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１１月

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

活動報告

平成28年度

4月 万博公園

4月 長崎南倶楽部第

5月 地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

6月 中四国同窓会に出席

7月 淡路島探訪（淡路島観光と大塚美術館見学）

7月 長崎県人会総会＆懇親会に出席

7月 関東同窓会に出席

7月 ビヤガーデン（アサヒスーパードライ梅田）

8月 南高 SSH

8月 甲子園で長崎商業を応援

9月 ゴルフコンペ（瀬田西コース）

10月 福岡同窓会に出席

11月 長崎ふるさと祭り

11月 同窓会総会＆懇親会（ロビンソン北浜

1月 京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

1月 皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

2月 長崎南倶楽部（シニアの会

3月 長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

２）平成29年度

4月 万博公園

4月 長崎南倶楽部

5月 地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

ラップしながら洋館の街をさるく

7月 関東同窓会に出席

7月 長崎県人会総会＆懇親会に出席

7月 暑気払いビヤガーデン（ニュートーキョー

8月 甲子園で波佐見高校を応援

9月 関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）

10月 福岡同窓会に出席

11月 長崎ふるさと祭り

11月 同窓会総会＆懇親会（

12月 同窓会ゴルフコンペ（瀬田西ゴルフコース）

1月 京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

1月 皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

2月 長崎南倶楽部（シニアの会

3月 長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

4月 万博公園

5月 地域文化交流会「しっとっと（滋賀県）」

１１月 同窓会総会＆懇親会（

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

年度活動報告（

万博公園 BBQ 会場にて家族同伴の

長崎南倶楽部第

地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

中四国同窓会に出席

淡路島探訪（淡路島観光と大塚美術館見学）

長崎県人会総会＆懇親会に出席

関東同窓会に出席

ビヤガーデン（アサヒスーパードライ梅田）

SSH 関西研修の生徒達と代表

甲子園で長崎商業を応援

ゴルフコンペ（瀬田西コース）

福岡同窓会に出席

長崎ふるさと祭り

同窓会総会＆懇親会（ロビンソン北浜

京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

長崎南倶楽部（シニアの会

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

年度活動報告（

万博公園 BBQ 会場にて家族同伴の

長崎南倶楽部

地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

ラップしながら洋館の街をさるく

関東同窓会に出席

長崎県人会総会＆懇親会に出席

暑気払いビヤガーデン（ニュートーキョー

甲子園で波佐見高校を応援

関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）

福岡同窓会に出席

長崎ふるさと祭り

同窓会総会＆懇親会（

同窓会ゴルフコンペ（瀬田西ゴルフコース）

京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

長崎南倶楽部（シニアの会

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

万博公園 BBQ

地域文化交流会「しっとっと（滋賀県）」

同窓会総会＆懇親会（

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

2

活動報告（2016年4月～

会場にて家族同伴の

長崎南倶楽部第2回（桜クルーズ

地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

中四国同窓会に出席

淡路島探訪（淡路島観光と大塚美術館見学）

長崎県人会総会＆懇親会に出席

関東同窓会に出席

ビヤガーデン（アサヒスーパードライ梅田）

関西研修の生徒達と代表

甲子園で長崎商業を応援

ゴルフコンペ（瀬田西コース）

福岡同窓会に出席

長崎ふるさと祭り in 関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

同窓会総会＆懇親会（ロビンソン北浜

京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

長崎南倶楽部（シニアの会）洋食ふくもと（大阪堺筋本町）

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

活動報告（2017年4月～

会場にて家族同伴の

「造幣局通り抜け

地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

ラップしながら洋館の街をさるく

関東同窓会に出席

長崎県人会総会＆懇親会に出席

暑気払いビヤガーデン（ニュートーキョー

甲子園で波佐見高校を応援

関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）

福岡同窓会に出席

長崎ふるさと祭り in 関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

同窓会総会＆懇親会（at 太閤園）

同窓会ゴルフコンペ（瀬田西ゴルフコース）

京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

長崎南倶楽部（シニアの会

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

地域文化交流会「しっとっと（滋賀県）」

同窓会総会＆懇親会（11月

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

月～2017年

会場にて家族同伴の BBQ

回（桜クルーズ at 大川

地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

淡路島探訪（淡路島観光と大塚美術館見学）

長崎県人会総会＆懇親会に出席

ビヤガーデン（アサヒスーパードライ梅田）

関西研修の生徒達と代表OB/OG

ゴルフコンペ（瀬田西コース）

関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

同窓会総会＆懇親会（ロビンソン北浜→

京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

）洋食ふくもと（大阪堺筋本町）

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

月～2018年3

会場にて家族同伴の BBQ

「造幣局通り抜け/薩摩ごかもん」

地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

ラップしながら洋館の街をさるく

長崎県人会総会＆懇親会に出席

暑気払いビヤガーデン（ニュートーキョー

甲子園で波佐見高校を応援

関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）

関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

太閤園）

同窓会ゴルフコンペ（瀬田西ゴルフコース）

京都愛宕山、新年厄除け祈願初登り

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

長崎南倶楽部（シニアの会）

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

地域文化交流会「しっとっと（滋賀県）」

月10日、場所は未定）

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

年3月）

BBQ

大川/大阪キャッスルホテル）

地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

淡路島探訪（淡路島観光と大塚美術館見学）

ビヤガーデン（アサヒスーパードライ梅田）

OB/OG との交流会

関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

→北浜 KENWEST

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

）洋食ふくもと（大阪堺筋本町）

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

3月）

BBQ

薩摩ごかもん」

地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

暑気払いビヤガーデン（ニュートーキョー/第一生命ビル

関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）

関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

同窓会ゴルフコンペ（瀬田西ゴルフコース）

皇后杯都道府県女子駅伝応援（京都西京極）

長崎南高同窓会ゴルフコンペ（長崎にて）

地域文化交流会「しっとっと（滋賀県）」

日、場所は未定）

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

大阪キャッスルホテル）

地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

との交流会

関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

KENWEST）

）洋食ふくもと（大阪堺筋本町）

薩摩ごかもん」

地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

第一生命ビル B2）

関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）

関西（淀川河川敷；長崎県人会主催）

＊ハイキング同好会「ポラリス」、俳句の会「探鳥句会」は月例で開催。

大阪キャッスルホテル）

地域文化交流会「しっとっと奈良町」旧い街並みをゆっくりさるく

地域文化交流会「しっとっと神戸・北野探訪」で長崎南山手とオーバー

）

関西ポラリス＆関東遊遊会合同ハイク（草紅葉を求めて秋の尾瀬へ）



前年度繰越金

年会費

総会会費

郵便局利息

広告費

寄附金

○会計報告及び監査報告

平成28

前年度繰越金

小計

年会費

総会会費

郵便局利息

広告費

寄附金

オークション売上

小計

合 計

上記の通り報告いたします。

審査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

○承認事項

1) 上記活動計画報告及び今年度活動計画の件

2) 会計報告及び監査報告

3) 平成

○事務局からのお知らせとお願い

１) 財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

２） 一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

３) 会報「いしだたみ」の原稿を募集しています。

でも構いません。ぜひお寄せ下さい。

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

会計報告及び監査報告

28年度（平成

収入の部

通帳残

手元現金

ご祝儀

オークション売上

その他

計

上記の通り報告いたします。

審査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

承認事項

上記活動計画報告及び今年度活動計画の件

会計報告及び監査報告

平成29年度役員選任の件

事務局からのお知らせとお願い

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

会報「いしだたみ」の原稿を募集しています。

でも構いません。ぜひお寄せ下さい。

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

会計報告及び監査報告

年度（平成28年4月1日～

446,500

34,975

481,475

241,000

287,000

66,000

50,000

86,100

26,210

756,338

1,237,813

上記の通り報告いたします。

審査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

上記活動計画報告及び今年度活動計画の件

会計報告及び監査報告

年度役員選任の件

事務局からのお知らせとお願い

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

会報「いしだたみ」の原稿を募集しています。

でも構いません。ぜひお寄せ下さい。

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

3

日～29年3月

446,500

34,975

次年度繰越金

481,475

241,000

287,000

28

66,000

50,000

86,100

26,210

総会運営費

通信費

印刷費

運営費

756,338

1,237,813

上記の通り報告いたします。

審査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

上記活動計画報告及び今年度活動計画の件

会計報告及び監査報告

年度役員選任の件

事務局からのお知らせとお願い

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

会報「いしだたみ」の原稿を募集しています。

でも構いません。ぜひお寄せ下さい。

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

月31日）会計報告

次年度繰越金

小計

総会運営費

通信費

印刷費

運営費＊-１

小計

合 計

会計

審査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

監査

上記活動計画報告及び今年度活動計画の件

岡

藤原由美子

金尾

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

会報「いしだたみ」の原稿を募集しています。

でも構いません。ぜひお寄せ下さい。

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

日）会計報告

支出の部

通帳残

手元現金

計

会計 岡 涼子

審査の結果、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

上記活動計画報告及び今年度活動計画の件

岡 凉子

藤原由美子

金尾 義男

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

会報「いしだたみ」の原稿を募集しています。”趣味の広場

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

604,881

34,975

639,856

357,390

69,650

58,915

112,002

597,957

1,237,813

鹿子島芳子

藤原由美子

（ 9回生）

藤原由美子 （ 6回生）

義男 （14回生）

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

趣味の広場”、”私の日常

なお、発行は、総会案内を兼ねて９月頃に予定しています。

604,881

34,975

639,856

357,390

69,650

58,915

112,002

597,957

1,237,813

鹿子島芳子

藤原由美子

回生）、

回生）

回生）

財源厳しく、会費振込、会報への名刺広告、寄附にご協力ください。

一層の経費節減を図るため、メールによる連絡の実施にご協力ください。

私の日常”、何
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１、文化の潮

生気みちて霧晴るるところ

学びの庭によろこび集う

ああ我等が

２、大志の海を

新しき日
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ああ我等が

３、久遠の緑高き嶺仰ぎ

風さやかに

直く正しき

ああ我等が
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〇乾

〇来賓ご挨拶

〇サークル活動
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〇 バザー

〇 集合写真撮影

〇 校歌斉唱

○ 万歳三唱

閉 会>

二次会>

文化の潮

生気みちて霧晴るるところ

学びの庭によろこび集う

ああ我等が

２、大志の海を

新しき日

真理の光

ああ我等が

３、久遠の緑高き嶺仰ぎ

風さやかに

直く正しき

ああ我等が

杯

来賓ご挨拶

関東同窓会

福岡同窓会

長崎県大阪事務所

サークル活動

『探鳥句会』

『ゴルフ会』

『ポラリス山の会

「舞踊」

バザー

集合写真撮影

校歌斉唱

万歳三唱

２F”エメラルドルーム

文化の潮 長く流れて

生気みちて霧晴るるところ

学びの庭によろこび集う

ああ我等が 長崎南

２、大志の海を はるか望みて

輝くところ

真理の光 いそしみ究む

ああ我等が 長崎南

３、久遠の緑高き嶺仰ぎ

風さやかに 雲かけるところ

直く正しき 道を進まん

ああ我等が 長崎南

関東同窓会 事務局長

福岡同窓会 会長

長崎県大阪事務所 所長

『探鳥句会』

『ゴルフ会』

『ポラリス山の会&地域文化交流会』

集合写真撮影

エメラルドルーム

長く流れて 歴史ゆかしき

生気みちて霧晴るるところ

学びの庭によろこび集う

長崎南 強く讃えん

はるか望みて

輝くところ 美しく

いそしみ究む

長崎南 高く誇らん

３、久遠の緑高き嶺仰ぎ 世紀を開く

雲かけるところ

道を進まん

長崎南 永久に栄えん

4

事務局長

所長

地域文化交流会』

エメラルドルーム”

歴史ゆかしき

かぐわしく若き血燃えて

強く讃えん 母校南

はるか望みて あこがれあふるる

美しく 知恵をみがきて

高く誇らん 母校南

世紀を開く

雲かけるところ 逞しく

永久に栄えん

八尋

前田

松本

金子

井上久美子

中島

地域文化交流会』 長田

宅島

藤原由美子

岡

藤山

歴史ゆかしき 崎陽の丘は

かぐわしく若き血燃えて

母校南

あこがれあふるる

知恵をみがきて

母校南

希望が丘は

腕を組みて

永久に栄えん 母校南

八尋 重義

前田 幸司

松本 佳郎

金子 昌彦

井上久美子

中島 猛

長田 道子

宅島 和夫

藤原由美子

岡 凉子

藤山 直大

崎陽の丘は

かぐわしく若き血燃えて

あこがれあふるる 我等が丘は

知恵をみがきて

希望が丘は

腕を組みて

母校南

重義 様 （ 1回生）

幸司 様 （ 7回生）

佳郎 様 （ 8回生）

昌彦 様 (14

井上久美子 （ 6回生）

（ 6回生）

道子 （11回生）

和夫 ( 3回生

藤原由美子 （ 6回生）

（ 9回生）

直大 （ 3回生）

我等が丘は

回生）

回生）

回生）

(14回生)

回生）

回生）

回生）

回生)

回生）

回生）

回生）



長崎県立長崎南高等学校

関西大阪長崎県人会

長崎県大阪事務所

関東同窓会

福岡同窓会

No

出席者名簿

＜来賓＞

長崎県立長崎南高等学校

関西大阪長崎県人会

長崎県大阪事務所

関東同窓会

福岡同窓会

＜同窓会会員＆同伴者＞

No

.
回

1 1

2

2

3

4

5

6

7

8

3
9

10

11

12 4

13
5

14

15

6

16

17

18

19

20

721

22

出席者名簿

＜来賓＞

所

長崎県立長崎南高等学校

関西大阪長崎県人会

長崎県大阪事務所

関東同窓会 事務局長

福岡同窓会 会長

＜同窓会会員＆同伴者＞

組

2 八尋

2 高石

2 高橋

4 北名

甲斐

8 石井

8 鹿谷

2 米倉

2 宅島

8 藤山

9 山下

3 三宅

9 大原

12 彦田恵美子

2 中島

3 上里

8 藤原由美子

12 間渕

12 井上久美子

1 二宮

12 大石

13 中村

所 属

長崎県立長崎南高等学校 校長

関西大阪長崎県人会 副会長

長崎県大阪事務所 所長

事務局長

＜同窓会会員＆同伴者＞

氏 名

八尋 重義

高石 濶

高橋 市治

北名 幸男

甲斐 雄治

石井 清人

鹿谷 実

米倉 憲治

宅島 和夫

藤山 直大

山下 昌子

三宅 博

大原 良満

彦田恵美子

中島 猛

上里 良英

藤原由美子

間渕 豊

井上久美子

二宮 敏明

大石 哲史

中村 通也

校長

副会長(会長代行

旧姓

片江

坂口

彦田恵美子 陣内

藤原由美子 峯

井上久美子 吉岡

江川

5

会長代行)

No

.
回

23

9
24

25

26

27
11

28

29 13

30

14

31

32

33

34

35
16

36

37 24

38

39

40

41

42

同伴者43

44

氏

安部 成年

山内

金子 昌彦

前田 幸司

松本 佳郎

回 組

9

3

5

7

12

11
1

13

13 4

14

2

4

10

13

16
4

8

24 5

同伴者

名

成年 様

進 様

昌彦 様

幸司 様

佳郎 様

氏 名

手嶋 義雄

榎田 政純

岡 涼子

多田

伊藤

長田 道子

鳥井 幹則

堀 勇三

金尾 義男

垣貫由美子

久保 憲二

小川 孝

垣田知香子

鹿子島芳子

小西 宏誠

三宅 洋子

二宮 博美

伊藤砂智子

備考

－

-

-

7回生

8回生

名 旧姓

義雄

政純

涼子 高山

篤

宏

道子 広瀬

幹則

勇三

義男

垣貫由美子 宅島

憲二

孝

垣田知香子 今村

鹿子島芳子 小田

宏誠

洋子

博美

伊藤砂智子

備考

回生

回生

旧姓

高山

広瀬

宅島

今村

小田



欠席者からの通信欄

1回生 M氏

1回生 T

皆様の御健勝をお祈り致します。

1回生 T氏

2回生 N

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

べの日々です。

2回生 M氏

2回生 N

り欠席です。元気に忙しくしています。時々２回生の木村民子さん、高比良章子さん、田中

真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

3回生 K さん

で山下さんの写真に感動し

来そうで、会の盛り上がりを思いつつ、、私も元気で古希を迎えております。

3回生 M

います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

います。

3回生 S 氏

3回生 Y氏

殆ど絵画教室の仕事が入っていて休むこと

3回生 M さん

応の成果があったと思います。皆様のご協力の賜物と感謝しております。ご多分にもれず

維持費が大変で自分の楽しみだけに参加する会には出にくくなっています。ご理解くださ

いませ。今回も失礼させていただきます。若い会員が増えれば良いのですが。

3回生 I 氏

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

母たちのそばについているように教えられました。

3回生 I 氏

4回生 F 氏

4回生 Y さん

ご連絡致します。すみません。ご盛会をお祈りしています。

4回生 Y

日々です。丁度良い運動にもなっています。

4回生 S さん

写真とは逆に対岸に八郎岳を見て育ちました。島だった頃とはずいぶん変わっていました

が、写真を見ながら昔のことを次々となつかしく思い出しました。

4回生 M さん

れいです。いろんな活動してるんやネ。スゴイ！

4回生 F 氏

4回生 Y さん

4回生 太田正博：私用のため欠席します。大変申し訳ありません。

5回生 中村隆善：

ません。残念ながら元気にはしています。

5回生 H さん

欠席者からの通信欄

氏：元気にしています。

T さん：長男に子供が出来るので手伝いに千葉迄出かけますので今回は欠席いたします。

皆様の御健勝をお祈り致します。

氏：元気に暮らしてます。

N さん：長崎出身の作家野呂邦暢の「小説集成」（全

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

べの日々です。

氏：関西に戻ることはないので

N さん：今年は参加しようと思ってたのですが、

り欠席です。元気に忙しくしています。時々２回生の木村民子さん、高比良章子さん、田中

真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

さん：11月は毎年のことながら仕事が多いので出席出来ません。今回

で山下さんの写真に感動し

来そうで、会の盛り上がりを思いつつ、、私も元気で古希を迎えております。

M さん：ジムで少しずつ体力作りをしています。最近では、絵をボツボツ描きたいと思って

います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

います。

氏：お陰さまで釣月耕雲の日々を過ごしております。

氏：久し振りに１度参加してみたいという気持ちもありますが残念ながら土、日は

殆ど絵画教室の仕事が入っていて休むこと

さん：いつもお世話になりっぱなしで申し訳ありません。探鳥句会も

応の成果があったと思います。皆様のご協力の賜物と感謝しております。ご多分にもれず

維持費が大変で自分の楽しみだけに参加する会には出にくくなっています。ご理解くださ

いませ。今回も失礼させていただきます。若い会員が増えれば良いのですが。

氏：母が10月

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

母たちのそばについているように教えられました。

氏：当日は残念乍ら他の会合と重なり欠席となります。皆様によろしく！

氏：当日、他用あり欠席します。盛会を願っています。

さん：調査旅行でヨーロッパから帰国。

ご連絡致します。すみません。ご盛会をお祈りしています。

Y さん：元気にしています。片道

日々です。丁度良い運動にもなっています。

さん：いしだたみありがとうございました。三宅会長撮影の香焼きは私の故郷です。

写真とは逆に対岸に八郎岳を見て育ちました。島だった頃とはずいぶん変わっていました

が、写真を見ながら昔のことを次々となつかしく思い出しました。

さん：18日は中学の古希同窓会（長崎）出席のため欠席します。いしだたみとてもき

れいです。いろんな活動してるんやネ。スゴイ！

氏：残念ながら先約があり参加できません。南高同窓会の盛会を祈念しています。

さん：初孫の相手等して忙しくしています。

太田正博：私用のため欠席します。大変申し訳ありません。

中村隆善：8年前（

ません。残念ながら元気にはしています。

さん：まだまだ現在も仕事をしています。

欠席者からの通信欄

：元気にしています。

：長男に子供が出来るので手伝いに千葉迄出かけますので今回は欠席いたします。

皆様の御健勝をお祈り致します。

：元気に暮らしてます。

：長崎出身の作家野呂邦暢の「小説集成」（全

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

べの日々です。

：関西に戻ることはないので

：今年は参加しようと思ってたのですが、

り欠席です。元気に忙しくしています。時々２回生の木村民子さん、高比良章子さん、田中

真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

月は毎年のことながら仕事が多いので出席出来ません。今回

で山下さんの写真に感動し

来そうで、会の盛り上がりを思いつつ、、私も元気で古希を迎えております。

：ジムで少しずつ体力作りをしています。最近では、絵をボツボツ描きたいと思って

います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

：お陰さまで釣月耕雲の日々を過ごしております。

：久し振りに１度参加してみたいという気持ちもありますが残念ながら土、日は

殆ど絵画教室の仕事が入っていて休むこと

：いつもお世話になりっぱなしで申し訳ありません。探鳥句会も

応の成果があったと思います。皆様のご協力の賜物と感謝しております。ご多分にもれず

維持費が大変で自分の楽しみだけに参加する会には出にくくなっています。ご理解くださ

いませ。今回も失礼させていただきます。若い会員が増えれば良いのですが。

月3日に亡くなりました。

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

母たちのそばについているように教えられました。

：当日は残念乍ら他の会合と重なり欠席となります。皆様によろしく！

：当日、他用あり欠席します。盛会を願っています。

：調査旅行でヨーロッパから帰国。

ご連絡致します。すみません。ご盛会をお祈りしています。

：元気にしています。片道

日々です。丁度良い運動にもなっています。

：いしだたみありがとうございました。三宅会長撮影の香焼きは私の故郷です。

写真とは逆に対岸に八郎岳を見て育ちました。島だった頃とはずいぶん変わっていました

が、写真を見ながら昔のことを次々となつかしく思い出しました。

日は中学の古希同窓会（長崎）出席のため欠席します。いしだたみとてもき

れいです。いろんな活動してるんやネ。スゴイ！

：残念ながら先約があり参加できません。南高同窓会の盛会を祈念しています。

：初孫の相手等して忙しくしています。

太田正博：私用のため欠席します。大変申し訳ありません。

年前（59才の時）に脳梗塞を発症しまして以来右足が不自由な為参加が出来

ません。残念ながら元気にはしています。

：まだまだ現在も仕事をしています。

：元気にしています。

：長男に子供が出来るので手伝いに千葉迄出かけますので今回は欠席いたします。

皆様の御健勝をお祈り致します。

：元気に暮らしてます。

：長崎出身の作家野呂邦暢の「小説集成」（全

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

：関西に戻ることはないので脱会させて下さい。（現在熊本市在住）

：今年は参加しようと思ってたのですが、

り欠席です。元気に忙しくしています。時々２回生の木村民子さん、高比良章子さん、田中

真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

月は毎年のことながら仕事が多いので出席出来ません。今回

で山下さんの写真に感動しています。頑張って下さい。お集まりの皆様の熱気が伝わって

来そうで、会の盛り上がりを思いつつ、、私も元気で古希を迎えております。

：ジムで少しずつ体力作りをしています。最近では、絵をボツボツ描きたいと思って

います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

：お陰さまで釣月耕雲の日々を過ごしております。

：久し振りに１度参加してみたいという気持ちもありますが残念ながら土、日は

殆ど絵画教室の仕事が入っていて休むこと

：いつもお世話になりっぱなしで申し訳ありません。探鳥句会も

応の成果があったと思います。皆様のご協力の賜物と感謝しております。ご多分にもれず

維持費が大変で自分の楽しみだけに参加する会には出にくくなっています。ご理解くださ

いませ。今回も失礼させていただきます。若い会員が増えれば良いのですが。

日に亡くなりました。

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

母たちのそばについているように教えられました。

：当日は残念乍ら他の会合と重なり欠席となります。皆様によろしく！

：当日、他用あり欠席します。盛会を願っています。

：調査旅行でヨーロッパから帰国。

ご連絡致します。すみません。ご盛会をお祈りしています。

：元気にしています。片道20

日々です。丁度良い運動にもなっています。

：いしだたみありがとうございました。三宅会長撮影の香焼きは私の故郷です。

写真とは逆に対岸に八郎岳を見て育ちました。島だった頃とはずいぶん変わっていました

が、写真を見ながら昔のことを次々となつかしく思い出しました。

日は中学の古希同窓会（長崎）出席のため欠席します。いしだたみとてもき

れいです。いろんな活動してるんやネ。スゴイ！

：残念ながら先約があり参加できません。南高同窓会の盛会を祈念しています。

：初孫の相手等して忙しくしています。

太田正博：私用のため欠席します。大変申し訳ありません。

才の時）に脳梗塞を発症しまして以来右足が不自由な為参加が出来

ません。残念ながら元気にはしています。

：まだまだ現在も仕事をしています。
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：長男に子供が出来るので手伝いに千葉迄出かけますので今回は欠席いたします。

：長崎出身の作家野呂邦暢の「小説集成」（全

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

脱会させて下さい。（現在熊本市在住）

：今年は参加しようと思ってたのですが、

り欠席です。元気に忙しくしています。時々２回生の木村民子さん、高比良章子さん、田中

真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

月は毎年のことながら仕事が多いので出席出来ません。今回

ています。頑張って下さい。お集まりの皆様の熱気が伝わって

来そうで、会の盛り上がりを思いつつ、、私も元気で古希を迎えております。

：ジムで少しずつ体力作りをしています。最近では、絵をボツボツ描きたいと思って

います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

：お陰さまで釣月耕雲の日々を過ごしております。

：久し振りに１度参加してみたいという気持ちもありますが残念ながら土、日は

殆ど絵画教室の仕事が入っていて休むことができません。ご盛会をお祈り致します。

：いつもお世話になりっぱなしで申し訳ありません。探鳥句会も

応の成果があったと思います。皆様のご協力の賜物と感謝しております。ご多分にもれず

維持費が大変で自分の楽しみだけに参加する会には出にくくなっています。ご理解くださ

いませ。今回も失礼させていただきます。若い会員が増えれば良いのですが。

日に亡くなりました。11/18（土）は

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

母たちのそばについているように教えられました。

：当日は残念乍ら他の会合と重なり欠席となります。皆様によろしく！

：当日、他用あり欠席します。盛会を願っています。

：調査旅行でヨーロッパから帰国。10月末またタイへ。出席が可能になれば即、

ご連絡致します。すみません。ご盛会をお祈りしています。

20分の娘の家まで孫の守りのためウォーキング

日々です。丁度良い運動にもなっています。

：いしだたみありがとうございました。三宅会長撮影の香焼きは私の故郷です。

写真とは逆に対岸に八郎岳を見て育ちました。島だった頃とはずいぶん変わっていました

が、写真を見ながら昔のことを次々となつかしく思い出しました。

日は中学の古希同窓会（長崎）出席のため欠席します。いしだたみとてもき

れいです。いろんな活動してるんやネ。スゴイ！

：残念ながら先約があり参加できません。南高同窓会の盛会を祈念しています。

：初孫の相手等して忙しくしています。

太田正博：私用のため欠席します。大変申し訳ありません。

才の時）に脳梗塞を発症しまして以来右足が不自由な為参加が出来

ません。残念ながら元気にはしています。

：まだまだ現在も仕事をしています。

：長男に子供が出来るので手伝いに千葉迄出かけますので今回は欠席いたします。

：長崎出身の作家野呂邦暢の「小説集成」（全9巻）の解説を書いています。国際日

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

脱会させて下さい。（現在熊本市在住）

：今年は参加しようと思ってたのですが、18日（土）はどうしてもぬけられない用があ

り欠席です。元気に忙しくしています。時々２回生の木村民子さん、高比良章子さん、田中

真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

月は毎年のことながら仕事が多いので出席出来ません。今回

ています。頑張って下さい。お集まりの皆様の熱気が伝わって

来そうで、会の盛り上がりを思いつつ、、私も元気で古希を迎えております。

：ジムで少しずつ体力作りをしています。最近では、絵をボツボツ描きたいと思って

います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

：お陰さまで釣月耕雲の日々を過ごしております。

：久し振りに１度参加してみたいという気持ちもありますが残念ながら土、日は

ができません。ご盛会をお祈り致します。

：いつもお世話になりっぱなしで申し訳ありません。探鳥句会も

応の成果があったと思います。皆様のご協力の賜物と感謝しております。ご多分にもれず

維持費が大変で自分の楽しみだけに参加する会には出にくくなっています。ご理解くださ

いませ。今回も失礼させていただきます。若い会員が増えれば良いのですが。

（土）は49日法要にあたります。これで長

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

母たちのそばについているように教えられました。

：当日は残念乍ら他の会合と重なり欠席となります。皆様によろしく！

：当日、他用あり欠席します。盛会を願っています。

月末またタイへ。出席が可能になれば即、

ご連絡致します。すみません。ご盛会をお祈りしています。

分の娘の家まで孫の守りのためウォーキング

：いしだたみありがとうございました。三宅会長撮影の香焼きは私の故郷です。

写真とは逆に対岸に八郎岳を見て育ちました。島だった頃とはずいぶん変わっていました

が、写真を見ながら昔のことを次々となつかしく思い出しました。

日は中学の古希同窓会（長崎）出席のため欠席します。いしだたみとてもき

れいです。いろんな活動してるんやネ。スゴイ！

：残念ながら先約があり参加できません。南高同窓会の盛会を祈念しています。

太田正博：私用のため欠席します。大変申し訳ありません。

才の時）に脳梗塞を発症しまして以来右足が不自由な為参加が出来
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真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず

残念です。また、ハイキングやシニアのサロンに出かけますのでよろしくお願いします。

月は毎年のことながら仕事が多いので出席出来ません。今回

ています。頑張って下さい。お集まりの皆様の熱気が伝わって
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：残念ながら先約があり参加できません。南高同窓会の盛会を祈念しています。

才の時）に脳梗塞を発症しまして以来右足が不自由な為参加が出来
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日法要にあたります。これで長

崎の家には誰もいなくなります。お寺さんにはせめて初盆までは実家へ帰るように、そして

月末またタイへ。出席が可能になれば即、

分の娘の家まで孫の守りのためウォーキングで通う

：いしだたみありがとうございました。三宅会長撮影の香焼きは私の故郷です。
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巻）の解説を書いています。国際日

本文化研究センター（日本化研）で平安書記係研究を続けています。よく学び（？）よく遊

日（土）はどうしてもぬけられない用があ
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真智子さんとお会いすることがありますので総会に出席しようと声かけますが日程合わず
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います。様々なことで絵は休んでいました。時々いろんな植物園を南国の花を観に訪れて

で通う



5回生 A さん

先生方のしんどさを社会に伝え、手立てをひろげ、ともに働く方々とつながりたいと思い多

くのことを担っています。余生の大切な

5回生 H氏

5回生 H氏

6回生 M氏

6回生 K 氏

7回生 K 氏

7回生 I 氏

す。関東同窓会に会員登録して会合に出席しています。。

7回生 K 氏

は関西同窓会に参加させていただきます。

7回生 K 氏

7回生 K 氏

し楽しく過ごしています。

ていただきます。宜しくお願いします。

7回生 Y氏

ー版

しみにしております。

7回生 B さん

楽しい時間を過ごさせていただきました。長崎弁が聞ける唯一懐かしいひとときでした。

あり

7回生 Y氏

8回生 H氏

8回生 T さん

8回生 U氏

いません。残念です。

9回生 U さん

あいにく海外出張と重なってしまいました。又機会あれば参加させていただきたいと思って

います。元気でまだしばらくは仕事続けそうです。

10回生 H

暮らしております。皆様もくれぐれもご自愛下さいませ。

11回生 M

11回生 D

11回生 T

12回生 Y
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読みやすく、じっくり拝見しました。編集いつもご苦労様です。今後も楽

：今年は都合が良い時だけで申し訳なく思いながら、ポラリスの会でいい歩きと

楽しい時間を過ごさせていただきました。長崎弁が聞ける唯一懐かしいひとときでした。

年が過ぎましたが、元気にボチボチやっております。

エッセイストとして投稿しています。8回生は参加して

に参加させていただき、今年は総会にも！と思っていましたが、

あいにく海外出張と重なってしまいました。又機会あれば参加させていただきたいと思って

：いつもお世話になっております。天気も政治も不安定な中、年金で静かに

月～奈良県の西大和から東大阪へ引越し、暮らしています。年金受

：あいにく当日ゴルフの予定が入っておりまして出席できません。同窓会運営

経費削減、素晴らしいと思います。流石です。すごいと思います。皆様のご尽力に感謝申

：会報いしだたみありがとうございました。しばらく家族の介護に追われ、会費

の。振込みもしそびれていたように思います。申し訳ございませんでした。

年半前です）

：お久しぶりです。参加したかったのですが、町内会の旅行日と重なってしまい

ました。手伝いが必要な方が多いので、今回はそちらに参加します。申し訳ありません。

：小さな診療所で子供の心身に関わる診療を続けています。子ども、親、傍らの

先生方のしんどさを社会に伝え、手立てをひろげ、ともに働く方々とつながりたいと思い多

務めとして。同窓会には従って余力なくスミマセン。

：病気もせず元気です。残念ですが当日は用事があり欠席させていただきます。

：東京オリンピックまでは東京に居て仕事をする予定です。神戸の自宅は空家状態で

月より東京（現住所）から関西に戻り年金生活に入ります。来年から

つのクラブ活動に参加

も生憎カレッジの行事と重なっていますので欠席させ

：まだ現役で頑張っております。残念ながら出席出来ません。すみません。カラ

読みやすく、じっくり拝見しました。編集いつもご苦労様です。今後も楽

：今年は都合が良い時だけで申し訳なく思いながら、ポラリスの会でいい歩きと

楽しい時間を過ごさせていただきました。長崎弁が聞ける唯一懐かしいひとときでした。

回生は参加して

に参加させていただき、今年は総会にも！と思っていましたが、

あいにく海外出張と重なってしまいました。又機会あれば参加させていただきたいと思って

：いつもお世話になっております。天気も政治も不安定な中、年金で静かに

月～奈良県の西大和から東大阪へ引越し、暮らしています。年金受

：あいにく当日ゴルフの予定が入っておりまして出席できません。同窓会運営

経費削減、素晴らしいと思います。流石です。すごいと思います。皆様のご尽力に感謝申

：会報いしだたみありがとうございました。しばらく家族の介護に追われ、会費

：お久しぶりです。参加したかったのですが、町内会の旅行日と重なってしまい

ました。手伝いが必要な方が多いので、今回はそちらに参加します。申し訳ありません。

：東京オリンピックまでは東京に居て仕事をする予定です。神戸の自宅は空家状態で

も生憎カレッジの行事と重なっていますので欠席させ

に参加させていただき、今年は総会にも！と思っていましたが、

あいにく海外出張と重なってしまいました。又機会あれば参加させていただきたいと思って



15回生 S

日が過ぎて行きます。いつも会報、ありがとうございます。

15回生 H

16回生 K

16回生 T

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

18回生 N

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

18回生 N

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

23回生 H

25回生 K

25回生 O

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

訃報のご連絡

4回生

10回生

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

お友達でご存知の連絡先を教えて下さい。

＊○回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

回生

ご紹介者

回生 ：

住所等変更があれば、下記に記入してください。

〒 -

TEL

ホームページ

メールアドレス

長崎南高関西同窓会事務局

S さん：夫の介護を始めて

日が過ぎて行きます。いつも会報、ありがとうございます。

H氏：いつまでも若くありたいと元気に働いています。

K氏：出張の為、参加できません。

T氏：本年3月迄、東京転勤のため単身赴任しておりましたが、

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

N 氏：東京に転勤して

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

N さん：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

H さん：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

K さん：ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈りします。

O さん：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

訃報のご連絡

山本 絹代

鬼塚 勤

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

お友達でご存知の連絡先を教えて下さい。

回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

お名前

回生、 お名前

住所等変更があれば、下記に記入してください。

. 府

- -

ホームページ 関西いしだたみ

メールアドレス info

長崎南高関西同窓会事務局

〒541-0042

松本

：夫の介護を始めて

日が過ぎて行きます。いつも会報、ありがとうございます。

：いつまでも若くありたいと元気に働いています。

：出張の為、参加できません。

月迄、東京転勤のため単身赴任しておりましたが、

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

：東京に転勤して4

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

：ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈りします。

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

絹代 様 (旧性；石井

勤 様

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

お友達でご存知の連絡先を教えて下さい。

回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

旧姓

お名前 ：

住所等変更があれば、下記に記入してください。

府/県

e-mail :

関西いしだたみ

info＠kansai

長崎南高関西同窓会事務局

0042 大阪市中央区今橋

松本 藤一法律事務所内

TEL ０６－４７０７－８５１８

：夫の介護を始めて13年目に入りました（現在要介護

日が過ぎて行きます。いつも会報、ありがとうございます。

：いつまでも若くありたいと元気に働いています。

：出張の為、参加できません。

月迄、東京転勤のため単身赴任しておりましたが、

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

4年目になりました。妻子が先に関西に戻ったため、単身赴任

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

：ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈りします。

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

旧性；石井)

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

お友達でご存知の連絡先を教えて下さい。

回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

旧姓 電話番号

住所等変更があれば、下記に記入してください。

市 区

mail :

関西いしだたみ http:/www.kansai

kansai-ishidatami.net

大阪市中央区今橋

藤一法律事務所内

０６－４７０７－８５１８

8

年目に入りました（現在要介護

日が過ぎて行きます。いつも会報、ありがとうございます。

：いつまでも若くありたいと元気に働いています。

：出張の為、参加できません。

月迄、東京転勤のため単身赴任しておりましたが、

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

年目になりました。妻子が先に関西に戻ったため、単身赴任

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

：ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈りします。

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

お友達でご存知の連絡先を教えて下さい。

回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

電話番号

住所等変更があれば、下記に記入してください。

町

http:/www.kansai

ishidatami.net

大阪市中央区今橋1-6-19 コルマー北浜ビル８Ｆ

藤一法律事務所内 長崎南高関西同窓会事務局

０６－４７０７－８５１８

年目に入りました（現在要介護

日が過ぎて行きます。いつも会報、ありがとうございます。

：いつまでも若くありたいと元気に働いています。

月迄、東京転勤のため単身赴任しておりましたが、

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

年目になりました。妻子が先に関西に戻ったため、単身赴任

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

：ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈りします。

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

丁目 番

http:/www.kansai-ishidatami.net/

ishidatami.net

コルマー北浜ビル８Ｆ

長崎南高関西同窓会事務局

年目に入りました（現在要介護2）。心に余裕がなく、毎

月迄、東京転勤のため単身赴任しておりましたが、4月から久し振りに

大阪に戻りました。先約があり、同総会は欠席いたします。

年目になりました。妻子が先に関西に戻ったため、単身赴任

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

欠席で申し訳ありません。いしだたみは楽しく読んでいます。

：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

：ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈りします。

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

ないのでどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

関西にお住まいでありながら消息の分からない方がいらっしゃいます。

回生、お名前、電話番号だけで結構ですのでよろしくお願いします。

住所（分かれば）

番 号

ishidatami.net/

コルマー北浜ビル８Ｆ

長崎南高関西同窓会事務局

）。心に余裕がなく、毎

月から久し振りに

年目になりました。妻子が先に関西に戻ったため、単身赴任

状態です。時々自宅に戻っていますが、今回は日程が合わず残念です。

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

：フリーランスの中国語翻訳家、通訳、通訳ガイドをしています。

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

住所（分かれば）

ishidatami.net/

長崎南高関西同窓会事務局

）。心に余裕がなく、毎

月から久し振りに

年目になりました。妻子が先に関西に戻ったため、単身赴任

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき

：いつもご案内ありがとうございます。来年こそは参加するぞ・・・と思いながら毎年

：いつも招待して頂きましてありがとうございます。当分同窓会などへの出席はでき


