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生徒たちの歓声が校内から消えた……臨時休業から分散登校に （2020 年 3月）

（2020 年 6月）

コロナに向き合う・コロナを越えて



　紫友同窓会会員・客員の皆様には既にご承知のことと存じますが、創立百周年を契機として、「教育支援
活動」「交流促進活動」「小石川の杜プロジェクト」という3つの新しい同窓会活動を開始いたしました。こ
れらの活動を今後も継続し発展的に実施していくには、財務基盤の構築が必須の条件であり、紫友同窓会
では 2019 年度に百周年募金の残余資金等（約 49.5 百万）を原資として「紫友みらい基金」を創設致しました。

　今後のこれらの活動継続には、10 年間で約 1億円の費用が見込まれますが、初年度（2019 年度）の寄
付実績は約 5百万に留まっており、ぜひとも会員・客員の皆様に「紫友みらい基金」への継続的なご寄付
を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

　「募金要項」や「申込み方法」等の詳細につきましては、60 〜 61 頁の「事務局だより」に記載してお
りますので、ご一読のうえご協力を宜しくお願いします。

・�寄付累計二万円以上の方には『百年史』（百年の系譜、みんなの百年、学校正史の 3冊）に加えて、東
京オリンピック・パラリンピックのエンブレムをデザインされた野老朝雄さん（040E）デザインの「パター
ンマグネット（特別バージョン）」を贈呈致します。
・�五万円以上の方には、さらに『紫友オリジナルストー
ル』を進呈いたします。在庫僅少です。

・�三十万円以上の方は、お名前の銘板を作成して掲示
いたします。

　ただし、それぞれの在庫が無くなった場合には、一
部あるいはすべてを終了させていただきます。今年度
一杯（2021.3.31 まで）で寄付者への贈呈は終了いた
します。

「紫友みらい基金」へのご寄付のお願い

寄付進捗状況（参考）
� 2020.6.15現在

一般口（注） 教育支援口 交流活動口 環境企画口 合計 （注）�基金局・長七研究委員会
を含む

30,000 0 0 0 30,000 寄付（2020年度実績）

3,933,489 255,000 633,000 225,651 5,047,140 寄付（2019年度実績）

11,497,026 23,250,000 12,650,000 2,110,000 49,507,026 2019年度期初基金

15,460,515 23,505,000 13,283,000 2,335,651 54,584,166 累計



会長挨拶

紫友同窓会　会長　戸叶司武郎（027C）

時代の転期に求められる適応力

　はじめに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
に罹患された皆さま、感染対策の為に大きな影響を受
けられた方々に謹んでお見舞いを、また医療の最前線
で日々ご尽力されている医療関係者の皆様に心からの
敬意と感謝を申し上げます。そして 7月の豪雨により
被災された皆さまにお見舞い申し上げるとともに、被
災地の一日も早い復旧を心からお祈り致します。

◇評議委員会も学校関連催事も延期となりました
　新型コロナは感染力が強く、高齢者や持病のある人
は重症化する恐れがあります。60 歳以上が多数ご参
加くださる評議委員会は延期せざるを得ません。暫定
執行を続けること、ご理解をお願い致します。理事会
は毎月のWeb 会議を継続し、迅速な情報共有と決定
をしていきます。
　私事ですが 1月 9 日に俵前会長の命日に合掌し、1
月 20 日に石川元会長の告別式に参列した時には、そ
の後の激変を想像できませんでした。2月以降から現
在まで、同窓会主催のセミナーやイベントが、そして
学校の行事のほとんどが中止または延期となりまし
た。詳細は特集ページをご覧下さい。この大変な状況
の中、臨時休業・オンライン学習・分散登校など現役
生の指導にご尽力されている教職員、PTAの皆様へ、
感謝と心からのエールをお送りします。

◇世の中の大きな変化は時代の転機？
　新型コロナがもたらした危機によって、社会の本質
的な部分が変わっていくのはこれからかもしれませ
ん。百周年のスローガンを覚えていますか？「過去百
年の事績を紡ぎ、伝統を継承する」ことで「未来百年
に向けた同窓会の理想型を開拓する」そして「次の百
年も日本や世界で誇れる人材が母校から巣立つことを
願う」です。リベラルアーツの実現を求め、百周年の
顧問委員会で最高顧問格であった故根本二郎先輩（五
中 23 期）のご遺言でもあります。価値観がガラガラ
と崩れていく時代の転機には、多様性への適応力が必
須です。小石川三校是と自由な精神が身体に染み込ん
でいる若い同窓生には、変革を成し遂げてくれるに違
いない、と大きく期待しています。
　皆様には今まで以上に、紫友みらい基金へのご支援

と交流活動への参画、知見と経験のご提供、会費の納
入をぜひともお願いいたします。

◇同窓会が応援できることはささやかですが
　人と人との接触が危険と感じられる社会では、あら
ゆる業種が負の影響を受けます。紫友スタジオも利用
申込が激減しました。多種多様な業界で困難に立ち向
かう同窓生を何とか応援したいのですが、まずは店舗
経営者・個人事業主・文化芸能業界人や、医療に従事
されている同窓生を応援する頁を用意しました。今後
公式HP等で随時掲載を追加していきます。また大学
生の同窓生に向けて、交流局でアルバイトを募集しま
す。これもささやかな支援ですが、詳細はHP等でご
案内します。

◇�同窓会の基軸は変わらず、� �
課題と宿題も継続します

　母校支援、同窓生交流、この二つの基軸は変わりま
せん。紫友みらい基金は年間目標額には届きませんで
したが、百周年の興奮が冷めた後も継続して御芳志を
お寄せくださった多くの皆様に厚く御礼申し上げま
す。「小石川を卒業してよかった」をずっと持ち続け
てもらう為の交流促進も続けています。6月には現役
医師の岩渕さん（018I）を講師に迎え、新型コロナに
関するオンラインセミナーを開催しました。昨秋発足
した紫友経済人交流会は次の企画を練っているところ
です。課題である事務局効率化と情報発信力向上は、
少しずつ日々の改善を重ねています。
　百周年募金で 2万円以上の寄付を頂いた方に、年史
3種を贈呈するお約束ですが、「みんなの百年」はい
ま編集の最終工程です。さまざまな理由にコロナの影
響が重なり、2年越しの宿題となってしまいました。
刊行が遅れていることを会長として皆様にお詫び申し
上げます。

　新会長として力不足を痛感した 1年目でしたが、支
えて下さった理事、監事、事務局、同窓生の皆さんに
御礼申し上げます。反省を踏まえて今期も全力で取り
組んでまいります。皆様のご指導そしてご支援を引き
続きよろしくお願い申しあげます。
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校長挨拶

校長　梅原 章司

『災後』社会を生きる

　紫友同窓会及び一般財団法人紫友会の皆様におかれ
ましては、日頃より本校の教育活動に御理解、御協力、
御支援を賜りまして、大変ありがとうございます。
　「2020 年と言えば？」という質問に対し、昨年まで
は「東京オリンピック・パラリンピック」と答える人
が大半だったと思いますが、今では「新型コロナウイ
ルス感染症」と答える人がほとんどではないでしょう
か。学校は 3月上旬から突然休業に入り、4月学校再
開に向けての準備もむなしく、5月下旬まで休業が続
くこととなってしまいました。このような状況ではあ
りますが、生徒にとっては、平穏な日常では得られな
い大きな成長を遂げるチャンスとも言えます。生徒に
対しては、そのことを意識させた指導を行っていきた
いと考えています。
　近年、日本は大きな自然災害に幾度となく襲われて
きました。東日本大震災や阪神淡路大震災などの大災
害は忘れてはならないし、そこから学んだことを次世
代に活かさねばなりません。被災地の復興やそれ以外
の地域における防災教育などに活かされていることは
誰もがよく知るところです。
　それでは、今回の新型コロナウイルスの感染災害か
ら、どのようなことを学び、今後の社会生活に活かす
ことができるでしょうか。先日偶然目にした、本校
OBであり、東大先端研フェローである御厨貴先生が
執筆された新聞記事を少し紹介させていただきます。
　「自然災害は『災中』から『災後』を予期し、復興
へ向けて人と人のつながりを強め、絆を新たに作り上
げる効果をもたらす。（中略）しかし、感染災害は『災
中』から人と人を切り離し、感染者を孤立させ、囲い
込む。非感染者も人との関係性を断たれ、逼塞を余儀
なくされる。」
　この部分を読んだ時、前途多難、暗い気持ちになっ
てしまいました。しかし、御厨先生は記事の後半部分
で、「『災中』が長く続くほど、来たるべき『災後』に
はもはや不可逆的な推進力がついている。」とも書か
れています。『災前』と同様の生活を取り戻すことだ
けを考えてしまうので気持ちが暗くなるのであって、

この経験を活か
し、再びこのよ
うな感染災害が
起こっても揺ら
ぐことのない新
しい社会生活を
築けば問題ない
とも言えます。
　生徒には、こ
のような状況で
はあるけれど、
深刻になり過ぎ
ず、真剣になっ
てもらいたいと
思っています。
新たな社会生活を築き上げるにはどうすればいいの
か、彼らの柔軟な思考力と力強い行動力が今必要とさ
れています。
　御厨先生の新聞記事は、映画「シンゴジラ」の中の
セリフを引用して、「『この国はまだまだやれる』と言
い切れるや否や。」で締めくくられていました。御厨
先生と直接お話ししたわけではないので、その答えを
どのようにお考えになっていらっしゃるのかはわかり
ません。僭越ではありますが、小石川中等教育学校の
校長である私は、敢えてその言葉に一文続けて書かせ
ていただきたいと思います。「『災後』の社会に対し、
柔軟な思考で立ち向かい、力強く行動していく日本の
若者（小石川生）がいる限り、『この国はまだまだや
れる』と言い切れる。」と。
　これまでも、人類と感染症の戦いは、たびたび繰り
返されてきました。スペイン風邪、HIV、SARS など
無数のヒト感染症が世の中に存在しますが、天然痘は
1980 年 5 月に世界保健機関（WHO）が根絶を宣言し
ました。新型コロナウイルスの脅威はまだまだ続くと
思いますが、天然痘のように撲滅される日が来ること
を期待します。
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生徒と学校を支える一員になりたい�PTA 会長　塩川 浩司

PTA 会長挨拶

　紫友同窓会の皆様におかれましては、平素より本校
の教育活動に御支援、御協力を賜り感謝申し上げます。
本年度、小石川中等教育学校に着任いたしました。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　伊藤長七初代校長の「立志・開拓・創作」の教育理
念に基づき、百有余年に渡り日本のトップリーダーを
育て続けてきた歴史と伝統を誇る本校への着任に身の
引き締まる思いがあります。平成 18（2006）年に高
等学校から中等教育学校へと歩みだした本校は、スー
パーサイエンスハイスクール、東京グローバル 10 指
定校など、東京都の誇る進学校として成果を上げるこ
とができています。このような充実した教育活動が行
えますのは、同窓会の皆様の多方面に渡る御支援あっ
てのことと感謝いたします。
　本校の特色の一つである理数教育は、次代の科学技
術を担う研究者や技術者等の人材育成に貢献していま

す。そのために、自然体験や科学技術に接する機会を
充実させるなど、生徒の好奇心や意欲の喚起にも積極
的に取り組んでいます。また、理科や数学等でより魅
力ある授業や適切な指導が行われるよう、優れた教育
力を有する教員の養成・確保にも取り組んでおり、本
校での経験は生徒・教職員相互に高めあうものとなっ
ています。このような取り組みが長きに渡り受け継が
れ、継続されることで校風が築かれていきます。同窓
生の皆様の取り組みが、在校生へと脈々と受け継がれ、
本校の今を形成していると感じています。
　令和 2年春、新型コロナウイルス感染予防対策とし
て全国の学校は臨時休校を余儀なくされています。本
校は 4月 6日に入学式を行うことはできましたが、そ
の後は臨時休校が続いており、静まり返った校舎が物
寂しく感じられます。生徒・教職員はもとより、学校
関係者全員が再開を心待ちにしています。

　初めまして、2020 年度の PTA会長を賜りました塩
川浩司（4年生保護者）と申します。私自身は、昨年度
からPTA活動に参加させていただいているのですが、
小石川PTAは、余計なことに労力を費やさず、シンプ
ルに必要な活動を推進している素晴らしい組織である
と感じています。各学年の活動は、運営委員さん、ク
ラス委員さんに一任されており、まさに小石川の立志の
精神が保護者のPTAにも反映されていると思います。
　教育環境が厳しくなっているコロナ禍の状況におき
ましても、この良い点を活かしながら、意志決定を速
くして、よりスピーディーに生徒と学校のフォローを
していければと考えております。例えばこの 6月初め
のことですが、「学校にアルコール消毒が置いていない
ようなのでPTAから寄付できないだろうか？」と一人
の役員さんから素朴な提案がありました。学校に確認
したところそのニーズがあることが判明したので、直
ぐにPTA役員内でやりたい人に手を挙げてもらって少
人数のプロジェクトチームを発足し、すべての進行を
プロジェクトリーダーに一任してみんなの知恵を結集
し、発案から納品まで 1週間かかることなく、学校か
ら要望のあった消毒液を百本届けることができました。

　さて、いま保護者の関心も高いのは、やはり学びの
環境が生徒から失われているという事実です。この状
況下で、校長先生をはじめ、教職員の皆様には生徒達
のために大変なご尽力を頂いていることは、深く感謝
申し上げる次第ですが、生徒の学びを取り戻し、コロ
ナが治まった後にもさらに推進させる方法として、オ
ンライン授業の実施・充実を強く希望します。公立学
校という性格上、学校独自で推進することはなかなか
ハードルが高いのかな？とは推察しますが、こういう
時にこそ、是非PTAをうまく活用して欲しいと思いま
す。保護者の中にも様々な人材がいるはずですし、そ
して、何よりも紫友同窓会の皆様のお知恵やネットワー
クは最強です。学校、保護者、OBの皆様の総合力で、
小石川生の学びを深め、さらに進化させていく元年に
なれたらなと僭越ながら夢見ている昨今です。
　私自身は、PTA会長として新米で、教職員の皆様と
の絆もまだできていないのですが、生徒のため、学校の
ために何かをしたいと思いは、紫友同窓会の皆様と同
様誰にも負けないという気持ちでいます。是非、紫友同
窓会のネットワークに加えていただき、ご指導いただけ
ればと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

伝統が校風となり人が育つ� 副校長　赤嶺 治

副校長挨拶
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今、学校では（1）
新型コロナウイルス
感染拡大をうけての本校の対応

副校長　安藤 香織

　紫友同窓会の皆様には本校の教育活動に御支援をい
ただき感謝申し上げます。
　年明け早々、中国における原因不明肺炎の発生につ
いて厚生労働省の報道発表がありました。当初は、日
本では同様の事例は確認されておらず、ここまで感染
が世界的に拡大することなど予想しておりませんでし
た。しかし、2月 11 日からの 5年生のシンガポール・
マレーシアへの海外修学旅行の直前に学校交流が中止
となり、シンガポールでは既にホテルに入る前の検温
など、緊張した状況となっていました。
　状況が一変したのは 2月 26 日。この日を境に時差
通学の実施、直後に臨時休業となりました。2 月 28
日はその後の休業中の学習課題を午前中に仕上げ、午
後のHRで休業中の生活についての指導を行い、午後
4時完全下校と慌ただしい一日となりました。それで
も、3月中は教科書販売、修了式と 2週間に 1度、生
徒の状況を確認する機会がありました。しかし、生徒
たちの在校時間は 2時間程度に限られ、短時間に必要
な連絡を済ませる状況でした。
　3月 17 日の卒業式は来賓、保護者の参列は見送り、
教職員と卒業生のみで卒業を祝いました。卒業生代表
の言葉から、小石川での充実した学校生活への感謝が
にじみ出ていました。

　4月6日始業式は、窓を開放し、使用教室は全て除菌、
登校する学年、1クラスに入る人数を制限する対応と
なり、生徒は新クラスのメンバーと交流することもで
きずに下校となりました。午後の入学式は教職員と新
入生のみで挙行しました。新入生代表の言葉では、本
校の創作展で見た実験や多くの部活動に魅力を感じて
いることが述べられ、小石川での学校生活を楽しみに
している生徒のためにも早急な教育活動再開を願うば
かりでした。しかし、次の日の始業式は急遽中止とな
り、配布物等を郵送するために担任の先生方もその準
備に追われました。
　4月は配布した課題を計画的に進めるようにと指導
したものの、感染者数の増加に歯止めがかからず、通
常の教育活動の再開が見通せない状況が続きました。
教職員やその家族の健康も守る必要がありますし、生
徒同様、子育て世代の教職員は自身の子供もまた通園、
通学ができない状況となっております。その状況の中
でも、担任は学校に来て電話で生徒の健康状況や学習
状況について確認してきました。
　保護者からは、オンライン授業の実施についての問
い合わせがある中、学習塾のようなオンライン授業の
実現には難しい課題があります。各御家庭にインター
ネット環境があり生徒が日常使うことができる状況な

卒業証書授与式（3月17日） 入学式（4月6日）
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今、学校では（1）
のか、通信費などコストの問題、一日中パソコンやス
マートフォンに向かうことを考えれば生徒の健康面の
課題、情報モラルなどの指導が十分にはできないなど、
どれも皆、保護者の御協力が不可欠であり、学校だけ
で解決できる問題ではありません。4月下旬になって
もなお、5月からの再開の目途は立っておらず、学校
として可能な方法を決め、何とか双方向での学習支援
を実施することにしました。
　年度末と 4月の保護者会も実施できず、保護者の皆
様に直接説明することがかなわず、それでも保護者の
皆様の御理解、御協力が欠かせない日々が続きました。
　5月 GW明けからは、オンラインでの学習支援が本
格的に開始しました。しかし、全国的なオンライン学
習の集中化でアクセスしにくい状況となり、学習の配
信が早朝や夕方以降になったり、生徒も課題の提出が
出来ずに不安を抱える状況が続きました。それでも、
web 会議システムを活用したHRを開催したときに
は、久々にクラスの生徒の表情を確認することができ、

担任の明るい声や生徒の声が久々に聞こえることに幸
せを感じました。学校再開に向け、校内では、消毒に
必要なものの購入の検討や、消毒体制の構築、登校日
の生活指導や学習指導の検討等が行われました。
　5月 25 日緊急事態宣言が解除され、5月 26 日以降、
生徒の分散登校が可能となり、5月 27 日から 3日間、
1学年 2時間程度の分散登校を実施しました。マスク
の着用、検温の確認、手洗い指導など、全教員が分担
し、緊張の中、久々の生徒の登校に笑顔あふれる登校
日となりました。5月 29 日にはブルーインパルスが
上空を飛行し、検温チェックをしながらも、緊張がほ
ぐれ、何か勇気づけられるような気持ちになりました。
　6月 1 日からは分散登校の日数を徐々に増やしなが
ら、本格的に授業を行う体制を整えています。除菌の
ためのアルコールなどが不足し、すぐに購入できない
状況が続く中、生徒の安全を確保しながら充実した教
育活動を行っていくための「新しい日常」を構築して
います。

新型コロナウイルス感染症に関わる学校の対応�（2020.2 月〜）

東京都の
感染者数 月／日 経緯と対応

0（3） 2/3 適性検査
シンガポール入国制限情報への対応

0（3） 2/7 シンガポール交流校 1校から交流中止連絡
学年集会で生徒に現状を伝える。緊張感が漂う。

0（3） 2/10 全てのシンガポール交流校から交流中止連絡
学年集会でマスク着用、朝晩の検温、行動記録の作成を指導する

0（3） 2/11 シンガポール・マレーシアへの修学旅行実施
＊毎日、生徒の健康状態に気を配り、緊張感漂う

8（14） 2/15 全員無事に帰国
学校では前期課程の合唱発表会開催

3（35） 2/26 都通知（翌日から時差通学の実施、卒業式は教職員・生徒のみで時短実施）
これを受け、翌日以降の学校の体制を急遽整え、生徒・保護者に通知

1（36） 2/27 10 時開始、35 分 7 時間授業、16 時完全下校開始
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今、学校では（1）
0（36） 2/28 都通知（3月 2日から春季休業まで臨時休業が決定）

＊�休業中の課題の作成。午後の臨時のHRに間に合わせる。HRで休業中の生活の諸注意を生徒に
指示。16 時完全下校。

0（39） 3/2 臨時休業
　　3/4 〜 3/9　学年末考査
　　3/19　小石川フィロソフィーⅢ発表会　　中止又は延期
　　各学年の保護者会
＊成績処理、次の課題の準備、4月以降の教育活動の準備を粛々と進める

2（75） 3/12・13 教科書販売
2（77） ＊学年別の分散登校・時差通学で 2時間程度の在校時間

＊学級担任が生徒の健康状態・学習状況を確認

12（102） 3/17　 卒業式　＊来賓・保護者の参列なしで、時間を短縮し実施

16（154） 3/23 都通知（新学期に向けた準備。入学式は新入生と保護者 1名に制限）

41（212） 3/25 修了式
＊ 10 時登校、放送による修了式、HR等、13 時完全下校
＊ �3 年生は後期課程に向けた説明を受ける。保護者説明会は中止。
都通知（5月 6日までの臨時休業決定。始業式、入学式の実施可）

47（259） 3/26 入学予定者説明会
＊新入生と保護者 1名に限定して実施。教科書・副教材を配布。
＊�ガイドラインに基づき 4月以降の教育活動の準備を進める（時差通学、分散登校、集会の実施の
可否、年間行事計画の見直し等）。
＊�イギリスのカーディフ大学から、SSH海外派遣研修受入中止の連絡
＊音楽系クラブの定期演奏会の延期（のち中止が決定）

66（587） 4/1 都通知（5月 6日までの臨時休業決定。分散始業式、入学式保護者参列不可）
＊臨時休業中の家庭学習の課題の作成
＊ 4月から 7月までの学校行事の精査（中止又は延期の判断）
＊分散登校による始業式の計画の立て直し
＊生徒登校時の消毒対策、検温・マスク指導の計画策定
＊入学式の実施計画の立て直し。保護者の参列不可の対応。

83（1115） 4/6 始業式（2年生・5年生）　＊ 10 時登校。放送による始業式。12 時完全下校。
入学式　＊新入生及び教職員のみで実施
都通知　（都立学校の 7日実施の入学式の延期。臨時休業中の登校日なし）
　　　　（原則、教職員は自宅勤務）
＊ 7日予定の始業式（3年生・4年生・6年生）の延期の決定
＊生徒・保護者へ始業式延期、登校禁止を通知

79（1194） 4/7 始業式で配布予定の学年通信、課題等の郵送の準備　【緊急事態宣言発令】

＊経営企画室の大きな決断により何とか役務費を確保

187（1703） 4/10 都通知（学校への出勤：教職員の約 2割程度、原則、教職員は自宅勤務）
＊HPを通した学級通信の配信、課題の指示
＊学級担任からの電話による学習状況・健康状況の確認　＊学習支援策の検討

161（3733） 4/24 都通知（5月 7、8日の生徒登校不可の決定）

119（3934） 4/25 【STAY�HOME週間 5/6 まで】

59（4276） 4/30 オンラインによる学習支援について保護者宛て通知を発出

87（4777） 5/4 【緊急事態宣言の延長 5/31 まで】

15（5006） 5/11 オンライン学習支援の本格実施

8（5159） 5/25 【緊急事態宣言解除】

11（5180） 5/27 登校日（午前：第 3学年　午後：第 4学年）

15（5195） 5/28 登校日（午前：第 1学年　午後：第 6学年）
都通知（新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン）

22（5217） 5/29 登校日（午前：第 2学年　午後：第 5学年）

13（5249） 6/1　 分散登校開始（4分の 1の人数が午前、午後に分かれて 2時間登校）

{ }
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○ 2020 年度評議委員会を延期しました
　新型コロナは感染力の強い風邪のようなモノだ、と
言う人もいるでしょう。しかし「たかが風邪」でも重
症化し命に関わるのが高齢者や持病のある人です。評
議委員会は毎年 5 月に学校で開催します。60 歳代、
70 歳代の評議委員が多数ご参加くださるこの委員会
は延期せざるを得ませんでした。延期のご案内は 4月
11 日にまず同窓会ホームページで告知し、アドレス
を登録している評議委員にはメールで、メールを利用
されていない評議委員には往復葉書で連絡しました。
当初は 9月に開催できないかと考えていましたが、現
時点では具体的な日程を検討できない状況です。当面
のあいだ臨時予算で暫定執行を続けること、なにとぞ
ご理解をお願いいたします。現在、同窓会の活動はホー
ムページで逐次掲示・報告していますが、会員の皆様
への連絡は、まずはご登録アドレスへ一斉メールで行
うことになります。なお、送信元アドレスは数種類を
使い分けておりますこと、予め御了承下さい。ご自身
のアドレスの登録がまだの方は、是非事務局までご連
絡下さい。

コロナと同窓会理事会関連活動

○同窓会定例理事会をWeb会議にしました
　定例会は 2ヶ月に 1回、紫友会館 2階会議室で開催
していました。毎回 15 人以上の理事・監事が出席し、
各局からの活動報告や同窓会に関連する多種多様な案
件の検討と決議をおこなっています。案件が多いとき
や、議論が白熱したときは 3時間にわたることもあり
ます。活動が活発であることの証でもありますが、会

議後の千石中華での延長戦も含めると、参加理事の負
担はなかなかに大きなものでした。4月 7 日の緊急事
態宣言発令よりも前の 3月初旬から、東京都が管理す
る紫友会館 2階会議室は使用不可となりました。これ
を受けて 3月の理事会は中止、4月からWeb 会議シ
ステムの活用を始めました。

【重要】評議委員会の延期について

評議委員の皆様

　紫友同窓会事務局です。平素は同窓会活動にご協
力をいただきまして、誠に有難うございます。
　既にホームページにも掲載している通り、4月 7日
に緊急事態宣言が発出され、その後の感染の急激な
広がりを考慮して、5月 23日（土）に予定していた
評議委員会は、開催を延期させていただくことになり
ました。
　毎年、高齢の評議委員に多数ご参加いただいている
ことを考慮し、またコロナ感染対策の影響で、当日に母
校の施設が使えないことがはっきりしたこともあります。

　開催日につきましては現時点では未定です。同窓会
の活動はホームページに逐次掲載していますが、経費
削減のため評議委員や会員への連絡は、まずはメール
で行うことにしています。

　昨今は、理事会や各局内でもweb 会議やメール連
絡を多用し、経費削減のみならず感染リスクの小さい
効率的な運営を進めてきていますので、ご理解下さい。

評議委員宛に送った委員会延期のご案内メール

特 集

コロナに向き合う
コロナを越えて

　この春、世界に蔓延した新型コロナウィルスによる感染症は、現在（2020年 7月）も日々、感染の
拡大が報じられ私たちの「命と健康」を支える医療体制を脅かしています。また、人と人との交流が
分断されることによって生じた経済・教育・芸術文化などへの「負」の影響は、長期にわたって計り
知れない被害をもたらすと予測されています。
　本号では、コロナが私たちの生活の身近な問題と意識されるようになった本年3月以降の記事として、
同窓会の動き、学校の対応、同窓生インタビュー、ご寄稿を掲載しました。政府による緊急事態宣言
の発出、学校の休業と再開など、様々な情報の氾濫と日々変化する情勢の中で、コロナを越えた先に
ある同窓会に、コロナに向き合った時代の小さな記録を残そうと考えたからです。
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特 集 コロナに向き合う・コロナを越えて

　IT に詳しい理事を中心に使い勝手、回線負荷、セ
キュリティ等を検討して理事会に向いているシステム
を選び、4月 17 日からWeb 理事会に切り替えました。
最初は繋がらない、音が出ないなど支障が多々ありま
したが、システムに詳しい理事からの電話とmail の

○事務局スタッフの在宅勤務
　緊急事態宣言発出以降は学校への立入ができなくな
り、紫友会館 2階にある同窓会事務室も執務停止とな
りました。これを機に事務局スタッフは在宅勤務の検
討を開始しました。事務所または在宅における稼働時
間管理は Google ドキュメントを用いてWeb 上で申
告と承認ができるようにし、月次集計と報酬額も自動
で算出して効率化を進めています。

遠隔操作（指導）で、今はほとんどの理事が参加でき
資料共有や賛否決議ルールなどの小技も使いこなして
います。Web 会議を毎月開催することで案件の量を
平準化し、会議時間の短縮・効率化にも努めています。

　一般企業であれば普通のことかもしれませんが、数
名の事務所ではシステム開発費が大きな負担です。ボ
ランティアでシステムを作って下さった 029D 小川英
理子さんに御礼申し上げます。なお、6月 29 日から
全生徒の登校が開始され、事務局も火曜と金曜の執務
を再開しています。スタッフは紫友会館で仕事する日
を調整して三密にならないよう注意しています。

　2月以降に予定していた同窓会の各局主催イベント
は残念ながらほとんどが中止または延期となりまし
た。また同窓会・同窓生が係わる学校・PTA関連行
事も同様です。開催されなかった企画・催物を一覧で
ご紹介させて頂きます。

月 同窓会主催 学校・PTA主催 概要

2 月 こいしかわ PTA主催
セミナー

延期。講師に大関綾さん（063C ㈱オリナス代表取締役）を迎え、10 代で
の起業を講演する予定だった。

3 月

紫友さろん 紫友会館使用禁止のため、定例会中止

SSHサイエンスカフェ
講演

延期。講師に三好徳和さん（032F 徳島大学大学院教授）、化学系学部に進
学した卒業生がアシスタントで参加し、サイエンスリテラシーについてディ
スカッションする予定だった。

小石川フィロソフィⅢ
発表会

中止。毎回同窓会長と理化学系出身の同窓生が各チームの発表を見学して
講評を伝えていた。

卒業式 来賓・保護者の参列無しとなった為、いままさに同窓会員となった諸君に
同窓会を紹介できなかった。

修了式 修了式の後に予定していた楽器貸与式とブラスバンド部による「青春ジャ
ンプ」の演奏は延期。

4 月

第 2回紫友経済
人交流会

秋以降に延期。第 1回と同じ学士会館での開催を予定していたがキャンセ
ル。

入学式 来賓・保護者の参列無しとなった為、学校経由で新入生保護者に紫友同窓
会と一般財団法人紫友会の紹介お手紙を配付。

5 月 植樹会 学校の臨時休業により延期。

4 月
〜 6月

同窓会事務室 学校の臨時休業により執務停止。6月 30 日（火）から再開。

紫友スタジオ等 スタジオの利用停止期間終了し再開後もキャンセル続出。各地のクラス会
も中止・延期が続出。

7 月 クラブ活動 7月中旬より再開。更衣室での三密を回避する為、紫友会館 2階会議室を
更衣室として使用中。

8 月 英国カーディフ大学夏期
留学（SSH海外派遣研修）

中止。小堀洋子さん（030H ウェールズ政府）にご尽力頂き今年 3回目とな
るはずだったが、受け入れ先から中止の連絡を受けた。

コロナと同窓会各局の活動と学校関連行事
　学校行事の実施日や詳細については、安藤副校長か
らご報告いただいた新型コロナに係わる学校の対応一
覧表をご参照下さい。開催準備にご協力頂いた皆様は
本当にお疲れ様でした。今秋以降の再開を目ざし、引
き続きよろしくお願い申しあげます。
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○�新型コロナウィルスに関する� �
オンラインセミナー開催

　6月 27 日（土）、同窓会交流局の河井興正理事（018I）
の発案により、医療現場の最前線に立たれている同窓
生、岩渕省吾先生（018I）をお迎えして、下記により
緊急オンラインセミナーを開催しました。
　紫友同窓会会員で、ご自宅のパソコン、スマホ等の
動画を見られる環境の機器をお持ちの方であればどな
たもご参加（視聴）できるセミナーとして、登録者へ
のYouTube 配信によって進めました。また、事前の
質問を受け付け、同窓生（同級生同士）の対話形式で
お答えしました。
　密を避けるコロナ対策の一環として、現在、インター
ネットを介した会議や講演、公演が定着しつつありま
す。同窓会として初めての試みである本セミナーにつ
いては、事前の準備や周知方法、配信の安定性など、
様々な課題がありましたが、岩渕先生、河井理事、配
信の技術部分を担当した渡邉和眞理事（064B）のご
尽力により実施することができました。

コロナに向き合う
講演テーマ：�「新型コロナ対策　医療現場からの緊急

報告」
講　　師：岩渕省吾（018I）湘南藤沢徳洲会病院
　　　　　肝胆膵・消化器病センター長
司　　会：�河井興正（018I）　湘南工科大学臨時講師� �

紫友同窓会理事
日　　時：2020 年 6 月 27 日（土）15：00 － 16：00
形　　式：�TV会議システムを使ったオンラインセミナー
参 加 者：登録 78 名（紫友同窓会会員限定）
申込方法：同窓会事務局に①卒年クラス②氏名
　　　　　③メールアドレスを送信。

講演概要：�高校の同級生である岩渕さんと河井さんが
対話形式により、新型コロナウイルスとの
戦いに奔走している医療現場の生の声、具
体的な事例をお聞きし、今後の見通しなど
率直な質問に回答いただきました。

セミナー資料の抜粋を下記に掲載致します。
なお、8 月 31 日（月）まで YouTube の右記 URL で
限定配信いたしますのでセミナーを視聴できます。

https://youtu.be/-zi54J_Qd0E

※8月1日に上記テーマによる第2回セミナーを開催しました。内容・詳細は同窓会HPからご覧ください。
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特 集 コロナに向き合う・コロナを越えて

◎母校・同窓生への支援・応援
　紫友同窓会では、「コロナ禍」に苦しむ母校および
同窓生に対して、同窓会が進める「人財交流・教育支
援」の目的に沿って、できうる限りの支援や応援を進
めていきたいと考えています。
　コロナによって経済的精神的に苦労され、孤立の思
いを強く持たれている同窓生の皆さんはいらっしゃい
ませんか。身の回りの率直な声をお寄せください。同
窓生同士のつながりの構築と有意な情報の提供を進め
ていきます。
　また、母校ではコロナ後の長期にわたる影響が懸念
されます。校長先生はじめ学校当局、PTAと連携し、
在校生への支援と応援を広く長い視野に立って進めま
す。皆様からのご意見、ご示唆、そして実行のアイデ
ア・ヒントをお寄せください。
　その手始めとして、会報とホームページで、右記の二
つの応援活動を企画しましたので、ご案内いたします。

・会報に無料の広告メッセージを掲載します
　HPとクラス評議委員宛メールでご案内いたしまし
たが、会報本号に無料の広告掲載スペース（原則名刺
大）を提供し、応援のメッセージとともに同窓生ご本
人や関わっているお店や事業の PRを行っていただく
ものです。対象は以下の方々です。
①�休業等により売上減となった店舗経営者や個人事業
主、公演や発表機会を失った文化芸術芸能関係の皆
様など、コロナ感染対策の影響で経済的な影響を受
けて苦労されている方々。個人・企業・団体の区別
は問いません。
②�医療従事者・関係者の皆様を応援します。コロナ感
染者の治療とその支援に取り組む皆様、地域医療を
支えていただいている皆様。
　その第 1弾としてご応募された事業者・関係者のお
名前を先着順に掲載致します。

　小生の会社は製紙会社です。印刷用紙やコ
ピー用紙、レシート用感熱紙、インクジェット
用紙などを製造販売しています。長引くコロナ
禍により、チラシ、カタログ、雑誌類、等の印
刷需要が停滞し、大変苦しい状況に陥っていま
す。先行きを考えますと暗澹たるものがありま
すが、従業員一同必死に頑張っております。
　ただ、ご自身が関与する事業でもっと苦しん
でおられる同窓生、コロナ相手に奮戦されてお
られる医療従事者の同窓生が多々居られると存
じます。その方々の大変なご苦労を想像します
と、それらの方々への応援と連帯感を共有でき
ればとの思いが湧き、少しでも自らを鼓舞する
意味で名刺をお送りさせて頂きました。
� 鈴木邦夫（021I）

私たちの社会を支える医療従事者、公共サービス、
文化・芸術、お一人お一人の皆様に感謝！！

コロナを越えて
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同窓生の皆さま、東京海上日動 TOP�
QUALITY 代理店ゆいわーく所属の森
がお守りいたします！� 森治之（029B）

うちで踊ろう　arranged�by�Kono�y�Los�Chicos�de�Cuba
（コーノ・イ・ロス・チーコス・デ・クーバ）
https://www.youtube.com/watch?v=CUdlCENcw9o
　連日夜9時、ベランダに出て、医療関係者の労をいた
わる拍手をして居ます。� 河野治彦（029A�在キューバ）

ストール巻いて、気分も上上。
（秋から、伊勢丹新宿店�1 階雑貨売場にて、展開）
� 松本好史（035G）

我ら小石川音楽つながり　楽器と唄で皆さんに元気と潤いを

ペンションいっぺき湖
家族の時間
わが家じゃないけど　
わが家みたい、
そんなペンションを
つくりたいと思っています。

email  ippekiko@kzd.biglobe.ne.jp
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ippekiko/
33 年間、伊豆にいます（027E 久保田いづ美）
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特 集 コロナに向き合う・コロナを越えて

学校周辺のお店です。コロナに負けず頑張っています。
よろしくお願いします。

TOM’s KITCHEN 千石店
紫友スタジオまで徒歩２分。
こだわりピッツァが
ALL 500円！！

東京都文京区本駒込 6-2-2
050-5456-0509
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132301/13152169/

キャピタルコーヒー本社店
7 月から土日も営業再開しました。
紫友スタジオにコーヒーや軽食
の配達もできます（予約）。
営業時間：9：00-19：00

東京都文京区本駒込 6-1-9
03-3944-0727
http://www.capital-coffee.co.jp/?page_id=606

カフェ・ド・テラス 巣鴨店
紫友同窓会の皆様、文京十
中卒業生の皆様、いつもご
利用ありがとうございます。
美味しい大盛りのお食事も
ご用意しております。

東京都豊島区巣鴨 1-19-2
03-6902-0433
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132301/13138742/

Grotta　グロッタ

紫友スタジオ大和村側出口から
30 秒。閑静な住宅街に佇む隠
れ家的なイタリアンレストラン
です。「グロッタ」は「洞窟」
をあらわしています。

03-6304-1815（ご予約はこちら）
東京都文京区本駒込 6-2-23 B1F
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132301/13198749/

Cucina Italiana　クッチーナ・イタリアーナ
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　ある暖冬の 1 日、創立百周年
事業の呼びかけ人のお 1 人であ
る建築家、柴田いづみさんのご
自宅兼事務所を訪問しました。
高校在学中、剣道部で都大会優
勝、都代表に選出された伝説の
美少女剣士は、やがて建築の道
に進み、現在も建築デザインか

らまちづくりまで様々なプロジェクトに関わっておられま
す。その推進力の源は何なのかを尋ねました。

◎高校時代は剣道部で活躍されたそうですね。
─剣道は中学 2 年から始めました。赤胴鈴之助の影
響があったかも知れませんが、「強くならないと人を助
けられない」という思いがありました。小学校の頃は
わからなかったのですが、中学に入って、色々な環境
の人がいることを知りました。中学を出て働かなくては
ならない人もいた戦後のそんな時代です。
　でも、大学では剣道をやめています。70 年安保、
学生運動の時代で、あの頃は「攻撃は最大の防御」、戦っ
て勝ち取らねば、という考え方がありました。そんな

「戦わなくちゃ」精神より、「戦わずして勝つ」という
精神に魅力を感じるようになりました。

◎�どんなお子さんでしたか。
─あまり体は強くなくて、小学 3 年か 4 年頃バレエ

を始めました。バレエの先生がテレビに出演されるこ
とになり、先生の子どもの頃の役を演じました。テレ
ビが普及したのは上皇陛下のご成婚からで、まだお蕎
麦屋さんくらいしかテレビがない時代でした。その頃
から、大学に行くこと、そして留学することを決めて
いました。環境に恵まれていたと思います。
　実家の林家は、江戸時代からの儒学の系統です。父は
温和な人で、海外で学び大学教授から商社、そして中東
の専門家になりました。兄は医者です。母は、男女分け
隔てなく私たち兄妹を育ててくれました。ただ、分け隔て
なく家事をさせなかったのは失敗でした（笑）。そんなこ
ともあって、高校受験は小石川。女子だから女子校とい
う考えは持っていませんでした。

◎建築にはいつ頃から関心を持ったのですか。
─中学時代の夢は外交官でした。高校では、担任が美
術の大 勝（恵一郎）
先生。とてもユニーク
な先生で、絵画だけで
なく色々なことを含め
てアートだと教えてく
ださいました。その時
に、建築を学べば何で
もできるのではと考え
たのです。アート、デ
ザイン、家具、照明な
ど色々なことがやりた
くて、高 3 から浪人時
代はル・コルビュジエ
など外国の建築家のこ
とも調べていました。

◎大学でご主人（柴田知彦
さん）と出会うのですね。
─主人は早稲田大学建築
学科の 2 年先輩です。小石
川の先輩でもあるのです
が、出会いは大学に入って
からです。主人は私が剣道
でインターハイに出たの
で、私を知っていたそうで
す。練習を観に行ったけれ
ど、お面をかぶっていて顔
がわからなかった、と（笑）。

同窓生訪問

「誰かのために」が 
原動力
2020年 2月4日� 018A 柴田 いづみ

卒業アルバムから剣道部　前列右端

ホームルームでの大勝先生

柴田知彦（017D）と1971年

高校時代のスナップ
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1 年生なのに、私が建築のことをよく知っているので、
主人はびっくりしていました。その意味では浪人して
よかったと思います。4 年後の卒業式の日に、修士課
程を終えた主人と再会して付き合いが始まり、私が大
学院 2 年生の時に結婚しました。

◎�大学院生の時に結婚、その後留学されるまで、どん
な生活でしたか。

─結婚後 7 年間は、学業や仕事もしながら「主婦業」
もやりました。それまで料理をしたことがなかったの
ですが、結婚して 1 年はレシピを見ながら毎日 2 時間
かけて、365 日違う食事を作っていました。丹下健三
事務所に勤務していた主人も夜 8 時には帰宅できてい
ましたが、その後は私も仕事を始めて互いに忙しくな
り、夕食どころではなくなりました。
　仕事の方は、「柴田いづみ建築設計」という自分の
事務所を作りました。友だちの家を設計したり、原稿
を書いたり、講演をしたり。留学後は早稲田大学や東
京電機大学の非常勤講師もいたしました。

◎�そしてフランス政府給費留学生としてパリに 4年
間留学されましたが、その後の仕事にどうつながっ
たのでしょう。

─主人を日本に残して
の留学でしたが、主人も
しょっちゅうパリに来て
いました。留学先では、
イタリアの後期ルネサン
スの建築家「アンドレー
ア・パラーディオのフラ
ンスへの影響」という
テーマで、500 ページの
論文を書き「フランス政
府公認建築家（D.P.L.G）」

の称号をいただきました。帰国後、フランス大使館か
ら連絡が来て、「建築で歴史論文を書いたのはあなた
が初めて」と言われ、フランス人学校「リセ・フラン
コ・ジャポネ」の改修事業に声をかけていただきまし
た。しかし、その工事が中止になり代わりにフランス
大使館の職員用集合住宅の設計指名コンペに参加し、
5 名の候補者の中で 1 位になりました。そこでは館内
の木を一切伐らずに、かつ建物の周囲に歩道（歩道状
空地）を巡らす環境デザインを提案しています。
　また、友人の縁で銀座の宝飾店ミキモトのインテリ
アも手がけました。今は建て替えられていますが、皇
族の方々もおこしになる特別階があって、家具を自分
でデザインしたり、フランスから骨董品を輸入したり
しました。日本のデパートと違って、フランスの高級
宝飾店では椅子に座って接客します。そんな海外での
接客方法の違いもわかるということで、内装を任され

たのです。ホテルニューオータニのスポーツクラブ
「ゴールデンスパ」でも、空間だけでなく家具や照明
器具、カウンターなどもデザインしました。日本初の
高級スポーツクラブとして有名人の利用も多いので、
イタリアブランドの椅子を持ってきても値段がわかっ
てしまいます。だからこそオリジナルデザインにしま
しょうと提案したわけです。

◎�柴田さんのお仕事には、時代の先駆けとなる公共施
設も多いですね。

─山形県村山市の碁点温泉が最初です。最上川のほ
とりにある健康保養施設の「クアハウス碁点」。ここ
では Cure（治療）より Care（予防）という考え方で、
当時あまりなかった水着で入れてウォーターエクササ
イズのできるプールやジャグジーのある温泉施設にし
ました。村山市が年間回数券を発行し、市民は安く利
用する事で Care（予防）できます。
　大分県別府市の「北浜温泉テルマス」は、海に面し
ていて朝日が軸線上に上るデザインです。あの頃は別
府温泉の衰退期で、昔ながらの温泉文化を継承して、

「お風呂」について学ぶ場所というコンセプトであり
ながら、家族で来てプールとして水着で楽しむことも
できる温泉を提案しています。

◎福岡県の行橋駅や福島県の矢吹駅は駅舎設計ですね。
─この仕事は、もともとは東京都研修所が開催した
連続立体高架に携わる事業主体の研修会で講演したこ
とがきっかけで、「景観」をテーマにフランスと日本
の違いなどを土木的な視点から話をしました。このた
めパリに飛んで資料作りをして臨みました。講演後、
国鉄から民間会社に変わった JR 九州から「駅を設計
してほしい」と依頼がありました。すぐに話が進み、
その頃の石井幸孝社長のコンセプト「Good Design is 
Good Business」から「活き活きと暮らす人々の背景
となる立体高架駅」を目指しました。

　行橋駅は主人の事務所（SKM）との合同プロジェク
トとして、土木的なことからすべてをデザインしまし
た。その頃、事務所のコンピューター化が始まってい
ました。施主から「土木からインテリアまでの図面を
ください」と難しい問題を言われますが、ある日スタッ
フがカラフルで栗みたいな形状の発売したての Mac を
持ってきて「こ
れで図面を描き
ましょう」って。
アイコンでピッ
ピッと拡大・縮小
できることに感
激し、Windows
から Mac に変え 行橋連続立体高架駅

初めてのパリ凱旋門の上から　1968年7月
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◎�まちづくりは阪神淡路大震災がきっかけですか。
─最初の「まちづくり」は駅の設計でしたが、大学
のある彦根で活動を始めてから、内閣府の中央防災会
議の委員を務め、土地の歴史・景観と防災を組み合わ
せられないかと考えるようになりました。2003 年に
文化庁の「重要伝統的建造物群保存地区」（重伝建）
を選定する専門調査会委員になり、「防災・耐震のま
ちづくり」や「歴史・景観のまちづくり」のフォーラ
ムを開催しました。歴史的建造物の保存についての講
演会を企画したり、「歴史・景観・まちづくりネットワー
クの構築」をテーマに、中山道でつながる近江八幡、
東近江、多賀、彦根、米原の食文化を知るイベントな
ど、日常と非日常がつながるイベントを続けました。

◎学生さんたちとの活動について教えてください。
─学生たちと活動を始めて最初のグループが ACT

（Action Connect with Town）です。全学の参加した
い学生が集まり、交差点の空ビルを拠点にしました。
2 つ目のグループは DIG’s といって、ゼミ生が中心と
なって「地域の資産を掘り起こそう！」、知ってもら
おうという意味を込めました。メンバーで話し合い、
各自が役割を担って、空き家を再活用してスペースの
貸し出し、カフェの運営や地域の人たちに話をしても
らうリレートークの企画などもしました。
　20 世紀初め、滋賀県の近江八幡を拠点に活動して
いたウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880 〜 1964）
という建築家がいます。社会事業家、宣教師でもあり
ました。没後 50 年のイベントとしてヴォーリズが手
掛けた建築物や偉業を知ってもらう展覧会を企画しま
した。そこで活躍したのが「キッズ学芸員」です。学
生が勉強会を開き、子どもたちにヴォーリズについて
教えます。その「キッズ学芸員」が、展覧会で建築物
の説明します。未来の歴史を引き継ぐ子どもたちを巻
き込み、親御さんたちにも知ってもらえるように考え
ました。

　ACT の学生たちと町衆で、2000 年から「アートフェ
スタ・勝負市」を始めて、2019 年には第 20 回になり
ました。最初は、瀬戸の知り合いが ACT の視察に来
て下さり、瀬戸の作家さんと滋賀の作家さんとの交流
のイベントでした。今は、クラフト作家ブースが
100、学生たちのブースやライブだけでなく、地元の
レストランの「プロの食卓」ブースも並び、来場者が
1 万人を超すイベントになりました。（2020 年は新型
コロナウイルスで中止）
　一方、街角の「久座の辻」を使い、ACT の学生と
生活デザイン学科の学生たちとのファッションショー
が、過去何回か開催されてきました。学生が自分たち
の力でやり遂げるには、「電気をもらう事や道路の通
行を止める事」など、町の人に認められ、その力が必

たことを覚えています。
　JR 東日本の矢吹駅の設計コンセプトは「人の居場
所」です。地方駅では交通弱者ほど早く駅に着きます
し、また、町の若者もたむろします。みんなが自分の
居場所で電車を待てるように、町の祭りでも使えるよ
うにとデザインしています。
　待合の図書コーナーの本は持ったまま電車に乗って
もよいようにしました。寄付の本で成り立っています。

◎ご夫妻で一緒に仕事をして、喧嘩はしませんか？
─喧嘩になりますよ。見ていておかしいと思えば、
言いたくなってしまいます。それを議論とも言います
が（笑）。

◎ �1995 年に、新設された滋賀県立大学の教授に就任
されました。

─大学での所属は、「環境科学部」。日本で初めてで
きた環境と名前のつく学部です。建築だけでなく、農
業や生態系の研究者たち、社会学、地球の大気の研究
者たちと一緒に授業を進めてきました。近江八幡では、
FW（フィールドワーク）の授業で「琵琶湖の内湖、
津田内湖の再生」をテーマに提案して、公開ヒアリン
グ、ワークショップを続けました。建築の講義や設計
演習だけでなく、地域と繋がる FW は、「琵琶湖がキャ
ンバス」という大学のテーマそのものでした。
　学生たちに琵琶湖からの景観を考えてもらう、つま
り視点を変える考え方を持ってもらうために小型船舶
免許も取りました。今は 1 級です。
　開学前、大学立ち上げのため大津の県庁に打ち合わ
せに通っていましたが、その頃、兵庫県の都市計画委
員も務めていました。そして 1995 年 1 月 17 日の阪神
淡路大震災の前日、私は大津にいて、両方の会議がい
つも同じ頃にあったのですが、その時は、兵庫県の委
員会が延期になり、日帰りで東京に帰ってきました。
予定通りなら神戸に行っていたはずでした。あの頃の
連絡手段は電話かファクスでしたが、県の担当者とは
数日後に無事が確認できました。住吉から代替バスが
運行されるようになってすぐ県庁まで行き、現地を歩
いて回りました。すごい粉塵と臭い。あの臭いはテレ
ビ画面ではわからないですね。

取材風景
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要だということを知るわけです。そのファッション
ショーを第 20 回勝負市のメインイベントとして展開
してもらいました。モデルは学生と地元の子ども達。
テーマは「リメイク」。古いシーンズを使い、スポー
ツに絡んだウエアを作りSDG’sそのものの発表でした。

◎�お話を伺っていると、一度走り出したら止まらない
機関車のようですね。

─それが止まることもありますよ。お話ししたよう
に、ACT 以来、学生と町の人たちと一緒に活動して
きました。通り全体を画廊にして大好評だったことも
あります。絵を見に来て、帰りに商店街で買い物をす
る流れができ、そういうノウハウを渡したつもりでも、
あれもこれもやってほしいと一方的に言ってくるよう
になり、学生が敬遠する地域もあったり。こういうこ
とは、一緒にやってこそ楽しいんですよね。学生たち
は、「おう、来たね」と言ってもらえることがうれしい。
勝負市は町に一緒にやろうという「人と場」があった
からこそ続けられたと思います。

◎学生とともに活動することの難しさもありますね。
─私が学生たちと活動を始めた頃、「学生を連れて
町に出る」というのは、都市計画の研究者が調査とし
て行っていたことでした。私のまちづくりは、学生た
ちがやりたいことの拠点として「場」を求め、「場」
を創って自主運営しています。全く口出しをせず、で
も町の人との間に入って、謝るときは私が出て行く、
そういう姿勢で学生のモチベーションを大事にしました。

◎�大学を退官されてからも滋賀に通っていらっしゃい
ます。今はどんな関わり方なのでしょう。

─月の半分は滋賀に行っています。花しょうぶ通り
の町家に拠点「結のまちづくり研究所」を作り、車も
置いて活動しています。交通費も含めてボランティア
ですが、やれるだけのことをやっています。花しょう
ぶ通りが「重伝建」に登録され、1 軒 1 軒の家の改修
が始まりました。「第 5 ひこね街の駅」は、地域循環
型未来食堂「みんなの食堂」として 3 月にオープンし

ました。地産地消で廃棄直前の農作物をいただいたり、
店長を登録制にして色々な人にやってもらう食堂で、
地域の高齢者や食の困窮者にも来てもらえる活動を知
り合いの NPO が運営しています。私はスーパーバイ
ザー的な補助・助成金の使い方や設計など、家主さん
のアドバイス役です。
　「第 1 ひこね街の駅」は 250 年前の寺子屋でした。
学生と一緒に 2007 年に耐震改修工事をしたのですが、
2011 年に火事に遭ってしまい、仮の工事もアドバイ
スして重伝建選定後の最初の工事として 2018 年に再
生しました。「ひこね街の駅」は LLP（有限責任事業
組合）として仲間との活動です。

◎�建築を志し、様々な活動に精力的に取り組まれた根
底にあるのは、どのような気持ちでしょうか。

─やはり「人を助ける・利他主義」ですね。「自分
が強くなければ」という。剣道を始めた頃と同じです。
年齢を重ねるとなおさらのことですが、自分のために
は動けないんです。「誰かのためにこれをやらなきゃ」
と思うと動ける。たとえ採算が合わなくてもね。

◎�柴田さんは、「小石川の杜プロジェクト」で現役の
生徒さんと接してこられましたが、小石川生につい
てはどのように思われますか。

─おとなしいけれど、しっかりしているという印象
です。しっかりと手を挙げて、自分の意見を言う。学
内で議論しながら物事を決めていこうという姿勢で、
頼もしく思います。今、接しているのは中学 2 年生。5、
6 年生にもなると大きく成長したと感じられます。

◎�現役生や若い同窓生へのメッセージをお願いします。
─自分で自分を責めている「へこんでいる」若い人
に「めげずにいてね」と伝えたいです。広くすべての

「へこんでいる」学生を救ってきたとは言えないけれ
ど、相談に乗ってきました。だから、めげないで、自
分の専門だけでなく、ひと回り他の分野も巻き込んで
考えられる人になって欲しいと思います。

久座の辻でのファッションショー　2003年11月

彦根市花しょうぶ通りの勝負市で：2016年 
重要伝統的建造物群保存地区選定祝と熊本地震の募金活動
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〈柴田いづみさんへの追加質問〉

　インタビュー終了後、初めはどこか対岸のものと認
識していた「コロナ禍」に世界中が瞬時に巻き込まれ
ました。目に見えない感染の広がりの中で、医療、教
育、経済など様々な課題が現出し、また、今後数年に
及ぶという終息までの道筋ははっきりしていません。
　私たちはコロナ後の世界にどう向き合っていくべき
なのか。インタビュアーの 1 人、嶋沢裕志さん（026B）
による追加質問について、限られた紙面の中でお答え
いただきました。

（Q�1）コロナ禍による休校の影響もあり、以前から議
論のあった学校の「9月入学制」が急きょ浮上し
てきました。この機会に思い切って国際スタンダー
ドに合わせるチャンスだという知事、政治、教育、
産業界からの声について、どうお考えですか？

（A1）国際スタンダードが良いものとは限らないと思
います。日本の 4 月入学は、春の桜や芽吹きの季節に
合っているということもありますが、大学はともかく、
高校までは、夏休みに生徒に所属する場があるという
ことが大事だと思います。海外でひとり親の子どもた
ちが、行き場がなくて、やることもなくて、という状
況を見てきています。
　部活の合宿やサマーキャンプなどの活動も日常のこ
とも、相談相手としての生徒同士でも教員とでもいる
ことが安心・安全につながると思います。（今の新型
コロナウイルスの状況では、新学級、進学先と親しい
コンタクトを持たない生徒がとても不安であると察し
ます）今の時代は社会人でも大学途中からでも留学し
ますし、高校からすぐ留学とは限りませんから、海外
と合わせる必要はないと考えます。

（Q�2）「コロナ後」の社会は、社会システム、国家の
あり方、価値観（パラダイム）も変わるだろうと
言われています。まちづくり、建築家、デザイナー
という立場から、複合災害への備えという意味で
も、どんな教訓を突き付けているとお考えでしょ
う。

（A2）戦国時代のような知恵と力を持った、新しい勢
力が台頭する事になると思います。単なる戦いではな
くて、連携することで何ができるかの解答を得た組織
や人が出てくると思います。
　社会としては、複合災害に対して対応ができる施設
が求められていくのと同時に、個人が自分をどう守れ
るか、自己の確立が求められると思います。

　取材は、横浜港に停泊中のダイヤモンド・プリ
ンセス号で新型コロナの集団感染が判明する前日
のことでした。「3 密」や「Social Distance」を意
識することもなく、じっくりお話が伺えた、いま
思えば幸運で贅沢な時間だったかもしれません。
　なぜ建築の道を選んだのか─。柴田さんは「デ
ザイン、照明、家具などあらゆることがやりたくて」
とおっしゃいます。自然とのバランスを重視した建築
や、人が交流できる防災・まちづくり、地方都市の住
民と学生を交えてのイベント企画……。柴田さんの仕
事の根底には、「めげずにいてね」という人間への温
かな眼差しがある気がしました。 嶋沢裕志（026B）

　「日本で初めて」という大仕事を成し遂げてこ
られた柴田さん。誌面の都合で書ききれなかった
のですが、まだまだたくさんのお仕事にまつわる
エピソードがありました。駅や温泉施設、スポー
ツクラブなど、大きなコンセプトから細かな配慮
まで、柴田さんのお仕事には、「人」が豊かに過
ごせるようにとの思いが感じられました。アイデ
アが次々と、まさに「いづみ」のごとく湧き出て
くる。そんな柴田さんの足跡は、建築・建造物と
してはもちろん、学生や街の人々の心の中にも残
り続けるのだと思います。 椿　朋美（035C）

　女性へのインタビューだからぜひに、との並木
さんからのお声がけで、参加させていただきました。
お話を伺う中で記憶に強く残ったのは、「強くなけ
れば人の役に立つことはできない」という言葉です。
繰り返し仰っていたのがとても印象的でした。
　一度も後ろ向きな言葉も、反対に不自然に前向
きなこともなく、しなやかな自然体でご自身が使
命とする仕事に取り組まれる姿に、憧れを感じま
した。 虫明智恵子（035C）

〈インタビューを終えて〉

柴田事務所にて

19



　会報と HP には、毎年多くの卒年次からクラス会の
報告が寄せられています。昨年の会報 47 号に掲載し
た 023B の報告の中に、遠くザンビアからメールが届
いたとの一文があり、アフリカにいるその人はそこで
何をしているのだろうと、好奇心が湧きました。
　寄稿されたクラス幹事の鈴木庸さんからお名前と連
絡先を教えていただいたその人、杉本千尋さんは、長
く北海道大学でヒトと動物の感染症を研究している方
でした。柔和なお人柄の先生に、札幌とザンビアを往
復する合間に、貴重なお話を伺う機会がありました。
まさか、この 1 カ月後に世界を呑み込んだ未知の感染
症との戦いが始まるとは知らずに。

◎生まれはどちらでしょうか。
─豊島区の池袋で雑司ヶ谷霊園の近くです。静かな
住宅地で少なくとも大正くらいからずっとそこに住ん
でいるのではないかと思います。子供の頃は霊園でよ
く遊び回っていました。今もあそこはほとんどそのま
まですね。小学校は雑司ヶ谷小学校ですが、学校統合
でもう無くなっています。当時は 2 クラス、学年で
80 人ぐらいですから、あの時期にしては少ないです
ね。中学も地元の雑司ヶ谷中学です。そこも統合され
ています。きょうだいは兄と妹の 3 人で、僕だけが東
京を離れて飛び出してしまいました。父親は電力会社
に勤めるサラリーマンでした。母は専業主婦です。

◎子供時代はどんなお子さんでしたか。
─割と人付き合いが悪いというか、友達が少なくて。
1 人で本を読んだり、夏は霊園の中で虫捕りをよく
やっていました。本は「ファーブル昆虫記」や「ドリト

ル先生」が印象に残っ
ています。
　母親が教育ママで

（笑）、小学校 5 年く
らいから日曜日に進
学教室に行かされま
した。中央区や渋谷
の方まで行っていま
した。

◎中学校時代と高校受験については。
─小学校から中学受験しましたが、うまくいかずに
雑司ヶ谷中学へ進みました。あまり中学校時代のこと
は覚えていないですね。5 クラスでしたが、特にクラ
ブ活動とかはやっていなくて、普通に勉強していたと
いう感じかな。高校受験は都立高校が学校群制度に
なって 2 年目です。国立を受験して落ちて 41 群に合
格し、小石川に入りました。

◎高校時代のクラブ活動の思い出はありますか。
─ワンダーフォーゲル部です。自然が好きで自分か
ら入りました。部員はだいたい 1 学年 5、6 人くらい
でした。山岳部も別にありましたが、そっちはきつそ
うだなと思って。日常の練習は六義園の周りを走って
基礎体力をつけて、校舎の階段登りでした。旧校舎 C
棟の階段、3 階まであってその上に踊り場があった。
そこを 40 キロのザックを担いで歩いてのトレーニン
グです。1 時間くらいを週 2 〜 3 回、ひたすら昇り降
りしました。
　校外では、だいたい日帰り圏内ですが月 1 回は山に
行っていました。奥多摩か丹沢ですかね。顧問の先生
が基本的には引率
され、倫社・政経
の川野健二郎先生、
数学の竹内誠吉先
生、英語の鈴木宏
先生の 3 人でやっ
ておられた。

◎�クラスの中ではどのようでしたか。また、影響を受
けた先生、印象に残る先生はいらっしゃいますか。

─クラスではそんなに目立った存在でもないし、印
象が薄かったのではないでしょうか。取り分けて何か
の科目ができたわけでもないし。授業で 1 番面白かっ
たのは生物学で、確か山岳部の顧問もやっておられた
春田俊郎先生ですが、当時の分子生物学の最先端の知
識を高校のレベルで教えてくれたことが強く印象に
残っていますし、大学で生物学を学ぶきっかけになっ
たと思います。文系も古文とか好きでした。古文は女
性の…おちよさん、森下千代先生でした。工芸の前田
泰彦先生は変わった先生で、面白くて不思議な先生で
した。

◎大学受験に際して、進路を決めたきっかけは。
─ 3 年生になって生物系か農学系に行ってみよう
かなと思い、その辺に絞っていました。あとはできれ
ば遊ぶ環境も欲しくて（笑）、思い切って北大に行こ
うと考えたのです。北海道は行ったこともないし、北
大は農学部がある、くらいのイメージでした。

ザンビアでヒトとケモノ
の感染症を追って
2019年11月30日　紫友スタジオ� 023B 杉本 千尋

卒業アルバムから　ワンゲル部
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◎北大はそういう志向を持つ人が集まるのですか。
─今も道外出身者が半分以上いるのではないでしょ
うか。だから他の国立大学とかなり性格が違いますね。
その頃は、受験区分は理類と言っていました。医学、
歯学と水産の 3 学部を除いて全部理類で受けて、1 年
半たってから学部に分かれるシステムですね。

◎�獣医学部に進まれたわけですが、どんな学生生活
だったのでしょうか。

─当時 1 人で部屋を借りて住んでいて、仕送りで何
とか暮らせていました。入学直後に探検部に入って、
クラブ活動の資金を稼ぐためにアルバイトをやってい
ましたが、全部巻き上げられていました（笑）。

◎探検部の活動とは、どんなことをやるのですか？
─探検部自体の歴史は古くて、当時は津軽海峡を筏
で渡ろうと何回か挑戦し、何年目かでようやく成功し
ました。海上保安庁のストップを振り切って、青森の
津軽半島側から出て、海流に乗って函館の方に着いた
のです。あとは川下りとか、知床を歩き回るとかのグ
ループもありましたが、僕は気球専門で、ほぼ 4 年ま
で気球を飛ばしていました。

◎気球を飛ばすのに、危険や怖さはありませんか？
─当時は今みたいにどこでも飛ばしてはおらず、国
産の 2 号機ぐらいでした。だから全部手作りです。手
で縫ってバーナーも手作りで、試行錯誤しながら作っ
た時代です。実際に乗るのは 2 人くらいですが、飛ば
すときは最低 5 人くらいが必要です。
　それから、大学 3 年が終わった時に 1 年休学して、
アルバイトを半年やった資金で半年間、南米を歩いて
きました。アルゼンチンから入ってチリの一番南のパ
タゴニアに行って、そこから北上しました。南米に行っ
たのは単なる好奇心です。アンデスの山を見たかった
ことと、あまり人が行かなかったからですかね（笑）。
　普通は皆そのあたりで就職のことを考えて動くので
しょうが、授業料を払わなくても済むので（笑）、休
学届を出して行きました。まあ、当時の授業料はたい
した額ではなかったですが、親もよく理解して 1 年間
遊ばせてくれました。

◎�卒業後の進路ですが、獣医学部を卒業すると一般的
には獣医になるのですか。あるいは別の世界に飛び
出すとか、大学院に進み研究者になろうとか、進路
はどのように決められたのですか。

─研究者になろうという意識はあまりなかったです
ね。ただ、先生に引き留められたというか、マスター
へ進み、特に就職とか考えずに国家公務員試験を受け
たら受かって、それで筑波にある農水省所管の家畜衛
生試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研

究機構）に配属されました。当時は獣医系の職員とい
う採用でしたが、行政に回されるか、動物検疫所に配
属される人もいますが、運が良いことに研究職へ配属
になりました。行政職に振り分けられていたら、霞が
関の役人になっていたかもしれませんね。

◎筑波の試験場ではどんな研究をされたのですか。
─細菌学をやっていました。入って 2、3 年目ですか、
競馬をやる方ならご存知かもしれませんが、馬の性病
でひどい繁殖障害を起こす病気が多分外国から入って
大流行したことがありました。当時、日高で流行した
のですが、その年のダービーが中止になるかどうかの
騒ぎになりました。馬の繁殖を全部ストップして検査
をする。その対応で大変でした。
　80 年頃に発生して、病気は徐々に減っていったの
ですが、完全に終息したのは 2000 年になってからで
す。1 回病気が入ると大変だという良い教訓です。

◎�一般に、獣医と言えば病気になった動物を診るお医
者さんというイメージですが、やっていることは
もっと基礎的な部分ということですか。

─そういうことですね。多分、獣医のイメージは小
動物の臨床が大きいと思うのですが。僕も獣医学部に
入って初めて知ったのですが、幅広い領域があります。
例えば食肉の検査。牛を屠殺してそれを安全な肉とし
て市場に出すというのも重要な役割だし、今アフリカ
豚コレラが警戒されていますが、空港で検疫をやって
病気が入って来ないようにするのも獣医師の役割で
す。あとは実験動物分野、医学部の実験動物の管理と
か研究をやるのも獣医師です。

◎�対象とする動物は、人の生活にとって有益な動物と
いうことですか。

─獣医はそれこそ人以外はなんでも診るという感じ
です。場合によっては魚も入ります。また、野生動物
の保護管理とかにも関わっています。

マラウイの子供たちと 
（田舎に行けば行くほど、村々の人から大歓迎を受ける）
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◎研究対象となる範囲はずっと日本国内でしたか。
─農水省の研究機関なので、あくまでも国内で発生
する病気をどうするかの研究をしていました。ただ
85 年に、ケニアにある国際機関、昔の名前で「国際
動物病研究所」という所に行く話があって、そこへ 3
年間派遣されました。

◎ �3 年間は結構長いと思いますが、ケニアでの仕事、
研究活動はどのようなものでしたか。

─最初は 2 年と言われたのですが、環境が良いので
自ら希望してもう 1 年延長しました。今はもう辞めて
いますが、妻も筑波時代は霊長類研究所で猿の研究を
していた獣医でしたから喜んでついてきました。
　ケニアでは、それまでやっていた細菌、バクテリア
の研究とは違う分野の原虫に分類される、マラリアを
起こすような血液寄生性病原体ですが、もともと牛の
非常に死亡率が高い病気の研究をしていました。ダニ
が媒介して血液に原虫が入ってバタバタ死ぬ東海岸熱
という病気です。原虫のゲノムは構造が複雑で研究手
法も違うので、僕に声がかかったのは異例だったかも
しれません。
　僕はケニアにハマった方で（笑）、休日は野生動物
を見るためサファリによく行きました。車を買って、
キャンプ道具を積み込んで、野生動物公園にキャンプ
に行きました。

◎�筑波の試験場に戻られてから、北大の教員になられ
たわけですね。

─ケニアにいたのは 85 年から 88 年までです。筑波
に帰って落ち着かないうちに北大から声がかかって、
90 年に獣医学部研究科助教授に採用されました。ま
さか人を教える立場になるとは思っていなかったです
ね。授業をやって学部 5、6 年生や留学生の卒業論文
や学位論文を指導する仕事もあり、農水時代とは生活
が大きく変わりました。
　研究面では、ケニアでの研究の繋がりでダニが媒介
する牛の原虫病をやっていました。当時は国内でも問
題視される病気で、同じような病気が韓国にもありま
したので、国内や韓国、中国でダニや血液を採取して、
アジア中心に共同研究などをやっていました。

◎�その後、一度、帯広畜産大に移られてから 2005 年
に再び北大に戻り、「人獣共通感染症リサーチセン
ター」の教授に就任されます。そのザンビア拠点に
ついてHPを拝見しましたが、どのような活動をさ
れているのですか。ザンビアというと私たちの知識
も少なく、どんな暮らしぶりなのか想像できません。

─ ザ ン ビ ア は
1964 年に英領から
独立したアフリカ
南 部 の 内 陸 国 で、
銅の産出と農業が
主 要 な 産 業 で す。
経済状況も大分変
わってきています。
行った当初の 90 年
代は首都のルサカ
のスーパーに行っ
ても物がない状況
で し た。 そ の 後
2000 年に入ってから、かなり南アから色々な物資が入
るようになって、大きなショッピングモールも何軒か
ある。ここがアフリカか、という感じです。ただスラ
ムとか、貧富の格差もかなり広がっていると思います。
　北大のセンターは、人獣共通感染症（Zoonosis）研
究に特化した機関で、病原体や宿主動物の生態研究か
ら、ゲノム解析、予防治療法開発など多角的な研究を
行っています。特にアフリカに注目し、ザンビア大学
獣医学部内に研究拠点を設けて、研究者を常駐させて、
野生動物や節足動物が保有する未知の病原体の探索を
行っています。

◎長期間の滞在で、病気になることはありましたか。
─幸い大きな病気はないですね。マラリアが普通に
ある地域なので、調べると血液からかなりの頻度で検
出されるとか、検査に行った病院でも亡くなりそうな
患者さんが入院している状況でした。行く時には予防
薬を飲んだり、虫除けスプレーをしたり、それと蚊帳
で予防していました。また、生水は飲まないようにし
ていました。

ツェツェトラップ
（トリパノソーマを媒介するツェツェバエを捕獲するトラップを開発。青色
を好み動くものを追いかけるというこの吸血昆虫の性質を利用した）

ザンビア地図
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◎�やられている研究は、営利を目的とする民間企業に
はできませんね。

─特に今、眠り病というのをやっていますが、日本
にはない病気ですし、そんなに何万人も死ぬというよ
うな病気ではないし、発生国もアフリカに限定され、
研究自体に誰が資金を出すのかというところにネック
があります。たまたま日本が主導する TICAD（アフ
リカ開発会議）がナイロビで開催され、感染症対策を
日本が重点的に実施するということで、Neglected 
Tropical Diseases（顧みられない熱帯病）の研究資金
が 3 年前からつきました。アフリカで研究をするのも
大事なことなのですが、お金をどうやって獲得して、
それで好きなことをやっていいかというと、中々そう
でもないですね。やはり何か日本に（研究成果を）還
元するとかしないと。

◎�とはいえ、近年、日本にも聞き慣れない伝染病の
ニュースがどんどん入って来ています。鳥インフル、
豚コレラなどは社会的な影響や損失もありますね。

─問題になっている豚コレラは元々日本にあったも
のですが、アフリカ豚コレラというのはまた別の病気
で、アフリカから徐々に広がって中国や韓国にまで
入ってきています。多分、食肉、半加工したような豚
肉のソーセージとかを持ち出したのかなと思います。
日本でも時々摘発されていますよね。空港でアジアか
らの訪日客が持ってきたソーセージからウィルスが検
出されたというようなことがありました。それにデン
グ熱の輸入症例もありますし、そんなに日本が安全地
帯ということでもありません。

◎�アフリカとの関わりはケニアとザンビアを合わせて
30 年以上になると思いますが、杉本さんにとって
アフリカとはどんなところですか。

─近年の経済発展は著しいのですが、一歩郊外に出
て地方の調査地に行くと、水道も電気も満足な宿泊場
所もなく、「呪術」も活きている伝統的な暮らしが続
くギャップの大きさに驚きます。ニセ医学やデマに翻

弄される人もいる現代社会、あるいは資源に制約が出
てくる未来社会を映し出す鏡のような世界です。
　時々そのような世界に身を置くことで、日常の生活
を考え直す大きな刺激が得られます。もちろん、研究
を通じてアフリカの人々の健康維持・増進に貢献でき
ればと考えています。

◎研究生活を振り返って、どんな思いがありますか。
─研究をやっていること自体が遊びみたいなもの
だったので（笑）。研究は楽しいです。学生に教える
ことも楽しみのひとつとしてやってきました。
　ただ、最近は文科省や大学の方の研究予算のつけ方
の方向性が変化してきたというか、基礎的な研究にお
金を出さなくなっているので、遊ぶような感覚での研
究はできなくなってきていますね。すぐに成果を求め
られ、特許化し、どういう風にビジネスに展開するか、
ということを強く求められるというのは残念です。

◎�久しぶりに母校に来られて、後輩たちに何か言葉が
あればお願いします。

─ 6 年制の一貫教育というのは私にはイメージが
湧かないですね。我々の時代は高校に入って、違う環
境の生徒が集まって新しい付き合いができて、色々な
世界が広がったと思います。僕は北大に行って、そこ
で全国から個性的で異質な学生が来て知り合い、自分
の中に多様性が増えていったんですよ。そういう意味
で、6 年制の一貫教育というのは、そういう刺激を受
け多様性を獲得する環境が限定されてしまうのではな
いか、というイメージを持っているのですが。

◎�本日はご実家への帰省の合間ということですが、時
間を割いていただき、貴重なお話をありがとうござ
いました。アフリカと日本にまたがる益々のご活躍
を願っております。

ザンビア　民家
（北東部コンゴ国境近くの伝統的家屋、外壁を面白いデザインで飾り立 
てる）

ザンビア　女性に囲まれて…
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〈杉本千尋さんへの追加質問〉

　昨秋、インタビューを依頼しアフリカのお話をのんび
りと伺った時から、わずか数カ月で世界は一変してしま
いました。世界を襲ったコロナ禍に対し、医学医療に
携わる研究分野、臨床現場において多くの研究者が未
知のウイルスの解明と治療に闘っておられます。
　会報誌という性格上紙面に限りはありますが、嶋沢
さんの追加質問に、杉本さんより研究者の立場からご
回答をいただきました。

（Q�1）人類にとって細菌やウイルスを原因とする感染症
は、歴史をたどると何度か繰り返して浮上しました。
お話を伺って、先生の研究テーマは、今般の新型コ
ロナウイルス問題に直接・間接に関わる内容ではな
いかと思われます。専門家の立場から国やWHO（世
界保健機関）、あるいは研究機関に対する要望はござ
いますか？

（A1）今回の新型コロナウイルスの由来はまだ確定され
てはいませんが、コウモリなど野生動物由来の人獣共
通感染症であることが強く疑われています。おそらく自
然界にはこのような人への脅威となりうる病原体が多く
存在しています。事実、ヒトの新興感染症の多くが野
生動物、家畜由来の人獣共通感染症であることが報告
されています。地道な研究になりますが、自然界に存
在する微生物の探索は、新興感染症発生の予測にもつ
ながる研究ですので、世界的なネットワークを活かした
研究の継続が必要と考えます。「日本では発生が見られ
ない感染症なので研究の必要性はない」という考えで
は、今回のようなケースでの対応も鈍くなります。

（Q�2）グローバル化が進行する今日、感染拡大が人々
の「平常」を奪い、パニック・不安を増幅しています。
また、今後、世界経済へのリスクも長期にわたると
考えられます。科学者・研究者の視点から、現在、
日本のみならず世界で進行する「パンデミック」の
対応と見通しについて、ご意見や感想、指摘などあ
れば、お聞かせください。

（A2）今回の新型コロナウイルス感染症も、大多数が免
疫を獲得すればいずれは収まってゆく感染症と考えま
す。医療崩壊や感染死、さらには経済的な打撃をいか
に抑えつつ、その方向にもっていくのかが、政治家や
専門家に託された課題と考えます。
　アフリカに 30 年以上通ってきたおかげで、物資が乏
しく、電気や水道もない生活に慣れており、「平常」で
はない今の日常にも私自身はうまく順応できていると思
います。今後、特に若い皆さんは海外に出る機会が多
いと思いますが、多くの発展途上国では限られた物資
やインフラの下で、人々がたくましく生きているという
現実を体験してもらえればと考えています。

（Q�3）ネット社会は、情報の断片「あることないこと」
が瞬時に拡大してしまう、それこそ「感染症」拡大
装置のような機能を持っています。こうした時代に、
私たちは一体どのような情報源に信頼を置き、どう
やって落ち着くべきなのでしょうか。

（A3）現在でもこの感染症については、症状を出さない
不顕性感染が多いこと、短期間で重症化（免疫反応の
関与？）する例があること、PCR 検査で再陽性化する
例（再感染、感染の再燃、PCR 検査での偽陰性？）が
あることなど、不明な点が多くあります。科学的にはこ
れらの疑問はいずれ解明されていくことかとは思います
が、現時点での何が正しい情報かについては専門家の
意見も分かれている状況です。
　生物学的な研究をやってきた立場から見ますと、各
種検査・診断法の特性、“治療薬（として使われている
薬剤）”の効果、臨床・実験データの収集方法、再現性
や解釈がどうであるのかについて、科学的に曖昧な情
報が多く出回っていると感じます。誤った情報に惑わさ
れないためには、その背景に何があるのかを正しく理
解する科学リテラシーを培っておくことが重要です。

新型コロナウイルス（国立感染症研
究所提供）（2020年02月撮影）【時事
通信社】

中東呼吸器症候群（MERS）コロナウ
イルス（英健康保健局提供）（2013年
撮影）【AFP時事】

アフリカコレクション
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（Q�4）今回のコロナ禍は東京オリンピック・パラリンピッ
クの延期にまで発展し、現時点でも、終息後も社会・
経済・文化に与える影響は計り知れないものがある
と思われます。これらを乗り越えるために、過去の
歴史から私たちが何か学ぶものはあるのでしょうか。

（A4）天然痘やペストなど感染力や病原性がはるかに高
い感染症の流行を幾たびか経験しても、人類は生き延
びてきたということは歴史が物語っています。今では予
防、治療法も進歩しているのに加えて、グローバルな
情報網や国際的な協力体制も整備されており、感染症
を制御する“ブレーキ”は過去より効きのいいものになっ
ていますので、時間はかかるにしても今回の新型コロナ
ウイルスも終息するものです。
　ただ、人獣共通感染症を研究している立場から言わ
せていただければ、人間の生活圏の拡大、気候変動、
大規模森林火災など地球環境の破壊に伴い、自然界か
ら未知の病原体が飛び込んでくる可能性は高くなって
いる一方、様々な災害に対して地球環境が発揮してき
た緩衝作用も脆弱になっていると思います。今回のコ
ロナ感染症をきっかけに、人間活動の自然環境への影
響や地球規模での環境保全対策等についても考えを巡
らせていただきたいと思います。

　不思議な因縁と言うべきでしょう。昨年 11 月下
旬、紫友スタジオで杉本さんにお会いする前夜ま
で、私は高校時代の同級生から電話でレクチャー
を受けておりました。「ゲノム解析って何だ？」

「DNA、RNA の原理くらい知らないのかよ」。悪友
に鼻でせせら笑われつつも、感染症の歴史などに
ついて付け焼き刃の予習をし、インタビューに臨ん
だものです。
　それもすぐに馬脚を現します。この日はもっぱら
人生の来し方が話題の中心で、「肝心の熱帯感染症
の話が聞けませんでした」と、並木先輩と居酒屋
で反省会？をやったものです。その後、コロナ禍の
急展開。凄いタイミングで凄い方にお会いした運
命に驚く一方です。 嶋沢裕志（026B）

　初対面の杉本さんとの対話は、男 3 人互いに手
探りしながら、ぎこちなく始まりました。同じ学校
に通い同じ先生の名前を知っているだけでは、話
はそこで終わってしまいます。会話の手助けになる
事前の情報は、アフリカと日本を往復している感染
症研究の先生だということぐらいでした。その人と
なりは、荒野を駆ける野人のような方なのか、ある
いは、研究室で四六時中顕微鏡を覗いている方な
のかと、野口英世の写真が思い浮かんで、ありが
ちな人物像を頭の中でこしらえていました。
　一方、杉本さんからみれば、同窓生と言っても
嶋沢さんと私は日頃周りにはいない連中で、おまけ
に、インタビュアーとしては勉強不足、何を聞き出
したいのかよくわからないと感じていたのかもしれ
ません。（杉本さん、勝手な想像すみません！）
　この垣根を一旦取り払ってしまえば、あとは同窓
生同士、インタビューの質問、その後の追加質問
への回答、多くの写真の解説まで、誠実なお人柄
そのものに対応していただきました。杉本さん、今
日は何処のダニを捕まえていますか。
 並木　隆（022E）

〈インタビューを終えて〉

税金のこと
お気軽に
ご相談
ください。

税理士法人タックスソリューション
税理士　倉林倭男　０１５Ｆ

〒150-0011　渋谷区東3-25-4-703
TEL 03-3444-7391　FAX 03-3444-8361

ベンバ族マスク成人儀礼に使われた頭頂に載せるマスクで、輝く瞳が魅惑的。
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先生お元気ですか？

　私は東京都の教員として公立中学校 3校、高校1校を
経て小石川高校に昭和52年（1977）44 歳で着任し、そ
の後10年間、昭和62年（1987）まで美術教師として在
職しその間、B組とE組の2クラスの担任を担当しました。
　今でも、思い出の校舎などを夢の中でしばしば見る
ことがあります。それだけ小石川での 10 年間は印象
が強かったということだと思います。私の前任の美術
教師は大勝恵一郎先生で青年期の美術教育について熱
く語る理論・実践共に秀でた素晴らしい教師でした。
後に静岡県の常葉大学短期学部の教授となって後進指
導に当たられます。
　立派な業績を持ち活躍なさった大勝先生の名を汚す
ことなく同僚や生徒に迎え入れられようと緊張したこ
とを良く覚えています。

　都立小石川高校に勤務するということは他の美術教
師からも暗黙裡に一目を置かれるということでした。
言うまでもなく青年期（思春期）は高校生にとって第
2の人生を切り開く重要な時期です。3年生の授業で
は「青年期の自画像」をテーマに、自分を外面あるい
は内面から観察して描いたり立体で表現したりする課
題に取り組んでもらいました。この時期、生徒たちは
自分の内面を平面や立体で表現することに大変興味・
関心を持ち、表現する過程で様々な角度から自分を見
つめて熱心に表現していたことを思い出します。
　美術の授業を通して人生の最も重要な時期に自己を

みつめる機会を与えることには重要な意味があると今
でも思っています。
　小石川高校の生徒は自分で判断し自分の道を切り拓
いていく力をもっていると当所から実感していたので、
担任としての私の役割は生徒にとって障害となるような
ものを取り除いてあげることでした。府立 5中以来連綿
として続くナンバースクールに在籍することの誇りを生
徒から感じ取れましたし、教師もプライドを持って生徒
指導に携わっていました。担任としてどれほど力になっ
てあげられたか分かりませんが、卒業した今でも慕って
声をかけてくれるのを有難いことと受け止めています。
　3年間、担任が変わらないことも一つの特色で生徒
理解に役立つ面がありました。先生方は一国一城の主
のように各研究室にデスクを持ち、生活指導や教育研
究、校務分掌などに励んでいました。そのような小石
川高校で教鞭をとることが出来たことを今でも誇りに
思っています。

　縁あって昭和 62 年 4 月から、上越教育大学での後
進指導のため小石川高校を去ることになりました。そ
の後、母校の筑波大学に移り、定年後は千葉県松戸市
の聖徳大学で教鞭をとり、現在は聖徳大学幼児教育専
門学校に兼任講師として週一日勤務し教員養成に励ん
でいます。
　元気ですが年令相応に体のあちらこちらが痛んで来
たのでメンテナンスにも努めている今日この頃です。

美術教師として在職した10年間
1977（S52）.4〜1987（S62）.3在任

美術科　仲瀬 律久

035期卒業アルバムから　後列左　仲瀬先生
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校友の精神を吾が
　会員より送られてくるお手紙、投稿を中心に、同窓生の文章を掲載いたし
ます。どの文からも五中、小石川の立志・開拓・創作、自由闊達な精神を感
じます。皆様も是非ご投稿ください。表題は校歌の一節から採用いたしました。

010Aクラス文集
「蜃気楼」刊行
──80歳の記念に──
青山 善充、阿部 和江、池辺 史生

木村 浩、工藤 正美、矢嶋 壯吉

　私たちが小石川高校を卒業したのは、62年前の昭和
33年（1958）である。ずいぶん昔のような気もするし、
つい昨日のような気もする。傘寿を迎えた身の奇妙な感
覚である。そんな私たち、010Aクラスは、この4月にク
ラス文集「蜃気楼」（80歳記念号）を刊行した。投稿者
も編集者も全員80歳の老人である。「大それた試み」と
いうべきか、「快挙」というべきか、以下、文集ができる
までのいきさつと私たちの高校時代について紹介したい。

〈「蜃気楼」復刊〉
　私たちのクラスは、担任が長友貞満先生（体育）だっ
た。ホームルームでは「基礎が大事」と言い続けてい
る先生だった。高校 2年の時にクラス文集「蜃気楼」
1号を、卒業の直前に 2号を、ガリ版刷りの手作業で
制作・発行した。
　社会に出てからも、時々、先生を囲んでクラス会を
開いてきたが、級友同士が頻繁に集まるようになった
のは、勤め人生活にサヨナラをした者たちに多少の余
裕ができた 60 代以降である。ほぼ年に一度のクラス
会のほか、暑気払いの会、散歩の会、スキーツアー、
男声合唱団など、いろいろなグループ活動を楽しんで
いる。有志が立ち上げたクラスのホームページが、情
報の共有と交流の活性化に大いに力を発揮した。
　そんな環境で、「蜃気楼」をもう一度……と言い出
したのは散歩会の常連だった河野君である。彼は病を
得て一足先にあの世に行ってしまったが、2018 年秋
のクラス会では、次期クラス会幹事に決まった木村浩

と阿部和江が、遺志を継ぐ形で「蜃気楼 3号を発行す
る。2020 年春に開くクラス会で配布する」と宣言し、
このプロジェクトはスタートした。
　2人の幹事に、青山善充、池辺史生、工藤正美、矢嶋
壯吉の4人が加わって発起人会を結成、2019 年の年が
明けてから全級友に原稿依頼の通知をした。同級生は53
人（うち12人が他界）の消息を、名簿管理人の工藤が
把握し、完全名簿を整えてきたからできたことだ。内容
はなんでもよいが、長さは4,000 字程度まで、パソコンに
よるメール送稿が望ましいが、手書き郵送も可とした。
　夏になると、原稿が集まりだした。近況だけの短信
もあったが、4,000 字どころか、2倍、3倍の長尺原稿
もあった。在学中はひたすら寡黙で、クラス会に顔を
見せたこともなかった級友からは、クラシック音楽へ
の造詣の深さを物語る原稿が届いた。発起人一同、大
いに驚き、喜んだ。別の級友からは、ネパールのトレッ
キング旅行記（12,000 字）が届いたが、後日、彼は原
稿を投函する直前、病院に向かうタクシーの中で急逝
していたことが分かった。かつてネパールの水力発電
所建設工事サイトで彼に会ったことのある矢嶋が、そ
の原稿をパソコンに打ち込む作業を引き受けた。投稿
後、本ができあがるまでの間に亡くなった級友が他に
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もいて、みんなそういう年になっているのだという感
慨に改めてとらわれた。
　結局、級友の遺族からの原稿 3本を含めて、全部で
34 編の原稿が寄せられた。1、2 号の表紙を担当した
浦野君から、今回は抽象的な表紙デザインが届いた。

　編集会議は主として青山が会場を用意し、工藤の工
程表に基づいて進められた。都合4回、そのたびに侃々
諤々の意見交換がなされた。2005 年に 81 歳で他界さ
れた長友先生を偲んで青山がクラス会の席で披露した
「長友先生と私たちの高校時代」の再録も提案され、
一同の賛同を得た。それらの経過を工藤が議事録に残
した。会議後の一杯がうまかった。
　阿部は、想定を超えてたくさん集まった原稿の編集
作業を一手に引き受け、おかげで、改めてパソコンに
習熟した。パソコンの技術に最も長けた矢嶋が、作業
を全面的に補佐した。池辺は、校正を担当した。「どの
原稿も個性的でおもしろく、それぞれの人生がにじん

でいる。新聞で使われない漢字表記
も含め、すべて原文尊重の方針」と
言い、一同が納得した。
　最後の印刷の段階で奮闘したのは、
木村と工藤だった。最近話題のネット
印刷を採用、B5判・140 ページ・140 部、
カラー写真が何枚も入った本なのに、
1部 1,000 円。完全原稿の形で印刷所
に入稿、それをコピーして製本するだ
けだから、その値段でできた。
　34編の原稿は、〈子どものころ〉〈現
役時代〉〈近況・身辺雑記〉〈趣味のこ
となど〉〈小論・創作〉〈追想─ご家族
から─〉にジャンル分けして収録した。
　小石川の同級生たちの優秀さには、
在学中から圧倒される思いだったが、

今回の「蜃気楼」再刊に当たっても、みんなの有能さ
に改めて感嘆した。
　新型コロナウイルス禍のせいで 4月に予定していた
クラス会は流れたが、010Aの仲間たちは、いまごろ、
家で楽しく読んでくれているだろうと思う。長友先生
も「ようやった」と満足なさっているに違いない。
（追記：4月に配布したところ、もう少しほしいとい
う級友が何人も出てきて、近く増刷する予定。）

〈私たちの高校時代〉
　010回卒業生は、終戦から10年経ったばかりの昭和
30年に入学し33年に卒業した学年である。同心町の間
借り校舎に入学し、駕籠町の校舎から卒業した。A組
の担任、長友先生は当時 31歳。スポーツで鍛えた、がっ
しりした体格と毛むくじゃらの太い腕、日焼けした皮膚
と太い眉。宮崎弁で「生徒」を「しぇいと」と発音する
ので、私たち悪童が奉ったニックネームは「熊襲」。
　同心町の校舎は照明が不十分で、刑務所の次に暗い
と言われていた。私たちの教室の黒板の中心付近に、
ローラーで印刷用インクで
も付けたものか、10センチ
四方ほどのツルツルの箇所
があり、そこだけは白墨が
滑って字が書けなかった。
数学の土橋荘司先生は、大
きな体に似合わない細かな
字で数式を書いたが、いつ
もその箇所に行くと字が書
けなくなり、「誰だ。こんな
ことをしたのは」と怒った。平成29年クラス会 長友貞満先生
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校友の精神を吾が

蜃気楼1号-2号

　冬になると教室ごとに配られるストーブ用の石炭が
足りなくなり、一人の生徒が得意の空手で教室の後ろ
の壁を一撃、板をはがして燃料代わりにしていた。教
室は一時的に暖かくなったが、板のなくなった壁から
は常時外の冷気が入ってくるようになった。ある日、
澤登哲一校長が回ってきてむき出しになった壁を指し
て「天に唾する者は誰だ」と怒った。私たちはただ黙っ
て俯いている中で、本人が「僕です」と名乗り出た。
みんな同罪なのに、彼はエラかった。
　2年生になった時、同心町の校舎から新築の駕篭町
の校舎へ引っ越した。その新校舎で、私たちは存分に
学び、遊び、泣き、かつ、笑った。互いに悩みや弱み
を少しずつ曝け出しながら友情を深めた。
　国語の教科書に萩原朔太郎の詩「ふらんすへ行きた
しと思へども、ふらんすはあまりに遠し」が載っていた。
臼井滋先生は、ズボンのポケットの小銭（？）をジャラジャ
ラさせながら、一人の生徒を指して「ふらんすはあまり
に遠しとは、どういう意味ですか」と質問した。指され
た生徒は「だって、フランスはヨーロッパですから、行
くのに遠いです」と答えた。臼井先生は「違いますね。
貧乏でお金がないからフランスに行けません、というこ
との詩的表現です」と講釈した。授業が終わって先生の
姿が教室から消えた途端、彼が大声で「それならそう書
きゃいいんだよ」と言ったので、教室中爆笑に包まれた。
　鈴木由次先生の授業は事前に計算し尽くされてい
た。ある日、さりげなく同僚の美人教師・森下千代先
生の話をした後で、教材「風流柳樽」から「お千代さ
ん蚊帳が広くば這入らうか」を取り上げた。加賀の千
代女の俳句「起きて見つ寝て見つ蚊帳の広さかな」を
踏まえた川柳だが、同時に森下千代先生の名前を引っ
かけた高等戦術で、生徒を大いに湧かせたものだった。
昭和 30 年代には「蚊帳」がまだ普通に使われていた。
　2年の時、転入してきた生徒が自分の名前について
「尚孝のなおは和尚さんの尚、たかは親孝行の孝です」

と自己紹介すると、鈴木先生は「親不孝の孝でもある
な。親不孝はいかんぞ」と言った。次の時間、彼が同
じ自己紹介をすると、教室の後ろのほうから誰かが鈴
木先生の口真似で「親不孝の孝でもあるな。親不孝は
いかんぞ」と言った。みんなドッと笑った。A組は
才気煥発なクラスだった。みんな輝いていた。
　長友先生の授業は、真面目一方の正攻法で、ことある
ごとに「基礎、基礎」を強調。ある時、ホームルームで「君
たちは、仕事と酒と女で失敗しなければ、まともな人生を
送ることができる」と宣うた。一同ボンヤリ聞いていたが、
今にして思えば、それもまた人生の「基礎」、至言だった。
　ここで、私たちが在学した昭和 30 年から 33 年とい
う時期を振り返ってみる。それは丁度、戦後の混乱期
から高度成長期へと向かう狭間であった。入学した昭
和 30 年は、立川基地拡張反対の砂川闘争が起こり、
校舎の壁に「砂川の闘いに参加しよう」などというビ
ラが貼ってあった。社会科の川野健二郎先生に語気鋭
く質問を浴びせる生徒もいた。
　昭和 30 年の学卒初任給は約 7千円、都電が 15 円、
公衆電話は今と同じ 10 円だった。
　昭和 31 年の経済白書のキーワードは、あの「もは
や戦後ではない」。家庭電化時代の幕開けと言われ、
電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビジョンが「3種の神器」
ともてはやされた。石原慎太郎の「太陽の季節」が芥
川賞を取ったのもこの年。澤登校長は、朝礼で「くだ
らない小説だ。君たちは読む必要がない」とバッサリ、
教育者の面目躍如だった。
　私たちの卒業した昭和 33 年には、（当時の）皇太子
と正田美智子さんの婚約が発表され、ミッチーブーム
が起こった。聖徳太子の一万円札が発行されたのも、
この年のことだった。
　げにもげにも昭和は遠くなりにけり。
� （2020 年 5 月）

010A 昭和33年卒業写真
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　「よりによって、なんで、こんなところに来ちゃった
んだろう…あ〜あ、早く帰りたい、布団で寝たい」と、
夜毎テントの寝袋にくるまって朝を待った。ここは、
パキスタン北部カラコルムにあるバルトロ氷河上の
ベース地コンコルディア。標高 4,720m、外にはあの高
峰K2（8,611m）が凝然と佇んでいる。その勇姿を見
るために 82.3kmを 8日間かけて歩いて来た。

いざパキスタンへ
　2019 年 8 月 30 日、未だ見ぬ
遥かなるパキスタンの峰々、そ
の懐に抱かれたいと、ツアー
リーダーに率いられた女 6名男
7名の山仲間は、イスラマバー
ドへ飛び立った。
　インドとの国境紛争の絶えないカシミール地域に、
近時一般のトレッカーも入れるようになったのだ。わ
れわれ一行は、現地ガイドやポーター、キッチン担当、
馬使いなど約 80 名。三頭のヤギをひき連れて、意気
揚々と氷河末端の入山地アスコーレから歩き始めた。
　初日から 3日目までは、照りつける日射しの下、毎
日 10 〜 14km を漬物石のようなゴロ石に足をとられ
ながらアップダウンを繰り返した。現地ガイドによれ
ば、歩くルートは氷河の動きによって年ごとに変化す
ると言う。突然、50m 幅はあろうかと思われる水の
流れにぶち当たった。朝方はチョロチョロの流れも陽

が高くなって奥地の氷が溶けだすと急激に水量が増す
のだ。流れは激しく冷たい。男性陣は靴を脱ぎポーター
と手に手を取って膝上まで浸かりながら対岸へ。小柄
な女性はガイドにおぶさり、私は荷ほどきした馬の背
を借りて渡った。無事に対岸に着くと人も馬も足は
真っ赤。砂をかけて温める。
　やれやれ、とクッキーを頬張ったのも束の間、今度
は急登だ。インダス川支流、灰色のシガール川沿いの
断崖をカニの横這いのように進んだ。途中、馬の屍を
2頭も見ることになった。2カ月前に相次いで崖から
転落して動けなくなったそうだ。同行する馬たちは、
テントやカマド、燃料、食糧等の振分け荷物を運ぶ心
強い仲間だ。「みんな、足を踏み外さないようにね」と、
祈らずにはいられない。

水あたり
　緊張が続く一日が終わりテント場に着くと、追い抜
いていった足速のキッチンボーイが色水のような
ジュースを笑顔で差し出してくれる。川の水を汲み沸
かし、我々の命水になるのだが、透かして見れば少し
濁って浮遊物が漂っている。濾過するのも限界がある
から、仲間の大半は早々にこの硬水の洗礼を胃袋に受
けた。まだ先が長いのに、夕食のパキスタンカレーも
チャパティも皆がわずかしか口にできない。コックは
首を傾げ、日本人の口に合わないのか？と悩んでいた。

バルトロ氷河
トレッキング顛末

021G　鈴木（木村） 由美子

バルトロ氷河　トレッキングルートパキスタン地図

馬での荷物運び
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校友の精神を吾が
　4日目は休養日。日本人ガイドが持参した乾麺を茹
でて冷やしうどんを、コックが野菜のフリッターを作っ
てくれた。大歓声が上がり、歳を忘れて奪いあいの末、
あっという間に平らげてしまった。前日までの食欲不
振はどこ吹く風と大満足の昼食だった。この日、後半
戦に向けて体力をつけるため、道連れの山羊 3頭のう
ち 2頭をシメる。気配を察して動こうとしない山羊た
ちを屈強なポーターたちが川辺に引いていく。どのよ
うに捌くのか知りたくて、私も川まで降りて行った。
　折しも、パキスタンに来る 2カ月前、モンゴル草原
のど真ん中で、羊の捌きを見せてもらった。そこでは、
羊の腹から手を入れ大動脈をちぎり、一滴の血も大地
に流さず、ナイフと素手で無駄のない動きで解体して
いった。美味しいその肉を頬張ると、命を分け与えて
もらうことに謙虚にならざるを得なかった。
　ここでは、全く異なった光景を目の当たりにした。イ
スラムでは家畜に痛みを感じさせないように、致命的
な一撃を与えるという。ポーターは、山羊を抑えてナ
イフで頸動脈を切断した。飛び散る血飛沫。動かなく
なってから、お腹から内臓を取り出し、大量の食草を
蓄えた胃袋は中身を捨て、腸は中をこそぎながら綺麗
に洗う。解体した肉や内臓は、同行した全員で分かち
合い、ポーターたちは喜色満面でそれぞれの根城に持
ち帰り、得難い血肉の基にする。私もその晩、柔らか
く焼かれた肉を頬張り、アルハムッドリラーと神に感
謝した。

高峰群に囲まれて
　一日まったり休養した後はいよいよ氷河の上にあが
り、モレーン（氷河が削り取った岩や土砂が土手のよ
うに堆積しているところ）をいくつも超える。カラコ
ルムとはトルコ語で、「黒い砂利」という意味で、瓦
礫に覆われた薄黒い氷河が特徴だ。白氷の上をアイゼ
ンで引っ掻きながら歩くのではなく、凸凹の地表の
アップダウンを繰り返す。

　足元ばかりに気を取られて進んでいたが、見上げる
と、突如あたりの風景が一変していた。天に突き出る
ようなドラゴンタワー、振り向けばマッシャーブルム
をはじめ、ごつごつした 7,000m 級の山々がぐるりと
私たちを囲んでいる。雄大なパノラマの中で米粒のよ
うな私たちは、しばしその空気に身を任せ、天地創造
のダイナミズムを独り占めする。
　ここまで天候に恵まれ、7日間歩き続けたが、朝夕
の冷え込みは徐々に強くなった。それもそのはず標高
4,500m のゴレに到着。いよいよ核心部へ向けての 1
日が実に苦しかった。やっと土砂のモレーンから解放
されて白い氷河上を歩く。時折、氷塊が溶け出す爆音
を聞きながら、水筋を跨ぎ、上り下りをうんざりする
ほど繰り返す。息苦しくてリュックをおろしても、背
中に重圧感が残る。青い空をバックに山はあくまでも
凛とし、息をのむ絶景に身を置いているのに、「何だ
か変だ。どうしたんだろう」と自問自答を繰り返しな
がら、這うように最終目的地 4,600m のコンコルディ
アに足を踏み入れた。
　突然、今まで見えな
かったK2 が、目の前に
出現した。「やったー！」
威風堂々とした山容に向
かって歓喜の雄叫び。「あ
あ〜やっと来た！　あり
がとう、ありがとう」と
みんなで抱き合い、大パノラマを演出するブロード・
ピーク（8,047m）やマッシャーブルム（8,068m）の
大物脇役をも仰ぎ見て、大いなる感動に浸った。

まいった　高山病
　ところが達成感の昂りとは裏腹に体は鉛のように重
く、これまで胃薬とは無縁の人生を送ってきた自慢の
健胃がズシーンと痛む。顔は、アンパンマンのように
浮腫み、コンタクトすら外れない。私は自分の急変に
驚愕した。
　遅まきながら 60 歳を目前に登山を始めて 10 年目。
5,000、6,000m 級の山々にも登らせてもらったし、多
少の頭痛や下痢はあっても食欲が落ちることはなかっ
た。しかし、今回はダメだ。ダイアモックスを飲み、
水分をどんどん取って小水を出そうと思っても、全く
体がその気にならない。それでも夜半にテントを出て
用を足すが、溢れんばかりの満天のキラ星を見上げて
も、「ああ、こんな処まで、何で？　来ちゃったんだ
ろう」と気弱な呟きが口を衝いて出る。
　翌日は雪上の大広間コンコルディアに一日滞在、ブ威風堂々のK2
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ラブラ、ゴロゴロと雄大な自然の中でダレまくって過
ごした。ポーターやスタッフたちと彼らの家族のこと、
将来の夢、普段の暮らし、結婚について等々、身振り
手振りを交えての雑談のうちに自然とこの地の人々と
社会への関心が深まっていく。
　さて、11 日目から来た道を引き返す。これがさら
なる地獄の道程となる。すでに馬に乗って峠越えをす
る仲間もいたが、私は、もう少し頑張ってみることに
した。空は青く、山々は神聖な眼差しで私たちを見下
ろしている。もう来ることはないだろうパキスタンの
奥座敷、氷河の絶景を写そうとポケットの iPhone を
取り出したその瞬間！　動きが鈍っている手先から愛
用のおもちゃはあっという間に氷の裂け目クレパスに
吸い込まれていった。「数万年後に何処かで見つかる
かも知れないわー」と自虐的ツッコミを言いつつ、更
にだるくなった体を運ぶ。

馬上の人となる
　帰路 3日目、これ以上
ペースを乱すと仲間に迷
惑がかかるので、馬に乗
ることにした。「楽で
しょ？」「とんでもない！」
馬も立ち往生する急登と
下降の始まりだ。ジェットコースターさながらに馬上で
揉みくちゃにされ、その度に胃がキリキリ、でも少しず
つ馴れてくる。馬の動きを察知しアップダウンに合わ
せてバランスをとる。馬も苦しい、「がんばれ、いい子だ」
と声をかけながら18 歳の馬ボーイのナシームとの二人
旅。私の年齢を聞くので掛け値なしの実年齢を伝える
と、目を丸くして「僕のおばあちゃんより年上だ！」
　そりゃそうだ。山登りする年寄りの日本人をどう感
じたのだろうか。馬使いとしてこのルートに入るのが
3回目の彼は、9人兄妹のまん中で、シーズンオフは
村で母親の手伝い、畑仕事や妹弟の世話をしている。
馬は好きかと尋ねると、「もちろん！　もう一頭の馬
も僕が世話しているんだ」と誇りを持って語ってくれ
た。花々の全くないガレ場続きの道中は、こうして滅
多にできない体験のワクワクした帰路となった。
　2日間、馬の背を借りて再び隊列に戻り、その後 2
日間トレッキングを続けた。標高が下がるとアンパン
マン顔も元の小顔（？）に戻り、コンタクトの装着も
スムーズになった。それでも、胃袋は石のように重く
痛む。現地ガイドから特効薬をもらい、4時間程度痛
みから解放される。来た道を帰ることはわかっていた
が、なかなかなかなか距離が縮まらない。あと10キロ、

あと 5 キロとみんなそれぞれに消耗した体に鞭打っ
て、長い吊り橋を渡り、漬物石によろめきながら最後
の力を振り絞る。無事に下山し家に着いて登山は初め
て成功となる。明日のベッドとシャワーを夢見て、平
均年齢 73 歳男女は人生そのものの山道を歩いていく。

マッサラーマ（さようなら）バルトロ
　無事、出発地点アスコーレに戻り、ここで力になっ
てくれた現地スタッフとお別れだ。パキスタンでは都
市を除けば、女性は全く外で働いていない。家事と子
育て、畑と家畜の世話が役割だ。麦の収穫作業や子供
の手を引くベールで顔を被った女性を見かけるが、私
たちと顔合わせることはしない。小さな男の子を抱い
た 5歳位の女の子に写真を撮ってもいいかとカメラを
向けると、即座に首を横に振る。
　そんなムスリムの世界で、日本から来た高齢男女の
トレッキンググループはどう映ったのだろうか。ス
タッフに尋ねると「実際の歳を聞いて驚いているよ。
みんな強い、ミラクルだ。身体だって小さいし、食事
だって少ししか食べないのに、本当にタフだよ。こん
な遠くまで来てもらえて嬉しいし感謝している」多分、
そう言っていたと思う。「スズキさんは、iPhone を氷
河に置いてきたから、また取りにバルトロにおいでね」
の声に送られて、TOYOTAのランクルに揺れること
8時間、私たちはスカルド町のホテルに雪崩れ込むよ
うに身を投げた。
　それから三日後に帰国。やれやれと思うまもなくト
イレで飛び上がってしまった。黒色の排泄物だ。すぐ
さま医者へ駆けつけ、即胃カメラを飲むとみごとに広
範囲にただれていた。「急性胃潰瘍！です。手術にな
る寸前でしたよ〜」と言われ、おかゆが 4キロ減った
体にしみこんでいく。旅行中封印したビールやワイン
とは無縁の養生の日々を送ったのは言うまでもない。
なぜなら、1ヶ月後には次なる山登りヨルダンへの旅
立ちが控えているのだから。

天上の湖

馬上の渡河
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校友の精神を吾が

小石川と満州国

022A　青木 孝則

　初代校長・伊藤長七は、
1927 年にカナダのトロン
トで開催された国際教育会
議に出席。帰途にドイツを
経て、ソ連で開通したばか
りのシベリア鉄道に乗って
帰国した。亡き父、護は
1922 年に支那（当時の）
旅順で生まれ、4歳の時は
南満州鉄道金州駅近くの豼
子窩（ひしか）に転居しており、伊藤校長が大連まで
来ておればすぐ近くまで来たことになる。
　父は（1920 年設立の日露協会学校を前身とする）
ロシア語の専門学校、満州国立ハルビン学院の 4年次
徴兵による繰り上げ卒業者である。そのハルビン学院
の創設者・後藤新平は、伊藤長七を府立五中（都立小
石川中・高校）の初代校長に推薦した方である。
　このことを知った時、022A（1970 年卒）の担任だっ
た川野健二郎先生から聞いた話を思い出した。先生は
日本製鉄勤務中に徴兵され 1944 年に満州国牡丹江に
おられたとのこと、同じころ父も関東軍で同場所にい
たのだ。「袖振り合うも他生の縁」。先生はこの戦争が
終わった後日本はどうなるのか、自分は何をすればい
いのか、深く自問自答され、無事帰国出来たら教育者
になろうと思ったそうだ。そして小石川高校にやって
きたのだ。この話は、川野先生宅で同級生の水野創君
も聞いているので証人がいる。

　父は一度だけ高校の創作展に来たことがある。後藤
新平の話をし、「夢を食うというバクみたいな学校だ
な。学者や官僚になれたら名を残せるかもしれない
が。」という印象を語った。私は民間企業に就職し、
可もなく不可もない人生を歩み、今は親の遺産で生活
しており、正直、時々情けないと思っている。

　満州国がなぜ建国されたのか、その興亡の歴史は教
科書に譲るとして、この満州国で油田発見ないし撫順
炭田にある湯頁岩から石油を取り出して燃料を確保
し、来るべき大戦争に備えるため日本の国家予算をつ
ぎ込んでいたことに触れよう。
　父と3歳違いの叔父は現在の吉林省長春市にある新
京工業大学に1942 年入学した。化学科で、授業後に石
油抽出の研究の手伝いをしていた。叔父の自著『人生
80 年』を読むと、それが難作業であったこと、ついに
出来なかったことが書いてあった。戦後満州で大慶油
田が発見され、米国ではオイルシェールの実用化が可
能となった。これが戦争前にできておれば、無謀な戦
争をしなくて済んだのだと叔父から何回か聞かされた。
　叔父は帰国後、九州電力に勤め原子力発電に従事し、
定年後インドネシアでその仕事を継続した。国家プロ
ジェクトだったので、スカルノ大統領と写った集合写
真がある。前出の水野君の父君も会社は違うが電力会
社に勤めていたそうだ。
　ある時どこかで近親者や知人がほとんど起きない確
率で出会っているか、ニアミスをしている。そして高
い志があり、それを知ると親近感が増し、尊敬の念が
起きる。私にできること、いや、やらなければならな
いことは、このこと、人と人の縁の話を聞いてくれる
若い人、就中、自分の孫たちに伝えることだと思う。
　本稿は小石川同期の交流の場である日比谷「むつ新」
での会話が元になっています。また、私が締めている
母校のネーム入りのネクタイは、そこで偶然お会いし
た慶大ラグビー部の方から「小石川にゆかりのある人
へ差し上げたい」との申し出により頂戴しました。

野尻画伯（日野稲門会の先輩）作 ハルビン　聖ソフィア大聖堂（15年前に筆者撮影）
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一同窓生より小石川
の後輩の皆様へ

022C　蛭間 マサ子

　東京都立小石川中等教育
学校同窓生の皆様、お元気
でいらっしゃいますか。
　昭和 42 年 4月 1日東京都
立小石川高等学校入学、昭
和 45 年 3 月 14 日 卒 業 の
022C 組（馬上キミエ先生担
任）蛭間マサ子と申します。
　50 年以上前に駕籠町（現
本駒込）に学んだ、学校群の 1期生でございます。
　現在、新型コロナウイルス感染で、世界中が前代未聞
のパニックに陥っております。卒業式も出来ず、入学式
の目処も立たない現状に、少しでも後輩の皆様のお役に
立てればと寄稿を考えました。また、ズーッとご無沙汰
しておりました同級生の方々にも紙面をお借りしてご挨
拶が出来ればと思っております。志村けん氏（享年70才）
が昨夜亡くなったというニュース速報がただ今（この
PC入力中）流れ、人ごとではないという思いがよぎり
ました。

《私の経歴》
　この春、2020 年 3 月 16 日、大正大学大学院人間学研
究科社会福祉学専攻修士課程を修了致しましたこと皆様
に御報告申し上げます。
　私は、豊島区立日の出小学校（現在豊島区役所）、雑司ヶ
谷中学校、都立小石川高校、跡見学園女子大学を卒業後、
安田信託銀行（現：みずほ信託銀行）に入行、2011年 10月、
同行を定年退職しました。そのままスタッフとして 2012
年 3月まで勤務を継続しておりましたが、同月22日母が
軽い脳梗塞で倒れ、急遽、介護のため退職致しました。
　それから 3年 2ヶ月にわたる介護、看護を経て、母八
重は、2015 年 5 月 12 日東京都健康長寿医療センターに
て 95 才 8 ヶ月の天寿を全うしました。母は全く認知症
がありませんでしたが、胸部大動脈瘤切迫破裂で死の宣
告を受けてから、一人娘の私をおいていけないという強
い気持ちで 7ヶ月、要介護 5の状態で生ききってくれま
した。「私が旅立ったらメソメソ泣いていないで大学院
へ行って研究してくださいね」という言葉で、背中を押
してくれました。2016 年 4 月 1 日、私は大正大学大学

院に入学致しました。

　銀行員時代、リーマンショック、三行合併やユーロー
統一等残業に残業を重ね、帰宅は夜の 11 時前後の毎日
でした。まるで下宿人のような勤務でしたので、母が倒
れたときに急遽退職を決意致しました。母は自分が倒れ
ることまで気を遣うように、定年退職後の翌年 3月に倒
れたのです。
　銀行業務は、一部の調査部や審査部を除いて、大概の
部署は正確・迅速が求められます。私は、本店の福祉信
託管理部の運用課、それから証券管理部、海外資産管理
部を経験致しましたが、すべて本店内の業務で支店経験
もお金を扱ったことも、接客業務に携わったこともござ
いません。業務ではロンドン、ルクセンブルグ、香港、
ニューヨーク、シカゴ等の各支店や海外カストデイアン
（HSBC、RBC、SST、UBS 等）とのやり取りがありま
した。今、思い返しても、ヨーロッパは夕方 5時頃から、
ニューヨークは朝 7時頃から（いずれも日本時間）やり
取りが出来ますので、日本の 9時 5時の枠からははみ出
して、昨今の働き方改革とは無縁の忙しさでした。この
ように思う存分キャリアを積み、また、女性が働くこと
の厳しさ、楽しさを存分に味わいました。
　また、偶然にも同期に 022B の中澤秀雄氏、1期下に
は同じ 022C、つまりクラスメートの西牧靖生氏が勤務
していると入社数年後に知り、周囲からも珍しがられま
した。特に、クラスメートの西牧氏とは同じ部にもなり、
お互いが見える範囲で仕事をしたことは今思い出しても
高校時代を懐かしむ一頁となりました。更に、2 期下
S51 年入社で 023B 組の八島裕司氏が在籍し、中澤氏・
西牧氏・八島氏・蛭間の 4人で、銀行の「和風」という
行内報の『我ら仲間たち大いに語る』という企画に登場
したことがありました。

《「開拓」の思い出》
　懐かしむと言えば、在校中「開拓」という文芸クラブ
に入っていて、部長と夏休みに田端方面に広告取りに行
きましたが、真夏の暑い最中のため、部長が「蛭間さん、

開拓編集部　左端筆者
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校友の精神を吾が
暑いから一休みしていこうよ」と甘味処の伊勢屋に入り、
あんみつを頼み「これ、部費じゃないよ。僕のおごりだ
よ」とおっしゃったのは、同期生で今では歩く政治学者
と言われている東京大学名誉教授の御厨貴氏でした。
　もう 1話、おまけとして、確か高校 2年生の大雪の日、
江戸川橋に向かう都電は止まり、細々と護国寺に向かっ
て大雪の道を歩き出したのですが、一停留所も歩かない
うち、交番の前を通ると警察官が「まっ青な顔をしてい
るよ。少し休んでいきなさい」と交番内で休ませてくだ
さり、醤油が無くてねと言いながら、ソースを付けた焼
き餅をご馳走してくださいました。
　そんなほっとした折に、前を通りかかった部長（御厨
氏）が「蛭間さん、落としちゃったの？　部費落とし
ちゃったの？」と交番へ駆け込んで来ました。「部費？」
制服のジャンパースカートのポケットに、駕籠町かどの
富士銀行に預けるはずの部費 270,000 円を持っていたの
ですが、大雪に圧倒されてきれいに忘れていたのです。
警察官が「部長さんに持っていていただいた方がいい」
と部長に渡し、一件落着でした。それにしても、約 50
年前のこの金額、今思い出してもポケットに入れておく
ような金額ではありません。
　昭和 63 年 8 月 19 日には雑司ヶ谷そばの自宅が事故に
あい、勤務先や大学時代の友人、中学校の恩師には筆舌
に尽くしがたくお世話になりました。この事故のため、
高校のクラス会どころではありませんでした。

《後輩の皆様へ》
　お若い皆様に、目的を持っているならば大学院への進
学を是非お勧めします。必ずしも、新卒で入学する必要
はないと考えます。むしろ、数年ないし、しばらく働い
てから、あるいは定年退職後からでも、本人の向上心さ
え在れば、スタート時期はいつでもかまわないのです。
　銀行におりますときに、新卒の大学院卒の男性行員が
入行するのですが、理系の技術者は継続しますが、文系
の院卒は 1年たたずに辞めていくのです。「なぜだろう
か」という疑問が湧きました。なぜ、銀行業務に新卒大
学院が馴染まないのでしょうか？　その答えは、「研究
は深く、じっくり。銀行は正確、迅速。」銀行員から研
究の道に入ることは可能ですが、研究者から銀行員にな
ることは難しいと考えます。
　大学院での研究テーマは「『認知症の人と家族の会』
がもつセルフヘルプ・グループ機能と世話人の役割に関
する研究」です。3年計画で入学しましたが、2018 年 1
月 8 日に自宅で先行研究の入った段ボールに躓き転倒
し、全治 4ヶ月で 1月〜 5月まで登校禁止となりました。
元々、学部専攻が異なり社会福祉についての基礎がな
かったので、4年計画に変更致しました。
　同期は大正大学からの新卒 1名（僧籍の方）、上智大

学新卒の韓国からの留学生 1名、40 代の福祉施設勤務の
方 1名、そして私の計 4名でした。（男性 1，女性 3）概ね、
孫世代、嫁世代でしたが、皆様心温かく接してくださり、
母を旅立たせて 1年足らずで入学した私は、毎日大学院
へ通い、若い皆様との交流がとても楽しみでした。
　今は本当に若い皆様にとって、何を希望に、何を目的
にこの先進んだら良いのだろうかと悩まれることも多い
かと拝察致します。小石川の立志・創作・開拓の校風は、
すべてが自分で事を起こすことに通じると考えます。特
に、小石川高校を卒業後、大学に入学し、一流企業や医
師、弁護士など、それなりの地位を得ている方々は「ノー
ブレス・オブリージュ（高貴なる者の義務）」を果たさ
なければならないのです。後輩への手本として、自分さ
え良ければと言う生き方をしてはならないのです。
　ご自分の進路に悩まれる方、あるいは、ご両親や祖父
母の方が認知症で介護に悩んでいらっしゃる方、ご一報
をいただければ、同じ小石川高等学校に学んだ者として、
何かご一緒に考えることが出来ればと思っております。

　ほぼ 50 年前に小石川高等学校で学べましたこと、当
時の馬上キミエ先生、まるで大学の教授が学生に接する
ようにおおらかに接してくださった金津秀一郎先生、大
の苦手の数学でしたが三和一雄先生の授業は忘れられま
せん。ゴンジ、マンジャ等あだ名で呼ばれた先生方、銭
湯へ行くためにトコトコ歩いているとバッタリお会いし
た留岡先生、森下先生、懐かしく、すぐそこにお立ちに
なっているような気が致します。また、数学の橋本弘子
先生の弟様は橋本研二氏といって、跡見学園女子大学で
国文学の講義を受けましたし、英語の飯島周先生も小石
川から跡見へと不思議なご縁を頂きました。
　そして、私にとりましては、井上義夫校長は生涯の恩
人でございます。この方なくして、今日の私はあり得ま
せん。諸事情でクラス会や同窓会に全く出席することも
出来ず今日まで参りましたが、これからは少しでも社会
貢献できるように生きて参りたいと考えております。
　皆様、どうぞ時節柄お元気にお過ごしくださいますよ
うお祈り申し上げます。新型コロナウイルスが落ち着き、
お目にかかれる日を楽しみにしております。
� 2020 年 3 月 30 日記
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渾名はズバリ「下宿」

022E　小林 直樹

　灘校の国語教師に、既に
亡くなられたが、有名な橋
本武さんがおられた。中勘
助の小説「銀の匙」を用い
て授業をされ、随分マスコ
ミに取り上げられた。その
中勘助が若いある時期に、
長野県北信：信濃町の野尻
湖に浮かぶ周囲 1キロにも
満たないほどの小さな弁天
島で一時暮らしていたことがある。島の宇賀神社の社
務所に籠り、食べるものが少なくなると旗をふって、
対岸の農家の知人に知らせ、米、味噌、農産物を小舟
で届けてもらう。
　その時の様子が「島守」（しまもり）という日記風
の短い小説に書かれている。ちなみに「銀の匙」は野
尻湖畔の或る家で書かれたのである。同じく信濃町（柏
原）は江戸期の俳人：小林一茶の生まれ故郷でもある。
　野尻湖や一茶の生家まで車で 10 分程の所に私の生
まれた飯綱町がある。今は長野市の商業地域まで車で
10 分という立地だが、私が東京に来た頃は、まだ主
要道路が整備されず、長野までバスで 40 分、電車（当
時は汽車）でも 30 分余りかかって出かけていた。

　半世紀前、不意の発熱から病院で切歯扼腕しながら
県立高校の受験を断念した私は、一年後、そんな辺境
の地から東京にやってきて、神明町の都電の車庫前と
いう騒々しい場所にあった 2階建ての小さなアパート
から毎日歩いて通学したのだ。
　クラスの担任は古文の鈴木由次先生、部活から戻る
と近くの駒込商店街に買い物に出かける自炊生活に、
都会の級友たちからもらった綽名はズバリ「下宿」で
ある。四畳半、トイレは共同、風呂は銭湯といった、
まるで「かぐや姫」が唄う「神田川」の世界だった。
入学から数カ月後、同級生のN君から誘われ、私の
好きなカンツォーネの音楽イヴェントに連れて行って
くれた。そんなことから徐々に東京を身近に感じるよ

うになっていった。
　夏休みにバドミントン部の仲間たちが、私の田舎に来
て泊ってくれたことがあった。「夜空に星がこんなにた
くさんあるなんて信じられないなあ〜」と、仲の良かっ
たT君が心底驚いた様子で、長時間じっと見入ってい
たのを今でも鮮明に覚えている。彼は故人になってし
まったが、ご家族とは手紙のやり取りが続いている。
　大学卒業と同時にリュック片手に横浜港からナホト
カへ、ロシア経由でオーストリアに入り、ヒッチハイ
クで各国を歩きイギリスに到着した。ロンドンでは約
2年間パブなどで働きながら学んだ。この間、中学校
時代の友人が 2組、新婚旅行で立ち寄り食事に誘って
くれた。倫敦の下町の絵に描いたような貧困生活でも、
休日には好きなターナーの風景画を観に美術館に通う
意気軒高な青春時代だった。

　長野に戻ってすぐに家業を継ぐことになったが、30
代を迎えて一念発起し、早稲田大学に学士編入して長
野から通い、更に数年後、再度英国に行き、スコット
ランドの大都市エジンバラ近くの小さな町：カーコル
ディーのダウン症の学校「ロズリンスクール」を訪問
した。この時のことは、京都教育大学の野村庄吾教授
のご著書「スコットランドの小さな学校」（岩波新書
の一冊で現在絶版）の中に、他の地域の学校の様子と

022　バドミントン部　前列右端　筆者（卒業アルバムから）

信濃毎日新聞社での講演
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校友の精神を吾が

ともに描かれている。こんな腰の定まらない破天荒な
生き方は、小石川の自由で開放的な校風をそのまま受
け継いだ証といえようか。
　私は今、“信濃毎日新聞”の販売業、セブンイレブン、
薬業、書籍、文具・事務用品などを経営し、90 人余
りの従業員・パートさんと一緒に働いている。また、
地元では小学校 4校の統合検討委員会委員長、県関係
では長野県医薬品登録販売者協会理事をはじめ多くの
役職を兼ねながら毎日飛び回っている。
　ちょうど 10年前に、激しい流れの中にある小売店経
営のかじ取りが危ういと感じ、信州大学大学院でマーケ
ティングを学び直した。地域の現実は、やっとの思いで
修了した経営理論をすぐにそのまま応用できるほど容易
ではないが、学校の統廃合と跡地問題、商店街の振興
活性化など様々な活動に取り組んでいる。多くの人との
繋がりを含め、つくづく学んで有益だったと思っている。
　昨年、台風 19号で河川被害にあった長野にN君はボ
ランティアとして訪れてくれた。私が何とか高校時代の
クラス仲間とつながっていられるのは、こうした同級生
や恩師：鈴木由次先生の支えがあったればこそだと思う。

　さて、旅を重ね 50 歳にして故郷の柏原に戻った冬
に一茶が詠んだ句は「これがまあ　終（つい）の栖（す
みか）か　雪五尺」、五尺はおよそ 1メートル 50 セン
チ。行年 65 歳で亡くなった年に家が焼失し、移り住
んだ小さな平屋の土蔵が今も残る。この冬も土蔵は雪
ですっぽりと埋まっていたことだろう。
　降り積もった雪はやがて溶け出し、春になると周囲の姿
を一変させのどかで緑豊かな田園風景を創り上げる。リン
ゴの生産量全国2番目の長野県の中でも、味と品質では
飯綱町が秀でているとの評価をいただき、お米も特A米
でこれまた美味しい。農業と観光の町、人口11,000人程
の飯綱町で「小石川イズム」を四方八方にふりまいている。

（追記）
　4月 11 日に長野市内でも「新型コロナ」の感染者
が出たと新聞が報じました。長野という一地方でも急
速に脅威が増して、今は自身の身の安全をどう守るか
に全精神を集中しています。あらゆる会議、イヴェン
トが中止となり、周りの飲食関係者は悲鳴を上げてい
ます。このままの状況が続くようなら身近でも廃業、
倒産者が顕在化するでしょう。
　これから問題がどのような形で終息していくのか、
今は予測もつきませんが、かつて世界を襲った疫病を
知る私たち現代人はこれを素直に享受して、正しく身
を処していくしかないと思います。邪な考え方かもし
れませんが、この騒動が収まった時に不遜な方向に進
みつつあった世の中に新たな生き方が生まれてくるの
ではないかと密かに感じてもいます。その時は、金銭
が先導するのではなく、人間が主導し闊歩している姿
を見たいと私は正直思っています。�（2020 年 4 月記）

北西の眺望（北信五岳のうち左…飯縄（綱）山　中…戸隠山　右…黒姫山）

飯綱中学校にて（3年生のキャリア授業）
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そして私は歌っている、
愛と祈りを込めて、
それから

023C　滝口 由美子

　初めに、写真について述
べたい。梟が私の肩に止
まっている写真から。この
梟は、梟の資料館の館長
だった池澤清治氏の知人の
梟の子である。今から5、6
年前の写真だ。私は、幼い
頃から動物が好きなので大
変嬉しかった。
　赤いドレスの写真も、池澤氏が撮ってくださった。モ
ノクロの写真は、カメラマンの坂本忠雄氏が 1年前に
撮ってくださった。両写真とも、マイクを持っている私。
　私は今、様々な出会いを経て、シャンソン歌手として
歌っている。「人は、事実と真実の狭間で、自然に、そ
して、必然的に生かされている。時は、無常という魔法
をかけて、思い出を残して、過ぎていく。」これは、映
画「ひまわり」を歌う前に語った私の言葉だ。何故、私
は歌っているのだろうと。いつも不思議に思う。多分、
舞台で歌うことが私の生きる証なのかもしれない。
　私は、今まで自分の心に正直に生きて来れなかったの
かも知れない。度重なる不幸、挫折、不条理の最中にシャ
ンソンの師匠と出逢った。師は熱心に歌手への道を勧め
てくださった。私も自分の可能性に賭け、真剣に学び表
現者として自分を高めていきたいと思った。私だけの世
界、彩りを歌に込めることは、決して生易しいことでは
ない。経験から得た何か大きな力が必要だと思う。師匠
に付いて 4年後、突然、師匠が大病で倒れてしまった。
最早これまで……と思ったが、私を支えてくださった
方々の御蔭で独立し、独学で歌い続けることができた。
　時の流れは、止められない。人は有限の時の中で、
出逢い、別れを繰り返して生きている。否、生かされて
いる。これまで私は幾度、人生の岐路で選択し、流れ
てきたのだろう。
　幼い頃から諦観、孤独を感じ、自身の感情を抑えてき
た気がする。小中学校までは書道、ピアノ、読書、絵
画などによって内なる情熱をコントロールしてきたよう
に思う。高校時代の仲間は、皆、素晴らしい才能と人間

性を備えていた。
　校風には自由が溢れてい
た。自分で考えて行動し、
自己責任を持つことの大切
さも学んだ。
　私は小学校の頃から教師
になりたかった。そして、
私は高校教師（古典・現国・
漢文・書道）になった。そ
の後、時はさらに流れて、今は、歌っている。「人生な
んでも有り」ではないか。絶対と永遠は、有り得ない。
過去は決して戻らないし、未来はわからない。私は、再
生という言葉が好きだ。これまで人生の荒波を凌いでき
たし、これからも凌いでいくだろう。
　さて、小石川高校の同級生の結束は、固い。当時、
内気だった私は、その反動からかクラス会にはできる限
り出席させていただいている。ああ、こんなにも素敵な
仲間達と一緒に学んでいたのだと、いつも幸せな時間を
過ごさせていただいている。青春を共に過ごした仲間た
ちは、私にとって宝である。出逢えた縁に感謝し、皆に
「幸あれ」と、祈らずにはいられない。小石川高校は、
忘却の空の彼方から降り注ぐ輝きにも似ている。そして、
単に思い出だけでは終わらせない「勇気」をも与えてく
れる。
　人生は起承転結だと捉えると、彷徨い続けた私の人
生の結は、一体いつ訪れるのだろう。転（変わること）
を恐れず自由で未完成の私が、確かにここにいる。私の
結は、笑って死を受け入れることかもしれない。幻影と
現実は、表裏一体だと感じながらいつか死んでいく。ど
んな現実をも受け入れる柔軟な心を保ちつつ、「今が一
番」と言いたい。結局、幸せとは、命を輝かせることだ
と思う。私は、人のために微力ながら歌で尽くせたらと、
いつも願っている。美しい音楽と言葉によるシャンソン
を、皆様に届け続けたい。自分という唯一無二の命の
花を咲かせよう。結としての死が訪れるその瞬間は、今
日かもしれない。
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　故石川忠男君は去る一月十六日不帰の客となりまし
た。謹んで哀悼の意を表します。

　石川君とは昨年も何回か会う機
会がありましたが、肺がんの手術
を受けた体にも拘わらず、永年続
けているマスターズ水泳競技に相
変わらずチャレンジしている、元
気な姿を見せてくれていました。
その時は酒もタバコも美味そうに
味わっていました。愛煙家の彼は
体に悪いことは十分承知をしているが、家族や医者に
無理を言って、タバコを楽しんでいると話してくれたこ
とが思い出されます。
　私が彼と初めて会ったのは、小石川高校へ入学して
水泳部の活動に参加してからでした。以来 60 年にわ
たって親しい友人として付き合ってきました。水泳部
はオフシーズンでも陸上トレーニングということで、
毎日プールサイドで活動していましたので、一年中一
緒に過ごしたものでした。二年生になって、石川君が
キャプテン、私がマネージャーとなって部活を牽引し
ました。
　彼は進取の気質に富んでおり、生徒会役員選挙に立
候補して、会長となり生徒会活動にも尽力してくれま
した。その時は私も体育委員長として会長を補佐して
生徒会活動に加わったのでした。
　小石川を卒業した次の年の 1964 年、東大に入学し

た彼はどういう経緯か定かではありませんが、東京オ
リンピックの聖火リレーランナーに選ばれました。そ
のコースが学校横の白山通りを通るというので、水泳
部は総出で沿道から声援を送ったのも楽しい思い出で
す。その後、彼は東大から建設省、私は私大から民間
企業と途は異なりましたが、水泳部OBとして、彼は
自ら設立した竹早スイミングスクールを通じて水泳の
普及と競技者の発掘を、私は小石川高校水泳部OB・
OGの組織化（紫泳会）と、水泳を通じての付き合い
が続きました。そんな関係が 50 年近く続いたころ、
彼が紫友同窓会の会長に就任するので、是非応援して
やってくださいと紫泳会関係者から話があり、私も監
事として同窓会活動に加わることになり、石川君と共
に小石川創立 100 周年記念事業の準備に長期間にわた
り携わることとなったのでした。その 100 周年事業も
一昨年成功裡に終えることができ、祝賀会で共に祝杯
を挙げたことが、懐かしく思い出されます。
　別れはいつかくるものという常套句がありますが、
しばしのお別れです。そちらでピースを燻らせてゆっ
くりしていてください。いずれ私たちもそちらへ行く
定めです。
　石川君、近いうちにまた会いましょう。それまで元
気でいてください。

　元紫友同窓会会長　石川忠男さん（015A）は
2020 年 1 月 16 日、逝去されました。享年 75 歳。
　石川さんは栗田亘会長の後任として 2010 年 5
月に会長に就任され、2018 年 5 月に退任される
まで 8年にわたり創立 95 周年行事から百周年事
業に至る同窓会の運営にご尽力されました。謹
んで哀悼の意を申し上げます。� （紫友同窓会）

石川忠男君を送る言葉

（015F）　倉林 倭男

2017年　母校のクラブ活動支援、楽器貸与式にて 1964年東京オリンピック聖火ランナーユニフォームとトーチ

故　石川忠男元会長
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今、学校では今、学校では（2）
　令和元年 11 月 25 日（月）に、紫友同窓会から教育支援の貸与品を受け取りました。早速、それぞれの
部活動の生徒に引き渡しをさせていただきました。

早速使ってみました。ロボットの部品が学校で作れるので、これからどんどん使っていきます。今日（11/25）はもう少
し大きなものを作ってみます。一夜かかるので、仕上がりは明日の朝になりそうです。

　その他、生物研究会（デジタル顕微鏡）、卓球部（配球マシン）、男子バスケットボール部（ユニホーム）
を貸与していただきました。男子バスケットボール部は、週末の試合の際に早速着用したということでし
た。また、化学研究会や物理研究会は、早速、部活動で使用させていただきました。どの部活動もとても
待ち望んでいたようで、嬉しそうでした。ご支援に感謝します。

バレー部　アタック台

化学研究会（分光高度計）

物理研究会　物理チャレンジ2016　2017

化学研究会　カメラ・SDカード

物理研究会（3Dプリンタ）

物理研究会　レゴブロック

紫友同窓会からいただいた教育支援の貸与品について
（副校長より）

今まで諦めていた研究が進みそうと、
みんなで喜んでいます。
今日（11/25）は早速セットアップ
を行い、使用する順番を話し合いま
した。
（部員間で、使用順を巡ってバトルが
ありました。）
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今、学校では（2）
令和元年（2019）年度
PTA活動報告

令和 2年度 PTA会長　塩川 浩司

　2019 年度の小石川PTA会長は、前年の創立百周年
事業で尽力された石井利明さんから、長年副会長として
PTA活動を支えてきた水野忠知さんに引き継がれ、水
野会長を中心に1年間のPTA活動を行いました。
1．PTA懇親会
　6月6日（木）、文京グリーンコートのカフェテリアに
て実施。梅原章司校長先生をはじめとする先生なども多
数参加され、小石川中等教育学校に保護者として関われ
ている幸せをみなさん感じられたことと思います。個人
的には、通常親睦会にはお母さん参加者が圧倒的に多い
のですが、「妻から、代わりに出なさいと言われて…」と
いうお父さんを見つけてすぐに意気投合し、「PTA懇親
会って、本当に意義のある会だなあ」と感じた次第です。
2．体育祭支援
　体育祭が実施されるのは、まだまだ暑い時期です。「生
徒の熱中症対策のためにPTAとして支援できないか」
という声が上がり、実施しました。なにしろ千人の生徒
達にどうやって、給水活動を実施するのかが難題。タン
クと氷を用意して麦茶を作るなんていう案も
考えてみたのですが、最終的には水野会長の
ツテで、業者さんに冷たいポカリスエットを
当日昼に納入してもらい、各学年委員さんに
人数分（一人 2本）を各教室に届けていただ
きました。もちろん結果は大好評。一番懸念
されたのが、「生徒達によるペットボトルのポ
イ捨て」でしたが、これは事前にかなり注意
喚起したこともあり、「校内に1〜 2本あった」
との報告はあったものの、概ね大丈夫でした。
3．PTA研修旅行
　本年は、つくば方面への旅行を企画し、
JAXA筑波宇宙センター見学やビール工場訪
問などのバスツアーを組んだところすぐに応
募は満杯。「さあ行くぞー」と、10月12日に
向けてみんな期待に胸を膨らませていたので
すが、なんと不運にも台風が大接近。泣く泣
く中止とさせていただきました。
4．紫友同窓会様との懇親会
　6月15日（土）に紫友スタジオにおいて、
紫友同窓会役員の方々と、PTA役員のメン
バーで記念すべき第一回の懇親会が行われま

した。小石川OBさんとこのように交流をもてることは、
PTA活動のさらなる広がりを感じさせる会でした。また
紫友スタジオにおきましては、保護者有志で発行してい
る「こいしかわらばん」でもお世話になっており（写真
参照）、今度とも宜しくお願いいたします。
5．制服リサイクル
　年が明けて 2月15日（土）、前期生（1・2・3年生）
の合唱発表会に合わせて制服リサイクル配布会を実施。
今年も大成功で終えることができました。
6．PTA講演会
　今年は、戸叶会長の尽力により、オリナス株式会社代
表取締役の大関綾氏にご依頼させていただきました。小
石川在学中から起業をされていたという異色の経歴の大
関さんのお話が聞けるということで、保護者の期待も膨
らんでいたのですが、コロナの影響で 2月29日の講演
会は延期となりました。
　この他にも、各学年・各クラスのPTA会員が主体と
なった活動を開催しています。そして、福島PTA副会
長の言葉を借りるならば、「紫友同窓会とのつながりが
できた一年だった」ということです。実はPTA活動の
番外編なのですが、11月16日には紫友スタジオにおいて、
「小石川親父の会・発足準備会」なるものが開催されま
した。こちらの方でも現役・OB保護者と、小石川OB、
現役・OB教職員の皆様との親睦の和が広がっていけた
らなと考えております。
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●令和2年度転出・転入者等一覧
〈転出・退職者等〉

職 名 教 科 氏 名 転 出 先

副 校 長 主に前期課程 久
ク

保
ボ

　静
シズ

生
オ 中部学校経営支援

センター支所

教 諭 保 健 体 育 宗
ムネ

友
トモ

　雅
マサ

揮
キ

一橋高校

主 任 教 諭 保 健 体 育 百
モモ

瀬
セ

　絢
アヤ

子
コ

豊多摩高校

主 任 教 諭 理 科
（ 物 理 ） 金

カネ

田
ダ

　和
カズ

久
ヒサ

退職

専 修 実 習 助 手 理 科 中
ナカ

澤
ザワ

　三
サブ

郎
ロウ

退職

教 諭 英 語 尾
オノ

上
ウエ

　　 誠
マコト

退職

〈 派 遣 〉

主 任 教 諭 理 科
（ 生 物 ） 村

ムラ

澤
サワ

　　 匠
ショウ

深圳日本人学校

〈任用期間終了〉

臨時的任用教員 英 語 稲
イナ

葉
バ

侑
ユ

紀
キ

子
コ

任用期間終了

臨時的任用教員 英 語 伊
イ

折
オリ

　貴
タカ

司
シ

任用期間終了

〈経営企画室〉

主 事 奥
オク

倉
クラ

　智
トモ

恵
エ

向丘高校

主 事 中
ナカ

谷
タニ

　　 悟
サトル

一橋高校

司 書 中
ナカ

上
ウエ

　潤
ジュン

一
イチ 両国高校

両国高校附属中学校

技 能 主 事 石
イシ

橋
バシ

　明
アケ

美
ミ

水元特別支援学校

技 能 主 事 綱
ツナ

島
シマ

　哲
テツ

郎
ロウ

青山特別支援学校

〈転入者〉
職 名 教 科 氏 名 転 入 元

副 校 長 主に前期課程 赤
アカ

嶺
ミネ

　　 治
オサム

武蔵丘高校

教 諭 保 健 体 育 倉
クラ

橋
ハシ

　　 輝
アキラ

世田谷区立桜丘中学校

主 任 教 諭 保 健 体 育 氏
ウジ

田
タ

　朋
トモ

子
コ

戸山高校

教 諭 理 科
（ 物 理 ） 日

ヒ

野
ノ

　真
シン

吾
ゴ 富士高校

富士高校附属中学校

教 諭 理 科
（ 生 物 ） 佐

サ

野
ノ

　寛
ヒロ

子
コ

国際高校

専 修 実 習 助 手 理 科 武
タケトミ

冨かおり 日比谷高校

非 常 勤 教 員 公 民 佐
サ

々
サ

木
キ

博
ヒロ

一
カズ

小金井北高校

非 常 勤 教 員 情 報 山
ヤマ

田
ダ

　邦
クニ

吉
ヨシ

非 常 勤 教 員 数 学 渡
ワタ

辺
ナベ

　幸
ユキ

夫
オ

科学技術高校

臨時的任用教員 英 語 小
コ

林
バヤシ

　裕
ユウ

子
コ

〈経営企画室〉

主 事 知
チ

野
ノ

　弘
ヒロ

子
コ

向丘高校

主 事 下
シモ

村
ムラ

　有
ユ

加
カ

新規採用

司 書 村
ムラ

上
カミ

　眞
マ

知
チ

青山高校

　年に一度、同窓生ならだれでも気軽に母校に集う機会にと、例年、創作展の開催期間にあわせて
開催しているホームカミングデー・パーティー。今年は、残念ながら現時点での開催は未定です。今
秋のコロナ感染状況をみながら開催の可否、日程、場所を検討し、決定いたしましたら速やかに同
窓会HPにてご案内します。

2020 Homecoming Day Partyについて（開催未定）
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小石川での6年間
体育科　宗友 雅揮

　紫友同窓会の皆様、小石川中等
教育学校サッカー部に関わってき
た皆様、昨年までサッカー部の顧
問をさせて頂いておりました宗友
です。昨年で小石川中等教育学校
を 6 年間勤務して異動となりまし
た。このような状況下の中で皆様、
色々と大変かと思いますが、同窓会報の寄稿のお話を
頂いたので書かせていただきます。
　在籍していた 6 年間で色々なことがありましたが、6
年間で自分も学ぶことが多くありました。在校生や卒
業生に伝えたいのは「勇気が必要な方を選べ」という
ことです。生きていれば辛いことや苦しいことがある
のは当たり前です。本当に 1 人じゃ耐えられないよう
な時は助けを求める勇気、逃げ出す勇気が必要です。
待つことが勇気なら、待った方がいいです。捨てるこ
とが勇気なら、捨てたほうがいいです。迷ったら勇気
が必要な方を選びましょう。
　勇気のある選択は、必ず自分に必要なものが手に入
るはずです。それが自分の欲しかったものとは限りま
せん。それは自分が欲しかったものより大事なものだっ
たりします。皆さんはこれから些細な選択や、人生を
決定するような重要な選択をしなければいけません。
その時は勇気が必要な方を選んでみてください。きっ
と自分を大きく成長させてくれます。そしてサッカー
には自分を成長させてくれるものがたくさん詰まって
います。今できることを全力でやってください。そし
て全力でやった分だけ自分の糧になると思います。陰
ながら応援しております。
　そして紫友同窓会の皆様、6 年間本当にお世話になり
ました。なかなか良い成績を残すことができずに本当
に申し訳なかったです。ただ生徒たちはサッカーを通
して大きく成長できたのではないかと思います。それ
も紫友同窓会の皆様が活動を温かく見守ってくださっ
たからだと思います。自分も小石川で学んだ 6 年間を
生かして頑張っていこうと思います。また何らかの形
で小石川に関わっていけたらうれしく思います。本当
にありがとうございました。

旧職員だより

～出演予定～
■11月7日（土）　14時
横浜市招待国際ピアノ演奏会　横浜みなとみらい小ホール
出演：ケイト・リウ　ジャン・チャクムル　ダニエル・チョバヌ　桑原志織

■12月 19日（土）　13時
リクルートスカラシップコンサート　イイノホール

■'21年 2月 24日（水）19-20時
「上野deクラシック」リサイタル　東京文化会館（小）

♫皆様、いつも応援を有難うございます！
コロナで大変ですが、どうかお元気でお過ごし下さいますように♪

桑原志織
Kuwahara Shiori

'19年ブゾーニ国際ピアノコンクール（イ
タリア）第2位及びブゾーニ作品最優秀
演奏賞受賞。
マリアカナルス（'16スペイン）、ヴィオッ
ティ（'17イタリア）等の名門国際コン
クールに連続上位入賞。'18東京藝術
大学ピアノ科首席卒業。ベルリン芸術
大学国家演奏家資格課程留学中。

033E（担任：地学．土屋先生）桑原良子さん
（旧姓：鈴木／軟テ部）のお嬢様です

★皆様の応援をお願い申し上げます！（033E有志）★
桑原志織HP…https://shiori-kuwahara-piano.jimdo.com/
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●2020年度大学入試合格者数（現浪合計／現役）　� （4月14日段階）

国 公 立 大 学 現 浪 現 役
北 海 道 3 1
弘 前 1 0
東 北 1 0
群 馬 1 1
筑 波 4 4
埼 玉 1 1
千 葉 6 5
お 茶 の 水 女 子 1 0
電 気 通 信 1 0
東 京 10 10
東 京 外 国 語 4 3
東 京 海 洋 3 2
東 京 学 芸 1 1
東 京 藝 術 1 1
東 京 工 業 4 3
東 京 農 工 2 2
一 橋 8 8
横 浜 国 立 5 4
岐 阜 1 1
京 都 5 5
奈 良 女 子 1 1
国 際 教 養 1 1
東 京 都 立 1 0
横 浜 市 立 1 1
国 公 立 大 学 合 計 67 55

上記、国公立大学のうち、

医 学 部 医 学 科 5 2
北 海 道 1 0
弘 前 1 0
筑 波 1 1
千 葉 1 0
岐 阜 1 1

文部科学省所管外の大学校

大 学 校 現　浪 現　役
国 立 看 護 大 学 校 2 2
防 衛 医 科 大 学 校 1 1
合 計 3 3

私 立 大 学 現 浪 現 役
青 山 学 院 8 7
亜 細 亜 2 2
大 妻 女 子 3 3
学 習 院 6 3
学 習 院 女 子 2 1
神 奈 川 1 0
神 田 外 語 2 2

北 里 3 1
共 立 女 子 1 1
慶 應 義 塾 37 31
國 學 院 1 0
国 際 医 療 福 祉 2 2
国 際 基 督 教 5 5
国際ファッション専門 1 1
国 士 館 2 1
駒 沢 女 子 1 1
実 践 女 子 1 1
芝 浦 工 業 9 7
順 天 堂 4 4
上 智 19 18
昭 和 1 1
昭 和 女 子 6 5
白 百 合 女 子 1 0
成 蹊 6 3
成 城 2 2
大 正 1 1
大 東 文 化 4 2
玉 川 2 2
千 葉 工 業 17 7
中 央 37 29
津 田 塾 3 3
帝 京 3 2
デジタルハリウッド 1 1
東 海 3 2
東 京 医 科 1 0
東 京 家 政 3 3
東 京 女 子 5 3
東 京 都 市 5 0
東 京 農 業 9 3
東 京 理 科 46 39
東 邦 1 1
桐 朋 音 楽 1 1
東 洋 8 7
獨 協 5 3
二 松 学 舎 2 2
日 本 11 7
日 本 医 科 1 0
日 本 女 子 9 9
フ ェ リ ス 女 子 1 1
文 化 学 園 2 2
法 政 29 21
星 薬 科 7 6
武 蔵 2 1
武 蔵 野 3 3
武 蔵 野 美 術 4 4
明 治 49 36

明 治 学 院 6 3
明 治 薬 科 4 2
立 教 31 22
早 稲 田 59 56
立 命 館 5 2
近 幾 1 0
関 西 1 1
私 立 大 学 合 計 508 389

上記、私立大学のうち

医 学 部 医 学 科 8 4
国 際 医 療 福 祉 2 2
順 天 堂 2 2
東 海 1 0
東 京 医 科 1 0
日 本 医 科 1 0
近 畿 1 0

海 外 大 学 7 5
University College 
London（英） 1 1

Kingʼs College 
London（英） 1 1

Birmingham（英） 1 1
Lancaster（英） 1 1
Sussex（英） 1 1
Minerva Schools at 
KGI（米） 1 0

Colby College（米） 1 0
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Ⅰ－1．収支総括� （単位：円）

30 年実績 2019 年度予算 2019 年度実績 予算比（実績－予算） 備　考
前期繰越金（A） 26,438,007 25,547,456 25,547,456 0
当年度収入計（B） 6,998,982 7,361,000 6,687,977 － 673,023
総収入合計（C＝A＋ B） 33,436,989 32,908,456 32,235,433 － 673,023
年度支出合計（D） 7,889,533 7,575,560 6,803,955 － 771,605
次期繰越金（E＝ C－ D） 25,547,456 25,332,896 25,431,478 98,582
当年度収支（F＝ B－ D） － 890,551 － 214,560 － 115,978 98,582

Ⅰ．2019年度収支実績� 2020 年 3 月 31 日

●紫友同窓会2019年度決算報告ならびに監査報告

� （単位：円）

科　　目 金　　額 備　考 科　　目 金　　額 備　考
資産の部 負債・正味資産の部
　流動資産 58,139,481 　流動負債 32,708,003
　　現金預金 58,139,481 　　基金寄付預り金 32,708,003 基金寄付未精算額

　正味資産
　（前期正味資産） （25,547,456）※ 2
　（当期正味資産増減）（－ 115,978）※ 3
　当期正味資産 25,431,478 ※ 4

資産の部計 58,139,481 ※ 1 負債・正味資産の部計 58,139,481

Ⅱ．2019年度貸借対照表

� （単位：円）

科　　目 金　　額 備　考 科　　目 金　　額 備　考
資産の部 負債・正味資産の部
　流動資産 42,123,844 　正味資産
　　現金預金 9,415,841 みずほ /紫友会寄付預り口座 　　前期正味資産 49,507,026
　　未収金 32,708,003 寄付未精算額（同窓会預り分） 　　当期正味資産増減 － 7,383,182

　　当期正味資産 42,123,844
資産の部計 42,123,844 負債・正味資産の部計 42,123,844

Ⅱ．2019年度貸借対照表

Ⅰ－2．収入� （単位：円）

収入内訳 30 年実績 2019 年度予算 2019 年度実績 予算比（実績－予算） 備　考
i）年度会費 5,816,000 6,200,000 5,464,000 － 736,000 納入者　2732 名（対象者約 19000 名）
ii）入会金 906,000 900,000 888,000 － 12,000 第 9 回中等教育学校卒業生 148 名
iii）利息 982 1,000 977 － 23
iv）寄付 31,000 0 0 0 基金募金は基金事業特別会計に計上
v）広告料 245,000 260,000 335,000 75,000 会報掲載広告
当年度収入計（B） 6,998,982 7,361,000 6,687,977 － 673,023
前期繰越金（A） 26,438,007 25,547,456 25,547,456 0 ※ 2
総収入合計（C＝A＋ B） 33,436,989 32,908,456 32,235,433 － 673,023

Ⅰ－3．支出� （単位：円）

支出内訳 30 年度実績 2019 年度予算 2019 年度実績 予算比（実績－予算） 備　考（H30 年度）

局
運
営
費

交流局（基金会計）
6,200 ③紫友さろん部会
32,600 ④ネットワーク部会
4,951 ⑦伊藤長七研究部会

部活後援局 0 15,000 0 － 15,000

広報局 26,598 38,000 27,878 － 10,122 ①会報部会
2,000 0 0 0 ② HP部会

資料局 0 8,000 0 － 8,000
特別委員会（基金会計） 0 ⑤周年行事部会
該当局なし 16,832 0 0 0 ⑥校歌祭部会（退会）

事務局

10,134 20,000 0 － 20,000 ⑧総務部会
・総務部会
・紫友財団分科会
・セミナー分科会
・アーカイブス分科会

小計 99,315 81,000 27,878 － 53,122

事
業
費

交流局（基金会計）
0 （4）紫友セミナー

29,750 （7）ホームカミングデー
0 （12）歓迎会・交流会

部活後援局 0 0 0 0

広報局 1,954,800 1,845,200 1,782,000 － 63,200（1）会報作成
0 0 0 0（3）不明者一覧印刷

資料局 0 30,000 0 － 30,000 資料デジタル化、プロバイダー・サーバ利用料
特別委員会（基金会計） 1,000,000 （11）周年積立て
該当局なし 60,000 0 0 0（5）校歌祭分担金（退会）
該当局なし 26,750 0 0 0（8）春の芸能祭（終了）

事務局

561,366 570,000 563,323 － 6,677（2）名簿システム
150,100 155,000 143,450 － 11,550（6）卒業記念品
23,431 25,000 21,685 － 3,315（9）IT関係
100,000 200,000 80,000 － 120,000（10）東洋文庫会費

小計 3,906,197 2,825,200 2,590,458 － 234,742

事
務
運
営
費

1．人件費 1,134,338 1,200,000 1,129,826 － 70,174 事務局員報酬（常勤 2名、非常勤 2名）

2．消耗品備品費 1,040,758 1,055,000 1,042,598 － 12,402
会報宛名印字、不明者一覧印刷、封入袋（広
報局 57.9 万、PC/WLAN/ コピー機関連、
プリンタ関連（事務局 47.6 万）

3．光熱費 29,063 30,000 27,611 － 2,389 事務局電気料金

4．郵送料 1,219,783 1,409,360 1,399,681 － 9,679 会報発送・封入セット（広報局 133.9 万）、委員会案内状発送、切手、他（事務局 7万）
5．電話代 67,305 70,000 70,838 838 事務局電話料金
6．振込手数料 287,382 300,000 425,262 125,262 郵便振替、銀行振込、自動引落手数料他（事務局）
7．会議費 62,131 60,000 63,249 3,249 評議委員会懇親会費用補填、茶菓等（事務局）
8．慶弔費 36,061 30,000 26,554 － 3,446 弔電、供花（事務局）
9．交通費 0 5,000 0 － 5,000 事務局員交通費
10．雑費 7,200 10,000 0 － 10,000 印紙代、卒業アルバム、合鍵等（事務局）
小計 3,884,021 4,169,360 4,185,619 16,259

予備費（百周年除く） 0 500,000 0 － 500,000 PTA研修旅行補助等（事務局）
当年度支出合計（D） 7,889,533 7,575,560 6,803,955 － 771,605
次期繰越金（C－D）＝ E 25,547,456 25,332,896 25,431,478 98,582 ※ 4
再計（D＋ E） 33,436,989 32,908,456 32,235,433 － 673,023
当年度収支（A－D） － 890,551 － 214,560 － 115,978 98,582 ※ 3

当期正味資産（次期繰越金）の内訳　� （単位：円）

内　訳 金　額
預金　みずほ銀行 21,812,255

内訳（定期預金） 11,000,000
（普通預金） 188,972
（普通預金） 10,044,424
（普通預金） 578,859

貯金　郵貯銀行 36,327,226
内訳（郵便貯金） 4,500,642

（郵便振替） 31,826,584
預貯金合計 58,139,481
資産合計（次期繰越金） 58,139,481 ※ 1
（注）この他に、紫友スタジオ分敷金 322,224 円がある。

2019 年度会計の原簿及び諸証拠書類を照合した結果、正確に処理されていることを認めます。

2020 年 6 月 19 日
監　事　　鈴　木　由美子　㊞　　　　監　事　　伊　藤　みどり　㊞
監　事　　月　田　陽　子　㊞

以上の通り報告いたします。

2020 年 6 月 19 日
会長　　戸　叶　司武郎

当期正味資産（次期繰越金）の内訳　� （単位：円）

内　訳 金　額
預金　みずほ銀行 9,415,841

内訳（普通預金：寄付預り口座） 9,415,841
預貯金合計 9,415,841
その他資産 未収金 0
資産合計（次期繰越金） 9,415,841

2019 年度会計の原簿及び諸証拠書類を照合した結果、正確に処理されていることを認めます。

2020 年 6 月 19 日
監　事　　鈴　木　由美子　㊞　　　　監　事　　伊　藤　みどり　㊞
監　事　　月　田　陽　子　㊞

以上の通り報告いたします。

2020 年 6 月 19 日
会長　　戸　叶　司武郎

Ⅰ．2019年度収支実績� 2020 年 3 月 31 日

1．収入� （単位：円）

収入内訳 百周年事業
累計実績

2019 年度
予算

2019 年度
実績

予算比
（実績－予算） 備　考

寄付金 101,351,677 6,000,000 5,047,140 － 952,860
利息 158,117 160,000 136 － 159,864 紫友会口座、特別会計口座
収入計（A） 101,509,794 6,160,000 5,047,276 － 1,112,724

前期繰越金（B） 4,000 49,507,026 49,507,026 ※�百周年繰越金、含特別会計（長七 /周年）
残金

収入総計
（A＋ B）＝ C 55,667,026 54,554,302 － 1,112,724

※百周年募金：49,137,713 円、長七フォーラム：258,572 円、周年行事：110,741 円

●2019年度基金事業に関する決算報告書

2．支出� （単位：円）

支出内訳 百周年事業
累計実績

2019 年度
予算

2019 年度
実績

予算比
（実績－予算） 備考

局
運
営
費

①交流局 2,525,750 436,000 175,205 － 260,795 旧百周年事業企画委員会（交流室）
②教育支援局 42,644 40,000 6,328 － 33,672 旧百周年事業企画委員会（教育支援）
③環境企画局 35,967 160,000 0 － 160,000 旧百周年環境企画委員会
④基金局 5,124 35,000 8,938 － 26,062 旧百周年募金委員会
⑤�特別委員会（百年史
残作業） 127,716 19,000 0 － 19,000 旧百周年事業企画委員会（学校正史・みん百部会残作業）

小計 2,737,201 690,000 190,471 － 499,529

事
業
費

①交流局 2,318,401 2,766,000 1,973,919 － 792,081 旧百周年事業企画委員会（交流室）
②教育支援局 8,685,785 7,030,000 5,779,098 － 1,250,902 旧百周年事業企画委員会（教育支援）
③環境企画局 2,167,215 430,000 405,687 － 24,313 旧百周年環境企画委員会
④基金局 4,491,150 120,000 81,000 － 39,000 旧百周年募金委員会
⑤�特別委員会（百年史
残作業） 16,715,780 6,700,000 3,024,720 － 3,675,280 旧百周年事業企画委員会（学校正史・みん百部会残作業）

小計 34,378,331 17,046,000 11,264,424 － 5,781,576

事
務
運
営
費

1．人件費 819,260 1,372,000 703,494 － 668,506 事務局 1人（常勤 1名 70 万）、交流室（紫友スタジオ管理人 67.2 万）

2．OPP封筒代 939,067 45,080 15,040 － 30,040 学校正史（1600 部：1.5 万）、みん百（1600部：1.5 万）

3．宛名台紙作成・印刷費 0 206,726 53,363 － 153,363 学校正史（1600 部：5.4 万）、みん百（1600部：5.4 万）

4．封入作業費 0 89,460 42,460 － 47,000 学校正史（1600 部：4.3 万）、みん百（1600部：3.2 万）

5．局出し費用・郵送料 1,940,384 592,106 141,053 － 451,053 学校正史（1600 部：14.1 万）、みん百（1600部：14.1 万）
6その他経費 209,802 74,670 20,153 － 54,517 消費税（学校正史 2.1 万、みん百 2万）
小計 3,908,513 2,380,042 975,563 － 1,404,479

予備費 0 500,000 0 － 500,000
当年度支出合計（D） 41,024,045 20,616,042 12,430,458 － 8,185,584
次期繰越金（C－D）＝ E 35,050,984 42,123,844
再計（D＋ E） 55,667,026 54,554,302
当年度収支（A－D） － 14,456,042 － 7,383,182

会員の皆様へ
　通常は、例年 5月に開催される評議委員会において表記決算報告並びに監査報
告を議題として、審議、承認をいただくことになっております。
　本年度は評議委員会の開催が延期されておりますので、6月 19 日に実施した決
算監査の報告のみ記載いたします。予算はHPでご覧下さい（事務局）

営業時間
平日 11：00～22：30　土日 11：00～22：00

〒113-0021  東京都文京区本駒込6-2-2
大和郷ビル1F
三田線千石駅A4口徒歩2分　JR巣鴨駅徒歩6分

千石中華
☎03-5976-1220
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役員の20％以上、又は評議委員の10％以上、若しくは正会員の2％以上の要請で開催

特 別 総 会 （最高議決機関）

同窓会活動の方針、決算および予算の議決　役員の選任

評議委員会 （議決機関）

（議決機関）
役員で構成　理事・局長会からの提案を審議
評議委員会の議案作成

理 事 会

局 長 会 〔執行機関〕会長・副会長・局長・副局長で構成　各局の連絡調整、議案作成

紫友交流室、クラス連携、周年行事、地域連携、国際交流
交 流 局 同窓生の人材交流を促進する

留学支援、設備貸与、教育環境改善支援
教育支援局 現役生の教育支援を行う

教職員・生徒やPTAと連携して、「杜プロジェクト」を遂行する
環境企画局 杜プロジェクトの継続推進

同窓会活動を資金面で支える、各種基金の企画・運営・管理
基 金 局

現役生支援窓口、OBOG会活動を横断的に活性化
部活後援局 部活動での交流、支援を行う

会報、HP、メルマガ、FB、twitter
広 報 局 同窓会活動への関心を高める

資料室管理、デジタル年史制作、デジタルアーカイブ維持管理
資 料 局 同窓会活動の歴史を記録する

同窓会会計　対象局基金会計　対象局

伊藤長七研究委員会

同窓会と連携して母校の支援を行う

一般財団法人　紫友会

事務全般、総務庶務、法務対応、議事録・文書作成、
一般会計管理、同窓会名簿管理、情報管理

事 務 局

次の百年を担う人材の育成
●同窓生の人材交流
●現役生の教育支援

組 織 図

紫友同窓会　新組織図

紫友同窓会　役員一覧（敬称略）　　2020/6/30 暫定

理　事 031D 清水�茂 ○
理　事 031G 関口�健勇 ○
理　事 032I 富田�晴彦 ○
理　事 035C 虫明�智恵子
理　事 035D 河村�英敏 ○
理　事 035G 安藤�眞規子
理　事 035G 松本�好史
理　事 039J 久光�一誠
理　事 056C 梶田�真里
理　事 064B 渡邉�和眞
監　事 021G 鈴木�由美子
監　事 028E 伊藤�みどり
監　事 029B 月田�陽子 ○

役員 評議委員
会　長 027C 戸叶�司武郎
副会長 022E 並木�隆 ○
副会長 025I 岩瀬�惠子
副会長 028C 小堤�康史
副会長 031H 尾名高�勝 ○
副会長 040G 中代�次郎 ○
理　事 017A 高井�俊成
理　事 017D 柴田�知彦 ○
理　事 018I 河井�興正
理　事 019E 伊藤�正俊
理　事 019E 高橋�俊一 ○
理　事 022D 杉渕�武 ○
理　事 024H 清水�透

任期について
　新任者・再任者　⇒新規約第十六条と第十七条の規定に従い、2年 /期（通算 3期まで）とする。
　留任者　⇒現規約第 14 条 2 項の規定に従い、3年 /期とする。（再任時は新規約に準拠）

参与について
　新規約では「参与」の規定がなくなり、第十九条に新たに「副理事」の規定が設けられたので、別途、理事会で副理事の選任
を行います。（主に「参与」の方が副理事に就任すると想定）
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　「みんなの百年（略称みん百）」は全ての学年から原稿を頂き、みんなで小石川の百年をアーカイブする百周年
記念誌です。五中・小石川百周年で累積弐万円以上の御芳志をお寄せくださった同窓生には感謝の気持ちとして、
異なる視点から制作した「百年の系譜」「学校正史」「みんなの百年」の年史三点と、野老朝雄さん（040E）デザ
インの「パターンマグネット（特別バージョン）」をプレゼントすることをお約束しました。本来ならすでにお
手元にある「百年の系譜」「学校正史」などと一緒にお届けするべきところでしたが、みん百は原稿収集と編集
作業に想定外の時間が掛かり、まだ皆様にお送りできないことをあらためてお詫び申し上げます。もうしばらく
のご猶予をお願い致します。
　各学年の原稿をほぼ全学年から頂くことができ、ご協力に感謝申し上げます。編集チームは作業の遅れを挽回
すべくがんばってまいりましたが 2019 年度中の刊行を断念し、2020 年 6 月下旬の完成を目指しました。しかし
新型コロナウィルスの影響などが想定以上に重く、今秋以降の完成になってしまうことをお詫びと共に皆様にご
報告致します。いただいた原稿をデザインした誌面、校正箇所の確認等については各学年の編集ご担当に順次ご
連絡差し上げていますが、もしまだ連絡を受けていないかたはいましばらくお待ちいただくとともに、みん百編
集担当までお問い合わせ頂ければ幸いです。
　みん百は各学年A4で 2 ページ見開きの構成で、左側には当時の基本データを、右側にはご提供頂いた原稿に
デザインを施した学年オリジナルページを配した計 200 ページを編集中です。大正・昭和時代初期に該当する高
齢の学年ページは、みん百編集チームでデジタ
ルアーカイブや紙資料を探したり、同窓生のご
遺族から写真や資料をお借りして原稿を執筆致
しました。各学年の左側ページに掲載する基本
データの執筆や、コラムの記事・原稿もみん百
拡大編集チームによって制作致しました。
　みん百の右ページは小石川らしく、学年に
よって内容も雰囲気もバラエティに富んでいま
す。こんなにも遅れているのに不謹慎な発言を
なにとぞご容赦頂き、みん百の完成をぜひ楽し
みにお待ち下さい。

『みんなの百年』制作状況のご報告
2020 年 7 月 1日　紫友同窓会会長　戸叶 司武郎

住職　関口健勇（031G）
【立應寺（りゅうおうじ）住所】 

東京都足立区大谷田2-21-13
（最寄駅はJR亀有）
TEL　03-3605-8250

日蓮宗 立應寺（りゅうおうじ）

仏事全般　所願ご祈祷　本堂葬できます
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06F組大野会

　2019 年 10 月 24 日に恒例の 06F 組クラス会大野会
を開催しました。
　例年は 4月第 4木曜日が開催日ですが 06 同期会が
3月 1 日にあったので半年ずらしたのですが参加者は
7名でした。
　僅か 7 名ですが卒業 65 年が経ち、83、4 歳になる
のですからよくぞこの歳まで頑張ったものです。今回
欠席者の中には足腰が弱って外出がままならぬ、耳が
聞こえ難いと言う人なども数人いますから久し振りの
顔合わせが出来たのに残念です。
　思い返せば、昭和 55 年のたまたま卒業 25 周年の年
に会社の地方勤務から東京に戻り、担任だった大野慎
一郎先生が東京都教育指導部長をされているのを知り
お訪ねし、クラス会開催をご希望になったのがきっか
けで世話役を仰せ付かりました。以来、毎年開催し、
先生がご他界になってからも継続して気がつけば 40
年が経っていたと言う次第です。
　クラス会は止めても 2ヶ月毎に二木会（にもくかい）
と名付けて級友に会えるのを楽しみにしています。
� 増井　良司　記

同期会・クラス会

写真左から増井、高原、正野、廣瀬、江原（三浦）、石田（米山）、正月（田畑）

07H組のクラス会

　2019 年 9 月 11 日に小石川高校 07 回 H組のクラス
会を新橋駅近くの中華料理「新橋亭」で開いた。我々
は、昭和 27 年入学、同 30 年卒業（元は男 36 名女 13 名、

途中編入 1 名）で、現在（2019 年 9 月）の生存者は
31 名（男 24 名女 7名）で、全員が 82 歳以上となった。
　当日参加した者は青柳紀正、石井清、大塚正彦、小
貫伸一、木村準一、篠崎雅美、高桑昭、横瀬弘志、横
田保の 9名。この種の集まりでの話題は自分たちの健
康や病気の状況、孫のこと、懐旧談などで、今回もご
多分に漏れなかったが、卒業後の進路、職業、社会的
地位にかかわらず、話は盛り上がって予定の 2時間は
すぐに過ぎてしまった。
　夏場のクラス会は 10 年ほど前の 8月 5 日に外国に
永住する某氏の日本滞在の時期に合わせて始められた
が、この時季は酷暑、各人の都合により集まりにくい
ため、しばらく前から 9月の第 2木曜日に移した。そ
れでも暑いので、来年（2020 年）は 9月の 23 日に同
じ「新橋亭」で集まることにした。多くの方の参加を
期待している。
　なお、この一年間に杉谷英世、稲崎邦雄、小林稔の
3氏がこの世を去られた。出席者一同慎んで哀悼の意
を表した。� （文責　高桑昭）

012E　クラス会

日　時：2019 年 6 月 22 日（土）12 時〜 14 時
会　場：「丸八寿司」（巣鴨駅　南口　正面）
終了後：近くの喫茶店で懇親二次会
出席者数：10 名　　幹事：庄司興吉、前川英樹

　クラス会参加者は、顔ぶれが少し入れ替わりました
が、昨年と同じ人数でした。卒業時は 52 名の仲間で
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齋藤　大野　柴田　高和　高多　小野　横堀　吉田　飯田　目澤　鶴見　横山　石塚
　　　　　　　　　　　　　 北岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山

岩田　飯島　樺山（本田）　阿部（栗山）　大竹（森田）　篠崎　小久保（飯島）

したが、13 名が逝去、7名は連絡が取れない状態です。
亡くなった友がまた増えました。残念です。欠席者は
体調不良という人が多くなりました。例年は、母校訪
問と六義園散策などを楽しむのですが、天候芳しから
ず、今年は諦めました。
　昨年の報告にも書きましたが、私たちのクラスは、
定例のクラス会のほかに、各自が「卒業後何をしてき
たか、何を考えてきたか」などを語り合う〈茶話会〉
を年に数回開いています。毎回10名ほどが参加します。
　これまでに、テレビ、電力、自営、銀行、Jazz、製
鉄とスパコン、太陽光発電と工作教室、市民社会と社
会学、新聞、流通業、心理学、一族の歴史と会津藩、
中学校理科教員、田舎暮らしの文筆業、女性と囲碁将
棋の世界、などの話題提供があり、今年に入り第 2ラ
ウンドとして、社会学Ⅱ、テレビと私Ⅱ、と続いてい
ます。次回は原子力Ⅱの予定です。
　「茶話会」とクラス会と両方やるのはどうかという
意見交換がありましたが、それはそれこれはこれ、と
いうとで、クラス会継続ということになりました。

013回G組　喜寿記念同期クラス会

　小雨模様の令和元年 12 月 7 日（土）12 時から、小
石川高校 013 回 G 組のクラス会が、母校に隣接する
文京グリーンコート内「トラットリアイタリア」にて、
旧友 22 名の参加のもとに開催されました。
　前年の平成 30 年 3 月 11 日に同会場にて行いました
クラス会の散会のおりに、2年後に喜寿の会を開催す
ることを申し合わせての開催です。
　前年のクラス会直後に唐木田才也君の訃報に接しま
したが、この度、石塚君から詳報を頂けました。改め
て、追悼の意を表します。
　出席者の多くが既に喜寿を迎えられた昨年は、令和
改元の年に当たり、感慨深いものを感じます。過ぎし
平成の 30 年を振り返り、参加者による近況のご報告
と共に、令和新時代に向けて、後進の方々への抱負や

お考えが紹介されました。
　かつて旭化成㈱に在職されていた鶴見君から、3日
後の 12 月 10 日に迫った吉野彰氏のノーベル賞受賞秘
話を聞く事ができました。
　また、昨年 3月に東洋大学で催された五中の初代校
長伊藤長七先生の研究会のことにも触れられました。
　本校の校是でもある「立志・開拓・創作」は、令和
新時代の日本人の精神でもあることをそれぞれの胸に
刻み、次回に繋げたく、1年半後の開催を申し合わせ
ました。
　同期 G組の皆様、健康に留意され、くれぐれもご
自愛下さいますように。� （飯田　汎　記）
　令和元年 12 月（幹事：阿部エツ・飯田　汎・斎藤
靖男・目澤省吾）

015E組クラス会「やもり会」

　後期高齢 75 歳到達を記念して下記のようにクラス
会を実施しました。
日時：2019 年 9 月 17 日（火）〜 18 日（水）
場所：小海リエックスホテル（長野県南佐久平郡小海町）
幹事：鷹野、栗山、石島（大木）

17日〈火〉晴　現地集合　午後 6時よりやもり会会食
　午後 3時頃から参加者が電車、車、バスでそれぞれ
会場に集合。会食時間までホテル自慢の源泉〈美人の
湯〉を楽しんだり、ホテル周りの散歩を楽しんだりし
て、6時から「やもり会」スタート。
　懐かしい仲間との乾杯、近況報告など和気藹々のう
ちに終了。次期幹事も決定した。8時から別室にて有
志で二次会〈ホテル自家製生ワインで〉、翌日の活動
に備え 10 時ごろ解散。

18 日〈水〉霧　ゴルフ組、午前 7時半より、白駒池
散策組、午前 9時より

49



　朝は深い霧。7時の朝食後、ゴルフ組 6名と白駒池
散策組 8名に分かれ、別行動としてそれぞれ午後に解
散。ゴルフ組の午前は霧、午後は天気回復し十分プレ
イを堪能した。
　散策組は、ホテルから標高の高い白駒池（約
2100m）に移動。天気は曇り時々青空。多種の苔に囲
まれた白駒池散策を満喫した。75 歳での二日間のス
ケジュールを無事終了して帰路についた。

015G組クラス会

　2019 年 11 月 9 日（土）渋谷駅近くの中国料理店「白
鳳」で 2年ぶりのクラス会を開きました。
　恩師の吉田義男先生が亡くなられてから 10 年以上。
現役で活躍の人等、都合のつかなかった人が多く、最
近では少ない 13 名の参加でした。
女性：�五味（安藤）純子、鬼沢尚美、小川（平林）律子。
男性：�岩倉暢宏、大坪和雄、鹿児島正豊、行徳祐一、

栗林章雄、斉藤正弘、佐藤富士雄、宝田賢二、
野口順三、山崎顕允。

　75 歳後期高齢者到達、最新の人の乾杯の音頭で始
まり、久しぶりの人、予想外の想い出話をする人もい
て盛会となりました。次回は来年、時期も同じ頃とし
て閉会となりました。
　2次会は若者の街渋谷で各自行動となりましたが、
多くの人が最新のスクランブルスクエアのビルで、変
容著しい街の展望を楽しんだようです。
� 幹事　岩倉（記）・鬼沢

019E　クラス会

日時：2019 年 10 月 23 日（水）
場所：『泰平飯店』（巣鴨駅前）
出席者数：16 名　　幹事：井内（天野）、堀田

　これまでは 2年に一度の開催でしたが、今年から毎
年としました。場所は昨年と同じ中華料理屋で、早く
に開催日を決めたので、アメリカ在住の人も日程調整
して参加しました。直前に 3名が取り止めとなってし
まったために、大宴会場ではなく小宴会場に変更とな
りましたが、かえってまとまりがあって、料理と各自
の近況報告などで瞬く間に 2時間が過ぎました。
　二次会も昨年と同様に「紫友スタジオ」を借りて、
ほとんどの人が参加。クラスメイトのバイオリン演奏
と、その伴奏で皆で合唱したり、液晶テレビに修学旅
行や体育祭などの写真を写して、大いに盛り上がりま
した。

021I組　クラス会

　2019 年 11 月 9 日（土）、東京ガス青山クラブにて
021I 組のクラス会が開かれました。いつも中心になっ
てくれる幹事の一人が直前に欠席となり残念でした
が、集まったのは総勢 22 名。遠くから駆けつけてく
れる人、毎回欠かさず参加してくれる人、それに久し
ぶりの顔ぶれもあって、話がはずみました。
　みな年相応に、自身や家族に多少の病を経験してお
り、ひとしきり健康談義。
　高校時代の話になると、それぞれ覚えていることが
違っていて、そんなことあったかしら、と初耳状態。
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なにしろ 50 年以上経っているのですから、クラスで
行動した修学旅行や遠足も断片的に情景は浮かぶもの
の、その前後はすっかり忘れていました。当時はそれ
なりに夢中で頑張り、おバカなこともいろいろあった
けど今にして思うと楽しいことがたくさんあったので
すね。近況報告をし、皆で「学生時代」を歌いました。
　2次会に席を移し、すっかり温まって、今回会えな
かったメンバーにもぜひ会いたい、と次回を期してお
開きになりました。� 松井（今川）陽子

023期3年B組クラス会開催！

　11 月 23 日（土祝）、吉祥寺東急百貨店 9 階の「梅
の花」で023期 3年B組のクラス会が開催されました。
今年も担任の橋本先生をお招きし 17 名のクラスメイ
トが集まり、懐かしい話に花が咲きました。
　橋本先生は 90 歳を超えられているにも関わらず、
整然としたお話ぶりは往時のまま、お食事もしっかり
と召し上がられ、一同感心しました。近況報告では、
今回は欠席でしたが横山茂之君（東京大学名誉教授）
が紫綬褒章を受章したという朗報があり、一斉に歓声
が上がりました。来年の再会を誓って閉会。あっと言
う間の 3時間でした。
� 幹事／鈴木庸・植田直美

026C　クラス会

日時：2019 年 11 月 9 日（土）
場所：丸の内『四川豆花飯荘』
　　　二次会：八重洲『和彩酒蔵だるま』
出席者：19 名　　幹事：石川

　卒業後 45 年も経過すると転勤・転居なども増え連
絡先不明者も多くなり招集が難しい状況でしたが、遠
く奈良県の自宅から石野君、当日朝出張先の函館から
能勢君、前日米国より帰国した大谷君などなど、駆け
つけてくれました。
　久しぶりの再会ですぐわかる面々と、全く面変わり
した面々。御年 90 歳を越えた下河嗣朗先生にも出席
頂き、総勢 19 名で楽しい時間を過ごせました。二次
会には仕事を終えた斉藤君も参加して盛会となりまし
た。

033D（1981卒）クラス会

　033 期 D組では、毎年 1月にクラス会を開催してお
り、今回で、高校卒業以来 39 年目となりました。今
年は、2018 年渋谷に開業した高層ビル、渋谷ストリー
ムの中の店で、1月 4 日に開催。参加者は、安藤 /小
野/木内/長谷川/有村/逢坂/服部/矢島/山田（敬
称略 /旧姓で表示）の 9名で、いつもながらの楽しい
ひとときを過ごしました。
　2次会では、「LINE に 033D 組のグループをつくろ
う」と盛り上がり、LINE のメンバー追加操作にみん
なで四苦八苦しながらも、なんとか無事に完了。おか
げで、まるで高校生の頃のような、たわいのないやり
とりを、日々、Line 上で楽しむことができるように
なりました。
　五輪開催の今年は、8/22 にもクラス会を開催する
予定です。� （033D　山田知行）
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039I　クラス会

日時：2019 年 8 月 3 日（土）
場所：一次会　TRATTORIA�Italia　文京店
　　　二次会　カラオケ館　巣鴨店
幹事：齊藤、山本（長尾）、日暮（梅野）、土屋（鈴木）、
高澤、高橋

　卒業してから 30 余年が経過し、元号が変わった令
和元年 8 月 3 日（土）、039 卒業 I 組クラス会を参加
者 18 名にて母校近くの会場で開催しました。出席者
の近況報告に始まり、高校時代の振り返りや当時と現
在の母校の違いなどのスライドショー、突出した特技
をお持ちの方の余興など、30 余年前の当時へタイム
トラベルのひと時を過ごしました。
　二次会には一次会出席者のほぼ全員が参加し、カラ

オケルームで当時のヒット曲などを中心とした大歌合
戦。懐かしい曲のオンパレードの中、クラスメイトの
一体感を感じる空間と化し、大盛況の中、出席者の間
で次回同窓会の開催を約束しました。次回は令和 2年
の夏、つまり 1年後に開催することになり、当日は名
残惜しく解散となりました。
　今回のクラス会は、今年の 4月初旬より準備を開始
し、企画立案および所在が不明の方の捜索などを進め
ましたが、残念ながら10名の方との連絡が取れない状
況です。もし、本ページをご覧の方がいらっしゃいま
したら、紫友同窓会事務局までご連絡いただき、クラ
スの評議委員である齊藤に、転送希望と伝えて下さい。

ミセスファッション サン・まつみや
おもてなしの街 巣鴨地蔵通り

ゴスペル＆ポップスを英語で歌いませんか
どなたも大歓迎

巣鴨で金曜日の夜、お問い合わせは 021G 松宮初枝 090-5516-9626
会場：巣鴨地域文化創造館

皆様のクラス会・同期会、今年は残念ながら開催延期でしょうか？

あるいは、リモートの会が計画・開催されているのでしょうか？

HP・会報へ楽しい報告をお待ちしています。（広報局）
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水泳部

　水泳部は旧府立五中開校の翌年に活動が開始された
とされ、学校の 100 周年記念を追うように 2019 年に
小石川水泳部 100 周年記念会が行われました。100 周
年にふさわしく、当日は 100 人以上が集いました。
　水泳部では、卒業生が選手を支援する伝統がありま
す。卒業生が大学生活の傍らコーチをし、紫泳会が資
金面でも長年にわたってサポートしてきたことで、現
在も夏はもとより学校のプールが使用できない冬場の
水上練習などの活動が成り立っています。100 周年記
念会はそうした絆を確認し、未来へとつなぐ機会とし
て実施されました。

　プールで実施した第一部では、練習見学・OBGレー
スのほか、紫泳会会長である倉林様から選手に部旗（写
真 1中央）贈呈がありました。参加者の年代は異なっ
てもプールでの青春を再共有した、特別な時間でした。

　文京グリーンコートでの第二部では、各世代の代表
者スピーチ・水泳部今昔比較・会長交代式などが行わ
れました。中でも一番の盛り上がりをみせたのが「円陣」
（写真 2）。通常大会等で行う士気を高める伝統ですが、
現役選手とOBGでつくった大きな円、部長による気
合いのこもった掛け声は、過去から続く小石川水泳部
の伝統の力を感じられるすばらしいものでした。

OB会クラブ
セージに改めて思いを馳せます。小石川水泳部が、水
泳部で活躍したいから小石川を受験するほどの魅力を
秘めていること、卒業後も支える強固な体制が今後も
維持されることについて、とても強い期待を込められ
ていました。これまでの石川様のご尽力に心から感謝
申し上げるとともに冥福をお祈りいたします。

　100 周年記念会を通して、選手は小石川水泳部が
OBGに支えられてきたことへの感謝、OBGは水泳部
のさらなる発展につなげるための強い絆を確認できま
した。次回は 110 周年記念になるでしょうか。このよ
うな機会が今後も続いていくことを願っています。
� 池田　佳弘（059D）

　さて、長らく紫友同窓会会長を務められた石川忠男
様には第二部にて乾杯挨拶を務めていただきました。
最近になり石川様の訃報を聞き、スピーチでのメッ

柔道部

─紫友柔道会OB総会
　昨年に引き続き、紫友同窓会の会報に 5回目のクラ
ブ紹介の機会を頂き、大変感謝しております。
　最初に、全世界で猛威を振るっている新型コロナウ
イルスによる自粛が続いている時節柄、この紙面を借
りて、罹患された方々にはお見舞い申し上げるととも
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に、昼夜医療業務に携わっている関係者の方々には感
謝の念を伝えたいと思っております。

　本年度のテーマは、昭和 26 年から現在までの 71 年
にわたる活動の中での『柔道部OB会』の成立の過程
と、昨年 9月 7日に開催された紫友柔道会OB総会に
ついて語らせて頂きます。
　「紫友柔道会」と名付けられたOB会は、言うまで
もなく、多くの諸先輩方の長年にわたる不断の熱意と
努力の賜物により創立され、維持されてきました。
　昭和 26 年の柔道部発足から 11 年目の 37 年の夏休
みに、初めて 2泊 3日の合宿があの傾斜のある道場で
行われて以来、毎年、形を変えてはきたものの夏の合
宿は一つの年中行事となり、在校生に稽古をつけなが
ら、卒業生が気楽に集まり旧交を温める場となりまし
た。
　そのような中で、昭和 41 年、夏合宿の打上げ反省
会の際に、37、38、39、40 年卒の OBが中心となり、
OB会を作ろうではないかという話を纏め上げまし
た。
　当初は、会の規約もなく、会費も徴収せず有志の集
まりのような緩い絆の卒業生の集まりとして発足しま
したが、そのまま二十数年、途切れることなく綿々と
続いてきました。
　平成に入り、長友先生から、正式なOB会組織を作っ
たらどうかというお声がかかり、前出の 37、38、39、
40年卒のOBが中心となり、規約を定め平成3年に「紫
友柔道会」として発足したしだいです。
　その発足に合わせ、千葉先生が顧問の在職中に記録
し留めた柔道部卒業生の住所をベースに、55 年卒の
OBを中心に紫友柔道会の住所録を作成し、会の発足
に間に合わせることができました。
　紫友柔道会の第 1 回目の総会は、初代会長に昭和
29 年卒の藤井先輩を迎え、茗荷谷の茗渓会館で 46 名
の参加者を得て盛大なうちに開催されました。以来、
昨年の令和元年の 9月の OB総会まで 29 年間、紫友
柔道会OB総会が場所を変え、参加者の変遷を見なが
ら、これも連綿と続いて来ております。
　さて、その 29 年目のOB総会は、巣鴨駅北口の「泰
平飯店」で午後 5時から、最年長の 29 卒の榎元先輩
を頭に、総勢 39 名の参加を得て、ウェルカムドリン
クのアルコールの影響もあり、賑やかなまま開会に流
れ着きました。
　43 卒の佐藤会長の開会の挨拶を皮切りに、顧問の
万田先生のクラブ紹介、榎元先輩による乾杯で幕を開
け、さわがしいひと時を過ごした後、恒例の還暦祝い

の黒帯贈呈が佐藤会長から、53 卒の金子君に贈呈さ
れました。同期で欠席の木山君と宮内君には、後日宅
急便で『還暦おめでとう』のお祝いのメッセージを添
えて届けられました。
　学生会員の善家君、新入会員 3名の紹介、久しぶり
の出席者である 47 卒の植木君、51 卒の宮部君、57 卒
の細村君のひと言挨拶やらが喧騒の中で執り行われ、
中締めとして、49 卒の野崎副会長が閉幕を宣言し、
名残を惜しみながらも二次会等それぞれの方面に散会
し、無事に令和元年のOB総会も終了しました。
　最後に、紫友柔道会の活動も、若い年代の卒業生が
少ないことから、古い世代の親睦会的な様相を呈して
きております。柔道部OB・OGの皆様、紫友柔道会
総会は、毎年 9月の第一土曜日に、巣鴨駅周辺で開催
しております。今後ともに、現役生徒への支援のため
にも紫友柔道会の総会への出席、並びに年会費の納入
等のご協力をお願いすることとし、5回目の寄稿の筆
を収めさせていただきます。
� 紫友柔道会幹事長　並木　武（020G）

紫友美術会

紫友美術会創立 30周年記念画集・青春邂逅　刊行
　紫友美術会は昨年、2019 年 6 月、創立 30 周年迎え
て記念の画集を刊行いたしました。
　本会は、大勝恵一郎先生の指導受けた美術部卒業生
や美術を愛好する卒業生 90 人余が参集して 1989 年に
発足し、10 年、20 年の節目に記念画集を刊行してま
いりました。

　このたびは、校長先生の祝辞に加えて、美術評論家、
箱根の岡田美術館館長　小林忠様（012）　から制作へ
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の心構えと多摩美術大学学長、埼玉県立近代美術館館
長の建畠晢様（018）からは激励のお言葉をいただき
ました。さらに現役在校生の作品、全国高校文化祭入
賞作品の掲載をすることができ充実した内容の画集に
なりましたこと御礼申し上げます。また、10 月には
京橋ギャラリーくぼたで、30 回展覧会も開催し、400
名余の皆様がおいでくださいました。

　さて今年に入って、コロナウイルス感染禍ステイ
ホームの間、これを奇貨として静物画をものした方も
いらっしゃいます。私もセザンヌのように、リンゴの
裏面を見ていかに表現するかなど考えたり、新しい美
術とは何か考えております。今年度は、定期展を
2021 年 3 月 15 日からの会期として計画中です。
　同窓生の皆様のご参加お待ちしております。特に美
術部卒業生の皆様是非、ご連絡お待ちしております。
� 岡田謙司（020D）

�紫友まち歩き
● �2019年（2019.4 〜 2020.3）の紫友まち歩き

　名古屋、大阪、シドニー、湘南と東京を離れての地
でのまち歩き 4回を含め 7回でした。参加者は、7回
で延べ数 91 名です。台風、猛暑、山火事、そして新
型コロナウィルスと厳しい環境の中、どうにか無事に
実施できてよかったという感想です。

〈写真1〉矢切の渡しの前で集合写真

①�第 89 回 6 月：柴又帝釈天と水元公園菖蒲まつり
　・�5 月 18 日の下見を反映して、フーテンの寅さん
像と新名物のさくら像（2017 年設置：倍賞千恵子）
からスタートしました。矢切の渡しを眺め、江戸
川べり散策から、水元公園菖蒲まつりを楽しみま
した。

②第 90 回 8 月：神田川クルーズと暑気払い
　・�町中を歩くのはきつい、宿泊を伴うまち歩きはい
ろいろ事情があって参加できない。でもまち歩き

〈写真2〉神田川クルーズ時の日本橋下に集合

小石川つながり  ─地域同窓会などの動き─
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の仲間と一緒に楽しみたい……ということで、“歩
かない「まち歩き」（神田川クルーズ）” が実施
されました。御茶ノ水駅も、オリンピックを控え、
大改修工事が行われていました。

③第 91 回 9 月 1 泊 2 日：名古屋城・犬山城と明治村
　・�台風 15 号が東海地方を直撃するという予報で実
行できるか不安もありましたが、参加者にとって
は運好く（関東地方には重大な被害が出ましたが
…）、2日間とも暑さに苦しめられる好天でした。
2018 年、名古屋城は本丸御殿が復元されました。

④�第 92回 10月 2泊 3日：キタとミナミの大阪まち歩き
　・�生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪
2019 に合わせて大阪のまち歩きが計画されまし
た。大阪のキタとミナミの雰囲気の違いを肌で感
じられました。さらに、兵庫県芦屋のヨドコウ迎
賓館（旧山邑家住宅）まで足を延ばしました。

⑤第 93 回 11 月 4 泊 5 日（機中 2泊含む）
　：�シドニー在住の同窓生案内人（017D）によるシ
ドニーまち歩き

　・�オーストラリアは異常気象の影響によって全土に
山火事の被害が報じられていました。幸い、シド
ニー近辺ではその影響を受けることなく、時期的
には遅いかなとあきらめていたジャカランダの花
も気候のせいか、まだ少し残っていて楽しむこと
ができました。案内人の友人マンションで、オー
ストラリアのワインテイスティングも楽しめまし
た。また、シドニー郊外に住んでいる同窓仲間
（017A）の家の訪問もできました。

⑥�第 94 回 12 月：ナショナルトレーニングセンター
（NTC）見学と忘年会
　・�名古屋、大阪、シドニーのあと、皆が参加しやす

〈写真3〉北区ふるさと農家体験館の前で集合写真

〈写真4〉�吾妻山で菜の花と富士山をバックに集合写真（富士山は雲に少し隠
れていました）

いミニのまち歩きが企画され、2019 年の締めく
くりとして盛大な忘年会も実施されました。赤羽
のNTCで日本代表の選手たちがトレーニングを
積み、2020 年オリンピック・パラリンピックで
の活躍を期待していましたが、残念ながら新型コ
ロナウイルスの対応のため延期となりました。

⑦�第 95 回 2 月：菜の花と梅の湘南まち歩きと新年会
　・�神奈川県の東海道線二宮駅そばの吾妻山から菜の
花越しの富士山と、大磯の旧吉田茂邸では満開の
梅の花を楽しめました。

　　�　途中、立ち寄った徳富蘇峰記念館では管理人に
方がビデオで徳富蘇峰の幅広い活動を紹介してく
れました。また、旧吉田邸では、地元のボランティ
ア案内人による説明もありました。最後は、平塚
駅そばで 3時間飲み放題の新年会を実施し、2020
年度のまち歩きの計画の報告もありました。

●�新型コロナウイルスの蔓延への対応

　3月の第 96 回「地下大神殿　龍Q館（巨大貯水槽・
首都圏外郭放水路）と首都河川・治水の歴史・江戸か
ら現代まで」は、新型コロナウイルスの感染拡大のた
め 2月 29 日に中止となり、さらに、2020 年度の「第
97 回 4 月：桜の吉野と京都（仁和寺の御室桜）」まち
歩きも企画中でしたが、3月 3日に中止となりました。

●�紫友まち歩きの歴史

　2005 年 1 月 15 日の「向島界隈・ディープな下町を
歩く」から始まりました。2020 年 2 月の「菜の花と
梅の湘南まち歩きと新年会」のまち歩きで、95 回に
なりました。もうすぐ 100 回目の記念紫友まち歩き
「（仮）本校正門から五中小石川の 100 年を巡り東大正
門へ」の企画が始まっています。
　今までの紫友まち歩きの記録は小石川同窓会の以下
のホームページで見ることができます。
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�近畿紫友会
�「香道」体験

　昨年の第 65 回例会は、10 月 13 日（日）に講師に
香道「はなの会」主催　神垣裕子先生を迎え、「香道」
をテーマに香席入門講座体験の後、懇親会を開き賑や
かな歓談の一時を持ちました。
　昔は茶人即香人として千利休さんもたくさんの香木
を所持されていたようです。入門体験香席は「秋恋香」
ということで、鹿を歌った和歌がテーマにあり、最初
に出た香（鹿）と同じものが何番目に（1山、2森、3
野）出たかを当てる優雅なものでした。幅広い教養も
必要とされる奥深い楽しみが体験できました。
　さて本年は下記の内容で例会を開催する予定です
が、新型コロナ感染症の影響もあり詳細は 9月にあら
ためて連絡致します。

記
　第 66 回　近畿紫友会例会（本年の予定）
　日　時：令和 2年 10 月 25 日（日）12 時〜 15 時
　場　所：大阪市内の料理屋
　会　費：8千円（同伴者 6千円）
　幹　事：�秋山実（033A）野上俊彦（027I）本多新（019C）
　連絡先　E-Mail：honda_sfxart@tcn.zaq.ne.jp

会報・HP に皆様の投稿と 
情報をお寄せください！

◎�同窓会 HPは、同窓会からのお知らせや母校の

情報をいち早くお届けしています。また、同窓

生相互の情報交換の場として、クラス会や講座

など催事の告知・報告についても随時更新、掲

載しています。各クラス幹事の皆さんや広く告

知をお考えの方は是非ご利用ください。【紫友同

窓会で検索！】

◎�会報では、常時、「吾が校友の精神を」のページ

で自由な投稿を受け付けています。また、「クラ

ブOBOG会報告」と「小石川つながり」のコー

ナーには、クラスや学年を超えた交流が報告さ

れています。

◎�連載「同窓生訪問」では、あなたの学年や身の

回りで知っている活躍する（ユニークな小石川

生らしい）同窓生の情報を求めています。イン

タビューに登場してほしい方を教えてください。

◎�投稿及びお問合せはお気軽に【紫友同窓会事務

局へ】

http://www.shiyu-dosokai.sakura.ne.jp/archives/a_
dousousei/a_hito_koto/machi/index.html

●あなたも参加しませんか。

　2、3 時間のまち歩きとその後の懇親会です。参加
者卆年は、06 から 036 まで 30 年と幅広い同窓生が参
加しています。紫友まち歩きは、案内人の得意とする
テーマや、東京だけでなく地方での実施も企画してい
ます。すべて仲間による手作りです。
� 小林偉昭（017D）

57



紫友経済人交流会
（旧名：紫友経営者交流会）

　去る令和元年 10 月 26 日（土）東京都千代田区の「学
士会館」にて、第一回紫友経営者交流会が開催されま
した。初回ではありましたが、会員登録は60名を超え、
当日は 33 名の出席により盛会に行われました。
　学士会館 203 号室の格式高い内装の中、大村事務局
長の司会に始まり、まずは、発起人代表の高井さんが
会の趣旨や経緯を説明され、「これまで小石川卒業生
の集まりがクラス会と部活OB会だけであったことが
勿体無く、是非、新たな交流事業として、経営者や広
く士業を含んだビジネスマンの会を持つことで、独自
のネットワークが形成されて、小石川の魅力の向上に
もなり、さらに現役の教育支援の寄付の担い手にも慣
れればと考えています。」と思いを話されました。
　続いて、会長に就任された、元フジテレビ社長の豊
田さんのスピーチとなり、この会への期待と、マスコ

ミやテレビ局の裏話までに及ぶとても紙面には書けな
い楽しいここだけのお話までいただきました。その後
は、参加者全員で記念写真を写して第一部が終了。

　小休憩の後、第二部懇親交流会は女性幹事梅田さん
の司会で和やかに始まり、幹事長として小生が、長年
中小企業の経営者として苦労している中、小石川同窓
生の縁で銀行取引が始まるなどしたことから、このよ
うな会があれば様々な出会いや情報交換によって、ビ
ジネスマンたちが有形無形の価値を享受できるのでは
ないかと期待を話させていただきました。その後、来
賓の戸叶同窓会長によるご挨拶と最近の現役活躍の様
子をお話しいただき、乾杯のご発声があって歓談へと
移りました。
　歓談は、20 代から 70 代までと世代も業種も様々で、
本当に幅広い参加者同士の交流が和気藹々とされ、途
中、くじ引き指名による自己紹介なども行い、ワイン
やお酒や料理も楽しみながらのあっという間の 2時
間。中締めは、副幹事長野村さんと最年少参加者大関
さんの二世代合同の三本締めで行われて、皆さん笑顔
での散会となりました。

第一回
紫友経営者交流会を開催！

会員集合写真

司会の二人　笠原盛泰（030H）　梅田萌（059H）発起人代表　高井俊成（017A）

豊田皓（017E）会長のスピーチ
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　ここに至るまでには
10 名の幹事チームは、
この半年に数度の幹事
会を開いて企画や準備
を進め、会則を作成し、
ホームページを開設
し、参加依頼文を送り、
出席依頼の電話がけを
行い、会場決めから内
容の企画、資料作りと
当日準備と、それぞれにお仕事が忙しい身にも関わら
ず、母校を思うボランティア精神によって、多くの時
間を割いて尽力してくれました。
　今後は、メンバー拡大や会の内容についてなど、ま
だまだ検討していくことが多くありますが、まずは、
高井発起人代表の言葉のとおり「小さく産んで大きく

育てる」ことを目指して、一歩ずつ歩んで行きましょ
う。
　なお、会の名称は、経営者という名前が敷居を高く
しているとの声もあり、紫友経済人交流会と変更され
ました。次回の第二回紫友経済人交流会につきまして
は、令和 2年 4月の開催を準備しておりましたが、新
型コロナウィルス感染症拡大の影響により残念ながら
夏まで延期としております。環境が整いました後に改
めてのご案内となりますが、どうぞ皆様お誘いあわせ
の上奮ってご参加下さい。また、是非それまでに多く
の方々の入会ご登録をお願いします。
　新たにスタートした、小石川同窓生の交流の場「紫
友経済人交流会」、どうぞ皆様のご支援とご協力をお
願い申し上げます。
� 紫友経済人交流会　副会長兼幹事長
� 笠原盛泰（030H）

高井俊成（017A）、大関綾（064C）第二部懇親交流会

野村勉（030C）五十井恵（030E）、上野淳（031G）、野村勉（030C）、豊田皓（017E）

戸叶司武郎同窓会長

大関綾（064C）

森きよみ（031H）、白石晴久（021B）、戸叶司武郎（027C）、五十住実（021B）

山内裕元（030C）、笠原盛泰（030H）、野村勉（030C）

締め
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　事務局長の 024H 清水透が、理事 3期満了で退
任となり交代する予定でしたが、コロナ禍の影響
で評議委員会の開催が延期されたため、評議委員
会で次期役員が承認されるまでは、引続き 024H
清水透、030A 清水潤子、035G 駒田晴美で事務局
を担当していきます。原則として火曜日と金曜日
が在室日ですが、その他の日は留守電、FAX、メー
ルでご用件を承っておりますので、お気軽にご連
絡下さい。

◦ホームカミングデー
　例年、学校の創作展に合わせ、卒業生を対象に
開催してきたホームカミングデーですが、今年は
コロナ禍の影響で学校の行事週間スケジュールが
未定となっており、残念ですが実施を見送らせて
いただくことになりましたので、ご了承下さい。

◦評議委員について
　会員のみなさんと同窓会をつなぐパイプ役とし
て、各クラスから 1〜 3 名の方を評議委員として
選出していただいています（評議委員の一覧はホー
ムページを参照下さい）。欠員のクラスは、クラス
会幹事など実質的に活動されている方にお引受け
いただき、事務局へご連絡いただけると助かりま
す。また、評議委員会への出席率向上の為にも、
可能であれば各クラス 2名以上の方を選任いただ
きたく、宜しくお願いします。

◦東洋文庫ミュージアムの利用について
　年会費を納入いただいた会員の方は、無償で施
設を利用できます。利用希望者は、事務局にて会
員証を発行しますので、初回利用日の 2週間前ま
でに事務局へご連絡ください。

◦名簿の変更について
　引越しや改姓などによる登録情報の変更がある
場合には、次の方法で変更・届け出をお願いします。
①�「Web 名簿管理システム」にログインして、ご
自身で変更する。（「Web 名簿管理システム」を
利用するには、メールアドレスの登録が必要で
す。未登録の方は、事務局までメールアドレス
をお知らせください。）
　　Web名簿管理システム　https://shiyu.alumnet.jp

事務局だより
清水　透（024H）

　紫友同窓会の 5周年パーティは、毎回 54 歳から58 歳ま
での同窓生が企画運営します。80周年や 85周年当時は素晴
らしいシステムでしたが、20年が過ぎて平均余命と社会情
勢が変化した為に、担当世代の見直しが必要となりました。
変更点 1．�担当世代を 5年間シフト（先送り）する。105 周

年担当世代は 110 周年の担当世代にシフトする。
変更点 2．�105 周年は、過去の 5周年パーティを担当した

各世代と 110 周年担当世代から委員を募り、共
同プロジェクトとする。

変更点 3．�105 周年パーティは大会場にこだわらない。中
心会場を基点として、各地の会場を繋ぐような
分散型イベントも可とする。

〈変更の背景〉
◇従前システムのよかったところ
　会社員の定年が 55 歳だったので、同窓生は 50 歳代中盤
で気力・体力・時間を有効に使って同窓会活動に大きくエ
ネルギーを投入できた（それが可能な同窓生が多かった）。
　同学年が一緒に 5周年パーティを企画運営することで
連帯感が高まり、楽しい思い出とともに人生後半の友達
が得られ、さらに同窓会の中心母体が 5年に 1 度再構築
されてきた。

◇従前システムが時代に合わなくなってきたところ
　年金受給開始の先送りと共に、会社員の定年はまもな
く 65 歳となる。60 歳以降も責任と労働量は減らない（と
ことん働かされる）傾向が強い。
　企業コンプライアンスが浸透し、公と私の線引きが厳
しくなった。5周年の楽しい企画運営に参加したくとも、
いまの 50 代後半は仕事が忙しくて時間が作れない。

◇大規模会場で開催する前提の問題点
　千人が着席して宴会ができる会場の確保に苦労する。
会場費用を負担する為、参加費が高額になる。また二次
会も含めると当日の参加費はかなりの高額になる。東京
以外に住む会員の参加は負担がさらに大きい。

　上記の検討をもとに、105 周年だけは担当年代を調整す
るイレギュラーな年とします。そして 110 周年は今まで
通り、担当（036 － 040）世代が自由に企画を練って楽し
んで下さい。105 周年パーティ企画に皆様の参加をぜひお
待ちしております。

紫友105周年パーティ
（2023年）の運営について
� 紫友同窓会会長　戸叶�司武郎
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②�住所・姓名等の変更内容を、事務局まで電話、
Fax、メールでお知らせください。

◦会費の納入について
　紫友同窓会の運営は同窓会員の納入会費によっ
て成り立っています。
　財政運営状況を健全に維持するために、2014 年
から、毎年 2,000 円の会費を納めていただくことに
なりました。納入には三種類の方法があります。
①郵便局：�会報の宛名裏面に印刷された「払込取

扱票」をご利用ください（手数料は同
窓会負担）。

②銀行振込：�紫友同窓会口座にお振り込みくださ
い（振込手数料はご負担ください）。

※�振込の際は、必ず「卒年次」「クラス」「お名前」
をご記入ください。（記入例　030Aシユウタロウ）
③�口座自動引落し：毎年振込の煩わしさを解消す
るため、「口座振替サービス」を導入しています。
　�口座振替依頼書はホームページに掲載していま
すが、見られない方は事務局にご連絡いただけ
れば郵送いたします。今年度分からの口座振替
を希望される方は、事務処理の都合上 8月 31日
迄にお申し込みください。（振替予定日は 9月
25日です）

◦「紫友みらい基金」へのご寄付のお願い
　創立百周年を契機に開始した、教育支援活動・
交流促進活動・小石川の杜プロジェクトという 3
つの「新しい同窓会活動」を継続して実施してい
く財務基盤を構築するため、百周年募金の残余資
金（約 42 百万）を原資として「紫友みらい基金」
を創設しました。活動継続には 10 年間で約 1億円
の費用が見込まれ、ぜひとも会員・客員の皆様の
ご寄付を賜りたく、お願い申し上げます。

【募金要項】
1．基金名称：紫友みらい基金
2．募金の目的
　 ①教育支援活動の継続
　 ②交流促進活動の継続
　 ③小石川の杜プロジェクトの継続
3．募金目標額　1億円（10 年を想定）
4．募集期間　2019 年 6月〜 2029 年 5月
5．募金方法
【金額】原則、一口 10,000 円以上
　※できるだけ一口以上のご寄付をお願いします。
　（一口未満のご寄付もありがたくお受けいたします）
　※何回でもお受けいたします。

【申込み方法】
①郵便局：�会報の宛名裏面に印刷された「払込取

扱票」をご利用ください（手数料は同
窓会負担）。

②銀行振込：�紫友同窓会口座にお振り込みくださ
い（振込手数料はご負担ください）。

　※�年会費口座自動引落しを利用していない方は、
年会費2,000円と合算した額をお振込みくださ
い。

　振込金額のうち、会費2,000円を超える金額が「紫
友みらい基金」へのご寄付となります（会費が優
先的に納入されます）。
　※�一定口数以上のご寄付者名は、会報等に掲載
予定です。お名前の非公示を希望される場合
は通信欄に記入、または事務局へご連絡くだ
さい。

6．顕彰
　ご寄付を賜りました方は、ご芳名を録し、末永
く留めさせていただきます（匿名でのお取扱いも
可能です）。また、感謝の意を込め、以下の特典を
ご用意しています（百周年寄付と合算した金額、
但し無くなり次第終了）。

　累計2万円以上ご寄付の方：百年史3冊贈呈
　累計5万円以上ご寄付の方：
� カシミア製ストール贈呈
　累計30万円以上ご寄付の方：寄付者銘板作成

7．その他
　ご寄付に対しては、税の優遇措置・控除対象に
は該当しませんので、あらかじめご了承ください。

◦紫友スタジオ
　100 周年記念事業の目玉として取組んだ「紫友
交流室」で、リアル交流の活動拠点となる「紫友
スタジオ」を運営しています。場所は、不忍通り
をはさんだ学校の向かい側、1階にキャピタルコー
ヒーがあるビルの地下です。クラス会、会議・セ
ミナー、楽器練習等に、是非ご活用ください。
　問合せ先：k100kouryusitu@gmail.com

◦紫友文庫
　会員の皆様から寄贈いただいた同窓生・小石川
に関する著書を「紫友文庫」と名付け、配架して
います。一覧はホームページでご覧ください。閲覧・
貸し出しは事務局までご連絡ください。
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卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

06A 水谷隆雄

06B 西村顯治

06H 手島悠介 2020.3.17

07B 山下二郎 2019.3

07D 坂口ちま枝

07F 奥野浩智 2019.3

07H 稲崎邦雄 2019.1.18

07H 杉谷秀世 2018.10.8

07H 小林稔 2019.7.11

08E 井上正雄 2018.2

08E 岡野寿一 2013.6

08E 渋谷梢 2019.1.19

08E 田中宏道 2012.9

08E 滝沢繁徳 2019.3.7

08E 渡辺巌 2019.6.19

08F 岸田良子 2020.5.8

08G 伊藤幸博

08G 岩井裕也 2020.2.21

08H 駒形洋子 2018

09A 諸井武一 2019.2.8

09C 竹井誠 2018.8.16

09D 本間加寿子 2019.7.10

09G 東條秀隆 2017.12.14

09H 八代時雄

010A 河野尚孝 2016.9.30

010A 高橋秀彦 2019.7.30

010A 田口郁子 2020.1.15

010B 菊池記久恵 2017.11.7

010C 中原有子 2010.3.16

010D 万田浩平

010F 金子久男

010F 坂江文雄

010H 立石憲章

011E 伊藤郁代 2014.9.23

011E 太田和紀 2012

011G 木島政夫 2020.4.18

011H 田中凡實 2019.3.14

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

011H 松永元 2019.6.11

012E 中村重和 2017

012H 岡本敏一 2018.9.5

013F 木村新二郎 2018.3.1

013G 唐木田才也 2018.3.25

014G 橋本邦雄

015A 石川忠男 2020.1.16

015E 若林成幸 2019.8.6

016B 富田義夫 2018.5.15

016C 佐々木利幸 2020.1.10

016C 田尾拓 2020.6.3

016F 米田光広 2020.5.31

017B 岩岡秀人 2018

017E 対木哲夫

018I 猿山文義 2017.4

018I 高橋和彦 2016.2

018J 桑原侑三

019H 大竹悦夫

019I 小原徹 2008.7.10

020C 松村香代子 2014.7.30

020F 小林美佐 2019.8

020I 橋本喜信 2018.3.18

021B 津吉宣定 2019.5.4

021D 綱嶋隆家 2020.5.5

021H 堀江俊一 2018.7

022C 村上順二 2019.6.23

022D 中島治彦 2011.8.22

022G 杉本芳啓 2017.12.25

023E 水口志津男 2020.4.23

026G 園部継雄 2019.11.24

026H 伊達雅幸 2018.6.22

027H 高橋伸浩 2019.1.23

039F 清水有一 2018.11

039H 酒井一光 2018.6.20

○逝去者一覧
　前号の発行以降に事務局にご連絡いただいた方々で
す。心よりご冥福をお祈り申し上げます。� （敬称略）

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

旧職員（物理） 尾沢栄三 2020.1.16

旧職員（事務） 落合清 2014.11.9

旧職員（校長） 馬場信房 2019.12.10

旧職員（体育） 飯塚鉄雄 2018

旧職員（数学） 横田隆吉 2020.6.26

五中10C 杉山芳久 2013

五中14C 大野喜市 2017.1

五中14D 森川良知 2017.2

五中15D 高田益邦

五中16A 嶋田勝則 2019.5.31

五中16A 藤井和彦 2019.12.24

五中16C 立石正夫 2017.4.9

五中17C 堀田寛 2019.2.28

五中19A 酒井健 2018.1.29

五中19D 内木文英 2018.10.2

五中19E 上原信博 2019.5.22

五中20A 中井英一 2018.8

五中20B 山中衛

五中21A 佐藤伸利 2019.3.27

五中21A 府川秀夫 2019.7.22

五中21A 横山哲夫 2019.6.20

五中21E 小沢健志

五中22D 石塚博

五中22D 中野日出生 2017.12.13

五中22B 山上弘泰 2018.11.27

五中22E 平田三四司 2018

五中23C 田渕昭一 2019.1.7

五中25B 一柳幹雄

五中25B 戸谷桂一 2018.3.17

五中25B 殿木諄 2010.8.25

五中25C 石坂松雄

五中25C 笠松喬介 2017

五中25C 野沢裕

五中26B 高橋英夫 2019.2

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

01A 樋郡広三

01B 田崎暘之介 2010.12.21

01B 富山秀男 2018.12.20

01C 浜村平吉

02D 新井嘉一郎 2019.3.18

02D 林岩男 2018.7.22

02E 瀬尾章 2018.8.29

02F 大重厚 2019.5.16

02F 町幸頼 2018.9.9

02F 諸隈一夫 2018.7.26

03D 桑原博 2019.7.11

03D 田中實 2020.3

03D 根本昌芳 2019.5

04A 板橋隆 2020.1.16

04B 木村昌継 2018.2.20

04E 大熊貞行 2019.1.1

04F 田辺輝美 2020.1.14

04F 高橋孝一 2019.4.30

05A 今井裕隆

05B 横山伸子

05B 吉田充 2019.4.23

05D 遠藤雄已

05D 亀井聰

05G 岩崎雄吉 2019.8.11

05G 柳沢孝 2017

06A 飯寄保男

06A 稲木慎一

06A 岩崎武三郎

06A 大津富男

06A 戸田豊

06A 西村栄祐

06A 藤森貞吉

06A 岡野美和子

06A 池田靖子
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事務局：〒 113-0021　東京都文京区本駒込 2－ 29 － 29
　　　　東京都立小石川中等教育学校内
　　　　TEL・FAX　03 － 3945 － 1961（原則火・金曜日在室）
　　　　郵便振替口座 00110 － 2－ 11869
　　　　メールアドレス shiyukai@msj.biglobe.ne.jp

印刷所：株式会社アイワード
非売品

編集後記
　ひょんな縁から編集メンバーに名を連ね、今年で 3
年目になります。
　編集長の並木隆さんとは、周回違いのゴン次（故・
鈴木由次先生）クラス。しかも共に結婚式の仲人まで
やって頂いた奇遇で、次女・知子さんに「世代間交流」
の輪を繋いでもらいました。昨年 1月に亡くなった俵
一雄・前会長（018E）と 3 人で「同窓生訪問」取材の
ため日銀副総裁退任後の岩田規久男さん（013C）のご
自宅を訪れたのが、2018 年 4 月です。その前年、私は
36 年間勤めた新聞社を退社しましたが、これも習い性
か人の話を聞くのが大好きで、既にツボにハマってい
ます。
　47 号ではラグビーW杯日本大会の事務総長、嶋津昭
さん（014F）、今号も杉原千尋さん（023B）、柴田いづ
みさん（018A）に話を伺う機会を頂きました。
　小石川を礎に皆さんがどんな人生を切り開かれたの
か。コロナ禍と戦いつつ、「立志・開拓・創作」の足跡
の取材を続けたいと思います。� （026B・嶋沢裕志）

　2020 年、誰もが「ああ、あの年ね」とオリパラでは
なくコロナで記憶される年となった。さてもコロナの
前と後で世界は一変したらしい。我らのささやかな同
窓会活動も中断を余儀なくされた。この間 3カ月、家
に籠って「会報」の編集に没頭したと言えばウソだけど、
寄稿された多くの方々とのやり取り、写真探しと選択、
割り付け、校正と、時間は忽ち過ぎていった。
　コロナ後の世界で、古臭い紙ベースの「会報」はや
がて淘汰され、その時はもう背中に迫っているのかも
しれない。いやしかし、俺と同じく周回遅れでのんび
り走っている貴方もいると思えば、そんな、同窓生と
同窓会の距離を縮める手伝いをもう一働きしよう。
　今回の「会報 48 号」は「コロナ」下の諸事情により
発行が遅れましたこと、早くからご寄稿いただいた皆
様にはあらためてお詫び申し上げます。また、メール
アドレスをご登録されている会員の皆様へは、事務局
よりニュースレターの配信（不定期）が始まります。
会報、ホームページと合わせてこちらもよろしくお願
いいたします。� （並木隆　022E）

会費・寄付の振込先「紫友同窓会口座」
【郵便局】

口座番号　00110-2-11869
加入者名　「紫友同窓会」

【銀行】
みずほ銀行　駒込支店
普 通 口 座　0629241
名 　 　 義　「シユウドウソウカイ」

※�振込の際は、必ず「卒年次」「クラス」「お名前」をご記
入ください。（記入例：030Aシユウタロウ）

※使途指定の寄付も出来ます！
　「お名前」の後ろに下記の数字を付記して下さい。
　　①教育支援活動への寄付（教育支援口⇒ 1）
　　②交流促進活動への寄付（交流活動口⇒ 2）
　　③�小石川の杜プロジェクトへの寄付（環境企画口⇒ 3）

（記入例：030Aシユウタロウ -3）

紫友同窓会　事務局
原則として、火曜と金曜の 10時から 17時まで在室
住所　〒 113-0021

東京都文京区本駒込 2-29-29
都立小石川中等教育学校内

Tel/Fax　　03-3945-1961（留守電あり）
メールアドレス　shiyukai@msj.biglobe.ne.jp
ホームページ

https://www.shiyu-dousoukai.jp
（または “紫友同窓会 ”で検索）

　地下鉄日比谷線内幸町直結、国際ビルの地下にその店は
あった。名物の担々麺のスープに似た、くすんだ朱鷺色の壁
に掛けられたジャズレコードと写真。お客の人数によって融
通無碍に形を変えるテーブル配置。厨房では、洒落た白衣に
身を包んだ色黒・銀メガネの親父が今日の味を確かめている。
通路に向かって開け放された店内からは、いつも小石川のく
だらなくも熱い議論と笑い声が聞こえてきた。卒業後何十年
も経っても、この店があったから繋がっていたのだ。
　長い間本当にお疲れさん。ありがとう「むつ新」……。�（N）
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紫友美術会は故大勝恵一郎先生の呼びかけでスタートし、昨年30周年を迎えました。

皆様も美術を通し生活に彩りと楽しい語らいの場を共有しませんか。


