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⾧崎南高関西同窓会 会報 

「2018 年関西同窓会総会」 



 

１ 

「新会⾧として」                                    会長 9 回生 手嶋義雄

昨年１１月三宅前会長の後任として新会長に就任しました。 

思うことはただひとつ、諸先輩が築いたこの会をどう維持し、発展させるか。来年は３０回目の総会を

迎えようとしており、この３０という数字をみても大きな歴史を感じ、身を引き締めております。 

 

出稿初回なので少し自己紹介をさせていただきます。 

実は私が長崎で暮らしたのは中学校２年からの６年間だけで、人生の１０分の１も居なかった。父が転

勤族で小学校３校、中学校２校変わっている。南高を卒業した後福岡の大学を経て関西の家電メーカ

ーに就職。それからずっと関西人。何年前だったか一度だけ長崎出張の機会があり、胸弾ませて官舎

があった「女神」を訪ねてびっくり。家は跡形もなく、見上げれば大きな橋がかかっている。「時は止まっ

てないな・・」と痛感しました。よく「ふるさとはどこですか」と聞かれる。いつも答えようがなく「父が転勤族

で・・・」と長々と話さなければならない。しかし最後に言うのは「一番思い出深いのは長崎です」と。 

 

趣味は色々あってしかも時代ごとに変わっています。「趣味はゴルフです」と大声で言った時期もあり

ましたが今は「ゴルフも時々やります」程度。「今、自転車をやっています」。これは大声で言えます。６

年ほど前に会社内のサークルに誘われ、いつかはハマってみたいと思っていたため二つ返事で入会。

ただ助言されたのは、できるだけ金を惜しまずに、とのこと。ツーリングに行くと人の目が厳しい。ブラン

ド名（イタリア製？フランス製？・・）、コンポーネントのランク（シマノのどのクラス？）気にしなければそ

れでいいが、やはり現場で胸も張りたいな、との気持ちもあって私なりには結構張り込んでアイテムをそ

ろえましたが、上には上が、の世界でキリがありません。体にはとてもよく、この年で薬は何も飲んでな

い状態で、お勧めです。事故に遭わない走り方ルールもあります。 

 

この３月で会社はリタイヤし、目下今まで仕事柄取得した資格を使った個人事業を立ち上げ中です。 

忙し過ぎたこれまでと違い、時間を自分なりに使っていけるのではないかと思っております。 

先日、陸上指導者の小出義雄さんが亡くなりました。その時の放送で愛弟子の有森裕子さんのコメン

トが印象的でした。「何が起こっても‘せっかく’と思いなさい」と監督から教えられたとのこと。故障が多

かった有森さんに「何で故障したのかと思うな。せっかく故障したのだから、と思えよ」と。物事に意味の

ないことはない、というプラス思考に導こうとしていたようです。 

‘せっかく’を調べてみると、わざわざ、無理をして、苦労して、という負のイメージと、めったに得られな

い恵まれた状況を思う気持ち、という意味があり、私もこの後者の意味で「せっかく指名されたこの役割 

なので」という気持ちで同窓会を盛り上げていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

            

しまなみ海道 2018年5月 

（しんどかった・・） 



 

３ 

第 28 回関西同窓会総会及び懇親会:11 月 10 日(土)  副会長 ９回生 榎田政純  

今回も昨年同様「太閤園」で開催されました。・・・・・・第 29 回もここでやります！     

今回は、三宅会長から手嶋会長へのバトンタッチの総会となりました。  

司会は今回が最後となった手嶋副会長の発声で開始、三宅会長の挨拶、活動報告から来賓挨拶と進行して 

行きました。ご来賓は、昨年同様安部校長から在校生の勉学、新聞部、吹奏楽部などの部活動、高校総体では 

弓道部、フェンシング部などスポーツでの活躍の報告を、長崎県人会からは塚本会長が長崎県の現況から県人 

会における南高同窓会の貢献における謝意と祝辞をいただきました。その後、長崎本部同窓会から高尾会長（1 

回生）のこれからの南高同窓会発展に邁進されていること、関西同窓会にも期待されていることなどのエールを 

いただきました。  

 続いて、手嶋会長を筆頭に事務局の新メンバーを含めた新役員紹介と、それに対する参加者全員の承認を 

いただき、三宅会長の挨拶の後、活動報告、会計及び監査報告、新役員の選任の３議案につき審議の上、全 

会一致で承認頂き、総会を終了いたしました。  

 これからがいよいよ懇親会本番と、二代目会長の松本さんの乾杯でスタート。  

喉を潤してから美味しい料理に舌鼓を打ち始めると同時に、14 回生で現役の南高教諭の松本さん、関西同窓 

会でも顔馴染みで現在本部同窓会副会長の前原さん（2 回生）、関東同窓会からは常連の前田事務局長（7 回 

生）、福岡同窓会から愛智副会長（14 回生）、長崎県大阪事務所の金子所長（14 回生）からと沢山の祝辞をいた 

だきました。。  

 サークル活動では、井上さん（6 回生）が「探鳥句会」から参加者全員を巻き込んでの句会を開催。「ゴルフ会」 

では中島さんが沢山の参加を呼びかけました。「ポラリスの会＆地域文化交流会」では、垣田さん（16 回生）がつ 

らく楽しいハイキングと隠れた名所旧跡の経験を発表。その流れで、資金源の恒例（高齢ではありません）バザ 

ール。いつも来賓者からはもちろん、有志の皆さんから焼酎、ウィスキー、ビールのアルコール類、長崎名物の 

お菓子などなど、有難いです。その中でも彦田さんからは沢山の手編みのベストなどを女性陣が挙って買い求 

めていただきました。財政難の中、いつも大きく貢献していただきまして有難うございます。  

 バザールで盛り上がった後は、テラスでの笑顔満載の集合写真。  

 時間の経つのは早いもの、一旦会場に戻り、応援団長大原さん（５回生）の下、大きな声で校歌斉唱後、1回生 

の八尋さんによる万歳三唱！で無事終了しました。  

 それから、同じ建物の２階「アメジストルーム」へ移動し、即“二次会”。  

二次会からの参加者５名も含め、喉自慢の皆さんの歌声と、各テーブルでの談笑。ここでも楽しい時間の経つの 

は早いもので２時間が過ぎてしまいました。  

 その後は帰路につかれた方、３次会へ向かわれた方々、お疲れさまでした。  

 今回は久しぶりの面々、初参加の方々、来賓の皆様はもちろん、遠路はるばる福岡から福石さん、東京からは 

照沼さんとご参加くださいましてありがとうございました。  
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編み物教室“ ”        5 回生 彦田恵美子 

20 年勤めた仕事を辞めて、次何をしようかと考えたとき、昔からの夢だった≪お年寄りと好きな編み物で関われ

たら≫と思い出しました。人に教えるには自己流ではダメだと 2 年間勉強し資格を取得して、マンションの老人

会でボランティアでスタート。今年で 13 年目に入り、生徒さんも 25 名ほどになりました。編み物をしながら、お喋

りしながら、おやつをいただきながらのいい集いの場になっています。 

毎年、地域の文化祭には全員が出品し、素晴らしい作品が並びます。 

その後、同窓会の 6 回生藤原さん、9 回生の岡さんと一緒に新

しく教室をスタート。お二人とも遠方からですが、8 年になります。

好きな日に、好きな作品を、一回限りでも OK というフリーな形

式のレッスン制。こちらは 4～5 名の少人数制ですが賑やかで

す。編み物だけでなく、お喋りしながらの情報交換だったり、時

にはお善哉や手作り料理が出たりと、良い交流の場にもなって

います。興味がある方は同窓会の HP からご連絡いただけると

嬉しいです。 

★ レッスン日；毎週火曜日 10 時～13 時 

★ 場  所 ； 吹田市 千里台スカイハイツ C 棟集会室 

★  tel   ； 090-6329-7460 
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大阪事務所⾧の退任に当たって         前長崎県大阪事務所長 金子昌彦（14 回生）  

この３月で長崎県を定年退職し、長崎へ戻りました。大阪事務所長在任中、長崎南倶楽部の皆様方には、観光・物 
産展への参加、長崎への訪問、スポーツ大会での長崎チームの応援、ふるさと納税などふるさと長崎へのご支援、 
ご協力を賜りまして心から感謝申し上げます。  
 ３年前の私にとって、大阪勤務は思ってもみなかった出来事でした。赴任して間もないときの生活の不安を払 
拭できたのは、大川を船に乗って花見をし、大阪キャッスルホテルで懇親会をする、皆様に開催していただいたイベントでした。 
青天井の船に揺られて、桜を楽しむ余裕もなく寒さで震えながらお酒で体を温めていたことを憶えています。  
 もう一つの思い出は、一昨年（２０１７年）１１月の「ふるさと祭りin関西」に長崎南高の先輩、濵本前副知事が出席し、同窓会の席 
で車座になって懇親を深めたことです。このように県職員として最後の３年間を大阪で皆様と一緒に過ごせたことは、本当によか 
ったと感じています。  
 皆様ご承知のとおり長崎県は人口減少が著しく、これに歯止めがかかるよう様々な取り組みを実施しています。私も長崎へ戻っ 
てみて、街に子どもや若者がとても少ないことに驚いています。人口減少による地域の活力の低下は長崎にゆかりがある者にと 
って、とても大きな問題です。長崎南倶楽部の皆様方におかれましたは、ふるさと長崎が沈み込んでしまわぬよう、引き続きふる 
さと納税等、県外からできるお力添えをよろしくお願いいたします。  

結びに長崎南倶楽部の益々のご発展と会員皆様のご多幸、ご健勝を祈念いたします。３年間ありがとうございました。引き続き、 
大阪事務所をよろしくお願いいたします。  

”14 回生還暦同窓会に出席して“                14 回生 松本悦郎   

9月1日、ホテルニュー長崎で開催された 14回生還暦同窓会に出席してきました。総勢約140人、卒業生の約１／４が出席、 
恩師の方も数名出席戴き、まずは全員の集合写真からスタートしました。  
 その後、クラス毎に分かれたテーブルに着席しての懇談ですが、卒業（私は卒業式には出ていないので時期ははっきりしませ 
んが）以来の再会となるメンバーがほとんど、42 年の各人の変わり様は大きく、顔と名前が全くと言っていいほど一致しないので、 
「誰だっけ」から話を始めて、だんだん話をしていく中で昔のことを思い出したり、この歳になるとお決まりの病気の話とか、子供 
（孫も）の話とかで盛り上がっていました。  

各組での話も一段落すると、あとはテーブル関係なく入り乱れて、飲んで喋って、写真撮ってのあっという間の２時間、ホントに 
懐かしく楽しい時間でした。・・・・ 幹事さんに感謝・感謝です。  

最後に 14 回の代表として、若杉君が挨拶、その話の中で非常に印象に残った内容を紹介。  
＊我々の年（昭和33 年～34 年生まれ）は ほぼ昭和を 30 年、平成を 30 年生きたことになる。  
 そしてこれからの３０年（この時点では次の年号は未定）、90 歳まで生きてまた同窓会をやれるまで（何人出れるか） 元気でい 

ましょう。      （おまけ） ２次会（多くのメンバーがいたかな）、そして３次会  HOTEL に戻ったのは２時を回っていました。  
  
  
  
  
  
  
  

14 回生還暦同窓会 2018 年9 月1 日 於；ホテルニュー長崎 
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ハイキング同好会 ”ポラリス初デビュー“       7 回生 中村通也  

平成 31 年 3 月 6 日（土）ポラリスに参加させていただきました。日頃から飲み会以外に興味なく、長崎南俱楽部には毎

回出席しております。山歩きなど全くやったこともなく、【いしだたみ】の記事を書くために初参加いたしました。 

たまには質素な食事も良いかと水と乾パンと途中道の駅で購入した柿の葉寿司のみを持って参加いたしました。何とか

頂上に着くとビール/日本酒を頂きまして空気の美味しいところでのお酒の味に感激いたしました。そのうえ卵焼き 唐揚

げ 長崎のじゃこ天 めざしなどのおすそ分けを頂いた上に豚汁までご馳走になりました。更にはあったかい本格的なコ

ーヒーまでいただき、きな粉餅 果物までもがふるまわれました。 

山の上でこれ程充実した食事がいただけるとは、 

全く思ってもいませんでした。 

山の上からの景色は素晴らしく、究極の食事と 

なりました。 

健康にもよく最高の昼食となり今日は満足して帰 

れると思っていましたら、下山してからの食事処も 

予約されて夜の宴会となりました。 

美味しい食事においしいお酒で話も盛り上がり未 

練を残しつつも解散となりました。 

ポラリスに参加して飲み会のフルコースを 

味わいませんか？  

★奈良二上山山頂にて 

ゴルフコンペ“初参加・初優勝”                 7 回生 倉田伸彦 

昨年 9 月 11 日に開催された長崎南高関西同窓会ゴルフコンペに初参加し、運良く優勝することができました。 

 月並みですが、天候（快晴微風）に恵まれ、同伴メンバー（中島・木谷先輩と同級生の大石君）に恵まれ、ハンディ

(HDCP16.8)にも恵まれた結果です。 

和気藹々、楽しくラウンドして、ダブルぺリアで Net70.2 という好スコアに大満足でした。 

昨年 5 月に東京から神戸に戻った後、関西のゴルフ場の狭いフェアウエイに苦労していましたが、何度か回ったラウン

ドした経験がある瀬田 GC で、落ち着いてプレーできたことも幸いでした。 

 ここ数か月は、ドライバーの飛距離維持・向上のために、ジムで軽い筋トレを続け、週に 1 回は練習場に通っています。

幸い、練習場は自宅から車で 5 分の距離にあり、平日 

は 40 分 1000 円で打ち放題ですので、毎回 180 球前 

後を打っています。 

  

今年 10 月に開催されるコンペで、その成果が発揮で 

きるといいのですが…？？ 

 一方で、スコアに一喜一憂することなく、ゴルフできる 

幸せ(本人や家族の健康、大きな不安のない環境)を実 

感することが、より大切だと思ってはいるのですが…！！ 

 

ゴルフコンペ組み合わせ表     優勝；倉田伸彦、 準優勝；丸尾邦広、 ３位；中島 猛  

1 組 八尋重義（１回生） 北名幸男（２回生） 野口宗八（４回生） 吉野俊司（３回生） 

2 組 木谷壮一（６回生） 中島 猛（６回生） 大石哲史（７回生） 倉田伸彦（７回生） 

3 組 三宅 博（４回生） 前田 衛（12 回生） 丸尾邦広（11 回生）  

4 組 榎田政純（９回生） 手嶋義雄（９回生） 柳川俊郎（９回生）  
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趣味の広場 ”“石窯のある暮らし”                      ６回生 上里良英 

周囲を山と緑にかこまれた、大阪最北端の町、豊能町吉川に移り住んだのは 23 年前だった。 

考えるより先に行動する妻が、突然、無人になった実家の山と畑を管理するために吉川に移住しようと言ったのがきっかけだっ

た。 それから、約 2 時間かけて神戸まで通勤し、週末は近所のお百姓さんから耕耘機や草刈り機の使い方を教わりながら畑仕

事をする生活が始まった。そして、退職 1 年後に、石窯を作ることになったのも妻の一言だった。 

人と人の絆を大事にし、友達が多い妻が、新聞の「定年退職後石窯を作る」と題した記事を見て、石窯を作ってパーティーを

しようと言い出した。裏が山で隣の家との距離がかなりある別荘のような環境も、石窯を作るのに適していた。 

溶接と土木関連の仕事をしている友達と約 2 か月かけて石窯を製作した。木枠の中に鉄筋を組んでセメントを流し込み大地

震にも耐えられる土台を作った。それから、耐火煉瓦と耐火セメントで燃焼室、ピザ焼き室を組み立てていった。少しずつ、石窯

らしい形になっていくのが楽しみだったが、中でもアーチ状の屋根ができた時最も感動した。力学的には互いの煉瓦が押し合

ってアーチを形成することは理論上分かっていても、半円形のダンボールの型枠を抜き取って叩いて強度を確認するまでは煉

瓦が落ちないか不安だった。石窯が完成し、最初に焼いた 1 枚は黒焦げになった。石窯は火を消して余熱で焼くことを後で知

った。それから、赤外線温度計をネットで購入し、温度データを取って焼き時間と温度の最適値を探した。 

 石窯の温度管理、ピザ生地の作り方など職人の域にはまだ達していないが、今年、南高のポラリスと同窓生、そのご家族、約

30 名を招いてピザ 24 枚を安定して焼き上げてから少し自信がついた。 

 23 年前、吉川に移住しようと言った

妻は、「私がいなくな

っても、ここを守って」

と言って、4 年前に亡

くなった。それから、

パーティーが好きだ

った妻の遺志を継

いで、毎年、 

ピザが好きな仲間 と 

ピザパーティーを 開 

いている。 

俳句同好会”“句会へのお誘い”              3 回生 松永典子 

俳句は、短いからこそ独りよがりになりやすく、独学が難しい文芸です。ひと月の間に作りためた句を5～6 句選んで（自選といい

ます。）句会に出して、（他選。人の目に晒すという事）それを何年か続けてやっとレベルが上がります。 

誰しも調子のいい時と悪い時があり、たまに誉められる(勝つ？)事がある故に続けるギャンブルみたいなものです。ちょっとし

たコツを早く身に着けたからといっても俳句の自立は実は難しいのです。やっと出来た句を他人にとやかく言われたくないと思う

のも尤もですし、初めは中々点が入りません。当たり前の事です。初めから続けている人は、もう 18 年のベテラン達です。（濃淡

はありますが）同じ土俵でやるのですから。身近な生活上の発見を句にする事自体を喜びとし、楽しむ事が第一です。句会や歳

時記等で、新しい知識を手に入れる機会であり、いい脳トレにもなります。とにかく休まずに続ける事です。歳時記を買って、月

一回の句会へどうぞ気楽にご参加ください。若い人は早く始める程人生が豊かになります。 

※第 4 土曜日 PM1 時より、「たかつガーデン」 

（大阪教育会館） 近鉄上本町駅徒歩 5 分 

地下鉄谷町線谷町 9 丁目駅徒歩 8 分 

※会費 1 回 1000 円（学生半額）    

当季雑詠 5 句+兼題 1 句（探鳥句会ホームペ 

ージに次の兼題を載せます。作品もご参照く 

ださい。） 

〒583－0856 羽曳野市白鳥１－11－12 

Tel/fax  072-956-8587 

E メール mfumiko@gold.ocn.ne.jp 
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１０ 

活動報告（2018 年４月～2019 年３月） 
4 月 ・バーベキュー（万博記念公園） 

9 月 
・関西同窓会ゴルフコンペ（3 組；瀬田ＧＣ）６ｐ 

・南高福岡同窓会参加（三宅会長） 
5 月 

・県人会ふるさと訪問旅行（平戸/佐世保） 

・ピザ＆ＢＢＱパーティー（上里氏宅） 10 月 ・長崎県人会ゴルフコンペ参加 

6 月 ・地域文化交流会「しっとっと滋賀・大津」 
11 月 

・長崎県人会祭り in 淀川河川敷 

・南高関西同窓会総会（in 太閤園） 

7 月 

・南高関東同窓会参加（三宅会長） 

・長崎県人会総会参加 

・納涼ビアパーティー（ジョーテラス大阪錦城亭） 
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） 

8 月 

・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 

（長崎創成館高校：甲子園） 

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎） 

１月 
・皇后杯都道府県女子駅伝応援 (3 位入賞) 

・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 

（6p、7p 参照） 

⾧崎南高関西同窓会会計報告（2018 年４月～2019 年３月） 
収入の部 支出の部 

前年度繰越金    通帳残 

             手元現金 

766,472 

34,975 

総会運営費      

通信費         

印刷費        

運営費＊-１        

442,177 

84,545 

43,831 

106,015 

小  計 801,447 

年会費     

総会会費     

郵便局利息             

広告費         

寄附金           ご祝儀 

    オークション売上 

その他       

218,000 

306,000 

5 

15,000 

70,000 

58,300 

25,000 

小  計 676,568 

次年度繰越金    通帳残 

            手元残金 

782,209 

34,975 

小  計 692,305 小  計 817,184 

合  計 1,493,752 合  計 1,493,752 

      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。                監査   中島  猛 

                    藤原由美子 

     会計報告は、平成31 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。 

  ＊-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 
【役員名簿】 

役職 氏名 回生 役職 氏名 回生 役職 氏名 回生 役職 氏名 回生 

会長 手嶋義雄 9 事務局 上里良英 6 監査 中島 猛 6 相談役 大石哲史 7 

副会長 榎田政純 9 〃 中村通也 7 〃 藤原由美子 6 〃 鳥井幹則 13 

会計 長田道子 11 〃 岡 凉子 9 相談役 松本藤一 2    

〃 鹿子島芳子 16 HP 編集 垣田知香子 16 〃 三宅 博 4    

事務局長 金尾義男 14 HP 編集 淀 光昭 15 〃 間渕 豊 6    



 

11           【発行元】 長崎南高関西同窓会  会長 手嶋義雄  

関西同窓会総会＆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、もしくはホームページからご連絡をお願いします。 

関西同窓会総会＆懇親会 二次会 

日時 11 月 9 日(土) 12:00～15:00 日時 11 月 9 日(土) 15:00～17:00 

場所 太閤園 迎賓館 2F「オーキッドテラス」 場所 太閤園 2F「アメジストルーム」 

住所 〒534-0026   大阪市都島区網島町 9-10    「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歓迎します。 TEL 06-6356-1110 

参加費 \7,000 , 同伴者\5,000 (学生は無料) 参加費 \2,500 (学生は無料) 

11 月 6 日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます 

 
アクセス 

・JR 東西線「大阪城北詰」 

③番出口より 徒歩 1 分 

 

 

・地下鉄長堀鶴見緑地線 

「京橋駅」 

②番出口より 徒歩 5 分 

 

・JR 環状線「京橋駅」 

  北口より 徒歩 10 分 

 

 

 
 

≪お願い！≫ 

懇親会では、例年好評の「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”など、

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】 

★年会費：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、事務局へご一報をお願いします。 

★連絡先：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 TEL 06-4707-8518 

  ホームページ 関西いしだたみ http://www.kansai-ishidatami.net 

  メールアドレス  info@kansai-ishidatami.net 
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