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三河郷友会会報

三河郷友会ＯＢ会

新型コロナウィルスへの対応とＯＢ・ＯＧ総会中止について
理事長

中村 民雄

5 月の連休明け以降、新型コロナウィルスへの対応を学生会館の危機管理という視点から第二報をま
とめておきます。
連休が明けたら、少しは外に出られるかという期待もむなしく緊急事態宣言は 5 月末まで延長されま
した。でもその間、ＯＢから大量の「マスクと消毒液」の差し入れがありました。
「アベのマスク」も連
休前には届いていましたが、だれも着けている者がいなくレターケースに残ったままとなっていました。
ＯＢから送られたマスクはすぐになくなってしまい、消毒液も玄関・食堂の入口に設置し対策をとりま
した。世の中ではマスクは品不足で四苦八苦、差し入れされたマスクは館生のものなので小生は「アベ
のマスク」を使い続けていました（館内では小生だけ）。また、5 月末には大量のレトルト食品やカップ
麺の差し入れもありました。館内でオンライン授業を受けている学生には夕食の提供は通常どおり行っ
ていますが、昼食は自弁なので、温めればすぐ食べられる「ごはんとカレー」お湯を入れれば食べられ
る「カップ麺」は、何回か小分けにして館生に提供しました。こちらは、小生も昼食にそうめんとそば
を交互に食べていましたので「ごはんとカレー」
「カップ麺」は豪華な食事となりました。差し入れてい
ただいたＯＢに改めてお礼申し上げます。
さらに、品物ではありませんが、令和 2 年度の年会費の「改築改修積立金」として、6 月に配布され
た「特別定額給付金」と同額またはそれ以上送金して下さったり、年会費・積立金など多くの方々から
ご支援を頂きました。ここに改めてお礼申し上げます。今回ご支援いただいた「改築改修積立金」は、
現在進めている男子館外装工事費には繰り入れず、15 年後を予定している男子館建て替えの資金として
積み立てていきますので何卒ご了承くださいますようお願いします。
そんな自粛生活が続いていても、夏休み中は互いに工夫しながらストレスを解消していたようです。
屋上からトイのようなものをおろし、手作りの「そうめん流し」をやったり、中庭で花火をしたり（途
中で大雨となり残念）と、何とか乗り切ってくれました（ホームページにも上げました）
。
9 月に入り、後期の授業準備などで少しずつ館生ももどり始め、10 月からは９割方在館しているよう
です。それでもまだ、後期もオンライン授業という大学もあり数名の学生が実家にとどまっています。
小生も 4 日間の集中授業で半年ぶりに大学へ行きましたが、部活動は中止されていますので閑散として
いました。このころはまだ東京から来たというと白い目で見られたので、できるだけ教職員に会わない
ようマスクを着け下を向いて官舎と大学を往復していました。非常に肩身の狭い思いでした。
また館生は、そのころから少しずつ日常を取り戻してきました。館生が日常を取り戻すこととは、不
夜城の大声で騒ぐこととイコールなので、館長のところには「昨夜はうるさかった」という苦情が何件
か寄せられました。食堂のテーブルに透明なアクリル板を置いても、
「自己紹介させていただきまーす。
○○高校出身、
・・・・」と、やられてはアクリル板は何の役にも立たないのでヒヤヒヤしながら、
「学
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生もストレスが溜まっているんだな！」
「11 時前なら少しは目をつぶろう！」と、苦情が来ないことを
祈りながら、ウィズコロナ時代に向けて館長とともに模索しています。
10 月からは、小生も大学の対面授業がはじまり、東北新幹線を使った通勤をしています。ただ、在来
線に比べると新幹線はガラガラで 1 両に 10 人ほどしか乗っていません。それが「ゴーツートラベル」
「ゴーツー○○」で、東京も対象になりましたので少しずつ増えています。いずれにしても、週の前半
は大学、後半は学生会館というこれまでの生活パターンが戻ってきたのを機に、ウィズコロナ時代の会
館運営を検討し始めています。その手始めが三密となるОＢ・ОＧ総会を中止し、1 年延期を決めまし
た。また、創立 120 周年記念行事の一環として予定していました「男子館外装工事」はそのまま進める
ことにしました。この工事費（1,600 万円）は昨年余らせた繰越金と今年の営繕修理費で何とか間に合
いますので、改築改修積立金には手を付けません。工事は 10 月 19 日から本格的な足場づくりに取り掛
かり、12 月には雨樋や上水道管の補修も含めて完了することになっています。来年はリニューアルされ
た男子館で皆様をお迎えできることを今から楽しみにしています。
なお、10 月 30 日現在、足場を組み終わりペンキ塗りの準備ができたところです。この会報が届く頃
はペンキ塗りの真っ最中で、足場がとれるのは年末になりそうです。

次に、来年の新入館生募集については、従来どおり 12 月と 3 月に行うことを決めホームページに掲
載しました。今回からは、三密を避けるために保護者の付き添いは遠慮願い、受験生一人で来館するよ
うお願いし、集合場所や試験場・面接会場も男女別々に行います。また、受験生にはマスク着用をお願
いし、入室時の消毒やソーシャルディスタンスを徹底したいと思います。
なお、この間の理事会・評議員会は文書を配布し電話会議という形式で乗り切ってきました。オンラ
インやウェブ会議システムが整っておらず、旧態依然たる電話や郵便というスタイルでしたので年末あ
たりから対面式（アクリル板を挟んで）の会議を予定しています。それにしても東京都の感染者数が二
百人前後と高止まりしており、高齢者の多い理事・評議員を招集して良いものか悩んでいます。逆にそ
の分、小生は自宅にも帰れず、家族が差し入れを持ってくる単身赴任生活を 8 ヶ月続けています。おか
げで時間はたっぷりあるので、2 時間の散歩（徘徊かな？）と会館の管理運営のあり方から財務・税金
まで見直すことができました。ここで得られた知見は、
「令和 3 年度の予算案」及び 15 年後を予定して
いる男子館の改築への積立計画に反映させていきます。ウィズコロナの時代になり、世の中がいろいろ
と変化していきますが、三河郷友会へのご支援は旧来どおりお願い致します。
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公益財団法人三河郷友会ＯＢ・ＯＧ会の活動報告
・役員・新入館生との懇親会中止
・令和 2 年度ＯＢ・ＯＧ総会中止
・会報の発行、会費の徴収は例年どおり実施
・令和 3 年度新入館生の募集は例年どおり 12 月と 3 月に行う（保護者説明会及び同伴はご遠慮願い、
面接会場など「三密」にならないよう男女別会場を準備）

令和 3 年度の活動予定
・役員と新入館生との懇親会は令和 3 年 5 月９日（日）を中心に調整中
・令和 3 年度のＯＢ・ＯＧ総会は令和 3 年 11 月 21 日（日）を中心に調整中

令和 2 年度の会費納入者一覧（令和 2 年 4 月 1 日～令和 2 年 10 月 23 日）
（金額を入れず、会費の種類・口数のみ書きますのでご了承ください。
）
近藤 健太（普） 河崎 𠮷廣（普） 熊谷 詔男（普） 山本

親（特） 三浦

中川

淳（普特）藤澤 孝好（普）

明（普） 曽田 邦義（普） 野村 岳男（改 5）紅林

早川 勝博（普） 小澤 洋介（普改 3）橋本 謙蔵（普）岩崎
鬼頭

仁（普） 縣

誠（普特）高山 潤一（普） 佐藤 公彦（普特）稲垣 光治（普） 村田

味岡 秀樹（普特改 1） 鳥居 延行（普特改 1）

岡

明央（普） 岡

敏（普）
誠司（普）
寿（普）

花音（普）

藤井 和義（普） 牧野 成憲（普） 鈴木 一元（普） 大沼 敏行（普改 1）淺田 信二（普）
高柳

弘（普） 片岡 高文（普特改 1）谷川 憲三（普特）大竹 有二（普）加藤 定彦（普）

河崎 𠮷廣（普） 榊原 邦恭（普） 古居 充輔（普） 岩佐 正輝（普） 伊藤

学（普）

鈴木 章悦（普） 増村 清人（普特改 1）小野 原士（普）竹元 宏和（普）堀内 康平（普）
板垣 杏奈（普） 高木 謙介（普） 山崎 憲伸（普特）永井
岩月 一詞（普） 太田 博隆（普） 川澄

寛（普） 加藤 盛芳（普）

渚（普）清水 幹良（普特改 1）羽田 晴弥（特）

石川 邦雄（普） 大谷 重信（普） 尾崎 雅輝（普） 米田 𠮷孝（普） 井上 英二（普）
梅村 耕一（普） 寺嶋

隆（特改 1）石川𠮷之助（特） 梅田 尚志（特） 梅田 有哉（特）

浅井 重雄（特） 紀岡 義博（普） 荒牧

功（特） 榊原

潤（普） 浅井 和彦（普）

中村 民雄（普特改 5）渥美 桃子（普）早川久右衛門（普）鈴木 義久（普） 磯村 真人（普特）
杉浦 淳雄（普特 2）小川 源八（普） 林
渡辺 時啓（普特） 夏目
山崎 宣典（普特改 5）古澤

全宏（普） 浅井 和彦（普） 服部 具明（普）

俊信（普特改 1）伊藤 明義（普特）福間
龍平（普） 鈴木

淳（普）中西 雅俊（普）

哲（普） 加藤 康雄（普） 山崎 照晃（改 1）

後藤 彰彦（普特改 1）本多 光一(特） 片山

到（普） 金子蒼一郎（普） 勝部 敦史（普）

尾崎恵美奈（普） 長田明香里（普） 前田 裕己（普） 南 孝三郎（普） 内田

粛（普）

稲垣 昂樹（普） 竹内 精司（普） 柴田

裕（特） 財津 敦毅（普） 上原 智史（普）

安田 隆清（普） 松浦 一晃（普） 村松

誠（普） 芦沢 次郎（普） 竹内 義人（特）

大塚

一（普改 1）木下

満（改 1）近藤 啓勝（特）兵藤 雄之（普特）榊原 琢也（普）

渡辺 乃康（普）大坪ひろし（普特）松井 敏夫（普改 1）小野寺雅史（普改 1）河野 幸壱（普）
清水 俊雄（特 2 改 1）平野

元（特 2）鈴木 充樹（普）原田 俊彦（普）川嵜 直樹（普）

尾崎 香織（普） 加藤 博和（普）福井 康光（普特改 2）米津 佑哉（普）加藤 圭悟（普）
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荻野 寿喜（普） 田淵
前田

学（特） 青木 一正（普） 山口 和昭（普） 鈴木 基秀（普）

稔（普） 前田 文彦（普）山田 真己（普改 1）新美 英樹（普）伊藤 貴紀（普改 1）

深津 繁人（普） 高柳 政典（普）工藤 圭章（普）徳倉 正晴（普特改 5）神谷 寿興（普）
井上 允彦（普） 伴
（普）
：普通会費

謙吾（普）杉浦 芳博（特 7 改 7） 山田
（特）
：特別会費

（改）
：改築積立金

忠（普）

数字：会費の口数縣

令和 2 年度会費納入のお願い
三河郷友会ＯＢ会会則にもとづき、令和 2 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
特別会費（１口）
男子寮改築積立金（１口）

３，０００円
５，０００円
２０，０００円

＊（公益財団法人三河郷友会で「改築改修積立金」として積立てます）

創立百年史（残部僅少）

７，５００円

＊なお、普通会費・特別会費で繰越金が出た場合、公益財団法人三河郷友会へ寄付し、
「特定費用準備金（改築改修積立金）」に計上します。

・・・・・・・・・・・・・・・＜あ

と

が

き＞・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウィルスの蔓延で、3 月以降多くの行事の中止・延期を余儀なくされました。今年度の『会
報』が発行できるか心配しましたが、ＮＯ62・63 号とも何とか予定どおり発行できました。
学生にとって後期の授業が始まったとはいえ、大学でも会館内でも何かと制約されストレスのたまる
毎日だと思いますが、ウィズコロナ時代に向け生活実態の見直しをかけながら毎日模索しています。
（理事長
ＯＢ会事務局

中村民雄）

〒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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