
1 

 

 ＯＢ会報        ＮＯ.55(2016.9.28) 

       三河郷友会ＯＢ会                                           

 

            初夏の風物詩：寮のスポーツ大会 

                           理事長  中村 民雄（昭和 48年卒）  

 三河寮における初夏の風物詩といえばスポーツ大会。5 月の連休明けからはじまって 7 月初旬ころま

で、週末になると東京教育大学（教育の森公園）のグランド・目白グランド・東大御殿下グランドなど、

抽選で場所が確保されたところで野球・ソフトボールに汗をながしたものです。昭和 47・8年ころには

ウィークスというチーム名でユニホームを新調し、対外試合も盛んに行っていました。その後、竹早テ

ニスコートを使ってテニスも行っていました。これが、平成になると野球にかわってサッカーが盛んと

なり、ウィークスの名もサッカーチームにとられてしまうようになりました。他には、麻雀が根強い人

気を誇っており、現在も行われています。また、早朝ボーリングや囲碁・将棋・オセロといった室内ゲ

ームも時々寮の年中行事として行われています。 

 そんな三河寮の初夏の風物詩も女子学生会館ができると様変わりし、聞いたこともないようなニュー

スポーツがはやりだしたようです。インド発祥で、チェスや将棋の元になったと言われる「チャトラン

ガ」という競技だそうです。８マス×８マスの盤を使い、盤上の４スミに陣取った２対２のチーム戦だ

そうです。駒は「兵」４枚、「車」１枚、「馬」１枚、「象」１枚、「王」１枚の８枚が自陣で、サイコロ

の目と同じ数だけ時計回りに駒を動かし、相手チームのどちらかの「王」をとったら勝ちというものだ

そうです。掲示板に掲示されているルール解説を（何となく？）理解しながら書いているので、あまり

ピントこないかもしれませんが、小生も立ち会っていないのでこの程度しか分かりません。屋上から紙

飛行機を飛ばしたり、寮内鬼ごっこで廊下を走り回ったりとはひと味違う、新たなゲームがはやりだし

たようです。 
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 ひと味違ったといえば、今年はさらに「水鉄砲合戦」や「スイカ割り」など、新しい学生会館の文化

が花開きました。これが今後どのように成長していくかも見守りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ご報告：四釜厚子さんの白士会第 52 回日本画展について 

『ＯＢ会報』ＮＯ５３で紹介しました四釜厚子さんの今年度の展覧会が東京都美術館で開催されまし

たので見学してきました。今年の展示作品は「村人（インド・マンドウ）」と「貴州の女（中国）」の２

点でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

    平成 28年度ＯＢ会費納入者一覧（平成 28年 4月 1日～平成 28年 9月 2日） 

山本 幹雄  3,000（普）   満田  稔  5,000（特）   上原 智史  3,000（普） 

小嶋 邦昭  5,000（普）   安里仁一郎  8,000（普特）  中村 民雄 30,000（特 2改 1） 

加藤 吉男 10,000（特 2）   眞弓 隆浩  3,000（普）   岡本 浩之  3,000（普） 

小沢 洋介 63,000（普改 3）  福井 康光 23,000（普改 1）  新美 英樹  3,000（普） 

荒牧  功  3,000（普）   谷川  誠  3,000（普）   村松  誠  3,000（普） 

藤澤 孝好  3,000（普）   加藤 定彦  3,000（普）   山田 真己  3,000（普） 

村田  寿  3,000（普）   簗瀬 正邦  5,000（特）   戸谷 市三 20,000（改 1） 

味岡 秀樹 28,000（普特改 1） 山本  淳  3,000（普）   鈴木 章悦  3,000（普） 

鈴木 健壌  3,000（普）   水野 克宣  3,000（普）   石川 邦雄  3,000（普） 

山崎 宣典 28,000（普特改 1) 杉浦 嘉久  8,000（普特）   鳥居 延行 23,000（普改 1） 

曽田 邦義  3,000（普）   浅井  誠  3,000（普）   牧野 成憲  3,000（普） 

川出 厳郎  3,000（普）   古澤 龍平  3,000（普）   鈴木 義久  3,000（普） 

山口 廸彦  3,000（普）   高山 潤一  3,000（普）   山本 智永  8,000（普特） 

平野  元 10,000（特 2）   梅村 耕一  3,000（普）   伊藤  学  3,000（普） 

安藤 徹志  3,000（普）   都築 慎治 20,000（改 1）   榊原  潤  5,000（特） 

谷川 憲三  8,000（普特）  堀内 康平  3,000（普）   荻野 寿喜  3,000（普） 

大塚  一  3,000（普）   加藤 起己  3,000（普）   鈴木 章夫  5,000（特） 

工藤 圭章  3,000（普）   佐藤 公彦 28,000（普特改 1） 南 孝三郎  3,000（普） 

後藤 彰彦 50,000（特 2改 2） 浅井 重雄  5,000（特）   高木 謙介  3,000（普） 

山本 英二  3,000（普）   竹元 宏和  3,000（普）   大沼 敏行  8,000（普特） 

麻田 信二  3,000（普）   尾崎 雅揮  3,000（普）   中西 雅俊  3,000（普） 

鳥居 晴久  3,000（普）   三浦  敏  3,000（普）   伊藤 徹郎  3,000（普） 

小原 意精  5,000（特）   吉見 伝一  5,000（普）   片山  到  3,000（普） 

富川  学 23,000（普改 1）  田淵  学  3,000（普）   榊原 翔子  7,500（百） 

内藤 健司  7,500（百）   山内 康敬  7,500（百）   服部 具明  3,000（普） 

岩佐 正輝  3,000（普）   荒木  毅  3,000（普）   早川 勝博  3,000（普） 

堀田 義高  8,000（普特）  久田 敏樹 27,500（改 1百）  加藤 康雄  3,000（普） 

米田 吉孝  3,000（普）   尾崎 良康  3,000（普）   鈴木 基秀 23,000（普改 1） 

金田 季三  3,000（普）   上原 智史  3,000（普）   安川 彰吉  5,000（特） 

浅井 和彦  3,000（普）   都築 重和  3,000（普）   鬼頭  誠 20,000（改 1） 

福間  淳  3,000（普）   山田  渉  8,000（普特）  芦沢 次郎  3,000（普）       

山田  渉  8,000（普特）  鈴木 充樹  3,000（普）   藤野 宏之 10,000（特 2） 

岩瀬 真生  3,000（普）   安藤  充  7,500（百）   井上 英二  3,000（普） 

鈴木 一元  8,000（普特）  宮田 隆之  3,000（普）   小原 好雄  3,000（普） 

兵藤 雄之 23,000（普改 1）  杉浦 一晃  3,000（普）   稲垣 裕章  8,000（普特） 

村田 承子  7,500（百）   山田 俊介  3,000（普）   姫野 健二  3,000（普） 
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磯村 真人  3,000（普）   夏目 俊信  8,000（普特）  田中 良明  7,500（百） 

片岡 高文 23,000（普改 1）  杉浦 淳雄 25,000（特改 1）  山口 豊彦  3,000（普） 

松井 敏夫  3,000（普）   河合雄一郎  3,000（普）   榊原 琢也  3,000（普） 

川合 靖幹  3,000（普）   寺嶋  隆 25,000（特改 1）  紀岡 義博  3,000（普）  

米津 佑哉  7,500（百）   大須賀明美  7,500（百）   杉山 晃浩  5,000（特） 

伊藤 明義  8,000（普特）  小野 原大  3,000（普）   徳倉 正晴 108,000（普特改 5） 

大竹 有二  3,000（普）   深津 繁人  3,000（普）   高瀬 淳史  20,000（改 1） 

竹内 義人  5,000（特）   河崎 吉廣  8,000（普特）  小菅 豊弘  3,000（普） 

小野寺雅史  23,000（普改 1） 小川 源八  3,000（普）   鈴木 基史  3,000（普） 

長浜  隆  3,000（普）   青木 一正  3,000（普）   梁瀬 光章  5,000（特） 

深沢 泰司  8,000（普特）  川嵜 隆治  3,000（普）   都築 幸夫  3,000（普） 

川嵜 英輝  28,000（普特改 1） 仁枝 洋昭  3,000（普）  

 

       平成 28 年度ＯＢ会費納入について 

 三河郷友会ＯＢ会会則にもとづき、平成 28年度の会費をご納入下さいますようお願いします。 

 なお、ご入金は郵便振替（００１５０－８－２７４３４ 三河郷友会ＯＢ会）でお願いします。 

        

       普通会費           ３，０００円 

       特別会費（１口）       ５，０００円 

       男子寮改築積立金（１口）  ２０，０００円 

       ＊公益財団法人三河郷友会への寄付金として計上します。 

       創立百年史（残部僅少）    ７，５００円 

＊なお、特別会費等の繰越額についても公益財団法人三河郷友会へ寄付します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・＜あ と が き＞・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊お詫び：前号（第 54号）3～4頁に掲載いたしました「平成 27年度ＯＢ会費納入者一覧」のお名前が

第 52号に掲載した「平成 26年度ＯＢ会費納入者一覧」と同じではないかというＯＢからの

ご指摘を受けました。確認したところ、編集途中の原稿を誤って入稿してしまったことが分

かりました。大変申し訳ございませんでした。別紙として本号に同封しましたのでご確認く

ださいますようお願いします。 

 理事長就任のご挨拶号で最初から大きなミスを犯してしまい申し訳ございませんでした。 

以後気を付けますので、今後ともご支援の程よろしくお願いします。 

                               （理事長 中村民雄）                  

                 ＯＢ会事務局   〒112-0002 

                             東京都文京区小石川 5-19-37 

公益財団法人 三河郷友会内                                                                                                     

info@mikawagoyukai.net 

                              http://www.mikawagoyukai.net 

 TEL 03-3946-0342（館長：酒井） 
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