
2016年３月25日発行 1北 辰 会 報

　今回、北辰会６代会長の大役を引き受けるに当たり会員皆様にご挨拶申し上

げます。

　北辰会は定時制課程１期生卒業時に発足し、初代会長酒井芳政氏から今回

私の６代会長まで、1914年（昭和16年）から途切れる事なく76年の歴史を刻んで

います。まさに日本の高校定時制課程同窓会として誇れる存在だと皆様と共に自

負しています。

　この名誉ある会長職を受けるに当たり身の引き締まる思いです。私が知っている

４代会長川野眞次郎さん、５代会長古城具佑さんまでの30年間はまさに北辰会活動の黄金期、果実期で

あったと思います。その活動の一端は、次頁に古城前会長の辞任挨拶で述べられています。

　私の責務はこのような誇りある定時制高校同窓会、北辰会の活動を継続させ、北辰会を会員皆様のオ

アシスとして存在し続けられるよう幹事、若い事務局の後ろ盾となり、先輩方の誇りある故郷を守ることだと

自覚しています。

　具体的には、北辰会報の年1回の発行、同期会、同好会の集い、「北辰会ＨＰ」の充実、そして、2018年

の総会開催と、総会に併せて予定している北辰会冊子「北宸V」の発行などです。特に、「北宸V」の発行

は北辰会活動の集大成のもので先に刊行された北辰会ＤＶＤ“燦然と輝く希望の星”～「北野高校定時

制」72年と北辰会～の文書版の位置付けです。

　母校定時制が閉じられた今、北辰会は2000年当時の400人を越える総会開催は出来る力量はありませ

ん。力ある頼もしい諸先輩の体力も落ちていますがまだまだあな

どれません。しかし、皆様の熱い思いはひしひし伝わっていま

す。これらの活動が北辰会と会員皆様のエネルギーの源泉の

一つだと思っています。私は北辰会会員と指導部を楽しく見守

り私も元気を頂きます。

　会員皆様が長年お寄せ下さったご支援、ご協力への多大な

る感謝と併せて、今後もご支援を頂きたく、宜しくお願い申し上

げます。最後に、会員皆様の益々のご健康とご多幸をお祈り申

し上げ私の就任挨拶とさせて頂きます。

北辰会会長　岡田　多聞（18期）
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　2006年、北野高校定時制課程の「閉課程問題」が一段落した

のを見届けた川野眞次郎４代北辰会会長からあとを受け、北辰

会を支えてくれる若い人たちへのバトンタッチのお役に立つな

らばと考えて、この重い北辰会会長職を引き受けました。

　それから10年、北辰会活動は指導部が常々申しております会

員皆様のオアシスであろうとの思いで多くの活動に取り組みま

した。

　2006年から始まった母校の北野高校定時制閉課程記念事業の

成功へ母校に最大限の援助をさせて頂きました。その結果、記念碑（北辰記念碑）

と北辰記念室の設置、『北野定時制 72年史』の刊行が出来、会員皆様の思いが詰まっ

た事業を学校が成し遂げる事が出来ました。また、北辰会独自の取り組みとして、

閉課程記念総会を含む２回の北辰会総会開催、北辰会文集３作目、北宸Ⅳ「はるけき

流れ」の発行（2010年４月）、北辰会ビデオ“燦然と輝く希望の星”の発行（2013

年４月）、そして、現在は「北辰会ＨＰ」を立上げ充実させ北辰会と会員皆様を身近

なものとさせて頂いております。

　これらの諸活動は会員皆様の熱意と北辰会指導部の団結、献身の賜物だと思って

います。厚く御礼申し上げます。私は北辰会と北野高校定時制が先輩と会員諸氏に

誇れるような存在になっていると思っています。これは私自身の北野高校定時制へ

の思い、愛着心の現れと自負しています。

　ところで私は会長職在任中の10年、重大な体調不良を２回経験し皆様に多大な迷

惑をお掛け致しました。お詫び申し上げます。そして、年齢80歳、在職10年の今日

を区切りとして会長職を辞する事に決めました。

　次期会長は同期で入学以来の旧友である岡田多聞君に引き受けて頂くことになり

ました。

　岡田君は人物、見識とも秀でた方で北辰会指導部の中で大きな信頼を得ている方

です。

　このため、私は後の憂いなき気持で会長を辞する事ができました。

　私は唯々ありがとうの気持ちと充実感そして安心感のみです。

　今後とも岡田会長を先頭に北辰会に今まで以上のご支援とご協力をお願い致しま

す。

　皆様の益々のご健康とご多幸を祈念いたしまして辞任の挨拶とさせて頂きます。

〜ありがとうございました。充実感一杯です〜

北辰会前会長　古城　具祐（18期）
こじょう ともすけ
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　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、益々ご健勝のこと

とお慶び申し上げます。

　昨年３月末に、原田校長、田中事務長がご退職になり、浅尾教頭が転勤されまし

た（田中事務長は再任用主査として、引き続き本校に勤務いただいております）。そ

の後任として4月より校長（向畦地昭雄）、寺尾光弘教頭、山内義雄事務長が着任い

たしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　さて、着任いたしました４月下旬、本校全日制課程の新入生に校長から本校の沿

革を話す機会があったのですが、その際、定時制課程についても紹介し、玄関横に

ある記念碑の写真を見せました。この数日前、その写真を撮影するため、記念碑の

前に立った時、「ゆうべの星のまたたきを」から始まる素晴らしい詩が私の目に飛び

込んでまいりました。この詩にあるとおり、皆様も「結ぶ誓いを固くして」北野高

校に通われ、そして卒業後も母校への想いのもと、仲間の方々と心を通わせていらっ

しゃるのだと拝察いたしております。　さらに昨年６月と12月に北辰会常任幹事の

方々との懇親の場を頂戴いたしましたが、幹事の皆様の母校への熱い思いをお聞か

せいただくにつれ、また、北辰会のホームページに寄せられた会員の皆様の手記や

お写真を拝見するにつれ、母校をお預かりする校長として、責任の重さを痛感して

いる次第でございます。

　定時制課程は閉課程となりましたが、皆様と

皆様の母校、北野高校とのつながりが途絶える

ことはありません。大変微力ではございますが、

北辰会の皆様のお力をお借りしながら、このつ

ながりをしっかりと守り続けてまいりたいと存

じます。今後とも、どうぞよろしくお願い申し

上げます。

「結ぶ誓いを固くして」

大阪府立北野高等学校長　向畦地　昭雄
むかいあぜち あきお
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　４月16日（木）12時30分から13時まで母校の
新校長：向畦地 昭雄（むかいあぜち あきお）（大
阪府立伯太高校校長より）、新教頭：寺尾 光弘（て
らお みつひろ）（大阪府立交野高校教頭より）、
新事務長：山内 義雄（やまうち よしお）（大阪
府立長吉高校事務長より）の３先生を母校へ表
敬訪問致しました。
　参加メンバーは北辰会からは古城会長、岡田
副会長、前田事務局長、小河原事務局次長、兼
田事務局次長、井上常任幹事、堀田常任幹事、
佐藤会計監査の８名が伺いました。
　北辰会は前田事務局長の司会で一人ずつの自
己紹介、学校は山内事務長の司会でそれぞれ自
己紹介がありました。
　前田事務局長より北辰会の現状報告を簡単に
行い、会員からの事務手続き有ればご配慮と懇
親会の開催を御願い致しました。
お互い、和やかに懇談ができ気持ち良い訪問に
なりました。

北辰会事務局　前田　直人
まえだ なおと

皆様からのたより皆様からのたより
北辰会幹部、母校新校長先生、
新教頭先生、新事務長表敬訪問

拝複
　　寒暖の差が大きく、
高齢者にとっては、耐え
難かった冬も漸く去ろう
としています。お元気に
てお過ごしの御事、心か
らお喜び申し上げます。
　ところで、この度は、
北辰会会報を送り下さ
り、心から感謝申し上げます。
　懐かしくあの頃のことを思い出しております。
私のせめての北野高校定時制に対する贖罪とで
もなればと願っております。また、勤労学生の
励みの一助ともならば幸甚です。
　この会報が届いたからか、九期生の一部で、
長い間絶えていた同期会を開こうとの声が出て
います。次回の総会は2018年とか。なんとか歩
行障害を克服して、命長らえることができれば
参加したいものです。
　この会報は、その夢と生き甲斐を与えて下さ
いました。有り難うございました。
　一層ご自愛の程切望してやみません。
　取りあえず御礼まで。

敬具

9期　岩野　壽雄
いわの すみお

次回総会へ参加したい
～夢と生き甲斐を与えてくれる会報へ～

拝啓
　この度、北辰会報を５冊お届け頂き、知人に
配布できそうで・・・誠にありがとう。
13期の仲間たちも、次々他界して淋しい限りで
す。時の流れは真実つれないものです。
　当方も妻がもう10年間も、難病の『再生不良
性貧血』になって、いわゆる老々介護の毎日で、
その介助に明け暮れてもう大変です。自由に立
ち回れ無くなりました。それでも『13期歩こう会』

13期　前田　利明
まえだ としあき

新聞、俳句、短歌、川柳で
青春に浸っています・・・・

前列中央：向畦地校長、右：古城会長
後列左から2人目：山内事務長、3人目：寺尾教頭先生
後列右から3人目：岡田副会長

2015年5月、9期会でのスナップ
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　わが軍だとぉ
　いけしゃあしゃあと臆面もなく、この、のっ
ぺりツルンのヒトラージュニァめコンチクショ
ウ、
　夢でした、思いっきり腹立てて叫んでました、
日ごろ思ってもいないと思ってたのに。
　でもね、そう遠くない未来に、ホルムズ海峡
で「わが軍」の掃海艇が被弾した模様、未確認
情報ではあるが、乗員の安否について相当な被
害。
　などと言う様なことが絶対起こらないと誰が
言えるんだろうか。
　そして、かの人は、お国の為に勇ましく任務
中に倒れられた英霊の御霊は靖国に。国民の誉
と言うべきと考えます。なんてツルンとお言葉
を発せられるのであろうか。

24期　坂本　成男
さかもと しげお

多病息災（２）
～憲法死すか～

13期歩こう会・天王寺公園界隈にて
右端：前田さん

24期会の玄武洞にて　前列右から4人目坂本さん

　話はガラッと変わりますが、この頃思う事、
当たり前の話ですが年金暮らしのみぎり、この
春からの諸物価高騰はとても応えますね。おま
けに年金財政逼迫して今まで以上に株取引の割
合増やして、いちかばちかの勝負かぁ、素人な
がらこんな事がうまく行くとはとても思えず。
　年金資金は百年安心だと言ったどこかの大臣、
お金ジャブジャブ有るから箱ものどんどん作っ
て天下り先産めよ増やせよ、って血道をあげて
た厚生省、あ、今は厚生労働省か、の元高級官
僚呼んできて責任取らせろ、庶民は爪に火をと
もす暮らし、大臣と官僚の足の爪に火をともし
て、明日から当分の間ゴルフ出来ん様にしてや
れ、などと、トンデモナイ事、日頃は考えても
いないんですが(考えてるから出るのかな)。
　またまた話は変わりますが今シーズン、ゲレ
ンデで２回も転んで痛い目にあいました。
　一回はボーダーと小柄な女性スキーヤーに両
側から寄られ挟まれ逃げ場なく転倒、右肩から
ドスン、痛いより熱くて暫らく動けず、宿に帰っ
ても痛みで立居振舞おぼつかなくて日程後半は
宿でゆっくりと言えば聞こえはいいが、リフト
券あぁ勿体ない一日分パー、自業自得と言えば
そのとおり。
　二回目はシーズン３回目のツアーでの事、七
曲りと名のつくやや狭いコースで、そろいのユ
ニフォームの高校生の一団をパスしようと、い
けない事なんですがスピードアップでコース脇

には出来る限り参加しています。人間万事命あっ
ての物種です。
　この６月で満84歳になりますが・・・さて、わ
が『生存』はあと何年？か。
　毎日毎日妻に寄り添い乍ら『新聞』ばかり読
んでいますが最近、古本の俳句、短歌、川柳をどっ
さり買い込んで『青春』の思いに浸っています。

敬具
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をすり抜けたと思ったら私の仲間の一人と間が
悪く出合い頭にドン、転倒、背中でバウンド３
～４回、痛いのって、目から火が出てましたが
生徒さんに当たらなかったのが不幸中の幸いか。
何とかの冷や水と言わば言え、なんてはとても
とても、言えた義理やない、今後は肝に銘じて、
人様や仲間に迷惑をかけない様にそろそろ滑り
ますか。
　さてお待たせしました、(誰も待ってないか)本
題の多病息災、古い順に椎間板ヘルニア、残る
右足首の痺れは許容範囲。花粉症は毎年かかり
つけ耳鼻科の投薬でなんとか、蓄膿症は体調の
安定でこの頃耳鼻科のお世話にならずで。狭心
症はこのところ発作も御無沙汰、たぁまにニト
ロのお世話になる程度で安定かな。
　で、一昨年後半から出てきたのが肩の痛みで
す。風呂で首筋や肩のうしろにタオルが回らず、
重い物を持ち上げるのに顔しかめ、着たり脱い
だりがままならず、経験のある方もおられるで
しょうが、辛くてたまりませんでした。整形外
科で首のＣＴ検査受けましたが原因は特定でき
ず、痛みどめ薬とリハビリ、半年近く通いまし
たが良くもならず。
　で、まさに一念発起、ええい年寄りやまいや、
死ぬまで付き合うたるわい、痛くても動かせ、
と顔しかめながら肩グルグル、ついでにスクワッ
ト、腹筋、大層なものでは有りませんが、やっ
たらやっただけの事、風呂でタオルが少し肩と
首筋に、嬉しくてまた肩グルグル、ついでにな
なめ腕立て伏せとスクワット。
　この頃しみじみ思います。散歩だけでは駄目
ですね、加齢とうまく付き合って、足も肩も腰
もなるべく元気で長持ちさせて、えーっとあと
は頭、軟らかくしてこれも長持ち、何とか全国
競馬ツアーも継続したいし、シニアスキーもそ
ろそろぼちぼち続けたいし。
　頑張れ小牧それ行けフトシ。
　リフト空いてる今がチャンス、早う滑っても
う一本行けるで宿に帰ってビールが旨い。
　で、そろそろお後がよろしいかな、最後に憲
法窒息許すまじ、暴走はスキーも政治もダメよ
アベダメ。

　早春の候　平素は北辰会で何かと御世話に相
成りまして厚く御礼申し上げます。
　夫、房雄（10期）は昨年10月分３日に召天致
しました。最近は病床にあって、会報を何より
楽しみに読んでいましたが、総会にも出席かな
わず、残念でした。
　晩年には、好きな日本画を習得し、昨年12月
には、兵庫県民会館で回顧展を開催することが
出来ました。その時の作品２・３点同封致します。
御笑覧下さい。
　先に頂いたＤＶ
Ｄや「ゆうべの星」
を読むにつけ、若
い時代の卒業生の
生き方には、とて
も、感銘を受けま
す。これからの若
い人々への、良き
指針となるでしょ
う。
　末筆ながら今後
の、北辰会の発展
を心からお祈り致
しております。

草々

山本房雄さん（10期）の経歴
　大学法学部ご卒
業後精密機械メー
カーに就職され管
理職で1999年満期
退職されました。
　退職後直ちに日
展顧問の先生に日
本画を学ばれました。2014年10月志半ばでご逝
去されました。（83歳）。山本さんは、実直で辛
抱強く最後までやり遂げるタイプでした。面倒
見がよく周りからは慕われていました。

山本佐知子様より
（10期故山本房雄氏奥様）

「海からの恵み」神戸市民美術展入選

「明石海峡大橋」

「花綿」



2016年３月25日発行 7北 辰 会 報
＊事務局
　北辰会の総会などへのご参加は有りませんでしたが何時
も賛助金運動ではご支援を頂きましたのでお名前は存じて
いました。奥様、佐知子さまからご連絡があり「神戸市民
美術展」入選作品があることを知りご提供して頂きました。
　「北辰会ＨＰ」ではきれいに絵画が掲載されています。ぜ
ひ覗いてください。山本さんへの感謝とさせて頂いていま
す。

「水橋橋まつり」
　富山市水橋地区は人口2万人、５小学校、2中
学校、1高校と農漁村と商店街の地域です。
　そして、このまつりはこの地域最大の行事で
す。
　2015年、7月25日（土）、「147年祭・水橋橋まつり」
が3万5千人の観客で大きな成功を収めた。地域
外からも多くに参加者がありました。私は「ま
つり」の実行委員長を務めたが、事故もなく無
事終えられて、今はほっとし充実感を味わって
います。
　準備は4月から取り組み、約1500万円の予算の
調達の段取り、消防署との打ち合わせ、警察な
どとの打ち合わせで交通関係の規制、花火業者
との打ち合わせ、県内では唯一の小・中・高校
合同の吹奏楽の市中行進や体育館での演奏会、
屋台の出店業者との打ち合わせなどに取り組ん
できました。
　また、河川堤防沿いの草刈、提灯吊りなど朝5
時から3回、6時が１回と早起きが苦手な私です
が、多数、100人参加の実務作業に出ざるを得ま
せんでした。

「水橋橋まつり」準備の中で
　花火は、業者が言うには「あと100万円プラス
すれば、大玉30連発ができる。これは県内どの
花火大会もやっていない」との話に実行委員会
は大いに心を揺さぶられ「良し、やろう」と一
致しました。
　また、一つの小学校から「水橋橋まつりの由
来について話をして」と依頼があり、水橋に来

26期　岡田　美乃利
おかだ みのり

富山市水橋に大きな花火が咲きました
～「水橋橋まつり」実行委員長の大役を終えて～

て17年になりますが、水橋生まれでも、育ちで
もない私が、40分の話をするには図書館に行き、
5冊の本を借り、また、古老の方にいろいろ話を
聞いたりと、猛勉強して40分の講義をしました。
　この講義は先生を相手に話をし、それをビデ
オに撮り、後日、生徒に見せるというものです。
　後日、先生から話があり「生徒は『水橋橋ま
つり』の歴史について良く分かった」と感想が
出されたと聞き、胸を撫で下ろしました。
　花火当日は、市中行進のブラスバンドが午後1
時半の炎天下の中、開
会挨拶、体育館での小・
中・高校の合同演奏会
の閉会挨拶と駆け回り
ました。
　花火は、事前に業者さ
んから花火にはストーリー
があるので、それをスピー
カーで簡潔に案内をやる。
オープニングは音楽花火、
単発をやって音楽花火、
スターマイン、大玉30連発、スターマイン、フィナー
レはナイヤガラの滝と音楽花火で〆る。約1時間で
す。と言われました。

準備のしがいがありました
　観客の反応は、時々、拍手や歓声が上がり、
大いに盛り上がりました。また、「『水橋のまつり』
の歴史の中で最高の花火だった」「迫力があって
良かったね」「水橋の地形、海あり、川あり、橋
があり、街並みがあって、それにマッチした花
火で良かった」「舟を7艘だしての船上からの裸
火での火流し、厳かで良かったね」、「中学生に
よる吹奏楽はまつりを盛り上げた」などの意見
が寄せられました。
　まつりの翌日から、ごみ掃除や分別、簡易ト
イレの撤去、提灯外し、ご協力いただいた企業
や個人、学校、警察、消防、借用した駐車場地
主などへのお礼のあいさつ回りに飛び回ってい
ます。

拡がり強まる地域の絆
　取り組みを通じて富山市北商工会水橋支部の

30連発の大玉花火
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KNBラジオでの録音中の岡田さん

富山シテイエフエムラジオでの録音中の岡田さん

支部長をはじめ、青年部、商工会の職員、小・中・
高の担当の先生、約40余りの町内会の役員、な
どと会議は４月以降16回、他に10回程度の作業
などを通じて顔見知りになりました。
　これまで４回の実行委員をやってきましたが、
委員長は勿論、初めてです。
　私は、これまで全く付き合いの無かった方が
大勢おられ、会議や作業を通じていろいろな話
や冗談も言えるようになりました。道やスーパー
などで出会っても「〇〇さん、いつも元気ですね。
特に今日は、何かいいことあったのかね」など
軽口もでるようになりました。学校の１人の校
長先生にも昨日、電車で一緒になり、いろいろ
会話もしました。
　何でもないことですが、水橋へ来て17年、地
方では、よく「よそ者」と言われがちですが、
水橋ではそんなこともなく付き合っていただい
ています。本当に有り難いことです。
　実行委員会の反省会はまだ開かれていません
が準備の中で３年後の節目、「150年祭・『水橋橋

まつり』」は盛大で皆様に大いに期待され喜ばれ
る「まつり」にしようと実行委員会は燃えてき
ました。
　私自身もこの様な大きな行事の責任者、学校
の先生相手の「講義」や地元マスコミへの参加
と貴重な経験をさせていただいたと思っていま
す。
　最後に北辰会会員の皆様、北陸富山の元気を
味わって下さい。毎年７月第４土曜日に行われ
る「水橋橋まつり」にどうぞおいでください。
お待ちしています。

余寒お見舞い申し上げます
　立春を迎えましたが寒い日
が続いています。
如何お過ごしでいらっしゃい
ますか。
青春のふるさと「北辰会」の
ためにご尽力いただき誠にあ
りがとうございます。今日は
29期の（悪友）と大阪で盛り
上がってきます。
　私ごとですがお陰様で、日
展（書）に5年連続入選させて
いただき感激しています。よ
り一層の精進を重ねて参りた
いと思っています。
展覧会の招待状をお送りしますので、お時間が
ございましたらお出かけください。
日展　２月20日（土）～ 3月21日（月・祝）
　　　大阪市立美術館
　偶作ですがご観覧ください。
　29期生の同窓会が4月15日（金）、京都にて開
催されます。今から楽しみにしております。
竹本治男（大鶴）

平成28年2月5日

29期　竹本　治男（旧姓　酒井）
たかもと はるお

日展（書）に5年連続入選
致しました

2015年入選作品
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金婚式ファミリーと 2009.5.17

＊事務局　　竹本さんには2018年発行予定の北辰会冊子「北
宸Ⅴ」のタイトルの書をお願い致します。また、竹本さん
が初めて日展に入選した時の紹介を北辰会報18号（2012）
で紹介させて頂いています。

この人ありこの人あり

　昭和４年　豊中市に生まれる。　
　ファションデザイナーとして今は亡きプロ野
球南海ホークス鶴岡監督、杉浦投手を中心に励
むかたわら今はやりの二刀流で造形作家として
絵を描いています。宇宙空間をテーマや地域の
美術団体に抽象画として発表しています。
　作品は豊中市立第10中学校、豊中南警察署で
も見られます。また地域の小学校や公民館など
で絵画や造形を教えて平成11年から同24年まで
14年間に亘り、阪神タイガース必勝祈願で有名
な西宮市にある廣田神社絵馬12支を製作しまし
た。
　平成24年12月にはフランスエッフェル塔の100
分の１の組立図を完成し、地域の小学校でフラ
ンス文化を教えるとともに制作し、これを知っ
た在日フランス大使館がフェイスブックで紹介
しています。おついでにご高覧下さい。
　大阪市立大学ではＥ、Ｓ、Ｓクラブを創設し初
代部長として外国人に日本文化として茶華道、
能などを手ほどきして国際親善をはかりました。
　また平成14年には長
い階段の上下で高令者
などに不自由な阪急電
鉄庄内駅のバリアフ
リーをすすめるのに筆
頭世話人として代表に
なり、地域住民の署名
運動を展開し、１万数
千名の署名を集め、同
年12月に阪急電鉄に陳

増野博司さん（9期）の歩み
～絵画、テレビ、ボランティア、人命救助多忙な人生～

情を行い、平成23年に庄内駅にエレベーター４
基、エスカレーター４台が設置され利用者に喜
ばれています。
　今は休んでいますが、ゴルフはオフィシャル
ハンディ 14、平成26年には関西で名門コースの
鳴尾ゴルフ倶楽部鳴豊会のゴルフルールとエチ
ケットのゴルフハンドブックの絵と文を担当し
て発行されました。
　ゴルフ番組などテレビは15回出演、カラオケ
はプロ級？　デュエットで婦人方と楽しんでい
ます。俳句は英語俳句も作っています。
　老眼鏡は不要で辞書も裸眼で読んでいます。
歯は24本あり8020の表彰をいただきました。
　関節リュウマチになりましたが新薬のおかげ
で回復しています。過去に得意の水泳を生かし
て水の人命救助は２回６名を助けています。
　百才を目標に健康に留意し、快眠、快食、腹
八分目を心がけています。
　このように増野さんは力一杯、かつ遊び心を
持って自分のため、皆さんのために歩み続けて
おられます。
（事務局で増野さんにいただいた資料から纏めました。）

＊事務局
　会報21号の発行後2015年３月25日、豊中市在住、９期生
増野博司さんより「賛助金振込みします。退院した所です。
同期会開催したいので名簿をお願いいたします」と久しぶ
りのお電話を頂きました。前年の賛助金運動で増野さんの
お名前ないことは分かっていました。
　９期会の様子は「北辰会ＨＰ」で御覧なって下さい。
　増野さんには北辰会最初の文集北宸Ⅱ「北辰会会員五十年
の軌跡」の表紙を御願い致しました。
　私の所へは絵心の詰まったハガキ、手紙そして、賛助金
を度々頂いていました。
　今回も添付されているような60㎝を超える絵付きの巻き
手紙を多数頂きました。
　遊び心の大きなエネルギシュな先輩です。そして、増野
さんの地域や回りで10を超える多数のボランティア活動に
取組み多くの人達に元気を与えておられます。最近もテレ

北辰会文集１「戦後五十年の軌跡」
の表紙
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　勤めていた頃の独り暮らしの朝晩は食事だの洗
濯だのと結構忙しかった。
　去年職を辞めたから時間はたっぷりある。何も
束縛されることもないから何かにつけて自由その
ものである。好きな時に好きな事をすればいいと
考えていたのだが、それが案外そうでもないと気
付いた。
　朝起きるのは自由である、何時でもいい、とい
うようなものだが外が明るくなれば長年の勤め人
の習いからかそう何時までも寝ていられない。起
きればやはりいわゆる家事をこなさなければなら
ない。買い物もある。そうこうするうちにすぐ昼
になる。また食事だ。午後少しものを書いたり、
庭の仕事をしている間に日が翳ってくる。またま
た、食事の支度だ。後は寝るだけだというわけに
も行かない。風呂の掃除も待っている。1日のう
ち16時間起きているとして予想以上に自由な時間
は短いのに気付いた。
　家人はこんな仕事を長年よくこなしてきたなと
感心したり、感謝したりしている。
　独り暮らしの間に気が付いたのは四六時中食事
のことばかり考えていたということだ。
　私は自分で言うのもおかしいがものぐさではな
い。どちらかと言うと体を動かすのは厭わない。
むしろまめな方だと思っている。
　その私が食事を作ることを考えるのは大変煩わ
しい。なぜ食事の準備を考えるのが億劫なのだろ
う。まず三食何を食べるのか、それに合わせて買
い物をしておかなければならない、手のこんだ料
理を作るのは不得手だ。
　一昔前に比べると世の中大変便利になった。車
で行く大型店の惣菜コーナーにはいろんなものが
豊富である。レトル
ト食品なども結構美
味しいものがある。
しかし、それらは一
人で食べるには量が
多すぎる。
　私は同じものを続
けて食べるのは嫌で
ある。一つのものを
大量に食べるのも嫌
である。できればい

庄内神社

ビ出演すると意気軒昂でした。私にも「遊び心持たんとあ
かんで！」と忠告して頂いています。
　なお、会報や「北辰会ＨＰ」へ優雅な絵画を提供して頂
いている栃木県在住の14期生増野喬さんは実弟に当たりま
す。ご兄弟揃って芸術家です。

新井さんの微笑み（３）新井さんの微笑み（３）

　家人が4、5日家を空けた。いわゆる「鬼のゐぬま」
である。
　子供たちがそれぞれ独立してから久しいし、家
人がいなければ当然のことながら独り暮らしであ
る。こんなことはそんなに珍しいことでもない。
　当然家事一切を自分でしなければならない。我
が家では結婚以来ずっと家事は家人の仕事として
きた。私がまったく手を出さなかったのではない
が大部分は家人の仕事だった。
　今時男は仕事、女は家事などというと世間の女
性からお叱りを受けそうだが、男女差別などとい
うのでもなんでもない、ごく自然な形でそうなっ
たのだ。
　これは私たちが納得ずくしでしてきたことだか
ら他人にとやかく批判されることではない。もし
性差別だなどとおっしゃるならいらぬ世話であ
る。こういうことはそれぞれの家庭の問題で100
組の夫婦があれば百通りのやり方があっていいも
のだろう。
　話が逸れた。男女問題に就いて書こうとしたの
ではない。家事のことを書こうと思ったのだ。

12期　故　新井　實
あらい みのる

鬼のゐぬまに

上高地にてありし日の新井さん
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ろんな食品を食べたい。
　こんなことを書いていると「鬼のゐぬまに」も
食事だけを取ってみても楽ではないと思う。
　以前受けたある講座の自己紹介で、家人が「牛
に引かれて善光寺参りではありませんが、主人に
ついて・・・」といったことがあり、「俺は牛か」
と言って家人を困らせたことがある。
　この表題を見て「私は鬼ですか。」と言うであ
ろうことが目に見えるようである。

1998.3.30

同期会・同好会だより同期会・同好会だより

＊事務局
9期会のスナップ写真を見て
～笑いこけました～

　９期生会が終わり増野さんより同期会のスナップ写真が
送られてきました。笑いこけました。
　80歳をゆうに超えているお爺さんたちのこの遊び心、喜
びよう凄いなあ～私には出来ない世界です。
　皆様もお試しください。世界が広がり新たな発見がある
かもわかりません。
　北辰会最年長の同期会おめでとうございます。会員皆様
も元気を頂いたと思います。
　また、楽しい同期会開催して下さい。後輩達も大きな元
気を頂けたと思います。
　2018年北辰会総会、懇親会へご参加下さい。お待ちして
います。

何十年振りの9期会
～茶目っ気、食べ、喋ったパワー溢れる

恐ろしい85歳です～

世話人　谷村　隆一、 畝狭　恒雄

～112回を迎える北野13期
「歩こう会」例会～

たにむら たかいち うねさ つねお

　盛野　胤弘

盛野さんの手紙
もりの たねひろし

2016年度例会予定　112～119回

　アンリー・ルソー「X氏の肖像」のコピー愉し
く拝見しました。いやあ、増野さんが、これ程
稚気、愛すべき御仁と露知らず恐れ入りました。
　偽物の「X氏の肖像」とイケメン俳諧師いや間
違いましたー「イケナイ徘徊師」のスナップ写真
を同封致しました。何れも家内の携帯に依る下手
糞な撮影ですが、実像は、もっと若々しく？誤解
無きよう申し添えます。あっ、それから盛野胤弘
大兄の大兄だけは金輪際辞めて下さいよ！
　それでは重ねてクラス会のご盛会をお祈り致
します。

＊事務局　同封された盛野さん本人の写真、少し画素数が
足りなく会報では紹介出来ませんでした。

後列左より三木田さん、小杉（子息）さん、増野さん、中西さん
前列左より岩野さん、小杉さん、田中さんの各氏

9期生　寄せ書き
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　「ワッハッハ、ワッハッハ」。啓蟄(けいちつ)も
過ぎて、寒さのゆるんだ３月８日の昼下がり、「が
んこ十三東店」でワッハッハの大合唱が起こり
ました。発生源は、３階の「北辰会18期生の集い」
の会場。同期生の一人、小西佐恵子さんが提唱
する「笑いの健康法」をみんなで実践してのワッ

ハッハでした。
　恒例の集いは、22人が参加して午前11時30分
から始まりました。最初に、２人の物故者をし
のんで黙とう。世話人の岡田多聞君から「今年は、
われわれの北野高校入学60周年やで」と聞いて、
時の流れの早さを実感。
　会場一番乗りの森井久美子さんの音頭で乾杯
し、いつもながらの近況報告です。人生論、健
康法、ちょっぴり自慢も加わって、それぞれう
んちくのある話が続々。時間はずんずん過ぎて、
飲み放題のピッチはあがるばかり。しめくくり
が、笑いの大合唱でした。笑っていると、ほん
とにおかしくなって、一同本気でワッハッハ。
　みんなで校歌「ゆうべの星」を合唱すると、
涙をにじませる人もいて、「一人も欠かさず、来
年も集まりましょう」と誓い合って散会しまし
た。

18期　三木　次郎
みき じろう

北辰会  １８期同期会  ２０１５年
～会場は爆笑のうず～

畝狭さん作成の「歩こう会」フォト・プレス

和歌山　番所庭園にて

左端：谷村さん、右端：畝狭さん

校歌斉唱　前列右端：三木さん

乾杯！！
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　2015年10月24日、守屋佳宣氏、黄山平一氏両
名の幹事さんのお世話で、今年も定例19期生の
「南部教室」が、お元気な南部先生を先頭に北新
地の「木曽路」にて賑やかに開催致しました。
　20名の参加予定でしたが、急な体調不良で2名
が欠席されました。

　幹事の黄山氏の開会挨拶、乾杯で始まりまし
た。南部先生の何時ものユーモア溢れるお話に、
皆さん嬉しそうな爆笑に包まれ、楽しい例会を
盛り上げて頂きました。また、皆さんの近況報
告では奉仕活動、趣味、仕事と皆さん元気で人
生を楽しんでいる様子がうかがえました。今回
は東京から新継美氏が駆けつけて頂きました。
嬉しいことです。二次会は北辰会19期幹事、山
本美徳氏のお馴染みの店で大いに盛り上がりま
した。
　2016年幹事は平子浩一、森田美和子さんが決
まりました。
　来年も楽しみにしています。皆さんお元気で
お過ごし下さい。

19期幹事　梶原　清
かじはら きよし

北辰19期会
～2015年「南部教室」の報告～

　５月13日午前11時、昨日の台風が嘘のように
晴れ上がった三ノ宮駅、笑顔満開で集ったのは
恩師山本、菊井両先生をはじめ鳥取から現地集
合の1名を除き、遠路厭わず東は神奈川、西は福
岡から新幹線を急がせてはせ参じた２名を含む
19名は浜坂保養荘迎えのマイクロバスに。　
　バスが走り出すのが先かビール、お茶が先か
まず乾杯、前田さん手作りの新鮮野菜サラダに

ゆで卵、おにぎりはまだ早いか。缶ビールもう
一本とわいわいがやがやカシマシイ事で。
　一人３分以内の近況報告している間に玄武洞
到着、見学、集合写真とトイレも済ませ、一路
目指すは浜坂へ。　
　到着、待っててくれた今本さんお久しぶりぃ。
部屋割り、さあ、温泉、宴会は６時から時間厳
守で。

24期　坂本　成男
さかもと しげお

卒後50周年記念、24期同期会報告
～五月の台風露払い、
５０周年浜坂ツアー大成功～

前列左4人目より　菊井忠雄先生、山本彰良先生、坂本成男さん

後列左端：平子さん、右から2番目：黄山さん、中央：南部先生、
前列左より守屋さん、3人目：森田さん、右端：梶原さん

腕を組んで校歌斉唱
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　菊井先生の発声で乾杯、さぁ飲むぞ食べるぞ、
50年の時空を超えて青春の大爆発であります。
　そして、カラオケ歌合戦、最初は私は後で、
が次はデュエットと大盛り上がり、稀少の女性
３人集、歌ってくれて有難う、デュエットの相
手もお願いね、２時間の予定を宿にお願いして、
30分延長、最後は山本先生の三高寮歌拍手喝采。
そしてみんな輪になって校歌合唱でお開きに。
　幹事部屋での二次会は全員集合、持ち込みの
酒に焼酎芋に麦、飲めない人に、ハイお茶ケ浜
坂の夜は楽しく騒いで更け行くのでありました。
　翌朝は７時半朝食、ビールも少し。９時出発、
今本さんマイカーで、気を付けて、また会いま
しょう。 
　バスは海産物のお店２軒に立ち寄り、買う、
財布緩むか。昼は出石で蕎麦にシタツヅミ。
　日本海を車窓に見ながら、一路帰途に、北神
戸駅で溝口、友田両君さようならまた会いましょ
う。
　４時過ぎに三宮駅無事到着、皆さんお疲れ様、
また会いましょうお元気で。

2016年　24期同期会案内

　4年ぶりの26期同期会を2015年10月17日(土)に
大阪新阪急ホテルB1リードにて開催しました。 
恩師山田先生にご臨席を頂き、遠くは富山から
岡田さん。輪島から宇羅さん。香川県から上村
はるら(上田)さんなど、総勢35名が出席しました。
　最初に、前回同期会以降に鬼籍に入られた方々
へ黙祷を捧げました。その後、岡田さんの開会
挨拶、山田先生のご挨拶を頂きました。 先生は
72歳まで教鞭を取られ、その後も里山ボランティ
ア活動や山仲間と登山を続けられるなど、喜寿
を迎えられた先生には私達が元気を頂いていま
す。
　北辰会古城会長・前田事務局長から「北辰26
期会」へのお祝いとお礼の挨拶状を頂き、仁張(竹
内)さんから紹介して頂きました。 その後、風呂
さんの音頭で乾杯。楽しく歓談しました。
　４年振りの顔、北辰会総会以降1年半ぶりの
顔々が揃い、孫の事や日常の事。そして恩師故
河内先生の想いで話などに花が咲きました。 後半
には参加者全員が近況を報告し合い楽しく歓談
しました。
　歓談のあと、梅谷さんのハーモニカ伴奏によ
り全員で校歌を斉唱。記念撮影を行って2次会の
カラオケ組と喫茶組に分かれ、3時間がアッと言
う間に過ぎました。

世話人　26期

小河原　京子、風呂　信一、兼田　吉治
かね よしはるふろ しんいちおがはら きょうこ

26期同期会
～富山、香川から山田先生を含め

35名集合しました～

後列2列目　中央、山田信也先生
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　このほどの同期会にはお世話になった先生方
が4人ご出席くださり、卒業後初めて参加した人
も複数いて、総数はやや少なかったもののたい
へん懐かしく楽しいひと時をすごさせていただ
いた。
　同期会にはほぼ出席してきたが最年少でも「高
齢者」となったこんにち、明るい話題が少なく
なってきた。いまでは人口に膾炙(かいしゃ )（知

れわたっている）したと言ってもいいだろうか。
　高齢者には「きょういく」と「きょうよう」
が必要との説がある。前者は“今日（きょう）
行く所がある”、後者は“今日用がある”とされる。
　集まった人の話と同級生たちの消息を聞く限
り、このことは必要性を説くにはあたらず、皆
さん活動的な日々過ごしているようである。
　ひるがえって自身はどうかと言えば、字義(じ
ぎ)（漢字の意味）にはもとっていないが単にそ
れだけのこと。やることはいろいろあっても、
社会には何ほどの作用があるんだと問われれば
きわめて心もとない。と言って、「（こう）あら
ねばならない」というのも憚(はばか)れるので、
今は改めようとは思わない。
　止まれ！「思わない」と言えばわが方に主体
があることになるが、実はそうでなく、社会が
かかわってくれないのである・・・。要は、好き

27期　寺下　紀男
てらした のりお

「きょういく」と「きょうよう」

　新しい年を迎えて、北辰会29期の皆様いかが
お過ごしでしょうか。60代後半を迎えてもまだ
まだ若さ失うことなくお仕事に、趣味に元気いっ
ぱいご活動されていることと思います。
　さて、下記の通り29期同窓会を開催すること
に致しましたのでご案内いたします。それぞれ
各クラスで同窓会をやっているところもあるよ
うですが、クラスをこえて全体でやるのも盛り
上がるのではないかと思います。お忙しい？こ
ととは存じますが多数ご参加いただき、思い出
話や現在の近況など楽しく語り会ってはいかが
でしょうか。
（＊＊お互い声掛け、誘い合っていただければあ
りがたいです。＊＊）

日時：2016年４月15日（金）
　　　午後1時～ 3時半（受付12時半より）

場所：鳥せい本店
　　　京都市伏見区上油掛町186（075-622-5533）
　　　京阪電車　伏見桃山駅　または
　　　近鉄京都線桃山御陵前駅から徒歩8分
　　　JR奈良線　桃山駅から徒歩15分
会費：女性　5000円　　男性　7000円
　　　（当日会場で頂きます）

～2016年「29期同窓会」のご案内～

前列左から的場克嘉先生、両部実先生ご夫妻、南野（釈）弘雄先生、
最後列右より3人目寺下紀男さん

放題の自堕落な生活に経過をゆだねているだけ
…、ということになる。
　こんなこともあってか、同期会やいろいろな
知人との飲み会などは人と交わる好機などで大
切にしている。
　中学校同窓会の主幹事を務める身には、27期
幹事の皆さんにはいつも感謝の思いでいっぱい、
今回もありがとうございました！！

＊27期幹事　　今回、体調不調のなか、両部先生は奥様と
ご参加して頂きました。ありがとうございました。お大事
にして下さい。次回開催日時は2017年６月第４日曜日に決
まりました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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前列左より3人目　山本彰良先生、南野（釈）弘雄先生

　同封のハガキにご記入のうえ３月末日までお
送りください。
＊住所・電話番号など個人情報は厳重に管理い
たしますが気になる方はその旨ご記入ください。
連絡・問い合わせは29期幹事までお願いします。
平沼富子（090-6666-7150）
村上博章（090-9988-2539）
松田秀樹（090-3272-7868）

追記
　会場近辺には伏見の酒蔵（月桂冠、黄桜かっ
ぱなど）や竜馬ゆかりの竜馬通り、寺田屋など
見どころがたくさんありますので、時間に余裕
のある方は早めに来ていただき散策、見学され
ることをお勧めします。

2016年１月　吉日

　平成27年８月29日（土）午後１時よりプラザ
オーサカに於いて同期生27名（遠くは岐阜、和
歌山、名古屋方面から）と、恩師、山本先生、
南野（釈）先生にご臨席を賜り総数29名で３年
振りの同期会を開催しました。
　大変悲しく残念なことですが亡くなった同期
生、そして、一昨年９月に上田俊穂先生、今年

第3回 北辰30期会「三十乃会」開催
～岐阜、名古屋から先生2名含め、

29名で集いました～

３月に本多丕寿先生もお亡くなりになられまし
た。物故された同期生と両先生のご冥福を祈り
黙祷致しました。
　今回、初めて参加された人にとっては44年振
りの再会となりました。お互い外観はおおきく
変わりましたが、あの青春時代に戻り話に花が
咲きました。又、山本先生、南野先生には貴重
な見識を賜り充実した時間となりました。
　なお、今回参加出来なかった友より次会こそ
はとの嬉しい連絡も入り、世話人一同も次会を
楽しみしています。
　末筆になりましたが同期会開催に当たり、北
辰会会長、事務局の皆様のご支援に感謝致しま
す。

世話人一同（谷垣、塗家、赤松、堀田）

途上人KITANO
第20回夏山例会「剣山登山と
東洋のマチュピチュ探訪」

世話人　26期

兼田　吉治、小河原　京子、梅谷　武
うめたに たけしおがはら きょうこよしはる

　西日本で2番目の高峰である剣山(1955m)は修
験道の山として古くから知られ、整備された山
道は中高年の私達にも360度の展望を楽しませて
くれました。
　そして、明治から大正・昭和にかけて標高
750mの山中に存在した別子銅山天空のまち「東
平(とうなる)」は、東洋のマチュピチュと呼ばれ、
重厚な花崗岩造りの産業遺産が山深い緑の中に
日本黎明期の証として静かに眠っていました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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途上人KITANO
2015年の忘年会を開催しました

世話人　26期

兼田　吉治、小河原　京子、梅谷　武
うめたに たけしおがはら きょうこかねだ よしはる

　平成26年12月5日（土）　途上人KITANO 2015
年 忘年会を「四季自然喰処たちばな 道頓堀本店」
にて開催しました。今年も山田先生に参加して
頂きました。富山市から参加の岡田夫妻、輪島

　2015年7月30日(木)～ 31日(金)。途上人KITANO
第20回例会に参加した総勢20名は、快晴に恵ま
れて前記四国の自然と明治の産業歴史遺産を楽
しみました。
　初日は、AM7:30に観光バスでJR大阪駅前を出
発し淡路島経由高松道へ。JR比地大駅で四国在
住の上村はるらさんと合流の後、松山道を一路
「東洋のマチュピチュ」へ。
　天空の歴史遺産と呼ばれる「東洋のマチュマ
チュピチュ」では、最盛期には5,000人が働き、
海抜1,000mの山中に明治26年に日本最初の山岳
鉱山鉄道が走ったという、ドラマ性と神秘性に
満ちた数々の苔むした遺跡を専属ガイドの案内
で探訪。
　その後、端出場(はでば)とよばれる銅鉱石搬出
駅跡では、観光坑道に入り江戸時代から近代ま
での別子銅山を体験観光しました。
　猛暑の中ではありましたが明治・大正期に日
本の近代化に貢献した歴史遺産に触れて感動で
した。
　宿泊は美馬町の湯屋・美馬館。美味しい食事
を頂き宴会とカラオケを楽しみました。
　２日目は今例会の主目的である剣山登山です。
ホテルをAM6：30に出発。登山口である見の越
(1457m)には8：30に到着。見の越登からは登山
リフトに乗り標高差330m、延長830mを15分で山
頂西島駅(1710m)に着く。リフトの足下にはクガ
イソウや日光キスゲが咲き15分がアッという間
に過ぎました。
　仁張さんが膝の具合が悪くこの駅で待つとの
事、山頂駅横で四国山脈をバックに全員で記念
撮影。その後は整備された尾根コース登山道を
登る。15分歩き３分休憩のピッチで歩きゆっく
りと進む。しばらく進むと剣山の語源となる安

徳天皇が山頂に宝剣を納めた際に休んだ場所と
言われる「刀掛けの松」に着く。見晴らしがいい。
　しばし休憩の後、剣山本宮宝蔵石神社を目指
し10:00に着く。ここから頂上までは整備された
木道を250m。皆さん元気に登頂した。四国第二
の高峰山頂で360度の展望を楽しむ。
　宇羅さんが手塩にかけて育てたミニトマトを
味わい、記念撮影の後に同じ尾根道を下山。見
の越から50分ほど走った山麓のつるぎ温泉で汗
を流し生ビールで乾杯。昼食を頂く。
　上村さんとJR穴吹駅で別れ、その後「うだつ
町並み」と「あんみつ館」を観光。うだる暑さ
でしたがボランティアガイドの説明を拝聴し、
「うだつが上がる」でお馴染みの“うだつ”の真
髄と街並み保存のご苦労を知りました。
　16：30に脇町ICから徳島道に入り、淡路・阪神・
中国道を経由して19時に無事JR大阪駅に着き解
散しました。
　尚、帰路バス中での検討により、忘年会は12
月５日17時から開催。次回登山例会は2016年11
月10日(木) ～ 11日(金) 蒜山高原散策に決まりま
した。皆さん健康に留意して元気に再会するこ
とを誓い合いました。

別子銅山遺跡にて
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から参加の宇羅さんを始め、最近体調が良いと
顔を見せて頂いた上村加代子さん、夏の四国剣
山以来の笑顔、１年ぶりの人など18名が集い、
近況を語り合いながら楽しくお酒を頂きました。
２次会では有志６名カラオケで盛り上がりまし
た。
　2016年の金剛山雪中登山は２月５日（金）に
決まりました。会員の皆様ご予定下さい。

　2015年10月28日～ 29日、北辰会24期～ 26期
の有志で、京都南丹市の“かやぶきの里”およ
び京北“常照皇寺”の散策と「芦生の森 ネイチャー
トレッキング」を楽しんで来ました。
　常照皇寺では菊の御紋に守られた650年の歴史
の中の静寂を感じ、かやぶきの里では国の重要
伝統的建造物群保存地区の歴史的景観の中に身
を置き、日本の原風景を楽しみました。
　宿泊には180年前に建てられたかやぶき古民家
を選び、地元特産鍋を肴に飲み、朝霧の中のか
やぶき群を楽しみました。
　待望の芦生の森トレッキングでは、ブナやト
チの巨木がある由良川の源流域を歩き、手つか
ずの天然林の中での森の再生や、動物、昆虫な
どの生態系の豊かさを体感しました。

26期　小池　貞男
こいけ さだお

くりもと としひこ

１泊２日、京都南丹「かやぶきの里」散策と
「芦生の森トレッキング」を楽しみました

かやぶきの里にて　右より2人目：小池さん

桜花、新緑の中の美男美女
左から　栗本さん、後藤さん、山田先生、羽柿さん、小河原さん

１．日　程：2015 年４月 22 日 ( 水 )　晴れ
　　コース：近鉄鶴橋駅ホ－ム集合－（信貴線）
　　－服部川駅－立石越－高安山－
　　信貴山－（バス）－JR王寺駅－
　　（関西本線）－解散
２．参加者：山田先生、羽柿、後藤、小河原、
　　　　　　栗本
　前日昼頃、突然小河原さんからの電話！！　
デ－トのお誘いかと思いきや、なんと明日生駒
山系に山田先生たちとハイキングに行くので、
付き合えとのこと。
　久しぶりに先生にも会えるので、喜んで参加
をさせてもらいました。
　近鉄信貴線の服部川駅から民家の間を通り抜
け、十三峠に向かう予定が、なりゆきでいつし
か高安山への登山道に入り立石越へ、その付近
でお弁当タイムをとり、その後、ドライブウエ
イに沿うように続くハイキングコ－スを、高安
山～信貴山へと辿り、バスでJR王寺駅に出て、
お好み焼きとビ－ルで反省会を行いました。
　参加者の皆さん、気さくで楽しい方ばかりで、
ゆっくりペ－スでしたが、楽しい一日となりま
した。
　コ－ス途中では、ウラシマソウ、ホタルヅル、
アマドコロなどの山野草が咲き、また新緑とボ
タン桜がとても美しく青空に映えて印象的でし
た。
　また、ハイキングなどの計画があれば、参加
をしたいと思います。

26期　栗本　俊彦

北辰ファミリーハイキング記
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事務局からの報告

　2016年６月９日（火）18時～ 21時、十三東の
居酒屋「こがんこ」にて向畦地校長、寺尾教頭、
山内事務長、北辰会は岡田副会長以下北辰会常
任幹事メンバー８名の合計11名が３時間歓談を
楽しみました。古城会長は体調不調で欠席され
ました。
　最初に、岡田副会長は挨拶で4月の表敬訪問や
今回の懇親会開催のお礼と、「北辰会ＨＰ」、北
辰会資料室、総会でのサポートに謝意を述べら
れました。校長先生は開口一番、北辰記念碑に
刻まれている、校歌「ゆうべの星」に感銘を受
けた。校歌を聞きたいと気持ちを込め挨拶され
ました。
　食事をしながらの懇談は教育、入試、子育て、
大きくは日本人の民族性等々それぞれが日頃感
じている事を話題に大いに盛り上がりました。
　自然に忘年会の約束が出来上がった懇親会で
した。
　最後に校歌「ゆうべの星」を斉唱して再会を
約しお開きとなりました。

＊酒井初代会長お嬢様渡辺佐知子さまから初代
会長の本など多量の遺品を頂きました。私の頭
には北辰記念室にコーナーを設けられたらとい
う思いがあります。
　お嬢様からは昨年も多額の賛助金を頂きまし
た。お礼の話の中で酒井初代会長の奥様と井戸
先生の奥様は姉妹だと言われました。
＊12期、故金田　正道さま、奥様登喜子さまか
らからお礼と賛助金を頂きました。
＊10期、北野洋三さんから賛助金を頂きました。
北野さんはリハビリしながらＰＣで自分史に取
組まれ頑張っています。その一部は会報20号こ
の人ありで紹介させて頂きました。

＊事務局　上記の皆様に直接お礼の電話を致しました。

北辰会事務局　前田　直人
まえだ なおと

北辰会と北野高校関係者との懇親会
～校長先生、「ゆうべの星」に感銘～

　2015年5月27日、ご逝去
されました。謹んでお悔や
み申し上げます。
　佐々木さんがお亡くなり
になる1週間前、私にお電
話が有りました。
　「お世話になったなあ～、
筋委縮性側索症だ。今度はダメみたいだ。東京
北辰会は後の人に頼んであるから本部でも宜し
くお願いだよ」これが私への最後のメッセージ
となりました。
　４年前より腰部脊柱管狭窄症を患い、リハビ
リ、手術で頑張ってこられました。

北辰会事務局　前田　直人
まえだ なおと

故佐々木幸政さん（12期）の思い出
～まさに北辰人でした～

ご遺族様と先輩へのお礼
～遺品、賛助金頂きました～

窓側手前より3人目、山内事務長、向畦地校長先生、寺尾教頭先生、
手前より3人目、岡田副会長

　紅葉が進む森の中では直径１m程の巨木が何本
も根本から倒れており、微生物により５年で土
に帰り森が再生するとの事でした。

　２日間でしたが京都の自然の中に身を置き、
今後も人生を元気に楽しもうと話して家路につ
きました。
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　私が先輩を知ったのは2004年東京北辰会再建
以後です。お会い出来たのは3回位です。お互い
会議の準備で忙しくお話出来ませんでした。し
かし、電話やメールでのやり取りは大阪の事務
局並みに取り合いました。「東京北辰会会報」や
「北辰会会報」の準備でお互いに助け合いました。
また、先輩には若い私を立て、励まして頂きま
した。
　先輩は東京北辰会の要の存在で有りました。
パソコンも年配になられて取り組まれ、ものに
されました。病気になられても考え、生活も私
たちに身をもって示されました。まさにガッツ
溢れる「北辰人」でした。
　私は北宸Ⅳ「はるけき流れ」で先輩の紹介文の
最後に何時までも一緒に元気で北辰会で活動致
しましょう。と結びました。本当に寂しい限り
ですが「澪の彼方で」見守って頂ける方になり
ました。

合掌

　昨年7月、「北辰会ＨＰ」で北辰会26期生 直嶋
正行さん (参議院議員) が神戸大学客員教授とし
て学生さんを対象に講義された初回講座 「『次の、
日本。』政治の責任と政策」の講義録を紹介させ
て頂きました。
　第2回目の講義録は同、11月、「北辰会ＨＰ」

北辰会事務局　前田　直人
まえだ なおと

直嶋参議院議員（26期）の神戸大学での
講義録を「北辰会ＨＰ」へ掲載

～「北辰会ＨＰ」の中で1番多く読まれた記事～

　総会中間年に当たっていますので心苦しいこ
とですが皆様から多数のご支援、北辰会活動資
金をお願い致します。詳しくは会報22号最後ペー
ジに掲載している「賛助金、北辰会冊子北宸Ⅴ
予約の依頼文書」を読んで下さい。

「賛助金運動」にご支援を

　北辰会ＤＶＤ「燦然と輝く希望の星」の文書版
とし、北辰会とその活動、北野高校定時制、北
辰会の先達、同期会、同好会、など北辰会を纏
めたものになります。

１．編集長は　前田直人（25期事務局長）、編集
体制は事務局、常任幹事を中心とします。適
宜サポーターを募ります。　　
２．発行は2018年北辰会総会とします。
３．１冊　１千円、　2016年北辰会報22号で予
約受付します。会報22号最後ページに掲載し
ている「賛助金、北辰会冊子「北宸Ⅴ」予約
の依頼文書」を読んで下さい。
４．サイズはA5(148×210) 、300ページ位、「ゆ
うべの星」、「はるけき流れ」と同じ規模を考
えています。
５．題字は29期竹本治男（書道家）さん、表紙
カバーは事務局次長の26期兼田吉治さんに担
当して頂きます。

北宸Ⅴ　仮題「ほたるに雪に」
サブタイトル～永遠に輝く北野高校定時制北辰会～

の予約受付について

ヒアリング中の直嶋さん

へ掲載させて頂きました。
その内容は『政治家として今、伝えたいこと』　
Ⅰ．世界と日本で起こりつつある大きな変化
Ⅱ．日本がなすべきこと
Ⅲ．政治の責任と役割
です。
　私達北辰会会員も若者に負けないよう意欲を
高めて頂きたいとの思いからでした。ぜひお読
み下さい。



2016年３月25日発行 21北 辰 会 報

2016年幹事会報告
一．人事（敬称略）
１．役員の異動　　幹事会承認案件です
　　辞任　会長　　18期　古城具祐
　　　　　　　　　（参与に就任されます） 
　　昇任　会長　　18期　岡田多聞
　　　　　　　　　（副会長より）
　　　　　副会長　26期　小河原京子（常任幹
　　　　　　　　　事より、事務局次長は兼任）
　　　　　
２．幹事、事務局について　幹事会報告事項です。
　　　　　幹事新任　14期　　岡本 文子
　　　　　事務局東京担当新任　
　　　　　　　　　　20期　　小林　利夫
　　　　　事務局　企画担当
　　　　　　　　　　26期　　岡田美乃利
　事務局員年齢高齢化により体調不良、介護な
どの家庭事情、パソコンからタブレットへ移行
など補充不足もあり事務局の力量は低下してい
ます。追加補充に努めます。　

3．学校人事について（2015.4.1着任）
　校　長：向畔地　昭雄　伯太高校校長より
　教　頭：寺尾　光弘　交野高校教頭より
　事務長：山内　義雄　長吉高校事務長より

　原田恵子校長　　退職
　浅尾悦司教頭　　転出（西淀川高校教頭）
　田中功治事務長　退職（再任用：北野高校主査）

二．会計報告（23頁、北辰会2015年会計収支表
　　参照して下さい。）
１．全体の報告　収入合計　351万5613円、  
支出小計　85万7293円　繰越金（郵便貯金）
115万8320円（郵便定期貯金）150万円
支出合計　351万5613円
2016年への繰越金は265万8320円です。

　　収入、支出とも予算通り進みました。
２．賛助金　６名の方から４万９千円戴きまし
た。

３．書物売上げ　27期会より１万１千円ありま
した。

４．大きな支出　会報発行費50万円、事務所維

持費15万６千円、役員活動支援金４万１千
円、事務用品２万９千円、幹事会会議費９
万３千円など　　

５．会報発行　約10万円減額しました。総会関
連の印刷が無くなったため。

６．繰越金　予算より28万円増えました
７．2016年の支出予定　会報発行費65万円、組
織活動費23万円、会議費10万円などほぼ
2015年同規模支出を予定しています。年間
予算概 98万円を見込んでいます。

８．2017年への繰越金予定は167万円です。これ
は2017年北辰会活動資金になります。2018
年への繰越金の見込みは69万円です。これ
では資金不足になりますので今年、2016年
賛助金活動に取り組みます。

　　　　　　　
三．住所確認作業について
１．会報21号戻り調査と確認作業を行ないまし
た。

２．2015年21号は32件の戻り在り。電話、ハガ
キの2段階の調査結果、

３．26名の会員名簿削除。6名の方の新住所を確
認しました。

４．戻り数も１％。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。

四．「北辰会ホームページ」について
１．北辰会の会員をつなぐ役割を考えています。
２．31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を担います。

３．母校ＨＰの北辰会コーナーとの兼合い。
　・母校ＨＰでの北辰会コーナーは母校ＨＰが
残る間保存をお願いします。（母校へ要請済
み）

　・北辰会ＨＰは北辰会が存続し、運営責任者
がいる限り残ります。期間限定です。

　・母校ＨＰと北辰会ＨＰはお互いにリンクさ
せています。（実施済み）

４．更新は事務局に原稿が届き次第更新してい
ます。画像の受付もします。

　・活動紹介等は、1～２枚の写真と２～３行の
内容説明を頂きましたら事務局にて作成し

むかいあぜち       あきお

てらお   　 みつひろ

やまうち　    よしお
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閲覧月

閲覧者数

ＨＰへは毎月1500～2000人の方々がアクセスされ、閲覧して頂いています。

1月

1477

2月

1549

3月

1774

4月

1867

5月

1591

6月

1567

閲覧月

閲覧者数

7月

1849

8月

1914

9月

1622

10月

1978

11月

2085

12月

2050

て掲載します。
　・同期会や行事の開催案内や活動紹介に活用
して下さい。

　・作成して頂いた資料はそのまま掲載するこ
とができます。

５．2015年の閲覧状況

６．北辰会ＨＰへの掲載状況
　・会員皆様からの投稿記事、写真など2015年
は34本（2014年は30本）を掲載させて頂き
ました。

　・事務局からも北辰会活動報告を多数掲載さ
せて頂きました。同期会の状況も情報が届
き次第掲載しています。

五．賛助金活動について（最終ページをお読み
下さい）

１．2016年は賛助金を頂きます。１口３千円以
上をお願い致します。目標額は200万円とし
ます。

　　これで2016年、2017年の2年の活動資金にな
ります。2016年繰越金265万円＋賛助金200
万円で465万円となります。2016年から
2017年で200万円の活動資金を賄います。
2018年への繰越金予定は265万円になりま
す。これで2018年総会と北辰会冊子「北宸Ⅴ」
を作りあげます。

２．併せて、「北宸Ⅴ」　仮称「希望の星、北辰会」
の予約受付を致します。１冊１千円です。

３．北辰会の力量低下で今年の賛助金運動は170
万円に届くか分かりませんができるだけ多
数の方に多く頂き北辰会と会員皆様の将来
のために頑張ります。皆様のご支援をお願
い致します。

六．北辰会冊子「北宸Ⅴ」について（最終ペー
ジをお読み下さい）

１．仮称タイトルは「ほたるに雪に」サブタイ
トルは「～永遠に輝く北野高校定時制北辰
会～」など先の北辰会ビデオの冊子版にな

ります。北辰会の纏めになります。
２．編集長は北辰会事務局　前田直人が当たり
ます。編集部の体制は事務局が当たり、前
回の編集体制より体力が落ちているので前
回並みの体制を目指します。

３．サイズはA５（148×210） 、300ページ位、
「ゆうべの星」、「はるけき流れ」と同じ装丁
になります。

４．発行は2018年総会に合わせます。今回の北
辰会報22号で予約受付を致します。

七．同期会、同好会開催状況と予定、事務局把
握分

９期　開催日時：2015年５月30日　場所阪急ター
ミナルビル　有馬　６名の参加。

13期　歩こう会年間10回予定、今年は8回予定し
ています。夏、冬は無し。予定表はホームペー
ジにも掲載します。参加者は毎回6～8名位、
参加者は13期幹事さんか事務局まで。

18期　2015年は３月８日に十三の「こがんこ」
で22名で開催しました。今年は３月６日、
上記場所にて25名で開催しました。

19期　10月24日　場所：北新地　木曽路にて　
南部先生を含め、18名の参加がありました。
今年の幹事は平子浩一さん、森田美和子さ
んです。

24期　2015年５月13日～ 14日浜坂ツアー　先生
２名を含み20名で開催しました。今年の５
月10日（火）１泊、「国民休暇村近江八幡」
で開催致します。

25期　2016年開催予定しています
26期　2015年10月17日　　大阪新阪急ホテルに
て先生１名含む35名で開催しました。

27期　2015年５月24日　　十三　がんこ　　先
生４名含む　26名で開催致しました。

29期　2016年４月15日（金）京都宇治で開催致
します。

30期　2015年10月18日　ホテルプラザオーサカ
　29名の参加で開催致しました。

途上人KITANO
①　四国　剣山と東洋マチュピチュ探訪　７月
30日～ 31日　20名参加でした。

②　忘年会　12月５日「四季自然喰処たちばな
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　岡田新会長船出の北辰会報です。2018年
の北辰会総会へ向けて、賛助金運動、冊子
「北宸Ⅴ」、「北辰会ＨＰ」、同期会、同
好会などの北辰会活動が会員の皆様の元気
の源と絆の役割を担うのが北辰会報です。
皆様の風を帆一杯頂き順風満帆の船旅にな

編
集
後
記

るようなご支援をお願い致します。
　今回の会報22号は９期同期会の開催に力
を注いだ増野博司さんを紹介しました。真
面目な会員が多い中、ユーモアと頭の柔ら
かさを頂いて下さい。

事務局一同

道頓堀本店」にて18名で盛り上がりました。
③　2016年の例会は11月10日(木) ～ 11日(金)　
蒜山高原散策を予定しています。　

④　金剛山登山会、２月４日、雪中登山10名の
参加、春、秋の植物観察は大雨のため中止。
2016年の雪中登山は２月５日（金）を予定
しています。

北辰ファミリー　信貴山ハイキング　４月22日
　　５名参加で楽しみました。
24期～ 26期有志　芦生の森トレッキング
　　10月28日～ 29日　８名で参加し楽しみまし
た。

八．2016年活動方針
１．賛助金運動の成功、
２．「北辰会HP」の充実
３．幹事の３名体制。

４．名簿の整理、12期以降20期まで同期会開催
の無い期を中心に整備します。

５．役員、事務局による、同期会、同好会への
サポートを強める。

６．北辰会冊子「北宸Ⅴ」の準備
７．北辰会員のメール取得者を同期会で把握に
努める。

８．母校関係者との協力関係を深めます。
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）
     　 教　師　　　小濱　　力（2015.1）
　　　　　　　　　本多　丕寿（2015.3）
　　　事務局次長待遇
　　　　　　12期　佐々木幸政（2015.5）
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一、賛助金について

　平素は北辰会活動に暖かいご支援を頂き感謝しています。

　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運動対象年となっております。

　皆様からの賛助金とご支援のお陰で、会報の配付、最近では４年毎に開催される総会の準備、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。

　１昨年は北辰会総会を開催致しました。北辰ＤＶＤ「燦然と輝く希望の星」を皆様にお届けする事

が出来ました。又、「北辰会ＨＰ」も順調にその存在感を発揮しています。

　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。

　2014年賛助金運動では502名の皆様から総額240万円程頂きました。有難うございました。

　北辰会の１年間の支出は約100万円位です。この内、主な支出は50万円の会報発行費です。2,000人

の会員皆様へ送付されています。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。

　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。

　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。

　2016年、2017年の2年間　　活動費　200万円位を見込んでいます。

　　賛助金　200万円　　目標とし、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。

二、北辰会冊子「北宸Ⅴ」について

　北辰会冊子「北宸Ⅴ」予約をお願い致します。

　この北辰会冊子「北宸Ⅴ」は先に発行した北辰会DVD「燦然と輝く希望の星」の冊子版に当たります。

　私たち北辰会の人々と活動の歩みを冊子に残すものでA5版300ページの予定です。

　発行は2018年春の北辰会総会時を予定しています。皆様のご予約をお待ち致しております。

　　１冊　１千円　　です

＊ 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6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、ご購入希望の方はご連絡下さい。

北 辰 会 会 長　 岡　田　多　聞
北辰会事務局長　 前　田　直　人

北辰会賛助金（運営資金カンパ）と
北辰会冊子「北宸Ⅴ」予約受付のお願い

2016年３月吉日


