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第7号発行によせて

松本　藤一　　2回生　関西同窓会会長

会見にとっては同窓会の意味はほんのわずかずつしか明らかになりません。しかし、人の考えや感受性は年

年歳歳変化し・ある区切りで今まで思いもしなかったことを感じるようになり、40才を境にして人との交流

の大切さを嫌でも痛感するようです。そしてこれが多くの人が目にみえて同窓会に関心を強める時期なので

しょう。その時の同窓会へのアクセスの手段が「いしだたみ」であると思っています。その「いしだたみ」も

早いもので第7号となりました。当初は難渋苦労していた編集、発送も歴代編集長の多大なる尽力の籍果円滑

に行えるようになりました。今回の阪神大震災では悲しいニュースを伝達しなければなりませんでしたが、

rいしだたみ」の編集発送作業の経験が同窓会の今後の交流に大いに資することを期待します。また「いしだ

たみjの充実と発行の継続を支えるのは会員や関係者の積極的投稿であります。他の場合の投稿と違って気楽

に何でも意見を出して頂ければと思っています。その意味で皆さんの更なる協力をお掛、します。

より親密な関係をめざして

中田　秀夫　現長崎南高校長　（S40～56　国語担当）

今年は関東と福岡の同窓会が6月3日に催され・関西同窓会からは9月30日開催のご案内をいただきました。6

月3日は高校総体の期間中のため、福岡同窓会に日帰りで参加・関西同窓会は余裕をもって出席することができ、有

難く楽しいひとときを過ごすことができました○皆様のご厚情に改めてお礼申し上げます。

長崎南高瞭創立35年目で・一学年10学臥1200会名の生徒がいまも卒業生は約18000名になはす。

先取全国高校放送コンテストのラジオ部門で優嵐本年度県民表彰では特別賞をいただきました。

同窓会のご挨拶でも申し上げましたが、学校はこれまで以上l頸鹿会と交流を深め、親密な関係を保うて参りたい

と存じまれそのため、学校の情報はできるだけお届けします。また毎年の同窓会にはなるべく出席するよう努力し

ます。

生徒がいての学校であり・同窓会・保護者、地域の皆様のご意見に耳を傾け、たゆまぬ「創造」を続けてゆくのは、

私どもの責任です。種々の形でr声」をお届けください。帰省の折りには遠慮なく母校にお立ち寄りください。

この文章は届いたばかりの同窓会ビデオを観ながら綴っていまれ企軋運営ともに本当に心温まる充実した会で

ございました。お世掛、ただいた方々に・心から敬意とお礼を申し上げます。ありがとうございました。

前会長の古川漁蔵さん他役員の皆様、ご苦労様でした。今後は・松本藤一新会長を中心に一層のご活躍をお祈りい

たします。

学校も・たゆまず怠らず、時代の変化によく対応しつつ・皆様の誇りとなるような学掛こして参りたいと存じま丸

「

｛I



総会報告

第5回総会が、9月30日（土）にコミュニティプラザにて開催されました。阪神大君災後の初めての総会

となりました。中田　秀夫先生、藤田　光先生を長崎よりお迎えし、昨年とほぼ同数の約90人が集うことが

できました。震災で被災された方も元気な姿をみせてくれ、いつもの総会と同様長崎弁の飛び交う会合となり

ました。今回震災の後遺症で出席できなかった方は、必ずや来年の総会でお目にかかれることを期待しており

ます。総会の決議事項は以下の通りです。

関西同窓会役員改選

今回は役具改選期にあたり、以下の役且の方々が邁任されました。

－

相談役　　　古川　渡三

会長　　　　松本　藤一

副会長　　　山下　昌子

同　　　　板垣　金好

同　　　　市渕　豊

岡　　　　金尾　義男

会計　　　　池谷　秀子

同　　　　大石　哲史

会計監査　　中島　狂

同　　　　手塚　律子

事務局長　　山鳥　博

（1回生）　　　前会長

（2回生）　　　前事務局長

（3回生）

（4回生）

（6回生）　　　新任

（14回生）　　新任

（5回生）

（7回生）　　新任

（6回生）　　　新任

（16回生）　　新任

（5回生）　　　新任

会計の安宅　朗さん（5回生）、会計監査の多田　撒さん、井上　久美子さん（ともに6回生）の方々が退

任されました。在任期間中のご努力に感謝します。引き続き同窓会の運営にご支援をお願いいたします。尚、

今回副会長を2名増員し、より活動しやすい形を目指しています．活凱こ際してのご意見、ご提案等上記のス

タッフまでお寄せください。

平成6年度会計報告

（平成6年4月1日～平成7年3月31日）　単位：円 

収　　　　　　　入 �支　　　　　　　　出 

年会費　　　　　　　　　　　470．000 �凧上げ大会　　　　　　　　　　94，104 

（2000円Ⅹ235名） �総会　　　　　　　　　　　　　179．210 

普棄岳災害義援金残　　　　　　一98．ノー371 �－（遺借、一印刷費他）　　　　　　　　、三、つ 

凧上げ大会、凧売上　　　　　　29，000 �阪神大震災関連　　　　　　　161．294 

郵便局利子　　　　　　　　　　7，201 �（香典、見舞金130，000円を含む） 

前期繰越金　　　　　　　　　986．281 �いしだたみ　　68．330 （印刷、送料他） 次期繰越金　1．087．915 

収入合計　　　　　　　1．590．853 �支出合計　　　　　　　1．590，853 

上記のとおり報告いたします。

会計　安宅　　朗

会計　池谷　秀子

烏果、何れも善正かつ正確であることを認めます。

監査　　多田　　徹

監査　　井上　　久美子
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出会いの恵み

藤田　光先生S38－54地学担当

人間（ひと）はまさに互いの関係のなかで育てられま

す。ひと様との出会いはそれ故に大いなる恵みであり、

感謝であります．この度、関西支部同窓会にお招きいた

だき、様々な出会いの機会を得て、その感動の恵みを有

難く息いました。皆様のおひとりおひとりに熱い想いは

あっても言葉を交わしあった方は僅かでした。しかし、

生きて在ることの喜びを共有できたと存じています。有

難うございました。自由と学問への希求の学風に清ちて

いた西南学院から、縁あって長崎南に赴任した若き日々

雛三一〈喝慈とがいま鮮やかに思い出されまれ“気塊と情熱”
の長崎南の校風、皆様との出会いで私は育てられました。

ただよき師であり得たかどうかは位促（じくじ）たるも

めがあります。人生には予期せざる難儀に見舞われるこ

とがあります。長崎北陽台時代に倒れた私は、それまで

の野外調査で得た岩石、鉱物や化石資料400点余りを

寄贈し、A棟3階の地学教室に展示保管されています．

母校を訪ねられた折りには立ち寄ってご覧になって下さ

い。先カンブリア代の眼球片麻岩やオルソクオツアイト

（正建岩）などは恐らく県下の地学資料のなかでも目玉

資料と思います。

さて、ひと口に関西支部といっても広域にわたってご

活躍の皆様であることを今回名簿で知り得ました。綾

あってまたどこかで再会したく存じます。ある朝、突然

起きた阪神大地震も実はかなりの長年月にわたり、地下

貯えられた歪みエネルギーの積分値がその限界に達して

のことでした。α動かざること大地の如し”とは時系列

のスケール如何によるだけのことであり、“生々流転”

は自然も人生もまた同じ道理です。罷災された方を含め

今後の復興に向けての復活への気塊を期待し、生活の再

建をと心からお祈り申し上げます。皆様の故臥長崎の呵

街も日々変貌しつつあります。変わらないのは、あたた

かくひと様を包みこむ長崎人の人情です。帰省の折りに

はまたお会いしたいものです。皆様のご家族の方々のご

多幸を合掌いたします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

南高校歌に心、荏動す
八十島安伸23回生不阪大学人間科学部助手

長崎を離れ、もう足掛け10年余になります。そんな

．∃　　　こともあり、初めて同窓会なるものに出席しました。僕

らの年代にとっての率直な感じは、同窓会に出るほどに

は年を重ねていないよといったところでしょうか。しか

し、たまたま長かった学生・院生生活にこの夏終止符を

打ち、晴れて社会人として生活を始めましたので、同窓

会で社会人としての先輩方にお会いするのも一興と軽い

気分で参加しました．旧友たちにも会え、どんな生活し

ているのか話そうと思っていました。

当日、会場に着くと、やっや？、僕が最年少であり、

しかも僕だけしかいないではないですか！旧友に会える

かも、という期待はここで早くも崩れてしまいました．

これは、寂しい時間になるのかな、という思いを持った

わけで、やっぱりと意気消沈しました。しかし、同じ

テーブルの先輩方と兵庫県南部大震災の話題などについ

て話ができ、これはこれで楽しく過ごせたと思います．

社会で活躍されている先輩方がどのように震災時に活動

されたのか伺うと、院生であった自分とはやっぱり違う

ものだな一、という実感を持ちました。僕自身も被災し

ましたので、ご苦労の塩、よく理解できるつもりです。

さて、そんな風に楽しい時間を過ごせたんですが、一

番よかったのは校歌の斉唱でした。これが、意外なほど

良かったんです。実感しました。僕は恥ずかしながら、

校歌を忘れていました。そのメロディや歌詞を。でも、

いいものです。変に重すぎもせず、意味無く詳解な単語

を多用せず、さりとて軽薄でもなく、躍動感があって、

舶頓を上げて胸を張れる校歌だと感じました．同じ校

歌を歌ってきた間柄ということからか、何故か、先輩方

との連帯感や満足感と持ちました。

震災の話は、被災した方には現状を考えると忘れられ

ないことでしょうが、やはり、今からは一歩でも前に進

んで行くことがいいと思います。仕事上で出会った本で

知ったことですが、芸術家のP．肋m血ianの言葉があり

ます。AlTayS further rつねに、もっと先へ」。僕も、

この言葉を座右の銘として生きたいと思います。社会は

そんなもんじゃないという先輩がいらっしゃったら、忘

れていらっしゃるんですか有高校訓を、「気迫と情熱」

と同じですよと答えるつもりです。

「もっと先へ」、全てのことに当てはまると思います。



夫婦

谷渕　通代10回生　旧姓‥川上

結婚してまる7年、今8年目を迎えています。この歳

で（主人43才・当方41才）まだ結婚年数がこの程度

かと思われるでしょう。2人とも2度目なんです。再婚

同士というのもなかなか良いものです。そうでないと言

われる方もいらっしゃるでしょうが、同じ失敗を繰り返

したくない気持ちが一致しているのでしょうか、思いや

る気持ちが強いようです。時々その思いが強すぎて喧嘩

になってしまうことがあります．でも喧嘩は長続きしま

せん。最初の結婚でも子供は授からず、また今度も努力

の甲斐なく授かりませんでした．

人工受精・体外受精、頗徴受精と出来るかぎりの治療

をしましたが・私たち夫婦には扱がなかったようです。

領空警与霊芝≡ニ票ニ‡蒜よぎ£‡農芸…蒜
しました。挑戦という言葉で表現するほど勇気がいりま

した。とうとう麻酔さえ効かなくなってしまいました．

男性にとっても幸いことだったと思いま丈夫の協力に

とても感謝しています。

田舎の家に長男として生まれた主人、それも一人息子

でその掛こは後継ぎを生まなければならないという重圧

があります。結婚当初はその重圧で随分主人に当たった

りしました。歳老いた主人の両親に孫の顔を見せたいと

いう気持ちが強く、気負って病院に通いました。私たち

夫婦のように子供のいないご夫婦も沢山おられることと

患います。結婚すれば当然子供は生まれるものと世間で

は思っているんですれ会う人皆決まって「お子さんは

何人？」と伺かれます・生まないと決めている方は良い

でしょうが・欲しくてたまらないのに子供のできない夫

婦にとっては幸い質問ですo「いないんですよ」と何度

答えたでしょう。そういうことを気遣って下さる方は少

ないです札自分がその立掛こ立ってみて初めて青みが

わかるものですね。良い人生の勉強だと思っています。

現在夫婦二人と犬一匹（バグ）の生活を楽しんでいま

す。幸い二人の趣味が合って、裕福ではないですがよく

遊びまわっています。周りの友人からは「気楽でいいわ

札」と言われます。棲かに気義に暮らしていま覿子

供のいない分、それくらいは良いですよね。寂しい時も

あるんで丸夫婦二人で落ち込んでしまうこともありま

すが・全部含めてこれからの長い年月を過ごしていこう

と思います。

先月ある青葉を教わり、とても好きになりました。
「長い年月でも劉ナることの喜び」という言葉です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私とゴルフ　　　　　　　　　　　　　　　　　一丈－白い†1虎＝▼＿曳．JJLH－＿⊥＿．‥＿‥＿＿一日ビを見て暁に磨きをかけようとするがなかなか思うよう

にいかない。元来運動神経は特に優れたほうではないの

で無理もないと自分自身を慰め、へたの横好きを唯一の

たよりに、石の上に三年どころか九年、地道な努力の結

果・最近やっと人並みになったと思っています。

ゴルフの楽しさ軋今日旨くいったから次も旨くゆく

かというと・そうは同塵が卸さない薙しさにあると思い

ます。メンタルなスポーツなため、へタはへタなりにメ

ンタルな面に左右され、一喜一憂するところにおもしろ

さを感じています。今回優勝できたのはまさに無欲の勝

利、私を含め参加者のほとんどが予想だにしていなかっ

たので霞楽に回れた籍具だと思います。もう一つは、ど

んなにスコアが悪い時でも、ウシラケンド後に振掴ゝえ

ると・何か一つうまくいったプレイがあり、それが次回

への新たな励みになるものです。

カレフの欠点はプレイ代がまだ高いことです。サラリ
ーマンには月1回がやっとです．価格破嬢が進み月に2、

3回楽しめたらと思います○しかし楽しみは将来に鼓し

ておき、その日のためにコツコツ働き、廉習するのもい

いかなと思う今日今頃です。

将来の夢は録に囲まれたプレー代の安いゴルフ場の近

くに家と畑を求め・晴耕雨読、遇1回のゴルフとその後

の酒を飲み交わしての友との音らうことです。

最後に次回の関西同窓会のコンペは春爛漫の頃を予定

しています▲皆様方多数の参加を期待しています。

高石　潤　2回生大広不動産

平成7年10月28日は、私にとって記念すべき日と

なりました・当日は恒例の長崎有高関西同窓会主催の秋

のゴルフコンペが兵庫県のダンロップゴルフコースで開

催されました。手に汗を握る熱戦の未、私がぶっちぎり

のせ勝に輝きました。これもひとえに参加者全長のご協

力の賜物と深く感謝した次第です。

さて・私とゴルフとの出会い軋9年前に40才とい

ネ≡≡‡‡三三三…‡；三三…言‡二三‡三

程度のもので、今日塩の関心はありキせんでした．むし

ろ金持ちの老人の遊びくらいにしか思っていませんでし

た・それまではr飲むこと即ち喜びさ」の世界にどっぷ

り浸かり、夜のネオンの巷を誹禰することでした。その

うちご多分にもれず身体が肥り、医者からコレステロー

ルや中性庵肪の数せが高いとの忠告を受けました。これ

ではダメだ・何か運動をしなくてはと思い、ジョギング

やアスレティッククラブなどを考えました。が、将来末

永く楽しくやれるスポーツは何かと考え、私の周囲の

人々（同年代以上）のほとんどがカレフをやっていたの

で自然に始めました。

今回の優勝までには人に言えないような涙ぐましい努

力がありました・ゴルフスクールでクラブの握り方を教

わり・葛に1・2回練習場へ行き、本を読んだり、テレ

ト
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仮想現実総会反省会

10月21日午後大阪市のあるホテルの一室で男女

9人による総会の反省会がおこなわれた。以下はその

内容の再現である。大筋では会議の内容に沿っている

が、細かい部分では圧籍、削除、拡大、変換されてい

る。責任は再現担当者のみにあるのでご了承のほど。

そろそろ時間ですので始めましょうか。長崎時刻に合

わせていてはいかんのじゃけん。

それもそうだけど、何でこのホテルなの。高い料理代

－　はつらいの－．十三のネギ焼き息だったら安くてうま

いのにな－。

まあまあ、これには訳があるんですよ。ばってん同窓

会の関係でここにしてみたんすよ。先々のことも考え

て．．．。

長崎の各高校卒の人の同窓会ね。メンバーがこのホテ

ルに勤務されているかあ。僕は最近ご無沙汰だ

な．．．。

本掛こ入はしょうか。今回は阪神大震災の後の初め

ての稔会で、春の時点では開催すべきか否かで悩んで

いました。被災者の方にも出席していただき、お互い

はげましあえればということで開催を決めました。会

場、参加人数の問題等悩みはずっとありました。会場

は昨年と同じ場所で、人数も昨年とほぼ同じ約90名

です。内容も役具改選があり、昨年のカラオケをなく

し、オークションにより時間を割きました．まあ、＿概

論はこのくらいにして、お手元の資料を見ながらざっ

くばらんに話しを進めましょうれ

資料のなかで各回生別の出席率がありますが、20％

以上の出席率の回生は1、2、4、6、9匡l生で、1

0％以上が3、5、7、10、12、16回生となり

ますね。5回生は団塊の世代で卒業生は多く、今回の

出席者捻数も11名で6回生と同じく最大だが、率で

は今一歩だな－．

いやー、2次会だけ出席できる免れ部隊が6人もいた

んですけどね。今回の日時の設定の関係もあろうかと

思うんです。つまり、9月30日の土曜日つ－のは、

企業でいえば半期決算の日にあたり出勤されている人

も篇構いますよ。会社が休みでも、決算のために出社

せねばならない場合もあるし。女性の方は土曜日とい

うのはどうですか。

今まで日曜日開催だったのですが、土曜日だと翌日の

日曜日ゆっくりできるから良いという見方もできます。

そして時間帯は午後ですね。それも午後の遅いほうで

す。晩ご蕨だけ用意すればすむので出かけやすいと思

チンご飯やカップラーメンつうわけ哲はいかんかな－。

子供が早く自立出来るんじゃない。

それが世の中そうはいかないんです。それよりこの話

しをしているんでしたら来年の日時を決めてしまいま

せんか。

来年のカレンダーでは9月は土曜日を含めての3連休

は2回あります。それ以外の土曜日か日曜日でもいい

んですが。どう思われます。

上旬では準備がしんどいし、かと言って下旬では子供

の運動会があったり、仕事が気掛りになるんではない

でしょうか。となると2つの3連休のどちらかになり

ますが、早いほうでどうでしょうか。

●＼

そうですね、3連休の1日を使うのはもったいないと

も言えますが、仕方ないですね。2回とも3連休を行愚

案に使う方は比率としては少ないとおもいます。1日’一一

をおとうさんやマダムの日に使わなくっちゃ。ガン

バッテルもん．

となると、9月14日（土）か15日（日）となりま

すが．．．．。今回土囁日開催にしましたが、効果の

ほどはわかりませんでしたよね。であれば、昨年まで

の日曜日開催ではどうでしょうか。3次会で午前様で

も翌日は条目でゆっくりできるし。

じゃそれでいきまひ上か。1996年9月15日

（日）が第6回捻会の日と決まりました。時間は午後

4時からとしましよう。でも会場は？。



KAさんや。このホテルでさる高校が同窓会してるよ

ね。ばってん同窓会の人にどんな按配か聞いてみてく

れんね。（KAさんはホテルのチーフを呼びにゆ

く．）

このホテルだとここからの眺めはいいですね。河川を

通る船は見えるし、遠くには緑はあるし。ま、残念な

がら大阪城は方角からして無理みたいだけど。料理も

このポトフは旨いし、オードブルもなかなかだな－。

でも予算が気掛りですね。（KAさんがチーフをつれ

て戻ってきました。南高の総会の収支明細を見せて相

談しています。）

転「／諷
チーフの話しでは、この収支明細でできるであろうと

のことです。

ならば、場所替えも考えておきたいな－。毎回同じ場

所だと飽きてしまうしれ予算との兼ねあいもあるが、

次回は変更ということで選定にあたろうよ．

話しは変わりますが、今回の司会者0さんに感謝して

います。予定のMさんがお母さんの病状の関係からで

きなくなり、1週間前に急遽0さんに変更になりまし

た。お疲れ様でした。ストーリーを考えられるだけで

も大変だったと思います。毎日の激務をこなしながら

ですから。そして、当日の司会もスクレモンだったし。

そうですね。毎年司会者の件は考えさせられます。候

〃ヽ補者の発軌こ努めねばならないが、男女で行うのも一

、，　　　法だよね。

同窓会の活動そのものついてはどう思われますか。

今回の総会における活動報告においてもわかるように、

活動報告が寂しいのでは。杜かにゴルフ、忘年会、新

年会等をしていますが、もっと多くの人がいろんな局

面で集まれて、何等かの係りがあるようになっていく

ことができればと思います．勉強会のようなものはど

うかと思っています。勉強会というと生そうにおもわ

れますが、お互いが知っていることを話し、ディス

カッションすることです。20才台から50才台のい

ろんなに仕事に携わっている人のノウハウは相当のも

のです。開くだけでも役立つことって多いのでは。

そういえば最近税金のことでえらい目にあったけど、

税務署の同窓生の話しを開いておればもっとスマート

な対処をしていただろうに…．。

確かに税務署勤務の方はおられますが、公式見解しか

開けないのでは。脱税の仕方なんて無理ですよね。税

金は別にしても、医師、先生、弁護士、弁理士、旅行

業、市会議員、建築士、リース業、コンピュータ等何

でもござれでしょ。なんとかしたいですよな。パソコ

ンなんてのはどう。この11月にはWIN95は発売

になるし、おじさんのパソコン熱もあるし。

柔らかいとこで軋ハイキング示いいし．何か集ま

るきっかけがほしいね。

河原でやる芋煮会はどうでしょう。以前、JR福知山

鼻の武田尾で野鳥（カワセミ、オオタカ）を見に行き、

河原でバーベキューをやったんです。バーベキューよ

り目先をかえで、山形風の芋煮会というわけです。つ

いでにネギ焼きでもやろうか。もちろんアルコールつ

きだけどね。

そうね－。来春からでも何かのテーマでスタートさせ

たいね。12月1日の忘年会のとき20人以上集まり

そうだから、そのときもう一度聞いてみようか。（と、

いけないことと知りながら結論を先延ばしにしてしま

いました。）

てなわけで、会合そのものは話すことと食べることで

汀の休まろこ讐なく続くのです．、いや？2時問ってす

ぐに経ってしまいます。最後のr勉強会J以降の件、

みなさんどうように思われますか。ご意見をお寄せ下

さい。
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長崎への転出会員より

古屋　隆　5回生　長崎県庁（前任地：長崎県大阪事務所）

江戸時代の「長崎閲見軌にr長崎の風俗、男女人品宜しく、応接柔和に礼厚く見ゆ。しかれどもその場を去りて

は、物事なおざりにして、少し行き届かざる事もあり」と記されています。

転勤に際しては挨拶もできなくて失礼しました。新所属は企画部交通政策課です。長崎新幹線、上海航路、TSL、

国際航空貨物便を所管する部門です。ドテヤキやクシカツが食べれなくて残念ですが、サリンも地震もない田舎で純

朴（？）な公務員をやっています。

長崎最新事情をお知らせします。

1。三八ラーメン丸山支店が7月オーブンしました。

2。集町の饅頭崖がちゃんぽんまんを売り出しました。

ぁ、　鼻肋ではお世話になはした・また同窓会で会えるのを楽しみにしています。

母校にて　（中田校長先生の情報より）

放送郎　平成7年度全国放送コンテスト　ラジオ番組部門　稔合優勝

11月23日長崎県知事より県民表彰功労特別賞を捷賞

射撃部　平成7年度インターハイ　　　大宮　斐君　　個人3位

ゆとり館（仮称）工事着工　会議室を多目的ホールと校史史料童に改装中。12月20日竣工予定。

りの

長崎にて

長崎ランタンフェスティバル　（1996年2月16日～2月25日）

皇帝パレード、中国獅子舞、籠踊りほか中国色豊かな祭りです。関西在住の子息を連れてゆかれて‡も

関西にて

凧提げ大会　5月中旬の日曜日の予定

長崎県人会主催の大会です。凧あげ大会、コマ廻し大会があサ家族連れで楽しめます。

場所：大阪市内を流れる淀川畔の豊里大橋下の公園

日時等確定後、改めてFAX等でお知らせいたします。

′ヽト

′h

☆95年度会費未納入の方へ☆ 

本誌発行の諸経費、および長嶋南高関西同窓会の運営費として、年会費（￥2，000）を同封の 

振込にて振込み頂きますようお願いいたします。なおこのいしだたみも皆様の会費からなりたっており 

ます．より良い会軌こしてゆきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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変わる時
池水　直行　　5回生マツダ

あの時以来、会う人会う人が、r自分は変わった」、

「これからは変わらないと」と言うようになった。95

年1月17日からだ。あの時私は堺にいて、ふとんの中

でゆれを感じていた。会社に入って20年以上広島にい

て、設計という仕事ばかりやっていて、その周りと一都

の地域しか知らなかった。あの時の一年前、営業に回り、

大阪に来て世間を少しずつ知るようになった。また高校

の時の人達にも会うようになった。それは大阪にきて半

年以上も経ってからであったが．そこでいろんな人と会

い、いろんな世界の話を聞いた。営業で種々の企業を訪

ね、話をして少しずつ自分も変わりそうな気がしていた。

′ヽ地責の翌日電車と徒歩で風Ilの擾乗に隼明闊こ食聖
と水を届けた。阪急西宮北口から先は電車がス再プし

ており、大勢が歩いていた。神戸方面から歩いてくる人

は、戦後の引逢着はこんなんだったろうなと思える顔つ

きと服かっこうである。歩いて行く途中の様子はなんと

も言えない塩ひどかった。高架の線路がつぶれていて、

電線が垂れている横を皆黙々と歩いている。しかし、夙

川のラグビーの友人は新築ビルのお陰で無事だった。1

KMも離れていないとこなのに。帰りの電車が梅田に近

づくにつれ、沿線の様子が映画の世界から現実に戻るよ

うに変わっていく。梅田のデパートでは冬物のバーゲン

におばさんが何事もないといった顔で集まっていた。こ

の差は一体何なのか。

また親の敷地に家を建てた人の話を聞いた。親の古い

家はぺっしゃんこにつぶれていたと言う。本人の家はつ

ぶれていなかったので、すぐ親を助けにいった。その人

′、は手と腕と脛に釘でひっかいた様な無数の傷あとを見せ
てくれた。しかし、この人は、親と一緒にいて不幸中の

幸いだったと失っていた。人間って強いもんだ。

この後神戸方面に行く毎に、この差を感じながら夏近

くまで過ごした。フェリーや高速艇からいつもと違う神

戸の暗い夜景を見た。電車の窓から沿線のつぶれた家屋

が片付けられて、空地が多くなっていくのも見た。いつ

もは電車やバスで行くところを歩きながら今までの便利

さを思い、今のこのほこりっぼい街を見ていた。

そんなことで私は少しは変わったと思う。しかしまた

今、以前と同じ広島での設計の仕事に戻って、2年前と

同じ様な生活をしている。大阪での私は変化したつもり

である。広島での私もかわらなきや。

5回生の高松　由貴子さん（旧姓：森）が描いてくださいました。つわぶさです。

長崎南高関西同窓会1996年行事予定 � 

1月　新年会　場所、日時別途FAX連絡 �7月　いしだたみ発刊 

2月　理事会 �8月　暑気払いビアバーティー　総会準備会合 

3月 �9月　関西同窓会第6回総会　1996年9月15日 

4月　ゴルフコンペ �午後4時より　場所：新規の場所を検討 

5月　凧あげ大会 �10月　総会反省会　ゴルフコンペ 

6月　学年幹事会　いしだたみ編集会議 �11月　学年幹事会　いしだたみ編集会議 

12月　忘年会　いしだたみ発刊 



事務局より

多くの原稿をお寄せいただき感謝しております○総会の折り何名かの方に原稿を依頼しました。みなさん心安く引

き受けて下さいました。今回のいしだたみに間に合わなかった方、首を長くして待っております。依頼の際、メモで

フランスの核実験をテーマでもとしておりましたが、そのテーマでの原稿はありませんでした。誰かチャレンジして

みませんか。関東同窓会の会報紙rFROM SOUTHJ最新号には核実射こついての一文が掲載されています。

関百同窓会もがんばらん吼初夢は原稿の山でもがいている夢になりそうです。

中田校長先生の総会での話しの中に、後10年以内に校舎の立て替え時期がくるとのこと。同窓会具として、何か

できることがあればと思いますが、奉加帳の話しが持ち上がったときに備えてタンス預金をしておこう．八十島Sの

校歌の話、甲子園や花園ラタピー場で全国制覇を成し遂げ、肩を組んでおもいきり校歌を歌ってみた極域拝す。故

キング牧師も言っていました。“I baYe a dream．カ

パソコンを介しての通信ネットワークを利用することにより、長崎南高の同窓会のつながり（これも一つのネット｛

ワーク）をより強いものにすることができるのではと思っています。
‘パソコン通倍の利用法は

いしだたみの原稿の投稀

郷里情報を連絡

いしだたみそのものが掲示板にでている

等いろいろ考えられます。定年後のコミュニケーションの手段を今から習得しておくのも良いもので丸

1年間に100万人利用者が増えているとのこと○同窓生の中にも会見になられている方もおられるのではとおも

います・当方はNIFTY SERVEの会見で会員番号はHFFOO752です。長崎有高のこと、長崎のことな

んでも慈構ですメッセージを入れてください○長崎県に居住する同窓生ともコミュニケートしてゆきたいとおもいま

す。中年のパソコン熟が雑誌で騒がれています○もしわからないことがあれば、NIFTYに入られてフォーラムで

聞かれるのも良いし、あるいは私でわかる範囲であればお答えします。当方のはDOS／V機で、パソコン界の阪神

タイガースことマッキントッシュは尊敬こそしていますが、疎いのでスンマセン。

12月18に主として大阪地区のものでちゃんこ鍋の忘年会を開催した。約20名が参集。過去最高の人数となっ

た・勝手ながら開催通知は今回は同窓生の会見の勤務先へファクシミリでの通知とさせていただきました。同窓生ゴ

ルフコンペ等の案内も同様の方法でと考えています。自宅あるいは勤務先のファクシミリ番号をお知らせください○′ヽ

この通知は会長のデータベースよりFAX先を抽出し、バソ晃ンよりダイレクトに送偉しています。今回が初めてで

したので、誤操作で2度配信してしまった方があります。紙を無鋸こしてすみませんでした。手紙やはがきでないと

どうもと思われる方、事務局までご一報のほど。

・長崎南高閲西同窓会事務局 

〒530　大阪市北区西天溝3－6－3　　西天満福岡ビル4F 

松本藤一法律事務所内 

T臥　06－365－6445　く代）　F城　06－365－7081 

9


