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　東京姉水会会長を仰せつかっております前川でございます。
　先般は平成２５年度の日東第一虎高同窓の集いを兼ねまして、東京姉水会
６０周年記念式典を開催いたしましたところ、東京姉水会始まって以来の９０名
近い会員の皆様にご参加いただき、盛大にお祝いすることが出来まして、まこと
に有難うございました。

　当日は母校虎姫高校から武友建史新校長、姉水会本部から木下善正会長を
お迎えいたし、また湖北、長浜、彦根、大阪等からも東京姉水会の枠をこえて
多くの方々にご参加いただきました。本年が創立６０周年ということで、このよ
うに大勢の皆様方にお集まりいただいたわけですが、さらなる特徴といたしまし
て、今年は卒業各年度からもバランスよくご参加いただき、また女性の方、若
手の皆さんにもたくさんご参加いただくことが出来ました。われわれ執行部とい
たしまして、これらは長年の課題となっておりましただけに、大変嬉しく心強く思
っております。次の７０周年に向けての足固めが少しづつ出来つつあるのではな
いかというふうに感じております。

　東京姉水会が会員相互の親睦と交流を旨とすることは申すまでもありません。
長い伝統に培われた誇るべき学び舎で、誇るべき先生たちにお教えいただきな
がら、友と共に３年間を過ごしたという連帯感が私たちを結びつけている強い
絆でありますが、さらに女性の皆さん、学生を含む若い皆さんにいっそう参加
していただくことにより、７０周年に向けて東京姉水会もいっそう充実し、一段
と盛り上がっていくものと確信いたします。

　今年は東京姉水会創立６０周年という節目の年で、理事会でこの記念すべき
年にどういう事業を行うのが望ましいかいろいろ検討いたしました結果、その
中心事業として創立６０周年記念誌の発行ということになった次第であります。

発刊の辞

東京姉水会会長　前川 一郎
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今回は各層からなる編集委員会が内容につきまして一段と工夫を凝らし、多く
の会員の皆様に心のよりどころとしていただける形を目指しておりますが、発刊
に至るまで多くの皆様のお力添えを得ましたこと、あらためて心から御礼申し上
げます。

　虎中・虎高の卒業生は間もなく２万人をこえるとのことであります。東京姉水
会は本部とともに、卒業生の親睦と交流の確かな場であり続けられるよう、引
き続き努力してまいりたいと思っておりますので、ご支援ご協力のほど何とぞよ
ろしくお願い申し上げます。
　簡単ではございますが記念誌発刊のご挨拶とさせていただきます。
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母校校舎 近影
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虎高なう
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創立60周年東京姉水会・日東第一同窓の集い

2013 年 6月 6日（木）
青山ダイヤモンドホール
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　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。当日の参加者は
３５名、遠方からの参加者、奥さま・お子さまを同行いただいた会員もおられ、
和気あいあいの見学会となりました。日頃テレビでは見ることがあっても初めて訪
れる方がほとんどで、いい経験になったと喜んでいただけました。上野賢一郎衆
議院議員および秘書の方々には大変お骨折りいただき心からお礼申しあげます。

最高裁判所正面

最高裁判所・国会議事堂・総理大臣官邸の見学
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国会議事堂正面

総理大臣官邸



記念式典ご挨拶
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　姉水会の会長という大役を仰せつかっております木下でございます。昭和３７
年の第１４回卒でございます。本年は東京姉水会創立６０周年記念式典という
特別におめでたい席にお招き頂きまして、まことに有難うございます。日頃から
東京姉水会の皆様方には大変なお力添えをいただいておりまして、そのことに
関しまして改めて心から御礼を申し上げますとともに、東京姉水会の創立６０周年
に対しまして、姉水会を代表いたしまして心よりお祝い申し上げます。まことに
おめでとうございます。

　この機会をお借りしまして、少し現在の虎姫高校をご紹介いたしたいと思います。
多くの皆様方が虎高におられました時分は、たぶん木造の校舎で、ところどころ
に穴があいているような校舎であり、また正面には立派な木々がたくさん茂って
いる、何となく風情のある学校であったかと思います。時代が変わりまして、現在
の虎高はすっかり近代的な校舎に変わっております。懸案の耐震工事も無事に
終わっておりまして、立派な堂々たる虎高でございます。
　正面玄関を入りますと、職員室がございます。その職員室の前の廊下に学習
机が並んでいます。校長先生にお尋ねしますと、生徒が放課後そこで自習を思い
思いにするそうであります。分からないことがありますと、すぐに職員室の先生
に質問する、先生方も直ちにそれに答えるというような光景が見られるそうであ
ります。また廊下でありますからわいわいがやがやと通るのが普通でありますが、
生徒たちも心得ていてお互いに気遣いをしながら通るようであります。こういった
ことが何の抵抗もなく日々行われているということであります。校長先生のお話
を聞きながら、私はこういうところに虎高の良き伝統が生きていると感心いたし、
また心強く頼もしく感じる次第であります。

　生徒も変わり、先生も変わり、校舎も変わりましたけれども、どうか東京姉水会
の皆さん、故郷へお帰りになられましたら、一度ぜひ母校虎姫高校を覗いてい
ただければ大変有難いと思います。堂々たる母校の現在の姿をご覧いただける
ものと思います。とりとめないお話をいたしましたが、あらためて東京姉水会の
創立６０周年のお祝いを申し上げ、７０周年に向けてより組織を固めていただき、
さらに立派な７０周年をお迎えられますよう心よりご祈念申し上げまして、お祝
いの言葉とさせていただきます。本日はまことにおめでとうございます。

ご挨拶

姉水会会長　木下 善正
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　この度 4月より西嶋前校長先生の後を継ぎまして校長として赴任しました
武友と申します。私自身は昭和 48 年に卒業しまして25回生ということになり
ますけれども、主に湖の西側を回っておりまして、なかなか湖北の方へ帰る機会
がなかったのですが、卒業して40 年振りに母校の土を踏んだというところで
ございます。

　久し振りに帰ってきまして、あらためて虎姫高校という場の持つ力といいます
か、場というのは校舎等環境はもちろんなのですけれども、人と人とのつながり、
人と人との間に通い合う力、そういった場の力というものが虎姫高校には今も
あるのではないかというふうに感じていまして、非常に頼もしく思っている次第
であります。そういった生徒たちの力、あるいは先輩の皆様方から引き継いで
きた力というものを、今後ともさらにより良いものとして発展させられるように
校長として頑張ってまいりたいと思っております。

　実は本日から、滋賀県の総合体育大会が行われておりますが、女子の卓球部
が勝ち上がって近畿大会出場が決まりました。すでに陸上競技の男女の２００Ｍ
で近畿大会出場も決っておりまして、運動部も今後さらに活躍をしてくれるので
はないかと期待しております。本校の伝統であります質実剛健の精神に則りまし
て、文武両道ということを、私自身も大事にしていきたいと思っておりますけれ
ども、文武両道というのはただ単に自分の時間をシェアして、ある時はこっち
だけやる、ある時はあっちだけやるということではなくて、生徒たちが高校生活
を送る中で、その時その時の自らの全力を尽くして頑張るということだと思い
ます。そんな指導を日々やってまいりたいと思っているところでございます。

　近況につきましては、昨日出来立てのほやほやですが、「2013 年学校案内」
で写真等さまざまな資料、さらに本年 3月の卒業生の進路も載せております。

ご挨拶

滋賀県立虎姫高等学校校長

武友 建史
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現在の虎姫高校の状況を知って頂ければ非常にありがたいと思います。
　一部ご紹介いたしますと、スーパーサイエンス・ハイスクールの指定を受け、
今年度は、特に探求的な力、活用的な力を、どうやって養っていくのかという
ことに関しまして、それをどう評価するのかということで、新たに県の教育委員
会から指定を受けまして、学力向上評価研究校というような試みも始まったとこ
ろでございます。前西嶋校長先生のご功績で長浜バイオ大学などとの連携授業
も進んでおりまして、今年度も１年生がメインですが、ウィンターセミナーなども
催す予定になっております。

　虎姫高校といたしましては、探求する力、協働する力、それから表現する力
というものを、全校挙げて取り組んでいきたいと思っております。授業の場は
もちろんですけれども、自主活動の場であるとか、クラブ活動の場であるとか、
先程も言いましたように全力で取り組む日々の体験というものの中で、そういっ
たものが生徒たちの身にもついてくるのではないかと考え、質実剛健の精神、
文武両道の精神をそういった形で具体化しながら、生徒たちに取り組ませてい
きたいと考えているところでございます。

　本日は東京姉水会の６０周年ということで、まことに立派なお席にお呼び頂き
まして、本当に有難く思っております。今後とも、母校虎姫高校の生徒たちの成
長のために色 と々お願いをいたし、またご指導頂くことがあるかと思いますが、
その節には何とぞよろしくご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、
拙い言葉ではございますが開会に当りましてのご報告、ご挨拶とします。本日は
まことにおめでとうございました。
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旧虎高校舎

現虎高校舎



虎姫高校の過去・現在・未来
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　東京姉水会創立６０周年、誠におめでとうございます。平成２２年度から２４
年度の３年間、母校の校長として勤務させていただきました。この間「県立高
校再編計画」が出され、現場で見守ってきた立場から計画の内容と決定に至る
までの経過について、紙面の都合上、湖北に絞って報告させていただきます。

　滋賀県ではこれまで幾度か県立高校の学科改編が行われてきました。最近
の大きな改革では、平成１８年度から始まった普通科全県一区制度です。これは
普通科であれば県内の県立高校をどこでも受験できる制度で、虎姫高校（以下
「虎高」）にとって大きな影響を与えるものになりました。それまで虎高に入学
していた成績上位層の生徒の一部が彦根東高校などに進学するようになったか
らです。そして今回新たに県教育委員会（以下「県教委」）より再編計画が出さ
れました。幸い虎高は計画の中には入りませんでしたが、大きな改革である統
廃合の一つが湖北で実施されることから虎高への影響が懸念されます。

　今回の「滋賀県立高等学校再編基本計画（案）」が県教委より最初に出さ
れたのは平成２３年７月でした。背景には社会の変化や県全体の中学校卒業
者数の減に伴う学校数と学校規模の問題が大きくあります。県の調査では平
成２年３月の中学校卒業者数２０,７４７人をピークに平成２４年３月卒業者数は
１４, ２２６人と、６,５２１人も減少しています。県教委では計画案の発表まで
に平成２０年に「県立学校のあり方検討委員会」を設置し、平成２２年には「第
２３期滋賀県産業教育審議会」を開き、改編に向けての準備を進めていました。

　県教委は「特色ある学校づくりの推進」と「学校活力の維持向上」を再編計
画の基本に置き、１学年６～８の学級規模を標準としました。学級数の小さな
高校では部活動や学校行事等で制約が生じ、学校活力が低下するというのが
主な理由です。虎高は現在１学年５学級で、かつての７学級から比べると規模

県立高校の平成統廃合計画

滋賀県立虎姫高等学校前校長

西嶋 博純
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が小さくなりました。湖北の他校では現在、米原高の６学級（理数科１学級含
む）を最大規模に、長浜北高、長浜高、長浜北星高（旧長浜商工高）が５学級、
伊香高、長浜農業高、伊吹高が４学級となっています。一方で膳所高は県下最大
の１１学級（理数科１学級含む）で、８学級以上の高校が大津地区に４校もあり、
北部と南部とでは大きな差が出ている状況です。

　再編計画の中で最も県民の注目を集めたのが学校の統廃合です。全日制４６
校のうちの４校が対象となり、長浜市にある長浜北高校と長浜高校、彦根市に
ある彦根西高校と彦根翔陽高校とがそれぞれ平成２６年度に統合される予定と
なりました。とりわけ、創立１０３年（平成２５年現在）の長浜北高と創立３７年
（同）の長浜高を統合し新校の校地を長浜高にするという案は両校の関係者に
大きな驚きを与え、特に長浜北高の卒業生からは母校と校舎がなくなるという
失望感から反発の声が上がりました。長浜高は普通科に加え県内唯一の福祉
学科と全国的にも注目される高等養護学校を併設する学校なので、統合後の
新校のイメージは長浜北高の進学指導のノウハウを活かした福祉学科、高等
養護学校を併設する学校というものでした。

　計画案が発表されるやいなやＯＢを中心とする「長浜北高を守る会」が発足
し、長浜市長や市議からも唐突な計画だと反対意見が出され、県教委に計画
案の白紙撤回を迫りました。同じく彦根市からも強い反対意見が出て、平成
２３年１０月の県議会で「少なくとも今後１年以上の時間をかけ、更に慎重な検討
を続けるよう、強く求める」との決議が全会一致でなされるに至り、同年１１月
に開かれた教育委員会において計画策定の１年延期が決定されました。これを
受けて長浜市では県教委に市民の意向を盛り込んだ提言を行うため、「長浜の
未来を拓く教育検討委員会」を１２月に設置し、再編計画策定の手続きに関する
第１次提言を平成２４年６月に、新校のビジョンを盛り込んだ第２次提言を９月
に出しました。

　平成２４年１０月１日、県教委は再度県立高校再編計画案を発表しました。
統合される４校に変更はなく、統合については当初の案より２年遅らせ、平成
２８年度に実施するとしました。長浜にできる新校の中味は前年の案からかな
り変更され、１学年８クラスの普通科単独の進学校で、英語教育のモデル校と
し、開校後５年を目途に運営実績を見て「中高一貫教育校」を設置するという
ものでした。校地は長浜高で校舎は新増築されることになりました。これによ
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り長浜高の福祉学科は廃止となり、長浜北星高の総合学科に福祉系列として
設置され、長浜高等養護学校も長浜北星高に併設されることとなりました。
　この新たな案は長浜市の提言をかなり受け入れた形となりましたが、市が校
地として要望していたＪＲ長浜駅近くの工場跡地については認められませんでし
た。県教委は県内各地で県民や保護者に計画案の説明会を開き、１２月２０日
に臨時教育委員会を開き県立高校再編基本計画を正式に決定しました。

　虎高にとって懸念されることは新校に設置予定の「中高一貫教育校」です。
県内には現在３校の中高一貫教育校がありますが、県教委は平成２１年度に
虎高と安曇川高に中高一貫教育校を設置すべく、両校を研究指定校にしていま
した。２クラス規模の県立中学校を虎高に併設することにより湖北の優秀な小学
生を集められ、全県１区制による生徒の流出を食い止める大きな一手となるの
ではないかとの期待がありましたが、県は財政難を理由に開校を凍結し、平成
２３年度の再編計画案では当面新たな設置はしないとの結論を出しました。と
ころが１年後の新たな再編計画案において、中高一貫教育校は虎高ではなく
長浜の新校に設置すると唐突に発表されたため、虎高関係者は一様に驚きました。

　長年にわたり虎高の良きライバル校である長浜北高が長浜高との統合により
どのような進学校に生まれ変わるのか注目しつつ、今回の再編計画を虎高の
存在感をさらに高める機会と捉え、教育の一層の充実を図っていくことが重要
ではないかと思います。

（高２３回）
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　虎中 ･ 虎高９０余年の歴史の中で、唯一度だけ、絶体絶命の廃校の危機が
あった事など、近頃は殆ど知る人も少なくなりました。昭和２４年卒が虎姫高
第１回なのに、昭和２５年・２６年の卒業生のみが湖北高第１回・第２回となり、
昭和２７年卒が再び虎姫高第４回となっている事が、それを物語る証左ですが、
その辺の事情なども、所詮は既に６０余年前の事で、殆んど関心の外となって
います。
　今回、残り少ない当事者として、その当時を記す機会を与えられましたので、
簡単にこの事にふれてみたいと思います。

　昭和２３年４月学制改革で、従来の旧制虎姫中学が、長浜・木之本より女子
生徒も迎え入れて、男女共学の新制虎姫高校となり、華 し々いスタートを切った
ものの、その僅か 4 カ月後の８月 （私は当時高２）、突然、虎高廃校問題が持ち
上がったのです。よく知られる通り、終戦後は、東京にマッカーサーを頂点と
する GHQ が君臨し、その下部組織として、各都道府県に○○軍政部、当然大津
には「滋賀軍政部」が置かれました。その滋賀軍政部が文教に関して「滋賀に
は高校が多すぎる。これを９校に統合せよ」と言う命令を発しました・・・・
これが所謂「ナインスクールプラン」と言われるものなのです。
　９つに統廃合する場合、滋賀３大都市の大津・彦根・長浜は「絶対当確」、
さらに木之本（湖北）今津（湖西）が距離的分布から「当確」となりました。逆に
虎姫は、町も小さく、長浜・木之本の中間とは言え　距離が余りにも近いの
で、分割して長浜・木之本に吸収すれば良いではないかと言う事になったのです。
立場を離れて客観的に言えば、蓋し当然の判断ではあったと言えましょう。

　「伝統」とか「長年に亘るリーダー輩出の歴史」などの主張は、当時の占領政策
から言えば、むしろ逆効果で、虎高存続の理由とはなりえません。しかしなが
ら、湖北唯一の普通中学校（注：長浜には商業・農業、木之本には農業 ･・・

虎姫高校が廃校の危機に！　湖北高校って何？
―戦後の「ナインスクールプラン」について―

湖北高１回・虎姫高２回卒業生

溪 圓秀
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いわゆる実業学校のみ）として続いてきた伝統と誇りは絶対に消すべきではな
いという声が同窓会や東浅井郡の町村長会・議会、更には先輩等の努力により
坂田郡・伊香郡からまでも澎湃として湧き起こり「虎高廃校絶対反対」という、
湖北３郡挙げての大運動となったのです。多分、当時の泣く子も黙る絶対的権
力者である軍政部の「ナインスクールプラン」に対し、正面から盾突いて起こっ
た県下唯一の運動ではなかったでしょうか。当時の状況からすれば今思っても
大変勇気ある出来事でした。

　我々在校生も、生徒大会の議を経て、代表を再三上県させ存続をお願いしま
した。私の感触としては県上層部も、占領軍命令として「ナインスクールプラン」
を推進しているものの、旧膳所・彦根・虎姫の３中学は別格として残すべきだと
感じて頂いていた様にも思われました。
　猛運動が功を奏して、１１月、「最終結論は２年後とし、取敢えずは虎姫・伊
香を湖北高虎姫校舎・伊香校舎とする。校長の通常在席は虎姫校舎とする」
旨の決定がなされました。特に校長の在席地が虎姫校舎となった事は、後の展開
上も大変な成功として受け止められました。昭和２４年４月新入生を迎えた入学
式で、私は在校生を代表し、「つい先日まで、本校の空を覆っていた廃校問題
の暗雲が、ようやく取り除かれ、今日、すばらしい晴天の下、諸君を迎えられ
た事は誠に感無量」と言いつつ、つい涙してしまった事を今でも鮮明に憶えて
います。
　そして、２年後の昭和２６年（当然私の卒業後）、再び虎姫高校の独立が
認められ、お陰で今日までの歴史につながった訳ですが、これも前記の「虎高
存続運動」がいかに強力に、しかしながら、常に節度を以って整然と行われた
ことに対して、軍政部や県も実際には好感と共感を持っていてくれた事を物語
るものと言えましょう。

　ここで、恥ずかしながら、当時の英語力（注：終戦までは敵性言語として英語
の勉学や使用は一切禁止されていた）を物語るエピソードを一つ。
　湖北高発足の２～３カ月後、急に、「鬼より怖い軍政部」が、学校視察に来る
事になり、学校側は文字通りの大慌てで、校長室、教員室など、すべての表示
板に英語を併記するなどして待っていましたが、ジープから颯爽と降り立った
３名のアメリカさん、校長との面談もそこそこに、突然、「生徒の代表と会いたい」
と言い出しました。
　当時、私が自治委員長（当時は生徒会とは言わず、自治委員会と称していた）
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のため急きょ、召集されて数人の自治委員と共に会議室に行きますと、第一声が
「Who is the president ？」悲しいかな当時、私は「president ＝大統領」とし
か認識していませんので、ここに大統領など居る筈がないが・・・と、キョトン
としていると、通訳に立たれていた英語担任の清水秀暢先生が「おい溪！お前
だよ」と言われ、「エッ！私が president ですか？」と、ビックリ仰天。
　緊張でコチコチになりながらも「自治委員会はすべて公選である事」や、「週
一回、全校アッセンブリーを開き、重要事項はすべてこの討議にかけ多数決で
決している事」など、アメリカから教えられたばかりの「民主主義」を早速に実行
している点を強調。しどろもどろの私の下手な日本語も、清水先生の流暢な英語
を通せば良く聞こえたのか、「ベリーグッド」を連発して、じっくりと聞いてくれま
して、最後にはつかつかと私の方に歩み寄って「ペラペラ」と何だか言いながら、
大きな手で握手してくれました。
　残念ながらこの英語も当時の私には全く理解すべくもなかったのですが、そ
れまで握手の習慣など全く無かった私にとって、これが ”人生最初 ” の、しかも
暫定とは言え、実質、虎姫の存続を認めてくれた事に対する” 大々感謝 ” の握手
となったのです・・・・・齢１７歳の時の事でした。

（旧第一勧業銀行　元役員）
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　東京姉水会は昭和２８年（１９５３年）に諸先輩のご尽力で結成された。どの
ような経緯で結成されたのだろうか。今回、６０周年記念誌編集委員会では、
過去の姉水会本部会報「姉水」および東京姉水会５０周年記念誌に掲載された、
元当会役員の松田正一氏、豊田泰定氏（お二人とも虎中６回生）および元会長
の浅見昭一氏（虎高４回生）のご寄稿の文章からその歴史を振り返るとともに、
現会長前川一郎氏および監事坂井達夫氏に歴代会長の横顔などを伺うことに
した。

東京姉水会の結成とその後の歩み

６０周年記念誌編集委員会

　この写真は昭和５０年２月にやや遅れて開催された本会２０周年記念式典の際、撮影されたも
の。場所は目黒雅叙園である。最前列の１０名の皆さんは、母校関係者、および本会の設立当初
からご尽力された方々であるが、年齢的に一番若かった浅見氏を含めて、残念なから皆さん鬼籍
に入られている。なお、この記念式典で、貴山、豊田、浅見の３氏には、長年のご功労に対し感
謝状が贈られている。１列目左から、細川八郎名誉会長（目黒雅叙園社長）、浅見昭一元会長、豊
田泰定元副会長、貴山暁悟元会長、吉村正義元会長、樋口恒男元姉水会会長、田中敬三元校長、
伊藤丈夫元校長、長坂健一元副会長、落合謙次元会員（第１回生）、２列目に山中名誉会長、３列
目に前川現会長、大谷元会長、最後列に坂井監事の姿も見える。
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　（１）結成のきっかけ
　東京姉水会結成のそもそものきっかけは、昭和２８年１月にもたれた東京在住
の虎中第６回卒業生諸氏による新年会である。第６回生は昭和５年に虎中を卒業
された大正世代、まさに日本の戦後の復興成長期を担ってこられた方 と々言え
る。皆さん、当時は４０代を迎えられた現役バリバリの世代である。その新年
会で、第１回卒業生で、虎中から初めて一高・東大を出られた英才、脇坂實先輩（第
１回当会会長にご就任）が東京国税局長にご栄転されたことが話題になり、ま
た各方面に活躍されている諸兄が多いことなど、東京在住の虎中・虎高卒業生
の皆さんの近況や活躍ぶりが報告され、期せずして東京においても同窓会組織
＝東京姉水会を結成しようという声が高まったのである。

 　（２）関係者の努力続く
　６回生の豊田氏らは、まずは同窓生の在京状況を知るべく、母校の田中五
平校長ならびに同期の中村英男先生に、東京方面の会員名簿の送付をお願い
された。折返し母校からは関係名簿が送付されるとともに是非共、東京支部
を結成されたいとの要請があったようである。名簿により予想以上に多数の同
窓生が東京方面に在住している状況を知った豊田氏らは第１回生の貴山暁悟氏
（第２代当会会長）、落合謙次氏らに相談され、同窓会結成の絶好の好機と
判断され、具体的に関係者との連絡、打ち合わせなどに奔走された。このよう
な第１回生および第６回生の皆さんを中心としたご尽力をもとに、昭和２８年９月
１６日、東京姉水会の発会式に至るのである。

　（３）感激の発会式は目黒雅叙園にて
　発会式は同じく第１回生の細川八郎氏（浅井町出身・旧姓佐治）が経営され
る目黒雅叙園を会場にして行われた。豊田氏らが「姉水」に寄稿した文章を
見てみよう。
　「発会式にはおよぶ限り広範に通知したところ４２名の出席が得られました。
殊に当日は当会の結成を盛大ならしめんが為、本部から遥々田中校長並に雨森
会長（第１回卒）が御臨席下され、尚又、初代校長有元先生、福島、堀江両先生
のご出席も得まして一同深く感謝いたしました」。さらに「当夜は久方振りの顔
合せの為、恩師の旧恩に感泣するあり、互の健康を祝福するあり、霊峰伊吹の
威容を讃へ、姉川の清流に昔日を偲び、思い出話は尽きず時の経つのも忘れ、
床柱の七福神も踊り出す程の盛況裡に終始し深更に及び漸く散会しました」と
ある。豊田氏らの感激の文章が発会当時の高揚した雰囲気を伝えている。目黒
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雅叙園ではその後も総会その他多くの会合が持たれ、東京姉水会のホームグラ
ウンドの観を呈した。代表の細川氏の本会への献身ぶりは語り草になるも、最後
まで会長職は固辞されたため、執行部は氏に名誉会長の称号を贈ったという
秘話も残っている。

　（４）時代とともに着実に歩む――交流の輪、広がる
　多くの先輩たちのご尽力によって生まれ育まれた東京姉水会は爾来６０年、
着実な活動を重ねてきた。母校や姉水会本部との連携を密にしつつ、年１回の
総会（現在の「虎高同窓の集い」）が活動の中心となり、東京方面在住者の交流
と親睦の場となって機能している。総会会場も長く目黒雅叙園とされてきたが、
その後霞会館、学士会館、芝弥生会館、サッポロビール関係施設などを経て
現在の青山ダイヤモンドホールに至っている。本誌に坂井達夫氏が詳述されて
いる母校に対する数々の寄贈・支援活動は多くの関係者から感謝され、また
毎年の同窓の集いでの先輩の卓話は後輩たちに大きな刺激と励ましとなってい
る。浅見元会長も書かれているが、毎年の総会時の先輩の卓話のテーマを振
り返ると、文化や歴史とともに、中国ビジネス、環境問題、セクハラ裁判、原発
問題など、時代と社会を色濃く反映したものになっているのも興味深い。また
近年、「虎高同窓の集い」への参加者が著しく増え、女性・学生の姿も多く見ら
れるなど、虎中・虎高同窓生の交流の輪が一段と広がっていることはまことに
喜ばしい。

　（５）歴代会長の横顔
　以下に東京姉水会歴代の会長を記し、前会長までの９代にわたる各会長の横
顔とご功績を簡単にご紹介したい。（ご出身地：在任期間）
　初代会 長  脇坂 實 （旧浅井町：昭和２８年９月～同４１年５月）
　２代 会 長  貴山 暁悟 （旧虎姫町：昭和４１年５月～同４７年５月）
　３代 会 長  吉村 正義 （旧びわ町：昭和４７年５月～同５３年５月）
　４代 会 長  富永 修一 （旧木之本町：昭和５３年５月～同５７年６月）
　５代 会 長  大谷 勝太郎 （旧伊吹町：昭和５７年６月～平成７年５月）
　６代 会 長  護 雅夫 （旧長浜市：平成７年５月～同８年１１月）
　７代 会 長  山中 典士 （旧山東町：平成８年１１月～同１２年６月）
　８代 会 長  川嵜 義徳 （旧浅井町：平成１２年６月～同２０年４月）
　９代 会 長  浅見 昭一 （旧高月町：平成２０年４月～同２１年１０月）
　10 代会長 前川 一郎 （旧びわ町：平成２１年１０月～現在）
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　初代会長は虎中第 1 回生の脇坂氏。大蔵官僚で、東京国税局長としての氏
の東京赴任がそもそも東京姉水会結成の動機である。その後造幣局長などを
歴任され退任後は弁護士に。１３年にわたって会長を務められた。第２代会長
は貴山氏、やはり虎中 1 回生。東京都港湾運送組合の専務を勤められ、脇
坂氏を助けて、本会の実質的基盤をつくられた人と言える。厳しい面もあった
が、面倒見もよくお世話になった後輩も多い。第３代会長は吉村氏（中５回生）。
お寺のご出身ながら学究肌でアイデアマン。特許・実用新案の数も多く、光学
機器の会社を興され、業界の発展にも尽くされた。個人的に母校出身者の面倒
を見られる等エピソードも多い。第４代会長は富永氏（中４回生）。刻苦勉励し、
トミー工業の社長、会長を務められた。温厚なお人柄で会の発展に尽くされた
が、優しいまなざしとダンディな服装に魅かれた後輩も多い。第５代会長は大
谷氏（中７回生）。長年にわたり弁護士としてご活躍。１３年にわたる会長時代
たびたび母校を訪れて、母校の発展にも東京姉水会として貢献され感謝された。
第６代会長は護氏（中１４回生）。東京大学教授でトルコ史の権威。残念にも
急逝され僅か 1 年余の在任であった。第７代会長は山中氏（中２１回生）。日本
の美である和装とその精神を追求され、「装道礼法きもの学院」を設立、日本
有数の着物文化・和装教育のリーダーとして著名な存在。国際的活動のご経験
も踏まえ、本会運営に新しい風を吹き込まれ、現在の組織体制の基盤を築か
れた。第８代会長は川嵜氏（高２回生）。最高裁事務総長、東京高裁長官、
公害等調整委員会委員長など要職を歴任され、会長ご就任中、瑞宝大綬章の
栄に輝かれる。直近まで弁護士としても活躍されたが、本会のさらなる拡充発
展のため運営面でも積極的にリーダーシップを発揮された。第９代会長は浅見
氏（高４回生）。東京弁護士会副会長も務めた弁護士界の重鎮。５０周年事業
などにも意欲的に取り組まれ、組織改革や若手登用などにも積極的。残念なこ
とに平成２１年、病魔に倒れ志半ばにしてご逝去された。現在は前川氏（高７回
生）が半年間の会長代行のあと、平成２２年に第１０代会長に就任、今日に至っ
ている。

　以上、歴代会長の横顔を記したが、もちろん松田正一、豊田泰定、長坂健一、
河村紹明、中村守らの歴代副会長、三家外史監事、そして多くの常務理事、
理事の皆さんの役員としてのご活躍と、さらに会員として加入参加された多くの
方々のご支援ご協力が本会の発展の最大の原動力になったことを強調しておき
たい。６０周年の東京姉水会還暦の時にあたり、これまでの諸先輩のご尽力に
感謝するとともに、全員一致協力、さらなる前進を期したい。
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　（６）現在（平成 25 年度）の役員体制
　平成２５年度の東京姉水会の組織体制および役員については以下のとおりで
ある。（卒年回）
　名誉会長　　山中 典士（中 21）・川嵜 義徳（2）

　会　　長　　前川 一郎（7）

　副 会 長　　金澤 一輝（15）・篠原 新衛（21）・高田 毅士（25）

　常務理事　　田辺 義一（15）・枩山 聡一郎（26）・草野 圭司（28）
　　　　　　　西脇 義憲（30）・上野 一郎（32）・草野 俊哉（32）
　　　　　　　江熊 きよみ（39）

　理　　事　　佐野 実（7）・小野 忠和（9）・新木 萬全（10）
　　　　　　　青木 敏樹（16）・横幕 周久（17）・草野 和郎（17）
　　　　　　　斎藤 徹（19）・中川 実（23）・村方 弥平（23）
　　　　　　　上野 新滋（24）・宮川 隆幸（28）・國友 充範（29）
　　　　　　　掛 勇司（31）・澤 憲治（34）・原田 健司（34）
　　　　　　　藤居 俊之（35）・橋本 東光雄（36）・上野 賢一郎（36）
　　　　　　　橋本 淳（36）・和田 靖子（37）・松岡 真喜子（37）
　　　　　　　楓 弘之（40）・脇坂 あゆみ（42）

　監　　事　　上野 善章（3）・坂井 達夫（7）・三家 護（11）

　顧　　問　　木下 善正（14）・武友 建史（25）　　　　　

　相 談 役　　笹原 五十男（中 13）・渓 圓秀（2）・山田 學（4）・中村 守（9） 

＊なお、理事は、学年幹事を兼務。
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　１９７９年４月から１９９２年３月までの１３年間、母校虎姫高校の体育教師と
野球部の監督として奉職しました。前任校の伊香高での１５年間で夏２回、春
１回の甲子園出場は出来ましたが、母校虎姫高で甲子園出場を果たしたいと夢
中で過ごした１３年間でしたが、実現出来ませんでした。チャンスはありました。
虎３４回卒若山睦主将（早大野球部－読売新聞）の学年は、１年生大会で県内
の強豪を倒して優勝、３年時も優勝出来る実力がありましたが、伏兵日野高に
初戦で敗退しました。　監督の未熟さだったかも？
　その後、長浜商工（５年）、長浜北（４年）、２００９年から今日まで彦根総合
高校の野球部の監督として５年目を迎えています。

　虎高在職中に一度東京姉水会の総会に出席させていただきました。去年の
６月６日の東京姉水会総会にも出席させていただきました。小生と同級生の
前川一郎君が会長として就任し、同じ仲間の坂井達夫君も監事として東京姉
水会発展のために頑張っていてくれることもあり、２度目の出席となりました。
またその席には、虎高硬式野球部の再建１期生の国友充範君（東大野球部：
早大から１勝した勝利投手－ＮＨＫ）、浅見宣義君（虎高野球部－東京高裁判
事）、上野賢一郎君（自民党国会議員）、その他在職１３年間の野球部ＯＢ多数
とも出会えて、嬉しく楽しいひと時を過ごせました。

　ふる里は遠くに在りて思うべきもの、とか文豪が語っておられますが、全国
各地におられる姉水会の人達は夏の全国高校野球選手権滋賀大会の成績を、
朝日新聞にて楽しみに見ているとよく聞きます。母校虎姫高もいつの日か甲子
園出場を果たしてもらいたいものです。
　『たかが野球　されど　野球』です。膳所高、彦根東高、八日市高に負けない
ように、東京姉水会の皆さんが元気なうちに実現してもらえると嬉しいですね！ 
　さすが虎高野球部ＯＢと言える一大イベントを今秋開催してくれることになり

野球一筋の人生

彦根総合高校野球部監督

虎姫高校野球部元監督・元教諭

西岡 義夫
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ました。小生の野球部監督時代のＯＢの人達が、１１月１９日（火）に甲子園球
場を借り切って、野球部ＯＢ達が誰でも参加出来るような『野球部ＯＢデー　イ
ン　甲子園』を計画してくれました。甲子園の黒土を踏みしめることはめったに
ないことですから・・・。

　今春から虎姫高野球部は森田部長、沢村監督と言うＯＢコンビになりました。
春の県予選は八日市南に５－３で敗退しましたが、夏の大会はやってくれるで
しょう。
　因みに、小生の監督の彦根総合高は昨夏の大会に虎姫に９－２で勝ち、昨秋
の大会にも虎姫に５－１で勝ち、膳所に３－１で勝ちました。今春は河瀬に９－０
で勝ち、近江に４－０で負けました。
　現在７６才、全国最年長高校野球監督かも？

（高７回）

昭和 50 年 4 月硬式野球部復活直後の練習試合

昭和 51 年 7 月第 58 回全国高等学校野球選手権大会
滋賀大会 ’76
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　東京大学内に設置された特別検討会議が今年６月に答申した「学部教育の
総合的改革について」の資料には、学部教育の総合的改革の検討概要と中間
結果がまとめられている。いわゆる、新聞紙上をにぎわせている東大の秋入学
移行関連の答申である。本資料によると、改革の背景として、学生の気質と教育
制度に関する課題が挙げられている。学生については、学ぶ目的についての
動機が弱いこと、受動的で点数至上主義に偏っていること、内向きでグローバ
ルな視点を欠いていること等が指摘されており、教育制度については、海外大
学との学事暦の相違により（ほとんどの海外大学は９月始業）、日本人学生が海
外大学へ留学する場合も外国人学生を東大で受け入れる場合も交流しづらいこ
とが指摘されている。

　浜田総長は、以前より「よりグローバルで、よりタフな東大生であれ」をよく
使う。「グローバル」は「地球的」という意味であって、国と国の狭間、際を意
味する「インターナショナル（国際的）」とは異なり、国という領域を超えた
全世界的な意味合いをもつ。「タフである」ということは「いかなる場合も主体
的に考え能動的に行動し、そうした姿勢を持続できる精神的なたくましさ」と
定義されている。特別検討会議の現状認識と指摘課題については、大学内の
分野を問わず概ね多数の教員の共通認識でもある。
　これらの課題の解決策として総長が提唱してきたのが、教育制度の大枠の
改革として秋季入学への移行、教育システムの国際化、国内外での体験活動等
の幅広い学習プログラムの整備である。制度や枠の議論から開始するのはそれ
自体が目的化してしまうのではという強い意見もあったが、より具体的な課題が
明確化するメリットもあり枠組みの検討が進んだ。秋入学を含む学事暦の見直
しはその導入のメリット、デメリット、具体的課題などが２年間にわたり徹底的
に検討された。

いま大学はどう変わろうとしているか

東京大学大学院教授

高田 毅士



35

　その結果として、現時点では、秋入学の導入は社会的環境整備の見通しが明
らかでないとの理由から見送られ、現状と同じ４月入学３月卒業を残したまま、
クォーター制（４学期制）とサマープログラムを取り入れた方法にたどり着いた。
本提案方法は現在の２学期制に比べていろいろな学習プログラムを取り込む
自由度が高いもので、また、サマープログラムについては、欧米の有力大学で
６月下旬から７月に集中的に実施されており、これらのプログラムを受講したり、
この期間を利用して課外体験活動なども実施しやすくなる利点を有する。東大
としては大学４年間にしっかりとした基礎学力をつけさせるのは当然として、それ
に加えてより多様な経験をさせて幅広い人材を輩出できると考えている。今後
の予定として、改革実行に向けて全学的な整備、大学院教育との接続等、より
具体的な設計に入ってゆく。

　話題は全く変わるが、昨年１２月に虎姫高校の西嶋校長先生と学年担任の
杉浦先生の引率の下、１年次の総勢１６名（女子１３、男子３）の生徒さんが滋賀
から上京し東大キャンパスに来てくれた。東京大学連携講座と呼ぶようで一昨
年に引き続き２回目である。先生方と生徒さんを出迎えキャンパス内を案内した
後、私の専門である建築構造のイントロを２時間程度講義した。皆しっかりと
聞いてくれたし多くの質問をもらった。翌朝１１時に改修したばかりのＪＲ東京
駅で再会した後、大空間をもつ東京フォーラムを駆け足で見学した。見学後は、
東京姉水会の前川会長、金澤副会長、田辺常務理事にも参加してもらって皆で
昼食をいただきながら若者達と歓談した。この中から一人でも東大に入ってくれ
る、関東の大学に入学する生徒が居てくれる、あるいは、もっと控え目に言う
なら、高校時代に東大のキャンパスを見学し何らかの刺激を受けたことを思い
出してくれる生徒さんが一人でもいれば嬉しいなと思いつつ、ある種の頼もしさ
を感じずにはいられなかった。生徒さんは皆いたって元気で怖いもの知らずと
いった印象を受けた。やはり若さや元気さは何を始めるにしても一番に必要な
エネルギーである。

　教育改革と称して大人が良かれと思って考えた枠組みの中で若者に「頑張
れ」と勝手に望むのが世の常である。しかし、枠組みを外側から被せなければ
ならない部分だけでなく、若者の内側から燃え上ってくる心意気を育む部分の
両方が適時に用意されていることがきっと望ましい姿なのであろう。以前、中
高生の詰め込み教育への偏重が問題であるという理由から、「ゆとり教育」が
提唱され学習指導要領が改訂されたが、その改訂の効果の検証もされないうち
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に最近見直されることになったと聞いている。いずれにせよ、教育改革を実施
したとしても直ちに効果が出るようなものでないことだけは確かである。おそらく、
その検証には最低５０年は必要かもしれない。

　最後に、今後の高校、大学の教育改革を考える上で、１００年近く大切にして
きた虎高のモットーである、「質実剛健」、「方円自在」、「独立自尊」の中に教育
改革のヒントがあるように思える。虎高というと「質実剛健」がまず頭に浮かん
でくるが、他のふたつのモットーこそ現代社会においては重要なメッセージを含
んでいるようにも感ずる。浜田総長の主張する「グローバルであること」、「タフ
であること」を虎高流に読み替えると果たしてどうなるであろうか？

（高２５回）

【編集委員会・注】
文中に出てくる「虎姫高校・東京大学連携講座」については、高田教授のＨＰの中でも
触れられています。平成 24 年度の講座に参加した虎高生の感動の一部は次のとおりです。

生徒の感想より ( 抜粋 )

●世界の広さを見た気がします。東京大学は想像を超えた立派なところでした。・・中略・・
たくさんのお話をうかがって、私もそれに続きたいと思いました。そのためには努力を
続け、積極的に様々なことに挑戦していきたいです。私も凄い建設物を造りたいものです。
いろいろなものを見たり聞いたりして、未来への期待や希望が増えました。この思いで
これからはもっと勉強を頑張りたいと思います。勉強が嫌になった時は、この２日間を
思い出して頑張っていきたいです。

●東大を見学でき、教授から直接講義を受けられたのは、とても貴重な体験になりました。・・
中略・・建築物に柱があることは当然のことだと思っていましたが、屋根の形状を変え
て柱のない広い空間をつくるのは、初めて感じた視点でした。まだまだ他の学問、大学
なども知らない面がたくさんあるのだと思いました。姉水会の先輩方との昼食会では、
虎姫高校と虎高生の可能性はすごいのだと感じました。東京大学への進学だけでなく大
企業の役員や教授といった社会へ大きく貢献できる立場にある人が多くいることをよく
知ることができました。大きな鮎になります。



随想 -東京姉水会 60周年によせて

「ふるさと・母校・そして出会い」 
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　昭和１２年３月入試口述、楽譜が出た。「分かりません」” 君が代だよ ” 譜は
金魚の餌の麩だと節だけで歌っていた田舎の小学生だったのだ。

　亀
アカガメ

田校長“ 委員 会
クワイ

開
カイ

会
クワイ

”カとクワの区別をサッと発音される。流石校長先生！
ご出身徳島では、発音も区別ありと知ったのは後のこと。

　１年甲組担任英語 湯
ユスギアン

次 先生。実は虎中第１回卒先輩。当てて出来ないと
生徒の顔に手を当て押すとシッツダウン。“ サァー次 ”“ 次 ”・・・。
　Shakespeare はこう綴るのが正しい。喜劇はハッピーエンドで悲劇は反対、
など専門のお話も。後でオニールの戯曲エレクトラの訳書を頂く。
　先生の松江高校アルバムでストーム、太い鼻緒の下駄、マント、白線帽の青春
を知った。小泉八雲の英文短編集訳して見せよと下さる。
　内保の大きなお寺２階書庫で１日先生を待ち漱石全集『猫』ザッと読む。６月
逝った兄が 5 年の時寄宿させて頂く。他生徒もという。

　奥
オ ク タ ビ ア ヌ ス

田先生だったか傳
デ ン ス

田先生か小
カ オ ー

西先生か、お奨めのカルタゴ戦争映画スキ
ピオを長浜で観た。古武士風格の古

ブ ー タ ン

明地先生授業挙手。が “ 映画ダメ ”
　文法の瀬戸口先生、“ コラッは鹿児島弁ではかわいい子よという意味 ” 作業
が雨だと手文庫の伝記の本で、２冊目が『ガンヂー』に。
　数学は高く細い声の山岡先生。出来ないと出席簿を平らでなく背の角でコツッ。
“痛

イタ

！堅
カタ

！” しかし爽やか。後で校長で又来られた。

　柔道の池浦先生に漢文を習う。短歌の作り方も習い、私の歌も教室の壁に
貼って頂いた。竹刀の柄に「林」と端正な字で書いて頂いた。
　２年生だったか夏、寄宿舎合宿。風呂に皆クロネコを付けて入りかけ、剣道
体育の嶋田 ( ？ ) 先生 “ 何だそれは！”と大苦笑。青春真盛り。

虎中の思い出　３／４世紀前の断片

林 勉（中１８回）
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　教練の清水特
トクサン

曹。戸山軍楽隊出身、行進しつつ軍歌練習が多かった。進級
会議で助け舟は湯次先生とのお二人と、専ら噂の人情家。
　若い国語の杉内先生が出征された。“ 原作を読め ” 高校入試後、漱石、鴎外
や蘆花の『自然と人生』等、岩波文庫の緑帯はまだ太かった。
　乙組担任国語の海

ウンチャン

野先生。ある時 “ 朗読をします ” 有島武郎の『一房の葡萄』
はきはきと関東の標準語で朗々たる口調に皆酔った。
　２年の時、県だったかの会に出す書の練習で居残り。背後から手を添えて
下さる先生の背広の樟脳の強い香りが今も思い出される。
　ご郷里前橋に帰られてから大宮の拙宅に気軽にお出かけ下さったり、先生の
歌集も５冊頂いた。母校虎姫中学校の歌を拝見しよう。

	 湖近き虎姫村は家毎に泉が湧きて米を洗へり（『春艸夢』　昭和１１年）
	 空時間にふと思ひ出し井戸端に山椒魚を見にゆく吾は（『春艸夢』　昭和１３年）
	 素人写真の虎姫中学玄関の前の芝生の棕梠なつかしき（『春艸夢』　昭和１６年）
	 芝生にも校舎の屋根にも雪きえて虎姫中学春近からし（『春艸夢』　昭和１６年）
	 校庭に伊吹を望み生徒らは湖北健児と常いきほひき（『春艸夢』　昭和１６年）
	 出藍の藍ならねども君を知り新しき吾が誇りを加ふ（護雅夫氏）（『時々初心』　昭和５１年）

	 戦いに生きて還りしは幾人か湖北健児と常いきほひき（８月１５日）（『春艸夢』　昭和４４年）

　６番目の歌は本東京姉水会元会長護先輩の業績を称えられたもの。護さんは
東京大学名誉教授で専門のトルコ史のご進講もされた。
　入学した１年、護さんは５年生。教練の師団査閲の時、校旗団剣道部９人の
部長として全校生最前右端に指揮刀を抜き立っておられた。戦争中動員された
海軍兵学校では、時の皇国史観に抗し科学的な歴史を教えられた、と。
　東洋文庫で国宝の貴重書閲覧等大変お世話下さったが、“ ガンと今戦って
ますよ。ハッハッハ ” 元気な電話のお声が最後になった。

　同級生筧君は予科練、岩崎君幼年学校、川瀬君陸士、竹林君・藤田君学徒
出陣、有川君、大久保君、島津君、刀根君も戦死した。嗚呼。

（東京学芸大学　名誉教授）
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　東京姉水会の還暦をお祝い申し上げると共に、今日までの先輩諸氏のご尽力
に敬意を表します。奇しくも、我々昭和２７年卒業生は毎年湖北で開催して
きた同級会・虎飲会の６０周年記念大会を昨年行いました。

旧制虎姫中学から虎姫高校へ
　我々は虎姫高校に格別の親しみと想い出があります。虎高に６年間通ったの
です。落第もせず、しかもその内４年間を最下級生として過ごしました。
旧制中学２５回、高校６５回の卒業生も、そして、これからの虎高生も経験で
きない事だと思います。我々だけの運命的で歴史的な体験です。私達は昭和
２１年に旧制虎姫中学（男子）を受験して入学した最後の生徒でした。戦後の
教育改正により旧制中学は新制高校となりました。それにより、我々は虎姫高
校併設中学生になり、その後の２年間は新入生徒は無しの状態が続きました。
虎姫高校には無試験で入学でき３年間を過ごし、それで虎姫高校に都合６年間
通学しました。戦前、戦後の狭間の出来事でした。
　それだけに、同期の結束は強く、同級会の名も強い動物まで飲んでしまえと、
その名を「虎飲会」とし、毎年１０月に開催してきました。また。傘寿を迎える
年齢ながら、「ザ・本丸」なるゴルフ愛好会も結成して意気盛んです。
　虎高卒業後上京した者は卒業生１７７名中、２０名を数えました。今は東海
道新幹線がありますが、当時は米原駅から夜行普通列車で上京しました。列車
は満員で、米原からは車内に入れず、洗面所で立ちっぱなし１８時間の旅でした。
蒸気機関車と電気機関車の切り替えは浜松、米原と順次に、数年後に大阪。
神戸までの国鉄電化の時代の最中でした。のんびりした時代で思い出すのは、
私が虎姫駅から初めて上京する時、母が長話をするので、顔馴染の駅長が「奥
さん、もう出してもよろしいか？」と尋ねられて恐縮したことがありました。駅長
が気を効かせてくれたのです。
　虎姫駅と言えば、阪神タイガースファンの私は、２１年振りに優勝した１９８５年
に虎姫駅長に電話し、虎姫とはタイガー・クイーン、女性のタイガースファンの
聖地です。優勝記念入場券を発売するべきですと進言しました。結果、阪神

我らが虎
こいんかい

飲会―東京姉水会６０周年に想う

山田 學（高４回）
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百貨店で４００枚売れたそうで、帰省の際には駅長からお礼を言われました。昔、
母子の暫しの別れのため列車を遅らせてくれた感謝の気持ちが何所かにあって
の行動かもしれません。入場券は今でも大事に持っています。

虎高の存続運動
　私の虎高在学中の昭和２３年８月、アメリカ軍政部による高等学校再編によ
り虎高廃校の動きが出て来ました。学校、ＰＴＡ , 町村長、生徒一丸となって
虎高存続運動が展開されました。私の生家、山田歯科医院の看板と並んで、
「虎姫高等学校存続運動本部」の看板が掛かったのを鮮明に覚えています。
多くの人による度重なる上県陳情が行われました。嘆願書、署名運動、生徒自ら
の請願書と英文陳情書等、あらゆる方策を尽くした結果、１１月には一応存続
する朗報が届きました。連日連夜、私宅で深夜まで、対策の議論をされている
真剣な姿が焼付いています。その後、湖北高校を経て、さらに学区制が導入され、
虎高も男女共学になりました。
　これ等の存続運動の詳細は「虎高５０年史」に掲載されています。この時の
真摯な運動があってこそ、今日の誇り高き虎高９３年があることを心に刻み、我々
が後輩達に伝える責任があると思います。

私の宝もの
　大学を出たのは昭和３１年、大変な就職難でした。今とは違って学校が３つ
の会社を推薦してくれ、最初に合格した会社に決めて、他の会社を辞退する制度
になっていました。近畿日本ツーリスト航空旅客営業部長、全日空ワールド代表
取締役副社長を歴任して、１９９９年旅行産業経営塾創設と同時に塾長に就任
しました。旅行業、航空会社の経営幹部を中心に骨太な経営者を育成する目的
で設立しました。今日まで３１２名の卒塾生を輩出し、他に類を見ない同業の
人材ネットワークとなっています。
　その旅行産業経営塾ＯＢ会が編集して、私の旅行産業における業績を出版し
てくれました。私個人の自慢話、成功物語でなく、共に行動してくれた同志の生き
てきた証になるならと思い、出版しました。本は、ポット出版社の「旅は人に生き
る喜びを与えるものです」「塾長・山田學の物語」です。期待通り、同志の皆が
この本の中に入り込んでくれました。皆の「宝もの」になったようです。私の感謝
と最近の嬉しい出来事です。
　傘寿を迎える私の人生の誇りは、周りの人に恵まれていることを娘が「パパは
人にウソをつかない、人の悪口を言わないから」と言ってくれたことです。
　近江人の良さ、虎高魂をいつまでも持ち続けて余生を楽しみたいと思います。

（旅行産業経営塾　塾長）
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　東京姉水会同窓会、発展に永年に渡りご支援ご尽力賜りました目黒雅叙園の
社長で、今は亡き細川八郎様と私の父は旧制虎姫中１回生で、同郷浅井町出身。
そのご縁で大変お世話になりました。私ごとですが繊維卸商で２７年勤務後退
社。４５歳で遅まきの独立。「ハウスクリーニング事業部」ダスキン八潮店を起業。
一昨年７３歳まで会社を経営。
　２８年前開業当時仕事が軌道に乗ることは難しく２年程赤字経営で四苦八苦
していた、そんな折、手を差し伸べて頂いたのが細川八郎大先輩でした。

　お掃除の仕事を頂き「地獄に仏様と」何にもまして嬉し＜他にも同窓会の方々
にもご紹介賜りました。しかし心に残っているのは『商売は地道にやること、
いい事ばかりは続かないよ、大きくしようと焦るな－』等々、会社を始めたもの
の思うように行かなくて苦しんでいた私に商売の極意を親身に教えて頂いたこと
です。今思うには社長のお言葉なかったら同時に始めた人たちの何人か廃業に
追い込まれた厳しい現実を見ているからです。

　その後も勇気づけられ自信もつき、順調に推移しました。私は東京姉水会同
窓諸賢先輩の教えを胸に沢山のお得意先、社員、本部、仲間、そして家族に
支えられ２８年間ダスキン八潮店を地道に頑張り続けることができました。私が
こうして今あることを思うと、母校と東京姉水会同窓会の『絆』を大切に永年に
渡り築き上げて頂いた諸先輩に敬意と感謝を申しあげます。そして私自身も「同
窓生の一人として、微力ながら後輩たちに手を差し伸べられたら－－」と思うこ
の頃です。少しでも何かお役に立つことでしたら小さい事何でも結構です気楽
にお声をかけてください。

　平成２５年６月６日　東京姉水会６０周年記念大会も今までにない大勢の方
ご出席、特に今回平成卒の若い学生諸君の出席は心温まるものがありました。
もっと若い人たちの参加される事を願っています。グローバル社会に役立つ
語学、知識を身につけ、質実剛健の気風を大切にチャレンジ精神以って世界に
羽ぱたいてください。東京姉水会同朋のみなさんが応援しています。これから
も母校と東京姉水会の益々の絆を深め末永く発展することをお祈りいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

（ダスキンサービスマスター八潮店　代表取締役）

先輩からわたしへ、そして後輩へ

宮本 征一（高９回）



42

虎姫高校新聞
　手元にセピア色の虎姫高校新聞があります。日付は昭和３１年６月１５日。
紙面には執行部成立主要役員の紹介がトップで報じられています。委員長に
伊吹君、総務部長に池田君、生徒会議長に不肖私が写真とともに掲載されて
いる。半世紀余り前にタイムスリップまさに光陰矢のごとしであります。紙面に
は「悔いなき青春のために奉仕し得る豊潤な精神的内容を含む組織を目指した
生徒会」をと強調した記事が出ています。さらにこんなことも記されています。
［真理への飢えを知らず、考える能力を育てないでしまう人たちであってはなら
ない］と。誠に高邁にして初々しい志であります。
　昭和３２年虎高、昭和３６年滋大（学芸）を卒業、即上京入社した保険会社
は転勤と競争条理の職場でした。東京、大阪、三重、静岡、熊本、広島、など
勤務した地域社会の多くの人に支えられ助けられ教えられた４０年余の現役生
活でした。その間虎高で学んだ真理への探究、考える能力がどれだけ培われ
実践できたかは誠に忸怩たるものがあります。
　虎高時代の３年間はそれほど思い出の多いものではありませんが北陸線高月
駅から虎姫駅までＳＬのデッキに立ちながら通学した風景はいまだに鮮明に思い
出します。しかし伝統ある校風、懸命に頑張る多くの学友たちの存在は、卒業
後もひそかに誇りにしその後の行動の原点になったように思います。
　現役引退後尊敬する松下幸之助先生の創業されたＰＨＰ研究所でゼミナー
ル講師を務めました。セミナー冒頭では決まって滋賀の虎姫高出身と自己紹介
をしたものであります。

千葉滋賀県人会
　今、企業人としての半世紀余を振り返りますと、多くの勤務地で、多くの機会
に、多くの人々に助けられ、教えられた人生でした。人から与えられること多く、
それに対して社会にどれだけ貢献できたかと自省することもありました。
　２００６年（平成１８年）、入会していた滋賀県人会連合会から、千葉滋賀県
人会を新たに立ち上げてほしいという依頼に接しました。年とともに懐かしさの
増す故郷滋賀の会の設立は私の心を動かしました。

東京姉水会６０周年に想う

小野 忠和（高９回）
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　千葉在住の多くの滋賀県人が故郷を想い故郷を語り合える場づくりは、いさ
さかでも社会に貢献できる機会ではないかと感じ微力ながら新しい県人会づく
りに取り組むことになりました。滋賀県人会は全国各県及びブラジルなど海外
に多くの地方県人会が組織されております。（国内５１・海外１５）当時２００７年
に故郷大津で第十一回の世界大会の開催が計画されていました。これを機会に
それまで東京県人会に含まれていた千葉県、埼玉県などの会員が独立し全国す
べての県に県人会を組織することになったわけです。
　千葉滋賀県人会は東京滋賀県人会会員の千葉在住者約３０名をチヤーター
メンバーとして新たに新規の会員を加えスタートいたしました。スタートにあた
り県人会を単なるセンチメンタルで集う組織ではなく、会員相互の啓発の場として
発展させたく「故郷を絆として相互啓発をたかめよう」をテーマとして進めること
にいたしました。特に故郷の先達近江商人の教え、又現代のＣＳＲを先取りした
「三方よし」の考え方は私たちの大きな啓発課題となっております。創立以来８年、
現在は会員各位のご協力により１３０名余の組織となりました。
　県人会の主要な行事は、新年会、定時総会、講演会、見学会、会報発行など
幹事各位の献身的な奉仕により展開されています。いずれの会合にも非常に
多くの会員参加があり暫し故郷の話題で賑やかな会合となります。会のＨＰで
は、活動記録や案内などきめ細かく掲載し会員間のコミュニケーションの充実
を図っております。
　姉水会会員で千葉県に居住または勤務などゆかりのある方は是非ご入会くだ
さい。

東日本大震災
　２０１１年の東日本大震災は自然災害とともに未曾有の人災ともいえる原発事故
を引き起こしました。我が県人会、会員の方にも液状化現象などで被害を受け
られた方も出ました。
　故郷滋賀県は近距離に敦賀原発が存在し万一の事故発生は故郷の壊滅につ
ながると思います。故郷の知事はいち早く被害地元として「卒原発」を主張し
政治活動を展開しました。故郷琵琶湖は関西 1500 万人余の水甕として命を支
え続けています。何としてもこのリスクは避けなければならないことは当然であ
ります。私は県人会など機会あるごとに故郷を守る「卒（脱）原発」を主張して
おり今後とも支援していきたいと思います。
　人の幸せな生活に求められることは「経済」より「安全」が優先することはまさに
真理であります。美しい琵琶湖を子孫に引き継ぐことは今を生きる者の責務でしょう。
　６０周年を迎えた今、改めて虎高時代の若き志、真理への探究を思い蘇らし
ている次第です。

（元三井生命保険㈱・ＰＨＰ研究所、千葉滋賀県人会　会長）
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　小生の虎高時代のことで記憶に残っていることは、１年次は進学も就職組も、
成績のトップとビリも、全て混合でクラス編成されていたものと思います。
　２年次からは、模擬試験の成績順にクラス編成され、当然乍ら、小生はビリ
クラスとなり、そこから抜けられず厭な苦しい思い出ばかりです。
　そして、夏休みには合宿特訓授業がありました。寝起きを共にし乍ら、授業
を受け、協同作業をし、そして同級生の日々の過し方、個々の勉強の仕方等を見、
知ることができ、意見の交換や話し合いもできました。
　このような体験は、現代においてはできえない貴重な体験をさせて頂いたと
思っております。
　とにかくご指導頂いた先生方は本当に熱心極まりない方々ばかりで、小生の
ようなボンクラでも何とか受験させて頂き合格させて頂き、そして現在もバリバ
リ頑張れる元をねじ込んで頂いたのではないかと感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

（㈱みつや園　代表）

虎高時代の微かな思い出

三家 護（高１１回）

方円自在の碑
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　大学の５年間を除き、ここ湖北に住み耳順を迎えようとしています。絶望とも
いえる今日のこの国にあって、希望はあるのだろうか、どこに。そんな思いを
抱きつつ、この数年湖北の村々に足を運んできました。『山碧くして水清し、人
行き交い、社の森と寺院の甍』そこにどっぷり浸かりつつ、ふと『希望はこの
湖北に！』と、その思いが私にはだんだん強くなってなっています。

　湖北の自然景観は山と湖です。里山は住む人々にとって古くから生活の場で
ありました。薪や炭、建築材、肥料、山菜に鳥獣…多くの恵みを与えてくれました。
里山の背に屏風のように控える深山、遙か白山連峰に連なる伊吹・金糞の山々。
夏は青山、冬は白銀輝き住む人々に神々しい聖山としての思いを育んできました。
伊吹山寺・天吉寺・己高巳山五ヶ寺・菅山寺…湖北の山懐深くかって多くの
寺院が在りました。湖北の人 と々湖北の山 と々は一つであったのです。
　海津大崎・豊公園が『桜』の、湖北の湖岸が『夕日』の「日本百選」に選ば
れています。湖北のびわ湖は幅約２０キロ、大気の澄んだ日には対岸が望めま
すが、普段はかすむ山並みが、雨の日には茫茫とした水面が果てへと消えてゆ
きます。真っ赤に沈む夕日の彼方、そこに『彼岸』の想いが生まれたとて不思議
ではありません。湖は生活の糧を与えてくれましたし、鉄道時代が始まるまで
輸送の大動脈でもありました。泳ぎや釣、憩いの場であり、この地の人々にと
って生活と一体のものでありました。

　湖北は古くから都と東海・東国・北陸を結ぶ交通の結節地、日本列島の北半
分を引き連れて「都」と対峙する位置にありました。「近江を制するものは天下
を制する・湖北を制するものは近江を制する」といわれた長い時代がありました。
今も、鉄道・自動車交通の幹線が貫き、重要な結節地であることに変わりはあ
りません。それが、『人』・『もの』・『文化』行き交う『文明の通り道』となって
きたのです。古代には、大陸の文化の一部も日本海・敦賀から湖北、都へと、

湖北の風土に生きる

北川 貢造（高１５回）
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また都の文化が北陸や東山へと私たちの祖先の目の前を、例えば今日の『蓮如
さんのお通り』のように通っていったのです。北国街道や北国脇往還の街道筋
には宿駅や茶屋が帯のように点在したのです。湖北の伝統産業の『浜縮緬』は
戦国末期の丹後との結びつきからです。明治期の小学校・銀行・鉄道等県下
で最も早い展開は、滋賀の産業革命・ルネッサンスが湖北から始まったことを
示しています。近年は中心市街地活性化に全国モデルと言われるまでになって
います。『文明の通り道』であったことが、湖北の豊かな風土を育み人々に高い
精神性を与え続けてきたのだと思います。

　湖北の風土の象徴は信仰です。湖北ほとんどの村にこんもり茂った鎮守の森
があり、民家よりひときわ高い甍があります。それは当たり前なことではないの
です。全国の一ヶ寺当たり人口１，６７９人、湖北２３４人、神社は全国の１，６１３
人に湖北３８０人です。県内の式内社１５５社の内、湖北に６５社（４１．９％）と
集中しています。湖北は『日本屈指の神仏信仰の里』といっていいのではないか
と思います。
　湖北の人々の信仰心は何によって生まれたのか。『山紫水明』の湖北の自然、
里山に深山に神の依り代を、湖北の滔々たる流れを集め、清らに輝くびわ湖に
汚れを祓い、禊を求めたとして不思議ではありません。その基盤の上に『文明
の通り道』が湖北の人々に都や異国の文化・宗教を育んだのではないでしょうか。
　湖北の人々は、「お宮さん」・「お寺」・「オコナイさん」・「夏中さん」・「ほん
こさん」・「まわり仏さん」と親しみをこめて呼びます。「『南無』は大好きという
こと」とおっしゃっている奈良国立博物館の西山厚さんに倣えば、「なまんだ
ぶー」・「なまんだー」は「阿弥陀さん大好き！」になるのでしょうか。神や仏を「お
仲間」、「おともだち」とよびたくなるほどの神仏との親しさを湖北の人々の信仰
の姿に私は感じます。
　湖北の人々の信仰とは、生きとし生けるもの全てに対する『無常観』、『共生
観』に依って立つ神仏の道への共鳴であり、敬慕であったのだと思います。かか
る神仏の掌の上の己を無意識の中で感受し、人々は『おかげさまで』、『これも
ご縁なのです』と心静かに全てを受け入れてきたのではないでしょうか。それは
しかし、現実逃避の安易な生き方などでは決してなく、『苦』の現世を真正面か
ら真摯に受け入れ、『慈悲』と『清く明けく尚し』に明日への希望と勇気を見い
だしてきたのだと思います。
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　湖北のほぼ真ん中、高月町東阿閉に天をさす白い尖塔があります。鎮守の森
と寺院の甍の湖北の村々に異彩を放っています。ヤンマーの創業者山岡孫吉翁
が生誕地に建てられた洋風の会堂です。ドイツの人々のキリスト教への敬虔な
信仰を翁ご自身の生きる源泉としての湖北の信仰を重ね合わされたのではと思い
ます。そうした思いで東阿閉の尖塔を眺めるとき、異彩を越えて湖北の農村風景
との見事な調和を感じます。
　『湖北夕照』、今日も真っ赤な夕日がびわ湖の西に沈んでゆきます。そこに私は、
混迷のこの国の明日に希望を見るのです。

（長浜市教育長・元虎高教諭）

撮影：奈須 稔
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随想 -東京姉水会 60周年によせて

「 学 ぶ と い うこと」 
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　私の若い頃マルクス主義が風靡していました。マルクスは、貧富の差を無く
そうとしてプロレタリア革命を起こし、唯物論を徹底させましたが、ベルリンの
壁崩壊とともに崩れ去り、それに代わって資本主義の時代かと思われましたが、
経済的不振、道徳的混乱を招くなど、まさに資本主義も行き詰まりの状態とい
えましょう。この混迷する時代の中で、新たな思想が求められております。これ
までの自然との対立的な考えではなく、自然と人間との調和を目指す日本の叡智、
即ち、１万年以上も昔の縄文時代から伝えられる自然と人間の共存を原理と
する日本の叡智こそが大きな意味を持つことは間違いないと思われます。

　私が子供の頃には、日本の多くの女性が、きものを愛し生活していました。
そして、私の母親のきもの姿の中に、凛とした優しさと温もりを常に感じながら
育てられ、その触れ合いの中に、母への愛情と尊敬ともいうべき何かを肌で感じ
ておりました。また、虎中３年生の時、海軍の飛行兵募集の広告を見て志願し
て、２年間の猛訓練を受けましたが、戦争は終わり、第二の人生を考えたとき、
きものの道を選ぶことになったのも、母の導きかと思わざるを得ません。その
イメージが今日装道哲学の概念として脳裏に育まれてきたのかもしれません。

　第二次世界大戦後の日本は、経済至上主義にひた走り、わが国の先人が永
い歳月をかけて築き上げた、尊い精神文化の継承を疎かにしてしまいました。
このような状況の中で私は、急激な洋装化にともなう和装の衰退する様を憂い、
「きものを普及する運動」を始め、５０年の歳月を数えました。きものの中に
人間の理想とも言うべき、究極の美しい人間性の条件である愛・美・礼・和の
四徳を発見し、わが国の「道」の文化にまで高める装道を創始、美しい人生を
目指す装道哲学を創唱し、わが国で始めてのきものの学校、装道礼法きもの
学院を創立して実践教育を行い、これまでに１５万人のきものコンサルタントを
養成し、３００万人ものきもの愛好者を育成してまいりました。また、鏡のない

「人生とは出会いである」
―良師を得ざれば学ばざるに如かず（道元）―

山中 典士（中２１回）
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舞台で、僅か数分で一人で美しくきものを装う心と技と競う「日本の心と美の
祭典・全日本きもの装いコンテスト」を日本全国規模で展開し、既に３０２回開催
致しました。

　以前、滋賀県大会を開催しました折に、元虎姫高校校長の一色正七先生に
ご来駕賜り、初対面の私に心温まるご感想を、葉書に認めて下さいました。文面
をご紹介させていただきます。「先生の装道哲学は人間生活に密着した日本独自
の伝統と美を内面・外面に具現化したものであるだけに、日本人は勿論のこと、
世界の人々にも共感的に理解され感動を与え続けるものだと思います。これに
着眼され、創始され、育成し広められた先生の偉大さに最大限の敬意を表しま
すとともに、ご出身の旧山東町に住し、ご出身校に関係させていただいた誇り
を感ぜずにはおれません（後略）」甚く感謝しております。

　また、国内に限らず世界にアピールするために、昭和４５年より毎年１００名
以上の全員きもの姿の「装道礼法きもの文化使節団」を世界１００ヵ国に派遣し、
装道礼法和装文化と愛美礼和の装道哲学を伝え、１００名以上全員が実演入り
講演で演出し各国の希望者と共にセンセーションを巻き起こし、民間外交とし
て人類の幸福と世界平和に貢献できたものと考えております。この使節団で誠に
名誉なことに、国連本部の招聘を受け、二度の講演を行い、更に昭和６０年には
ヨハネ・パウロ２世様、平成１９年にはベネディクト１６世様と二代に亘るローマ
法王様に拝謁することが叶い、世界中から招かれた８千人の人の前で、日本語
で祝福と激励を賜りました。
　以上がこの５０年の主な成果です。これまでの５０年はこれからの５０年の
ためのリハーサルだったと思っております。

　戦後のわが国が失った最大の損失は「礼」であると言われております。鎌倉
時代の高僧・道元禅師は「学問の第一義は礼である」と喝破されております。また、
中国の古典『礼記』には「人にして礼なきは禽獣に等しからずや」など礼に関し
た記述は枚挙に遑がありません。更には、「衿を正す」「折り目正しく」「躾をする」
「慎ましく」「袖振り合うも多生の縁」など礼を表現する言葉が和装文化の中か
ら発生したことを考えますと、礼と和装は本来一つのものであると思われます。
それ故、和装には尊敬と感謝の「礼の心」を培い、美しく品格ある人間性を築き、
愛・美・礼・和の四徳を積む叡智が込められているのです。世界に民族衣装が
数多くある中で、その衣服を装う行為が、徳育や哲学をもたらすという例は、
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和装以外に考えられないということから私は、人間性と礼の規範となる徳育教
育を通して、装道和装礼法文化振興による「美しい国・日本」を甦らせることに
使命を感じております。わが国はかつて諸外国から「礼節を尊ぶ国」と称賛さ
れておりました。装道和装礼法教育による青少年への指導こそが今の世の中に
求められているものだと思っております。
　わが郷土の偉人、近江聖人・中江藤樹先生が教育に力を入れ、多くの若者
を指導し、今の滋賀県の礎を築かれたことに、藤樹先生の遺徳を偲び、わが
母校、滋賀県、延いては日本の和装礼法教育のために、一層精進する次第で
ございます。
　最後になりましたが、虎姫高校が益々発展されますと共に諸先生方のご健康
とご多幸を祈念いたします。

（公益社団法人　全日本きものコンサルタント協会
・装道礼法きもの学院・装道会　会長）

昭和 28 年 12 月「姉水」より
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　私は、国内（大学、研究所）外（NIH, The University of Chicago, Karolinska 
Institute）で約３５年間の研究生活（内約２０年間の教育生活）を過ごし、来年
３月末に幕を閉じます。これを機に、研究生活を振り返ってみたいと思います。
　私の研究の原点は、学生時代の生理学教室（主任　今道友則教授）で培わ
れた「腕」だと思っています。つまり、教授の語録（書物にはなっていませんが）
「一つの技術の壁を越えられるか否かで、人間は大変な自信と勇気を得て急激
に成長するものである。これは知識ではない。考えでもない。腕である。人より
腕が優れていれば人のできない仕事ができる。人より腕が安定して熟練してい
れば人に勝てる訳である。」を信じ、それを忠実に実行してきました。この語録
には続きがあり、「勿論、優れたアイディアと腕が備われば申し分ない。」も信じ、
世界にアイディアを求めました。何故、今道語録を信じられたのか？当時、受
験に失敗し、虎高出身という変なプライドとコンプレックスが心に同居していま
した。これを払拭するために、頭ではなく、体で勝負することに賭けたのです。

　私は、一貫して繁殖生理学に関する研究を行ってきました。主なテーマは、
「フェロモン、超音波を媒体とする雌雄および母子間コミュニケーションにおけ
る神経内分泌学的研究」でした。最近、研究を通して「性」と「母性」について、
感ずるところがあります（下記に示します）。動物は、それぞれの種の寿命（た
とえばネズミでは約２～３年、ウサギでは７～８年、イヌでは約１５年）に応じて、
個体としての生物は必ず死に至ります。しかし、個体の死を超えてその個体の
生物としての「生」を継承しています。これこそが正に繁殖です。「性」と「母性」
は繁殖の大事な要素です。

性について
　「性」はなぜあるのでしょうか？　
　実際に、「性」はこの大自然界に広く存在しています。「性」の重要性とはいっ

「性」と「母性」について

斎藤 徹（高１９回）
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たい何なのでしょうか？
　「性」は生殖のためにあるというのが、一般的な答えでしょう。
　ほとんどの人は青年になると、自分に相応しい異性を見つけて、性的な関係
を持って子どもを得るようになります。他の有性生物も同じです。
　もし、この地球上に「性」というものが存在しなかったならば、私たち自体
も存在しなかったのではないでしょうか？この、私たちの存続にかかわる大事な
「性」について、私たちはどれだけの知識を持っているのでしょうか？
　最近では「性」に関する多くの情報があらゆる媒体によってもたらされ、また
「性」についてオープンに語られるようになりました。しかし、「性」の誤った情報、
あるいは興味本意な情報が少なからずあるようです。また、それらの情報を吟味
せずに鵜呑みにしてしまう傾向が見受けられます。その結果「性」に対する誤っ
た知識が一人歩きしてしまいます。

　性を科学する「性科学（セクソロジー、sexology）」という学問があります。
性科学とは、セクシュアリティー（sexuality）を単に生物学にとどまらず、心理学、
社会学、人類学、医学、看護学、民俗学、歴史学など、あらゆる学問の視点
に立って研究する学問と定義されています。セクシュアリティーとは、「その人の
性のあり方」を示す言葉として用いられているようです。つまり、人間が生きてゆ
くことに性がどのようにかかわっているのか、たとえば、性差（男らしさ、女ら
しさ）、性欲および性的行動などが考えられるでしょう。これに対して、セックス
（sex）とは、男、女の意味を表します。すなわち、性科学とは、男と女の性
行為といった一元的なものだけでなく、生命、生殖、社会といった人間の性の
多元性について追求する応用学問と言えるのかもしれません。
　豊かな人生を築くには異性の存在が必要です。お互いに会話を楽しみ、いく
つになってもスキンシップを大切にすることにより、脳をいつまでも若く保つこ
とが出来るでしょう。

母性について
　われわれは家庭や社会（学校、職場など）の中で、人 と々かかわりをもって生活
し、さまざまな人間関係をつくり上げています。
　人間関係の出発点は、子どもと母親との出会いです。乳児にとって母親との
かかわり（母子関係）は、生まれて初めての人間関係であり、子どもの成長に
伴って複雑化していく人間関係の基盤となる大切な関係です。
　母親が子どもにどのようにはたらきかけ、どのような態度や姿勢で子どもを
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育てるのか、その育て方が将来の子どもの肉体的・精神的な発達に多少なりとも
影響していると言われています。
　しかしながら、社会的な少子化や核家族化により、子どもにどのように接し
ていいのか、戸惑う母親も決して少なくないと思います。いろいろと模索する中で
精神的に疲弊してしまい、不幸な事態に陥ることもままあります。
　動物の母性行動の研究に携わっている立場より、人間は母親として余りにも
理性的にふるまいすぎて、本能的な能力（こころから赤ちゃんはかわいい！と
思う気持ち）が少し失われているような気がしています。一般に、哺乳動物は
親からも、誰からも子育ての方法を教えてもらうことはなく、子どもが巣立つま
で懸命にお乳を与え、子どもを捕食者から守ります。母親は本能的にこのような
力を持っているはずなのです。

　子どもが生まれて初めて触れ合うのは母親です。母親の肌に触れることにより、
子どもは安心して発育していきます。このような、母と子の結びつきを母子間の
絆と言います。
　江戸時代には、子どもが生まれると油で体をマッサージしていたことが書物
に載っています。また、ストレスの研究では、母親から十分に世話を受けたラッ
トは、成長してからストレスにあっても、大きなショックを受けずにすむことが
わかってきました。皮膚を刺激したり、皮膚と皮膚との触れ合いによって、
視床下部－下垂体－副腎軸にストレス感受性の低下が生じたためと考えられてい
ます。
　つまり、「三つ子の魂百まで」の諺の通り、乳幼児期の肌を介しての母と子の
コミュニケーションの重要性について、再認識したいものです。

（日本獣医生命科学大学大学院　教授）
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　東京姉水会が６０周年を迎えられたこと、心からお慶び申し上げます。私は、
仕事の関係で全国を転勤で回っていますが、２年前に東京に来て東京姉水会に
参加させていただきました。毎年の集いでは、懐かしい湖北の言葉に触れ、鮒
ずしを食べることができるなど故郷に帰ったような思いを抱き、元気をもらうよ
うな気がしています。

　その中で、虎高時代に属した野球部の仲間たちに会えるのは何よりの楽しみ
です。私は、虎高硬式野球部が復活（昭和４９年）した後の２期生で、技術や
経験が乏しい中で、強くなるためにとにかく厳しい練習をしました。主将だった
私は、後輩を叱ることも多く、怖かったようです。今も、東京姉水会や野球部
の同窓会で後輩に会うと、「いや、キャプテンは本当に怖かった」「浅見さんの
名前を聞くと、今でも思わず背筋がピンと立ちます。」と言われることがあります。
草創期のチームにありがちな気負いが前面に出ていて、皆に迷惑をかけたので
はないかと反省させられます。

　そんな「鬼キャプテン」だった私も、大学卒業後、法律家の道に入り、普通
に結婚し子供ができました。当然ながら、子育ては、「鬼キャプテン」のように
はできません。いろいろ工夫しましたが、そのうち子育てが気に入ってしまい、
今はやりの「イクメン」（育児をする男性（メンズ））のはしりとなりました。着替え、
洗濯、おしめ代え、ミルクやり、食事の準備、保育園の送迎、風呂入れ、添い
寝など何でもやりました。子供が病気になった時が一番大変でしたが、共働き
の妻と協力して何とか乗り越えました。ただ、仕事の関係で、別居になるとき
が一番難渋しました。大阪の堺から宮崎に転勤が決まったときは、子供が５歳
と１歳で、果たしてどうするか悩みました。いろいろ条件を考え、私が２人の子
供と「子連れ単身赴任」をし、大阪で働く妻が、週末に宮崎に通う道を選びま
した。それからが特に大変で、上記のような通常の育児のほかに、保育園や学校

鬼キャプテンのその後
―東京姉水会６０周年に寄せて―

浅見 宣義（高３０回）
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の行事への参加、検診や予防接種などを平日１人でこなさなければならずてん
てこ舞いでした。共働きのため支出を惜しまず、家政婦さんを時間給でお願い
したので何とか生活を回すことができました。予想外は、３年目に３人目が生ま
れたことです。妻に母乳が出ず、２人も３人も同じと思い、ミルクで私が宮崎で
育てました。１人で、ゼロ歳児を風呂に入れるのは本当に大変でした。家で夜
遅くまで仕事することも度々でしたが、野球で鍛えた体力のおかげで何とか乗り
切りました。

　この話を野球部の後輩にすると、「先輩、昔と随分違いますやんか。私ら、
そんな優しくされたことありませんで」「何でそんなに変わったんですか」と言わ
れます。「いやいや、状況に合わせていくのは大人の知恵だから」などと煙に巻く
のが通常ですが、後輩は昔の「鬼キャプテン」との落差をとても感じるようです。
　でも、この「イクメン」体験は、私の仕事にとても役立っています。私の仕事
は裁判をすることですが、この仕事にはおそらく法律を適用する厳格なイメージ
があると思います。刑事裁判では特にそうでしょう。しかし、裁判の対象は実
はとても人間臭いもので、人間の家庭生活、社会生活や経済活動等がすべて
俎上に上ります。法律だけで判断できるものではなく、世の中の理解がとても
大事なのです。家庭生活のことは、離婚事件が典型でしょうね。親権や面会交
流などの判断には「イクメン」体験が直接生きますし、学校が絡む事件などでも
子育ての経験がとても役立ちます。

　「イクメン」に代表される男女の役割分担の問題だけでなく、昔のイメージや
制度を変えざるを得ないことは世の中に山ほどあるようです。実は東京姉水会
も、今、大変身のさなかにあるようです。かつては参加者に年配の方が多かっ
たと仄聞しますが、現在は、現役の大学生を含め若い人が随分見受けられます。
これは、若い理事を増やし、その理事に学年幹事を兼務してもらい、若い世代
からも参加者が増えるようにしているためのようです。おかげで、東京姉水会の
発展が目に見えるようです。各世代の人が集まると、刺激も増え、参加の意欲
も高まります。この動きがさらに広がることを心から願っています。やはり変化
は大事で、昔の「鬼キャプテン」のままではいられませんよ、ホント・・・。

（東京高裁　判事）
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　今年、東京姉水会は６０周年、筆者が虎高を卒業して３０年、そして、東工大
で職を得て２０年になる。誠にめでたく、きりのいい数字が並ぶので、ここで数
に関わる話をしたい。
　大学人の筆者にとって、講義や学会発表など人前で話をする機会が多いこと
は、苦痛であるものの避けがたいことだ。これまでの２０年間、発表時間が決め
られた口頭発表に臨む際に欠かさず行ってきたことといえば、事前に発表原稿
を書いて、少なくとも数回は練習をするということである。時間制限のある講演
で発表時間が超過すると、その後の質疑応答に影響を及ぼすこととなり、座長
を困らせることになる。筆者が所属する学会では、一般講演の発表時間は１０
分と決められており、制限時間になるとベルがなる。この発表時間は学生時
代から全く変わらないからありがたい。もう２０年も口頭発表を続けていると、
１０分で話せる日本語の文字数は自ずと決まってくる。この２０年間、口頭発表
のたびに発表原稿の総文字数を算えてきた。そして得たのが、３１５０という数
字だ。

　この数が果たして標準的なものか否か、ほとんど気にせず過ごしてきた。学会
で口頭発表をしてきて、発表時間を超過して座長に迷惑をかけた記憶がない
ため、これでよしとしてきた。昨年秋の学会に参加したとき、夜の部で他大学
の先生方と口頭発表の話題になり、筆者から１０分で話す文字数の話をしてみ
た。同意を得るどころか、ある若い先生からは、「そんな数を算えているのです
か。。。」と反応は鈍かった。そこに居合わせた先生方のほとんどは、発表原稿
なしに学会発表に臨んでいることがわかった。では、どうやって１０分という制限
時間を守って話をしているか。今では学会発表といえば、液晶プロジェクターで
映し出されるスライドを示しながら話すのが主流だ。多くの先生方は、このスラ
イドの枚数を一定数に決めていて、発表が制限時間内に収まるように調整して
いるようだ。確かに、筆者も１０分の発表ならスライド枚数を概ね１２、３枚と

文字を磨ぐ

藤居 俊之（高３５回）
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決めている。この数も、１スライド１主題を守っていると収束してくる。
　理工系の学部学生が始めて経験する口頭発表の大舞台は学士論文発表会、
いわゆる卒論発表会だろう。もちろん、今の大学では何かにつけて人前で話
をする教育プログラムが増えているので、４年生になるまでに口頭発表の場数
を踏んでいる学生もいるだろうが、自分自身の学位審査に関わる発表となると、
気合いの入れ方も変わってくる。学生は必ず研究室で発表練習をしてから本番
に臨むことになる。最初の発表練習で発表時間が制限時間内に収まる学生は少
ない。東工大生の口頭発表能力が劣っているか、というとそうではない。練習
不足なだけだ。１年間一生懸命やってきた自分の研究をことこまかに紹介した
いと考えるあまり、つい制限時間を超えてしまう。筆者は発表練習の際に発表
原稿を書いていない学生を見つけると、原稿を書いて文字数を確認するように
勧めてきた。上の経験則の適用性を検証することもなく。
　ところが、ごく最近、ある新聞記事（大旗規子：どんな場所でも気後れしな
い「話し方」；日本経済新聞電子版、２０１３年６月２９日）に話し方講座が展開
されていて、スピーチやプレゼンテーションで話すスピードは１分あたり３００文
字が適切、とあるのを見つけた。アナウンサーがニュースを読むときのスピード
だそうだ。１０分では３０００文字となって、筆者の経験則は大きくはハズレて
ないなぁ、と安心する。経験則は経験則であって、何ら理屈がなくてもよいも
のと思っているが、標準的な数が経験によって導けたことには感謝したい。

　そもそも、この２０年間、口頭発表の前には必ず発表原稿を書き、少なから
ず発表練習を続けてこられたのは、筆者の指導教官の思いもかけない言葉に
よるものだ。筆者が学生のとき、還暦近くの先生が「僕は今でも発表原稿を書
いているし、発表の直前になると、ものすごく緊張する」とおっしゃった。３０
年以上の発表経験があれば、もう発表練習なんか必要ない、と思ったら大間
違いだ、と解釈した。研究者が演壇に立つことの意味を教わった。それ以来、
いつも謙虚な姿勢で学会発表に臨むように心がけている。プレゼンテーション
の道具はこれからも進化し、便利になっていくだろうが、生身の人が演壇に立っ
て人前で話をするという形式はなくならないだろう。次の講演では何を話すか、
ツバキが飛ぶところに聞き手がいるという臨場感を意識すると、いつものように
緊張感が高まってくる。

（東京工業大学大学院　教授）
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　人というのは忘れっぽい。しかし、忘れられない言葉もある。

　『あんたには人の心というものがないんか』　（１９９５年１月）
　阪神大震災の被災地で浴びせられた厳しいお叱りの言葉。新聞社に入社して
２年目の冬に東京から派遣された被災地。地震の後に発生した火災で焼け野原
となった神戸市長田区での取材中の出来事だ。我が子を火災で亡くし自宅跡に
たたずむ父親に、カメラのレンズを向けていた。お叱りは、通りがかりの別の
被災者からだった。小雪が舞う被災地で私は、返す言葉もなく頭を垂れ、ただ
立ち尽くすしかなかった。
　報道のカメラマンとして撮るべきなのかどうか。取材現場ではいつもつきまと
う迷いと葛藤がある。「ありのままを伝えたい」と信念は持っている。だがその
想いは時に、土足で心の中に踏み込んでしまう危険もある。

　２００１年９月もそうだった。
　世界を震撼させたニューヨークテロの現場を取材した。日本の報道機関の
殆どは、外国の通信社と契約を結んでいるので、リアルタイムで画像や記事を
入電している。ただし、事件の衝撃があまりにも大きく、日本人の犠牲者も多い
ような時は、現地の駐在記者とあわせた取材チームが組まれる。
　世界金融の中心「ウォール街」は、巨大なツインタワーの崩壊による土煙と、
消火活動による何ともいえぬ臭いに包まれていた。テロ直後の阿鼻叫喚の様と
比べると秩序を戻しつつはあった。だが、世界貿易センターに拠点を持つ邦銀
などもテロの犠牲となり、行方不明者の家族らは、銀行関係者に付き添われ、
遠巻きにではあるが捜索活動が続く現場を見守った。親族に抱えられながら
歩く老人、幼い子を抱きながら必死に涙をこらえる女性…。日本人の表情を、
テロ現場そのものの事象とあわせ取材し掲載し続けた。
　だがやはり、銀行の担当者からは強い言葉で抗議を受けることになる。あの
神戸の焼け跡の時のように…。

忘れられない言葉

奈須 稔（高４１回）
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　『天の川の写真に涙が出ました…』　（２０１１年７月）
　東日本大震災の発生から約４カ月が経過したころ、東京本社で一本の電話を
受けた。天の川の写真とは、同僚が被災地で七夕の夜空を撮影し紙面に掲載
したものだった。地震による大津波で児童、教職員あわせて８４人もの犠牲者
をだした宮城県石巻市立大川小学校。写真には、大勢の児童らが犠牲となっ
た校舎の上に、無数の星が見守るように輝いていた。電話は、津波で娘（当時
同小６年生）を失った母親からだった。女児は津波にのまれ行方不明となって
いたが、その後８月に遺体で発見された。
　本社から送らせていただいた天の川の写真は、女児の遺影の隣に置かれて
いる。玄関に飾っている遺族もおられるという。そして「この写真に本当に癒や
されているんです」と話された。
　今も考えることがある。「母親はどうして電話をしてきたのだろうか…」と。
写真を送ってほしかったからだけではないだろう。避難所から東京の新聞社に
電話をする過程には躊躇もあったはずだ。
　カメラのファインダーに映る被災者と、被災者ではない私たちの距離は縮ま
らない。だが一枚の写真が、被災者の癒やしとなり心を動かすこともある。娘が
行方不明の中でも電話で伝えたかった想い。忘れられないのは言葉ではなく、
受け取った想いなのかもしれない。

　『こんなに数学が苦手だと、授業も苦痛やろ…』　（１９８７年秋）
　この言葉は取材とは関係がない。虎姫高校での２年生の秋、当時の担任の
先生から頂いた手厳しいお言葉だ。こうして人様に話せるような会話でもないが、
言葉には続きがあった。
　『自分が好きなことを思い切ってやってみるか？』
　とても優等生とはいえない虎高時代。右を向いても左を向いても行き止まり、
といった感覚だったが、恩師の言葉は人生を左右するものだと実感している。
あの時、背中を押してもらえなければ、報道写真を志すことも受験勉強すらし
なかったかもしれない。立場を自分に置き換えてみて、こんな言葉を生徒にか
けられたであろうか。
　忘れられない言葉として、被災地でのつらい言葉を紹介したが、新聞社では
様々な現場を経験し楽しい取材もある。下水道の中を取材で歩いたり、日米
首脳会談を撮影したり、他の職業では体験できない取材もある。長野五輪か
ら始まりロンドン五輪まで、夏冬あわせてオリンピックは６大会取材した。語り
尽くせないほどの出会いがあり、感動シーンも記録した。
　恩師とは卒業以来お会いしていない。年に一度は滋賀の故郷に帰ってはいる
のだが…。先生はいまもお元気でおられるだろうか。
　車窓に伊吹山が映り、虎御前山が近づくと思い出すことがある。

（産経新聞東京本社　写真報道局）
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　私は長浜出身で昭和５１年に虎高を卒業し、大学卒業後先輩の勧めもあって
損害保険会社へ昭和５５年に就職いたしました。弟も信託銀行へ就職したので
二人の息子ともいわゆる転勤族となり、最終的に二人とも東京が「永住の地」と
なったため、今は亡き両親には親不孝をしてしまったなと思っています。
　仕事としては、入社直後５年間リテールの営業を和歌山でやり、その後中部
圏の営業推進を行う部署や本社で全国の営業推進を企画・立案する部署に異
動となりました。本社では毎日終電近くまで仕事をしていましたが、今思うと辛
さより面白さの方が勝っていた気がします。
　さて、入社１０年を過ぎると主に上場企業を中心とする企業営業を経験させ
てもらいました。東京に本社のある上場を中心とする企業相手の営業は面白く、
食品や薬品のメーカーの担当であったので全国の工場の火災保険や賠償保険
等の保険料を決めるため（レーティング）の物件調査などで全国を東に西へと
よく出張に出かけました。損害保険の仕事は幅広く、当該企業の歴史や企業文
化もできるだけ勉強して企画書を作成しプレゼンを行いました。

　営業では定期的に相手企業に訪問をして情報をとったりしますが、いつも仕事
の話ばかりするわけにはいきません。いろいろな話をしますが、私は話題に詰
まったら必ず自分の故郷の話をすることにしていました。当該部門の担当者や
責任者の人も多くが東京以外の地方出身であり、勤務で関西にいた人も結構多
かったように思います。どこの出身ですかと聞いて答えない人はまずいません。
私が滋賀の湖北の長浜出身であり、琵琶湖や小谷城、姉川、秀吉、浅井長政
の話をすると多くの人は興味深く話を聞いていただいたと記憶しています。特に
関西出身や関西勤務の経験があれば、話は双方で弾み、相手が担当者であろ
うが、課長、部長、役員であろうが一気に仲良くなって仕事上の助けとなったこと
は数多くありました。そのたびに湖北・長浜が歴史上の話題の多い故郷である
ことに本当に感謝したものです。

「故郷」の助けを借りて－東京姉水会６０年に憩う

草野 圭司（高２８回）
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　その後初めて管理職として名古屋の企業営業部の課長となり、本社に戻って
から東京地区の営業推進部長や東京を担当する支店長をやらせてもらいまし
た。東京の北部地区を担当する北東京支店長になった時は、所属する新宿ロー
タリークラブで「浅井三姉妹と故郷」というテーマで卓話を行いましたが、ちょう
どＮＨＫ大河ドラマで「江」を放送する前年だったため、卓話をした後で、是非
滋賀へ行ってみたいとか、大河ドラマが楽しみになったと一気に他のロータリー
メンバーと仲良くなり改めて「故郷の力」に感謝をしたこともありました。

　入社してから営業部門や営業推進部門の畑を一筋に歩いてきましたが、終盤
戦はなぜか会社組織でいうと牽制系の部門である内部監査部長やコンプライ
アンス部長を仰せつかりました。ちょうど金融庁が「保険金支払い漏れ問題」
で生保、損保各社に厳しい処分を実施した直後で、会社内部はこれまでにない
緊張感で包まれており、何とか社会の信頼を取り戻すべく内部統制やコンプラ
イアンスの強化を進めていた時期でもありました。自分はコーポレートガバナン
スや財務の専門家ではありませんが、内部監査部長はすべての会社各部署や
グル―プ会社全体の監査結果を経営陣に報告しなければならない役割を負って
おり、どのようなスタンスで臨めば良いのか悩みました。また、コンプライアン
ス部も同様で会社の不祥事の極小化はもとより、会社全体が法律や社内ルール
も含めて遵守をする企業風土をより高い次元で定着させるためにはどのように
したら良いのかずいぶん悩みました。

　私は、入社以来仕事で悩んだときはいつも次の一節を思い出して心のよりど
ころとするようにしていました。それは「山には独立自尊の容、水には方円自在
の力」の虎高の校歌の一節です。「骨子となる方向性だけはしっかり定めて、あと
は状況に応じて柔軟に対応すれば問題は解決に向かう」というように考えて仕事
に臨むようにしてきました。このように考えると不思議と気持ちが楽になり、問題
の多くは解決に向かったような気がします。
　このように故郷（校歌）には幾度となく助けられながら何とか仕事をやって
参りましたが、今年３月で損害保険会社は卒業し、この４月からは（株）全国
訪問健康指導協会というメタボの改善指導を行う会社に移りました。皆さんの
健康の増進と増大する医療費の削減に少しでも貢献できればと思っています。
　これからもまた幾度となく「故郷」の助けを借りることがあると思いますが、
滋賀・湖北・母校を大事にしながら、また誇りにしながら充実した仕事をやっ
ていきたいと思っています。

（（株）全国訪問健康指導協会　代表取締役社長）
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　私の中学生の頃からの夢は、学校の教師になることでした。
　そんな私は、湖北中学校、虎姫高校、滋賀大学教育学部へと進学し、卒業
後は、社団法人実践倫理宏正会という倫理教育の団体で働いて現在に至って
おります。
　私が学校の教師から、現在の道に進む上で、大きなターニングポイントになっ
たのは、大学４年生の折に出会った何人かの子どもたちとの出会いによってで
した。
　大学４年生の５、６月頃、教師を目指す学生は大学の付属校や出身校に帰って、
教育実習を受けます。私は、付属の小学校と、中学校で実習を受けました。
　その時出会った子どもたちにはいろんな生徒がいました。特に姉妹で私を慕っ
てくれた子どもたちは幼いころお父さんを亡くしたということでした。また、夏の
プールのアルバイトでは、片足を大腿部から切断した少女と出会いました。その
子はそんな身体的障害など気にもかけずに、友達と楽しくはしゃいでいました。
いずれも子どもたちの表情は明るく、とても快活そうに見えます。何の問題も
抱えていないような姿でした。私は、ちょっと老婆心の勝った教生だったのでしょ
うか、その子どもたちの一生を考えたときに、いてもたってもいられないような
思いになったのです。その時、心の中に湧いてきたのは、「これからの人生をど
のように生活していくのだろう。思春期は？好きな人ができた時は？社会人に
なった時は？結婚したい人ができたときは？赤ちゃんができたときは？子育ての
時は？・・・」など余計なことなのかもしれませんが、ふとそんな疑問が浮かん
できたのです。

　私はその子どもたちの一生のうちに出会うであろう様々な人生上の諸課題に
直面した時、子どもたちが抱く思い、その心の様を思いながら、教師としての
無力さを想像したのです（まことに現役教師の方々申し訳ございません。立派
に、教科を教え、生徒指導もしておられる方々がおられることも存じ上げており

教師の夢を社会実践活動へ

上野 一郎（高３２回）
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ます。当時の若者の独り言としてどうぞお許しください）。「本当の教育とはどう
いうものなのだろう？」と思いました。「本当の教育とは、人生の折々に、どんな
困難も乗り越えて行ける強い心をつくってあげることではないのだろうか」「教
科の点数をとれるようにしてあげることも現実問題としては大切なことであるに
違いないが、実はそのことよりももっと大切な、人間的な本質に迫った心の問題
に触れて子どもたちに教えていくことが人生においてもっと価値のあることでは
ないか」などとちょっと偉そうなことを考えました。

　という思いと同時に、本音の部分で、（自分は果たして子どもたちに先生と呼ば
れて教科はもちろん、そうした人生の上で大切なことを教えてあげられるのだろう
か？）と思ったのです。自分をもっと鍛えなければいけないと素直に感じたのです。
　その時に、思ったのが、父母、祖母が長年学び続けてきた倫理教育団体の
社団法人実践倫理宏正会という会で、大学時代４年間、毎朝５時から６時まで
行われる朝起会という人間の生き方を学びあう勉強会に通い続ける中で学んだ
こと、人生修行をさらに積む上でより厳しい環境に身を置いて自他ともに鍛え
あうことを通して、強靭な精神力と人として美しい生き方を身に付けたいと進む
方向を修正したのでした。

　ちょっと話は変わりますが、横浜に時折テレビでも報道される一流の家具職人
を育てる『秋山木工』という会社があります。その弟子たちは、４年間、毎朝
５時おき、修行期間中は、恋愛も携帯電話も禁止ということで今の若者には
大変なことですが、実践倫理では４年という区切りはまずありません。携帯も
恋愛も禁止ではありませんが、毎朝朝起会に通うことは盆も正月も休みはなく、
毎日が勉強であり、ある意味一生が修業、勉強期間です。しかし、それは苦し
いものではなく、マラソンランナーがマラソン競技を引退しても生涯を通して走り
続けると同じように、毎朝の勉強会は、早寝早起きで健康になり、生きる勇気
をもらえ、生きる知恵を学んで生活や仕事に役立っています。
　ちょっと我田引水が強かったかもしれませんが、そうした人間の生き方をかつ
ては、家庭教育の中で教えていましたが、今では、親は勿論、学校でもどこで
も教えず、あえて言うなら、社会人になって初めて職場で、人として大切な礼儀
や立ち居振る舞いなどを教えるというあり様です。

　現代社会は確かに豊かになりましたが、このしあわせが未来永劫続くとは
思われません。今は、物があふれ、お金さえあれば好きなものが買えるように
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■この言葉・言いまわしは、他所の人では理解できないぞ！

ういこと、よぞくろしい、ごめょうさん、おせんどさん、ごきげんさん、ほっこりし
てもた、ごめんやす、まつばる、ひっつく、きずつない、ようけ、おおきに、ありがと、
ごんす、かなん、ばい（棒の意）、えらい（疲れたの意）、まめや（元気の意）、いご
けん（動けないの意）、よばれる（食べるの意）、きやはる、～してやんす、～しと
くない、～しとくれやす、～しゃーれん、～してやーる、ごえんさん、おぶくさん、
げこする、めんどい、こうらい（とうもろこしの意）、ほーけ、よういわんわ、ほう
やで、　かいて ( 持っての意 )

なりました。しかし、本当に人間は、日本人は物が豊かになりしあわせになった
のでしょうか。ある部分はもちろん物によりしあわせを実感する時もあるかもし
れません。しかし、それがしあわせの本物なのでしょうか？もっと親子が毎朝元
気に挨拶ができて、楽しい食事ができたり、夫婦が仲良く、子どもの未来を語
り合ったり、嫁と姑が仲良く台所に立ち、家族の健康が保たれたりと人間の幸
福感はそんなに遠くにあるものでも、神様が実現してくださるものでもなく、自
分が自分の努力で、相手を思いやり、行動を改める中で醸し出される温かな雰
囲気などちょっとした言動を相手のことを思って変えてみるという小さなことか
らの改善によってもたらされることを思います。
　子どもたちに今こそ、江戸しぐさなどに代表される日本人がかつて大切にして
きた人を思いやる優しいしぐさや言葉に込めて人と共に生きる優しい社会をつ
くっていくことが大切なのだと思います。
　殺伐とした事件の頻発する現代、もう一度日本人が大切してきた心、その生き
方を子どもたちに伝え残していきたいと思います。

（社団法人実践倫理宏正会　勤務）

コラム

郷里のこと
ば
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　現在、衆議院議員として仕事をさせていただいております。母校からの国会
議員は初と伺っておりますが、湖北の代表として、姉水会の名に恥じぬよう努力
を重ねなければいけないと常々考えております。
　虎姫高校では陸上部に所属し、長距離走の選手として、県大会や余呉湖マラ
ソンなどにも出場しました。練習では、毎日、虎御前山の頂上まで駆け上がっ
たり、自宅から走って登校したりしたのを覚えています。寒い時、暑い時のそれ
ぞれが、今も色褪せることなく私の中に鮮明に残っております。

　政治家としての私自身の原点もやはり虎高時代にあります。政治家を目指し
た理由はいくつかありますが、そのうちの一つは、地方の再生です。私は長浜
の商店街の中で生まれました。子どもの頃は、商店街も賑やかで、夕方になる
と人で溢れかえっていました。小学生の頃、よく店番をし、年末には祝い箸の
袋入れで何千もの箸を袋に詰める作業をずっとやっていました。ただ、私が虎高
に通う頃になると、急速に商店街の人影もまばらになり、アーケードを見通して
も一人も歩いていない時も多く、近所の老舗もいつの間にか閉店するという状況
に陥りました。
　素晴らしい仲間に囲まれた賑やかな高校生活とは対照的に、生活の場は活気
を失っていくようで寂しさを感じました。高校生ながらに大変ショックでした。
日本はこれでいいのだろうかとの疑問を強く持ち、何とかしなければならないと
漠然と将来を描きました。振り返りますと、これが政治家を志した原点、スタート
ラインであったのだと思います。
　日本という国は、それぞれの地方によって形つくられています。それぞれの
地方が賑わい、そこに住む人々が安心感を持てることで、日本全体も元気になり
ます。大学を出て、国の役所に入ったのも、地方の活性化に、自分なりに貢献
したいとの思いがあったからです。

　私が、自治省を辞めて政治の世界を志してから、今年でちょうど１０年になり
ます。「地方の再生なくして日本の再生なし」をテーマに、１０年間走り続けてき

再び、スタートラインに。

上野 賢一郎（高３６回）
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ました。紆余曲折もたくさんありました。選挙で苦杯を喫したことも何度もあり、
落選し先行きが見えない中で、挫けそうになったことも一度ではありません。
　ただ、そんな時でも、子どもの頃の故郷の原風景を守りたいとの想いや、
閉塞感を打ち破って日本をもう一度活力ある国へと変えていきたいとの想い、
そして何よりも、各地で応援いただく皆さまの顔を思い出すと、また力が湧いて
きて、チャレンジを続けて参りました。
　地元の姉水会の皆さまはもちろん、東京姉水会の方々にも、常にお気にかけて
頂き、落選中も会へのお誘いを頂戴しました。絶えず大きな力と励ましをお与え
頂いたことに心から感謝しております。

　昨年の総選挙で、故郷に戻り、2 回目の当選を果たさせて頂くことができま
した。地域を回ってもよく「自分も姉水会やで」、「日東第一や」とお声を掛けて
頂けることが本当にたくさんあります。同窓の絆の強さを改めて感じるとともに、
その声に応えるような結果を出すことが自らの仕事だと考えております。
　国会では、現在、予算委員会に所属させて頂いております。国会の中で最も
重要な委員会であり、予算案の審議だけでなく、デフレ問題や震災復興などの
その時々の重要課題について集中して審議を行います。総理の答弁や野党から
の激しい質問も、私にとっては日々精進との思いで参加させていただいております。
とりわけ、財政赤字の解消とデフレ脱却の両立が求められる今日、我が国には、
大変難しい舵取りが求められており、先を見据えて予算を立案してくことの大切
さを痛感しています。また、滋賀や近畿の仲間の議員とともに、「琵琶湖再生法
（仮称）」という新しい法律の作成に取り組んでおります。校歌でも真っ先に
出てくる母なる琵琶湖を良好な形で守り、次世代につなぐための方策をこの法律
の中で実現していきたいと考えております。そして、何よりも、過疎化が進み活力
も失われつつある故郷に対し、少しでも地域の皆さまの声が国政に届くよう今後
とも全力で頑張らせて頂きたいと考えております。
　「姉水会」にふれる度、いつも高校時代、レースの前に立ったあのスタートラ
インを思い出します。陸上部は、私に、どんな辛い試合であろうと、どんな結果
であろうと、またスタートラインに立つ力を養ってくれました。そして、姉水会
からは、常々、私に道を切り開いていく力を与えて頂いています。政治家として、
再スタートを切らせて頂くことができた今、故郷の皆さま、姉水会の皆さまとの
ご縁に心より感謝いたしております。東京姉水会の益々のご発展をご祈念申し
上げます。

（衆議院議員）
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　私は東京でＩＴ関連の会社を経営しています。高校時代の私を知っている方は、
疑問に思われるかもしれません。当時私の家には新しい物好きの父親が買って
きたＭＺ－２０００というパソコンがあり、簡単なプログラミングもできましたが、
コンピュータが好きではなかったからです。高校３年の文化祭の新聞部主催の
弁論大会では『私はコンピュータが嫌いです』というお題で発表し第２位になっ
ています。何度も水泳で国体に出場していた親戚の叔父さんの影響で運動好き
であった私にとって、会話もなくコンピュータに向かっていることが嫌だったよう
です。

　大学進学後は化学の道に進むつもりだったのですが、物理化学の教授の実験
結果をコンピュータの理論計算で検証するという卒業研究を行い、大学の大型
コンピュータ、研究室のＵＮＩＸマシン、自分で購入したパーソナルコンピュータ
ＰＣ９８００を使うことになりました。言語もＦＯＲＴＲＡＮ、Ｃ、ＢＡＳＩＣと様々
です。そして先生に就職先の紹介を受ける際に、今行っていることがそのまま
職業になるのなら楽なことはないと安易に考え、大手メーカーではなく、その中
で規模は小さいけれど一番給料が高いソフト会社を選んで就職しました。
　当時ＩＴ業界では３５歳定年説というものがあり、私は早くプロと認められて
３０歳を過ぎたら好きなことをやりたいと考えていましたので、かなりの長時間
労働（例えば日曜日昼に出社し、仕事を終えて自宅に帰ったのは２週間後）など
にも耐え、３４歳（課長）で退職する時には、会社の売上の１/３に関わる範囲
の仕事を仕切っていました。その会社を辞めた理由は、親会社から出向して来た
社長、副社長と IT 業界での仕事のやり方や技術に対する考えが全く合わなかっ
たことでした。

　退職時、数年間続いた西暦２０００年対応の仕事を終えたばかりでしたので、
充電期間をおいて小規模なソフト開発の上流工程に特化した会社を興そうと

起業して思うこと―東京姉水会６０年に想う

橋本 淳（高３６回）
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考えていました。しかし、すぐに担当していたお客様から、新プロジェクトの仕
事を依頼したいというお話をいただきました。準備期間もなかったため、以前
からお誘いをお断りしていた会社の先輩数名と新会社を作ることとし、私が代表
取締役として創業しました。
　会社はかなりの勢いで発展し、３年後には社員５０名、年商１５億円ほどに
はなりました。この会社には反面教師として学ぶことは多々あるのですが、退職
時の約束で詳しく話せないことが多いのです。言えることは、最初から順調だ
ったのは一緒に苦労してくれた若手社員の頑張りがあってこそですが、勘違いし
た先輩方が創業時の約束に反することを内緒で行い、お客様にまで不信感を
持たれてしまったことがその後の混乱の原因でした。私は２００４年春に過労や
ストレスが元で体調を崩し、２０１０年春に役員を辞任しました。

　最後の一年間の休職中に随分と悩みましたが、最終的にはそれまでの経験
を活かすため同じＩＴ業界で働くことを選びました。しかし、辞めた会社との関
係上、すぐに同業の会社に就職することや、別に会社を作ることもできず、１年
半は某社の契約社員という形で大手損保会社のシステム開発の仕事をしていま
した。

　全ての問題が解決した２０１１年１０月に現在の株式会社３ＳＪＰを設立しまし
たが、創業時にまず考えたのは、前回の反省を元に会社の理念を明確にして
それに沿った行動をするということです。社名もそれを表すようにしました。「３
ＳＪＰ」は、Speed、Simple、Standard、for Japan を意味しています。また、
社員の心構えとして、①謙虚さを大切に、②常にスキルアップを図る、③早起
きをこころがける、④健康に気を使う、⑤いつも心に闘魂を、を掲げ、代表者
自らがそのように行動するようにしています。そして、日本の国益・発展に寄与
することが目的です。

　この原稿を書いている時点で創業から１年半強ですが、事業拡大はこれから
です。２０１０年４月から関わっているプロジェクトが継続しているため、その
キリが付くまでは次の展開の準備と決めていたからです。前回の創業時には事
業拡大のためにかなりの無理を行いました。銀行からの借り入れも家族に内緒
で個人保証で行いましたし、一度だけ資金繰りが厳しかった時は両親に借りた
り、大型コンピュータ購入時には虎高出身の従兄弟にリース会社を紹介しても
らったりなどしました。私が行っている仕事は形がある商品を売っているわけで



70

はないため、お客様に料金を支払っていただくにはシステムが完成することが
大前提です。なので、プロジェクトの管理は他人任せにはせず、社員や協力会
社の方が作った設計書も自らチェックを行っていました。もちろん、重要な部分
は設計に関わります。一番多い時で７つのプロジェクトをリーダーとして掛け持ち
しましたが、数年間継続した無理が元で健康を害し、家族には心配をかけ続け
ましたので、今回は着実に、若い頃からの夢である『少数精鋭の技術者集団』
を実現したいと考えています。（創業から 2 年を迎えた 10 月に別の仕事を受注
しました）

　ＩＴ業界に興味がある後輩がいらっしゃいましたら、かっこいい技術職である
というだけではないことも知っていただいて、健康に留意して挑戦していただけ
ればと思います。
　紆余曲折ありながらも、今普通に生活できているのは、長浜で生まれ育ち、
虎姫高校で３年間に学んだことが基となっていると思い、感謝しています。
　最後になりましたが、東京姉水会６０周年おめでとうございます。

（株式会社３ＳＪＰ（スリーエスジャパン）　代表取締役）
http://www.facebook.com/jun.3sjp

http://www.3sjp.com/
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　六十年となると一言で申せても語り尽くせるまではもちろん難しいことです。
平成になった後での卒業でようやく不惑、大厄と齢は順調に重ねております。
当然ながら先輩諸兄に並べるような存分な想いはまだまだですので虎高での
思い出を少々。

　虎高で学んだ事はもちろん勉強？ですが、同じくらいやった事は「尺八」。と
いってもクラブ、部活動等の学校に関わる訳ではなく、あくまで個人的なもの。
個性を磨いていたと言えば聞こえがいいのですが…。持ち物検査のない学校
で助かった次第です。その舞台となっていたのは九割八分が部活動。この部活
は電気部でアマチュア無線の免許をとり、国内交信はもとより片言のニセ英語
ならびに無線符号を駆使しての外国との通信。交信票が届くのも一興でした。
しかしながら本音はみんなで電話ごっこ。電波法の許す限りの下らない話や
問題集の教え合いっこもよかったです。危うく本題から脱線ぎりぎりですが、
当時の電気部の活動内容はアマチュア無線、パソコンいじり、ハンダゴテなど
電気工作ととにかく『電気』のからむ事は何でもありの拡大解釈の元に健全な
虎高生活？をエンジョイしておりました。

　「尺八」とのこじつけは「電波も音波も波動である」と言う物理の先生の言。
音波を発生する道具という勝手な免罪符によりプレハブ部室で音波発生、アン
テナ設営のついでに屋根さらには校舎の屋上での周波数（音程）と継続時間（リ
ズム）、音圧（強弱）の関係の調査（演奏）と、いらぬ事ばかり。やはり音波の
性質として見通しが良いほどよく聴こえるなどと当たり前の事を再確認した程度
でした。

　さて、虎高生の通学風景と言えばほとんどが自転車通い。私も長浜、駅のほど
近くから通り道の友人と連れだって虎高まで１０分少々で走っていました。その

尺八吹いてます。

武田 守永（高４３回）
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チャリ姿はハンドルに小型無線機を取り付け電話受話器をつないで自動車電話
ならぬ「自転車電話」、荷台には無線の約１メートルのアンテナ。さらにその先
には１メートルほどのピンク色のリボンがたなびいてました。それに件の尺八を
錦の袋に斜（はす）においねて登下校していたものです。

　この話、どう言われているか何て事は当然当人はあずかり知らぬ事。後になっ
て聞いたところ卒業後の生徒総会で後輩が迷惑を被っていました。例年、生徒
総会では電気部予算がやり玉にあげられ歴代部長がナイスな返しで納得せしめ
るのがなかば恒例のようになっており、ある種の楽しみだったように覚えており
ます。その中で “ 尺八を背負った彼はどこへ行ったか？ ”との質問に後輩部長は
“ 彼は東京へ行った ”と答えてくれたとの話。それから“ 尺八を背負った少年 ”と
言われるようになり、数年間ことある毎に登場、一人歩きしていたようです。後輩
から聞いた「国立行きたかったら尺八吹け」とは当時の先生の冗談。確かに進路
の手引きや資料に残る進学合否表の×印の群にあった○印と東京藝術大学の
文字、低めな偏差値を見た時、正直、笑いました。

　つくづくやりたい事を許してくれた両親、三者面談で「わしは東京藝大て、
よーわからんわ。なんとか頑張ってくれや。お！」と言ってくれた恩師に感謝して
おります。またご一読感謝申し上げます。東京姉水会一員としての誇りも忘れず
斯道に名を連ねて行けるようがんばります。

（尺八演奏家「武田旺山」）

【編集委員会・注】
武田旺山師範は本年６月の虎高同窓の集いでも、脇坂英山師範（高２１回）とともに、「アメイジ
ンググレイス」など見事な都山流尺八の合同演奏をご披露され、６０周年記念式典に華を添えら
れました。
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　北陸線にのって虎高まで通っていた頃から無類のテレビ好き、漠然とマスコミ
に就職できたらいいなと思っていた私。ありがたいことに念願かなってアナウン
サーになり、今年で１１年目。現在、ＮＨＫ総合テレビで月～金夜１１時３０分～
放送の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」を担当しています。この番組は、ツイッターで寄せら
れた、ニュースに対する質問や疑問を番組内で紹介し、それらを専門家や取
材した記者に直接聞いて行く。ニュースを題材にしたトーク番組です。

　出勤は毎日午後。出勤するころにはその日にどのようなニュースを扱うか決ま
ります。その後放送に向けて、トークを進める上で必要な基礎情報、そのニュー
スの背景、過去にどのような報道をされてきたのか、インターネット上ではどんな
反応が現在あるのか、などを一気に集めます。あらゆる事を自分の中で咀嚼で
きていないとトークの展開ができないからです。毎日、まるで一夜漬けで試験
勉強をしているかのようです。本番はもちろん、実はこの準備時間も私にとって
は楽しく有意義な時間なのです。

　この仕事を始めて痛感していることは、自分が経験してきたことすべてが仕事
にいきてくるということです。例えば番組で取り上げた、地域医療問題、学校
選択問題、里山保全・・・これは私が湖北・木之本という地方で育ったから
こそ実感を持って話ができる問題でした。また、これまで勤務した石川県や愛
知県での出会いや経験、子育て中の友人が発したさりげない一言・・・などなど。
日々生活してきた中での出来事、そのすべてが放送での問題提起において参考
になっています。そのためにも私の時間（＝プライベートの時間）を最大限有効
に使い、知識や様々な経験を蓄積すること、そして多くの人と出会うことを心が
けています。

私の時間―東京姉水会６０年に想う

橋本 奈穂子（高５１回）
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　今、私の時間の中で最も幸せを感じるのは、歌舞伎を鑑賞している時です。
歌舞伎との出会いは新人研修でのこと。伝統芸能番組の研修で歌舞伎座にて
鑑賞し、尾上菊之助さんに話を伺ったことです。舞台はもちろん、歌舞伎座自体
もこんなに素晴らしく楽しいものなのか！と衝撃が走り、それからすっかり魅了
されています。希望がかなってかつて１年間伝統芸能番組を担当することができ
ました。またＮＥＷＳ ＷＥＢでも歌舞伎の話題を何度も紹介しています。

　最近印象的だったのは、杮葺落五月大歌舞伎の京鹿子娘二人道成寺。坂東
玉三郎さんと、話を伺って以来すっかりご贔屓の・尾上菊之助さんの舞台。お
二人が花道に揃って動く様、絡み合うような動き。息をのむ美しさ。心から魅了
され、終演後もうっとりしてなかなか席を離れられない程最高の時間でした。

　またスポーツの番組を担当したことがきっかけで、ＭＬＢ、ＮＢＡ、ＮＦＬの
試合も観戦するようになりました。虎高時代、アメフト部のクラスメートにアメ
フトどんなスポーツ？と聞いてしまったほどスポーツに関心がなかった私。その
変化に友人達には驚かれています。特にＭＬＢのキャンプ取材に出かけたこと
は、スポーツニュースを扱ううえで大きな蓄積になりました。

　好きで経験したことが必ず仕事にいきる。仕事を通して知らないことを知るこ
とができる。仕事を通して多くの輝く方々に会い、その人ならではの言葉に出会
い、思いに触れることができる。本当に幸せな仕事だと常々思います。アナウ
ンサーとして、一人の人間として成長できるよう精進していきます。

　ご縁があって東京に転勤し、東京姉水会に参加させていただいたことも私に
とっては貴重な財産です。伝統ある虎姫高校に進学して良かったと改めて思って
います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

（ＮＨＫアナウンサー）



随想 -東京姉水会 60周年によせて

「 もっと広い 世界へ」 
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　アラセブンティーの年になり、昔を振り返り、思い出に浸る自分が多くなった。
子供の頃、自分は何になりたいのか、将来の自分は明確でなかった。日の暮
れるまで魚とり、蝉取りに夢中になって、無意識に時間を浪費する毎日だった。
そんな自分に目標らしきものを意識させてくれたのが小学校で配布された初等
地図帳であった。繰り返し地図を眺めるたびに外の世界に対する興味が膨らん
でいった。日本の都市、地勢などほとんどそらんじ、白地図を一筆書きするまで
になった。そして、中等地図帳・高等地図帳と進むにつれ、興味の対象が日本
から世界に拡がった。地図を見ることは、単に地名等の断片情報を得るのみ
ならず、断片情報全体を俯瞰・統合理解するという効用もある。つまり「木を
見て森を見る」能力を構築する訓練場となる。このことは、後年、大学でプロ
セスシステム工学を学び、技術者として石油企業で働き、技術協力専門家とし
て途上国で働くことに繋がった。自分にとって地図との出会いはたいへん重要
な出来事であった。

　さて、地図好きと言われる人はどんなことにこだわるのであろうか。自分は、
米国・トルコ・タイなど３０数カ国を訪問し、駐在と出張をあわせて７年以上
を海外で過ごしてきた。自分が決めたこだわりの例として、①米国滞在時の、
ニュージャージー州内の国道および州道の全線ドライブ制覇、②トルコ滞在時の、
全８１県の県都を訪問、③さらに同国での、国境検問所の訪問、が代表的である。
ここでいう訪問とは宿泊または数時間の滞在を意味する。「滞在するだけで何
の意味があるのか」と人は小馬鹿にするが、達成時の当人はこの上ない達成感
に浸ることは言うまでもない。なお、蛇足だが、日本の全県庁所在地の訪問に
ついてもトライし、２００２年の島根県・鳥取県の訪問をもって達成となった。

　トルコの２件（②と③）についてもう少し紹介する。②であるが、トルコには
イルと呼ぶ日本の都道府県に相当する行政単位が８１ある。治安上問題のある

自分は地図少年であった

川瀬 太一郎（高１５回）
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クルド人居住地域を除く７１県を訪問した。金曜の夕刻、首都アンカラのバス
センターで夜行バスに乗り、翌土曜の早朝、現地に到着、すぐに当日のホテル
を探す。トルコではホテルが見つからないということはまずない。その後、カレ
と呼ぶ城砦、チャルシュと呼ぶ生鮮物市場、ジャミーと呼ぶモスクなどを回る。
夕方にはロカーリとよぶレストラン兼酒場でケバブとビールの夕食を取り、時に
はハマムで身体を休める。そしてホテルに投宿する。翌日日曜の午前発のバス
に飛び乗り夕方アンカラに帰るパターンをたどる。夜行バスの車中や市場の喧
騒の中などでトルコの庶民生活に触れるのが最大の楽しみであった。③につい
ては、トルコはシリア、イラク、イラン、アルメニア、グルジア、ブルガリア、
ギリシャ、ナフチバン（アゼルバイジャン飛び地）、実に８カ国と国境を接する。
国境検問所は２０箇所以上ある（筈である）。筆者はそのうち９箇所を訪問した。
国境には別離の場らしい寂寥感が漂う。そして検問所の向こうの世界を想像する。
次は国境を渡ってみようかといつも思う。

　話は飛ぶが、シリアとの国境の町レイハンルの国境検問所では想定外のトラ
ブルに遭遇した。レイハンル折り返しの積りで乗ったバスが、実はシリア第二
の都市アレッポ行きの国際運行バスであった。検問所のバッファゾーンで強制
降車させられ途方にくれてしまった。検問所員に相談したら、知人が運転する
イスタンブール行きの国際トラック便が数時間後に通過するからそれに乗れと
いう。このときばかりは他人の親切に胸きゅんとなった。以来、他の数々の思い
出とともに、トルコは忘れられない国となった。

　自分にとって、地図と旅は紙の裏表である。切り離せば両方とも消滅する。
順位は表が地図で裏が旅である。地図を見て旅を決める。旅の成果を地図で
確認し、次の旅を決める。余生を地図に導かれて過ごして生きたい。

（省エネルギーセンター　嘱託）
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　長浜出身の僕が沖縄音楽の世界に入って２６年、沖縄音楽グループ・クイチャー
パラダイスを立ち上げ、沖縄音楽を仕事にして１７年になりました。沖縄県と
特別な関わりがあるわけでもない僕が、沖縄音楽を仕事にしているキッカケを
書きましょう。

　僕が初めて沖縄県を意識したのは、小学校２年の時でした。授業で描いた
絵が文部省主催の展覧会に入選したのです。それで賞状を頂いたのですが、
文部省の隣に「後援　琉球政府」という文字がありました（当時はまだ、沖縄
県ではなくて琉球政府でした）。しかし意識していただけで、とくに何らかのアク
ションを起こしていたわけではありません。

　それから１０年ほどして…僕は大学を１年休学して南米を旅行していました。
南米にボリビアという国があります。ボリビアの左半分はアンデス山脈に、右半
分はアマゾン川流域に属する…両極端な地域からなる国です。そしてアマゾン
川流域の中に「沖縄村」という地域があります。正式名称は「コロニアル　オキ
ナワ」と言います。戦後、沖縄県からの移民が多数、この地域に移住しました。
沖縄県出身者が多いことから「コロニアル　オキナワ」と呼ばれています。

　僕はボリビアを旅行中にたまたま沖縄村に立ち寄りました。沖縄村では今で
も沖縄料理を日常的に食べています。ゴーヤーチャンプルーに代表される沖縄
料理は、食材も料理方法もかなり独特です。今は東京の居酒屋で、普通に沖縄
料理を目にすることが可能ですが、当時は（少なくとも僕の知っている範囲では）
東京に沖縄料理の店は皆無でした。

　沖縄村で「ゴーヤーチャンプルー」「ナカミイリチ」「ナーベランブシー」など
を生まれて初めて食べたのですが・・・衝撃的でした。本当に衝撃的な美味さ

沖縄との出逢い

草野 俊哉（高３２回）
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でした。世の中には、こんなに美味しいものがあるんだ！と本気で思ったほどです。

　旅行を終え、東京に戻り、沖縄料理の店を探しましたが・・・見つかりませ
んでした（後になってから知りましたが、当時の関東全域で沖縄料理店は数軒
のみだったようです。）

　それから更に数年後・・・僕は２６歳になっていました。当時、中野に住ん
でいたのですが、近所に沖縄料理の店ができたのです。「山原船」という店で
す。１０年ほど前に閉店しましたが、今でも沖縄音楽好きの間では有名な店です。
山原船では毎週木曜日に、店の２階で三線サークルが開かれていました。山原
船の常連になっていた僕は、三線サークルにも顔を出すようになり、三線を趣味
にするようになりました。

　それから更に８年後・・・僕はサラリーマンを辞め、起業することを考えて
いました。その頃、勤務していた会社の先行きに不安を感じたためです。（この
予感は正しかったようです）。起業といっても様々です。また不安もありました。
２０代後半の頃、独立した先輩に付いて行ったら、先輩が創業した会社が斜め
になってしまい、転職せざるを得なくなったという苦い経験もしていましたか
ら・・・。

　そんなことを逡巡していた頃、三線サークルのリーダーが、「沖縄音楽で起業
するぞ」という計画を立てました。訊いてみると、かなり具体的です。というこ
とで、僕もそれに便乗することにしました。

　そして「沖縄三線教室」「沖縄三線製造」「沖縄音楽イベント」を3 本柱に
据えるクイチャーパラダイスの現在に至る・・・という次第です。

（クイチャーパラダイス　マネージャー）
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　私が英語で仕事をしていると知れば、高校の恩師は驚いてひっくり返るので
はなかろうか。私はそれほど英語が苦手だった。いや、ほとんど憎んでいたと
さえ思う。
　授業では教師の語る言葉がまったく理解できず、試験では早々に、解答を
あきらめた。もちろん虎高の英語教育に問題があったのではなく、原因は野球部
の活動にかまけていた自分にあった。そんな私が新聞社に入社し、外交や国際
問題を担当する部署（東京本社外信部）に配属されたのだから困難に直面する
のは自然の理であった。

　新聞社の外信部員にとって英語能力は不可欠である。当然、部員には英語の
得意な記者が圧倒的に多い。外国語大卒業生や海外留学経験者、最近では帰国
子女や外国籍の記者も少なくない。そんな集団に高校英語レベルで落ちこぼれ
た私が放り込まれたのだ。
　外信部には２４時間、ロイターやＡＰといった通信社から英文でニュースが
配信され、ＣＮＮやＢＢＣといったテレビの国際ニュースを受信している。部員
はこうした英語情報をチェックし、大きなニュースが入るとそれを特派員に連絡
し電話で英語取材する。
　外信部に配属された直後、英語を自由に駆使して働く同僚の中にあって自分
は、テレビのアンカーマンが話す英語が聞き取れない。辞書を片手に通信社が
配信する英文とにらめっこしては、ため息をつく毎日だった。

　しかし、追い込まれると道は開けるもので、半年ほどすると通信社の英文は
理解できるようになる。外国の新聞や通信社の英文記事は、基本的にはとても
読みやすい。高校の教科書に載っているような複雑な英文を読み解く能力は
必要ないのだ。単語にしても、国際政治や戦争に関連するものが偏って頻出す
るため、それを覚えると読む能力は格段に向上する。しかも、ニュース原稿に

虎高英語と海外特派員―東京姉水会６０年に想う

小倉 孝保（高３５回）
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は一定のパターンがあるため、そのリズムを覚えれば、どの辺りにどんなことが
書いてあるかがおおよその想像ができるのだ。
　しかし、次の壁は会話だった。外信部員から海外特派員になると、英文読解
能力に加え会話の力が要求される。聞いて、話す能力である。それがないと
記者会見で質問もできない。しかもカイロ特派員（２０００～２００５年）になった
当初は、アラビア語なまりの英語に苦労した。しかし、１年ほどするとある程度、
自信もできる。
　しかし、次にニューヨークに赴任すると、本場の英語を聞くことの難しさを
思い知った。私がカイロで身につけた英語は「アラブ英語」であり、米国人の
使う英語とは似て非なるものだった。国連本部に通っては外国人記者や外交官
相手に英会話の特訓をつんだ。
　しかし、米国で助かったのは、比較的なまりが少ないことだ。ニューオーリ
ンズなど南部では聞き慣れないアクセントも多いが、ニューヨークやシカゴ、
ロサンゼルスなど取材機会の多い都市では、極端な方言を聞くことはほとんど
ない。そのため、耳が慣れてくると、大まかな意味はすぐにつかめるようになる。
　しかし、今回のロンドンでは改めて英語で苦労している。そもそも英語と米語
とでは、発音にかなり違いがある。米語に慣れた耳には英語の発音が不明瞭
に聞こえる。表現や単語に細かな違いもある。しかも英国ではイングランド、
スコットランド、北アイルランドなど、それぞれの地方でかなり激しい方言に出
会う。北アイルランドのタクシー運転手と話してみると、相手が何を言っている
のかほとんどわからない。まるで英語以外の言葉を聞いているようだ。

　こうして英語に苦労しながらも海外特派員生活は計１０年になった。ただ、
外国人と付き合って思うのは、コミュニケーションは言葉だけの問題ではないと
いうことだ。外国では、自国の文化や歴史をどれだけ知り、その習慣を身につ
けているかが問われる場面が少なくない。根無し草のような存在では、いかに
発音のいい英語を話しても外国人は敬意を払ってくれない。ぎこちない発音で
も、興味深い話をすることの方が重要だ。その点では、海外で暮らす私にとっ
て、長い歴史や文化の息づく湖北での生活が、とても有意義であることに疑問
の余地はないのだ。

（毎日新聞　欧州総局長）
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　やりたいことがいっぱいあるような気がした。若い時間は限られているのに、
会社にだけ通う日々は時間を無駄にしているような気がして焦った。そしてつい
に、２００３年それまで勤めていた日本ＩＢＭを辞めてしまった。特になんの当て
があるわけもなく、若気の至り、無謀な決断だった。

　でも、辞めた２か月後にはケニアにいた。生まれて初めてのアフリカの地だった。
キツイ村での給水タンク建設プロジェクト（民間ボランティア）に参加したのだ。
これが私のアフリカ初体験だった。約１ケ月半くらいの滞在だった。水道も電気
もガスもないところで、現地の人たちと同じものを食べ、同じところで寝て、一
緒に生活しながら過ごした。この体験は、その後、どこに行って、何があって、
どんな生活になっても、絶対に生きていけるという自信になった。

　そして二度目のアフリカ渡航となったのが、それから約１０年を経た２０１２
年。ＪＩＣＡのエチオピアでのカイゼンプロジェクトにインパクト調査兼調整員と
して参加している。それまでもキルギスやラオス、ミャンマーといった途上国で
仕事をしてきたが、どれも職歴や専門を活かしたＩＴおよびプロジェクトマネジ
メント分野だっただけに、当プロジェクトへの参加は異色だった。

　エチオピアには、これまでに通算約８ヶ月ほど滞在したことになる。ケニア
農村部での体験とは違って、今回のエチオピアは、首都アディス・アベバを活動
拠点としているので、ホテルもあり、お湯のシャワーも出るし、プロジェクトルー
ムへは車で移動もできる。

　アフリカというと、日本から地理的に離れているため、多くの人がなんだか
遠くの国のこととしてピンとこないのではないかと思う。肌の色が黒い人たちが
住んでいる未開の地といったイメージだろうか。しかし、経済的にみるとアフリカ

エチオピアにて

江熊 きよみ（高３９回）
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は「最後のビックな市場」として世界中の国々が食指を伸ばし始めており、アフ
リカの発展に寄与し、その市場にどれだけ入り込めるかは、我が国の今後の
経済の発展にも大きな影響を及ぼすだろうことは自明だ。特に援助や協力、ビ
ジネスといった面で、日本は中国や韓国に比べて非常に出遅れており、今後の
巻き返しできるのか心配である。

　私が初めてエチオピアのボレ国際空港に降り立ったのが２０１２年２月４日。
私の驚きは、エチオピア人がとても端正な顔立ちをした小柄な人たちだったとい
うこと。肌の色も墨のような黒というより褐色に近い黒で、もし肌が白かったら
ギリシャ彫刻に出てきそうな感じというのが私の第一印象だった。

　エチオピア人は、アフリカで唯一独立を貫いた（ヨーロッパ諸国の植民地に
ならなかった）ことを誇りとしている。宗教もエチオピア正教というキリスト教
の一つだけれど、とても古い時代に枝分かれした伝統的で歴史的な要素をふん
だんにもった独自の宗教をもっている。古代キリスト教と呼ばれるエチオピア
宗教は、聖母マリアと聖霊を崇拝し、１年の３分の２ほどを断食で過ごす。断食
といっても、水しか飲まない本断食ではなく、午前中は一切食事を摂らないこ
とと、午後から摂る食事には動物性食品（バターや牛乳、卵など）を一切使わ
ないことを断食と呼んでいる。こういった食習慣もあってか、スリムで美しい人
が多い。また敬虔な信者が今でもとても多い。

　またエチオピアは、暦や時間も独自のもの（エチオピア暦とエチオピア時間）
を未だに使用しており、しばし仕事をする上で混乱の原因となる。時間は朝６時
が０時であり、暦は約７年遅れ（「約」というのはエチオピアで暦が変わるのは
西暦の９月だから）。独自の暦や時間をもっているというのは、日本もかつてそ
うだったが、そこに文化が根付いているということで、特に珍しいわけでないが、
このグローバル化が進んでいる世界の中で、いつまでそのような状況を続けら
れるかはある意味興味深い。現地の友人の一人が、「そのうち世界中の暦と時間
がエチオピア暦と時間になる」と言っていた。そのくらい強気に自分たちの文化
に誇りを持っている姿は素晴らしいと思った。

　途上国で仕事をしていて常に思うのは、月並みだがコミュニケーションの大
切さだ。多くの人はつい「上から目線」になり、援助してあげている、教えてあ
げているといった感じになりがちだ。現地の人は何も知らないとの「思い込み」
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やだから自分が教えなければという「気負い」がそれを助長している。そして、
プロジェクトの当初の目的がだんだん忘れられがちになる。いつの間にか、方法
やツールが目的にとって代わっているのだ。方法やツールはあくまで目的を実現
させるための手段であるはずだが、それをインストールすることが目的になって
いってしまう。

　ただ思い返すと、これは途上国のプロジェクトに限った話でなく、企業のＩＴ
システム開発プロジェクトでも同じだ。ＩＴシステムは本来、業務の効率化を上
げたり、現在できていない何かを実現するために導入するものだ。しかし、その
本来の目的を忘れ、システムを入れること（手段）が目的になってしまうために、
多くの問題が発生したりする。

　いずれにせよ、こういった思い込みや本末転倒な状況に陥らないためには、
コミュニケーション・チャネルを多く持っていることが有効だ。他者とのコミュ
ニケーションが、思い込みや本末転倒に気づきを与えてくれる。その意味でも、
この東京姉水会は、優れたコミュニケーション・チャネルの一つだ。同じ湖北
の地で生まれ育ち、虎姫高校で学んだという共通点のもと、年齢も性別も得意
分野も経験も千差万別な人々が集まって形成されている。コミュニケーション・
チャネルとしての価値は無限大だ。ぜひ、今後とも東京姉水会をみんなで盛り
上げていきましょう。

　最後になりましたが、東京姉水会６０周年おめでとうございます。そして長き
に渡る先輩方のご尽力に心から感謝申し上げます。

（有限会社ｅｎｔａｎｇｌｅ　代表取締役）
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　ずいぶんと長いあいだ、湖北には帰っていなかった。
　３年生の夏からの高校留学をきっかけに７年ほどアメリカにいて、東京で就職
をした。それから転勤になったり出張漬けだったりと忙しい日々が続いていた
が、夏のある日、１泊で実家に帰った。姉川のさらに北、山田川のほとりの和室
で布団にもぐったらあまりの心地よさに驚いた。深い緑に囲まれた澄んだ空気
のなか、久しぶりに太陽の匂いをかいだ気がした。そのころから強烈に湖北、
ふるさとを意識するようになった。
　１年後、つとめていたグローバル企業を辞めて翻訳の仕事を始めた。アメリ
カで出会ったある思想小説が翻訳したくて個人事務所をたちあげたのだ。だが
次第に青山の家賃を払うのも苦しくなり、１０年ぶりに実家に舞い戻った。私は
離れの２階の２室を占領し、小谷山を眺めながら朝から晩まで翻訳をした。
１ヶ月に一度、新幹線で東京にいき、担当編集者と原稿を確認してまた湖北に
帰って翻訳をするという繰り返し。
　ちょうどそのころ、同じく留学経験のある虎高の同級生で政治家志望の川島
隆二君やハワイでラジオのＤＪをしていた小野千穂ちゃんが地元に帰って活動を
始めていた。収入がないのでチケットが半額になる１日に一緒に映画を観にい
ったりした。いまおもえば３０歳になろうというのに将来の見通しもなく呑気な
ものだったと思うが、田植えが終わったばかりの田んぼを眺めながら、「こんな
きれいなとこ、ないよねえ」と言いあった。

　あれからさらに１０年、川島君は県会議員に当選して２期目となり、千穂ちゃん
はエフエム滋賀のナビゲーターとしてハワイ文化の伝道師として、湖北で活躍し
ている。私といえば結局翻訳だけでは生計をたてられず、また東京でグローバ
ル企業の経営計画の仕事に戻った。ただし小谷山のふもとで翻訳した小説、ア
イン・ランドの『肩をすくめるアトラス』は２００４年に上梓され、昨年４度目の
増刷となった。

湖北と、もっと広い世界と

	 脇坂 あゆみ（高４２回）
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　いまは月に一度、湖北に帰る生活を続けている。春は母の実家がある大音の
伊香具神社の牡丹桜、初夏は高時川の堤防を車で走るときの新緑、空気がさ
わやかな秋の稲穂の黄金色、冬は昔の絵の中のような山田山の雪景色、いつ
の季節も湖北は美しい。先月、文京区の椿山荘で泊りの研修があり、同僚たち
が庭園で蛍を数匹ばかりみつけて大騒ぎしているあいだ、今ごろ家の隣には天の
川みたいに蛍がいるなあ、とひとり故郷を思い出していた。
　部活が同じだった建築家の馬渕君とは、前々から湖北にカフェを作ろう、と
いっていて、そこまでは合意しているのだけど、もう東京の人になっている彼は
高時川のほとりや河毛駅の近くがイメージできないので、こちらはまだ時間が
かかりそう。同じく４２回生で飲み仲間のアメフト部のクオーターバックだった
カトケンとバレーボール部のノマ君には、何でそんなに湖北が好きなん、と訊か
れていつも困ってしまう。早くから地元をでて少しばかりもっと広い世界をのぞ
いてきたからこそ、なのかも。川島君にも千穂ちゃんにも似たような思いがある
だろう。二人は学生時代に世界を旅して外国と深く関わったあとで湖北にしっ
かり根を下ろし、政治家の仕事や教育・文化の仕事を前の世代から受け継いで
頑張っている。

　前の世代といえば、私が実家で翻訳をしていたとき、同じ離れの一階の書斎
では退職した父が源氏物語の現代語訳を続けていた。父も長く虎高で古典や
漢文を教えていたが、私が留学したころから訳をはじめ、湖北町の公民館で
古典愛好家の皆さんと講読をしていた。たしか宇治十帖がはじまったころだった
か、さらに５年ほどしてから五十四帖を訳しとおした。同じ翻訳でも世界最古の
長編小説と世界一過激な思想書、という違いはあるけれど、壮大な物語に魅せ
られ、誰に頼まれたわけでもないのにひとり訳すなんてことをある時期、親子で、
文字通り一つ屋根の下でやっていたことになる。私も知らずと、父や母がこだわ
ってきた領域でなにかを受け継ぎ、伝えていこうとしているのだろうか。　
　故郷か、もっと広い世界か。日本か外国か。伝統か革新か。組織か知識か。
仕事か家庭か。これらの問いにはすべて答えがあってない。なぜならどれも、
両方としかいいようがないから。故郷があって世界がひろがっていく。広い世界
をみるから故郷のよさがわかる。いままでもこれからも、それが繰り返されて
いくのだろう。

（シャネル㈱　勤務）
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随想 -東京姉水会 60周年によせて

「 憩 う 」 
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　「万頃碧を湛ゆる辺」の学び舎を出て６０数年が経過した。時の経過で多く
は記憶の彼方に去り往時茫 と々いうことになる。ただ昭和１９年に旧制虎姫中
学校に入学した者は、２年生の夏敗戦、戦後の学制改革で中学４年生から高校
２年生へ編入、軍政部の指示による虎高廃止の騒動、これを潜り抜けて出来
た湖北高校を第１期生として卒業（この高校名は２年で霧消したが、履歴書に
はこれを書かざるを得ず難渋した。）という波乱に満ちた６年を過ごしたことか
ら記憶に残ることも多かったように思う。確かではないがその中の一つを取り
上げてみたい。

　昭和２２年夏のころであったと思う。図工担当の田辺宗一郎先生が大和の古寺
見学の旅を計画し、希望者を募集された。戦後の混乱の只中にあり、旅行には
米持参という時代にこのような計画がよく立てられたものと思うが、１０数名の
クラスメートが参加した。一行は法隆寺の寺域内の支院に宿泊し、ここを見学
の拠点にした。
　見学のメインは七堂伽藍が揃っている法隆寺だ。在所の寺か大きいもので
も五村や長浜の別院しか知らない若者は、典雅なたたずまいを見せる大寺の姿
に息を呑む思いであった。広い境内に人影はなく、あたりは静まり返っていた。
中門をくぐると回廊に囲まれた空間に金堂と五重塔、その奥に講堂が姿を見せ
る。ただ、塔は修理のため解体されていて見ることができなかった（金堂の壁画
は模写作業中であったが昭和２４年１月焼損した）。ここで先生から古代の寺院
建築について詳しい説明を受けた。大屋根から張り出す深い軒を支える柱上
の組物の雲斗栱のほか蟇股、卍崩しの勾欄など古代の技術に感嘆し、初めて
聞く用語に新鮮な興味を覚えた。また、金堂の列柱がアテネのパルテノン神殿
の石柱と同じエンタシスだとの解説には大変驚いた。エンタシスは、柱の中ほ
どが太く上部が細くなるという微妙なふくらみをいうが、紀元前のギリシャが古
代の奈良につながる不思議を感じた。その際五重塔の心柱についても解説を

古寺巡り

川嵜 義徳（湖北高１回・高２回）
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聞いた。心柱は塔を貫く巨大な柱だがこれにつながるのは第５層の屋根だけで
第１ないし第４層は接合していない、そのうえ礎石の上に固定されず宙ぶらりん
のものもある、これらはいずれも耐震構造というのだ。先人の知恵に敬服する
ほかはなかった。

　仏像も数多く拝観した。法隆寺では金堂の本尊釈迦三尊像と百済観音像が
特に印象に残った。前者の金銅仏はお顔つきが異国人風で厳かであり、後者
の木像はそのすらりとしたお立姿がまことに美しかった。中宮寺では本尊の半跏
思惟像にお目にかかったが、優しいお顔つきと半跏という特異なお姿からか親し
みを覚えた。薬師寺の金堂には丈六の金銅の薬師如来像と脇侍が安置されて
いた。あまりの大きさに圧倒される思いだったが、後年上野の国立博物館で日光、
月光両脇侍を拝観し親しみを覚えたことであった。唐招提寺の金堂では三体の
巨大な乾漆像を拝したが、その中でも千手観音像はひときわ大きく仰ぎ見る感じ
だった。解体修理のとき千本の手が１００畳の部屋を一杯にしたという説明に
その大きさを改めて感じた。
　このようにして密度の高い見学の旅行は終わった。この体験が後に興味と関
心をもって各地の古寺を巡る端緒となった。

　１５、６年前官を辞して鎌倉に住むことになったが、ここには、建長 , 円覚な
ど鎌倉五山をはじめとする古刹が実に多い。仏像も数多く、覚園寺の薬師三尊
像、浄光明寺の阿弥陀三尊像などはその代表格であり、鎌倉でしか見られない
「土紋」で装飾された仏像を拝することもできる。大和路の大寺とは比べよう
もないが、鎌倉の寺の佇まいには武家の古都に相応しい趣がある。散策の途中
に立ち寄り仏様を拝み、四季折々の花をめでるのはまことに楽しい。このよう
な楽しみをもたらしてくれた見学の旅行に感謝している。

　終わりに一言。鎌倉の観光スポットに長谷寺がある。寺伝によれば、この寺
の観音堂に安置されている９メートルを超す本尊十一面観音菩薩像は、真言宗
豊山派総本山大和長谷寺の本尊と同じ楠の大木から彫り出されたという。天平
の昔のことというが、大昔から大和と鎌倉が結びついていたという話には心な
ごむものがある。

（東京高裁　元長官）
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　姉水会会員名簿（２００９年版）を繰っているといろいろな発見がある。東京
支部が６０周年ということで、それらのいくつかを紹介してみたい。

　４年前神奈川県代表の重田一就君と言う少年（当時小学６年生）が日本棋院
主催の文部科学大臣杯少年少女囲碁全国大会（小学生の部）に優勝と言う快挙
を成し遂げた。この大会はプロ棋士の登竜門としても有名で、歴代優勝者の多
くはプロの道に進み、今も日本囲碁界をリードする実力者として活躍している人
が多い。実はこの少年の祖父母、父も共に姉水会会員で、囲碁を無類の友と
する私は同じ神奈川県住まいと言うこともあり、人一倍の応援団気取りでいる。
この少年は今年で１４歳と聞いているが、今はプロ棋士養成機関でもある日本
棋院の院生として囲碁の研鑚を積んでおり、公表されている本年４月現在の「院
生序列」でも６０人ほどの院生の中で上位にランクされている。

　数年前に上野の東京国立博物館で京都「妙心寺展」が開かれ、ここに戦国
時代の画家海北友松作の重要文化財「琴棋書画屏風図」が展示された。囲碁
三昧のわが身にはこの絵に登場する５人の貴人が琴、囲碁、書道、絵画などに
興じる姿が目に止まった。いろいろ調べてみるとこの絵の画家海北友松は浅井
長政の家臣で近江坂田郡出身の武士の出とあり、どうも旧田根村、その後の旧
浅井町瓜生出身であることを知り、ことのほか親近感を覚えた。ひょっとする
と今もその末裔がこの地に住んでおられるのではないかと早速に姉水会会員名
簿を開いてみると海北姓の方が４人載っており、そのうちの一人が今もこの地に
在住であることを知った。
　囲碁は４,０００年以上前の中国の尭・舜の時代に始まり、奈良時代に日本に
伝わって後、各時代を通じ今日に至るまで絶えることなく磨き抜かれてきた日本
文化の代表格の一つとされている。それだけに戦国時代であれ、現代であれ、
これにかかわってきた人たちが姉水会会員に縁のある方がいることを我が事の
様に嬉しく思うのである。

姉水会名簿での出会い―東京姉水会６０年に想う

池田 裕夫（高１０回）
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　司馬遼太郎の ｢街道をゆく｣ 第２４巻（近江散歩、奈良散歩）に、国友鉄砲
鍛冶についての一章がある。それによると旧国友村は室町末期から江戸の終わ
りまで全村挙げて鉄砲鍛冶に従事し、その最盛期には８０戸を数えたとある。
そしてその鉄砲鍛冶の末裔に昭和５６年ごろ東京六大学野球で東大の投手兼
４番バッターとして東大旋風を巻き起こした国友充範さんを紹介している。この
方も姉水会会員であるが、この他にも国友姓の方は１０４名を数えるので、この
うちの何人かがその子孫に当たるのではないかと考えている。

　同書にはほぼ同時代を生きた桂離宮、仙洞御所、二条城などの庭園建築家
で茶人としても名高い小堀遠州についての記述があり、そこでは長浜市の市域
に属する旧小堀村の出身とある。Yahoo で検索すると、その菩提寺が旧浅井町
上野にある「近江孤蓬庵」で、ここには小堀家代々の墓が納められているとあり、
今も遠州の末裔が連綿と引き継がれているように思われる。例により姉水会会
員名簿を繰ると、この名簿には１５人の小堀姓の方があり、その中で旧浅井町
上野の同じ番地を現住所とする方が３人おられる。虎高の卒業年次から見てこ
の方たちは３代にわたる小堀遠州の末裔ではないかと勝手に想像している。
　私は予てより姉水会名簿は、旧姓の併記、住所不明者・物故者一覧表示など
他に類のない整備の行き届いた同窓会名簿として重宝にしている。上述の４人
の家系以外にも歴史上の登場人物と関係が深い子孫ではないかと思われる方
が何人かおられるが、これ以上は個人情報に深入りしかねないのでこの程度に
とどめておきたい。

　余談ではあるが姉水会名簿で名字数の上位 5 位までを羅列すると、１位中川
姓６４５人、２位清水姓３６９人、３位田中姓３５２人、４位北川姓３３０人、５位
伊藤姓２１６人となる。これらは虎高（中）に籍を置いた方のみの人数であるので、
湖北全体で見ればこれらの数倍になるのではないかと推測している。

　私達が生まれ育った湖北は校歌にもある山紫水明の景勝の地であると同時
に名所旧跡、文化遺産にも恵まれた歴史の宝庫でもある。これらを題材にした
小説などの文学作品も枚挙にいとまがない。中でも谷崎潤一郎作の「わたくし
生国は近江のくに長浜在でござりまして…」で始まる「盲目物語」は湖北の文化
を代表する悲話物語の名作として今も大事にしている。私は故郷を離れて今年
で５６年、東京姉水会とほぼ同じ年数を故郷を遠くに思い浮かべながら過ごし
てきた。しかしいくつになっても「故郷は忘じ難き」存在である。

（京浜急行電鉄　元監査役）
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　少年時代から好奇心が強く、昆虫採集、化石・鉱物採集、土器採集にはまっ
ていました。特に古代のロマンに憧れていました。今でも私の仕事の机の上には、
三葉虫、アンモナイト、海百合の化石、縄文の石斧、蝶の標本が所狭しと並べ
られています。
　この中で特に興味があったのがラジオでした。今で言うラジオ少年でした。
鉱石ラジオを組立て放送が聞こえた瞬間の感激は６０年を経った今でも鮮明に
覚えています。その後ゲルマニウムラジオ、トランジスターラジオ、五球スーパー
と続きましたが、虎高入学と同時に中断してしまいました。

　大学に入ったら無線（ハム）の資格を取ってやると心に決めていました。念願
の大学に入るとアマチュア無線の資格を取り、庭にアンテナを建て、日本国内
の局と交信を開始しました。
　日本国内との交信にはまっている中、ある日聞き慣れない局が呼んできました。
当時のソ連のイルクーツクの局でした。何を喋ったか良く覚えていませんが、
冷や汗をかきながらたどたどしい英語で名前と住所を言ったのをかすかに覚え
ています。庭に立てたこの様な小さなアナテナで海外まで自分の電波が飛んで
行くのだと身震いしました。この時から海外の局との交信にはまり始め、オース
トラリア、東南アジア、太平洋の島 と々交信できました。しかしアメリカ、ヨー
ロッパとは交信出来ませんでした。その理由として電波の出力が足りないことが
分かり、さらに出力が出せる上級の資格を取り、今まで出来なかったアフリカ、
北米、中南米が出来るようになりました。

　この当時１９６７年頃は、太陽のホクロ（黒点）が多くなり始め、この影響で
地球の電離層の密度が上がり、短波帯の電波が遠方まで飛ぶようになりました。
１９６８年にショッキングなことが起こりました。記憶に残っている方もいらっしゃ
ると思いますが、ソ連がチェコスロバキアに侵攻したのです。しばらくしてから
チェコスロバキアの局にソ連が侵攻してどの様に変わったかを尋ねると、私が今

私の趣味（ＣＱの世界）

青木 敏樹（高１６回）
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言えるのは “ 空は青く、太陽が出ているのみ ”と。自由の大切さが認識された
瞬間でした。
　太陽のホクロは１１年ごとに増減を繰り返しており、１９７０年と１９８１年に
ピークを迎え、それに伴い海外との交信数も伸び、交信証（ＱＳＬカードと呼ば
れている。）も１０,０００枚を超えました。交信証が１０,０００枚になると読売
新聞より表彰を受ける制度があり、この表彰を受けることになりました。当日は
新聞、テレビニュースにも取り上げられ、大変名誉な一日でした。

　印象に残る交信は、当時のヨルダンのフセイン国王や南極昭和基地があげ
られます。またアメリカの局で進駐軍（古い言葉です）で、横田、立川、厚木、
横須賀、三沢等にいて、戦後の日本を懐かしんでおりました。今はどのような
町になっているか良く聞かれました。交信の中で日本に行くから会おうと言われ、
東京で会ったハムの方も多数いました。

　ハムになって４７年。よく何が面白いのかと聞かれますが、私は “ 男のロマン
です。”と答えています。庭に立てたアンテナから全世界と繋がる。これが魅力
です。今の時代はインターネットで世界と繋がりますので、若い方のハムが少な
くなっています。
　２０１３年は太陽の黒点のピークですが、残念ながら太陽がおかしな状態に
あり、ホクロがほとんど増えません。太陽のホクロが１９８０年、１９９１年のピー
クに戻れと祈っています。
　サラリーマン時代はマイクの前で大声で喋り、仕事のストレスを解消しており
ましたが、今は細く長くハムを楽しんでいます。ハムは KING of HOBBY と呼ば
れ、また小さな外交官とも呼ばれています。これからも海外交信の楽しさを続け
て参ります。（青木敏樹コールサイン　JH1AGU）

（和真合商㈲　代表取締役）
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　ビールが好きだ。特にビアホールで飲むビールはおいしい。温度をしっかり
管理された新鮮なビールを皆でわいわい騒いで飲むことは楽しい。日本酒は
牧水が言ったように「静かに飲むべかりけり」だろう。しかしビールは違う。ビー
ルは日本酒と違い一人で飲むには絵にならず仲間でわいわい飲むに相応しいも
のと思う。
　今日は、皆さんに喜んでもらえるようなビアホール、ビアレストランを紹介しよう。
　まずはビヤホールライオン銀座７丁目店（中央区銀座 7-9-20　TEL03-3571-
2590）。「ビア」でなく「ビヤ」。こんなところにも戦前からの歴史を感じる。銀座
の駅から徒歩５分。いまは閉店した松坂屋の隣。ライオンはチェーン店でいく
つかあるがそのなかでもここは別格。戦前からあるビアホールだそうだ。麦を
刈る婦人のタイル画も当時のままで歴史を感じさせる。また机、椅子とも木製。
本場ドイツもこのような感じではと思われる。旧制高校の同窓会などが開かれ
ているときもある。雰囲気が昔から変わらないのだろう。さてビールはジョッキ
の外が微妙に濡れておりこれがまたおいしいビールを感じさせる。銀座散策で
お昼になるときは妻と一緒によく寄る。料理もビールによく合うようなフライド
ポテト、ソーセージ、シーザーサラダすべて合格点。

東京ビアホール事情

宮川 隆幸（高２８回）
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　つづいてローレライ（中央区銀座 5-1-16　TEL03-3571-5403）。新橋の駅
から歩いて 5 分程度。泰明小学校の近く。地下への階段をおりるとこじんまり
したビアレストラン。写真のビールは生ビールでなく瓶ビールだがこのように木
目の細かい泡を載せて注いでくれる。絶妙のテクニックである。ここの特徴は
時間おきに皆で合唱となること。合唱の時間となると歌の本が配られ皆で歌う。
必ず歌われるのがこの曲。
“Ein Prosit,ein Prosit  Der Gemutlichkeit ！ Ein Prosit,ein Prosit der 
Gemutlichkeit！ein,zwei,drei,g’suffa！Prosit！

「さあ乾杯しよう！さあ乾杯しよう！この心地よいひとときに！1,2,3それ！　乾杯！」

　そして地ビールの宝庫ポパイ（墨田区両国 2-18-7　TEL03-3633-2120）。総
武線両国駅から徒歩５分。７０種類のタップ（生ビールの注ぎ口）があり日本全国
の地ビールが生で飲める。日本でも最近はいろいろな地ビールが生産されてい
る。海外から輸入されるビールもよいものだがやはり新鮮さでは地ビールだろう。
私の好みは日本最初の地ビールのエチゴビール。なんでも最初が一番。大リー
グで活躍する日本人も野茂英雄がいたからこそ。ここのメニューに王冠マーク
がついているビールがある。これを頼むとオーサマセットとしてハーフ皿のピザ、
唐揚げなどが選べる。９オンスのグラスのつまみとしてよいバランス。欧米人も
多くかの国のパブの雰囲気か。ただ早く行かないと混んでしまい入れないことが
多い。
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　神田神保町のランチョン（千代田区神田神保町 1-6　TEL03-3233-0866　
神保町駅徒歩１分）。明治４２年から続く老舗のビアレストラン。神田の古本屋
街にあるので手に入れた本を読みながらランチョンでビアランチ。最高。料理
は食通の文学者吉田健一愛したビーフパイ（ビーフシチューの肉の部分とソース
をパイ生地で包んで焼いたもの）が大変おいしい。写真は有頭エビと黒ビール。
残念なのはビールの種類が３種類と少ないこと。しかしそれを補って余りあるの
が料理。自家製ロースハム、ベークドポテト、メンチカツ、オムライス等々。

　最後はご存知アサヒビアホール（墨田区吾妻橋 1-23-1　TEL03-5608-5381　
浅草駅徒歩５分）。正式にはビアレストランフラムドール。最近は東京スカイツ
リーとタイアップしている。写真のジョッキもスカイツリーの高さ６３４ｍに倣
って６３４ｍｌ（ちなみにビール大瓶は６３３ｍｌ）この金色の雲の下の黒いビルの
１Ｆがビアホール。他に料理もおいしく利き酒セットならぬ利きビールセットも
あり飲み比べができる。内装はデザインに凝った感じ。特にトイレにはびっくり。
シャワーブースのように頭の上から水が流れている。またウェイトレスが美人ぞ
ろい。うれしい。なお、ここは昼間貸切となる場合がある。このときは敷地内
にいくつかある他のビアレストランへいくことになる。
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　学生時代に先輩からビールは労働者の酒でありビタミンもあり栄養もあると
教えられた。ご飯を食べなくてもビールさえ飲んでいれば大丈夫と教えられた
（本当かな？）。京都では四条木屋町のミュンヘンが初めて行ったビアホール。
揚げたてチキンと生ビールに感激した。
ここで理想のビアホールを考えてみよう。
　私にとって理想のビアホールは銀座ライオンのような高い天井の歴史ある建物
でアサヒビアホールのような美人ウエイトレスがポパイのようないろんな地ビール
とランチョンのような料理を運んできてときどきローレライのように皆で立ち上が
り大声で歌をうたうことができるところ。

　さあ、虎中、虎高のＯＢ、ＯＧの皆さん。飲みたくなってきたでしょう。それでは、
今日もおいしいビールで乾杯！！

おまけ
　Hooters Ginza（フーターズ銀座；中央区銀座 8-5　TEL03-6280-6318）。
アメリカ発祥で世界的なチェーン店。オレンジ色を基調にした明るい店内。ウェ
イトレスは写真のようにチアリーダー風の胸の大きなオネイチャンばっかり。当然
ながらそういう店でないので触ってはいけない。健康美の女性を鑑賞するので
ある。
　代金はリーズナブル。ビールはスーパードライからコロナビールなど。ジント
ニックなどのカクテルもＯＫ。ただし生ビールのジョッキはビール好きにとっては
冷やしすぎ。料理はケイジャン料理が中心で鶏の手羽先が看板メニュー。ソース
を選択できる。この店は新橋駅徒歩５分。

（住友大阪セメント㈱　勤務）



座 談 会

「日東第一・虎高の仲間たちー琵琶湖の鮎のその後ー」 
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　平成２５年 6月某日。虎高の先輩後輩が一堂に会し、ざっくばらんに語り合った。
東京姉水会、初めての試みである。いろいろ話し合う中で示された、今の社会におけ
る虎高卒業生の多方面での活躍ぶりにはあらためて驚くばかりである。自己紹介に始
まり、女性の生き方、海外生活や語学、専門性（文系と理系）、起業、ネットワーク等々、
テーマは多岐にわたった。仕事や職業についてどう考えるか、希望や夢をどう実現す
るか、硬いまじめな話も多かったが、心おきなく話はできたと思う。真剣に聞き、質
問してくれた学生諸君はどう感じてくれただろうか。以下は 3時間にわたった座談会
の要約である。

出席者（敬称略）：（数字は卒年回）
O B・ O G 	：	（発言順）松岡 真喜子（37）、脇坂 あゆみ（42）、浅見 宣義（30）、
	 	横幕 周久（17）、草野 和郎（17）、伊吹 寿夫（34）

学 　 	 生 	：	（発言順）萬代 友里恵（63：早大）、田淵 あおい（64：芝浦工大）、
	 	梅本 滉嗣（61：東大）、小西 康介（65：上智大）

編集委員会	：	司会／金澤 一輝（15）、坂井 達夫（７）、田辺 義一（15）、篠原 新衛（21）、
	 	西脇 義憲（30）、上野 一郎（32）、和田 靖子（37）、江熊 きよみ（39）

特	別	参	加	：	（会長）前川 一郎（7）

『日東第一・虎高の仲間たち　　　　　

　　　　　　―琵琶湖の鮎のその後―』

（於　明治大学紫紺館　ラウンジ明治）
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司会（金澤）：皆様、東京姉水会 60周年記念誌座談会にご多忙にも拘わらず、
お集まり頂き有り難うございます。司会を務めさせて頂きます。宜
しくお願い致します。

１．女性の生き方・働き方
金澤：きょうは比較的女性の方が多いので、女性の話から始めます。今日の日本

は、女性にも今の社会の中で仕事をしてもらいたいという雰囲気が強まっ
ていますが、実際は子育てなどいろいろ課題もあると思います。現在まで
仕事と家庭を両立させて頑張ってこられた松岡さん、話を聞かせてくだ
さい。

松岡：私はクレディ・セゾンという会社にいます。１５年前に育休を取りました。
当時は妊娠したら辞める人が多かったのですが、今は産
休・育休は当たり前になっていて、各部署にひとりは育休
から戻って時短勤務をしている人がいます。復帰する人
が多い分、他の人にしわ寄せがいき、それをどうすれば
いいかが課題になっています。もともと経営者や周りに
理解があり、働きやすいです。

萬代：お話、非常に興味があります。私は総合職でキャ
リアを積みたいと思っています。休みを取って職場
に戻ってきたら、環境が変わってしまっているとい
うことはありませんか。

松岡：私の職場ではそんなことはありませんね。私は子
どもを持ってから考え方が変わり、自分自身が優
しくなり、それが仕事にも役に立っているのでは
ないかと思います。長い目で見ると、子どもを持っ
て働いてきたことで、職場で違う観点からも見ら
れるようになったことは嬉しいですね。

（松岡さん）

（萬代さん）
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金澤：私も鉄鋼会社で人事管理を２０年程やっていましたが、日本の女性の生涯
出生率は１．４と低いので、これからはもっともっと女性が働きやすい職場
にしていかなければいけないでしょう。脇坂さん、今は外資系の会社で
すが、会社の制度はどうなっていますか。

脇坂：今はフランスの会社に勤めていますが、制度以前に意識が違うように思い
ます。仕事か家庭かという選択をせまられるというよりも、両方が当たり
前で、どうバランスをとるかを工夫しつづけています。男性も女性も職場
にいて各人に生活がある状況を普通にとらえています。女性だからと甘や
かされることはなく、有能さ、知性、リーダーシップが期待される一方で、
男女ともプライベートが充実している人が尊敬され、当然同僚の生活は
尊重する。その結果、さまざまな家族の在り方を認める多様な制度も
整ってくるのだと思います。

金澤：なるほど。そういう結果がフランスの出生率２．０という数字でしょうか。
今のようなお話について、浅見さんは裁判官という立場でどうお考えですか。

浅見：女性にとって、いい時代になってきていると思います。ひとつは、国や自治
体、さらには経営者の考え方が、男女共に働く社会を作るという方に移行
しているということです。男女共同参画社会基本法の影響が大きいでしょ
うね。男性も徐々に子育てに積極的になってきていて、育休を取るように
なってきました。私の職場では、十数年前に育休が入ってきました。私は「取
ろうかな」と思いつつ取りませんでしたが、今は男性でも取る人がいますよ。

田渕：男の人の考えは一般的に変わってきているので
しょうか。

浅見：今はじわっと変わってきていて、育休を取るのが
人生の喜びのようにもなってきている男性もいま
すよ。昔なら正直笑われましたが（笑）。今は男女
の参画において、「どうやってふたりを家庭や社会
で安定させるか」ということが社会の課題でしょう
ね。まだまだ甘くはないのですが、女性が活躍し、
男性が理解し、サポートする方向に向かっているのは確かです。

（田渕さん）
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金澤：女性も働きやすい社会環境はいっそう進めないといけませんね。女性・
学生の皆さんにぜひ頑張ってもらいたいです。次のテーマに移りますが、
きょうのご出席者では海外関係のお仕事をしている人が多いですね。
横幕さんはゼネコンから不動産鑑定会社経営まで、日本と海外で活躍
なさいました。もともと英語は好きだったのですか。

２．海外・語学について
横幕：いいえ、好きではありませんでした。会社（三井建設）からマレーシアで

工事中の現場での折衝をするように依頼された（1976 年）のが最初でし
た。現地の日本人上司が通訳を兼ねてついてくれました
が、私は英語をうまく話せず、「こういう人とは折衝でき
ない」と発注者側の担当者に言われてショックでした。
これが悔しくて、毎日1時間、マレーシアの人に個人授
業をお願いしました。この時の経験が後の国際業務に就
くきっかけとなりました。その後、国内でも勉強しました
が、語学は海外に出て海外で教えてもらうと能率がいい
ですね。

伊吹：商社（阪和興業）に勤務していた頃、インドネシアに7年いました。あ
ちらでは現地の言葉を話すと喜ばれました。インドネシアの人と今でもお
付き合いがあり、今も役に立っています。スマトラ沖地震で日本は援助し
ましたが、東日本大震災の時には、彼らから電話がかかってきて、優し
い言葉をかけてもらい嬉しかったですね。会社を辞めた今でも、取引先
のお客様などとのつながりがあり、自分の財産になっていると、つくづく
思います。

金澤：草野さんも JTB にお勤めになり、海外とのお付
き合いなどあると思います。若い人に何か伝えた
いことはありますか。

草野：私はしゃべるのは苦手ですが、若い人に言いたい
のは、「まず話せ。そして相手の表情を見てコミュ
ニケーションを取るといい」ということです。海外
に出て、海外の人としゃべって、言葉だけでなく、

（横幕さん）

（草野さん）



101

その国の人とコミュニケーションを取って、現地の文化を体験してほしい
と思いますね。

横幕：言い方も大事です。私も仕事で海外に行った時は、注意して話をします。
不用意な発言は、折角築いた信頼関係などいろいろなことを潰してしまい
ます。

梅本：私は今、学問というものに真面目に向き合うようになり、これまでは英語
を読むことしかしなかったけれど、話すことが大切になってきたと感じます。
現地に行くと違うとのことなので、しっかり経験したいと思います。

伊吹：現地に行ったらなるべく日本人だけで集まらない方がいいです。言葉はい
ろいろな慣習の中から覚えるので、経験から自然に身についてくると思い
ます。

草野：英語はイントネーションが大切です。日本人の英語はフラットですが、
関西の人の方が抑揚があっていいのではないでしょうか。滋賀県の人も
いいですよ。アクセントも大切です。

篠原：外国の人に言われましたが、私の英語は、アクセントからでしょうか、
関西弁の英語だそうです（笑）。

金澤：留学していた田辺さん、どうですか。

田辺：私はドイツに留学していましたが、ドイツでは、よく英語が通じました。
ドイツ人の年寄りは日本人に好意的でしたが、やはり根本はコミュニケー
ションです。

小西：私が通う上智大学には、外国人との交流があり、
留学生もたくさんいます。私は、週に1回ドイツ人
の友人と食事をするようにしています。ドイツ人も
英語が流暢で、いろんなことを教え合って勉強に
なります。

（小西さん）
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伊吹：それはいいことですね。会社で働いていた時、「日本の常識が世界の
常識」と思っていました。現地でも日本と同じように「子供のために、会社
のために」と夜中まで一生懸命働きましたが、どうも違う、日本のそのよ
うな生活だけが生活ではないと知りました。海外に出ると、いろいろな
見方ができるので、若いうちに文化の違いを見てきてほしいと思います。

横幕：私は今でも海外に出たいと思っています。先日も、国際協力機構に電話
して、途上国への過去の無償援助施設の建設に対する評価の要請はな
いか、聞いてみました。個人的には30 年ほど前、バングラデシュで日本
政府の援助による大学建設工事に従事したことがあり、そこからどのよう
な人材が出ているか、行って確かめてみたいです。

浅見：私はアメリカに１か月ほど裁判所調査に行ったことがあります。カルチャー
ショックを感じるとともに、日本の良さを感じることができました。アメ
リカでは、陪審制度が民事・刑事の両方にあり、市民参加が進んでいま
す。一方で、手続き違反への制裁が厳しいと感じたり、弁護士を選出し
ない当事者への対応がドライだと感じることがありました。一方、日本の
司法手続きは、専門家中心で「遅い」「難しい」「怖い」と思われがちで
すが、私からみると、日本の手続運営は柔和で親切であり、判決内容
も紛争の実態に切り込み詳細だと感じることがありました。別の面から
日本の誇るべきものがあることを知ることも、外国へ行く意味合いだと
思いますね。

脇坂：先日もさまざまな国籍の同僚 30人ほどが集まる研修に行ったのですが、
そこで感じたのは、自分に期待されているのは、日本人としての日本の
歴史や日本の経営、時事問題についてどう考えているのかだということで
した。日本人であるので、日本のことをよく知っているということも重要
です。

金澤：全くそうですね。外人には、関ケ原の戦いや明治維新について聞かれた
こともあります。日本のこと、歴史的なこと、勉強しておきたいですね。
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３．専門性（文科系と理科系）について
金澤：今日ご参加の皆さんはいろんな大学・学部のご出身なのですが、理系の

方と文系の方がおられます。西脇さんは農学部とのことですが、農学部
を選ばれた理由は何ですか。

西脇：高校の頃までは、航空工学に進みたいと思ってい
ましたが、高校３年のとき志望を変えました。母方
の実家が農家で、食料の生産を実際にやっている
親戚を見ながら成長したこともあり、食料生産とい
うものにも興味をもっていました。日本の食料自給
率が非常に低い状況の中で、いずれ食料難が来る
かも知れない、こんな時に自分に出来ることがあ
るのではないかと思いました。私の今のキリンビー
ルでの仕事の中で、遺伝子組み換え食品というの
が非常に大きな課題の一つです。遺伝子組み換え自体の安全性について
は心配する必要はないと思っていますが、なかなか世の中には理解しても
らえない。これについても、先端技術に対する説明が十分できていない、
教育が十分できていないから、そのような話になるのかなと思われ、これ
から遺伝子組み換えに限らずいろいろな食料関係の問題を、国民だけで
はなく全世界の皆さんにどう理解していってもらうかが、我々技術屋の一
つの仕事ではないかなと思っています。食料って身近なものだし、これか
ら生きていくために絶対必要、でも食料生産には限りがある、そんな中で
これから技術系の者に何が出来るかが大きな課題だと思っています。

金澤：ＴＰＰで日本の農業が破壊されると言われたりしますが、これについて
どう思いますか。

西脇：現在、日本の耕地がだんだんと少なくなり、農業に面白みがない、農業
で儲からないといった状態にありますが、ＴＰＰでこれらに拍車がかかり、
農業離れがさらに進むということになれば悲しいと思います。どうしたら
良いとの答えを持っている訳ではありませんが、一つの成功事例として、
オランダには大規模な農業法人ができていて、組織的に農業経営がな
されて成功しています。このような日本の国内農業のあり方を考え直す一
つのきっかけに、ＴＰＰがなれば良いなと思いますね。

（西脇さん）
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金澤：田辺さん、今の科学技術の問題点について、西脇
さんの話との関連でいかがですか。

田辺：私は産総研のあと、国立科学博物館にいたので
すが、科学リテラシーの向上、つまり先端技術の
中身を一般の人に分かってもらえるようにすること
が科学博物館の大きな目的の一つで、これはとて
も大事なことだと気づかされました。理系に行く人
は今の虎高でも少ないのでしょうか。

田淵：周りにすごく工学系志望が多い時代だったので少ないとは感じていませ
んでした。

田辺：理系は何クラスありましたか。

田淵：自分の学年は全部で５クラスでしたが、その内３クラスが理系でした。
女子の割合も多くて、物理を取る人も多かったです。でも、理系に進んだ
人に就職先としてどのようなところを考えているかと聞いたところ、先生
とかが多くて、純粋に技術系に進む人は少ないのかなと感じています。

金澤：理系の人から「文系のお前たちは全然勉強していないのに偉くなる。理
系はすごく損をしている」と、ずいぶん聞かされたことがあります。私の
感覚では、製造業の場合、そのようなことはもはやなく、理系の方で社長
なんかも一杯いるし、むしろ多いのではないかと思いますね。文系も法律
や経理、海外関係等をしっかりとやっておかないと、いろいろ困るとい
うのが実感です。むしろ勉強をずっと続ける理系の人の方がマーケットに
合っていると思うのですが、何となく理系は不利みたいな意識もあるよう
です。横幕さん、いかがですか？

横幕：僕は余り感じないですね。理系も文系も同じだと思います。問題はどこ
まで高くいくかということです。今なら、国際的に野心のある人はドクター
（博士課程）に行った方が良いと思います。

（金澤さん）
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田辺：ただ、ドクターに行くとポスドクといって就職が
大変なんです。ドクターへ行くと民間は採用し辛い、
修士で早く雇って企業に染めた方が強いという
感覚です。

横幕：以前、日本政府が国力（分担金）に相応した国連
の人材を増やすべく、日本人を国連に送り込もうと
していた時期があり、私も国連の英検を受けたこと
があります。その後しばらくして国連から採用試験
を受けに来いとの手紙がきた。その時は事情があって受けませんでした
が、後で調べたら、国連で世界を相手にするにはドクターが要るという
印象を持ちました。もちろん学位そのものが重要なのではなく、相応の
勉強をしなければならないということですが。

田辺：理系の研究の世界ではドクターを持っていなかったら、外人は相手にして
くれません。

横幕：文系でもそういう傾向が強くなっているということを聞いていました。勉強
するということが大事なので、専門的な知見が必要な時が多いということ
ですね。

金澤：梅本さんは数理工学を学んで、金融か何かに活かすようなことをやりたい
ということなので、文系と理系が融合したような世界を考えていますよね。

梅本：私が一番見たかったのはそういう世界でした。元々理系とか数学とかが
大好きだったのですが、法学部に行きました。今は、数学的な本当に
抽象的な理系っぽい世界と、現実の社会というものと、両方に関わりたい
と思っています。

金澤：今どのように勉強しているのですか。まだ法学部の学生ですよね。

梅本：独学です。大学院を目指して独学中です。情報工学、金融工学等を考え
ています。ポスドクの問題について僕は無知なのですけれども、海外で
はどういう状況なのでしょうか。

（田辺さん）
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脇坂：グローバル企業には、研究職や技術職だけでなく、経営やファイナンス
といった分野にも博士号の保持者は大勢います。ただ欧米では、学部を
出て、２～３年仕事をしてから課題を見つけて修士・博士課程に進む人が
多かったですね。学部まででの経験では、そもそもどんな選択肢がある
かはわからないので、一度仕事をしてみるのもよいという考え方もあります。

田辺：ポスドクに関して言えば、ドクターを持ったから別に就職が保証されて
いる訳ではなく、良いところへ就職しようと思えば努力しなければなら
ない。ただ問題は、日本の企業が採りたがらないところにある。ドイツ
とかアメリカの場合は積極的に採用しています。日本の企業が採らない
理由は、組織に入った後使いづらいということです。そこは大学側の教育
の問題であるし、本人の問題でもある。

金澤：最大の問題の一つは、日本の企業の人事をやっている人間が殆ど文系で
あることです。海外では理系の人間もどんどん人事をやります。

田辺：官庁も同じですね。

金澤：大企業も日本の官庁の採用システムも同じところから出て、文系中心に
なっている。もっと広く柔軟に人材を採用するシステムに変わっていかない
といけないでしょうね。

浅見：文系・理系の話は私の職場でもよく話題になります。印象的なことで言
うと、民事の裁判官をやっていると、文系の社長さんは和解に柔軟です
が、理系の社長さんは、お仕事柄、正義とそうでないものがはっきりし
ている面があるのかもしれません。一方、人間の紛争というものは、契

約、不法行為、家庭内の事柄など、各種の分野の紛争で、
グレーゾーンがものすごく大きいのです。正義と正義で
ないことが混在していて、それをどこかで割り切ったり、
納得しなければいけない場面の時に、理系の方は納得
させるのが難しいと感じることがあります。文系の社長さ
んだったら、「うん裁判官がそこまで言うのだったら了解
します。自分の弱いところもよくわかりました。次儲けま
すわ」と言って終わることも経験しました。もっとも文系（浅見さん）



107

の人も交渉力や組織運営力だけでやっていては困るので、きちっとした専
門的能力を持って、その上で必要な交渉術も持ってやらなければいけな
いと思いますし、一方理系の人も専門的能力のみに頼ってはいけない訳
で、組織のトップに立とうという時には、専門的能力を持って、さらに交
渉術なり組織運営力なりが必要ですね。

篠原：考えれば当たり前のことですね。

浅見：参考までに、法律の分野では、説明責任、説明義務と言うのは本当に
大事になっています。例えば専門家の最たるお医者さんは、患者さんに
対する説明責任をものすごく問われており、それを尽くさないと損害賠償
責任を負わされる社会になっています。金融工学の世界（これも専門的
能力の世界です）も説明責任が大事で、新しい金融商品で多額の損害を
生じるということをどれだけ説明したか、というのをいつも問われている
訳です。理系の人も文系の人も、説明能力も、専門的能力も両方とも必要
な時代なので、将来を考える時には、両方要るんだということを念頭に
置いて、進路を考えていただければ良いかなと思います。

篠原：特に、経営者となりますと、文系も理系もないですね。

草野：JTB は文科系の会社ですが、前社長（現会長）は理科系の数学科を
出た人です。ちょっと余談かもしれませんが、文系も理系も、バランス
シートは分かるように時間があったら勉強しておいた方がいいですね。

篠原：学生時代にやっていたことと、会社・社会に出てからやることと違う。私
は大学の時はずっと哲学をやっていましたが（「へーっ」という声あり）、
周りで金融・銀行、あるいは保険会社に行く人は
このゼミで誰もいませんと教授が言っていた。と
ころが世の中に出てみると、大学でやったことと
いうのは、何か考え方の素地みたいなものをつく
るだけであって、あとは世の中とは全然違うと分か
る。だから大学の時にこれをやったから、例えば
機械工学をやったから機械だけをやるということ
では全然ない。機械工学をやった、そういう素地 （篠原さん）
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があって、ロケットを造るかも知れないし、あるいはそういうメカニックな、
総合メーカーのところで仕事をするかも知れない。そこでも営業の仕事
をするかも知れない。そういうことは分からないのだけれども、そういう
中で必要な素地・素養を学生時代はつくり、蓄えているのだということ
です。それから社会に出てからネットワークがものすごく大切です。ネッ
トワークというのは、あの人知ってる、この人知ってる、あるいはこの人
とあるテーマで話したことがあるとか、そういうネットワークです。そのネ
ットワークの一つがこの東京姉水会と思います。

草野：社会人として大事なのは、引き出しをいかに多く持ってるかということ
だと思います。今、学生さんたちが勉強しているのも、一つの引出しつく
りです。篠原さんも言われたように、会社、社会に出るともっと違ういろ
んな引出しが必要なので、それをいかに持つか、そのためにこういった
会とか人脈とか、海外の人とか、いろんな人と付き合って、引出しを沢山
持つのがいいと思います。

４．起業について
金澤：次に、会社を起こすという起業の話を伺いたいと思います。伊吹さんは、

築地で「花村」という串あげ店の経営をやっておられます。阪和興業と
いう鉄鋼専門商社を辞めて、インドネシアの人との人脈があるような中で、
串あげ屋さんをやろうという動機は何だったのでしょうか。

伊吹：第一には、会社に入って２０年近くが過ぎ、会社の中での自分の立ち
位置、これからサラリーマンとしてどうなるのかが、ある程度見えてくる。
そのなかで何人かの先輩を見ていて、もうすでにぶら下がっている人、
ある意味勝ち組と僕らは呼んでいますけれども、特にやることがなくても、
多額の給料をもらっている。その姿を見た時、これは僕には耐えられない
と思ったことです。第二に、それでは自分は何がしたいのかなと考えた時、
お客さん相手のエンドユーザー向けの仕事がやりたい、もろにその手ごた
えが自分に返ってくる、そういう仕事がやりたいと思い、じゃあやってみ
ようか、と思って店を始めた次第です。実際にやってみると、サラリーマ
ン時代は仕事が第一優先で、会社のことばかり考えて、地元のこととか、
高校のこととかまったく縁がなかったですよ。辞めてから、自由ができた
り、お店に来てくれたりして、新しい繋がりができています。築地の市場
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のおっちゃんとか、今まで会えなかった人とかと友達になったり家族ぐる
みの付き合いとかできてきて、そういう面ではよかったと思います。

金澤：伊吹さんはお店出して何年ですか。

伊吹：5年です。

金澤：築地という場所でやろうとした理由は何ですか。

伊吹：実は、今までの会社が目の前にあることが理由の
第一です。僕は会社が嫌いで辞めたわけではあり
ません。例えば、海外から5年～10 年して帰っ
てきたら社内の雰囲気も大きく変わってしまって
いるわけです。自分もそう感じたことがあるので、
後輩も帰ってきた時に、うちの店に来たら懐かし
い思い出話でもできるだろう、そういう場所を提
供できたらいいなと思って、会社の目の前に店を
出すことにしました。会社にいるときは一切話もし
たことがなかった人とか、先輩とか、役員の人たちも、たまに会うと「頑
張ってるか」とか、「儲かってるか」とか、いまだに言ってくれます。そう
いう意味であそこでやってよかった。起業したからには儲けなければな
らないし、社員にも給料払っていかなければいけないのですが、商売を
抜きにして、そうした人間関係があることで、人生二度楽しんでいるよう
に感じています。

金澤：なるほど。横幕さんも会社を起こされましたが、起業する苦労は何でし
ょうか。

横幕：会社勤めをしていた時から何ができるかと考えていました。年をとって
会社を退職して、年金で遊んでいるわけにはいかない、仕事は楽しいです
から、そういう仕事を早く見つけないといけないと思っていました。学生
時代から都市問題に関連して土地問題に興味があり、建築学生仲間の
サークル活動で論議をしたこともある。たまたま建設会社で国際業務に
没頭していた時期に土地トラブルが起こり、昔を思い出して鑑定の勉強

（伊吹さん）



110

を始めました。途中で何度も中断して、時間がかかったけれども、前提と
なる鑑定士の資格がやっと取れたので、これを起業しようと決めました。

金澤：起業は一生涯を貫ける楽しみにつながっているということでしょうか。

横幕：結果的にはそうなりましたね。

金澤：学生の皆さんも、最初は就職して将来は小さくても独立して、自分が
社長になってやりたいというようなことを思っておられる人いますか。IT
社会で若者のサクセスストーリーが大きな影響力を持っていますね。

萬代：本当にまだ、やりたいことを考えているところです。

小西：私はまだよく分かりません。勉強したいと思います。

横幕：今、日本の全人口の4分の１程度の高齢者（65歳以上）が、あと20 ～
30 年すると3分の１以上になると予測されます。そういう社会が来るか
らそれに対応しなければいけないと思って、自分は62 歳で起業してみ
たということです。楽しいこともありますが、苦労もたくさんありますよ。

伊吹：経営するということは、最終責任は全部自分で持たないといけないとい
うことです。お金のことから法律のことから全部、小さいながらも全部
責任を持たなければいけないということです。僕自身、海外に出て会社
をつくらせてもらって、その経験が自分の会社をつくる時に生かされて
いると思う。サラリーマンの時でも、若い時からそういう感覚で仕事を
していれば、会社人生の意味も変わってくると思います。

梅本：若い時からそういう感覚で仕事をすることが出来
ればいいのですが。

伊吹：お店に来てくれる若い人たちは、なかなか面白い
ことがないということをいう人が多いけれども、そ
ういう人たちに、会社のおかげで勉強させてもら
える、給料もらって勉強できるという気持ちになれ 	（梅本さん）
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と言っています。どこの会社に入ろうとも、そして自分の思っている仕事に
つけなくても、それはいつかは何かの役に立つと思います。そういう思い
でやっていけば大分違うと思います。

篠原：最近企業も、若い時に課長くらいでどこかの大事な出向先に出して、
また戻すというようなことを意図的にやりますね。

横幕：私の仕事は一人ではできないところがあって、必要な時には家内を呼ん
で現場実測をしたり、娘に毎月の会計の入力を手伝ってもらっています。
家族にとっては、異分野を勉強する良い機会になります。

金澤：江熊さんも起業していますよね。起業の楽しさというのはどうですか。

江熊：やったことが全てフィルターなしに自分に跳ね返ってくるということで
しょうか。仕事が取れる・取れない、仕事が評価されるなど、正にダイ
レクトです。起業して数年した頃、大学の後輩が「僕を雇ってください」
と頼みに来た時、「仕事をとってこれるんだったら雇ってもいいよ」と応え
たらしいのですが（言った本人はとうに忘れています）、正にそれぐらい
起業には厳しい面があります。私には、企業理念にもしていますが、自分
が理想とする組織を実現させたいという夢があります。もともと勤務して
いた日本 IBMは、先進的な人事制度や研修制度があって従業員を大切
にする自由闊達な会社で、特に女性には働きやすい職場でした。そこで
社会人としてのスタートを切り、多くのことを学ばせてもらえたことは非
常にラッキーでした。今はそれらを糧にしつつ、守破離ではないですが、
自分流に自分の思い描く理想の組織を追究するという楽しみがあります。
また自分で自分の時間をコントロールしながら仕事ができるという利点も
あります。ただ結果は全て自分に降りかかってくる上での話ですが。

金澤：今後会社をどういうふうにしていきたいと思っていますか。

江熊：もちろん、もっと大きくしたいです。ただ、進むべき方向が絞れていない
のが問題なんです。今はいろんな分野のことをやっているので、今後は
１つのことに集中していきたいと思っています。
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５．人的ネットワークについて
金澤：先程も少し話が出ましたが、社会に出ますと人間関係というか、ネット

ワークというか、いろんな意味で大事になってきます。前川会長、そこら
あたりについて、長いご経験からお話をしていただけませんか。

前川：人間関係・人脈も仕事も基本がぶれないこと。僕の経験から云いますと、
幹がしっかりとしていれば根を張りやがて枝も伸び自然と葉も繁ります。
母校を愛するということ、故郷を愛するということが大切だと思います。
この哲学というか、そういうものをベースに先輩、同輩、後輩を大切に
して感謝と奉仕の精神を心がけてきました。私はトヨタの営業の仕事を
長くやってきて東京市場を制することに邁進し、たくさん後輩も育ててき
ました。僕自身の基本は、黙って売れです。営業というとセールストーク
が大事だと云われますけれど、僕自身は多くを語らず黙っている。銀座
に行くと、黙って口説く（笑）。

金澤：口説くというのは、口に、説くと書きますが。目で口説くんですか（笑）。

前川：冗談です（笑）。相手の気持ちを読むというのか、相手をその気にさせ
るということです。口で云うほど簡単なことではないけれども、そういう
ことが大事だということです。滋賀県出身というとよく近江商人と云われ
ますが、江州人は先輩の教えである「三方よし・陰徳善事」の精神を守り、
誠実な努力家が多いです。日本一の琵琶湖の水で育ったということで何
となく安心して長く温かいつきあいが出来ると感じています。

金澤：明治大学の校友会の役員や、大学の評議員のお仕事も長くされていま
すが、その効用ということはいかがでしょうか。

前川：老・壮・青各年代の方、あらゆる業種の人々、日
本全国各支部の役員との交流が出来、絆も深まる
事が大きいです。大事なことは（一）に情熱と誠意
（二）に勤勉、それから（三）継続、この3つじゃ
ないかと思う。そして何事にも準備・手配が必要
です。十分準備していないといい仕事はできない。
そういういろいろな内容・システムが統合されて （前川会長）
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ワンパックにまとまる必要があります。明治大学は志願者が１１万人で全国
ナンバーワンを４年連続しております。ナンバーワンを狙うということ、ナ
ンバーワンこそ価値がある。「日本で一番高い山はどこですか」というとす
ぐ出ますが、「じゃ二番目はどこですか」といわれても出てこない。湖も、「日
本で一番大きい湖はどこですか」と問われて出てくるけれども、「二番目は
どこですか」といわれても出てこない。一番手、二番手にはそれぐらいの
差があります。後輩の皆さんには何か自分の得意の分野をしっかりと持っ
て自分の立ち位置・周辺で一番を目ざして欲しい。一番を目ざしてもなか
なか一番にはなれないけれども一番目ざして正面から正々堂 と々挑戦して
欲しい。一番を目ざすということが重要だと思います。

金澤：学生さんも一番を目指しましょう（笑）。和田さんはこの姉水会にわりと
最近入って来られて、今や最も熱心な会員になっていただいているけれ
ども、このネットワークの面白さみたいなものはありますか。

和田：昔、ＡＮＡに６年勤めていて、そこではいろんな方との出会いがありま
した。ここ東京姉水会に入って、また一期一会を大切にいろいろな経験

をさせていただいています。滋賀県の高校で、同じ湖北
地方の田舎の出身で、年代の違う方とふれあい、たいへん
面白くて新たな発見のようなことを毎回感じます。先ほど
もコミュニケーションが大事というお話がありましたが、
これから社会に出る若い方にとって、いろいろ経験してお
られる先輩方からお話を聞くことは、貴重なことだと思い
ます。人と人の繋がりを大切にすれば、よりよい人生に
なるのではないでしょうか。

上野：今ほど和田さんが同窓会の先輩後輩からいろいろ
学ぶことの面白さや人と人の繋がりの大切さについ
て話されていましたが、私もそのことを強く感じて
きました。私は、先輩方から思わぬところで、大変
にお世話になっていたことをこの同窓会に出席する
ようになって、はじめて知りました。私は高校時代、
硬式野球部に所属していたのですが、軟式から硬
式に変わって3～4年目の頃でした。時折、ボール、

（和田さん）

（上野さん）
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バット、ベースなど真新しいものがグランドに置かれていることがありまし
た。当時はまったく知りませんでしたが、それは実は、東京姉水会の先輩
方々のご寄付によって援助していただいていたということでした。自分もそ
んな先輩方のようにさりげなく後輩皆さんの仕合わせをフォローできる人
間になりたいと思ったことを思い起こします。そうした方々の善意によって
運営されているこの東京姉水会の素晴らしさを思い知りました。

金澤：坂井先輩、総括、お願いします。

坂井：私は獣医師で、そういう世界で長い間いろんなことをやってきましたけれど
も、一つだけ自慢できることがあります。というのは、「是は是、非は非」

ということです。私の親友の一人で、同じ支部の人間が会長
をやっていました。その会長がある時会務に反した行動
をしました。それで即、その会長を引きずり下ろすという
か、やめてもらいました。これにはみんな驚きまして、「あ
んたの支部だろう、あんたの親友だろう」なんていう話ま
で出ました。しかし、是は是、非は非ということは人間社
会の基本です。さっきから私はネットワークもなかったな、
勉強もしてなかったなと思いながら、皆さんのお話を聞い
ていました。５０年近く臨床に携わっていて、小さな診療

所をやっていました。金儲けしようと思ったらもっとできたかもしれません。
でもどうしても、自分でそれができなかった。「お前な、患者の前でうなず
いて、笑顔を見せて、裏向いてベロ出していればいいんだ」というようなこ
とを言った人間もいます。だけど私は、それが許せなかった。学生さんた
ちに言いたいのは、やっぱり、自分を見つめて、譲歩しないところもあって
いいのではないか。伊吹さんもさっきおっしゃっていたように、会社でみ
んなにぺこぺこしてれば、部長にも執行役員にもなれていたかもしれない、
しかしそれが嫌だから自立したと。いろんなお話が出ましたけれど、一方
で自分というものをしっかり持って生きてほしいと思います。すでに社会人
になっていらっしゃる方にも、学生の諸君たちにも、そういうことだけは忘
れないでいただきたいと思いますね。

金澤：それでは時間も大分超過しましたので、これで終わりたいと思います。
皆さん、長時間、有益なお話を有り難うございました。お疲れ様でした。

	（坂井さん）



東京姉水会寄贈の歴史
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　過去における「寄付」行為を語るにつけ、発足当時の模様について触れなけ
ればなりません。
　創立は、昭和２８年。実際に、会を軌道に乗せ、心血を注がれたのは、虎中
１回生の貴山暁悟氏です。私が入会したのが昭和３４年ですから、その間の活動
状況は先達からの受け売りにしか過ぎません。発足当時からの現存者は上野
善章氏だけではないかと思います。
　「郷里を遠く離れて、東京に住む同志の親睦」を目的として、住所の判明して
いた６０余名のうち４２名が出席して、目黒雅叙園（社長は虎中１回生・細川八
郎氏）で産声を上げました。親睦を旨としたものの、結婚・就職や住宅の斡旋
と多岐に至ったようです。母校との連携も密とし、学生の就職に随分介在して
いました。私自身、下宿の世話をした経験があります。

　「東京姉水会は姉水会に属さず、独自の活動をする」を旨としていました。
諸般の事情・紆余曲折があり、何時の日か、姉水会を構成する一大支部となり
ました。
　独自性を象徴するのが、次に述べる３つの寄付行為であります。ただ、資料
が残されておらず、詳細な金額等が把握出来ないのが残念です。
　昭和３０年代前半、雅楽器一式を贈っています。湖北地方に雅楽が嗜まれて
おり、雅楽部が出来たようです。全国的に珍しく、当時 [螢雪時代 ]に特集さ
れました。
　昭和４０年代前半、サクラの苗木 30 本を、現監事・三家護氏の好意で寄贈
しました。しかし、残念なことに高地下水位により、活着しませんでした。本来
なら、樹齢５０年、名所になっていたものと思います。
　昭和５０年、休部していた硬式野球部の復活に伴い、浄財３０万円を贈りま
した。ＯＢを中心に総額１２０万円が集ったことを思うと、４分の１を占めたこと
は感激でした。

東京姉水会からの寄付を顧みる

監事　坂井 達夫（高７回）
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　以下は、姉水会（虎高）の周年事業に協力したものです。

　昭和２９年	創立３５周年記念事業　図書館建設
　昭和３６年	南校舎改築を賛助
	 （校舎は、明治４０年、彦根中学校寄宿舎として建築されたもの
　　　　　　を移築）
　昭和４１年	 本館改築　その記念事業として前庭の築造
　昭和４５年	５０周年事業　「虎姫高等学校五十年史」発刊
　昭和５５年	創立６０周年記念事業　姉水会館建設
　平成１１年	 創立８０周年記念事業　智徳館建設
　平成２１年	 創立９０周年記念事業　全教室電子黒板設置
	 （当初は県の指導で、全教室への設置は見送られましたが、現在
　　　　　　は全教室に設置）

（元獣医師）

■この地名は、他所の人では読めないぞ！これは珍しい地名だ！

唐国（からくに）、口分田（くもで）、飯山（いやま）、上野（うわの）、香花寺（こ
うけいじ）、十九（じゅっく）、酢（す）、相撲（すまい）、祝山（ほりやま）、馬上（ま
け）、寺師（てらし）、当目（とうめ）、富田（とんだ）、新栄（にいさか）、八田部（は
たべ）、岩熊（やのくま）、西主計（にしかずえ）、新居（にのい）、保田（ほうで）、
弓削（ゆうげ）、湯次（ゆすき）、菅並（すがなみ）、摺墨（するすみ）、列見（れっけ）、
馬渡（もうたり）

■この風習・しきたりには、他所の人は驚くぞ！

かまどみせ、おこない、お取り越し、ほんこさん（報恩講）、べんがら塗り、家庭
でのふなずし樽づけ、つりんぼ、さんまい、くやみ等の葬儀、日供（にっく）さん、
燈明、お講、まぜごと、たいや、夏中（げちゅう）さん

コラム

郷里のこと
ば



会 員 名 簿
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　平成 25 年 8 月1 日現在、東京姉水会としてご住所・ご連絡先をたまわって
おります皆さまを卒業年次順、五十音順に掲載しています。

　①昨今の諸事情にかんがみ、詳細な個人名簿ではありません。もし会員間の
ご連絡等で住所確認の必要がある場合は、学年幹事または当会事務局に
ご連絡ください。

　②今後、住所変更等の異動がありましたら、学年幹事もしくは当会事務局ま
でご連絡ください。

　③また、未掲載の同窓生がおられましたら、当会事務局にご連絡いただきま
すようお願いします。事務局よりご案内等差し上げます。

（標記注）名前の冒頭の★は終身会員を示します。●は学年幹事を示します。
　　　　 住所は、東京 23 区は区表示、他は市・県郡表示とします。

会員名簿

中１３回（昭和１２年） 笹原 五十男（新宿区） 清水 俊雄（杉並区）

中１５回（昭和１４年）　 清水 洋美（浜松市）

中１７回（昭和１６年）
★高橋 敏夫（藤枝市） 古山 利誠（杉並区）

増田 聡明（稲城市）

中１８回（昭和１７年） 新田 稔（目黒区） 林 勉（西東京市）

中１９回（昭和１８年）
江上 三義（静岡市） 田島 伊與茂（東久留米市）

筒井 甚五郎（町田市）

中２０回（昭和１９年） 狩野 三士（川崎市） 藤 秀英（狛江市）

中２１回（昭和２０年）

大寄 英夫（武蔵野市） 滝本 柔幸（府中市）

田辺 敬二（市原市） 津布良 孝夫（日野市）

仲尾次 政剛（杉並区） 中川 雅夫（世田谷区）

橋本 傳（八王子市） 藤本 宗彦（四街道市）

山中 典士（練馬区）
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中２２回（昭和２１年）
野々山 玄成（平塚市） 松本 甚一（朝霞市）

森 隆雄（板橋区） 湯本 定男（町田市）

中２３回（昭和２２年）

酒井 忠男（君津市） 末松 隆男（静岡県 駿東郡）

田部 俊作（柏市） 二宮 鎮男（八王子市）

吉田 孝生（鎌倉市）

中２４回（昭和２３年）

伊東 芳春（中央区） 井畑 耕哉（市川市）

伊吹 善輝（沼津市） 上野 雄靖（新宿区）

勝木 弌朗（練馬区） 川村 康介（越谷市）

笹原 真純（町田市） 沢村 秀男（狛江市）

柴崎 隆（志木市） 清水 昭平（我孫子市）

高橋 勇（三郷市） 中村 周三（浦安市）

中村 進（多摩市） 西川 太呂夫（横浜市）

平野 三百里（守谷市） 伏木 重郎（逗子市）

藤田 常雄（豊島区） 堀 素夫（川崎市）

横田 修二（越谷市） 若林 信男（藤沢市）

高１回（昭和２４年）

伊佐治 八郎（市川市） 大野木 康裕（沼津市）

大村 保（三郷市） 川瀬 守彦（西東京市）

久米 美津子（静岡県 駿東郡） 児玉 清彦（国分寺市）

藤本 義人（港区） 保坂 坦子（八王子市）

高２回（昭和２５年）

稲田 了恩（練馬区） 川嵜 義徳（鎌倉市）

川本 敦子（所沢市） 澤井 良治（杉並区）

柴田 茂夫（鎌倉市） 柴田 嵩（白井市）

★渓 圓秀（横浜市） 山岸 敬和（調布市）

山本 平雄（鎌倉市）

高３回（昭和２６年）

★上野 善章（世田谷区） 茅本 敏子（あきる野市）

木下 正中（板橋区） 古明地 英男（千葉市）

坂牧 京子（沼津市） 桜井 仁（杉並区）

清水 善和（横浜市） 橋本 せつよ（川口市）

前田 つね子（台東区） 松野 雅子（厚木市）
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高４回（昭和２７年）

赤井 信興（市川市） 香川 壮夫（町田市）

加藤 新司（埼玉県 入間郡） 葛巻 昌章（横浜市）

高山 茂歖（横浜市） 清水 久美子（茅ケ崎市）

下村 淳郎（世田谷区） 堤  秋雄（前橋市）

寺田 又三（世田谷区） 冨士原 光昭（世田谷区）

山田 學（横浜市）

高５回（昭和２８年）

井関 栄（横浜市） 乾  義江（ひたちなか市）

伊吹 三五（横浜市） 土田 英男（三鷹市）

知久 恵子（練馬区） 日榮 綾子（横浜市）

福永 操（桐生市） 松井 隆士（練馬区）

村沢 茂代（平塚市） 山崎 桂子（世田谷区）

八若 峯男（横浜市） 若林 睦子（藤沢市）

高６回（昭和２９年）

岩崎 一彰（横浜市） 北川 春夫（藤沢市）

篠田 重俊（柏市） 柴辻 禎二（品川区）

千田 明（松戸市） 田中 尚四（新宿区）

辻 伊津子（松戸市） 富永 義孝（松戸市）

藤田 昌子（八王子市）

高７回（昭和３０年）

浅見 博（横浜市） 雨森 洋（新宿区）

尾板 利治（越谷市） 北村 妙子（彦根市）

草野 助太郎（八王子市） 小林 美佐子（文京区）

★坂井 達夫（文京区） ●佐野 実（町田市）

佐野 了（多摩市） 清水 よね（川崎市）

杉田 和子（東久留米市） 滝沢 信弘（世田谷区）

棚橋 幸子（彦根市） 辻 幸枝（板橋区）

中村 菊子（多摩市） 南部 勉（綾瀬市）

長谷川 剛（桐生市） 原田 吉造（長浜市）

★前川 一郎（蕨市） 松川 義之（杉並区）

弓削 桂（伊豆の国市） 米田 幹子（杉並区）
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高８回（昭和３１年）

上阪 五平（伊勢原市） 大寄 健（宇都宮市）

小川 ツネ（練馬区） 小野 浩（茅ケ崎市）

勝又 栄子（浜松市） 河村 順明（横須賀市）

木本 光昶（横浜市） 小池 弥生（江戸川区）

小西 尚美（杉並区） 清水 善重（さいたま市）

千田 義乃宣（小平市） 田村 美英子（葛飾区）

中村 重光（鎌倉市） 西野 瞳（八王子市）

二宮 守男（千葉市） 長谷 久祥（世田谷区）

福尾 修（横須賀市） 山本 一（横浜市）

楓 有慶（練馬区）

高９回（昭和３２年）

岩根 正治（多摩市） ●小野 忠和（野田市）

笠嶋 初子（横浜市） 後藤 久子（松戸市）

重田 政之（ひたちなか市） 千田 享（杉並区）

★中村 守（日野市） 信田 篤志（土浦市）

八森 忍（上尾市） 福永 良治（横浜市）

藤沢 靖和（浜松市） 宮本 征一（品川区）

高１０回（昭和３３年）

●新木 萬全（千葉市） ★池田 裕夫（横浜市）

伊吹 忠（西東京市） 奥田 実郎（横浜市）

奥田 昇（横浜市） 久保寺 たか子（葛飾区）

澤井 邦明（太田市） 下尾 映子（大田区）

高見 由紀子（本庄市） 竹内 房子（宇都宮市）

友田 征進（昭島市） 中川 哲夫（ふじみ野市）

西川 満男（高崎市） 西沢 武雄（越谷市）

速水 巌（越谷市） 樋口 邦定（横浜市）

松波 毅（藤沢市） 松室 慈孝（千葉市）

谷嶋 秀子（横浜市） 八若 洋平（横浜市）

脇阪 亨（佐倉市）
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高１１回（昭和３４年）

今井 雍幸（千葉市） 上松 豊国（流山市）

金田 正美（横浜市） 北川 二三男（青梅市）

★小菅 美智子（八王子市） 澤田 典子（流山市）

新出 武雄（鎌倉市） 坪井 定子（足立区）

原田 公士（所沢市） 堀井 紀久（藤沢市）

松田 宗男（三鷹市） ★三家 護（川崎市）

宮崎 紀代士（流山市） 山口 治朗（秦野市）

八森 宏（船橋市） 脇坂 春巳（沼津市）

高１２回（昭和３５年）

岡 健太郎（千葉市） 北川 保代（藤沢市）

久野 秀晴（横浜市） 小泉 美奈子（狭山市）

斎藤 武昭（平塚市） 白岩 義孝（横浜市）

寺田 寛重（世田谷区） 徳田 甚吾（龍ケ崎市）

中嶋 敬之（千葉市） 原田 操（横浜市）

平野 八洲夫（久喜市） 広部 博子（江戸川区）

藤井 哲有（柏市） 藤井 黎子（柏市）

堀江 昭雄（相模原市） 宮本 和靖（町田市）

山岡 信夫（つくば市） 山路 高史（横浜市）

吉田 雍子（武蔵村山市）

高１３回（昭和３６年）

伊藤 義則（武蔵野市） 大岩 祥輝（柏市）

門池 絋一郎（伊勢原市） 加藤 武男（八王子市）

北村 光彦（蕨市） 澤頭 洋（松戸市）

柴辻 明子（品川区） 下坂 典正（茨城県 稲敷郡）

中村 吉宏（越谷市） 西川 峯生（練馬区）

東野 勝（立川市） 樋口 素子（東村山市）

眞壁 稔（習志野市） 水谷 薫（八王子市）

村田 重和（松戸市） 森 文子（世田谷区）

八木 多美代（所沢市） 山岡 敬次郎（品川区）

八森 泉（上尾市）
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高１４回（昭和３７年）

岩崎 誠良（さいたま市） 小崎 為彦（柏市）

武田 慶昭（牛久市） 田中 敏彦（市川市）

辻 貞子（川口市） 中嶋 長弘（厚木市）

長浜 秀夫（さいたま市） 橋本 孝次（さいたま市）

原 幸男（柏市） 伏木 正起（茅ケ崎市）

松井 亘（栃木県 下都賀郡） 松島 正洋（世田谷区）

松本 朋子（千葉市） 森 和枝（越谷市）

高１５回（昭和３８年）

相川 順子（横浜市） 遠藤 冨美（茨城県 北相馬郡）

岡本 喬（神奈川県 愛甲郡） 織田 正義（久喜市）

★金澤 一輝（西東京市） 川瀬 太一郎（横浜市）

北川 要（上越市） 篠田 忠俊（柏市）

高岸 幸次郎（佐倉市） 田中 巌（八千代市）

★田辺 義一（取手市） 谷口 洋（春日部市）

中川 嘉明（調布市） 西村 正（浦安市）

長谷川 郁代（杉並区） 馬場 駿介（藤沢市）

福田 朋子（横浜市） 細川 浩之介（蓮田市）

松田 克己（印西市） 松田 健志（越谷市）

松室 善彰（浜松市）

高１６回（昭和３９年）

★●青木 敏樹（町田市） 上野 太七郎（松戸市）

★大森 洋（横浜市） 門池 正英（横浜市）

北川 善久（新座市） 澤井 すま子（太田市）

沢田 千恵子（市原市） ★吹田 九平（群馬県 邑楽郡）

杉田 脘司（越谷市） 辻 忠雄（東村山市）

道慶 義治（鴻巣市） 藤田 正晴（日野市）

松岡 哲一（横浜市） 松田 晃一（横浜市）

宮村 貫雄（厚木市） 武藤 善八郎（江戸川区）

谷沢 良三（東久留米市） 山路 達夫（神奈川県 足柄
上郡）

山仲 秀夫（横浜市） 横川 秀晴（平塚市）
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高１７回（昭和４０年）

池野 清昭（国立市） 井原 義仁（羽生市）

★岡本 和之（豊島区） 押谷 昌秋（藤沢市）

押谷 正樹（横浜市） 柿本 恭成（清瀬市）

川合 清孝（さいたま市） 川中 正（市川市）

★●草野 和郎（上尾市） 小出 健次（府中市）

澤村 友雄（野田市） 柴田 正之（北本市）

柴原 三朗（さいたま市） 鈴木 敦子（沼津市）

髙木 八朗（横浜市） 武田 芳昭（調布市）

富岡 良成（千葉県 印旛郡） 中川 善弘（草加市）

福原 みちよ（野田市） 伏木 百合子（茅ケ崎市）

保積 修（豊島区） 前川 弘之（越谷市）

松田 寿満（練馬区） 水森 源夫（千葉市）

村居 真琴（武蔵野市） 山口 正彦（市原市）

横関 和雄（柏市） ★●横幕 周久（世田谷区）

高１８回（昭和４１年）

赤井 俊彦（藤沢市） 岩崎 哲夫（横浜市）

大橋 三郎（柏市） 片桐 善衛（福生市）

金子 和彦（三郷市） 河嶋 正之（我孫子市）

北川 徹（三島市） 草野 公夫（越谷市）

佐々木 英臣（横浜市） 島田 幸雄（横浜市）

清水 暢宏（江戸川区） 菅井 利行（四街道市）

田辺 幸雄（相模原市） 田村 一夫（横浜市）

冨田 豊（小田原市） 中川 和雄（横浜市）

中西 博子（ふじみ野市） 中村 成男（牛久市）

西川 都喜雄（埼玉県 南埼
玉郡）

肥田 正司（浜松市）

松居 悦子（荒川区） 丸岡 美智子（立川市）

水口 芳壽（松戸市） 山口 孝之（松戸市）

山崎 喜世雄（大田区） 山下 豊（新宿区）

山本 俊一（加須市） 矢守 正治（さいたま市）

横山 徳子（武蔵野市） 吉川 一男（幸手市）

渡辺 文子（相模原市）



124

高１９回（昭和４２年）

今井 清剛（北本市） 上野 健治（つくば市）

押谷 敏之（神奈川県 津久
井郡）

勝島 光雄（取手市）

小森 康男（所沢市） ●斎藤 徹（茅ケ崎市）

空 秀晴（野田市） 筒井 政博（流山市）

長尾 幹雄（鎌ケ谷市） 中北 惠介（調布市）

中北 やす子（調布市） 原 てるみ（柏市）

平野 和己（大田区） 広瀬 峰子（川崎市）

堀  則雄（藤枝市） 前川 正（千葉市）

楓 法子（練馬区） 山内 与五郎（日野市）

横関 泰子（牛久市） 渡辺 輝明（川崎市）

高２０回（昭和４３年）

上田 展嗣（渋谷区） 内田 朝代（所沢市）

大塚 博一（横浜市） 大塚 道夫（芦屋市）

巨椋 繁雄（君津市） 掛橋 泰（下野市）

鹿取 敬二郎（東村山市） 北原 太美男（所沢市）

饗場 文二（市川市） 佐治 重寛（埼玉県 児玉郡）

佐藤 泰夫（横浜市） 鈴木 洋樹（川崎市）

周防 健次（平塚市） 竹本 康博（相模原市）

東松 哲夫（八王子市） 橋本 芳造（茅ケ崎市）

三浦 元博（横浜市） 村松 昭雄（杉並区）

望月 常義（浦安市） 善住 貴行（横浜市）

吉田 善慶（三鷹市）

高２１回（昭和４４年）

青地 潤一郎（上尾市） 芦田 康紀（茅ケ崎市）

雨森 芳伸（柏市） 新井 清（浜松市）

岩崎 章宣（品川区） 梅塚 信夫（杉並区）

大橋 光雄（相模原市） 大森 純子（横浜市）

奥沢 与志男（杉並区） 押谷 孫行（新宿区）

北川 洋子（三島市） 小宮山 幸子（新宿区）

★篠原 新衛（大田区） 鈴木 茂（沼津市）

★千田 賢了（港区） 田中 和美（船橋市）

塚口 定道（葛飾区） 辻 泰男（守谷市）
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高２１回（昭和４４年）

中島 義幸（武蔵野市） 奈須 貞子（静岡県 駿東郡）

西岡 八郎（町田市） 西村 徳雄（立川市）

橋本 光司（横浜市） 林  章子（江東区）

藤居 博子（八街市） 渕上 賢二郎（静岡市）

前川 健一郎（横浜市） 松井 茂樹（さいたま市）

松林 彰次郎（横浜市） 松村 隆（東村山市）

三田 耕作（川崎市） 宮川 隆（横浜市）

宮本 善治（横浜市） 村居 豊二（横浜市）

山崎 邦夫（品川区） 山下 満子（藤沢市）

吉田 重樹（小平市） 脇阪 守（船橋市）

脇坂 英男（高槻市）

高２２回（昭和４５年）

青木 清人（常総市） 出雲 隆盛（東村山市）

岩嵜 義彦（横浜市） 太田 英明（横浜市）

大森 成子（藤沢市） 押谷 由夫（川崎市）

金子 玉子（日野市） 北村 敏治（松戸市）

久保田 千枝子（横浜市） 高田 弘子（柏市）

田中 忠夫（相模原市） 辻  忠明（相模原市）

中沢 宗（龍ケ崎市） 中村 富男（大田区）

野地 なお美（柏市） 野村 和雄（茅ケ崎市）

林  雅春（千葉県 印旛郡） 藤田 義博（多摩市）

松永 正雄（品川区） 宮川 和典（名古屋市）

宮沢 淳（伊東市）

高２３回（昭和４６年）

粟谷 良道（横浜市） 大鐘 三枝子（上尾市）

大野 喜三郎（横浜市） 塚本 久美子（船橋市）

佃 信義（世田谷区） ●中川 実（世田谷区）

西浜 良孫（世田谷区） 平野 敏（長浜市）

福田 守男（さいたま市） 松川 婦美（厚木市）

●村方 弥平（小田原市） 山田 康彦（横浜市）

祐川 洋子（蕨市） 吉居 英之（松戸市）
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高２４回（昭和４７年）

●上野 新滋（横浜市） ★梅本 恵子（さいたま市）

大久保 ひとみ（千葉市） 大西 喜多郎（世田谷区）

岡田 弘子（目黒区） 草野 成一（鎌倉市）

黒川 聡（国立市） 柴田 英樹（八王子市）

高橋 雅之（大田区） 寺村 進（春日部市）

尚永 真（横浜市） 松井 正澄（練馬区）

安田 宏（多摩市） 山崎 吉晴（上尾市）

横幕 秀信（横浜市） 渡辺 寿美子（つくば市）

渡辺 計枝（鎌倉市）

高２５回（昭和４８年）

加藤 啓紅（日立市） 鈴木 敬治（市川市）

高田 毅士（新座市） 田中 敬一（横浜市）

田辺 雅弘（松戸市） 堤  善朋（さいたま市）

寺脇 信吉（綾瀬市） 長瀬 豊（伊勢崎市）

中野 長昌（横浜市） 馬場 博幸（府中市）

前川 真佐和（練馬区） 溝口 和彦（さいたま市）

高２６回（昭和４９年）

赤井 孝雄（八王子市） 泉 祐司（船橋市）

太田 英明（横浜市） 小笠原 真治（平塚市）

岸本 孝（秦野市） 木村 智子（神奈川県 三浦郡）

田中 久雄（八千代市） 辻田 照之（佐倉市）

広幡 英隆（横浜市） 文室 善行（三郷市）

松井 俊英（豊島区） 枩山 聡一郎（港区）

三田 雅子（杉並区） 宮川 義和（流山市）

村田 嘉彦（小平市） 山岡 雅彦（所沢市）

湯野川 春信（上野原市） 吉田 甚三（相模原市）

吉田 敏弘（横浜市）

　高２７回（昭和５０年）

岩田 康嗣（市川市） 内海 義弘（市川市）

大森 健治（柏市） 沖田 泉（市川市）

川田 玲子（横浜市） 北川 信男（小平市）

小畔 敏彦（町田市） 佐藤 宏子（静岡市）

竹内 敏信（世田谷区） 中岡 敏哉（千葉市）
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高２７回（昭和５０年）

中川 欣三（柏市） 西邑 澄雄（小平市）

堀井 義之（さいたま市） 松田 良次（三鷹市）

三輪 伸隆（さいたま市） 室谷 裕子（市川市）

若山 元男（横浜市）

高２８回（昭和５１年）

井上 昭雄（守谷市） 大橋 省夫（松戸市）

草野 圭司（中野区） 杉江 嘉男（柏市）

杉野 章（三島市） 中田 薫（柏市）

野田 恵津子（八王子市） 樋口 純一（北区）

●宮川 隆幸（習志野市）

高２9 回（昭和５2 年）

草野 好弘（八王子市） ●國友 充範（三鷹市）

小池 美子（横浜市） 小林 清典（相模原市）

谷口 浩治（本庄市） 中川 徳宏（横浜市）

中山 輝恵（常総市） 名取 一穂（鴻巣市）

吹浦 香（厚木市） 福本 大蔵（相模原市）

高３０回（昭和５３年）

★浅見 宣義（文京区） 池野 修（佐倉市）

乾 真朗（八王子市） 今村 吉彦（世田谷区）

上田 勝弥（松戸市） 上原 多佳子（台東区）

岡田 正和（蓮田市） 片桐 一郎（東村山市）

河路 芳徳（さいたま市） 北沢 武（川口市）

今野 洋子（川崎市） 清水 真（横浜市）

手塚 康弘（甲州市） 中尾 好幸（川口市）

中川 幸子（川口市） 錦織 真貴子（横浜市）

西脇 義憲（大田原市） 広瀬 昌弘（横浜市）

藤森 英郎（藤枝市） 冨士原 光洋（多摩市）

細尾 英雄（品川区） 枩山 博之（府中市）

村松 真由美（横浜市） 吉川 由美子（船橋市）
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高３１回（昭和５４年）

浅水 洋司（川崎市） 荒田 直浩（木更津市）

岩田 章（台東区） 岡本 智（市原市）

奥長 宏彦（名古屋市） ●掛 勇司（千葉市）

加藤 理（武蔵野市） 京極 秀昭（大田区）

国府田 さつき（三鷹市） 斎藤 雅美（白井市）

榊原 由貴子（練馬区） 佐田 直樹（横浜市）

柴田 光洋（海老名市） 杉山 馨（さいたま市）

竹中 清（江戸川区） 中村 善二（横浜市）

野村 正之（八王子市） 橋本 加寿代（市川市）

平岩 保（市川市） 平本 浩実（墨田区）

福田 せつ子（川越市） 伏木 浩之（海老名市）

藤林 章浩（横浜市） 松田 泰範（越谷市）

三田村 茂宏（秦野市） 山口 徳太郎（世田谷区）

横田 徹（和光市）

高３２回（昭和５５年）

浅山 隆嗣（鎌倉市） 荒田 睦子（横浜市）

今井 徹（目黒区） 上野 一郎（三鷹市）

梅本 幹夫（横浜市） 大谷 孝雄（武蔵村山市）

大音 厚智（練馬区） 北居 功（板橋区）

草野 俊哉（練馬区） 草野 吉浩（川越市）

斎藤 健次（豊島区） 坂口 栄一（江東区）

重田 浩郎（藤沢市） 溪 覚（横浜市）

中村 正一郎（厚木市） 則武 玲子（浦安市）

平田 桂子（所沢市） 藤田 郁夫（板橋区）

松井 敏宏（さいたま市） 松田 稔（小諸市）

丸岡 泰男（横浜市） 水上 康弘（さいたま市）

山口 清充（伊豆の国市） 山口 正和（練馬区）

吉田 敦子（松戸市）

高３３回（昭和５６年）

阿閉 雅宏（新宿区） 上田 克行（足立区）

小川 啓一（相模原市） 川崎 重夫（町田市）

合山 環（大田区） 佐藤 准子（練馬区）
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高３３回（昭和５６年）

佐野 幸夫（日野市） 柴垣 信彦（国分寺市）

杉山 美貴子（沼津市） 竹内 昭夫（横浜市）

辻 亮作（国分寺市） 中川 裕朗（川崎市）

野村 容子（八王子市） 宮川 聡（横浜市）

山下 明美（練馬区） 脇阪 昭一（千葉市）

高３４回（昭和５７年）

★伊吹 寿夫（中央区） 大沢 芳弘（浦安市）

荻田 正陽（船橋市） 河瀬 弘一（横浜市）

草野 裕紀（川崎市） 桜井 仁美（静岡県 田方郡）

●澤 憲治（江東区） 三戸 朋子（船橋市）

渡壁 謙二（横浜市） 西堀 洋史（茅ケ崎市）

★●原田 健司（世田谷区） 水上 修（江東区）

宮澤 博（横浜市） 山田 邦裕（台東区）

横田 加代子（和光市）

高３５回（昭和５８年）

小倉 孝保（北区） 且本 敏幸（品川区）

川端 均（川崎市） 国友 康弘（浜松市）

丹部 睦広（川崎市） 辻 哲也（板橋区）

中川 康晴（武蔵野市） 野地 和子（町田市）

橋本 健次郎（浦安市） 橋本 敏雄（横浜市）

花房 奈津子（豊島区） ★●藤居 俊之（横浜市）

前川 武之（川崎市） 松下 一美（柏市）

松橋 誠（横浜市） 松橋 裕子（横浜市）

山口 陽弘（前橋市）

高３６回（昭和５９年）

今村 幸夫（目黒区） ★●上野 賢一郎（大津市）

釜谷 達明（渋谷区） 北村 浩（横浜市）

小八木 利実（大田区） 佐野 真一郎（江戸川区）

清水 善弘（横浜市） 瀬辺 明（苫小牧市）

橘  裕道（台東区） 田辺 修（柏市）

中島 隆博（さいたま市） 西川 満（横浜市）

●橋本 東光雄（江東区） ★●橋本 淳（さいたま市）

●橋本 淳（白井市） 藤田 実（小金井市）
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高３６回（昭和５９年）

前川 哲次（足立区） 正木 庸子（横浜市）

増田 久美（龍ケ崎市） 松浦 信和（桶川市）

三ツ橋 達也（川崎市） 宮澤 君代（横浜市）

宮村 亮（横浜市） 八木 隆司（習志野市）

弓削 哲史（横須賀市） 脇坂 順雄（さいたま市）

高３７回（昭和６０年）

尾板 聡（船橋市） 奥村 邦彦（世田谷区）

菊池 隆史（藤沢市） 菊池 量子（藤沢市）

木村 清和（前橋市） 木村 庄吾（中央区）

千原 由美子（横浜市） 辻 香代子（国分寺市）

堤  昌子（横浜市） 西嶋 伸悟（船橋市）

橋本 純子（久喜市） 日比 賢（三鷹市）

藤森 司（青梅市） ●松岡 真喜子（戸田市）

宮平 泰子（荒川区） 若山 陽子（千葉市）

●和田 靖子（品川区）

高３８回（昭和６１年）

秋野 克幸（国分寺市） 荒田 昌員（横浜市）

井上 亨（江東区） 岩根 好孝（横浜市）

片山 孝雄（目黒区） 亀田 由美子（品川区）

小寺 基夫（朝霞市） 後藤 絹代（浜松市）

篠田 敦子（江戸川区） 東海 由紀子（千代田区）

殿村 成信（杉並区） 那須 成行（新座市）

花田 志織（横浜市） 宮本 雅夫（横浜市）

村田 弘幸（蓮田市） 楓 正明（三鷹市）

山本 佐知子（港区）

高３９回（昭和６２年）

荒井 悦子（江東区） 荒田 尚之（中央区）

磯野 昌宏（ひたちなか市） 岩﨑 則夫（横浜市）

岩中 麻里（神戸市） 江熊 きよみ（豊島区）

小笹 由美（三鷹市） 柏木 小百合（八千代市）

菊池 雅史（大田区） 小八木 隆男（横浜市）

佐野 正尚（調布市） 篠宮 純三（日立市）

田中 文子（ひたちなか市） 中山 友美（横浜市）
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高３９回（昭和６２年）

羽渕 雅己（船橋市） 本間 秀応（さいたま市）

森 桂一郎（大田区） 柳 奈穂子（さいたま市）

弓削 範子（横須賀市） 吉谷 真子（小平市）

高４０回（昭和６３年）

片山 敬一（北区） 亀田 浩（茅ケ崎市）

佐治 慎一（大田原市） 高田 久幸（新宿区）

高橋 里枝（小金井市） 西袋 綾子（川崎市）

●楓 弘之（荒川区） 柳沢 清香（相模原市）

山口 智子（大田区） 渡部 和博（横浜市）

高４１回（平成１年）
尾板 壽（練馬区） 大岩 紀仁子（横浜市）

下村 忠文（横浜市） 奈須 稔（練馬区）

高４２回（平成２年）

大谷 弘喜（平塚市） 大橋 重夫（杉並区）

加藤 享子（港区） 下司 次郎（世田谷区）

武田 守永（豊島区） 中寺 文徳（日野市）

藤居 剛（所沢市） 馬渕 富夫（川崎市）

●脇坂 あゆみ（中央区）

高４３回（平成３年）
伊藤 敬子（新宿区） 小西 尚美（東久留米市）

中西 貴子（浦安市） 三森 暢久（宮崎市）

高４４回（平成４年）

伊吹 賢二（市川市） 齋藤 幸子（千葉市）

阪井 俊之（八千代市） 千田 幹雄（杉並区）

野村 麻里（松戸市） 堀内 英和（杉並区）

三田 雅計（杉並区） 吉井 亨（川崎市）

高４５回（平成５年）

市川 明子（日野市） 木村 真規子（川崎市）

酒井 和子（世田谷区） 栄 弥生（練馬区）

藤田 真二（横浜市）

高４６回（平成６年）
坂口 希（佐倉市） 田中 真人（つくば市）

中川 雅司（相模原市） 鍋嶋 典子（目黒区）

高４７回（平成７年）
川添 真理子（立川市） 高木 佑介（千葉市）

伴野 孝幸（板橋区） 間所 靖（千葉市）
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高４８回（平成８年） 高宮 太承（北本市）

高４９回（平成９年）

岩﨑 恭子（国立市） 北川 陽大（豊島区）

桐畑 友美（狛江市） 高田 清嗣（浦安市）

松島 直（渋谷区） 松宮 智宏（千代田区）

高５０回（平成１０年） 竹中 勝俊（川口市）

高５１回（平成１１年）

勝木 員子（船橋市） 坂本 洋子（武蔵野市）

西尾 悟（平塚市） ★橋本 奈穂子（渋谷区）

三田 芳久（渋谷区）

高５２回（平成１２年） 山田 良介（世田谷区）

高５４回（平成１４年） 漣 洋平（目黒区）

高５５回（平成１５年） 福居 卓（川崎市）

高５６回（平成１６年） 髙田 直輝（神奈川県 足柄上郡）

高５８回（平成１８年） 堀内 洋文（横浜市）

高５９回（平成１９年） 森本 南（平塚市）

高６０回（平成２０年） 東野 雅弘（横浜市）

会員数８２３名



東京姉水 会 会則
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東京姉水会会則

第１条	 本会は東京姉水会と称する。

第２条	 本会は事務所を東京都内に置く。

第３条	 本会は元県立虎姫中学校、元湖北
高等学校虎姫校舎、元併設新制中
学及虎姫高等学校卒業生並に上記
学校の旧職員として東京都及之の
隣接地域に存在する者、並びにその
他地域での希望者を以て組織する。

第４条	 本会は、会員相互の親睦を図り、
併せて母校との連絡を図るを以て
目的とする。

第５条	 本会は前条の目的を達する為、次の
事業を行う。

１．名簿及会報の発行

２．会員相互の援助

３．母校の後援

４．其の他第４条の目的を達する為に
必要と認める事項

第６条	 会員を分ちて次の２とする。

１．正会員、第３条に掲げる者並に中
途退学者にして役員会に於て適当
と認めた者

２．客員、母校旧職員

第７条	 本会に次の役員を置く。

１．会長　　　１名

２．副会長　　３名

３．常務理事　若干名

４．理事　　　若干名

５．監事　　　２名

６．幹事　　　若干名

第８条	 本会は必要に応じて顧問、名誉会
長、相談役を置く。顧問、名誉会長、
相談役は総会の決議により会長之
を委嘱する。

第９条	 会長及副会長は総会に於て正会員
中より之を選出する。

	 会長は本会を代表し、会務を総理
する。

	 副会長は会長を補佐し、会長事故
ある時は之を代理する。

第１０条	 常務理事、理事及監事は正会員中
より会長之を委嘱する。

	 常務理事は日常の会務を処理する。
理事は会務を分掌し会務を処理
する。

第１１条	 幹事は総会に於て正会員中より各
卒業年度ごとに１名選出する。

	 幹事は所属年度の会員を代表し会
務を処理する。

第１２条	 監事は本会の会計を監査する。

第１３条	 役員の任期は満２年とする。但し
重任を妨げない。

第１４条	 総会は毎年１回、原則６月６日に之
を開く。但し必要ある場合は臨時
総会を開催する。

第１５条	 総会に於ては会計会務の報告、役
員の選挙の規約の改正其の他本
会の目的達成に必要なる事項を
行う。

第１６条	 正会員は毎年会費として３千円を
納入するものとする。但し３万円を
一括納入する正会員は終身会員
として以降の納入を免ずるものと
する。

第１７条	 本会の会計年度は毎年４月１日に
始まり、翌年３月３１日に終る。

制　　定　　昭和２８年９月１６日
最新改正　　平成２５年６月	６日
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ジャズを聴きながらワイン片手に楽しむ
串あげダイニング
営業時間 ( 昼 )11:30 ～ 14:00・( 夜 )17:00	～	23:00
定休日日曜日・祝祭日、土曜日は夜の営業のみ

お問い合わせ

03-3545-8765
パーティ宴会など団体様のお問い合わせ、ご予約を承っております。

串あげ　花村
〒 104-0045 東京都中央区築地 2-14-1　新井ビル 1F
http://www.hana-malibu.co.jp/ 伊吹 寿夫（高３４回）

tel.

花
村

串
あ
げ

H A N A M U R A
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■数点ぜひとも書き残したく、ペンをとります。過去の記念誌の発行すべてに関わってきましたが、
今回の記念誌づくりはいっそう感慨深いものがあります。編集に携わる姿勢は過去と変わりはな
いものの、ＩＴ機器を駆使しての作業は飛躍的に進化し、質の向上をもたらしました。全員一丸
となっての結果ではありますが、特に西脇・江熊両氏はＩＴ関係の知識や経験をフルに発揮され、
そのお力なくしては本記念誌の完成はなかったと言っても過言ではなく、深甚の謝意を表します。
夕刻からの会議が多く、食事はワリカン、釣銭は会の会計に入れるという徹底ぶり、皆さんの熱
意をどうかお汲みとりください。さらに同窓・同級というご縁で、発行業務を引き受けてくださり、
破格の価格で会員の皆様のお手元に届けることができたのは永昌堂印刷・北村さんのおかげです。
監事として、以上を特に記して感謝の意を表します。（S）

■今回のようなプロジェクトは初めのイメージ、皆の思い、意志の疎通で、仕上がりはほぼ決まる。
本年 2月の編集委員会立ち上げから 9カ月、紆余曲折はあったが、ほぼ及第点といえる仕上がり
になったのではないか。編集委員の皆さんは、企業等で働いている、働いていた、経営している方々
がほとんどでしたが、仕事の進めぶりが各企業ないしは生活してこられた環境をよく反映してい
るなと妙に感心しました。（田）

■東京姉水会に初めて参加した 1976 年以来、40年近くがたちました。最近の 10年間は事務局
を仰せつかり、会務を通じて大半の会員の名前と卒年次を覚え、一度でも会合にご出席の方はお
顔と名前が一致するまでになりました。本誌によって、本会の今日に至る足跡をご理解いただき、
学年幹事の皆さんを核により深い会員親睦・交流のキッカケができればと、心から願っています。
虎高を巣立ち、汗を流してキバッテこられた（おられる）皆さん、ぜひ当会に足をお運びください。
（SS）

■東京姉水会が 60周年を迎えた今年、風に、雨に、実に水に翻弄された気候の一年が過ぎようと
しています。この記念誌の編集も一息ついた頃の 9月半ばには、滋賀も台風 18号の被害を受け
て大変だったようです。今年、流行した半沢直樹の「倍返しだ」は大変にインパクトのある言葉
でした。私はこの記念誌作成の一端の作業に加わらせて頂いて、半沢の言葉ならぬ「恩返しだ」
という露骨ないい方ではちょっと角が立ちそうですが、編集委員の方々（私を除く）が嬉々として、
しんどいと思われる作業も使命感を感じて、取り組まれる姿に頭の下がる思いがしました。この
たびの記念誌は、50周年の時以上の出来栄えで、本当に、東京姉水会員の血の通った記念誌に仕
上がりそうで、大変に待ち遠しい想いがいたします。このたびの記念誌編集作成の戦力にほとん
どならなかったことをお詫びし、それでも委員長のご配慮を頂き、顎を出しそうになる私を最後
までやり切らせて頂こうとしていることに心より感謝申し上げたいと思います。（う）

■世間では異業種交流会が盛んです。そして僕自身も友人知人に誘われて、そのような交流会に
何度も参加しています。が、どの交流会も長続きしたことがありません。理由は多数ありますが、
いろんな意味で面白くないんですね。それに対し、姉水会は異業種交流会ではありませんが、巷
の異業種交流会以上に、交流会の側面があると思っています。異業種交流会のハシゴをしている
皆さん、姉水会へのご参加をお待ちしています。（草）

■編集の仕事を終え、改めて「故郷ってええもんやなぁ」と思っています。
“首都圏できばる鮎たち ”の虎高への想いがぎっしりと詰まった記念誌となりました。
これからも、同窓生同士がいつもお互いを応援しているような温かな雰囲気を大切に、東京姉水
会に参加させていただこうと思います。（Y）

編集を終えて
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■酷暑だった今年の夏は意外にも潔く撤退し、台風一過の空は一層青く高く、空気は透明感を増
すと共にひんやり肌寒くなってきた。この文集が皆さんのお手元に届くころには、雪の便りが届
き始めているのだろうか。自然の営みは人間の都合などお構いなしに淡々と進んでいく。この約
１年、季節の他もうひとつ共に歩んできた「文集」もあと一踏ん張り。文集の編集作業が大詰めと
なるのを待っていたかのように、他のこともまた佳境を迎えている。この文集が無事産み落とさ
れる頃、それらのことからも解放されるだろう。産み落とされた「文集」はどんな道を歩き始める
んだろう。そして次に「文集」が編まれる時、自分はどこで何をしているんだろう。そんなことを
想いつつ。またどこかでお目に掛かるのを楽しみにしています。（くま）

■私が小学生の頃、鉄腕アトムや鉄人２８号、アポロ宇宙船の月着陸、そして大阪で開催された
万国博覧会等、科学技術への興味をそそられるようなテレビ番組や出来事が沢山あり、これらに
刺激されて、幼心に将来は科学の道に進むんだと思ったものですが、実際に高校の時に理科系を
選択し理科系の大学に進んだのには、国語、特に作文や人に話すのが苦手だったという大きな要
素もありました。こんな私が、東京姉水会の記念誌作りのお手伝いをすることになったのは、何
かのご縁と思っています。本記念誌の構想からほぼ１年間、お役に立てたのかどうかは定かでは
ありませんが、執筆者の皆様、編集委員の皆様、そして永昌堂印刷の皆様のお陰で、本記念誌を
完成させることが出来たのは大きな喜びです。本当にどうも有り難うございました。（に）

■東京に戻る新幹線、米原駅を出て間もなく、左側に伊吹山が見え 30秒ほどで消える。お気づき
の方もおられるだろうが、百年にわたる石灰岩採掘により山容はかなり変化し、昔日の面影はやや
薄れている。私は感傷派ではないので、小中高と校歌で歌ってきた霊峰伊吹が日本有数の石灰岩
産地のため継続して採掘され、山容すら変化してきたことは致仕方がなく、その中で環境や景観
をどう守るかというリアリズムの方が大事だと考える。琵琶湖も江戸や明治の粋人たちが見たで
あろうそれとかなりの変貌を遂げてきたが、ふるさとや私たちが享受した豊かさから見れば、それ
もやむを得ない。これらは一つの例だが、変化とそれへの対応はいつの時代でも最大テーマの一つ
だろう。今回、記念誌を編むにあたり特にテーマを設定したわけではないが、寄せられた随想や
座談会の発言の多くは、期せずして「現代日本の変化に対峙し、真摯に生きている」虎高の卒業生
のさまざまな現実を率直に表明したものであった。変革する社会への貢献、伝統への畏敬と護持、
学問や専門性の重視、女性の活躍、海外（多文化）とのコミュニケーション、起業や新しい世界へ
の挑戦等々、いま私たちが職場や家庭で、また友人たちと話す中で、触れる具体的なテーマが頻出
した。虎高ブランド、故郷大好き、懐旧だけでは、全学同窓会として所詮限界があることを思う
と、まさに平成 25年日本の同時代史的な思いに溢れる今回の東京姉水会 60周年記念誌は、未来
へつなぐそれなりの価値があるのではないか、そう思える。「思い」を寄せていただいた諸兄諸姉に、
また 9ヶ月間にわたってご苦労いただいた編集委員諸氏に、さらに各種支援を惜しまれなかった
会員各位と永昌堂印刷さんに、心からなる敬意と謝意を表します。（か）

東京姉水会 60 周年記念誌編集委員会

	 委 員 長：	金澤 一輝（15）
	 副委員長：	西脇 義憲（30）　
	  委　員 ：	坂井 達夫（7）、田辺 義一（15）	 	
	 	 篠原 新衛（21）、草野 俊哉（32）		
	 	 上野 一郎（32）、和田 靖子（37）		
	 	 江熊 きよみ（39）　
　　　	
東京姉水会事務局：篠原 新衛方
（〒 146-0091　東京都大田区鵜の木 3-6-16　
TEL:　03-5482-9320）	

（於：日本工業倶楽部）
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