
 
昨年 2 ⽉に北畠会館で予定していた⼤阪 21 会が

中⽌になってから、もう 1 年以上になるのにまだ
集まることが出来ません。先⽇、世話役がオンラ
イン会議（ほとんど昔懐かしの雑談でしたが・・・）
で、まずはメールで連絡できる皆さんから近況報
告をいただき、住⾼ 21 会のペーパー会報を作って
みようということになりました。皆さん、コロナ
禍で不⾃由な中、いろいろ⼯夫してお過ごしのよ
うです。とりあえず、第１号をお送りしましたの
でご覧ください。コロナが収まらなければ、第２
号も発⾏したいと思いますので、ぜひ近況をお知
らせください。来年度が住⾼の 100 周年です。同
窓会⼋尾副会⻑が 100 周年実⾏委員⻑で頑張って
いるので、募⾦⽬標が達成できるように、寄附も
宜しくお願いします。 

⼤阪 21 会 代表  元⽊幹治 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
昨年 1 ⽉ 25 ⽇に、東京 21 会は開催できました

が、その後は⼀気にコロナ感染症が広がり、世の
中の活動が⼤きく制限されました。当初は、夏を
過ぎればと考えていましたが、1 年過ぎた現時点
でも、いつ収束するのか全く⾒えない状況です。 
我々⾼齢者は、これから優先的にワクチン接種を

受けられますが、国⺠の半数以上が接種を終える
には、年明けまで掛かります。21 期の同窓会旅⾏
や同期会も、年内は難しく来年以降になりそうで
す。それまで、また皆さんと元気にお会いできる
よう、ワクチン接種を済ませ、 
 ・マスク 
 ・⼿洗い 
を励⾏して、我が⾝を守るしかありません。来年
までの⾟抱です。元気でしっかり頑張りましょう。 

東京 21 会 代表  ⼭中英幸 
  

住⾼ 21 会 近況報告 

Vol.1 2021 年 6 ⽉ 15 ⽇発⾏ 

ごあいさつ 

母校と相談しながら創立 100 周年記念事業を計画し実施しています。事業実施に必要な資金は、同窓

会・PTA・後援会の皆様にご寄附をお願いして集めており、21 期の皆さんからはすでに多くのご支援を

いただいておりますが、まだまだ目標金額に届いていません。無理をお願いするのは誠に忍びないので

すが、ご寄附がまだの方は是非とも、すでにご寄附いただいた方は再度のご協力をお願いします。特定

寄附の場合、事業者は全額経費算入が可能ですし、所得税を支払っておられる方は寄附金控除が受けら

れます。銀行の振込口座は最終ページに記載しております。郵便局からの振込用紙は同封しています。

同窓会ホームページからクレジットカードでも決済可能です。宜しくお願いします。 

副会長：八尾隆 会計：蔵口康裕 総務副委員長：氏原徹・岡山保美 事務局長：秋元正久 

住吉高校創立 100 周年 ご寄附のお願い 
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 いままで住⾼ 21 会
の会計をしてくれて
いた⽊村隆さんが昨
年の 11 ⽉に逝去され

ましたので、私が会計を引き継ぐことになりま
した。よろしくお願いします。当年度の収⼊の
主な項⽬は、年会費収⼊の 47 千円です。複数
年度の会費納⼊者も含めて、37 名の⽅に納め
ていただきました。なお、複数年度納⼊者につ
いては私のほうで管理しております。⽀出の主
な項⽬は、昨年８⽉の報告書の印刷・郵送代
36 千円、⽊村さんの葬儀に対する供花・弔電
代 35 千円、昨年１⽉開催の東京 21 会で集めた
クリアファイル代（28 部）を住吉⾼校同窓会
に⽀払ったもの 14 千円です。住⾼ 21 会も皆さ
んの会費が活動原資ですので、今年も 21 会費
（年１千円）の納⼊を宜しくお願いします。 

住⾼ 21 会 会計  蔵⼝康裕 
 

21 会費（1,000 円）納入のお願い 

21 会費は同窓会案内の発送費等に充当します。
ゆうちょ銀⾏へお振込ください。 
【ゆうちょ銀行から振り込む場合】 

 ⼝座番号：記号・番号 14150-77148951  
加⼊者名：住⾼ 21 会 会計 蔵⼝康裕  

【全国の金融機関ＡＴＭから振り込む場合】 

銀⾏名：ゆうちょ銀⾏  
店名：四⼀⼋店（ヨンイチハチ店） 
⾦融機関コード：9900  店番：418 
預⾦種⽬：普通 ⼝座番号：7714895 
加⼊者名：住⾼ 21 会 会計 蔵⼝康裕  
 

⽊村君はすい臓がんが肝臓
に転移して、2020 年 11 ⽉
10 ⽇に⼊院先の病院で亡く
なりました。⼊院して１週間

のことでした。通夜・葬儀はご家族のみで⾏われ
ましたので、同級⽣にはほとんど連絡しておりま

せん。9⽉ 12 ⽇の同窓会常任幹事会には元気に
出席していたのですが、その数⽇後に「すい臓が
んが⾒つかって、ステージ４と医者から⾔われ
た」と電話がありました。 
癌が⾒つかってからも、ここまで担当してきた

100 周年寄附⾦控除を⼤阪国税局に申請すること
は、会計として最後までやりたいと⾔って⼀⽣懸
命頑張ってくれました。同期で同じ⽔泳部であっ
た私が事務局⻑をやっていると⾔うことで、闘病
でしんどい中でも⼼を強く持ってくれたものと思
います。⽊村会計事務所の事務員の⽅の協⼒も得
て、国税局に申請書を提出したのは亡くなった次
の⽇でした。まさにそれまで⾔っていた「俺の同
窓会の最後の置き⼟産だ」といった⾔葉にふさわ
しいものでした。 
70歳の若さですが、持病を持ってそれと闘いな

がら⽴派に⾛りきった⼈⽣だったのではないでし
ょうか。改めて、ご冥福をお祈りします。合掌。 

秋元正久 

住⾼２１会
         2020年度収 ⽀ 計 算 書

                                （2020年4⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇）
（単位：円）

科 ⽬ ⾦ 額 備 考

（収⼊の部）
年会費収⼊ 47,000
受 取 利 息 2
収  ⼊   計 47,002

（⽀出の部）
印刷・郵送代 36,359
供花・弔電代 35,750  ⽊村隆⽒

印  鑑  代 950
⽀払⼿数料 520

クリアファイル代 14,000  東京２１会２８部

雑       費 0
⽀ 出  計 87,579

当期収⽀差額 -40,577
前期繰越収⽀差額 313,240
次期繰越収⽀差額 272,663

惜別�

会計報告 
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昨年の終戦記念⽇、ある新聞に投稿記事を載せて

もらい今までで⼀番感慨が深かったです。 
昭和 16 年に召集されラバウルに向かう 32 歳の
⽗を⾒送った⺟は、戦争に最も不向きな⽗が出征
するので敗戦を確信したと⾔う事と、帰国後戦地
で知り合ったオーストラリア⼈や英国⼈と親交を
結び、75 年に渡り⼦供の世代である私達にバトン
タッチをしていると⾔う内容です。 
内容的にまず取り上げられないだろうと⼤確信

していましたが、何故か書かずにはいられない衝
動に駆られました。戦争のニュースに溢れる昨今
です。こういう付き合いをしている⼈間も地球の
⽚隅にいるのだと⾔いたかったのです。 
  さあ皆さん、⻑いお付き合いの住⾼ 21 会に関
する何かを新聞に投稿しようではありませんか。 
  
 
5 年前に⼤阪市⽴⼤学を定年退
職し、その後 3年間、東京⼥⼦医
科⼤学に勤務しました。現在は埼
⽟県の上福岡総合病院勤務し、東
京⼥⼦医科⼤学で⾷道癌⼿術の
ある時は出向いて、指導などで⼿
術に携わっております。また、⾦
曜⽇は⼤阪の病院に顔を出しております。⾃宅の
奈良から⼤阪、東京、埼⽟と JRの売り上げに貢献
しております。コロナのため新幹線が空いている
のがせめてもの慰めです。 
ゴルフの機会も減り、3密、接触をさけるために、

時間のあるときはドライブを楽しんでおります。
暖かくなりそろそろジョギング再会の予定です。
もう何年⽬になるでしょうか、メダカの産卵、孵

化で週末は忙しくなります。 
あ〜、早く宴会がしたいですね。 

 
 
仁徳天皇陵を始めとする百⾆⿃・古市古墳群は世
界⽂化遺産に登録さ
れていますが、私は新
型コロナウイルスの
おかげで、昨年百⾆
⿃・古市古墳群をすべ
て踏破することがで
きました。元々は通っ
ているジムがコロナ
禍で休⽌となり、運動
のため、昨年の春に河内⻑野から堺⼤⼩路までの
⻄⾼野街道、河内⻑野から柏原までの東⾼野街道
を家内（⾼ 23期）と⼀緒に少しずつ歩いたのがき
っかけです。ところが⽻曳野、藤井寺あたりにく
ると⼤きな古墳がたくさんあるので興味を持ち、
古墳めぐりを始めました。 
世界遺産の古墳は百⾆⿃エリアに 23基、古市エ
リアに 26基ありますが、それぞれ⼤きさも形も違
い、名称もユニークなものがあり、たいへん⾯⽩
かったです。 
 
 
妻に誘われて昨年の夏から万代池のラジオ体操

に参加しています。6 時半になったら池周辺の⾄
る所で始まるのですが、藤棚の前の広場が最も多
く 50⼈〜70⼈くらい、万代池全体ではきっと 100
名は超えて参加しているでしょう。今年の春は雲
⼀つない快晴が多く、清々しく気分良く参加でき
ました。ラジオ体操参加のメリットはたくさんあ
りますが、⼀番は何と⾔っても季節の移り変わり
を実感できることです。冬⾄の頃は真っ暗ですが、
少しずつ夜明けが早くなると、着ているものも⼼
も軽くなります。台⾵や⽼⽊化で桜の⽊は本数こ
そ減りましたが 3 ⽉下旬には満開になり、その後

 近 況 
新聞への投稿        頭井佳子（羽淵） 

JR の売り上げに貢献        大杉治司 

百舌鳥・古市古墳群を歩いて     蔵口康裕 

万代池のラジオ体操        岡山保美 
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は藤の花が咲きます。ご近所にお住まいの⽅は、
ぜひ⼀度ご参加ください。 
 
 
15〜30ｃｍの⾄近距離（密接）で仕事（⻭科医師）

しています。コロナ禍の 1 年半、幸い罹患せずに
今⽇に⾄りました。感染に対して、正しく恐れ、防
御する事が、肝要です。マスク（仕事中はフェイス
シールドも）、⼿洗いの徹底、密封、密集の回避に
留意し、何よりも免疫⼒を⾼めていくことが、⼤
切です。その為に必要にして充分な⾷事、睡眠、運
動を忘れずに。 
ワクチン接種も始まり、あと半年の⾟抱でしょう。

来春に北畠で皆さんと元気に会えますように。 
 
 
そろそろ 50歳にもなろ

うかという頃、かみさん
から「趣味も持たない
で、仕事ばっかりしてい
ると定年後は何もするこ
とが無くて、ボケるよ」
と⾔われた。「それでは」
と始めたのが茶道（江⼾
千家）。また、お茶の仲間
の⼀⼈から誘われて始め
たのが安来節の踊り（ど
じょうすくい）と唄と三
味線。いずれも仲間と⼀
緒にお稽古をするのが楽しくて、そしてお茶席で
お点前をしたり、踊りの舞台発表にも参加したり
してきた。しかしコロナ禍の下では、外出を⾃粛
せざるをえなく、家で⼀⼈さびしく練習をしてい
る。早くみんなと⼀緒に、お稽古や発表ができる
⽇が来るのを待ち望みながら。 
 
 
世界中が⽬に⾒えない敵に脅かされる現在。コロ

ナに感染して⼊院不可ならあちらの世界に⾏くか
も。でもやり残していること、整理処分しなきゃ
いけない物沢⼭あり、まだ死ねぬ。 
 昨年のマスク難⺠の時より趣味と実益兼ね布マ
スク作りに精を出し､800枚位。孫が「おばあち
ゃんみたいにマスク売ってお⾦持ちになる〜」と
⾔ったそうで、「やめとき。ミシンより勉強しと
きー」と。⼩物作り、ガーデニング、読書と退屈
することはないけれど、⼝、⾜、頭が退化しそ
う。ワクチン接種が済み、マスクなしでおしゃべ
り、会⾷が出来る⽇を待ち望むばかりです。 
 
 
新型コロナ下、住中 15 期辻勲先輩からサイン付

きで 35 年位前にいただいた料理の本で料理作り
をしています。ネットでもたくさん取り上げられ
ていますが、やはり上品でおいしく仕上がりま
す。 
5 ⽉ 19⽇に職場の
特別養護⽼⼈ホーム
でワクチン接種を受
けます。2022 年 1 ⽉
には住⾼ 21 会ができるようかんばりましょう。 
 
 
⼀昨年末から続くコロナ禍で、⼩⽣夫婦と⼦供達

の家族は感染せずに過ごせています。 
しかし遠⽅居住の家族は帰省が不可で 1 年半程

会えていません。⼩⽣は現在仕事をせず、⾃宅で
規則的に過ごしています。外出⾃粛中ですが、今
春は⽇帰りで京都市内の古寺などを⾒学し、満開
の桜も楽しみました(密は避けながら)。引き続き
感染予防に努めます。昨年に古来稀な七⼗歳とな
り、まだ 10 年以上を元気に⽣きたいです。⼩⽣
の趣味は脳活パズルとナンプレに毎⽇取り組み、
近隣での散歩です。皆様もどうぞご健勝でお過ご
しください。 
 

至近距離（密接）での仕事     福地隆治 

私の趣味             西川 廣 

ステイホームの日々     川北和子（伊藤） 

料理しています          元木幹治 

脳活パズルとナンプレ       寺尾 章 
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近況と住⾼近隣の思い出、近年訪れた所などを
短歌にしました。写真は⽊曾⾚川鉄道の駅付近と
浅間⼭です。 
① コロナ禍の⽇々を

過ごすDIY今⽇の
作品明⽇は材料 

② ⽼健のリモート⾯
会⺟は⾔うこちらは楽しみ⾊々してる 

③ 同窓と通いし道は住吉の桜降る坂懐かしの坂 
④ 同窓の彼岸の友に送らばや 2１の会の再開メ

ール 
⑤ 桜咲く懐かしの園万代池臨

ます館は⺟居る施設 
⑥ ⽊曽路来て森林鉄道⼆⼈乗

る紅葉時⾬に檜の⾹り 
⑦ 浅間⼭裾野紅葉に染める頃
⻤押し温泉⼀時憩う 

 
 
 
⾝近におられる⽅と占いゲーム？を、ご⼀緒に

どうぞ。 
携帯・硬貨・ドリンクを机上に、閃いた順で横

⼀列に並べ、次の⼿順で動かしてください。 
¨ 携帯を右隣りの物と⼊れ替えてください。も

し、右隣りがなければそのままで。 
¨ ドリンクを左隣りの物と⼊れ替えてくださ

い。もし、左隣りがなければそのままで。 
¨ 硬貨を右隣りの物と⼊れ替えてください。も

し、右隣りがなければそのままで。 
¨ 真ん中の物はもう不要、よけてください。 
¨ 残りの 2 つの左右を⼊れ替えてください。 
¨ 右にある物は右⼿で、左にある物は左⼿で持
ち上げてください。 

¨ 左⼿にある物を降ろしてください。 
¨ では、右⼿にあるドリンクで、住⾼ 100 周年

に乾杯！ 
運が付いている⼈は、右⼿にドリンクをお持ち

のはず。セルフワーキングマジックの⼀つでし
た。100 周年のご⽀援お願いします。 
 
 
⻑いコロナ禍で、吟⾏どころか相変わらずの⽇ 
常⾵景に埋没する中で「凡⼈の第４位」には拙い
俳句をひねり出すヒントも得られず気⼒もない毎
⽇。2010 年前後にＮＨＫで放映されたスペシャ
ルドラマ「坂の上の雲」をＮＨＫオンデマンドで
再⾒しておりました。⽇露戦争を⽇本勝利に導い
た秋⼭好古、真之兄弟と、幼馴染で近代俳句の創
設者ともいうべき正岡⼦規との三⼈の⻘春時代を
描く第⼀部が絶賛です。もちろん司⾺遼太郎によ
る原作が渾⾝の名作だからですが、脚本も演出も
⾳楽もロケやセットも、そして俳優さん（名だた
る役者さんがチョイ役や憎まれ役で出てます）や
裏⽅さんやエキストラまでもが「この作品に関わ
れることが名誉だ」と皆が思って参集してるのが
⾒てとれます。 
そして原作の司⾺が、近代⽇本国の⻘春時代と
捉え、三⼈の主⼈公の⻘春期とダブらせている明
治の中頃を描く第⼀部の掉尾を飾る第五話に、感
涙を禁じ得ない、胸が締め付けられるような⼦規
の句が登場します。⼦規は帝国⼤学を中退し、俳
句や短歌に関する評論などを「新聞⽇本」に発表
して⽂芸活動を開始、⽇清戦争が勃発すると記者
として従軍しましたが、その帰路、肺結核を発病
してしまいます。我が兵庫県は須磨での治療のか
いあって⼩康を得、当時、たまたま松⼭中学の英
語教師として赴任していた帝国⼤学時代の同級
⽣、漱⽯・夏⽬⾦之助の下宿の階下を間借りし
て、郷⾥松⼭で療養⽣活を送ります。そして⼀時
は快⽅に向かい、帰京の途中、奈良に⽴ち寄って
作った句が有名な「柿くへば鐘がなるなり法隆

 

コロナでも俳諧【長文ご免】    浦杉圭作 

近況を短歌で           溝口三郎 

セルフワーキングマジック     八尾 隆 
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寺」。これは法隆寺の茶店で柿を⾷べてたら鐘が
なって、その⾳にしみじみと秋の⾵情を感じた、
っていうだけの、だけの、って⾔うたらアキませ
んが、そういう句です。⼀瞬、⼀情景をそのまま
切り取った「写⽣」というか、技巧も⼿練⼿管も
何もない。けど、その外連味なくスッと滑らかに
詠んでいるからこそ枯れた落ち着いた秋の⾵情を
より感ぜられるのではないかと思います。秋の
空、柿の⾊、鐘の⾳。⼀幅の絵、俳画そのもので
すね。柿の味(味覚)、匂い(嗅覚)。「柿を⾷べた
ら鐘がなるねん」っていうユーモアも隠れてるっ
ていう評もあるようです。でもまぁ、いくら名句
でもこの句では「感涙」は出ませんわね。 
帰京後、やがて⼦規は結核が脊椎カリエスに進

⾏して寝たきりとなります。当時は、結核は「国
⺠病」「亡国病」と呼ばれ死因の第 1位。今の癌
よりはるかに恐れられていたものですが、それの
進んだカリエスは正に死に⾄る病。恢復は望め
ず、激しい痛みの中をあとどれくらい⽣きられる
か、という状態でした。そんな折、幼馴染で東⼤
予備⾨時代からの半⽣を通じて親友の秋⼭真之が
海軍の従軍武官としてアメリカに赴任することと
なり、根岸の⼦規の病床に⾒舞を兼ねて挨拶に訪
れます。共に、末は博⼠か⼤⾂か、と⼤望を抱い
て上京し、その後それぞれの境遇から進路は違え
たけれども、切磋琢磨しあい、それぞれの道でこ
れまで着実に⼈⽣の駒を進めてきた親友でありラ
イバルの⼆⼈です。時に三⼗歳。進む道程がはっ
きり⾒えてきたばかり。⽚や海軍きっての秀才と
⾔われ、⾔わば⽇本の⾏末を左右する期待の星。
⽚や俳句や短歌といった⽇本の短詩型⽂学に新し
い⾵を呼び起こした、⽇本⽂芸の若き旗⼿。それ
が・・・それが・・・無慈悲にも病魔に侵され、
道半ばにしてその⼤志を絶たれんとしている。真
之は⼦規をなぐさめ、いたわり、はげまし、⼦規
は真之を羨みつつ彼の栄転を共に喜ぶ。そして真
之が⽶国に⽴ったあと、⼦規は新聞⽇本に真之へ
の送別句を載せます。 

 送秋⼭真之⽶国⾏ 
 君を送りて思ふことあり蚊帳に泣く 
僕も泣きました。テレビを⾒ていて僕も泣きま

した。今、これを書いていて、また泣いていま
す。 
新型コロナで、亡くなった⽅はもちろんです

が、そうでなくとも結婚や就職、進学、成⼈式や
修学旅⾏、運動会や発表会、職場や収⼊を失った
⽅々がどれほど居られるか⾒当もつきませんが、
新型コロナがなくっても⼈⽣にはいろんな障害が
起こり、障壁が⽴ちはだかります。時には泣かざ
るを得ない場⾯もあるでしょう。でも泣き⽌んだ
ら、また再び、誇り⾼く歩きはじめましょう。あ
の「坂の上の雲」をめざして。   

←わぁ、かっこいい！ 
⼦規は、この 5 年後に息を引き取りますが、亡

くなる間際まで激痛に耐えながら俳句を詠み続け
ます。時には⽣を名残り惜しむように。時には冷
静に⾃分を⾒つめ。そして時には滑稽味も交え
て。 
題を「コロナでも俳諧」としましたが、「転んで

も徘徊」かもしれません。 
 
 
 

[特定寄附] 寄附⾦控除を受けることができます 

銀⾏ 三菱 UFJ 銀⾏ 

⽀店名 北畠⽀店（店番 556） 

⼝座番号 普通：0158524 

⼝座名 ⼤阪府⽴住吉⾼等学校創⽴ 100 周年記念会 

 

 

 

 

 

郵便局からは同封の振込用紙をご利用くだ

さい。詳細は、同窓会ホームページでご確

認ください。（右 QRコードから） 

封筒の宛名⾯に印字されている４桁の個⼈番号と卒業期

を振込⼈⽒名の前に必ずご⼊⼒ください。 

例：21 期 住吉太郎 （個⼈番号 1234）さんの場合 

  ⇨ 1234-21 スミヨシタ（⼊⼒は 12 ⽂字まで） 

住吉高校 100 周年特定寄附銀行口座 
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