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42）・高橋賢二（東 42）・本多和彦（東 42）・宮坂孝夫（東
42）・川越治（東43）・小島和雄（東43）鈴木和美（東43）・
福崎進（東 43）・小関治（東 H1）

公益社団法人米沢有為会

※
第一部の総会は菅野憲幸幹事長（東 42）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、来る
2019 年は興譲館寄宿舎開設 110 周年及び米沢有為会
創立 130 周年の節目で、6 月22 日に米沢で米沢有為会
創立 130 周年記念式典を開催することをはじめ、各種の
記念事業等を実施する計画概要についての報告があり、
興譲館寄宿舎OB 会として米沢有為会の関係を密にしな
がら活動したいとの決意を述べられました。米沢有為会
創立 130 周年記念事業としては、東京・仙台の興譲館寮
の大規模修繕に募金活動等を通じて取り組む計画も報
告されました。
その後、大滝議長（会長）のもと議事に入って、①平成
29 年度活動報告及び会計報告・監査報告、②平成30年
度活動計画及び予算案、③役員改選（平成 30～ 31 年）
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。役員改選では、米沢支部の本多和彦支部長
（東42）から体制強化のため、副支部長3 名制にして、新
たな副支部長として佐藤知由さん（東 60）を推薦したいと
の提案あり、全会一致で承認されました。
各報告等の要旨は、次のとおりです。
◇平成 29 年度活動報告：役員会の開催、『興譲館寄
宿舎 OB 会通信』第２号及び第 3 号発刊及び会員（600
名）への発送、東京・仙台興譲館寮に舎生歓送迎会祝金
各３万円贈呈。
◇平成 29 年度会計報告（平成 29 年 4 月～30 年 3
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平成 30 年度総会報告
平成 30 年度の興譲館寄宿舎 OB 会総会が、10 月 20
日（土）午後 2 時から、郷土の東京第一ホテル米沢にお
いて、出席者 21 名で開催されました。
総会出席者は、次のとおりです。（敬称略）
＜仙台興譲館 OB＞ 安部壮一郎（仙 31）・甲國信（仙
37）・斎藤彰（仙 37）・伊藤和夫（仙 40） ＜東京興譲館
OB＞ 樋口正宏（東 37）・手塚修（東 38）・大滝則忠（東
39）・加藤国雄（東 39）・中條良文（東 40）・加藤真琴（東
41）・川合勝雄（東 41）・渡部昭（東 41）・菅野憲幸（東

(敬称略)
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月）：収入合計 892 千円（運営協力金等 375 千円、前期
繰越 517 千円）、支出合計 892 千円（総会印刷通信費・
寄宿舎祝金等 435 千円、次期繰越 457 千円）
◇監査報告：適正な収支を確認
◇平成30年度予算：会員の入会促進及び総会参加増
を目指し 947 千円規模を見込む。
◇役員改選：これまでの役員を重任。新任として米沢
支部佐藤知由副支部長（東 60）を選任。
以上で総会を終了後、仙台興譲館 OB 懇親会が夕刻
から別途、福島・穴原温泉で開催される予定があり、総会
に出席された 4 名の方々に近況報告を兼ねてスピーチ
いただき、皆さんが穴原温泉に向かわれました。

（懇親会風景）
）

※※※※※※※※※※※※※※※

懇親会

卒業寮生の予餞会

引き続いて第二部の懇
親会に移って、加藤真琴
さん（東 41）の軽妙な司会
で始まり、冒頭、手塚修さ
ん（東38）の含蓄に富むご
挨拶と乾杯の音頭で歓談
に入りました。まず、東京・
仙台の興譲館寮の近況報
告が、東京興譲館川合勝雄館長（東 41）からありました。
続いて、出席者全員から近況等のスピーチをいただき、
青春の同じ時間を過ごした
有意義な寄宿舎時代の話
で盛り上がり、郷土の芋煮
をはじめとした料理に舌鼓
を打ちながら、楽しい時間
を過ごしました。今回は宮
坂孝夫さん（東 42）の奥様
の敏子さんがゲストで参加
され、紅一点、宴に花を添
えていただきました。
むすびに、宮坂孝夫副幹事長の音頭で元気な花笠三
本締めで午後6 時、会場から追い出されるようにお開きと
なりました。

運営協力金

東京興譲館 2 月 10 日（日）
米沢有為会東京支部新年会にて
（於：主婦会館プラザエフ）
仙台興譲館 1 月 19 日(土)
米沢有為会仙台支部新年会にて
（於：仙台興譲館寮）

興譲館寮（東京・仙台）

平成 3１年度

寮生を募集中

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 5 名程度（男子のみ）
仙台興譲館 寮費（月額）42,000 円～
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！

日々随感

よろしくお願いします

西大久保興譲館時代の園遊会

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。
今年も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

飯沼 俊男（東 31）
近年、有為会東京支部の園遊会は後楽園の涵徳亭で
開催されてきたが改築のため、昨年は芝浦ふ頭のピア
シスで行われました。小生が東京興譲館に入寮できた
昭和 31 年当時は浜離宮で、寮生全員のバックアップ
によって有為会会員ご家族ぐるみの園遊会が賑々しく
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米沢有為会 創立１３０周年 記念事業等のお知らせ
●記念式典・記念講演会・祝賀会
２０１９年６月２２日（土） 米沢で開催

●会員増キャンペーン実施中
この機会に、未入会の寄宿舎

OB 会員のご入会
を！ また、お知り合いにご入会のお誘いを！

●展示会 「米沢有為会１３０年の歩み」
５月２４日～ ６月２６日

新しい「ご案内」あります

●募金活動

（於：市立米沢図書館 先人顕彰コーナー）

（寄附に税優遇あり）

育英事業の充実のため、皆様のお力を！

展示する寮の写真等、探しています

学生寮の大規模修繕／奨学金の充実

●東京､仙台､北海道の各支部で祝賀行事

募金活動は 4 月以降にご案内いたします

～～～ 米沢有為会ホームページ http://www.yonezawa-yuuikai.org/ をご覧ください ～～～
※年末に米沢有為会から、未入会の寄宿舎 OB 会員あて、「ご入会のお願い」をお送りしました。どうぞ よろしく

行われていました。
当時は、寮生により事前に準備されて、文化の日の
当日早朝から一気に大車輪。寮が毎日世話になってい
る五十集（いさば）屋さんが築地市場への仕入れに所
持していた当時一世を風靡していたオート三輪（荷台
が 1 トントラックの荷台程もある）を拝借し、運転免
許を持っている寮生が早朝から、芋煮、餡ころ餅、納
豆餅の鍋や道具、運動会の小道具など、荷台に山ほど
積んで西大久保 4 丁目の寮から会場の浜離宮まで運び、
1 日中の騒ぎでした。運動会にはお子様の参加が多勢
あり、子供同士の競技を含め、寮生により趣向を凝ら
した競技で賑わいました。
前日に用意した餡ころ餅の小豆を煮る大鍋の火加
減調整は、つきっきり。何せ小豆の薄皮を煮破ると、
小豆だけが焦げ付きやすくなるので。当時、有為会の
行事に寮生全員が出席するのは園遊会だけでした。寮
生の中から本部担当員と東京支部担当員がそれぞれ数
名ずつ選出されて、本部・支部の会議等の案内や会議
の受付、会誌の編集を担当していました。懐かしい寄
宿舎時代の思い出です。
［所沢市在住］

音楽でボランティア活動
平吹 隆一（仙 38）

ます。また地域のギタークラブに入れて頂き、合奏も
楽しめるようになりました。このクラブは時々近くの
デーサービスにボランティアに行きます。そこでは利
用者の皆さんが演奏に合わせて一緒に歌って楽しむと
いうもので、皆さんに喜ばれ私達も楽しんでいます。
［仙台市在住］
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

会員消息

(敬称略。入舎年次順)

「会員消息」欄の情報をお寄せください！
下條泰生（仙 25）小生が在寮時代の寮生は中條、宮
崎、本田、村上の諸兄のみとなりました。寂しい限り
です。
［鎌倉市在住］
本田健夫（仙 26）9 月 15 日の興譲館高校同窓会に
初めて出席。旧校歌を歌い感激。これで同級会は終わ
りにするので集まった同級生 10 名で 2 次会をして来
ました。
［奥州市在住］
村上秀利（仙 27）
「あすなろ」という名のバンドの
一員としてバイオリン担当。月 2 回練習し、年 2 回ほ
ど市内の老人ホームで懐かしい曲を演奏しています。
［町田市在住］
安部壮一郎（仙 31）総会のみに出席し、穴原温泉で
開催される仙台興譲館 OB 会へ向かいます。
［町田市在住］

退職後をいかに過ごすかは大きな問題です。私は退
職後数年、非常勤をしましたが、その後何をするかは
あまり真剣には考えませんでした。ただ若い時から音
楽が好きで、
ずっとフルートをやりたいと思っていて、
楽器を持っていましたが、現役の頃はあまりやれませ
んでした。
そこで退職するとすぐにフルートを習い始め、少し
づつ吹けるようになりました。その内、ある高齢者サ
ロンで機会を頂き、初めて人前で吹きました。それか
らも幾つかの所でボランティアをやらせてもらってい

鈴木良平（東 33）趣味の家庭菜園、旅行などして元
気に生活しています。
［仙台市在住］
赤井淳一（東 35）自称鉄道マニア。近くの山北駅に
日本最大の SL、D5270（約 40ｔ）があり、レールの
上、12ｍを走行することに協力しています。
［神奈川県山北町在住］
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大友康之（仙 36）まずまず元気で過ごしていますが、
遠方に足を運び、大勢の宴会に列席する元気はなくな
りました。大阪北部地震、台風 21 号と続けて天災に
見舞われましたが、個人的には大した被害もなく幸運
でした。
［大阪・吹田市在住］

祉のコーディネーターに近い仕事をしています。
［福岡市在住］

小嶋邦浩（東 37）生涯現役、仕事に追われる毎日で
す。悠々自適の方羨ましい!!
［米沢市在住］

仁科義英（東 47）年間 150 本の映画を見ています。
山形国際ドキュメンタリー映画祭は 1989 年から続い
ています。山形市は昨年秋、ユネスコの創造都市ネッ
トワークの映画分野に認定されました。山形市は映画
の街です。
［山形市在住］

島貫祐輔（東 37）ウォーキングを日課にしています。
冬は、米沢・蔵王のスキー場へ時々行きます。
［南陽市在住］

役員名簿（平成 30 年 10 月 20 日現在）
よろしくお願いします ※は新任

舟山国夫（東 38）75 歳となり、身心共に衰えを自
覚しています。西大久保のことは何度見ても尽きない
夢だったのか。
［横浜市在住］

＜会長＞大滝則忠(東39) ＜副会長＞甲國信(仙37)
加藤国雄(東 39)・上野和子(札 40)
＜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)・下條泰生(仙 25)・中條仁
(仙 25)・板垣義次(仙 28)・飯沼俊男(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)

加藤国雄（東 39）昨年は持病の胆石を７年ぶりに再
発し、4、6，8 月に 3 度入院。その後も入退院を繰返
すと診断され、米沢有為会の東京支部長を退任しまし
たが、総務部長は引き続き務めています。幸いその後
は無事で、好きなビールを休肝日も入れながら楽しん
でいます。今年は米沢有為会創立 130 周年、興譲館寄
宿舎創設 100 周年の年、米沢有為会総務部長として舎
生 OB の皆様の積極的なご参加をお願いいたします。
［横浜市在住］
高山征一（仙 39）いまだ現役で植木屋をやっており
ます。皆様もご自愛ください。
［横浜市在住］
伊藤和夫（仙 40）退職後、天地人博の時から上杉博
物館に 4 年勤めさせていただきました。やめた年に三
味線（民謡）と古文書を始めて 6 年目になります。お
陰様で別の世界が広がり楽しんでいます。又、学生時
代にお世話になった米沢有為会にお役に立てればと思
い、
現在、
理事をさせて頂いております。
［米沢市在住］

【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)

加藤真琴（東 41）リタイアして 11 年目。今は過去
の生活の償いの生活です。犬 2 匹の散歩と 3 度の食事
の準備と弁当づくり。たまに「釣り」に出かけ、かれ
い 60 ㎝、ヒラメ 82 ㎝を釣りあげました。
［米沢市在住］

【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)・佐
藤知由(東 60)※
【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)

山田幸生（東 41）電気通信大学に特任教授として週
2 回勤務しています。
［土浦市在住］
南斉敏夫（仙 43）退職してから 10 年間、非常勤と
して勤務し、今年の 3 月、晴れて自由の身となりまし
た。しかし、長年ソフトボールに携わってきたために
仙台市協会副会長、
青葉区会長になってしまいました。
土曜、日曜は中体連、高体連、各協会の大会の審判に
携わって忙しくしています。
［仙台市在住］

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、日々雑感等、ご寄稿をお待ちしております。
幹事長 菅野憲幸（東 42）
〒145-0064 東京都大田区上池台 3-23-15
電話兼 FAX 03-3727-5990
E メール nkanno@wonder.ocn.ne.jp

鈴木浩美（東 46）昨年 9 月末で定年、蔵書や資料を
少し整理しました。昨年 12 月末から簡裁判事として
再スタートし、
民事調停や刑事事件を担当しています。
地裁や高裁と異なり、関係者は高齢者が多く、社会福
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