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次期繰越金

6,330,917
合計

6,575,006
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当番幹事の皆さん

レオン

利幸（昭和

年卒）

企業の取り組み
スポーツを通じた恩返し
廣田

初めて参加させていただいた東
京支部総会。しかも、大先輩の前
での講演。さすがに、高校時代、
怖いものなしで、放蕩な生活を送
っていた私も少々緊張してしまい
ました。
とはいえ、そこはラグビーで培
当番幹事を終えて
った突破力で、２０２０東京五輪
に向けた旬のテーマでもある、企
直江 利克（昭和 年卒）
業スポーツの取り組みを紹介させ
前々回の支部総会で、昭和 年
ていただきました。
卒の出席者はゼロでした。そして
いま、トヨタが社をあげて取り
代表幹事を受ける者もなく、共同
組んでおります「スポーツへの恩
代表という形で当番幹事業務がな
返し」
「スポーツ選手への恩返し」
んとか始まりました。まずは、手
伝ってくれるメンバー探しですが、 「スポーツを通じた地域への恩返
し」につきまして、各方面でご活
そもそも東京に誰がいるかわから
躍されている同窓の方々に少しで
ない。しかし、便利なものがあり
もご理解いただけたかと、勝手な
ました。facebook。
がら満足しております。
四谷で鍋をつつきながらの顔合
また、こうした機会は、久しく
わせで、高校時代の記憶がない者
会っていない先輩・同期・後輩と、
同士も意気投合し、前回の幹事を
楽しく杯を傾ける場であるととも
された先輩方からアドバイスも頂
に、私にとって、高校時代同様、
きキックオフ。会場のホテル探し、
悪戯が働ける絶好の場（笑）です。
イベント企画、会費のコンビニ収
今後とも役員の皆様のご指導の
納での便利化などの計画的な準備
下、本会を盛り上げていきたいと
は男子のお仕事でしたが、案内状
思います。
ありがとうございました。
作成から、電話やメールでの照会

編 集 後 記

会員だより

			

りに。
パソコンなどのほこりよ
けに。
きりがありません。
皆 様 も ご 自 分 のオ リ ジ ナ ル
な使い方でどうぞ。

交通費

ペット保険

51,272

永井 真樹子
（平成４年卒）

動 物 病院は病院 毎に診 療 費の
設定が異なるため、
費用が予測
しにくく、
かつ人間のような健
康 保 険がないため高 額にな り
がちです。
ペット保険があれば、
金銭面の不安を和らげ、
病院に
通いや す く な り ま す。動 物 は、
体 調が 悪 化 するスピードが人
間よりも速いため、
早めの受診
が非常に大切です。

事務所使用料（2 年分） 120,000

手ぬぐいの
新しい使い方

金額（円）

支出の部

馬場 康行（昭和 56 年卒）

うちのモカは、
メスの子猫。
機嫌
のいい時には僕が顔を近づける
と鼻を付けてくれる。
冷たくて
気持ちいい。
でも普通はプイッ
と顔を背ける。
人間だと JK の年
頃。
親父相手に妥当な線か。

8,298
雑費
			
6,575,006		

0
324

18,500

			

合計

5,670
貯金利息		

HP 費用

0

通信費
雑収入		

会報印刷代
			

（内訳）
（内訳）		

33,851
年会費分		

77,000

6,498

237,591
支部会費		 257,000

支部運営費

6,317,682		
前年度繰越

金額（円）		

収入の部

総会補助費

みなさん、
「ペット保険」
をご
存知でしょうか。
犬や猫などの
ペットが動物病院にかかった際
の診療費を補償する保険で、
保
険会社によって、
かかった診療
費の一定割合
（ ％など）
を補償
するものと、
定額
（５千円など）
を補償するものがあります。
最 近 はペット を 家 族 として
扱い、
「何かあればすぐ病院に」
という 飼い主は少 な く あ り ま
せん。
ただ、
人間の病院と違って

http://kinran-tokyo.in.coocan.jp/

は他にもいろいろな使い方・楽
しみ方があります。
特に注染では、
糸自体が染め
られているので 非 常 に 通 気 性
が良く乾きが早い。
汗も良く吸
うので浴 衣や子 供の甚 平に最
適。ま た、晒 木 綿の特 性で洗 え
ば洗うほど柔らかくなり、
色も
程良く抜けていきます。
形を選ばないし裏 表 なく 両
面が染 まっているので、
ラッピ
ング用にいかがでしょう？お弁
当箱・ペットボトル・ティッシュ
ボックス・単行本など。
額に入れ
たり 箱に 巻いたり して 絵 画や
ファブリックボードとして。頭
や首や腰に巻いてファッション
として。食 卓でランチョンマッ
トとして。
カフェカーテン代わ

●支部会計報告（平成 26 年度）（平成 26 年１月１日～１２月３１日）
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支
 部の最新情報がご覧になれます。東京支部へのお問い合わせ、
メールアドレスの登録や変更もホームページからお願いします。

我が家のアイドル～レオンちゃん
茶色と白色の毛並みはサラサラ、
つぶらな瞳でイケメンのパピヨン
です。
みんなが帰宅すると、
大喜び
で走り回ったり、
顔をペロペロし
たり。
甘えんぼうで、
みんなのお布
団で寝るのが大好き。
すっかり家
族の一員です。

モカ

対応、出欠確認、そして当日の会
場回しといった修羅場は、まさに
女子が輝く大手前高等学校でした。
やり終えることができましたの
は、役員の皆さんからの温かいご
指導と同級生の熱い思いのお蔭で
す。ありがとうございました。

石原 義久（昭和 56 年卒）
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●金蘭会東京支部ホームページ

無事終えることができました。
参加者は154名、その中には
５名の大学生も。壇上から将来の
抱負などの発表に会場は和みまし
た。

会員の皆様の原稿を読んで刺激を受けます。この紙面のデザ
イン・制作も会員の方（昭和 46 年卒）。
会報への思いが皆様に伝わればいいなと思います。ご協力も
よろしくお願いします。
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● 3 行広告、原稿募集
出
 版本、
個展、
講演会、
講習会、
教室等の有料広告のほか、ご意見、
エッセイ、
趣味やペットコーナー等原稿も募集しています。

なつかしの
あの駅名がテーブルに

59

会議費

講演する廣田利幸さん

●支部会費
年会費として１, ０００円をお願いしております。払込用紙が
２通同封されていた方は同封の総会案内をご覧いただき、いず
れか一方の払込用紙にて、コンビニ等からお支払いください。
なお、今年度から当分の間終身会費払込みを一時停止すること
について、昨年の支部総会で承認されました。

2015年 月 日（日）
、飯田
橋のホテルメトロポリタンエドモ
ントで第 回金蘭会東京支部総会
が開催されました。幹事団を務め
た昭和 年卒有志の皆さんのアイ
デアで、
各テーブルには「天満」
「森
ノ宮」
「鶴橋」などの大阪環状線の
駅名が付けられました。
イベントは、トヨタ自動車勤務
の廣田利幸さん（昭和 年卒）に
よ る「 企 業 の ス ポ ー ツ へ の 取 り
組 み 」 に つ い て の 講 演 が あ り、
2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けた取り
組みへの熱意が伝わってきました。
合理化・省力化のために、この
総会より出席の連絡や参加費の支
払い方法などが変更され、参加費
も諸般の事情で増額となりました。
そのため諸々の手続きが混乱する
のではと心配しておりましたが、
幹事団の団結力と努力で乗り切り、
5

総会会場のメトロポリタンエドモント

7
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編集・発行／金蘭会東京支部（大阪府立大手前高等学校同窓会）
事務室／設楽・阪本法律事務所内
〒 104-0061 東京都中央区銀座 6-7-2 みつわビル 3F
http://kinran-tokyo.in.coocan.jp/

終身会費分		 180,000

抱負を語る大学生の会員

91
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11 回目は二子玉川の「梅蘭」でのランチ会で、学年を越えた 20
名が参加しました。90 歳を迎える方からの「毎朝 5 時半に起
きて家の内外を掃除し、毎週美容院（病院ではなく）に行ってい
ます。」との言葉に思わず感嘆の声が漏れました。今年も 10 月
の土日に開催予定です。金蘭会に関係する方なら学年・住所を問
わずどなたでも参加でき、お一人でもすぐ馴染めます。

May.

連絡先：竹村 泉（昭和 48 年卒） TEL. 080-5448-7848
Ｅ mail：426izumi-t@e08.itscom.net

田中 啓介
（昭和 年卒）

●仲間募集…「二子玉会（ にこたまかい） 」

縁があって一昨年から大阪発
祥の 伝 統 技 法
「注染」
の 手 ぬぐ
いを 東 京で発 信 し販 売 させて
頂く仕事をしております。
機械で作られるものと違い、
1枚1枚 職 人の技 と手 間が 活
きる手ぬぐいを見ていると
「や
はり日本人ってすごいな」
と思
います。
今では手を拭うという
役割はほとんどタオルにとって
代わられていますが、
手ぬぐい

Inf or mation
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いう方もご心配ありません。
「サッカーはちょっとキツイな」という

の日本開催に向け、

方は懇親会だけでも大歓迎です。人数を増やして盛り上げていきま

高まり、ラグビース

ラグビー部の部員増

連絡先：

にもつながることを

支部幹事長／白石

念願している。

080―2346―7822

国際弁護士の或る思い出

勝 35 敗 3 分）と日本（1 勝）だけである。19 年のワールドカップ

私

ボールを追いかけて楽しんでいます。
「高校卒業以来やってない」と

1979 年京都大学大学院修了 工学修士／川崎製鉄株式会社入社 ( 現
JFE スチール ) ／ 2000 年国際協力事業団
（現 独立行政法人国際協力
機構）国際協力専門員／メキシコ、セネガル、インドネシア、カンボジアの
勤務を経て現在 JICA ケニア事務所勤務、
技術士
（建設部門）

増している。大手前

で、
交渉は難航しました。
もっとも、
イスラム教徒の担当者が礼拝のために中
座するたびに会議は中断し、
その間は休憩することが
できました。
この難しい案件を何とか片づけることが
できたために、
それが突破口となって、
私はその後こ
の分野の業務を展開することができましたので、
その
時の苦労も今となっては楽しい思い出です。
私の所属する法律事務所
（現アンダーソン・毛利・友
常法律事務所）
は、
入所当時弁護士 人ほどでしたが、
新人・中途採用と合併を繰り返して今では400人を
超える規模になりました。
取り扱う案件も、
一般企業
法務や訴訟から資金調達、
Ｍ＆Ａ、
独禁法、
税法、
倒産
法に至るまで、
あらゆる法律分野にわたっています。
この 年間の弁護士業界の変化には驚くばかりです。

南アに勝ち越しているのは世界で 2 国、ニュージーランド（53

発銀行と同様、
多国間条約に基づいて設立された国際
機関で、
アフリカ諸国のみならず世界中の国々がこの
条約に加盟しており、
この機関が世界の主要資本市場
で調達した資金はアフリカ諸国の資金需要を満たす
ために使用されます。
このような債券発行に関して弁
護士が携わる仕事は、
関係契約の作成や交渉、
また投
資家向けの開示書類の作成です。
私は、
この案件のために、
当時アフリカ開銀の本拠
地が所在したコートジボワール共和国の首都アビジ
ャンに出張しました。
同僚の弁護士達からは、
「フラン
スのコートダジュールに出張するのか」
と羨ましがら
れましたので、
私は、
そのたびに
「アフリカのコートジ
ボワールです」
と訂正しなければなりませんでした。
私にとって、
アフリカに行くのもアフリカの人と接す
るのも初めての経験で緊張しましたが、
案の定、
アフ
リカ開銀は万事アジア開銀並みの待遇を要求するの

う予定です。

は、昭和 年に弁護士登録をして以来、企業法
務、
主として国際的な資金調達に関する弁護士
業務に従事してきました。
その間多くの案件を取り扱
いましたが、
中でも印象に残っているのは、
昭和 年
のアフリカ開発銀行による日本国内で初めての債券
発行です。
アフリカ開発銀行は、
世界銀行やアジア開

な戦略がことごとくはまり、強豪国南アに日本が喰らいついていく

混沌の中の一条の光

れまで、駒沢と調布でサッカー部 OB 戦を開催しており、今年も行

とで、
会社を辞しての転職となる。
猶予期間は１年間。
興味はあるが、
家庭や仕事のことを考えると四十代半
ばでの転職は無理と頭の中の振り子の振幅は大きく、
収束しない日々が続く。
期限も残り少なくなったある日、
意を決して大学の
恩師を訪ねた。
恩師は話を聞いて最後に一言、 混
｢沌
とした暗闇の中で進むべき方向を見失った時、
心静か
に瞑想し、
一条の光が見えたと思ったら、
信ずるままに
一
進めばいい 。
｣ 歩を踏み出す言葉になった。
インフラ施設の建設現場を訪問して現地の方々の生
活に接するたびに抱く
「日本の援助が彼らの生活の向
上に幾何かでも貢献できれば」
との気持ちが活動の燃
料になっているが、
脆弱な環境の中で貧しく苦しい生
活を営んでいる人たちはまだまだ多く、
単身赴任を支
えてくれている家族に感謝しつつ、
燃費の悪くなって
きた頭と体をごまかしながら一条の光を信じて混沌の
中を歩んでいる。

関東支部を設立することが正式に決定されました。関東地区ではこ

歴史を変えてくれた。ハードな練習と初戦の南ア戦を目指した緻密

政

滅危惧種であることを再認識した
次第。
※編集
 部注 神代植物園にキンランがあ
るそうです。

フリカ（以下、南ア）からの勝利（34 対 32）は日本のラグビーの

罪、
交通事故などの確率が日本に較べて桁違いに高い
国が大半であるが、
幸いにして命の危険に直面したこ
とはない。
大学では土木工学を専攻した。
自然を相手に大きな
ものを造ることに漠然と興味があったからであり、
就
職の際はこれに加えて海外の仕事もしてみたいと考
え、
当時海外に製鉄所を建設していた鉄鋼会社を選択
した。
鉄鋼建材製品部門、
海外エンジニアリング部門、
経営企画部門などを経て、
いつしか管理職の色合いの
濃い年齢となっていた。
そんな暮らしのある日、
専門誌
の
「国際協力専門員募集」
の広告に目が留まった。
なに
やら国際協力に従事する各分野の専門家を募集して
いるらしい。
土木分野ではODAで建設されるインフ
ラの案件形成や建設分野での専門家など、
経験や専門
知識が活かせそうな仕事である。
三十代半ばでの技術士の試験以来、
試験には縁が無
かったが、
自分の力が国際協力分野で通じるのかどう
か興味が湧き受験し、
合格。
現職との兼務は不可とのこ

喜んで下さり我々夫婦はそれを楽
しみに神代通いを続けております。
支部の皆様も自然がいっぱいの
神代にぜひ御来園くださいませ。

表現者のはしくれを
ゆらゆらと

大手前高校サッカー部 OB の方々、お元気にしてらっしゃいます

か？嬉しいお知らせがあります。昨年 11 月の OB 総会で、桐蹴会

府開発援助
（ODA）
にJICA国際協力専門員
として従事し 年を超えた。
この間訪問した国は
約 カ国、
駐在した国はメキシコ、
セネガル、
インドネ
シア、
カンボジアそして現在はケニアに勤務している。
のどかな途上国ばかりではない。
むしろ、
テロ、
一般犯

私の健康
生き生きボランティア
年卒）

幻の
「金蘭」
年卒）

年卒）

15 年秋イングランドでのワールドカップが終わって半年、ラグビ

ーファンとしていまだに幸せな余韻に浸っている。日本代表の南ア

（昭和 48 年卒）

奥野 眞弘
（昭和

田中 信男（昭和

しょう。
ラグビーへの関心は

吉永 孝一
（昭和

調布市にある都立神代植物公園
で定年後夫婦二人でボランティア
月
をはじめて早 年になりました。
に 回程出て来園のお客様を１～
２時間ご案内することが主な活動
です。

33

10

のものです。二十代から七十代まで幅広い年齢層が参加し、一つの
点差で相手のペナルティーを得たときの判断だった。

また、昨年 8 月に光が丘で練習会を行いました。写真は、その時
戦いが終盤まで続いた。最後に勝利を呼び込んだのは、終了間際 3

白石 吉行（昭和 55 年卒）
夏山 真也（ラグビー部 OB）
（昭和 50 年卒）

15

10

40

サッカーやる人、この指と～まれ
ラグビーワールドカップ余話

（旧姓：新宮）
（昭和 41 年卒）
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中学の同級生から母の実家が私
の住む地域にあったが今どうなっ
ているのか見てみたいという要望
があり母子ともどもご案内した。
その後、
お礼にと聖蹟桜ヶ丘のご
自宅に招かれたが、
近くの公園で植
物の鑑賞会をしているからと連れ
ていただいた。
植物に詳しいガイド
の女性がここに
「金蘭」
があります
ねと何気なく説明され目を見張っ
た。 センチぐらいの高さに鮮やか
な黄色い花がひっそりと華やかに
咲いている。
帰宅後、
広辞苑を開く
と金蘭会の名付け親の教養の深さ
に感銘を覚えた。

歳の春、
アメリカ南部の都市ア
トランタ、
カタコト英語だけが頼り
の生活が始まった。
今思えば楽しい
思い出が詰まっている。
愛犬を連れて帰国、
名前は美人、
彼女から見た中年夫婦の悪戦苦闘
ぶりを絵本にして出版、
絵描き人生
がスタートした。
ヨーロッパの裏町
にあふれ
る落書き
は人の営
みが蓄積
されあま
りにも美
しい。
朽ち
てゆく壁
と扉がモ
チーフの
油絵と格闘しながらヌードデッサ
ンを続ける。
毎年の個展は、
壁・抽象・裸婦と展
開、
今は銅版画にはまり込んだ。
対
象をそのまま描写すると、
うまいね
と褒められてそこで止まる。
自分だ
けの形や色味、
そこに表現があると
思っている。
今日は昨日より新しい表現者であ
りたいと、
絵・ゴルフ・自治会長と盛
り沢山なことに挑戦し続けている。

「ラブユー・ラブミー」

さん

木村 明子
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京都府立植物園や小石川植物園
などで尋ねても、
名前は聞いたこと
はありますがという答で金蘭が絶
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1971 年京都大学法学部卒業。1973 年弁護士登録。西村小松友常法律事務
所
（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所。1978 年ハーバード・ロー
スクール法学修士。1979 年ニューヨークのクラヴァース・スウェイン・ムー
ア法律事務所で研修。現在、富士電機
（株）及び第一三共
（株）社外監査役、野村
アセットマネジメント
（株）社外取締役、金融庁公認会計士・監査審査会委員、
日本証券業協会
「社債市場の活性化に関する懇談会」
委員。
©Aki Nagao
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園内の植栽種は大変多く
（４５００種 万本）
季節に応じて
変化にとんだ花や緑のひとつひと
つを近寄って見ながら、
あるいは香
りを嗅ぎながら楽しんで頂いてお
ります。
そんな中、
私は 年ほど前から園
内に有るものを中心に身近な木の
実を採り集めてお客様に見て頂く
ことを専門にやっております。
現在
常設３５０種に自由に手を触れて
頂きながら対面展示をしておりま
す。
園内ガイドも木の実展示もお客
様の反応は色々ですが、
大半の方は
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弁護士
独立行政法人国際協力機構 (JICA)
国際協力専門員

福若 雅一

さん

東京支部

Menbers of Voice Tokyo Kinrankai

クールの生徒数も倍

