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長崎南高閲西同窓会　会報

～2007孝．飲手～



長崎南高校関西同窓会

屠ノア廊紛会のご案拷

とき　　　　2007年11月10日（土）

12時から受付、12時30分開会（2時間程度）

ところ　　　『トーコーシティホテル梅田』

大阪市北区南森町1の3の19　電話06－6363－1201

参加申し込みは10月22日必着

会費　　　男性：8000円　　女性：6000円　　　学生：無料

年会費　　2000円（お振り込みいただいていない方は、当日お願いします）

★15時ごろから、2次会も予定しています。

会場…カフェ＆パブ　『DUO』

大阪市北区天神橋2の4の11　電話06－6351－8850

診嶋

《主催》

長崎南高校関西同窓会事務局

■丁‾、習



ご炭拶

長崎南高閲西同窓会

会長　大石哲史（7回生）

関西同窓会総会も今

年で17回目の案内と

なりました。南高創立

30周年を機に関西同

窓会が発足したのが平

成3年であり光陰矢の

如しです。毎年1回の

総会がメインの行事で

はありますが、年々出席者が減りつつあり、

また会員数においても転勤・転居の出入りの

トレースがままならず名簿上の管理人数も減

る一方で何らかの手を打たぬばと日々頭を痛

めている状況です。そんな折、中四国同窓会

の太田会長（6回生）から一度各地区同窓会

の幹部で集まって情報交換をとの強い呼びか

けがあり、去る6月2日の第6回中四国同窓

会総会に合わせ出席して参りました。長崎か

ら尾上会長（4回生）、福岡から松本会長（8

回生）、関東からは丸毛（2回生）・前田（7

回生）新旧会長そして中四国同窓会の幹事の

方々と一堂に会し総会開始前の約2時間を使

い、（1）地区への転入転出者の把握について、

（2）総会参加者特に若い世代を増やすには、

（3）財政の問題…を主なテーマとして活発な

意見交換がなされ、まさに「長崎南高校同窓

会：広島サミット」が実現しました。各地区

同窓会の抱える諸問題の共有に加え、多少な

りともお互いが解決の手がかりを得たものと

確信しています。

こういった中にも私たち関西同窓会では、

足掛け7年経過した『探鳥句会』は今や素人

とは思えないメンバーの上達振り（決して現

国も古文・漢文も得意科目でもなかったのに

…）、俳句の魔力はすごいようです。また山歩

きの会『ポラリス』も名乗りをあげて早や2

年以上が過ぎ、今年はリーダーの三宅さん（4

回生）が転勤で抜けたあとも吉田さん・楠さ

ん（共に5回生）がしっかりとその遺伝子を

受け継ぎ順調に近隣各地の四季を楽しんでい

ます。また、恒例となった関東遊遊会との合

同ハイクは7月に上高地で合流、東西27名の

参加を得ました。まさに南高同窓生ならでは

の絆と思います。

さて最近政治や他の分野でも「老・壮・青」

という言葉が折りにふれて取り上げられます

が、やはりそのバランスのとれた集まりには

団結のチカラ・組織のチカラを感じるもので

す。いよいよ今年は3回生の方々が還暦を迎

えられ、それなりに「老」（といっては失礼か

も！）の層は固まりつつあり、やはり肝心か

なめは「壮」と「育」なのです。学生さんや現

役社会人バリバリの人たちにとっては同級生

とは破顔一笑するけれどもそれ以外の先輩や

後輩に会っても話がはずまないとの思いもあ

るかも知れませんね。でもそこはいっそのこ

と割り切って文字通りの“異業種交流’’に参

加する位のつもりで女性も含め沢山の仲間が

集まって欲しいものです。そして時には、総

会に来られる先生方の琴線にも触れ、恩師・

学友と縦横に結ばれた心の交流ができる息の

長い同窓会が続けられればと願っています。

この夏は、南高を卒業して初めてお二人の同

級生に会えました。東京で一人、大阪で一人、

共に立派な企業の役員さんとして活躍されて

おり何とも嬉しい限りでした。もっと楽しく

もっと気軽にもっと格安（！？）に同期会気

分で集える軽いタッチの同窓会にしたい…。

そんな思いでこれからも同窓会とかかわって

いきたいものです。



身斉亭膚

「七夕ビアパーティー」

◇5回生　池谷秀子

最近まで「老・死」を自分の問題とし

て感じていなかったと書くと、アホかと

叱られそうですが、ほんとうの事なので、

仕方がありません。

今にして思えば、両親が揃って元気で

あり、実家に居てくれたからだったんで

すね。そのような形で私たち姉妹を守り、

のほほんとさせてくれてたのだと恩いま

した。

昨年の9月6日、92歳の誕生日、父

はいつものように、仏壇に向かい、朝の

お参りをした後、尻餅をつき圧迫骨折し

てしまいました。それからは、誰もが経

験するような、諸々のことが立て続けに

おこりましたが、今は、父が老人用施設、

母は実家に一人暮らしという形に落ち着

くことができました。

親の介護とは、親の「現在」を居心地

よくすると同時に、穏やかな死の日を迎

えられるよう手助けすることなんだと思

うようになりました。でも、老いも、死

も、なかなか手強い、簡単にはいかない

ものですね。

誰もが避けることのできない「老・病・

死」、私がわかるのは、だから今を大切に

しようということだけです。今、出来る

ことをやる。そしてそのことを、十分に

味わい楽しむことが、大切なのではない

か。

というわけで、先日の「七夕ビアパー

ティー」、介護のスケジュールと重ならな

かったので、久しぶりに出席したのです。

やはり懐かしい顔に出会えば、心はすぐ

に戻ります。

還暦すぎて、よりハードなスケジュー

ルを楽しくこなしていらっしゃる先輩た

ち。励まされたように感じました。

11月の総会、あの人にも、この人に

も会えますように。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊
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ここと　孝幸芽∫　周年を遜　られれ　74重

度色付矛しこ金官さん仁者窟して…

いいたノだきました
l＋＿＿　　．＿＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　．　．＋＿＿＿＿＿＿＿＿＿＋＿－1

「あれから1万2000日」

◇14回生　金属　義男

卒業してから1万2000日。同じ月

日を私が浪費すると同時に両親は老いて

いく。

今年7月に、父親の見舞いのために息

子と一緒に帰省した。

1年前とは違った姿に憤然とし、遠く離

れて親孝行らしきことも出来なかったこ

とを心の中で詫びる。せめてもの償いに、

電動バリカンで伸びた髪の毛を揃えてや

る。あー、音中学生の時に庭先でやらさ

れた記憶が蘇る。髪の毛が手動のバリカ

ンの刃に挟まり、よく怒られたことを思

い出し、涙が出る。病院特有の臭いが好

かんと、病室を出る息子。

これが最後の御奉公。後ろ髪引かれる

思いで病院を後にする。

閑話休題。



帰省の折に、同期の藤原智（安田汽船

勤務）と十数年ぶりに一杯飲んだ。懐か

しい鯨のベーコン、団扇海老に舌鼓の予

定が、酒のつまみを好む息子の餌食にな

り残念。四方山話の中で、長崎東高柔道

部が熱いとのこと。聞けば、彼の甥っ子

藤原浩司君（2年生）が100kg級で

九州チャンピオンになり、佐賀でのイン

ターハイに出場するという。

彼の自慢話と思いきや、東高の顧問は、

何と、金鷲旗大会ベストエイトまで駆け

上った伝説世代。その中でも英傑とうた

われた小森輝樹先輩（7回生）とのこと。

他校のこととはいえ、南高の線で結ばれ

た若者、指導が結実した大先輩に拍手喝

采。

藤原浩司君、その後のインターハイで

は、国士舘3年生に惜敗し、準優勝との

こと。倫敦五輪が楽しみになってきた。

低迷する南高柔道部も負けるな。（日頃

応援しないOBより）

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

「秋の長崎南高閲西同窓会ゴルフコ

ンペを終えて」

◇6回生　中島　猛

台風9号が東日本を通過した後の9月

8日、残暑厳しい晴天の中（プレー終了

後から激しい雨になり日頃の参加者の節

制の良さを感じました）、奈良県にある木

津川C．C．で1回生から14回生まで

のゴルフ好きのメンバー12名の参加で、

同窓会ゴルフコンペを珍プレー、好プレ

ーの中、一日楽しく和気藷々と行いまし

た。今回の初参加者は12回生の榎田氏

でした。

コース内にカートを乗り入れることが

できて楽でしたが、残暑が厳しく、プレ

ーの進行も遅れ気味の為に皆さん日頃の

腕前を発揮できませんでした。

コンペの結果は、2回生の吉村先輩＝

写真下＝がベスグロで見事優勝されまし

た。

パーティーでは皆さん会話も弾み楽し

い一日になりました。

今回の賞品は吉村先輩にセンスの良い

アパレル商品を段取りして頂き、1位から

順番に各自が好きな賞品を選んでいって

皆さんそれぞれに満足していただきまし

た。

今回は12名の参加で行いましたが、

次回の春季ゴルフコンペは来年3月か4

月に行う予定ですのでゴルフ好きの皆様

（ゴルフの腕前は問いません）、特に初参

加、若手の参加を期待しています（次回

の賞品も吉村先輩が幹事ですので、すぼ

らしい賞品が期待できます）。

次回の幹事は吉村氏（2回生）、大石氏

（7回生）の2人で行います。

また予定が決まり次第、長崎南高関西

同窓会ホームページに掲載しますので皆



さん見てください、宜しくお願いします。

《参加者＝カッコ内の数字は回生》

【1組】古川源蔵（1）、森田利夫（1）、

八尋重義（1）、山下昌子（3）

【2組】吉村敏幸（2）、高石潤（2）、

高橋市治（2）、板垣金好（4）

【3組】中島猛（6）、大石哲史（7）、

金尾義男（14）、榎田政純（12）

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

「ポラリスの上高地ハイキング」

◇5回生　吉田良平

7月27日（金）の夜から29日（日）

にかけてポラリスと関東遊遊会合同での

上高地ハイキングをやりました。27日

は移動だけで実質2日のハイキング。

1日目は徳本峠登山。朝は晴れていた

空が徐々に曇ってきました。行きは結構

きついのぼりで、途中高石さんが体力の

限界でギブアップ宣言。それを何とか励

まして、やっと頂上に着き、さあ昼食と

コンロでお湯を沸かし始めると、突如雨

が。それから1時間半土砂降りが続きま

した。

幸い近くに山小屋があり、そこで雨宿

りさせてもらいながら何とか昼食も終了。

小雨になったのを機に一気に下山しまし

た。

ホテルへ入り、ゆっくりと温泉で身体

を温めて関東遊遊会メンバーと合流し、

宴会の開始です。熊野古道、尾瀬と違い

i海

軍鷲　轡

亀　　　　一辟

噌診選？袈ぎ
●　　　－

本当の宴会料理で味も量も満足する内容

でした。特に岩魚の焼いたやつはやわら

かくて美味しく、背中からかぶりついて。

2日日。ポラリスメンバーは大正池や

河童橋を散策予定。ゆっくりホテルで朝

食をとり、それから出発です。朝食はシ

ティホテル並みのバイキングで大満足。

空は快晴。綺麗な青空に緑の山々が広

がっています。先ずは大正池に。梓川沿

いに歩きます。水が澄み切っていて、そ

の水を見ているだけで気分が爽やかにな

ります。川面には霞がたなびき、バック

に焼岳が輝いています。まるで絵葉書で

す。

2日目の昼食は女性メンバーの希望通

り帝国ホテルのレストランです。オープ

ン1時間前から順番待ちをして、待望の

帝国ホテルでの昼食を堪能しました。値

段はやはりそれなりに。

その後、河童橋から明神池に行く途中

までを散策し、爽やかな自然を満喫した

後、無事帰路に着きました。

何ヶ月もかけて準備をしてくれた、リ
ーダー兼幹事の三宅さんと竹馬君に大感

謝です。また宜しく御願いします。

歯

警温t■論

経．昏　…よ蒜慧謡
．て　・●　○　■■

哲学竺＿盲



関西同窓会総会（11月10日）会場案内図

大阪市営地下鉄谷町・堺筋線の南森町駅　2号出口真上

J R東西線の大阪天満宮駅から徒歩1分

幹事からのお願い

福引き用景品を募集します。ご提供いただける方は当日、総会会場にご持参下

さい。また、あらかじめ事務局（裏表紙ご参照）でお預かりすることも可能で

す。総会盛り上げのため、ぜひご協力をお願いします。

伽とe月お

《表紙》　　　写真は、山歩きの会「ポラリス」のメンバーのみなさん＝餞ケ岳〈しずがたけ〉にて撮影、

吉田良平さん提供

《p2》　　　第17回総会案内

《p3》　　　会長あいさつ（7回生・大石哲史）

《p4～p6》会員寄稿

「七夕ピアパーティー」

「あれから1万2000日」

（5回生・池谷秀子）

（14回生・金尾義男）

「秋の長崎南高閲西同窓会ゴルフコンペを終えて」　（6回生・中島猛）

「ポラリスの上高地ハイキング」　　　　　　　（5回生・吉田良平）

総会会場案内図など



《発行》

長崎南高校関西同窓会事務局

大阪市中央区北浜2の3の6

北浜山本ビル3階

松本藤一法律事務所内

電話06－4707－8518

ファクス06－4707－0038

http：／／www．kansaトishidatami．net／

《各地の同窓会連絡先》

関東同窓会　　〒112－0012　東京都文京区大塚4－5－2　フラッツ452－102

電話03－5976－4074（ファクス兼用）

中四国同窓会　〒739－0141広島県東広島市八本松町飯田127－4－505

電話0824－28－6138

福岡同窓会　　〒810－0042　福岡市中央区赤坂1－11－13　大稲ピル6F岩本法律事務所内

電話092－712－4081　ファクス092－711－0984


