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⾧崎市役所 
(公会堂跡に建設) 

新幹線と在来線特急 

県庁側から見た⾧崎駅周辺 

広くなった駅前広場 

＜⾧崎が少しずつ変わっています(⾧崎駅周辺と市役所)＞ 
⾧崎南高関西同窓会 会報誌 
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「ひとは自分の鏡」                                    会長 9 回生 手嶋義雄

 

同窓生のみなさんお元気ですか。 

新型コロナウィルス、欧州での侵略、要人狙撃・・・なかなか安心して過ごせる世の

中に戻れませんね。身の安全確保が必要な時代に逆戻りしてしまったのか、と錯誤し

てしまいそうです。関西同窓会はそういった中でも少しずつ活動を再開し始めておりま

す。パソコンやスマホを使ったリモート幹事会を定期的に開催し、できる活動はやって

いこうということで、小規模ながら各種イベントを開催しております。先日は地域文化交流会 「しっとっと

大阪 阪堺電車の旅」と題しての沿線を巡りました。久々に同窓生が集まり楽しい一日を過ごしました。

関西同窓会ホームページにはこういうイベント情報を随時掲載しております。是非ご参加ください。 

このいい流れに乗って２年連続中止となっていた最大のイベント 「関西同窓会総会」 が開催できる

か、と思った矢先、またまた第 7 波の到来！ 残念ですが本年も中止を決定しました。こうなったら 30 回

記念総会としてたくさんの同窓生が‘安心して’参加できる日を徹底的に待とう、との思いです。みなさん

また楽しいひと時を過ごせる日をお待ちいただきますように。 

さて、私の近況報告となりますが、会社をリタイヤした後、コンサルタントとして活動しております。その

一環で、ある研修機関の登録講師として各種専門教育をやっております。この教育については会社在

席中にも兼務で時々やっておりました。その当時は社員と協力業者が対象で、まるで「ぬるま湯」の中で

の教育でした。会社組織、業者とのいろいろな関係・・など教育する側としては非常にいい環境だったの

です。 

反面、今は有料研修として様々な業種、様々な年齢層の人が集まっており、厳しい視線を感じながら

の教育となっております。そんな中で私自身ある変化が生じたのです。 

研修の日は朝一番に研修会場の鍵を開け、すぐテキスト、座席表、配布資料を準備、パソコン、プロ

ジェクタ、スクリーンの設営など忙しく立ち回ります（アシスタントなど付けない省エネの研修機関なので）。

そのうち受講者が少しずつ入室してきます。そのほとんどが「おはようございます」の一言もなく黙って着

席する。「近ごろの若者は・・・」と思っても「この時代、仕方ないか」、と諦めておりました。 

そんなある日、相変わらずムスッとして入室する受講者の姿に少し気分を害してしまい、大きな声でこ

れ見よがしに「おはよう」と声をかけたのです。すると意外にも笑顔で「おはようございます！」と返してく

れるではありませんか。それからというもの私の研修日の朝は一変しました。入室する人にこちらから声

をかけます。するとほとんどの受講者から元気な「おはようございます」が聞けるようになりました。 

ある宗教誌にこんなことが書いてありました。「目の前の人の良くないところが目についたとき、それは

自分の“心の姿”が鏡に映っているのだと考えるべき」と。 向学心を持って張り切って会場に来たのに、

しかめっ面で準備に勤しんでいる講師の姿を見て、どれだけ緊張させてしまったのか、と思うと申し訳な

さで一杯です。 

 

“自分が変われば相手も変わる”、“言葉一つで触れ合える”、ということだったのですね。 

「あの人は何を考えているのかわからない」とよく言いがちですが、「わからない」のではなく「わかろう

としていない」のであり、あの人にとって自分は“考えを伝える対象”になっていないのだ、ということ。 

教育の専門家なら「そんなことは常識ですよ」と言うかもしれませんが、私としては新鮮な出来事でした。

この年になっても発見はあるな、と感じているこの頃です。 



 

         2 

『活力』溢れる南高づくり【⾧崎南高校近況報告】 長崎南高等学校長 小野下和宏 

 

本年度より、長崎県立長崎南高等学校の校長を拝命いたしました小野下と申します。 

校訓「気魄と情熱」、校是「学習と部活動の両立」のもと、60年間の長きにわたり、｢青白き英才ではなく、

逞しく実力を備えた、社会の幸福のために貢献できる生徒｣の育成をすすめ、各界で活躍する約 2 万 6,000

名の卒業生を輩出されている南高の発展のため、微力ではありますが全力を尽くして参ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

南高生が、変化を続ける現代社会に対応できる力（キャリア形成力）を身につけ、社会に貢献できる人物

となることを目指して、令和４年度の南高全体の教育活動のテーマを、「『活力』溢れる南高づくり ～キ

ャリア形成力の育成等による、生徒一人一人の進路（学）希望の実現～」と設定し、生徒一人一人の力量ア

ップを図る教育活動に取り組んでいます。 

ここでは、夏の全国大会へ出場する、南高の「活力」を体現する、３６名の生徒たちを紹介いたします。 

 

全国高等学校総合体育大会（四国４県を中心に開催） 

【陸上競技】 ○男子４×１００Mリレー 

       ○男子４×４００Mリレー 

       ○男子１００M 植松康太 

       ○女子４００M、４００Mハードル 渡邊陽 

       ○女子円盤投げ 草野美夕 

【弓道競技】 ○男子団体 

       ○男子個人 堺屋凌、橋浦友雅 

【水泳】   ○女子５０M自由形 柿原紫乃 

 

全国高校ライフル射撃選手権大会（広島県で開催） 

 ○男子ビームライフル団体 

 ○男子ビームライフル個人 中川優希、松尾龍樹、森涼太 

 ○女子ビームライフル個人 池田咲希 

 

第69回ＮＨＫ杯全国放送コンテスト（東京都で開催） 

 ○ラジオドキュメント部門「違いを超えて」 

 ○校内放送研究発表 

 

全国高等学校総合文化祭（東京都で開催） 

 ○新聞部 

 

令和４年度の南高では、南高生の安全・健康を守ることを第一に、一人一人の成長に向けた指導・支援をて

いねいに進めて参ります。関西同窓会の皆さまにおかれましても、南高生及び南高教職員とともに「チーム

南高」の一員として、南高生をバックアップしてくださりますよう、心からお願い申し上げます。 
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関西同窓会の皆さんからのメッセージ ①                                      

1 回生 八尋重義 今年の 8 月 9 日は午前中 NHKTV の前で釘付けでした。  

第 77 回長崎原爆記念式典の中継をずーっと見ていました。  

南高後輩の田上市長の平和宣言に感動し、11 時 2 分には黙祷しました。  

被爆者の私にとって 8 月 9 日は特別の日です。  

1 回生の私は今年喜寿を迎えました。77 年間元気に過ごしてきたことに感謝しています。  

今でもシニア自然大学に所属し毎週金曜日山歩き・街歩き・施設見学と活動しています。  

活動後の反省会という名の飲み会にも参加しています。  

今年も南高同窓会は中止になり残念です。  

7 月 3 日の関西大阪長崎県人会総会は 3 年振りに開催されましたので出席し長崎弁でしゃべり楽しんで 

きましたので南高同窓会でも久しぶりに楽しく過ごせると期待していたのですが。  

来年は同窓会の開催を期待し、皆さんと会えることを楽しみにしています。  

２回生 中野秀子（旧姓；中沢) ここ数年皆さまともお会いしていませんが、いろんな制限の中元気にしています。  

コロナで人との交流が減って寂しい限りです。 シニア自然大学と山の会は今も続けていますが、ぼち  

ぼち卒業かなと思っています。 皆さんと行った奈良飛鳥散策、ハイキング六甲山、留学生を連れて  

参加、2 人とも今は社会人になり、山ガールで活躍。 また夏沢鉱泉泊まりで八ヶ岳へは楽しい思い出  

です。いつも長崎の方は親切で、初めての人も歓迎してもらいました。  

早くコロナが終息してまた再会を楽しみにしています  

  

２回生 中野章子(旧姓；高比良) 「茫々60 年」  

2 回生として南高に入学してから今年で 60 年になります。当時丘の上にある学校の周りには畑と野原 

があるばかり、毎日が遠足のようでした。校舎からの眺望は素晴らしく、授業中よそ見をして昼火事をみ 

つけたこともあります。丘の上には風に乗って造船所のサイレンや船や汽車の汽笛、秋にはおくんちの 

シャギリの音も届きました。町を歩けば馴染みのない制服姿に修学旅行生とよ 

く間違えられたものです。学校の敷地内には先生方の宿舎もありました。文化 

祭の準備で帰りが遅くなった日、級友たちと S 先生のお宅を訪ね、夕食をご 

馳走になった記憶があります。校舎は未完成でグラウンドも整備進行中とあっ 

て、よくグラウンドの石拾いをさせられましたが、図書館にはずいぶんお世話になりました。  

2 年生の春、同学年の Y 君が再生不良性白血病で亡くなったのは悲しい思い出です。いやでも生と死 

について考えさせられました。子どもから大人への入り口にいた３年間だったようです。  
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関西同窓会の皆さんからのメッセージ ② 

５回生 池谷秀子(旧姓；河野）先日、前会長の三宅さんから電話をいただいた。全く予期していなかったのでび 

っくりしたし、ほんとに嬉しかった。その 10 分ほどの話の中で、同窓会の話が何度も出ました。 

長い間集まっていませんよね。 

  2020 年 2 月 18 日、俳壇賞授賞式（3 回生石井清吾さん受賞）の帰り、飛行場のあちこちにスプレー式 

のアルコールボトルが設置してあったのが、コロナとの初めての出会いであったが、それがこれほど長

引くとは、だれも思ってはいなかった。 

俳句の世界でも、リアルの句会は出来ず、通信句会が続いた。コロナの功罪は人を分断してしまうこと

 だが、繋がることを十分に経験した年代はまだいいが、子供たちは、いったいどうなるのだろう。 

６回生 上里良英 人口２５０人程度の小さな村の自治会長を務めて４年目に入り、役場の職員や地元の住民と 

     も顔なじみになり、イベントや会議で忙しい日々を送っています。  

６回生 間渕豊 なんば OCAT の代表者となって 6 年目を迎え  

ました。実質定年は３年後の予定です。暑さに負けずジョギング

は継続しています。11月6日には約3年ぶりに淀川フルマラソン

出走です。不安はありますが、完走目標でゆっくり走ります。  

７回生 大石哲史 3 月末で仕事はお終い、やっと自遊人！５月には古希同窓会(長崎)に参加、 

久し振りの帰郷が叶いました。 

７回生 伴佳代子(旧姓；小方) 思えば西の果ての長崎からこの関西へ縁あってすでに半世紀をこちらで生活し 

ています。その間、地元長崎へはことある毎に帰省していましたが、昨年の早春に母が他界し、両親を 

見送った今では、帰る場所が今までよりももっと遠くなったように感じます。 

両親に会いに帰るのが精一杯で、地元での同窓会への参加もほぼ無く、お世話してくださる方には申

し訳ないくらいです。関西では、ハイキングやイベントの案内に何度か参加させていただきました。 

世代を超えての皆さんの愉快で温かな交流に、わたしも寄せていただいたこと、とても嬉しく深く感謝

しています。わたしは、このコロナ禍以来、夫と早朝ウォーキングしています。 

余程の雨の日以外は毎日宇治川周辺を 1 時間ほど、鳥の鳴き声や小さな生き物、樹々や草花にも季

節の移ろいを感じながら、既に 2 年が経過しました。 

まだまだ、自由に人と交流できるようになるには時間がかかりそうですが、せめて、気の合ったお仲間と

でもいい時間を共にできる環境が早く調うことを切に願っています。 

今夏は殊のほか暑さが厳しく、秋の気配が待ち遠しいですが、どうぞ皆様におかれましては日々機嫌

 よくお過ごしになられますように。 

９回生 柳川俊郎  南高は『只々厳しい３年間』でしたが、今振り返ると、人生の基礎を作った充実の３年間で、

 南高で良かった。 

ただ 今の状況は 寂しい限りですが立地と少子化で仕方がないのかとの思いです。 

９回生 池田定（神戸勤務から定年後、現在は千葉の自宅）；定年後の再就職でノルマのない 

業界事務局でボチボチと仕事をしながら、時々美味しい日本酒を楽しんでおります。 

９回生 福本葉二 健康一番！お店のスムーズな継承(息子)。 美味しいメニューでおもてなし。 

目指せ！ 元気に皆んなで頑張りましょう！ 

９回生 山田満智子（旧姓；和泉） 一昨年、去年と仕事激減！ 国民年金なので、今年は有難く思いながら 

懸命に夫婦で設計の仕事をやっています。 

９回生 松村洋子（旧姓；江口） 私は嫁が仕事をしているので、１週間ほとんど孫の世話に追われています。 

 皆様、暑さ厳しき折、御身体ご自愛くださいませ。 
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関西同窓会の皆さんからのメッセージ ③ 

９回生 嘉勢伊都子 ５年前より大阪の合唱団（OSC）に入団し、毎週木曜日の夜、中之島公会堂に通っており 

ました。大フィルとの共演で１年目土の歌、２年目ベルリオーズのレクイエムでシンフォニーホール、フ

ェスティバルホールに立たせていただき、コーラス人生の集大成となりましたが、３年目の途中からコロ

ナにより中止、その後退団しました。 仕事は６５才で定年を迎え、現在は近くのスーパーに週４パート

に行っています。休日は鴨川ですごすことが多いです。 

 

 

 

 

 

９回生 武谷伴子(旧姓；梅崎) 私はコロナになって、福岡に年数回母たちの様子伺いに帰省することと、週１，

 ２回植物園のボランティアに行く以外外出を控える日々を送っております。 

まだ終息する気配の無いコロナですが、早く日常に戻れることを願っております。 

９回生 濱輝芳 (1)想い出；2 年生の時、学校をサボったり 1 限目だけで学校を抜けたりし 

ていたとき、担任の森先生が心配してくれ、チャールズディケンズの小説を毎日１ページ

ずつ訳して来なさいと言ってくれ、数ケ月毎日職員室まで持って行った。おかげで英語が

好きになったこと。森先生には本当に感謝しております。有難うございました。 

(2)近況；現在も社会保険労務士の仕事を続けています。 

(3)将来；元気なうちは死ぬまで仕事を続けると思う。小さい孫たちと遊ぶのが最高です。 

９回生 岡凉子(旧姓；高山) コロナ禍色んな事に制限が掛かりました、関西同窓会が 3 年連続開催出来ないの

 もその一つです。ポラリス(山歩き)も定期的に行えなくなっています、5 回生の彦田さんが教えて下さっ

 ている編物教室も出来ない時期が有りましたが今は毎週やれる様になりました。 

ボランティア(パッチワーク)もやっと再開してチクチクと針を運んで楽しめるようになりました。コロナ禍で

面会出来ない状態の中、母が亡くなり、舅が亡くなり、寂しさが追い討ちを掛けて来ました。来年は古

希、気持ちも身体も元気に過ごしたいと思っています。 

14 回生 金尾義男 今年の５月１０日、コロナウイルスの陽性判定。濃厚接触者の家族２名は、職場から即、呼 

び戻すよう保健所からの指示。 

この時期は、ホテル療養の選択肢もあったのですが、１０日間の自宅療養に。 

家庭内では、バイ菌扱い。「隔離部屋から出る時は、手指消毒」、「風呂は最後」、 

「ホテル（療養）に移れ」等々。高熱、咳、喉の痛みで苦しんでいる最中、何という扱い。 

皆さん、くれぐれも感染しないようお気を付けください。 

14 回生 惣附育美(旧姓；相川) 奈良は規制がゆるめだったので変わりなく元気に遊んでいます。 

夫は卓球、妻はピラティスを始めたもののハードでついて行けず、老年向けの体操教室に入り直して

頑張っています。長男家族はタイに赴任していて（6 年目です）、7 月末にはコロナ陽性になって帰国

が１ヶ月も延びました。昨年末に義理の母が亡くなったので初盆でしたが、盆も過ぎ

た 8 月20 日にやっと会えました。そんなこんなで、嫁に行った娘とも時期をずらし

て会うことになったりして何回も予定変更を余儀なくされた１ヶ月でした。

コロナ早く収まって欲しいです。 

14 回生 垣貫由美子(旧姓；宅島) 早く、みんなで集まりたいなぁ。 

私は、相変わらず、講師しています。今年は一年生の担任です。                            



 

6 

日本三百名山を楽しく歩く                 11 回生 丸尾 邦弘 

2019年7月光岳(てかりだけ)で日本百名山を、2021年4月池木屋山(いけごややま)で関西百名山を終了。そ

の後、日本三百名山(日本山岳会編2014年版1番利尻山から300番宮之浦岳)なるものがあり、展望のいい山

が多く、そこから見える百名山の歩いた記憶を思い出しながら楽しんでいる。 7月末現在で、三百座のうち百

名山を含め 182 座登らせていただいた。 

ソロの日帰りで 1 座登り、数日の遠征で周辺の三百名山をいくつか登ってくる。 

 私の登山歴は南高校山岳部からなので、ちょうど 50 年になる。 

 「どの山が一番よかったですか。」とよく聞かれる。 

「天気が良ければ、どの山もいい山です。天気が悪ければどんなにいい山も 

しんどいですよ。」と答えている。 ・・・ 聞いてこられた方は、不満そうだが ・・・ 

百名山の名付け親である深田久弥さんは「百の頂に百の喜びあり」と。 

共感しているが、山を楽しむためには、いい山、いい天気、楽しめる体力が必要だ。 

 なので、いつまでも続けることはできないが、あと 10 年は高山の魅力を楽しみたい。 

 三百名山で残っている山の多くは、11 月から翌年5 月まで雪のある山なので、その間は雪

の少ない近畿百名山などを楽しんでいるが、これも残り 4 座。年内で終わりそう。幸い、ポラリ

スで毎月1回は山に登れる機会があるので、それも楽しみにしている。 また、高山に入れな

い時期に体を動かせるよう昨年10月にゴルフのホームコースを持ったので、体力を維持しな

がら、安全登山で素晴らしい山々を存分に楽しみたい。 

地域文化交流会“しっとっと大阪阪堺電車の旅”               ９回生 榎田 政純 
“コロナが収束？”と言った第６波が一休みの隙をついて１０人で３年ぶりに決行しました。 

記念の第１０弾の地域文化交流会を６月１９日１０：００阪堺電車の天王寺駅改札口集合予定としました。 

ところが、JR、近鉄駅と違い小さな駅なので、二人道に迷いながらも汗だくでなんとか間に合い出発！  

なんと一日乗車券が６００円とお得なチンチン電車の旅でした。 

先ずは、３つ目の東天下茶屋駅を降りて数分で“安倍晴明神社”訪問。 寛弘四年（１００７年）創建のこ

ぢんまりとした神社です。 父安部保名が助けた白狐（葛之葉姫）との間に生まれた陰陽師安倍晴明を

祀っています。・・・野村萬斎さん主演で映画化 

次は、美味しいご飯で有名な堺市の“げこ亭”（寺地町駅）へと、ところが１１：３０でも長蛇の列。 グルメ

の女性陣だけを残し男性陣は温かいせいろそばが名物の“ちく満”（宿院駅）へと足早に移動。 待望

のビールでのどを潤し、温かい生卵入りのそばつゆで１．５斤をぺろり。 それから宿院駅近くの“利晶

の杜”へ見学に行く予定が、暑さに負けて“ちく満”のはす向かいの“小島屋”へ、ここの名物は「けし

餅」、２F の喫茶コーナーでかき氷、アイスコーヒー、けし餅などを注文。 そこに女性陣も合流し、１時

間超久しぶりのリアルでの会話を楽しみました。・・・その間、たばこを吸いたい藤田さんは灰皿を探して利晶の杜などを一人寂しく散

策・・・女性陣からは“げこ亭”の美味しかったメインの釜炊きごはんからまぐろの刺身、だし巻き卵などの報告を聞き、結局、“利晶の杜”

見学は飛ばして次の予定の“住吉大社”へ、関西でも初詣の参拝者数上位に位置する結婚式場などもある立派な神社です。ここでは

１時間の自由散策で御朱印拝受、おみくじ、更にご利益が有ると評判の「五大力（体力・智力・財力・福力・寿力）」の石探しに全員協力

しながらゲットしました。・・・来年は、祈願成就で“倍返し”に参拝！ 

締めは、今は観光名所の新世界（恵美須町駅）へ移動。 リニューアルの通天閣へは１

時間待ちという事で断念し、何十軒と並

ぶ串カツ屋から１０名入れるお店を探し

て入りました。 そこから２回目の宴会へ

と。 直ぐに生ジョッキを注文し、揚げた

ての串カツをほおばりながら会話が弾

み、あっという間の１時間が過ぎ、まだ明

るい中、店を出たところで無事解散。 

                                 

赤石岳 
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「話食動眠」で元気に             ５回生  高松 由貴子（旧姓；森)  

2019 年 12 月から今日まで、2 年 8 か月あまりのコロナ禍の中で、友人や近しい知人 7 名が亡くなりました。  

そのうち 6 名は 70 代の女性で癌などの病気でした。  

早すぎる‼、なぜ？と絶句するばかりでした。  

命の無常と健康で生きていくことの難しさを痛感せずにはいられませんでした。  

70 代を元気に過ごす意味を考えていたとき、1 冊の本に出会いました。  

「70 歳が老化の分かれ道」(和田秀樹) 私なりに解釈し、実践していきたいです。  

  

① コロナを過大に 恐れることなく、家に閉じこもらず、友人との会【話】や趣味を楽しもう。  

② 適度に【食】べたい物を感謝して楽しく食べよう。  

③ 身体も脳もよく【動】かすよう努力しよう。  

④ 疲れたら休み、睡【眠】もしっかり摂ろう。   

  

自由に伸びのびと暮らすことが元気でいられると。  

最近ゴルフについて思うこと                             10 回生  倉田 浩次  

新型コロナもなかなか収束する気配を見せませんが、皆さん方はどうお過ごしですか？  

時折長崎に帰省しても、浜町に出て旧友と会うこともせず静かに過ごしています。  

ゴルフの方も練習の成果もなく、なかなか上達せず悶々としております。  

以前にシングルプレイヤーと話したときに、彼が言うには 60 歳過ぎると１日１㎝飛距離が落ちるそうです。  

１年で 360 ㎝（４ヤード）、10 年で 40 ヤードになります。  

そういえば最近ミドルホールのセカンドは判で押したようにウッドを握っています。  

クラブもボールも以前とは比べ物にならない位進化しているのにそれを上回る体力の衰えを感じている昨今です。  

そんな時に随分昔に読んだ“中部銀次郎のゴルフ心技体”の三冊を再び買って読み直し、その中の「上達を阻むもの、要 

するに虚栄」・「どうしてもっと謙虚になれないのか」・「あれもこれもと欲張っていないか」などの言葉をかみしめながら、僕に 

とっては、90 がパープレイだと思ってプレイする事にしました。  

それでもいつも 90 以上のオーバーパーですが、少し楽な気分です。  

技・体は上手くいかなくても、心の持ちようで楽しくプレイできるのではと思います。  

それでは今年の秋のコンペで皆さんとプレイできることを楽しみにしています。  

【2021 年度の関西長崎南ゴルフコンペは 10 月 13 日（水）瀬田ゴルフコースで 15 名（１回生八尋、２回生高橋、北名、吉村、 

３回生吉野、6 回生木谷、中島、７回生大石、倉田伸（優勝）、９回生榎田、手嶋、柳川、10 回生倉田浩（２位）、12 回生丸尾（３ 

位）、13 回生前田、特別参加高松）の参加で開催しました。   

今年は 10 月 13 日（木）大津カントリークラブ西コースで開催します。 参加希望者は 6 回生中島まで連絡して下さい。】  
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活動報告（2021 年４月～2022 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。 

 １０月 有志ゴルフ大会 

＊１１回生 倉田さんの報告（P７）の通り、無事に楽しくプレイできました。 

 １０月 ピザ＆BBQ 

＊６回生の上里さんの自宅（阪急妙見口駅より徒歩５分）で行う恒例の催しです。 

 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。 

◆ 幹事会 

＊行事計画、会報誌編集、ホームページ管理、 

 情報交換など同窓会運営維持のためリモート 

 会議を定期開催しました。 

 （Web会議中の写真をご参照ください）  

⾧崎南高関西同窓会会計報告（2021 年４月～2022 年３月） 

収入の部 支出の部 

前年度繰越金    通帳残 

             手元現金 

1,005,199 

0 

総会運営費      

通信費         

印刷費        

運営費   創立60 周年記念協賛金他 

預り金 

0 

59,480 

26,826 

71,851 

6,000 

小  計 1,005,199 

年会費     

総会会費     

郵便局利息             

広告費         

寄附金         

184,000 

0 

8 

0 

10,000 

小  計 164,157 

1,035,050 

0 
 

次年度繰越金    通帳残 

            手元残金 

小  計 194,008 小  計 1,035,050 

合  計 1,199,207 合  計 1,199,207 

 

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4 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。 



 

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

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、再度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11 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 2022 年 11 月 12 日(土) 15:00～17:30 予定 日時 11 月 12 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。 

  なお、同封の払込用紙を使用すると振込手数料は不要です。 同窓会で負担いたします。 

[ゆうちょ] 口座記号、番号；00940 8 125175 加入者名；長崎南高関西同窓会  

★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 


