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平成２９年度総会報告 
 

平成 29 年度の興譲館寄宿舎 OB 会総会が、11 月

18日（土）午後3時から、東京・四谷駅前の『主婦

会館プラザエフ』にて出席者18名で開催されました。 

第一部の総会は佐藤憲一幹事(東 44)の司会で始ま

りました。最初に大滝則忠会長(東39)が挨拶し、多忙

の中の出席御礼と、寄宿舎OB会の目的である「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」ための活動への引き続きの

協力要請がありました。また、夏の米沢有為会の総会

及び理事会の議により、歴史と伝統ある米沢有為会

の第15代会長に就任したことの報告があり、米沢有

為会は2年後には創立130周年、寄宿舎開設110周

年の節目に当たり、米沢有為会との連携を一層深め

ながら活動したいことの決意が述べられました。 

その後、大滝議長(会長)のもと議事に入って、①平

成28年度活動報告及び会計報告、同監査報告、平成

29年度予算案の提案が行われ、それぞれ原案どおり

全会一致で承認されました。各報告等の要旨は、次の

とおり。 

◎平成28年度活動報告：役員会3回／『興譲館寄

宿舎 OB 会通信』の発刊及び会員(603 名)発送／東

京・仙台寄宿舎に舎生歓送迎祝金各3万円贈呈 

◎平成 28年度会計報告(平成 28年 4月～29年 3

月)：収入合計862千円（年会費等375千円、前期繰

越487千円）／支出合計862千円（総会印刷通信費、

寄宿舎祝金等405千円、次期繰越457千円） 

◎監査報告：適正な収支を確認 

◎平成29年予算：OB会会員の入会促進及び総会

参加増を目指し900千円規模を見込む。 
 

懇親会 

引き続き第二部の懇親会に入り、西村純先輩（仙20） 

総会参加者 ＜前列左から＞ 菅野憲幸(東 42) 上野和子(札 40) 樋口正宏(東 37) 西村純(仙 20) 大滝則忠(東 39) 

小森力雄(東 20) 佐藤毅(東 36) 赤井淳一(東 35) 高瀬勝(東 37) ＜後列左から＞ 佐藤陞三(東 38) 平山和博(東 38) 

加藤国雄(東39) 斎藤彰(仙37) 武田篤(東43) 上村正和(東37) 川合勝雄(東41) 藤谷佑三(東42) 佐藤憲一(東44) 
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（円卓の席を入れ替わっての交歓。軽妙な司会の佐藤幹事） 

の乾杯で歓談に移りました。しばらくの後、東京及び

仙台興譲館寮の近況を川合勝雄東京興譲館長(東 41)

から報告がありました。寄宿舎 OB 会の発足と発展

に多大なご尽力の小森力雄先輩(東 20)からは米沢有

為会の発展のために、寄宿舎 OB がこぞって会員と

なるように力強く勧誘活動すべきことの檄をいただ

きました。雪が舞い

始めた札幌から遠

路出席の上野和子

副会長(札 40)は寄

宿舎に入寮時のい

きさつ、紅一点の寮

生、女子だからとのハンディもなく大事に且つ逞し

く扱われ有意義な寄宿舎生活であったと振り返って

おられました。出席者全員からスピーチをいただき、

OB 会の活動に対する提言や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。菅野幹事長(東 42)の中締め挨拶、一本締め

で、午後6時、お開きとなりました。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

仙台興譲館寮の近況 

館長  滝口 政彦（仙40） 

仙台興譲館寮が 2 年連続満室に：私が館長に就任

したのは東日本大震災の翌年、平成24年なので6年

になります。当時部屋数は8畳（定員2名）が13室、

6畳（定員1名）が2室でしたが、それ以前から寮生

は15名を切っていました。今どき2人部屋では寮生

が入らないのではという結論が出され、2年前から個

室ということで募集しここ2年は満杯の15名になっ

ています。 

寮母さんを寮生が雇うという形になっていて、寮

生が少ないと 1 人あたりの負担（寮費）が大きくな

り寮母さんの給料の一部を有為会から数年間援助を

頂いてきました。2 年前に総額 350 万円規模の寮の 

寄宿舎ＯＢ会員居住内訳 

東京・仙台・札幌・山形の各寄宿舎OBの方々が現

在お住いになっている地域を数字で表しました。 

有為会加入者＝加  未加入者＝未 

居 住 地 域 人数 加 未 

首都圏地区 
(東京・埼玉・千葉・神奈川) 

184 67 117 

置賜地区 
（米沢・長井・南陽・五町） 

246 66 180 

山形県内 
（山形市他、置賜地区以外） 

55 12 43 

東北・北海道地区 
（宮城・岩手・福島・北海道） 

66 35 31 

北関東地区 
（栃木・茨木・群馬） 

15 4 11 

中部地区 
（愛知・静岡・新潟・北陸） 

19 2 17 

関西・近畿・九州地区 
（大阪・京都・兵庫・福岡等） 

18 6 12 

合  計 603 192 411 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

大規模修繕が実施され、全室床フローリングへの改

修、トイレの改修で臭気漏れが解消し、食堂とホール

を仕切るアコーディオンカーテンの設置により食堂

が暖かくなったこと、正面外壁の塗装で明るい色に

変わったことで印象が一変したことなど住環境が快

適になったようです。 

さらに平成 31 年の有為会創立 130 周年記念事業

に於ける改修により寮生活がさらに快適になること

が期待されます。 

寮母さんの雇用形態：現在の寮母さんは小野寺眞

知子さんで勤務年数が12年になります。前に記した

ように寮生が実質雇用している形になっており、自

治寮という名目でこれまで勤務条件などは寮生との

話合いで決めていました。寮母さんも60を超え、そ

ろそろ退職も近づいています。このような条件では

職安にも求人を申し込めない状況です。東京は業務

委託という形だと聞いています。寮は有為会で維持

しているのに、寮母の勤務状態を変えなければ次の

寮母を探すのは非常に難しいと思われます。 

 

仙台興譲館寮 
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有為会北海道支部総会報告 

上野 和子（札40） 

11 月 23 日、例年通リジャスマックプラザホテル

で開かれ、13人が参加しました。今年度3人の新入

会員を迎え、内２人が参加で嬉しい会となりました。 

米沢有為会北海道支部の活動は 9 月の芋煮会（サ

トランド）と11月の総会の2回で交友を温めて来ま

したが、9月の芋煮会が今年から中止となり（お世話

になっている鶴城工親会＝米沢工業高校出身者と家

族の方・・高齢となり 100 人規模の会が出来なくな

ったため）、今年初めての顔合わせでした。年一度の

総会だけでは寂しいから、何とかして芋煮会を復活

させよう！と盛り上がりました！来年の報告に期待

してください。 

上野から、東京での興譲館寄宿舎 OB 会の総会参

加報告と来年の参加をお願いしました。 

 

南アフリカ共和国留学報告 

法政大学社会学部３年  梅沢 剛英 

私が考えるグローバル人材とは、単に国際的な言

語が話せる人のことではありません。世界に広くア

ンテナを張り、問題意識を持って行動できる人間の

ことです。大学での授業がきっかけとなり、私は繊維

産業に課題を見出し、理想を実現することで主に

BOP（経済ピラミッドの底辺層）の生活を豊かにす

ることができると考えました。 

昨年末に大学での部活動を引退し、就職活動を始

め、その中である企業の方とお話させていただく機

会があり、現在は東南アジアに拠点を置いている日

本企業はやがて、アフリカ大陸へと生産の拠点を移

動すると聞き、自分がこの業界で活躍するためには

現地の状況を知っておく必要があると考えました。

私の場合、英語も全くできなかったので、現地の語学 

 

興譲館寮（東京・仙台） 

平成30年度 寮生を募集中 

お知り合いの方をお誘いください。 

男子、個室、朝夕2食付 

東京興譲館寮 寮費（月額）48,000円* 
 募集人員 7名 *在寮生数により異なる場合あり 

仙台興譲館寮 寮費（月額）42,000円** 
   募集人員 1名 **冬期44,000円 

               在寮生数により異なる場合あり 

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 

 

学校に通いながら自分の興味に従って、現地の企業

や市場の状況を見るという目的で南アフリカ共和国

での留学を決めました。 

留学にあたって、資金面のサポートから治安や衛

生に関するアドバイスまで、同郷の先輩方を始め、多

くの人から賜り、十分な準備ができたと感じていま

す。現地に到着してからは、治安や食事のギャップに

驚きましたが、現在はすっかり環境に順応し、心地よ

いとさえ感じています。これまでの生活で、自分が日

本で想定していたよりも多くの課題が見つかり、そ

れと同時にアフリカ大陸でのBOPビジネスや、資源

の可能性を感じさせられます。私が生活しているの

は、アフリカ大陸の中では最もといってよいほど都

市的地域ですが、そんな地域でさえ、水道の配管やネ

ットワークなどのインフラ面の課題を抱えています。 

さて課題は見つかっているのですが、実際に現地

で活動してみるのは自分が想定していたよりもずっ

と難しいです。ネットワークの脆弱性や、治安や衛生

の問題から自由に活動するということは簡単であり

ませんが、今後２ヶ月間は今まで自分が見つけたコ

ネクションを活かして、まだまだいろんなものを見

て考えていきたいと考えています。最後に私をサポ

ートしてくださる全ての人々に感謝したいと思いま

す。（東京興譲館在寮。平成30年2月まで留学中） 

（南アフリカの日の出） 
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

日々随感 
日常を綴ってお寄せください！ 

婚活と育爺    渡部 昭（東41） 

私には10歳と7歳の孫娘がいる。山形の大泉逸郎

が演歌「孫」で歌うように、孫は可愛い、それと親の

代わりの世話、に同意できる。孫の世話にどんなに時

間をとられても苦にならない。それは、同居していた

長男の婚活と関係している。長男が28歳の頃、遠距

離恋愛をしていた。ゴールインする気配が無いので、

倅の了解を得てラブレターを出した。［倅を愛してい

るなら山形においで！］と。屋敷内の新居に住まわせ、

程なく孫が生まれた。産湯使いから私の仕事。母親の

育児休暇後3歳までの日中は妻と2人で育児を担当。

保育園送迎も私の仕事。孫の成長記録を残すため、上

の孫が生まれてから10日毎、下の孫が生まれてから

5日毎、孫の名前を冠したA4判の「結衣・美乃里新

聞」を4部発行している。現在、６６０号を突破。孫

からは元気と安らぎをもらっている育爺です。 

               ［高畠町在住］ 

石狩だより   千喜良 誠（仙36） 

1昨年、北海道石狩市に千葉県船橋市から移住して

はほぼ 2 年となります。数年前に長男夫婦が脱サラ

して石狩市高岡でミニトマト栽培の専業農家に転進

したことで、時々石狩市を訪問するうちに、自然の豊

かな生活環境が気に入り、息子の近くということも

あり、また土地も安いということで、古屋を改造して

住み着きました。夜中にキタキツネが時々庭にやっ

て来たり、近くの防風林にはリスなどがうごめいて

います。極めつけは、先日の夜、街中の国道をドライ

ブしていたら突然飛び出してきた鹿に激突し、車の

左側が大きくへこんで大損害、鹿は一度は倒れまし

たが、すぐ立ち上がり何事もなかったかのように暗 

運営協力金 よろしくお願いします 

今後とも運営協力金 年2千円のご協力をよろ
しくお願いいたします。 

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 410名(実数 165名)、この
平成 29年度は 12月末で 123名(昨年度 130名)

の方々からご協力をいただいています。 

闇に消えていきました。そんな石狩市ですが、文化活

動もなかなか活発で、市民カレッジ、石狩市歴史研究

会、石狩遺産プロジェクト M、石狩海辺ファンクラ

ブ、石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会など

に参加して、結構忙しい毎日を過ごしています。 

［石狩市在住］ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

会員消息 (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 

それぞれ掲載しました（入舎年次順） 

「会員消息」欄の情報をお寄せください！ 

連絡先不明の寄宿舎ＯＢを探しています 

（第1段階として昭和期分を調査中） 

情報提供、ご協力ください 事務局 

 

藤田浩一郎（東20）今年90歳。勝手に年月が押し

寄せてきた様な気がする。2月千葉に引っ越しました。 

［市川市在住］＊ 

西村 純（仙 20）皆様にお会いできるのを楽しみ

にしています。        [西東京市在住] ＊ 

本田健夫（仙26）昭和26年末から31年2月まで

仙台興譲館でお世話になった事は忘れたことはあり

ません。10月26日興譲館高校25年卒の最後の同級

会が東京で行われ、鈴木脩二君など15名と滝沢美恵

子先生（当時の音楽の先生、95歳）とお会いしまし

た。在寮当時の仲間は殆ど亡くなり、1級上の中条仁

先生に年 2回お会いするだけで、10月 28日仙台支

部（高校）会に出席し中条さんと会ってきました。私

は胆嚢癌や直腸癌等の手術受けていますがまあまあ

の体調で、消化器内視鏡医の息子、腎臓内科医の嫁を

手伝い外科の患者さんを今も診療しています。体の

続く限り仕事を続けたいと思います。一度は総会に

出たいと思っています。    ［奥州市在住］＊ 

村上秀利（仙 27）数年前、アスナロと名付けた音

楽バンドを編成（総員 13 人、私はバイオリン）し、

年数回町田市内の高齢者施設を訪問し、昔懐かしい

歌を演奏しています。     ［町田市在住］＊ 

菅原文雄（東 30)10 月中旬まで中国シルクロード

に旅行してきました。ゴビ砂漠、中国の新幹線、高速

道路が走っている発展ぶりに驚愕するばかり。 

［白鷹町在住］＊ 
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安部壮一郎（仙31）11月松島で開催の仙台興譲館

OB会の方に出席します。   ［町田市在住］＊ 

飯沼俊男（東 31）丑年生まれの 80 歳になりまし

たが、体のダイナミックレンジを維持しようと、週1

～2回、テニスをしています。  [所沢市在住] ＊ 

我妻光吉（仙33）15年家族介護をしています。①

介護に必要な脳神経細胞変性症の医・薬・看の知識と

介護スキルの向上に努める日々です。②相対性理論、

量子論、宇宙論の入口を趣味的に覗いています。 

［さいたま市在住］＊ 

赤井淳一（東 35）山手線、玉電、トロリーバス等

を利用し、新大久保～三軒茶屋に通学した。鉄道への

愛着により、現在は最寄り山北駅のキップ販売、SL・

D52 70 号機の整備等のボランティアに駆り出され

ています。       ［神奈川県山北町在住］＊ 

甲 國信（仙 37）有為会仙台支部の理事会と重っ

てしまいましたので、欠席致します。盛会を祈ります。 

［仙台市在住］＊ 

平山和博（東 38）3 年ぶりで参加です。大病を患

いましたが、なんとか回復中です。［横浜市在住］＊ 

※平山さんは、寄宿舎 OB 会の総会当日、愛

用のキャノン製カメラでスナップ撮影に大活躍

いただきました（編集子追記） 

舟山国夫（東 38）昭和 37年 2月入試の時、先輩

方に大変お世話様になりました。田舎より都会への

空気に触れた最初でした。進藤甲三さん、石原俊一さ

ん、桶川興平さん暖かい心で導いて頂いたことは 55

年を経た今でも心より感謝致しています。 

［横浜市在住］＊ 

安部孝二（仙 40）昨今、インターネットを介して

様々事が可能になってきました。遠隔地より自宅の 

『通信』 の発刊 3つの役割 

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 

この『通信』は、米沢有為会ホームページ上 

でも、ご覧いただけます。 

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」 

パソコンの電源投入・切断や画面操作も可能にな

りましたし、アマチュア無線機さえもインターネッ

トを介して操作できるようになりました。平日、生活

している川崎のマンションから横須賀自宅に設置し

たアンテナと無線操作の操作が出来るようになり、

ハムライフを楽しんでいます。又、超小型マイコン

Raspberry PiやSDR（Software Defined Radio）を

利用して遊んでいます。   ［横須賀市在住］＊ 

伊藤和夫（仙 40）高校教員を退職して丸１０年。

日々の暮らしは家庭菜園を主にして趣味を楽しんで

います。学生時代に有為会の寮と奨学金をダブルで

お世話になり、今はその恩返しのつもりで有為会の

役員を務めています。創立 130 周年を終えるまで頑

張りその後は後輩にバトンを渡すつもりです。 

［米沢市在住］＊ 

中條良文（東 40) 9月 30日米沢有為会支部講演

会並びに芋煮会で大滝さんに大変お世話になりまし

た。帰りの電車時間まで塚田昌伸君と 3 人で飲み、

楽しい時間を過ごすことが出来ました。皆様によろ

しくお伝えください。      [米沢市在住] ＊ 

手塚宮雄（仙 41）11月 19日（日）米沢市青少年

育成市民大会の準備のために出席できません。悪し

からずご了承下さい。仙台寮OB会（11月11日）も

英語検定試験準備実施のため参加出来ず申し訳なく

思っております。ご盛会をお祈り致します。11月26

日の米沢有為会理事会には何とか出席致しますので

宜しくお願い致します。    ［米沢市在住］＊ 

渡部 昭（東 41）毎度ご連絡いただき感謝してい

ます。毎日楽しく、元気に過ごしています。少しの社

会貢献（集落役員・有害鳥獣駆除・桜園造成等）、孫

の世話、好きな事（果物と野菜作り、ソフトテニス、

スポーツ吹矢、ピンポン、射撃、狩猟等）をしていま

す。             ［高畠町在住］＊ 

遠藤光広（仙42）定年退職して4年目、第二の仕

事ボランティア・楽器の演奏を楽しんでいます。 

［仙台市在住］＊ 

庄司芳彦（東42）『ブラタモリ』と相前後して、黒

部立山アルペンルートを散策してまいりました。郷

土の偉人柴崎測量士の挑んだ剣岳も真近に見ること

が出来ました。        ［山形市在住］＊ 

兵庫 等（東 42）常々皆さんとお会いできたらと

思いますが、仕事が忙しくなかなか実現できません。

そのうち出席できる機会もあろうかと思いますので、

今後とも宜しく。        [米沢市在住] ＊ 

南齋敏夫（仙 43）一度定年退職してから、東北生

活文化大学高校で非常勤講師をしており今年度で退

http://www.yonezawa-yuuikai.org/
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職です。他には仙台市ソフトボール協会副理事長を

拝命し、運営やら審判などやっております。 

［仙台在住］＊ 

真石博文（東 48）専修大学校友会山形支部の役員

をしており、当日、専修大学校友会仙台支部総会に出

席の為、欠席させて頂きます。 ［山形市在住］＊ 

遠藤一栄（札46）畑に300本の大根と150本の白

菜の成長が楽しみの毎日です。今、こちらは名物芋煮

会の真最中です。       ［長井市在住］＊ 

 
 

寄宿舎OB会結成 30年 

平成30年（2018年）は寄宿舎OB会結成30年の

節目に当たります。有為会創立 130 年の前年でもあ

ります。30年前、米沢有為会の当時の小幡常夫会長

（仙台興譲館OB）から、寄宿舎OB会に対するメッ

セージが寄せられました。以下その内容です。 

※※※※※※※※※※ 

平成元年 9月 25日、米沢有為会の小幡常夫会長

からのメッセージ ―― この度、有為会寄宿舎興

譲館で起居された OB の方々の会が結成される旨う

けたまわり、誠に欣快に堪えません。思えば私共は学

生の頃、東京・仙台・札幌・山形と土地こそ異なれ又

夫々の進学の目標は違っていたとは云へ、同じ目的

を持った整った施設の中で、郷里を一つにした先輩

後輩が共同生活をし、修学する便宜を与えられまし

た事は、只単に経済的な面だけではなく、人間形成の

上で極めて大きな恩恵に浴したのであります。 

私は東京興譲館館長を命ぜられて13年間、ここは

安下宿屋ではない、と人生修養の必要性を強調して

参った経験がありますが、今や社会の中堅となって

各方面で活躍している当時の舎生諸君と、折毎に親

しい会合を持ち世事諸般を語り合う時、何とも云え 

 
～ グローバル社会で躍動する 

      置賜の未来への貢献 ～ 
 公益社団法人 米沢有為会 

創立 130周年活動ビジョン(案) 

意見募集中！ 米沢有為会ＨＰをご覧ください 

http://www.yonezawa-yuuikai.org/ 

昨年末刊の『米沢有為会々誌』最新号も搭載 

川崎史郎（札50）札幌の興譲館寮で過ごした4年

間は、何物にも替え難い思い出です。現在は60歳の

定年を過ぎていますが、引き続き単身赴任にて福島

県で働いています。総会ご出席の皆様方のご健勝・ご

活躍を祈念致します。     ［多治見市在住］＊ 

海老名 悟（東56) 昨年、米沢有為会支部だより

の巻頭文を書かせて頂きました。その内容は東京興

譲館寮・入寮時の事でしたが、当時の事をあらためて

思い出し懐かしくなりました。 ［米沢市在住］＊ 

 

 

えぬほのぼのとした心境になるのであります。 

有為会は本年百周年の記念式典を終え正に第二世

紀に踏出したのでありますが、この意義ある節目の

年に OB 会が結成されて有為会活性化に力を貸して

頂けますことは、誠に時宜を得たご企画であり、深く

感銘致しておる次第であります。この機会に OB の

方々は全員漏れなく伝統の重みを想起され、矜持と

報謝の念を持って有為会会員たる事を確認され、郷

党後輩の育成指導の一大原動力となって下さること

を心から念願して止みません。私はこの OB 会の存

在を、新しい有為会組織活動の中核と位置付け、その

積極的運営に対しご協力を惜しまぬ決意であります。

ご成功を祈ってご挨拶とさせて頂きます。 

※※※※※※※※※※※※※※※※ 

事務局から 

新年おめでとうございます。 

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 

電話兼FAX  03-3727-5990 

Eメール nkanno@wonder.ocn.ne.jp 

【編集後記】11 月上旬、学園祭シーズンである。近

くにある大学の学園祭を孫と一緒に見てきた。若く

明るい屈託ない学生の姿であふれていた。若さはい

いものだ。キャンパスも想像以上に綺麗。私は学園祭

を 2 度しか経験してない。キャンパス内は立看板で

あふれ、アジ演説でにぎやかだった。大学紛争で学園

がロックアウト。およそ50年前の遠い青春の記憶だ。 

来年2019年、米沢有為会は130年、寄宿舎興譲館

寮は120年を迎える。幾多の青春が語られた、東京・

仙台・札幌・山形の 4 つの寄宿舎から 2,100 名以上

が社会に羽搏いた。      （菅野憲幸記） 

http://www.yonezawa-yuuikai.org/
mailto:nkanno@wonder.ocn.ne.jp

