会ごとき

伝統ある会を思うがゆえ、という基

が、それも諸先輩が築き上げてきた

と意見を異にする場面もありました

の皆さんと協力して取り組

をさらに安定化できるよう、幹事会

ろしくお願い致します。

納入やご寄付のご協力をよ

様におかれましては、会費

新 任委 員 長挨 拶

生かし、新しい同窓会の姿を描くこ
とで、さらに発展・継続させていか

なるほど物凄く熱い先輩が多くいらっ

の新たな発展と、会員の皆様のご多

んでまいります。会員の皆

れることを期待しています。

本では同じ気持ちです。また、会の

おり、特に近年は財務委員会が充実

しゃいました。今 となっ てはそ の
残念なことに当時の役員は多くが

してきました。今後もこのクリーン

会報も今回が第 号、長く、

できる限りのお手伝いをする

鬼籍に入られ、自分が先輩の年齢に

な会計の精神が維持されることを願っ

会計に関しては、内部牽制も効いて

75

短い付き合いでした。今後も、

退任役員挨拶
所存です。

なってしまいましたので、今後はサ

ております。
待するとともに、本会が益々隆盛に

幸を心よりお祈りいたします。

最後になりましたが、東京知道会
なることを願っております。

常置委員会の若い委員の活躍に期

ポートする側に回ります。

「熱さ」に懐かしさを感じます。

50

として、さらに繁栄させていきたい

と変わっています。平成卒がどしど

が殆どでした。

た。

し顔を出し、アイディア、行動力を

ました。当時は、会創設に尽力され

格的関わりの最初でした。編

第９号の編集が、当会との本

在京水中一高会時の、会報

会における会計監査報告をもってそ

先輩方が知恵を絞って築き上げて

財務委員長

を務めて参りましたが、本年

したことがきっかけで本会に関わる

の任を終えました。在任中は会員、

前 監事

た。二十歳半ばのころ、ふと

集の過程で、多方面にわたる先輩方
ようになり、人生の半分以上が過ぎ

長い間お世話になりまし

小澤 光浩 (Ｓ５７卒)

の活躍、同窓の縦の人間関係の深さ

17

前 副会長

幹事の皆様方からの御支援、御協力

小貫 裕文（Ｓ４０卒）

てしまいました。

檜山 雅顕（Ｓ４４卒）

を知り、母校の素晴らしさを実感し

21

協力のもと、副会長の任期を

丹 佐迦生（Ｓ３５卒）

前 副会長
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平 成 25年 7月 19日

東 京 知 道 会 会 報
第 75号

池田 絵美子（Ｈ１１卒）

ます。平成 年３月 日の東京知道

30

水戸の歴史を知ることがで

くれたイベントで、東京にいながら

この公園巡りも私の視点を増やして

もちろん、お花見がメインですが、

見会場到着という内容です。

合し、隅田公園を散歩をして、お花

るものとなりました。吾妻橋にて集

会お花見は、私の見地を大きく広げ

25

どうしても範囲が狭くなってしまい

る事と言えば仕事関係の内容など、

仕事に就くようになって、勉強す

「ポンコツからの脱却」
きたり、一人ではたどり着

けなかったであろう和菓子

屋さんに案内していただい

たり、はたまたビルを見る

だけでも近代建築のクスっ

と笑える小話が飛び交った

り。最初は自宅の歴史辞典
でも持ってくればよかった
かと思っていましたが、途

中からはあまりにも多岐にわたるお
話に百科事典でもついていけないだ
ろうと諦めました。ただ、それぞれ
がそれぞれのエキスパートによるお
話だったので、さりげなく分かりや
すく解説していただき、どれも興味
をそそられました。
また、お花見会場では先輩方がす

５月 日（日）の昼下

一番の若輩者がフルスイングで楽

がおこり映画の一幕のようでした。

がられた瞬間に、ここ一番の桜吹雪

介では小川先輩（Ｓ 卒）が立ち上

が霞んでしまうようでした。自己紹

演奏まで聴くことができ、主役の桜

味しいワインが舞い踊り、尺八の生

りならぬ、おいしい手作り惣菜や美

した。そこでは鯛やヒラメの舞い踊

の器の大きさにすっかり酔いしれま

東京の街が広がり、隅田川がゆった

ス張りの空間になっていて、眼下に

デッキに到着。そこは３６０度ガラ

速さで、地上３５０メートルの天望

できました。分速６００メートルの

スムーズにエレベータに進むことが

目に、レストラン予約の私たちは、

ベータ乗り場も長蛇の列。それを横

合すると、チケット売り場も、エレ

気となりました。エントランスに集

が肉か魚を注文しました。私のテー

肉・魚・野菜の３種類で、ほぼ全員

になります。コースのメイン料理は

能し、今思い出しても幸せな気持ち

で乾杯しながら、絶景とご馳走を堪

わった」和風フレンチ。シャンパン

りながら、現代的なエッセンスが加

イメージに相応しく、「伝統的であ

きました。お料理はスカイツリーの

で、当日は陽が射すお天

加者の熱意が通じたよう

配されていましたが、参

た。天気予報では雨が心

ルメの会が開催されまし

レストランにて、女子グ

に控えたスカイツリーの

がり、開業１周年を直前

19

ブルでは、「見比べられると楽しい

でに陣取りをしてくださり、先輩方

渡辺 紀子（Ｈ１１卒）

りと流れる様子が見えました。

女子グルメの会

おります。またこのような交流が続

追加料金を払い、さらに１００メー

せっかくの機会だからと、千円の

がいて、全種類のお皿をのぞくこと

から」と、野菜を選んで下さった方

同窓の集いでお知りあいになった

ができ、盛り上がりました。

東京タワー、ディズニーランド等々、

先輩に誘って頂き、ご一緒できたお

トル上の天望回廊にも昇りました。

点在するランドマークを見つけては、

ルギッシュに活躍される先輩女性の

陰で、とても素晴らしい経験ができ

そして、いよいよ天空レストラン

お話は刺激的で、女子グルメの会の

先輩方と方向を確かめながら、景色

６３４へ。４～５人ずつに分かれ、

雰囲気を堪能させていただきました。

ました。何より、様々な分野でエネ

窓に沿って配置されたテーブルにつ

を１時間程楽しみました。

く事を願っております。

には言葉では表せないほど感謝して

しめてしまう東京知道会のみなさま

30

花見の会

活動報告

第 75号

東 京 知 道 会 会 報
平 成 25年 7月 19日

( 11 )

前列右が池田さん

の為には、正しいフォームを今の内

ゴルフを楽しもうと思いました。そ

は高校３年間は、ラ
に身につけようと、せっせと練習場

はじめまして。私

グビー部に所属して
に行っています。その効果も少し出
今般の優勝は、たまたま幹事さん

おり、和気あいあいでプレー出来た

日程：Ｈ 年 月 日（土）

方面：筑波山

参加費：未定（交通費は各
自負担）

募集人員：未定

行程については未確定です

が、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、登・下

山の後、入浴・昼食会を予定してお
ります。

詳細が決まり次第、ホームページ

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。

Ｓ
植松 敏雄、Ｓ
柏倉
正克、Ｓ
石川 達男、佐佐木

大森 欣也、大
稲葉 由郎、Ｓ

稲木 昂、Ｓ
北山 健一、川上
純義、朝比奈 陪夫、Ｓ
浅見 良二、
Ｓ
今関 富夫、田中 芳夫、Ｓ
高

鍾三郎、Ｓ
津 卓郎、Ｓ

15

おりました。

の東京知道会ゴルフ
の御配慮（前２回私はブービーメー

た気もします。

コンペで、幸運にも
カー）で、ハンデ を頂いたことが、
直接要因でした。それと、この会に

じぐらい大好きなのですが、ここ１

ことも、優勝を支えてくれたものと

等でご案内いたします。
日程：Ｈ 年 月 日（木）

誠 光 、金 沢 昭雄 、 在 京 水中 一 高 会、
Ｓ
茂垣 雅宗、Ｓ
添田 米彦、Ｓ
福富 啓爾、鈴木 重信、Ｓ
八木

比良 和雄、入江 進、森 章太郎、手塚

19

さて、今般第 回

優勝させていただき

ました。

年程、かってない不調（特にシャン

思っております。Ｓ 卒をまとめて

は、Ｓ 卒の仲間が 人も参加して

ク病）に悩まされました。今回の優

くれている仲田君に深謝。水戸一高
の仲間は最高です。次回、又、みな

コース：富士カントリー笠間倶楽部
電話：０２９６ ７２ ８１１１

沢 正義、岡田 旌、Ｓ

仁平 孝、飛

小川 茂也、奈良

寿子、Ｓ
栗田 克彦、平野 哲男、Ｓ
海 老根 宏 、高 野 文 雄、 山 本 洋 一、

安田 賢、Ｓ

田 清弘、佐藤 光正、Ｓ
川野辺 文
雄、中川 涌一、Ｓ
新山 勝、長岡
剣太郎、秋山 和彦、小永井 節夫、Ｓ

27

32

ゴルフは、巨人・囲碁・将棋と同

勝が、良くなるきっかけになれば幸
いです。
私は、この会に参加するようにな

さまとお会いできることを、楽しみ
にしております。

寄付のお礼

23

26

小林 一夫、Ｓ
柳橋 威、Ｓ
斎藤
志揮 子 、廣 木 正倫 、Ｓ
菅 谷 五 郎、

Ｓ
小貫 裕文、瀬谷 実、Ｓ
諸岡
信裕、小泉 幸範、佐渡本 真理子、Ｓ

軍司 育雄、北条 五男、小岩井 忠道、

37

（笠間市池野辺２５２３）

25

29

38

和田 恭則、河原 泰則、助川 裕、
植村 滋、Ｓ
清宮 国義、増山

茂雄、檜山 雅顕、Ｓ
田澤 浩一、
若山 正之、海藤 範夫、Ｓ
江幡 秀
則、Ｓ
大山 和次、Ｓ
関田 寛、
Ｓ
大津 真 嗣、 高橋 八朗 、 笹 嶋 正、
Ｓ
宮内 勉、Ｓ
島田 和典、鈴木
和彦、Ｓ
鈴木 正啓、Ｓ
沼沢
奈都子、Ｓ
萩谷 宏、Ｈ３ 渡邊 理
香 【敬称略 】

Ｓ

41

会費：１２，５００円

31

39

53

参加費：１，０００円

25

21

30

46

スタート：東・南コース、南・

16

20

34

44

57

西コース共 ９：０７（各

18 17

10

60 58

７組・計 組）

申込先：海老根 宏 Ｓ
( 卒 )
☎・ＦＡＸ
03-5941-9128
h-ebine@cube.ocn.n

ディ付です。詳細は後日、参

35

49

り、Ｓ 卒の荻原大先輩をはじめ、

行事のご案内

28

33

26

プレーは、乗用カート・キャ

e.jp

メール

36

36

42

－

加者に直接ご連絡致します。

47

59

14

40

43

56 54

40

10

17

34

25

－

柴田 賢一(Ｓ４０卒)

多くの諸先輩が元気に参加されてい

優勝カップを受け取る柴田さん（右）

筑波山歩く会
秋のゴルフコンペ

44

前回優勝の赤津和輝さん(Ｓ38卒）から

10

11

第 44回ゴルフコンペ
ることを知り、私も 才ぐらい迄は、

85

25

40

同期にも支えられて優勝
20
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