
北園25期の石原重人さんの絵画作品です。石
原さんは北園高校卒業後、多摩美術大学グラ
フィックデザイン科を卒業、中学校の教員の
かたわら、国画会に所属して絵画制作をされ
ています。1999年に第73回国展・国画会賞
受賞。親子二代にわたる国画会の会員です。

◉
『アンギアリの戦い』は、同じ題名の絵が、レオ
ナルド・ダ・ヴィンチによって、フィレンツェ
政庁舎大会議室に描き始められました。ダ・
ヴィンチ最大の大作でしたが、フレスコでは
なく当時の未完成な油絵具で壁画に挑戦した
ため、表面の絵具が剥がれてしまい、ダ・ヴィ
ンチは完成を諦めたとされています。その同
じテーマに石原さんが挑んだ、千人近い群像
が画面にひしめく、幅4メートルの大作です。

◉
『鎮魂の華』は、痛々しい質感を背景に、傷
つきながらも開く花を描いたもの。副題とし
て ｢レクイエム2011｣ とあるように、東日
本大震災に対する石原さんからの鎮魂歌とし
て制作されました。制作にあたり、石原さん
は油絵具ではなく、植物染料による描画を試
みました。油絵具の原料の中には、砒素化合
物を始め、カドミウム、クロム、鉛化合物な
ど、有害な化学物質が含まれているものがあ
ります。福島原発事故による放射性物質飛散
が深刻な社会問題となっている中で、有害物
質に依存しない制作を試みた作品です。花び
らの白い部分は、パルプに白い石を削った粉
と糊を混ぜて描かれています。

◉
現代の油絵具などの画材は数百年を経ても変
色なく保存できますが『鎮魂の華』はそれほど
保たないと思われます。その点を石原さんに
尋ねると、明快に答えてくれました。

「両腕が失われていてもミロのヴィーナスは
美しいんです。そして、いつかは風化して自然
に戻る。存在するものはいつかは消えて行く
からこそ美しいんです。」
石原さんの絵は我々に「人間と自然の在り方」、

「文明の進歩とは……」、「芸術家にとって美
とは……」などの様々な問いを投げかけてき
ます。　　　　　　　 （北園22期・岡田武彦）

石原重人氏  画
鎮魂の華（レクイエム2011）
2012
板パネルに和紙張り、染料による彩色
H240×W240 cm

アンギアリの戦い
2009
板パネルに紙張り、アクリル絵具
H240×W400 cm

アンギアリの戦いは、15世紀半ばにイタリア・ト
スカーナ地方のアンギアリで、フィレンツェ共和
国軍とミラノ公国軍の間で行われた戦いです。

九曜会facebookページも開設しています。
九曜会ウェブサイトのリンクからお入り下さい。

2014年●　 号

今年の九曜の集い2014は

10月11日
10月第2土曜日です。

会場は例年通り
「板橋区立ハイライフプラザいたばし」。

北園36期（1984年卒業）の方 が々
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45号

◉◉

◉

◉

九曜会情報は会報＆ウェブで！

www.kuyo.jp/

45
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2014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）会員交流行事　
◎九曜の集い2014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36 期。2013年12月に運営体制が発
足し、検討を開始。
◎同期会、クラブOB会、地域同窓会の開催促進、支
援方法の検討。
◎同好会活動（ゴルフ、囲碁将棋同好会、九曜混声合
唱団等）の開催支援。

（2）広報　
◎九曜会報45号（4月）、46号（9月）の発行。
広報委員会による編集企画、編集方針の検討。
◎ウェブサイト、Facebookの運営、管理の継続実施。
魅力あるコンテンツの継続検討。
◎ウェブサイト協賛広告掲載については、継続検討。
（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）北園高校、北園高校PTA、財団法人三五会等と
の交流、連携
◎学校運営連絡協議会、四者懇談会、PTA関連会議、

PTA研修旅行、（財）三五会理事会　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。
◎北園高校行事（卒業式╱2014 年3月、新入生説明
会╱2014年3月、入学式╱2014年4月、新入生セミ
ナー╱2014年5月、森林保全合宿╱2014年5月、柊
祭╱2014年9月）への参加および開催協力。
（5）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
の改定を検討する。

◉九曜会2014年度活動計画◉

2013年度も、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PTA、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
社員 ： 58名（2013年1月1日現在）[参考2014年1月1
日現在　62名]
会員 ： 15,605名（2013年1月1日在）[参考　2014年1
月1日現在　15,598名]
新入会員 ： 254名（2013年4月1日。卒業生総数324名）
理事 ： （2012~2013年度） 
小林裕夫（K2）、山田善久（K10）、村上奉文（K12）、鈴木壽
子（K14）、渡辺好明（K16）、
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）、
市川文仁（K34）

（2012年2月21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。渡辺氏、市川
氏は2013年3月3日開催の社員総会にて理事に選任。）
監事 ： 髙野伊久男（K24）、栗原靖治（K29）
2.会議

（1）社員総会
2013年3月3日　ハイライフプラザ板橋にて開催した。

（2）理事会
理事会を以下の日に開催し、運営に関する事項について
審議、検討を行った。
2013年2月16日〈2012年度決算〉
2013年4月13日〈理事担務決定、2013年度上期業務
報告〉
2013年7月27日〈2013年度上期業務報告〉
2013年12月15日〈2013年度下期業務報告、2014年
度予算審議〉（〈 〉内は主たる議案）

（3）理事連絡会
理事連絡会を以下の日に開催し、円滑な日常の会務運営
を図った。
2013年 6月23日、2013年 8月18日、2013年 9月22
日、2013年11月16日
3.活動状況

（1）会員交流行事
◎九曜の集い2013を10月12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35期。運営委員長は鹿倉誠司（K35）氏。
メインテーマは「好きです。北園!」
参加者は会員269名、うち傘寿会員は北園4期生42名、
運営担当期北園35期生67名であった。
◎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　9月16日に将棋大会を行った。
◎九曜ゴルフ同好会は10月10日にゴルフ大会を行った。
◎九曜混声合唱団は、例年通り九曜の集い2013におい
て合唱を披露した。
◎同期会開催助成の試みとして前年の九曜の集い担当
34期同期会開催に際し助成を行った。

（2）広報（広報委員会/委員長 ： 大塚理事）
◎会報を企画制作し、発行した。
第43号（4月） ： 表紙は樋口恭一氏（K30）作「遠い日 第1
番」
第44号（9月） ： 表紙は清水操氏（K26）画「微風」、特集・
嗚呼!　64年前の北園女子高生
◎ウェブサイトのコンテンツの企画検討、日常の更新、メ
ンテナンスを実施した。
◎Facebookを開設し、同窓生の新たな交流の場を提供
した

（3）記録（記録・資料委員会/委員長：佐藤理事）

◎ビデオテープに記録されている記録映像のDVDビデ
オ化を実施した。
◎その他、北園新聞等、記録関係資料の整理、保管を実施
した。
◎なお、事務局に複合機を導入したことによりA3サイズ
までのスキャンが可能となっている。

（4）渉外（小林理事）
◎平成25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。
◎四者懇談会の開催にあたり、北園高校、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
状況について紹介した。
なお、（財）三五会は、2014年4月1日付で一般財団法人
に移行する予定である。
◎北園高校教職員及び生徒全員に対する九曜会報43号、
44号配布に協力した。

（5）事務局関連（事務局会議/委員長 ： 鈴木理事）
◎会報43号、44号を会員に発送した。
◎北園高校教職員及び生徒全員へ九曜会報43号、44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（2014
年3月卒業生）の保護者に担任教員から入会申込書を配布

（10月30日）し、入会を受け付けた。（2014年1月1日現
在で、卒業予定者316名中、287名から入会申込みがあっ
た）。
◎複合プリンタ、映写スクリーン、折畳椅子を整備した。
◎事務局会議を開催し、会費問題の検討、予算執行状況、
予算案等を中心に議論、検討した。

（2013年11月29日、2013年12月8日）
（6）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（2013年3月14日）に山田会長が列
席。卒業者数324名
◎北園高校PTA主催「卒業を祝う会」に理事4名が列席

（2013年3月14日）。
◎新入生説明会（2013年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した。
◎北園高校入学式（2013年4月9日）に山田会長と鈴木
事務局長が列席。入学者数323名。
◎学校運営連絡協議会（2013年6月20日開催）に山田
会長が出席。
◎北園高校ーPTAー三五会ー九曜会による、四者会（2013
年4月4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
おいて工学院大学教授･南雲紳史氏（K32）の講演をいた
だいた（2013年4月25日）。
◎北園高校森林奉仕合宿（伊那市・生涯学習センター）に
おいて神戸大学准教授・佐藤真行氏（K48）の講演をいた
だいた（2013年4月25日）。
◎北園高校3年生保護者会に山田会長、日比副会長が出
席し、九曜会への入会について説明を行った（2013年6
月20日）。
◎北園高校文化祭「柊祭」（9月14日~15日開催）に北園
高校PTAの協力を得て、「食堂ぞのや」に九曜会・三五会
のブースを設置し、九曜会の活動状況を紹介した。
◎PTA-三五会共催研修旅行（11月23日~24日）に参加
し、九曜会の活動の紹介も行った。

（参考）2013年4月1日付異動により北園高校副校長に
亀崎隆彦先生が就任された。

◉九曜会2013年度活動報告◉

2

この度、2014年の社員総会とその後の理事会におきまして、一般社
団法人九曜会の代表理事・会長に選任されました。その重責に身の
引き締まる思いをいたしております。長い歴史と伝統のある九曜会
が、今後さらにいっそう充実、発展していけるよう微力を尽くす覚悟
でおりますので、山田善久前会長と同様、会員各位のご支援、ご協
力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
私は、1961（昭和36）年に北園高等学校に入学しましたが、学校、
先生、友人に恵まれて充実した3年間を過ごすことができ、今でも
北園高校が大好きですし、とても誇りに思っています。いま振り返れ
ば、入学のとき北園高校の校風は「自由と創造」と紹介され、その後
に、先生方から受けた教育は、「自主性と多様性の尊重」でした。こ
れは、社会人になってからも生き方の基本です。
九曜会の活動の中心は、何といっても、会員の交流と北園高校・在

学生への応援にあると考えています。そ
のためには、毎年の「九曜の集い」のみで
なく、クラスを超え、世代を超え、クラブ
活動を超えた交流を盛んにし、また、学
校・在校生、PTAや三五会とも協力してい
きたいと思います。なお、九曜会の事務
所もごく近くにありますので、会合や懇談
にお使いいただければ幸いです。
府立九中、北園高校は、まもなく創立90
周年を迎えますが、そのときにも、会員
各位から「九曜会があってよかった」と高く評価されますように理事
会、事務局のメンバ－は一同努力しますので、どうかよろしくお願い
いたします。

2008年2月選任いただき、3期6年の間、会員の皆様のご支援に
より、任意団体九曜会会長と一般社団法人九曜会の代表理事・会
長を務めさせていただき、誠に有難うございました。まずは御礼申
し上げます。
私の前任者は、北園2期の故・植田豊先輩でしたが、長い間活動
を停止していた九曜会の再建を中心となって始められた際、第1に「九
曜会は政治、宗教、ビジネスとは一切関わらないこと」、第2に「組
織的運営を行い、必ず組織としての理解、了解に基づき行動すべき
こと」、第3に「財政の安定的な運営を図ること」の3点を確認しあっ
て努力したと、会報の「退任にあたって」で述べておられます。
その後を継がせていただく私は、力不足を十分自覚しつつも、この
3点を戒めとし誠意を旨として携わらせていただこうと決心しました。
組織面は、会の設立以降ずっと任意団体として活動してきましたが、
平成15年に事務所取得のため有限責任中間法人を併設しておりま
した。
国による公益法人制度改革が平成18年法律改正、20年施行とな
り、この有限責任中間法人が自動的に一般社団法人に移行するこ
とになりました。この機会に非営利法人のあり方について議論を
重ね、九曜会の活動を一般社団法人に一本化することとして、平
成22年2月登記、成立しました。
財政面では、任意団体時代から新規卒業生の入会金、会員からの

3年毎の前受け会費、特別協賛金（終身会費納入会員）及び寄付
金をもって、徹底して切り詰めを続けてきた事業経費を支えてき
ましたが、法人に適した財政構造とし、新たな会活動を展開する
ために下記のように会費改定、会費制度改定の提案に至りました。
2015年度からの適用を予定し、次期の社員総会へ付託されます。
これまで検討してきた責任者として、会員のご理解、ご協力を賜り
ますよう、切にお願いする次第です。これにより会員活動並びに学
校活動への支援が広がり、4年後の90周年記念事業が充実できる
ものと考えます。
また、就任時に心に期したのは、学校、PTA、三五会との交流を
多面的に進めたいということでした。
就任した2008（平成20）年は、府立九中創立から80周年の記念
の年であり、学校と三団体との交流が重なるときになり、教職員の
方々、保護者の皆様とも近く接することができ、PTA、三五会と相
携えて生徒さんへの手助けが年々進んでまいりました。
会報、ウェブサイトの充実が図られ、秋の九曜の集いの運営を1年
かけてまとめてくださる卒業後30年目の会員の力があります。
おわりに、これまで非力な私を支えて、精力的に活動してくださっ
た役員の皆様に深く深く感謝し、今後は渡辺会長のもと、九曜会
の活動が充実、発展しますよう祈念申し上げて退任の言葉といたし
ます。

ごあいさつ…………………新代表理事・会長　北園16期　渡辺好明

退任にあたって…………………前代表理事・会長　北園10期　山田善久

3月2日開催の社員総会において会費制度の改定について承認されまし
たので、その概要についてお知らせします。
【改定の背景】
①現行の予算規模では現在の活動規模を維持するレベルであり、新たな

活動は事実上難しい状況です。例えば、
　・ 同期会活動の促進、クラブOB会活動の促進、地域同窓会の促進や

開催助成の実施
　・ 事務局業務や会報制作などの外注化
　・ 事務所の老朽化と狭隘の問題への対応
　・ 90周年に向けた記念行事等への取り組みの充実。
　・ 最近の物価動向、消費税増税に伴う物価上昇への対応。
②収入に占める寄付金と特別協賛金の割合は小さくないが（約19%）、

これらは主として若い世代によるものではないため、将来に渡ってこ
れらに依存することは難しいと考えられます。

加えて、
③現在の会費納入は、3年分の会費の郵便払込票で前納することにして

いるが、支払時期を見失うケースも多々あり、また郵便局へ出向いて
払い込むことが難しい方も多くなってきています。

【改定の内容】
以上の背景をふまえ、今回の社員総会では以下について決定しました。
①会費を年度会費制に改める。
②会費の額は年額2,500円を上限として改定を行うこととし、金額は今

後の活動計画や諸物価上昇の状況も見て、理事会で更に検討を行う。
③会費納入をコンビニエンスストアでの納入も可能となるようにする。（払

込手数料は九曜会負担となります）。
なお、
④終身会費納入済会員の年度会費は引き続き不要とする。
⑤特別協賛金制度は廃止し、寄付金に一本化する。
【今後の進め方】
上記に基づき、理事会での検討を経て原案が決定された場合には、臨時
の社員総会に諮ることとします。会員各位にはご理解をいただき、また、
引き続きご意見をいただきたく、お願いいたします。

会費制度の改定について

三五会
理事長 蓮沼　俊之

 Ｔ 岡田　光好
 Ｔ 立花　正雄
 Ｔ 立花　正雄
 Ｔ 立花　正雄
 Ｔ 丹辺　文彦
 Ｔ 丹辺　文彦
 F01 峯尾　和一郎
 F04 赤沢　定雄
 F04 高橋　敬一
 F05 高橋　延夫
 F10 加藤　武夫
 F10 斉藤　一雄　
 F10 斉藤　一雄
 F12 井上　一郎
 F12 森田　雍一
 F13 佐野　純
 F14 野本　宏
 F14 渡邊　三郎
 F16 赤塚　順一
 F16 赤塚　順一
 K02 関　徹雄
 K02 田和　恭介
 K03 伊藤　弘
 K03 岩渕　房夫
 K03 大塚　作三
 K03 越部　光治
 K03 小松原　彬
 K03 小松原　彬
 K03 小松原　彬
 K03 鈴木　榮一
 K03 鈴木　榮一
 K03 田中　桂治
 K03 萩原　健治
 K04 秋山　竹松
 K04 樺沢　襄
 K04 栗栖　敏郎
 K04 清水　文子
 K04 瀬川　誠
 K04 土岐　頼彦
 K04 服部　三保子
 K04 脇　龍太郎
 K04 脇　龍太郎
 K05 宿輪　初江
 K05 武田　康嗣
 K05 吉田　妙子
 K06 飯島　秀男
 K06 榎本　稔
 K06 榎本　稔
 K06 林　雅和
 K07 磯崎　亮
● K07 久保田　志満子
 K07 小林　孝明
 K07 佐藤　勉
 K07 佐藤　勉

 K07 鈴木　淳二郎
 K07 平形　マス子
 K07 平形　マス子
 K08 遠藤　千代子
 K08 中沢　浩亮
 K09 川又　章
 K09 中村　征一郎
 K10 徳屋　友彦
● K10 堀江　繁
 K11 其田　靖子
 K11 高橋　雅夫
 K12 大橋　勝広
 K12 高松　哲夫
 K12 原　秀治
 K13 阿久澤　朋子
 K13 増田　良夫
 K13 松島　紘
 K13 宮松　雅秀
 K13 湯浅　晴夫
 K14 大塚　邦江
 K14 清家　美保子
 K14 中島　美保子
 K14 長島　靖
 K14 水島　悦子
 K14 山岸　武司
● K15 鈴木　一彦
 K17 岩野　和一
 K17 高橋　良博
 K17 東條　安純
 K17 入江　利恵子
 K18 一ノ瀬　清美
 K18 大塚　隆一
 K18 藤田　智恵子
 K20 岡村　孝男
 K20 高山　忠雄
 K20 山本　光一
 K21 柴田　行貫
 K22 荒谷　素子
 K23 小林　智子
 K23 白川　行彦
 K24 斎藤　正好
 K29 須川　道男
 K29 藤森　一昭
 K31 野村　雅文
 K32 矢口　真理
 K34 高木　新子
 K34 高木　新子
 K34 原田　貴子
 K35 大木　博史
 K35 田村　晴子
 K35 野村　浩行
 K35 木野　淳子
 K35 成田　幹代
 K44 津田　大介
 K49 太田　高志
 K49 近田　季一郎

九曜会にご寄付を
ありがとうございました
2013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

一般社団法人九曜会



九曜の集い2013
開催報告
◉
九曜の集い2013実行委員長
鹿倉誠司（北園35期）

◉「九曜の集い2013」は平成25年10月12日
に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。当日は天候にも恵まれ、来場
者269名（内訳は恩師4名、来賓5、九中2、傘寿
42、35期67、その他149）と大勢のご参加を
いただき、ありがとうございました。
◉今年の「九曜の集い」のテーマとして私たち
北園35期が掲げたものは「好きです。北園!」
でした。30年ぶりに再会した友人達と話して
いると誰もが北園出身であることを誇りに思っ
ていると感じました。何より私たちだけでなく

「九曜の集い」に参加される皆様は全員「北園
高校が大好き」であるはずです。今回はそれ
を改めて感じていただける会にしたいとの想
いからこのテーマに決めさせていただきました。
◉また、北園高校の変遷を映像で紹介したく、
現在の北園高校の映像を使用するにあたり、
酒井校長先生や九曜会理事の方々に多大なご
協力をいただき、ありがとうございました。
◉「九曜の集い2013」は山田善久九曜会会
長からの開会のご挨拶に始まり、ご臨席の都
立北園高校校長酒井千春様、PTA 会長渡部
博子様、財団法人三五会理事長蓮沼俊之様よ
りお言葉を頂戴し、北園高校副校長亀崎隆彦
様をご紹介いたしました。
◉続きまして傘寿のお祝いへと進み、今年は
北園 4 期生で昭和 27年、1952 年ご卒業の
皆様が対象です。昭和24 年に初めて女子生
徒が入学し、その方たちが傘寿をお迎えにな
り7名の方がご出席されました。

◉記念品贈呈時にはテーブル毎にお名前をス
クリーンに投影いたしながら、山田会長より
傘寿の方お一人お一人に記念品の贈呈を行い
ました。
◉贈呈後に4期同期会長の塚越駿一様よりご
挨拶をいただき、傘寿の皆様の卒業時から現
在も受継がれている第三校歌を九曜混声合唱
団と共に斉唱されました。
◉続きまして北園高校（府立九中）の竣工時
からのスライドショーを活弁士風にコメントを
付けて映写いたしました。
◉続きまして九曜混声合唱団のコーラスです。
合唱団は平成2年に結成され元教職員の方や
PTAの方も参加されている混声合唱団で、九
曜の集いへの出演は24回目となります。合唱
曲は全8曲で、そのうち2曲は皆さんご存じの

「里の秋」、「ふじの山」を選曲され参加者全
員での合唱となりました。
◉合唱後に九曜会製作の「旧校舎から新校舎へ」

を映写いたしました。旧校舎の取り壊し等の
インパクトのある映像に続いて、現在の北園
高校の映像として北園高校映像研究会製作の
体育祭や柊祭の模様を映写しました。現役生
の生き生きとした映像は現在そして未来の北
園高校を感じていただけたかと思います。

◉その後、ご出席の恩師を代表して清水武久
先生よりご挨拶をいただきました。恩師は三
宅栄一先生、立花正雄先生、小松博文先生に
もご出席いただきました。
◉続きまして表彰式です。まずは九曜杯将棋
大会では20期久木道雄様が優勝され代理で
18期北島哮央様へ、そしてゴルフコンペでは
31期松山浩哉様が優勝され代理で16期の桑
原俊雄様へ、それぞれ山田会長より優勝カッ
プの授与を行いました。
◉また、九曜会ゴルフ同好会、柊泳会（水泳
部 OB 会）代表の16 期山口博様より山田会
長へ記念ゴルフボールの贈呈がありました。
◉また、一昨年より傘寿の方への記念品の製
作をお願いしている30 期の山本光夫様がご
来場されていましたので、ご紹介いたしました。
◉九曜の集いも終盤となり次期幹事への引継
式です。36期の有志7名に登壇していただき、
幹事の象徴でもある「黄金のキー」を代表の
広木良治さんに引き継ぎました。決意表明を
いただき、この伝統を無事次の世代につなぐ
ことができました。
◉その後は恒例の三つの校歌斉唱を来場者全
員で行いました。府立第九中学校（第一）校歌、
都立九中・都立二十四中合併記念（第二）校歌、
都立北園高等学校（第三）校歌です。

◉校歌斉唱の後は、私たち35期が全員登壇し、
委員長の鹿倉よりご挨拶をいたしました。
◉最後に登坂渉九曜会理事より閉会のご挨拶
をいただき、無事に幕を下ろすことができま
した。
◉卒業後30年ぶりに集まりイベントを作り上
げるというこの活動は同期生の繋がりをより
一層強くしました。また、在学中には縁の無かっ
たメンバーともすぐに打ち解けられ新しい輪も
広がりました。
◉貴重な機会を与えてくださいました九曜会、
準備に当たりご指導いただきました理事の方々、
たくさんの資料を残していただいた34期の皆
様、ご協力いただいた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。



後も続けたいと考えています。次回の詳細は９
月号、及び九曜会ＨＰに掲載します。

北園化学部OB会 開催報告
北園11期　尾崎忠男

2013年11月1日（金）、有楽町ニュートーキョー
9階ラ・ステラで、8・9・10期、プラス7期1
名の総勢34名で、化学部OB会を7年ぶりに
開催しました。遠く北海道北見市や富山、名古
屋からも集まり、実験その他でお世話になった
和田さんを囲んで、賑やかに楽しく旧交を温め
ました。最後は和田さん直伝の草津節をドイツ
語で歌ってお開きとなりました。次回は下の世代
にも声をかけようとの話も出ています。

九曜会ゴルフコンペのお知らせ
北園16期　山口博

◎2014年10月10日（金）
　ノーザン錦が原ゴルフ場、なの花
　東上線志木駅南口から8時発、
　大宮駅西口から7時30分発クラブバスあり。
◎会費11,000円程度（昼食、懇親会、賞品代込）
◎申し込みは九曜会事務所まで
◎幹事団╱会長・山口博（16期）、川井忠行（6期）、桑
原俊雄（16期）、斉藤佐知子（27期）、松山浩哉（31
期）、特別幹事╱渡辺好明（九曜会会長・16期）

◎昨年参加者の声
「初めて参加させて頂きましたが、とても楽しい
一日を過ごすことが出来ました。元気な大先輩
と一緒にゴルフを楽しめて、私自身が勇気と元
気を頂きました。志木での懇親会もまた楽しかっ
た。万難を排して来年も参加させて頂きたく思
います。有難うございました。」

九曜の集いで歌いませんか？　
北園14期　植村義満

九曜混声合唱団が立ち上げられてから、四半世
紀が経ちました。数回で解散するものと思ってい
ましたが、今や恒例の年中行事、今年も楽しい練
習の成果をご披露するつもりです。
昨年から楽器の持ち込みが会場側から規制され、
ピアノ伴奏を録音した「カラオケ」で歌うことに
なりました。今年は初めからそのつもりで曲目
選びをします。太田先生の楽しい指導で５・６
回の練習をします。コーラス未経験の方も振るっ
てご参加ください。お問い合わせは九曜会事務
所までお願いいたします。

「半世紀前の私」を探しにタイムスリップ
北園19期　杉田重雄
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「四期の会」開催のお知らせ
北園4期　脇龍太郎

「九曜の集い2013」での傘寿のお祝いがきっか
けで、新しい仲間に声をかけ、もっと賑やかに
四期の会を催すことになりました。今回は会の
あり方についても、皆で意見を述べ合おうとい
うものです。ふるってご参加ください。
◎日時　2014年6月10日12:00~14:30（予定）
◎場所　FCCJ、（外国特派員協会）
　　　　Tel.03-3211-3161
◎幹事　塚越駿一　Tel.03-3900-4960

北斗会（北園10期同期会）開催報告
北園10期　古荘元信

第12 回北斗会（北園10 期同期会）を、2013
年11月13日正午から、神楽坂の日本出版クラ
ブ会館にて開催いたしました。今回は、初参加
や久方ぶりの参加者も多く、総数66 名の賑や
かな同期会になりました。在学中の様々なエピ
ソードを交えた参加者全員の自己紹介や入学時
の顔写真の投影もあり、若き日の想い出が昨日
のことのように蘇り、会場は和やかな雰囲気に

包まれました。最後に、懐かしのメロディーと
校歌を全員で斉唱し、次回の再会を約して散会
いたしました。

金時山ハイキング実施報告
北園18期　幹事一同

昨年10月22日、第２回箱根金時山ハイキング
を実施しました。病気や怪我で欠席が相次ぎ、
参加者３人になりました。乙女峠バス停から金
時山を目指しましたが、曇天で富士山は全く見
えず、２年連続の不運に次回への闘志を掻き立
てられました。仙石原の温泉で疲れをいやし、
箱根湯本に下り、ここからの参加者と、"そば切
り十六夜"で反省会。定年退職などによる生活
習慣の変化、健康保持を考えてのこの企画、今
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◉私たち北園19期（1・2年1組・林邦男学級）
は、1986年から2〜3年に1回、クラス会を
開いています。毎回20名近くが参加して、恩
師の思い出や青春時代の感慨にふけり、昔話
に花が咲いています。その中で何度か修学旅
行の話が出て、写真や修学旅行の記録で、旅
館や見学先を手さぐりで復元してきました。
◉10年ほど前に、私が車で秋田から帰る時、
宮城県作並温泉・岩松旅
館と福島県土湯温泉・山
水荘に立ち寄ると、両館
とも格式を誇る有名旅館
として堂々と営業していま
した。次のクラス会でそ
の話をしたところ、修学
旅行のしおりだけでなく、
部屋割り表まで保管して
いる級友がいて、これは「も
う一度、クラスで修学旅
行に行け！」という天命
なのだと感じました。
◉私達のクラスだけで楽
しむのはもったいないと
思い、同期の小林正一郎
さんに相談し、19期の他
のクラスにも参加を呼び
かけて「大人の修学旅行」
が実現することになりま
した。しおりも部屋割り
も残っているので、日付
けと旅館、同じ部屋にも
こだわってみました。
◉第1回の「大人の修学旅
行」は、2009年9月13〜

14日に川沿いの混浴・岩風呂が印象的な作並
温泉・岩松旅館に26名が集い、旧交を温めま
した。現地集合の参加者もいたので、『都立北
園高校　大人の修学旅行』と大書した紙を掲
げていたところ、たまたま宿泊していた北園の
後輩がそれを見て、声を掛けて来られました。
以前、１組のクラス会を開いたホテルの担当者
が北園の後輩だったこともあり、北園が歴史

のある学び舎であること
をしみじみと感じました。
◉そして、第2回は2013
年9月13〜14日に土湯
温泉・山水荘で行われま
した。参加者16名中の
13名は、48年前と同じ
級友と同じ部屋に泊まる
ことができました。
ミラクルはさらに続き、
チェックアウトをして玄
関で記念写真を撮ってい
ると、従業員の佐々木ヒ
ロ子さんがごあいさつに
来られました。彼女は当
時私たち高校生を裏方で
お世話してくださった方
でした。昔が懐かしくて
声をかけてくれたのです。
◉台風18号に直撃され、
五色沼散策はできません
でしたが、私たちの手元
には修学旅行卒業作品と
しての、オリジナルシー
ル付きの自分だけの「こ
けし」が残りました。

前列の左から二人目が佐々木ヒロ子さん ◉表紙に作品を掲載させていただくお願
いに、25期の石原重人さんを千葉県流
山に訪ねました。流山は近藤勇が最後に
陣営を敷いた地。石原さんの育った滝野
川は処刑された地、近藤勇と不思議に
縁があるようです。石原さんの案内で流
山歴史散歩を楽しみ、最後は石原さんが
ロゴをデザインし、絵も多数飾られてい
るイタリア料理店で乾杯。地元に根付い
た様々な活動を興味深く拝見しました。
石原さんの今年の予定は、5月1日〜12
日は六本木・国立新美術館の国画会『国

展』に出品。7月31日から千葉県流山
の towaで「流山の四季：石原重人　水
彩画展」、8月25日〜31日は銀座のギャ
ラリーあづまで個展開催。ギャラリーあ
づまでは、翌週の9月1日〜6日に北園
11期の入谷清英さんの水彩画展も開か
れます。詳しい内容は九曜会 facebook
ページでお知らせしますので、興味のあ
る方は足をお運び下さい。…………take
◉九曜会facebookページを昨年2月に
開設してから1年あまりが経過しました。
多くの「いいね！」やコメントをいただき

大変ありがとうございます。この1年間を
通じて、どのような情報が求められてい
るのかが明確に把握できつつあります。
また、同期やクラブOB・OG等、そして期
を超えたつながりのためにもとてもよ
いネットワークであることも実感できま
す。これからも、より多くの人たちの目に
触れ、いいね！と思っていただけるような
情報の発信に努め、同窓生の様々な活動
の一助を担ってまいります。今後ともよろ
しくお願いいたします。……………toshi
◉山田善久前会長が任期満了により退任

された。植田元会長の副会長時代、会
長の突然の活動休止のため会長代行。
元会長の任期満了に伴い会長に就任され、
ひと言の申し送りもない状況で、大役を
引き継がれた。以来、実務の達人として
事務局は多大な御指導、ご助力を頂いた。
長い間本当にお世話になりました。有難
うございます。…………………………hisa
◉次の秋号では12期から34期まで存在
した男子クラスを取り上げる予定です。
題して『嗚呼！男子クラス』（仮題）。ご期待
下さい。

理事会
代表理事 渡辺好明 会長 北園16期
理事 日比政昭 副会長、総務 北園25期
 鈴木壽子 事務局長、総務 北園14期
 村上奉文 記録補佐 北園12期
 大塚登志夫 広報 北園22期
 大橋尚美 会長補佐、総務 北園24期 
 登坂　渉 会員交流支援、記録 北園27期
 中田博司 会長補佐、母校支援 北園30期
 宮本宏美 母校支援補佐、 北園32期  会員交流支援補佐
 市川文仁 広報補佐、
  会員交流支援補佐 北園34期

監事
 髙野伊久男 北園24期
 栗原靖治 北園29期

社員総会
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  金森良之
九中15回  浅香勝輔
北園  1期  花岡一太
北園  2期  小林裕夫
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  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╱渡辺好明
北園17期  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╱大橋尚美╱髙野伊久男
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╱宮本宏美
北園33期 関根正直
北園34期 市川文仁╱松村　勉
北園35期 鹿倉誠司
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 

◉役員・社員◉

科　　目 予算 決算 増　減 達成率
収　益
入会金収入 1,530,000 1,523,160 -6,840 99.6%
会費収入 2,400,000 2,353,600 -46,400 98.1%
特別協賛金 360,000 320,000 -40,000 88.9%
寄付金収入 700,000 714,100 14,100 102.0%
頒布品収入 150,000 187,400 37,400 124.9%
イベント収入 400,000 381,552 -18,448 95.4%
雑収入 100,000 81,020 -18,980 81.0%
受取配当金等 50,000 28,966 -21,034 57.9%
売上高合計 5,690,000 5,589,798 -100,202 98.2%

費　用
人件費 1,000,000 930,660 -69,340 93.1%
会議費 50,000 27,951 -22,049 55.9%
発送通信費 60,000 13,270 -46,730 22.1%
会報作成費 550,000 501,150 -48,850 91.1%
会報発送費 1,350,000 1,314,194 -35,806 97.3%
記録関係経費 10,000 0 -10,000 0.0%
イベント事業費 800,000 796,399 -3,601 99.5%
消耗品費 40,000 96,125 56,125 240.3%
ウェブサイト運営費 300,000 300,000 0 100.0%
設備費 80,000 92,960 12,960 116.2%
修繕費 20,000 0 -20,000 0.0%
事務所経費 450,000 438,801 -11,199 97.5%
交通費 150,000 157,060 7,060 104.7%
租税公課 110,000 118,850 8,850 108.0%
減価償却費 612,000 594,950 -17,050 97.2%
雑費 108,000 91,287 -16,713 84.5%
販売費及び一般管理費 5,690,000 5,473,657 -216,343 96.2%

経常利益 0 116,141 116,141

（単位：円）

（単位：円） （単位：円）

（単位：円）

◉九曜会 貸借対照表◉

◉九曜会 損益計算書◉◉九曜会2013年度収支 予算・実績対照表◉

◉九曜会2014年度予算◉

資産の部
流動資産
現金 49,884
普通預金 11,530,535
郵便貯金 24,640
振替口座 425,740
未収金 24,000
流動資産合計 12,054,799

固定資産
有形固定資産
建物 7,033,568
建物付属設備 694,466
工具器具備品 408,306

有形固定資産合計 8,136,340
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 31,271,859

資産の部合計 43,326,658

資本の部
利益剰余金
当期未処分利益 43,326,658
利益剰余金合計 43,326,658

資本の部合計 43,326,658
負債及び資本の部合計 43,326,658

科　　目 2014年度予算 2013年度予算 増　減
収　益
入会金収入 1,728,000 1,530,000 198,000
会費収入 2,400,000 2,400,000 0
特別協賛金 360,000 360,000 0
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 400,000 400,000 0
雑収入 100,000 100,000 0
受取配当金等 50,000 50,000 0
売上高合計 5,888,000 5,690,000 198,000

費　用
人件費 1,000,000 1,000,000 0
会議費 50,000 50,000 0
発送通信費 60,000 60,000 0
会報作成費 550,000 550,000 0
会報発送費 1,350,000 1,350,000 0
記録関係経費 10,000 10,000 0
イベント事業費 800,000 800,000 0
消耗品費 100,000 40,000 60,000
ウェブサイト運営費 300,000 300,000 0
設備費 80,000 80,000 0
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 130,000 110,000 20,000
減価償却費 628,000 612,000 16,000
諸会費 102,000 0 102,000
雑費 108,000 108,000 0
販売費及び一般管理費 5,888,000 5,690,000 198,000

経常利益 0 0 0

経常損益の部
営業損益の部
売上高 5,589,798
売上総利益 5,589,798
販売費及び一般管理費
人件費 930,660
会議費 27,951
発送通信費 13,270
会報作成費 501,150
会報発送費 1,314,194
イベント事業費 796,399
消耗品費 96,125
ウェブサイト運営費 300,000
設備費 92,960
事務所経費 438,801
交通費 157,060
雑費 91,287
租税公課 118,850
減価償却費 594,950 5,473,657

営業利益 116,141
経常利益 116,141
税引前当期純利益 116,141
当期純利益 116,141
前期繰越利益 43,210,517
当期未処分利益 43,326,658



会 報 秋 号もご 購 読ください

本誌は、2008年に傘寿を迎えた母校、「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）

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。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。
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ました。44号では『嗚
呼！ 北園女子高生』と題して、北園初の女
子入学生の方々に、当時の思い出などを
語っていただき、どちらもとても好評でし
た。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！

会費納入先　郵便振替　00140—7—39488　九曜会 編集:九曜会広報委員会　  デザイン:オカダデザインオフィス　  印刷:図書印刷株式会社

ご連絡は、お気軽にメールをご利用ください。E-メール  jimukyoku@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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