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令和元年度総会報告 

 令和元年度の興譲館寄宿舎 OB 会総会が、11 月９日

（土）午後 2 時から、四谷・主婦会館プラザエフにおいて、

出席者13名で開催されました。 

※ 

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、今年

２０１９年は様々節目となる年で、まず、6月 22日に米沢

に於いて、米沢有為会の定時総会

後、創立130周年記念式典を開催さ

れたことの報告がありました。また、

今年は興譲館寄宿舎 OB 会が発足

し30年に当たり、興譲館寄宿舎OB

会として規約の目的にあるように、会

員相互の親睦と米沢有為会との関

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。特に創立 130

周年記念事業の一つとして取り組ん

でいる寮の施設改修と育英事業の

充実のための募金活動には OB の

多くの方々にご協力いただいている

ことに感謝の表明があり、引き続い

てこれからの方々に対する支援の

お願いがありました。 

 その後、大滝議長（会長）のもと議

事に入って、 ①前年度活動報告及 

び会計報告並びに監査報告、②新年 

度活動計画及び予算案、の提案が行 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新年度活動計画 
① 寄宿舎OB会をより進化発展させるための取組－若

いOB(1980年代、1990年代入寮者)への交流拡大 

② 有為会130周年事業等の協働支援 

③ 寄附金募集、未加入者への入会促進、資料提供等 

④ 現役寮生へのサポート対応 

⑤ 若いOBから将来（就職等）に向けた相談、アドバイス 

⑥ OB会通信の発行（会員の投稿等掲載） 

⑦ 会員相互の親睦と連携を深めるための定期総会開
催（11月9日） 

⑧ 東京・仙台両寄宿舎への歓送迎祝金と卒寮生に対
する記念品贈呈 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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。 

◇前年度（平成 30年 4月～平成 31年 3月）活動報

告：役員会の開催、『興譲館寄宿舎OB会通信』第４号及

び第５号発刊及び会員（600 名）への発送、東京・仙台興

譲館寮に寮生歓送迎会祝金各３万円贈呈。 

◇前度会計報告：収入合計 807 千円（運営協力金等

350千円、前期繰越 457千円）、支出合計 807千円（総

会印刷通信費・寄宿舎祝金等 551 千円、次期繰越 256

千円） ◇監査報告：適正な収支を確認 

◇新年度予算：会員の入会促進及び総会参加増を目

指し 746千円規模を見込む。 

◇現役寮生へのサポート、寄附金募集、有為会への

入会促進等の活動方針報告。 

 
 

 
 

(敬称略) 

総会参加者 ＜後列左から＞ 樋口正宏（東 37）・宮坂孝夫（東 42）・小島
建介（東 42）・川合勝雄（東 41）・加藤国雄（東 39）・佐藤陞三(東 38)・武
田篤(東 43)・菅野憲幸（東 42） ＜前列左から＞ 羽隅弘宣(東 34)・安部
壮一郎（仙31）・大滝則忠（東39）･小森力雄(東20)・高瀬勝（東37） 
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懇親会 
総会終了後、引き続いて第二部の懇親会に移り、今年

はゆっくり懇親・懇談ができるよう、着席で食事は弁当の

形式で行われました。冒頭、小森力雄さん（東20）のご挨

拶と乾杯の音頭で歓談に入り、続いて、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。その後、出席者全員から近況や在寮時

代の思い出、さらには寄宿舎OB会の今後の活動のあり

方に関しての提言等の発言があり、旧交を温め楽しい時

間をすごしました。むすびに、宮坂孝夫副幹事長（東42）

の音頭で元気な花笠三本締めがあり、午後 6時、盛会裡

にお開きとなりました。 
 

 

 
今回の参加者は少人数でしたが、それだけ懇親会で

は、着席で相互の親睦と深めると同時に、有為会のこ
と、学生寮のあり方、等々、意見の交換が深められた
と感じられるひと時を過ごすことができました。 
次の機会には、より多くの方々のご参加をお待ちし

ております。 

※※※※※※※※※※※※※※※ 

＜特別寄稿＞ 

興譲館寄宿舎OB会の設立と今後 

小森 力雄（東20） 

 平成元年 6 月 18 日、米沢市に於いて「米沢有為会

創立 100 周年記念式典」が盛大に挙行され、次いで、

同年10月25日グランドヒル市ヶ谷に於いて「米沢有

為会創立100周年記念祝賀会」と「米沢市制施行100

周年を祝う同郷会」が合同開催されました。 

かねて、興譲館寄宿舎が東京に明治 42 年開館（そ

の後、仙台、札幌、山形に順次開館）され、当時、80

年を経過し、舎生も多く巣立っており、この寄宿舎舎

生OB相互の親睦を図り、結束をして、母体である有

為会と寄宿舎の関係を密にして、米沢有為会並びに興

譲館寄宿舎の発展に寄与する事を目的として、興譲館

寄宿舎OB会の結成を、当時の小幡有為会会長に不肖

私がご提言申し上げておりましたところ、この趣旨に

ご賛意をいただきました。私が実行委員代表として実

行委員皆様のご尽力により、記念祝賀会の開始前に「米

沢有為会興譲館寄宿舎OB会」が結成されました。橋

本信舎生OB ほか諸先輩を初め舎生OB 諸兄 46 名の

出席でありました。設立前は、舎生OBで有為会加入

者は185名でしたが、設立後、舎生OBで有為会未加

入者に対し懸命に入会勧誘を行い新たに 81 名が有為

会に加入し266名になりました。 

同年12月20日、初めての米沢有為会興譲館寄宿舎

OB会名簿を発行いたしました。 

昨年の令和元年は、舎生OB会が平成元年に設立さ

れて30周年の意義ある年でありました。 

昨今の社会情勢は、目まぐるしく多様化が進んでお

り、寄宿舎に関する多くの問題についても、厳しい対

応が迫られております。 

有為会と寄宿舎OB会は共に一致協力をして、舎生

OB が挙って有為会会員となり核となるあらゆる対策

を講じ、一般会員と共に有為会並びに寄宿舎の充実と

発展に寄与されることを切に願うものであります。 

寄宿舎OB数 平成元 令和元 

① 明治42年以降累計 1,719 2,151 

② 上記の内住所明確者 720 612 

③ 上記の内有為会会員 266 193 

④ 未加入会員 454 419 

⑤ 有為会加入率 36.9% 31.5% 

有為会個人会員数 1,363 942 

有為会への寄宿舎OB加入率 19.5％ 20.5％ 

 

※※※※※※※※※※※※※※※ 

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！ 

中條 仁（仙25）卒寿を迎えました３月まで院長の

息子と共に診療していましたが、４月から老健施設勤

務です。足腰が弱くなったのでゴルフは今年でやめよ

うと思います。           ［仙台市在住］ 

 本田健夫（仙26）昭和25年以後の寮仲間も、生存

者は下條さん、中條さん、高山さん、板垣さんくらい

になってしまいました。      ［奥州市在住］ 

 飯沼俊男（東31）春先以来、妻が難病に罹患しサポ

ートに明け暮れています。      ［所沢市在住］ 

鈴木良平（東33）近くの農家から畑20坪借受け、

日常家庭菜園を楽しんでいる。このたび、バルト三国

のリトアニアの杉原千畝展示館とポーランドのアウシ

懇親会 
風景 
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ュビッツ強制収容所等見学してきた。 ［仙台市在住］ 

石原俊一（東33）当日は近所の小学校の「ふれあい

フェステｨバル」の自治会長としての活動があり欠席い

たします。            ［市川市在住］ 

須藤 進（札34）80歳になりました。まだなんとか、

登山、スキー等やっています。学生時代が夢のようで

す。               ［帯広市在住］ 

塚本祖玄（山35）退職後、法務関係（更生保護人権

養護等）の仕事を行っています。趣味は写真、旅行で

す。               ［米沢市在住］ 

 赤井淳一（東35）鉄道趣味の一環で、御殿場線山北

駅のキップ売り・鉄道資料館の運営、エアコンプレッ

ツサーで動く D52,70 号機の線路延伸のボランティア

に振り回されています。学生時代の専攻の獣医学では

獣医史会の勉強会にも参加しています。 

[神奈川山北町在住］ 

村山晃也（東36）京都に住んで51年になり、若き

時代の米沢、東京の生活が懐かしく思っております。

特に、東京興譲館の生活は若さの中に自由があり、今

思うと実に素晴らしい時代であったと思うのです。同

時期に興譲館寮で出会った面々が実に懐かしく思いま

す。次回は出席します。      ［京都市在住］ 

安部洋司（東38）早いもので寮を出て52年以上に

なり、西大久保の寮が懐かしく思われます。会員の皆

様方もお元気であられると思います。私も毎日体調維

持に精進しております。       ［横浜市在住］ 

高山征一（東40）少しずつ、植木屋なので作業して

おります。皆様の健康を祈念しております。 

［横浜市在住］ 

塚田昌伸（東40）肺気胸の為5回入院して、今回は

欠席いたします。盲導犬協会から譲り受けたワンコ 6

才と毎日散歩です。これから除雪の季節です。 

                ［米沢市在住］ 

中條良文（東40）歯科医師会の行事と重複してしま

いOB会を欠席させていただきます。会が盛会であり

ますようお祈り申し上げます。   ［米沢市在住］ 

本多和彦（東42）仕事を息子に譲り、暇をもてあま

しています。自宅にはいたくないので、会社のそばに

亡くなった両親の家があり、そこに毎日帰っています。

もっと暇な奴が遊びに来ます。正面玄関に貼紙をして

います。「世の中に人の来るこそ嬉しけれ。とは言うも

のの・・・お前ではない」（内田百閒）――誰も読んで

くれません。            ［米沢市在住］ 

福崎 進（東43）健康第一、畑仕事で頑張って、収

穫物（野菜、果物）を中心に食生活を改善しています。

健康診断ほぼ OK になりました。  ［米沢市在住］ 

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

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］ 

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］ 

斎藤祐介（仙H4）4歳の息子に毎日振り回されてい

ます。5 年ぶりに仙台に行きました。仙台はやはりい

いですね。          ［愛知県蒲郡市在住］ 

※※※※※※※※※※※※※※※ 

米沢有為会の動き 

協賛金募集 年度内！ ご協力のお願い！ 

興譲館寄宿舎OB会は、米沢有為会創立130周年記

念事業協賛金募金活動に、全面的に協力しています。

記念事業の中で、東京・仙台両興譲館寮の大規模改修

工事と創設された返済減免奨学金制度等の財源となり

ます。有為会の会員か未入会かどうかを問わず、これ

からご応募の皆様に、格段のご理解とご協力を心から

お願い申し上げます。 

興譲館寮の大規模改修工事の進捗 創立130周年記

念事業の柱として計画された大規模工事の第1弾とし

て、昨年初夏に仙台興譲館寮の関係が竣工しました。

真夏の各学生居室の暑さ対策として、居室の窓への内

窓の取付工事等が実施されました。第2弾は今年の夏 

興譲館寮（東京・仙台） 

令和2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 

寄宿舎OBの皆様へのお願い！ 

入寮生の勧誘！ お口添えお願いします！ 
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に着工する東京興譲館寮の第1段階工事で、54年前の

新築時そのままの各学生居室の大規模リニューアルで、

鉄製窓枠のアルミサッシュ化、床地の更新、さらに厨

房リニューアル。居室は畳敷きかフローリングか、現

役寮生の意見も聴きながら最終決定し、5 月に工事契

約を締結する準備の最終段階です。第2段階は、現在

検討中の女子学生の受入れ課題の決着に応じて、来年

以降に着工する計画です。 

第２回置賜地区高校生小論文コンテスト 昨年度に

引き続いて実施され、地区内の高校 2 年生 82 名（初

年度は 93 名）が応募し、10 月 26 日に東京第一ホテ

ル米沢で表彰式が行われました。米沢有為会ホームペ

ージに優秀作品が掲載されています。少子化時代と人

口減少が著しい地域と自らの今後が実体験も含めて真

面目に論じられています。 

地域未来を拓く若人フォーラム in置賜 米沢有為会

創立130周年記念事業として、令和2年1月11日に

米沢市民文化会館では、第一部パネルディスカッショ

ンでの高校生4名を含めたパネリスト討論、第二部「地

域と係わる探究型学習成果」の 6 高校生発表を開催。

隣接のナセ BA でのパネル展には、地区内 13 高校・

３中学校から探求型学習研究成果が展示されました。

米沢有為会と置賜地区高等学校校長会が共催。 

『会誌』創立 130 周年記念特集号 昨年末に『米

沢有為会々誌』復刊第 69 号「創立 130 周年記念特集

号」(A5判、267p)が刊行されました。次のとおり、多

くの寄宿舎OBが寄稿しています。近く米沢有為会ホ

ームページに搭載される予定です。 

下條泰生(仙25)｢祝辞｣／大滝則忠(東39)｢記念式典

式辞｣／手塚宮雄(仙41)｢『有為会130年の歩み』展まと

め｣／川合勝雄(東41)｢東京興譲館 ここ十年間の歩

み｣／滝口政彦(仙40)｢仙台興譲館十年間の歩み｣／伊

藤和夫(仙40)｢奨学金制度の変遷と今後の課題｣／菅野

憲幸(東42)｢興譲館寄宿舎OB会30年の歩み｣／＜寮生

活の思い出＞／樋口正宏(東37)｢東京興譲館時代の思

い出｣／山田幸生(東41)｢大きな夢、ほんの少しでも叶

えば大成功｣／山口昇一(東53)｢夢のような、ほろ苦い

記憶｣／武田誠一郎(東H3)｢東京興譲館寮の思い出｣／

平吹隆一(仙38)｢仙台興譲館寮の思い出｣／遠藤光広

(仙42)｢学生時代の心象風景｣／倉島尚(仙61)｢仙台興

譲館寮の思い出｣／岡田昌彦(札41)｢札幌米沢寮の思い

出｣／山水史生(札42)｢米沢寮の思い出｣／佐藤鐵舟(山

35)｢山形興譲館寮｣／＜米沢有為会への提言＞樋口正

宏(東37)･舩山秀一(仙35)／＜ごあいさつ＞大滝則忠

(東39)｢学生寮の経営課題｣／＜第27回文化大学＞加藤

国雄(東39)｢上杉鷹山の藩政改革とファイナンス｣ 

 

卒業寮生の予餞会 

◎東京興譲館 2月8日（土） 
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18日(土) 
米沢有為会仙台支部新年会にて 

（於：仙台興譲館寮） 

※寄宿舎OB会から、記念品をお贈りします。 

 

役員名簿（令和2年1月19日現在） 

よろしくお願いします  

＜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)・羽隈弘宣(東34)・佐藤

毅(東36)・安部三十郎(東48)・芳賀秀樹(札49) 

【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) 

【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) 

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 nkkanno53@gmail.com 


