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鯉城同窓会

300人を超す鯉城の友が色まった﹁二木会 500回記念祝再会し

半世紀の歴史多彩なゲスト

FAX（082）248−7341
電吉引082）24ト9777

E−mall rり0＠or10nOCnneJP
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毎月節2木曜日に問催されているミニ同窓会﹁二木会﹂

が9月の開催で500回を迎えた︒9月12日に広最市中区

二木会は昭和36年3月9

祝賀会では祝辞や挽歌に
続き︑永年︑二木会開催に
貢献のあった人や精勤者表
彰もあり︑宴は和やかなう
ちにも懐旧談で大いに盛り
Lがる︒

は金子彪校長︑広隆群先

男氏の5回だろう︒訪越も
一質して強くなるカープと
軌を一にしている︒恩師で

人l−二6年辛の医師鳥痛氏︑
平和運動家でもあった昭和
4年卒の医師原田東眠民ら
は常連組だ︒最多登柄は︑
小河新聞の名物カープ記者

のメルパルク広島で開催された﹁二木会 500回記念祝
賀会﹂ には約300人の錬城の友が脹い︑長い伝統を耕み
重ねてきた鯉城同窓会にまた新たな歴史を刻んだ︒

からはOBをゲストにテー

日に第1回が開かれスター
トした︒同年4月の2回目

ルが︑右一吊上がりの昭和の
復興期を実に良く反映して
いることだ︒会津もスター
トから川年間は400円︒
現在4000円だから︑今
昔の感がある︒500回は
通過点であり︑既に10月に
501回目が開催され新し
い歴史を刻んでいる︒

るのは︑スピーチのタイト

だった昭和12年やの津m一

ブルスピーチを開く形態に

なった︒1回目のゲスト

生︑川北春江先生らも名を
連ねる︒資料﹁500回の
あゆみ﹂を見ていて感心す

による新春コンサートなど

は︑大正10年卒の参議院議
H松本腎二氏の ﹁欧米視察
婦朝談﹂だった︒大半のゲ
ストがOBだが︑恩師や外
部からの招へいでカープ前
監督や落語家︑宅内合奏団

実に多彩な企画と顔ぶれが

揃う︒
ゲストとして登増したO

Bも︑2〜3回はさらで︑
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乾杯は田村前会長

500回を祝うスーフイド

また︑原田康夫先非 ︵昭和24
年言草︶ や回春寺高校PTA
合唱団鯉城ステアコールの皆
様から祝歌により会場を盛り

ちを込め表彰をさせて頂き︑

﹁鯉城の夕﹂300人の大合唱

力をお借りし︑盛況に開催で
きたこと︑当番幹事として御

祝賀二木会は多くの方々のお

このように第500回記念

を迎えました︒

昭和36 ︵1961︶年3月 き︑盛況に開催する事が出来 しげて頂きました︒そして︑
から始まった﹁二木会﹂が平 ました︒
最後には応援団創設者である
成25年9月12口に開催された
冒頭︑これまでの二木会に 金子俊介先輩︵昭和41年季︶
﹁二木会﹂ ︵メルパルク広島に
おける功労を頂いた方々や枯 をリーダーとして応接団の演
勤者の方々に対し感謝の気持 舞︑鯉城の夕べの合唱で閉会

て︶ で第500回を迎えまし

た︒今年度の鯉城同窓会にお
いて一大イベントである第

500回二木会は︑記念祝賀
二木会と超して開催いたしま
した︒

当日は全国の同窓生︑河m
校長先生をはじめとした国泰

寺高校関係者の皆様を含め︑
通常の ﹁二木会﹂ の約3倍の
300人を超える御出席を頂

金子氏をリーダーに応援団の演舞

鯉城ステアコールも花を添えた

礼印し上げます︒
に引き継いでいかなければな
鯉城同窓会の長い伝統の らないと強く感じるものであ
積み重ねにより二木会が第 ります︒総会︑二木会を合わ

平成2年卒 代表幹事
窪川原 康登

1000回二木会に出席する
ことを︑今から楽しみにして
いるものです︒

点︒益々の鯉城同窓会の発
展を祈念し︑約50年後の第

と申請はしてみたものの残念
ながら︑登録は叶わなかった︒
あくまでも500回は通過

500回を迎える平ができた せると550回にはなる同窓
ことは︑私たち同窓生の誇り 生の集い︒ギネスプノクものだ

であり︑これまでの伝統を築
き︑受け継いでこられた先鞭
方に感謝申し上げたいと思い
ます︒また︑先輩方から受け
継いだ伝統をしっかりと後輩
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人との交わりが大切

10︑11月の両月︑OB講演

会が母校体育館で相次いで開
かれた︒10月15日は︑アメリ

カで生化学者として活躍する
佐藤繁美さん ︵昭和30年季︶
が﹁口本の若い世代へのお願
い﹂というテーマで︑11月12

日は相撲シャーナリストとし

て知られる中澤潔きん ︵昭和
28年季︶ が﹁スポーツ報道に
かかわる人生の中で学んだこ
と﹂という演題で︑それぞれ
熱いメソセージを帽り︑若い
後輩たちが真剣に耳を傾けた︹
来年80歳を迎える中澤きん

は︑広昆市の手品の海で水泳
を党えた思い出から語り始め
た︒高校に入り︑2年のとき
の担任から﹁水泳はできても︑
それだけではだめだ﹂とT一一日わ

れ︑他のスポーツや勉強にも
励んだこと︑親行抜きで面倒
を見てくれるいい先輩に恵ま
れたことなどを挙げ︑﹁それら

昭和28年卒
中澤潔さん
と指摘し︑スマホや携帯︑あ
るいはゲームに熱中して︑殻
に閉じこもりがちな最近の若
者の風潮に﹁これで人間とし

大学卒業後︑新聞記者に

ての心が生まれるだろうか﹂
と疑問を投げかけた′

なってからは︑最初は単純な
交通事故と思われた事案につ
いて︑よく取材してみると思
いがけない真相が判明したと

そのうえで︑一叫の歴史を
継ぐ回春寺高校のOBである
ことに誇りを感じる︑と強調︒

事を表面的に見てはだめだと

と同じフロアに立って話し始

壇上に上がらず︑生徒たち

失敗気にせず挑戦を

いうエピソードも披品︒﹁物

﹁人生の成長過程で人との交
わりがいかに大切であるか﹂

の教えを守ったことから人生
が開けていった﹂と振り返った

スポーツ朝道の人生を
語る中澤さん

めた佐藤さんは︑最初に﹁み
なさんは︑なぜ英語を勉放す

後輩たちを温かく激励
する佐藤さん

平成25年12月15口

その教訓は︑八百長問題で

いう教訓を得て︑これが後に
生きた﹂と語った︒

揺れた相撲界の取材︑論評

で︑遺憾なく発揮された︒人′

さい﹂と締めくくった︒

回の講演でも﹁八百長は詐欺
です︒しかも国指に名を併り
た詐欺﹂と厳しく批判︒﹁伝
統を守るためにも︑みなさん
それぞれの人生において︑こ
れだけは人に負けないという
実力︑武路を身につけてくだ

中澤さんは︑早稲田入学を
卒業後︑報知新聞社に入社へ■
後に毎日新聞社に移り︑運動
部で水泳︑相撲などを稗当し
た︒現在は相撲ジャーナリス
トとして︑新聞︑テレビを中

心に︑柿力的に執筆活動を展
閲している︒

昭和30年卒

佐藤繁美きん

方が不可欠なんです﹂と指摘︒
そのためにはまず英語を使う
能力を身につける必要がある
と強調した︒

そのための具体的な方法と
して﹁広い分野への興味﹂﹁新
鮮な感受性﹂﹁恥をかくこと

を恐れない心﹂﹁さまざまなこ

とについての自分なりの意見﹂
を持つことが大切とアドバイ

ス︒﹁失敗を気にせず︑物事に
どんどん挑峨し︑実践してほ
しい﹂と後輩たちを温かく激

佐藤さんは時折︑マイクを

励した︒

手にしたまま︑フロアに唾り

入っていき︑フランクな調子

込んでいる生徒たちの中に

で質問したり︑渡米したころ
の状況を尋ねられると﹁1ド
ル360円の時代︑わずか

200ドルしか手元になく不

安だった﹂などと回答︒終始︑
なごやかな雰囲気だったへ

デトロイトのウェイン州立大

佐藤さんは高校を卒業後︑
立教大学に入学し生化学を学
んだ︒同大を卒業して渡米︒

大学院やボストンのタフツ大
学などで研究生活を送り︑民
間会社でも働くなど︑多彩な
経歴の持ち主︒コレステロール

の代謝︑免疫学︑ハイオ関連
を中心に︑幅広い分野で大き

な実績を残している︒

龍金

憩弘／広島一中有終会／福間虚
し‖／福山順正／星野繁基／増M
︵大方︶忠臣／間宮徹致／門前豊

／楠m哲夫／坂田正二／島本次
雄／曽H啓荘／円曽息衝／天道
俊孝／中村明夫／新見治／野間
和彦／橋本通暁／浜H史郎／林

︵S24⑤卒︶赤木幹徳／大原孝／
小田煎二フ香川了治／梶川良一

優／山 二⁚⁝明

郎／藤附正武／宮川秋二／三宅

佐藤明／澤m二郎／末重︵松井︶
文男／砂子賢介／砂元良香／世
良邦治／武四倍和／田所清秀／
谷本英雄／長岡進吾／浜園平太

一二浦野平／三隅俊明／若山清水
︵S23卒︶井上義囲／上村聖諒／

︵S22卒︶大谷樹予昭／金丸昭
治／木本敏雅／下久保省．一ノ古人
石健二／沖田昌宏／刀神道正／
中村︵橋本︶光昭／楢崎孝ハ／新
田薄郎／野村圭t／福馬直昭／

保

ム︑会議室などを備えている︒
総工費は約7800万円︒
建設費は︑会flの浄財に
よって蓄和された同窓会基金

ペースであるメモリアルルー

には同窓会事務室︑展示ス

建てで︑1階には玄関ホール
や大会議室︑倉庫など︑2階

浄財1070件︑彗同額はⅧ万円
会館の建設︒ここ数年で機運

鉄筋コンクリート造り2階

が急速に拓まり︑幹事会での
承認などの手続きを経て︑よ
うやく建設の運びとなった︒
回春寺一⁚⁝校の北東敷地内に昨
年7月に起工︑今年3月に落
成した︒

人S20⑤卒︶開田正照／川本弘／

谷︵柴凹︶利幸／望戸豊致／前nl
︵後藤︶正敏／三浦常／吉岡甚三

岸鎚昭夫／竹内圭三／田中英一

／調子昭雄／刀硝俊一／中原龍
樹／瞭田雅弘／真鍋善暢／三谷
祐幸／森素之／森本悌之
︿S20④卒︶岩国公男／岡野正

︵S15卒︶小迫尚容／元吉務
︵S16卒︶石内茂夫／松井正／水
渾重雄／向井揖郎
︵S17卒︶上田政雄／崎薮義之／
藤得利伸ご遺族／三山一郎
︵S18卒︶天野孝．二／大橋秀夫／
東田守／高田正則ご遺族／津田
四方栄／徳永洋一／平山kH雄／
水田賽次
︵S19卒︶奥旧久徳／尾佼皇／北

︵S21三卒︶児玉昭二ノ什ド善

正昭ご遺族／横手中／吾野金郎
︵S21卒︶飯田餓馬／金田重壮／
神尾隼人／川上清／中田龍爾／
水野仲之／向井啓一

樹／金澤昭治／河田博夫／日下
部暢／桑田康典／坂田薫／瀧川
︵岸︶昭三／伊達辰之進／常本
一三／天農健敏／治山幸生／藤
井澄／星埜惇／村中盛安／森河

川寛治／小跡武久／坂下界／隅

︵S14卒︶望月茂男

人SlO卒︶荒木︵香川︶見悟／縄
田陸郎ご遺族
︵S‖卒︶神田吉行ご遺族／蔚
藤正
︵S13卒︶片桐隆．二／藤原俊彦
こ遺族／安田鮮ご遺族

1ありがとうございました︒− 平成25年11月30日現在
︵S7卒︶山崎芳樹
Ⅲ正二／武川宏／竹本長治／m
︵S9卒︶束正
代裕／馬亜哲雄／八谷定徳／俵

同窓会館建設寄付金一覧

同窓会貝の長年の夢だった

に充てられる︹1

金は会館建設費︑什器備品費

のぼっている︒集まった寄付

1070件︑1940万円に

平成25年‖月末現在で︑約

鯉城同窓会館建設に伴う
寄付金募免は順調に進み︑

同寄

管
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える同窓生に1口1000円

約1億円の中から充当した
が︑基金をすべて使うわけに
はいかず︑さらに今後の円滑
な運営を考えて︑4万人を超

の寄付を呼びかけていた︒

この結果︑﹇型UM衝100万

円をはじめ︑多くの寄付金が

︵S25生卒︶圃重︵柄井︶久恵／

戸田︵日浦︶照枝／矢野︵池田︶
美耶古

︵S25定卒︶三浦明
︵S26卒︶芥川清行／網干哲郎／

石川︵前原︶澄子／石田琢三／敦
腎︵西本︶圭r／亜内︵下田︶賀
代子／宍戸和子／志披国介／西

へS27卒︶相原坦／石原舜二ノ上

上州ヲ林正幸／円山隆司／浦田
︵柳原︶忠子／宮地誠／山下良／
吉田貞子
︵S26定卒︶府木良一／藤田和
彦／松川四郎／恵村勇夫

寄せられ︑目標額の1100万
円をはるかにオーハtU 同窓

は平成26年1月31日まで受け

山利√／自ff知男／杉原︵正岡︶

占部正／岡田樹宜／岡本良三／
荻原啓志／小倉敬一／垣貞玲吉
／吉川︵大塚︶秀雄／窪田︵本多︶

︵S29卒︶伊藤荘一▲ノ岩田守雄／

八S27生卒︶沖川︵藤山︶八東ナ
／三田村︵田原︶義子
︵S27定卒︶大内義美／出馴博
昭／新谷昭治
︵S28卒︶入谷弘／大脇︵平崎︶
哲子／加賀美潔／片山登／岡米
税正／佐々木春彦／白川へ中西︶
千勢子／高橋︵塩瀬︶昌子／凹村
公男／中澤瀦／野田文彦／花岡
哲／原山弘／藤原︵⁝占出︶節子／
宮本︵友田︶耀ナ／森下清／山城
健T／脇谷︵石津︶任之
︵S28定卒︶有地鉄雄／加太︵山
村︶和子／二井内義城

／坪島泰造／寺西︵宮本︶美代子
／中岡︵坂漸︶明子／中村和夫／
秦芙美子／山本︵川本︶文子／山
本︵高山︶照千

西彬允／加計邦夫／加藤潔子／
促々木義隆／人他見／高村恭介

会や母校に対するOB各位の
熱い思いを裏付ける形となっ
た︒なお税控除対象の寄付金
付けている︒

巳／山崎保彦／枕欒︵野川︶隆寿
︵S24鯉卒︶内山繁雄／奥兄郎／
高橋幸雄／谷本蒐／L井公男／
山円安秋
︵S24鯉1卒︶上口浄／先王光
輝一切

雄／西尾好文／山本新一／渡辺

︵S24鯉併定卒︶大下利一

︵S24鯉定率︶新谷㌍巳／西即
諾／丸山︵川添︶幸三

︵S24併卒︶石堂功卓／伊藤俊
彦／周凹芳之／加藤明史／他井
郁夫／里椚田良雄／迫田秀之／鈴
木茂秀／諏訪了廠／満都︵宮本︶

正興／目地康武／南︵浦島︶雄三
／山木和雄
︵S25卒︶伊田行雄／今山耕二／

柄︵揮原︶玲√／大野木︵菅m︶
東子／坂本利彦／佐々木清和／
清水清三／隅出最伸／田村鋭冶
／雉波俊裕／平岡昭／堀︵龍田︶

智質子／水戸へ多山︶菓子／三山
村英雄／山口大作／若山欣一
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美智子／竹林守／舘︵斉藤︶Ⅶ子
／筒井郁也／中尾︵大石︶泰司／
藤川︵笠間︶美智子／古本桂蔵／
松尾腱／眞鍋毅／．一．宅桑之進／

年季定時制一同／中土井︵伊勢
阿︶健次／中村孝之／渡部辰雄
︵S31卒︶赤木︵中尾︶弘子／荒
木博雄／飯田明毅・野々山︵瀬
川︶朋子・福居︵神田︶史江／板
坂勝司／上野︵吉村︶和子／大束
弘吉／岡田︵大田︶美智枝／鏡田
隆／鏡田︵岩見︶玲子／吉川慶一
郎／月末清／杉本︵橋本︶昭子／
関口善孝／円浦芳徳／立島誠二
／長田和雄／藤本常／増田︵藤︶
華子／松井千秋／向井鮎爾／森
脇︵惣野︶弘子／山城政之／山本
︵赤松︶信一／揚木貞義／吉田誠

︵S30定卒︶鍵本嘉雄／昭和30

︵S30生卒︶井上︵小田︶悦子／
中嶋︵深田︶美恵子

／山本敬一

︵S29定卒︶池本義男／砂田久
登／吉川忠道
︵S30卒﹀繰田智晴／石川拘彦
／市原︵岩佐︶みゆき／大嶋︵吉
相︶催作／開田達郎／枇原︵森︶
明子／川岡稔和／久賀俊正／熊
野︵田中︶一成／故柴田修三／
田坂戊／多々良︵炉︶義成／鶴崎
百哉／永野孝夫／中野︵和泉︶舞
子／花木千尋／福島裕／藤本修
示／本多保仁ご遺族／持本義明
／森平倫生／山下︵藤川︶美砂子

⁚七油日．い

野村︵本田︶敬子／森保︵増m︶

村上︵轡藤︶みどり／八木豊
︵S29生卒︶囲川︵手島言日子／
小池へ島本︶粒子／河内恰爾美／

平成25年12月15日

／六倍司
︿S31生卒︶西川︵関谷︶浩子
︵S31定卒︶石日華山／L杉︵谷

︵S32卒︶青木血郎／伊藤彰雄／

間︶美佐子／岡光俊宏／新宅文
雄／坪田正幸／新田︵土居︶敬士
井L︵大森︶浩子／岡崎石板／小
松博／杉浦和之／須山省二ノ出
付恒披／土井一彦／野内︵辻︶美
寿枝／橋本吉春／平林義孝／福
馬靖生／藤間古舷／前田忠昭／
升川定義／松田︵辻︶豊子／村上
浩昭／渡辺︵岩招︶曹司
︿S32生卒︶平田︵中野︶桂子
︿S32定卒︶萄村義範／辻信吾／

松本利典
︵S33卒︶伊藤浩フ上野︵岩
崎︶征子／梅原︵佐々木︶信子／
江川︵和田︶住子／大石浩／大谷
正行／大谷美奈子／関本博禎／
奥窪忠／奥田︵藤川︶典子／甲斐
︵吉本︶斐夫／勝岡渥子／門並政

／堀田佳克／正木蒐治／道上孝
典／三戸隆男／三宅︵吉浦︶紀久
チ／八木忠土／山顆秀雄／山崎
雅邦／山田恵美子／山中博之／

米滞︵角本︶千穂子／渡部︵中
林︶慶子
︵S33生卒︶ホ寄︵高岡︶宏子／
岩田︵ffH︶良江／高木︵津山︶
末子／吉田︵高山︶静子
︵S33定卒︶池田五郎／L慶時
人／永楽邦宏／江川︵大坪︶成子
／大町隆形／小路︵吉本︶崇子
︵S34卒︶石風呂も税／L神慶

紀／小野紀夫／加藤明／桑野恭
彬／剋持叡／中根森逸夫／佐伯
︵大山︶百合子／坂井降典／坂本

仁武／佐々木︵井久田︶律子／

︵S35卒︶伊藤呼／碓井法明／入

佐々木︵湯浅︶祥子／貞末良雄／
竹本博光／中ロ正博／中谷︵清
水︶潔子／新出譲／藤岡︵西脇︶
完昌／藤原晴男／堀尾哲朗／増
本︵舛本︶端典／丸山祐雅／漆元
彦／森川︵小副川︶ミノリ／山村
一壮／械欒隆夫
︵S34定卒︶高森︵藤田︶繁子／
立花︵下閑︶十二．恵／中野孝行
ご遺族／松岡弘治／水除美樹雄

加子／新宅随／高武男／高田︵山

司／皮絶石照親／木ド弘／木原
︵金川︶孝子／木村清／小山︵三
宅︶弘子／斎藤峰夫／白潟︵秦︶
根︶嘉子／祐橋洋lI︑ll／高松正紘／

野能敬／久保隆／小松教清／端
本秀雄／円坂︵野崎︶峯子／田中
達也／田中チカ子／といち会有
志／徳川︵枝村︶千代子／長坂正
基／長谷正英／中村︵笠岡︶澄子
／林︵壱岐︶恭子／原相和徳／藤
井浩／藤原勲／丸岡晃嗣／三戸
健二／宮原昭夫／宮本政治／保
田征四郎
︵S35生卒︶坂本︵ポ堂︶悦子／
寺谷︵頼︶由喜／原山︵岡村二日

立川克司／日中誠之／田辺︵下

村︶康子／田丸樽敬／築本︵池
田︶多喜子／津H紘吏／土屋義
弘／鶴岡孝昭／寺本慎一／来儀
︵金山︶敬子／徳悶︵高橋︶英子／
中川︵中本︶直子／中川︵松本︶
忠子／中迫勝之／永凹起草／中
西義之／中村義喜／西村裕之／
西本勝汎／西山︵畠山︶怜子／新
田怖／二宮肇／野田昭／濱中勝
壮／平田︵巾村︶文子／平野司／
探町圭一／藤山知紘／星野曹司

合千／山根︵実本︶静子

末永千尋／鈴木︵小田︶清子／山
坂功／平田遺
︵S38卒﹀今城康臣／岩本八智
子／片山︵打パ木︶明子／柾正／川
上啓介／楠礪︵河相︶純子／城恒
雄／蘭尾︵岡本︶人生／m尻昌／
谷口悼／上井悠子／小川︵老台︶
久代／中村寿夫／中村︵牧野︶千
代／西村真一郎／平岩善政／堀
尾︵下垣︶郁子／升野淳夫／松田
親／三宅邦明／明井克彦／山城
︵保田︶和子／吉田司
︵S38生卒︶網野︵平元︶千鶴代
／玄迫︵小谷︶洋江／安武︵森元︶
英子

井︶昭子／稲原︵石田︶敏博／成
本正妃／杉崎友昭／平田大作／
山村耀文／吉村俊伝
︵S36卒﹀有泉︵金弘︶敏雄／池
本俊適／前非︵本田︶和子／伊藤
一彦／上山︵秋本︶富子／大久保
公平／大久保︵竹内︶幸子／大野
︵村mこ洋子／同局正行／沖西
︵一二村︶隆子／小野山︵塩谷︶敢
三／加治孝子／川本康夫／木村
︵桑野︶瑞枝／久都内定省／栗栖

︵S35通卒︶山中孝悼
︵S35定卒︶右打武志／河村︵藤

︵若宮︶雪子／堺煉直毅／坂宗

神︶芳子／岡崎︵幸田︶和杏子

／温泉正博／小林︵渋谷︶亮介／
田中啓次／中村怜次／西本実男
／平尾︵武井︶文子／弘中達郎／
福原和彦／三浦︵佐久間︶加枝／
向井︵大津︶美恵子／薮内︵二野
市︶雅美／山下一郎
︿S亜生卒︶河本︵新宅︶美和子
︵S40定卒︶金田峯百喜ご遺族

川︶由子
︵S40卒︶浅見昌子・渡辺︵上

田︶滋美／月村俊雄／目高︵石

田捻子／松尾︵川田︶不直子／室
岡敏昭／山本︵辻本︶訓子／吉本
尚規
︿S39通卒︶沖秀雄
︵S39定卒︶井上正昭／内谷︵村

修三／艮柑︵林︶滋子／林誠／前

︵S39卒︶石井︵大下︶芙代子／
戎野︵牧野︶好子／大谷久／大本
善別／河相︵梅原︶和美／佐々木
嘉江／品川美果／田川雅之／円
中背彦／中田︵山本︶公代／中松

︵S38定卒﹀葉柴一博

︵寺川︶智恵子／重森誠二／杉村
弘孝／宗吉︵中井︶和子／七井敏
正／二矢川敏郎／林︵保名︶光江
／久行︵大橋︶瑞忠／探町︵加藤︶
幸代／前本忠征／松尾泰昌／山
中︵砂子田︶紀子／山成宣彦
︵S36生卒︶片岡︵西本︶敬子／
円中︵保田︶昭子
︵S36定卒︶宇野耕次／佐藤良
典／騎津賢明／門前孝則
︵S37卒︶朗長月左男／石瓶紘
一／今村︵寺本︶信子／岩崎信／
岡村五十男／梶野︵臼井 吊士
江／黒沢︵保田︶照子／河野矩三
雄／末盛︵大沢︶契末子／高木康
彦／竹下保彦ご遺族／西田悦子

／原紺︵高橋︶通子／三木武彦／
安広︵植木︶美和子／柳瀬︵横

√／昭和37年季定時制同期会／

山︶弘子／横田勝／吉田︵小倉︶
壕子／LH水保恵／若月︵松本︶哲
枝／渡遁洋征
︵S37定卒︶池田一雄／今村親
司／妹岡知治／萩本︵熊本︶美代
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︵S41定卒︶西本行弘

︵S41卒︶大井塵裕／大島昭彦
／沖野︵植木︶清江／越智︵佐々
木︶修／河野清隆／黒川︵西田︶
久枝／小須田信夫／酒井久明／
清水進／新宅︵佳日︶洋子／高村
裕子／高山昌広／田丸健三／中
村和子／野坂︵根平︶弘子／浜崎
道男／細川匡／丸橋正記／宮本
︵椎木︶幸枝／盛岡︵渡部︶孝子／
吉野︵品川︶徳子

︵S42卒︶甘木︵橋本︶良子／荒
谷清頓／有馬利昭／飯田悦子／
石田秦紀／石谷正文／稲岡︵中
垣︶真弓／植木幹造／字根川︵土
手︶早苗／添谷眞治／江野日常
秋／榎本裕之／大下一成／大略
美登利／岡田︵L野︶倍子／尾崎
正

／筒井昭夫／転石巻博／土手博
行／中井紗千千／中本隆雄／西
広︵山善︶薬子／長谷川和人／畑
徳富／原和正／瞭︵新田︶栄／肱
岡健治／尾藤和生／広畑幸雄／
藤田豊久／藤谷三千男／藤戸賢
治／藤正好三／星野︵藤井︶順子
／正木和史／増井憲治／松本︵友
国︶愛子／講じ︵泉本︶直美／三
永敏雄／向井達郎／向井英俊／
村上︵小松︶繁樹／森柘三／森川
︵山根︶多美子／森脇︵花本︶恵／
柳井︵梓江︶鈴子／薮内︵近藤︶
英子／山口︵菅原︶レイ子／山崎
英洋／山下︵竹本︶通子／吉井清
明／吉岡草／吉村俊男／吉本浩
幸／吉本︵平井︶町子／早稲田幸
雄／和田︵中本︶登美江／渡辺英
人S42通卒︶岡崎龍彦
︵S43卒︶大石一朗／大原義嘘／

岡田幸雄／笠岡透／上野原昇／
川元︵中村︶正明／男田隆／迫孝
治／下村純一／鳥越顔／土手光
洋／中村憲彰・中村︵佐々木︶愛
す／中村︵岡本︶道代／中本正／
長円豊／二宮辛フ倍広修／蓮
池俊治／細川基／峯松英樹／宮
武︵藤原︶明子／山川へ佐伯︶末

勉／長田︵田辺︶順子／貝原隙／
垣下︵加治︶道子／笠間宣弘／金
子︵仙波︶京子／金田︵今井︶令
子／蒲生︵青田︶文子／河井︵木
下︶恭代／河西︵括方︶和／川端
︵花聞︶由美／木下︵水野︶美恵
／久保木敬子／久保木文子／熊
谷道順／黒田︵佐藤︶佳代子／小
泉︵藤原︶幸子／高地︵畑︶成子
／後藤忠啓／後藤文子／小早川

美／芳野秀聖
︵S43通卒︶山本明照

子／木村︵石井︶久子／京崎雄治

︵馬場︶律子／酒井修／坂手迫明
／佐川︵村凹︶巾日代子／佐々木綿

︵S43定卒︶入田谷雄次／平田

田中︵小沢︶啓子／田中︵松田︶
l正枝／凹中︵道元︶広子／玉井円

山夫／弗原︵辻︶朝子／上岡︵石
井︶由紀子／上屋︵河野︶みづ江

明

︵S44通卒︶越智信弘
︵S44定卒︶松瞭雄治／矢内︵享
保︶まつ子
︵S45卒︶石飛健／内木恵子／内
田秀紀／小清水敦夫／惣明和徳

／二階堂甫／林フ藤田康則／村
井健三／本川忠司
︵S45通卒︶矢野義雄
︵S45定率︶天野丈次／山中︵中
野︶美子
へS46卒︶池上信也／井腫︵大

坪︶礼子／岡本︵岡田︶とみ子／
川上︵十河︶義枝／坂本龍一／三
野︵山崎︶敦子／田立︵大田︶美
恵子／田中︵井上︶徳子／藤野玲
子／百々︵川野︶由美／森信秀樹
／山口修司／杭畑裕之／荊尾︵木
戸︶疑理子
︵S46定卒︶宮開成一
︿S47卒︶石橋︵中川︶宏子／上

田昇／沖本︵小山︶雅子／桂秀
昭／荒神徹／佐川︵金児︶陽子
／佐々木︵下西︶佐栄子／杉本
︵境︶露子／寺本隆信／戸田武弘
／中西秀道／林俊之／平本蒲江／
増本智／森美富夫／保田︵木村︶
純子／吉田正徳
︵S47通卒︶桑原佐智江／藤井
春之
へS47定卒︶谷本︵己造︶敏昭
︵S48卒︶浦川義則／橘露美智

純子／平岡英樹／森本︵杏‖︶〃一ハ

美

和夫
︵S48通卒︶小田亀好／水村睦

子／小林千鶴子／坂本進／大崎
剛／東儀宣哲／長柑俊和／中山
正剛／藤原︵増血︶久美子／積出
隆二／昌子均／吉田康志／岩本

理子／簗瀬︵橋本︶伝汀／山m邦

︵S朋卒︶青木︵益田︶裕子／落
久保正基／加藤︵小早川︶廣ナ／
金谷俊則／北︵吾河︶的芙／軒藤
仁／田中︵飛子︶泰恵／中︵沖本︶

誠

廣／佐々木茂／佐藤一弘／澤裕
幸／澤村泰／重森由行／篠崎尊／
清水敏行／新宅謹ホ／瀬戸小敵
／高相洋介／竹島宗雄／田中潤／

平成25年12月15円

︵西村︶京子／湯浅︵桜段︶恵子
︵S56卒︶阿部︵足助︶由美子／

花田和孝／淑野上隆志／三輪

︵S48定卒︶池森伝英／土井純
子／若三広子
︵S49卒︶石井︵中元︶祐子／石

福田敏膠・福田︵吉野︶裕美子

井ヒ︵三上︶希代／大神友明／滴
下雅仁／福田朋之／松出幸也
︵H2卒︶後藤秀樹／蘭下智子
西田寛／木崎︵池田︶並鮎

エ子／山口春子
︵S63卒︶升島光彩
へHl卒︶池本敬亮／市野淳也／

︵S62通卒︶池田婚夫／永田サ

︵S61通卒︶城下博子
︿S62卒︶大神あゆみ

︵S引卒︶上田刷士／庄野経春／
野村︵三桝︶恵美

︵S60通卒︶世良ひとみ

／増原龍也／松本香二・松本︵三
位尾︶由州‖／沸上︵池田︶麻樹
︵S60卒︶野村雅之／丸元圭司／
宮原稔

戸川明
︵S58卒︶開明秀忠／塚田︵大
脇︶伸二／和田敢‖冶／渡部悦f
︵S59卒︶小林秀吉／鈴木政晶／
原田︵河内︶奈穂美／福田康浩／

︵S57通卒︶岡俊雄／小椋秀雄／

藤︶幾美／田中秀フ村松耕
︵S57卒︶亀田︵林︶由美子／土
肥博文／西村朋江／横付浩司

校本暢之／大濱明美／酒井︵佐

原孝／柄︵宍戸︶邦子／河下︵立
花︶富子／川地︵河野︶和子／児
玉︵河村︶園子／貞政和男／世良
田︵瞭︶治彦／持田実／畠岡︵松
尾︶純子／松尾正恵／宮木︵⁝む
本︶慎二／三宅康弘／渡部公臍
︵S50卒︶大原康典／奥野︵平
西︶佳代子／関白︵臼凹︶智子／
坂本伸幸／新︵佐々木︶純子／山
口明美／橋本輿／淑川︵中原︶邦
子／平沖︵岡田︶純子／藤井︵石

川︶直子
︵S51卒︶沖崎︵今田︶菜穂子／
菅野眞吾／大源︵木村︶真美／中
野常夫／羽田︵治垣︶月江
︵S52卒︶近藤︵森失︶真弓／
佐々木雅広／田端迫彦／平岡政

隆／藤藁昭／八木杉／吉信︵林︶

ひとみ
︵S52通卒︶日岡元美
︵S52定卒︶池内千津子
︵S53卒︶沖川悦．二／小谷展也／

︵S54卒︶筏真理／今浦伸治／越

木下︵澤村︶京子／島崎一郎／鈴
木秀昭／恍手潜︵高橋︶順子／土
井重大／中野伸治／林田正彦／
松前泉／三谷︵井藤︶雅子／横田
︵渡部︶欣子

美

︿H4卒︶石田博士／津田共由

︵H5卒︶円中浩生／土井秀訓
︵H7卒︶長内克裕
︵H8卒︶橘美恵子／松石恒明

︵H2通卒︶上田傑
人H3卒︶研岡刷／土井政明／永
野雄二／揺本小目

︵S54通卒︶堀田勝義

智孝広／越智︵宮木︶美佐枝／新
庄浩子／壁面政俊／中山︵尾越︶
恵子／拾垣徳行／三浦朗／遣原
︵玉井︶典子／森廣︵坂本二人

︵S55卒︶有坂︵淀見︶秀子／小
四原山以／後河内熊／嶋田︵川
帖︶恵子／堂上︵和田︶みのり／
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︵HlO卒︶出雲安見子／加藤寿
︵Hll卒︶牛尾哲也／葵正憲

什器備品類寄付一覧
−ありがとうございました︒− 平成25年11月30日現在

忠士﹁船田玉樹画文免独塵の

﹁アムステルダムオリンピノ

宴﹂他
︻S34卒︼上神慶紀新関記事

︻M35卒︼南燕造ご避族油絵
﹁山間早春﹂
正14年卒業写真

月映﹂／竹永克彦 日本画﹁紅
潤﹂他／香川撒家耽鳥第一中

ク陸上競技三段跳び綴田幹夫
優勝﹂／中凹正博昭和57年定
期総会資料・写真集他
︻S37卒︼石下早肘染織﹁致焼

︻S4卒︼田盛秀盛ご遺族大
︻S13卒︼金谷整治ご遺族宰
菜証書︑卒業アルバム他
︻S14卒︼上西薫明治45年3
月草葉写真
︻S19卒︼八嶋浩昭和11年自

学校一覧大正15年版

治寮アルバム／幼郷︵田中︶博
ご遺族卒業証北山他
︻S24⑤卒︼今田耕二離島一

19年度広島一中五年生呉工廠
動員名澤他

︻国泰寺高等学校事務局︼昭和

︻S47通卒︼桑原佐智江各種
教科苦等︑﹁昭和46年旺中国地
区帝M等学校通信制生徒会交換
会実施要項﹂他
︻S51卒︼中島縁応接団帽子
︻S55卒︼鯉城55会掛時計5

業アルハム

︻S45通卒︼矢野滋雄通信制
生徒会制作校旗写門ハ他
︻S46卒︼山口修司広良一中
国泰寺試百年史・昭和46年卒

︻S43卒︼丸橋由二昭利41年校
内マラソン第一位衣彰楯

バム

︻S37定卒︼久保佐蒐定時剛

中新開創刊号〜5ロケ︑鯉城新

生徒会誌﹁窓灯m5﹂
︻S41卒︼豊島芳紀宰業アル

聞1号〜6号︑国泰寺高校新
聞創刊号〜4号／下畠準三昭
和23年水泳部ハッチ他／広島
一中有終会鯉城高校校旗
︻S24鯉卒︼児玉健次著書﹁聞
こえますか命の叫び﹂
︻S24卒︼児玉光雄著1︑日﹁原子

野を生きのびて﹂／岡田悌次
出精﹁ヒロシマ原爆地獄﹂
︻S25卒︼田村鋭治新開記事
﹁第1回全回野球大会優勝﹂他
︻S26卒︼石川澄子冊子﹁花美
術
館
﹂
︻S29年〜︼北斗会会資料一
式

︻S30卒︼増原盤著か﹁信長年
代
記
﹂
︻S31卒︼秋山礼巳ご遺族彫
刻制作岡／飯田明毅秋山礼巳
作品画集／湯本白義生徒手帳
︵戦後初版︶
︻S33卒︼城信彦絵画他／八木

11，080．381

也金

弼

230．045

費

222．157

︿H12卒︶古本政照・古本︵西
口︶佳絶
入H13卒︶高瀬吏介／堀健太郎
︵H14卒︶田中謙
︵H15卒︶神農徹
︵H16卒︶中本有香
︵H17卒︶平木万理奈
︵H18卒︶小川陽介／山中久美
︵H19卒︶小川ロ桝子／拓本純希／

野村倍加
︵H20卒︶下村彩加／藤田遼
︵H21卒︶荒木裕子／榎本咲良／
小出頁之／亀田隆史／桑原佑輔
／什西美寿悪／松坂彬／山中一
平

︵H22卒︶木下雅恵／下舞太枠／
横溝裕太
︵H23卒︶天野宏明／池田患明／

︵S23定卒︶諏訪祐一

植田千尋／河脇悠人／栗栖偉人
／薬原周郎

︵H24卒︶牛尾由佳理／奥村芽
衣／金子正弘／河脇他人／ド野
起将／竹内任成／樋上和苗／樋
口諒／森達哉／渡辺健太郎
︵旧職員・法人二日体等︶石川
幸子／石橋直茂／医療法人たか
まき会会長山崎孝男︵S24言
草︶／㈲べに屋石井良追︵S24
でせ牢︶／双薬工業㈱代表取締役

吉田信秀人S羽車フ㈱石崎硝
子店代表取締役石崎幸弘︵S
57卒フ鯉城ステアコール／鯉

城東京同窓会／関西鯉城同窓
会

（単位 円）

1鯉城同窓会基金（単位 円）同窓会館建設費特別会計（24年度中間報告）

57．610

通信省

453，300

部

の

出

支

271，511

印刷弾

78．065．000

建築費

備品費

15．939．Ⅸ氾

60，000

会議野

499，440

′144

利息

城
鯉

Uウ
6
仁U

第
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Ⅲ特別会計

Ⅲ 基金

14．008．841

計

支出

】

8．043．21

146．424

l

580．000

1．191，840

0

税金

182．443

印刷費

13．402

39．375

211264

600．000

・13．日9

10．000

50

1．800
52，325
1

205．56

900．000

金

326．071

収入金

別．

9．660

昔

97．650
996．000

68．36

経費

116．235

会聖

45．000

年

人物良作成典
3．484、000
会費
終

55．0
会報押
l拍イ

平成25年12月15［］

平成24年度決算報告書（平成24年4月1日〜平成25年3月31日）
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会務報告をされている鯉城同窓会役員
の皆さん︒いつも同窓会のためにこ尽
力頂きありがとうございます
在校生による気合いの入った演舞

3月27日に落成式をした同窓会飴につ 年を運ねても素敵な笑顔はヒートアンプ一中・鯉城・国黍寺への思い・野球部
いての望冒された八木忠士会長ら
﹁どんどん美しきが加速Jされていますね への情熱も熟き扱再痘痕言んら

今年度の鯉城同窓会総会にも︑全国
から多数の同窓隼の皆様にお集まり頂

き︑誠にありがとうごさいました︒
当番幹事として御礼申し上げます∪

諸先購方をはじめとした鯉城同窓

会に関わる皆様に助けていただきなが
らでごさいますが︑同級生皆が力を合
わせて頑張ってくれたおかげで今年度
総会を無射終える車がH来ました︒
平成25年度の鯉城同窓会は︑﹁意思

の加速﹂をスローガンに活動してい
ます︒

先輩ガから受け継いできた伝統の

一木一hLnノ矢HI．﹁一刀r■

′﹂一︑︑つ■1′トこ﹂■こ

が9月に500回となり︑またT

つ

今年度の鯉城同窓会は﹁二木会﹂

精神︑そして私たち後郡が心に抱く
思いと㍍念︑その二つが合わさって育
まれる﹁意思﹂を︑ただ成長∵進化さ
せるだけでなく︑一屑の高みに向上さ
せるため︑﹁加速﹂ の牛にしたいとい
う思いで溝助させて頂いております︹

家恩の加速」

6
6

奥田敏夫氏。これからも更に
「加速」する事を約束した

第

要の当番幹事で事務局長の
年卒の皆さんによる乾杯

報
会
窓
同
城
鯉
、l′成25年12月15日

平成25年12月15日
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ケ

鯉
のための固い﹁意思﹂をお話された河田
敦之校長

尊貴から50年を迎えた昭幸
卒業後は同窓会一員となり︑母校の発
展に寄与したいと語る現役国泰寺高校
の生徒たち

二木会500匡】記念をも成し

このような隼に当番幹車を務めさ

ました﹂と60年卒の吉田安考氏

rサノカーは久々ペスト4に登りつめ

「俺はね〜これからもますます頑張っていきますよ〜」 栄えある預影を受けられ襲
「俺だってまだまだこれからよ〜」と誌は弾も
に功絹をアノブさせていっ

﹁

う∴∴㍉∴−．十

会のおかけで同級生と再会する串が

でき︑先粥ガをはじめとした多くのガ

に∵．川︑∴︒∴ 工

幹事にとってこれからの人生の大き
な財耗となることと思うと同時に︑感
謝の気持ちでいっぱいでごさいますっ

先弾力から受け継いできた伝統と
私たちの感謝の思いである ﹁意思﹂
を更に﹁加速﹂ させ︑後耶たちに引
き継いでいきたいと思います︒
我々平成二年卒業生一同︑これか
らも力を人目わせ︑鯉城同窓会の発展

のため頑張ってまいりますので︑よ
ろしくお願い致します︒

斗書の父も61年季ウオリンピソクに向
けて頑張ってとエール

レスリング国体埜倭勝を道げた森本健

平成二年卒 代表幹事
窪川原 康登

新艇閑人の為の諒全の呼びかけをする
ヨノト部員

運けた当番幹事代表の窪川
原康蛋氏。総会を成功させ
たいと「意思」表明

O

U
7
6
6

第
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私
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昭和16年季 松井義武
昭和18年12月10日午前4

時︑八丁堀の我が家の前に︑
桑田清先生引率の一中生が整
列︑配属将校の伊藤大佐︑豊
島少尉も一緒に居られました︒
当時私は︑長崎廿川南二年に
在学中でしたが︑徴兵検査に
合格し︑海軍を志願して︑大
竹海兵団へ入国することにな
りました︒

一中へ報告には行きました
が︑見送りを受けるなどとは
想像もしませんでしたので︑
感激しながら︑広島駅まで歩
いたと当時の日記に残して居
ます︒

近 況
存者が居られるかどうか？
海軍の同期生は2208
名︑その中︑戦死者167名
︵内特攻戦死者37名︶ であり
ます︒ちなみに︑海軍の神風
特別攻撃は︑259回実施さ
れ︑1987名が参加し︑二

階級特進となっています︒
ながらえて何なし持しや
法師輝

︵府中市上下町上F︶
昭和24年鯉1卒 竹内春彦

﹁世界にとどけー笑顔をむ
すぶお菓子のちから﹂をテー
マに︑広島開催にふさわしい

﹁国際性﹂ や﹁平和﹂ の観点

月19日から5月12日まで24日

そうはいっても︑まだ残務
整理は毎日行われており︑後

ろうとしている︒

る薬子博として︑平成25年4

にたったメッセージを発信す

大竹海兵団で適正検杏に合
格し︑三重航空隊に入隊︑以
後︑第二美保 ︵米子︶︑姫路︑
大和︵奈良︶航空隊に勤務し︑

間︑第26回全国薬子大博覧会
が旧広島市民球場跡地︑広島
県立総合体育館とその周辺で
開催された︒
実行委員長として関わって
きた5年間が︑10月日日の決
算総会をもってようやく終わ

て送ってくれた後輩の中に生

藤︑豊島先生は︑ピカドンで
亡くなられ︑日の丸の旗を振っ

20年3月1日大和空で︑神風
特別攻撃隊に編入きれ︑本土
決戦に備えて︑特攻機20機を
もって︑四国松山基地に待粍
中に敗戦となり︑今日まで生
かされて卒寿となりました︒
見送って下さった桑抗︑伊

平成25年12月15日

は事務東の撤収︑次期開催地
への引き継ぎ等を終えるまで
がわれわれの仕やであり︑解

しています︒﹁もう止めるn﹂

タクと笑われています︒
休み休みですが︑約40年間︑
趣味で東光展に油彩画を出品

こうしたことを含めた近況

に100号のキヤンハスを5

号の絵を描きたいとイーゼル

とりあえず︑来年は100

ないことにしました︒

と言いながら︑止めていませ
ん︒日収近は︑先のことは考え

散は11月初旬になるだろう︒
報告といえば︑7月16円には

彬子女王殿下に御礼を申し上
げるために参上しているU続
いて9月26日には大阪府菓子
工業組合の褒萬伝達式に出席

月から架けています︒来年の
3月末が／切口です︒キヤン

し
た
︒

10月9日には山形市で開催

学柑来た経緯があります︒
なだいなだの ﹁とりあえず
今日を生き︑明日もまた今口
を生きよう﹂という言葉が好
きです︒

合田先生に三一口われてかき︑入

たことがあります︒小学校の
夏休みの宿題はいつも︑ドタ
ハタ︒国泰寺高校入学も﹁明
日が裔入試験です︒今︑ここ
で入学願苦を書きなさい﹂と

﹁生き楽しは滑り込みセー

ハスは末だ〃パ白︒

昭和34年︵定︶卒 水除美樹雄
今の生活では趣味の占める

部分が多いので︑それに絞っ
て≠Uいてみたい︒現役時代は
忙しさに追われ︑趣味も制鹿
されていたので定年後はやり
たいことに貪欲に挑戦しよう
と決めていた︒

その一つに古典芸能の鑑賞
があった︒たまたま入会した
会の顧問が伝統芸能を扱った

雑誌﹁上方芸能﹂ の代表者

だった縁で︑古典芸能への興
味が一度に上がる︒何はとも
あれ鑑賞することからと劇場
通いを始める︒能︑狂一言︑文
楽︑歌舞伎と続き︑大阪にも
落語の定席劇場ができてから
は︑落語を聴く機会も増えて
いる︒最初は雰閲気を味わう
だけだったが︑今は内容を瑚
解し楽しむまでになった︒そ
れと並行して﹁上方芸能﹂主
催の行事にも関わるようにな
り︑多くの人との交流が︑ま
た参加している会では幹事を
務め︑ここでも費重な経験を

フ夏の逝く﹂という句を作っ

私は︑とりあえず100ロケ

七十も半ばになって次々と
新しい出会いがあることを幸

︵け目市市須賀︶

︵11頁へつづく︶

せに思っている︒毎日五キロ

させてもらっている︒

の絵を描き始めなくてはと頭
で思い︑行動の伴わぬ10月を
過ごしています︒

される束北・北海道ブロック
会議に出席する予定である︒
いずれにしても︑行政や︑

地元程済団体や企業などの
全面的な支援を得て︑広島
全体が盛り上った典子樽が︑
約万7千人の入場者を記録し︑
150倍円の経済波及効果を
生み目したことは︑主催者の
一人として言い違せない古び
︵広島市南区向洋新町︶

を感じているところである︒

昭和28年卒 坂上ルミヱ
﹁あっ忘れた ﹂﹁何でこん
なことをするの？﹂を連発す
る口々です∩■認知症予防にカ
レーが良いと開けば︑すぐに
カレー党になるので︑健康オ

報
会
窓
同

城
鯉

の歩きを継続し︑まだまだ前
向きに健康で穏やかな日々を

せんが︑後れ馳せながら︑今
から家庭に入って少しずつ
種々の役を果たして行こうと
思っています︒

昭和35年率 脇 節子
加齢にともない︑シラガ・
シワ・シミが次第に増えてき
いう栄誉を賜りましたこと

昭和39年卒 正田儀一
昨年の秋に黄綬褒章受草と

︵大阪府貝塚市加治︶

送っていきたい︒

て︑シゴトまで多く重なり︑

︵広島市中区白島九軒町︶

体力的に限界を感じるこの頃
で
す
∵
お挙に魅せられ︑国泰寺山⁚回

から東京芸大へ進み︑その後
も生活の中で筆がほとんどを
占めています︒邦楽会のお仕
事以外でも︑広大・エリザベ
ト音大・広島文化学閑人・山
陽女学閲中高などで︑多くの
学生・生徒の皆さんと肇を楽
しんできました︒その中で
も︑最近母校の回春寺から私
を頼って進学をされた後難が
ことでした︒

あったことは︑何より嬉しい

恩師の石川幸子先生には︑
イタリアへお導きいただき︑

ります︒

演奏までさせて頂きました︒
夢のような話で︑感謝してお

五人の子供も︑それぞれ独
り上り．ちし︑孫もまもなく六人

になります︒今まで主婦役・
母親役・祖何役をまともに務
めずに過ごしましたので︑行
く末は︑あまり良くはありま

年度卒は︑国泰寺島校に名前
が替わってからでは︑15回生

とになりましたへーそれらに参

かけで︑東京︑広鳥︑閥西と
順番で同期の会が開かれるこ

加しているうちに︑気分が軽

く明るくなりました︒再来年

は李業50年になり︑どんな会
が開かれるか︑今から楽しみ
にしています︒
刺繍のガも︑今年から︑教
室で︑白糸刺繍の講師をして
います︒出かけるのは︑月に
一回ですが︑そのための教材
作りに︑時間を費やしていま
す︒今は来年秋にある作品展
の指導と︑私のオリジナル作

になることから︑同期会を﹁鯉
城一五会﹂と名付け︑当初よ
り会長を務め︑五年に一回の
開催を続けて来ています︒
来年は卒業して50年の年に
なり︑数え年で古希の年でも
あり︑同期会の ﹁鯉城一五会﹂
も前回は開催してませんの

品製作に︑頭を痛めながら︑

うした三つの記念すべき年に
当たりますので︑来年は特に
多くの同期生に集まってもら

で︑10年ぶりになります︒こ

いたいと思っているところで

車もあるが︑﹁きれいですね

〜﹂と声を掛けられたら心か
ら嬉しい︒

高校で山岳部に入部し︑そ
れから3年間毎週末は山ばか
り︒大学も山のある信州に決
め︑市役所でも山関係の職場
を選び︑現在植物公園で働い

ている∪ 高校に入学したあの
日︑友人につられてたまたま

入った山岳部が今の私の始ま

りとなっているのである︒あ

の時山岳部に入部しなければ
私の人生は全然違うものに

なっていた事だろう︒
多くの来園者が見込まれる

週末の天気予報を気に掛け︑

10月に大阪︑日月に神戸マ

︵12頁へつづく︶

たしたところです︒タイムは

昭和51年卒 佐々川修二

︵広島市安芸区矢野西︶

発展と在校生二竺業生の皆様
のご健勝をお祈りします︒

最後に回春寺高校の益々の

昭和43年卒 瀧田 順
私は3年前に広島市役所を
定年退職後︑昨年からは広島
市植物公園にお世話になって
いる∪一応園長なのだが︑植
物については素人同然である
から︑唯一率先して取り組め
るのは花殻摘みや草刈りであ

ラソンに参加︑無事完走を果

山岳部時代と同じように一喜
一憂しながら空を見上げる毎
日なのである︒

る︒日本一を誇るランやゼラ

ともかく︑この長旅には何物
にも代え難い充実感がありま
すね︒そして仕串では得られ
ない︵フ︶達成感︒きわめてゆっ

い︑盛人な﹁祝いの会﹂を行

京都へ来て40年近く︑尊業
主婦をしてきました︒自分の

ニウムの収集数や栽培技術に
ついては優秀な職員に任せ︑
もっぱら園内作業に楠を出し
ているのだが︑これが実に楽
しい︒飯は美味いし時間が経

くりですが︑記録短縮にして
も︑体型変化にしても︑まだ

Hの前のことに頑張ってます︒
︵京都相木排川市木津川台︶

︵広島市南区丹那町︶

時閲を持てる様になった時︑
近所にあった︑北欧刺繍教室

つのが早い︒私が答えられな
い専門的な質問をされて凶る

す︒〝同期の仲間渠まれケ

25才で創業した㈱相生自動車
を︑今までの43年間の長きに

ました︒月にt回だったのと

占部汐子

亘り︑ご愛顧下さいました多
くのお客様を始めとし︑仕入
先の皆様︑社Hの皆さん︑そ
して苦楽を共にして来た家内

ネーベルセムというスウェー

昭和如年季

と︑家族連を含めた︑多くの

できました︒又︑これがきっ

ていた頃︑鯉城関西同窓会が

かりで良いのだろうかと思っ

した︒こんなに家に絶ってば

スコーネクラブに︑通い始め

皆様方の支えの数々を思い起
こしながら︑﹁感謝・感謝﹂
の思いで一杯でした︒この様
な人と人とのつながりを︑今
後も大事にしながら︑少しで
も何かお役に〃一てればと思っ
ています︒
請はかわりますが︑我々39

デンの刺繍に出会ったことで
続けてます︒家事の合間にし
ていたのが︑いつの聞にか︑
刺繍中心の生活になっていま

おります︒
それと同時に︑昭和45年に

の間には︑先輩の方々に特に
多くのご指導を賜ると共に︑
同鶉︑後非の皆様からも︑ご
支援を頂いたお陰だと思って

を28年間勤めたことの評価を
して下さったものですが︑こ

は︑身にあまる光栄でした︒
これは広島県自動車車体整
備商工組合の理弔及び理事長

平成25年12月15日

から︑マラソンさまさまです︒

﹁進歩﹂を感じられるのです
2

ッに関わること30年近く︒大

に一喜一雇の日々︒授業中にイ

で初のリーグ僚階を果たした
広島カープへし高校3年の秋で
した︒ゴールに向かうチーム

1975年10月︑結成26年日

高校時代の﹁原点﹂ ですね︒

今につながるのはやはり

ます▲

いうのんきな部署で︑やはり
スポーツ中心に仕事をしてい

阪の読売新聞で長く運動部記
者を務め︑現在は編免委Hと

﹁視る・11いく・する﹂︒スボー
日ケ

6
6

拍
車

報
会
ヤホンさしてこっそりラジオ

岡

やっ﹂と先生が笑顔で問いか
ければ︑職員室だったか︑試

に﹁オィ︑今どうなっとるん

の野球放送を聞いていた男子
城
合中継のテレビに映っていた

窓

鯉

のは︑学校を抜け出して市民
球場外野席で応援巾の女子グ
ループ いい時代だったなあ︹■

﹁強じんな雑草︑いま大輪の
花﹂で知られる中国新聞の名
物コラム﹁球心﹂の津田一男き
んを母校二中ですが︶に招い
ての講演もいい思い出です︒
結局あのときの﹁スポーツの
感動﹂が忘れられなくて︑こ
んな仕車をしているのかなと︑
遠い記憶にたたずんでいます︒
︵神戸市兵庫区︶

平成25年12月15日

昭和55年卒 根石敬子

︵旧姓広岡︶
今から鱒年前の高校在学中
に︑同級生だった夫と交際が
始まり24歳で結略しました︒
お互いの弟も同窓という回春
寺一家です︒
10年前に当番幹事をさせて
頂き︑沢山の同期との交流が
再閲しました︒現在も旅行や
仮装忘年会︑様々な同好会な
ど活発に活動していますし特
にソフトバレーボール同好会

昭和56年卒 広森明子
・局校をや業し︑福祉系の大

春︑母校に音楽科の教員とし
て赴任しました︒約30年ぶり
の母校です︒初めて出会う生
徒たち︑先生方︑時代の流れ
で学校も大きく変化している

と感じ︑毎日私なりに緊張を
していましたが︑着任式での

ようなネタをあいにく持ちあ

皆さんに興味を抱いて頂ける

わせていないのですが︑現職

で関わっているペノト業界の

現状を交えて近況をお伝えさ

今や愛犬や愛猫にかける費

せて頂きましょうか︒

るお肉よりもはるかにグラム

すが︑ペットが私達が口にす

学を出て以来︑福祉関係の職
についています︒大学を卒業
した2年後︑福祉の国家資格
として﹁社会福祉士及び介護

応援団からのこのまっすぐな
エールで︑肯⁝校時代の自分と
現在の自分がその場にいるよ
うな不思議な感覚を覚え︑そ

に哺って来たのだ﹂と︒
平凡な中にも︑出会いの中
で自分と向かい合う粒会を与
えられ︑感性が揺さぶられる
ことの多かった高校時代︒い
ま︑自分がその年境の生徒と

に一洋一憂しています︒

向かい合いながら︑日々とも

母校勤務のおかげで︑懐し
い同窓生の方々と再会するこ
とが増えました∪嬉しいです︒
あの頃の自分と今の自分っ こ
こは回泰寺︒しばらく母校の
内側から︑微力ながら力を尽

︵広島市安佐南区大町︶

くしたいと思いますっ

︵旧姓山根︶

昭和59年卒 海部智子

いくら同窓生とはいえ︑ほ
とんどの方とお目にかかった
ことのないごく平凡な私は︑

︵13百へつづく︶

な職業についたことはないの

からは︑永遠の女子廿回生とか
らかわれる日々︒特に専門的

子供達二一人は現役高校生︶

も︑そういう時代に育った私
は︑素直に布きをかくせない
でいます︒その驚きが刺激と
なり︑この度入社以来従事し
てきた稔務や人事の仕事から
180度転換した商品開発と
いう仕事に携わることになり
ました︒見る物︑聞く物に常
に新鮮な鷲きを感じ︑二人の

中になりつつあることにペッ
ト業界で働く者でありながら

乗せられてお散歩に行く時
代︒ペットが裸で散歩し︑家
庭の残りご飯を食べることに
少しずつ違和感を感じる世の

カーならぬペノトカートに

リーを身にまとい︑ヘビー

べ︑高価な洋服やアクセサ

単価の高いペットフードを食

います︒ごく一部ではありま

用は︑人間の子供と同じくら
いか︑それ以卜とも言われて

福祉士法﹂が公布されました︒
福祉関係の仕事をしていくう
えで糖格の取得は必要と考え︑
最初に介護経験3年で介護福
祉ヒの資格を取得し︑記憶力

して迷いなく感じましたっ﹁こ

現在は主に︑高齢や障害で
判断能力が衰えた方たちの権
利擁護のためにできた ﹁成年
後見制度﹂に基づき︑社会福
祉士の専門性を生かすべく身
寄りのない方や親族関係に問
題のある方などの成年後見人
として活動しています︒そし
て︑人としての生き方につい

昭和58年季 石井彩子
﹁フレー1フレーーせ・ん・

こは囲泰尊者両校なのだ︒母校

と体力のあるうちにと決断し︑

て学ばさせていただいている
毎日です︒
︵江口良市能美町中町︶

2年の通侶教育を受け︑社会
福祉士国家試験に挑戦し︑合
格率20％以下の中︑35故にし
て1回で収得できました︒そ
の後は社会福祉士として職を
得︑在宅介護を中心とした相

は︑種族者がほとんどいない
中で始まり︑珍プレー続出に
大笑いしながら月に2回いい
汗を流しています︒大会にも
毎年山場し︑気分だけはすっ
かり高校生です︒
当番枠中の前年に中葉以来
初めての同期会が開催され約
200名が参加︑その後4年
に一壁の同期会で楽しい時間
を過ごしています︒来年はい
よいよ第4回同期会の年で
す︒全国から災まる沢山の同
期の仲間と会えることを楽し
みにしております︒
総合選抜の中︑第1希望の
回春寺高校に入学でき︑多く
の素晴らしい出会いがあり︑

せ・いーttつー﹂昨年度の

談援助活動をしてきました︒

50鼓を超えても尚その緑が続
いていることに感謝する今日
この頃です︒
︵広島県安芸郡海ml町︶
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会
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ですが︑これまでの様々な職
歴と人とのつながりを生か
し︑ペットと共に暮らす骨さ
んが必要とするワクワクする
ような商品をたくさん世の巾

します︒

私

の

どんな時でもくじけずに︑頑

山あり谷あり︑谷あり︒でも︑

あれから十五年︒人北は︑

さん丘 になれた︒

十ヒ故︒まさかの両思いで交
際スタート︒七年間の遠距離
恋愛は同級生に支えられた︒
二十五歳︒お陰様でゴールイ
ン︒夢をあきらめかけた結婚
六年目に待望の妊娠︒二十一
歳︒私はついに念願の ﹃お母

故︒クラスメートに恋をした︒

に＃いた私の夢は ﹁おはき
ん凸 その夢を抱いたまま︑運
命の国泰寺高校に入学︑レ 十六

卜一夜︒小学五年の文集

︵旧姓宮野︶

昭和60年卒 佐藤ちひろ

︵広島市来区小山小町︶

に出せることを夢見て48歳年
女は︑様々な分野で活躍する
同期の皆さんの元気で頑張っ
ている嬰を励みに新たなる挑
戦に向けて今︑一歩を踏み出

平成25年12月15［】

張ることができるのは︑私は︑
夢を叶えた ﹁お母さん﹄ だか
ら︒宝物のチビも達と︑支え
てくれる夫が居るから︒
中学三年になった息子の志
望校は国泰寺高校︒親子二代
のHFをH指すらしい︒小学
六年の娘も夢に向かって猛勉
強中︒頑張って1子ども達︑一

母さんはいつだって応接団長
よ︒母さんも︑沢山応接して
もらって︑今がある︒強くて
優しい母親に育てられたか
ら︑強くて優しい母になれる︑
四十六歳︒近所に住む大好
きな両親︒単身赴任中だけど︑
仲のいい四人家族の我が家︒
忙しいけれど幸せな ﹃お母さ
ん﹄ の毎日に心から感謝︒
︵広島市南区束雲︶
昭和61年卒 加登義浩

私は母子二代で国泰寺で

も鮮明に覚えています■︺

す﹂ サノカーの名門で憧れの
高校に合格した時の串は今で

卒業後は束京︑四国︑関西
と転曙をしましたが︑今は転
勤の無い会社に勤務しており
これからはずっと神戸に住む
予定です︒10数年前は関西に

近 況

だけは住む事が舞いだろうと
思っていたのに不思議なもの
です︒数年前から鯉城関西同
窓会に入り︑年数回のイベン
トには楽しく参加させて頂い
てます︒本当に素晴らしい
方々ばかりで︑いつも優しく

接して頂いていますっ 代々の

会長や幹事の大津さんにもと
ても感謝しています︒
現在の鯉城関西の会長の伊
藤彰雄きんはサッカー部の大
先談で︑伊藤さんを中心につ
いこの前関西鯉城蹴球閥を発
足しました︒メンバーをもう
少し増やして名門神戸⊥＝何校の

OBと試合をしたいと思って
います︒

公私ともに人間関係に恵ま
れ︑家族も無病息災︒有難い
事です︒後はコルフが上達し
さえすれば・・と呑気な車を
考えている今口この頃です︒
︵兵庫県神戸市漁区︶
昭和62年季 清谷 務

10年前に二世借住宅を建

て︑両親︑高校時の同級生
だった泰︑息子と娘の6人で
広島に住んでいます︒新・中
古車販売をメインに︑配送業

し
た
︒

ています︒引っ越しの時︑父
が﹁海外へ行ってしまう様
だ﹂と言った言柴は今でも忘
れられません︒﹁飛行鹿でたっ
た二時間だよ﹂と軽く笑った
私︒あれから十六年が経ちま

も辛く長く感じられました︒

昨年の澤れに父の危篤の報
せを受けて︑一便しかない飛
行機の出発を待つ時間がとて

現役引退後は自社でサッ

カーリーグでプレーしました︒

やクリクラの代理店をしてい
ます︒
高校時代はサノカー部に所
属していました︒卒業後は2
年間のサソカー留学を経て︑
念願の日本サノカーリーグで
プレーすることができまし
た︒その後︑串関係の仕事を
しながら国体出場や中岡サッ

カーチームを作りたいという
夢を持っていましたが︑3年
前に現実のものとなりまし
た︒自社が母体となり︑スポ

で︑手の目 ︵たなごころで丁
呼に優しく触れる︶ で看る事
の大切さを日々学ばせて頂い
ている今日この頃です︒
︵札幌市清田区平岡︶

たが生死を身近で体験する事

護婦になりたい皿と晋きまし

助産師として働き続ける
今︑命の誕生の際もいつも同
じ感動を貰います︒高校二年
生の卒業文葉で ﹃心の広い看

︒
た

同時にその時初めて︑父のあ
の時の思いを感じ取ることが
できました︒到着して︑父に
すがった時︑既に鼓動は撫
かったのですが︑驚く程の安
心感に包まれた不思議な体験
をしました︒親子の繋がりに
心から感謝と感動をしまし

ンサー様のご協力の卜︑活動
しています︒また広島山身者
で県外の大学に行った有望な
遣手が卒業後︑広島に就職先
やサッカーチームの受け入れ
先がなく帰れないのが現状で

思っていますし

す︒そこで今年から自社で6
名の選手を雇用しました﹂ 来
年もできる限り雇用し︑さら
なる飛躍をしていきたいと

︵広島市東区牛用新町︶

平成元年卒 山下博子

︵旧姓小川︶

私は現在︑北海道で暮らし

朝

媚録 諾
回春寺高校一期生︑束京近
辺在住者の同窓会が13年10月

27日開かれました︒7人参
加︑在住者が12人しかいない
ので︑大変高い‖席率と思い

品に取り組むという方あり︑
東京オリンピノクまで頑張る
と宣言した人あり︒となると︑

一期生同窓会の﹁本体﹂

88歳米寿同窓会︑それもいい
か
も
ー
は︑12年4月の27回同窓会で

味10カ月︑クラスが追うと︑

市立六校の地域在住者の混成
で︑初の男女共学︑地域制の
学枚︒新しい⊥＝回校の最上級生
となった私たちは︑今まで別
の学校の生徒だったというわ
だかまりを捨て︑新しい学校
づくりに懸命になりました︒
しかし︑授業のあったのは正
顔も名前も党えきれないとい
う状態で卒業したのです︒だ
から︑卒業直後は︑同期会な
ど誰も考えつきもしなかった

が参加︒以来毎年盛会袈に行
われました︒草創期を支えた
しょうか︒

仲間意識︑懐かしさからで

翌早朝参拝した永平寺は︑
寒さも手伝い凛とした空気に
包まれる︒観光寺院化してし

︵関 千枝子︶

東京の同期会はこの会に運
動して始め5回目ですっ なか
なか広島までいけないという
ので︒﹁本体﹂はなくなって
も東京は在住者が少ないので
事務的に楽なので︑これから
も続けることになりました︹︶
浜松から新幹線で来るガもあ
るのですよ︒88歳までできる
かどうかは？ですが︒

還暦を機に始めた昭和35年
草の同期会 ︵といち会︶ 旅行

まっているが︑それでも厳し

のですが︑昭和も終わりに近
づいた一九八ヒ年に同窓会が
始まると︑行くほど多くの人

も7回日を迎えた︒12年前に

い禅の世界の一端を垣間見る
ことができた︒就いて訪れた
彦根城は︑琵琶湖を望む小商
い丘に五層の杓が美しい︒さ
すが歴史の舞台になった城下

に﹁琵琶湖周遊の旅﹂ に衆議
一決︑元気で再会−を約して
同期会の旅は終わった︷
︵伊藤 師︶

町︑都会とは一味違った雰閲
気を味わうことができた︒帰
途のバスでは︑早くも次回の
旅先の講でもちきり︒2年後

松江へハス旅行で約50人が集
まったのが最初だったが︑今
回は北陸地方へ足を延ばし︑
永平寺︑国宝彦根城を訪ねた︒
広島を貸切ハスで出発︑途中︑
新大阪駅で周東・関西親と合

つも40〜50名の参加だが︑昨

流︑紀勢27名が一路︑宿泊地
の芦原温泉へと向かった︒い

ルコールもうなぎ上り︒

年に続いての開催で若十少な
めになった∪ ハスが山発する
や否や傾旧談に花が咲き︑ア

−

終了しています︒全員が80故
を超えたこともあり︑これを
最終にするということで︑東
京︑大阪等遠方からの出席者
もあり25人参加︒全員一言ず
つしゃべって︑名残を惜しみ
つつ︑会を閉じました︒
不思議な同期会だと思いま
す︒昭和24年︑市内の県立︑

昭35年卒

会
窓
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会

総

l

ばっちり会うということで心

配したのですが︑幸運にも台
風は前の口に通過︑久しぶり
の好天気︒話は弾み︑4時間
しゃべりつばなしでした︒こ

可陵

■触扶京同窓会総会

26年度

」平成

同窓会総会至上

㊥唾

l

l

の鼓になると病気の話が出が
ちですが︑この会︑7人のう
ち医者が二人︑タダでアトハ

イスが聞けるありがたい会で
す︒皆さん元気︑現役で新商

7允
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まだまだ意気盛んな1期生7人

国宝彦根城をバンクに「といち会」のメンバー
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平成17年秋ごろから関西の
地に本校同窓会設立をと本格
的に活動し始め︑本部発行の
会報誌﹁第58号﹂にヶ関西に
設立の動き〟記事を掲載して
頂いたのが大きな推進力と
なったL H18年3月︑﹁輿城

関西﹂が目名の有志のF︑発
足した︒
その後︑新会員勧誘と組閣
や会則の検討を重ね︑H19年
3月︑会員数160名下で正

式に設立した︒それから7年︑
若い世代の加入増で現在会員

返り活動︻虫も増してきた︒今

致230名を数え︑組組も若
年度は役員25名︑学年委員50

■一

■

一

名で活動しており︑年間の諸
行事は◇3月﹁総会／イベン

■

石光︵中学3年︶水戸︵3年︶谷本︵3
年︶高野︵中学3年︶鳴海へ中学3年︶
寺田︵2年︶木田︵中学3年︶

鯉城高校物理癌のメンバー︒右から
矢野︵2年︶戎辺︵2年︶浅井︵2年︶

及び新制中学が参加して広

残しておきたいと思う︒
新制車何校が誕生してしばら
くして︑広島市内の新削高校

あまりなく︑知らない人が多
いと思うので当事者の一人と
して当時を振り返り︑記録に

学連盟の発足である︒記録が

に活発だった︒その一つが科

だが︑その頃生徒活劫は非常

昭和23年︑学制改革で一中
5年から鯉城高校3年に進ん

8月﹁トーク＆昼食会﹂60名
◇秋の ﹁史跡巡り﹂ 40名◇趣
味の会﹁連句の会﹂ 10名﹁年
2回の本格広島お好み焼きを
食べる会﹂20名◇﹁カープを

ト／懇親会﹂約130名◇

﹁一

応援する会﹂20名 などであ
る︒先輩と後輩︑互いに尊敬
の念を持ち︑関西独特のカ
ラーで皆さまの和やかな親睦
会の花盛りと一■百った処です︒

為に今年︑伊藤新会長は﹁プ

ラス50増強作戦﹂ の提案を掲
げました︒現組織力のステッ
プアップの実現にもう二組張
りして行きたいと思います︒

■関西同窓会が
会員増強作戦

中でも関内在籍の ﹁現役大学
生﹂ の皆様︑鯉城関西同窓会
へ先ずご一報を頂けますよう

切に望んでおりますっ ぜひ一

市北亀井町3・2ト24︵事務局︶

度遊びに来て下さい︒
お問い合わせは
鯉城関西同窓会／大阪府八尾

一丁58110066

幹事長 大津 巧︵旧姓完鹿︶

℡072−992・0812

昭和39年定宰

E−メール

オの回路設計のことで大いに
議論をたたかわせたものだ︒
だんだんと他の斑のものも出
入りするようになり賑やかに

丁︵︶htsu曾bh．wakノく少kc〇ヨ

なうというものである︵

では職員会議や時には校長会
が行われていて︑さぞ騒々し
かったと思うが二占も苦悩を

︵昭和23年季 谷本英雄︶

廃の巾でやりたいことを思う
存分やらせてくれた鯉城高校
の風土は素晴らしかったっ我
が高校生活に悔いなしである︒

ンタッチした︒思えばあの荒

を拠点に連盟作りの準備を行
うことが出来た︒そして連盟
の活動が緒に付いた頃︑辛菜
を控え二年生に理事長をバト

二日われたことがなかった︒ここ

節子戸一枚を隔てた校長室

なっていった︒

設立のアイデアは我が鯉城
高校で生まれ︑各校を説いて
回った︒当時鯉城高校には活
気が倣っていた︒それは数m
校長の教育方針から生まれた

﹂止の趣旨であった︒物理部︑
化学部︑生物部︑天文部の四
部構成で迎営費は会費でまか

今春から﹁二木会﹂開催に
至って気楽でアノトホームな
学 年 黍 H 会 や 幹 事 会 も 随 時 閲 際して本部並びに各学年幹事
催しております︒
の皆様から千数百名の閲酉在
然し︑今後の10年間も永い 住者に﹁鯉城関西誕生とPR﹂
ス パ ン で は ほ ん の 〝 瞬 時 〟 と を広報して頂けるようにお願
いし︑この会報紙面の読者︑
考え︑本会の ﹁老い﹂を防く

鯉城時代
各校団結
良市高等学校・中学校科学
連盟が発足した■∪設立から運
営全てを生徒の手で行う自主
組織で︑会長に広島文理大学

長長田新先生を推戴し︑理
事長に鯉城蹄校三年生不肖

の頃だったと思う︒科学班の

ものと思う︒一例として少し
さかのぼるが︑中学4〜5年

活動都塵が欲しかったので︑
校長室に隣接する廊下を仕

た∪放課後メンハーがここに

谷本が︑副理事長ほか役nを
各校が分担︑事務局長は鯉城
高校一年生山田尖君とし男女
600人の会員を染めて盛大
な発会式を行った︒発会式は
有朋清校 ︵旧県女︶ の講堂を
借りて行ったら連盟の母体と

集まって真空管の勉強やラジ

切って使わせて欲しいと申し
出たところ︑自分たちで研究
することは良いことだ大いに
やり給えと快く許可して頂い
大同団結しようというのが設

なったのは各校の自主活動グ
ループ ﹁科学斑﹂ で︑学校単
位の活動では限界があるので

6

日ケ

6

6

節

㌍髭串一

受草の7ァノションデザイ

新制になってからは文化勲章

ナー．二宅一生を︑﹁卒業生で
もっとも著名﹂な人物として

挙げ︑それぞれの主な業績を
たどった︒

への現役合格率が70％にのぼ
る現状なとにも触れている∩
人脈関係では︑広良一申時

カルビーの松尾孝︑エディオ

このほか︑創業経営者関係
では︑ダイソーの矢野博文︑

ビジネス誌﹁週刊エコノミ

な人脈を紹介している︒
記車は ﹁広鳥県内でもっと
も古い歴史を誇る公立高校で
クで日本人初の金メダリスト

代の代表として︑オリンピッ

スト﹂ ︵毎日新聞社︶ 3月26
日ロケで︑国泰寺山＝何校について

ある﹂と廿日き山し︑﹁質実剛健﹂

ら初当選■り 現在︑連続8期日

ングループの久保道正ら︒大
企業の経営者では︑東映社長

そして⁚取入の総会を撫串終え

高野さんを始め︑各委員会の
皆さまの優しいお心遣いを頂
き︑何とか役員会︑幹車会︑
ることができました︒

昭和35年牢の碓井法明氏が︑

繭に衣を荊せぬ発▲．Uと奔放

満を持しての登場である︒

きまにご迷戒心をお掛けしない

前任の土井副会長のように
パワフルな動きは川来ません
が︑これからも当番幹事等の
お力をお借りし︑同窓隼の僻

を務めている︒市議会の‖根大
会派︑自民党保守クラブに所
屈し早くから議長の声はあっ
たが︑議員活動罰隼の節目に

になった陸上三段跳びの織田
幹雄 ︵敬称略︑以ド同じ︶︑

をはじめとする校風︑原爆に

なった同窓会館で
諸串務を行ってい

よう︑また︑学校やPTAと

＝

■

■

■

■

■

■

■

■

﹂

︵平成24年度叙勲受章者︶

▽橘宝小綬章︵検察官功労︶
昭和36年季＝同局正行
▽喘宜唯先帝⊥警短育功労︶
昭和37年宰＝郷野牛＃
▽相接衰草 へ公益への私財寄

昭和24年＝旦や＝原m康夫

▽功績︵文化溝助︶

昭和18年や＝大野孝二

︵特別表彰受賞者︾
▽功績 ︵スポーツ活動︶

刊
等
﹀
昭和37年卒＝久保俊患

碓炸氏は昭和58年の広最市議
選に地元から推されて東区か

6月に行われた広島市議会議
長選で節76代議長に就任した︒

八本会長を始

▽瑞︷1乙双北軍︵地方日清功労︶

︽叙勲・褒章関係︾
昭和36年定乍＝故・河村仁

よろしくお願い申ししけます︒

の連携を念頭に︑頑張って参
る所存ですので︑今後とも︑

さが持ち味だが︑大勢にくみ
しない芯の強さと地域への温
かい思いは定評のあるところ
である︒7月には同期生がさ
さやかなお祝いの会を︑9月
には岸田外務大臣をはじめと
する政財界から約1500人
が出席して盛大な議長就任祝
n会が催された︒﹁市民益の
ために開く﹂が碓井氏の信条
だが︑これからも議u活劫の
給什hげとして︑その手脱が
大いに期待されている︒
め︑役目の菅さま
の温かい励ましや
同僚の福田さん︑

ます一

よる壊滅的な被中日を受けた後
の復興ぶりを指摘︒国公立大

の特狼記事が掲載されたい逮
捕シリーズ ﹁名門高校の校風
と人脈﹂ の37回HU広良一中

昭和42年卒
4月から新築と

久保木敬子さん

γ成25年度︑各種の賞を受
￠された同窓生の方々を日月
9日の総会で鍼形した︒

新事務局長に久保木さん（曇）

時代からの歴史と︑多士済済

報
会
窓
同
城
鯉
ヤ成25年12JllSH

の岡田茂︑中国電力の鈴川賃
一ら︒医学会では︑広島大学
学長でテノール歌手の原田康
夫︒文化人では︑明治から昭
和にかけて活躍した児蛍文学
者鈴木．二眼吉︑洋両の南韮蘇
ら︒政治家では衆院議長︑文
部大臣を務めた灘尾弘吉ら各
氏を取り上げている︒

編集後記

罰年ぶりに曹洞宗大本山永
平寺を訪れた．︶ 団体バスやマ
イカーが列をなし︑開祖道元
の教えとは全く違う世界を望

生きていた︒ハパ冬には︑桔研一

しているが︑修行している雲
水の姿に道元の精神が脈々と

3い＝︑零下5度にまでなる厳
しい山中︑一汁．葉︑朝4時起
きの日々を送る彼らのなんと

1仙々しくで﹁いい頗﹂のことか﹀
流行のファッションを追い化

とは︑対梅をなすものだろう

粧までするという現代の若者

永平寺には︑常時︑200
余人の王水が修行を郁んでい
るそうだが︑必ずしもお寺の
後継ぎばかりではないよう
で︑市井の若者が禅の世界に
飛び込み︑ただただ﹁‖ハ管打

︵伊藤︶

聖﹂ の世界で︑山中に何年も
龍もるという︒柄と飽食に明
け蓉れてきた我が身を思うと
・反省フしながら︑今夜も一

杯︒

