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改正の件＜別掲＞、が提案され、それぞれ原案通り全
会一致で承認されました。

懇親会

公益社団法人米沢有為会

引き続き第二部の
懇親会に入り、まず、
大滝則忠新会長（東
まとめ役の
樋口前幹事長(右)
39)・佐藤毅前会長の挨拶
菅野新幹事長(左)
をいただきました。冒頭、
小森力雄さん(東 20)から「寄宿舎舎生 OB 数実録」
として東京・仙台・札幌・山形の現在までの各 OB 数
の説明があり、OB の米沢有為会への入会率が低く、
更なる入会促進をすべきとのご提案がありました。
その後、小森さんの乾杯で歓談に移り、菅野憲幸新幹
事長(東 42)の司会で、参加者全員がスピーチ、中村精
三さん(仙 35)、京都からの村山晃也さん(東 36)、同じ
京都からの中島正臣さん(東 38)、現役の東京興譲館
長・川合勝雄さん(東 41)をはじめ、懐かしい方々か
ら、寄宿舎時代の青春の思い出や近況報告等、旧交を
温め楽しい時間を過ごしました。加藤国雄新副会長
(東 39)の中締め挨拶後、午後 6 時 30 分、宮坂孝夫副
幹事長(東42)音頭の一本締めでお開きとなりました。
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平成２８年度総会を開催
～新役員を選出など～

――会則の改正部分 1 か所――
第 2 条(会員) 本会の会員は、次の 2 種をもって構成
する。
――下記のとおり「公益」を追加――
⑴ 正会員 公益社団法人米沢有為会（以下、
「米沢
有為会」という。
）が設置した東京、仙台、札幌、
山形の各興譲館寄宿舎（以下、
「興譲館寄宿舎」と
いう。
）に在舎した者。 ――⑵ 略――
第 3 条（目的）本会は、会員相互の親睦を図り、米沢
有為会及び興譲館寄宿舎との関係を密にすると共に、米
沢有為会及び興譲館寄宿舎の発展に寄与することを目
的とする。
――会の目的は変更なし。念のため――

平成 28 年度の興譲館寄宿舎 OB 会総会が、11 月
20 日（日）午後３時 30 分から、東京・四谷駅前の
『スワール麹町』芙蓉の間にて、出席者 20 名で開催
されました。
第一部の総会は樋口正宏幹事長(東 37)の司会で始
まり、最初に佐藤毅会長(東 36)が挨拶し、その中で、
前東京興譲館長の沼澤研一氏(東32) が逝去された等
の報告がありました。その後、佐藤議長（会長）のも
と議事に入り、①平成 27 年度活動報告(役員会・総
会・懇親会の開
総会参加者 ＜前列左から＞樋口正宏(東37)中村精三(仙35)大滝則忠(東39)佐藤毅(東36)
催、東京・仙台興
小森力雄(東 20)飯沼俊男(東 31)石原俊一(東 33) ＜後列左から＞佐藤憲一(東 44)上村正和
譲館への寮生歓送
(東 37)加藤国雄(東 39)安部洋司(東 38)高瀬勝(東 37)斉藤彰(仙 37)中島正臣(東 38)篠宮雅夫
(東 41)川合勝雄(東 41)菅野憲幸(東 42)佐藤陞三(東 38)村山晃也(東 36)宮坂孝夫(東 42)
迎会祝金、興譲館
寄宿舎アーカイ
ブ)、②平成 27 年
度会計報告（決算
の総額 100 万円、
うち次期繰越金
48 万円規模）
及び
平成 28 年度予算
案、監査報告、③
OB 会役員改選
(平成 28～29 年
期）＜別掲＞、④
OB 会会則の一部
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重ねながら、お互いにとって何らかの刺激を授受で
きる関係が持続される場として、発展できることを
願っております。
末筆ながら、皆様の一層のご健勝とご多幸をお祈
りし、会長就任ご挨拶とさせていただきます。

寄宿舎ＯＢ会に集う
～会長就任のご挨拶～
大滝 則忠（東 39）

10 年を振り返って

このたび、皆様のご推挙により、伝統ある米沢有為
会興譲館寄宿舎 OB 会の会長に思いがけないことな
がら就任いたしました。どうぞよろしくお願いいた
します。
米沢有為会は、2 年後の来る 2019(平成 31)年に創
立 130 周年の節目を迎えます。同時に、寄宿舎が東
京に開設された 1909(明治 42)年から数え、興譲館寄
宿舎開設 110 年の節目にもあたります。OB 会の目
的である「会員相互の親睦を図り、興譲館寄宿舎との
関係を密にすると共に、米沢有為会及び興譲館寄宿
舎の発展に寄与すること」
（会則第 3 条）に沿い、皆
様と相談を重ねて、進んで行きたいと思います。
私は、東京オリンピック開催の 1964(昭和 39)年か
ら丸４年間、東京興譲館寮にお世話になりました。当
初は新宿西大久保にあり、3 年生の秋に調布仙川に寮
が新築されて移転を経験できました。東京で生活す
ることになって早 50 年以上が過ぎていますが、私に
とって寮でお世話になったことは、この上ない無形
の財産になっており、それだけに大きな恩義を感じ
ています。舎生時代から始まり、古希を過ぎた今もっ
て、様々な機会を通じた先輩、同輩、後輩との交流を
通じ、様々な刺激を与えていただいていることは、い
わば一生の幸運をいただいていることで、有り難い
ことです。人は他人との付き合いを通じて、成長を続
けられる存在であることを実感しています。
今後とも、この寄宿舎 OB 会を通じた交流が、歳を

運営協力金

～会長退任のご挨拶～
佐藤 毅（東 36）
同じ釜の飯を食った、気心の知れた仲間が集い親
睦を深める OB 会は、諸先輩のご尽力で平成元年に
発足しました。一時期の空白はありましたが、興譲館
寄宿舎開設 100 周年を 3 年後に控えた平成 18 年に
再スタート切り、久々に開催された総会は全国各地
から 40 名を超す顔ぶれが揃い、大いに盛り上がった
ことを覚えています。
大関修敬会長の下で幹事長として６年間、実務を
担当しましたが、米沢有為会創立 120 周年と寄宿舎
開設 100 年の記念事業は歴史に残る一大イベントで
した。
特に、東京・仙台興譲館の大規模改修の資金となる
米沢有為会の協賛金募集にあたっては、寄宿舎に寄
せる思いや有為会への感謝の念がいかんなく発揮さ
れ、協賛金総額の 60 パーセントを OB 会員で占める
ことが出来ました。この大切な時期に、常に会をリー
ドしてこられた大関さんが、平成 24 年に退任され、
私が引き継ぎました。然るべき方に会長職に付いて
もらうまでと思っていましたが、この機会に実現し
たいこともありました。
一つは、我々会員のルーツでもあり、実会員約 600
名の半数が在住する置賜地区で総会を開きたいとの
思いでした。
地元役員の全面的な協力を得て、
平成 26
年 9 月に実現することが出来ました。
異例の野外での開催となりましたが、好天にも恵
まれ 30 名を超す会員が参加され、懇親会は芋煮を囲
んで、初参加の若手 OB を含め、久しぶりにお会いす
る方も多く、近況や舎生時代の思い出など、尽きるこ
とはありませんでした。
もう一つは、OB 会が発足して 4 半世紀が経ちまし
たので、興譲館寄宿舎の歴史を俯瞰するような記念
誌を発行したいとの思いでした。
具体化したのが所謂「興譲館寄宿舎アーカイブス」
で、米沢有為会誌の「興譲館だより」を昭和 24 年か
らすべてデジタル化して再編集し、インターネット

よろしくお願いします

多くの会員各位から、運営協力金 年 2 千円の
ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
これは、本会の運営に支出されています。
今後ともよろしくお願いいたします。
振込み先：
郵便振込み口座 00110-6-725587
興譲館寄宿舎 OB 会
過去 3 か年で、延べ 368 名(実数 178 名)、こ
の平成 28 年度はこれまで 122 名(昨年度 113 名)
の方々からご協力いただいています。
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上に OB の方に向けて公開しました。また、書籍版を
希望される方も多く、平成 27 年暮れに『興譲館寄宿
舎戦後 70 年の歩み』としてお届け出来ました。
多くの会員のご支援で、OB 会の運営に取り組んで
きましたが、今回の総会をもって会長を大滝則忠さ
んに引き継ぐことになりました。誰もがご存知の方
で、経歴、実行力、リーダーシップどれをとっても、
伝統ある興譲館寄宿舎 OB 会長にふさわしい方です。
2 年後には興譲館寄宿舎開設 110 年を迎えますが、
これらを足掛かりにして、OB 会のさらなる発展を遂
げられますよう期待しております。
最後になりますが、終始献身的にご協力いただき
ました役員の皆様、ご指導いただきました先輩諸氏
に心から感謝申し上げます。有難うございました。

興譲館寄宿舎（東京・仙台）

平成 29 年度

お知り合い方をお誘いください。
個室、朝夕 2 食付
東京興譲館 寮費（月額）48,000 円～
募集人員 7 名程度（男子のみ）
仙台興譲館 寮費（月額）42,000 円前後～
募集人員 4 名程度（男子のみ）

詳細は 米沢有為会ホームページで
奨学生（月額 4 万円貸与）も募集中です
本田健夫（仙 26）まだ現役（84 歳）で息子夫婦と
3 人で、患者さんを診察しています。ご無沙汰してい
ますが、1 度出たいと思っています。
［水沢在住］＊

寄宿舎ＯＢ会員と有為会員
～小森力雄さんが調査。寄宿舎 OB 数実録～
東京

仙台

札幌

山形

興譲館
明 42~
平 19

興譲館
大 3~
平 20

興譲館
昭 5~
昭 62

興譲館
昭 30~
昭 39

(数字は
人数)

入舎生

1,093

569

223

111

1,996

物故者

530

220

73

8

831

住所不明

254

155

98

46

553

住所明確

309

194

52

57

612

有為会
会員*
有為会
未会員
有為会
入会率

106

68

16

3

193

203

126

36

54

419

寄宿舎名

期 間

菅原文雄（東 30）別の会合とダブりました。80 歳
になって、毎日悲しく過ごしています。藤沢周平・司
馬遼太郎研究会の前会長、現顧問で、年 1 回講演し
ています。
［白鷹在住］＊

計

石原俊一（東 33）OB 会の新しい情報など、有為
会の分も含めて、ご報告下さい。
［市川在住］＊
花角慎一（東 34）盛会を祈念しております。放射
能を避けながら、GOLF をやったり絵筆をとったり、
余生を楽しんでいます。＊［福島在住］
高橋英也（東 37）田舎で慎しく暮らしています。
それなりに元気です。
［川西在住］＊

32%（平成 28 年 6 月現在）

舟山国夫（東 38）世代交代が進み、時が静かに流
れているのを感じています。
［横浜在住］＊

先の総会・懇親会で、小森力雄さん(東 20)が調査し
た結果を報告していただきました。米沢有為会は、平
成 25 年 7 月から「公益社団法人」に移行し、新しい
会員制度になっています。この機会に改めて、より多
くの寄宿舎 OB 会員の米沢有為会ご入会を期待いた
します。詳細は、米沢有為会ホームページで。

松本耕輔（仙 39）元気で地域のボランティア活動
に励んでおります。
［柏在住］＊
中條良文（東 40）古稀を迎えます。相変わらず歯
科医療頑張っています。OB の皆様、健康寿命の充実
に、歯を大事にして下さい。
［米沢在住］＊

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

会員消息

舎生を募集中

渡部 昭（東 41）少しの社会貢献、孫の世話、好
きな事（園芸・テニス・スポーツ吹矢・オカリナ・射撃・鴨撃
ち等）をして、元気に過しています。
［高畠在住］＊

(敬称略)

＊印は、総会案内の返信ハガキから摘録
無印及び [ ] 内は、事務局の独自情報を掲載

南齋敏夫
（仙 43）
まだ現役で教師をやっています。
年齢のギャップに苦しんでいます。月曜日 3 コマ授
業があり、当日は失礼します。
［仙台在住］＊

「会員消息」欄の情報をお寄せください！
髙橋俊龍（東 25）ご案内いただき有り難うござい
ました。懐かしい方々にお会いできればどんなにう
れしいことでしょう。当方、この何年か、残念ながら
外出は夢になりました。皆様のご多幸を祈りあげま
す。
［越谷在住］＊

『澪標 みおつくし』

探しています

昭和 40 年代の東京興譲館のガリ版刷の寮誌。
お持ちの方、事務局にご一報下さい。
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武田 篤（東 43）ご無沙汰しております。外国に
行っていて連絡を読むのが遅れ、返事が遅くなり申
し訳ありません。
［横浜在住］＊

役員名簿（平成 28 年 11 月 20 日現在）
よろしくお願いします ※は新任

川井陽一
（東 46）
神奈川県立湘南高校長を退任後、
北里大学教授を経て、平成 28 年 4 月に学校法人湘南
学園長に就任、同学園ホームページ「学園長川井陽一
からのたより」http://www.shogak.ac.jp/tayori で発
信中。
［大和在住］

会
長 大滝則忠（東 39）※
副 会 長 甲 國信(仙 37) 上野和子(札 40)
加藤国雄(東 39)※
幹 事 長 菅野憲幸(東 42)※
副幹事長 川合勝雄(東 41) 宮坂孝夫(東 42)
幹
事 高田和壽(仙 36) 樋口正宏(東 37)
※斎藤 彰(仙 37) 手塚 修(東 38)
平山和博(東 38) 伊藤和夫(仙 40)
山田幸生(東 41)※ 篠宮雅夫(東 41)※
本多和彦(東 42) 佐藤憲一(東 44)※
川井陽一(東 46)
会計幹事 菅野憲幸(東 42)(兼)
監
事 高瀬 勝(東 37) 佐藤陞三(東 38)
顧
問 小森力雄(東 20) 今井和夫(札 22)
下條泰生(仙 25) 中條 仁(仙 25)
板垣義次(仙 28) 飯沼俊男(東 31)
小関 薫(東 31) 大関修敬(仙 31)※
石原俊一(東 33) 安部英夫(仙 33)
羽隈弘宣(東 34) 佐藤 毅(東 36)※
安部三十郎(東 48) 芳賀秀樹(札 49)

舩山現人（東 48）平成 27 年 4 月選挙で山形県議
会議員 5 期目当選し、平成 28 年 3 月、山形県議会副
議長に就任。今回の OB 会総会に参加予定であった
が、公務でかなわず、次回以降を期す。
［川西在住］
安倍雅俊（東 H24）司法修習のため、来［平成 29］
年 1 月より、福岡に行くことになりました。＊［難関
の司法試験に見事に合格］
［当時日野・現福岡在住］

米沢での芋煮会
地元恒例行事の芋煮会。平成 26 年 9 月には、米沢
鬼面川の河原で興譲館寄宿舎 OB 会総会が行われ、
30 名以上が参加、晴天に恵まれ盛会で交流できたこ
とを思い出します。このところは、米沢有為会米沢支
部の芋煮会に多くの寄宿舎 OB が参加しています。
（米沢支部長・本多和彦）

東京支部 支部長 加藤国雄(東 39)
副支部長 佐藤憲一(東 44)※
幹 事 長 安部洋司(東 38)
幹
事 鈴木正明(仙 36) 舟山国夫(東 38)
武田 篤(東 43)
会計幹事 赤井淳一(東 35)
監
事 高山征一(仙 39)

仙台興譲館 OB の集い
毎年、仙台興譲館 OB の集まりが開催されていま
す。昨年は、平成 28 年 10 月 29 日（土曜日）
、小野
川温泉吾妻荘に 1 泊、15 名が参加。昭和 30 年代の
舎生が中心となって始まり、最近の参加者は年齢の
幅が広がってきています。（仙台支部長・甲 國信）

米沢支部 支部長 本多和彦(東 42)
副支部長 高橋丈夫(東 39) 小林伸一(東 43)

『通信』

の発刊 3 つの役割

仙台支部 支部長 甲 國信(仙 37)
副支部長 塚原保夫(仙 33)
理
事 鈴木良平(東 33) 平吹隆一(仙 38)
滝口政彦(仙 40)※
監
事 船山完一(仙 32)
顧
問 中條 仁(仙 25) 本田健夫(仙 26)
事 務 局 長澤健一(仙 H3)

OB 会則の目的「会員相互の親睦を図り、興譲館
寄宿舎との関係を密にすると共に、米沢有為会及
び興譲館寄宿舎の発展に寄与する」の一環として

交流広場 情報交換 相互刺激
年２回程度 不定期刊 頁数(偶数)不定

原稿募集！ 事務局にご相談下さい

事務局から

この『通信』は、米沢有為会ホームページ上
でも、ご覧いただけるよう準備中です。

会員相互のコミュニケーション紙です。会員消息、
各種趣味、ライフワークで取組み中の内容等々、ご寄
稿をお待ちしています。
幹事長 菅野憲幸(東 42)
〒145-0064 東京都大田区上池上台 3-23-15
電話 03-3727-5990
E メール nkanno@wonder.ocn.ne.jp

http://www.yonezawa-yuuikai.org/
トップページ＞「育英・文化事業」
＞「興譲館寄宿舎ＯＢ会」
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