
北園30期の樋口恭一さんの石彫作品です。
樋口さんは北園高校卒業後、東京造形大
学で彫刻を専攻され、具象表現を基本と
した作品を国画会に出品されていました。
1993年に抽象表現に転じてからは、個展、
コンクールを中心に活動を続け、現在に
至っています。2010 年度文化庁新進芸
術家海外研修制度において研修員として

イタリアへ派遣されました。
◉

1986年に日本交通文化協会瀧富士美術
賞、1988年に国展彫刻部奨励賞、と具象
彫刻で着々と地歩を築きつつあった1993
年に、樋口さんに転機が訪れます。

「埼玉県ときがわ町での石材の掘り出し
の時でした。陽も落ち、周りに誰もいない
作業場で、割られた石の裂け目が月に照ら
され、明確な陰影を映し出していました。
手を加える必要のない見事に完成された
無垢な石の姿があったのです。思わず"こ
れだ！"と叫んでいました。」（樋口さん・談）

◉
この体験の後、樋口さんの作風は一変し
ます。人体などの具体的な形や、表面を
磨き上げる加工は姿を消し、割り出した
石に最小限の加工を施し、そのまま組み

合わせたような作品が出現します。
古墳内の石棺のような『遠い日　第1番』
と題された写真の作品は、埼玉県立現代
美術館のNew Vision Saitama 4 "静観
するイメージ"という展覧会に出品された
もの。鉄錆による彩色の効果もあり、荒々
しい石組みが、どこか懐かしさを感じさ
せます。作品が大地から自然に「生まれ
て来た」ようにさえ見受けられます。

『 歌。の様なもの　第4番』は、古代の生活
用具、あるいは楽器のようにも見えます。
原初的なものから誘発されたイメージを
懐かしい想いを呼び起こす形に結晶させ
た石彫は、樋口さんが石という素材と真
摯に向き合い、探求した結果なのでしょう。
樋口さんは「彫刻家」とは名乗りません。
いただいた名刺には「石彫  樋口恭一」と
ありました。　　    　（北園22期・岡田武彦）

樋口恭一氏 作
遠い日　第1番
2011 作品92
黒御影石
鉄粉の腐食による彩色
H140×W240×D80 cm
2011 New Vision Saitama 4

歌。の様なもの　第4番
2007 作品 75
黒御影石
鉄粉の腐食による彩色
H30 × W46 × D10 cm
2007 個展
2011 New Vision Saitama 4

2013年●　号 今年の九曜の集い2013は

10月12日
10月第2土曜日です。
会場は「板橋区立ハイライフプラザいたばし」。
北園35期（1983年卒業）の方々が
趣向を凝らし準備を進めています。

九曜会情報は会報＆ウェブで！
www.kuyo.jp/

九曜会facebookページを開設しました。
九曜会ウェブサイトのリンクからお入り下さい。

府立九中・都立北園高校同窓会

九曜会
会報
春・秋  年2回発行◉通巻43号

◉

◉◉

◉



科　　目 2013年度予算 2012年度予算 増　減
収　益

入会金収入 1,530,000 1,656,000 -126,000
会費収入 2,400,000 2,200,000 200,000
特別協賛金 360,000 450,000 -90,000
寄付金収入 700,000 700,000 0
頒布品収入 150,000 150,000 0
イベント収入 400,000 500,000 -100,000
雑収入 100,000 120,000 -20,000
受取配当金等 50,000 70,000 -20,000
会議参加負担金 0 200,000 -200,000
売上高合計 5,690,000 6,046,000 -356,000

費　用
人件費 1,000,000 1,000,000 0
会議費 50,000 200,000 -150,000
印刷費 0 70,000 -70,000
発送通信費 60,000 100,000 -40,000
会報作成費 550,000 600,000 -50,000
会報発送費 1,350,000 1,350,000 0
記録関係経費 10,000 20,000 -10,000
イベント事業費 800,000 800,000 0
消耗品費 40,000 50,000 -10,000
ウェブサイト運営費 300,000 350,000 -50,000
設備費 80,000 120,000 -40,000
修繕費 20,000 20,000 0
事務所経費 450,000 450,000 0
交通費 150,000 150,000 0
租税公課 110,000 130,000 -20,000
減価償却費 612,000 532,000 80,000
雑費 108,000 104,000 4,000
販売費及び一般管理費 5,690,000 6,046,000 -356,000

経常利益 0 0 0

科　　目 予算 決算 増　減 達成率
収　益

入会金収入 1,656,000 1,313,160 -342,840 79.3%
会費収入 2,200,000 2,543,500 343,500 115.6%
特別協賛金 450,000 363,000 -87,000 80.7%
寄付金収入 700,000 868,700 168,700 124.1%
頒布品収入 150,000 167,200 17,200 111.5%
イベント収入 500,000 384,800 -115,200 77.0%
雑収入 120,000 74,670 -45,330 62.2%
受取配当金等 70,000 55,952 -14,048 79.9%
会議参加負担金 200,000 4,300 -195,700 2.2%
売上高合計 6,046,000 5,775,282 -270,718 95.5%

費　用
人件費 1,000,000 963,475 -36,525 96.3%
会議費 200,000 39,053 -160,947 19.5%
印刷費 70,000 19,600 -50,400 28.0%
発送通信費 100,000 56,420 -43,580 56.4%
会報作成費 600,000 526,975 -73,025 87.8%
会報発送費 1,350,000 1,301,901 -48,099 96.4%
記録関係経費 20,000 10,950 -9,050 54.8%
イベント事業費 800,000 833,795 33,795 104.2%
消耗品費 50,000 11,120 -38,880 22.2%
ウェブサイト運営費 350,000 350,000 0 100.0%
設備費 120,000 76,900 -43,100 64.1%
修繕費 20,000 30,975 10,975 154.9%
事務所経費 450,000 433,264 -16,736 96.3%
交通費 150,000 135,740 -14,260 90.5%
租税公課 130,000 119,350 -10,650 91.8%
減価償却費 532,000 531,232 -768 99.9%
雑費 104,000 114,517 10,517 110.1%
販売費及び一般管理費 6,046,000 5,555,267 -490,733 91.9%

経常利益 0 220,015 220,015

資産の部
流動資産

現金 23,857
普通預金 9,764,595
郵便貯金 24,634
振替口座 2,002,652

流動資産合計 11,815,738
固定資産

有形固定資産
建物 7,462,120
建物付属設備 797,140

有形固定資産合計 8,259,260
無形固定資産

借地権 2,135,519
無形固定資産合計 2,135,519
投資その他資産

基金公社債投信 11,000,000
基金有価証券 10,000,000

投資その他資産合計 21,000,000
固定資産合計 31,394,779

資産の部合計 43,210,517

資本の部
利益剰余金

当期未処分利益 43,210,517
利益剰余金合計 43,210,517

資本の部合計 43,210,517
負債及び資本の部合計 43,210,517

経常損益の部
営業損益の部
売上高 5,775,282

売上総利益 5,775,282
販売費及び一般管理費

人件費 963,475
会議費 39,053
印刷費 19,600
発送通信費 56,420
会報作成費 526,975
会報発送費 1,301,901
記録関係費 10,950
イベント事業費 833,795
消耗品費 11,120
ウェブサイト運営費 350,000
設備費 76,900
修繕費 30,975
事務所経費 433,264
交通費 135,740
雑費 114,517
租税公課 119,350
減価償却費 531,232 5,555,267

営業利益 220,015
経常利益 220,015
税引前当期純利益 220,015
当期純利益 220,015
前期繰越利益 42,990,502
当期未処分利益 43,210,517

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

２０１３年度も、引き続き会員の皆様のご
協力を得ながら、安定かつより活発な活
動を指向した九曜会の運営を行います。
（１）北園高校、北園高校ＰＴＡ、財団法
人三五会との交流、連携
◎学校運営協議会、４者懇談会、ＰＴＡ
関連会議および行事、ＰＴＡ研修旅行、(財)
三五会理事会・評議員会等への参加を通
じた関係者との交流の推進、九曜会活動
の理解促進と入会促進活動の実施。
◎学校行事（入学式（2013年4月）、卒業
式（2013 年3月14日）、新入生セミナー

（2013 年 4月25日）、１年生環境講演会
（2013年3月21日）、森林保全合宿（2013

年 4 月 25 日）、柊 祭（2013 年 9 月）、入
学予定者説明会（2013 年 3 月）、等）へ
の参加および協力。
（２）広報
◎会報43号（4月）、44号（9月）の発行。
広報委員会による編集方針の検討。
◎ウェブサイトの運営、管理、を継続して
行う。
ウェブサイトについては積極的なページ作
りを行う。
◎ウェブサイト協賛広告掲載について継続
して検討を行う。
（３）記録
◎北園高校、九曜会関連資料、講演会記

録等のデジタル化、寄贈図書等の整理の
継続実施。
（４）会員交流行事	
◎九曜の集い2013の開催（10月に「ハイ
ライフプラザいたばし」で開催を計画）。
運営担当は北園35期。
◎同好会（ゴルフ、囲碁将棋同好会、九
曜混声合唱団）。
（５）他団体との交流
◎北園高校、北園高校ＰＴＡ、(財)三五会、
他との円滑な交流の実施。
（６）会費制度の検討
会費の継続かつ円滑な納入を図る観点から、
会費制度に関する検討を開始する。

理事会
代表理事　
山田善久 会長 北園10期
理事　
日比政昭 副会長 北園25期
鈴木壽子 事務局長 北園14期
村上奉文 事務局補佐 北園12期
大塚登志夫 広報 北園22期
登坂 渉 会員交流行事 北園27期
佐藤健也 記録・資料 北園17期
小林裕夫 渉外 北園  2期
中田博司 会員交流行事
 ／渉外補佐 北園30期
渡辺好明 新任 北園16期
市川文仁 新任 北園34期

監事
高野伊久男　北園24期
栗原靖治　　北園29期

社員総会
社員
九中  6回 高橋昌郎
九中 11回 刑部五郎
九中 12回 井上一郎
九中 13回 松浦郁郎
九中 14回 篠 弘和
九中 15回 浅香勝輔
北園 1期 花岡一太
北園  2期 小林裕夫／田口欽一
北園 3期 崎山浩司
北園  4期 脇 龍太郎
北園  5期 横山勝重
北園  6期 川井忠行
北園  7期 鈴木淳二郎
北園  8期 藤原啓乃
北園  9期 田中 肇
北園10期　 伊藤哲郎／山田善久
北園11期　 丸山宏一
北園12期　 土屋紀子／村上奉文
北園13期　 福田 進
北園14期　 植村義満／鈴木壽子
北園15期　 川田博史
北園16期　 井上雅之
北園17期　 佐藤健也／塚川由紀夫
北園18期　 私市一郎
北園19期　 小林正一郎
北園20期　藤田修一
北園21期　 近藤正則
北園22期 飯野新一／大塚登志夫
北園23期 金辺和夫
北園24期 泉 修一／高野伊久男
北園25期 日比政昭／山本仁二
北園 26期 内田良夫
北園 27期 登坂 渉／矢ノ目美也子
北園 28期 保坂敏夫
北園 29期 栗原靖治／那須朝子
北園 30期 倉持ゆり子／中田博司
北園 31期 磯山光浩
北園 32期 丸山吉栄
北園 33期 関根正直
北園 34期 市川文仁／松村 勉
北園 36期 草鹿 仁
北園 40期 芝野貴子
北園 41期 大野晶代
北園 43期 福山勝也
北園 44期 津田大介
北園 47期 中島智子
北園 51期 成瀬孝之

◉一般社団法人九曜会 貸借対照表◉

◉一般社団法人九曜会 損益計算書◉◉一般社団法人九曜会2012年度収支 予算・実績対照表◉

◉一般社団法人九曜会2013年度予算◉

◉九曜会2013年度活動計画◉

◉2003年に12期の村上さんから会報
の制作に誘われ、最初はデザインだけ
お手伝いしていたのが、いつのまにか
編集全般も任され、早くも10年が過ぎ
ました。年2回とはいえ制作時期はて
んてこ舞いになります。文字入力等ご
協力いただける方は事務局までお申し
出下さい。宴会の用意をしてご参加を
お待ちしております。
メールやウェブのアドレス表記が増えて、
縦組みでは対応が困難になったので、
今号から会報を横組みに変更しました。

バックナンバーをバインダー等で綴じて
保管されている方は開きが逆になり違
和感をお持ちでしょうが、これも時代
の趨勢とご理解下さい。…………take
◉表紙で紹介した樋口恭一さんの個展
が6月16日まで川越市立美術館で開か
れています。川越方面にお出かけの際
は立ち寄って、圧倒的な存在感に満ち
た作品群をご鑑賞下さい。詳しい案内
は九曜会Facebookページに掲載して
あります。樋口さんは1998 年の北園
創立70 周年の九曜会展にも出品され

ましたが、その後の変遷もたいへん興
味深いものがあります。…………toshi
◉会報春号（奇数号）は決算報告や九曜
の集いの記事で埋まってしまいますが、
秋号は特集記事が充実して、とても読
みごたえがあります。昨年の42号では

『嗚呼！クラブ活動』と題して卒業生17
人に各クラブの思い出や今の想いを語っ
ていただき、とても好評でした。ぜひ
ご購読ください。………………masa
◉二名の新理事のお蔭で、理事の平均
年齢が少々若くなりました。乞ご期待。

後輩から頼まれ47年前の北園新聞を
繙いていると、高名な俳人高柳重信（Ｆ
08）の寄稿文を発見。40代の写真も掲
載されていました。 捜していた記事は
見つからず残念でしたが、俳句を嗜む
私にはお宝記事！依頼された方に感謝。
薫風裡わが同窓の仲間達…………hisa
◉次の秋号では北園初の女子入学生の
世代が傘寿をお迎えになるので、65年
前の女子高生に、当時の思い出などを
語っていただく予定です。題して『嗚呼！
北園女子高生』（仮題）。ご期待下さい。

平成24年度北園高校
PTA信州旅行

九曜会理事・北園27期　登坂 渉

２０１２年度は、一般社団法人としての運営体
制の整備を図りつつ、北園高校、北園高校Ｐ
ＴＡ、財団法人三五会との連携も図りつつ、
より円滑な活動を行うべく運営を行なった。
１．会員状況
会員：15,659名（2012年1月1日現在）
[参考 2013年1月1日現在15,605名]
新入会員：222名（2012年4月1日）
社員：55名 （2012年1月1日現在）
[参考 2013年1月1日現在58名]
理事：（2012～2013年度。2012年社員総
会にて選任） 
小林裕夫（K2）、山田善久（K10）、村上
奉文（K12）、鈴木壽子（K14）、佐藤　健
也（K17）、大塚登志夫（K22）、日比政昭

（K25）、登坂渉（K27）、中田博司（K30）
（2012年2月25日開催の理事会において
山田理事を代表理事・会長に、日比理事を副
会長に選任）
監事：（2012～2013年度。2012年社員
総会にて選任）高野伊久男（K24）、栗原靖治

（K29）
２．会議

（１）社員総会
２０１２年２月２５日「ハイライフプラザいたばし」
にて開催した。

（２）理事会　＜＞内は主たる議案
2012年2月4日＜社員総会提出議案審議＞
2012年2月25日＜代表理事・会長、副会長
の選任、理事担当業務決定＞
2012年7月14日＜2012年度上期業務報告＞
2012年12月16日 ＜2012年度下期業務
報告、2013年度予算審議＞

（３）理事連絡会
理事連絡会を3月24日(土)、4月21日(土)、
6月3日(日)、8月18日(土)、9月22日(土)、
10月20日(土)
11月10日(土)に開催し、円滑な日常の会
務運営を図った。
３．委員会

（１）広報委員会（委員長：大塚理事）
会報特集記事、編集内容、ウェブサイトの運
営について検討を行った。

（２）記録・資料委員会（委員長：佐藤理事）
記録資料の調査・保管、デジタルデータ化を
行った。

（３）事務局会議（担当：鈴木理事）
予算執行状況、予算案作成のため、事務局
会議を開催し、検討を行った。
４．活動状況

（１）北園高校、北園高校ＰＴＡ、財団法人三五
会との交流、連携
◎北園高校卒業式（2012年3月8日）に山
田会長、鈴木事務局長が列席。
卒業者数312名（東日本大震災による福島
県からの編入生3名を含む）
◎平成23年度第3回学校運営連絡協議会（3
月18日開催）に山田会長が出席。
◎新入生説明会（3月26日）に山田会長が
列席し、九曜会について概要を説明し、案内
リーフレットを配布。2012年度入学予定者
数は322名。
◎北園高校入学式（4月9日(月)）に山田会
長、鈴木事務局長が列席。入学者数322名。
◎北園高校－ＰＴＡ－三五会－九曜会による、
四者会（4月14日開催）に山田会長、日比副
会長、鈴木事務局長が出席。
◎北園高校新入生セミナー（白樺湖・八子ヶ
峰ホテル）において工学院大学･南雲紳史
教授(K32)の講演をいただいた（4月26日）。
◎北園高校森林奉仕合宿（伊那市・生涯学
習センター）において京大・佐藤真行准教授
(K48)の講演をいただいた（5月10日）
◎平成24年度第1回学校運営協議会（6月
21日開催）に山田会長が出席。
◎北園高校文化祭「柊祭」（9月15日～16日
開催）に北園高校ＰＴＡの協力を得て、北園
高校食堂に九曜会・三五会のブースを設置し、
活動状況を紹介した。

（参考）北園高校塩澤幸雄校長が３月末日で
定年退職され、後任に酒井千春先生が就任
された。

（２）広報（担当：大塚理事）
◎会報第４１号（５月）、第４２号（９月）を発行。
◎ウェブサイトのリニューアルを行い、日常
の更新、メンテナンスを実施した。
◎ウェブサイトへの協賛広告の掲載につい
て検討を継続中。

（３）記録（担当：佐藤理事）
◎ビデオテープに記録されているインタ
ビュー等の記録映像のＤＶＤビデオ化を実
施中。

◎その他、記録関係資料の整理を継続して
実施中。

（４）会員交流行事（担当：登坂理事、中田理事）
◎九曜の集い2012を10月20日に「ハイラ
イフプラザいたばし」にて開催した。
運営担当期は北園34期。参加者は会員
230名、来賓14名、傘寿祝賀は北園3期生
42名の総計286名。
◎傘寿の皆様への記念品については、山本
光夫氏(K30)に記念タイルの制作を依頼した。
◎囲碁将棋同好会は毎月の例会の他に９月
17日（月・祝）に将棋大会を行った。
◎ゴルフ同好会は10月10日（水）にゴルフ
大会を行った。
◎九曜混声合唱団は、例年とおり九曜の集
い2012において合唱を披露した。
◎ＰＴＡ研修旅行（12月1日～2日）に参加し、
併せて九曜会の活動について紹介を行った。

（６）渉外（担当：小林理事）
◎平成24年の北園高校人事異動、ＰＴＡ人
事異動等について報告した。
◎新入生セミナー、森林保全合宿実施に関し、
北園高校への協力の内容、方法について北園
高校および(財)三五会との連絡、調整を行った。
◎北園高校「経営戦略会議」の開催にあたり、
北園高校、ＰＴＡ、(財)三五会との諸連絡、調
整を行った。
◎(財)三五会の活動状況、一般財団法人化
に向けた検討状況についてについて紹介した。
◎事務局長に協力し、北園高校教職員及び生
徒全員に対して、会報41号、42号を配布した。

（７）事務局関連
◎本年度新入会員は222名（卒業生総数
312名。入会率71%）であった。
◎会報41号、42号を会員に発送した。
◎北園高校教職員及び生徒全員へ会報41
号、42号を配布した。
◎北園高校の協力をいただき、来年度新入
会員（2013年3月卒業生）の保護者324名
に対して、入会申込用紙を配布。担任を通し
て申込用紙を回収した。
◎事務局会議を開催し、予算執行状況、来
年度予算案等を検討した。

（８）その他
◎北園高校、北園高校ＰＴＡ、(財)三五会、お
よび他校同窓会との交流を図った。

◉九曜会2012年度活動報告◉ ◉役員・社員◉

三五会協賛・北園高校PTA信州旅行が12
月1日(土)、2日(日)の2日間開催されま
した。参加者は、学校から酒井千春校長
を始め5名、PTAから朝日涼 会長を始め
24名、三五会から蓮沼俊之理事長、九曜
会から日比副会長、登坂理事の2名、合計
32名の参加でした。
1日目は、養命酒駒ヶ根工場を見学の後、
かんてんぱぱガーデン（伊那食品工業）
に立ち寄り、昼食の後、見学。次に、2
年生が今年5月に植樹した桜を 見学す
るため、伊那スキーリゾートを訪問。信
州北園プロジェクトの校章入りの木製看
板を拝見。その後に、桜守の稲辺謙次郎
様に高遠城址公園を案内していただき、
桜守のご苦労などをうかがいました。宿

泊先は、昨年と同じ高遠さくらホテル（伊
那市）でした。
2日目は、伊那スキーリゾートで伊那市
西春近自治協議会の皆様と交流会が行わ
れ、5班に分かれて、そば打ち名人から
ご指導を受け、そば打ち体験をしました。
その後に、西春近の方たちと私たちが打っ
たそば、名人が打ったそば、地元の方が
作った五平餅をいただきながら、親睦を
深めました。交流会の席上、伊那市在住
の辻幸雄（北園3期）様が訪ねてきてく
ださいましたので、ご挨拶をいただきま
した。
往路は、予定していた中央高速笹子トン
ネルが崩落事故のため、一般道へ迂回し
ましたが、当初予定の帰着時刻に10分ほ
どの遅れで到着しました。
今回で研修旅行の参加は、3回目となり
ます。毎回思うことですが、組織を超え
た連携をさらに深めるためには、学校、
PTA、三五会、九曜会を構成する個人 
の活発な交流が重要であると思いました。
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会員の皆様には変わらないご支援を賜りありがとうございます。
九曜会は本年3月3日（日）に、九中各回・北園各期の会員代表である
社員にお集まりいただき、定款に基づく社員総会を開催しました。前
年度の活動状況及び決算に対しての承認議決と新年度の活動方針及
び予算への了承をいただきました。
また、会運営の強化を図るため、現在の理事9人、監事2人に加えて、
新たに2人の理事の選任を議決いただきました。
活動の中心になる「九曜の集い2013」は、10月12日（土）の開催に向け
北園35期卒業の会員が実行委員会を組織して準備を進めてくださって

います。集いで恒例としている傘寿の期である北園4期の皆様をお招き
しますが、初めて女性の先輩方をお迎えする機会となります。
母校北園高校では、数年来都立高校の中で有数の伸びを認められ、
大学進学面での上昇と北園への入試応募者の伸びに如実に示されて
おります。九曜会では生徒さんと先生方の熱意に応えてPTAと（財）
三五会との密接な連携のもと、校内または宿泊先でのセミナーや研
修活動に会員の中から適切な講師の派遣を重ねています。
会員の皆様には会の活動への積極的なご参加並びにご示唆をお願いし、
会運営に対し役員一同努力を続ける所存です。

会の運営について…………………代表理事・会長　山田善久



九曜の集い
2012
開催報告
◉
九曜の集い2012実行委員長
本田　匡（北園34期）

九曜の集い 2012 は、2012 年 10 月 20 日、
例年通りハイライフプラザいたばしにて開催
いたしました。台風の影響を理事の方々も私
たち幹事学年も心配しておりましたが、当日
は晴天に恵まれ、歴代最高人数の傘寿の方々
42名と、幹事学年71名を含め、286名の参
加がありました。ご来場いただいたみなさま
には、この場をお借りしお礼申し上げます。
◉幹事学年である私たち北園34期が今回の
テーマにしたのは「世代を超えたおもてなし」
でした。傘寿の方々をはじめ世代の違うみな
さまにお楽しみいただける集いを作り上げよ
うと、毎月の打ち合わせの他にも集まったり、
数多くのメールをやりとりしたりして、議論を
重ねて準備してまいりました。
準備の過程では、落語会にご出演予定の桂前
治師匠（北園15期）が急逝されるという、悲
しい出来事もありました。落語会担当のスタッ
フは、講演会を聞きに伺った際に楽屋に押し
かけお元気な姿を拝見していただけに、とり
わけショックを受けていました。その後、落
語会が中止になった分の力は、他のプログラ
ムやおもてなしに注いできました。
◉集いは、山田九曜会会長からの開会挨拶で
始まりました。引き続き、ご多忙中ご臨席い
ただいた北園高校校長酒井千春先生、朝日涼
PTA会長、蓮沼俊之三五会理事長よりお言葉
を頂戴いたし、また、北園高校副校長杉浦文
俊先生をご紹介いたしました。
◉ここで早速、傘寿の祝いになります。今年は、
北園3 期（昭和２６年（１９５１年））ご卒業の
みなさまが対象でした。会長からの記念品贈
呈の際には、入学願書の写真をスクリーンに
投映するのが恒例だそうですが、昨年の北園
2期に引き続き、北園3期のみなさまの写真
が学校に保存されていないとのことで、かわ
りにお名前を表示させていただきました。大
変な時代に青春時代を過ごされたことと想像
いたします。
今年はテーマが「世代を超えたおもてなし」
であり、傘寿のみなさまにもお楽しみいただ
ける集いにするため、事前にお話を聞かせて
いただいたり、お写真をお借りしたりしました。

また、ご欠席の方にもメッセージ・近況をお
願いし、これらはまとめて集いのテーブルに置き、
後日、傘寿のみなさまにお贈りいたしました。
◉集合写真のために壇上に整列された傘寿の
方々のお姿は壮観でした。長い時を経て、さ
まざまなことを経験されて今ここに並んでいらっ
しゃると思うと、感動に胸が熱くなりました。
お祝い史上最大人数での写真撮影終了後、傘
寿のみなさまは、九曜混声合唱団とともに、
懐かしい第二校歌を斉唱されました。
◉写真撮影で動かしたテーブルを急いで戻す間、
ラオスとの交流活動をされているという学生
サークルの方からスピーチがありました。他に

も幹事学年より若い世代の方々のご来場があ
り、さらに世代を超えたイベントになってまい
りました。
◉続いてのステージは九曜混声合唱団です。
平成２年に結成され、九曜の集いへの出演は
今回で23 回目になるそうです。元教職員や
PTAの方も在籍される、混成の合唱団でもあ
ります。ここでは、練習場に見学にも伺って
取り組んだ合唱担当者が司会を務めました。
だれもが知っている「村祭り」や、東日本大震
災復興支援ソングの「花は咲く」など6曲を
お聞かせいただきました。最後は、客席も参
加しての「紅葉」で合唱が終わりました。

◉このあとの歓談の時間には、九曜会や公文
書館などの資料を元にした、北園高校の歴史
をめぐるファイルを映写しました。傘寿担当が
北園３期ご卒業のみなさまからお話を聞かせ
ていただいて知った指導教官制についての映
像もありました。
恩師代表のお言葉は、この指導教官制の時代
から北園36期まで長きに渡って教鞭をとられ
た、立花先生よりいただきました。
◉続いて第15回九曜杯将棋大会優勝者、北
園７期の近藤士郎様にご登壇いただき、山田
会長からトロフィーの授与がありました。
◉いよいよプログラムも終わりに近づき、次

年度幹事への引継ぎ式の時間となりました。
北園35期有志4名の方にステージに上がって
いただきましたが、昨年は一人でこの引継ぎ
式に臨みましたので頼もしい限りです。幹事
の象徴である黄金のキーを、35 期代表の鹿
倉誠司さんに引き継ぎ、決意表明をいただいて、
無事幹事学年の伝統をつなぐことができました。
◉引継ぎの後は、世代を超えて三つの校歌
斉唱です。府立第九中学校校歌（第一校歌）、
都立九中・都立二十四中合併記念校歌（第二
校歌）、そして都立北園高等学校校歌（第三校歌）
です。私たち34期が歌ってきたのは第三校歌
ですが、九曜の集いを通してほかの二つの校

歌を知ることができました。それぞれの校歌
にその時代の思いが感じられます。
◉日比副会長の集い終了の挨拶に「これだけ
多くの人がお集まりいただけるとは1年前には
思いませんでした。」とのお言葉がありました。
本当に多くの方々にご来場いただき、私たち
幹事学年も、準備してきた甲斐があったとの
感激を胸に務めを終えることができました。
◉最後になりましたが、同期の仲間と協力し
てイベントを作り上げるという貴重な機会をく
ださった九曜会、辛抱強くご指導いただいた
九曜会理事のみなさま、そして諸先輩方に厚
く御礼申し上げます。ありがとうございました。



九中10回卒甲子会
今年は11月12日に集合！
九中10回　廣島利夫

甲子会は、平成 24 年11月 20 日正午から、
原宿の「南国酒家」で開かれました。出席者
は6人でした。今回の参加者は、写真前列右
より、武井久幸、山極圭司、沼沢英治、廣島
利夫、後列、品川次郎、吉田雅文です。

少ないながらも久しぶりに楽しくなつかしいひ
とときを過ごしました。
甲子会は特に幹事を設けず、一定のルールを
きめて、11月の第 3火曜日正午「南国酒家」
で開くことにしています。
今年は11月の第3火曜日、すなわち平成25
年11月12日正午「南国酒家」に集合です。

九中第11回卒業生同期会
「イレブン会」終了のお知らせ
九中11回　刑部五郎　菅野哲治　鵜澤甫

昭和 51年から続いてきた「イレブン会」は、
昨年11月11日の第26回をもって閉じること
になった。昭和13 年 4月、戦時中の革製品
不足のため、10回生まで使用した特徴ある大
型のランドセルを布製肩掛け鞄にかけ換え登
校したときは、250人を超えていた同期生も、
最後の同期会では案内した者33 名、出席者
は僅かに15名でした。
出席者の1人、鈴木清達君のお便りから

「先日は数少なくなった会食で、楽しいひと時
を過ごさせて頂き有難うございました。出席
者が少なく淋しい会となりましたが、御一同
無病でなくても、息災で出席できたのは大変
幸せなことだと感じました。我々は、激動の
昭和を必死で生きぬいてきた世代です。運も
心掛けも良かったのか、お蔭様で米寿を目前
に迎えるまでの歳になりました。もうこれから
は、余生をじっくりと楽しみましょう。お名残
り惜しいですが、思い出にと、最後のクラス
会の写真をお送りします。」
フィナーレは、「皇城の北、三五ヶ原……」と、
校歌大合唱になった。

北園四期のお知らせ
北園4期　脇 龍太郎

●四期の会╱今年は傘寿を迎えてのめでたい
年です。ぜひご出席ください。お待ちします。
◎会場　日本外国特派員協会
◎日時　6月10日正午開会　幹事：塚越駿一
●ゴルフ会╱発展的解散をすることになりまし
た。ヤル気満々の諸君もいるようです。顔なじ
みの仲間と連絡を取り合って楽しんでください。
旧軽井沢ゴルフクラブほか、手配をします。 
幹事：佐藤 晃

「北園六期の会」開催のご案内
北園６期　川井忠行

毎年開催していました同期会ですが、昨年は
私が体調を崩し準備が遅れ開催できませんで
した。誠に申し訳なくお詫び申しあげます。
本年は次のとうり開催いたします。近々案内
状をお届けいたしますので是非予定に入れて
頂きたくお願いいたします。
◎日時　平成２５年６月８日（土）
　　　　午後１時半～４時
◎会場　板橋ハイライフプラザ「A」　
　　　　埼京線板橋西口徒歩２分
◎会費　５０００円

古希を祝おういっちょん会
～北園14期同期会～
北園14期　諏訪忠義・佐々木瓔子
　　　　　 曽屋真紀子

古希を迎える顔で再会しましょう。
◎日時：平成25年6月23日（日）
　11：30～14：00
◎会場：池袋サンシャイン60
　５８階「クルーズ・クルーズ」
◎会費：６，０００円（当日会場にて）
◎問合せ：諏訪忠義　
　090-3404-4723

立花先生のピアノ演奏に感激！
14期立花クラス会開催報告
北園14期　荻原誠功

平成24 年11月22日に昭和34 年入学の1年
1組立花クラスのクラス会を開催しました。場
所は北園18期卒業の桃井章さんが経営する
ポルトガル風のクラブ乃木坂「コレド」。15名
の参加者のもと立花先生を囲んで久しぶりに
旧交を温めました。
この度は８０才を過ぎてピアノを習い始めた
立花先生の演奏をお聞きするのが大きなイベ

ントでした。ピアノの名曲
を譜面も見ずに次から次
へと演奏する先生の姿に、
古希を迎えようとする我々
教え子たちは言葉もなく、
ただただ感激するばかり
でした。
この折に、昭和34年入学
の「立花クラス思い出アル

バム」を制作すること
が提案されました。立
花先生や級友から寄せ
られた古い写真を基に、
この度、50 頁余りの
アルバムが完成して級
友に配布することがで
きました。立花先生は
じめ級友の青年時代、
青春時代の思い出の一片となることでしょう。

北園16期同期会のお知らせ
北園16期　井上雅之

私たちも北園を卒業して50年になります。そ
こで北園16期同期会を開催しようと思います。
開催日は、今年の九曜の集い（10月12日土
曜日）の終了後、池袋で開催する予定です。
奮ってご参加ください。詳細は、九曜会ウェ
ブサイトをご覧ください。

北園第16期1年1組(広岩先生)
クラス会開催
北園16期　中津山秀範

2012年11月17日に池袋のレストランで44
年ぶりのクラス会が開催されました。
写真のように、22名の参加を見まして、高校
時代には話を交わさなかった同士も話が弾み、
旧交を温めるにとどまらない新たなるコミュ
ニケーションの輪ができて大変よかったと存じ

ます。2013年も11月に予定しておりますので、
皆様のご参加をお願い申し上げます。
名簿作成にご支援いただきました九曜会鈴木
様および関係各位に御礼申し上げます。
◎連絡先：中津山秀範
　amlnaka@ka2.so-net.ne.jp

18期ハイキング実施報告
北園18期　幹事一同

昨年10月23日、同期会としては初めてのハ
イキングを実施しました。場所は八王子の陣
馬山。参加者はベテラン3 名・初心者1名・
途中参加者1名の総勢5名でした。
新宿を朝7時半に出発し10時ころに登り始め
たころは天候に問題ありませんでした。しかし
頂上に着いたころには雨と風に雷まで鳴り出し、
最悪の天気となってしまいました。昼食は早々
に済ませ下山にかかりましたが林の中に入った
途端、風雨はおさまり、計画通り無事に藤野
へ着くことができました。
藤野では近くのやまなみ温泉に入り、その後

牛田君推奨の蕎麦屋「きあん」に５時過ぎに
着きましたが、片付けが始まっていて、天ぷ
らだけでよいからと交渉し、やっと開けても
らいました。店には他の客はなく、2時間も
の間ゆったりと皆で談笑できました。
いろいろ問題はありましたが、今年もこの会
を催していきたいと思っております。今年は
10月ころ、箱根の金時山を考えています。今
回の反省を踏まえ、悪天候の際の1～2日の
予備日を設ける予定です。
詳細は会報秋号、及び九曜会ウェブサイト（間
に合えば18期ウェブサイト）に掲載しますの
でどうぞ御期待ください。

北園19期　大人の修学旅行第
2弾「土湯・山水荘」参加者募集
北園19期　小林正一郎

北園高校　昭和39年入学の皆様へ。
私たちは2年生の秋、東北へ修学旅行に行き
ました。その当時宿泊した旅館は作並温泉・
岩松旅館と土湯温泉・山水荘でした。
さて、あれから半世紀後、私たちは3年前に
第1弾として、1泊目に宿泊した作並温泉・岩
松旅館への「大人の修学旅行」を実施し、26
名もの参加者がありました。今回はその続きで、
福島県土湯温泉・「山水荘」と五色沼ハイキ
ングです。五色沼の不思議な色彩は多くの方
が印象深く覚えていると思います。
私たちの企画は、同じ日付にこだわりました
ので、今年9月15日（日）から16日（祝）と
なります。会費は25,000円程度です。（交通
費は含みません）
詳しくは、北園19 期のウェブサイト http://
kitazono19.web.fc2.com/ をご覧ください。
◎日時：2013年9月15日（日）～16日
　（月・祝・敬老の日）　1泊2日
◎申し込み・問い合わせ先
①19期代表・小林正一郎　
　Tel・Fax 03-3828-4497
②事務局・杉田重雄　携帯080-3151-5688
　Tel・Fax 048-225-1255　
　Eメール　asiano.tabibito@gmail.com
◎申し込み締め切り　8月末日

北園25期同期会を開催
北園25期　日比政昭

北園25期同期会を2012年11月23日16時
からサンシャイン　クルーズ・クルーズで開催
しました。

フォークソング研究会演奏会や同期からの商
品提供による抽選会など、楽しい時間を過ご
しました。
参加者は70名。次回開催は2015年を予定し
ています。

北園27期
同期会総会を開催
北園27期　小堺 透

北園27 期の同期会の総会が、2012年11月
3日午後5時から、池袋の東武バンケットホー
ルにて開催し、今回は、64 名の同期の皆さ
んが参加しました。
懐かしい仲間達との語らい、他クラスの同期
生との新しい交流、さらには参加者全員にて
のゲーム、握手会も開かれ、和気藹々とした
楽しい総会となりました。 総会後は、さらに、
二次会三次会へと場を移しての交流もありま
した。
登坂同期会会長のもと、一年越しの準備から
当日のさまざまなお世話役まで、幹事の方々
ご苦労様でした。
なお、各クラスの有志の皆さんで構成されて
いる幹事達を中心に毎年、温泉旅行、スキー、
ボランティアと、日頃からさまざまな交流・活
動を行っております。
来年もまた、11月に総会を予定しております。
皆様のご参加をお待ち申し上げております。
◎北園27期同期会ウェブサイト　
http://kitazono27.world.coocan.jp/test/
Kitazono27_Homepage/framepage1_r.html
◎北園27期　広報担当　小堺 透
e-mail：tkjapan2002@gmail.com

JA1YBM
再開局へのご協力のお願い
北園16期　中津山秀範

物理部無線班に所属されていた方々へ、北園
高等学校アマチュア無線局(JA1YBM)再開局
へのご協力のお願いです。
先般、昭和37年頃にJA1YBMを立ち上げた
元物理部無線班のメンバーが旧交を温めた折
に、マチュア無線局JA1YBMを何とか復活さ
せたいとの話が持ち上がりました。
現在、学校にはアマチュア無線にかかわる部
活動等がないようですので、先ずはOB、OG
で立ち上げるべく免許申請等に着手しました。
元部員の方、関係する情報をお持ちの方や先
生方からお話を賜りたく存じますので、下記

宛にご連絡をお願いする次第です。
特に、再開局のための手続き上、最後の免許
人(石川さん)と連絡を是非とりたいので、ご
本人または同氏の消息をご存知の方がおられ
ましたら、連絡をお願い申し上げます。
開局の暁には、学校および現役生徒の方々へ、
非常災害通信などをはじめとし、できる限り
の協力をする所存です。
◎連絡先：〒187-0021
　小平市上水南町4-3-8　中津山秀範
　e-mail　amlnaka@ka2.so-net.ne.jp
　　　　　 ja1jtzja1jtz@docomo.ne.jp
　TEL090-1407-8625
　アマチュア無線局 JA1JTZ

囲碁・将棋同好会のご案内
北園18期　北島哮央

九曜会で、囲碁将棋を同好の士が集まって対
局しています。多くは、同期の人たちが隔月
とか年１回とかで行っていますが、同窓会の
事務所をお借りして、同窓生を縦断して行って
いるのが囲碁将棋同好会です。一部、棋友会
を自称してもいます。月１度の月例会と年１回
の将棋大会を行っています。
なお北園高校から飯塚祐紀という名人戦Ｂ級
リーグのプロもでました。

九曜会混声合唱団
九曜の集いで歌いませんか？　
北園14期　植村義満

これまで何度も参加された方はもとより、初
めての方もどうぞ奮ってご参加ください。今
年も楽しく、歌い易い曲目を選ぶつもりです。
太田先生の楽しいご指導で大きな声を出すと、
ストレス解消にも役立つこと請け合いです。
練習日は9、10月の日曜日の午後を中心にし
ます。練習場は板橋文化会館の練習室です。
ご希望者は九曜会事務局までご連絡ください。

九曜会ゴルフコンペ開催
北園16期　山口博

２０１２年、10月10日、九曜会ゴルフコンペ
が12名の参加で開催されました。
川井会長から、バトンタッチした最初のコン
ペでしたが、本当に楽しい雰囲気でゴルフを
満喫することができました。年代を超えた初
対面の方々が、旧知の間柄のように、和やか
な雰囲気でコースをまわる。これが九曜会ゴ
ルフの良さです。
川井忠行名誉会長、斉藤佐和子さん（２７期）、
松山浩哉さん（３１期）が幹事団に加わりました。
これを機会に、さらに九曜会ゴルフを盛り上
げていこうと考えています。
今年の九曜会ゴルフコンペは2013年10月10
日（木）に開催予定です。お申し込みは九曜
会事務局までお願いします。詳しくは九曜会ウェ
ブサイトをご覧下さい。

九曜会ウェブサイトwww.kuyo.jp/
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会費納入先　郵便振替　00140—7—39488　九曜会

事務局宛てのご連絡も、お気軽にメールをご利用ください。
E-メール  jimukyoku@kuyo.jp　九曜会ウェブサイト http://www.kuyo.jp/
事務局は週3日体制です。毎週 月・水・金曜日 午前11時〜午後5時
TEL／FAX 03-3964-8227　※電話でのご連絡などは上記時間内にお願いします。
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九曜会ウェブサイト
会員用パスワード

User Name：kitazono
Password：kuyo1304

サイト内にはパスワードを必要とするページがあります。
このUser Name、Passwordをご使用ください。

有効期間　2013年5月10日〜
　　　　　2013年9月10日

三五会
理事長 蓮沼　俊之
  浦和九曜会
 T 岡田　光好
 T 立花　正雄
 Ｔ 立花　正雄
 T 丹辺　文彦
 Ｔ 丹辺　文彦
 F03 鳥居　弘
 F04 赤沢　定雄
 F04 赤沢　定雄
 F04 高橋　敬一
● F05 鎌田　敏夫
 F05 高橋　延夫
 F05 日置　悟
 F10 加藤　武夫
 F10 斉藤　一雄
 F12 井上　一郎
 F12 森田　雍一
 F14 石川　忠志
 F14 沼口　康茂
 F14 野本　宏
 F15 大野　邦彦
 F15 松田　邦夫
 F16 赤塚　順一
 F16 赤塚　順一
 K01 高野　孝良
 K01 高野　孝良
 K01 西田　誠夫
 K02 浅香　誠二
 K02 中山　勝矢
 K02 三浦　勇一
 K03 沖田　太一
 K03 越部　光治
 K03 小林　淳男
 K03 小林　淳男
 K03 小松原　彬
 K03 酒井　功
 K03 鈴木　榮一
 K03 鈴木　榮一
 K03 高橋　和雄
 K03 谷崎　弘幸
● K03 樋渡　禧郎
 K03 山本　伸八郎
 K03 山本　伸八郎
 K04 秋山　竹松
 K04 大槻　信
 K04 岡部　貞元
 K04 田中　洋一
 K04 服部　三保子
 K04 脇　龍太郎
 K04 脇　龍太郎
 K05 武田　康嗣
 K06 飯島　秀男
 K06 榎本　稔
 K06 榎本　稔
 K07 磯崎　亮
 K07 磯崎　亮
 K07 佐藤　勉
 K07 佐藤　勉
 K07 助川　豊弘
 K07 平形　マス子
 K07 平形　マス子

 K07 平山　幾代
 K07 森谷　慎子
 K08 上木　晶子
 K08 川口　毅
 K08 清水　完次朗
 K08 寺田　弘昭
 K08 中沢　浩亮
 K09 川又　章
 K09 川又　章
 K10 菅野　久成
 K10 佐藤　直美
 K10 鈴木　紹允
 K10 徳屋　友彦
 K10 矢内　将夫
 K11 井坂　能行　
 K11 小野口　昇一
 K11 其田　靖子
 K12 高松　哲夫
 K12 田中　久喜
 K12 渡辺　泰男
 K13 染谷　正圀
 K13 宮沢　清治
 K14 内山　清
 K14 大井　得恵
 K14 清家　美保子
 K14 塚越　啓示
 K14 中島　美保子
 K14 山岸　武司
 K15 加藤　隆瑞
 K15 横山　栄一郎
 K16 藤林　孝之
 K17 高橋　良博
 K17 高橋　良博
 K17 益子　雄三
 K17 入江　利恵子
 K18 金子　和代
 K21 柴田　行貫
 K21 永田　正博
 K21 藤沢　賢治
 K22 中村　隆俊
 K23 金辺　和夫
 K23 小林　文子
 K24 大谷　宏
 K24 小林　睦夫
 K24 斎藤　正好
 K26 飯沼　典雄
 K27 武馬　吉則
 K28 加藤　英樹
 K28 田代　孝子
 K29 東　雄一
 K29 紀平　哲哉
 K29 紀平　哲哉
 K29 藤森　一昭
 K29 藤森　一昭
 K32 矢口　真理
 K34 市川　文仁
 K34 小泉　裕之
 K34 小泉　裕之
 K34 外岡　至郎
 K34 高木　新子
 K38 福島　由美
 K49 太田　高志
 K64 小宮　亜純

九曜会にご寄付を
ありがとうございました

平成24年度寄付会員芳名（敬称略・50音順）
●は亡くなられた方です。

年間で 2 度寄付していただいた方は、
お名前を2 度掲載してあります。

T ＝恩師
F ＝府立九中
K ＝北園高校

回・期 氏　名 回・期 氏　名

本誌は、傘寿を迎えた母校、「九中・北園高校」創立から今日にいたるまでの歴史をたどり、
その意義を再検証し、今日の日本教育界に一石を投じる意気込みで編纂しました。

卒業生はもとより、多く一般の方々にも広く読んでいただける充実した内容の記念誌です。

●50周年記念ビデオ（九中時代の16ミリフィルムも収録）
●ひいらぎ会
●北園の歩み—旧校舎から新校舎へ
●校歌（第一・第二・第三）新録音
●80周年記念誌をそのまま収録したPDFファイル

制作／DVDプロジェクトチーム
頒布価格／1500円（送料込み）

［第一部］80年の概観
写真を含む80年の編年史

［第二部］北園を掘り下げる
Ⅰ 創立から終戦まで
1	 九中誕生序説・府立九中と板橋
2	 明治以降の中等教育と府立九中
3	 初代常田宗七校長と二代校長山本勘助
4	 興国	に見る北園の源流・創立5年間の学園生活
Ⅱ 新制北園高校のスタート  昭和21年〜39年
1	 指導教官制の時代
2	 北園と第二外国語
Ⅲ 学校群制度、紛争そして21世紀へ  昭和40年〜
1	 学校群制度と北園
2	 北園の学校紛争
Ⅳ 生き生きとした学園生活を求めて
1	 文化祭・体育祭
2	 クラブ活動の歴史をたどる
Ⅴ 北園を支えるPTA、三五会、九曜会
Ⅵ 同窓生が綴る80年
九中・北園・先生と私／「先生と私」を読んで
Ⅶ 教職員在勤表・索引

好評発売中！
B５判４００ページ
編集／記念誌編集委員会
頒布価格／2800円（送料込み）

会報秋号は届いてますか ？
九曜会報は年2回の発行です。4月
発行の春号は住所を登録されている
全同窓生に送付しますが、9月発行
の秋号は会費納入会員のみに送付し
ています。お手元に春号（奇数号）し
か届いてない方で、秋号をご希望の
方は同封の振込用紙で会費の納入
をお願いします。記念誌、DVDをご
希望の方も同封の振込用紙にご記
入の上、お振り込みください。

好評発売中！


