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Vol.2 2021 年 11 ⽉ 10 ⽇発⾏

住⾼ 21 会 会報
年明け恒例の大阪・東京 21 会中止決定
6 ⽉に 21 会の会報第１号を発⾏し、コロナ禍で

ご確認ください。

なかなかお会いできない⽅々の近況等の報告をさ

住⾼同窓会では、期会活動活性化のために⽀援が

せていただきました。8 ⽉下旬に幹事の皆さんと

始まりました。⼀つは、期会の開催通知や期会報

リモート会議を開催し、年始に⾏っている恒例の

の発⾏にかかる郵送費補助（⼀⼈当たり 100 円以

東京・⼤阪 21 会は、残念ながら 2021 年度も開催

内の実費）で、もう⼀つは北畠会館（同窓会館）使

しないことに決定しましたので、今回第２号の会

⽤時に必要な維持協⼒⾦の免除です。前者は寄附

報を発⾏することにしました。幹事がメールアド

や個⼈年会費の納⼊のための振込⽤紙の同封、後

レスを把握している⽅々に、近況報告などの寄稿

者は組織として 100 周年事業に寄附を⾏うという

をお願いしたところ、多くの⽅々から原稿をいた

条件がありますが、21 期は両⽅とも条件を満たし

だきました。ありがとうございます。

ておりますので、早速今回の会報発送やそのため

第１号で⺟校 100 周年事業へのご寄附をお願い

の作業に利⽤しております。

しましたところ、多数のご協⼒を賜り、貢献度の

新型コロナ感染が収まりつつあるといえども、ま

⾮常に⾼い期となっております。詳細は、同窓会

だ特効薬が出現している状況ではないので、我々

事務局⻑の秋元さんの報告をお読みください。ま

⾼齢者は⾃分⾃⾝で危険から遠ざかる⼯夫が必要

だ募⾦活動は続いておりますので、寄附をお忘れ

です。⼤胆かつ慎重に⾏動して、残りの⼈⽣を⼤

の⽅や追加をお考えの⽅は、ぜひご協⼒をお願い

いに楽しみましょう。住⾼同窓会の個⼈年会費

します。また、幹事の皆さんの賛成を得て、21 会

（\3,000）だけでなく、21 期の年会費（\1,000）

から 10 万円を組織として 100 周年に寄附させて

の納⼊もよろしくお願いします。

いただきました。蔵⼝会計からの中間決算報告で

住吉高校創立 100 周年

代表幹事：元⽊幹治（⼤阪）
・⼭中英幸（東京）

ご寄附のお礼と再度のお願い

21 期の皆さんからはすでに多くのご支援をいただき誠にありがとうございます。しかしながら、まだ
目標金額には届いていませんので、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、法人は全額経費算入、個人は寄附金控除が受けられます。銀
行からの振込方法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。
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
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場としても使える環境づくりに貢献しています。
⼈⽣百年の時代といえども、元気に慶事の百歳

連絡事項

を祝えるというのは稀有なことです。⾃分たちが
⻘春を過ごした想い出あふれる住⾼の良さをさら
に⾼められるよう、実⾏委員⻑として重ねて引き

来年は寅年 住高誕生 100 年の年
⼋尾

続きご協⼒宜しくお願いいたします。

隆

分かりやすく教える⼯夫は得意でも、⼈を動か
すのは苦⼿。同窓会の役員など務まるはずはない
と固辞したものの、当時の同窓会運営の窮状を
21 会の有志から聞いて、しぶしぶ引き受けて早 3
年。改めて感じることですが、21 期は本当に素
晴らしい。残念にも昨秋逝去された⽊村隆君はじ
め、21 期は同窓会役員や委員、事務局、各クラ
ブの幹事、さらに東京同窓会の役員として、多く
の⽅が活躍されています。皆さんのおかげで私も
何とかここまで来られました。本当にありがとう

2021 年度の中間収

会計中間報告

⽀計算書を作成しま

会計

した。当中間期の収
⼊は年会費収⼊ 43 千

円でした。複数年度の会費を納めた⽅も含め
て、36 名の⽅に納めていただきました。複数
年度の会費については私のほうで管理していま
す。
住⾼２１会

2021年度 収 ⽀ 計 算 書 (中間)
（2021年4⽉1⽇〜2021年9⽉30⽇）

ございます。

（単位：円）

住⾼は⼤好きで想い出もたくさん。体育祭での
仮装⾏列や終了後のファイアーストームにテネシ

蔵⼝康裕

科

⽬

⾦

額

備

考

（収⼊の部）

ーワルツなど、書き始めたらきりがないので、こ

年会費収⼊

43,000

こでは割愛。12 ⽉頃発⾏の同窓会臨時増刊号に

受取利息
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収 ⼊ 計

43,001

36名

書かせていただきますので、よければお読みくだ
さい。
その懐かしい住⾼の百周年を祝う寅年が⽬前、
皆さんの多くが年男・年⼥の年です。既に 21 期
の多くの⽅からは、周年事業に対し熱いご厚情を

（⽀出の部）
寄

附

⾦

印刷・郵送代
⽀払⼿数料

100,000
62,554

100周年特定寄附⾦

会報第１号

980

いただき、本当に感謝しております。おかげで、
⾷堂リニューアルの⼀期⼯事が今夏完了しまし
た。1 階が⾷堂、2 階が視聴覚教室の独⽴棟は、
私たちの卒業後の校舎全⾯改築⼯事で昔の体育館
辺りに建てられたもの。1 学年全員で講演会など
開ける場所がないという学校の悩みを解決すべく
リニューアル。視聴覚教室と⾳声・画像で⼀体化
して講演や説明会に使え、空調設備も整えた多⽬
的教室仕様に進化し、おしゃれで明るいカフェの
ような雰囲気に⽣まれ変わりつつあります。講義
はもちろん、⽣徒たちが楽しく語り合い、⾃習の

⽀出 計

163,534

当期収⽀差額

-120,533

前期繰越収⽀差額

272,663

次期繰越収⽀差額

152,130

⽀出の主な項⽬は、住⾼ 21 会幹事会で決議し
た住吉⾼校 100 周年特定寄附⾦の 100 千円と
今年の 6 ⽉に発⾏した会報第 1 号の印刷・郵送
代 62 千円です。住⾼ 21 会の活動原資は皆さん
からの会費ですが、新型コロナウイルスの影響
でしばらく集会での懇親会を開催していません
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ので年会費の集まりが悪く、⾚字決算となって
います。この状態が続くと活動継続が難しくな
りますので、まだ今年度の会費（年１千円）を
納めておられない⽅はぜひ納⼊してください。
よろしくお願いします。

⻄ 秀訓

21 会費（1,000 円）納入のお願い

さん

【旭⽇中綬章】

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。
2021 年秋の叙勲におい

【ゆうちょ銀行から振り込む場合】
⼝座番号：記号・番号 14150-77148951

て、経済社会の発展に対

加⼊者名：住⾼ 21 会 会計 蔵⼝康裕

する寄与が特に⼤きい

【全国の金融機関ＡＴＭから振り込む場合】

企業の最⾼責任者が対

銀⾏名：ゆうちょ銀⾏

象となる旭⽇中綬章を、

店名：四⼀⼋店（ヨンイチハチ店）

元カゴメ社⻑の⻄秀訓

⾦融機関コード：9900

店番：418

さんが受章されました。おめでとうございます。

預⾦種⽬：普通 ⼝座番号：7714895

21 期のメンバーが叙勲されたことは、たいへん嬉

加⼊者名：住⾼ 21 会 会計 蔵⼝康裕

しく、舎林の⼭⽥ （阪井）さんにご協⼒いただい
て、お祝いとして漆器を 21 会からお送りしました。

100 周年寄附状況
秋元正久

21 期⽣の 100 周
年記念事業への
ご寄附の状況を
お知らせします。

皆様⽅からのご⽀援ご協⼒、本当にありがとう
ございます。
他の期との⽐較において、遺産から超多額をご寄

2021 年 11 ⽉ 2 ⽇時点において、⼀般寄附が 69 ⼈

附いただいた⽅の期がありますので、⾦額ではト

から 1,302 千円、特定寄附が 59 ⼈から 2,799 千円

ップではないのですがベスト３には⼊っています

で、
合計 128 名から 4,101 千円となっております。

し、寄附者⼈数においては断然トップです。

両⽅にご寄附をいただいた⽅もいらっしゃいます

ちなみに同窓会館を建設した 80 周年の時には、
10 期⽣が 218 名 1300 万円を寄附していました。

ので寄附者の実数は 104 名です。
⼀⼈当たり寄附額の平均値は 4 万円弱ですが、

15 年ほど前（同窓会の 80 周年なので学校より 4

中央値は 1 万円です。分布表を⾒ていただくとわ

年遅れになります）なので 10 期はちょうど 65 歳

かりますが、多額の寄附をしてくださっている⽅

くらい、脂の乗り切った時期ですね。21 期⽣の実

が複数いらっしゃいます。

績は 139 名で約 350 万円でした。

寄附⾦範囲

寄附⾦

10万円以上

\2,722,000

⼈数
11名

⾼齢者の仲間に⼊るので、⺟校の周年事業に協⼒
できる機会も少なくなると思います。寄附⾦額で

5万円以上~10万円未満

\250,000

4名

2万円以上〜5万円未満

\485,000

20名

1万円以上~2万円未満

\590,000

57名

1万円未満

\54,000

12名

\4,101,000

104名

計

来年は 6 回⽬の当たり年、あっという間に後期

は 80 周年を超えていますので、寄附者⼈数でも
何とか 80 周年を超えたいと思いますので、ぜひ
ご協⼒をお願いします。
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⾐装もそれなりです。⼈は⽐べられないとこんな
に⾃由で⼼が安定し仲良くなれる。⽬指すは前回

寄稿（近況等）
退職後のシャンソン

近藤裕美（髙田）

の⾃分より少し上達することです。
コロナで、この⼆年発表会が延期になっています。
練習中の『アコーディオン弾き』をいい緊張感を
持って気持ちよく歌える⽇が待ち遠しいです。

定年 1 年前に退職するこ

（写真は前回の発表会で『わが麗しき恋物語』を

とを決めて、時間に追われ

歌ってる私です。⽩⿊でぼんやりしているのは粗

る⽣活から解き放たれた

隠しです）

ら少しゆったり休んでか
ら何をするか考えようか

私の小さなピオトープ

とも思いましたが、同僚に

何年か前、私は庭に⼩さ

「あなたはマグロと同じ

な池のようなものをつく

で⽌まると危ない」とアド

り、農業⽤⽔路ですくった

バイスされ、確かにと納得。退職直前の 3 ⽉に⽬

メダカや藻を⼊れ、友⼈に

に留まった「シャンソン教室」のチラシに、これだ

貰ったアサザを浮かべ、鉢

と決めました。

植えのカキツバタを沈め

仕事がら喉を傷め慢性嗄れ声で、辞めたら歌を気
持ちよく歌いたい欲求はありました。また、誕⽣

竹嶋百合子（中尾）

て、密かに私のピオトープ
と呼んでいました。

⽇の 7 ⽉ 14 ⽇が「パリ祭」でフランス建国記念

以来毎年初夏になるとカキツバタが咲き、藻の⽩

⽇、と⼩さい頃に知り、シャンソンに⼀種の憧れ

い清楚な花が咲き、⻩

を感じていたのも確かです。

⾊いアサザの花も咲

以来、⽉ 2 回ゆるく楽しく、習い事で唯⼀現在ま

くようになりました。

で 11 年半続けられています。

が、何より嬉しいのが

改めて、続けられているのはどうしてか考えてみ

メダカの稚⿂が泳ぎ

たら、⼆つ思い当たりました。

まわるのを⾒る時で

⼀つは「シャンソン」の魅⼒です。
「究極の歌はシ

す。なんと可愛い！

ャンソン」といわれる如く、歌詞が物語⾵で⼈⽣

シオカラトンボの⽻

を表し、そこに感情移⼊しやすいのです。歌いな

化をみて感激した事

がら、琴線に触れ、泣き出す⽅もいました。発表会

もありました。

では、テクニックを越えた歌い⼿からにじみ出る
表現に感動します。地声で歌えるのも⼼から語れ
る魅⼒です。

今年はシオカラよりも
っと⼤型のヤゴの抜け殻

⼆つ⽬はこの教室の居⼼地の良さです。「いい声

がカキツバタの葉につい

だねえ、シャンソン向き‼」「語るのがうまいね」

ていたのですが、⼀体何

と M 先⽣はほめ上⼿で、それぞれの個性を認めな

トンボでしょう？

がらアドバイスを少し加えて下さいます。そして、

ンボも遊びに来るように

構成メンバーが華美でなく、発表会の時の化粧も

なり、私の⼩さなピオト

アメ
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ープは⼤盛況です。

『春秋想雲』

溝口三郎

私は雲が好きです。⽩

か⾟く⾯⽩くありません。少しづつやりはしてい

雲です、⼣⽅の茜雲や朝

ますが。

焼け雲もよいですが、や

個性的ではないかなと思っていることとしては

はり春、秋の⽩雲が、特

世界歴史年表作りとハリーポッターの原書を読ん

に。

で⽇本語訳⽂を作っていることがあります。歴史

秀麗な流れに希望と夢

を勉強するとためになると皆さんおっしゃいます

を追いかけるようで⽩

が、裏切りや⼈殺しだらけで私はその虚しさに辟

雲を⾒るのが好きです。

易しています。ハリーポッターは英語の単語の多

何故⽩雲かと⾔うと、

さに驚いています。まあ何でも続けることはいい

35 歳の頃初めての海外

ことなんでしょうけどね。

出張で、⾶⾏機で雲の上

皆さんも何か⾯⽩いと思っていることがあれば

を⾶んでいた時に、⽩雲の雲海が陽光で虹⾊に輝
き、海外出張の不安を消してくれたからです。
夏の積乱雲も雄⼤な形で⽩⾊の間は好きですが、
灰⾊になり雷雲になると駄⽬です。

英語教室やってます

宮脇恭子（石田）

近況ですが、普段から出不精なせいもあってコロ

三重県の相可町と⾔う所に天啓の⾥と⾔う公園
があります。単⾝赴任の時にその公園で草上に寝
て終⽇⽩雲を⾒上げていた事を、この頃の秋雲を
⾒上げて懐かしいです。
私のコロナ禍の暮らし方について

是⾮教えて下さい。

ナ禍でもマスクをつける以外変わったことはあり
ません。
五年前から英語教室をやってますがそれも変わ
らず続けています。さすがに去年の緊急事態宣⾔

播磨 眞

みんな⼤体同じようなことをされているのでは
ないかなと思いますが、⼀応お話しをしてみま
す。
コロナ以前の暮らしでは、刺激が⽣活のアクセ
ントとなり、マンネリ解消、⽣活の質の改善に繋

の時はやめようかと思いましたが、保護者の要望
もあってオンラインでやりました。 zoom も初体
験しました。
皆様が感染せずまた同窓会でお⽬にかかれるこ
とを楽しみにしています。
温泉旅行が楽しみ

豊⾒ゆり（北川）

がっていました。ところが今は刺激を得ること、

皆様、ご無沙汰し

とても難しくなっています。せいぜいスーパーで

ています。北川ゆり

の買い物、インターネット・テレビ鑑賞、散歩程

です。

度かと。ゴルフや登⼭等、屋外スポーツをする⼈
は多少ましかと。
私は海外旅⾏が⼤好きで、今はそれができない

⼤学 3 年で結婚し
ました。卒業してか
ら今まで広島で暮

のがとてもつらい。スマホ写真やパソコンの⽇替

らしています。⼦育てをしながら、薬剤師として

わり壁紙で思い出して楽しむ程度かと。

夫の実家の薬局で働いていました。

断捨離も結構エネルギーがいるので⽼体には些

36 歳の時「もやもや病」
（徳永英明もこの病気で

6
が先輩の堺屋太⼀であることは周知のことだ。
1976 年（昭和 51 年）に経済企画庁の官僚であっ
た彼が未来予測⼩説の題名として「団塊の世代」
したね）による脳梗塞を発症し、右半⾝⿇痺、運動
性失語となりました。⻑男が 13 歳、次男が 12 歳
の時でした。

を著した。
（厚労省は「団塊世代」としている）
ご存じの⽅も多いだろうが「団塊の世代」とは
1947 年（昭和 22 年）〜1949 年（昭和 24 年）⽣

夫は今でも現役で薬局、薬剤師会と忙しくしてい

まれ、つまり我々より 1〜3 歳上の⼈たちのことを

ます。次男が薬剤師となり家業を継いでいます。

⾔い、いわゆる第 1 次ベビーブ−ムと⾔われた世

コロナ禍の前までは、シニアカーで近所のスーパ

代の⼈だ。その 3 年間は毎年 260 万⼈以上の出⽣

ーなどに買い物に⾏ってい

数で、1 年後の我々1950 年（昭和 25 年）⽣まれは

ました。⾔葉はしゃべれな

2,337,507 ⼈だった。つまり同学年は 233 万余⼈

くても買い物はできるので

がいるのだ。

すよ。年に⼀度、夫と九州の

因みに 2020 年（令和 3 年）の出⽣数は 840,835

温泉に旅⾏に⾏くのを楽し

⼈、コロナ禍の今年は 70 万⼈台と⾔われている。

みにしています。

（約６％が⽣殖補助医療による）

早く以前の⽣活が戻るこ

団塊の世代が誕⽣したのは、まさしく第 2 次世界

とを願っています。

⼤戦の結果である。1945 年（昭和 20 年）8 ⽉終戦
を迎え、多くの男性が戦地より帰国。その 2 年後

「団塊の世代」から−１歳の我々

藤原卓夫

の 1947 年（昭和 22 年）より起こったベビーブー
ム、当然の成り⾏きと思う。

住⾼ 21 期の同窓会誌に寄稿させてもらいます。

昨今 2015 年問題、2025 年問題と⾔われるのは、

それは、考えてみると読者がみな同い年であるこ

団塊の世代が 2015 年には前期⾼齢者（65〜74 歳）

とである。これは⼀⾒気楽なようで気も使う。何

に到達し 3300 万⼈が⾼齢者になったこと、さらに

故かというと気⼼知れた同じ学び舎の友ゆえ、

10 年を経た 2025 年には団塊の世代は後期⾼齢者

少々の間違いは容認してくれるだろうという思い

（75 歳〜）となり、⾼齢者は 3500 万⼈、後期⾼

と、気⼼が知れているので⾟辣な合いの⼿も覚悟

齢者だけでも 2200 万⼈になることだ。
（⼈⼝減少

して書かなければという思いが交差しながらこの

といっても欧州主要国の⼈⼝は 6000 万⼈前後、北

⽂章を書いている。

欧は 500〜900 万⼈）

本題に⼊る前に⾃⼰紹介だが、私は昭和 51 年に

「団塊の世代―１歳」の我々もフルリタイアーさ

医学部卒業して産婦⼈科医として 45 年間臨床医

れ、年⾦⽣活の⽅もおられると思う。2020 年の平

として働き、現在も現場で分娩・⼿術・⿇酔に⽴ち

均寿命は男性 81.64 歳、⼥性 87.74 歳だ。まだま

会っている。出産に⽴ち会う仕事ゆえ、⼈⼝問題

だやりたいことをするには時間はありそうだ。

に⾮常に興味を持っている。何故かといえば年代

⾜し算の⼈⽣から、引き算の⼈⽣へ、競争の⼈⽣

別⼈⼝の推移と社会保障は⾮常に密接に関係して

から共⽣の⼈⽣へ、アナログの⼈⽣からデジタル

いると考えるからである。いまや国の歳出の 34％

な⼈⽣、with コロナから after コロナへのチェン

になる社会保障を⾒据えながら、昭和 25 年⽣まれ

ジが必要だと痛感する。今後の余⽣、71 年の⾊ん

の我々の今後を考えてみたい。

な経験を活かし毎⽇を健康で楽しく⽣活したいも

「団塊の世代」という⾔葉を唱えたのは、われら

のだ。
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それには⽇頃の体のチェック忘れずに、積極的に
健康診断受け、ワクチン接種も積極的に受けるべ
きだと思う。
（肺炎球菌ワクチンは 65 歳で接種し
たらもう⼀度、帯状疱疹ワクチンも接種勧めます。
）

⽌、昭和 55 年の平野線廃線(記念ドラマ〜平野線

同級⽣故気ままに思いのまま書きました。データ

の⼥? 主演桃井かおりを⾒ましたか)、新⾞両ニ

は主に厚⽣⽩書からの引⽤です。⻑々と駄⽂を書

ュートラムの投⼊、住吉公園駅の撤廃等々があっ

いてしまいました。ご意⾒ご批判承れば幸甚です。

た。最近では恵美須町駅の駅舎撤去に驚かされ

takuoasagirihp@gmail.com

た。
住⾼といえば北畠駅。ホームから下りて、新幹
線と同⼀の広軌レールを越え、阿倍野神社⽅向に

阪堺電車チン電に思うこと〜

井上 修

中学は平野線で 3 年、⾼校は上町線で 3 年と、

なだらかな坂を上っていく。今は⽴派な住吉⾼校
同窓会館が⽬印。建物は変わっても道は変わら

学⽣時代はチン電に乗り続けた。考えてみれば、

ず、ゆっくりと歩けば⼊学当時の鮮明な記憶が蘇

60 年近くこの電⾞に馴染んでいることになる。

る。

明治 33 年に⾺⾞鉄道として天王寺〜東天下茶屋

コロナ禍のお⼿軽レジャーのお勧めですが、阪

間で運⾏を開始したとされる、⽂字通りの⾛る⽂

堺電⾞天王寺駅発の浜寺公園前⾏きに乗れば、

明開花。中学⽣当時の平野線には、前に泥よけの

230 円で数⼗分間のミニトリップの始まりです。

鉄柵がついたクラシカルで優美な⾞輌が⾛ってい

終点の近くには、南海本線の浜寺公園駅が設⽴当

た。それは明治 44 年製造の英国産だったのだ

時のまま保存され、中に⼊れば明治時代のハイカ

が、あの頃のチン電の網棚越しに⾒る⾞内広告に

ラさん気分になれそうだ。

は葬儀社の忍草俳句があり、季節感を感じさせる

創⽴ 100 年を迎える府⽴住吉⾼等学校と、それ

味わいがあった。⾞内は冷房こそなかったが、冬

以前からも運⾏されていた阪堺電⾞のチン電。僕

の⾞内は暖房で暖か。今もモ 161 型⾞(昭和 3 年

にとっては今も⼤切な存在となっている。

製造)が、現役電⾞国内最古記録の更新を続けて
いる( 夏期を除いての運⾏ )。

住吉の岸の姫松（長文ご免）

浦杉圭作

ホン五⼗年ちょっと前の話、僕が住んでたのは
芦原橋。校区の中では北の端っこ。住⾼へは、初
めは南海電鉄汐⾒橋線の「芦原町」駅から乗って
「帝塚⼭」へ、のちにＪＲ環状線の「芦原橋」駅
から乗って「天王寺」で上町線に乗り換え「北
畠」へ。そこから歩いて通ってました。その⾏動
範囲は、汐⾒橋線の「岸⾥(今は岸⾥⽟出という
らしい)」
「住吉東」上町線の「姫松」
「北畠」の
四つの駅を囲んだ線の中だけが「住⾼⽣の浦杉君
（安⽥泰幸さんの作品）

現在は南海電⾞系列となって久しい阪堺電⾞だ
が、120 年を越す歴史の中で、上町線中道駅の廃

の世界」の全てでした。わずかに南は住吉神社、
東は霊感⼠(そんな資格しらんけど)⽥中佐和さん
の家のあった万代池、北はダルニーのカレー屋
(⼟曜⽇の帰りによう⾏った)がはみ出てるぐらい
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けど、カレーそばだけはカレー⽫にそば２⽟⼊れ
てくれてカレーかけて、うどん汁をちょっとだけ
かけてくれんねん。何とも⾔えん好きやったな
で。コロナ禍でヒマーな毎⽇、その辺の地図を⾒

ぁ。僕はやっぱり「君の膵臓」より「カレーそば

ていて、僕が住⾼⽣時代いかに狭い世界で⽣きて

⼤」が⾷べたい。

いたのか、と愕然とせざるを得ません。地元出⾝

「万代池」は、アリスのベーやん堀内孝雄がピ

の皆さんの⾏ってた⼩学校や中学校、会話に時々

ン⾼出⾝でラジオのパーソナリティやってた時に

でてくる地名などがホン近くにあったなんて！⻘

よう名前が出てきたなぁ。それから六代⽬笑福亭

天の霹靂(読めるけど書けん)です。

松鶴が住中の近くに住んではった。⽵内⽇出男さ

いや〜地名ひとつ地図⼀⾯で⼀気に 50 年前に戻

ん。ミヤコ蝶々の本名は確か「⽇向」さんいう

れます。次々と思い出し、妄想が⽌まりません。

て、住⾼のグランドの裏？(裏いうたら失礼やけ

ずっと後になって知ることになった梅川の三菱銀

ど)に表札が出てたな。

⾏北畠⽀店猟銃⽴てこもり事件、あれって「北

その、
「北畠」からミヤコ蝶々が住んでた⽅へず

畠」ちゃうやん。
「帝塚⼭三丁⽬」にあった喫茶

っと⼊って⾏ったグランド沿いに「住吉の岸の姫

店。店の名前忘れたけど帝塚⼭学院のお嬢さん御

松」が残ってる、いう話、聞くぅ？(by：こだ

⽤達でオシャレやった。当時としては珍しく「裏

ま・ひびき)

メニュー」があってな、かき氷にチョコレートや

住⾼のある場所は上町台地の⻄端やから古代は

あんこやソフトクリームやフルーツやみぞれや宇

海辺やったいうんは想像できますが。古事記や⽇

治やら全部かけたあって、今でいう⿅児島の「⽩

本書紀にも出てまいります「住吉」
。昔は「すみ

熊」みたいなやつやった。名前は、その盛り込ん

のえ」と読んだんやそうで、住吉⼤社「すみよっ

だアイテム全部の縮めたんを羅列した⻑い名前

さん」は海上交通の神さんですが、和歌の神さん

(これまたオシャレ、忘れたけど)やったと思う

でもあり、歌枕に「住吉の松」と詠まれる景勝地

わ。

でもありました。そして「住吉」
「岸⾥」
「姫松」

部活の帰りにチェリオ 35 円を飲んでた北畠停留

と地名、駅名に今なおそ

所前の柏原⽜乳店。住⾼⾷堂の「カレーそば⼤」

の名を⽌めるこの松。

70 円。⼈気やった「ちゃんぽん⼤」45 円とちゃ

「古今和歌集＝詠み⼈知

うねん。⼥⼦はあんまり知らんやろから⾔うとく

らず」
「伊勢物語＝天皇

と、ちゃんぽんいうても⻑崎ちゃんぽんみたいな

が⾏幸の折」にも詠まれ

餡かけちゃうねん。揚げさんと天ぷらの両⽅とも

たと登場するこの古来有

⼊ってるから「ちゃんぽん」いうねん。当時はう

名な松が、我らが住吉⾼

どん⼀⽟と⻩⾊いそば⼀⽟が同んなし値段やっ

校に残っている、という

て、蕎⻨粉が⼊ってる⿊い蕎⻨は世間⼀般 10 円

ので調べてみることに。もちろんネットでお⼿軽

ぐらい⾼かったやん(知らんがな)。そんで住⾼⾷

に。

堂では、たぬきそば(もちろん⼤阪で⾔うたぬき
そば)ときつねうどんが同んなし値段になるよう
に「そば」は⻩⾊いそば(今にして思えば「姫路
名物えきそば」やね)にしててん。そんで、お鉢
に⼊ってるうどんやそばの「⼤」は 1.5 ⽟やねん

住吉の岸の姫松⼈ならば幾世かへしと問わまし
ものを

−古今和歌集−

我⾒ても久しくなりぬ住吉の岸の姫松いくよ経
ぬらむ

−伊勢物語−

歌意は、住吉の岸の姫松が⼈間やったらお幾つ
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ですかって訊きたいところや、私が前に来たとき
からだいぶたったけど、この住吉の岸の姫松が⽣
えてから、どんだけ経ってんやろなぁ、ぐらいで
すが、太古から「住吉の岸辺の美しい松原」とし
てチョー有名なところやったいうことやねんな。
さらに江⼾時代に刊⾏された名所案内「摂津名

21 期のゴルフ会

岡山保美

ゴルフをしない⼈には退屈な内容になりますが、

所図会⼤成」にも「姫松」の名が⾒え、やがて海

ご存知の⽅々の名前も出てくるのでお付き合いく

が遠くなって松原が松並⽊となり、ついに５本を

ださい。

残すのみとなっても、地元の⼈たちが「岸の五本

初めて開催した 21 会ゴルフコンペは、まだ 30 歳

松」と呼んで⼤切に残してきた、と。それが今

台だったと思いますが、室⽣ロイヤルカントリー

に、住⾼のグランドの柵に沿って残っている松な

クラブで、結構激しい⾬の⽇にも関わらず 30 名く

んですね。残念ながら１本枯れて今は４本ですけ

らいが参加していたと記憶しています。写真が残

ど。こんな話、僕のような遠⽅のガサツなヨコマ

っているはずですが、何処にしまったのか思い出

チに⽣まれ住んでた者には「へえ〜っ」
「歴史や

せません。その後、今まで不定期で思いついた時

ん」
「古雅やなぁ、おいでやす」って話ですが、

に実施してきました。

地元育ちのガールフレンド(えっ？ガール？ガー

半澤俊⼀さんが幹事となって武庫ノ台ゴルフコ

ルやん、なぁ。)らにとっては知られた話のよう

ースやアークよかわゴルフ倶楽部、私が幹事でタ

でして、そんなん「粟⽞」いうお菓⼦ン屋さんの

ラオカントリークラブ、ジャパンメモリアルゴル

熨⽃紙に書いたあるやん、っていう話も凄いと思

フクラブなどで開催してきました。関⻄と⾸都圏

うよね。しかも今では、住⾼がグランド沿いの道

のメンバーが北海道に集合して、⼩樽カントリー

に解説板(⽴て看)たてとりますんで、学校関係者

倶楽部や札幌国際カントリークラブ島松コースで

の⽅々はご存知のことらしく、何のことない、知

ラウンドしたこと、21 会の２回の旅⾏（浜松・焼

らんかったんは僕だけなん？

津）の折に浜松カントリークラブ、静岡カントリ
ということで、
前半にぎょうさん

ー島⽥ゴルフコースでプレイしたこともありまし
た。

放り散らかした⾔

3 年 7 組のメンバーが中⼼で始めた伊勢志摩ゴル

葉(今回は駅名)を

フや、秋元正久さんが中⼼となって⾸都圏在住者

最後に拾い集めて

が茨城県⿅嶋近辺でゴルフをしていたものが発展

いってサゲる、と

して菊地（岸本）映⾥⼦さん地元の富⼠⾒⾼原に

いうのがお笑いネ

集まるようになった信州ゴルフは、宿泊を伴うも

タの⼀つの形でございまして、
「住⾼ 21 会」の皆

のでありますが、多くの⽅々が参加して⻑く継続

さんを⼀旦は五⼗年前に連れて⾏といて、そこか

して開催され、今も伊勢志摩ゴルフは春に、信州

ら⼀気に⼆阡年の「時をかける爺ぃ」をやっとい

ゴルフは夏にと年⼀回のペースで続いています。

てから「バックトゥザフューチャー」してくると

他に、東京多摩地域や千葉房総、⼤阪市南部では

いう『住吉⾼校 時の旅 〜夢の通ひ路〜 』の⼀

少⼈数で集まって、時々ラウンドしています。
昨年秋に有⾺温泉１泊と前後の⽇に周辺のゴル

席でございます。
浦杉圭作 こと 襖 張團治

フ場でのラウンドをセットにして、フル参加や個
別のラウンドを可能としたゴルフ会を⾏いました
が、好評だったのでこの秋も 10 ⽉ 20 ⽇・21 ⽇で
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母校 100 周年
実施しました。

寄附について

寄附については、寄附⾦納⼊者が寄附⾦控除を

初⽇は全国屈指のパブリックコースであるよみ

受けることができる特定寄附と、受けられない⼀

うりゴルフウエストコースで 9 名参加（優勝：半

般寄附があります。特定寄附は、国税局に届けた

澤さん、ベストグロス枡井さん）
、翌⽇はサントリ

内容（⾷堂リニューアルおよび⾷堂周辺の整備事

ーレディースが開催されているチャンピオンコー

業）にしか充当できませんが、⼀般寄附はそれ以

スの六甲国際ゴルフ倶楽部東コースで 17 名参加

外の⽬的（教室の IT 化、記念式典、記念誌、奨

（優勝：秋元さん、ベストグロス合⽥さん）でし

学⾦、北畠会館修繕等）に弾⼒的に充当できま
す。
特に特定寄附⾦が⽬標額にまだまだ達しており
ません。以下に特定寄附の⽅法を記載しますの
で、ご協⼒のほどよろしくお願いします。

＜特定寄附の納⼊⽅法＞
① 郵便局：同封の払込⽤紙をご利⽤ください
② 銀⾏振込
住吉高校 100 周年特定寄附銀行口座
銀⾏

三菱 UFJ 銀⾏

た。昔は 80 台のスコアでラウンドする⼈も多かっ

⽀店名

北畠⽀店（店番 556）

たのですが、最近はベストスコアでも 90 台となっ

⼝座番号

普通：0158524

ています。
コロナ禍にもかかわらず、宿泊 13 名と⾷事 2 名
の 15 名で、
ザ グ
ラン リゾート
「有⾺」で温泉と
⾷事の楽しい時

⼝座名

⼤阪府⽴住吉⾼等学校創⽴ 100 周年記念
会

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）

間を過ごしまし
た。

③ 同窓会ホームページからの決済

参加者（敬称略）は、秋元正久、居村則⼦、⽒原

右記 QR コードからお⼿続きくださ

⾹⼦、⽒原 徹、岡⼭保美、⽊下⼀志、合⽥伸⼀、

い。クレジットカード、コンビニ決済

⽩岩秀介、炭本善博、中⼭広司、埜⽥⼀雄、播磨

等が利⽤できます。ただし、領収証は

眞、半澤俊⼀、藤原卓夫、保地洋志、堀内良⼈、枡

決済業者から同窓会への着⾦⽇とな

井俊⼀、元⽊幹治、⼭中英幸でした。しばらくは続

り、通常２ヶ⽉後となります。今からのご利⽤の

けますので、ぜひ参加希望者はご連絡ください。

場合は、2022 年の寄附⾦控除になり、年明けの確

sumiko.21kai@gmail.com

定申告には間に合いません。2021 年の寄附⾦控除
を希望する場合は①②をご利⽤ください。

