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今年は関西福中・福高同窓会の 周年です︒ます︒多くの方の
参加を当番幹事一
５月 日︵土︶
とき
同お待ちしており
ところ リーガーグランドホテル
ます︒
17

20

楽しい催しをた
くさん準備してい
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共通語ラテン語ではなく
康に止まらず家族や知人 します︒
を含めた大変楽しい交流 話は変わりますが︑今の 自国の言葉で語り合う共
周年に寄せて
関西福中・福高同窓会
の場となっていますので 日本は衰亡の一途を辿っ 同体の名称であったとい
加入して貰えば︑必ず喜ん ていると多くの識者から う︒今の県人会や同窓会に
創立 周年にあたって
﹁関西と私﹂
で頂ける自信があります︒指摘され始めてからもう 相当するものでありまし
夫々の会で友人︑知人に呼 大分時間も経過いたしま ょう︒我々の小さい共同体
びかけ会員の加入を促進 したが︑事態は残念ながら が国家の語源であるとい
関西福中・福高同窓会
関西福中・福高同窓会
してください︒同窓会員の 指摘どおりドンドン悪化 う事ですがいずれにして
副会長 児島 道男︵中 回︶
会長 合屋嘉人︵中 回︶
増加にも繋がると信じま しておるように思います︒も同窓会と云えども国家
す︒
アメリカの一部には長期 のことを忘れてはならな
ところで︑本年は先にも 的に看て東洋の政治的︑軍 いでしょう︒
宣言⁝等々︒内政では企業
とによって母校との連帯
申しましたように関西福 事的及び経済的不安定要 確固とした国家観︑歴史
倒産︑リストラによる失業
を深め会員相互の親睦の
因は中国の台頭よりもむ 観は国家として持つべき
中・福高同窓会の創立
者の増大など︑年初頭より
輪も広がっていくもので
周年を迎えます︒ 総会は しろ日本の凋落の方が影 基本だと思いますが︑今の
生々しいニュースばかり
あります︒創立 周年の
５月 日︵土︶リーガー 響が大きいとの分析が出 日本からは雲散霧消して
です︒
節目の年に当たり私達は
グランドホテルで開催さ 始めているそうです︒日本 しまったように思います︒
さて︑関西福中・福高同窓
周年の歴史を築いてこ
れますが今回は 周年と よ︑なんとか凋落を食い止 価値観の崩れ︑モラル崩壊
会は今年度節目の第 回
られた先輩諸氏のご努力
めてくれというわけです︒は戦後︑国としての安全や
いうことで︑出席者も
総会を迎えます︒昨年から
早春の候︑会員の皆様に に感謝すると共に同窓会
早
春
の
候
︑
会
員
の
皆
様
名を目標に設定し学年幹 そんな有様にも拘わらず 誇りを放棄し︑経済価値に
の当番幹事のご努力に敬
は益々ご健勝の事とお慶 を愛情をもって育ててい
事が中心となって同期会 今の政治家の殆どは愛国 だけ人生の目的をかけて にはご健勝にお過ごしの
意を表すると同時に︑５月
くことが先輩の偉業に応
び申し上げます︒
を総会日に合わせて開く 心が欠如し︑衰亡一途の日 きた生き方にあるのでは こととお慶び申し上げま
の記念総会が会員各位の
さて︑本年は関西福中・ える道であります︒会員の
よう呼びかけて貰ってい 本の将来よりも自己保身 ないでしょうか︒日本人全 す︒
多数参加により︑盛大に開
福高同窓会の創立 周年 皆さんも心を一にして同
世紀になり海外では
ます︒総会では同期を同じ に熱中しているようにみ 体の責任ではありますが
催されることを祈念して
を迎えます︒本会は福岡市 窓会の発展に努力いたし
テーブルに準備します︒し えるのは小生一人だけで 特に自民党長期政権の責 テロ事件が多発︑ 年の
止みません︒
長進藤一馬様︵中 ︶の ましょう︒
かし︑幹事一任ということ しょうか？心ある日本人 任は重大だと思います︒ 航空機によるニューヨー
﹁関西と私﹂というテーマ
ご要請に応じ︑初代会長大 関西同窓会には８つの
ではなく会員の皆さんも ならこんな日本国家を立 今の日本人は一日も早く︑ク貿易センタービル爆破︑
で寄稿をとのことで︑私の
隈壮介様︵中 ︶
︑２代目 同好会があります︒そのう
年のバリ島爆弾テロ︑
友人︑知人に声をかけて是 て直すにはどうしたらい 本来の国家としての在り
関西と同窓会とのかかわ
会長江崎慎一様︵中 ︶ ち６つは一昨年立ち上げ︑
非成功するよう努力して いか︑また変えるにはどう 方に目覚める必要があり モスクワの宮殿劇場占拠
りを述べたいと思います︒
を始めとする先輩の方々 昨年新たに２つの同好会
頂きたいとおもいます︒ すべきかについて何も考 ますが︑我々福岡県の名門 事件︑等々︑何れも多大な
私が大阪に転任になっ
のご努力により昭和 年 が発足しました︒会によっ
犠牲者をだしています︒こ
県人会の関係で他校の同 えない人はいないと思い 福中・福高の同窓生は憂国︑
たのが１９８３年︵Ｓ．
月 日︑大阪湾に浮か ては修猷館と対抗戦を行
窓会に出席したり話を聞 ます︒国家︑Ｎａｔｉｏｎ 報国の精神を忘れず︑たと れに対し米英は︑テロ組織
︶本会の発会と同じ
ぶサンフラワー号の船上 ったり︑また県人会と合同
く機会がありますが残念 の語源はナチオからきて い具体的行動はとれなく 撲滅ため︑アフガニスタン
年前で会とは同級生です︒
で発会式が行われたと聞 でやっている会もありま
ながら我々の同窓会は低 いるといいます︒ナチオと ても子供︑孫そして友人︑を空爆︑制圧して自治政府
それまでの 年間は名古
いています︒その後３代目 す︒詳しくはホームページ
調です︒福岡県の名門校と はローマ帝国繁栄の中で 知人の啓蒙に努めること を樹立︑ ・本年はテロ
屋で生活していました︒関
三笠正人様︵中 ︶
︑そし をご覧ください︒同好会の
しては恥ずかしい事です︒広大な版図から選ばれた によって名門校卒業生と の後援国イラクを空爆す
西での一番記憶に残って
て４代目小生︵中 ︶と 多くは設立後まだ日が浅
今年の 回を契機に盛ん ローマの官僚養成機関の しての責任の一端を果た るのが時間の問題と云わ
いるのは１９９５年の阪
繋がっている次第であり いものの会員数も徐々に
れています︒国内では北朝
にしていきたいので︑よろ 学生達が同じ郷里の仲間 すべきだと思います︒
神大震災のことです︒どう
ます︒同窓会は永続するこ 増加しています︒趣味と健
鮮による拉致事件︑核開発
しくご協力をお願いいた だけで集まる時に当時の
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書室長の眞鍋氏︵何れも修
した多感な５年間の共通
云うわけか私は未曾有の おわりに我々関西福中・福
さらに 年︑ 年を目指
猷館出身︶も同席された︒
の思い出を引力にして関
災害と縁があり︑名古屋で
高
同
窓
会
が
今
年
を
契
機
と
し
﹁
関
西
と
博
多
﹂
してますます発展するこ
︵写真︶進藤市長が中学一
西の同窓生たちが集まり︑
は１９６９年︵Ｓ． ︶ て︑合屋会長の強力なリー
とを祈念して終わりとい
関西福中・福高同窓会
期
生としてスタート当初︑
宇宙の塵が集まって星に
の伊勢湾台風を体験しま ダーシップのもと︑会員相
たします︒
創立 周年によせて
修猷館の校舎で学ばれた
なるようにこの会がスタ
した︒偶々建設業に勤めて 互の交わりを深め︑
関博会 会長
こともあり両校の同窓が
ートしました︒その時核に
いたため復旧工事に昼夜
豊原義博︵高４回︶
共に友好且つ活気に満ち
なって努力された方々︑そ
奮闘した日々が思い返さ
た同窓会となった︒これを
の後この会の発展に尽く
れます︒ 次に転任当初︑
周年おめでとうございます
契機に後年︑近畿修猷館同
された方々の熱意と努力
通勤途中の地下鉄内にて
して出席された福岡市長 窓会との交流が始まった︒
関西福中・福高同窓会
を今あらためて称えたい
女性︵特に中・高生︶の早
進藤一馬氏︵中１回 同窓 第３回目は市長・同窓会会
顧問︵前会長︶
と
思
い
ま
す
︒
口で喋る関西弁には驚き︑
会会長︶から関西に同窓会 長代理として私と同期の
三笠 正人︵中 回︶
年経ってなおほとんど
悩まされ︑馴れるまで随分
を結成するよう要望があ 井口雄哉氏︵当時︑市財政
の方が健在でいらっしゃ
日数を要しました︒今では
り︑初代会長大隈壮介氏︑局長・前助役・現総合図書
るのはまことに嬉しいこ
心地よい響きですが？
二代目会長江崎慎一氏や 館長︶が出席︑また︑福高
文化の面では古都京都︑ 会員の皆様︑お元気にご 才︑成人式を迎えることに とです︒
設立の推進者となった松 創立七十周年記念行事の
この 年には阪神大震災
奈良の古代建築︵京都御所︑
な
り
ま
し
た
︒
ウ
ン
十
年
の
昔
︑
活
躍
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
一︑はじめに
田元信氏︵高８回︶等が関 ＰＲに本部同窓会の役員
を始め︑いろいろ大きな出
二条城︑桂離宮︑東大寺︑
庶
民
的
な
博
多
の
街
に
は
い
上
げ
ま
す
︒
高
度
成
長
の
最
中
第１回から 回まで︑ 西在住者に呼びかけて︑第
として︑同期の石橋知幸︑
来事がありました︒高度成
等々︶また︑国宝あるいは に 生 ま れ た わ が 関 西 福 ささか不似合いな堂々
関西福中・福高同窓会の正
１回の総会が翌 年 昭( 中村良三の両氏︵共に高４
長がガクンと腰折れし︑バ
同等の仏像などが何時で
中
・
福
高
同
窓
会
も
早
や
た
る
白
亜
の
学
び
舎
で
過
ご
メンバーとしてお世話に
和
ブルが弾けて低成長に移
も見学︑拝観できること︒
) 月 日 大阪駅 回︶が同窓会の法被を着け
なった小生に対し︑昨年末︑
北の弥生会館で 進藤市
りました︒ゴルフが安くや
古典の文楽が手軽く観劇
山田欽也氏︵高８回 広報 長・同窓会会
れる今と高かったけど元
できるのも関西ならでは
担当︶から関西での思い出 長をお招きし
気一杯だった 年前とど
と思います︒今後も時間の
や︑８年前に帰福してから て
余名の
っちが良いのかよく分か
許す限り︑あちこち歩いて
関西同窓会とのパイプ役 会員を集めて
りませんが︑人生に浮き沈
みたいと考えています︒
として立ち上げ︑本部同窓 盛大に開催さ
みは必然のことと達観し
スポーツでは全国高校
会の前夜祭として定着し れ産声をあげ
ましょう︒何よりも健康が
野球の夏の甲子園︑冬の花
た﹁関博会﹂等について︑た︒第２回目
一番の宝です︒同窓の皆さ
園ラグビー︑京都の全国高
寄稿するよう依頼があり︑
は
年︵昭和
ん どうぞお元気で︒また
校駅伝⁝等︑全国的な大会
思い出多い関西時代を振
︶５月 日
が開催されフアンにはタ
お会いしましょう︑そして
り返りながら筆をとるこ 進藤市長が市
マラナイ地域であります︒
声を合わせて﹁大空ひたす
とにした︒
長
の後継者と
ただ︑残念なことは母校︑
東海の・・・﹂と高らかに
して︑労働事
福高が長く出場していな
歌いましょう︒
二︑草創期〜安定期
務次官から助
いことです︒特に全国制覇
１９８３年︵昭和 年︶ 役として迎え
三回の実績を持つラグビ
春︑関西福岡県人会の総会 られた桑原敬
ーが早く我々の前に勇姿
が大阪湾のサンフラワー 一氏の紹介を
を見せてくれることを切
号で開催された折︑来賓と 兼ね︑市長秘
望するばかりです︒
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て参加して会を盛り上げ 事を含めた拡大幹事会も
︑久木田︑梅津︑四︑おわりに
等博多へ帰った人も増え れも高 ︶
てくれた︒
︵関西の文字が 多数の出席を頂いて 月
てきたので︑帰省組を中心 松村︵何れも高 ︶
︑長末 関西の同窓会も年々充実
の総会に向けた定例の会
入った自前の法被は第
に会を作ったらどうかが ︵高 ︶
︑箱嶋︵高 ︶
︑して来た感があり同好会
回の記念総会前に博多の として位置づけ基盤が出
話題になり︑この年のＮＨ 渋田︵高 ︶氏等で︵写 もどんたく会の他旅行の
川口屋 春日社長︵高２ 来た感があった︒残念なこ
Ｋ大河ドラマ﹁秀吉﹂の関 真︶毎回二次会は特別参加 会︑テニス同好会等計７つ
白に因み︑帰省の﹁Ｃｏｍ の丸山さんが経営してい の会が出来て会員相互の
回︶に 着作ることを条 とに初期の同窓会活動の
ｅ Ｂａｃｋ﹂と関西と博 る中洲の﹁陽子の部屋﹂へ︑親睦を密にされ︑今年の
件に大勉強してもらった︒立役者であった金森豊志
︑梅津幸佑︵高
横断幕と同窓会旗は第２ ︵高２回︶
多をかけて名前を﹁関博 同窓会総会へは出席しな
周年記念総会には２０
回︶の両氏が急逝され
回総会から関西の文字を
会﹂と決めた︒名付親は松 いが﹁関博会﹂だけは是非 ０名の参加を計画されて
一抹の寂しさを感じると
入れた自前のものを使用︶
︑
田氏である︒メンバーとし 出席したいという人が大 いる由︑最後になりました
この間︑関西福岡県人会へ 共に改めてご冥福を祈り
て︵１︶関西に在籍してい 半で楽しいおしゃべりの が関西福中・福高同窓会の
の入会者も増え︑県人会総 ます︒両氏の奥様方の話で
る人︑またはしたことがあ 会として継続して行きた 今後益々の繁栄と会員の
会以外にも観劇会や︑甲子 は共に同窓会を 生き甲
る人︵２︶関西の同窓会に いと思っている︒関西の皆 皆様方のご多幸を祈り筆
園の野球︑花園のラグビー 斐 にされていた由︒
一度でも参加した人なら さんも機会を作って参加 を置きます︒
の応援にも参加した︒第８
ば誰でも可と云う事で結 して下さい︒
関西福中・福高同窓会
回の総会は２順目の当番 三︑第 回記念総会
成した︒第１回目は同年
万歳
幹事を高４回が引き受け
月久木田氏の世話で大
〜 関博会
ることになり２年後の
名町で開催した︒関西から
第 回の記念総会は９３
は小山︑松田の両氏の参加
回記念大会を視野に入れ 年︵平成５︶５月２２日初
を含め計２０名であった︒
当番幹事を 代飛び めて会場を田村照国氏︵高
第２回目以降は関西の人
の 回生 高 ・高 ・ ３回︶の世話で阪急百貨店
(
が参加しやすい様に同窓
高
で) 担当し最年長の の特別食堂を借り切って
会︵本部︶の前夜祭として
当番幹事は還暦の 年前 恩師の門田︑瀬川両先生を
へ︑市バスを乗り継いで大 殆どの人が無事であるこ
６月第２土曜日に行うこ
の 才で卒業し会の世話 お迎えし︑記念講演は当番
阪駅へ︑大阪駅から甲子園 とが確認され︑当日は地震
ととし︑会場はアサヒビー
から解放される︒ 代飛 幹事の同期生︑漫画家の長
口迄徒歩で約３時間神戸 の話ばかりで二次会もな
ル園博多︑石蔵酒造・博多
びの担当は 年後
年 谷川法世氏を招き︑盛大に
市内の火災の状況を見な く散会した︒
百年蔵︑ホテルオークラ等
︑同時に
後の同窓会のネットワー 行われ︵写真︶
がら薄暗くなって自宅へ 今でも悲惨な記憶が甦る︒
で開催し早くも７回目の
ク作りと若い人の会員拡 回連続出席者の表彰が行
辿り着いた︒三笠会長へ電 関博会のスタート
会合を昨年︵平成 ︶に
大を狙いとした︒
われた︒
話を入れたら無事であり︑ 年︵平成８︶６月本部
年︵平成７︶１月 日︑
還暦を迎えた学年以上
行った︒関西からは小山︑
会員の消息を確かめて開 の同窓会がグランドハイ
の人達は永年会費として︑阪神大震災の時は半年前
松田氏の他合屋会長︑森岡
催の可否を決める事とし アットホテル︵キャナルシ
︵高５︶
︑辰巳︵高６︶橋
円を頂いて一定の より福岡へ単身赴任して
10,000
名
簿を頼りに手分けして テイ博多︶で開催された席
本︵高 ︶氏等︑博多組
収入を運営費に当てるよ いたが︑甲子園口の自宅の
連絡をとり︑開催する事と 上︑関西から参加していた
ことと︑ 日後の１月
は門田︵高５︶
︑乃美︵高
うにした︒︵後年 15,000
した︒出席者は 名程度 小山︵高４回︶
︑松田︵高
８︶
︑溝口︵高 ︶
円に値上げ︑昨年から改廃 日︵土︶の新年会を開催す
︑特別
であったと思うがお互い ８回︶氏等の提案で同席し
された様子︶また︑ 月 るかどうか？当時副会長
参加の丸山陽子︵高７︶氏
に手を取り合って無事を ていた小生や小島︵高８
に開催の新年会を兼ねた を担当していたので早朝
等女性と小島︑花園︵何れ
喜んだ︒出席者以外の人も 回︶久木田︵高 回︶氏
役員︑各学年幹事︑当番幹 の便で関空へ︑船で天保山
も高８︶
︑川原︑吉田︵何
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時間を提供してくれる︒な 博多は櫛田町︵本書ではこ いる︒同感する諸兄も多い
﹃博多︱町人が育てた
さらに︑
巻末の
﹁博
国際都市﹄ おこの出版社はひき続き のようになっている︶に住 だろう︒
武野要子著 ︵岩波新書︶ 博多弁川柳を募集中であ み︑博多人形師を父にもつ 多弁事典﹂は文中の博多弁
り今後もシリーズとして 波多江汐一家の物語であ を解説したものだが︑ここ
定価６９３円
だけを読んでも博多の世
古代より大陸の門戸と 出版するゴタアデスバイ︒る︒汐は石城高校の二年生︒
して発展してきた港町︑博 皆さんも投句してみては ラグビー部員︒博多山笠と 界を堪能できる︒なお長谷
の係わりを中心に据え︑の 川法世さんについて補足
多の歴史的ドラマを詳述 ドゲンデスナ︒
ぼせもんの家族の葛藤を すれば︑主人公・郷六平の
し︑そのなかで築かれてき
・ 6634
・ 5548
06
縦糸に︑級友や大阪から転 高校生活を中心とする超
た独特の町人気質を検証
﹃博多っ子純情﹄
︵双
校してきた美少 大作︑
する﹁博多学﹂の好著であ
︑
女とのからみを 葉社︑三十四巻まで確認︶
る︒第六章には著名な博多
横糸にして物語 ﹃愛蔵版・博多っ子純情﹄
ごりょんさんの一人とし
が 展 開 す る ︒ ︵中央公論社︑ 巻︶が
て︑中洲の料亭﹃大阪屋﹄
我々のかっての ある︒今読み返してみても
の実力派女将︑福高 回
日々を再現して 私自身︑在学当時の哀歓が
卒の西川ともゑさんの話
くれるようだ︒ よみがえる︒関西福中・福
も登場する︒博多の町と文
高同窓会は︑平成 年の
化を愛する著者には本書
の他に︑
﹁博多の豪商﹂
︵葦
﹃博多っ子事情﹄ 総会の際に記念講演の講
書房︶
︑
長谷川法世 師として︑長谷川法世さん
﹁博多町人 栄華と経営
︵集英社文庫︶
定 をお招きしたことがあっ
た︒このときは︑関西同窓
手腕﹂
︵中央経済社︶
︑
﹁神
価５８０円
谷宗湛﹂
︵西日本新聞社︶
︑
著者の大ヒット 会創設十周年記念総会と
﹁悲劇の豪商・伊藤小左衛
作︑漫画の﹃博 いうこともあり︑参加者の
門﹂
︵石風社︶等の
多っ子純情﹄を 招集に励んだが︑２００名
こぢんまりと文 におよぶ出席者を記録し
著作がある︒
章化したような た︒これは小林先生︑瀬川
随筆集︒著者自 もと子先生︑門田久人先生
﹃博多弁川柳﹄
︵葉文館出
身の﹁青春の履 を来賓としてお迎えした
版社︶定価１０００円
歴書﹂とでも言 ことと︑長谷川法世さんの
大阪の出版社が公募し
うべきか︒
﹃博多 ネームバリュウによるも
っ子純情﹄では︑主人公が のと︑この時の当番幹事と
通う高校を﹁石堂高校﹂と して感
表現していたが︑本書では 謝して
﹁福高﹂と明記してある︒いる︒
そして︑﹁福高の三年間は︑
人生の中で︑ひときわもふ
たきわも光り輝く思い出
の宝庫である︒
﹂と述べて
１７

辰巳詢二
（高６回）

て編集した博多弁川柳編︒﹃走らんか！﹄
二百十一句︑博多の事物に
長谷川法世 ︵集英社
関して軽妙洒脱なエッセ 文庫︶定価１４００円
イ二十編が収録されてい １９９５年十月からＮＨ
る︒いずれも博多を愛し︑Ｋの﹁朝の連続テレビ小
博多弁に執着を持つ人た 説﹂で放映された同名のド
ちの生の声だ︒我々のよう ラマの原作小説︒著者はご
に関西に暮らす者にとっ 存じ福高 回卒︒
てほのぼのとした憩いの

関西福中・福高同窓会
会長 合屋嘉人︵中

回︶

雑誌﹁正論﹂教育を考えるシリーズ対談の紹介
昨年︑皆様に紹介しました福岡教育連盟事務局長木村
貴志氏︵高 回︶の﹁教育を考えるシリーズ対談﹂につ
いて︑木村貴志氏に紹介をお願いしたところ︑対談の紹
介とともに教育にかける決意の言葉を寄せられましたの
でご紹介します︒
33

縁とは不思議なものである︒合屋嘉人大先輩との出会
いがあり︑福高の同窓会には一度も行ったことの無かっ
た私が︑こうして母校とのご縁を繋いでいただいている︒
昨年︑私は︑雑誌﹁正論﹂誌上で︑小林よしのり︵平成
︑金美齢︵３月号︶
︑日
年１月号︶
︑渡部昇一︵ 月号︶
下公人︵４月号︶
︑小堀桂一郎︵５月号︶
︑尾山太郎︵６
月号︶
︑八木秀次︵７月号︶
︑西村真悟︵８月号︶
︑櫻井よ
しこ︵９月号︶
︑高市早苗︵ 月号︶
︑高橋史朗︵ 月号︶
︑
中曽根康弘︵ 月号︶
︑ 人の方々と教育をテーマに対
談する機会をいただいた︒その内容は﹁教育対談集﹂と
して四月中旬にＰＨＰ出版社より出版される︒ご笑覧い
ただければ幸いであるし︑４月 日の出版記念パーテイ
ー︵ソラリア西鉄ホテル︑ 時 分〜記念講演︑ 時
〜記念パーテイー︶にお運びいただければ望外の喜びで
ある︒これから︑私は人生の全てを賭けて︑教師研鑚の
場である﹁師範塾﹂を発展充実させ︑教師の自己改革を
中心とした日本の教育改革を押し進めていく︒冒険であ
る︒しかし︑安全な所に身を置いて本物の改革などでき
はしない︒願わくば︑母校の諸先輩方と共に﹁教育の再
興﹂
﹁国家の再生﹂ができたらと思う︒体育祭のノリでや
れれば面白いだろうし︑福高生冥利に尽きるだろうと思
うからである︒
福岡教育連盟事務局長︑師範塾代表
木村貴志︵高 回︶

URL http://kfmhs.hp.infoseek.co.jp/
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の前に
トルの地質を予想します︒Ｑ・Ｃはわかりません︒た 岸和田市では﹁泉州の新し
﹁温泉堀り屋の
立つと
︑芦屋市では阪
第二ステップは地震探査︑だ近くのボーリングデー い夜明け﹂
ふ
る
さ
と
の
自ずか
電磁波探査︑放射能探査な タによりある程度の予測 神淡路大震災の被害を受 一︑ ふるさとの 小野の木立に
温泉の話﹂
ら 赤と
どの物理 は可能です︒第三ステップ けた人達の﹁心と体を癒し
笛の音の
うるむ月夜や
んぼの
探査を行 として最も可能性の高い た温泉﹂などは成功したよ
佐藤 光男︵高 回︶
をとめご
メロデ
います︒ 場所で調査ボーリングを い例です︒
ニ︑ 少 女 子は
熱き心に
イーが
この探査 実施します︒しかし︑この 最近も﹁都心の温泉続々誕
日本人はほんとうに温
そ
を
ば
聞
き
涙
な
が
し
き
流れて
によって 調査ボーリングは本井の 生﹂と尼崎市の温泉が放映
泉好きです︒新聞やテレビ
くる︒
第一ステ ボーリング工事とコスト されました︒このごろの温
に温泉のことがでない日
三
︑
十
年
経
ぬ
お
な
じ
心
に
﹁すく
ップの精 がほぼ同じになるため︑第 泉はスーパー銭湯や健康
はないほど盛んに報道さ
君泣くや
母となりても
ね 茶
度を高め 一︑第二ステップのあとす ランドなどの日帰り温泉
れています︒本屋さんの温
屋﹂に
ます︒温 ぐ本井工事となります︒そ に利用されるだけでなく︑
泉コーナーには美しい写
着く︒
泉の品質 こで温泉の当たりはずれ 温泉付マンションや都会 渡る︑播州の城下町龍野で
真入りの雑誌が山と積ま
﹁うらをみせ おもてを
を評価す があることになります︒失 の中の温泉付ホテルとし
れています︒
あ
る
︒
矢
野
勘
治
・
三
木
露
る基準は 敗の苦い思いをしながら ても利用されています︒ 風・三木清を生んだ龍野は︑
みせて ちるもみぢ﹂
その温泉を開発する仕事
︑掛
﹁何度の もこの仕事を続けられた 私も心身のリフレッシュ 私にとって童心猷存の地
に従事してはや３３年︑開
温泉が毎 のは︑温泉が湧出したとき のために︑たびたび温泉を である︒山田欽也幹事の行
発した温泉は２００本を
分何リッ の喜びが大きいためです︒利用します︒私のよく行く き届いた案内によって︑龍
超えました︒
トル湧出 このため︑明るい話題とし 温泉のベスト５は︑泉州健 野城を右手に見ながら︑気
私は︑教師より山師の道を
︑ 品のある町並みを抜け︑紅
選び子供の頃より自然を したのか︒その泉質は？﹂て数多くマスコミに取り 康センター︵岸和田市︶
上げられます︒
スパ・ワールド︵大阪市︶
︑ 葉を愛でつつ龍野公園に
友としました︒
﹁温泉なん という三要素です︒
︑千里 至る︒第一のお目当ては
て１０００メートルも掘 第一︑第二ステップの探査 奈良市の平城京の跡地の 御隆温泉︵大阪市︶
︑るり溪温 ﹁ふるさとの碑﹂である︒
ればどこでも湧出するん だけで温泉の三要素︑Ｔ・ 温泉は﹁天平の熱き思い﹂
︑の湯︵吹田市︶
泉︵京都府園部町︶などで 福高一年の時︑三省堂の
でしょう﹂とよく聞かれま
す︒安くて︑近くて︑楽し 国語教科書で習った︒露風
す︒そんなことはありませ
い温泉がたくさんありま は数え年 才の時この詩
ん︒２００本も掘ってくれ
す︒皆様も温泉で元気を取 を作り︑その後藤原義江の
ば失敗もあります︒
り戻して下さい︒
では温泉の湧出する場所
歌でヒットしたという︒昭
︵ボーリング地点︶はどう
和 年ころ聞いた森繁久
して決めるのでしょうか︒
弥
の
歌も良かった︒昭和
﹁播州龍野紀行﹂
第一ステップは︑山師がハ
年︑女性歌手の歌をラ
ンマーをふるいながら︑地
ふるさとの
ジオから録音し︑テープの
層や岩石︑断層︑地下水の
高 回 松田元信 愛唱曲集に入れている︒楽
しみ出しなどを調査しま
関西福高八起会第 回 庵・聚遠亭・御涼所・野見
す︒
例会で晩秋の龍野を訪れ
宿
禰
神
社
・
文
学
の
小
径
と談
これらの地表のデータを
た︒姫新線の本竜野駅で降 笑しながら逍遥する︒
﹁三
解析して地下１０００メ
りて 分ほど歩き︑清流 木露風・赤とんぼの歌碑﹂
ートルから１５００メー
揖保川にかかる龍野橋を
31

46

け軸の変体仮名を原口民
江さんがさらりと読む︒良
寛辞世の句とある︒ビール
で喉を潤おし昼食が始ま
る︒久保雅世始・橋山英
二・伏見貞夫︵高 ︶君
らは時事問題を解説し︑良
書を紹介する︒会話が弾む︒
東大時代の同級生であっ
た吉田茂題字の﹁矢野勘治
玉杯碑﹂の前では感懐を新
たにする︒運動会の川中島
︵騎馬戦︶では︑騎乗して
朗々と歌いながら東西か
ら入場してきた︒戦前︑上

１０
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(1)温度
(T):Temperature
(2)湯量
(Q):Quantity
(3)化学成分 (C):Chemical component

8

8

72

19

八起会の面々

校の寮歌はその最たるも
ようにパソコン活用化プ
﹁同窓会﹂
のだろう︒白頭を振り︑蛮
ロジェクトを担当してい
る︒まだ︑動き出して二年 同窓会に関して︑興味深く から声を張り上げて歌い
余りだが︑既に一千数百台 共感する記事を紹介しま 踊る姿は︑はた目には︑﹁い
い年をして﹂としか映らな
を世に贈っている︒システ す︒
ムとしては︑各企業などに ︵平成７年 月 日︑熊 いが︑当人達には文字通り
不用のパソコンを無料で 本日日﹁新生面﹂久野啓介 青春の日︑よみがえる至福
の瞬間なのである︒校歌斉
提供してもらい︑その上送 著より抜粋︶
料も負担してもらう︵これ 文責：高８回 山田欽也 唱はついに戦後の時間だ
けではなく︑あの戦争と敗
が大変︶
︒ＩＢＭで一台当
り１〜２万円かけて再生 ある学校の学年同窓会で 戦の記憶をも乗り越えて
する︒ＮＰＯ︵非営利団体︶のこと︒校歌斉唱の後で︑﹁古きよき時代﹂へと誘う︒
を通じて︑順次各施設など 来賓として招かれていた そのとき︑失われた時間の
に無料で寄贈する︒日本の 母校の現在の校長先生が 彼方から︑ふるさとの山河
とともに人々の胸によみ
パソコンの応用は︑隣の韓 言った︒
国やインドなどに遅れを ﹁在校生全員で歌っても︑がえってくるのは︑少年の
とっているとも言われて あんなに大きな声はでま 日に挫折したけなげな﹁愛
いる︒長野氏ももっと多く せん﹂いまや還暦近い同窓 国心﹂の苦しみを含んだ刹
の人が再生にたずさわっ 生たち自身︑在学中そんな 那さだ︒戦後 年︑その
て欲しいと願っている︒ま に大まじめに校歌を歌っ 意味がさまざまに論じら
た︑氏は 歳になったと たわけではない︒にもかか れているが︑その底に秘め
き︑厄払いをかねて︑健康 わらず卒業から年を経る られたもうひとつのトー
のためジョギングをはじ につれて︑校歌はふるさと ンは︑ある年代にとっては︑
めた︒休日に︑はじめは１ の山河そのままになつか よくも悪しくもそうした
キロを走るのがやっとで しく︑歌い出したが最後︑ナショナリズムへの屈折
あった︒それが一年後には のどの奥からほとばしる した思いではなかろうか︒
キロも平気になった︒ ように出てくるのだ︒歌い それをどう止揚するか︒
還暦を過ぎた現在も年間 ながら︑思い出が走馬灯の ﹁ポスト 年﹂の日本人
１５００キロは走ってい ように脳裏を駆け巡る︒そ の課題かもしれない︒
る︒ 年後には地球一週 れに身を任せているうち
︵約４万キロ︶を達成した に︑昨今の不況も職場や家 止揚 ：二つの矛盾した概
いと意気軒昂である︒
庭のいざこざも吹っ飛ん 念﹇正・反﹈を︑さらに高
でしまい︑いつか心は︑お い段階で調和し統一する
︵取材 高 回
三浦 元︶ 互い貧しかったけれども こと︒
まだ人の温もりが残って
いた︑高度経済成長期以前
の世界へと連れ戻される︒
青春の歌といえば︑旧制高
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URL http://kfmhs.hp.infoseek.co.jp/

級生が歌ったのは﹁遼陽城 ﹁ふるさとの﹂がＢＧＭで
頭夜はたけて﹂で始まる橘 流れていたので小躍りし
中佐だった︒戦後︑一高寮 た︒今回リクエストすると
︵高３︶
の
﹁ふ
歌﹁ああ玉杯に花うけて﹂ 山本健二先輩
と三高寮歌﹁紅萌ゆる丘の るさとの﹂が聞こえてきた︒
花﹂を紅白軍が歌った︒ま これは霞城館で教えても
た︑小学生のころ佐藤紅緑 らったＣＤ二十曲中の一
著﹃ああ玉杯に花うけて﹄ 曲らしい︒
に感激し︑長じて我が子達 夕刻姫路に戻り︑キャッス
にも復刻版を読ませた︒福 ルホテル内の﹁日本料理は
高の運動会では︑毎年在校 りま﹂で談笑し︑寮歌等も
生の作詞作曲による四つ 口ずさむ︒大住旦生君より
の団歌とは別に︑一高・三 関西福中・福高同窓会の二
高・北大予科等の寮歌も歌 十周年記念総会への協力
った︒
要請もあった︒心の若さを

童謡の小径を辿る︒途中七 いつまでも持ち続け︑櫻の
化
を与え︑一時的にでも足
な
く
な
っ
た
ら
︑
厄
介
な
産
業
箇所の童謡の碑文があり 季節にでもまた龍野を逍 廃棄物となる︒
跡を残したい﹂
その前に立つとそれぞれ 遥したい︒
一方で︑パソコンを身障 社内で大型コンピュータ
の懐かしいメロデイーが ＊矢野勘治︵明治十三年〜 者の殖産に活用している ー部門からパソコン部門
湧き起こる︒近くに哲学の 昭和三十六年 享年八十 施設も多い︒そこでは︑予 に配属され︑それが結果的
小径もある︒巨木を抱いた 一歳︶ 一高ニ年生の時一 算不足から思うように機 に当初の理想に近づくこ
屋敷街を通り︑霞城館・矢 高寮歌﹁春爛漫﹂
︑三年生 種がそろわず悩んでいる︒とに役立った︒当時︵１９
野勘治記念館を訪う︒矢野 の時﹁ああ玉杯に﹂
を作詞︒そこで︑手間とお金をかけ ８０年代︶はパソコンの草
勘治・三木露風・三木清に 三木露風︵明治二十二年 て︑中古パソコンを再生す 創期であった︒ＮＥＣがガ
関する文献や資料が展示 〜昭和三十九年 享年七 ることが︑社会的に大変有 リバーであったが︑機種は
されている︒学生時代には 十五歳︶
意義なこととなる︒その事 各社各様であった︒それを
三木清の﹃人生論ノート﹄ 三木 清︵明治三十年〜 業に定年後︑取り組んでい 長野氏を中心としたグル
﹃哲学入門﹄に啓発された︒
昭和二十年 享年四十八
る
の
が
長
野
氏
で
あ
る
︒
︵
写
ープが︑日本の将来のため
社会人になって購入した 歳︶
真︶
に機種の共通化に取り組
﹃三木清全集﹄十九巻︑い
氏は福高時代︑地学部で んだ︒すなわち︑ＤＯＳ／
ずれ繙きたい︒霞城館の職
天文に熱中した科学好き パソコンの規格の推進で
﹁中古パソコンの
員に﹁ふるさとの﹂が入っ
の青年だった︒九大工学部 あった︒
ているＣＤはないかと問
の
電気科を卒業後︑日本Ｉ ＤＯＳ／パソコンの命名
再生に余生を﹂
うと︑﹁第十集赤とんぼ︵露
ＢＭ︵株︶に就職した︒そ も長野氏がした︒パソコン
風を偲びつつ︶独唱山本健 長野祐三氏︵高 回︶
の
時
︑
肝に銘じたことがあ ブームの火つけに一役買
二﹂を示された︒
﹁うすく
った︒
﹁自分の成した事で ったわけである︒
ち龍野醤油資料館﹂
︑入館 パソコンは︑今や現代に 小さな事でも良いから︑何 退職後の一昨年からＩ
料十円︒先年入った時は は必須である︒だが使われ か︑日本という社会に︑変 ＢＭの嘱託として︑前述の
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12

10

40

11

11

27

ていると思われるのでビ
あげん・こげん・そげん
ジネスの話題はなく︑あヽ
終ったんだなあという感
合計 名の卒業生である じであった︒何となく寂し
年後の京都旅行
が︑故人となられた 数 い気持ではあったが卒業
私達高校 回生は︑昭和 名の人達や︑健康上どうし 以来︑一家の主としてどう
年に卒業し︑今年で
ても参加できない人達も
年になる︒昭和 年に福 あり︑男子 名︑女子
岡中学と︑福岡高等女学校 名合計 名の参加者であ
︵現︑福岡中央高校︶が学 った︒
制変革により合併し︑福岡 平成 年 月 〜 日︑
中学創立以来男女共学一 ２日間で大原三千院︑東福
期生である︒私達は突然の 寺︑東寺︑金閣寺の散策で
事で︑とても歓迎すべきこ 少々雨にあったが紅葉も
とではなかったと思うが 見事で︑久々に懐かしく︑
上級生の方々には︑大変喜
年前の修学旅行を思い
ばしいことであったと後 ださせてくれた︒
年よく聞かされた︒
前夜の宴会は︑６時半よ
当時は第二次大戦終戦直 り始まり二次会︑三次会と︑
後の時代であり︑市内はあ 夜中の一時半頃まで有志
ちこちが焼け跡だらけで
名が飲酒︑歓談にふけ
あった︒衣食住についても ったが女子は 名も参加
現在では想像もできない せず︑やはり私達の世代は
状況であり︑学校に行き︑男女共学に慣れていなか
仲間と会える事が一番楽 ったと思い知らされた︒
しかった時代であった︒ 参加者は大半が博多から
また︑私達の中学時代は であり︑関西︑関東︑名古
小学校の高等科から入学 屋からの人が殆どで私も
した連中︑海外からの引揚 東 京 よ り 参 加 し た 名
げで入学した連中がおり︑︵徳重︑須藤の両君︶とは
年令も 才から 才年 卒業後始めてであり︑たし
か中学時代同クラスであ
長の連中もいた︒
今回の京都一泊旅行は︑卒 ったため特に懐かしい思
いであった︒
業 周年であり︑昭和
年の修学旅行の懐かしさ 話題は在校時代の思い出
もあり︑ようやくそのはこ 話や︑クラスメートの現在
びとなったわけである︒私 の状況とか︑エピソードと
達は男子 名︑女子 名 かで殆どがリタイヤーし

にか世間並みに今日に至
ったことを皆々︑自分なり
に満足しているのではな
いだろうか︒
私もどちらかと言えば家
庭を﹁ホッタラカシ﹂であ

ったので現在は出来る限 姿は︑私
り老妻の手伝いをしたり︑達には全
何となくいいなりになっ くなかっ
たりの毎日である︒
たし︑在
街中を行く高校生を見る 校中は考
につけ︑手をつないで歩く えもしな
かったこ
とである︒
年間
の時の差
はあるが
現在の変
わり様に
何とも云
い様のな
いものを
感じるの
は昭和一
桁生れの
古さかも
しれない︒
次回の旅行は平成 年
に会津磐梯山の声が上が
っているが皆元気なよう
でなによりと思われ︑特に
女性は若いように感じら
れた︒私は毎年旅行しては
どうかと思うが︑なかなか
そうはいかないようであ
る︒
途中話が脱線しましたが
同窓会の良さは家庭にも
ない︑職場にもない︑
﹁昔
に戻り︑気持が本当になご
み︑楽しかった﹂と云うこ
とだと思います︒
︵高 回 松岡 茂︶
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関西福互交会の記

毎年︑秋が深まってくると
つい心待ちしてしまう︑福
互交会開催のお知らせを︒
何がよくて集まるのか分
からないけど︑やはり同じ
ように心待ちしていた連
中がやってくる︑もう高校
を出て 年というのに︒
それ程︑高校時代の生活が
強烈に︑今の私たちの生活
の底辺に浸透しているの
でしょうか︒
さて︑平成 年 月 日
例によって佐伯さんのご
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好意で使わせて頂いてい
るＵＦＪ京町堀クラブへ
三々五々 名が集まり︑
旧交を温めました︒宴たけ
なわの頃︑出席者が一人づ
つ近況報告しました︒殆ど
の人が長い間続けてきた
本業の仕事を離れ︑新しい
人生を歩み出しておられ
ます︒介護施設の建設にか
かわっている人︑経営コン
サルタントとして個人の
経済運営にかかわってい
る人︑健康とボケ防止と称
して高校時代からのスポ
ーツまたコーラスに趣味
を生かしている人︑現役で
仕事を
続けて
いる人︑
孫の成
長に目
を 細め
ている
人もい
れば︑
子供の
結婚に
安堵の
胸をな
で下ろ
してい
る 人
も・・・︒
生き方
はさま
ざまで
すが︑

現役時代の努力の結果が
まさに今であり︑ 歳老
け込んではいられない︑何
らかの形で社会とつなが
りをもって生きて行きた
いと︑意欲が満ちあふれて
いました︒
記念撮影︑二次会カラオケ
の後︑再開を約して散会し
ました︒いくつになっても
博多の文字をみれば何事
かとちょっと気にな
る・・・
今年は高卒
周年︒福互交会関西勢そろ
って九州へ乗り込めると
いいなと思っています︒
︵高５回 北川耀子︶

月 日︵参加者 名︶
関西七福会
と 月 日 の龍 野日 帰
関西福呂久会
関西七福会はここ数年︑関 り旅行︵参加者７名︶の３
平成 年 月 日に関 西福中・福高同窓会総会開 回開催した︒日帰り旅行は
西福呂久会を開催した︒平 催時に︑二次会として集ま 平成 年から開催し︑こ
れまで滋賀の五個荘町︑播
成 年はスケジュールが っている︒昨年︵平成
合わず︑ 年８ケ月振り 年︶は 月 日総会の後 州赤穂︑京都紅葉狩︑そし
となった︒前回参加者は植 ホテルクライトンで 名 て今回の龍野と開催した︒
田︑大神︑北原︑辰巳︑松 参加し近況を語り合った︒これからも年一回は旅行
を計画したいと思います︒
岡幹の５名だったが今回 ︵高７回 永田善宗︶
龍野旅行については別記︑
は植田氏が定年で関東に
松田元信氏の紀行文をご
戻られ︑新たに松岡蒼然氏︑
関西八起会
一読ください︒
浜田初子︵旧姓太田︶さん
の参加があり︑前回同様大 関 西 八 起 会 は 平 成 年 ︵高 回 山田欽也︶
神︑北原︑辰巳︑松岡幹︑ 月 日︵参加者 名︶
︑
が参加して計６名での開
催となった︒
︵写真︶
福高時代に浜田さんが抱
えていた本を机の上に置
いたので︑どんな参考書を
持っているのだろうと覗
いて見たら︑ヘルマンヘッ
セの﹃車輪の下﹄という小
説だったのが非常に印象
的だったという松岡蒼然
氏の話から︑若き福高時代
の話にしばし花が咲いた︒
その他︑北原氏の阪大で文
学博士号を取った論文の
話︑植村氏の百名山登山は
どうなっただろうとか︑大
神氏の絵の話︑辰巳氏のヨ
ットの話︑レイチェル・カ
ーソンに始まる環境問題
など話題が尽きず大変盛
り上がった会となった︒
︵高６回 松岡幹郎︶

URL http://kfmhs.hp.infoseek.co.jp/

平成 15 年度東京福中・福高同窓会総会

とき
4 月 25 日（金）
ところ 市ヶ谷 アルカディア
担当
高校 10 回 20 回 30 回 40 回

お問い合わせは
＜事務局＞ 篠原 亨（高校 26 回）
㈱原子力エンジニアリング勤務
ＴＥＬ 06-6446-1141
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平成 15 年度福中・福高同窓会総会

とき
6 月８日（日） １１：００〜
ところ 福岡国際会議場
担当
高校 39 回

6

13

10

11

8

30

9

【スケジュール】
第一部 総会
11:00〜11:05 校歌斉唱
11:05〜11:10 会長挨拶
11:10〜11:20 来賓挨拶 福高校長 本部会長
11:00〜11:25 会計／監査報告
第二部 懇親会
11:30〜11:35 開会挨拶 乾杯
11:35〜11:45 来賓紹介
11:45〜12:00 同好会紹介
12:00〜13:00 ＶＴＲ上映
13:00〜13:20 テーブルチェンジ
13:20〜13:30 詩吟
13:30〜13:50 応援団演武 合唱
13:50〜14:00 次期幹事引継式
14:00
閉会式

1８

とき
5 月 17 日（土） １１：００〜１４：００
ところ 大阪市北区中ノ島 リーガグランドホテル
３階エンパイヤルーム TEL 066202-1212
（フェスティバルホールと同じ建物です）
会費
円

5

20

第 20 回 関西福中･福高同窓会のお知らせ
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ます︒最近若手の加入も増
窓会 名 計 名︑
リスイ︑ベニマシコ︑カシ
野鳥の会
同好会
えてきたのですがまだシ
ラダカ︑ヨシガモ等 種
種︶
・第３回目は 年
ニア層が主力の当校に対 県人会と合同の探鳥会 月 日 牧野︵淀川上流︶を観察することができた
活動報告
し︑修猷館は若手中心とい もスタートして 年以上 でうまい具合に定例探鳥 がカモ達は 年前より少
うことから対抗戦では３ が経ちました︒この間第 会でも観察記録のないオ なかったのが気になった︒
連敗を喫しました︒負けた
回目の探鳥会は平成
シドリを観察できました︒野鳥の色彩の美しさを観
どんたく会︵ゴルフ
方は勝った方の校歌斉唱
察したり︑繁殖期の囀りを
年 月 日に平城
︵県人会 名︑同窓会
を神妙に聞く取り決めに 京・水上池にて行いました︒
名計 名︑ 種︶
・第 回 聞くと自然の素晴らしさ
同好会︶へのお誘い
なっていて︑三度までも口 鳥の先祖が爬虫類だった 目は 年 月 日伊丹 を実感します︒探鳥会への
惜しい思いをしています︒痕跡を多く残すアリスイ 昆陽池で真近にカモ達を ご参加をお待ちしており
しかし年々差を詰め前回 やナポレオンの帽子を思 観察することができまし ます︒第６回目は今年２月
は最終チームまで勝敗が わせるヨシガモが印象的 た︒
︵県人会 名︑同窓会 ２２日︵土︶京都御苑を予
縺れ込んでおり今年こそ でした︒
︵参加者 県人会
名 計 名︑ 種︶
・ 定しています︒野鳥の会に
と雪辱を期しています︒
ついてのお問い合わせは
名︑同窓会 名 計
第 回目は 年 月
・第 回目は
ドンタク会 回春のコン 名︑ 種︶
松岡幹郎︵高６回︶
︵
日で第 回目と同じ平城
ペは瀬田ゴルフクラブで 年 月７日 枚岡公園で 京・水上池でした︒年末だ 06
・ 6846
・ 4173
︶まで︒
月 日︵日︶に開催予 山桜とウグイスのホーホ ったこともあって皆様多
定︵日曜でもプレー費キャ ケキョの鳴き声を堪能し 忙のため私一人だけの気
歩こう会
︵県人会 名︑同 ままな探鳥会となった︒ア
デイー付きで
円で ました︒
17,000
年度後半の活動報告
すよ︶︑修猷戦は 月
日︵日︶吉川のオリエンタ
﹁新緑の吉野・青根ケ峰﹂
ルゴルフクラブの予定で
年 月 日 近鉄吉
す︒これを機会に是非ご加
野線で終点まで︵写真︶
︒
入下さい︒特に現役︑若手︑
小雨もまた吉野山は風情 堂々の蔵王堂に参拝︒近鉄 ︵１２１４ｍ︶
女性の増強を望んでいま
がある︒駅前からのロープ 阿倍野橋ビルの 階でネ 湿った笹やぶをかき分け
︵参加 ながら︑汗ぐっしょりの
す︒年会費は徴収せず当日
ウエイ︒奥の千本行き直行 ギ焼きにて反省会︒
時間半余り︒ようよう
出来高払いなので︑忙しく
バス︒ここまでは全くｅａ 者同窓会 名︑県人会
にして︑３６０度展望の岩
参加できにくい方もお気
ｓｙ．相当深山に来た感︒名 計 名︶
軽に入会して下さい︒修猷
苔むす石畳を心地よく歩 ﹁盛夏の比良・武奈ケ岳﹂ 峰のピークに立つ︒眼下の
戦にだけ参加でも結構で
いて︑金峰神社︒さらに︑ 年 月 日 台風の 絵のような琵琶湖を皆悠
す︒その他県人会ゴルフコ
完全な山道を経て︑青根ケ 大雨の直後で少し心配し 然と賦観︒汗も疲れも一時
ンペでも高校対抗を年
峰︵８５８ｍ︶に立つ︒桜・ た︒ＪＲ比良からバス︑リ に吹き飛ぶ︒ビール・果物
回やっていますのでその
松・檜が調和するひっそり フト︑ロープウエイと労せ を分け合いながらの天空
都度ご案内しています︒
したピーク︒西行庵・芭蕉 ずして高原の八雲平︵やぐ の昼食︒雨にも会わず︑夏
ゆかりの苔清水で往時を もだいら︶に立つ︒そこで にしては風の通るグーな
お申し込みは
︵同窓会
しのぶ︒葉桜の下で昼食︒フンドシのひもをしめな 山行きでした︒
世話役 杉原行幸︵高５
帰路︑高城山から︑金剛 おしていざ出陣︒めざすは 名︑県人会 名 計
・
回 ︶︵ ＆
0797
山・高見山を遠望︒威して 比良山系の主峰武奈ケ岳 名︶
・ 0769
︶まで︒
35
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どんたく会は会員数 名
を超え︑年齢層も昭和
年卒の合屋会長はじめ︑紅
一点の 年卒上林さんや
年卒柴田君まで 上下
才の幅にわたっていま
す︒ご夫婦であれば当校卒
業でなくともゲストとし
て参加して頂いており︑春
︵休日開催︶
︑秋︵平日開
催︶のコンペには大体
組︑最高は７組という盛会
で既に 回という歴史を
重ねています︒スコアも
前後で廻られる方数名
から 以上叩かれる方ま
で︑勝ち負けにこだわらず
和気藹々と博多弁が飛び
交う中でプレイするのは
他では経験できない楽し
さです︒現在一番意気盛ん
なのは高校９回卒︑ 回
卒の面々で人数も多く
台〜 そこそこで廻られ
る人が多いのですが︑福中
〜高校 回の大先輩方も
立派なスコアで︑年 回
の修猷館との対抗戦でも
勝ち点の主力となってい
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口の紅葉のトンネル
﹁初秋の大和三山﹂
年 月 日 敬老の では最徐行︒皆︑左︑
日連休の初日︒好天に恵ま 右を見ながら﹁ワ〜
れた︒近鉄沿線︑橿原市に キレイ﹂の大合唱︒
三山は位置し︑歴史のロマ 貴船神社では︑誰か
﹁吉﹂と
ンあふれる一帯である︒耳 が恋水占い︒
成山︵みみなし︶↓藤原京 でて︑ヤンヤの喝采︒
跡↓天の香具山︵昼食︑昼 昼なお暗い鞍馬の深
寝する人あり︶↓畝傍山 林︒その奥に威容の
︒仏教伝来
︵うねび︶↓橿原神宮︒ほ ﹁魔王殿﹂
んとに皆よく歩きました︒より古いというのが
時間 キロは忍耐勝 納得︒鞍馬寺の奥の
負のハイク︒歴史に詳しい 院から逆に本殿へ出
人が入れ替わって各所で たので︑錦秋の塔屋
解説︒現役時代の社会科の が一層きわだって美
時間をホーフツさせる﹁質 しい︒山路の汗と感
の高い﹂山行きでした︒よ 動疲れの身心を︑露
うやく黄金︵こがね︶づく 天風呂の白濁の湯舟
稲穂の畦道︑農家の納屋の に浸す︒本館︑畳敷きのレ
横道︑深い木立の山路︑コ ストランで︑釜めし︑地酒
ンビニ店の前と︑変化に富 で怪気炎︒本年最後の山行
んだルートでした︒帰路の きにふさわしい秋の一日
︵同窓会 名︑県
電車に乗る前に︑森厳な神 でした︒
宮すぐ近くの喫茶店で︑ノ 人会 名 計 名 う
ドをうるおしつつ瞑想的 ち女性 名︶
休息︒
︵同窓会 名︑県人 世話役
会 名 計 名︶
三浦 元︵高 回︶
﹁錦秋の貴船・鞍馬山﹂
年 月 日 この日
山野草の会
は全国的に晴で︑どこでも
行楽地は大賑わい︒とくに 平成 年 月 日︑男
今年は︑雨・気温とも最適 性３人︑女性４人の計７人
で︑近年にない美しい紅葉 で秋の山野草の会を行い
になりました︒我々も︑京 ました︒豊能町余野から妙
の東の奥座敷といわれる︑見山山頂への道沿いの山
貴船・鞍馬ののまっさかり 野草を観察しました︒アキ
の紅葉を堪能︒特に叡山電 ノキリンソウ︑ヨメナヤク
鉄の粋なはからいで︑貴船 シソウ︑ツリフネソウ︑ミ
10

ホールでＮＨＫドラマ﹁菜
旅行の会
の花の沖﹂のロケのハイビ
ジョン映像を見て資料館
﹁南淡路バスツアー﹂
平成 年 月 日︵土︶ を見学︑江戸時代︑北前船
第 回旅行の会を行いま で命を賭けて北方から上
した︒
︵写真︶行先は︑日 方への商品流通︑北方の航
帰りバスツアーで南淡路 路や漁場の開拓︑また日露
へ︑前夜からの雨で当日の 民間外交の先駆者として
朝はまだぐずついていた も偉大な功績を残した嘉
が︑梅田乗車 名︑三宮 兵衛のロマンをしのぶ︒記
乗車 名︑全員そろい淡 念撮影をして︑昼食場所の
路島に向って出発︑ 人 淡路島最南端﹁プラザ淡路
乗りの阪急バ
スに 人と空
席が多く寂し
い感じ︒三宮
を出発して明
石海峡大橋を
ズヒキ︑ベニバナボロギク 渡るころには
など３０数種類が︑私達を 雲の切れ間も
歓迎するかのように咲い 見え始め︑雨
ていました︒午後からは秋 の心配はなく
の山野草のねらい目の実 なった︒さっ
のものを探しました︒マタ そくビールと
タビ︑アケビ︑サルナシ︑お茶のサービ
ガマズミを手にしました︒ス︑バスガイ
更にセンブリ︑リンドウ︑ドさんの明石
ナギナタコウジュ︑コウヤ 海峡大橋の案
ボウキ︑オヤマボクチなど 内を聞きなが
の花も観察できました︒帰 らあっと云う
路では︑里山の１００円野 間に淡路島へ︑
菜の店でとれとれのハヤ 北淡ＩＣを下
トウリ︑シイタケなどをみ り瀬戸内海を
やげに加えて楽しい一日 に見てウエ
右
となりました︒
ルネスパーク
世話役
五色︑高田屋
佐藤光男︵高 回︶
嘉
兵衛公園へ︒
園内の菜の花
42

旅行の会

島﹂へ︒昼食は海の幸づく れる中国雲南省の珍しい
しの料理にお酒が入り和 植物も展示されていて︑花
気あいあいの歓談に︒食後 やガーデニングの好きな
の後は鳴門海峡を眼下に 人にはこたえられない植
望む露天風呂に浸り気分 物館でした︒会長をはじめ
爽快︒昼食時間もあっとい ご参加の皆様︑明石海峡大
う間に過ぎバスは淡路鳴 橋を渡るのは始めてとお
門道を北上︑東浦ＩＣから 元気にご子息と一緒に参
最終目的地の淡路夢舞台 加された中 回卒の高見
温室﹁奇跡の星の植物館﹂ 大先輩︑お疲れ様でした︒
へ︒広大な温室に様々な植 人数不足をカバーし 名
物︑植物の宝庫として知ら も応援参加いただいた県
人会の皆様ありがとうご
ざいました︒次回はもっと
魅力ある企画を考え︑たく
さんの方々にご参加いた
だくことを願っています︒
︵参加者 同窓会 名︑
県人会７名 計 名 う
ち女性８名︶
世話役
松浦昭男︵高 回︶

テニスの会

URL http://kfmhs.hp.infoseek.co.jp/
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関西福中・福高同窓会の
同好会としての活動はま
だ休眠中です︒同好会の活
動が発足する前に︑井浦氏
︵高 回︶
︑伊藤氏︵高
回︶
︑大住氏︵高 回︶の
各先輩と私︑柴田︵高
回︶は一度だけ︑堺市泉北
のコートでゲームを楽し
んだ︒これがきっかけで︑
テニスの会を作ろうとの
先輩方の熱意でできたも
のの︑それっきりになって
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山野草の会

16

9

心者もＯＫ！道具の調達
スキーと
編集後記
もお任せください︒なんと
滑らずに暖房の効いた中
周年記念総会を迎え
雪見酒の会
での雪見酒オンリーの方 るにあたって参加者２０
も募集︒
スキーと雪見酒同好会ご
０名以上を目標とし︑当番
紹介︒ラララ楽しいスキー︑
今シーズン中に初スキー 幹事︑役員︑学年幹事の皆
スキー︑スキー＆雪見酒
行きを催したいと思いま さんが知恵をしぼって奮
この度新設しました︒スノ
す︒企画が整えばお知らせ 闘しています︒本会報も総
ーボーダーもカモン︒
します︒ホームページで︒会へのインセンテイブに
いる︒世話人がなかなか動
辺り一面の銀世界︒清々し
当会会員以外の方も多数 なればと 周年記念号と
かないのが原因でありま
く心洗われます︒
ご参加ください︒お待ちし して発行を急ぎ︑総会の案
すが︑それぞれのメンバー
内に同封お届けすること
その山懐で滑りません
ております︒
は自分の所属しているク
にしました︒総会参加者が
か？転びませんか？
伊吹飛騨山系︑神鍋鉢伏の 現在会員３名
ラブで活動は続けていま
目標を上回り大盛会にな
九州ならスキー場には恵
世話役
半
泊
︑
本
格
派
の
信
州
で
も
楽
す︒テニスの会のメンバー
まれませんが︑関西では琵 に行けます︒ベテランも初
米山俊二︵高 回︶ ることを祈念しています︒
は現在 名︑恐らく多く
５月 日 土( リ)ーガーグ
を数えました︒ 年 月 ﹁円猷会﹂に対抗するため 琶湖沿いの日帰りから︑
の会員の方々がテニスを
ランドホテルでお会いし
日には新年会を兼ねて にももっと多くの方々に
されておられることと思
ましょう
第 回の対局会を住友生 入会していただくようお
います︒関西福中・福高同
︵高８回 山田欽也︶
命 釣鐘倶楽部にて開催 願いいたします︒対外試合
窓会ホームページで入会
ホームページ担当からのお知らせ
しました︒当同好会では︑は当会のモットーにかか
をお待ちしています︒春に
齢︑六十路をこえると︑
勝って奢らず︑負けて落ち わらず是非とも勝利する
は冬眠からさめて今年こ
隠居生活に入る人も多く
込まずをモットーに誰で よう皆さんの参加をお待
そはと思う次第です︒是非
ホームページを立ち上げて︑早一年三ヶ月が過
なる︒その生活スタイルも︑
も楽しめる会の運営を目 ちしております︒会は会場
ご参加を！
ぎました︒現在のアクセス件数は２０００件を突
近年バラエテイーに富ん
指しています︒また︑平成 の都合にもよりますが原
破し︑そのペースは徐々に速まりつつあり︑問い
世話役
でおもしろい︒
年 月 日には︑会と 則毎月末土曜日の午後に
合わせやご指摘をいただく件数もこれと合わせて
柴田忠良︵高 回︶
人生の締めくくりとし
してはじめての対外試合 打碁会を開催することと
増加しております︒しかしながら︑これとは逆に︑
て︑その人の真価が問われ
を修猷館囲碁同好会﹁円猷 しており︑終了後軽いビア
更新のペースはなかなか進まなくなっておりまし
る時でもある︒そのエネル
囲碁同好会
パ
ー
テ
イ
ー
で
親
睦
を
深
め
会
﹂
と
行
い
ま
し
た
︒
結
果
は
た︒この状況を見かねた高 回の米山先輩からの
ギーを同窓会に向けても
残念ながら 名の︵ゲス ることが恒例となってい
応援の申し出をいただき︑大変ありがたく︑また︑
らうようにしなければな
﹁ウロウロ会﹂ トを含む︶豊富な陣容を誇 ます︒入会の申し込み︑お
心強く思っています︒今年はさらに会員の皆様の
らない︒本誌が啓発の一助
る﹁円猷会﹂に 勝 敗 問い合わせは世話人まで
お役に立てるホームページ作りを目指します︒既
平成 年 月合屋会
になるかもしれないと期
で敗れはしましたが︑その お電話またはフアックス
にご存知とは思いますが︑関西福中・福高同窓会
長を中心に発足した﹁ウロ
待している︒
後の懇親会では同校との でご連絡ください︒
のホーム ページのＵＲＬが変更になっています︒
ウロ会﹂も平成 年 月
︵高 回 三浦元︶
親交を十分に深めること 連絡先は 世話役
に満 年を迎えました︒
ブックマークの変更をお願いします︒
ができました︒ちなみに︑ 桑野知泰︵高 回︶
年 月を第 回とし︑
︵高 回 岡部和也︶
今年も無事締め切りに
わが﹁ウロウロ会﹂のメン ︵
＆
0797
38
原則として毎月末土曜日
間に合いました︒
バーは現在のところゲス
︶
0859
に対局会を開催し計 回
︵高 回 岡部和也︶
トを含めて 名と少なく

（12）
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関西福中・福高同窓会ホームページ
新ＵＲＬ http://kfmhs.hp.infoseek.co.jp/
ホームページに対するお問い合わせは
kfmhs2002@infoseek.jp
高 28 回 岡部までご連絡ください。
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