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「⻑崎⼭登り紀⾏」

6月

けしインバウンドのお客で町は賑やか。船が出

しいことか。

南高に安部校長、岩橋教頭先生を訪問し近況を伺うことも帰省の楽しみである。生徒たちからは「こ

んにちは！」の元気な挨拶が返ってきて嬉しくなる。今回もそうであった。頑張っている生徒たちにエー

ルを送って学校を後にすることの何と清々しいことか。

さて、今回はもう一つ目的を持って帰省した。山から見る景色が往時とどんなに変わっているのか見

てみたい思いからである。

新地にある「山の店」で地形図とガイドブックを購入し、

１日目は「八郎岳」。平山バス停から登っていく。野生の鹿が

繁殖し数が増え、被害が出ていると言う。確かに遠目だが姿

を見ることができた。

軍艦島、長崎港。遠景には大村湾、多良岳、雲仙から天草辺

りが一望できた。聞くところでは、鹿児島で打ちあがるロケット

の白雲が微かに見えるとかで、打上げの日に必ず登る人がい

るとのこと。

２日目は「雲仙普賢岳」。早朝の長崎駅は通勤客、通学の生

徒で一寸した混雑。諫早でバスに乗り換え雲仙温泉に到着。

歩き出したところで、車道を横切るイノシシの親子連れに遭遇。

カルガモ親子の行列は良く目にするが、イノシシの子供たち

の走りは実にユーモラスであった。仁田峠をスタートし国見岳

へ向かう。一帯は「ミヤマキリシマ」が群生し、暫くの間、景色

の虜になってしまう。

普賢岳山頂の眼前には平成新山の荒々しいガレ山が印象的

である。震度３が来たら一挙に崩壊することだろう、と想像しな

がら下山。雲仙温泉でひと風呂浴びて帰路に着く

３日目は「彦山からこしき岩」。本河内から岩倉大明神、竹藪

を抜け彦山山頂へ。人が殆ど通らないであろう荒れた山道で

ある。彦山から田手原を通りこしき岩へ歩く。バス道路をひとし

きり歩き、こしき岩の展望台へ到着。

帰りはバスに乗るのも癪に思い、田手原、白木を通って蛍茶屋へ下山。

三つの山登りは、長崎に住んでいた頃に完歩とは言わないまでも近辺を

懐かしく見えたり、初めての光景に見えたりで不思議な気分を味わった。そ

感じることになった。（単に記憶が薄いと言うことなのだが）遠くにありて思

いくのも頼もしい。変わらぬまま残っている原風景も嬉しい。

古希の節目に、またまた長崎は「よかネ～」思いを新たにした帰省であった

みんなで、南高に長崎にエールを送ろう。
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三つの山登りは、長崎に住んでいた頃に完歩とは言わないまでも近辺を

懐かしく見えたり、初めての光景に見えたりで不思議な気分を味わった。そ

感じることになった。（単に記憶が薄いと言うことなのだが）遠くにありて思

いくのも頼もしい。変わらぬまま残っている原風景も嬉しい。

古希の節目に、またまた長崎は「よかネ～」思いを新たにした帰省であった

会長

月末に帰省した。長崎港にはほぼ毎日、大型客船が横付

すると一遍にひっそりと人通りが激減し、浜町の何と寂

南高に安部校長、岩橋教頭先生を訪問し近況を伺うことも帰省の楽しみである。生徒たちからは「こ

んにちは！」の元気な挨拶が返ってきて嬉しくなる。今回もそうであった。頑張っている生徒たちにエー
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⻑崎南⾼校現況報告

昨年度、上村校長の後任として長崎南高校に赴任してまいりました安部と申し

ます。数学の教員で、かつて平成元年度から１０年度にかけて本校でお世話にな

っておりました。本校での勤務は２度目ということになりますが、前回、ここで一人

前の教員に育てていただきましたので、今回はその御礼奉公として南高のため

に一

さて、昨年度１年間勤務してみて、改めて本校はいい学校だなとしみじみ感じ

ました。生徒たちは明るく真面目で、教職員も、熱心に生徒の指導に当たるスタッ

フがそろっていますし、ＰＴＡや同窓会の皆様がとても協力的で本当に有り難く思

っております。３年前に校舎（教室棟）が改築され、昨年度はグラウンド改修工事

が行われるなど、施設設備面も充実してきています。また、蛍茶屋電停付近から

本校裏門前を経由して上戸町までつながる広い道路が整備されており、平成２５

年度から

から通学する生徒が増えているという状況です。

ところで、昨年度は部活動におけるめざましい活躍が多く見られた年でした。県

高総体では、団体で陸上女子、弓道男子、射撃女子が優勝を果たしました。ちな

みに優勝旗３本獲得は、平成元年度の射撃男・女とフェンシングの優勝以来、２７

年ぶりとなります。なお、射撃女子はビームライフル団体で、九州大会優勝、全国

大会準優勝を果たし、個人では秋の国民体育大会で優勝するという快挙も成し遂

げております。新聞部は全国高等学

は県のコンクールにおいて２年連続金賞を獲得しました。また、ＳＳＨの課題研究

でも大きな成果を収めており、バイオ甲子園２０１６（１１月）と日本植物生理学会全

国高校生研究発表大会（３月）でそれぞれ最優秀賞を受賞し、二度も日本一の栄

冠に輝くことができました。この他にも、それぞれの部で様々な活躍がありました

が、「気魄と情熱」の校訓のもと、学習と部活動の両立を追求するという長崎南の

伝統は脈々と受け継がれております。

皆様の後輩である生徒たちは、将来、世のため人のために積極的に貢献

取り組んでおりますので、引き続き温かく見守っていただき、応援していただければと存じます。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。
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校総合文化祭で優良賞を受賞し、吹奏楽部

は県のコンクールにおいて２年連続金賞を獲得しました。また、ＳＳＨの課題研究

でも大きな成果を収めており、バイオ甲子園２０１６（１１月）と日本植物生理学会全

国高校生研究発表大会（３月）でそれぞれ最優秀賞を受賞し、二度も日本一の栄

冠に輝くことができました。この他にも、それぞれの部で様々な活躍がありました

が、「気魄と情熱」の校訓のもと、学習と部活動の両立を追求するという長崎南の

伝統は脈々と受け継がれております。

皆様の後輩である生徒たちは、将来、世のため人のために積極的に貢献

取り組んでおりますので、引き続き温かく見守っていただき、応援していただければと存じます。今後ともどうぞよろ

昨年度、上村校長の後任として長崎南高校に赴任してまいりました安部と申し

ます。数学の教員で、かつて平成元年度から１０年度にかけて本校でお世話にな

っておりました。本校での勤務は２度目ということになりますが、前回、ここで一人

前の教員に育てていただきましたので、今回はその御礼奉公として南高のため

懸命頑張ろうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年度１年間勤務してみて、改めて本校はいい学校だなとしみじみ感じ

ました。生徒たちは明るく真面目で、教職員も、熱心に生徒の指導に当たるスタッ

フがそろっていますし、ＰＴＡや同窓会の皆様がとても協力的で本当に有り難く思

っております。３年前に校舎（教室棟）が改築され、昨年度はグラウンド改修工事

が行われるなど、施設設備面も充実してきています。また、蛍茶屋電停付近から

本校裏門前を経由して上戸町までつながる広い道路が整備されており、平成２５

は矢上からスクールバスが通うようになりましたので、近年は東長崎地区

ところで、昨年度は部活動におけるめざましい活躍が多く見られた年でした。県

高総体では、団体で陸上女子、弓道男子、射撃女子が優勝を果たしました。ちな

みに優勝旗３本獲得は、平成元年度の射撃男・女とフェンシングの優勝以来、２７

年ぶりとなります。なお、射撃女子はビームライフル団体で、九州大会優勝、全国

大会準優勝を果たし、個人では秋の国民体育大会で優勝するという快挙も成し遂

校総合文化祭で優良賞を受賞し、吹奏楽部

は県のコンクールにおいて２年連続金賞を獲得しました。また、ＳＳＨの課題研究

でも大きな成果を収めており、バイオ甲子園２０１６（１１月）と日本植物生理学会全

国高校生研究発表大会（３月）でそれぞれ最優秀賞を受賞し、二度も日本一の栄

冠に輝くことができました。この他にも、それぞれの部で様々な活躍がありました

が、「気魄と情熱」の校訓のもと、学習と部活動の両立を追求するという長崎南の

皆様の後輩である生徒たちは、将来、世のため人のために積極的に貢献

取り組んでおりますので、引き続き温かく見守っていただき、応援していただければと存じます。今後ともどうぞよろ

昨年度、上村校長の後任として長崎南高校に赴任してまいりました安部と申し

ます。数学の教員で、かつて平成元年度から１０年度にかけて本校でお世話にな

っておりました。本校での勤務は２度目ということになりますが、前回、ここで一人

前の教員に育てていただきましたので、今回はその御礼奉公として南高のため

懸命頑張ろうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年度１年間勤務してみて、改めて本校はいい学校だなとしみじみ感じ

ました。生徒たちは明るく真面目で、教職員も、熱心に生徒の指導に当たるスタッ

フがそろっていますし、ＰＴＡや同窓会の皆様がとても協力的で本当に有り難く思

っております。３年前に校舎（教室棟）が改築され、昨年度はグラウンド改修工事

が行われるなど、施設設備面も充実してきています。また、蛍茶屋電停付近から

本校裏門前を経由して上戸町までつながる広い道路が整備されており、平成２５

は矢上からスクールバスが通うようになりましたので、近年は東長崎地区

ところで、昨年度は部活動におけるめざましい活躍が多く見られた年でした。県

高総体では、団体で陸上女子、弓道男子、射撃女子が優勝を果たしました。ちな

みに優勝旗３本獲得は、平成元年度の射撃男・女とフェンシングの優勝以来、２７

年ぶりとなります。なお、射撃女子はビームライフル団体で、九州大会優勝、全国

大会準優勝を果たし、個人では秋の国民体育大会で優勝するという快挙も成し遂

校総合文化祭で優良賞を受賞し、吹奏楽部

は県のコンクールにおいて２年連続金賞を獲得しました。また、ＳＳＨの課題研究

でも大きな成果を収めており、バイオ甲子園２０１６（１１月）と日本植物生理学会全

国高校生研究発表大会（３月）でそれぞれ最優秀賞を受賞し、二度も日本一の栄

冠に輝くことができました。この他にも、それぞれの部で様々な活躍がありました

が、「気魄と情熱」の校訓のもと、学習と部活動の両立を追求するという長崎南の

皆様の後輩である生徒たちは、将来、世のため人のために積極的に貢献

取り組んでおりますので、引き続き温かく見守っていただき、応援していただければと存じます。今後ともどうぞよろ

昨年度、上村校長の後任として長崎南高校に赴任してまいりました安部と申し

ます。数学の教員で、かつて平成元年度から１０年度にかけて本校でお世話にな

っておりました。本校での勤務は２度目ということになりますが、前回、ここで一人

前の教員に育てていただきましたので、今回はその御礼奉公として南高のため

懸命頑張ろうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年度１年間勤務してみて、改めて本校はいい学校だなとしみじみ感じ

ました。生徒たちは明るく真面目で、教職員も、熱心に生徒の指導に当たるスタッ

フがそろっていますし、ＰＴＡや同窓会の皆様がとても協力的で本当に有り難く思

っております。３年前に校舎（教室棟）が改築され、昨年度はグラウンド改修工事

が行われるなど、施設設備面も充実してきています。また、蛍茶屋電停付近から

本校裏門前を経由して上戸町までつながる広い道路が整備されており、平成２５

は矢上からスクールバスが通うようになりましたので、近年は東長崎地区

ところで、昨年度は部活動におけるめざましい活躍が多く見られた年でした。県

高総体では、団体で陸上女子、弓道男子、射撃女子が優勝を果たしました。ちな

みに優勝旗３本獲得は、平成元年度の射撃男・女とフェンシングの優勝以来、２７

年ぶりとなります。なお、射撃女子はビームライフル団体で、九州大会優勝、全国

大会準優勝を果たし、個人では秋の国民体育大会で優勝するという快挙も成し遂

校総合文化祭で優良賞を受賞し、吹奏楽部

は県のコンクールにおいて２年連続金賞を獲得しました。また、ＳＳＨの課題研究

でも大きな成果を収めており、バイオ甲子園２０１６（１１月）と日本植物生理学会全

国高校生研究発表大会（３月）でそれぞれ最優秀賞を受賞し、二度も日本一の栄

冠に輝くことができました。この他にも、それぞれの部で様々な活躍がありました

が、「気魄と情熱」の校訓のもと、学習と部活動の両立を追求するという長崎南の

皆様の後輩である生徒たちは、将来、世のため人のために積極的に貢献できる人材となるべく、何事にも懸命に

取り組んでおりますので、引き続き温かく見守っていただき、応援していただければと存じます。今後ともどうぞよろ
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秋晴れの昼過ぎ、「ロビンソン北浜」において、

三宅会長（４回生）

母校の岩橋教頭

大、ナレッジキャピタル訪問）、

金子昌彦所長（１４回生

の川原さん（

一さん（2

ん（7回生）

辞を頂いた。

化交流会のサークル活動の振り返りとメッセージを頂いた。

介し、「なんばすっとやろか」コーナーで

藤原さん・岡さん（

校歌斉唱の後、再会を祈念し

申し上げます。

26回関⻄同窓会総会及び懇親会：

秋晴れの昼過ぎ、「ロビンソン北浜」において、

三宅会長（４回生）が開会の挨拶を行い、

岩橋教頭より、安部校長からの祝辞、南高校の現状、

大、ナレッジキャピタル訪問）、

金子昌彦所長（１４回生

川原さん（7回生）、初参加の

2回生）の乾杯の御発声で宴が始まった。母校からお招きした

回生）、福岡同窓会幹事の

辞を頂いた。石井さん（

化交流会のサークル活動の振り返りとメッセージを頂いた。

介し、「なんばすっとやろか」コーナーで

藤原さん・岡さん（6 回

校歌斉唱の後、再会を祈念し

申し上げます。 （幹事一同）

回関⻄同窓会総会及び懇親会：

秋晴れの昼過ぎ、「ロビンソン北浜」において、

が開会の挨拶を行い、

より、安部校長からの祝辞、南高校の現状、

大、ナレッジキャピタル訪問）、SSH

金子昌彦所長（１４回生）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

、初参加の多田さん（

の乾杯の御発声で宴が始まった。母校からお招きした

、福岡同窓会幹事の桑原さん（

石井さん（2 回生）から探鳥句会活動、

化交流会のサークル活動の振り返りとメッセージを頂いた。

介し、「なんばすっとやろか」コーナーで

回生及び 9 回生）

校歌斉唱の後、再会を祈念し 1

（幹事一同）

回関⻄同窓会総会及び懇親会：

秋晴れの昼過ぎ、「ロビンソン北浜」において、

が開会の挨拶を行い、活動及び会計・

より、安部校長からの祝辞、南高校の現状、

SSH 来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所

）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

多田さん（9回生）

の乾杯の御発声で宴が始まった。母校からお招きした

桑原さん（14回生）

から探鳥句会活動、

化交流会のサークル活動の振り返りとメッセージを頂いた。

介し、「なんばすっとやろか」コーナーで林 さん（

回生）の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

1 回生 八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼

回関⻄同窓会総会及び懇親会：

秋晴れの昼過ぎ、「ロビンソン北浜」において、57名の御参加のもと

活動及び会計・監査報告が承認された。

より、安部校長からの祝辞、南高校の現状、

来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所

）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

回生）、小西さん（

の乾杯の御発声で宴が始まった。母校からお招きした

回生）、本部同窓会会計理事の

から探鳥句会活動、中島さん

化交流会のサークル活動の振り返りとメッセージを頂いた。

さん（29 回生）

の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼

回関⻄同窓会総会及び懇親会：11

の御参加のもと総会を開催し

監査報告が承認された。

より、安部校長からの祝辞、南高校の現状、SSH の全国生徒研修会で優秀校選定と関西研修（理研、阪

来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所

）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

小西さん（2４回生）

の乾杯の御発声で宴が始まった。母校からお招きした田川教諭（

、本部同窓会会計理事の

中島さん(6 回生)からゴルフ会、

化交流会のサークル活動の振り返りとメッセージを頂いた。池谷さん（5

回生）による老化防止体操を楽しんだ。恒例の「なんでもバザー」が、

の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼

11月 12日

総会を開催しまし

監査報告が承認された。

の全国生徒研修会で優秀校選定と関西研修（理研、阪

来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所

）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

４回生）、喜熨斗さん（

田川教諭（31

、本部同窓会会計理事の岡村さん（

からゴルフ会、

5 回生）は池谷

による老化防止体操を楽しんだ。恒例の「なんでもバザー」が、

の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼

日(土)

ました。

の全国生徒研修会で優秀校選定と関西研修（理研、阪

来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所

）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

喜熨斗さん（26 回生）を

31回生）、関東同窓会

岡村さん（11回生）

からゴルフ会、福島さん（8

は池谷 薫映画監督の最新作「ルンタ」を紹

による老化防止体操を楽しんだ。恒例の「なんでもバザー」が、

の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼

の全国生徒研修会で優秀校選定と関西研修（理研、阪

来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所

）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

を紹介した。その後、

、関東同窓会事務局長の

回生）の御来賓の皆様からは祝

8 回生）から山の会と地域文

薫映画監督の最新作「ルンタ」を紹

による老化防止体操を楽しんだ。恒例の「なんでもバザー」が、

の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼
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）から着任の挨拶を頂き、司会の手嶋副会長が田上長崎市長からの祝辞を代読した。久々の参加

紹介した。その後、松本藤

事務局長の前田さ

の御来賓の皆様からは祝

から山の会と地域文

薫映画監督の最新作「ルンタ」を紹

による老化防止体操を楽しんだ。恒例の「なんでもバザー」が、

の司会で進行し、各テーブルも美味しい料理と楽しいトークで盛り上がった。最後に、

八尋重義さんの万歳三唱でお開きとなった。皆様ありがとうございました。厚く御礼

の全国生徒研修会で優秀校選定と関西研修（理研、阪

来阪時の関西同窓会との交流会への感謝と御礼を頂戴した。関西大阪長崎県事務所
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前田さ

の御来賓の皆様からは祝

から山の会と地域文

薫映画監督の最新作「ルンタ」を紹
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８日（日）午後６時より、長崎市元船町の「サンプリエール」にて、１２回生の還暦同窓会が開催されました。総勢
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もりだくさんの、本格的な日本舞踊の余興。（素晴らしかった。みなさま、相当練習された模様。ありがとうござい

そして一クラスごとに檀上にあがり、ひとりづつの現況報告。まさにそれぞれの人生ありの感慨にふ

昭和５０年に高校を卒業した同級生達が４０数年の年月をタイムスリップして再会し、自分たちはほんとに還
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俳句同好会”探⿃句会

私がこの会に入会したのは１４年程前のことです。「俳句は作らなくていいから、顔を出すだけでも出してみ

たら」と云う甘い勧誘に乗せられて気軽に会員となりました。俳句を作らずに参加するのが２年間くらい経

過したころから、「そろそろ俳句を作ってみたら？」とメンバーの方から促されるようになりました。私もさ

すがにこれでは厚かましいと思い俳句作りに取り組み始めました。しかし、月に１回の句会に６句の俳句を

提出することは、当時の私にはとても重い負担となりました。やっとの思いで作った２つか３つの俳句もダ

メ出しの連続で、段々と句会の

え始めたのですが、「継続は力なりよ」と励ましてくださったり、本句会とは別に、メールで俳句のやり取り

をして少しでも俳句が作れるようなアドバイスを頂戴するなど、メンバーの方々からの暖かいサポートがあ

りました。また、数年ほど前に入会された先輩がいらっしゃるのですが、その方が積極的に取り組まれてい

る姿勢を拝見して、俳句を作れないのは、「センスがないとぼやくだけで、本気で作ろうとしていないからだ」

と思えるようになりました。とても良い刺激となりました。

ようやく月に６句のノルマが達成できるようになり、「続けてきて良かった」と思っています。

「探鳥句会」は、長崎弁が飛び交う暖かい雰囲気のある句会です。だからと言って俳句に関しては決してぬ

るいものはなく、「俳壇賞」を受賞した方や一歩手前の方もいらっしゃるなど、俳句のレベルは低くはありま

せん。定年を控えていらっしゃる同窓会の皆様

リタイア後の時間の過ごし方を考慮して、そろ

そろ、俳句を始めてはみませんか？また、リタ

イアされた先輩諸氏

ません。

「俳句は

顔ば

ゴルフコンペ

非常に残念ですが、女子ゴルフ界の一時代を築いた宮里

ゴルフを愛する我々は歳を重ねても続けていきたいと思っています。

昨年の長崎南高関西同窓会ゴルフコンペは

11名の参加者で、すがすがしい天気の中、皆さん楽しくゴル

フを楽しみました。

遠路、長崎から賀古さん、野口さん（

加していただきました。

成績は優勝

2017年は瀬田

毎年秋に開催しますので、ゴルフに興味がある方は、

中島まで連絡して下さい。
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え始めたのですが、「継続は力なりよ」と励ましてくださったり、本句会とは別に、メールで俳句のやり取り
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メ出しの連続で、段々と句会の敷居が高く感じられるようになりました。そして、とうとう退会の意思を伝

え始めたのですが、「継続は力なりよ」と励ましてくださったり、本句会とは別に、メールで俳句のやり取り
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ようやく月に６句のノルマが達成できるようになり、「続けてきて良かった」と思っています。
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「探鳥句会」は、長崎弁が飛び交う暖かい雰囲気のある句会です。だからと言って俳句に関しては決してぬ

るいものはなく、「俳壇賞」を受賞した方や一歩手前の方もいらっしゃるなど、俳句のレベルは低くはありま

非常に残念ですが、女子ゴルフ界の一時代を築いた宮里 藍が今季限りで引退することが決まりました。

ゴルフを愛する我々は歳を重ねても続けていきたいと思っています。

年9月13日に滋賀の瀬田

名の参加者で、すがすがしい天気の中、皆さん楽しくゴル
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沢山の参加を。

毎年秋に開催しますので、ゴルフに興味がある方は、6 回生

於；瀬田ゴルフ倶楽部西コース

回生）

回生） 前田

回生) 下田敬介

続けてきて良かった」

私がこの会に入会したのは１４年程前のことです。「俳句は作らなくていいから、顔を出すだけでも出してみ

たら」と云う甘い勧誘に乗せられて気軽に会員となりました。俳句を作らずに参加するのが２年間くらい経

過したころから、「そろそろ俳句を作ってみたら？」とメンバーの方から促されるようになりました。私もさ

すがにこれでは厚かましいと思い俳句作りに取り組み始めました。しかし、月に１回の句会に６句の俳句を

提出することは、当時の私にはとても重い負担となりました。やっとの思いで作った２つか３つの俳句もダ

敷居が高く感じられるようになりました。そして、とうとう退会の意思を伝

え始めたのですが、「継続は力なりよ」と励ましてくださったり、本句会とは別に、メールで俳句のやり取り

をして少しでも俳句が作れるようなアドバイスを頂戴するなど、メンバーの方々からの暖かいサポートがあ

りました。また、数年ほど前に入会された先輩がいらっしゃるのですが、その方が積極的に取り組まれてい

る姿勢を拝見して、俳句を作れないのは、「センスがないとぼやくだけで、本気で作ろうとしていないからだ」

このようにして、ヨタヨタとした歩みでしたが、

ようやく月に６句のノルマが達成できるようになり、「続けてきて良かった」と思っています。

「探鳥句会」は、長崎弁が飛び交う暖かい雰囲気のある句会です。だからと言って俳句に関しては決してぬ

るいものはなく、「俳壇賞」を受賞した方や一歩手前の方もいらっしゃるなど、俳句のレベルは低くはありま
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をして少しでも俳句が作れるようなアドバイスを頂戴するなど、メンバーの方々からの暖かいサポートがあ
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る姿勢を拝見して、俳句を作れないのは、「センスがないとぼやくだけで、本気で作ろうとしていないからだ」
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すがにこれでは厚かましいと思い俳句作りに取り組み始めました。しかし、月に１回の句会に６句の俳句を
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私がこの会に入会したのは１４年程前のことです。「俳句は作らなくていいから、顔を出すだけでも出してみ

たら」と云う甘い勧誘に乗せられて気軽に会員となりました。俳句を作らずに参加するのが２年間くらい経

過したころから、「そろそろ俳句を作ってみたら？」とメンバーの方から促されるようになりました。私もさ

すがにこれでは厚かましいと思い俳句作りに取り組み始めました。しかし、月に１回の句会に６句の俳句を

提出することは、当時の私にはとても重い負担となりました。やっとの思いで作った２つか３つの俳句もダ

敷居が高く感じられるようになりました。そして、とうとう退会の意思を伝

え始めたのですが、「継続は力なりよ」と励ましてくださったり、本句会とは別に、メールで俳句のやり取り

をして少しでも俳句が作れるようなアドバイスを頂戴するなど、メンバーの方々からの暖かいサポートがあ

りました。また、数年ほど前に入会された先輩がいらっしゃるのですが、その方が積極的に取り組まれてい

る姿勢を拝見して、俳句を作れないのは、「センスがないとぼやくだけで、本気で作ろうとしていないからだ」
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藍が今季限りで引退することが決まりました。

開催。
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私がこの会に入会したのは１４年程前のことです。「俳句は作らなくていいから、顔を出すだけでも出してみ

たら」と云う甘い勧誘に乗せられて気軽に会員となりました。俳句を作らずに参加するのが２年間くらい経

過したころから、「そろそろ俳句を作ってみたら？」とメンバーの方から促されるようになりました。私もさ

すがにこれでは厚かましいと思い俳句作りに取り組み始めました。しかし、月に１回の句会に６句の俳句を

提出することは、当時の私にはとても重い負担となりました。やっとの思いで作った２つか３つの俳句もダ

敷居が高く感じられるようになりました。そして、とうとう退会の意思を伝

え始めたのですが、「継続は力なりよ」と励ましてくださったり、本句会とは別に、メールで俳句のやり取り

をして少しでも俳句が作れるようなアドバイスを頂戴するなど、メンバーの方々からの暖かいサポートがあ

りました。また、数年ほど前に入会された先輩がいらっしゃるのですが、その方が積極的に取り組まれてい

る姿勢を拝見して、俳句を作れないのは、「センスがないとぼやくだけで、本気で作ろうとしていないからだ」

このようにして、ヨタヨタとした歩みでしたが、

「探鳥句会」は、長崎弁が飛び交う暖かい雰囲気のある句会です。だからと言って俳句に関しては決してぬ

るいものはなく、「俳壇賞」を受賞した方や一歩手前の方もいらっしゃるなど、俳句のレベルは低くはありま



ハイキング同好会

さんと、お酒が進むに連れて「山登り」の話に発展。うまく乗せられ先ずは参加することに。京都鞍馬山、宇治天

ヶ瀬、大阪葛城山等を歩いて回った。その中で、今年

福知山線の廃線跡」を紹介します。朝の生瀬駅には子供連れの家族や、ツアー客らしき団体もいてかなりな賑

わい。コースは武庫川の渓流を眼下に枕木の残る平坦な遊歩道で、途中にはライトがないと漆黒の闇となる

つのトンネルやノ

１時間半ほどで「桜の園入口」に到着した頃は日差しも戻り、河原でランチタイム。それぞれが持ち寄ったお弁

当とお酒で賑やかに。

（詳細は

ちょうど山桜が見頃で、川面に桜吹雪が舞い

アルコールも程よくまわって気分も満開。

心地よい昼寝の後、ゴールの武田尾駅を目指しま

す。締めの打ち上げは尼崎駅近くの居酒屋で。

食べて飲んで笑ってほろ酔い気分で散会となりま

した。

地域⽂化交流会

快晴の下、

ぶ神戸北野地区に足を踏み入れてなかった面々での探訪でした。今回は、ボランティアガイドのお二人に女性

組と男性組に分かれて案内していただきました。男性組の伊藤さんは昔々バスガイドの経験をお持ちだというこ

とで案内している間止めど無く、歴史秘話からジョークを交え楽しく、あっと言う間の２時間でした。ルートは、風

見鶏の館から萌黄の館、それから北野天満神社まで。北野広場で記念撮影で終了。北野広場では、マジックシ

ョー、現代版

き、ステーキランド神戸へ移動。皆さん食欲旺盛で尚且つ喉を潤す事も忘れていません。目の前で焼いてくれ

るステーキはもちろん、フライドガーリックをあてにビールの進むこと。また、別のテーブルでは

を２本

垣貫さんと新しくなったメリケンパークへ。そこでは、若い皆さん

が写真を撮っていました。海辺の手摺りに腕を掛けて若かりし

頃の話に夢中になっていましたら、その中の若い女性が声を掛

けて

に高齢者が映り込むのでどいてくれと言う落ちでした。それか

ら再度祝杯

次回は、滋賀です。

ハイキング同好会

私のポラリス参加は夜の飲み会から始まった。シニアの会「長崎南俱楽部」に初参加、隣に座った

さんと、お酒が進むに連れて「山登り」の話に発展。うまく乗せられ先ずは参加することに。京都鞍馬山、宇治天

ヶ瀬、大阪葛城山等を歩いて回った。その中で、今年

福知山線の廃線跡」を紹介します。朝の生瀬駅には子供連れの家族や、ツアー客らしき団体もいてかなりな賑

わい。コースは武庫川の渓流を眼下に枕木の残る平坦な遊歩道で、途中にはライトがないと漆黒の闇となる

つのトンネルやノ

時間半ほどで「桜の園入口」に到着した頃は日差しも戻り、河原でランチタイム。それぞれが持ち寄ったお弁

当とお酒で賑やかに。

（詳細はHP「関西いしだたみ」を是非ご覧下さい）。

ちょうど山桜が見頃で、川面に桜吹雪が舞い

アルコールも程よくまわって気分も満開。

心地よい昼寝の後、ゴールの武田尾駅を目指しま

す。締めの打ち上げは尼崎駅近くの居酒屋で。

食べて飲んで笑ってほろ酔い気分で散会となりま

した。

地域⽂化交流会

快晴の下、JR

ぶ神戸北野地区に足を踏み入れてなかった面々での探訪でした。今回は、ボランティアガイドのお二人に女性

組と男性組に分かれて案内していただきました。男性組の伊藤さんは昔々バスガイドの経験をお持ちだというこ

とで案内している間止めど無く、歴史秘話からジョークを交え楽しく、あっと言う間の２時間でした。ルートは、風

見鶏の館から萌黄の館、それから北野天満神社まで。北野広場で記念撮影で終了。北野広場では、マジックシ

ョー、現代版猿回しと大道芸のパフォーマンスを皆さん楽しんでいました。

き、ステーキランド神戸へ移動。皆さん食欲旺盛で尚且つ喉を潤す事も忘れていません。目の前で焼いてくれ

るステーキはもちろん、フライドガーリックをあてにビールの進むこと。また、別のテーブルでは

を２本(?) 飲み干してました

それから全員解散となりましたが、私は

垣貫さんと新しくなったメリケンパークへ。そこでは、若い皆さん

が写真を撮っていました。海辺の手摺りに腕を掛けて若かりし

頃の話に夢中になっていましたら、その中の若い女性が声を掛

て来たので、シャッターを押してと言うのかと思いきや、写真

に高齢者が映り込むのでどいてくれと言う落ちでした。それか

ら再度祝杯(？

次回は、滋賀です。

ハイキング同好会

私のポラリス参加は夜の飲み会から始まった。シニアの会「長崎南俱楽部」に初参加、隣に座った

さんと、お酒が進むに連れて「山登り」の話に発展。うまく乗せられ先ずは参加することに。京都鞍馬山、宇治天

ヶ瀬、大阪葛城山等を歩いて回った。その中で、今年

福知山線の廃線跡」を紹介します。朝の生瀬駅には子供連れの家族や、ツアー客らしき団体もいてかなりな賑

わい。コースは武庫川の渓流を眼下に枕木の残る平坦な遊歩道で、途中にはライトがないと漆黒の闇となる

つのトンネルやノスタルジックなオレンジの鉄橋など、プチ冒険気分。一時傘が必要な程の雨に見舞われたが、

時間半ほどで「桜の園入口」に到着した頃は日差しも戻り、河原でランチタイム。それぞれが持ち寄ったお弁

当とお酒で賑やかに。

「関西いしだたみ」を是非ご覧下さい）。

ちょうど山桜が見頃で、川面に桜吹雪が舞い

アルコールも程よくまわって気分も満開。

心地よい昼寝の後、ゴールの武田尾駅を目指しま

す。締めの打ち上げは尼崎駅近くの居酒屋で。

食べて飲んで笑ってほろ酔い気分で散会となりま

初めての方

楽しいこと

地域⽂化交流会“しっとっと神⼾・北野”探訪記

JR 三ノ宮駅集合で、いざ北野へ。永年関西での生活を送っていながら長崎と同じような洋館の並

ぶ神戸北野地区に足を踏み入れてなかった面々での探訪でした。今回は、ボランティアガイドのお二人に女性

組と男性組に分かれて案内していただきました。男性組の伊藤さんは昔々バスガイドの経験をお持ちだというこ

とで案内している間止めど無く、歴史秘話からジョークを交え楽しく、あっと言う間の２時間でした。ルートは、風

見鶏の館から萌黄の館、それから北野天満神社まで。北野広場で記念撮影で終了。北野広場では、マジックシ

猿回しと大道芸のパフォーマンスを皆さん楽しんでいました。

き、ステーキランド神戸へ移動。皆さん食欲旺盛で尚且つ喉を潤す事も忘れていません。目の前で焼いてくれ

るステーキはもちろん、フライドガーリックをあてにビールの進むこと。また、別のテーブルでは

飲み干してました

それから全員解散となりましたが、私は

垣貫さんと新しくなったメリケンパークへ。そこでは、若い皆さん

が写真を撮っていました。海辺の手摺りに腕を掛けて若かりし

頃の話に夢中になっていましたら、その中の若い女性が声を掛

来たので、シャッターを押してと言うのかと思いきや、写真

に高齢者が映り込むのでどいてくれと言う落ちでした。それか

？)をあげ、改めて解散となりました。

次回は、滋賀です。乞うご期待！

ハイキング同好会 ”私のポラリス“

私のポラリス参加は夜の飲み会から始まった。シニアの会「長崎南俱楽部」に初参加、隣に座った

さんと、お酒が進むに連れて「山登り」の話に発展。うまく乗せられ先ずは参加することに。京都鞍馬山、宇治天

ヶ瀬、大阪葛城山等を歩いて回った。その中で、今年

福知山線の廃線跡」を紹介します。朝の生瀬駅には子供連れの家族や、ツアー客らしき団体もいてかなりな賑

わい。コースは武庫川の渓流を眼下に枕木の残る平坦な遊歩道で、途中にはライトがないと漆黒の闇となる

スタルジックなオレンジの鉄橋など、プチ冒険気分。一時傘が必要な程の雨に見舞われたが、
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趣味の広場

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

ど楽しみながらやっていましたが、写真を向上したいと

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

ます。プロ級の

ります。

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

り毎月例会や撮影会、写真展と何かと忙し

取るかということです。

しかし

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

写真で長年活躍している人に共通し

ているのはとてもお元気だということ

です。ご高齢でも

て若々しく素晴らしい感性の写真を撮

られる方やあちこちの撮影場所に赴か

れてシャッター

ている方

動力に尊敬の念を抱いています。

私も先輩方に少しでも近づけるよう

に頑張りたいと思います。

“平成

趣味の広場

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

ど楽しみながらやっていましたが、写真を向上したいと

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

プロ級の写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

ります。写友の中には「土門拳」のトップ受賞や

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

り毎月例会や撮影会、写真展と何かと忙し

取るかということです。

しかし、たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

写真で長年活躍している人に共通し

ているのはとてもお元気だということ

です。ご高齢でも矍鑠

て若々しく素晴らしい感性の写真を撮

られる方やあちこちの撮影場所に赴か

れてシャッターチャンスをものにされ

ている方など私にはとても及ばない行

動力に尊敬の念を抱いています。

私も先輩方に少しでも近づけるよう

に頑張りたいと思います。

“平成28年大阪市長賞受賞；

名刺広告；⻑崎南倶楽部

今年還暦を迎える

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

どなたでも気軽に自由にご参加を

八尋重義

高松由貴子、

中村通也、浜崎貞信

”“私と写真の出会い”

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

ど楽しみながらやっていましたが、写真を向上したいと

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

写友の中には「土門拳」のトップ受賞や

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

り毎月例会や撮影会、写真展と何かと忙し

取るかということです。

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

写真で長年活躍している人に共通し

ているのはとてもお元気だということ

矍鑠(かくしゃく

て若々しく素晴らしい感性の写真を撮

られる方やあちこちの撮影場所に赴か

チャンスをものにされ

私にはとても及ばない行

動力に尊敬の念を抱いています。

私も先輩方に少しでも近づけるよう

に頑張りたいと思います。

年大阪市長賞受賞；

名刺広告；⻑崎南倶楽部

今年還暦を迎える

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

どなたでも気軽に自由にご参加を

八尋重義、鹿谷実

高松由貴子、上里良英、

中村通也、浜崎貞信

《今回名刺広告にご協力いただいた方々です。

私と写真の出会い”

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

ど楽しみながらやっていましたが、写真を向上したいと

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

写友の中には「土門拳」のトップ受賞や

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

り毎月例会や撮影会、写真展と何かと忙し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

写真で長年活躍している人に共通し

ているのはとてもお元気だということ

かくしゃく)とし

て若々しく素晴らしい感性の写真を撮

られる方やあちこちの撮影場所に赴か

チャンスをものにされ

私にはとても及ばない行

動力に尊敬の念を抱いています。

私も先輩方に少しでも近づけるよう

年大阪市長賞受賞；蒼い刻”

名刺広告；⻑崎南倶楽部

今年還暦を迎える 13回生までのシニアのサロン

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

どなたでも気軽に自由にご参加を

、鹿谷実、高石濶

上里良英、木谷荘一、中島猛、藤原由美子、間渕豊

中村通也、浜崎貞信、福島美枝子、長田道子、金子昌彦

《今回名刺広告にご協力いただいた方々です。

私と写真の出会い”

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

ど楽しみながらやっていましたが、写真を向上したいと

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

写友の中には「土門拳」のトップ受賞や JPS

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

り毎月例会や撮影会、写真展と何かと忙しい日々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

写真で長年活躍している人に共通し

ているのはとてもお元気だということ

とし

て若々しく素晴らしい感性の写真を撮

られる方やあちこちの撮影場所に赴か

チャンスをものにされ

私も先輩方に少しでも近づけるよう

”

名刺広告；⻑崎南倶楽部

回生までのシニアのサロン

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

どなたでも気軽に自由にご参加を！

高石濶、松本藤一

木谷荘一、中島猛、藤原由美子、間渕豊

、福島美枝子、長田道子、金子昌彦

《今回名刺広告にご協力いただいた方々です。

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

ど楽しみながらやっていましたが、写真を向上したいと 6～

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

JPS のグランプリ、二科展入賞、そのほか審査員をさ

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

名刺広告；⻑崎南倶楽部

回生までのシニアのサロン

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

、松本藤一、太田正博、

木谷荘一、中島猛、藤原由美子、間渕豊

、福島美枝子、長田道子、金子昌彦

《今回名刺広告にご協力いただいた方々です。

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

～7 年ほど前

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

のグランプリ、二科展入賞、そのほか審査員をさ

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

回生までのシニアのサロン

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

太田正博、草野義昭、

木谷荘一、中島猛、藤原由美子、間渕豊

、福島美枝子、長田道子、金子昌彦

《今回名刺広告にご協力いただいた方々です。回生順、

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

年ほど前にかなりレベルの高い

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

のグランプリ、二科展入賞、そのほか審査員をさ

れている若手カメラマンなどたくさんの優秀な方々がいます。並行して 最初に出会った朝日新聞主催

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

に入賞出来て今年はさらに上位入賞ができたので驚きと喜びを感じています。

スポーツ、歴史・文化、グルメを肴に愉快な時間を過ごしませんか

草野義昭、福島伸一、三宅博

木谷荘一、中島猛、藤原由美子、間渕豊、大石哲史、

回生順、敬称略》

3 回生

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

かなりレベルの高い

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

のグランプリ、二科展入賞、そのほか審査員をさ

最初に出会った朝日新聞主催

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

福島伸一、三宅博

大石哲史、

敬称略》

山下昌子

若いころからいろいろな趣味に親しんできましたが、写真との出会いはパソコンを始めた 15 年ほど

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

かなりレベルの高い「京都丹

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

のグランプリ、二科展入賞、そのほか審査員をさ

最初に出会った朝日新聞主催

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し

たかが趣味されど趣味！やればやる程難しいものです。ジャンルも多いし。少しずつは上

達しているのか全国公募展、地域のクラブ展では入選入賞したり、難しい京都のクラブでも一年おき

福島伸一、三宅博、

大石哲史、

年ほど

前、自分で撮った花などをプリントした時からです。近くのクラブに入り仲間も増え撮影会、写真展な

「京都丹

平」に入りました。ここでは理解しがたい「心象写真」を求められますので今は苦しみながら学んでい

写真家が多いところですが皆さん優しく、厳しくご指導いただけるので学べる喜びもあ

のグランプリ、二科展入賞、そのほか審査員をさ

最初に出会った朝日新聞主催

の「全日本写真連盟」のクラブは継続し他にも誘われたり自分から勉強のために入ったクラブが多数あ

々を過ごしています。基本はカメラでいかに的確に写し
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活動報告

⻑崎

【編集後記】

如何でしょうか、カラー版の

より一層鮮明になり、これ以上よくなると、

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

席、欠席のご連絡の際には、「（・

活動報告

4月

5月

7月

8月

⻑崎南高

前年度繰越金

年会費

総会会費

郵便局利息

広告費

寄附金

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

会計報告は、平成

＊-1 ：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

編集後記】

如何でしょうか、カラー版の

より一層鮮明になり、これ以上よくなると、

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

席、欠席のご連絡の際には、「（・

活動報告（2016年４

・バーベキュー（万博記念公園）

・長崎県五島県人会参加

・地域文化交流会「しっとっと奈良町

・納涼ビアパーティー

・南高関東同窓会参加（三宅会長）

・長崎県人会総会参加

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催）

・全国高校野球選手権応援（長商；甲子園）

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

・南高ＳＳＨ（S

関西研修旅行の生徒たちとの交流会（大阪）

南高関⻄同窓会会計報告

前年度繰越金 通帳残

手元現金

小計

総会会費

利息

小計

合

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

会計報告は、平成29年

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

如何でしょうか、カラー版の

より一層鮮明になり、これ以上よくなると、

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

席、欠席のご連絡の際には、「（・

年４⽉〜2017

・バーベキュー（万博記念公園）

・長崎県五島県人会参加

・地域文化交流会「しっとっと奈良町

・納涼ビアパーティー

・南高関東同窓会参加（三宅会長）

・長崎県人会総会参加

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催）

・全国高校野球選手権応援（長商；甲子園）

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

Super Science

関西研修旅行の生徒たちとの交流会（大阪）

関⻄同窓会会計報告

収入の部

通帳残

手元現金

小計

ご祝儀

オークション売上

その他

小計

計

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

年3月31日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

如何でしょうか、カラー版の“いしだたみ

より一層鮮明になり、これ以上よくなると、

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

席、欠席のご連絡の際には、「（・∀・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ち

2017年３⽉

・バーベキュー（万博記念公園）

・地域文化交流会「しっとっと奈良町」探訪

・南高関東同窓会参加（三宅会長）

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催）

・全国高校野球選手権応援（長商；甲子園）

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

cience High School指定）

関西研修旅行の生徒たちとの交流会（大阪）

関⻄同窓会会計報告（

収入の部

オークション売上

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

いしだたみ”。昨年に引き続き、今年もやってみました。写真も、４

より一層鮮明になり、これ以上よくなると、“ぼやっと

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ち

年３⽉）

９月

10

」探訪

11

12

・全国高校野球選手権応援（長商；甲子園）

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

指定）

関西研修旅行の生徒たちとの交流会（大阪）

１月

＊

（2016年４⽉〜

446,500

34,975

481,475

241,000

287,000

28

66,000

50,000

86,100

26,210

756,338

1,237,813

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

。昨年に引き続き、今年もやってみました。写真も、４

ぼやっと”した雰囲気をお好みの方から苦情がくるのではないかと心配し

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ち

９月
・関西同窓会ゴルフコンペ（

（5p参照）

10月 ・南高福岡同窓会参加（金尾事務局長）

11月
・長崎県人会祭り

・南高関西同窓会総会＆懇親会

12月
・全国高校駅伝応援（西京極）

・全国高校ラグビー応援（花園）

１月
・皇后杯都道府県女子駅伝応援

・長崎県人会新年互礼会参加

＊探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

（5ｐ、6p参照）

年４⽉〜2017

446,500

34,975

次年度繰越金

481,475

241,000

287,000

28

66,000

0,000

00

26,210

総会運営費

通信費

印刷費

運営費＊-１

756,338

1,237,813

監査

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

。昨年に引き続き、今年もやってみました。写真も、４

した雰囲気をお好みの方から苦情がくるのではないかと心配し

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ち

・関西同窓会ゴルフコンペ（

参照）

・南高福岡同窓会参加（金尾事務局長）

・長崎県人会祭り ｉｎ

・南高関西同窓会総会＆懇親会

・全国高校駅伝応援（西京極）

・全国高校ラグビー応援（花園）

・皇后杯都道府県女子駅伝応援

・長崎県人会新年互礼会参加

探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

参照）

2017年３⽉）

支出の部

次年度繰越金 通帳残

手元現金

小計

総会運営費

小計

合 計

中島猛

藤原由美子

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

。昨年に引き続き、今年もやってみました。写真も、４

した雰囲気をお好みの方から苦情がくるのではないかと心配し

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ち

・関西同窓会ゴルフコンペ（3組；瀬田ＧＣ）

・南高福岡同窓会参加（金尾事務局長）

ｉｎ 淀川河川敷

・南高関西同窓会総会＆懇親会

・全国高校駅伝応援（西京極）

・全国高校ラグビー応援（花園）

・皇后杯都道府県女子駅伝応援

・長崎県人会新年互礼会参加

探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

年３⽉）

支出の部

通帳残

手元現金

藤原由美子

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

。昨年に引き続き、今年もやってみました。写真も、４K

した雰囲気をお好みの方から苦情がくるのではないかと心配し

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ち

組；瀬田ＧＣ）

・南高福岡同窓会参加（金尾事務局長）

淀川河川敷

探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

604,881

34,975

639,856

357,390

69,650

58,915

112,002

597,957

1,237,813

K には及びませんが

した雰囲気をお好みの方から苦情がくるのではないかと心配し

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

・）イイネ！」と。また、会報誌に関するご要望その他もお待ちしております。

会報誌編集委員会

１０

604,881

34,975

856

90

69,650

58,915

112,002

597,957

1,237,813

には及びませんが

した雰囲気をお好みの方から苦情がくるのではないかと心配し

ております。見栄えもさる事ながら、費用の削減もできており、編集委員全員、自己満足に浸っております。総会の出

しております。

会報誌編集委員会
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関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては

日時

場所

住所

TEL

参加費

11月 15

☆特別企画

ます。この機会に“

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては

関西同窓会総会＆懇親会

11月 18日

太閤園 迎賓館

〒534-0026

06-6356

\7,000 ,

15日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

☆特別企画；当日チョーコー醤油

ます。この機会に“

≪お願い！

懇親会では、

寄贈いただけるものを

【事務局だより】

★年会費：2

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

★連絡先：事務局

ホームページ

メールアドレス

【発行元】

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては

関西同窓会総会＆懇親会

日(土) 12:00

迎賓館2F「ゴールデンホール東」

0026 大阪市都島区

6356-1110

7,000 , 同伴者\5,000

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

チョーコー醤油

ます。この機会に“長崎生まれのほんまもんの醤油ば、買いだめせんね！

お願い！≫

懇親会では、例年好評の

寄贈いただけるものをお持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

【事務局だより】

2,000円（一般会費、学生無料）

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

事務局 松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

ホームページ

メールアドレス

【発行元】 長崎南高関西同窓会

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては、同封の返信はがき

関西同窓会総会＆懇親会

12:00～15:00

「ゴールデンホール東」

大阪市都島区網島

5,000 (学生は無料

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

チョーコー醤油大阪支店のご厚意によりチョーコー製品を

長崎生まれのほんまもんの醤油ば、買いだめせんね！

例年好評の「オークション」

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

円（一般会費、学生無料）

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

ホームページ 関西いしだたみ

メールアドレス info@kansai

長崎南高関西同窓会

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

返信はがき、もしくはホームページから

「ゴールデンホール東」

網島町 9-10

学生は無料)

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

大阪支店のご厚意によりチョーコー製品を

長崎生まれのほんまもんの醤油ば、買いだめせんね！

「オークション」を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

円（一般会費、学生無料）

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

関西いしだたみ http://www.kansai

info@kansai-ishidatami.net

長崎南高関西同窓会 会長

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

、もしくはホームページから

日時

場所

10 「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

二次会からの参加も

参加費

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

大阪支店のご厚意によりチョーコー製品を

長崎生まれのほんまもんの醤油ば、買いだめせんね！

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

http://www.kansai

ishidatami.net

会長 三宅

、もしくはホームページから

日時 11月 18

場所 太閤園

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

二次会からの参加も

参加費 \2,500

大阪支店のご厚意によりチョーコー製品を

長崎生まれのほんまもんの醤油ば、買いだめせんね！”

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

http://www.kansai-ishidatami.net

博

、もしくはホームページからご連絡をお願いします。

二次会

18日(土) 15:00

太閤園 2F「エメラルドルーム」

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

二次会からの参加も歓迎します

00 (学生は無料

アクセス

・JR東西線

③

・地下鉄長堀鶴見緑地線

「京橋駅

②番出口

・JR環状線「

北口

大阪支店のご厚意によりチョーコー製品を長崎南価格

” 「宅急便用意してます」

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報をお願いします。

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局 TEL 06

ishidatami.net

ご連絡をお願いします。

二次会

15:00～17:00

「エメラルドルーム」

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

歓迎します。

学生は無料)

アクセス

東西線「大阪城北詰

③番出口より

地下鉄長堀鶴見緑地線

京橋駅」

②番出口より

環状線「京橋駅

北口より 徒歩

長崎南価格で提供していただき

「宅急便用意してます」

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

お願いします。

TEL 06-4707

ご連絡をお願いします。

17:00

「エメラルドルーム」

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

大阪城北詰」

より 徒歩1分

地下鉄長堀鶴見緑地線

徒歩5分

京橋駅」

徒歩10分

で提供していただき

「宅急便用意してます」

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”など、

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

4707-8518

など、

http://www.kansai-ishidatami.net/
http://www.kansai-ishidatami.net/
http://www.kansai-ishidatami.net/
http://www.kansai-ishidatami.net/
http://www.kansai-ishidatami.net/
http://www.kansai-ishidatami.net/
mailto:info@kansai-ishidatami.net

