
北園26期の清水操さんの日本画作品です。
清水さんは北園高校卒業後、東京藝術大
学の日本画科に入学、卒業後は大学院に
進み保存修復技術を学ばれました。大学
院修了の1982 年、終了模写作品により、
サロン・ド・プランタン賞受賞、1984 年
日本美術院院友となり、1994 年 第 9 回
東京セントラル美術館日本画大賞展優秀
賞受賞、1995 年 院展 奨励賞、2007年 

春の院展 外務大臣賞、2009 年 院展 奨
励賞……と、数々の受賞歴があります。

◉
清水さんは、1990年前後から、沖縄をテー
マにした作品を描き始め、現在も続けられ
ています。2002年に画集『夏至南風』（ART 
BOXインターナショナル発行）として出版さ
れました。タイトルの夏至南風（カーチ・バ
イ）とは、沖縄の言葉で梅雨明けを告げる

清水 操氏 画╱『微風』……2000年（100×100cm）
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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。

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44号

◉

◉◉

◉

南風のことです。
この『微風』は沖縄の珊瑚礁の海に浮か
ぶ小舟を描いたもの。エメラルドグリーン
の穏やかな海に光が降り注ぎ、さざ波の
波紋が海底に映り込んで、時間の流れが止
まったかのような、ゆったりとした世界です。
爽やかな夏至南風に吹かれている感じを持
つのは私だけではないでしょう。

　　　　　  （北園22期・岡田武彦）



◉今年は九中開校（1928・昭3）から85
年、明年は九曜会再生（1984・昭59）か
ら30年となり、特段の記念行事はない
とはいえ、今後の会の継続進展を目指
して、組織や財政（会費）の見直しを
猛暑の最中進めています。会員のご支
援を頼りにがんばります。………yoshi
◉ facebook を開設して 7 カ月あまり
が経過しました。多くの「いいね！」と
コメントをいただき、大変ありがとうご
ざいます。同窓生のさまざまなイベン
ト、趣味、創作活動やビジネス、また、
クラブ OB・OG 会、北園の動向、九
曜会の運営等、あらゆる情報の交換、
交流の場にしていきたいと考えていま
す。この facebook は、情報がかなり

のスピードで、多くの世代に広がってい
くのが目に見えてわかることが特徴の
ひとつです。九曜の集い実行委員会を
開催したことをお知らせすると、短時間
内に極めて多くの人の目に触れている
ことで、同窓生の間でいかに期待と楽
しみにしているかがよくわかります。ま
た、会報 43 号の表紙を飾った樋口恭
一さんの個展開催では、facebook を
見て美術館会場を訪れた人も多く、樋
口さんも大変喜んでおられました。ウェ
ブとの連携をどのように図っていくか
等、今後の課題を検討しながら運用し
ていく所存です。これからもよろしくお
願いいたします。…………………toshi
◉九曜会事務所は北園高校のすぐ近く

にあるビルの 14 階です。前方の窓か
らの眺望は板橋駅方面。遠方にはスカ
イツリー、すぐ下の 3 層の高速道路や
埼京線の電車が走っているのも見えま
す。反対側からは目の前に母校の全景。
遠山をシルエットにした夕焼は圧巻で
す。その中を渡り鳥が鉤型に並んで飛

んでいたりします。どうぞお立ち寄りく
ださい。………………………………hisa
◉表紙に作品を掲載させていただくお
願いに、6月初めに26 期清水操さんに
連絡をしました。7 月に沖縄に行かれる
というので、何週間か滞在されて絵を
描かれるのかと思ったら、何と二泊三
日で西表島に飛んで、｢とにかくスケッ
チブックを埋めてくる｣ と言う強行スケ
ジュール！ ｢その後は公募展・秋の院展
に応募するための作品に集中です。｣ と
のこと。作品に描かれている、遠い日
の夏休みのような懐かしさを憶える、
ゆったりとした時の流れは、我々だけ
ではなく、清水さんにとっても理想郷
だったんですね ……………………take

32

今年の｢九曜の集い｣での傘壽のお祝いは北園４期の方々です。
男子の４期生は旧制中学の19回生として入学されましたが、
学校制度の変更により旧制中学に３年間、新制高校に３年間と
北園で６年間学ばれた最後の世代です。
同時に男女共学制となり、初めての女子生徒である
26名の才媛が入学されました。その内の21名の方に
アンケートをお送りして、10通の回答をいただきました。
そのお答えから、当時の高校生活の一端を探ってみました。
ご協力いただいた皆様に感謝いたします。

今年の「九曜の集い2013」は、10月12日（土）に開催です。
10月の第2土曜日です。

◎日　時◎2013年10月12日（土）
　　　　　12時～16時（受付開始11時30分）
◎会　場◎板橋区立ハイライフプラザいたばし
◎参加費◎1000円（61期以降無料）

メイ ン テ ー マ 好きです。北園！
◉

今年の「九曜の集い2013」は
35期（1983年卒業）が担当させていただきます。

35期は初めて入学時より全クラスが「共学」、
｢男子クラス｣いわゆる“男クラ”がなくなった年代です。
そして今年傘寿を迎えられる方々は初めて女子学生が

入学された期と伺っております。そんな共通点（？）もありつつ、
男女ともに今も北園を愛する心をもったメンバーで

楽しい一日とすべく日々励んでおります。
ぜひともたくさんの皆様にお集まりいただければ幸いです。

◉
実行委員長　鹿倉　誠司

JR埼京線板橋駅より
徒歩1分

都営地下鉄三田線新板橋駅より
徒歩2分

東武東上線下板橋駅より
徒歩7分

35期同期会のブログページでは、集いの準備の様子が報告されています。

1949年（昭和24年）は、こんな年！ 
4期生が高校1年だった1949年は、日本国内
は、ＧＨＱの占領下にあり、東京の盛り場には
靴磨き少年・花売り娘が激増、下山事件、三鷹
事件、松川事件などの怪事件が次々と起こりま
した。春に野菜の統制が撤廃され、飲食店の営
業も再開、酒類が自由販売となりビアホール
が復活（中ジョッキ130円）しました。
物資の統制が徐々に緩和され、混乱の中にも
明るさが見えてきた時代といえるでしょう。
その象徴ともいえるのが、湯川秀樹の日本人
で初めてのノーベル賞受賞。日本中に物理学
ブームが到来。また古橋広之進・橋瓜四郎ら
が全米水上選手権で世界記録を連発、「フジ
ヤマのトビウオ」が流行語となりました。
そんな時代に高校進学に際して何を考えてい
たのでしょう？
……北園高校を志望した動機は？
◉小学校時代、当時は府立五中、九中は、優秀
な男子が進学していましたので、少々の好奇心、
冒険心から志望してみました。（Y・K）
◉高校1年の3学期に東京へ引っ越して来まし
た。家が北園へ徒歩5分でしたので、何の考え
もなしに転校試験を受けました。名門校だとい
うことは入学してから知り、それ以後卒業まで
圧倒されっぱなしでした。（N・K）
◉戦争で親の生活が一変したために、子供心
にも心配し、授業料の安い都立へ変わらなけ
ればと思いました。（R・T）
その他、九中卒業生の兄に薦められて……、中
学の担任の先生に薦められて……、徒歩で通

学できるから……などのお答えがありました。
……入学した最初の印象は？
◉あまりきれいではない校舎でしたが、立派な
建物だと感じました。（T・Y）
◉女学校と比べて校舎内は殺風景な印象でし
たが、最初の授業で、生徒のレベルが相当高い
と感じました。（Y・K）
◉女学校から代わったのであまりのきたなさ
に驚きました。（R・T）
……この当時は校舎のメインテナンスまでは

手が回らなかったんでしょう。
◉校舎が立派で誇らしくはありましたが、通学
時に男子が窓に群がっているのが恥ずかしかっ
たです。（K・H）
◉とにかく男子ばかりで、「怖い」というほかは
ありませんでした。（N・K）
◉上級生が男子ばかりなので女子が目立ち、
とまどいました。（F・S）
……全校で千人を超える男子生徒の中で26名

の女子生徒では目立つのも当然ですね。
……男子生徒の反応は？
◉2期の上級生がとても大人に見えて近づき
難い感じでしたが、実際には兄のように優しく
面倒を見ていただきました。これに対して3期、
同期のクラスメイトは、当初は遠巻きに見てい
る様子がありましたが、次第に慣れて親しくなっ
ていきました。（Y・K）
◉上級生たちがずいぶんと大人に見え、自由
な校風に、自主的な生徒たちの様子に誇りを
感じました。（T・Y）
……旧制中学で3年間、男だけで過ごしてきた

男子生徒が、女子生徒に戸惑いながらも
慣れていく様子が目に浮かぶようです。

……通学時はどんな服装でしたか？
◉物資も何もない時代でしたので普段の服装
のままでした。ただ、ある先生からパーマをか
けなさい、もっときれいにしなさいといわれた
のには驚きました。（R・T）
◉グレイか紺、白といった地味な服装。（M・I）
◉姉のお下がりのセーラー服やセーター、スカー
ト姿でした。（N・K）
◉つぎの当たっているセーラー服、時には姉の
服を借りていました。（K・S）
◉姉が作ってくれた紺色のシャネルスーツ風上
着とズボンです。（K・H）
◉持ち合わせの白のブラウス、紺の上着、スカー
ト、時にはセーラー服などでした。（Y・K）
……日本中が物不足の時代、おしゃれをしたく

ともできなかった事情が伺えます。
……放課後はどのように過ごしていましたか？
◉クラブの化学部で、薬品の実験を行ったり、
文化祭では石鹸のできるまでを発表するなど
楽しく過ごしました。（F・S）
◉クラブは文芸部に所属していました。クラブ
の後は校庭でバレーボールなどをして遊んで
いました。（Y・K）
◉1年目はクラスの上級生たちが集まっていた
歴史教官室か宿直室。2年目以降はバレーボー
ル部です。（K・H）
◉女子たちと話すことが多かったです。文芸誌
の仲間に入れてもらったり、先生も一緒に旅行
も楽しみました。（R・T）

初めて女子が加わった関根クラスが全員集合。 　関根クラスで大島へ向かう船上で。  　　　　  （写真提供╱市原睦子さん）

◉特集◉………嗚呼！64年前の北園女子高生………◉

1949年頃、初めて女子参加演劇 当時の授業風景



……北園では美術部に入部されていたのですか？
いいえ、北園在学中は1年次に芸術科目は美
術を選択しましたが、美術部には所属してい
ません。化学が大好きだったので、3 年間、
化学部に在籍していました。2年の進路決定
の直前までは、理系の受験を考えていました。
……それがなぜ日本画をめざすことに？
美術は子供の頃から大好きでしたが、小学校、
中学校と『作業が遅すぎる、他の生徒と同じ
ように出来ない』と叱られ続けて、すっかり自
信を失ってしまい、美術には向いていないの
かも、芸術の道なんてとても無理だろうとあ
きらめていました。
そんな私を当時、北園で美術を担当されてい
た村井和夫先生（北園8期）が評価してくださり、

「日本画は清水に向いていると思う。やってみ
なさいよ。」という村井先生の言葉に背中を押
されて、高校 2年の3学期に、藝大受験する
ことに決めました。
……そして、村井先生の指導で受験勉強が始まる
のですね？

放課後や授業の空き時間に美術室でデッサン

の毎日が始まりました。なんとか3度目の受
験で合格しました。この年は北園同期だけで、
デザイン科や彫刻科と分野は違いますが、4
人の合格者をだし、東京藝大美術学部では全
国1位でした。
……村井和夫先生が前任の林邦男先生から引き
継いで北園に赴任されたのが1971年。清水
さんの代は村井先生に3年間を通して指導さ
れた最初の代になります。村井先生も指導に
熱が入っていたんでしょうね。
藝大入学後に平山郁夫先生との出会いがある
わけですね？

この2年の浪人のおかげで大学院で平山郁夫
先生の直接の門下生として、マンツーマンの指
導を受ける幸運に恵まれました。それが今の
自分に至る、様々な出会いや出来事に繋がる
のですから、不思議なものです。
……日本画のどういうところが清水さんに向いて
いたのでしょう？

油彩画や水彩画はチューブから絵の具を出して、
すぐに描き始められますが、日本画は、粉末
の岩絵具を絵皿に移し、膠

にかわ
液と水を加えて指

◉……………いま、この人……………◉

北園26期清水 操さん

表紙に作品を掲載させていただいた
北園26期の日本画家・清水操さんに
北園時代の思い出などを伺いました。

汀……2012年 夏の旅……2012年

で溶かす……といった作業があり、紙もドー
サ（膠液に、明

みようばん

礬を加えて作るにじみ止め液）
を引いて準備しなければなりません。配合を
間違えれば、絵の具も紙も使い物になりませ
ん。化学好きだった一面がこんなところで活
きているように思います。
大学院でも絵画組成や保存科学、保存修復
といった勉強を楽しんで学べましたし、実際
の制作にも大変役立ちました。
また、今でも、私のもう一つの仕事である絵
画修理で必要な修理報告書の作成に、北園
お得意の物理・化学の授業や、部活の研究レポー
トで鍛えられたおかげで、恐怖感を感じずに
すんでいます。 
……卒業後、村井先生と交流はありましたか？
村井先生の所属していた「行動展」と私の所
属する「院展」は、展覧会の会期も会場も同
じでしたので、たまに村井先生と会場などで
お会いすることがありました。いつも作品を
見てくださっていて「頑張ってるね！」と励ま
してくださったことを懐かしく想い出します。

　 （聞き手╱北園22期・岡田武彦）

◉…………清水 操 個展…………◉会期：2013年8月31日（土）〜9月16日（月）◉ 会場：相模屋美術店　中央区銀座５−６−９◉ www.sagamiya-art.co.jp◉

写真左╱石田クラスの遠足、
鷹取山で。昭和24年秋。
写真中2点╱千葉県御宿で
の臨海学校。
写真右╱24 年度の卒業式、
講堂の前で先輩、田中金松
さんを送る。昭和25年3月
20日。

（写真提供╱堀越由紀子さん）

当時、食生活が貧しいので新鮮な海の幸を食べさせたいと、石田先生が
他クラスも誘って計画された千葉県御宿での臨海学校。写真は石田先生と
女生徒が買い出しからくたびれ果てて帰ってきたところ。昭和25年夏。

千葉県岩井での臨海学校。体育の林茂子先生（愛称
さざえさん）と4期、5期の女生徒たち。昭和26年夏。

（写真提供╱星和子さん）

◉屋上で何人かの女子と語り合うのが楽しい
ひとときでした。（K・S）
◉校庭で大きな輪を作り、男女いっしょにバレー
ボールに興じたり、部室でおしゃべりをしたり、
本をたくさん読むことができました。（M・I）
◉友人たちと外国映画を観に行きました。（T・Y）
……この頃、流行った映画は、邦画では、『青

い山脈』『晩春』『野良犬』など、洋画で
は『哀愁』『大いなる幻影』などがあります。
書籍では、『細雪』『宮本武蔵』『菊と刀』『風
と共に去りぬ』など、当時の生徒達もこ
れらの作品に接していたのでしょうか？
それとも流行には流されず、古典や哲学
書を読み耽っていたとか……？。

……印象に残っている先生は？
◉安川定男先生はかすかに煙草の香りを漂わ
せていて素敵でした。いちばん前の席に座り授
業を楽しんだ思い出があります。横田勇先生は
まだお若く、素敵なオペラのアリアを聴かせて
くださり、教えてくださった楽典はたいへん興
味深く、2部・3部形式の作曲の宿題など、私を
音楽好きにさせてくださいました。（N・K）
◉指導教官の安川定男先生とは生涯のお付き
合いとなり、古文の指導では、田代三良先生と
長いお付き合いをすることになりました。（R・T）
◉数学の中村秀吉先生。黒板の方へ向かれた
ままでの授業でした。（Y・M）
◉指導教官の内田登巳久先生。古文担当の優
しい先生でした。大学は薬学部へ進学してはど
うかと薦めていただきました。（F・S）

……その他、関根俊雄、坊城俊民、石田弘正、
田代三良、中森義宗、浅野貞孝、藤田七郎、
三田忠恒、高野徹、五唐勝……などの先生
のお名前が挙げられていました。

……その他、クラブ活動等、記憶に残る
　　エピソードがあればお聞かせください。
◉指導教官が宿直の日には、放課後宿直室で
百人一首や宝（豆・アメ）廻し、暗闇鍋等をしてこ
の上なく楽しい時間を過ごしました。下校時間
が大幅に遅れることがありましたが、そのとき
の親の反応が度を越しているように思え、男子
校に入った小人数の女子生徒だということが
影響しているのか？　と、考え込んだり悩んだ
りしたことがありました。（Y・K）
◉男女10数人で山中湖へキャンプに行った時、
途中で先生だけ別荘に戻られ、残された私た
ちだけで雑魚寝をしたことがありました。いま
では考えられないおおらかさです。先生も生徒
もお互いを信頼していたのだと思います。（R・T）
◉中森義宗先生から時々パンの差し入れをい
ただき、講堂の二階で何人かで分け合っていた
だきました。（K・S）
……現在より教師と生徒の関係が親密であっ

たことが読み取れます。
◉当時は運動会も修学旅行もありませんでした。
クラブ活動というほどではありませんが、テニ
スが好きなのでコートを使わせていただき楽
しんだことを思い出します。（N・K）
◉2年生の時、クラブ活動の予算会議に出席し、
女子用のバレーボールを1つ買ってもらいました。

それまでは男子用で大きく、かなり使い込んだ
ボールでしたのでうれしかったです。（K・H）
◉私立の女子校から入りましたので、何もかも
新鮮に思いました。長い人生の中で高校の3年
間は精神的な成長の土台になったと思ってい
ます。また指導教官を囲んで1年生から3年生
がいっしょに過ごす時間があり、そのために広
い知識を得ることができたと思います。（M・I）
◉文化祭で顔につけるクリームを売ったり、コ
ンパに使うカレーを作ったり、勉強以外は楽し
い思い出ばかりです。（Y・S）
……お答え下さった方々に限って言えば、物資

も乏しい混乱の時代に、皆さんとても楽し
く充実した3年間を過ごされたようです。
この翌年1950年から、男子300名、女子
100名という通常の入学者数となり、指
導教官制が終わり、固定クラスとなった
1960年（北園12期）からは男子だけの男
子クラスができ、1979年（北園34期）まで
続きました。現在の入学者数は約320名。
女子が男子よりやや多いとのことです。
現在の北園在校生が60数年後に4期の
皆さんのような感慨を持って高校生活を
想い出されることを願ってやみません。
Y・Sさんのお答えの最後は次の一文でした。

◉高校時代の友人がたくさんできたことが、私
の人生の宝です。72歳で他界しましたが、夫は
2級上の同窓生です。

（編集・構成╱九曜会広報委員会・
北園22期・大塚登志夫╱岡田武彦）
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第25回セコイア会
開催のお知らせ
北園8期　藤原啓乃

◎日時　2013年10月30日（水〕12時
◎会場　如水会館（14階）
　　　　千代田区一ツ橋2−1−1
　　　　地下鉄　神保町又は竹橋利用
◎電話　03−3265−6054
◎会費　6,500円
◎連絡　幹事　大田光男
　　　　電話　03−3909−1898
◎ご案内発送　9月上旬予定

北園10期
「北斗会」総会を開催
北園10期　古荘元信

◎日時　2013年11月13日（水）　正午開会
◎会場　神楽坂　日本出版クラブ会館
　　　　会場電話03−3267−6111
◎会費　8,000円（当日）

第9回珊瑚会IN中板橋
｢野田保之先生を偲んで｣
北園12期　6組　阿部　遙

平成 25 年1月23日　野田先生のお通夜後、
珊瑚会幹事5人がお清めし、春に皆と偲ぶ会
を開催することを決めた。
早速130人に往復はがきを発送し、26人出
席の返信を得た。
4月6日（土）の本番は、石神井川の桜を見
てからの筈が、とんでもない低気圧に来襲さ
れた。「無用な外出は控えるように」とTVは
言うし、家族から「行かないで」と懇願され
た人もいたけど、そうはいかない。予定通り
に全員定刻に集合した。

出欠表・返信コメント集・野田先生の随筆な
どを配布、名札を首からかける。
川向さんが慎重に集合写真を撮影。大橋さん
の名司会で、まず黙祷。寺さん開会の辞。小
生から経過報告、鈴木さん献杯と続く。
中板橋の名店 ｢和唐｣ の久保田社長心尽くし、
10年物の紹興酒甕割りにびっくり、味わうと
まろやかで、思わず杯を重ねる。
しばし懇談、広東・四川料理が次々に出てくる。
初恋・板橋カルタ・映画など全員の近況スピー
チ。第3 校歌を松中さんのリードで歌い、土
屋さんが上品に閉会の辞。
お土産は店からの餃子と肉まんに、鈴木さん
差入れの日本一納豆（長野県、道祖神）。
風雨強まり、大半は帰路についたが、3 組の
数人は2次会に向かった。
今回ご欠席だった人も含めて、10月12日(土)
午後、板橋駅そばのハイライフプラザでの九
曜の集いで再会しましょう。16時過ぎからは
2次会場に移動します。

古稀を祝おう・いっちょん会
北園14期同期会を開催
北園14期　佐々木理子

平成25年6月23日　11:30より池袋サンシャ
インクルーズ・クルーズで14期のいっちょん会
を開催しました。
梅雨の晴れ間に恵まれ、同期生71名の参加に、
丹辺先生もかけつけて下さり、盛り上がりまし
た。何よりも、ご体調不良で欠席されました
立花先生が、私達の為に長寿の祝いや古稀の
謂れについて、詳しく纏めて下さいました。
全員にお渡しでき、70歳の節目を同期で祝う
事ができ、感銘しました。
北園の校歌を斉唱し、次期幹事4組にバトン

タッチしました。そして2年後の再会を約束し
ました。

北園15期8組（小原好一先生）
クラス会開催
北園15期　川田博史

 2013年3月16日、東京駅・八重洲の「草間」
にて、楽しい集いを持ちました。
来年は約70歳の皆さん、またクラス会をしま
すので大いに集まりましょう。
ご無沙汰の級友は、下記まで御一報ください。
◎連絡先　北園15期8組
　代表幹事・栗木　電話080−5381−7941

北園16期
宮島クラス会
北園16期　渡辺こうめい

 クラス会は、6月9日（日）、東京の名園「向
島百花園」内の茶室にて、24名の級友を迎え、
磯部（納谷）克子幹事長の下で開催されました。
園内の散策から始まり、昨年亡くなられた栄
藤さん、吉田さんへの黙とうを経て、3 時間
余のクラス会は、みな10代のころにかえって、
楽しい時間でした。
これで、50 名を超えていた会員も42名とな
りましたが、再来年は70歳の古希でもありま
すので、みな健康に留意しながら日々を過ご
そうと誓い合いました。

北園16期
同期会のお知らせ
北園16期　井上雅之

北園を卒業して50年がたちました。同期会を
下記のように開催いたしますので、ぜひご参
加ください。参加の呼びかけを8月下旬に、往

復はがきで行う予定です。
九曜会会報が届いていない方は、住所を、下
記代表世話人井上雅之までご連絡ください。
◎日時　2013年10月12日（土）
　　　　（九曜の集い開催日）17:00〜19:30
◎会場　池袋サンシャインシティ58階
　　　　「クルーズ・クルーズ」
◎会費　7,000円
◎連絡　北園16期世話人代表
　　　　九曜会　社員　井上雅之
　　　　電話 03−3908−9771　
　　　　e-mail　mla57616@nifty.com

北園18期
箱根金時山ハイキングのご案内
北園18期　私市一郎

昨年初めて陣馬山登山を行いましたが、あい
にくの天候で、期待した山頂での富士の眺望
は全くありませんでした。今年もこれに懲り
ず、箱根金時山のハイキングを実施いたします。
この山は標高1213mですが、富士山の麓か
ら頂上まで見渡せる評判の山で、何度訪れて
も感動されるかと思います。
◎日時　2013年10月22日（火）
　　　　（予備日23日、雨天の場合は事前に
　　　　連絡します)
◎集合　新宿駅西口　小田急箱根高速バス　
　　　　7:30発乗車
　　　　新宿ハルク35番バス停
◎行程　新宿 7:30 →乙女橋 9:30 →金時山

11:30 →（軽食 60）→仙石バス停
13:30→（入浴、マウントビュー箱根、
60)→昼食(場所未定)16:30→箱根
湯本17:19→新宿18:48

◎所持品　運動靴、長袖、半袖シャツ、傘、

 水500cc、その他
◎参加の申込み 下記幹事に電話で連絡し

てください
・私市　電話　048−866−2485
　　　　e-mail　ichi-kisaichi@nifty.com
・徳田　電話　090−8349−2246
　　　　e-mail　m-tokuda@mf.point.ne.jp
・一ノ瀬　電話/Fax　03−3950−6937
◎入浴、昼食からの参加も歓迎いたします。
　(マウントビュー箱根で待ち合わせ13:30)
◎新宿で軽い反省会を行い解散といたします。

北園高校バレーボール部
OB/OG会開催
北園19期　鈴木元晴

北園バレーボール部OB/OG会が7月15日に、
約 60名の参加者を得て北園高校体育館にて
開催されました。現在の執行部を大幅に若返
らせる案が提案され、次回から大幅に若返る
OB/OG会に期待しましょう。
◎連絡先:鈴木元晴
　e-mail   suzuki@income.co.jp
　電話048−885−7019

九曜混声合唱団からの
お誘い
北園14期 植村義満

今年の練習曲目と練習日の予定が決まりました。
太田先生の指揮で楽しい時間を過ごしませんか。
曲目は全部で8 曲です。いつもより多めです
が短い曲もありますので、難しい練習にはな
らないと思います。
曲目は次の通りです。
1.乾杯の歌╱2.ウォルシン マチルダ╱2.牧場
の朝╱4.里の秋╱5.ソーラン節╱6.遠い日の

歌╱7.花は咲く╱8.ふじの山
練習日は次の通りです。
2013年9月15日（日）、22日（日）、29日（日）、
10月6日（日）。
時間は午後12時半から4時半までです。今年
は日曜日が多くとれたのでゆっくり練習でき
ます。
練習会場は東上線大山駅から徒歩3分の、板
橋区立文化会館地下の音楽練習室です。
多数のご参加をお待ちしています。ご希望の
方は九曜会事務所までお問い合わせ下さい。
楽譜をお届けします。（昨年参加された方には
既に楽譜を発送しました。）

2013年九曜会ゴルフコンペ
開催のお知らせ 
北園16期山口博

九曜会ゴルフ同好会のコンペを、下記の通り
に開催します。
新しい仲間と北園の思い出を語りながら、プレー
を楽しみましょう。
◎開催日時　2013年10月10日（木）
　毎年10月10日です。祝祭日土曜日は若干

割高になります。
◎集合　8:30　
◎スタート　9:15
◎会場　ノーザンカントリークラブ錦ヶ原　
　なの花OUTコース（毎年この会場です。）
　JR 大宮駅西口（7:30）、東武東上線志木駅

南口（8:00）からクラブバスがあります。
◎参加費　11,000円
　昼食、パーティー費、賞品代込み
◎申し込み締め切り　9月15日
◎申し込み先　九曜会 Fax 03−3964−8227
　必ず緊急連絡先の電話番号を御記入下さい。
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◀北園12期　珊瑚会IN中板橋
｢野田保之先生を偲んで｣

▶北園14期
古稀を祝おう・いっちょん会

▶北園15期8組
（小原好一先生）クラス会

▲北園16期宮島クラス会
撮影╱桑原俊雄

▶バレーボール部OB/OG会
写真は池袋での親睦会

▶九曜会ゴルフ同好会
昨年度のコンペのスナップ
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九曜会ウェブサイト
会員用パスワード
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有効期間　2013年9月10日〜
　　　　　2014年5月10日

制作／DVDプロジェクトチーム
頒布価格／1500円（送料込み）

●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

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。

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）

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。

会報、ウェブサイトに掲載する原稿を募集しています。
同期会・クラス会の開催予告や報告等、会員に告知する必要があ
る内容なら何でも受け付けます。お申し込みは九曜会事務局宛て
にメールもしくは郵送でお願いします。写真等も掲載できます。会
報春号は2月末、秋号は7月15日までに必着でお願いします。
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