
〇寮歌祭 

日本寮歌祭（にほんりょうかさい）は、かつて旧制高等学校卒業生を中心とする日本寮歌振興会が主

催していた寮歌祭。1961年（昭和36年）10月7日に文京公会堂で第1回が開催され、以後日比谷公会堂

や日本武道館などを会場に毎年秋に開催された。年月を経るにつれ参加者の高齢化により運営に困難を

きたしたことなどから、2010年（平成22年）の第50回開催をもって打ち切りとなった。なお、2001年
の第41回以降は、従前は各校の同窓会単位での参加であったのが個人参加と宴会方式の開催に変更さ

れ、新宿NSビルイベントホールを会場として開催されていた。本学も同窓会としての参加は、第40回
もって終了した。(一部ウィキペディアより参照) 
 

桜友会は、昭和40年10月23日 第5回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂)から参加している。 
＜寮歌祭のその後＞ 

昭和63(1988)年10月8日 第28回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成元(1989)年10月7日 第29回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成2(1990)年10月6日 第30回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成3(1991)年10月5日 第31回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成4(1992)年10月3日 第32回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成5(1993)年10月2日 第33回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成6(1994)年10月8日 第34回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成7(1995)年10月7日 第35回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成8(1996)年10月5日 第36回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成9(1997)年10月4日 第37回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成10(1998)年11月15日 第38回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成11(1999)年12月4日 第39回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂) 

平成12(2000)年10月7日 第40回日本寮歌祭(於・日比谷公会堂)・・・最後の寮歌祭に参加 

 

「中央寮歌祭2015」参加報告 

「中央寮歌祭 2015」は平成 27年 8月 9日、新宿の京王プラザホテルで開催されました。参加校数 52校、出席者

総数約 500名、全国に数多くある寮歌祭の中で最大規模の寮歌祭です。 

学習院は中名生正昭様（旧制高等科昭和 24年卒）を筆頭に 12名の桜友会会員、現役大学応援団員 4名、総勢 16

名が参加、「大瀛の水」を高唱、学習院の伝統と「勢いのある学習院」をひろく披露することが出来ました。 【文

責：中高桜友会副会長・深野靖弘（昭和 35年高等科卒）】 

 



「中央寮歌祭」は、日本寮歌祭振興会より「日本寮歌祭」として認められることになり、令和元年 8

月 4日（日）第 59回日本寮歌祭（於：ホテル・ラングウッド）として再発足することになりました。 

 

〇櫻友クラブ 

＜概要＞ 

「櫻友クラブ」は平成5年(1993年)、様々な使命を受け「桜友会」のタグボートとして設立された。その会

員誌として平成5年3月1日「櫻友クラブ創刊1号」が発刊され、平成8年4月(1996年)紙面も一新され「オブリ

ージ」13号として新創刊された。平成17年3月(2005年)44号もって最終号となり、「櫻友クラブ」も設立時の

役割がほぼ達成されたという判断により同年3月末、桜友会本体に一体化された。 

「櫻友クラブ」創刊0号発行 平成4年10月1日 

平成5年3月 「櫻友クラブ」発足 

平成5年3月1日 「櫻友クラブ」1号発行 

平成8年4月25日 「オブリージ」13号発行／「櫻友クラブ」から「オブリージ」に 

平成10年3月5日 櫻友クラブ創設5周年記念総会(於・赤坂プリンスホテル旧館) 

平成17年2月3日 「櫻友クラブ」解消 

平成17年3月25日「オブリージ」44号最終号発行／櫻友クラブの12年 

 

「オブリージ」のデジタル版 →

http://www.gakushuin-ouyukai.jp/wp/?page_id=12151 

 
 

【桜友会設立 80 周年記念事業】 

平成 10.11.18(1998)  桜友会創立 80 周年記念事業・卒業生座談会「学習院の継承すべき伝統文化」 

   ／第 1 回「私が学習院で学んだこと」 

平成 11.11.13(1999)  桜友会創立 80 周年記念事業・卒業生座談会「学習院の継承すべき伝統文化」 

   ／第 2 回「いま、伝えておくべきもの」 

平成 12.10.23(2000) 桜友会創立 80 周年記念式典・記念祝賀会(於・赤坂プリンスホテル) 

      11.25    桜友会創立 80 周年記念事業・卒業生座談会「学習院の継承すべき伝統文化」 

   ／第 3 回「これからの学習院」 

平成 13.1.20(2001) 皇太子同妃両殿下をお迎えして、桜友会創立 80 周年記念式典挙行(於・百周年記念会館) 

    特別記念講演／皇太子殿下「学習院に学んで」 

【桜友会設立 85 周年記念事業】 

平成 18.5.1(2006) 「桜友会報」88 号(創立 85 周年記念号) ／「学習院のお宝」を見直そう！ 

     7.9     皇太子殿下をお迎えして、桜友会創立 85 周年記念式典挙行(於・百周年記念会館小講堂) 

  桜友会創立 85 周年記念学習院 OB 管弦楽団第 53 回定期演奏会(於・百周年記念会館正堂) 

    10.29    桜友会創立 85 周年記念・第 2 回桜友会特別フォーラム「日本のこれからー国家の品格」藤原正

彦氏 

      12.1 「桜友会報」89 号(創立 85 周年記念号) ／皇太子殿下をお迎えして記念式典・祝賀会開催 

【桜友会設立 90 周年記念事業】 

平 23.1.7(2011) 設立 90 周年記念・桜友会新年会(於・霞会館) 

3.11  東日本大震災発生(マグニチュード 9.0 最大震度 7) 



4.14  桜友会設立 90 周年記念 ・第 205 回月例会 麻生太郎氏（於・霞会館） 

4.17  第 25 回 「オール学習院の集い」開催中止 

5.1  「桜友会報」第 98 号発行(設立 90 周年記念号) 
5.26  桜友会定時総会・一般社団法人学習院桜友会設立総会(4.1 一般社団法人登記申請) 
11.12 桜友会設立 90 周年記念 秋季全国支部長会・桜友会社員総会(於・百周年記念会館) 
11.13 桜友会設立 90 周年記念式典挙行(於・百周年記念会館) 
  桜友会設立 90 周年記念 第 7 回 特別フォーラム「閑居・私の生き方」細川護熙氏 
12.1  「桜友会報」第 99 号発行/桜友会設立 90 周年記念式典挙行 

【桜友会設立 95 周年記念事業】  

平成 28.1.7(2016) 桜友会設立 95 周年記念新年会(於・霞会館) 

   28.4.6.    設立 95 周年新入生サポートセミナー(於・目白キャンパス) 

     4.14    設立 95 周年 第 250 回月例会 彬子女王殿下(於・霞会館) 

     4.16    設立 95 周年春季全国支部長会(於・西 5 号館、目白倶楽部) 

     5 .1 桜友会設立 95 周年記念号「桜友会報」108 号発行／桜友会の「記録」を読む 

  5.26 設立 95 周年 学習院桜友会定時総会・社員総会(於・百周年記念会館小講堂) 
 6.21 設立 95 周年 伝統文化に触れる会(於・武蔵陵墓地他) 

  10.11 設立 95 周年 輔仁会 OB・OG 会代表者会(於・百周年記念会館) 
11.12 設立 95 周年 秋季全国支部長会(於・百周年記念会館) 
11.12 設立 95 周年 秋の社員総会(於・西 5 号館) 
11.15 設立 95 周年 常陸宮杯第 51 回秋季ゴルフ大会(於・霞ヶ関カントリー俱楽部) 

 11.24 設立 95 周年記念 第 12 回 桜友会特別フォーラム／山崎直子氏「宇宙、人、夢をつなぐ」(於・

百周年記念会館) 
12.1 桜友会設立 95 周年記念号「桜友会報」109 号発行／学習院を観光する！ 

 

http://www.gakushuin-ouyukai.jp/wp/?page_id=15718 情報共有サイト 

 

学習院同窓会「桜友会」設立 100周年記念サイト(スマホ対応) 

http://www.gakushuin-ouyukai.jp/100th/  

桜友会設立 90 周年ロゴ 


