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　平素は北辰会のため、暖かいご支援ありがとうございます。

　皆様におかれましては、健やかにご活躍の事とお喜び申し上げます。

　母校定時制課程は2009年に閉課程となり、５年の歳月が流れました。北辰会も日本社会と同様

に高齢化が進んでいます。また、北辰会の歴史を築かれた素晴らしい先輩方の体調も心配です。

　健康に留意されることを心より願っております。

　私たちの北辰会には会を支える仲間の信頼と強い絆があります。同期会、同好会を始め幹事会、

常任幹事会、事務局も元気良く私たちの青春の故郷を支えています。最近の活動報告としまして、北辰会を身近な存在にするた

めに、昨年は北辰ＤＶＤ「燦然と輝く希望の星」の発行、また、秋には『北辰会ホームページ』をインターネットに立上げました。

　皆様もDVDレコーダー等で「北辰ＤＶＤ」の鑑賞また、インターネットに挑戦されて気軽に「北辰会ホームページ」で校歌を聞いた

り、仲間達の活躍の様子を文や写真でご覧下さい。そして、皆様の生活、出来事、思いを文章、写真等でホームページにご参加下

さい。お待ちしております。

　５年振りの５月25日（日）の北辰会「総会」と「懇親会」には多数の会員のご参加を切望いたします。

　当日は、恩師をお迎えして共に思い出、近況などを語り合える明るく楽しい会になるように頑張ります。また、皆様にとっても、明日

へのエネルギーを蓄える１日となることを願って、今回は会費を7千円に下げました。皆様がより多くご参加出来るように致しました。

お忙しいところ恐縮ですが、是非ご出席頂きますようお待ち致しております。

　案内状は同封しておりますので、ご覧下さいます様お願い申し上げます。

北辰会会長　古城　具祐（18期）

目 次

第2 0号
発行者

編集者
事務局

大阪府立北野高等学校
定時制課程同窓会北辰会

〒666－0262
兵庫県川辺郡猪名川町伏見台1－2－97
TEL・FAX　072－766－4170
kitanokoukou-hokusinkai@gaia.eonet.ne.jp

会　　長　古 城 具 祐
事務局長　前 田 直 人

印　刷 タブレット
TEL 06－6676－2520　FAX 06－6676－2519

ＤＴＰ
デザイン

株式会社グラフィカ
TEL 06－6765－1210　FAX 06－6765－1211

～『北辰会ＨＰ』立上げました…参加し実感し、充実させましょう～

5月25日（日）　北辰会総会・懇親会を成功させよう
…健康で豊かに信頼と絆を紡ごう…

校長先生からの挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・
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　　　　　　田中（17期）、梶原（19期）
北へ、南へ、青春道中・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　山田（29期）、兼田（26期）
同期会、同好会だより・・・・・・・・・・・・・・・
事務局からの報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北辰会賛助金のお願い・・・・・・・・・・・・・・

日　時 2014年5月25日（日）
総　会 母校多目的ホール
時　間 10時00分より11時30分
議　事 諸報告、質疑
 記念講演
 　北辰会副会長　14期　松尾 善孝氏
 校内見学
懇親会 ホテルプラザオーサカ　１F 「雅の間」
 12時30分～15時30分
会　費 7千円
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大阪府立北野高等学校長　原田　恵子

　大阪府立北野高等学校北辰会会員の皆様には、益々ご健勝のこととお喜び
申し上げます。また、いつも変わらず北野高校のことをお見守りくださって
いることに心から感謝申し上げます。
　昨年３月末に楠野校長、竹内教頭がそろってご退職になり、清水事務長は
転勤され、４月１日付けで、校長（原田恵子）・教頭（浅尾悦司）・事務長（田
中功治）の３役がそろって新たに着任いたしました。それ以来、北辰会幹部

の皆様にはいろいろとお世話になっておりますことに、重ねてお礼申し上げます。
　さて、本校は昨年11月に創立140周年記念式典を挙行いたしました。この140年の長い歴史の
中で、幾度となく、制度の改変、校舎の移転、校名の変更等を経験してきましたが、皆様の心の
中の北野高校は、永遠に変わらぬ懐かしの母校として輝きを放ち続けていることと思います。
　北辰会報で皆様の青春時代の様々な思い出やご体験、また現在のご活躍の様子を、圧倒される
思いで読ませていただきました。母校とは、まさに現実社会を生き抜く上での「母なる存在」と
して、皆様を支え、励まし続けるものなのだと強く思いました。そして、その「母校」をお預か
りする校長としての責任の重さを実感した次第です。
　北野高校ホームページの北辰会のページを通して母校との絆を強めていただくだけでなく、是
非とも学校にお立ち寄りくださり、母校の今を確かめていただけたら幸いです。
　今後ともどうかよろしくお願い申し上げます

（2014年２月吉日）

＊事務局　校長先生は大阪府立東住吉高校校長からの赴任で北野高校140年の歴史初めての女性校長です。先生は子育
ての中での1991年から2004年まで北野高校国語科教員でした。時代の流れを感じます。本当に気さくで明るく頼もし
い校長先生です。

「母校」としての輝き

はらだ けいこ

～就任に際して～

級長の君
　２年編入生は靴箱を前にして困惑していた。
竹刀が無い…級友の知らせで級長の酒井君が飛
んで来た。
　「有るのか無いのか分かりませんが、全力を挙
げて探してみます」と言った。

１期　又川　真久
またかわ まさひさし

昔を今に…
～酒井 芳政君を偲ぶ～
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　私は２年生の時、他校から編入してきたもの
ですが、その時のクラスが２年５組・上田クラ
スでした。４月の始業式、最初のHR。すでに聞
いていた２年５組教室に勝手に入り空いている
席に適当に座っていたら、若くはつらつとした
先生が教室に入ってくるなり、「ここに転入生は
いないか！」と声をかけられたのが最初の出会
いだった。
　それ以来、上田先生と関わったエピソードを
交えながら語ってみましょう。

エピソード１
　２年５組の皆さんな
ら右の絵に心当たりあ
ると思います。
　そう、クラス文集「蛸
の吸盤」の表紙です。
もちろん上田先生の作
品です。器用で奇妙で、
表題からして意味不明
な絵です。

29期　松田　秀樹
まつだ ひでき

上田 俊穂先生を追悼して

君と僕との最初の出合いであった。自信に満ち
た君の言動が僕の中に住みついてしまった。
　４年生の７月頃から僕は病気勝ちで、卒業後
の昭和13年に手術を受けた。
　退院後も二日毎、三日毎に繃帯交換があって、
夢も希望もかすんでしまった。君の見舞いはそ
んな状況下の９月14日（日）であった。大阪府
下から南端の此花区四貫島までは、初めての道
でもあったから二重に遠かった筈である。神戸
高工の制服姿も凛々しかった。電車道まで歩い
た。電車の中で、直立して「敬礼」して、去って行っ
た。おお、遠い、遠い昔のこと。
27万字の「北野北辰会一期生会々誌」発行の君
　「奇妙な夢を見た」のは昭和58年７月18日のこ
とであった。（『よみがえる青春』参照）
　その日から通信は全線開通。奔流だった。『北
野北辰会一期生会々誌』の発行であった。第1号
は平成元年４月15日、終刊の第11号は平成12年
４月29日。実に11年間、君はワープロを打ち続
けた。27万４千字。60歳を越しての編集発行人
であった。会誌は後に室谷光彦君（24期）の共
鳴によって『よみがえる青春』に発展した。君
ありてこその快挙であった。
　僕は『よみがえる青春』を読んでいた。「主な
執筆者プロフィール」は製本化に当たって君が
加筆したものだ。眼が針付けになった。　嗟呼、
ここに在ったのか！君の年令と就職先が…。２
年の年長、北野中学校級品部勤務。納得。跳ぶ
ように、舞うように、２階（教室）から３階（職
員室）を自由自在に往復していた…　学校行事
を企画運営していた…　時間とエネルギーを惜
し気もなく注いでくれた…　君に感謝あるのみ。
成績優秀、４年皆勤で卒業証書第Ⅰ号の君
　手許に、昭和16年3月4日、第１期卒業証書授
与式概要がある。卒業生49名が50音順に並んで
いる。（入学は98名）　「表彰ヲ受クル者」　（一）、
「成績優秀者」に君が居る。（一）、「4ヵ年間皆勤者」
2名の中に君が居る。更に加えれば、正五位勲立
　長坂五郎校長名の卒業証書第Ⅰ号を、「受クル
者」は君であった。
徹宵（てっしょう）して語ろう君と
　平成25年6月12日、君は「消えた」。君の生涯
は「立派」の一語に値する。

晩年は耳が遠くなり、電話にも難渋だったとい
う。僕自身も病気ということもあって電話も抑
制していた。　　　　　　
　酒井君、快活明快だった君の口吻を忘れるも
のか。徹宵(てっしょう)して語ろうではないか。
今度は僕が訪問者だ。　

＊事務局　酒井初代会長は在学中当初から文武両道、統率
力に秀でた級長でした。現在の神戸大学、国鉄へ進まれま
した。同窓会初代会長として1941年～1967年に北辰会の立
ち上げ、戦後の混乱期を支え、母校創立20、30、40、50周
年と会長、顧問として北辰会の成長を見守って頂きました。
北辰会の生みと守りの親です。
　又川さんは現在91歳、病気療養中でこの原稿の用意して
頂き有難うございました。大変だったでしょう。有難うご
ざいました。又川さんは卒業後、高知で小学校教諭、校長
を歴任されました。在学中の昭和11年から現在の78年間も
日記を書き続けています。まさに根性の人です。「北辰魂」
でしょう。本当に大事な貴重な大先輩の１期生です。
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　描いた本人さえ「奇妙な題、訳のわからぬ絵」
と言ってる位ですから。クラス仲間全員の作文
と共に上田先生の青春時代をほのぼのと綴った
「私の高校時代」の文もあり、それを読むと私た
ちと同じように喜び、恋もし、苦悩もされてい
たのだなという事が解ります。
　このように如何にもミステリアスなところが
上田先生らしい。

エピソード２
　当時山岳部というのがあって、私自身、山登
りにはあまり興味はなかったのですが、友人か
ら強く誘われて一緒に六甲山の24時間縦走につ
いて行った。もちろん夜間も一睡もせず歩き続
けるわけで眠いし、腹も減るし結構大変なもの
でした。明け方にやっと目的地に到着したら、
上田先生が迎えに来ておられた。その時先生が
作ってくださった暖かいみそ汁の味は今でも忘
れられない。「みそ汁」といってもお湯に味噌を
放り込んで近くに落ちていた枯れ枝でかき混ぜ
ただけのものですが、疲れた体には元気が取り
戻せた。
　このようにちょっとワイルドなところが如何
にも上田先生らしい。

エピソード３
　当時、先生は新婚間もないころだった。私に
も悪友が次々できて、免許を取ったばかりの山
田君がどこからか借りてきたボロ車を運転して
天岡君らと共に上田先生の家まで押しかけて、
「先生！一緒にドライブ行こうや！」という『暴
挙』をやってしまった。
　それでも嫌がることもなく、赤ん坊を胸に抱
いて不安そうな眼差しで見送る奥さんを尻目に
平然と乗り込んでこられた。怖いもの知らずと
いうか度胸があるというか、このように無鉄砲
なところが如何にも上田先生らしい。

エピソード４
　しばらく先生ともお会いすることもなく時は
流れて1997年10月、たまたま京都府立植物園へ
行った時のことだった。そうしたら丁度「きの
こ展」なるものが催されていて、もしかしたら

上田先生がいるのではないかと思い入ると、予
想通り先生とバッタリ！
　「きのこ」について説明される先生の姿はいつ
もの先生ではない。奥深い研究と高度な知識に
裏打ちされた「学者」の顔そのものである。改
めて先生の博学多才な一面に驚かされた。この
ように行動的かつ好奇心旺盛で多才な顔を持つ
マルチ人間なところが如何にも上田先生らしい。

エピソード５
　そして最後に先生とお会いしたのは2013年の3
月31日。2年5組の仲間が数名集まり一緒に花見
会を行った。長い闘病生活でかなり辛いはずな
のに、表情には一切出さずいつものように優し
く生徒を見つめてくれる先生の姿であった。
　そんな時、
私が何気なく
「先 生、明 日
から実は屋久
島に行くので
す よ。」と 言
うとまさに条
件反射的に
「え っ、宮 之
浦岳に登るの
か。」と 問 い
返してこられ
た。（ち な み
に宮之浦岳は
九州で一番高
い山ですが残念ながら天候不順で縄文杉までし
か行けなかった。）若いころから様々な山に登り、
こよなく山を愛してこられた上田先生らしいお
言葉であった。
　以上思いつくまま、私なりのエピソードを書
きましたが、先生と関わった方々それぞれ深い
思い出がある事でしょう。皆さんと共に上田先
生のご冥福をお祈りいたします。

2013年10月15日

＊事務局　先生からは多数の定時制資料を提供して頂き、
総会、同期会、クラス会に多く参加して頂きました、北野
在職中もクラスはもとより登山部を中心に長きに渡り若い
先生と青春を共にし、多くの生徒がお世話になりました。
改めて感謝と心からのご冥福をお祈り申し上げます。

2009年30期会での上田先生
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前略
　過日、北野DVD「燦然と輝く希望の星」を送っ
ていただき、ありがとうございました。礼状が
とんでもなく遅くなり、失礼しました。
　私は、今年で、教員生活50年になります。本
年は北野高校と東住吉高校の掛け持ちです。な
んとかこの節目の年を良い年にしようと、力を
尽くしているのですが、いかんせん、寄る年波
には勝てず、毎日を忙しくしています。
　やっと先日、「燦然と輝く希望の星」を拝見し
ました。なつかしい先生やら、校舎やら、生徒
諸君やら、ああ、ああいう日々もあったのだと、
感慨ひとしおです。

　今も時折見る夢は、あの旧校舎。あの３階の
角っこの職員室。停電のとき、ローソクに灯を
ともして、生徒と語り合った思い出の中にしか
ない空間。いつも机の上に片手を出さなかった
生徒。彼には出したくない理由があった。別の
生徒が言っていたのは、夜勤で夜中を過ぎると、
わかっているのに、思わず、プレスをする時に、
台の上に手を置いてしまったと。ほかにも機械
に指を巻き込まれ指をなくした生徒。時は日本

教師　青木　三郎
あおき さぶろう

皆様からのたより皆様からのたより

私の青春時代、
故郷でもあります

の高度成長期。彼らをはじめとする、15の春に
泣いた生徒たちによって支えられた一面もあっ
た日本。多くの生きる糧を与えてくれた、燦然
と輝く日々。
　思い出をすっかりもっていってしまった旧校
舎を、今、改めて、画面で見ていると、つきな
い思いにふけってしまいます。よい記録を残し
てくださったと、感謝の気持ちで一杯です。本
当に有難うございました。

草々
2013年６月30日

＊事務局　先生は1966年から1980年まで14年間在職され、
国語、文芸部顧問など担当され、29期生から42期生までが
お世話になりました。母校が教員になられて２校目の赴任
校です。

2011年2月　29期会での上田、青木、山本先生

北辰会事務局さま
　会報とDVD本日拝
受しました。
　DVD早速拝見しま
した。
　厖大なご編集作業、
そして立派な出来栄
え、まことにお疲れ
様でした。
　３期生関連も多数
ご収録下さって、有
難うございます。私どものアルバムにない当時
の写真の数々も、まことに懐かしく、はるか70
年余り前の思い出が、改めて蘇えります。
　大変なご労作、心よりお礼申し上げます。
　お疲れの出ませぬよう、どうぞくれぐれもご
自愛ください。
取り急ぎ御礼まで申し上げます。

池知生

３期　池知　　央
いけち ひさし

70年前が蘇りました
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　昨日受け取りました。ＤＶＤなかなかの力作
唯々感謝するものです。我が誇れる北野定時制
も閉課程となり残念の極みながら、世の移り変
わりを感じます。私の今日の原点である北野定
時制時代の72年の伝統と歴史と今後の日本では
考える事の出来ない激動の時代を良くまとめて
戴きました。我が子や孫に良き贈り物が出来ま
した。小生の思い出だけに留まらず、身内の誇
りになると信じます。制作にあたられた皆々様
に感謝致します。
　早速、近隣の先輩２期生・国米さん、６期生・
新田さんにも見ていただこうと近々訪問する積
りです。又、北辰会報19号掲載、新田先輩の「こ
の人あり」、同期、新井君の「新井さんの微笑み
（２）」有難うございました。12期同級の仲間も
喜んでくれました。新井君も草葉の陰で喜んで
いることと思います。取り急ぎお礼まで。

12期　佐々木　幸政
ささき ゆきまさ

子供や孫への贈り物

25期　清水　初美
しみず はつみ

お手伝いできなかったのが、
とても悔しいです

　「北辰DVD」、ありがとうございました。
　前に一度見ているので、泣きませんでしたが、
じっくり見ました。長いですね。
　後ろから流れる音楽、いいですね。
　編集、大変でしたでしょうね、

25期　冨川　久美子
とみかわ くみこ

地域の「みんなの学校」に
参加しました

　昨日、小田原青年会議
所の主催「みんなの学校」
地域で育む教育、地域力
を学校形式で何と午後１
時～ 19時半迄の講演の無
料抽選に当り、参加しま
した。
　講師は、前宮崎県知事
の東国原英夫さん、元ヤ

ンキー先生の義家弘介さん、スキー事故の全身
マヒから社会復帰を果たした腰塚勇人さんでし
たが、笑ったり、泣いたり、感動したり長時間だっ
たのに飽きず、疲れず有意義な時間を過ごせて、
参加出来て良かったと思い、これからの生きか
た、心の持ちかたに教えられ、私も笑顔で頑張
ろうと強く決心させられました。
　義家さんの文部科学大臣政務官としての教育
制度改革に期待したいです。熱く語る姿に説得
力があり、頼もしく頑張って子供達、先生にとっ
てより良い改革を願いました。

26期　寺本　和泉
てらもと いずみ

記録として残すことは
大切だなぁ

　会報とＤＶＤを見せていただきました。本当
にありがとう！
　大変な仕事をしていただき、感謝します。

　お手伝いできなかったのが、とても悔しいで
す。

　一つ間違い見つけました。
　私たち4年1組です。　　えーなんでーって。
ご苦労さまでした。　
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いろいろと思い出し、感無量です。
　デザイン的には素人の手作り感がよく出てい
て、ほほえましいです。
　１か所、まちがいがありました。
　１枚目の最初の「校歌斉唱」に「北野高校コー
ラス部有志」とあるのですが、正しくは「北野
高校吹奏楽部有志」だとおもいます。吹奏楽部
の練習後に残ってもらったと聞いています。ま
た、全日制には「コーラス部」はなく「合唱部」
だとおもいます。
　それから「北辰」の意味を「北斗七星」と書
かれているのですが、当時は「北極星」と教わ
りました。辞書をみると、両方の意味があるので、
まちがいではないのですが、北極星は、「まわり
がゆれ動いても自分は動じない」という意味で、
教育的意味では「北極星」だろうとおもいます。
　全体にいえることは、なんでもない、ありふ
れた写真や文集も、記録として残すことは大切
だなぁということです。
　また元気でお会いしましょう。

＊事務局　録音に参加した生徒はご指摘通り「北野高校吹
奏楽部有志」でした。
　「北辰」の意味は指摘通りだと思います。「50周年記念誌」
の表紙の「北斗７星」が強烈に印象に残っていました。そ
して、通常見づらい「北極星」より毎夜見上げていた「北
斗７星」に親近感を感じていたのでしょう。勉強になりま
した。有難うございました。

26期　桑名　耕治
くわな こうじ

青春が帰ってきたような
心持でした

　北天に「燦然と輝く希望の星」が届けられ早
速拝見させて頂きました。２部構成で見易く編
集されていましたね。映像を見るにつけ、懐か
しさと共に「あんな事やこんな事もやっておけ
ば良かったなー」などと、後悔の気持ちでいっ
ぱいになりました。
　でも、卒業写真の冊子もなくしている私にとっ
ては青春が帰ってきたような心持でした。映像
を一時停止して「初恋のあの人」を探しまくっ
ているのは誰ですか。もう一度タイムスリップ

29期　竹本　治男
たけもと はるお

同期会のＤＶＤを作ろう

　北辰DVD送っていただき即拝見しました。改
めて感動・感激をしました。
　会報には得られない気持ちの高まり・懐かし
さ・歴史の重みを感じました。
　うまく編集されていたと思います。
　余談になりますが、DVDを拝見して「そうだ！！
2011年　29期同窓会（天津閣）の写真をDVDに
して参加者に送ろう。仲間との絆を広げれば…」
（ありがたいことに私38枚のスナップ写真を写し
ていたので）

できたらもっと勉強
してたのにと思って
いる人は誰ですか。
「のちの後悔先に立た
ず」ですね。でもお
かげ様で、誰もがそ
れなりに一生懸命に
「あの時代」を生きて
いたことを映像の中
から見つける事がで

きました。
　ありがとうございました。資料集めや編集に
は大そうご苦労があった事と思います。役員、
先生方、諸先輩の皆様に心から感謝致します。

＊事務局　桑名さん、いつも楽しく元気な投稿ありがとう
ございます。

中央の竹本さんとご家族
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　今、29期幹事松田秀樹さんにCDを送って検討
してもらっています。
　青春のふるさと！「北野高校定時制」よろし
いですなぁ！心して頑張りたいと思っています。

50期　窪田　行徳
くぼた ゆきのり

北辰会に参加します

　さっそく、メールでの
返信を頂きましてありが
とうございます。
　最近の日本人は、大切
な心を、見失っている、
世の中ですが私は定時制
高校での苦学生時代に大

切な心を養われました。
　当時は世間の事を中傷ばかりしていました
が？
　今は定時制高校での目に見えない教え（教訓）
に感謝しております。
　定時制高校で人の心を育てていただきました。
　この心（精神）を受け継ぐと共にこれからの
何も知らない若い世代に伝えていければいいな
と思っています。
　北辰会にはこれからもお世話になると思いま
すがご指導、ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願
い致します。

＊事務局　気持ち良く50期幹事の仕事を引き受けて頂きま
した。期待しています。楽しくやりましょう。

25期　河崎　正清
かわさき まさきよ

北野時代の想い出に…
～先天性数学問題解答能力不全症候群～

　小、中、高校と算数・数学に弱く苦労した。
教科書や参考書の基本的な練習問題は辛うじて
解けたが、ちょっとでも難度が上がると全く解
けなかった。そんな調子なので北野での数学の
成績はひどいものだった。試験の都度欠点を取
らないかとヒヤヒヤしていた。欠点を取らなかっ
たのは幸運としか言いようがなかった。「これで
はあかん」と思い、色々やったが効果はなかった。
ひょっとしたらヒトには数学の問題を解く能力

木村　他嘉子

きむら た　か　こ

夫、木村鉞夫（11期）は
北辰会への参加楽しみでした

　突然にお手紙差し上げます御無礼をお許し下
さいませ。
　過日は北辰会の会報20号とDVDをお送り下さ
いまして真に有難うございます。
　実は突然12月24日、夫　鐵夫　亡くなりまし

た。今の今迄テレビを見
ていたのに…とてもびっ
くりして救急車を呼びま
したが…とても残念で受
け入れる事も出来ません
でした。北辰会から封書
を頂戴した時は戦後の混
乱した時代にがんばったのにどうしてもう一寸
がんばらなかったのかと思うと同時に仏前に報
告しお供えをさせていただきました。
　11月北辰会11期のお仲間達と会合に出席した
のが最後となりました。
　季候変動のはげしい咋今でございますがどう
ぞお身体をお大切になさって下さいませ。
　大変な乱筆乱文でございますがお世話になり
ました感謝と御礼をかねて書かせていただきま
した。
　本当に長い間お世話に成りありがとうござい
ました。封書が届いてすぐ御連絡申し上げるべ
きところ雑事に追われ遅くなりましたことをお
詫び申し上げます。

独 り 言独 り 言



2014年３月31日発行 9北 辰 会 報

に関係している遺伝子
があって、自分の場合
はそれが欠けているか
又はひどく傷んでいて
『先天性数学問題解答
能力不全症候群』とい
う病気にかかっている
のではないかと今でも
思っている。しかも重

症の。
友の助けで問題と答えを丸暗記
　四年生の二学期に積分を習ったが、その時は
もうまるっきり分からなくなっていた。基本的
な練習問題すら解けなかった。「積分は分かった
積り、微分は微かに分かる」なんて駄洒落を言
える状態ではなかった。せめて基本的な問題で
も解けるようにと必死になったがうまくいかな
かった。このままでは欠点・落第は必至。そう
なれば数学一科目のために一年を棒に振ること
になるし、通学に便宜を図ってくれている会社
に申し訳ないし、格好悪い。なんとかしなけれ
ばと思い悩むうちに、今まで数学の試験でいく
らかの問題は教科書やプリント（補助教材）か
ら出ていたことに気付き、そして「試験範囲の
教科書やプリントの問題と答を丸暗記すればな
んとかなるのでは？」と思いついた。これも一
つの『傾向と対策』。「カンニングでないにして
も数学の勉強のしかたとしては邪道やが、背に
腹は代えられん」と丸暗記して試験を受けるこ
とにした。正解を暗記しなければ意味がない。
　数学に強い同級生の佐伯徹心（旧名・弘夫）
君に事情を話して、ノートを見せてくれるよう
に頼んだ。快諾してくれた。北野高校を卒業で
きたのは彼のおかげだと今でも感謝している。
しかも我が家に泊り込みで来て、机を並べて試
験勉強に付き合ってくれた。彼のノートから自
分のノートに正解を書き写し、理屈抜きで遮二
無二片端から問題と答を丸暗記した。佐伯君は
「へぇー」という顔して黙って見ていた。通勤・
通学の途中でも暗記した。
　試験当日。出題された全問題は暗記していた
ものだった。「よし！行ける！」と、はやる心を
抑えながら慎重に記憶をたどって答を書いた。

問題を解くのではなく記憶している答を記入す
るのである。
　採点が済んで答案が返された。95点。「しまっ
た！やり過ぎた！」と思った。数学担任の森下
康彦先生から「河崎。あとで職員室へ来てくれ」。
「やっぱりな」と思った。職員室へ入っていくと
居合わせた先生たちの視線が集まった。森下先
生は過去の私の得点を示し慎重に言葉を選びな
がら、なぜ今回95点も取れたかとお尋ねになっ
た。「カンニングしたのではないかとのお疑いだ
ろうと思います。しかしカンニングをしていま
せん」と応えて、すでに丸きり分からなくなっ
てしまったこと、落第するわけにいかないこと、
問題と答を丸暗記して受験したこと等々を説明
し、「丸暗記した証拠をお見せできます。なんやっ
たら佐伯君に聞いてください」と付け加えた。
先生は「なんやてー！問題と答を丸暗記したて
か！ほんまか？いやいや、俺は君がカンニング
したとは言ってへんよ。言ってへんよ。しかし、
数学は暗記するもんと違うで。ふーん、丸暗記
したんか。ようやれたなー。俺も数学の教師を
長いことやってきたけど、問題と答を暗記して
試験を受けたのは君だけや」とあきれておられ
た。「先生。僕も今まで算数や数学の試験ようけ
受けましたけど、問題と答を丸暗記したのはこ
れが初めてです」と応えた。これでようやく先
生のお疑いが晴れた。佐伯君に報告すると我が
事のように喜んでくれた。こんな好成績、小学
校一年生の時『五重丸』に『よくできました』
をもらってから初めてのことだった。
難問が途中迄解けた最後のテスト
　残るは三学期の試験１回。微分である。「次も
うまく行くかどうかは分からへんけどこれでい
くしかない。どうせやるなら試験間際にバタバ
タやるよりも、今からやっとこ」と問題と授業
で教わった正しい答を丸暗記し早々と試験に備
えた。

加法定理
sin(α±β)＝sinαcosβ±cosαsinβ
cos(α±β)＝cosαcosβ　sinαsinβ

tan(α±β)＝

±

tanα±tanβ
1　tanα±tanβ

±
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　三学期の試験。人生最後の数学の試験の日。
答案用紙を見ると、右下に見たこともない応用
問題があった。配点は最高の20点。「ははーん」
と思った。「20点落として80点。更に10点取りこ
ぼしても70点。よし、いける」と読んだ。なん
ぼなんでもこれ位は暗算でできる。前回のよう
に答を記入した。時間が余った。ダメモトで例
の問題に取りかかった。こんどはまさしく問題
を解くのである。不思議なことに問題文を読む
と頭の中に式が浮かんできた。「あれ？あれ？」
と思いながら解き進めた。ところが途中でどう
してもそこから先の式が出てこなかった。時間
切れ。下校途中「初めて見るあの問題を途中ま
でとはいいながらなぜ解けたのか」と考えた。
なんでだろー、なんでだろーと考えたが理由は
分からなかった。この謎はいまだに解けていな
い。
　採点された答案が返って来た。90点。先生は
途中まで解いていた例の問題の答に10点下さっ
た。そして「この問題はこう解くのだよ」とば
かりに自分が書いた後に続けて赤で答を書いて
くださっていた。鼻がツーンとなった。
　卒業できるめどが立った日、同僚と思い切り
酒を飲んだ。「もうしんどいのに学校へ行かんで
もええ。空き腹を抱え、眠たいのに授業を受け
んでもええ。残業して稼げる。女の子とデート
もできる。それよりもなによりも数学で悩まん
でもええ」と思って飲む酒の美味かったこと、
美味かったこと。時は三月、心は五月の青空。
すかーっ。
捨てられなかった数学教科書
　卒業式が終わった。ノートと教科書を処分し
た。しかし数学の教科書４冊（数Ⅰ～Ⅲと幾何）
はなぜか処分する気になれず、散々迷った挙句
の果てに書棚の片隅に残した。歳月が流れ、息
子と娘が生まれた。高校生になった娘がその教
科書を見つけ「お父ちゃん、お父ちゃん。なん
でこんな教科書を残してんの？」と尋ねたので、
丸暗記して試験を受けたことを含めて話をして
聞かせた。「うそー！まじで！数学は暗記するも
んとちやうで！」と呆れていた。そして「お父
上も苦労しはってんね」と言われて苦笑いする
他なかった。　

13期　前田　利明
まえだ としあき

生　き　る

時は疾風になって

都会よ

わたしの青春は

何処へ消えた

あの川の流れに

託した淡き夢

老いて

立ち向かうべきか

矛（ほこ）を収（おさ）めるときか

逡巡（しゅんじゅん）として

は や て

この人ありこの人あり

　卒業して約46年になる。今まで何回か夢の中
の「もうすぐ試験や。あかん！数学全然分かれ
へん。どないしょ。えらいこっちゃ！」から、ハッ
と覚めて「なんや、夢やったんか」とつぶやき
ながら、やれやれと再び眠りに入る喜び。この
喜びを味わえるのは「先天性数学問題解答能力
不全症候群」の患者の私だけだろう。
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わたしは在る

主題は

いのちになってきた

魂と愛惜の旋律

時は疾風になって

わたしを嘲笑（あざわら）う

都会よ

淀川の流れ

はぐくんだ大阪

わたしは好き

歓喜の詩を奏（かな）でる

生きる

しっかり生きる

健全に生きる

信じて生きる

柔軟に生きていく

　2009年６月13日

　大阪の空の下、泉州、河内、摂津、能勢。天王寺、難波、

心斎橋、御堂筋、中之島、梅田。わたしは大阪の街を愛す。

　わたしは、大阪の山並みを愛す。戦塵に化した大阪を知っ

ている。大阪で、泣いた、愛した、恋をした。耐え忍んだ。

　青春がぎっしり詰まっている、大阪。わたしは東京の人

にならなかった。

こころのかたちを整える

整える

体調を整える

語りかけて問いかける

身体に違和感はないか

五臓六腑は大丈夫か

血圧は

血流は

整える

こころを整える

問いかけて語りかける

こころは自在を保っているか

世相に流されていないか

神経は

精神は

整える

食生活を整える

腹は七分　病は口から入る

生活習慣を整える

災いのドアを叩くな

自在か

依存か

　2012年５月６日

　脳は大丈夫か、イデオロギーに犯されていないか。世相

に流されていないか。マスコミに振り回されていないか。

弱みや、信仰心、正義感に付け込まれて、洗脳されていな

いか。暗示にかかっていないか。また、老化によって病ん

でないか。忍び寄る欝（うつ）に陥っていないか。鵜の目

鷹の目で、悪人たちが蜘蛛の巣を張っている。

　また、ストレスの世の中、ストレスで脳を疲れさせては

いけない。ストレスは病の因子、それに負けず、いつも脳

を新鮮に溌剌と保っていたい。血圧を正常に、ヒートショッ

ク、熱中症に気を配り、血流は豊かに。神経はいつも穏や

かに、角を立てない。

　何事も、油断大敵、生活習慣を正しく律すること。病は

口から入り、災いは口から出る。人間は弱い。たちまちに

して、依存性のどつぼに嵌（はま）ってしまう。

　ギャンブルに、手を出すな、欲に目を眩（くら）ませるな。

いたるところで、魔が待ち構えている。甘言にのり、うっ

かり手を出して、それを口に入れたら、そこから、地獄の

一丁目が始まる。

　とにもかくにも、先ずは火の用心。一寸先は闇。降りか

かる災難を避けて、穏やかに、爽やかに、存在の光りのな

かで生きていたい。

安否　その存在の証

この大きい　

広い青天の下で

美しい雲の　

たたずまいを眺めて

感極まって

泣いている男がいる　　昭和一桁生まれ　

弔いの鉦（かね）が



2014年３月31日発行12 北 辰 会 報

10期　北野　洋三
きたの ようぞう

多くの方々の温情と友情に
支えられた私の人生記録

１．小学生時代まで
　私は、父親が船乗りで
あったところから、神戸
市で生まれ、横浜市で育っ
た。
　その昔、軍国日本が世
界の大国を相手に戦争を
始め、当初戦勝に沸いていた時もあった。その後、
やがて戦況が悪化し、劣勢の一途をたどり昭和
19年の小学校６年生（当時は国民学校と云った）
夏休み直前、都市部の国民学校３年生から６年
生までの児童に対し（疎開）の命令が下った。
疎開の種類は、縁故疎開、集団疎開、疎開残留、
の三種類であった。
　当時６年生であった私は、受持ちの先生が、
出身地の宮城県の実家に、他の友人とともに行
くように、強く勧めてくれたが、母親が遠慮し、
また集団疎開は可哀そうだとして、母の故郷で、
遠縁である高知市の親戚に、３年生の弟と二人
だけで、縁故疎開の道を選んだ。もし宮城県に
行っていたとすれば、亦、違った人生を歩むこ
とになったことと思う。
　高知では全く経験したことのない田舎生活で、
様々な苛めも受けた。
　また、疎開先の親戚の家が、鉄工所を経営し
ていたところから、丁稚奉公で雇われていた工
員と同じ待遇をさせられた。やすりの使い方も
教えられた。
　この当時の経験は、後々、生きる励みとなり、
人間形成上有益であったと思うが、当時は苦痛
としか感じなかった。
２．海南中学校時代
　当時高知市には県立の中学校としては、城東
中学と海南中学の二校だけで、入学試験は合同
で受け、あと振り分けられる方法であった。
　私は海南中学に合格ということになったが、
創立が旧土佐藩主山内豊範により明治６年に海

遠く近く聞こえて来る　

光は渺茫（びょうぼう）と燦々（さんさん）　

憧れを託した白雲

逝くなと叫ぶ　

悲しい虚しい寂しい

安否を祈りつづける

愛しいあなた　　

安否を知りたい　

抱きしめて　永久に離さない

輝く感性を紡いで　　　

いのちの絆を織（お）って　　

存在の証を謳（うた）ってください

　2011年10月22日

　病むな、逝くなと叫んでいる。この世は魔界か。特定疾

患という病。そして認知症。どうして、人は病んで死に至

るのか。時代の中に魔界が潜んでいる。かいくぐって生き

ていかなくてはならない。

　触れてはいけない、手を出してはいけないものが、時代

の中に浮遊している。時代を横目で冷静に眺める高価な武

器を売りつける、死の商人。買わされる。平和憲法を持つ

国家。イデオロギー、民族、文化、信仰、宗教、人権、利権、為替、

先物取引、契約、破錠、報復、ギャンブル、麻薬、格差、貧困、

失業、オレオレ詐欺、氾濫するパチンコ店。

　堕ちていくのは、自己責任と嘯（うそぶ）く、勝者。弱肉強食の海。

溺れて沈んでいく、依存症に病む、弱者。光が欲しい、希望が

欲しい、明日を信じたい、自尊心を傷つけてはいけない。一寸の

虫にも五分の魂、愛しいあなた、い

のちに語りかける。安否を知りたい。

高々に、存在を謳歌（おうか）して、

生きて、生き抜いてください。時代

の空気にこわされないで下さい。い

のちは宝、魔界の悪を斬って棄て

て、明日を切り抜いていこう。
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南私塾として開校した高知県で最も古い歴史を
持つ学校であった。
　そして昭和７年高知県立海南中学校と改称し
た。以来、軍国主義が隆盛を極め、入学当時と
しては、永野修元帥、山下奉文大将など多数の
将官クラスを輩出した名門校であったこともあ
り、受験生の憧れでもあった。
　戦時中の教育は忠君愛国の精神のもと、軍事
教練も厳しく行われ、近くに飛行場があった事
でもあり、グラマン戦闘機に機銃掃射も受けた
りした。また、高知市の空襲で移住したばかり
の我が家も焼失した。父の乗った船も敵潜水艦
の餌食となり戦死した。
　また、高知県の海岸が敵の上陸に備えるため
として、小高い山の中腹に横穴を掘り、トーチ
カ（セメント造りの要塞）造りに動員させられ
たり、勉強よりも労役が多かった。
　また、授業に就いても、何かと厳しく、今な
ら体罰として問題となり通用しないことが、日
常茶飯事で行われていた。
ただ、英語の教育は敵性語として軽視する風潮
の中、海南中学では、敵のことを良く知らなけ
ればならないとして、重要視して授業が行われ
た。
　このことは後北野第二中学に飛び入学できた
重要な要素となった。
　かくして、私は今では封建時代の遺物と妻に
言われながら、封建的な主従関係に、甘んじら
れる生活態度のお蔭で、年長者から可愛がられ、
亦、鍛えられて、その時代を強く生きることが
出来、人格形成に役立ったことに感慨を覚える。
　今は無き徒弟制度も決して悪いものではない
と思う。
　その後，戦災で家は焼かれ、南海大地震で半
壊し、苦難の生活の連続であった。やがて、町
も徐々に復興し、我が家も貧乏ながら平穏に推
移して居たところ、病弱だった母親が寝込むよ
うになり、このまま、学業を続けることは困難
となった。
　そこで、伊丹市に住む伯母夫婦の厚情により、
伯父の務める大阪の四貫島にある東洋ゴムで工
員として働くことになった。
　昭和22年２月末、学校には何も連絡せずに、

こっそりと単身、
関西汽船の群山丸
という貨物船を改
装した客船に乗り、
高知港を後に神戸
港に向かった。
　今なら、最低中学三年を済ませてから就職す
る処、中学二年を終了せずに14歳で働くことに
なった。
３．北野第二中学時代

　東洋ゴム工業(株)の工員となり、タイヤの部品
造りの仕事に従事していたが、仕事にも通勤に
も慣れてきた昭和22年の５月、当時、戦闘帽か
ら丸い帽子に変わった中学生の姿に憧れと未練
を抱くようになり、夜学で良いから学校に行き
たいと思うようになった。勉強がしたいからで
はなく、無性に丸い帽子がかぶりたかっただけ
のことであった。
　夜間の学校についての知識は皆無であったと
ころ、帰りの通勤途上の阪急電車で、淀川大橋
の鉄橋を渡るとき、車窓から見えていた学校ら
しい建物から、明かりが灯っているのを見て訪
ねてみることにした。そこで、十三で途中下車
し学校に赴き、それが大阪で有名な北野中学の
夜間部であることを知った。そこでこれまで在
学していた海南中学から書類を取り寄せて、入
学の希望を伝えた。
　当時夜間中学入学の要件は高等小学校二年卒
が原則で、４月に入学を済ませたばかりで、編
入は難しいとのことであった。
　その当時の夜間主事は藤井先生で、海南中学
のことも、内申書の成績（見込み点を付けてく
れていたらしい）などを、温情を以て特別に考
慮してくださり、テストの英語の成績が良かっ
た事もあり、２年生への編入を特別に許可して
戴いた次第である。この為、後に昼間と同じ年
齢で高校を卒業することが出来た次第である。

　四年間の出来事、苦労話等は、種々多くの北
辰出版物などで皆様が述べられているので割愛
することにします。
ただ、私個人の思い出としては、当時東洋ゴム

入学までの経緯

在学中の出来事

藤井先生の辞
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の仕事柄両手で熱いものを扱っていたところか
ら、授業が終わってからの教室の電球外しは、
専ら私が引き受けていた。
　亦、停電で“宅習”となったときは、阪急電車
で三宮～梅田を往復して読書したこともあった。
　修学旅行が学校行事として行われなかったと
き、田中正二（裁判所）、林英雄（大阪工業試験所）、
喜多稔（三菱電機）、山内満安（朝日新聞社）、
山本（忘却）、三木某（忘却）七人で図って、昭
和25年10月１日～４日に箱根、東京、日光への
旅行を修学旅行と称し、夜はそれぞれの会社の
寮や知人宅に泊まり、敢行したこともあった。
４．大学受験までの経緯
　当時私には大学進学は全く考えていなかった。
ただ進学適正検査という試験（現在の共通一次
試験）があって、冷やかし半分で受けてみるこ
とにした。
　ところが、それが以外にも好成績であったた
め、当時の担任だった小浜先生が強く大学受験
を勧めてくれた。
　そこで思い出したのが、幼少のころから決心
していた、船長になるという夢を実現するため
商船大学を受験してみようと思い立った。昼の
大学でも働いて何とかやれるという話は聞かさ
れていたので、可能性はあると思った。
　しかしながら、当時の実力では如何ともしが
たく、受験は見事に失敗した。そこで捲土重来
を決意した次第である。
　卒業時には林校長先生の官舎に赴き、お言葉
を頂戴したり、藤井先生他、諸先生方からも、
一言づつ書いてもらったサイン帳を 今でも大切
に所持している。
　大学入学以後の出来事は次の稿で記すことに
する。
　結局、私は定時制高校では１年余分に行くと
ころ、普通科卒と同じ年齢で卒業できたことに
なった。
　昭和26年３月、人並みの年齢で北野高校定時
制課程を卒業した。当時昭和25年から始まった
朝鮮戦争との関連で、組合運動に励んでいた私
は、レッドパージのリストに加えられていた。
　働かずして、権利ばかり主張する組合運動に
疑問を感じていたところ、母親も姉も叔父の縁

故により、東洋紡で働くことが出来るようにな
り、家の経済状態も改善したところから、東洋
ゴムを退社し、受験勉強に励むことになった。
　浪人中は、ＹＭＣＡ英語学校、中之島図書館、
伊丹市立高校定時制の聴講生として勉強させて
もらった。
　年末には模擬試験の代わりに、税務２級、郵
政省４級職、海上保安大学校を受験したが、全
部合格していた。当時の試験は、皆、五の答え
の中から一つを選ぶもので、得意であった。
　東京水産大学へ入学しました。
５．東京水産大学時代
　アルバイト、南極観測。
６．日東商船時代（後ジャパンライン）
　南氷洋捕鯨、海員ストライキ。
７．海難審判庁時代
　神戸大学聴講生。広島大学二部法科編入、卒業。
８．定年退職後
　70歳の時、叙勲申請で、当時官界優遇の状況
でありながら、無事故、無違反の制約に、僅か
一回のスピード違反が災いして、これを受ける
ことが出来なかった。

＊事務局　昨年９月、北野さんは脳梗塞で倒れられ、懸命
のリハビリのかいあり、不自由ながら自立されました。こ
の自分史で語られているように困難な中で柔軟に生きられ
たようです。
　体調維持に努め頑張り、続編を期待しています。

17期　田中　希夫
たなか まれお

富士山に登りました。
やったぜ！バンザイの74歳

　やったぜ74才男。やれば出来るじゃないか、
次の目標に向けて今日からまた始動だ。
　ただ小生は、膝痛が良くないのです。薬、注
射等でのダマシダマシの決行であった。歩くと
いったら犬との散歩ぐらいで朝夕20 ～ 30分程度
であり、近くの病院もバイク、車である。
　この登山を考えたのは、新聞のどこかの見出
しに３年以内に富士山は噴火する？？てなこと
が書いてあった。それで…何と単純な！となれ
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ば行動するしかな
い。
　今までに山といっ
たら高２の時、北ア
ルプスの燕槍縦走に
参加したのみであ
る。全くの素人であ
る。そこで登山ツ
アーの説明会に行
き、少々の知識を得
ました。
　私の課題は「体力、

気力、自信の充実」です。そのため、ひたすら
歩きました。
　先づ近所のため池土手の階段（20段）から。
最初は５回位が精一杯、半月程では20回迄でき、
次に鉢伏山遊歩道、竜王山（高低差195m、距離
1.2km）へ。約100日の間、歩く距離220km、高
低差5,500mで何とか自信から確信になりました。
いよいよ富士山9月1日登山挑戦決行。残念なこ
とに雨の頂上であった。
８月31日　　富士スバルライン５合目（2,304m）

到着
　　　　　　第一歩、気持ちが高ぶった。
　　　　　　ツアー参加者全員39名でガンバ

ロー“オー”と元気よくスタート
５～６合目　平坦な道が続き快適に歩ける。
６～７合目　小さな溶岩が散らばる道となる。
　　　　　　最後は岩場だ。　７合目…泊
７～８合目　山小屋の間を縫うように岩場が続

く。
８合５勺　　標高3,500m、高山病が出始める（頭

痛・めまい・息苦しい）。
　　　　　　休憩・休憩と最後の頑張りどころ

である（登り一番の難所）
登　　頂　　残念・残念、小雨で視界ゼロ……只、

一瞬ガスが無くなり、お鉢全体が
見えた。ラッキーである。

　　　　　　　チョット残念、お鉢めぐりが出
来なかった。何故？高山病＝頭痛、
めまい、息苦しい等の症状が出た
ため中止した。

帰　　路　　あとはひたすら下る・下る（砂小
石道）　　　　　　８合目泊

　　　　　　９月２日　４時50分出発、５合目
７時30分下山、終了となる。

　お世話になったガイド２人と握手、この時、
初めて感動、嬉しい気持ちが涙となってドッと
溢れ出た。ガイドと一緒に行動、安心して歩け
た登山であった。感謝・感謝。
　最後は温泉に浸かり身も心も温まり、冷えた
ビールで乾杯、やっぱりこれ一番。

＊参考　１．平成24年　登山者　　約318,000名
　　　　２．70才以上　1,556名（75才以上は81

名）（富士山本宮浅間大社　高齢者
登拝者名簿による）

　　　　　　なんと94才１名、92才２名、91才
２名ビックリです。

　　　　３．私は560 ／ 1,556の高齢者でした。

＊事務局　この原稿は2012年末に頂きました。編集の都合
で今回の掲載になりました。
　田中さんは富士山頂を極めるため、コツコツとトレーニ
ングを重ねて努力されました。2013年再度挑戦し、見事に「お
鉢めぐり」もクリアされたと喜びの連絡がありました。

19期　梶原　清
かじはら きよし

アメリカ大西部～
1000マイルツーリング

　ある日突然、北辰会事務局よりＴＥＬがあり、
「あんさんバイク（ハーレーダビッドソン）であ
ちこち行ってるらしいが、会報に載せるから何
か書いてんか」ということで、小学校以来作文
を書いた事ないもんが、頭かきかき気張ってみ
ました。
いざアメリカへ
　いよいよ明日出発、小学生の遠足前みたいに、
あれもこれもとトランクに詰め込んで、寝不足
顔で集合場所の関空国際出発ゲート前に行く…
　今年は８人（８台）。昨年は６台だったが、同
じメンバーが２人いる。懐かしい人には、やー
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やーお久しぶり、新メンバーにはどうぞ宜しく。
　８人では当方が73歳で最長老、60代２人、50
代２人、40代２人、30代１人、で関空出発。
　イチロー君のいるシアトルへ。４時間待ちで
アメリカのラスベガスへ着きました。カジノを
横目に見て、明日からのルート66ツーリングに
胸どきどきのおっちゃん達。またまた寝不足の
ままラスベガスのハーレーディーラーへ。４日
間お世話になるツーリンググライドをチョイス。
４日間ご機嫌麗しく走ってなあーとお願いして
試乗。いいねー、さあー行こうか、
ハーレーとでっかい大地
　まずはコロラド川を堰き止めたフーバーダム
へ。でっかい、今の水位は作った時より30Ｍも
下がっているそうだ。温暖化で雪（源流地区）
が少なくなったらしい。さあーいよいよルート
66を走ります。右に見えますのは砂漠と申しま
す、左に見えますのも砂漠ですよ～。

　まっすぐ、このどでかい大地を貫くフリーウェ
イをたんたんと走っていると、ハーレーという
バイクがアメリカで生まれたことがよくわかり
ます。
　1580㏄のエンジン、400㎏の重量のハーレーで
中央分離帯の幅が100ｍぐらいのフリーウェイを
エンジン音を聞きながら流しているとバイカー
の醍醐味を体感します。
　ルート66には昔テレビで見た、ハックベリー
の店や古き良きアメリカの雰囲気があちこちに
ありました。一部には昔のままのルート66が残
されています。日本の田舎道のがたがたの道を
想像してください。これも味があってよかった
です。（ちとしんどかったが）。日本も古い街並
みがあちこちで保存されていますが、アメリカ
も同じようにルート66沿いの古き良き時代を大
切にしているようです。

グランドキャニオンの圧巻　
　今回、アメリカツーリングで来てよかったと
思う景色に、グランドキャニオンの星空と朝日
が圧巻でした。満天の夜空の星の多さと大きさ
は、73年生きてきて初めて見る夜空でした。圧
倒されて声も出ません。皆、ただただ見上げる
だけ。朝日も豪快です。僅かの時間でしたが、
朝日がグランドキャニオンを真っ赤に染める様
子は言葉に出ません。地球の営みの大きさを改
めて感じさせて戴いたアメリカツーリングでし
た。８台無事トラブル無く、心に残る旅を終え
無事帰国。明日から仕事するぞ～～。
つたない旅エッセー終わります。

続報
　もうアメリカツーリングは卒業します。北大
阪ハーレー会では長老扱いされています。75歳
になると何時なにがあるか知れません。皆に迷
惑を掛けたくないのでこれからはクラブメン
バーとおとなしく走るつもりです。これからも
仕事、趣味と充実した人生を楽しみたいと思っ
ています。

2014年2月８日　　　梶原　清　拝

＊事務局　この原稿は２年前に頂いていました。今、イチ
ロー選手はニューヨークです。大型バイクのブランド商品
「ハーレーダビッドソン」は1903年にダビッドソン兄弟と
ウィリアム・シルヴェスター・ハーレーのアメリカ20代青
年が作りあげました。その名前からきているそうです。

29期　山田　道雄
やまだ みちお

MG軍団の北海道旅行

　29期同期の大塚、竹本、松田、山田の４名で
2013年６月４日から６月７日のスケジュールで
北海道へ行ってきました。
MG軍団
　４名の初老のおっさんのみのグループなので

北へ南へ、青春道中北へ南へ、青春道中
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美瑛の“四季彩の丘”のガイドさんから「関西
から男４名だけ～！ めずらしいグループです
なぁ」と言われ　このおっさん、いやガイドさ
ん関西からの珍種のグループを発見し嬉しかっ
たのか他の旅行者をほったらかし懇切丁寧に
我々を案内してくれました。このガイドさんに
敬意を称し我々４名のグループ名は「珍しいグ
ループ」の頭文字のアルファベットから北海道
旅行中、小生の独断でMG軍団と称することに相
成りました。
北海道へ行こう
　今年の新年会を同期の平田氏の店「憲」で行
なった時、北海道旭川で病院を経営している同
期で医師の並河さんのことが話題にあがり、ぜ
ひ彼に会いに行こうということに決定。旅の専
門家松田氏のコーディネイトにより居酒屋・レ
ストランの綿密な調査のもと作成された下記ス
ケジュールで各地の美酒・海鮮料理・名物料理
を大いに堪能することが出来ました。わがMG軍
団4名(書道家、高校教師OB、エンジニアOB、貿
易商）の胃袋はまだ青春時代そのもので夜な夜
なの飲み会ではその本領を発揮し、まさしく四
季彩の丘のおっさんガイドがのたまった「珍し
いグループ」であったのでした。

スケジュール
６/４（火）　関空9:30集合、10:25・ピーチで出発。
　　　　　　列車で旭川へ。並河さんの所へ訪問
　　　　　　（駅からタクシー 7～ 8分）。旭川で

宿泊
６/５（水）　旭川から列車で美瑛・富良野へ。

レンタカーで美瑛・富良野巡り。
列車で小樽へ。

　　　　　　小樽で宿泊
６/６（木）　午前・小樽観光。札幌12:22・列車

で函館へ。　函館で宿泊
６/７（金）　午前・五稜郭など函館観光。

12:30・函館出発、新千歳空港へ。
　　　　　　新千歳・17:55、ピーチで関空20:05

着、解散。

北海道で校歌「ゆうべの星」
　旭川では並河氏の病院を訪問し学生時代の思
い出・エピソードを懐かしく語りあい、その後
場所は旭川市内の有名料理店へ移り並河氏に当
地の新鮮な海鮮料理をご馳走になりました。２
次会はカラオケで最後の締めに校歌“ゆうべの
星”を皆で合唱致しました。この合唱に感涙し
たカラオケ店のおっさんはこのカラオケルーム
を“北辰会・MG軍団ご用達の部屋”の札を掲げ
たいと懇願されたが「そんなもん掲げたら客は
一人も来ないで！」とアドバイスしたらあっさ

り撤回しました。
　今回の旅行は天候に恵まれ初夏のすがすがし
い気分の中、軍団４名は各地の名所・景勝観光
地及び北海道の雄大な自然を楽しむことが出来
ました。我々の日程は平日だったのでその関連
かもしれませんが訪問先の観光客の７～８割は
台湾、韓国、中国からで我が国の景気の停滞・
元気のなさが北の国でも感じられました。
大阪の普通のおっさんへ
　無事スケジュールをこなし帰阪のフライトの
中で大阪に戻ったらMG軍団の解団式を「憲」で
行おうということになりそこで北海道の思い出
を肴に大酒をのみMG軍団から大阪の普通のおっ

旭川にて並河さん（中央）を囲んで

富良野にて左から大塚さん、竹本さん、山田さん、松田さん
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大宰府天満宮にて
（左から山田先生、高地さん、小河原さん、井口さん、後藤さん、羽柿さん、兼田）

26期　兼田　吉治
かねだ よしはる

北辰ファミリー・博多と
大宰府を訪ねて

　平成25年５月30日（木）。虹色にライトアップ
された明石海峡大橋を船上から眺めながら、大
阪南港19時50分発の名門・大洋フェリーで福岡
に向かいました。
　今回の旅行は、平成23年に開催した27期同期
会の席上で、博多在住の高地國雄さんから羽柿
さんに「福岡に遊びに来んしゃい」とのお誘い
を受けて実現しました。
　大阪からは、山田先生、27期：羽柿さん、後
藤さん、26期：小河原さん、井口さん、北辰ファ
ミリー初参加である私の６名、現地合流の高地
さんと合計７名で巡りました。高地さんからは
事前に旅行の詳細な計画案内を作成し送付して
頂きました。感謝です！
博多
　31日午前８時30分に新門司港に上陸した私た
ちは小倉駅からJRで博多に向かい、博多駅ホー
ムで出迎えて頂いた高地さんと合流。久し振り
の再会の喜びとお礼挨拶の後、早速高地さんの
ガイドで博多駅周辺の文化遺産の散策となりま
した。
　博多は古代から中国大陸や朝鮮との交流を保
ちながら、時代、時代で多くの先端文化を取り
入れ、日本文化の発展に寄与してきたそうです。
　日本最初の禅寺「聖福寺」は800年前（1191年）
に栄西禅師が中国より「茶」を持ち帰り日本全
国に広がった寺で、現在も日本茶発祥の茶ノ木
が栽培されている事を知って感心し、承天寺で
はこの寺がうどん・そばなど粉文化発祥の地で
あることを知りました。また、博多町屋ふるさ
と館では手機技能修士による博多織の実演を見、

櫛田神社では博多祇園山笠の大きさと立派さに
も感激しました。博多駅から徒歩圏内にこんな
にも観光名所があるのかと思うほど多くの場所
を、高地さんに案内して頂き感謝の第２日目で
した。その日は二日市温泉に宿泊。３日目は待
望の大宰府探訪です。
大宰府
　1300年の昔、九州全体を治める「大宰府」と
いう大きな役所が置かれ、500年もの長い間、そ
の役目を果たして来た場所。今もその歴史をし
のばせる数々の歴史的建造物を見て廻りました。
　日本最古の梵鐘（国宝）や平安から鎌倉時代
にかけての仏像（全て重要文化財）が数多く収
蔵された宝蔵がある観世音寺、奈良時代に置か
れた戒壇院、そして広大な大宰府政庁跡など。
小雨の中に咲くアジサイや花しょうぶも鑑賞し
ながら、にわか歴女・歴男になっていにしえの
昔に思いを馳せたのでした。最後に学問の神様・
菅原道真公が祀られる大宰府天満宮を参拝。楽
しい旅を終えました。
　今回の楽しい旅は北辰会員との交わりの中で
実現しました。山田先生にとっては教え子を、
私たちにとっては同級生を訪ねる旅でもありま
した。高地さんありがとう。一緒に旅行した皆
さんお疲れ様でした。
　次回は2013年盆過ぎの「キツネノカミソリ」
鑑賞会です。
　平成26年６月は２泊３日で仙台に行きます。
名古屋まで新幹線で行き、名古屋からはフェリー
で仙台に行き、観光の後は飛行機で帰阪する計
画です。

さんに戻ろうと誓いあいそれぞれ帰途についた
のでした。

＊事務局　　並河さんは在学中、ラーメン屋台を引き生活、
勉学に励まれ北海道で医師に成られた伝説の人です。詳し
くは「はるけき流れ」をお読み下さい。
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右端　直嶋参議院（26期）

東京北辰会　会長　14期　松尾　善孝
まつお よしたか

東京北辰会
寿司店、カラオケで開催

同期会・同好会だより同期会・同好会だより

　会長を拝命し10年を迎えようとしております。
私の方針として諸兄姉会員の今迄の御努力に敬
意を表し、懇親会会場もホテル・オークラを中
心に開催して参りました。
　昨年度はマンネリ化を避けるべく、会場は江
戸を代表する“寿司処”としました。諸先輩の
希望もあり２次会（カラオケ）会場も設営のと
ころ、直嶋正行（26期）参議員はじめ20名のご
参加を戴き、盛大に開催出来ました。最後まで
盛り上げて戴き厚くお礼申し上げます。
　この度も感じましたが、東京北辰会を支えて
戴いている76名皆様の高齢化から夜の懇親会は
難しくなりつつあります。昼間に気楽に会える
会合を考えます。
　私はこの３月には傘寿を迎えますが公私とも
元気で次の東京オリンピックまで頑張り、事業
は息子や孫たちにバトンタッチをしたいと考え
ております。

　そして、東京北辰会も北辰会本部のご支援も
ありますので当面頑張ります。
　次回からは、工夫をした懇親会継続を考えて
おりますので、御意見、御希望、後記事務局に
ご教示願います。

５月25日（日）母校へ集まろう
　北辰会総会・懇親会も本年５月25日（日）母
校講堂、プラザオーサカにて開催されます。奮っ
てご参加ください。東京からは小生、事務局長
は参加致します。
　本部の北辰会もこれから先の見通しは分かり
ません。今後は期別・クラス別・同好会グルー
プ等による個別会合へ移行されるでしょう。
　今年の「東京北辰会、懇親会」も本部総会後、
報告も兼ね開催したいと考えております。
多額の協力金感謝で一杯です
　“東京北辰会だより”も皆様のご協力金10万５
千円を基に、お陰さまで第６号を発行する事が
出来ました。予定より大幅に遅れましたことと
共に御寄稿願った諸兄姉にお詫び申し上げます。
　会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上
げます。
（東京北辰会報　第６号版　平成26年２月吉日よ
り抜粋）

＊事務局　松尾北辰会副会長は５月25日（日）の北辰会総
会で記念講演をなされます。　　演題 「北辰会は私の原点」

26期　兼田　吉治
かねだ よしはる

2013年金剛山植物観察会

遅れたはずの斎藤さんが・・・
　風薫る５月９日木曜日。快晴に恵まれて2013
年度の植物観察会が行われた。今回の参加者は、
梅谷隊長のケガ療養不参加による桑名リーダー
代行以下、健脚の山田先生、仲睦まじい藤本夫妻、
朝のハプニングにより集合に少し遅れた斉藤さ
ん、ビール１ダースをキンキンに冷やして持参
してくれた小池さん、登りはゆっくり下りが得
意の小河原さん、山野草の先生である門田さん
ご夫妻、いつの間にか記録カメラマンにされた
兼田の10名。
　いつもの通り河内長野駅８時30分に集合する
も、バス待ちは長蛇の列。斉藤さんは寝過ごし
で不参加との藤本さんの報告を受け皆がっかり。
登山客の多く、積み残しが出ると思われたバス
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山頂での記念撮影（2013年5月9日　13:56）左端、兼田さん、
中央、桑名さん、前列右寄り、斎藤、藤本さん

もギュウギュウ詰め状態で全員乗車してやっと
発車。金剛登山口で下車して歩き始めるとニコ
ニコ顔の斉藤さんが後ろから現れてびっくり。
河内長野に20分遅れて到着するも同じバスに乗
れたとの事。期せずして皆笑顔となる。
植物観察始まる
　準備体操の後9:40に登山開始。杉尾谷から大師
辻を経てカトラ谷(黒栂谷)コースを取る。早速、
門田先生を中心とする植物観察が始まる。アケ

ビの雌雄両花、ハナイカダ、ツルカノコソウ、
フタリシズカ等が観察対象となり先生の解説が
付く。ゆっくり観察しながらの登山なので後続
者は次々と我々を追い抜いて行く。その後も谷
筋にはミヤコアオイ、チゴユリ、ニワトコ、キ
ケンマ、エンゴサク等多くの草花が咲き競って
いた。（花の写真は北辰会ＨＰ参照）杉尾谷では、
絶えずウグイスの声が聞こえ、トリガタハンショ
ウヅル、ヤマトグサ、ヤマルリソウ、ネコノメ
族など沢山の山野草を観察しながら登る。
　やがてカトラ谷に入ると谷筋は険しくなって
くる。途中には小さな滝もあって滝音やミソサ
ザイの鳴き声を聞きながら注意深く歩を進める。
登りハシゴにつかまり、クサリを持ってゆっく
り進む。昨年、藤本パパのステッキ落下個所も
無事通過する頃には、岩場にイワタバコが見ら
れた。イワタバコは湿った岸壁に着生し初夏に
は星形で薄紫の可憐な花を咲かせる。葉がタバ
コに似るのでこの名がある。谷筋も源流に近づ
くと日当たりが良くなり、イチリンソウやニリ
ンソウが見られるようになる。木陰にはユキザ
サも多く見られた。８合目付近まで登ると視界
は大きく開けてニリンソウの大群落となる。こ

こで群落を背景に集合写真を撮影。小休止を取
る。ニリンソウの群落を抜けると最後の登りと
なる。ここからは階段が続く急な登りで植物観
察の余裕がなくなる。やっとの思いで登りきる
と転法輪寺の境内に繋がる展望台に到着。昨年
より20分早く13:10分に到着した。
楽しい昼食会
　展望台では小池さん持参のビールで乾杯。金
剛桜を見ながら、藤本さん手作りの美味しいお
かずを肴にビールを飲み、各自持参の昼食を取
る。金剛桜は４分咲きの最適期である。しばし
歓談の後、金剛山頂標識の前で記念撮影して
14:00下山開始。下山の最初は展望台下のヤマブ
キソウ群生地の探訪。しかし花期には早く数輪
が咲いているのみであった。ヤマシャクヤクの
株も見られたが残念ながらつぼみであった。
　帰りはロープウェイを使って下山することと
なる。転法輪寺に参詣した後ロープウェイ駅を
目指す。登りの中腹では花期が過ぎていたミヤ
マカタバミも山頂付近では見頃であり転法輪寺
境内周辺には多く見られた。ロープウェイまで
の登山道脇ではハルトラノオ、ジロボウエンゴ
サクが見られたが、皆は王将が頭脳をかすめ観
察はおろそかとなる。15:30発のロープウェイに
乗車して、しばし空中散歩。15:44発のバスに乗
車。河内長野では例によって王将でビールを飲
みながら反省会と秋の山行の計画を話し合い
18:00河内長野駅で散会となった。

26期　桑名　耕治
くわな こうじ

　王将でいっぱい飲んで一駅乗り越して帰って
きて風呂上がりでメールしています。
　さてさてほんまにご苦労様でございました。
でも気持ちのいい疲れで今夜は皆さんぐっすり
眠れる事でしょう。
　今回の草花観察記は兼田くんがまとめて頂く
ことになりました。よろしくお願いします。門
田さん、出来の悪い生徒にご教授頂きありがと
うございました。次回もよろしくです。
　斎藤さん、次回は目ざまし時計を10個用意し
て下さいませ。でも頑張って追いついてきた根
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25期　齋藤　陽子
さいとう ようこ

あんどう よねたに

　遅れて行ったのに、ハナマルいただいてあり
がとうございます。
　目が覚めたら６時過ぎで、ご飯も食べずに駅
まで走って行ったのに、リュックの肩紐が切れ
て、それでなくてもぎりぎりなのに、泣きそう
になりました。でも、リュックを交換に戻って
正解でした。
　帰ってから、切れたところを修理できないか
持ってみたら、ちょっと引っ張っただけでぽろ
ぽろと結局両方ちぎれてしまいました。
　去年の宝剣岳での靴底パカパカといい、今回
のリュックといい、持ち主の骨粗しょう症と競
争で風化しています。トホホホ…。
　一生懸命アルバイトに精を出して、時計10個
と、肩紐の丈夫なリュックを買いますのでまた
誘ってください。

25期　藤本　恒子
ふじもと つねこ

　良い天気に恵まれ、行きも帰りもバスは座れ
ず、ロープウェイも立って降りました。
　主人も無事登頂し、美味しいビールも一缶空
け、あんなに美味しい物とは…
　立山も登頂できるような気がします。

今後の予定
2013年９月10日 　　秋の金剛山植物観察会
2014年２月13日 　　金剛山雪中登山
2014年５月21日 　　六甲山登山
2014年７月24・25日　乗鞍岳

＊事務局　北野高校北辰会HPに植物観察の花など多数写真
を掲載しています。

世話役　安東　米谷

11期同期会

性は花マルです。小河原さん、晴天にもかかわ
らず雨傘と合羽で周到な準備は、皆皆頭が下が
りましたよ。頑張って登頂したので花マルを上
げます。藤本さん、自力登頂おめでとうござい
ます。ロープウエー代が浮きましたので生活費
に廻しましょう。父ちゃんも最後まで先頭グルー
プで頑張りました。小池くんは、なんせキンキ
ンに冷えたビールで点数を稼ぎました。小池株
大幅アップです。兼田くん、写真撮影頑張りま
した。王将での大ジョッキの飲みっぷりは完璧
です。やっぱし、ただ者ではないですね。万年
青年の山田先生、最後の急斜面でも全く息が上
がっていませんでした。みんな、負けてるでー。
　合言葉「次回までに足腰鍛えて、山田先生に
追いつき追い越すでー」でいきましょう。
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世話人　谷村　隆一、 岡部　節子、 畝狭　恒雄

「北野13期歩こう会」より
たにむら たかいち おかべ せつこ うねさ つねお

2014年度例会予定

2013年（平成25年）2月27日（水）
13期歩こう会例会　岡本公園・保久良梅林

北辰会11期生同期会（最終）平成25年11月13日
前列左端安東さん、後列右端米谷さん

同期会参加者の寄せ書き

19期　北辰会幹事　山本　美徳、平子　浩一

南部先生の「絆と縁の漣」
出版記念祝賀会（19期同窓会）
開催の案内

１．日時 2014年４月26日（土）　13時～ 16時
２．場所 KKR HOTEL OSAKA 
  （KKRホテル大阪）
 大阪市中央区馬場町2-24
 TEL  06－6941－1122

JR森ノ宮駅と地下鉄谷町4丁目　9番
出口から無料シャトルバスが出てい
ます

３．会費 １万円（先生への記念品代も含みます）
４．申込み期限　3月29日（土）
５．連絡先　水谷 正治（19期）
 　TEL・FAX 0742－47－8501
 　KT電話 080－1438－0705
　お忙しいでしょうが万障繰り合わせのうえご
出席お願い致します 。

　５月25日（日）は北辰会総会が開催します。
19期生の皆様、多数参加しましょう。

えにし さざなみ

21期　市井　吉栄
いちい

やまもと よしのり ひらこ こういち

よしえ

21同期会
初夏の城北公園と夕食会

　去る６月８日（土）城北公園の菖蒲園散策と
夕食会を企画したところ全てが70歳以上と言う、
21期同期会有志９名が参加下さいました。
　今年は空梅雨ではありましたが、満開の花に
見とれていました。見とれているのは、うばジジ・
ババばかりで、なおさら花が美しく感じた次第
でした。
　その後、大阪駅にもどり夕食会で時の経つの
も忘れワイワイガヤガヤと雑談に花が咲きまし
た。先ほど見た菖蒲よりも綺麗な花？でした。
　もう少し参加者が多かったらもっと楽しいか
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前列左端 市井さん

２列目右端 安達さん

24期会案内状

27期　安達　清治

「27期１・２年時の
　　５組有志による集い」

　27期卒業生の１・２年時、５組のクラス有志
で毎年１泊２日の旅行と日帰り旅行を行ってい
ます。
　2013年は、10月20日から21日、白浜旅行でした。
千畳敷や円月島・三段壁・展望台、アドベンチャー
ワールド・とれとれ市場で食事とお土産の品定
めなどでした。
　毎年２回の催しを通し親しい楽しい会となっ
ています。

29期　天野　彰
あまの

あだち せいじ

あきら

29期１組のクラス会

　平成25年４月21日に29期１組のクラス会を十
三で無事行うことが出来ました。残念ながら上
田先生は体調不良で当日は参加して頂く事が出
来ませんでした。
　全員で13名の参加となりましたが、中には遠
く鳥取や名古屋からの参加もあり、又、介護を
しながら、この日の為に時間を作って参加して
くれた人など、本当に同級生とは良いものです。  
　近況や高校生時代の事、これからの健康の事
など同時代を生きてきた同期だからこそ語り合
える様々な話が飛び交い、又、堀本さんによる
ハーモニカの独奏で懐かしい歌を皆で合唱し、

な？と。次回は11月16日（土）万博公園の紅葉
狩りを予定しています。
　締めくくりは、来年の北辰会同窓会へ出来得
る限り沢山の会員を集める事を約束して解散と
なりました。お疲れ様でした。
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後列右端 天野さん

一．人事（敬称略）
１．役員の異動
　　辞任　副会長　  　 27期　羽柿美代子
　　新任　常任幹事　　26期　兼田　吉治
２．幹事の異動　　
　　新任　27期　羽柿美代子
　　　　　50期　窪田　行徳
　　退任　１期　酒井　芳政（死去）
　　　　　６期　山下　重雄（死去）
　　　　　９期　尾田　和夫（死去）
　　　　　21期　矢野　和子（死去）
　　　　　36期　水野　幹子
３．事務局
　　新任　事務局次長　26期　兼田　吉治
４．学校人事異動
　　校　長　新　原田　恵子（東住吉高校より）
　　　　　　旧　楠野　宣孝（桐蔭学園中学、
　　　　　　　　　　　　　　高校長へ）
　　教　頭　新　浅尾　悦司（渋谷高校より） 
　　　　　　旧　竹内　祥浩（大正高校へ）
　　事務長　新　田中　功治（花園高校より）
　　　　　　旧　清水　正治（豊島高校へ）
　　　昨年の会報19号にも掲載しています

事務局からの報告
二．会計報告（27ページ会計報告参照してください）
１．全体の報告
　　収入合計　366万2290円
　　支出合計　155万3915円　　
　　繰越金（郵便貯金）210万８375円
　　収入、支出とも予算通り進みました。
２．賛助金は19名の方から11万円戴きました。
３．書物売上げは12名の方から１万6500円あり
ました。

４．大きな支出、会報発行費61万0022円、事務
所維持費15万６千円、役員活動支援金６万
６千円、PC７万２千円、スキャナー購入費
１万９千円、幹事会会議費７万９千円など

５．会報発行部数約千部減らし約10万円節約し
ました。

６．繰越金は予算より28万円増えました
７．2014年の大きな支出予定、会報発行費70万
円、組織活動費30万円、総会関連予算20万
円、その他

　　年間予算概150万円を見込んでいます。
８．2014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。

三．閉課程記念　ＤＶＤ作成について
１．2013年　会報19号に同封ＤＶＤ経費　730枚
焼付、29万7300円２枚１セット407円

ビンゴゲームなどをして盛り上がりました。あっ
という間の３時間でした。
　次回の幹事さんも決まり、毎年開催で、今後
ともお互いの親交が深められていくといいなあ
と思っています。
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　　発送数　690枚　申込数　274枚、
　　贈呈数　416枚　残り40枚
２．申込金27万４千円、ほぼ予算内で済みまし
た。

３．原版作製まで事務局の手で行いました。

四．住所確認作業について
１．会報19号戻り調査と１期～10期までの会員
確認作業を行ないました。

　　戻り数も57％減り、確認数も27％も増えま
した。これは古い期の方の住所は安定して
いるためと思います。確認作業コスト、時
間も大幅に削減できました。

２．１期～10期までの確認結果
　　61名の方の調査をしました。34名の方の名
簿削除を致しました。

３．今後は12期以降の必要な期の名簿整理を合
理的に進めます。

　　※会員名簿の異動があれば速やかに事務局
にご連絡ください。

五．北辰会ホームページについて
１．31期以降若い期の人への会報送付を絞って
いるため、その補完広報の役割。

２．名称「北野高校―北辰会」ＨＰ
３．更新は年数回、画像の受付もします。
４．北辰会HPのURL：
　　http://www.kitanokoukou-hokushinkai.com

六．2014年賛助金活動について　
　総会年なので賛助金を皆様にご支援お願いし
ます。２年間の活動費、目標額280万円、１口３
千円でよろしくお願い致します。従来通り、会
報20号に依頼文と振込用紙を添付しています。

七．2014北辰会総会、懇親会について
　別紙封入案内状をご参照下さい。５月25日（日）
です。会費を従来の１万円を７千円に下げまし
た。気軽に多数、お友達とご参加下さい。

八．同期会、同好会開催状況と予定
（事務局把握分）

11期　開催日時：2013年11月13日（水）11：45～

場所：ホテル若水（宝塚）11名の参加
高校卒業後60有余年が経過し、今回が最
終回となりました。

13期　歩こう会年間10回予定、今年は76回にな
ります。予定表はホームページにも掲載
します。参加者は毎回８～10名位、参加
者は13期幹事さんか事務局まで。

15期　卒業後60年近くお互いに生き長らえてき
ました。同窓会に出られるのも今回が節
目になりそうです。この機会に同期、相
寄って互いの健康と音信つかなくなった
友へ思いを歓談しましょう。幹事　清水

17期　５月25日（日）の北辰会総会・懇親会に
多数ご参加下さい。楽しく、元気に旧交
を暖めましょう。　17期幹事

18期　2014年は３月２日に「がんこ十三東店」
で開催しました。

19期　2013年10月26日(土) 13：00　場所：大阪
駅前第３ビル32階　エスカイヤクラブに
て　南部先生を含め、23名の参加があり
ました。2014年４月26日南部先生出版会
（同期会）をKKRで開催します。

21期　同期有志９名で６月８日（土）に城北公
園の菖蒲園散策と夕食会を行いました。
11月16日（土）に万博公園の紅葉狩り。

24期　2014年５年25日（日）北辰会総会後に同
期会を十三 天津閣で開催します。

25期　2013年３月10日　23名の参加、天津閣で
開催しました。

　　　2014年は総会参加の同期会となります。
多数参加して下さい。

29期  総会会場で多数参加の同期会にします。上
田クラス会を４月21日「十三がんこ」で
開催し先生は欠席でしたが、鳥取、名古
屋から13名の参加がありました。新世話
人に３名が決まりました。

30期　同期会　2015年開催します。
東京北辰会
１．2013.6.29 「寿司処」で懇親会を開催し２
次会はカラオケを楽しみました。

２．今年は総会後、報告を兼ねた懇親会を開
催予定しています。連絡は佐々木（12
期）042－391－3626、事務局まで。
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途上人KITANO
１．７月26日12名で立山、今回は浄土山コー

スで残雪を楽しみました。
２．11月30日北新地で18名がふぐ鍋、カラオ
ケを楽しみました。

３．今年は７月24日～25日、乗鞍岳を登りま
す。参加者募集中です。

４．金剛山登山会、１月９日、雪中登山10
名、５月９日、春の植物観察10名、２回
共山田先生も参加されました。

５．今年は２月13日（雪中）、５月、六甲山、
９月、金剛山の３回予定しています。

北辰ファミリー
１．５月30日～６月１日、博多の同期生を訪
ね、博多、大宰府を観光しました。

２．８月19日、10名で高槻市の奥山に咲くキ
ツネノカミソリを観賞しました。

３．2014年は仙台に新幹線、フェリー、飛行
機を利用して観光します。

北野テニス部OB会
　　　次回は2015年です。
陸上部OB会
　　　今回も少人数ですが岐阜の仲間を訪問し

柿狩りを楽しみました。

九．2014年活動方針
１．総会の成功
２．幹事の３名体制。
３．名簿の整理、12期以降30期まで同期会開催
の無い期を中心に整備します。

４．役員、事務局による、同期会、同好会への
サポートを強める。

５．各種集会で手持ち書籍、DVDの販売。
６．北辰会ホームページの充実、写真投稿を募
る。

７．北辰会員のメール取得者の把握に努める。
８．母校関係者との協力関係を深めます。校
長、教頭先生との懇親会を予定します。

９．会報の女性記事を増やす。記事や情報をお
願い致します。

訃報　　お世話になりました。
　　　　ご冥福をお祈り致します。（敬称略）
初代会長　　１期　酒井　芳政
三代会長　　９期　尾田　和夫
幹　　事　　６期　山下　重雄
　　　　　　21期　矢野　和子
教　　師　　上田　俊穂、遠山　勇
　　　　　　上田　浩石

　私が尾田３代会長に初めてお会いしたのは
1987年母校創立50周年記念行事を取り行う実質
的役員会でした。27年前ですから尾田さんは59
歳位で私は43歳でした。
　尾田3代会長は1971年５月から1995年５月まで
の実質21年６か月大阪府吹田市市議会議員とし
て、委員長、副議長も務められ全国市議会議長
会から在職20年表彰や国から2002年には勲５等
旭日章を叙勲されました。
　私は全くそのような仕事をなされているとは
存じませんでした。

尾田 和夫
3代北辰会会長を偲ぶ

北辰会事務局　前田　直人

　私とは50周年式典後、会長を勇退され総会、
９期幹事をして幹事会、北辰クラブなどでたま
にお会いする関係でした。何時も、柔和で優し
い先輩でした。
　３代北辰会会長として1977年～ 1987年　創立
40周年から創立50周年時の10年間会長を務めら
れ、名簿、資金、会則を整えられました。50周
年以後の北辰会盛隆の基礎を築かれました。

まえだ なおと
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　21期池川 修治さんが2013年３月　財団法人・
日本公衆衛生協会より公衆衛生事業功労者表彰
を受賞されました。永年に亘り（社）大阪府鍼
灸マッサージ師会監事・堺市師会長を務め会務
と事業の健全運営に貢献した。特に、地域住民
の健康増進と公衆衛生の向上に尽力された功績
によるものです。

＊事務局からのお詫びとお知らせ
　北辰DVDの２部が再生されないと数名の方から連絡ありました。申込みなされた方で不都合な方
はご連絡下さい。相応の対応を取らせて頂きます。

21期　池川 修治さん受賞

　昨年のお二人の副会長に続き酒井、尾田
両元会長の訃報が届きました。心からお礼
とお悔み申し上げます。
　北辰会広報も昨年、皆様のご協力で北辰
会DVD「燦然と輝く希望の星」と北辰会
ホームページを立上げました。これから
も、皆さんの交流の場が広がりお役に立つ
ようなホームページにしていきたいと思っ

編
集
後
記

ています。皆さんからの投稿写真、記事を
お待ちしています。
　会報の送付先と発行数を絞り北辰会の経
費節減に努めています。その代役としての
役割を期待しています。
　５月25日（日）は北辰会総会です。多数
の参加をお待ちしております。

事務局一同
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　北辰会の活動は、会員皆様からの賛助金を戴いて運営しております。
　年会費を徴収せず、総会時と総会の中間年が賛助金対象年となっております。
　皆様からの賛助金のお陰で、会報の全員配付、５年毎に開催される総会の準備、常任幹事会など各
種会合の開催、文集の発行等々の北辰会活動が順調に運営されております。
　昨年は北辰DVD「燦然と輝く希望の星」を皆様にお届けする事ができました。又、「北辰会HP」
も立ち上げ、北辰会を一層皆様の身近な存在にしていきたいと努力致しております。今年は総会で
す。明るく元気の出る総会にしたいと張り切っています。

　2012年賛助金運動では465名の皆様から総額252万円頂きました。有難うございました。
　北辰会の１年間の支出は約140万円位です。この内、主な支出は70万円の会報発行費です。2,000人
の会員皆様へ送付しています。北辰会としても今後のことも考慮し経費節減に努めてまいります。

　2014年、2015年の2年間　　活動費　280万円
　　賛助金　260万円　　目標としています
　
　年金生活や、医療費等々で皆様の生活も厳しいことと推察しております。
　閉課程や皆様の年齢も考え、会員相互の信頼と絆を一層堅固なものにして、常に活力、安らぎを与
えてくれる北辰会を維持するためにも、この目標はぜひ実現し、出来うる限り北辰会を元気に存続さ
せたいと願っております。役員一同、誠心誠意努力して参ります。皆様の絶大なるご支援をお願い申
し上げます。
　
　つきましては目安として１口３千円からお願い致します。
＊添付の郵便振替用紙をご利用下さい。（振込み料は不要です）
＊出来うる限り4月末日までに振込みお願い致します。
＊文集、記念誌は在庫がありますので、併せてご購入の程お願い致します。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すべて送料込みです）
 ◇ 北宸Ⅳ「はるけき流れ」価格１冊 1,000円
 ◇ 北宸Ⅲ「ゆうべの星」価格１冊 1,000円
 ◇ 72年史　価格１冊 2,500円
 ◇ 40年史、60周年誌　価格各１冊 500円
 ◇ 北辰DVD 「燦然と輝く希望の星」価格１冊 1,000円
 ◇ ゆうべの星　北辰会出版物、16期～57期　文集 1,000円
 ◇ はるけき流れ　北辰会出版物　１期～67期　文集 1,000円
 ◇ 北辰会DVD 　北辰会出版物　DVD２枚１組 1,000円
 ◇ 北野定時制72年史、閉課程記念誌　学校出版物 2,000円
 ◇ 北野高校定時制課程、創立60周年記念誌　学校出版物 500円
 ◇ 北野高校定時制課程、創立40周年記念誌　学校出版物 500円
 　（送料込、会報20号添付の郵便振替用紙をご利用下さい）

北 辰 会 会 長　 古　城　具　祐
北辰会事務局長　 前　田　直　人

北辰会賛助金（運営資金カンパ）のお願い

2014年３月吉日


