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会報発行の挨拶
昨年の9月8日に多くの同窓生の参会のもと長崎南高

関西同窓会の創拉総会が発足しました。参加された方は、
総会での楽しい語らいを共通にできたと思います。家路
へ向かう道すがらの例えようもない安らぎは、やはり高

校の同窓会ならではの楽しさによると患います。そして
このような患いの場を共有できる繁がりを今後も継続す

ることが是非とも必要であると考えて、今回の会報発行
を企画することにしました。

長崎南高閲西同窓会の総会員は約800名ですが、そ

のうち稔会参加者が約170名あり、さらにその余の年

会費納入者111名を加えると総会員の約35％の積極
関与が得られています。さらに多くの人の参加を求める
ために同窓会が果たしうることは、同窓会の情報を出来

るだけ沢山届けることにより親密な関係をっくる手助け
をすることであると患っています。その様な観点から今

回は出来るだけ各地で活動している同窓生の弛、らの
生の声を取り上げてみました。今後もこの企画を搬し
たいと患いますので是非御協力下さい。

長崎甫高閲酉同窓会総会ご案内

第2回総会を下記の通り開催致します

昨年の創立総会の楽しい余韻が残る今年、第2回稔会を計画しました。学生時代に戻って安らぎ
ある楽しいひとときを、懐かしい仲間と語り合いましょう。創拉二輪会参加者170名で繋いだ輪を

今年はさらに広げようではありませんか。多数の同窓生の参加をお鹿いします。

◇と　き……一一一平成4年9月15日（火）敬老の日　12：00～16：00

◇ところ－一一一一一一一一福島区・コミュニティプラザ大阪（3Fホール）※詳細は下図を参照
℡06－454－1153（代表）

◇かいひ－…日日男性10，000円

女性　　8，000円

学生　　5，000円

≪総会≦描≫

至野田　　　　福島　　　　　JR環状線

年会費2000円を含みます。

至新大阪

りR福島駅から徒歩10分・阪神福島駅から徒歩10分・地下鉄月鰍、ら徒歩10分
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◇長崎便り◇

長脚・放送部デスク次長　小川完二（4回卒）

同窓会紙の発刊をお喜び申し上げます。会枕が情報交

換の場となり、また古里・長峰を離れ関西地区で活躍す

る同窓会旦皆さんの刺激剤として役立てば、と腐ってや

みません。そこで郷土の発展のさまを通じ、皆さんの士

気を鼓舞する意味を込め「ながさきNOW」をお届けし

蓮重要表芸
巨　　　神社方向へ抜ける西山延伸道路も完成しました。これに
ト　　　より、長崎空港から県庁までの所要時間は、長峰自動車

′鱒一長峰バイパス経由の場合、35分ほどで済むように
lなりました。

遅れていた長崎の道路事情は今後、目覚ましく改善さ

れる予定です。先ず、ビッグニュースは女神大横の建設。
巨　　　同大橋は長崎港をまたぎ、長崎市戸町三丁目の女神と対

岸の木鉢一丁目を結ぶ延長九百メートルの長大槍で、同

市内の交通渋滞緩和の切り札とされています。来年度に

着工、十年後に完成の見込み。ベイブリッジとして、新

たな観光資源としての効果も期待されています。市内の

道路では、田上地区の田手原付近から常磐町の市民病院
，■恥瞞叫で断に披けるバイパス（地下トンネル）も十年後には、実

各地円窓会案内

′ヽ

現の見通しとなっています。

全国的に舌癌を呼び、3月25日にオープンしたのは
ハウステンボス（佐世保市）。入場見込みは、初年度四

百二十万人、最終的には年間六盲万人以上。東の東京デ

ィズニーランドと並ぶ稔が国最大のテーマパークで、三

朝（平成十年）までの総投資額は五千四百億円の計画。

雇用面をはじめ、地峡臨酎こ与える影響紘大きく、長峰

県の浮沈の鍵を握る大事業とされています。県勢浮揚の

ため、皆さんも応援をしてやって下さい。

ご心配をかけている婁仙・普賢岳噴火災害についても

簡単にご報告します。普賢岳は現在も火砕流が頻発、火

山活動は依然衰えをみせません。だが活動の長期化が予

想される中、災害からの本格的な復旧・復興計膏も急ピ

ッチで進んでいます。（肘）婁仙岳災害村策基金も六百

せ円となり、その運用益で被災住民、地域への諸々の自

立支援への対策が実施、または計画されています。

論議の高まりをみせているのは、長崎新幹線のルート

問題です。当初、佐世師の早岐を経由するアセス案が

取り沙汰されていましたが、建設費や収支の点からJR

九州が難色を示し、現在、佐世保をカットした井本佐賀

県知事案が大きくクローズアップされている現状です。

人事関係の最新ニュースもちょっぴりお知らせします。

母校・再高の－瀬栄次校長は三月三十一日付で退徽」後

任には県教育次長の袖崎久第氏か座りました。甫掛こ勤

務した先生としては邸が暇グ
ピーの名監督、原官之氏が県教委体育保健課の初代体育

指導監（課長級）に就任されました。
Tこ11－　　J一触

長嶋南轟日豪金本揮
（総　会〕平成4年8月7日（金）18：00～　場所未定

※会場の都合で日程変更の可能性有り。詳細は事務局まで。

〔行　事）くんち車店一平成4年10月7～9日に県庁前において新卒業生の同窓会参加初行事として

長崎南高同窓会本執こよる露店「甫茶邑」を出店。

（事務局〕事務局長　入江友現・壱佑0長崎市鍛冶屋町6－11T臥0妬8（㌘）6測7（宅）㈹馳（筋）5151（動）

轟嶋需轟門真胃碁会
（総　会）平成4年7月4日（土）15：00～

於墨田リバーサイドホール（東京都墨田区吾妻構1－カー却ⅧLO3（5608）朗測）

（事務局）事務局長　松本浩一郎　呑143東京都大田区南馬込3－瓜－9T臥03（m）0別5（宅）

長嶋需蔦禰閂胃碁会
（事務局）事務局長　君木津一　面810福岡市中央区赤坂1－1ト13

大桶ビル6F　岩本法律事務所丁臥0妃（712）4腰1（動）

長嶋黒人会
（総　会）平成4年7月19日（日）11：00～　神仙閣（大阪駅前第三ビル12F）

（行　事〕はたあげ大会一平成4年5月17日（日）11：00～　大阪淀川の豊里大橋河川敷

事務局〕大阪市北区梅田1－3－118大阪駅前第一ビル8F T臥06（別5）3187F瓜腫（別1）旧12
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◇平松屋さんも甫高も健在です◇

長崎甫高輪本馬貞夫（4回卒）

50円？（現在は300円）のラーメンを学校帰りに

食っていた南高卒業生の皆さん、平松星のおじさん・お

ばさんは元気です0毎日、おじさんか昼飯どきに職員室

まで届けてくれていますが、その数はやや少なめ、有井

に押され気亀でも、ご安心ください。私は50円のラ
ーメンを食った義理がありますので、頑固に平松星さん

に注文しています。常軌こ乗られるようなことがあれば

立ち寄ってラーメンをご賞味ください。

もう一つ、100円の皿うどんの南軍食堂はなくなり

ました。昼休みに抜け出して食べた人も多いと思います。

田上にある南軍食堂は縁者の方の経営とか。

さて、南高創立3帽年記念式典及び事業は、成功裏

に終わりました0皆さんの多大なご協力に対し柵申し

上げます0－30周年一正掛こは31年が如しま

した0南高も第二世代の子女が学ぶようになり、1～8

回生くらいの卒業生が今度は保護者として協力してくれ

ています。

4回生だけでも6～7人おり、新入生を合わせると1

0人をこえることは礁実な情動こあります。おまけに中

島川の畔で生まれ育った私ですから、近所の子ヽ幼なじ

を期待し、見守ってください06年取夏の甲子園

鳶で本絞野球部が準々決掛こ進出したとき、新市を

みの娘等少なからず在籍しており、授業でよけいな気を

つかうようになりました0これは息嵐

在校生は超して優秀な者が多く、部活動に、進学にか

なりの実績を上げています。「気塊と情乱の甫高もま

た健在です0昨年の高総体サッカーでは、あの国見と決

勝で対決し信助しましたが、松山サッカー場での全高生

徒による応援は圧巻でした。

ここ数年は「気塊と情熱」に加えて「自主自軌を標

穣するようになりました0－つには、生徒が自主的に活

動する’伝統軒に脱皮するためです○いま一つは、学

校五日鰍こ対応するためで、つまり家庭等における自学

自習がきちんとできる生徒を育成しようというものです。

勿諷基経・基本は躾も含めて徹底させていかねばなり

ません。

南高は好ましい方向に歩みつつあります○今後の甫高

諷
関西在住のある8回生が「長輔高？長崎商業の間違い

さ」とほざいていました机とんでもない奴です。数十

年後になるかもしれません机甲子園出場の掛ま絶大な
るご協力をお軌、します。

最後に、関西同窓会の皆様の益々のご発展と、ご健勝

を祈念して筆を潤きます。

郎甜甜甜鱒甜甜甜甜紺柑甜由相即相即野郎郎郎郎

◇西成界隈◇

ス‾バ‾中村・常務取締役安宅朗（5回卒）

皆さん臥私の動新一るスーパーの所在地である、大

阪市西成区山王町という町を卸存知ですか○おそらく同

窓生の大多数の方々机一歩も足を倦み入れたことがな

い町だと患います0そこで・山王町の紹介からさせて頂

きます。

まず町の東に臥古き良き時代の売れない芸人達が有

を寄せ合い、その日暮らしをしていた笑いと涙の吼天

王寺札西に旧釜ヶ崎の名で全国的に悪名が高く、不労

者達かたむろする、西成愛痍地区0酎こ昔の養廓の風情

を今も色濃く残す、花街の飛田新札北に王将の坂田三

吉で知られト通天閣がそびえ立っ、析世乳このように

四方を最も大阪らしい？場所に囲まれています。しかも

この掛、町の中に、勤団の組事務所かなんと8カ所も

有りまれこの独特の雰囲気の中を、色と欲と汗とが入

場しった湿った鼠が吹くれそれが西成区山王町でれ

大阪で一番治安が悪い町だと思います。

私の店も闊店早々から、酔っぱらいや不労者か店内に

入って来ます0万引きや、店への言い舟かりも日常茶飯

事です。ところで、皆さんは万引きにもシーズンが有る

のをご存じですか。冬と比べ夏の方がだんぜん万引きが

多いのです。冬は鍋物とか、温めて食べる商材か主体で

すれ夏はそのまますぐに食べられる商品が多いことと、

寒い冬と臭ってどこででも寝られるので、不労者が多

い為です0万引きをした不労者の大半臥なぜか九州出

身者なのです。取り調べをしていても、言葉の端々に方

言が出てきます。そこで－一句、

彷引きのなまりに故郷（くに）の盆しのぶ」岬
先日の事ですか・近くのある勤団の組事務所が、敬

装工事の為しばらく他の場所に純する事になり、店に

段ボール籍を分けてほしいと組が二人乗ました。その

時の二人の会話です0「あれがこの店の店長でっか」
「そうやj「まるで極道やなあ」その会執こ、私も恥こ

居た社員も思わず失笑しました○上品でやさしい私の顔

もご′段キせ遽地轍‘塊んで厳しくなって乗る棟です

とにかく、朝6時の出社から一日の売上げの精算を済

ませ・店のシャッターを降ろす午後8時まで緊張の連続

です0そして又今日も早朝6時臥まだ暗い中を、店の

級入口に並んだ納入業者の方々の「お早うございますJ
「毎度！」と言う元気な声に応えながら、閉店まで平穏

な一日であります様にと祈りつつ、店のシャッターを開

ける私です。
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◇男はいらない消費市場◇

トーメン・衣料部課長　正司修治（3回卒）

最近、マーケティングの対象としての男性、特に既婚

男性の影がどんどん薄くなりつつあります。妻のショッ

ピングに付き合う夫は購買意志決定に参加させてもらえ

ず、単なる荷物の運び人となっており、たまに自分の物

を自分で買っても家族全員から「ダサイ」と言われ、こ

の為に購買に積極的に参加しようとする意欲さえ失いつ

つあるといえます。また若い層でさえ男性の発言力は段

々弔くなってきており、あるスポーツ用品店の人から聞

いた話ですが、例えばアベックでスキー用品を別、に来

て、女性はペアルックの良否で意志決定をしようとし、

男性は機能で選ぼうとするが唯唯諾諾として彼女の意志

／輩警警芸言：琵禁㌣ちマ＿シャルに若い男性

タレントを多く起用し、女性を如何に引き寄せるかに腐

心し、男性無視の状況といえます。

女性の就業秩会が増えたと言っても、家計の経済的基

盤は夫に依存する度合いがまだ高いのに何故消費生活の

局面で男性は忘れ去られようとしているのでしょうか？

その要因の第一は、女性の社会進出による世帯収入に

占める夫の収入のウェイトの低下でしょう。さらに銀行

振込が増え、カネは妻がにざるところになった事も大き

い要因と言えます。

その第二の要因は、生活目標の養いでしょう。男性の

生活月標ま高優度産業社会の中で会社に偏重し、これに

対して女性はむしろ消費面に大きな関心を持ち、その為

の知識を豊富に持つようになり、消費をリードするとい

う事になったといえます。

会社で搾られ、掛、だカネの使途は女性に決められ、

現代はまさに「亭主、三界に家なし」と言っても過言で

はないのでは、と思う次第です。

＼吉＼室㌔ぎ＼鱒

◇バルセロナの取材◇

朝日新帝大阪本社・社会部　中村博信（18回卒）

新聞社に就職して7年、大阪に赴任して3年と少しに

なります。記者という仕事柄、転勤や出張は多いのです

か、その中で去年夏に訪ねたスペイン・バルセロナを招

介してみたいと患います。同窓生の皆さんの中にも今年、

オリンピック勧戦がてらツアーを計画している方がいら

っしゃるのでは。

スペイン第二の都市バルセロナは、ピカソやガウディ、

ミロといった天才芸術家を数多く生んだことで知られて
オヽ、ますが、私の出張は、バルセロナ五輪で正式種目とな

る野球について、あまり知られていない地元の事情を取

材するのか目的でした。サッカーが盛んな欧州では、野

球は日本では考えられないほどマイナーなスポーツです。
バルセロナで五輪に向けて整備された最初の球場ですら

外野席がなく、聞けばr観客が少ないから」。

そんな球場のひとつが、五輪メイン会場に近いモンジ

ュイック丘にありました。試合や練習を見ていると、地

中海地方の乾いた気候に慣れないせいか、すぐに喉が渇

きます。しかし売店でみんなが飲んでいるのはエスプレ

ッソ。ジュースの自動販売機なんて、町中探してもまず

見かけません。

試合の方は、五輪候補クラスで日本の高校野球の地方
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大会レベルですから、草野球を見ているようなのどかさ

が章います。実際、地元の草野球チームで4番を打って

いる滋賀県出身の元高校球児に出会ったはか、少年チー

ムには日本企業の駐在員の子供たちが少なくありません

でした。また、日本で考案された軟球が少年野球用に普

及しているなど、スペインと日本の野球は思いのほか深

い縁で結ばれていたのでした。

五輪本番では日本チームにメダルの期待がかかります

が、スペインチームは実力はさておき、開催国枠で出場

できることになっていますので、応援してあげてはいか

が。

ちなみに、私のひいき選手は若手のホープとして紹介

されたハビエル・シビット君。バルセロナのタクシー運

転手の家に育ち、将来は大リーグが夢だと話していまし

た。アイドルタレント顔負けの美形ですが、ちゃんと活

躍するかなあ。
バルセロナの一般的な観光名所については、テレビや

雑誌で数多く紹介されていますので省略するとして、最

後にひとつ。通訳がバセロナに18年住んでいる日本人

の方だったので、取材の合同に地元の習慣など、いろい

ろ教えてもらいました。私がつい「会社の勤務時間は普

通、何削、ら何時までか」などという聞き方をすると、

通訳氏の答えは決まって、「バルセロナにはl普通」と

いうのかないのです」。どっぷり「人並みJ意義につか

った日本とはひと味違う、天才の国の言葉でした。



◇シャンベルタン村の思い出◇

住友ゴム・体育麓設部長古川源歳（1回卒）

昨年の私の誕生日に、ワインにうるさい仲間と三宮の

店で、あるワインを開けた。そのラベルにはジャヴリー
・シャンベルタン（1988）と書かれていた。私が持

ち込んだ物だった。

ブルゴーニュ地方の中心地ディジョンまでは、バリか

らTGVで一時間である。そこから半時間ばかりの所に

シャンベルタン村はある。国際テニストナメントが闊

催され、縁あってその地を訪れる機会があった0

テニスクラブは葡萄畑の真只中にあった。早朝、テニ

スが始まるまでの時臥見渡す限り広がる葡萄畑を散歩

した。土の色、葡萄の色に興味を持った。遠くに黒い点
のように鴨いている一群の人達が目に止まり近づいて見

ると一族晩総出で一抑こ並び葡萄を収穫していると
ころだった。始めて見る光熱こ、静かに、熱、心でシャ

ッターを何度も切った。そのうち休憩時間となり、掛、
フランスパンとバターと無地の掛こ入ったワインだけの

質素な昼食を立ったまま私も一掛こコ馳走になった。野

趣に甘んだものだった。

昼間は、テニスを見たりスペインから来たおばちゃん

達とテニスをして蓑んだりした。夕方遅くなって仕事の

関係のイギリス人のボスがr今恥ますはらしい所で食事

をしよう」と言った。他の四人と一掛こ私にもご馳走し

てくれるらしい。r何という事か！こういう掛こ限って」

と患った。どうも風邪を引いたらしい。基愕恥、い格好し

てテニスに現をぬかしたのかまずかった。悪寒が少しし

てきた。旅の疲れも重なったと患う。今まで海外出張は

何度も経験しているが、風邪lいたのは始めてだ。気分

も優れない。ホテルに舟って寝た方がいいようにも患っ

た。しかしシャンベルタン村の葡萄の収穫を目の当たり

にして、世界のグルメが集うレストランの食事をみすみ

す逃したら一生後悔するのではないかと患った。断れる

はずもなかった。

ラ・ソムリエという、世界のグルメが目指して来るら

しい、古城を患わせるたたずまいの、なるほど雰囲気の

あるレストランであった。日も暮れて、窓から薄明かり
が漏れている。中に入ってみるとその階段を上がる時、

その建物の年代と由来が分かるような気がした。措円形
の大きなテーブルに、キラキラ輝いたグラスが、繍式

の披露宴のフルコースの時よりたくさん並んでいる〇日

を見張るばかりだった。その理由は白ワイン、赤ワイン

がそれぞれ二回づつ変わるからのようだ。それに’おひ

や－のグラスもある。

皆の会話が弾むはずだ0そんなところに招待されれば

英語での会話なので私も入っていけるし、親しい仲間ば

かりなのでいつもなら冗談も通じるのにと患った○しか

しオードブルに手をつけたとたん、やはり乗るのではな

かったと患った。食事を胃が受け付けない。テナガエビ

から始まって海の幸から肉料理へと。それもシャンベル

タンの深いルビー色の重たいワインに負けないよう膚卜
生の、鱒のある動物の肉の料理が出て来ているようたム

オードブルをがんばって三分の一賞味しただけで、次

に出た物には手が付けられなかった。ウェイトレスはそ

のまま下げ、次のお皿を持ってきた。これまたうまそう

な料理で、仲間のドイツ人はソースを全部パンで拭き取

って口に運んでいる。私はそれにも手がつけられなかっ

た。，食べられないからこの後の料理はストップしてく

れ・とウェイトレスに告げざるを得なかった。その後も

色々な料理が出たが、私の前だけに皿が軌、。何も褒軌、
のはさびしいと思って、気をきかしたウェイトレスが早
々と私の前にだけデザートの皿を置いてくれた。料理に

手が付かないと言うことは、ワインはもっと遠くにある
ということである。ああ情けない　　　　○

ヮィンにまつわる話をしたら話は尽きない。駄文を重

ねているとすぐに字数が尽きてしまった。そして、こう
いうテーマを選んだことが間違いだったと知る。やはり

こういう舌はワインを飲みながらするに限る○

平成3年度活動報告

創立総会開催
平成3年9月8日「アサヒ・スーパードライ（曽根崎
新地）」にて同窓生160名の参加のもと盛大な集ま

りがもたれました。遠くは高知・室戸からの参加者も
あり、時のたつのも忘れ楽しい一日を過ごすことが出

来たと患います。

長崎南創設時の梅田和郎先生、関西長峰県人会会長、

大阪長崎県柿級長脚の岩永会長、角町副会
長らの参加も華をそえました。

幹事会
平均月1～2回の幹事会を胃催。

平成4年1月、10回生幹事・榎田放線さん東京転勤
で有志送別会。

平成4年2月、1回生副会長・八尋重義さん東京転勤
で有志送別会。

■h

同志会派遣
平成3年10月、阿東同窓会総会（新宿歌舞伎町）に
参加。総勢350名の払
平成3年11月、本部同窓会に参加。

〝　　　同窓会本部での30周年記念式典に

業蹴▲榔集のビデオは事鵬にて貸出中）

組織人員
関西同窓会（近畿菌内）総会員数、約800名○

年会費
総会不参加者に対し年会費2000円の振込を依頼し、

現在までに112名の振込があります。今回の会報の
発行及び同窓会の事務費として長重大財源です○
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会費新入者一覧表　（平成　3　年度）

回 �全　　点　　名 �旧姓 �回 �会　　員　　名 �旧姓 �回 �会　　見　　名 �旧姓 �回 �会　　見　　名 �旧姓 

1 2 ノ 3 】 4 �佐　鳶　雅　美 �境 野沢 中沢 小林 �5 6 7 8 �☆田　代　一　行 �井口 石井 �9 1q 11 12 13 �☆平　山　利　彦 �東森 江口 �14 15 16 17 18 1g 20 21 22 23 24 25 27 �☆保　田　　秦 �木下 

★中村宣彦 女八尋重義 ★中山雅一 ���☆松尾一道 女坂垣金好 ☆松尾江津子 ���☆永田　弘 池田　定 ���土井義雄 平田　鎗 鼻裕子 

☆古川豪蔵 遺鳥八重子 ���☆書胃みね子 ★山本絹代 石田憲治 ���野中莞一 女手嶋義雄 ☆東秀子 ���★長井美た子 女嘱勇三 �山下 金田 

☆広蠣光子 ☆岩谷雄一 ���☆岸　本　唐　子 �永R ��★荒木　広 下田浩二 ���☆佐繭甘典 ☆金屋義男 

★高　石　　■ ���鳶　丸　久　子 �野田 ��★田　川　　豊 ���★石　丸　　守 

☆前　原　晃　昭 ���☆安　宅　　朗 ���★　濃　　繹　芳 ���エりわソ　直　子 

★片　江　幸　男 ���☆平　田　正　義 �河野 ��☆福　本　妻　二 ���繭　下　公　子 �浜畑 今村 富永 甘地 麓辺 

☆高　谷　l■ ���★池　谷　寿　子 ���女優　田　改　絶 ���植　木　匪　之 

吉　村　敏　幸 ���★大　串　啓　子 �嶋村 ��松　村　洋　手 ���★久　保　憲　二 

荒　木　康　彦 ���★高　松　由貴子 �森 ��中　寺　伊養子 �嘉勢 吉田 ��★谷　口　徽　也 

☆田原　麓 西平　均 ���竹田和子 山田繭善 �黒田 岸高 ��☆松尾千茂子 ☆小西真理子 ���漉　辺　修　二 

中　野　秀　子 ���水　本　　飾 ���★平　井　正　文 ���前　田　浩　二 

平　　静　一 ���村　田　盾　行 ���安　井　久美子 ���臣　田　真　美 

★辻　田　嶋　夫 ���☆山　田　茂　樹 ���山　田　鱒智子 �和泉 佐仲 胃本 ��舌　胃　美　樹 

☆松本繭一 女八尋義l昏 ★鳥山良親 ���☆鶴清書 ★吉田良平 ★山口久美子 ���村田謙治 ★倉田浩次 ���仲里温子 ☆漁村浩一 

☆高鐘市給 室田活 ★石井清人 ���★彦田恵美子 美嚢謙二 �伴内 時尾 ��★木津式浩 小串田輝夫 大町一朋 ���☆松島一書 垣田知者子 女田中邦生 

女鹿　谷　　実 ���小野村　修　一 ���★山　口　　猛 ���★奥　平　文　雄 

阿　部　良　子 �根橋 意由‾ 増倉 広田 裾野 篠崎 尾崎 ��★山　口　孝　次 ���荒　木　愛　子 ���金・子　康　司 

☆松本浩一処 女岩永正人 ���荒木政幸 ☆木下和敏 ���下田畿介 ★下田麟子 ���★手塚律子 ★前田　藩 

☆角　町　正　麟 ���★田　中　　昭 ���井　上　千香子 �松崎 

女中相棒 木下鳶一 ���★近　嚢　津和子 ���川　崎　佳代子 �吉田 ��吉　田　敏　彦 

★岩　崎　典　子 �辰口 古川 ��★蓑　田　桂　子 �野耐 ��小笠願　雛太郎 

井　上　芳　文 ���★青　山　恵　子 �岩野 ��★山　田　鉄　也 

☆高　谷　昭　蔵 ���多　田　　畿 ���佐　竹　貴志子 �山下 谷口 ��森　　浩　一 

米＿＿倉蒼冶＿ ★村上美鈴 ★中島親子 ���平松騎夫 ★立山義春 高専節子 ���☆小川秀樹 ★河＿瞥・・史さ ★舌胃丸宝鵡 ���高義佳与子 女農場ひろ子 

女高　谷　睦　子 ���媚・む：真由美 �桜山 ��★八　木　哲　夫 ���平　　清　人 

荒　木　利　芳 ���☆藤　原　知　子 �平山 今利 ��大　賀　　都 ���★中村博官 ★荒木息 

檜　崎　久　俊 ���☆小　野　　等 ���木　田　恵美子 �早川 

☆山　本　　豊 ���坂　本　膿　戌 ���☆水　江　美和子 �森川 

☆山　内　平　介 ���★何　方　　豊 ���★山　根　煮　子 �書胃 ��高比良恵美嘉 古賀式 
JG　公 ���′ ���′　　I �Jl 

☆山　崎　　彰 ���☆渋　谷　ナオ子 �隅部 ��★小　村　昌　美 �皇道 

☆池　水　安　之 ���中　野　聖　子 �三浦 ��★宮　野　容　子 �松下 ��★劇　所　佐和子 

田　尻　　博 ���★井　上　久美子 �書肖 ��浅野陽子 伊鳶宏 丸尾邦広 �内蔵 深場 ��★末　書　靡　吾 

★矢木孝子 川崎久美子 川田淑子 ���☆山田節子 ☆伊鳶秦伸 �石繭 古賀 古賀 高戸 川場 �����吉田小夜子 ★本川拾己 

★久　保　七　枝 �川願 ��田　坂　農　大 ���土　井　正　彦 ���☆片　山　甘　美 

★　林　　春　美 �呉 ��女神　移　恵　助 ���竹　下　ゆう子 ���★渡　辺　正　臍 

★山　下　昌　子 �坂口 ��☆高比良　正　暴 ���篇　方　貴　子 ���★翁筆触 ★蓋田　勇 

★松　永　文　子 �竹中 ��☆中　村＿秀　樹 ���新　谷　優　子 �折田 

★篇　井　未　美 �古川 ��小　西　洋　子 ���石　野　智　恵 �拝眉 広義 漂山 

☆田　中　桂　子 �兼官 ��山　崎　弘　曙 ���★渡　辺　俊　樹 ���小　濃　博　史 

相島辿夫 ☆山口静拾 �村元 寿司 木場 乱川 ��★翳　靂美 山田芳技 ���田口好劇 ★坂本安手 ���★今　生　克　樽 

★岩崎三枝子 内野墓介 ���高木瞳逼 円口和昌 ☆厨芳和 ���長田道子 平野騰久 ���＿吉村曾子 女片義野邦子 三浦文 

★太田均 逓鳶栄 福島伸一 ���★池田大治 金丸漏治 女川願義書 ���★松島俊息 熊谷寛 ★肴呈真司 ���濃畑恵美 ★片剛かおり 

★三　宅　　博 ���★自　石　垣　之 ���山　本　弘　之 ���渡　辺　貴久子 

★佐鳶比登美 ★川井洋子 ★山下幸子 ���★若林芙美子 ☆牛込恒 ���★本田義美 ☆前田　膏 覆田景子 ���中島親子 矢野薔 

☆松　島　育　代 �願口 ��☆　東　　春　彦 ���加書庫代 書田　司 �ノ蠣 

★増　田　貞　子 �冶屋 ��松　中　ひろ美 ������☆義　田　晴　子 

★由　布　千恵子 �遮薦 ��豪　州　博　子 �末書 �����☆濃濾幸劇 峰　文 

鈴　江　君　枝 �松濾 ��★野　中　朋　子 �角町 鞭薦 ��☆森　永　曹　司 

★村田陽子 ★伊鳶賢一 �寺井 ��★前田有明 山田真砂子 ���鳥井幹臍 工豪　儀 

☆　平成3年度鯛立紘会出席者
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ご存知ありませんか

下記の方々は昨年度、転居先不明等で郵便物が戻ってきた会見です。●通知お願いします
ご存知の方は事務局までこ通知お唄いしまタ○ また、転居等で最近閑西地区に居住された方のご連絡を熱望します。 

回 �氏　　名 �旧姓 �回 �氏　　名 �旧姓 �回 �氏　　名 �旧姓 

2 �江　川　次　雄 �平山 �12 �松　永　博　幸 � �23 25 26 27 �中間貫 中尾潤一 永田敏恭 � 

3 �中　村　和　子 ��13 �出利菓太郎 上戸不二男 高比良博仁 山浦義次 荒木建国 渡辺浩一 野田至高 中本隆志 下釜紀美子 
4 5 9 �辻山隆博 松浦優子 平野武文 松尾守 松尾清一郎 小川威 苑田恵美子 森崎寿明 �峰 増田 �19 21 22 ����山崎一成 早田誠 井津英樹 島元美久 古賀野桂 立道美紀 安達新平 

茄＝耕虫耕＝＝　編集後記

or原稿、書いてくれんね0」「ああ、ヨカバイ。」この短い会話ではあるが、殺伐と

旨諾霊芝漂蒜誓‡書警芸讐望宣子墓誌孟宗要覧‡禦誓芸嘉雫品吉富孟旨芸芸
役割を果たせたらと願う今日今頃である。　　　　　　　－K・Ⅰ一

〇「終わった！J私の担当は紬と、編集会議に出席すること？絵は関西在住の知人に
大浦天主堂の写真を渡して講いてもらったものです。彼女は二科展に出品する芸術家、
草木染の手編のセーターと物々交換した手間ひまのかかった作品です。－H・S一

〇最初の会報発行であり、難行苦行を予想したが、地球の反対側まで手を廻す旺盛な原

禦ぎ羞姦悪芸警誌三品諾；ア孟震えと去芸苦賢冨讐讐禁書慧浣芸や
性もあった。ここまで来た動因は・会見の同窓会へ向ける熟き思いに何とか応えたい
という気持ちだった○会費納入者が多数にのぽったこ・とを、多くの人が情報を求めて
いると受け止めたことによるといえる0　　　　　　　　　－T・M一

〇鯛のネーミングにおいては、「堅苦しくなく・長崎らしく」をイメージしました0
他にも「おたびしょJなどありましたが、Eいしだたみlとしました0　－T・K一

長崎甫高閲西同窓会事務局
尋530大阪市北区西天満3－6－3西天満福岡ビル4F

松本法律事務所内松本藤一（2回斡
Ⅷ＝肪雄5）糾鳴く代）円状雌雄5）Ⅶ81

発行：平成4年6月
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