東京姉水会だより（平成
東京姉水会だより（平成２
（平成２6 年度）
平成 26 年 8 月吉日
会員各位
暑い毎日ですが、皆さまにはお変わりありませんか。この『東京姉水会だより』は、終
身会員、6 月開催の東京姉水会の出席者ならびに、当日欠席で平成 26 年度会費 3000 円を
振込みいただいた会員もしくは振込み予定の方（会費振込みがお済みでない方は、どうぞ
よろしくお願いします！）にお届けしました。

≪会長メッセージ
≪会長メッセージ≫
メッセージ≫
前 川 一 郎（昭 30 卒）
東京姉水会の皆さん、ごきげんさんです。
厳しい暑さが続いていますが、どなたさんもいかがお過ごしですか。
さて、6 月の『第 61 回東京姉水会・日東第一同窓の集い』には、これまで参加されたことのない
方々に大勢ご出席いただき御蔭さまで賑々しい大盛会になりましたことを心から嬉しく思ってお
ります。とくに、ことしから卒業後 50、45、40、35、30 周年節目記念にあたる学年幹事の皆さん
に実行委員をお願いしたところ、その熱心な呼びかけで遠方からの出席者や女性会員の出席が増加
しました。改めてお礼申しあげます。
当会は、これを機に東京・首都圏に在住する虎高同窓生 900 名強が親睦・交流の輪を強め、かつ
ミニ同窓会が活発となり母校愛のつながりが強化される一端となればと願ってやみません。皆さん
のご支援・ご協力をお願いいたします。
末筆ですが、皆さまの益々のご健勝をお祈りしてご挨拶といたします。

平成 26 年度東京姉水会役員一覧（敬称略・卒業年次）
名誉会長

山中典士（22）
・川嵜義徳（25）

会

前川一郎（30）

長

副 会 長

金澤一輝（38）
・篠原新衛（44）
・高田毅士（48）

常務理事

田辺義一（38）
・枩山聡一郎（49）
・草野圭司（51）
・西脇義憲（53）
・上野一郎（55）
草野俊哉（55）
・上野賢一郎（59）
・橋本淳（西中）（59）
・和田靖子（60）
・江熊きよみ(62)

理

事

佐野 実（30）
・小野忠和（32）
・新木萬全（33）
・青木敏樹（39）
・横幕周久（40）
草野和郎（40）
・斉藤 徹（42）
・千田賢了（44）
・中川 実（46）
・村方弥平（46）
上野新滋（47）
・宮川隆幸（51）
・國友充範（52）
・掛 勇司（54）
・澤 憲治（57）
原田健司（57）
・藤居俊之（58）
・橋本東光雄（59）
・橋本淳（北中）（59）
・錦
松岡真喜子（60）
・荒田尚之（62）
・楓 弘之（63）
・脇坂あゆみ（平 2）

監

事

上野善章（26）
・坂井達夫（30）
・三家 護（34）

顧

問

木下善正（37）
・武友建史（48）

相 談 役

笹原五十男（12）
・山田 学（27）
・中村 守（32）
＊なお、常務理事・理事は、学年幹事
学年幹事を兼務。――印は、今年度新たに就任。
学年幹事

（ ）内の卒業年次の年号は、昭和。

秀見（59）

1．
『第 61 回東京姉水会・日東第一同窓の集い』
東京姉水会・日東第一同窓の集い』のご報告
同窓の集い』のご報告
■ 去る 6 月 6 日（金）に標記総会が「青山ダイヤモンドホール」
（北青山表参道）で開
催されました。東京姉水会は昨年、創立 60 周年（昭和 28 年 9 月に発足）を迎えこ
としはポスト還暦初年度の第 61 回目の開催になります。
■ 当日の出席者名は、別紙です。ご覧のとおり初参加の会員が 14 名となり、とくに昭
和 40 年代後半層の会員に多数参加いただきました。学年幹事さんの強力な声かけの
お蔭と感謝しています。各テーブルで“ごきげんさんで！
ごきげんさんで！卒業以来○年ぶり
ごきげんさんで！卒業以来○年ぶりやなぁ
卒業以来○年ぶりやなぁ”
やなぁ
の挨拶の輪が拡がり旧友との再会を楽しみました。初めての参加者からは口々に「こ
こ
んな会合とは知らへんかった。来年も来るでェ！
んな会合とは知らへんかった。来年も来るでェ！」との声が聞かれました。次回も、
らへんかった。来年も来るでェ！
学年幹事さんの力で、本
本会が各年次の合同
会が各年次の合同学年会として肩の張らない・気さくな
合同学年会として肩の張らない・気さくな再会
学年会として肩の張らない・気さくな再会
の場となります
の場となりますので
なりますのでご期待ください。
ので
■ 会員講話は、東工大教授の藤居俊之氏（昭和 58 年卒）から、
『大学における論文研究』
と題して、藤居氏の 20 年の研究生活経験のなかからお話をいただきました。堅い題
名とは異なり、折から理系の研究論文の真価や「理系女子」が話題となるなかで、大
変興味のある講話でした。
■ そのあとの懇親会では、滋賀県が誇る「大澤ワイン」の社長に特別参加いただき、大
澤ワイン誕生のお話を拝聴、ワインを試飲させていただきました。
（店は、米原市で
す。皆さん、これはお勧めです！）もう一人、木之本の和菓子屋「禄兵衛」さんの居
川社長が特別会員として出席され、東京駅にも出店されているとのこと、皆さんぜひ
どうぞ。懐しい湖北なまりでの自由懇談が続き、宴たけなわのところで、千田理事（昭
和 44 年卒、卒後 45 周年学年幹事）による中締め、円陣を組んで校歌「日東第一・・・」
の斉唱を行いました。
■ 自由参加の２次会は、来賓の皆さんと学生もふくめ４４名が出席し、夜遅くまで懇親
を深めました。当日はひどい雨でしたが、ものともせずにそのあと 3 次会に繰り出し
“午前様”になった会員も多く、虎高の意気軒高を見せつけられました。
■ 来年の総会にも、また元気に再会しましょう、一人でも多くの仲間を誘って！
―3 年間の虎高青春を、今ここ東京で“生涯のご縁に”
。どうぞ、あなたも。
。どうぞ、あなたも。
2．エピソード＆
．エピソード＆トピックス
■“ミニ東京姉水会”に参加しませんか！
“ミニ東京姉水会”に参加しませんか！・・・・枩山常務理事から
“ミニ東京姉水会”に参加しませんか！・・・・枩山常務理事から
枩山聡一郎さん（昭和 49 年卒）が学生時代から今も通い続ける馴染みの居酒屋
「つるの屋」で、ミニ東京姉水会をときどき開催していますので、紹介します。
この店は、創業約 40 年、JR 田町駅、都営地下鉄三田駅から徒歩 5 分の慶応大学
の直ぐそばにあり、慶大生や教授の御用達の居酒屋です。枩山さんはその常連さん。

つるの屋は、
「姉水会の縁結びの居酒屋」
姉水会の縁結びの居酒屋 として有名なエピソードが昨年ありました。
いつものように彼が呑んでいると、ご主人から滋賀県出身の常連客として紹介され
たのが、虎高 OB の北居功さん（昭和 55 年卒）でした。北居さんは気鋭の法学部教
授。それ以来、この店で姉水会のご縁の輪は、和田常務理事、松岡理事をはじめと
する女性会員、野球部の後輩たち、かつて北居さんが所属したブラスバンド仲間た
ち等に広がっています。
因みに、この店の常連客の一人に自民党の石破幹事長がいます。先日店で石破さ
んがインタビューされたところがテレビで放映されましたが、たまたま同期で店の
常連ということで彼も幹事長に紹介されたとのことです。
皆さん、キャッチフレーズは「ツルんでつるのや！
ツルんでつるのや！」
ツルんでつるのや！ 。ときどきミニ姉水会を開催
しますので、興味のある方はご一報を。
（枩山：090-2457-2779）
＊なお、伊吹寿夫さん（昭和 57 年卒）の築地「串あげ花村
串あげ花村」
串あげ花村 （03-3545-8765）での 2
次会もどうぞ。ジャズを聞きながら串あげを（ときに鮒ずし等もありますよ）
。
■総理官邸
総理官邸・国会議事堂
総理官邸・国会議事堂見学会
・国会議事堂見学会（参加者
見学会（参加者 20 名）を
名）を 8 月 26 日に開催しました！
昨年 60 周年記念事業の一環として、標記見学会を実施しましたところ、大変好評
でことしもぜひに、とのご要望に応えて先日実施しました。とくに総理官邸は内閣
改造のたびに目にする大臣記念撮影の舞台となる階段や記者会見室をまじかに見る
ことができ、参加者の会員、随伴の奥さまに喜んでいただけました。
上野議員および秘書さんには大変お骨折りいただき心からお礼申しあげます。
3．ご連絡とお願い
（１）今年度会費の振込みがお済みでない方は、よろしくお願いします
今年度会費の振込みがお済みでない方は、よろしくお願いします。
今年度会費の振込みがお済みでない方は、よろしくお願いします
（振込口座：みずほ銀行丸之内支店（普通）1032012
（振込口座：みずほ銀行丸之内支店（普通）1032012 ）
年会費は 3000 円ですが、終身会員
終身会員（３万円を一括払込みいただくことによ
終身会員
り、以降の年会費の納入は不要）もご検討ください。すでに２６年度会費（3000
円）を払込みいただいた方については、27000 円を追加払込みすることにより
終身会員といたしますので、ご希望の方は事務局までご連絡ください。
□終身会員は現在
終身会員は現在以下の
終身会員は現在以下の 40 名です。100 名が目標です。ぜひ、どうぞ。
【平成 24 年度登録】11 名
溪 圓秀（S25）前川一郎（S30）中村 守（S32）小菅美智子（S34）
金澤一輝（S38）田辺義一（S38）青木敏樹（S39）草野和郎（S40）
篠原新衛（S44）浅見宣義（S53）橋本淳（西中）（S59）
【平成 25 年度登録】19 名
高橋敏夫（S16）上野善章（S26）坂井達夫（S30）池田裕夫（S33）
三家 護（S34）吹田九平（S39）大森 洋（S39）岡本和之（S40）
横幕周久（S40）千田賢了（S44）梅本恵子（S47）上野一郎（S55）
原田健司（S57）伊吹寿夫（S57）藤居俊之（S58）上野賢一郎（S59）
橋本淳（北中）（S59）江熊きよみ（S62）橋本奈穂子（H11）

【平成 26 年度登録】10 名（8 月末現在）
上野新滋（S47）大西喜多郎（S47）岡田弘子（S47）高田毅士（S48）
枩山聡一郎（S49）草野圭司（S51）今村吉彦（S53）和田靖子（S60）
松岡真喜子（S60）小八木隆男（S62）
（２）60
60 周年記念誌はお蔭さまで大好評のうちに
周年記念誌はお蔭さまで大好評のうちに、完売しました
のうちに、完売しました！
、完売しました！
あらためて、皆さんのご支援、ご協力に感謝いたします。
なお、当記念誌は、東京姉水会のホームページからご覧いただけます。
皆さん、ホームページもぜひお目通しください。
（３）これからの親睦行事
これからの親睦行事について、ご案内します。
これからの親睦行事
①滋賀県東京事務所が主管する『淡海の人大交流会―首都圏で「きばる」滋賀
淡海の人大交流会―首都圏で「きばる」滋賀
県人の集い―』の第４
県人の集い― の第４回交流会が
の第４回交流会が、
回交流会が、10 月 21 日（火）
日（火）夕刻、グランド
夕刻、グランドプリン
グランドプリン
スホテル新高輪
スホテル新高輪で
新高輪で開催されます。
ご承知のとおり、県庁は新体制になりましたが、副知事の西嶋栄治さん（昭
和 46 年卒）は続投され他の虎高 OB の県職員とともに上京されますので、皆
さん、ぜひご参加ください。
なお、当会に割当てられた出席枠には限りがありますので、すでに６月総会
時に応募いただいた方以外に、ご関心のある方は事務局まで 9 月 20 日まで
にご一報ください。案内状を送付します。
②「脇坂英山
「脇坂英山 尺八・筝コンサート」が、
尺八・筝コンサート」が、10
が、10 月 18 日（土）14
日（土）14 時から渋谷シダ
ックスカルチャーホールで開催されます。詳細はチラシをご覧ください。
ックスカルチャーホールで開催されます
脇坂さんは虎高 S44 年卒で、東京姉水会 60 周年記念大会で尺八演奏をして
いただきました。
③「大相撲朝稽古見学・力士とチャンコを食べる会
「大相撲朝稽古見学・力士とチャンコを食べる会」
「大相撲朝稽古見学・力士とチャンコを食べる会」は、来年１月に初場所に
は、来年１月に初場所に
あわせて開催の予定です
あわせて開催の予定です。ご興味のある方は、１０月中に事務局にご連絡く
開催の予定です
ださい。
（４）来年（平成 27 年度）の東京姉水会は、本来なら 6 月 6 日ですが、会場の都合
で前日の 6 月 5 日（金）に開催する方向で準備中です。
日（金）に開催する方向
実行委員は、昭和 40 年卒（50
、昭和 45 年卒（45
、昭和 50 年卒
年卒（50 周年）
年卒（45 周年）
（40 周年）
、昭和 55 年卒（35
、昭和 60 年卒（30
年卒（35 周年）
年卒（30 周年）の学年幹事に
お願いします。
以 上
[事務局]
事務局]
〒146-0091 大田区鵜の木３－６－１６ 篠原方
TEL＆FAX：03（5482）9320
メール：shin_shinohara@yahoo.co.jp （ご連絡は、極力このメールへお願いします。
）

