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＜第3号発行の挨拶D

長崎南高閲西同窓会総会ご案内

第3回総会を下記の通り開催致します

創立総会、第2回総会と回を重ねて参りましたが、今年も第3回総会を計画しました。初めて参
加される方、すでに常連となられた方、安らぎある楽しいひとときを、懐かしい恩師や仲間と語り
合いましょう。総会毎に繁、だ輪を今年もますます広げようではありませんか。多数の同窓生の参
加をお願いします。

◇と　き‥……一平成5年9月5日（日）12：00～16：00

◇ところ‥‥・…・コミュニティプラザ大阪（3Fホール）

福島区福島3丁目1－73
℡06－454－1153（代表）

◇かいひ・…・川男性10，000円

女性　　8，000円

学生　　5，000円
〕年会費2

※詳細は下図を参照

000円を含みます。

◇招待恩師…一一‥平吉　俊美先生（国語科）在校　S．39－52・56～H．1

《総会会場≫

至野田　　　福島　　　　JR環状線　　　　大阪

至新大阪

●JR福島駅から徒歩10分・阪神福島駅から徒歩10分・地下鉄肥後橋駅から徒歩10分



◇谷口俊也さんお元気で◇

松本法律事務所　松本藤一（2回卒）

14回生の谷口俊也さん（日商岩井勤務）が転勤で6

月11日に同窓生が集まり送別会を開きました。場所は北

区「藩」。出席者は中山雅11L前原晃昭2L山下昌子

（3人板垣金姉4L吉岡みね刊4L安宅的5L間渕盟臥

木津武治1臥森永哲司㈹、金尾義男岨掘勇三組の皆さ

んと私です。如コ内は回生。まず、吉岡みね子さんから

「文学で読むタイ」の著書の出版言己念についての協力の

お礼と海外勤務の激励の挨拶があり賑やかに会が始まり

ました。今までにも転勤迄余裕のある人の時は何度か送

別会がありましたが、聞けば谷口さんの転勤先はニューヨづ

舞…芸三話芸諾孟言誉誌慧票三㌢；ル芸苦
るその方面のVaitality　に熟し、しながら名残を惜しみ

ました。牧野バーて2次会の後散会。転勤のある人を羨

ましく思いつつ、年間100万人の移住者を受け入れなが

ら移住者を新たなエネルギーとして青年の正義感と画一

的な自由、平等で突っ走ってきたアメリカ、自国に黒人

奴隷という植民地を作り、200年たった現在その負債の、

支払いに坤吟し、のたうち回っているアメリカ、人間の

欲望と才能を最大限に引き出す体制も作ったが、行き着

くところM＆Aの扱底のように利口な人間の算盤勘定で

労働者の職場はおろか、年金制度それ自体を食い潰しつ

つある惨状、英語を喋る人口が21世紀には過半数を割り

アメリカがアメリカでなくなる日が近づきつつある日に

5年間を過ごす谷口さんの生活が新たな文明の過渡期を

見据えた実り多いものとなることを祈りたい。そして帰

国した時は現在でも既にシングルのゴルフの腕にアメリ

カ仕立ての腕前を加えて披露して貰いたいと期待してい

ます。

響きせせ
◇長崎の患い◇

三菱重工業㈱湯村浩一（16回卒）

長崎を離れて神戸に来て10年がすぎました。生まれ

てから大学卒業まで、長崎での22年間は、親のもとで

育ち、俗に言う“親のすねかじり”の甘い学生生活だっ

た。そんな中でも南高における3年間は、スポーツと受

験勉強の両立を目指し、いちばん鍛えられ、充実した時

期だったと思います。そんな私が、神戸に来て就職・結

タ監誌誓慧‡ニ ひとまず家庭と仕事に充実した

長崎の港に浮かぶ大型タンカーをみて育った私は、か

なり早い時期に今の会社にあこがれ、就職をすることを

心に決めていました。思い通りに就取が出来て、仕事は

入社以来10年間船の修理でした。客船■ふじガ・に

つぽん丸“、カーフェリー、コンテナ船等100隻以上

を担当してきましたが、船の種類、乗組員そして修理の

内容が多種多様で釘ヒにとんだ仕事です。今年からは、

船を造る側に変わり、良い船造りに頑張ろうと思います。

そんな仕事の上でも長崎との関わりは大きいです。長崎

でも船を造り、修理しておりある時は協力し、ある時は

良きライバルとして顛いあっています。出張もあり、そ

のためか廻りの皆も長崎へ行った人が多いようにです。

長崎に行った人は口をそろえて“長崎はいいところ、も

う「度行きたい”と言います。そんな時私は“長崎の

どこがいいですか？”と尋ねてみる。答えは“食べ物が

旨い”“人があったかい”“行ってみたい観光地が沢山

ある’とか。嬉しくなります。さらに、私は、長崎をア

ピールする。食べ物だとチャンボン、皿うどんの中華料

理、カステラは言うまでもなく　吉宗の茶碗蒸し、卓椎

料理、いけす料理、松の家のうどん、浜勝のとんかつま

で○おくんち、ハウステンボス‥相手が知らないもの

があれば“次に長崎に行った時にぜひ”と勧める。さて

私が今住む神戸についても少しアピールします。神戸は

大きな街であるが緑も多くかなり計画的に開発されたす

てきな街です。港町であり、山も近くにあり長崎を大き

く広げた地形をしています。さらに国卿勺でファッショ

ナブルな街です。とは言っても長崎と神戸しか知らない

私が神戸を語っても結局は長崎との比較でしか語れませ

ん0“住めば都けとても気にいってます。長崎と神戸7

00km～800kmの距離があり、思うようには帰れませ

んが、長崎への思いは何時までも変わらないと思います。

そんな長崎への思いは南高関西同窓会が発足し参加する

ようになり、一つ深める機械を得ることが出来ました。

最後に、私は船の仕事のせいか将来船旅をしたいと思

っています。客船“ふじ九・にっぽん丸”で神戸から長

崎へワインナイトクルージングなんかいいですね。南高

関西同窓会でチャーターできたらいいですね。
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◇甫高ゴルフコンペ◇

山下　昌子（旧姓・坂口）（三回卒）

新緑萌える4月16日南高同窓会の第2回ゴルフコン
ペが開催されました。参加者の日頃の行いが良かったと

見えて、とても良いお天気に恵まれ気持ちの良い一日で

した。今回は初めての女性参加ということで内心足手ま

といにならないかと心配しながら参加させていただきま

した。

ところで私とゴルフの出会いは遡ること18年前、上

の子が3才のときでした。専業主婦に退屈し、子育てに
一段落した頃家に居ては、親子で病気ばかりしているの

で主人に勧められてゴルフスクールに通ったのです。で

も2か月半でダウン！北九州ではバスに乗って電車に乗

って子供連れではちょっと無理でした。その後ママさん

バレーに変更したり、次の子供が生まれたりで何年も中

断していました。

大阪に住むようになって、近くにゴルフセンターがあ

るのを知ってから主人のお供で時々行くようになりまし

た。それでも何か月も休んだり、気が向いた時だけは中

々上達しません。やはり集中的に練習して身に付けない

と直ぐわすれてしまいます。そして少し上達すると欲を

出すので調子が乱れてしまい。基本に戻らなければと反

省の連続です。コースに出る犠会が多くなればもっと頑

各地同窓会案内

張るのでしょうが‥。

さてさて本題のコンペですが前日より体調を整え、6

時半起床7時半待ち合わせと順調に進んだっもりが、1

時間半の待ちぼうけで不安がよぎりました。何とか間に

合い無事全員集合で11名3組でスタートしました。ハ

ンディを沢山いただいたので「自己のベストスコア近く

を出して廻れば、上位入賞だ」などと、とらぬ狸の皮算

用をし、ウオーミングアップをしてスタートです。ダイ

ナミックに飛ばす人、あわてて引っかける人、力余って

OBを出す人、各々のドラマを作りながら快調に進行し

て行きました。／J＼烏も近くに飛んできたりして自然との

気持ち良いたわむれでした。私は優勝候補の二人に挟ま

れ、教えていただいたり又圧倒されたりで得意と思って

いたスプーンが調子悪くて少々あせり気味でした。あせ

りが出るとパットも冴えずやはりゴルフはメンタルなも

のと感じました。調子の良かった人、不調だった人、い

つもと同じ人、いろんな思いを抱いて打ち上げパーテ

が始まりました。おいしい料理とビールをいただきな

ら成績発表と各自の楽しい感想発表会でした。次回も是

非参加させていただき少し上達して私のベストスコアが

出せるようにしたいと思います。

幹事のみなさまには大変お疲れ様でした。おかげ様で

楽しい一日をすごすことが出来ました。紙面を借りてお

礼申し上げます。会の益々の発展をお祈りします。

長崎南高同窓会本部

〔総　会〕平成5年9月12日（日）18：00～　ホテル「ニュー長崎」

〔事務局〕事務局長　入江友規　面850長崎市鍛冶屋町6－11TEL0958（27）6397（宅）0958（25）5151（勤）

長崎南蔦関東同窓会

〔総　会〕平成5年5月29日（土）「赤坂プリンスホテル」にて開催済。

〔事務局〕事務局長　松本清一郎　面143東京都大田区南馬込3－28－9TELO3（3773）0345（宅）

長峰南高橿岡同窓会

〔事務局〕事務局長　岩本洋一　面810福岡市中央区赤坂ト1ト13

大稲ビル6F　岩本法律事務所TEL O92（712）4081（勤）

長崎県人会

〔事務局〕大阪市北区梅田1－3－118大阪駅前第一ビル8F TEL O6（345）3187FAX O6（341）0312
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◇凧揚げ大会◇

スーパー中村店長　安宅朗（5回卒）

雲一つ無い　抜けるような青空に、高々と揚がったん

です。大阪の空に、長崎南高と染め抜かれた凧が、天高

く見事に揚がりました。先日、5月16日淀川の河川敷
で行われた凧揚げ大会の事です。当日の天候が気掛かり

でしたが、素晴らしい晴天に恵まれて、私もこの日は家

族で参加しました。なにしろ初めて行く場所なので何度

か道に迷いながら、なんとか集合場所に着くことが出来

ました。私の娘は、長崎の凧を見るのはもちろん、揚げ

るのも初めてです。会場に着くなり「お父さん、早く揚

げさせて」と急かす娘に「待て、待て」と、自分が揚げ

るのに一生懸命の私です。やっと揚がった凧を見せよう

と、回りを見渡すと、娘は待ちきれずに先輩方に教えて

もらいながら、これまた凧をあげるのに懸命です。風も
欄ヽしなくなってきたので少し揚がると凧は向きを変えて

地面に一直線にゴツン。それにもめげずに何度も何度も

チャレンジしている娘です。この根気がもう少し他の方

面に行かされたら良いのになあ・・。家内はと言うと、

日焼けを気にしてか大きな日除けの付いた帽子を被り、

遠くの方で、小さな子供みたいにはしゃぎ回る私達を半

分あきれ顔で見ています。今回の凧揚げ大会は長崎県人

会と同時に催されたのであちらこちらで長崎弁が聞こえ

てきます。県人会で参加された方の中には、我々の長崎

南高の凧などを見て南高来郡のナンコウと勘違いされ、

「ナンコウからも乗とっとよ。」「ヘ一。ナンコウんも

んは　はでやねエー凧や職まで造っちょるよ。」と言う

声も聞かれて　思わず苦笑しました。午後からはコマ回

し大会もありました。娘はこれも初めて見る長崎特有の
コマを珍しそうに手にしながら「お父さん　これどうし

て回すん」「どら、こないするねん」と私が手際も鮮や

かに思い切り投げると勢い余って前の池にぽちゃり娘は

小さな声で「ふーん長崎のコマって水のなかで回すんだ
‥」これはいかん、父親の権威が下がるとばかり再度

挑戦。今度は見事に回りほっと一安心。ビールを飲みな

がら「お父さんの子供の頃はなあ・・」と少しオーバー
に凧揚げやコマ回しのさも達人だったかの如く話してい

る私に「ふーん　そうなん」「ヘーえ　すごい」と上手

に聞いてくれる娘。でも眼鏡の奥の目は少し笑っていま

した。コマ回し大会が終わった頃からまた風が出てきて

皆さん旗揚げに夢中です。娘も空高く揚がった凧を見上

げて満足顔でした。この様にして楽しく凧とコマに戯れ

た一日でした。凧揚げは5等賞となり、翌日の長崎新聞

に掲載され、長崎の人に挨拶ができました。高校の学生

時代よりもっと昔の痍垂れ小僧の頃に戻った気がして何

時もよりゆっくりと歩きながら家路につきました。今回
の催しは関西同窓会として初めての野外活動だったので

参加人員や準備の事などで多くの不安が有りましたが今

回の経験を活かして次はより多くの同窓会の皆様に参加

して頂きより楽しく一日をすごして頂けるように努力し

ていと思います。次回の皆様との再会を心待ちにしてい

ます。

－4－



◇専業主婦は雨にも負けず・・・◇

太田千賀子（旧姓・三輪）（4回卒）

いわゆる平均的結婚年齢の24才で結婚し、夫一人、

娘一人、息子一人という平均的妻をしています。専業主

婦は「三食昼寝つき」の優遇だとかで、ランランラーン

と鼻唄まじりで専業主婦に甘んじておりました。しかし

‥であります。世の中は次第に女性（勿論、妻たちを

含めて）が家の外へ出ていく時代にさしかかっておりま

して、気が付くとランランラーンの主婦は少数派になっ

ていました。地域社会には男も女もまるでゴーストたう

んl会社等にお勤めの方が増え、各自の生活のスケジュ

ールで手いっぱい。余分な時間等ない！と叫ばれる。か

くして、生まれついての私のおせっかい癖に火が付いた

ようなわけで学校のPTA、地域の自治会、子ども会育

成会、生協などの役員を，次々に快く引き受けて口八丁

手八丁。文字通り【雨にも負けず、風にも負ケズ‥”

日々出歩き、お節介の限りを尽くして今日に至っていま

す。もとより特技といえば、おしゃべりしかない　ので

すから、あちこちでしゃべりまくり、怒り、喜び、ハラ

ハラ、ワクワク・ドキドキの毎日。日々充実し、楽しく

もありまた悩み深い生活がもう20年近く続いています。

おかげで独身の頃よりも遥かに多くのかたたちと知り合

いになれましたし、はじめて体験するたことにも沢山巡

り合いました。それらのすべてが私の主婦の青春をいろ

どっています。南高を卒業して26年も経ってしまい、

相応に年齢だけは重ねてきましたが精神的にはさほど成

長の後はみられず、ただ好奇心の固まりです。なにを見

ても何を聞いても”それからどうなる？としつこく追求

してしまいまう変な性格を、エネルギーのもとにしてい

る次第です。わが子含めて向光性、大学生の若い人達は

アスファルトのころの私達よりずっとき活き活きとして

誓言ヒ農警‡ご諾芸三三票完警芸ト
まいにしがちな私達主婦の傾向、諸先輩方、若い人達に

習いながら、はつらつのおせっかい専業主婦をメいっぱ

い生きたいと思っています。

醐棚ぎ
◇長女「マル」◇

オリックス京都支店長　間渕豊（6回卒）

私は今〔7月4日20時部分］純米吟醸酒「上善如水」

を飲みながら書いている。「ジョウゼンミズノゴトシ」

と読む。越後湯沢の地酒で白瀧醸造製である。先日、京

都で取引先に御馳走になった時に勧められた。。日本酒

とワインの中間に位置する様な、フルーティーな酒であ

る。私の拙文を読む機会を得られた同窓先輩、同輩、後

輩の皆様の皆々様、是チトー度お試しあれ、良く冷やして

「ゴクリ」。肴は選ばない。因に私は今日、川西阪急に

て買い求めた。

話が表鑑からそれてしまった。

長女「マル」の話だ。

1981年8月17日生（推定）。我が家族の一員となった

のは1ケ月後の9月17日のことだった。結婚後1年半経

過し、ダブルインカムであった私共は、当日、新入社以

来の勤務地である名盲屋で、仲間と共に飲んでいた。何

故かは忘れたが、深夜、私は妻と別れて帰宅した。1時

間程後に妻が帰宅した。「長女」を手に。

わが家に猫が居る。女系のわが家である。妻、子供、

長女ともに肌Mのイニシャルである。「マル」は今年

12才になる。人間では防才くらいであろうか。極めて長

寿の部類だろう。家族の一員になったのが、9月17日と

記したが、我が家に入った日と訂正すべきかも知れない。

公団賃貸居住のため、当然負司育禁止。あまりの小ささ、

可愛さに、誰かは貰ってくれるという勝手な思い込み。

妊娠中は胎児に悪い、生まれてくると赤ちゃんを窒息

させる等々、廻りの雑音にもめげず、だれも引き取り

手にならないとわかり、我が家族にすると決心したの

望遠三笠警崇㌘完票悪賢左諾竿岬
転勤と妻の出産の為）それ以外では、まずマンション

の一室を出ることはない。エジプト系のアビシニアン

との雑種とのことである、風貌は精悼、趣味、特技は

寝ること。流石に白いものが目立つ様になってきた。

廻り道の懸念に反し、卯年8月4日生の戸籍上の長女

もスクスクと成長している。ホテルに預けない為、2

泊3日以上の旅が出来ないここ12年であるが、家族
一同大過なく生活出来ており、「長女」が福を運んで

きたのだと勝手に納得している。

可愛いから、可哀相だから・・と猪を拾おうとして

いるあなた、覚悟は充分ですね。

「上善如水」も大分廻って来た様だ。

ー5－



平　成　4　年度　会費　納　入　者

回 �会　　長　　名 �旧姓 �回 �会　　且　　名 �旧姓 �回 �会　　見　　名 �旧姓 �回 �会　　長　　名 �旧姓 

1 2 3 4 �佐藤雅美 ☆中村圭彦 �漕成 中沢 小林 �5 6 7 �☆板垣金好 ☆松尾江津子 �井口 石井 松尾 野臼 野田 �8 9 10 11 12 �金丸蘇治 ☆川原叢書 �河内 末吉 権藤 吉田 江口 �13 14 15 16 17 18 20 �☆加　藤　康　代 �一ノ瀬 山下 空閑 

☆八　尋　主　義 ���☆吉　岡　みね子 ���白　石　僅　之 ���松　下　　実 

☆中　山　雅　一 ���☆山　本　絹　代 ���吉　岡　由美子 ���☆森　永　曹　司 

☆古川渡蔵 ☆坪井直子 森田利夫 ☆岩谷雄一 ☆高石潤 ���☆石田憲治 浜口多佳子 ☆木村隆 坂本健二 ☆盲1度隆 ���☆壷井恭子 ☆牛込恒 東春彦 中島和美 藤川博子 ���鳥井軒別 村田隆彦 ☆大熊正浩 平田稔 ☆長井美紀子 

☆前　原　晃　喝 ���横　木　和　幸 ���☆前　田　智　明 ���☆　堀　　勇　二 

☆片　江　幸　男 ���浜　田　節　子 ���山　田　真砂子 ���本　田　佳　明 

☆高　谷　　剛 ���☆宮　地　純　一 ���平　山　利　彦 ���☆金　尾　義　男 

吉村敏幸 ☆桑原字書 ���☆暮丸久子 ☆安宅　朗 ���永　田　　弘 ���石丸　守 ☆梅村木綿子 

☆田　原　　勝 ���☆平　田　正　裕 �河野 ��池　田　　定 ���☆藤　下　公　子 �浜畑 本多 今村 牛島 富永 宮地 

☆甲　斐　捷　治 ���☆池　谷　秀　子 ���棟　木　久美子 ���植　木　隆　之 

中　野　秀　子 ���☆大　串　啓　子 �崎村 ��天　本　一　平 ���久　保　憲　二 

☆松　本　藤　一 ���☆高　松　由景子 �森 ��下　田　浩　二 ���谷　口　俊　也 

八 ���田　　　子 �黒田 大平 ��田　川　　豊 

脇　山　長　規 ���山　田　清　書 ���☆　漬　　輝　芳 ���酒　井　　正 

☆室　田　　浩 ���☆水　本　　節 ���☆榎　田　政　絶 ���前　田　浩　二 

☆石　井　汁　人 ���谷　　真　理 ���松　村　洋　子 ���原　田　真　美 

☆鹿　谷　　実 ���山　田　茂　樹 ���中　塚　伊都子 �豪勢 ��☆中　尾　一　郎 

阿　部　長　子 �根橋 篠崎 ��☆　楠　　清　書 ���安　井　久美子 �吉田 ��☆野　中　康　浩 

☆中　村　　博 ���吉　田　長　平 ���山田溝智子 村田謙治 倉田浩次 �和泉 佐仲 笥胃 ��☆名尾和昭 ☆漁村浩一 ☆松島一書 

木　下　徳　一 ���☆山口久美子 ☆彦田恵美子 �岸高 陣内 

☆高　谷　昭　蔵 ���薇　松　なおみ �末続 古井 

☆米倉憲治 杉山俊輔 ���河　野　　司 ���☆木津武治 ☆小串田輝夫 ���☆塩田知香子 ☆田中邦生 

正　司　修　治 ���中　島　　荘 ���大　町　一　朋 ���☆臭　平　文　堆 

藤　山　直　大 ���☆荒　木　政　幸 ���山　口　　猛 ���☆金　子　康　司 

檜　崎　久　俊 ���☆緒　方　博　之 ���ゝ　荒　木　愛　子 ���★手　塚　躊　子 

内　平 ���田 ���下　田 ���轟構京子 山田■鉄也 

田　尻　　博 ���近　暮　津和子 �時尾 ��森　田　恵　子 

☆川　崎　久美子 ���☆岩　崎　典　子 �原口 古川 ��渡　辺　玲　子 

多　田　真理子 �日高 ��☆結　城　俊　和 ���井　出　加寿子 �富岡 ��森　　清　一 

☆久　保　七　校 �川原 ��☆多　田　　徹 ���☆藤　田　桂　子 �野削 ��高橋佳与子 馬場ひろ子 

☆ �呉 ��平　松 ���☆大 �谷口 

☆山　下　昌　子 �坂口 ��☆立　山　義　春 ���☆森　下　厚　子 �渡辺 森川 

松永文子 ☆酒井末美 �竹中 古川 ��☆高　革　節　子 ���☆河　野　史　彦 ���☆中　村　博　居 � 

☆田　中　桂　子 �米原 ��坂本寿子 坂下真理子 �飯島 小川 今利 ��古閑丸主我 ☆水江美和子 ���☆平　田　義　巳 

相島過夫 ☆山 ���☆小　野　　等 ���☆山　根　薫　子 �吉岡 ��野　坂　和　宏 

ロ静給 竹下弘子 �柴田 増田 ��坂本勝成 ☆間瀬　豊 ���小村昌美 ☆宮野容子 �皇道 松下 �21 �安　達　　謙 � 

☆富　永　正　俊 ���小　林　静　代 　ノ1ヽ ���浅　野　陽　子 �内藤 深場 ��椛　島　昭　子 

前　田　菅　養 ���渋谷ナオ子 中野聖子 �隅部 三浦 ��☆キ　熊　寛　治 ��23 �☆漬　畑　恵　美 � 

☆永野義典 棟木　健 ���☆井上久美子 山田節子 �吉岡 右横 ��丸尾邦広 土井正彦 ���空　閑　香久子 

☆福島伸一 高橋享子 ���☆田　坂　幾　太 �古賀 古米 ��☆山崎仁介 緒方貴子 ��24 �楕　松　任　郎 � 

☆佐　藤　比豊美 �赤司 ��神　杉　憲　助 ���新　谷　優　子 �折田 木下 �25 26 �成灘櫻子 福島佳苗 

川 � �� ���坂本安手 西村嘉朗 

☆山　下　幸　子 �乱川 ��☆中　村　秀　樹 

☆松　島　育　代 士 �原口 ��☆小西洋子 野村修之 ☆堀雅美 

☆口村　悟 ☆由布千恵子 �近藤 �����松島俊息 土田正則 ��27 �峰　　　文 

鈴　江　君　枝 �松浦 ��☆山　田　芳　枝 �轟戸 ��　口 ☆松　本　政　信 ��28 �松　嶋　明　徳 

☆村　田　陽　子 �寺井 ��轟　木　踵　通 ���山　本　弘　之 

☆伊　藤　F　－ ���菊　田　裕　久 �峰 ��西　村　ゆかり ��29 �☆深　水　康　裕 � 

☆田　代　一　行 ���田　　　F　子 ���前　田 ���しのぶ 

松　尾　一　道 ���☆小　島　扶美子 �若林 ��榎　田　景　子 �深山 ��☆書　居　孝　雄 

☆　平成4年度総会出席者　　　　　　　　　　　　　　　平成4年4月1日～平成5年3月31日納入分
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この人知らんですか

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員です。
ご存知の方は事務局までご通知お鯨いします。
また、転居等で最近関西地区に居住された方のご連絡をお待ちします。

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

5 �末　永　正　義 �小森 �16 �山　田　裕　子 �香田 �23 25 �田　中　英　治 � 

6 8 �慶　上　正　治 ���大川内比砂美 �下田 東尾 ��近　藤　剛　義 

坂　下　　勉 ��18 �金　森　宏　二 ���岩　崎　みゆき 

宮　本　澄　子 ��19 20 21 22 �大　木　　武 ���河　村　信　行 

9 �山　下　道　男 ���田　中　厚　司 ��26 �山　崎　智　夏 

11 �伊　森　恵　子 ���石　田　いずみ ��28 �山　川　由香理 

13 15 �工藤修 宮崎博茂 山田馨 ���桑原ゆかり 渡辺政則 平山哲朗 ���川　下　真　理 

編集後記

07月3日に準備会を開きましたが、その際の参加者から会報が難し過ぎるもっと分か
り易いものにすべきであるとの指摘を受けました。案外会報を発行するとの意気込み
が難しい文章が集まる結果になっかたのかと反省、もう少し、読む人の立場も考えて
の編集を思い知りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－T・M一

〇原稿集めが、思うようにように行かず、発行が遅れ申訳ない気拝で一杯です。何はと
もあれ、3回目の発行ができ、スタッフ一同、胸をなでおろしております。会社勤め
の身では少々辛いこともありますが、会員の皆様に”長崎の香り‘‘をお届け出来るよ
う頑張る所存です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－K・Ⅰ一

〇号を重ねるにつれ、継続させることの難しさを感じます。なんとか「マンネリ」にな　′ヽ
らぬよう、スタッフ一同、時には酒の力を借りながら精一杯努力しております。
スタッフ参加希望の方、大歓迎いたします。　　　　　　　　　　　　　－T・K一

〇会報第2号発行以来あっという間に、半年がすぎてしまいました。またしても編集長
に付いていくだけで、終わったみたい。次号は新しい企画が提案出来ればと思います。

－Y・K－

長崎南高閲西同窓会事務局 
面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回卒） 
mO6（365）6445（代）FAXO6（365）7081 

発行：平成5年7月
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