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8．寄稿 

   75 周年記念事業と丹下孝三さん             

S57 年卒 松崎伸一 

 

１．はじめに 

75 周年記念式典も滞りなく終了し，ほっと一息といった平成 18

年 9 月 19 日の朝，河本さん(S31)から会社に電話があった。丹下

会長が危篤との報せだった。あまりにも急な話で耳を疑った。16

日朝，元気な姿を拝見したばかりだったのに。しかし，20 日午前

3時 57 分，丹下さんは永久の眠りにつかれた。 

75 周年事業が斯くも盛大に開催できたのは，丹下さんのご指導

のおかげである。実行委員会を立ち上げ，一緒に準備を進めたの

はほんの短い期間ではあった。しかし丹下さんから多くの貴重な

ご指導を頂いた。75 周年事業における丹下さんの想い出を，OB

会の経緯とからめて綴ってみたい。 

 

２．松山中学・松山東高ラグビー後援会 

ラグビー部の OB 会がいつ発足したのか，これについて明確に記

述した書き物を私は知らない。戦後すぐの昭和 21～22 年には，細

田虔さん(S14)が監督を努められ，その後も，大西五郎さん(S13

四修)，河辺八郎さん(S15)，松原洋さん(S15)，丹下孝三さん(S23)

達が監督・コーチを努められたことからも，我が部は現役と OB

との繋がりが深かったことが類推される。そもそも我が部は，松

中 OB の二宮晋二先輩のご尽力により発足した部であることから，

そうしたことは“当然”のことなのかもしれない。 

私が OB 会の存在を書面で確認できているのは，S45 年の花園出

場時の新聞記事である。記事には「後援会」との記載がある。俊

三先生が赴任されかつての強さを取り戻した現役を，“組織的に支

援してやろうではないか”と後援会が発足したのではないかと思

われる。さらに S50 年頃には，二神軍四郎さんが代表として挨拶

を載せている『松山東高ラグビー部後援会』資料も残っている。

後援会が正式名称なのか，OB 会が正式なのか，細かなことは承知

しないが，基本は松中 OB が中心となって立ち上げた組織であり，

その第 5 代の会長が丹下孝三さんである。蛇足ながら，初代会長

は泉(旧姓関谷)忠義さん，2代目：二神軍四郎さん，3代目：土居

通弘さん，4代目：細田虔さんである（これは 75 周年実行委員会

の場で丹下さんに確認したことである）。 

 

３．若手 OB 会 

一方，S57 年卒 OB が S59 年元日に同期会を実施し，これを母体

に発展してきた会がある。長年 S57～59 年卒の 3 世代間で飲んで

いたのだが，H7 年にはその輪を S55～S61 年卒に広げ，紅白戦お

よび懇親会を開催した。さらに H9年には声掛けの範囲を新卒にま

で広げた。ただしこの会には規約はなく，OB 会という組織形態を

とったものではない。現役監督から「試合と懇親会を開催します

ので，参加しませんか？」という案内を送る形をとったものだ。 

 

４．OB 会の 1本化 

そのように，S55 年卒以下の若手 OB で，正月に OB 戦を実施し

懇親会も開くようになって何年かたったとき，松山にいらっしゃ

る年配の OB の方からも声を掛けてもらえればありがたい旨の声

があることを聞くに至り，S54 年卒以前の方々にもご案内を差し

上げることとした。H15(2002)年暮れのことだった。 

 そうしたところ，丹下さんから以下の返事が届いた。 

 

 前略 今年も後僅かになり，突然のお便り嬉しく拝受しまし

た。私，現在，松中・東校ラグビーOB 会の会長をさせて頂いて

居ります者です。年 2回ゲームもさせて貰って居ります。此の

様な機会を持つなればもっと早いうちにご連絡（御相談）戴け

れば輪も大きくなった事と思います。会の御盛会をご祈念致し

ます。良い年をお迎え下さい。 

 

 ラグビー部に OB 会があることは初耳だった。正確に言うと，高

校時代，伊予鉄会館で開催された OB 会の席上に現役が呼ばれ現役

主将として挨拶をした記憶があるので，あったことは知っていた。

しかし，現在も活動していることはつゆ知らずであった。まして，

年 2回試合していることなど。 

 その後，2006 年の OB 会の案内をお送りしたところ，下記のよ

うなお返事を頂いた。 

 

 謹啓 今年一年も大変お世話様になりました。引き続き来年

もよろしくお願い致します。小生体調が悪く，出席できません

が，ご盛会を祈念いたしております。ここらで OB 会の一本化を

と思っております。その様にお運び願えれば幸いです。皆様に

よろしく。 

 

丹下さんにとっては，「会長である私に相談もせずに若いもんが

勝手にやりおって」と思われていたのではないかと思うが，こち

らはこちらで，前回の返事を頂いて以降は「正式 OB 会は丹下さん

を会長とする組織。我々の集まりは，単なる正月飲み会」のスタ

ンスであった。とは言うものの，実体的に OB 会が 2つ存在するの

もよくないであろうことから，丹下さんの言われる一本化をどう

したものかと思案。ない頭で考えて出た結論が，『75 周年事業を

行い，それをもって OB 会の一本化を図る』という案。そこで，平

成 18 年 2月 4日，地元在住の約 20 名ほどの OB 諸氏に集まってい

ただき，話し合いを持った（第 1回実行委員会）。丹下さんにもご

連絡差し上げたのだが奥様より「旅行に行っている」とのことで

ご出席いただけなかった。 

そして，まず，75 周年事業の実施については，満場一致を持っ

て賛同いただけた。そして 1本化の工程について議論したところ，

現在 OB 会には規約が存在しないことから，規約を制定し，本日の

内容を丹下会長に報告した上で OB の皆様に規約案を周知した後，

今秋に 75 周年記念イベントを実施し，これをもって OB 会を 1 本

化することとなった。 

 実行委員会の場では，会長選出も議題にあがった。河本さんと

いう案もあったが，松中と東高の一本化を図るのであれば，やは

り丹下さんしかいないということとなり，引き続き丹下さんに会

長をお願いすることで話がまとまった。 

 

５．丹下会長への説明 

第 1 回実行委員会終了後，急いで議事録を取りまとめ，丹下さ

んに郵送した。その後，丹下さんから河本さんのところに電話が

あり河本さんが「説明しといた」ということだったので，ご了承

いただけたものと思っていた。 

しかしその後，4 月に入って，今回のイベントに関して丹下さ

んがご立腹であるとの噂が入ってきた。確かに書面ではお送りし

たものの，正式にご説明差し上げてない。誤解されているところ

があるのであろう。当方の説明不足を詫びるべく，取り急ぎ以下

の文書を丹下さんに FAX し，丹下さんと会うこととした。 

 

①2003 年正月に若手 OB が中心となって OB 会を開催した際，松

中 OB の方々にもお声かけさせていただきましたが，元日にわざ

わざ学校までご足労くださった松中の諸先輩方にご挨拶をせず

に，不愉快な思いをさせましたこと，お詫び申し上げます。当

時は，諸先輩方をお迎えする体制も整っておらず，運営が未熟

であったこと恥じております。 

 

②今回，75 周年イベントを企画しておりますが，丹下先輩への

ご連絡が遅くなりましたことお詫び申し上げます。2 月に，75

周年記念事業実行委員会を開催したく，丹下先輩のご自宅にお

電話差し上げたのですが，奥様から「ちょっと 2～3日旅行に行

って戻ってこない」とのご返事でした。その旅行という言葉を

真に受けてしまった私は，その後も数日おきにご自宅にお電話

差し上げ，奥様にご迷惑をおかけしてしまいました。記念事業

を行うかどうか早急に判断すべきと考えておりました関係で，

申し訳ございませんが，丹下先輩ご欠席にも拘らず，75 周年記

念事業実行委員会を開催させていただきました。その議事内容

につきまして，議事録を書面でお送りしたところ，丹下先輩が

河本先輩のところにお電話くださったようで，「議事録にある方

向で進めることになったからと丹下さんに説明しておいたよ」

（松山中学・松山東高ラグビー部 会報 2007 より抜粋） 
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と河本先輩からお聞きしました。私の方からも直接お電話差し

上げようと思っておりましたが，奥様にご迷惑をおかけした一

件がございましたので，ためらっておりました。丹下先輩のご

意志を直接お伺いするべきであったと反省しております。 

 

③現在，私が行っている活動は，母校ラグビー部の活動の延長

であります。活動の内容は，現役の試合結果のホームページ公

開および年 1回の OB 懇親会開催です。ですので，正月の OB 会

のご案内も，現役監督名で発信しております。松中・東高ラグ

ビー部の OB 会は，丹下先輩が会長をされている会が唯一存在す

る組織との認識であります。私が丹下先輩に何らご説明申し上

げず，活動を進めてしまったために，丹下先輩に誤解を与えて

しまっているように思います。その点は深くお詫び申し上げま

す。 

 

④さて，75 周年事業についてですが，まず，添付資料のような

文書を OB 諸氏に 4 月にお送りできたらと思っております。75

周年事業の概要をかいつまみますと， 

   ・松中－師範定期戦 

   ・記念パーティー 

   ・記念誌の発行 

です。愛媛ラグビーのルーツ校として恥ずることのない事業に

いたしたく思っております。事業を立派なものにするため，丹

下先輩から貴重なご助言を頂きたく思います。 

 

以上のように考えている次第であります。 

詳細につきましては，19 日（水）にお会いしたときにご説明さ

せていただければと思います。丹下先輩のご了解を得られまし

たら，その後， 

 

 4月 22日  第 2回実行委員会開催（開催日の決定，規約(案)

の発送） 

（実行委員会は今後毎月 1回の頻度で開催） 

 5～8 月   記念誌編集，住所録の整備，会場手配 

 7 月 or8 月  記念事業開催案内を OB に発送 

 9 月 or10 月 75 周年イベント実施 

 

というような感じで準備を進めていきたいと考えております。

勝手ながら記念誌を私の方で編集中でありますが，まだまだ最

近の写真やトピックスが抜けていますので，丹下先輩のご了解

が得られたら，e-mail で広く OB に周知して，原稿・写真を集

めようと思っております。記念誌の編集方針についても 19 日に

ご相談させていただきたく思います。 

以上，思うところを勝手ながら書かせていただきました。ご指

導賜りますようお願い申しあげます。 

 

 4 月 19 日に丹下さんの会社に行ってみたら，河本さんもお見え

になっていた。「河本君も一緒にいた方が話が早いだろう」という

丹下さんの配慮であった。事前に文書を FAX しておいたこともあ

り，話は早かった。「君の案で了解」と丹下さん。記念事業が正式

にスタートとなった。 

 

６．75 周年記念事業実行委員会 

丹下さんに了解いただけてからはイベントに向かってまっしぐ

らであった。その後，4月 22 日，7月 1日，8月 19 日に実行委員

会を開催したが，丹下さんの指示は明確であった。例えば， 

○記念誌について 

・学校長に巻頭言を書いてもらうこと 

・費用を立て替えなくていいように，振込用紙を先に発送するこ

と 

○記念式典について 

・校長と県協会長を来賓に呼ぶこと 

・司会は素人で十分。たどたどしいくらいがよい 

・横断幕の文字も学校の先生に書いてもらえばいい 

・テーブルの花は不要（形式は保つが華美なことはしない。質実

剛健がいい） 

など，長年の同窓会運営の経験に基づいて詳細な指示を下さり，

我々が迷うことはなかった。酒席に現役を呼ぶことについて，他

者から何か言われないかと最後まで心配されていたが，そうした

繊細な気配りには感嘆した。 

しかしひとつだけ，愛大との調整には苦慮した。夏頃，突然愛

大も 75 周年をやりたいと言い出した。記念試合を一緒にするのだ

から断る理由はない。実施を了承したが，式典は別会場でやりた

いと愛大が言う。丹下さんも私も合同での式典をお願いしたが，

あくまで愛大は単独開催を望んだ。私は何とか調整できないもの

かと思ったが,丹下さんは一言，「ほっとけ。好きにやらせろ。」繊

細かつ決断力のある運営には恐れ入った。 

実行委員会の場では，部歌の編集作業も行った。編曲中の歌を

聞いてもらったが，丹下会長が「古城のもとの学び舎に・・・」

と口ずさんでいらっしゃったのが印象に残っている。 

8 月に開催した最後の実行委員会のとき，丹下会長は 30 分程度

遅れてこられたのだが，やややつれた感じを受けた。この頃から

体調がお悪かったのであろう。 

 

７．75 周年事業 

 さて，本番も間近となった 9月 11 日，丹下さんに電話したとこ

ろ入院されていた。けれども，「当日は大丈夫。行くけんな」との

話だった。しかし，OB ジャージーは丹下さんが保管していたので，

ジャージーを持って砥部に来るのは大変だろうから，当日の朝受

け取りに行くことにした。 

そして，16 日の朝 9時頃，丹下さんの自宅に伺った。客間に通

され，ちょっとして，いつものお元気な丹下さんが現れた。まず

は，握手。いつもの丹下さんだ。前日刷り上ったばかりの記念誌

をお渡しした。簡単に目を通してくださり，喜んでくださった。

そして丹下さん， 

「ちょっと体調を崩してな。いかんかい。昼間はちょっと行けん

わ。でも夜は行きますけんな。」 

とのこと。そこで，定期戦の表彰をどうするか等の指示をいただ

いた。さらに丹下さんは， 

「体調を崩して入院しとったのよ。今，がんセンターにおるのよ。 

退院したらラグビー部にたっぷりお祝いをするけんな。試合は見

にいけんけど，夜の会は行けたら行きたいと思っとる。ワシには

80 周年はないけん，75 周年は是非とも行きたい。」 

とおっしゃった。 

 この他，私から「S30 年卒の和田さんがよろしくとおっしゃっ

てました」とお話しすると「ああ，あの代はワシがしごいたけん

な」と丹下さん。そんな話を 10 分程度して，丹下さん宅を辞し，

砥部に向かった。 

 砥部では OB の方々に「丹下さんは？」と聞かれたが，私は丹下

さんのおっしゃったとおりを伝えた。記念式典には元気な顔を出

してくださる，そう信じていた。しかし式場の丹下さんの席は最

後まで空いたままだった・・・。 

 

８．式典終了後 

 そして，冒頭に書いた河本さんからの電話だ。元気そうな姿を

見ていただけに信じられなかった。 

 9 月 22 日に通夜，23 日に告別式がとり行われた。その際，ご遺

族から聞いた話を紹介したい。 

 

 丹下さんは 75 周年を大変楽しみにされていたそうだ。 

「今度の会はでかいんや。久しぶりじゃけん楽しみなんや」と。 

式典前日も病院で，娘さんに， 

「ダブルのスーツを用意しておけ」 

「お前らは，わしの髭をよーそらんやろうなぁ」 

と語られていたそうだ。しかし，実は数日前から体調が弱ってい

たそうだ。19 日朝，私がご自宅に伺った際も，ずっと寝ており，

娘さんが「会うの？」と聞いたら「会う！」ということで，お二

人の娘さんが起こしてつれてきたのだそうだ。そういえばパジャ

マ姿だった。そして娘さん達は，私との会話を扉の向こうで，「あ

あ，いつもの父さんの元気な声だ」と涙して聞いていたそうだ。

最後の力を振り絞っての元気だったのかもしれない。そういう事

情を私は承知しなかったため，まさか 4 日後にお亡くなりなると
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は想像もつかなかった。 

その後，私が辞したあと午後 3 時になって，奥様が「式典どう

するの？」と聞いたところ，「しんどいけん行けん」とのこと。そ

の後，急激に体調が衰えられ，20 日午前 3 時 57 分，永久の眠り

につかれた。「久しぶりにでかい会があるんじゃ」と楽しみにされ

ていた会だけに，いけなかった脱力感からか，あるいは記念式典

が無事開催されることを確信し，安堵されたのだろうか。あるい

は，とっくに消えていてもおかしくない炎を，75 周年のために何

とか保ち続けたのかもしれない。いずれにせよ 75 周年事業を見届

けるようにしてのご逝去には，言葉もない。 

H5 年卒の久賀さんが書いてくださった松中師範定期戦の記事

が愛媛新聞に掲載されたのは 19 日。その記事は，枕元で娘さんが

読んで聞かせてくれたそうだ。「父には確かに伝わっている」と娘

さん。試合のビデオもダビングしてお送りしてあったのだが，残

念ながらこちらの方はご覧いただけなかったと思う。 

 

９．おわりに 

 私が丹下さんに最後にお会いしたのは，16 日の午前 9時。午後

3 時に体調を崩され病院に入られたので，ひょっとして最後に丹

下さんにあったのは自分かもしれないと思い，ご家族に聞いてみ

たところ，果たしてそうだった。家内に，「ご家族以外で丹下さん

に会った最後の人は俺だったよ」と話したら，「お前に引き継ぐぞ，

ということよ」とのコメント。丹下さんが作り上げてくださった，

結束固き松山中学・松山東高ラグビー部 OB 会を継承していかなけ

ればと改めて思った次第である。 

 

 

75 周年記念試合 松中・師範定期戦 

75 周年記念試合 現役戦（松山東－松山合同） 

75 周年記念式典開会挨拶 

ここに立つのは丹下会長の予定でしたが，急遽河本副会長が 


