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9 月 4 日 

１ 

暑い中、幹事会に皆様お集まり下さってありがとう

ございました。 

１１月にはたっぷりと楽しませていただきます。 

こうして繋がったご縁も大切に思います。 

今年も盛会でありますように。 

    多田（岸田）みわ子 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２ 

有難うございます。 勿論参加します。楽しみにして

います🎵 

 田中邦彦 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月１８日 

３ 

総会用近況です。 

今回から山内さんへの返信には未記入としました。 

近況 

今年 6 月に次女が脳の再手術したところ、手術がう

まくゆかずに、それまで正常だった右手右足等が、

新たにマヒ状態となりました。 

1 ヶ月で退院が、入院できる限界の 7 ヶ月となり、夫

婦で交代で毎日病院へ通う日々をおくっています。 

入路友明 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

４ 

住吉高校１８期の井戸豊水です。 １８期会の幹事

ご苦労様です。 

メールアドレスの登録の為 本メールを送信します。 

１８期会を楽しみにしております。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月１９日 

５ 

礒田幸太郎 

前略 近況は、週２回の非常勤勤務で、駅へ行くの

に若い方にどんどん追い抜かれ、それでも昔のサッ

カー選手の頃を思い出し、なにくそと、よたよたと無

理をしてエスカレーターを歩いている次第です。いく

ら鍛えてもダメで、本年の夏は大好きなアユ釣りも

一週間に一度行くのがやっとでした。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

６ 

 昨日同窓会の案内いただきました。 

今回は神戸で学会がありついでに寄らせていただ

きます。 

私の住所が間違っていて届くのが遅れたかもしれま

せんが、下記住所です 

山尾（彰） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

７ 

朝苗（益實）です。 

 同窓会の案内もらいました。11 月 23 日出席予定

です。 

現状報告をメールでします。 

１．年金生活ですが、時々のゴルフで体を鍛え、月

に数回のカラオケで喉を鍛えております。 

２．最近東京地区の散歩が少なくなり、寂しくなって

おります。 

以上 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

８ 

同窓会の葉書とメイルの使い分けを明確にしたいで

すね。 

山内さんは、はがきでの出欠、【近況報告】を要求し

てますが、ハガキだと料金がかかりますね。 

出欠、【近況報告】をメイルにするのが良いと思いま

すが、繋がらない人には難しいですね。 

 出席の葉書を返信します。 

【近況報告】は『趣味のゴルフを楽しんでいます。』で

す。 

内芝公宣 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９ 

いつも１８期のメール管理をありがとうございます。 

小生は、アドレスの変更等ありません。 

PS  １０月５日の服部さん講演 北畠サロンには 

    出席を予定しています。案内ありがとうござい

ました。 

２０１９．９．１９   柏原章雄 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０ 

酷暑続きでしたが、台風の後は急に秋の気配を感

じるようになりました。 

影山様はじめ同窓会幹事の皆様にはいろいろお世

話になり、ありがとうございます。 

連絡葉書からパソコンに打ち込むのは、癖字もあり

本当にたいへんですよね。 

しかも漢字、仮名、アルファベット、数字、記号もあり

ホント大変です。 

私もたった 40 名の大学のクラス会の時に苦労した

記憶があり、その大変さ！！は 

凄く分かります。出す方は何気なく書いて出してい

るんですよね。 

 

1 年生の青野先生のクラスの写真懐かしく拝見しま

した。 

何人かのあの頃の懐かしい顔がありました。校門も

懐かしいですね。 
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さて 

11 月 23 日の 18 期会ですが、残念ですが、欠席し

ます。 

盛会をお祈りしております。 

そしてまたメールで様子をお知らせくださるのを楽し

みにしております。 

近況 

そろそろ辞めどきかなと思いながら、趣味で歌、リコ

ーダー、フラメンコをしています。 

そうそう！運転もいつまでしようかなと思いながらで

す。 

平田洋子(宮川) 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１１ 

日頃、会員管理ではお世話になっています。 

お申し越しの内容よく分かりました。ホント 

ご苦労絶えぬお仕事、何卒よろしくお願いします。

貴兄の MAIL と時同じくして山内悦子さんから 18 期

会だより到着しました。お尋ねですが此の返信用ハ

ガキの近況をこのアドレスに転記送信すれば良い

のですね？書き上げ次第お届けします。 

11 月 23 日の道頓堀ホテル出席の予定です。再会

楽しみにしています。 

はっとり拝  （服部巌） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１２ 

浅井（大多和）三津子 

  今回  大谷内さん  小早さん 私三人で司会する

ことになりました。昨年の素敵な台本を基にと思って

いますが  この三人どうなることやら！？  多々失

敗あると思いますが、大目に、そしてお楽しみに❣ 

以上近況報告書いてます。よろしくお願いします。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１３ 

申し訳ありませんが、次回の同窓会、欠席させてい

ただきます。 

気温の変化が激しいこの頃ですが、どうぞご自愛く

ださい。 

本郷（岸本）恭子 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１４ 

塩崎隆信 

メールありがとうございます。 

私のメルアドは変更してません。よく届いてます。 

宛名が塩崎隆信となってまして、１人ずつ送ってる

のですか？大変ですね。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１５ 

ご連絡ありがとうございます。内容了解です。 

昨日出席のハガキを郵送しました。 

楽しみにしています。 

榎俊廣 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１６ 

お世話になっております。 

一応、住高１８期同窓生の平尾誠造です。 

 

大変なことを引き受けての管理ご苦労様です（ご愁

傷様です、と言った方が当たっているのかも。。。) 

同窓会に何ら貢献もしていないのに申し訳ありませ

んが、平尾誠造へのメールが必ず 2 通来ます。 

これを始められた当初は 3 通来ておりましたが、整

理途中で 1 個はダブリ改修されたのでしょうが、ま

だダブっていると思われるのでお知らせだけしてお

きます。 

（急いでチェックする必要がある案件ではありませ

んので気にしないで結構ですが) 

数が増えるといくらツールを使っても管理は大変な

ものですから。。。。 

 

メール連絡は大変ありがたいですね。 

はがき連絡には返事忘れも多いものですから。 

メールであれば、返事が必要なものには必ずお返

事致します。 

 

メール連絡が完備・定着すれば、「連絡はがき」は

廃止出来ると思います。 

早くそうなれば良いですね。 

//平尾誠造 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１７ 

おはようございます。昨日、同窓会のお知らせ、頂

きました。私は横浜に住んでいるので、なかなかそ

ちらには行けません。でも、今年は東京支部の会に

出席しました。そのさいの写真も同封されていたの

で、嬉しかったです。幹事さんや影山さんにはとて

も、ご苦労をおかけしていると思います。本当にあり

がとうございます。また、よろしくお願い致します。 

宮津道子🍀☘ （旧姓 佐橋） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１８ 

江浦です。 

住高には 1 年生（青野先生）の時にしか在籍できま

せんでしたが、古巣として思い出に残るクラスでし

た。 

最近、アルバムをパソコンに整理しているのです

が、懐かしい写真（添付）が出てきました。 
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昨年は出席できなかったのですが、今回の 40 回の

総会には【出席】でよろしくお願いします。 

青野先生には（東京へ）転校後お会いしていないと

思いますので、今年は是非お会いしたいと思いま

す。 

幹事の皆さまによろしくお伝え下さい。 

  

この 4 月に近くに引っ越しました。 

番地が変わっただけで、郵便番号や電話、メールア

ドレスは以前のままです。 

  

近況ですが、仕事はもう終わり、今は趣味（音楽、

他）に生きています。 

いろいろ病気（前立腺がん、心筋梗塞、他）を経験し

ましたが、今はなんとか元気です。 

二人の息子と（今のところ）二人の孫にも恵まれ、お

盆や正月が楽しみです。 

  

皆さん、75 歳までは 60 歳台の延長ですが、75 歳を

過ぎると 80 歳台に近づいてきます。 

人生、悔いが残らないよう、一日一日を大切に、思

う存分、有意義に過ごしたいと思います。 

  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月２０日 

１９ 

影山さん、 

東京支部の名簿管理は誰なのか？全て支部長の

刀根くんお任せで！(笑)  

ただ此の下畑くんの件は私の方から刀根に手続き

を頼みますのでお任せあれ！👍下畑が横浜に居る

のも知りませんでした。私の方から別途メールして

みます。それを機に支部管理体制も整えます。 

はっとり拝（服部巌） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２０ 

私は、１年７組青野学級でした。懐かしい写真です。

でも江浦君が思い出せません。 

今日は１１月の同窓会のお知らせと、あなたからの

お願いが、届きました。 

これからもよろしくお願いします。 

石井 樹 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２１ 

いつも大変お世話になっております。  

横浜在住の下畑（隆司）です。  

この度は同窓会の連絡を頂き、ありがとうございま

す。  

ご指示によりメールいたします。  

（１）同窓会の出欠  

都合が悪く、欠席いたします。  

住所や電話の変更はありません。  

出来ますれば、東京支部会の連絡も頂けば助かり

ます。  

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２２ 

瀬古（大喜多）由起子 

いつもお世話になっております。 

ハガキは送りましたが近況を送ります。 

今年 4 月からパン工房を若い人に譲り、現在農家

民宿業と最近子どもや高齢者のための食堂をはじ

めました。もう 80 歳までに 8 年なので自分のやりた

かった夢、映画のシナリオ作りを通信で学んでいま

す。最近グランプリに応募しました。優勝すれば映

画の監督もできるそうですがその時にはみなさん、

エキストラでお願いします。もちろん主演は私の予

定ですが（笑） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月２１日 

２３ 

岩佐です。 

今年も出席しますが、近況を別途打って頂いていた

とは！ 

迂闊にも知りませんでした。ワープロ書きのものを

添付いたします。よろしくお願い致します。 

岩佐倫太郎 美術評論家 

 

岩佐倫太郎 3 年 1 組 近況 

サラリーマンを 50 歳で切り上げ、美術評論家とな

り、今は講演や執筆活動に忙しくしています。講演

は年に 4，50 回、近いところでは、来年１月から 3

月にかけて「関西・大阪 21 世紀協会」の主催で、毎

月連続で 3 回シリーズを行います。新美術館が 202

１年度にはできるので、その盛り上げの一環で僕も

協力させて頂こうとしています。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２４ 

坂元（正博）です。 

案内ありがとうございます。 

11/23 第４０回同窓会総会は、『欠席』とさせて頂き

ます。 

よろしくお願いいたします。 

【近況】 

田舎暮らしも板についてきました。 

最近は体力の衰えを感じています。 

昨年の四国剣山の山登りで体力の限界を悟りまし

た。 

現在はゴルフ、ウォーキング、ドライブ旅行を楽し

み、健康な生活をを心がけています。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  
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９月２４日 

２５ 

参加いたします 

あと写真クラブの集まりがあるので 早引きになりま

す 

10 組 三宅（将兄） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月２５日 

２６ 

１１月２３日 ； 出席です。 

近況     ；中学 高校 大学 クラブ 各種団体 

と同窓会まみれの日々を楽しんでいますが、緑内

障が憂鬱の種です。 

３年５組 加藤勝康 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２７ 

こんにちは 

いつも有り難うございます 

「メルアド管理人からのお願い」 

拝見しました。 

ご苦労をおかけしている事を知り、申し訳なく、又 

感謝の念に耐えません。 

有り難うございます。 

今回、写メで返信ハガキを 送らせて頂きます。 

当日、会場で お会いできるのを 楽しみにしていま

す。 

    吉田みよ子  （旧姓 藤田） 

   o(^∇^o)(o^∇^)o 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月２７日 

２８ 

野原（藪根）道子 

ご案内ありがとうございます。北畠サロンでの講演

には参加できませんが、 

18 期会には出席させていただきます 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

２９ 

せっかくのお誘いですが、私は遠くに住んでいるの

で参加できません。それと、小早さんから連絡があ

ったのですが、3 年 5 組だった天羽幸子さん、旧姓

山西幸子さんが、9 月 18 日に亡くなられたそうで

す。私も ESS での出会いから長く付き合いがあった

ので、とても残念な思いです。10 年近く前に脳梗塞

をやって以来、モヤモヤ病とか、ふらつきとか、色々

具合が悪かったようですが、山登りをしたり、絵を描

いたりと、頑張っていたのですが、私もここ一年くら

いご無沙汰していました。一応、お知らせしておきま

すね。 

宮津（佐橋）道子🍀☘ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月２８日 

３０ 

中尾明夫 

いつもお世話になります。今度の 40 回総会、参加

しますので、よろしく。 

近況:最近、白内障の手術を受け、小学生から 60

年以上世話になった眼鏡が不要になりました。 

ますます元気で、会社のフェローとして、100 時間／

月程度、自宅ベースで仕事をしています。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

９月２９日 

３１ 

森本（岡本）和子  

もしかして、影山様は、２年５組でご一緒だったんで

は？？  

もしそうだとすれば、今年の幹事さんに、影山様、浅

井(大多和)様、お二人も、２の５ のお仲間が選ばれ

たんですね。  

同窓会には、今年も不参加で、申訳御座いません。  

↓以下メッセージ、宜しくお願いします。  

「今年も、欠席で済みません。  

 夫婦二人で、病院の予約で埋まる日々。  

 何とか無事で居ります。 お蔭様！！  

 どうぞ、皆様お元気でお過ごし下さいませ。」  

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

３２ 

今年の 18 期会は昨年同様、「道頓堀ホテル」です

が、中学の同窓会も数年来同じ場所なので、いささ

か食傷気味かな？ 

おまけに今年は翌日が中学同窓会のため 2 日連チ

ャンときた。両方の幹事経験者としては「道頓堀ホ

テル」開催は幹事は楽（手抜き？）です。 

  

近況としては、72 歳すぎても月 3、4 日の研修講師

業は脳の活性化と健康のため（好き）で続けてま

す。他は同窓会ファーストですが、2 回も転職してる

ので会社の OB 会も。 

飲み会は週１ペース、国内中心（グルメ目的）旅行

は年に数回楽しんでます。 

以前のメタボに懲りてジム通いは週 2 回ペースで、

結構はまってます。1 回あたり、筋トレ 1 時間、マシ

ンジョギング 30 分、アップとストレッチあわせて計 2

時間くらい。 

ジム続けてると血圧・尿酸値コントロール出来、風

邪ひかない、こむら返りないといいことずくめ。 

正田（正） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

３３ 

前略 
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 当日、急用のため、都合がつかず、欠席いたしま

す。服部君とは２年の山内春夫先生学級で、映画、

「野のユリ」（おそらく、イエーメンと歌いながら，教会

を独力で建設する黒人が主人公の映画）や｢忘れな

草を貴方に」を強引につれていってもらった大変な

ロマンチストで、その方が１０年以上も前に、既に中

国共産党学の権威の大学教授として、NHK のクロ

ーズドアップ現代に若々しく解説しておられたのを

記憶しております。出席できませんが、そんなことを

礒田が言っていたとちょっとだけでもお伝え下され

ば、幸甚と存じます。ちなみに池上和子氏も２年の

時は服部君や小生と同級でした。ここまで入力する

と、「おもろ」で酔っぱらっているのに、当時の事が

次々と思いだされ、切りがないので、この辺で失礼

致します。 

 今年は遅く咲いた彼岸花の候 

 礒田幸太郎 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月１日 

３４ 

沢田耕太郎 

先日、断捨離でしょうか？大阪の家土地処分し、大

阪の拠点がなくなりました。寂しくもありますが徐々

に身辺整理を進めています。 

服部君は顔も、イメージもありませんが、影山君の

印象は強く残っており、機会あれば、あってみたい

ものですね。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月７日 

３５ 

武部修 

いつもお世話になっています。時々送ってもらうメー

ルを読ませて頂いてます。 

本日１１月２３日の１８期第４０回総会への出席のは

がきを投函しました。 

登録内容に変更なく 1 ヵ月 15 日勤務 の契約でこ

れまでの会社（中外炉工業株式会社）でまだ働いて

います。 

日々 体力及び気力が衰えて、もう今回の契約が

最後になりそうです。 

休暇を利用して 夫婦で旅行に行くのを楽しみに頑

張っています。 

総会当日は皆様に会えるのを楽しみにしています。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月８日 

３６ 

１８期８組の上野（和義）です。 

いつも、連絡や案内をありがとうございます。 

１１月２３日の１８期同窓会は、欠席せざるを得ない

ことになりました。返信葉書を明日、投函しますの

で、同封の「お願い」にありましたように、近況欄に

記入したことに若干加えて、メールで近況を書いて

お送りします。 

近況 

 昨日まで参加の予定でしたが、門徒の法事が総

会当日に入ってしまい、残念ながら欠席します。昨

年の同窓会総会は脳梗塞で欠席でしたが、後遺症

はなく順調に経過し、寺（自坊）の法務に復帰してい

ます。森君主催のボザールにも参加するようになり

ました。盛会を念じています。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月１１日 

３７ 

Dear    

” この秋は高校の修学旅行以来の宮島 厳島神

社参り。 平家物語の訳本を読んだ影響。 

  乱調気味の体調を励まして弥山にも登頂。 広

島はラグビー効果でヨーロッパの街と化していま

す。 平和記念館は当時の展示内容とは隔世の

感。 

  亡くなった人たちの数ではなく、 名前を持った

唯一無二の人間の人生の破壊であることを前面に

出した展示場では各国からの旅行者に溢れながら 

そこの空気には特別な鎮魂が流れて。。。河のそば

に立っていたヨーロッパ人の少年に、この河が人で

埋め尽くされていたことを知ってる？ と尋ねたら、 

  学校で習って知っていると。  

  

  夏には帰国後５回目のロンドンへの里帰り。 イ

ギリスの人たちは混乱し、 心は バ ラ バ ラ。

BREXIT のなせる事態。 一日だけロンドンの中心

に出掛けるべき日は ３９度の異様な温度に見舞わ

れ、 常は２１度の夏を持つ国は高温対策ゼロであ

るために、帰宅困難になると言われ、 ロンドン抜き

の滞在。 

     

Ess の友の一人を失くし、 一方、 第２期の開国

を迎えているような日本の街で世界の人たちと歓談

する愉しい時間を得て、 と時間の大きな流れを 

  ひたひたと感じる最近です。” 

小早（小池） せつこ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月１４日 

３８ 

いつも連絡いただき、ありがとうございます。 

ご指示に従い、下記の通り近況報告させていただき

ます。 

なお、返信ハガキは送付済みです。 

北島（和男） 

＜近況報告＞ 
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今回は同期会が重なり欠席します。 

相変わらずスポーツクラブで体を鍛え、元気に過ご

しています。 

以上 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月１９日 

３９ 

おはようございます。  

お願いがあります。  

来月の住高１８期同窓会（道頓堀ホテル）に参加の

手紙を出したはずですが、  

その記録がありません。  

何らかの方法で、参加、不参加が分かる方法はあ

りますか？  

何なら、山内さんの携帯、メールアドレスを教えてい

ただければ幸いです。  

     西川浅太郎    asataro@sakai.zaq.ne.jp 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月２２日 

４０ 

メアド管理、大変お世話になっております。 

近況をメールでとのことでしたので、以下に記しまし

た。 

<近況> 

幹事さん、管理人さんお世話ありがとうございます。 

昨年と変わりなく過ごしています。これって何より！

…と思うこの頃です。 

住吉（小野）法子😶 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月２４日 

４１ 

いつも連絡ありがとうございます。 

 足腰が悪く、現在歩行困難のため 

出席できません。 

前田卓也 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１０月２５日 

４２ 

いつも本当にお世話様です。 

今回も欠席いたします。 

  

体力の衰えを感じつつも、元気で好きなことやボラ

ンティアなどで楽しんでおります。皆様によろしくお

伝えください。 

井上佐千子（旧姓 田中） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

４３ 

山内さん宛に返信ハガキだしたのですが、貴君宛

にその時書いた近況についてメールするのを失念

していました。 

ごめんなさい。以下の通りです。 

 

 人生で絶対経験しないと思っていたクラス幹事に

なりました。 

 これを機会に禁煙ゲームにチャレンジ中です。は

っきり言って 

 体調悪し！！ 

 

よろしくお願いいたします。 

住吉和夫 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

４４ 

綾部（大石）芙美子 

いつもお世話になりありがとうございます。 

毎年 3 月から 9 月までライフワークの野球観戦でシ

ーズン終わり近くになって不覚にも左足大腿骨転子

部とかいうところを骨折してしまい 1 ヶ月入院してお

りました。 

この年齢で大腿骨骨折は認知症まっしぐらとか。 

幸いまだ認知症の兆候は出ておりませんが近所の

スーパーや整形外科以外の外出は控えておりま

す。 

今回の同窓会も欠席させていただきます。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

11 月 3 日 

４５ 

 近況のお知らせ 

 昨年度は，半世紀が経過しての初参加でした。懐

かしい人たちとお会いでき，二次会後の喫茶店まで

参加して本当に楽しい一時でした。 

 幹事の方々には有難うございました。 

 今年度は，予定がダブルブッキングして調整がつ

かず，残念ながら欠席させていただくことになりまし

た。申し訳ありません。 

 簡裁判事を２年前に定年退官後も，頼まれて大阪

簡裁の司法委員として非常勤で週に２回程度の割

合で裁判所に出かけています。 

 ボケ防止には丁度良いのかも知れません。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    住 谷  融 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

11 月 5 日 

４６ 

出席 

秋永俊明 

近況 
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 病気経過観察中 今は 医師から酒も止められず 

普通の生活 ＱＯＬ９０％ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

11 月 7 日 

４７ 

メールいつもありがとうございます。幹事の方に感

謝です。 

氏名付きの写真はとてもうれしかったです。卒業ア

ルバムを取り出して、見比べて、納得したり驚いた

り、楽しく拝見しました。 

同窓会は欠席しますが、それなりに元気に楽しく過

ごしています。 

細原玲子（旧姓 三宅） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１１月９日 

４８ 

西岡昇 

・・・ 

今年は酷暑で密造酒作りも苦労しましたが、涼しく

なって再開しました。 

夏前に作ったビールはもう無くなりましたので、現在

は市販ビールで我慢しています。 

年末には特製ビールもワインも飲めるでしょう。 

ウィスキーとブランデーもすくすくと熟成しています

が、まだまだです。 

日本酒はなぜか流行りのワイン風味に育っちゃいま

したが、息子からも褒められてもう無くなりました。 

この冬もチャレンジします。 

住高も 22 年には 100 周年を迎えます。 

特定寄附の許可がおりましたら趣意書を送りますの

で、 

その時は大枚の寄附を宜しくお願いします。 

18 期は同窓会費の納入もそこそこですが、今回は

より一層のご協力を期待しています。 

・・・ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１１月８日 

４９ 

木曽文子 

こんにちは✨😃❗ 

いつも、同期会の連絡を有難うございます。 

近況報告をメールで、とのことなので送信させてい

ただきます。 

◆近況 

相変わらず、国内外を「徘徊？」しています。 

7 月には、北極にも行ってきました。 

そろそろ、体力も財力も限界なので、「徘徊」から

「引きこもり」に変身しようかと思っていますが・・(笑) 

お誘いに「NO！」を言えない私は、来年も予定がび

っしりです(汗) 

もうしばらく、頑張ります‼ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

11 月 11 日 

５０ 

今年は、体調もほどほどなので私は出席の返事を

出しました。 

同窓会返信の近況欄は、メールの方が良いとのこ

とでしたので、一応以下記入しておきます。 

出席なので特段記入することはないのですが。 

 

近況：幹事さんには何時もお世話様です。昨年人生

初めてのまともな入院を経験しましたが、その所為

か或いは 70 台に入った所為か 60 台に比べ体力が

落ちてくるのを実感するこの頃です。今年は今のと

ころ問題もなく、未だまともな会話が出来そうなので

出席します。どうぞよろしく！ 

茨木眞悟 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

５１ 

平岡 潤 

今病気療養中ですが、万難を排して出席するつもり

です。 

近況報告： 若干やばいです。でもまだ負けないと

いう気です。 

   「遠い日を  ひと夜のひとつ  秋の夜に」 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

５２ 

2019-11-12 

18 期 1 組 柿本文之 

同窓会の案内・北畠サロンの案内は欠かさず頂き、

幹事さまには、お世話になっております。 

高校時代と変わらぬ住所で、夫婦、娘一人で年金

生活を続ずけております。母の介護では、この秋か

ら老人ホームへ入所でき、お世話になっています。 

外出、旅行等の計画を立てるには、少しは楽になっ

ており、週一程度の飲み屋通いは続ずけています

が、体力低下のため帰りの地下鉄でひと眠りが多く

なりました。健康と飲む体力維持のためウオーキン

グを始めました。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

１１月１３日 

５３ 

１８期軟式野球部の７名で１０年ほど前から毎年２

回程度ゴルフ合宿をするようになりました。野球を

する体力がないので、ゴルフで代用している次第で

すが、そのメンバーのひとり水島賢太郎が２年前に

急死しました。 
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賢太郎が物書きに注力していたことをご存知の方

は多いと思います。賢太郎が残した膨大な作品のう

ち、とりあえず奥様（以下水島さん）が読める形に整

理をされた小説５５作品と詩６９作品を水島さんから

お借りし、軟野仲間６人で全ての作品を読んで、で

きることなら遺稿集として出版してやろうと準備を進

めているところです。 

  

残された多くの作品の中でも「無限軌道」は特に賢

太郎が力を入れていた作品で、この度単行本として

新潮社から出版されました。 

水島さんのお話では、賢太郎は彼が亡くなったその

日までこの作品に手を入れていたとのことで、せめ

てこれだけでも出版してあげたいとの水島さんのご

意向で自費出版となった次第です。 

１１月２３日の１８期総会ではこの「無限軌道」をみな

さんに紹介したいと 

思います。 

  

１８期総会に出席するのは２回目？３回目？前回出

席は１０年以上前のことだと思います。 

  

民谷博史 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

５４ 

影山哲男 

あいも変わらず晴耕雨読の生活です。庭仕事が生

きがい。草取りをしているときは心が一番落ち着き

幸せです。夜明けから日暮れまで庭で働いたのは１

０年昔の話、今は数時間の外作業です。雨読とは

言え、ほとんどの読書はベッドの中で。ぐうたらは幾

つになっても治らない。 

この 10 年でものすごい量の本を書いている出口治

明さんの歴史本を読み、現代の歴史学の知識を更

新したついでに「哲学と宗教 全史」を購入しまし

た。彼は 1 万冊を読んでいるとか。わたしも５０有余

年計算すると 1 万冊になるかも。もっとも、わたしは

小説に偏重しています。インプットばかり多くてアウ

トプットはほとんどない。思い起こせば、こうして読

書の虫になったきっかけは２年で一緒だった辰巳浩

司くんの影響です。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

【編集：注】 

メールに署名がついていたものは署名を活かすよう

にし、姓名（旧姓・名前）を記しました。文体もこの近

況報告に反映させるようにしました。 

メールの地の文も人となりが出ていてるものは掲載

させていただきました。 

許可をいただいてメールアドレスを加えた方もいま

す。旧交を再開し交歓が勧む縁になれば幸いです。 

 

【後記】 

この近況報告を読み直してみると、礒田くん服部く

んとは２年の山内春夫さん学級で一緒だったのか。

それとも山内さん担任は１年のときだったのか。 

 

古希を過ぎても元気いっぱいの方もおられますが、

体の不調を訴える方もちらほら。わたしも数年ぶり

のきつい腰痛で、同窓会は欠席させていただく予定

です。 

 

 

影山哲男 

大津市比叡平一丁目 14-6 

Kageyama.Tetsuo@beige.plala.or.jp 

 


