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 ３４年卒の尾辻秀久氏が 

            厚生労働大臣に 

 鹿児島玉

龍高ＯＢの

尾辻秀久氏

（63）が、

９月27日の

小泉改造内

閣の厚生労

働大臣に就

任された。 

 尾辻氏は

昭和34年卒

業。防衛大

を中退後、東大に入り直した。鹿児島

県議２期を経て参院選比例代表（自民

党）で初当選し国会へ。自らの父親も

第二次世界大戦中にソロモン海域で亡

くしたこともあり、日本遺族会の副会

長を務め高齢化の同会をリードしてき

た。塩川正十郎財務大臣のときの副大

臣。 

 高校時代は玉龍の校風そのまま、文武

両道一直線の日々。「ビンタもよかった

し、スポーツ万能。特にマラソンが早

かった。何をさせてもすごいやつだっ

た。面倒見がよくって親分肌の男。これ

からもゴーイングマイウェーでやってほ

しい」と同期生たちは話している。 

東大時代にはアルバイトしながら世

界77か国を国産車で一周。その時ルポラ

イターとしての腕も磨いたとか。とにか

く、ボッケモン大臣の誕生だ。 

(写真は関東同窓会出席後の懇親会の

席で写した尾辻氏です=10月3日撮影=) 

 「お待たせいたしました。これから○○

空港へ向かって離陸いたします。○○空港

到着予定時刻は…」 

 さあ～それではこれから離陸です。

ちょっと腕時計を見て到着予定時刻を予想

したり、今日の空模様は飛行中揺れないだ

ろうかと思いながら、機内前方のスクリー

ンに映し出される離陸風景に眼を向けま

す。それでは、数時間の快適な空の旅を楽

しんでください。 

 ところがこの時、操縦室では大変忙し

く、大事な時々刻々を過ごしています。

先程入手した新しい気象情報から風向風

速・気温・湿度・飛行場気圧・飛行場標

高・降雨状況（滑走路の濡れ具合）・積

雪状況（厚さは何ミリか）などなどと、

搭乗者総数（このうち幼児の数は何人

か）は通知してきた人員数と重量は正確

に合致しているか、積載貨物量・搭載燃

料量などから合算した総離陸重量を計算
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  2005年度の第９回総

会、懇親会は９月を予

定しています。場所、

ゲスト講師などは現

在、鋭意検討中です。

次号の会報ではお知ら

せしますので、お待ち

ください。  

 農林水産政務次官に 

         32年卒の加治屋義人氏 

小泉内閣の農林水産政務次官に玉龍ＯＢ

（昭和32年卒）参議院議員の加治屋義人

氏が就任した。加治屋氏は、31年春のセ

ンバツ高校野球で甲子園に出場。五代投

手らとともに三塁手として活躍した。 
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して、この滑走路状況と離陸重量に適し

た離陸推力出力表を計画してそれぞれの

計器盤にセットします。また、操縦士・

副操縦士の速度計器に先程の離陸重量か

ら計算した離陸速度をマークでセットし

てお互いに確認しあいます。この時に

セットする速度のことを夫々Ｖ１・Ｖ

ｒ・Ｖ２と言います。離陸の滑走中に

セットした各スピードを操縦していない

方のパイロットが確認のコールをして、

操縦している方のパイロットが確実にそ

のスピードになっていて、このまま離陸

を続行しても安全に飛行できるかを判断

しながら操縦を続けます。 

 

Ｖ１（ヴィ ワン） 

  離陸決定速度 

 離陸滑走中、エンジンが一基  

不作動となったとき、このまま離  陸

を継続するかあるいは中止する かを判

断するために設けられた速 度 

 

Ｖｒ（ヴィ アール） 

 機首上げ速度Ｖ１以降さらに  

加速して機首を引き起こす操作を 開始

する速度 

 

Ｖ２（ヴイ ツー） 

  安全離陸速度必要上昇角が得られ、

離陸を安全に継続できる速度  

 

 離陸の段階では、この中でもＶ１が大

変重要です。離陸滑走中に突然一基のエ

ンジンが不作動になったとき、残ったエ

ンジンで離陸を継続して、通常の操縦技

術で安全な高度に達することができる

か、または離陸を断念した場合、残りの

滑走路内で安全に完全停止できるかの臨

界点速度をＶ１で表します。この時の、

ＧＯ／ＮＯ ＧＯ の一瞬の判断が安全

飛行を続けることができるか、離陸に失

敗と報道されるような重大な事故になる

かの境目で、パイロットが一番注意する

ところです。国際線飛行などの長距離・

長時間の飛行になりますと、搭載燃料量

も大量になるので離陸重量がかなり重く

なり、離陸滑走距離も長くなってＶ１到

達点がそうとう滑走してからになるの

で、この判断が厳しくなります。近年の

事例では、数年前に福岡空港で起こった

外国の航空会社の例ですが、離陸滑走中

に副操縦士のＶ１のコールの後にトラブ

ルが発生して機長が離陸を断念したので

すが、滑走路内で停止できず飛行場外に

飛び出し、不幸にも犠牲者がでる事故が

ありました。これも外国でのことです

が、今日のこの飛行が最終飛行で定年と

いう機長がやはりＶ１の後に離陸を中止

したのですが、滑走路内で停止できず、

飛行場外のガソリンスタンドに突っ込み

大破炎上した事例もありました。こうい

う事のないように操縦士は常に的確な判

断・操作ができるかの技能審査という半

年ごとに行われる国家資格審査が義務づ

けられています。こういう厳しい面もあ

りますが、いったん離陸したら飛行する

ということは大変に楽しいものです。 

 さて、このＶ１の一瞬の判断は薩摩隼

人の〝チェストイケー!!〟の精神に似て

いるとは思いませんか？ 

 すべての準備が整ったのでこれから離

陸を続けましょう。管制塔から離陸に必

要な気象情報と離陸の許可を受けて、進

入している飛行機がいないかを確認して

から滑走路に入ります。また、前方には

滑走路を横切っているような障害物はな

いことも確認して最終の確認をします。

サァー、離陸です。全開出力、エンジン

計器をチェックする全てノーマル。重さ

２５０トン余りのボーイング７４７ジャ

ンボジェット機の巨体がユサユサと滑り

出しました。ドンドン加速して時速２０

０キロ近くのＶ１が近づいてきます。エ

ンジン計器は、速度計などの飛行計器

は、風の影響を受けずに滑走路の中心線

上を走っているかなど、眼はあらゆる所

に注意を払っています。 
 「ヴィ～ ワン」 副操縦士の確認の

コール 

 「チェック」   これ以降は離陸の

続行だ（チエストイケーッ） 

 安全に離陸操作を終えて地上の２次元

の世界から、空中の３次元の世界へ皆様

をご案内します。ある日の離陸中の操縦

室の模様でした。 

 

(元全日空Ｂ７４７型機長・操縦飛行教

官） 

 

本部、福岡同窓

会へも代表を派遣 

母校・玉龍の本部同窓

会・懇親会が８月７日、

鹿児島市内鴨池のサンロ

イヤルホテルで約６００

人が参加して行われた。

関西玉龍同窓会からは上

野副会長が出席。 

懇親会ではインドネシ

アの民族楽器、アンクロ

ンの演奏が雰囲気を和ら

げ、約１００人のゴスペ

ルグループ「ＧＯＳＰＥ

Ｌ ＶＯＩＣＥＳ」が迫

力ある歌声を披露。応援

団ＯＢの演武などで大い

に盛り上がった。 

また、福岡同窓会の第

25回総会・懇親会は９月

12日に博多都ホテルで行

われ関西からは岩崎会長

が出席した。今年のイベ

ントは上入佐智子、林万

里子さん（昭和32年卒）

の「琴 と オ カ リ ナ の 演

奏」で、すゞやかな音色

が暑気を吹き飛ばしてく

れた。 

ホームページのご案内 
 

Urlは以下のとおりです。 
http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/gyoku/index.html  
このホームページの作成者は「Ｈ・９年卒の久永 忠さん」です。 

    この他に YAHOO JAPAN の検索画面で「関西玉龍」と入力して検索してもたどり着けます。 
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「What is the Dragon Boat？」(上)        

           丸山宣武（Ｓ３４年卒） 

ドラゴンボートてなんや 

 「ドラゴンボート」という競技をご存

じですか？龍の頭を付けた手こぎのボー

トと言えば「あぁあ！あん、船んこっ

な、知っちょいもんど」そう、鹿児島で

は大根占のペーロン大会で使う船に近

く、奄美地方などで行われているハー

リーとも言われる競技ですが、私が関係

しているドラゴンボートは似て非なる競

技です。龍の頭部と尻尾を付けた船体に

２０人の漕ぎ手に太鼓手と舵取りを乗

せ、直線で早さを競う競技です。 

  いかついがちょっぴりユーモラスな

顔、ピント跳ね上がった尻尾、胴体部に

はうろこ模様を付けた細長い腹、２０人

が２列に並び力一杯漕ぎ競う、今はやり

の競技です。’０５年東アジア競技大会

（別名東アジアオリンピック（上海）＝

日本や韓国、香港、台湾、中国など）の

正式種目になり、北京五輪ではデモンス

トレーション種目の候補となってもおり

これからが楽しみです。私の「日本ドラ

ゴンボート協会」は、大阪で’８８年天

神祭奉納として７月２４，２５日「日本

国際龍舟選手権大会」の開催を機に結成

されました。あるスポンサーの好意で船

一式を香港から購入し、盛大に開催され

ました。競技の主管は日本カヌー連盟が

担当することになり、当時私が師事して

おりました京都大学熊本教授がカヌー連

盟科学技術コーチをされており、我々門

下生は「力の発生と伝達の機構」のメイ

ンテーマで「筋電図による筋力解析」と

か選手への「バイオフィードバックト

レーニング」とかを研究し、選手の競技

力向上に努めておりました。このきっか

けは師の師高木公三郎先生が京大学生当

時ボートのコックス（舵取り）としてベ

ルリン五輪代表となり、帰路日本に初めて

カヌー（ファルトボート）をシベリア鉄道

で運び導入された方です。後京大教授とし

てカヌーの指導もされ熊本先生は一番弟子

で私は孫弟子の末席におりました。東京五

輪開催の中心メンバーでもあり、カヌー連

盟生みの親でもありました。そのような訳

で、「日本国際龍舟選手権大会」の手伝い

はカヌー協会関係者で関西在住の者が中心

になり、私は競技部長として参画し、ルー

ル作りから運営、人集めまで久しぶりに燃

えました。祭りの神事、船渡御にもドラゴ

ンボートで太鼓手として参加する栄誉をい

ただきました。２回目、３回目ーーーと中

心で参画し、９０年代のバブルの崩壊で中

止の憂き目にもあいました。そのころアジ

アでは香港、中国、東南アジアを中心にア

ジア連盟の結成、世界ではドイツや英国を

中心に欧州連盟の結成などとドラゴンボー

トの組織化が始まりました。当然日本協会

にも誘いがありましたが、金も日もなく参

加を断念いたしました。 

その後の日本ドラゴンボート
協会  

 一回の中止はありましたがその後も「日

本国際龍舟選手権大会」は規模を縮小して

再開いたしました。アジア選手権や世界選

手権が外国で開催されはじめ、日本も代表

を参加させてまいりました。この頃からカ

ヌー連盟とは別れ、我々独自で運営を始め

ました。世界各地で行われている土俗的・

伝統的なドラゴンボート様の競技団体も世

界連盟に参画しはじめ、お互いの競技会に

は招待をする道とルールの統一がなされ始

めました。すなわち、各国連盟が主催する

ドラゴンボート競技会には、本国協会の推

薦が必要となり、これまでの自由参加が認

められなくなったと言うことですが、逆に

 

玉龍高校 

     校歌 

南の 空 晴 れ 渡 り  

黒 潮 の た ゆ た ふ と こ

ろ   

火 の 島 の 煙 仰 げ ば   

鉄 の 意 気 は 燃 え 立

つ   

あ あ 溌 溂 の 若 き 玉 龍   

 

蛟 龍 の 玉 を ふ ふ み つ  

雨 を 呼 び 風 を は ら み

て  

舞 ひ の ぼ る 雲 を 仰 げ

ば  

天 を 衝 く 力 み な ぎ る   

あ あ 躍 進 の 若 き 玉 龍  

 

荊 棘 の 試 練 に 耐 へ

て  

う ち た つ る 文 化 の あ

し た  

旭 日 の 光 仰 げ ば  

青 雲 の 希 望 は お ど る  

あ あ 玲 瀧 の 若 き 玉 龍  

 

校章 
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言うと、世界への道が自動的に公平に敷か

れたということでもあります。日本協会も

徐々に力をつけ存在感を世界に示し平成１

４年第５回アジア選手権を兵庫県の相生市

で開催いたしました。物価高の日本だけに

参加はわずか７国でしたが、相生では初の

国際的行事とのことで、市をあげての協力

をいただきました。私は組織委員会の代表

として、競技全般の運営をこなしました。

この大会を行った相生市はペーロンで有名

な地で、ペーロン協会の絶大なるご協力も

いただきました。１８杯（ボートの数え方

の単位です）のボートを購入し、このボー

トを世界連盟公認艇として私が計測値を出

し、スペックとして申請したことが忘れら

れません。以後世界各地の大会での新造艇

はこのスペックで作られてきています。 

ドラゴンボートの歴史 

 それまでは龍舟という名を使い、起源は

紀元前４世紀頃の中国で発生したものとい

われており、私らの間では周王朝戦国時代

の故事をよく引き合いに出しております。

屈原という楚の国の憂国詩人で政治家が他

人におとしめられ、国の腐敗を嘆いて長江

に投身自殺をした。彼を慕う農民等が競う

ようにして救出に向かったことが起源に

なっているとうことです。南船北馬と言わ

れるように、元々は中国南部の交通手段は

豊富な水とクリークが縦横に走り船が中心

で、お祭りのイベントには縁起か権威か龍

頭を付けたレースが盛んになったものであ

るようです。今でも賞金レースが東南アジ

アの地まで広がっています。その伝統が２

千年以上続いているため、各地に似たよう

で似ていない龍舟が存在しています。２０

人から３０人乗りが標準で、デモ用には５

０人乗りから１００人乗りが祭りを盛り上

げています。龍舟に乗れるのは男性だけ

で、女性は龍頭でなく不死鳥（フェニック

ス）の舟頭で、各地に伝わるうちアヒル様

やらスワン様に変形もしています。伝統大

会では舟は持ち込み（自艇）で漕ぎ方にも

制限はなく、集落の名誉と実利を賭けて早

さだけを競うのが龍舟です。漕ぐスタイル

も座漕ぎ、立ち漕ぎ、前漕ぎ、後漕ぎもあ

る土俗的・伝統的競技を近代スポーツとし

て艇規格、人数、漕法等を統一したのが

「世界ドラゴンボート連盟（ＩＤＢＦ）」

で、相当な貢献をしたのが私たち日本協会

です。 

近代ドラゴンボート 

 競技は短距離の250mと標準の500m、長距

離の1000mがあり、女子だけでのチーム編成

と男女混合、性別無制限のオープンの３種

目があります。オープン種目は日本やアジ

アでは男子と規定しておりましたが、欧米

ではウーマンリブ、ジェンダーフリーとい

うのか制限しないのが普通とのこと、とに

かく力感盛盛の女性が多いのです。世界の

文化の違いを感じることで、まさに近代ス

ポーツとなりました。私の作った世界標準

のドラゴンボートは龍頭、龍尾をつけると

１７ｍになり、材質はグラスファイバー

で、重量は３６０Ｋｇ、幅１１５cmに漕手

２０人、リズムをとる太鼓手と舵取りの計

２２人が乗ると総重量が２ｔ近くなりま

す。パドルはＴ字形しゃもじ様で舵は同型

の大型舵です。２０人が揃って漕ぐことが

大事で、通常は１分間６０～７０回ほどで

漕ぎますが、大阪にも招いた中国の代表的

強豪の順徳地区チームは最速１２０ピッチ

を記録（ほんの数秒ですが）したことがあ

ります。 

ペーロンとの相違 

 ドラゴンボートとペーロンの相違は直線

と転回の違いで、ドラゴンボートは直線の

スピードを競い、相生などのペーロンは海

中に立てた杭を転回をするダイナミックな

競漕です。相生では杭は右回り、相生の兄

貴分の長崎ペーロンは左回りらしく、相生

は８０年の伝統を誇っておりますが、兄貴

分はもっと古いとのことです。造船業の全

国展開で長崎から相生に伝わってきたとの

ことであり、相生大会は近畿の初夏の風物

詩にもなっています。 <以下次号に続く> 

 

玉龍高校 

  応援歌 

熱砂をふみて た

くましく 

あらがね肌に 玉

のあせ 

夕べにあしたに 

鍛へ来て 

乾坤一擲 大地ふ

む 

血潮はたぎり 身

ぞおどる 

玉龍々々 あヽ意

気の子 玉龍 

 

若鷲かける 火の

島や 

ひとたび怒れば 

灼熱の 

鉄をもとかす こ

の闘魂 

行手をはばむ も

のやある 

輪えいを決す こ

の一戦 

玉龍々々 あヽ熱

の子 玉龍 

 

玉龍山下 風はれ

て 

勝利を告ぐる 雄

叫びは 

天にひびけと 地

に和しぬ 

髀肉の嘆を かこ

ちたる 

若き命を 賛ふな

り 

玉龍々々 あヽ覇

者の子 玉龍 
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 ギターの生演奏にしびれた 
   なごやかに第８回総会・懇親会 
             上野 紘一（Ｓ３６年卒） 

 総会当日まであと２週間と迫った

６月某日。「今のところ出席

します、の返信ハガキは30数

枚です」の電話連絡が入っ

た。「なんでや。ウソやろ」

―。〝まさか〟の気持ちが

ショックに変わった。だから

といってジッとしているわけ

にはいかない。「世話役で手

分けして電話攻勢をかけよう

や」となって作戦開始。おか

げで？ ６月末には50人に、

７月５日には58人に。そして

当日、９人の初参加者を含め

て63人のセレモニーになっ

た。「あーよかった」―。そ

んな舞台裏を背景に関西玉龍

同窓会の第８回総会・懇親会は幕を

開けた。 

 ７月11日、神戸ポートピアホテ

ル。「和楽の間」には終始、梅雨の

蒸し暑さを忘れるような心地いい熱

さが流れた。岩崎会長に続いて、本

部同窓会副会長・本田譲辞氏、就任

４か月目の岩田榮一郎校長先生（39

年卒）が挨拶。校長先生は２００６

年にスタートする、公立では県下初

の中高一貫教育校への取り組みにつ

いて「新しいスタイルになっても伝

統の文武両道の玉龍精神は守りま

す。文は難関大学への大量合格、武

では各種スポーツを全国レベルにし

たい。幸い、バレーボールとラグ

ビーはすでにその域に達していて、

特にラグビーは花園出場が夢じゃない」

と関西に住むＯＢにとっては実に頼もし

い話し。寄付のことを頭に浮かべながら

も期待と希望が膨らんだ。（残念だった

のは、この日、宴もたけなわ

の同時刻に野球が、なんとな

んと２回戦で指宿商に逆転負

けしたこと。野球部は昭和46

年夏以来、甲子園に出場して

いない） 

 恒例のセミナー。講師は鹿

児島市助役の木村耕一氏（34

年卒）。テーマは『鹿児島市

政と玉龍の中高一貫教育』。

母校が新システムを採用する

に至った背景、11月には鹿児

島市と周辺の桜島、吉田、喜

入、松元、郡山の各町が合併

して新鹿児島市が誕生するこ

となど興味深い内容に〝時代

 

鹿児島ファンデー                   

に２万８０００人 

 「第２回かごしま

ファンデー」（関西鹿

児島県人会総連合会主

催、稲盛和夫会長）は

６月６日、大阪市西区

の大阪ドームで開催さ

れた。当日は〝うつ

わ〟がデカイだけにお

客さんの入りが心配さ

れたが、集合した〝か

ごっま大好き人間〟は

なんと２万８０００

人。さしもの大阪ドー

ムも人…人…人。西郷

輝彦のショーに酔い。

２４０もの観光、物産

品展示即売ブースで買

い物を楽しみ、多彩な

催しに鹿児島気分を満

喫した。中でも人気が

あったのは焼酎の試飲

コーナー。 

 幻の焼酎を飲みたく

て１時間並んだ人も。

黒豚と黒毛和牛の試食

コーナーは開場２時間

で品切れ。つけあげも

早々に売り切れ状態に

なった。 

 この「ファンデー」

には関西玉龍同窓会か

らも岩崎会長以下７役

員がボランティア参

加。入場券係りを担当

した。 

鹿児島市助役木村耕一（S34年卒）氏の講演 

岩崎会長挨拶 

岩田榮一郎（S39年卒）新校長挨拶 
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が変わる〟ことを痛感した。 

 続いて「楽しみにしてい

た」プロギタリストで作曲

家・村上芳樹氏（41年卒）

のギターの弾き語り。11歳

から勉強されたというクラ

シックギター。『禁じられ

た遊び』、『キサス』、

『悲しい酒』など全７曲。

ラテン、フラメンコ、

フォークから古賀メロ

ディーまであらゆる奏法を

ミックスした演奏と、巧み

で軽妙なトークに全員が引

き込まれた。「生の演奏を

聞く機会に触れて本当にう

れしい。久々に心が洗わ

れ、魂を揺さぶられる思いで感動しま

した」の声が会場に充満。２年ぶりに

参加された稲盛和夫名誉会長（26年

卒）もその音色と技量に心酔の様子

で、演奏後には「素晴らしい。素晴ら

しい」と村

上氏と握

手。パー

ティーで

は、小倉良

隆（22年

卒）らと共

に、木村氏

のギター伴

奏で美声を披露される楽しいハプニン

グも―。 

 懇親パーティー。今や欠かせないの

が田中紀代子（旧姓・吉井、34年卒）

副会長の、ウィットに富んだ司会で進

行。学年ごとのテーブルに談笑の花が

咲く。どの顔も笑っている。昔を懐か

しみ今を語る。そこからは明日を支え

るエネルギーが湧き出てくる。時間が

経つのがなんと早かっ

たことか。 

愛知県春日井市から参

加の永田三郎氏（27年

卒）は「同期生が少な

いのが残念だが、この

雰囲気はいいですね。

これからは毎年でも参

加したい」。藤野淳二

氏（41年卒）は「同期

の村上（ギタリスト）

が来るというので出て

きたが、来てみたら楽

しくって仕方がない。

若い人にもっと出てき

てほしい」。高野和子さ

ん（旧姓・児玉、46年

卒）は「家が近いので自転車で来まし

た。あの頃が懐かしいのでカゴシマ弁で

話しかけてほしい」は、それぞれ初参加

の感想。 

料理は神戸牛のステーキ、政（つか

さ）料理長の配慮でわざわざ取り寄せて

もらったキビナゴの刺し身など豪華版。

会場には前年同様「鹿児島の物産品即売

コーナー」を設置。45種類を超える

〝味〟が並んだ。 

宴の後半はこれまでのビンゴに代

わって全員参加（参加料２００円）の

ジャンケン大会。桜島の油絵、プロ野

球、サッカーＪリーグの特別席ペア入場

券、タイガースグッズなどの賞品めざし

て、おじさん、おばさんがグー、チョ

キ、パー。敗者にももちろん多種多彩な

参加賞ありで白熱のひとときだった。

（賞品はすべて会員の無償提供） 

フィナーレは、伴奏を村上氏にお願

いしての校歌斉唱。「南の空晴れ渡

り…」が誇らしげに響き渡った。そし

て、神戸の夜は遅くまで燃えたことだろ

う。 

原 稿 募 集

編集委員長 

           古里洋聿（S33卒） 

編集委員 

           上野紘一（S36卒） 

           池端富子（S47卒） 

            （旧姓橋本) 

印刷 

           中原政介（S34卒） 

送付 

           茶園征也（S35卒） 

編集委員会 

 会報編集委員会では

皆さんがお書きになっ

た原稿を募集していま

す。高校時代の思い

出、趣味や近況もの、

詩や短歌に俳句、エッ

セー、現代社会に〝も

の申す〟などなんでも

結構です。 
「息子のお嫁さん募集

中」なんてものもあっ

てもいいと思っていま

す。 

編集後記 

稲盛名誉会長が乾杯の音頭 

村上芳樹（S41年卒）氏のギター演奏 

懇談風景 

○今年８月で職場を終了

しました。編集に余裕を

持って取り組めると思っ

ていたのですが、結構忙

しく皆さんのご要望をす

べて聞くことが出来な

かったように思います。 

○同窓生の近況を載せる

のにも賛否の意見があり

ます。一人ずつ掲載につ

いての了解は取っていま

せん。ハガキの内容をそ

のまま掲載しました。 

○今年はことのほか多く

の台風がやって来まし

た。皆さんのところはい

かがですか。被害の少な

い事を祈るのみです。     

        （F） 
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◆恒例の夏と冬の海外旅行のため出席できずに残念です（西宮市・本地川邦重、24年卒） 

◆私たち25年卒はこの春、京都・嵐山で１泊２日の同期会を開催しました。72～73歳のじいさん６

人が若返って嵯峨野の春を楽しみました（大阪市・西元義範、25年卒） 

◆当日は参院選の投票立会人ですので参加できませんが元気ですごしています（河内長野市・川上

満洲夫、26年卒） 

◆皆さまとお逢いできないのが残念です（東京都・馬渡陽子、26年卒） 

◆26会の皆さま、昨年、胃ガン手術後、体力の回復に努めています。来年は参加できると思いま

す。皆さんの健康を祈っています（滋賀県甲西市・長井誠也、26年卒） 

◆当日はコンサートのため出席できません。なんやかやと退屈せずに過ごしております（川西市・

正親一郎、26年卒） 

◆都合で欠席しますが、益々の発展を祈ります（寝屋川市・粟国マサ子、27年卒） 

◆業界の会合と重なり欠席します。同期の方によろしくお伝えください（大阪市・川畑大五郎、28

年卒） 

◆元気に過ごしておりますが、当日は都合が悪く出席できません（宇治市・横山敏子、28年卒） 

◆皆さまによろしく（岸和田市・大隈鉄則、28年卒） 

◆眼底出血で右眼が不自由になり治療中です。何とかＴＡの協力で講義していますが、手術してみ

る予定です。なお、左眼は10年前に網膜剥離で白内障を併発。現在、視力は0.01程度です。こち

らは先日、白内障眼内レンズ挿入の手術を受けました。少し視力回復が期待できそうです（寝屋

川市・川北和明、30年卒） 

◆法事で帰鹿の予定のため申しわけありませんが欠席させいもらいます（池田市・伊東ヨシエ、30

年卒） 

◆卓球、将棋、野菜作りで毎日元気です。今回は都合により出席できません（名古屋市・坂元国

夫、31年卒） 

◆入院中のため、しばらく全て休ませていただきます。元気になりましたら、また仲間入りしたい

と存じます（富山県西砺波郡・川島恵子、32年卒） 

◆皆さん楽しい一日を過ごされることと存じます。私も元気にしていますが今回は日程の都合がつ

きません。宴に参加できる日を楽しみにしております（神戸市・村山佳子、33年卒） 

◆月に12日、ワークプラザ奈良の外国人雇用サービスコーナーで嘱託職業相談員として働いてい

る。生駒市内の地域活性化のためＮＰＯ法人を立ち上げ、何かと多忙な生活を過ごしています

（生駒市・木場祥雄、33年卒） 

◆元気に過ごしています（宇治市・松本晃雄、33年卒） 

 ◆本年も６月になり、本年度の大阪城第九コンサートの申し込みを迎え、さっそく登録の手続きを      

   しました。また本年は地元・宇治市での第九合唱団も結成されますのでダブルでの出演、参加を目       

  ています（城陽市・吉村洋二、34年卒） 

◆34年卒の皆さまによろしくお伝えください（熊本市・平松利治、34年卒） 

◆ひざ痛の治療中のため参加できません（阪南市・竹山保男、34年卒） 

◆ゴルフ研修旅行のため欠席させていただきます。皆さまにお会いできずに残念ですが…（大阪

市・山田登子、35年卒） 

◆今年こそ出席しようと思っておりましたが、また不参加で申しわけありません（箕面市・坂本和

代、35年卒） 

◆残念ながら、結婚35周年メモリアル旅行と重なるため参加できません。来年に期待です（奈良

市・緒方昭雄、35年卒）               

◆今年の春、高校時代の友人三人で造幣局の桜を見に行った折り、同窓会（関西の）に一緒に行こ

うと約束しました。でも家庭の事情や、私は今、仕事が忙しく、土・日も出勤している状態です

ので、今年も参加できません。申しわけございません（橿原市・上原寛子、35年卒） 

＜次号に続く＞ 

 会員の近況 
    第８回総会時、出欠のハガキから抜粋しましした    
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  会計報告         総会の席上で了承されたものです  
 


