
～2021～長崎南高関西同窓会 会報



１

「安全」を思う                                      会長 9 回生 手嶋義雄

皆さん、元気にお過ごしでしょうか。

関西同窓会もほとんど活動ができないまま 1 年半が過ぎようとしています。同窓会

幹事の方々とはなんとかリモート幹事会でつながっており、先日も本年の総会・懇親会

について議論したばかりです。結論は昨年に続いて本年も見送ることになりました。「

30 回記念総会」として自信をもって楽しく開催できる日を待ちましょう、との結論です。

開催の折にはまたたくさんの同窓生のご参加をお待ちします。

さてこの未曾有の禍は収まりと再拡大を繰り返しています。かつて山陽新幹線が開通して初めて乗

った時、長いトンネルを出てやっと景色が見えたらすぐにまたトンネルに入るという、あの残念な光景を

思い出します。先日 2 回目のワクチン接種を終え、ひとまず安心していたら今日の新聞には 3 回目の

追加接種が必要になるかも、とありました。家電メーカー勤務時代にある部署でウィルス除去機能の付

いた空気清浄機を業界に先んじて発売しようとした際、企画部門の担当者がしきりに「いずれ‘パンデミ

ック’が必ず到来する。」と叫んでいました。私も含め周囲はまだピンときていなかったようですが、今ま

さにその時となっており、今やこの製品は除菌の必須アイテムとなっています。世の中、千変万化が続

いています。

仕事柄、「安全」について深く考える機会が多いのですが、そんな中で本年５月にイタリアで起こっ

たロープウェイのゴンドラ落下事故が痛烈な関心事となりました。頂上直前で突然ゴンドラが逆走して

落下。たくさんの犠牲者が出ました。原因はまだ調査中のようです。

最近の新しい「安全」へのアプローチとしてＳａｆｅｔｙ-Ⅱという概念が専門家の話題になっています。

Ｓａｆｅｔｙ-Ⅰ： うまくいかない要因を排除してうまくいかせようとする安全マネジメント

Ｓａｆｅｔｙ-Ⅱ： うまくいっている理由を分析・理解して、よりうまくいかせようとする安全マネジメント

つまり圧倒的に大きな割合を占める 「うまくいっている事象」 にはたくさんの教訓が含まれるという考

え方です。何かを安全に行おうとする場合、普通に考えるのは「何が危険要因か」「何が不安全なやり

方か」等を考え、それを排除して安全を確保しようとします。それはそれで重要なことです。このＳａｆｅｔｙ

-Ⅱの考え方では、それに加えて今まで事故もなく安全に行えていたのはなぜか、その理由を考え、意

識することでより高い安全が確保できる、としているのです。ゴンドラを安全に運行するには、もちろん

ワイヤーロープ、ローラー、支柱、ゴンドラ筐体、窓ガラス、駆動モーターなどの点検、補修が基本であ

り、これがＳａｆｅｔｙ-Ⅰです。しかしそれ以上に、今までどんな要因で安全が維持できていたのか、そこ

まで踏み込んで考察し、それを他に応用し拡張していくことがこれからは重要になっていくのです。

ゴンドラオペレータの経験による異常発見、異音の察知、悪天候時の運行判断などがそれに該当する

のでしょうか。コロナにしても、ワクチン・治療薬の普及遅延、ウィルス変異、人流、飲酒等さまざまな悪

化要因の分析も必要ですが、他国に比べ日本では比較的流行が抑えられているという事実と向かい

合い、なぜ抑えられているのかを分析、拡張していくこともＳａｆｅｔｙ-Ⅱという安全概念から必要なことか

も知れません。

批判と非難が横行する世の中ですが、うまくいっていることにも目を向け、理解すること、それから協

力がなければ、いくら待ってもトンネルは抜けられない、ということだと思います。
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関西同窓会へ長崎南高校近況報告         長崎南高等学校長 後藤慶太

～ 大志の海へ 輝け みなみ ～

新型コロナウィルス感染症の収束が見えず、様々な制限を強いられる生活を余儀なくされている中、南高

でも、それぞれに応じた工夫をしての教育活動を行っています。関西同窓会の皆様におかれましても、今ま

でとは違う活動をされておられると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。

まずは、６月に開催された県高校総体の結果を報告いたします。昨年度の県高校総体は史上初の中止とな

り、今回は２年分の思いを胸に、生徒たちは頑張ってくれました。優勝旗の獲得はできませんでしたが、ラ

イフル射撃女子の準優勝、弓道男子、ライフル射撃男子、水泳女子が３位となりました。特に目立ったのが

個人種目であり、前回の優勝は１種目だけでしたが、８種目で優勝することができました。その結果、九州

大会へ４０名近くの生徒が出場するようになりました。現時点で、全国高校総体へも８名の選手が出場しま

す。

文化部においては、放送部が、ＮＨＫ杯放送コンテスト県大会において創作テレビ部門で最優秀賞を受賞

し、全国大会の出場権を獲ました。また、和歌山県で開催の全国高校総文祭にも、新聞部、放送部が参加い

たします。吹奏楽部においては、７月のコンクールで７大会連続金賞と九州大会の出場権獲得を目指して頑

張っておりますので、大いに期待できるものと思っています。

ＳＳＨ事業（スーパーサイエンスハイスクール）においては、生徒一人一人が課題研究に取り組み、その中

の１グループが、ＣＩＥＣ（コンピューター利用教育学会）春季カンファレンス２０２１において、「遅れ

が発生しにくい路線バス運行経路の検討」の論文でＵ―１８最優秀賞を受賞いたしました。

さて、今年は南高創立 60 周年の節目の年になりますが、新型コロナウィルス感染症の影響で様々な活動が

制限を受ける中での記念事業となります。「大志の海へ 輝け みなみ」のスローガンのもと、9月5日に

記念体育祭、9月11日に記念文化祭を開催し、11月6日の記念式典では、18回生で作家の未須本有生氏の

講演会を実施し、2月下旬に創立60周年記念誌を発刊する予定です。

今後も「学習と部活動の両立」の校是のもと、人間力と学力を兼ね備えた逞しい生徒を育成すべく努力して

まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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コロナ禍の帰還                                        18 回生 中村博信

昨年６月、東京から約６年ぶりに大阪に戻って、再び関西同窓会に参加させていただいています。折悪しくコ

ロナ禍が重なり、みなさまに直接お目にかかる機会がない状況が続いていますが、どうぞよろしくお願いします。

もともと新聞社で記者やデスクをしていたのですが、初めての東京勤務で主に人事・労務の仕事をしてきまし

た。さらに今回は放送のグループ会社に移り、新たな環境、耳慣れない言葉に戸惑いつつも刺激を受けながら

働いています。

同じグループのメディア企業ではありますが、新聞と放送では大きくビジネスモデルが異なりますし、会社のカ

ルチャーにも違いがあります。もちろん共通する悩みもあって、一言で言えば若い世代のお客様をどのように獲

得していくか。新聞の場合、メーンの読者層がすでに６０代以上に達しているのに比べれば、テレビはまだマシ

な状況ですが、ネットフリックスしか見ないと言われる若者や中堅世代をどのように引き付けるかは会社および業

界全体の将来にかかわる大きな課題です。

一端をご紹介すると、新聞などにテレビ番組の視聴率ランキングが掲載されたり、毎年の紅白歌合戦や大河ド

ラマの視聴率がニュースになったりしますが、これらの数字は世帯単位の視聴率です。しかしテレビ局、業界で

は今では世帯単位の視聴率はあまり重視されておらず、主流は個人視聴率。しかも男女別や世代別にセグメン

ト化されたデータ、特に４０代以下ぐらいの動きに注目しています。視聴率のランキングを世帯と個人で比べると、

ラインナップががらりと違っていたりして、業界の内と外では、ずいぶん見えている風景が違っているように思い

ます。これは今回放送局に身を置くことになって、初めて実感したことです。

このように５０代後半にもなって新しい知見を得させていただけるのは、とてもありがたいことなのですが、問題

はコロナ。テレワークも多く、出社してもオンラインの会議ばかりで、1 年たってもモニター画面でしかお目にかか

っていない方がたくさんいます。モニター越しだと素顔ですが、実際にお目にかかる場合はマスク姿なので、逆

になかなか顔を覚えられないというのも妙な感じです。

一方で、東京生活の後半は単身赴任でしたので、家族との時間が増えたのはプラスの面です。よく、「テレワ

ークで家にいる時間が長くなって、定年退職後の生活を先取りしているみたいだ」とぼやく方がいらっしゃいます。

若くてエネルギーがあり余っている人はともかく、私ぐらいになると、

リタイア後にいきなり現役時代とのギャップに直面するのではなく、

適度な「助走」になっていいのではないかと思っているのですが、

先輩のみなさま、いかがでしょうか。

これを書いている時点でワクチン接種が進んでおり、もうちょっと

我慢すれば元通りの生活に戻れるのかもしれません。私自身はコ

ロナによってもたらされたライフスタイルや働き方の変化は不可逆

的なものだと思っていますが、いずれ答えは出ることでしょう。

個人的には、ただ一つ、長崎のグループホームでお世話になっ

ている父に昨年９月以降、面会できていないので、コロナ禍が収束

したら家族で会いに行きたいと思っています。そして長崎の街と味

覚を存分に楽しみたい。こればかりはコロナ前と変わらないよう願っ

ています。
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長崎近況                                    16回生 垣田知香子

ここ数年長崎では色々な施設が更新されています。県庁・県警が長

崎駅近く（昔の魚市場跡）に移り、市役所は公会堂跡へと工事中。

新幹線が長崎まで来るので、長崎駅も少し西へ移動中です。

昔からある稲佐山の展望台はロープウェイと共に平成23年にリニュ

ーアルされ、昨年は稲佐山公園の駐車場から山頂へと続くスロープ

カーなるものができました。

気になっていたので、先日何十年か振りで稲佐山へ行ってみました。

スロープカーは一両編成の小型のモノレールのような感じです。駐

車場から山頂へはそれなりの傾斜があるのですが、車体はうまくほ

ぼ水平になるように設計されています。

車窓からは昔懐かしい稲佐山の鹿や猿のコーナーも見え、後ろを振

り返ると五島や大村湾方面の一大パノラマが広がります。

山頂の駐車場に停められる車の台数は少なく、駐車場待ちをしなけ

ればならないような事もありましたが、これだとそれもなく快適に

山頂まで上がれます。

展望台にはハンバーガー等の軽食も有り、屋上からだけでなく、ガ

ラス張りの建物の中からも景色が楽しめるようになっています。

久々の稲佐山からの景色はお天気に恵まれ、天草まで見えました。

やはりいいですね。どんなに長崎が変わってもこの景色は変わりま

せんね。

稲佐山の夜景は世界新三大夜景の一つに認定されているようですが、昼間の景色も感動物だと思います。

コロナが収まり、長崎を訪れる事がありましたら、久しぶりに稲佐山に行かれては如何でしょうか？

スロープカー乗り場

稲佐山から市内一望

＊佐賀区間は未定

稲佐山の展望台と電波塔

長崎新幹線ルート
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長き料理人人生を振り返って                           ９回生 福本葉二

私が料理の道を目指した一番の動機は去年他界した母の影響です。

料理が好きで色とりどりの美味しい食事を作ってくれた母のお陰だと感謝しきれません。

もう一つは2 か所のバイト先での料理長の言葉。「君は大学で勉強するよりも料理の世界に進ん

だほうが良い」と勧められ、すぐに19 歳で大学を中退し、元々好きな料理の世界にはいりまし

た。

当時はこの業界は“キツイ”、“汚い”、“危険”の３K の一つに数えられていましたが、

大好きなこの世界で頑張ろうと思い、必死に頑張りました。

ここから、修業時代の数々の想い出を振り返らせていただきます。

飛び込んでみたものの、修行中は思っていた以上に大変で、始発電車で出勤、最終電車でなんとか帰宅と、

へとへとの毎日でした。残業は１００時間～２００時間を超えても時間外手当などは無いのが当たり前でした。ホテル

オープンの時などは半年から 1 年間位休まず勤務ですから、今なら大問題の労働条件でしたネ。

(まだまだ若かった( ´艸｀))
給料は今の嫁さんには遠く及ばず、援助頼みの生活でした。嫁さんに感謝！

しかし、親方はもちろん、先輩諸氏にも恵まれたこともあり、辛さを忘れるほど本当に

楽しかった想い出ばかりです。

４畳半一間のアパートで、真ん中の半畳分を剥いだ板張りに氷を入れたたらいで、ひたすら研鑽

した氷彫刻では、“世界大会で優勝”できた事も誇りの一つです。

下積み時代に学んだことの一つは、沢山いた先輩の一人から昨日教わった事をやっていたら、

翌日他の先輩から怒られてパニックになったことがあります。今振り返ってみたとき、どちらも

決して間違いではなく、料理にはこれと言った固定ルールや固定概念は無く、料理人それぞれに

いろいろなやり方、技術が幅広く有るということです。

そこで考えたのが、違う職場で多くの仕事や技術を学ぶことを目指して 3 年サイクルで新しい職場

に移る事を目指しました。

おかげで、多くの技術を学び、多くの先輩後輩を作ることができました。今思えばこれが 1番の私の財産です。

10 年位修業積んだ頃、今回頂いた“厚生労働大臣表彰”というものが一流の料理人になればいただけると知りました。

「調理師経験 25 年以上」、「業界への貢献度」、「若手育成への指導・教育とその成果」とハードルの高い賞で、その頃の私に

は遠い夢の勲章でした。

“ニューオータニ”、“ヒルトンホテル”、“ニュー大阪ホテル”、“ガーデンパレス”、“サンルートホテル”、“南海サウスタワー

ホテル”、“スイスホテル”と７つのホテルのオープンに携わることができ幸せです。スイスホテルでは苦手だった英語のレッ

スンも通った結果、簡単な英会話が出来るようになりました。学生時代よりも必死に勉強しました。

結果、その姿を見たスタッフが興味を示してくれ、いい雰囲気の職場作りができました。

この時に改めて学ぶことの大切さを身に染みて感じました。良きにつけ、悪しきにつけこの経験が今に活きています。

憧れの“厚生労働大臣表彰”の栄誉も頂きました。初心を忘れずこれからも精進したいと思っています。

金の名刺のレプリカ

友達がお祝いに作ってくれた

店頭

発泡スチロール
で作った鳳凰

ホテルの厨房で

店内
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三宅さん、頑張れ～～～！                  ９回生 榎田政純

「月山・鳥海山」行を終えた後に単独行で滑落事故に会い、現在リハビリ中です。

昨年６月２７日（土）に三宅さんのリーダーで大阪府民の森「ほしだ園地」へのポラリスでの紀行文を掲載させて頂きます。

コロナ自粛も解けて、郊外の緑の中に癒しを求めてハイキングを楽し

む。梅雨の真っ只中、予報を聞き、空を見上げながら当日の朝まで

気をもむことしきり。幸い、前線の位置具合が良かったのか、薄曇り

の中、朝１０時京阪私市駅に全員集合。今日は、長田さん孫常連の

旺己君が妹采夕ちゃんを連れて初参加。今日のジーバーは自粛疲

れから解放され、子供たちの笑顔に顔がほころびっ放し。

私市駅を出発し、天野川沿いの水辺プラザの散歩を楽しみながらゆ

っくりゆっくり。途中深みのある場所では、男の子たちが服のまま飛

び込みワイワイガヤガヤ楽しそう。「星の里いわふね」ではBBQの準

備も始まったよう。

川沿いに森林鉄道風木通を歩いて11時前に管理事務所「ピトンの小

屋」に到着。すぐ横にはクライミングウォールがあり、若者に交じって

オジン達も挑戦真っ最中。こんな所で、冷え冷えの”メロン”と”スイカ”

がサッと出るところが流石ポラリス。薄っすらかいた汗に何とも気持ち

良い。喉に潤い、脳にそよ風、昼寝でもしたい気分。１１時１５分再出発、”ぼうけんの路”では、旺己隊長を先頭に南高の旗を立てて

進む。妹采夕ちゃんも負けておらず、2 番目を副隊長よろしく頑張って進む。子供の身体は小さくて軽快、”疲れた！””ベンチは無い

のか？”言いながらドンドン勝手に進んで行く。登りきったところで、吊り橋”星のブランコ”前に到着。高さ 50ｍに張られた長さ 280ｍ

の吊り橋にこれまでとは違う緊張感が漂ってくる。少し不安を感じながら渡りだす。橋中央では元気に記念スナップポーズを決めるも

のの、”何だかチョット？”と言う感じでハイポーズ！

橋を渡り切り、お目当ての”やまびこ広場”に到着。六角屋根のベンチで昼の宴会スタート。これまで

出かけられずにいた身には、車座になり飲んで食べて、何と愉快なことか。中島ジｲージｲーは、近

所の子供たちも集めて小バッタ採集に大忙し。バッタは

カエルの餌になるそうで、陽夏ちゃんたちが飼育しているカエルにプレゼントとか。所で、今日のお

昼も”定番玉子焼き”を始め”自家製チャーシュー””長崎こじま角煮””エビフライ””しぐれ煮”出て来

るわ出て来るわ、毎度毎度ご馳走さんでした。

チョットだけ付け加えると、藤田おじさんは”ビール→お酒→焼酎→ウィスキー”最後の最後まで飲

みに徹しているようでした。

帰りは、”おねすじの路”を取り”ピトンの小屋”へ。ここからは往路をたどって私市駅へ。

時刻は丁度4時。枚方市駅で途中下車。打上げ”さかなや道場”は 5時を待たずに営業しているの

が嬉しい。乾杯の席に垣田さんが途中参戦。遠くからご苦労様。ほんのさっき飲んだのに、食べた

のに。とは思えない飲食欲。まだまだいけるね。

次回7月11日の六甲半縦走、7/31～8/3にかけての月山・鳥海山の夏山トライの相談をして無事に閉会となりました。

前列中央が三宅さんです
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コロナ禍の中のニットひこ                 ９回生 岡 涼子

コロナ禍の中、室内で想いを形にするのも良いものですね。夏向きの涼しいニットも、スリムな貴女にロングドレスも如何でしょう。

皆さんに披露する機会をここに設けさせてもらいました。自分もこんなのが自分で編むことが出来たらと思われた方はお気軽に

ご参加下さい。また、モナリザが付けているのは、シルバー系の糸とビーズで

編んだ金属アレルギーの方向けのネックレスです。（素敵ですね）

連絡は、tel； 090-6329-7460（彦田） へお願いします。

今は遠い昔の思い出 『昨年のゴルフ』                  ９回生  柳川俊郎

昨年からの新型コロナの流行で、大阪では緊急事態宣言が 6 月 20 日まで延期され自粛が続いています。

今はこのような状況ですが、昨年は５月の第１回の緊急事態宣言により町中の人出が激減し、６月以降は感染者が大阪でもゼロ

の日が続いていたので解除後の開放感から７月１９日に奈良の大和高原カントリークラブで２組の計８人でプレイしました。

ゴルフ場ではレストランの配置や営業時間など感染対策は万全でした。メンバーは１組目が同窓会前会長の三宅さん、友情参

加の高松さん、６回生のゴルフ大好き中島さん、百名山を完登

した１１回生の丸尾さん、２組目は全員９回生で、現会長の手

嶋さん、副会長の榎田さん、シェフの福本さんと柳川の各４名

で回りました。当日はまだ梅雨明け前ではあったのですが、全

員の日頃の行いにより（？）絶好のゴルフ日和でした。

コースは推薦者の丸尾さんの言葉に違わず、フェアウェイの真

ん中がカート道の広々としたレイアウトでしたので、広角打法の

小生は普段５、６個のボールのところ今回は１個で最後まで無

事プレイ出来ました。

ただ OB は無かったのですがスコアは団栗の背比べで９回生

全員 100 を少しオーバーしました。それでも久しぶりの面々で

和気あいあいと楽しくプレイ出来ました。昨年の事ですが何故

か遠い昔のように思えます。

恒例の関西同窓会ゴルフコンペは昨年開催できませんでした

が、これからワクチン接種が進みますので、今年の秋のコンペで皆

さんとお会いして楽しくプレイしましょう！（２０２１年１０月１３日予定）



８
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１０

活動報告（2020年４月～2021年３月）
この時期、ほとんど活動できない状況でしたが以下は何とか実施しました。

 ７月 有志ゴルフ大会

９回生 柳川さんの報告（P７）の通り無事に楽しくプレイできました。

 １０月 ピザ＆BBQ

６回生 上里さんの自宅で行う恒例の催しです。広いお庭で自作のピザ窯を囲みました。

屋外で、しかも少人数化のため２週に分けて集いました。

 会報誌「いしだたみ」刊行

    「どんな状況でも絶やすまい」との幹事一同の熱意の結晶として本年も刊行しました。

長崎南高関西同窓会会計報告（2020年４月～2021年３月）

収入の部 支出の部

前年度繰越金    通帳残

            手元現金

826,809

34,975

総会運営費     

通信費        

印刷費       

運営費   貸会議室代

HP管理契約更新（2年分）

振込手数料（5 件）

宅急便代（2 件）

会報誌発送用宛名シール

土産代

0

59,848

22,869

1,650

9,856

740

1,660

2,299

670

小  計 861,784

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

預り金      

192,000

0

7

45,000

0

0

6,000 小  計 99,592

次年度繰越金    通帳残

            手元残金

1,005,199

0

小  計 243,007 小  計 1,005,199

合  計 1,104,791 合  計 1,104,791

     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、令和3 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。

【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 HP 編集 淀 光昭 15 相談役 間渕 豊 6

副会長 榎田政純 9 〃 中村通也 7 監査 中島 猛 6 〃 大石哲史 7

会計 長田道子 11 〃 岡 凉子 9 〃 藤原由美子 6 〃 鳥井幹則 13

〃 鹿子島芳子 16 〃 中村博信 18 相談役 松本藤一 2

事務局長 金尾義男 14 HP 編集 垣田知香子 16 〃 三宅 博 4

＊本年度の総会は中止となりますので、昨年同様、上記をもって総会決議とさせていただきます。
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関西同窓会 30 周年記念総会中止のご案内   
下記日程で予定しておりましたが、コロナ禍の中、幹事一同協議の上、中止とする苦渋の決断を致しました。

なお、来年度の総会は同会場で 11 月12 日（土）を予定しておりますので、お元気で参加して頂ければ幸いです。

関西同窓会総会＆懇親会 中止！ 二次会

日時 2021 年 11 月 13 日(土) 15:00～17:30 予定 日時 11 月 13 日(土) 18:00～19:30

会場 リストランテ翔 21 会場 未定

住所 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町 1 丁目 1-45, 

大阪工業大学梅田キャンパス Oit 梅田タワ-21 階

TEL 06-6147-6681

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)

【事務局だより】

★年会費：2,000 円（一般会費、学生無料）

総会は中止となりますが諸活動の原資として必要です。

会員皆様のご厚意をお寄せ下さいますよう、よろしくお願いいたします。

毎年お手数をお掛けしておりますが、同封の振込用紙にてお振込み下さい。

★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

メールアドレス  info@kansai-ishidatami.net

会場まで、徒歩で

阪急梅田駅から３分

JR大阪駅から５分

御堂筋線梅田駅から５分

御堂筋線中津駅から 11分

谷町線中崎町駅から７分

阪神梅田駅から 11分

大阪工業大学ビルに入りまして

左側の直通エレベーターで 21F
までお越しください

JR大阪駅

阪急梅田駅

本部同窓会HP 関西同窓会HP 関東同窓会HP


