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「賛助金運動」ほぼ目標超え
〜閉課程記念ＤＶＤ完成、ご支援に感謝〜
北辰会会長

こじょう

ともすけ

古城

具祐（18期）

平素は北辰会にご支援を頂きまして有難うございます。
昨年末の総選挙で自民党が政権復帰し矢継ぎ早に日本経済復興の政
策が打たれています。
私達も安心して生活出来ることを願わずにいられません。
アルジェリアではテロにより多くの日本人が犠牲になりました。
北朝鮮のミサイル実験、日本を取り巻く国境、領土、防衛問題など今
年も多難な年になりそうです。
しかし、北辰会は皆様を結ぶ絆、オアシスとしての存在を発揮させます。
昨年の賛助金活動は465名の方から賛助金、252万円、ＤＶＤ予約金27万円を含めますと目標
の260万円は超えています。2年間の活動資金と2014年北辰会総会の準備資金が頂けました。厚
く感謝申し上げますと共に大事に使わせて頂きます。
今、事務局が中心になり、文集3部作を引き継ぐ「北野高校定時制72年と北辰会」のタイト
ルで北辰ＤＶＤも完成致しました。これも大きな北辰会のオアシスで会員皆様のご期待に沿え
るものが出来たと思っています。お手元に無い方はご購入して頂き鑑賞して下さい。
北辰会にも先輩の訃報、体調不良が多く届くようになっています。会員皆様におかれまして
もお身体を大切にお元気で過ごされることを心よりお祈りいたします。
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来年（２０１４年）の
北辰会総会予定
【日 時】
2014年5月25日（日）
【場 所】
総会 北野高校多目的ホール
【懇親会】
ホテルプラザオーサカ
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北辰会との強い絆
〜離任に際して〜
大阪府立北野高等学校長

くすの

のぶたか

楠野

宣孝

大阪府立北野高等学校北辰会の会員の皆様におかれましては、益々のご健
勝のこととお喜び申し上げます。
私は３月31日をもって北野高校校長を辞する予定です。離任を前に皆様に
ご挨拶いたします。
北辰会の幹部の皆さんとは昨年５月に懇談をさせて頂き、在校時の様子や
母校に対する熱い思いを楽しく伺いました。また、北辰会の会報を拝見した
時や、同期会の後に母校訪問された時のご様子などから、母校と北辰会との絆の強さ、そして母
校と北辰会が定時制卒業生のオアシスになっているということを強く感じていました。北辰会が
これからも長く元気に活動することを心から願っています。
母校といたしましても、竹内教頭を窓口として、出来得る限り気持ちよく支援させていただき
ました。北野高校ホームページに北辰会のページを設け、北辰会と協力して定時制と北辰会の歴
史がしっかりと残るようにしました。多くの方にご覧になって頂きたいと思います。また、全日
制の吹奏楽部と北辰会コーラス部OBによる定時制校歌「ゆうべの星」斉唱の収録をいたしまし
た。母校に対する思い、その誇りと絆の強さがしっかりと伝わってまいりました。
これからも北辰会と学校との絆を、力を合わせてしっかりと守って参りたいと存じます。今後
とも、どうぞよろしくお願いいたします。

（2013年２月吉日）

北辰会の潤滑油に
〜就任に際して〜
18期

北辰会副会長

おかだ

たもん

岡田

多聞

菅原副会長が体調不良で辞任され、その後任を仰せつかりました。
小生、2000年に定年退職してのちしか北辰会に顔を出していないし、古城
会長と同期なのでと固辞申し上げました。
しかし事務局長から、大先輩方には年齢的にも無理をお願いしづらい、実
務は我々の年代が引き受けるので、相談役的な意味でお引き受け願いたい。
何なら今から家に伺うとも。
後日、幹事会に出て解かったのは、もうレールが敷かれていたのだと。
閉課程の後の同窓会。栄光の想い出だけが残るのか……。
お手伝いさせていただける事を光栄に思い、微力ながら努めさせていただきます。
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校歌収録
校歌「ゆうべの星」の
収録に参加して

校歌収録風景

〜全日制在校生と共に〜
26期

てらもと

いずみ

寺本

和泉

７月７日（土）、曇り空に夕闇がせまる中、45

あらかじめ先生が録音してくださったピアノ
伴奏にあわせて早速練習をはじめました。
夢のような収録

年ぶりに母校の北門に入りました。門の右手

わたしの横にいた先輩が感きわまって涙をぬぐ

に、鉄ワクの円窓をふくむ旧校舎のレンガ壁が

われ、つられてわたしも泣きそうでした。不思議

象徴的に残され、校舎はほぼすべて建て替わっ

なことに、歌っていると当時の情景がよみがえり

ていました。

ました。新校舎の音楽教室で、昔の校歌を歌い、

３階の音楽教室に行くと、すでに在校生（女

しかも全日制の在校生が協力してくれる・・・こ

子10名、男子６名）が待っていて、わたしたち

んなことが実現するなんて夢のようです。歌い手

が入って行くと「こんにちは」と、さわやかに

の配置やマイクとの距離を変えて録音し、よい録

あいさつしてくれました。音楽の佐々木先生の

音ができたとおもいます。写真撮影をして終わり
ました。帰りに「がんこ本店」で10名が楽しく語
り合いました。企画、準備、参加してくださった
みなさんに感謝します。
以下は当日書いた感想です。それを北辰会常
任幹事の井上啓子さんが在校生の前で朗読して
くださいました。
「佐々木先生、在校生のみなさん、本当にあり

校歌収録風景全日制在校生

がとうございました。一生の思い出になりま

ご配慮で、吹奏楽部の練習が終わったあと残っ

す。高校生の声は高校生の時代にしか出せない

てもらったそうです。北辰会からの参加は女性

宝物だとおもいます。皆さん一人ひとりが充実

８名、男性６名、総勢30名。理想的な人数でし

した人生を送られますように、心からお祈りい

た。

たします」

１組が十三の「すし半」に集まり同窓会をしま

皆様からのたより

した。遠くは島根県大田市や名古屋市などから
も、約20名が集まり昔にかえって愉しみまし
た。私はそのクラスの担任として招待されたの
ですが、私ごときを招待してくださる卒業生の
皆さんの温かい心に感謝感謝の半日でした。終

初めての担任〜29期生
教師

了後、北野高校にも立ち寄り昔の面影のほとん

うえだ

としほ

上田

俊穂

ところで去る４月15日（日）に29期生の４年

どない校内を、少し歩きました。校舎内へは入
りませんでした。
職員室内の写真というのは非常に少ないと思

北

4

辰

うのですが、私が写したものを添付します。ど
ちらも記念誌発行後にネガを見つけたもので
す。何かに引用OKです。実は、添付写真の中に

会

報

2013年４月20日発行

過ごした1960年代と重なっていた事〜
1963年（26期生入学の年）人種差別反対のワ
シントン大行進、ケネディー大統領の暗殺、

写っている丸い時計は、故障して廃棄されたも

1968年（28期生卒業の年）キング牧師暗殺、

のをわたしが貰い受

公民権法成立等々「ヘルプ」の映画鑑賞（各自

けて部屋に掛けてい

映画館にて）してからの授業でしたのでとても

ます（すぐ止まるの

感動致しました。山田先生は私達が高校生時代

ですが・・・）

に、学校で教えられなかった事をずっと気にか

昔の卒業生の寄贈

けておられたそうで、「これですっきりしまし

品なので、定時制資

た〜」とおっしゃっていました。その優しい笑

料室に置くべきなの

顔がとってもステキでした。

ですが、我家の想い
出品としても価値が
高いのです。でもそ
ろそろお返しすべき
2009年 ３０期会にて

だと思っています。

石塚氏は２年間ほど勤務され、朝日新聞の記
者として転職されたのですが、大変印象深い、
いい先生でした。山岳部として石塚先生を送り
出す会を持ったのですが そのときの写真は別に

前列右、
井上さん、
左、山田先生
（北辰記念室にて）

あります。
＊編集部 先生には数多くの資料を何回も送っていただき
北辰記念室や文集、北辰ＤＶＤに利用させて頂きました。
感謝と共に先生の体調維持を祈らずにおれません。北辰会
行事にご参加下さい。

北野高校定時制は私の原点
〜北辰会は同窓生の絆〜
19期

映画「ヘルプ」の女性たち
〜45年目の補習授業〜
いのうえ

28期

井上

けいこ

啓子（旧姓 加藤）

とりう

しずお

鳥生

静夫

この度は、早速多くの貴重な資料をお送り頂
き有り難うございました。北辰会の活動につい
ては、私自身つい疎遠にしてきましたが、名誉

2012年5月23日
（水）
、母校「北辰記念室」に於

ある北野高校定時制が閉課程なったことも今回

いて45年目の補習授業として山田信也先生を囲

初めて知りました。72年史で栄光の歴史、およ

み、アメリカ南部の人種差別問題の過去、現

び経過が、また事務局長さんの「北辰会よもや

在、未来について写真を交え、北辰ファミリー

ま話」で学校関係者、北辰会に関係された方々

と金剛山登山会のメンバー12名が楽しくも深い

のご苦労が伝わってきました。

講義を受けました。
1619年に初めて黒人が奴隷としてアメリカへ
渡ってから長い歴史の中でキング牧師の公民権

特に歴代会長さんを始め事務局長様には、長
年に亘って献身的に支えて頂きましたことに、
感謝申し上げます。

運動に触発され、ローザパークス女史（バスボ

そこに書かれている「北辰会が私たち会員に

イコット運動）と映画「ヘルプ」に登場する無

とって青春の故郷、オアシスのみならず、生き

名の多くの勇気ある人々の差別撤廃の闘争を経

るための糧になっているためではないでしょう

て、現在オバマ大統領が誕生した。アメリカに

か」の通りだと私も同感です。

於ける大きなうねりがまさに私達が高校時代を

諸出版物を懐かしく読ませて頂きました。そ

北
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『北辰但馬』のランチタイム

じ時代を生きてきた者にとって、自分の人生と
15期

オーバーラップさせる様々なことが走馬灯のよ
うに思い出されます。

Ｒ生

昨日は、またとない設定をしていただきまし

「働く」と言うことと「学ぶ」ということの
両立をなすための、精神力と体力が要求される

て、ありがとうございました。
あの集まりが、どんなに価値あるものか、今
はんすう

中で、目を開かせてくれた北野高校定時制は私

更乍ら反芻しています。

の人生の原点であり、北辰魂に支えられて人生

故郷を出て60余年、昨日のように、素直に望

の困難を乗り切ってきたことこそ、今の幸せに

郷の想いに浸ったのは初めてです。誰もが抱い

繋がるものと思われます。

ている郷愁とは、少し違ったものが私の、故郷

「貧乏だけど幸せ」という言葉のとおり貧し

への気持ちで室生犀星の「ふるさとは／遠きに

かった時代を日本人の活力、輝き、貧しいから

ありて思ふもの／そして悲しく歌うもの／よし

こそ、そこに幸せがあったのがこの時代ではな

や／うらぶれて／異土の乞食となるとても／帰

かろうか。

る所にあるまじや／・・・」という、あの詩に

かたい

人生で一番貧しかった若者の皆が夢と希望を
持った時代、また夢を努力で実現することがで
きた時代であった。

近いものだったのです。
屈折したその気持ちを短歌にでもすれば
《啄木や犀星のそれに少し似る

「ゆうべの星のまたたきを理想の影と仰ぎつ

わが胸底のねじれ望郷》

つ・・・・・」と校歌にあるように、苦しかっ

とでも言うことになりましょうか。

た北野高校定時制時代の経験こそ私の力の源泉

ですから、昨日は、自分で自分の感情に驚い

であったと思います。

て、なぜ？

と自問しました。

みんなすばらしい才能と夢を持ち合わせた

答は、『北辰但馬』とでも言うべきでしょう

面々の集まりであった、よき師と友に支えられ

か。何か特急列車かなにかの名前みたいな響き

て生きて来た、その母校が閉課程になったとい

を感じるかも知れませんが。

うことは悲しいこ

私にとって一般に言うただの「但馬」には、

とであるが、これ

反発こそ感じるものの、素直な郷愁など湧いて

も今日の豊かさが

くる筈もなく―、という存在でした。

日常を輝きのない

でも「北辰但馬」はちがいます。ここにこそ

ものにしてしまっ

私の失われた（いや捨てた。と言った方がいい

た、時代の流れか

かも）ふるさとがあった。こんなに素直にふる

とノスタルジーを

さとを想い語る私が居たと自分をいとしくさえ

感じるこの頃であ

思いました。

る。

私の「ねじ

今まで学校教

れ 望 郷 」 の

育、出版物、北辰

依って来たる

会の運営に携わって頂いたたくさんの方々のご

道筋らしきも

苦労に感謝申し上げると共に今後とも北辰会が

の は い つ か

同窓生の絆となっていけることを祈念申し上げ

又、お話した

ます。

い と 思 い ま

叙勲時のご夫妻

有り難うございました。

す。（黒島伝
冶の初期の短
出石、蜃鼓楼

編「電報」な
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どにその一端が示されているかも知れません）
先ずは御礼迄。
＊編集部 この文章は会報18号に掲載された「但馬農民の
子の血が騒ぎました」のＲさんの記事が発端となり、15期
Ｒさん、17期Ｍさん、18期Ｓさんの但馬ご出身３人のラン
チタイムが実現しました。その時のＲさんからの礼状で
す。北辰会も「故郷」ですね。

卒業して４５年・今の私

今年、
白馬岳をバックにご夫妻
（奥様も同窓生）

〜演劇への血の騒ぎ〜
26期

けるのが困難だったことが大きな要因でした。

くりもと

としひこ

栗本

俊彦

以来、約40年間演劇からは全く離れた状況でし
た。仕事の合間をぬって子供達とアウトドア−

もう45年が過ぎていたのか〜！！先日、山田

を楽しんだり、スキ−や山登りにハマっていま

先生の「45年目の補習授業」があるということ

した。現在でも、毎年何回かは八方尾根や北海

で卒業後はじめて？？北野高校の門をくぐりま

道でも滑りますし、日本百名山も７割近く登っ

した。すっかり様変わりしていて、昔の面影は

ています。そんな主に仕事中心の現役生活が終

ありませんでした。しかし、北辰会記念室で先

わった数年前のことです。

生の講義を聞くうちに、懐かしい高校時代を思

退役後は朗読劇を

い出していました。（在学中の授業は殆ど眠っ
ていましたが・・・・）

「わだち」で演劇をいっしょだった友人か

講義内容は、映画

ら、枚方を中心に公演活動をやっている「朗読

「ヘルプ」の女性たちと題して、アメリカでの

劇団・言葉座」（ことわざ）でいっしょにやら

人種差別問題の過去、現在までの歴史や実態に

ないかと誘いをうけました。昔の僅かに残る血

ついてでした。事前に映画を見て参加したこと

が騒ぎ出したのか、また定年後何か充実したも

もあって、非常に興味深く、考えさせられまし

のに取り組みたいと考えていたことも相まっ

た。世界の中では現実に差別問題は存在する

て、入団させてもらい公演活動をやっている現

し、日本でも姿形を変えながら存在していると

在です。

思います。教育の世界でも差別化がより一層進

朗読劇と言うように、ただ読むのではなく、

められようとしているように感じます。

動きや音響、照明、簡単な舞台装置など、工夫

在学時は演劇に

を凝らしてお客さんに、より楽しんでもらえ

さて、私は在学中、演劇部に所属して、始め

る、より感動してもらえるように創ることを

て演劇というものと出会いました。みんなで議

モット−にしています。これまでに、日本や世

論しながら、色々な世界や登場人物を創り上

界の民話、童話。不思議な話、恐い話。劇団の

げ、舞台で表現をする。そして観客からのひし

脚本家による枚方物語。そして今年は、大震

と伝わる熱い思いや、鋭い視線を感じると、も

災、福島原発事故など、地球の環境問題にせま

う演劇の魅力にハマっておりました。

るテ−マで公演を行いました。

年１回の本公

卒業後、先輩OB達が集まって「演劇集団・わ

演に止まらず、ＦＭ枚方の放送劇や小学校での

だち」を立ち上げ、演劇活動をしていましたの

公演、色んな集会や中学校の国語担任の先生方

で私も入団させてもらいました。しかし、20歳

の研修会、また介護施設に呼ばれたりと、活動

代前半まで数本の作品に出演して退団をしまし

範囲も広がりつつあります。

た。それは、仕事が設備メンテナンスの関係

おかげさまで、日々やりたいことを整理しな

上、休日に仕事することが多く、盆正月昼夜に

がら割と忙しく、充実した生活をしているなと

関係なく突発的な仕事が入ったりで、演劇を続

感じています。何時まで体力や気力が続くもの

北
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「いのちの林檎」に出演して
〜高校を卒業出来た！
化学物質過敏症の私が〜

私の書

66期
まつした

よ

こうじ

紘司

ふみ代

2007年に卒業して、もう５年。今でも学校生

日頃から甲骨文字を中心に心の思うままに筆

活を振り返ることがよくあります。化学物質過

の動くままに自由な創作活動に取り組んでいま

敏症のため、教室で授業を受けることはほとん

す。今回は近年の書を展示いたします。まだま

どありませんでしたが、僕にとってはすごく充

だ未熟な作品でございますが、憩いの空間・時

実した学校生活で、念願だった文化祭や体育祭

間を共有できれば幸いです。

にも出られて、先生を始め学校関係者の皆様に

25期

松下

いりえ

入江

は心より感謝しております。
松下文水：大阪市在住

この度は私が「いのちの林檎」という、化学

1946年生まれ

物質過敏症を取り上げたドキュメンタリー映画

「書家」杉原晋水に師事
松下さんの平和への鎮魂句の書
青い空

読経のごとく

朝（左下）

蝉しぐれ（上）

夢（右下）

自店での入江さん

に出演したことで、北辰会さんより出演の経緯
を記事にして欲しいとのことで、書かせていた
だいております。
出演の経緯ですが、テレビ東京の「ガイアの
夜明け」で化学物質過敏症のことを取り上げた
制作会社が、ガイアの夜明けの取材をきっかけ
に、化学物質過敏症のドキュメンタリー映画を
制作したいということで、私のところに出演依
頼が来たのが、出演のきっかけです。出演を
きっかけに、少しでも
化学物質過敏症のこと
が世間に認知されて、
化学物質過敏症に苦し
む人を減らせたらと
思っています。
現在、ギター好きが
＊編集部 25期 松下ふみ代さんより編集部へ書の展示会
案内が届きました。
松下さんの書に対する思いとその作品の一端をご紹介致し
ます。

高じて、2011年５月
よりギターの修理、製
作、販売の店を経営し

北
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ております。卒業後、体調が悪くなってしまっ

基礎教育は９年間だが、10年生という制度も

て、なかなか思うように動けないこともありま

ある。10年生コースは義務教育を終えた子の２

すが、体調、経営と大変ながらも、充実した毎

〜３％が行く。希望したところに進学できな

日を送っています。

かった子どもや進路が決まらない子どもが10年

学校に通い卒業出来たことは、自信となって
います。改めまして、当時の北野高校定時制課
程の先生たちに心より感謝いたします。

生として残る。10年生コースに行ったからと、
将来に差別を受けることは一切ない。
フィンランドもそうだが北欧（デンマークを

＊編集部 「いのちの林檎」プロデューサ馬場民子さんと
連絡がとれ、北辰会の実状を話し励ましをいただきまし
た。

含め４カ国）に共通しているのは、やり直しが
自由にできる教育制度だということです。つま
り行き止まりのない教育制度です。例えば、９

北欧視察旅行
（Ⅱ）見聞記
〜北欧型の社会システムを学ぶ〜
26期

おかだ

み の り

岡田

美乃利

私は2010年５月20日〜５月29日まで、民主法
律協会国際交流委員会主催の北欧視察に夫婦で
参加しました。

年間の義務教育を終えて、職業専門学校に行っ
たが、やはり私は高等学校教育高校（日本の普
通高校）へ行き、大学にも行きたいので変更す
る。これは自由です。また、その逆もOKです。
これは大学も同じです。しかも教育費は全て無
料です。これが北欧の国の教育の最大の特徴だ
と思いました。
教育庁の職業教育担当の責任者は、義務教育

目的は、みなさんご存知のように、今、日本

の後に職業専門学校に行き、その後、大学に進

の危機と言われています。これを抜本的に転換

学し、博士号をとり、教育庁で責任者をしてい

するには、アメリカ型の（日本も）自由競争市

ます。

場主義の社会システムか、北欧型の社会民主主
義モデルか、それともイギリスのように第3の道

資格で仕事が決まる

を目指すのか、今、問われていると思います。

〜人間は大切な資源で国づくりの基本・土台〜

そこで北欧型の社会システムを学ぶことを目

また、北欧ではどこの高校、どこの大学を出

的にこの視察旅行に参加しました。このような

たかは全く問題にならないし、聞かれもしな

大げさな大義とは別に、北欧の世界遺産にも登

い。聞かれるのは、又、問題になるのは、どの

録されている素晴らしい自然に、直に触れるこ

資格を持っているかで仕事が決まる。

とも大きな魅力でした。

今の賃金を増やしたいと考えれば、資格をと
りに職業学校へ通う。現在の仕事を辞めて職業

一、フィンランドの教育制度

訓練学校へ昼に通う人や、現在の仕事を続けな

〜教育費は無料、選択などやり直しができる
教育制度〜

がら、夜の職業訓練学校に通う人、各自が考え
て選択するそうです。勿論、学費は義務教育か

OECDによる国際的な生徒の学習到達度調査

ら大学卒業まで無料だし、企業や職場は教育を

PISAによると、フィンランドは科学的読み書き

受ける権利を保障しなければならない。差別を

能力で１位である。フィンランドの教育は最近

すると罰せられる。だから北欧では、いつまで

各国が注目し視察によく訪れる、日本からも多

も同じ仕事、同じ職場にいると「あの人は能力

いのでフィンランド政府は、日本語のパンフを

のない人」と思われるのだそうです。自国のな

作成されておりそれで説明を受けた。

かでのやり直しのきく制度は、北欧４カ国でも

基礎教育は７才から始まるが、その前の６才
から、就学前教育（プレスクール）があるが強
制ではない、しかし、ほとんどの６歳児はプレ
スクールに通っている。

（例えば、デンマークからフィンランドへコー
スを変える）変更は可能だそうです。
何故、このような教育の無料制度は柔軟なの
かと質問したところ「北欧は資源が少ない国で

2013年４月20日発行
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して補助金を支払います。
大学中退者が失業保険を受けながら大学に通
い、修士号まで学ぶことも可能です。

えられました。また、教育の目的、職業訓練所

失業者で、職を提供されたのに行かない人

の目的は、仕事に就くことが目的ですと、これ

は、何度も繰り返すと失業給付は打ち切られ

も何処へ行っても共通の答えでした。

る。そういった人は社会福祉事務所・生活保

大学を卒業しても直には就職しない、６〜7
年、外国旅行やアルバイトをして、どのような
仕事が自分に向いているのか、考えるそうで
す。

護・住宅手当を受給して生活をしています。そ
の額は最低の失業手当とほぼ同額です。
福祉という考え方が非常に強いので就労でき
ない人には、何らかの理由があると考えられ

学校は国立や自治体立がほとんどで私立もあ
るが少数です。

「働かざるもの、食うべからず」という考えは
ありません。

お金のことを心配せずに学校に通える。ま

スウェーデンは従前給与の90％支給が80％に

た、更に能力の向上を目指そうとすれば、門戸

変更されましたが、制度としては500日（？）あ

は開かれている、という国です。北欧は全て資

ります。

本主義の国です。
三、スウェーデンの社会保障制度

〜高福祉、高負担〜

二、フィンランドの雇用対策と職業訓練

〜柔軟な雇用対策〜
フィンランドでは、失業した場合、ウィーク
ディにして500日間、従前所得の60％の失業給付
を受けることができる。失業保険未加入者は
ウィークディ（週5日）１日25、63ユーロの定額
支給を受けることができる。

スウェーデン産業連盟は約６万社の企業が参
加し、50のセクター別の団体があるが、３分の
２が10人以下の小企業である。
ここでは３人の方からレクチャーを受けまし
た。
社会保険料の企業負担率は日本の倍以上、所

若い人が職業教育を受ける場合、また、60才前

得税は標準的に30％。この２つで日本の企業負

後の人が、昔に習得した職業能力が時代の変化

担を大きく超える。

についていけなくて職業教育を受ける場合、何
れも教育費は無料です。
訓練期間は２ヶ月〜２年間で、その期間、失
業給付は受給できます。また、企業とは協力関

スウェーデンは小国で輸出に依存してきたた
め、常に国際競争力にさらされています。社会
保障環境が良く、失業保険も整備されていま
す。

係にあり、企業が必要とする一定の職種（例え

労働時間は週30時間くらいで残業は週30分く

ば、自動車整備、ホテルマン、料理人など）の

らいで残業はほぼ無いということです。好景気

講習会を実施する。費用は企業と労働産業事務

になって仕事が増えても週１時間半程度です。

所（国立か市立など）が50％ずつ負担して運営

賃金格差は小さいが所得税は高い。税金は収

する。
企業は労働者にできるだけ長く、できれば定
年まで働いてもらうことが課題であると考え、
職業生活の質の向上のための方策は何でも採用
しています。例えば、公式に採用されたのは
2010年からですが、労働者は勤続期間中に１年
間の休暇をとることができ、１年後に、また元
の職場に復帰できます。また、この事務所は休
暇取得中の人に、各個人に合わせて金額を算定

スウェーデン高等職業教育庁
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守り発展させる事が出来ると確信しています。
僅かな滞在での見聞記です。私の率直な感想
です。ご容赦お願い致します。

約41万円位、その内50％が税金として納めなけ

いま、東日本大震災で大地震、大津波に加

ればならないが、それでも約20万円位は実収入

え、原発事故、世界の国は「広島、長崎を経験

として個人の懐に入る。

した世界唯一の国が、何故、原発に走ってし

残業、預金、収入のこと日本で生活する私に
は実感出来ませんでした。
スウェーデンではノーベル賞授与会場が自由

まったのか、・・・・」
ただ、今は一日も早く平穏な暮らしが送れる
よう願うばかりです。

に見学できるのにはちょっと驚きました。
訪問先
四、ノルウェー観光
ノルウェーへは５万トンの豪華客船で、ス

①フィンランド
＊フィンランド教育庁（日本の文部科学省にあ

ウェーデンから行きました。そしてノルウェー

たる）は教育省の下に教育庁がある。

は観光だけでした。視察や現地の団体との懇談

＊ヘルシンキ市労働産業事務所―日本でいうハ

だと、頭がボーッとしただろうな、観光でよ

ローワーク職業大学（ハーガー・ヘリア高等職

かったとつくづく思いました。

業専門学校）教育コースは1000コース、2万人が

ソグネフィヨルドや北極圏の手付かずの自然
には圧倒されました。

学んでいる。
②スウェーデン
＊スウェーデン労働組合連合（LO）労働者の
75％〜80％の組織
＊シンポジウム

労働組合全国教育連盟
（ABF）
、

高等職業教育庁
スウェーデン産業連盟

日本の経団連にあた

る。６万社が加盟。
＊編集部 この記事は2010年に頂いていましたが編集の都
合で今回の掲載になりました。
右側、
岡田ご夫妻

まとめ

〜私の感想〜
教育制度、教育のやりかた、労働条件、資本

新井さんの微笑み
（２）

家の考え方をわずかな日程で見聞致しました。
余りにも日本と違った内容にショックを受けま
した。日本が先進国と言えるのだろうか？ま
た、これらの国が同じ地球上に存在している。
そして、同じ資本主義の国です。

クリサンセマム
12期

あらい

みのる

新井

實

この地に生活すれば良い事ばかりでなくもっ

いま、私の家の小さな花壇に、黄色いクリサ

と違った、矛盾もあるかも分かりません。しか

ンセマムの花が初夏の陽を受けて、一生懸命、

し話を聞き、余りに日本の現実との落差の大き

ほんとうに一生懸命という感じで咲いている。

さに愕然としました。
日本はアメリカの社会システムを持ち込んだ
結果なのだろうと私なりに思いました。
それでも、私達のやり方で理想に向け生活を

この花は、去年の秋、家内とふたりで種と
「花と野菜の土」を買ってきて、黒い小さなビ
ニールの育苗用のポットに種を蒔いて育てたも
のだ。この冬は、ここ何年かに比べると寒さが
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厳しかった。そんな中で無事に育つのかと、ふ

起されて畑になり、道路にかぼちゃが植えられ

たりで毎日気にしながら見ていたのだけれど、

るような時代は二度と来て欲しくない。

春が来て気温が上がるにつれて、ぐんぐん大き
くなりたくさんの蕾をつけた。

戦争ほど愚かで惨めなものはない。山野は荒
れ、人は傷つけられ、殺され、飢えや寒さに震

実をいうとクリサンセマムという花の名前を

え、死の恐怖に脅かされる。そこには破壊だけ

花オンチの私は知らなかった。家内も知らな

があり、生産も創造のかけらもない。この愚か

かったようだ。今年は何の種を蒔くか、何を植

さに人はなぜ気付かないのだろう。気付いてて

えるかでふたり期せずして意見が一致したのに

もなぜ止めようとしないのだろう。

は訳がある。

子供たちが花が好きだ、自然が楽しいと言え
る時代がずっとずっと続いて欲しい。

黄色のクリサンセマム

去年、二歳になって間もなかった、私たちの

黄色のマリーゴールド

マリーゴールド

今の処たった一人の孫の「まきちゃん、クリサ

我が家の外壁にカエルのイラストが入って

ンセマムが大好きなの」というコメントのつい

『地球に優しい家庭』と書いたワッペンが貼っ

た写真を娘が送って来たからなのだ。

てある。市役所のおじさんが（我が家では誰を

クリサンセマムってどんな花なんだろう、と

指しても、おじさん、おばさんと呼ぶ。親しみ

いう思いが私達にあったし、孫の好きな花で花

を込めて）が貼っていったものだ。家庭で出る

壇を飾ってみたかった。だから是非咲いて欲し

生ゴミを堆肥にするための容器を市が貸してく

かった。

れ、それを使っている家庭にこのワッペンを

孫は、植物園が大好きのようだ。電話のむこ

貼った。

うでいろんな花や植物の名前が飛び出す。そん

要は増え続ける生ゴミの始末に手を焼いた市

なときの声は、実にいきいきと弾んで聞こえ

が、苦肉の策として始めたものだろうが、この

る。家人は、花を育てるのがうまい。生け花を

アイデアはまず成功したと言っていい。少なく

やっていたのは知っていたけれども、花を育て

とも我が家のゴミの量は半減した。いや、半分

るのがうまいとはついぞ知らなかった。もっと

以下かも分からない。ともあれ、ゴミのへるこ

も庭のある家にはなかなか住めなかったし、子

とはいいことだ。少しは、ほんの少しは地球の

育てや私の両親の世話だのに精一杯で、そんな

環境を守ることにつながっただろう。もっと多

余裕などなかったことにもよると思う。

くの人が参加できればいいと思う。

私は、花よりもトマトだの、きゅうりだの、

去年の早い春に、マリーゴールドの種を蒔い

かぼちゃだのといった実用的というか食べられ

た。芽を出し苗は順調に育った。定植する段に

る野菜の方が得意だ。これは、戦中戦後の食糧

なって、くだんの堆肥を花壇にたくさん入れ

難の時代に少年期を過ごした経験によるもの

た。苗はぐんぐん育ちずいぶん丈が高くなっ

だ。中学一年生の夏敗戦を迎えた私にとって、

た。しかし、一向に花は咲こうとしなかった。

少年期は飢餓とのたたかいであったと言っても

僅かに咲いても葉の下の方に申し訳程度に花が

いいかも分からない。そんな私から見れば、飽

ついたに過ぎなかった。

食の時代などと言うものは奢りもはなはだし

「まあ、緑がたくさんあっていいわ」と家人

い。しかし、私が少年期に経験した校庭が掘り

は慰めとも、諦めともつかぬ言葉を連発した。
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失敗の原因ははっきりしている。窒素分が多す

かったのだ。知識の欠如は恐ろしい。正しい注

ぎたのである。市の説明会のとき係りのおじさ

意は謙虚に聞かなければと少し小さくなって思

ん、いや、この場合はおにいさんが「窒素分が

う。これに懲りて今年の春、撫子の苗を植える

多くなるので燐酸肥料を追加するように」と言

時は燐酸の多い肥料を買ってきて入れた。

い、確かに私も聞いていたのだ。おまけに「燐

今、わが家の花壇は撫子の花が真っ盛りであ

酸肥料は何処に行けば買えるのですか」と質問

る。深い赤、ピンク、白に咲き誇るそれは通る

するおばさんがいて、そんなことここで聞かな

人ごとに称賛の的である。家人は少しばかり鼻

くてもと思ったことまで覚えている。しかし、

が高い。

そんなにまで肥料分が偏るとは思ってもみな

（２） 太極拳教室
JASS（日本セカンドライフ協会）参加企業が

この 人 あり

協力金を出して、OBが退屈しないよういろいろ
なイベントを行っている会の「国分寺太極拳教
室」に入会して14年目です。

趣味に生きる

「呼吸法」と「揚式の簡化24式太極拳」を繰
とうきゃく

〜87歳のパワフルな生活〜
6期

り返し習っています。右蹬脚（左脚で立って右

にった

ひさみつ

新田

久光

東京北辰会だより（東京北辰会報第五号版）
に、私の「趣味に生きる」を掲載していただき
ましたが、これは「温江会だより」（江崎グリ
コOB会誌）の平成17年新年号に掲載していただ
いたもので私の78歳の時のものでした。
今は87歳になり健在でおりますが、前田事務
右、新田さん

局長より「高齢になった今の生活を報せて、後

とうきゃく

輩各位に参考になればと今はどうしているかを

足で蹴る）。転身左蹬脚（左に廻って、右脚で

書け」とご指示を頂き拙い文を綴ることになり

立ち左脚で蹴る）などには、ふらつくことが多

ました次第です。毎日の暮らしぶり等を列記し

くなりました。ぼつぼつ限界かなと思いながら

ます。

も続けています。これも健康維持のひとつで

（１） 体操

す。現在会員は32名（男17名、女子15名）で師

日曜日と雨の日以外の毎朝9時から、家から歩
いて5分の公園で行われている「中国体操普及協
会」の体操会に80歳になる妻と一緒に参加。①

範が指導しています。
教室では私が最高齢です。
（３） 水墨画

③中

毎月第２、第４木曜日の午後は中央公民館の

国ラジオ体操をやっています。これらは約30分

教室に行きます。広い部屋で、3人掛けのテーブ

です。その後

唱歌を2曲合唱しています。「朝

ルを1人で使って描いています。現在会員は10名

だ元気だ」「おぼろ月夜」「荒城の月」など、

（男3名、女7名）で、画歴の長い人は30年余

小学校時代に覚えた歌など、３冊の本に纏めた

り、私は未だ13年目です。掛軸づくり（軸装）

150曲を順番に繰り返しています。朝から声を

も自分達でやっています。毎年４月に１週間、

出すのも健康法だなと思いました。もう4年半に

作品展を１階大ホールで開いて、市民に鑑賞し

なります。

てもらっています。

ストレッチ

②練功18法の前段又は後段
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が、87歳の今も声はよく出ます。
（５） ピアノ
市の高齢者ピアノ教室の後、ヤマハ東村山教
室へ移り、月２回レッスンしていましたが、

菜」など本人の希望

３年で挫折しました。段々と難しい曲にな

作品を描いていま

り、楽譜が読めなくて、若い女性４人と小生

す。何人かが描いた

（男１人）の５人のクラスで若い女性について

後の空間に描きます

行くのが大変でした。先生も30歳の女性と若

から失敗は許されま

く、どんどん進みますので、少々家でレッスン

せん。何回も下描き

してもついて行けなくなりました。

をして、満足のゆく

若い時からやらないと駄目だと痛感しまし

絵を慎重に描きます

た。３か月のレッスン毎に発表会があり、１階

から、吾ながらよく

ホールのグランドピアノで演奏させられまし

描けたなという作品が多いです。

た。先生方と他のクラスの生徒や、ギター、バ

（４）カラオケ教室

イオリン等の教室の生徒も演奏を聴きに来ます

私より若かった先生が６年前に他界し、その

から、多勢の前で弾くことになり緊張します。

後をやってくれていた同年齢先輩も、車椅子生

３年目の発表会では、北野中学大先輩、森繁

活になり（今年1月他界）、５年前から私が責任

久弥作詞作曲の「知床旅情」を弾きましたが、

者で毎週金曜日、午後５時〜７時の２時間やっ

その時は旨く弾けました。私より1年遅れで、市

ています。レコードから各自のテープに曲を入

の高齢者教室に抽選で入る事が出来て始めた妻

れ、楽譜をコピーして配り、家で覚えて来て、

はもう６年目ですが今もヤマハの教室に通って

教室でカラオケ画面を見ながら歌っています。

レッスンしています。

声がよく伸びる人と出ない人がおりますか
ら、上手、下手は追求しません。楽譜どおり歌
えていれば「よし」です。

家で毎日午前、午後とレッスンを欠かさず、
上手に弾けるようになって来ました。
ヤマハの教室、楽器店主催の「たなばたコン

月に４曲（男性曲２・

サート」が中央公民館の大ホールであり、「ピ

女性曲２）覚えますか

アノソロ、モルダウ」を演奏しましたが、見事

ら、良い頭の体操になり

なものでした。１年１年上手になってゆくもの

ます。その上に声を出し

だなと思い知らされました。また来年の演奏も

ますから健康的です。呆

見たいものと念じています。

けている暇はありませ

（６）歩く

ん。市の集会所を夜２時

毎日、11：00〜12：00の１時間、午後4：00

間借りてやっています

〜5：00の１時間、歩くことにしています。１時

が、使用料は１回400円で

間で5,800歩ぐらいです。夏の暑い間は朝5：00

す。かかる費用はレコー

〜6：00に歩いています。糖尿になり受診したと

ドの購入代とテープ代だけですから、余り金も

きDｒから「薬はいらん、毎日歩け」と言われ、

かかりません。カラオケセットは始めた時から

以来４年、雨降り以外は歩くようにしていま

の会費積立金で購入しました。このセットが使

す。

える間は続けようと思っています。会員は減少

（７）子供の頃（器械体操と剣道）

して７名になってしまいました。14期の佐々木

①小学校高等科２年（今の中学２年）のと

君も、今年４月から入会してくれて、私の隣り

き、４月に師範学校（当時の先生は師範学校卒

に並んで仲良くやっています。毎年、中央公民

業生だった）を卒業したばかりの先生が赴任し

館のホール、ルネ小平のホールで歌っています

て来た。この先生は体操の先生で、師範学校全
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国大会の鉄棒、跳び箱などで優勝した先生だっ

年10月「特幹」の試験を受けて合格。視力が0.6

た。

しか見えなかったので「飛行」は駄目で、船舶

夏休みに学校から歩いて10分くらいのお寺に

に廻った。S.19年４月入隊の予定が９月に延期

下宿していた先生は毎日が退屈で、私等クラス

になり、（3,200人採用されたが兵舎が1,600人し

の５人ばかり（体操の上手な者）に、毎日学校

か収容できず、１期生と２期生に分けられた）

に出て来ないか鉄棒を指導するからと誘われて

２期生に廻された。これが生命の岐れ目になっ

25日間、朝から夕方まで指導を受けた。私もこ

たことは終戦後に知った。

れで、連続の蹴上がり〜巴〜背抜き、背面蹴上

１期生はフィリピン〜沖縄戦で戦い、1,400人

がり等と逆車輪、大和魂（鉄棒の上に背面で座

余り戦死した。２期生は沖縄にも行けなくな

り、両手を離して回転して下に降りる）等が出

り、（米・戦闘機、潜水艦の攻撃を受けて輸送

来るようになりました。

船が航行出来なくなった為）本土防衛として太

その頃は今のようにマットは無くて砂場です

平洋沿岸の各地に配置され、広島県江田島で特

から、首から突っ込んだら大怪我になりますの

攻訓練を受けた。（１人乗り舟艇に爆雷を積ん

で、ロープを腰に巻いて両方から同級生が引っ

で、夜半に敵の輸送船団に入り込み、爆雷を投

張って待機し、失敗して頭から突っ込みかかる

下して敵の船を沈没させる為、1人乗りの小型舟

と、ロープで引っ張って起こすという安全策を

艇を夜半に走り廻る操縦訓練を受け、毎晩、宮

とって習いました。

島海峡を２ヶ月走り廻っていました。）

跳び箱も、斜め跳び、水平跳び、逆立ち足抜

その後、高知湾の防衛に廻され、高知県足摺

き等も習い、結構出来るようになりました。こ

岬側の漁村の小学校校舎に入りました。湾内で

れが身体を鍛えたようです。

舟艇訓練をしても、直ぐアメリカのグラマン戦

けんすい

後年、北野中学４年のとき戦時となり、体力

闘機に追いかけられて機銃掃射を受け、命から

テストが実施され、鉄棒で懸垂をさせられ、10

がら逃げ帰る始末で余り役に立てませんでし

回以上を甲、６回以上を乙と決められ、10回以

た。

上出来ないと１人前に扱われなかった。そのと

入隊が４月から９月に延期されて、４月からも

き私は30回やって、もうよいとそこで止められ

う学校に登校しませんでしたから、復員後、出校

たことがあった。

日数不足で卒業になっていなくて、「７期の３学

②日支事変が始まり、小学校から剣道が導入さ
れて放課後に毎日のように習った。対外試合もあ

期だけ登校して、卒業試験を受けろ」と山川教頭
より指示され、７期の卒業扱いになりました。

り、何回か学校を代表して副将で試合をして勝っ

北野夜間中学の思い出は今も頭にこびりつい

たり負けたりしたことを覚えています。北野に

ていて、時々夢に見る位です。今の体力から考

入ってからも剣道部に入り、放課後毎日のように

えると、未だ何年か90歳位までは生きられそう

１時間〜２時間、上級生の有段者と練習をしまし

です。

た。段はとりませんでしたが腕は大分上がってい

＊編集部 この原稿は「東京北辰会だより」第５号より頂
き、新田さんに補筆して頂きました。

て、４年生の２段と校内大会で試合をして勝った
覚えがあります。剣道をやると毎晩遅くなり帰宅
が12時頃と真夜中に帰るようでした。戦時中で気

趣味雑感

力も高揚していたのか、よくやったものだと今は

〜目標はミニチュア航空博物館を〜

あきれています。翌朝８時には、会社に出勤して
仕事をしていたのですから。
（８）陸軍船舶特別幹部候補生

22期

にしお

やすお

西尾

康生

私は 12年10月に71歳なった。若い頃から勤め

配属将校が校門で毎日立っていて、「未だ居

続けた会社は 01年11月、勤続44年７ヶ月で定年

るか早く征け」と願書を配られ、段々と志願し

退職した。この間、北野高校定時制課程に学ん

ないと意気地なしの気分になって来て、昭和18

だのは、1959年４月〜 63年３月までの４年間で
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さも実機の１/48、１/72などであり、セスナク

私の場合、前の会社の定年記念式の翌日から

ラスの軽飛行機のモデルなら手のひらに乗っか

別の会社にタイムラグゼロで再就職した。第２

る位である。全く形は何もなしの状態から木を

のお勤めである。私は別に仕事一途と言うほど

削って図面どうりの姿に仕上げていく「ソリッ

の猛烈型ではなかったけれど、「毎日が日曜

ドモデル」と言うのもあるが、私のは所謂「プ

日」にはチョッとなじめない感じがあった。趣

ラスティック・モデル」であり、大きさ、形状

味は下手のヨコ好き、言わば何にでも手を出す

などかなり細部まで精密に部品化された状態で

方で、油絵を描くこと、写真を撮ること、ゴル

市販されている｡

フにドライブ旅行や音楽･読書も好きだし、55歳

値は実機の忠実かつ精巧なミニチュア化であ

位までは大型バイクにも乗っていた。少し毛色

り、総ての部品が相似形である事は勿論、機体

の変わったところでは模型飛行機作りなんても

色・胴体や翼のマークから始まって、細部の

のもある。いずれ定年になった時、ヤルことは

コーションラベルに至るまで縮尺再現するので

多いほうがよかろうと考えて、興味を持ったも

ある。

全く飛ばない分、その付加価

のには何でも手を出したといった感じ。従っ

そもそもプラモデルの組立キットは、モデル

て、どれも少しずつ「カジル」程度であったか

のメーカーが精巧な金型を使って射出成形した

ら、年齢の事や先行きの事も考えて、この際整

ものであるが、いくら実機に忠実にと言っても

理することにした。

縮尺にする以上自ずから限界がある。操縦席内

実は定年を迎える数年前、趣味に没頭できる

のレバーやハンドル、ペダル、スイッチ類など

生活つまり、全く仕事をしないで趣味オンリー

適当に「省略」して部品化されていないことが

の生き方に少し憧れた事があった。ところが私

多い。昔のキットでひどいものは座席や計器盤

より何歳も年上の、人生の先輩から「いくら好

すらついていないものがあった。このような場

きなことでも毎日となるとそれはそれで意外に

合は我々作り手の方でそれらしく部品を作って

負担になるものだし、『時間があるからいつで

取り付けることになる。曰く「拘り」である。

もできる』と思うと却ってやらなくなるもの

大袈裟に言うと米粒に経文を書く心境である。

こだわ

だ」との話を聞いた。なるほどネ、そういうも
のなんや。なら、仕事と趣味を適当なバランス
で両立させる妥協策がよかろう。その代わり、
やりたいことは絞って、じっくり取組もうと
思った。そこで、独身時代から手を染めていた
写真撮影と、比較的身を入れて継続できている
模型飛行機作りを２大趣味として、仕事の合間
に続けていくことにしたのである。
「飛行機模型」について

西尾さんの作品

紙面の都合もあり、

そうすると精密感がぐっと増す｡

ただ、それは

写真の話は別の機会に

よいのだが、還暦前後になると老眼が災いし、

譲るとして、今回は飛

細かな部分が見え難く、工作に支障をきたすこ

行機模型の話。

とが多い。私はヘッドルーペと称する２倍程度

これはラジコン機の

の拡大鏡を装着して、対応している。資料を調

ようにホントに飛ぶも

べたり、塗料を乾燥させたりする時間も必要

のではなく、ダミーモ

で、製作ペースは３〜４ヶ月／１機位。こうし

デルとでも言おうか、

て完成したモデルは毎月１回開催されるサーク

その辺に置いて飾って

ルの例会に持参して、他の会員の作品と比べ

おくものである。大き

模型会場での西尾さん

あったり、製作過程の苦労話など情報交換をす
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る。趣味を同じくする者の集まりだから、年齢

家に泊まっていたと答えると、そんな先輩がい

や職業も様々である（そう言えば俳優の石坂浩

ていいね、家族でおつき合いなんて珍しいと言

二さんも同じ趣味であることは知る人ぞ知る）

われました。そうなんだと思い、北野高校時代

が、模型に対する熱意は皆同じ、ワイワイ･ガヤ

を思い出してみようと思います。

ガヤと楽しいひと時である。そして年１回、過

お世話になった大内さん

去１年間の作品を持ち寄って、展示会を開催す

昭和39年、長崎県から上阪。働きながら北野

る。平成23年には33回、平成24年には34回を数

高校へ。卒業したら好きな仕事をしたいと考え

えた。

ていた。私は話がうまくできなくて、その壁を

新聞･雑誌による開催通知記事やダイレクト

取り除こうともがいていました。内向的で、

メールの案内によって、大勢の人が見に来てく

ボーとした学生だったと思います。美術クラブ

れる。北辰会の人にも来て貰った。中には太平

の先輩、大内さんとの出会いが私を変えていっ

洋戦争で実弾の下を潜ってきたという高齢の猛

たように思います。大内さんは明るく、何事も

者も来られる。この方々の生々しい体験談を聞

積極的で、生きていくのに勢いがあった。卒業

くたびに、戦争への憎しみがよみがえるのであ

してからも、大内さんのアパートに住み込み仕

る。航空機の進歩･発達の歴史は戦争によって刺

事を転々とする私。随分と迷惑をかけました。

激されたと言わざるを得ないのだが、この趣味
で矛盾を感じる唯一の要素ではある。

何とかしなければと思い、デザイン専門学校
の夜間に３年間通いました。仕事も大内さんの

最近の子供や若い人は物造りへの関心が希薄

紹介で印刷会社に入社。やっと好きなデザイン

になっているようだが、日本のような資源貧乏

の仕事に就いた時は本当に嬉しかったです。今

国は、加工によってモノの付加価値を向上さ

でも大内さんには感謝しております。

せ、それを輸出して外貨を稼ぐ生き方しかでき

陶芸の道に

ない筈なのに自らそれを放棄しているのは、愁

30歳になった頃、地に付いた仕事をしたいとぜ

うべきことである。模型作りを通じて、物造り

いたくな考えがありました。何故ここで帰郷した

への関心を是非取り戻して欲しいと願ってい

のか先祖の力が働いたとしか思えません。陶器会

る。と、まあそこまで振りかぶらなくても、

社に入社して一から陶器の勉強をしてきました。

ルーペを要する細かい作業で手先を使い、サー

窯を造って焼くまでは帰郷から８年かかりまし

クルの若い会員と話をすることが、結構老化防

た。その間結婚して二人の子供も成長しました。

止に役立っていると思うし、何より妻が私の道

今はゆっくりとうつわを焼いております。陶器

楽のよき理解者であり、何かと協力してくれる

はガスで1240度まで上げて焼成するのですが、

のはホントにありがたい。

その中場から還元をかけます。窯の中が地球の気

いつまで作り続けられるか判らないが、「100

圧と？何かが同化したような、人を寄せつけない

機」作りためてミニチュア航空博物館にするの

時間があります。ゆっくりと炎に任せるしかあ

が目標である。

りません。こうして釉薬が溶けて青の絵が現れ

＊編集部 この記事は2010年に頂いていましたが編集の都
合で今回の掲載になりました。

るのです。古代先人達の知恵に敬服致します。

ゆうやく

青のうつわに魅せられて
27期

うえだ

もりやす

植田

盛保

43年ぶりに、同期会に参加して、北野高校時
代に戻った気分でした。今日、長崎から出て来
たの?と、聞かれて、いや昨日出て来て、先輩の

植田さんと製品

北
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になられる時、青のうつわは「やっぱりいい
……」と選んでいただけたら幸いです。

とご健康をお祈り申し上げます。うつわをご覧

同期会・同好会だより
「北野13期歩こう会」
より
世話人

たにむら

たかいち

おかべ

谷村

隆一、岡部

せつこ

うねさ

節子、畝狭

つねお

恒雄

15期同期会
母校近くの天津閣で
〜卒業後60年の節目、
皆若い〜
15期

たきがわ

きょうこ

瀧川

京子（旧姓 菊名）

15期会は６月27日に北野高校近くの天津閣で
開催しました。
５年ごとの総会の時とその中間の年に呼びか
けて、最近ではいずれも20人前後の出席がみら
れました。
15期生にとって、今年は北野高校へ入学して
60年の節目の年で、最も若くても既に後期高齢
者です。24人が集まりました。入学したのは戦
後間もなく、当時は昼間の勤めと定時制に通っ
て生きるのに精一杯で、60年後にこんなに再会
して、互いに当時を偲べると予想出来たでしょ
うか。

2013年度例会予定

梅雨の晴れ間の日の昼、懐かしい顔、誰だっ
たのかなと久方ぶりの人も三々五々現れ和気
藹々で若々しく、とても後期高齢者の集まりと
は思えない活気あふれる集いでした。
３つの円卓に８人ずつ、９人の女性を各卓に
３人、各卓に幹事を必ず入れるように配慮して
席につきました。
自己紹介、近況報告、乾杯と宴が進み、それ
ぞれの人がいろいろな趣味や活動を前向きにし
ていて、まるで青年のように熱く語っていまし

後列左より谷村幹事、岡部幹事

た。コーラスをやっている人の先導で校歌をみ
んなで大合唱しました。３卓それぞれで懐かし
い思い出と交流で盛り上がりました。
１時間程遅れて来た参加者の為に、改めて全
員の自己紹介と乾杯。会のお開き近くになっ
て、手術後すぐのリハビリ中の岩本さんが、皆
さんに是非会場で会いたいと言って顔を見せに
来てくれ一言挨拶乾杯。暖かい雰囲気の会と
なって最後に記念の写真に納まりました。

2012.11 天竜寺にて 前列右2人目より畝狭幹事ご夫妻

この日の写真係を務めた高山氏の計らいで、

北
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まだ青年のように溌剌としていました。先生中
心に歓談が弾みあっという間に閉会時間となり
ました。2013年は11月９日の再会を約し、次回
幹事の山本氏（北辰会幹事）、平子氏の閉会挨
拶で閉会しました。
２次会はカラオケです。皆さんそれぞれ18番
を披露され時間を忘れました。全員で「青い山
脈」の合唱で幕を閉じました。名残惜しくそれ
前列左4人目より瀧川さん、小林幹事、後列左4人目清水幹事

ぞれ家路につきました。

当日の集合写真だけでなく、全スナップがCDに

なお、南部クラス会は毎年11月の第２土曜日

編集されました。参加者は後日そのCDあるいは

に開かれ級友だけでなく19期生に門戸を開いて

プリントした写真を送って貰えるそうで、いず

います。北辰会報をお読みの同期生で南部クラ

れかを選んで自分宛の封筒に宛先を記名し、幹

ス会開催通知の届いていない方は北辰会事務局

事に渡しました。

にご連絡下さい。届くようにします。多数の皆

総指揮の北辰会幹事清水氏やこまやかな心遣

さんをお待ちしています。

いの女性幹事小林さんのはからいで、楽しく和
やかに過ごしました。次回2014年の総会で再会

笑顔弾けて

できるよう願って流れ解散となりました。

〜美味 麗酒 大合唱 24期同期会〜
24期

19期生南部学級同窓会報告
〜１９期生の皆さん、
お待ちしています〜
19期

かじはら

きよし

梶原

清

2012年11月10日（土） 大阪難波の「美濃吉心
斎橋店」にて南部学級19期生同窓会を南部先生
をお迎えし、総勢17名で開催しました。

さかもと

しげお

坂本

成男

2012年10月高槻駅改札前午前11時少し前、集
う仲間は精鋭19名遅れる人など有るはずもなく、
定刻には迎えのバスに乗り込んでいました。
車中がやがや云ってる間に高槻森林観光セン
ター樫田温泉到着。
ひとりOさん駅前に置いてけぼり、何とかバス
で遅れて到着、幹事大謝りの一幕ゴメン。
荷物置く間もそこそこに、まずは昼食、缶
ビール林立乾杯の声、本番前よ！程々に。
談話室に移り、幹事の話、近況報告、の筈
が、出だしから半生報告母校入学前後のいきさ
つから始まる、聞くも涙？か大演説にみんな神
妙な面持ちで傾聴あるのみ、温泉の時間軽く
吹っ飛びです。

前列中央、南部先生、前列左端

梶原さん

続く皆も一病か多病か胸にいちもつ病気持

昨年参加されたお二人が桃源郷にまいられ、

ち、でも話す人、聞く人み〜んな時空を超えて

お二人のご冥福を祈り、黙祷で始まりました。

輝く笑顔とはじける笑いで、何とか豪華夕食に

先生にご挨拶を賜り北辰会幹事の平子氏の乾
杯と進み、歓談食事が始まりました。
皆さんの近況報告を聞いていますとボラン

は間に合いました。
日帰りのメンバーも居るので、ちょっと早め
の５時半から、まずは席決め、６番どこや

会

テァガイド、自治会の世話役、趣味で人生を謳

席料理に舌鼓

先生、後は酒ですかそれとも

歌している人等々皆さん、70歳を超えてもまだ

「僕は焼酎、麦でロックね」こっちはビールお
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北

辰

会

報

19

41年振りの初参加
「北辰会２９期同期会」
〜そして、
毎年の「クラス会」へ〜
29期

あまの

あきら

天野

彰

まずは同期会に参加するに当たり、同級の服
部君には大変感謝しております。出席のきっか
前列左2人目坂本さん、右端菊井先生、2列目左2人目山本先生

変わりね、ぼちぼちカラオケ行きますかぁ

けを作ってくれたのは彼だったからです。たま
たま中学校の同期会へ参加することになり、参

歌声は中秋の高槻の森に響いて、日帰りの仲
間、迎えのタクシーに後ろ髪引かれつつ。
「さいなら、気を付けてね〜」。後は幹事の
部屋でMさんとYさんの差し入れ「佐藤」と「百
年の孤独」、宿のビールも一応注文、大騒ぎの
夜は更けゆくのでありました。
翌朝は、食後の散策、地野菜見定め、10時に
マイカーのMさんと別れ高槻へ、再会を誓い解散
したのでした。
後列右2人目より天野さん、5人目堀川さん、前列3人目上田先生

加した同級生が服部君との知り合いで、私の連
絡先を探していることを聞き、それがきっかけ
で、まず服部君と逢うことができ、情報提供を
してもらい、今回の同期会に参加することが出
来ました。
さて、学校を卒業して41年ぶりの同期会への
参加であり、逢うまでは同級生の一人一人の顔
を想い浮かべながら、誰も判らなかったらどう
しょう、とかいろいろ想い描きながら、本音の
ところ少し不安な気持ちもあり、かたやワクワ
ク・ドキドキの気持ちで参加させていただきま
した。
会場の入り口で、クラス幹事の中村君と荒井
（奥田）さんを一瞬見たとき、似ているようで
違うようで不安になったが話を始めると、
スーッとタイムスリップすることができた。
テーブルでは、皆の顔に昔の面影が少し残って
いたので、話を始めると話の中味は一瞬にして
41年前の思い出話に入ることができ、あっとい
う間に高校時代に帰ることができた。いつに
なっても、あの当時の出来事をお互いに話し合
える仲間がいることは本当に素晴らしいことで

北
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てほしいです。わたしたちは、先生にとって

また最近は、ここ数ヶ月の出来事ですら忘れ

は、初めての卒業生であり、わたしを含め何人

ることも多いが、こと30年40年前のことでも、

かは４年間担任だったので思い入れもあります

同じ時代を生きた同窓との話題になると、意外

ね。

とよく覚えていたりするものだなと強く感じま

花火の写真送ります。今まで撮った花火の中

した。当時、美術の授業で学校前の十三公園へ

で一番きれいだと自負していますが如何でしょ

行き絵を描いたこと、仕事の関係でいつも遅刻

うか？

がちだったことや、あの時（一緒にデートした

それとお願いしました校歌の楽譜お手数です

ね！）など、覚えていたり、いてくれたりで、

が送って頂ければ助かります。まだまだ、暑さ

思い出話をいろいろしていると、何と時間の経

厳しいですが、お身体お大事にして頑張ってく

つのが早いこと、あっという間の時間だった。

ださい。

また先生方のお元気そうな姿を拝見しなが
ら、当時の授業中のちょっとした会話が想い出
され、今を拝見しながら（にやっ！）と想い出

第2回30期同期会開催報告

したりしていました。

〜岐阜、広島、名古屋から24名の集い〜

クラスのテーブルでも話が盛り上がり、５年
に１回と言わず、１年に１回位は逢える場を持

たにがき

世話人一同

よしはら

あかまつ

ぬりや

ほりた

谷垣、吉原、赤松、塗家、堀田

とうよということで、クラス会を１年に１回す

2012年10月27日
（土）午後１時より、ホテルプ

ることに決まり、12年は４月にあり、楽しい時

ラザオーサカに於いて第２回同期会（三十乃

間を共有することができました。これからも毎

会）を開催しました。山本先生のご臨席を含め

年参加したいと思います。

総数24名の参加を頂きました。遠くは岐阜、広
島、名古屋から馳せ参じた級友もおり真に頭の
下がる思いです。

29期 ミニ同窓会

会は近況報告を数名とし歓談に重点を置いた

〜十三花火大会へ〜
ほりもと

29期

堀本

けいこ

慶子（旧姓 森川）

昨晩のなにわ花火大会は久々の
空の舞

豪華絢爛夜

でした。十三出身の方の企画で６人の

会でしたが、２万発の花火に皆酔いしれて、楽
しい夜会でした。また、2013年の４月にもクラ
ス会する予定ですので、上田先生にも元気でい
前列中央山本先生、２列目右端掘田さん

進行にしました。尽きない談笑は2時間半、あっ
という間の時間でした。名残惜しくも又、３年
後、元気に再会することを誓い、手を取り合っ
た。
この度も北辰会会長からのメッセージと事務
局のご支援に深謝致します。

北
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途上人KITANO
「木曽駒ヶ岳・
・宝剣岳紀行」
〜雲海、
富士山、
雪渓、
高山植物、
鎖場
多彩な登山〜
26期

かねだ

よしはる

兼田

吉治

出発〜宝剣岳
JR駒ヶ根駅で宇羅さんを見送った後、菅の台
バスセンターで路線バスに乗り換えて新緑の渓
谷を走ること30分。しらび平駅に到着。ここか
ら駒ケ岳ロープウエイで一気に標高2612mの千畳
敷駅まで高低差970mを７分30秒間の空中散歩。

八丁坂を登り切ると乗越浄土と呼ばれる平地
に到着。ここで休憩し記念撮影。
宝剣岳の岩場の登りは前述の通り。心配され
た女性３名を含め全員が梅谷さんのリードで登

16時にホテル千畳敷に到着。荷物を置いて早

頂に無事成功。岩場には所どころにエーデルワ

速千畳敷カールの散策となる。千畳敷カールは

イスの可憐な花が咲いており、必死の形相で登

高山植物の宝庫で今が最盛期。シナノキンバ

る一行にひと時の清涼を与えてくれた。岩場は

イ、ミヤマクロユリ、イワカガミ、チングルマ

登りよりも降りが難しいことも身を持って感じ

などが咲き競っており、例によって梅谷さんの

ながら、数度の岩場を越えると極楽平に着い

観察説明を聞きながら２時間かけて雪渓から

た。帰ってから調べて分かったのだが、宝剣岳

剣ヶ池までカールの一周散策を楽しむ。今年の

から極楽平までの岩場は

千畳敷カールは残雪も多く、滑らないように恐

あり「皆さん良く頑張った」と改めて感じたの

る恐る歩を進めながら雪渓歩きを楽しんだ。

であった。

翌27日も快晴。東の空が白くなる午前４時頃

滑落多発・危険

と

下山〜帰路

には雲海の上に富士山もくっきりと望まれた。

極楽平での休憩時に食べた宇羅さん手塩の

富士の左方には日本第２の高峰である北岳

キュウリが美味しかった。しばし休憩の後、記

（3193m）を中心とする南アルプス連峰がきれい

念撮影をして下山にかかる。極楽平からはつづ

に見えた。５時過ぎに朝食を済ませ、準備運動

ら折りの坂道を、花を愛でながら降りて行っ

の後、６時に出発。岡田、井口両氏は残って野

た。この辺ではハイマツの間に可憐なコケモモ

点(のだて)を楽しむ事となった。

の花が沢山咲いていた。９時過ぎから尾根の東

藤本ご主人は登頂を目指すも途中で体調を懸

側(千畳敷カール側)では上昇気流に乗りガスが発

念して野点組みに変更。宝剣岳を目指すは11名

生。急激に視界が悪くなる夏山の天候変化も感

である。

じながら、千畳敷ホテルへは予定通りの10時に

駒ヶ根神社に安全を祈願していざ出発。カー
ルの雪渓では野生の猿が出迎えてくれる。カー

到着。４時間の登山であった。梅谷リーダーの
手腕に拍手。

ルをトラバースして八丁坂のきつい登りとな

10時20分発のロープウエイで下山開始。ガス

る。つづら折りの登山道の両側にはシナノキン

の中で出発したロープウエイであったが中腹で

バイの黄色や、ハクサンイチゲ・ヒメウスユキ

ガスも晴れてしらび平駅では快晴。これから

ソウの白や、ヨツバシオガマ・チシマギキョウ

ケーブルに乗る長蛇の登山客が乗車待ちをする

の紫など、高山植物が咲き競う。立ち止まって

中、帰路のバスに乗り込んだ。

振り返ると遠くに富士山と南アルプスの山脈、

駒ヶ根I.C近くの温泉「露天こぶしの湯」で汗

近くには千畳敷ホテルが箱庭のように望まれて

を流した後、レストハウスこまがねで昼食。13

絶好の撮影ポイント。荒くなった息も忘れてし

時30分に出発して駒ヶ根ICから中央道、名神高

ばし眺める。

速を経由して一路大阪へ。大きな渋滞もなくバ
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スは軽快に走行し、車中では例によってカラオ

越え、川の小石を渡りました。イノシシ道の後

ケ大会。皆さん日頃鍛えたのどを披露した。米

を登っています。都会育ちの私はイノシシに遭

原駅で小河原さん、岡田さん下車。名神高速を

遇しなければ好いのにと心配しました。その変

経由して予定通りに大阪駅に18時30分に到着。

わりに途中、鹿が罠に掛かり檻の中で暴れ周り

皆様お疲れ様でした。

甲高い声で鳴き静かな山に響き吃驚しました。
４時間位でようやく麓の民家が見えそこから
見渡す風景の紅葉は本当に見事でした。
ここからのバス停までの急な下り坂は私には
疲れ堪えました。
下へ降りた時はもう真っ暗でしたが全員無事
大阪に着きました。皆で支えあったので厳し
かった山登りも楽しい思い出になりました。皆
さん、有難う、お疲れ様でした。

宝剣岳での兼田さん

室生寺参拝なしのハイキング

軟式庭球部ＯＢ会に参加して

〜罠に掛かった鹿の声聞きました〜

〜体調の悪さを吹き飛ばしてくれました〜

こたけ

27期

小竹

きぬよ

絹代（旧姓 井上）

29期

でみなみ

のぶかず

出南

信和

北辰ファミリーで奈良県の室生寺へ11月10日

年の瀬も押し詰まった24年12月15日母校に近

（土）に山田先生と27期中心に前後の男子２人、

い十三の天津閣にて約４年半ぶりに遠方岡山、

女子４人の計７名で行きました。

滋賀からを含め16名の参加で軟式庭球部ＯＢ会

前日寒さが厳しく気分が乗りませんでしたが
当日は晴れて暖かく本当に救われました。

が開催されました。ここ何年か体調のすぐれな
い私は今回出席を見合わせようかと思いました

近鉄線室生寺大野口駅で下車、ここからハイ

が同期の伊東君、柳原さんから座っているだけ

キングコースの山歩きです。最初は川のせせら

で良いから顔を見せろとの電話をいただき出席

ぎを聞きながら山々と木々の美しさに自然の豊

することにしました。
当日、会場に着くと懐かしい、かお、カオ、
顔、一瞬にして体調の悪いのを忘れてしまいま
した。中島先輩の乾杯の音頭で宴が始まるやい
なや日頃は昨日食べたものも思い出せない60歳
代の面々が40数年前の出来事であれやこれやと
大変です。
クラブに入った時、テニスより先にビクトリ
アに慣れろと言われたとか4校対抗で負けばかり

右から２人目小竹さん、4人目山田先生

かさに心を奪われ和みそれらを満喫致しまし
た。
マイナスイオンを吸いながら１時間登った所
で昼食タイムになりワイワイガヤガヤの美味し
い食事でした。
昼食後の山歩きは私にとって獣道を歩いてい
るような気持ちになりました。大きな岩を乗り
（右上へ続く）
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い。
今回お世話いただいた木下先輩本当にご苦労

近況報告の最中に茶々を入れる人、茶々を入

様でした。ありがとうございました。

れられて昔見られなかった剽軽さを表す人、本
当に楽しい笑いの絶えない３時間余りを過ごさ
せていただきました。
途中、羽柿副会長より北辰会の報告をはさみ
次回開催を３年後とし幹事、世話役を決め、締
めは全員による校歌斉唱でお開きとなりました。
今回参加できなかった元軟式庭球部の皆さん
次回は是非楽しい楽しいOB会に参加してくださ

4年前の出南さん

楠野前校長先生、竹内前教頭先生、清水前事

事務局からの報告

務長さんの皆様には在職中、北辰会に多分のご
支援ご配慮を頂き心からお礼申し上げます。新

一．人事（敬称略）

職場でもご健康でご活躍を祈っています。ま

１．役員

た、北辰会にもお出かけ下さい。

会長以下常任幹事の留任。
２．幹事

うねさ

つねお

新任 13期 畝狭 恒雄
こばやし

たみこ

むらかみ

ひろあき

15期 小林 民子
29期 村上 博章
だいこく

よしひで

退任 ４期 大黒 美英
ひ の

よしお

11期 日野 良雄
よしだ

１．予算
①2013年
付予定

会報19号に同封予定、枚数、650枚焼
28万3400円見積り

②申込金27万４千円、２枚１セット

単価436円

ほぼ予算内で済みます。

いちえ

13期 吉田 一枝
おかざき

2．事務局の方針

え み

16期 岡崎 恵美（転居）

①同期会などで活用してください。

32期

②無くなった時、少量の焼付けは事務局で対応

ひらい

54期

あきら

平井

もりやま

森山

章（死去）

り か

里佳（育児）

３．事務局企画担当
新任

二．閉課程記念 ＤＶＤ作成について

26期

③母校ホームページへの掲載は可能かどうか学

かねだ

よしはる

兼田

吉治

４．学校
前 校 長

致します。
校と相談します。
④北辰会強化、維持のために有効活用致します。

くすの

のぶたか

楠野

宣孝

３．北辰ＤＶＤ

カーバーと本体の写真

樟蔭学園中学・高等学校へ
前 教 頭

たけうち

よしひろ

竹内

祥宏

大阪府立大正高等学校へ
前事務長

しみず

まさひろ

清水

正浩
てしま

大阪府立豊島高等学校へ
はらだ

けいこ

新 校 長 原田 恵子
大阪府立東住吉高等学校から
新 教 頭

あさお

えつじ

浅尾

悦司

大阪府立渋谷高等学校から
新事務長

たなか

田中

こうじ

功治

大阪府立花園高等学校から

三．会計報告
（別紙会計報告参照してください）
１．全体の報告
収入合計
9598円

487万7856円、支出合計

134万
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繰越金（郵便貯金）352万8258円

②2013年は２月17日十三の「がんこ」で

収入、支出とも予算通り進みました。

開催しました。

２．賛助金は465名さまから275万4590円戴

19期

①11月10日、美濃吉心斎橋店で南部先生

きました。（北辰ＤＶＤ予約金27万円を含

を含め17名の参加がありました。2013年

む）振込手数料除き北辰会へ実質入金分で

は11月９日です。

す。ほぼ目標を達成致しました。（四．項

23期

参照して下さい）

シルク温泉にて楽しみました。隔年開催

３．書物売上げは４名の方から１万円ありました。
４．大きな支出、事務所維持費15万６千円、役

中野クラスの「ほんこつ会」17名参加、
しています。

24期

①10月14日

高槻森林観光センターにて

員活動支援金７万４千円、会報発行費75万

山本、菊井先生を含む19名の参加、宿泊

円、中古コピー購入費7万円、幹事会会議費

もありました。

８万１千円など

②2014年総会日に同期会を実施します。

５．2013年の大きな支出予定、会報発行費70万円、

25期

①２月19日 29名の参加で同期会開催。近況

ＤＶＤ発行費30万円、組織活動費30万円、年間

報告集NO10号13ページ発行しています。

予算概算170万円を見込んでいます。

②2013年3月10日同期会、天津閣で25名

６．2014年への繰越金予定は183万円です。これ
で2014総会の準備に掛かります。

の参加で開催しました。
29期

７．今回、
役員活動支援金を3万円削減しました。

①新しい幹事、村上さんが就任されました。
②上田クラス会を６名で十三の花火を楽
しみました。2013年は４月21日予定して

四．2012年賛助金活動について
別項の会計報告表、賛助金運動のお礼とご芳
名表、期別データ表を参照してください。

います。
30期

①10月27日(土)プラザオーサカにて山本先
生を含み24名の参加。
②次回３年後開催します。

五．同期会、同好会2012年開催状況と予定、
事務局把握分
11期

13期

15期

2013年スカイツリー完成に合わせ６月位

11月８日、大阪駅前第1ビル11階で開催し

に懇親会予定しています。関東以外の方

ました。卒業後60年経ても続く絆です。

もご参加ください。連絡は佐々木（12

今回の「便り」では大阪空襲、シベリア

期）042-391-3626、事務局まで。東京北

抑留、オリッピックなど大きな問題のた

辰会たより発行の準備をしています。

よりが寄せられ「便り」に纏めました。
12期

東京北辰会

途上人KITANO

５月18日 １組クラス会を17名の参加で開

①７月15名で木曽駒ヶ岳、初めて鎖場を

催しました。80歳になる今回を一応の区切

よじ登り、天気も気分も最高でした。12

りとして全体のクラス会は閉じます。

月１日17名、ホテルグリーンプラザで忘

①歩こう会、2012年は83回になりまし

年会を開催。

た。2013年も10回行事を予定していま

②2013年は７月25日(木)〜26日（金）立山

す。参加者は毎回７名位、参加者は13期

を登ります。参加者募集中です。

幹事さんか事務局まで。

金剛山登山会、１月９日、５月15日、２回

②畝狭恒雄さん新幹事

山田先生を含み６〜７名で実施しました。

①６月27日、天津閣にて24名の参加がありまし

③2013年は１月24日（雪中）、春、秋の

た。
当日の模様などCDに収めました。

３回予定しています。

②小林民子さん新幹事

北辰ファミリー

17期 同期会は25年11月13日予定しています。

①５月23日北辰記念室で人種差別問題の

18期

映画「ヘルプ」を鑑賞してから卒業後の

①２月14日、31名の参加ありました。
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45年目に山田先生の補習授業を受けまし
た。11月10日山田先生を含む７名で室生
寺へハイキング。
②2013年は５月福岡へいきます。
北野テニス部OB会
①12月15日

会
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故鵜沢前副会長、
故菅原副会長の思い出
〜感謝を込めて〜
事務局長

４年振り16名の参加。

②次回は3年後開催が決りました。

前田

直人

鵜沢さんは女性幹部として初めて北辰会の副会長
の任に就かれました。また、気風が良く、自分の意見

陸上部OB会
少人数になりましたが岐阜の仲間を訪問

をすっぱすっぱと述べられ、爽やかで後輩の私達を

し柿狩りを楽しみました。
67期テニス、卓球会
会場などの事情で開催できませんでした
が2013年は開催予定しています。
六．2013年活動方針
１．幹事の３名体制。
２．役員、事務局による、同期会、同好会への
北辰クラブでの鵜沢前副会長（後列右2人目）

サポートを強める。
３．機会あるごとに2014年５月25日総会の呼び

励まし勇気を頂きました。在学中は校歌の歌詞変更、
各節の終わりにあった北辰健男児を女性が４分の１い

かけを行う。
４．各種集会で手持ち書籍、DVDの販売。

る中でおかしい、女性の誇れるような歌詞改正運動に

５．会報の女性記事を増加。記事や情報をお願

取組まれ今の歌詞に変更されました。時代の先を行く
女性幹部でした。

い致します。
６．母校ホームページの北辰会コーナー充実と
北辰会ホームページ立ち上げの努力。
７．経費節減のため、会報発行部数を削減しま
す。3000部→2000部

10万円削減予定。

菅原さんは卒業以来、北辰会の行事が開かれた
時、常に参加されていました。私が北辰会へ関わっ
た創立50周年1987年以降、会社経営者として多忙
な中でも常に北辰会の重鎮として合理的な姿勢で臨

８．母校関係者との協力関係を深めます。新旧

まれ北辰会の盛隆に大きな力を発揮されました。定時

校長、教頭先生との懇親会を予定していま

制閉課程時にも難問を処理され会長代行として北辰

す。

会を纏められました。スキー、登山をなさるスポーツマ

訃報

心からご冥福をお祈り申し上げます。

前副会長

15期

鵜沢

三智子

前副会長

19期

菅原

武之

幹

事

32期

平井

章

教

師

小田

幸信、大山

豪

2014年北辰会総会日時
来年5月25日(日)

懇親会

ホテルプラザオーサカ

北辰会懇親会での菅原前副会長

ンでもありました。12月常任幹事が最後のお見舞いに
行った時も弱音を吐かない毅然としたお姿が印象に
残っています。知性派の副会長として、北辰会の発
展に貢献して頂きました。
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編 集 後 記

会員皆様のお陰をもちまして、賛助金、

会報の内容も段々充実し、10期代、20期

北辰ＤＶＤも目標を達成出来ました。有難

代からの便りや同期会、同好会の情報も寄

うございました。又、北辰会常任幹事会に

せられています。会員皆様の高齢化も進ん

て、会報を3000部から2000部へ発行を減ら

でいますが、皆様の原稿を多岐に渡りご紹

し、経費節減により継続的に長く発行出来

介出来るよう精進してまいります。

るよう決定されました。

編集部一同

