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同窓の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

私の任期中の最大目標である若手会員の入会の糸口

を見出すべく、本年の 5 月 22 日神崎川河川敷におい

てバーベキュー大会を開催し、若手会員と交流を深め

ることができました。結果内容は総会時に報告します。

本年は同窓会 30 周年記念の年であり各回幹事が一致

協力し、すばらしい同窓会にしたいと思います。楽し

みにして下さい！

今後の西高同窓会の更なる発展のため、皆様のご理解、

ご指導、ご協力をお願い申し上げます。

長崎西高関西同窓会

会長 久米 隆（21 回卒）

関西同窓会発足３０周年記念の開催です。多くの方が参加されますようお願いします。

 開 催 日：平成 23 年 9 月 10 日(土)

 開催時刻：受付開始 13:30、 総会 14:00～14:30、 懇親会 14:30～16:30

 開催場所：ホテル大阪ベイタワー （４階ベイタワーホール）

〒552-0007 大阪市港区弁天 1-2-1 TEL:06-6577-1111

会場へのアクセスは本誌裏表紙をご参照ください。

 参 加 費：一般会員 10,000 円、31 回卒以降の会員 5,000 円、学生 無料

 ご招待する恩師：久布白 洋 先生

 出席申込み

 同封の郵便振込用紙でお支払ください。（締め切り：8 月 31 日（水））

 準備の都合上、事前の振込みをお願いします。

 9 月 5 日（月）17:00 までにキャンセルのお申出をいただけば、全額返金い

たします。

30 周年記念総会・親睦会に際して、長崎西高同窓会さまより、寄付をいただきま

した。“自律の園”の製作および記念総会の開催費用に充てさせていただきました

ので、ご報告いたします。ありがとうございました。
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ご

久布白先生から自己紹介のお手紙をいただきましたので、そ

の一部をご紹介いたします。

西高在籍は昭和 57 年 4 月から平成 4 年 3 月、ご指導いただ

いた教科は保健体育、お世話になった生徒は 35 回卒から 46 回

卒、部活は野球部顧問を担当され、昭和 57 年から平成元年ま

では監督を、平成元年から 4 年までは部長をお勤めになられま

した。在籍中のトピックスとして①赴任した昭和 57 年 7 月の

長崎大水害で公私共に大わらわしたこと、②昭和 60 年夏合宿

中の日航ジャンボ機墜落事故に続き、スペースシャトルチャレンジャー爆発、ソ運チ

ェルノブイリ原発事故等の続発に憂慮したこと、③昭和 62 年 2 月専用野球場建設打診

から係わつて来た長崎西高第 2 運動場が竣工したことなどを挙げておられます。

現在、月 2 日程度 NHK 学園高校鎮西協力校の非常勤講師をお勤めするかたわら、

日常の家事手伝いを積極的にこなし、大型自動二輪で近県のツーリング、水彩画グル

ープでの活動、時々“孫遊び“などで有意義なＯＢ生活をお過ごしとのことです。

ちなみに、先生は山里小、山里中、長崎西高、長崎大学の卒業生で生粋の西高同窓

生でもあられます。

小山曙美さん（元校長）からのメッセージ

西高ＯＢとして西高の校長を務められた小山さんに、関西同窓

会 30 周年を記念してメッセージをいただきます。小山さんは

9 回卒です。

石山ひろし＆北洋子歌謡ショー

いわずと知れた元関西同窓会会長石山博康さんが歌手へのメ

ジャーデビューを果たされました。北洋子さんとのデュエット

曲「まちぼうけ」その他をご披露いただきます。

表紙の作画について

表紙 ～長崎ぶらぶら～
一歩一歩、歩みを重ねるうちにこの会も 30 年の月日が流れた。試行錯誤の道程であったが、

またたく間にすぎてしまった感がある。表紙絵も 20 回程掲載してしまった。
長崎には名所・旧跡が数多くあり、どこを観ても故郷の匂いがするものばかりである。眼鏡橋、

英彦山からの月の出、石ダタミ、出島、鶴の港等々。
今回はポスター風にこれらを図案化し、合わせて「W」と「３０」もイメージしてみた。

題字と絵：艶島久男＜７回卒＞
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梁瀬 健（4 回卒）

昭和 23 年秋、新制高校が発足するとき、

私は旧制中学の 3 年生であった。長崎市

内の 2 つの中学校、2 つの女学校が一緒

になり、長崎東、長崎西の２つの高校に

再編成された。これは市内を流れる中島

川によって、東と西に分けられたのであ

る。昭和 24 年春、西地区に住む私たちは、

無試験で長崎西高の 1 年生となった。思

えば 62 年の昔である。この頃のことを再

現しようとしたら、時代考証が必要とな

るほどである。竹の久保校舎の 2 階建て

の新校舎は一棟しかなかったが、この校

舎に学んだ私たち 4 回生が最初であった。

私たちが在学中昭和 26 年に、野球部は甲

子園夏の大会に出場した。歳月は水のよ

うに流れ、昭和 56 年、母校は再び夏の甲

子園に出場した。その相手は、後に西武、

巨人で活躍した工藤投手を擁する愛知県

の名電工であった。さすがに相手は強く、

ゼロ敗を喫してしまったが、このとき、

関西在住の西高卒業生はこぞって応援に

繰り出したことは記憶に新しい。そうし

て、これを機に長崎西高関西同窓会が発

足することとなった。年 1 回の同窓会総

会には、常時 100 名を越す会員が集まり、

長崎からは校長先生や恩師の先生方をお

迎えした。

同窓会の運営には、会員の協力はもち

ろんであるが、そのリーダーが必要であ

る。これまでの私の経験では、どのよう

なグループにも、50 人いれば必ず 1 人や

２人のリーダーが自然に出てくるもので

ある。私が会長を務めていたときには、

川内工一氏（14 回生）が実質上のリーダ

ーであった。今の同窓会の基礎は、実に

川内氏によって築かれたと云っても過言

ではない。同窓会にリーダーが必要なこ

とは明らかである。私たち４回生の中に

も、そのようなリーダーが２人いた。今

道進、川下保彦の両氏である。その今道

氏は先年急逝し、川下氏は体調不良とな

ってしまった。４回生の同窓会に限ると、

出席者は数名の淋しい現状である。一昨

年、長崎で４回生の同窓会を開いたが、

このときは 120 人近くの出席者があった。

同級生 500 名中、すでに物故者は 100 名

となった。私たちはすでに老いた。私た

ちより若い世代で、長崎西高の同窓会を

更に盛り上げていただくよう、切に希望

する。

邉見 武彦（9 回卒）

西高生に有名な遅刻坂を歩いたのは何

年前であったろうか。私が関西同窓会会

長をお引き受けし、しばらくして西高創

立 50 周年記念の式典が母校で行われた。

卒業して約半世紀を経ての西高訪問は、
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卒業後初めての訪問でもあった。タクシ

ーで遅刻坂の下まで行き、記憶をかみし

めながら西高正門までついた。正門前に

立っておられた有名なターマン先生のお

顔が浮かんだ。校舎のつくりも全く変わ

り、以前図書館があった付近の様子も変

わっていた。小谷校長、1 年担任の林田

宗光先生、受験の時、ご指導頂いた 3 年

担任の原田新衛先生のお顔が浮かんだ。

私はこの学校に昭和 29 年から 3 年間

学び、そして長大医学部へと進学した。

大学、大学院で学んだあと、しばらくし

て、縁あって大阪の病院に勤務した後、

約 30 年前に豊中市で開業し、今日に至っ

ている。人生の前半分が長崎で、後半生

が大阪でということになる。関西同窓会

は西高野球部の甲子園出場を契機に作ら

れているが、結成に際しては、川内さん

はじめ、会の運営に熱心な若手（といっ

ても今はずいぶん年配となられたが）と

故人となられた今道さん等先輩、中堅の

優れたチームワークがあってのことであ

ったと思っている。この会に私も出来る

だけ毎年出席しているが、この中に入る

となんともいえないような温かい雰囲気

を感じる。体育系の皆さんが元気に会を

盛上げてくれて、元気をもらって帰る。9

回卒も 70 歳を超え、この会に大変熱心だ

った、福原君や清水君もすでに故人とな

られた。お二人とも高校時代から大変元

気のいいかただっただけに、残念である。

関西同窓会にもっと女性の参加を呼びか

けようという意見も多くあった。また、

若い人たちにもこの会があることを積極

的に広報して、参加してもらうというこ

とも以前からあった。現実にこれを進め、

参加される人たちがさらに増えることを

念願しています。

眸をあげよはて遠く・・・愛唱する校

歌とともに、関西同窓会が西高出身者の

心のオアシスとして、これからも発展す

ることを祈っています。

後記

東日本大震災の痛ましい報道が続き、

この原稿が大変遅れましたことをお詫び

します。また、この大震災で亡くなられ

た方々に、こころより哀悼の意を表しま

す。 平成 23 年 4 月 10 日

■男は、一度九州を出よ■

石山 博康（11 回卒）

「男は、一度は九州を出よ。それから

長崎に帰ってくるのはよいが、最初から

長崎の中なんて、小さいことは考える

な。」2 年生の担任に言われた言葉が、そ

の後の私の人生を決めた。

大阪の大学を卒業して、そのまま大学

の事務職に。爾来 48 年。思えば長い年月

を母校の発展と共に歩いてきた人生だっ

た。財務局長のまま、60 歳で定年を迎え

るつもりでいた。ところが、東京のど真

ん中、東京駅の真ん前に「関西大学東京

センター」を発足させることになり、「お

前に任せる」と言われて一年の予定で単
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身、東京へ出ることに。だが、この原稿

が掲載されるころには 9 年目に入ってい

ることだろう。

苦労の連続だった。関西以西に強い大

学なので、それまで東京という存在の重

要性を軽く見ていたせいかもしれない。

関西では考えられないくらい知名度のな

さに、驚く。「大学の知名度を上げる」と

いう目標に向けて、慣れない東京の慣れ

ない言葉と環境の中で、全力を傾けた。

時間はかかっても、多くの人にセンター

を利用してもらうことで「口コミ」によ

る知名度の向上をはかることにした。

初年度は年間 800 人弱のセンター利用

者が、現在は 8000 人超になった。本学

の学生である、フィギュアースケートの

高橋大輔君や織田信成君の活躍もあって、

高校生調査では全国の大学の中でも上位

8 位にランクされ、東京での知名度は大

幅に上がった。

この 8 年の東京暮らしは、また、私に

大きな変化と褒美をくれる結果となった。

紙数の関係で詳細は省略するが、ひとつ

は「沈黙は金」という考えから「有言実

行こそ金」に変わった。つまり、自らの

意志と目標をさらけ出すことで自分にプ

レッシャーをかけ、実現を目指す積極性

を身につけたこと。ふたつは、「歌手」「作

詞家」「作家」と、それまでの自分では考

えもしなかった道に踏み込み、「プロ」と

しての評価を得たことである。

それもこれも、高校生活を送った熱血

多感な時期に、私に西高スピリッツとい

うＤＮＡを埋め込んでくれた、「長崎西

高」との出会いがあったればこそである。

■西高よ何時でも来い甲子園、待ってるぞ■

今里 政彦（１６回卒）

私が会長を仰せつかった３年間は、事

務局の坂上君のアドバイスもあり､総会

をリッツ・カールトンで開催させていた

だきました。ラグジュアリー・ホテルで

開催すると、出席者も良い気分になり、

ほかの高校の卒業生に自慢も出来るし、

参加者が増えるという理由からでした。

坂上君たちの御尽力もあり、確かに､相応

の効果はあったようには思いましたが、

同窓生を結集するには力不足で、恒例の

「もう一度甲子園出場を」の合い言葉に

戻ってしまいました。

同窓会問題は､若い世代の参加が少な

い、メンバーが広がらない、どこの学校

にも共通の悩みのようです｡個人的な意

見ですが､会長時代を含め西高同窓会に

関わった経験から再認識したのは、同窓

会は、ふるさと長崎や母校西高と我々大

阪で仕事をし生活している者達との、絆

の場だと言うことでした。特に総会では､

年次を超えた関西の同窓生に加え、長崎

からの先生方と最新の西高ニュースを聞

きながら楽しく懇談が出来ますし、ゴル

フも７０歳代の先輩に刺激を受ける楽し

い交流の場です。そこでは、何かあれば､

いつでも仲間に会える、長崎弁で長崎の
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話が出来る、それだけでも十分存在する

価値があるとの確信でした。場があれば､

甲子園に西高が戻ってきたら､すぐ事務

局を立ち上げることが出来ますし､長崎

の同窓会とも連絡がつきます。３０年間

待っていたのですから、これからも、「い

つでも来い甲子園、待ってるぞ」という

のが､西高同窓会なのです。

私も､この６月で長年のサラリーマン

生活を終え現役を退きますが､月数回の

東京への日帰り出張も体にこたえるよう

になっていましたので、丁度良いタイミ

ングでした。これからは、もっと西高の

仲間との交流を重ね、関西同窓会をます

ます発展させながら、気長に後輩が甲子

園に戻る日を待とうと思っています。

■関西同窓会 ３０周年への想い■

山口 修（19 回卒）

はじめに、この度の東日本大震災によ

りお亡くなりになられた方々のご冥福を

お祈り申し上げます。そして、被災され

た皆様のご心痛とご苦労に対し、心より

お見舞い申し上げますと共に、一刻も早

い復興を衷心よりお祈り申し上げます。

同窓の皆様には益々ご清祥のこととお

慶び申し上げます。

昭和５６年夏、「勝つとバイ、負けんとバ

イ！！」の甲子園へ応援に行きました。

負けても、何か、晴々した想いで球場を

後にした記憶があります。早いですね、

もう３０年が経ってしまったとは・・・・・。

会の礎を作られた初代事務局長川内先

輩の計らいで行われる阪急電鉄宝塚寮で

の「鍋を囲みながらの幹事（懇親）会」

を楽しみにしていた頃や、京都嵐山寮で

の「紅葉を見ながらの幹事会」を懐かし

く思い出します。いつも凛としたお姿の

瓊中会の大先輩方。「自律の園」の印刷に

ご尽力された、ラグビー部 OB 故今道先

輩のはにかんだ笑顔。ゴルフ会の発足に

ご尽力された、剣道部 OB 故福原先輩の

仕事力。同期幹事の故南條君、近所に住

んでいた故成瀬君との出逢いも関西同窓

会でした。皆さん同窓の志であり、仲間

です。当時の懐かしい思いが蘇ります。

郷愁と体育会系の流れに傾倒する私は、

仕事上でお付き合いのあった３回卒の三

田村先輩に誘われ第五回総会から参加し

ました。「出逢い一瞬、付き合い一生」を

旨としている私にとりまして、同窓の志

との出逢いは気疲れない、とても楽しい

ことであり、また、有意義でもあり、癒

されるものでもあります。会長をお引き

受けしてから、長崎の宮城会長をはじめ

在京、福岡の会長や幹事の方々との交流

もまた教わることが多々ありました。皆

さんが長崎西高を愛し、各地の同窓会と

の親密な関係と隆盛を願って奮闘されて

おります。

関西同窓会では、久米会長、阪上事務

局長をはじめ幹事の方々が新しい企画で

もって新会員の発掘、絆の呼び戻しを行

っていると伺っております。
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世界中が素早く進化し続けている昨今、

いつどこで何が起こるか分からない地球

環境の中で、家族を想い、仲間を思い、

たまにしか会わないけれど信頼関係のあ

る人々から違う情報や貴重なヒントを得

るのも同窓会ではないでしょうか。「継続

は力なり。」関西同窓会が新しい感性で更

に飛躍するものと期待しております。結

びになりますが、母校西高の益々の発展

を祈念申し上げますとともに、甲子園球

場で再び後輩たちの雄姿が見れる日が来

るのを楽しみにしております。

2011/4/13 大阪空港発仙台行復興臨時

便の機内から撮影

教諭 辻 俊郎 (数学 36 回卒)

平成 23 年度、長崎西高は田川祐治新校

長、新入生(第 66 回生)321 名を迎え、新

たなスタートを切りました。各学年とも

有意義な高校生活の実現を目指し、“鍛え

て伸ばす長崎西”を合言葉に活動してい

ます。学力の充実に加え、各部の活動も

本格化し、朝から夕まで生徒も教師も一

体となって頑張っています。

「自律の像」をはじめ学校全体の佇ま

いは変わっておりませんが、いよいよ耐

震工事がスタートし、現在２棟のプレハ

ブ校舎が建っています。また体育館寄り

の校舎は、およそ４分の１が取り壊され、

私が１年の時のホームルーム教室は無く

なってしまいました。学校活動にも多少

不便さのある状況ですが、生徒達は変わ

らず「西高生」です。何事も自分たちの

手でよりよい方向へ導こうとするバイタ

リティーには圧倒されます。学習、清掃、

部活動などの日頃の校内生活から西高を

代表する行事、運動会・西高祭まで、西

高魂は昔と変わらず、脈々と受け継がれ

ています。

昨年度の部活動についてですが、女子

バスケットボール部のインターハイに出

場、男子バスケットボール部の新人戦優

勝、山岳部女子の高総体準優勝、カヌー

部の高総体男女準優勝など、好成績を収

めています。文化部におきましても音楽

部の九州大会出場、放送部の全国大会出

場、生物部のアメリカ遠征など、全国は

もちろん海外にまでその活躍の場は拡大

しています。西高生が学業だけでなく部
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活動にも一所懸命に取り組み、どの部も

好成績を残していることは、卒業生とし

て大変嬉しく、頼もしいことです。日頃

の部活動におきましては、同窓会の皆様

からの支援も大きな力となっております。

感謝申し上げます。

一方、学業についてですが、本年３月

の進路結果は次のとおりでした。東京大

２名・大阪大 12 名、東工大１名、九州大

40 名、長崎大 52 名、国公立大医学部医

学科 18 名など国公立大合計 210 名、早

稲田大 17 名、慶応義塾大７名など私立大

学にも多数が合格しました。学業におい

ても最後まで粘り強い取組が見られ、彼

らのそれぞれの進学先、さらには社会に

出てからの一層の活躍が期待されます。

将来、皆様のお世話になることもあるか

と思いますが、その際にはご指導よろし

くお願い申し上げます。

関西同窓会の皆様におかれましては、

日頃より母校発展のために熱いご支援を

賜り、心から感謝申し上げます。西高の

文武にわたる活躍を今後とも見守ってい

ただければ幸いです。関西同窓会の皆様

の今後ますますのご発展を祈念いたしま

す。

■男子バスケットボール部■

私たち男子バスケットボール部は、現

在部員３４名、マネージャー３名の計３

７名で、顧問の埴生先生、辻尾先生、Ｓ

ＥＡのクリスティンのご指導のもと日々

の練習に励んでいます。

部 の ス ロ ー ガ ン は 、「 Aggressive

Defense Strong Offense」です。アグ

レッシブなディフェンスから得点を奪う

バスケットスタイルに徹し、チーム一丸

となって、ひたむきにバスケットに取り

組むことです。また、「全国制覇」を掲げ、
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常に九州・全国で上位を目指すことを目 標にしています。

これまでの戦績は、県高総体では、優勝

１１回（昭和２７、２８、３０、３１、

３９、平成５、１３、１５、１６、１７、

２０年）、ウインターカップ県大会では、

優勝７回（平成１３、１５、１６、１７、

１９、２０、２１年）など、全国大会・

九州大会でも活躍しています。また、多

くの先輩達が関東、関西の大学で活躍し、

私たちの目標となっています。

日頃の練習は、第１体育館で行ってい

ます。毎週木曜日はウエイトトレーニン

グや松山競技場での陸上トレーニングで

す。ウエイトトレーニングは専門のトレ

ーナーの指導を受けるなど、体力向上を

図っています。

～長崎西高校男子バスケットボール部「部訓」～

(1)「全国制覇」・・・日本一になりたい

と思わないものはなれない。

(2)礼儀正しくあれ・・・どんな人に対し

ても、どんな場にあっても、通用するの

は人間性。一人一人の人間性が長崎西の

評価を決める。挨拶は人との最初の勝負。

(3)感謝の気持ちを持て・・・自分の周り

の人たちに感謝の気持ちを持て。

(4)時間厳守・・・組織が成り立つ、人の

信頼を勝ち取る最大の武器。

(5)最大の努力をせよ・・・コートに立っ

たら個人の技術、精神力を高めるための

プレーをせよ。

(6)プライドを持て・・・結果とは関係な

く自分のやっている事に誇りを持て。

(7)闘争心を持て・・・今の自分を許すな。

より激しく、強く。勝ち負けの勝負には

とことんこだわれ。男は危機に立って初

めて真価が問われるもの。

(8)上級生は模範となれ・・・コートでは
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上級生、下級生は対等。しかし下級生は

上級生に敬意を払い、上級生は下級生に

色々と教え、叱り、同時に模範となる練

習態度、学業態度を示せ。

(9)文武両道・・・勉強も負けるな。バス

ケットだけでは飯は食えない。

この「部訓」を日頃の活動の中で実践

し、精神面を強くすることで、人間的に

も大きく成長し、厳しい練習を頑張るこ

とで、社会で通用する人間力の形成につ

ながると考えています。

皆さんのご声援をよろしくお願いしま

す。

■吹奏楽部■

現在、我が吹奏楽部の部員数は校内の

各部活動においては勿論、全県下のすべ

ての文化部・体育部と比べても１，２位

を争う大所帯であると思います。平成２

３年度５月の段階で９７名の在籍です。

今年度、県立西陵高等学校吹奏楽部が部

員数１０４名とお聞きしておりますので、

おそらくその次になるのではないかと思

います。ここ数年、テレビ等のメディア

によって吹奏楽の人気が急上昇し、その

影響もあって、学校吹奏楽部の部員数が

全国的にアップしました。

本校の吹奏楽部もその煽りでしょうか、

年によって差はあるものの、毎年８０人

～９０人の部員を有しております。

こうなりますと、まさに嬉しい悲鳴と言

えますが、楽器数の問題が出てきます。

本校もかなりの楽器数を備えているもの

の、この人数に対応することは難しく、

個人で持っている部員もおりますが、特

殊楽器等には難問が出て参ります。不足

している場合は他校の楽器保有状態を調

べ、余っていれば丁重にお願いし、お借

りする。それも難しい時は、二人で一つ

の楽器を使用するということもあります。

しかしながら、どうにかこれまで１００

人程度までは対応して参りました。

しかし、本校吹奏楽部は人数の多さによ

って、自分を見失い、練習そのものが疎

かになったり、普段の基本的な生活習慣

が弛んだような状態になることは断じて

避けたいと考えております。また、その

ように指導しております。この大所帯が

一致団結して、普段の高校生活や練習に

メリハリを持ち、その結果素晴らしい音

楽を作り上げることを目指します。
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■設立のトピックス■

司会

今日は、長崎西高関西同窓会設立 30 周年

を記念して、これまでの歴史を振り返り

これからの関西同窓会のことを考える座

談会を開催します。まず、発足当初から

事務局長を務められた川内さんから発足

当時のお話をお聞きします。

川内

設立された経過についてですが、発足

は母校の野球部が夏の甲子園 2 回目の出

場を成し遂げた翌年でした。確かに甲子

園出場を機会に結成されたが、そこには

ドラマがあっての誕生と言えます。

それは毎

年、夏の

甲子園大

会には県

代表とし

てどこか

の高校が

出場して

いるが同

窓会が誕生した話は聞きません。しかも

現在関西で長崎県の高校同窓会を毎年開

催している学校は少なく、我が西高が毎

年盛大に開催できていることに驚きと

「息声」が聞かれます。私は県人会の世

話をしているので実態が分っているつも

りです。その昭和 56 年の決勝戦は長崎東

高との東西対抗で最高に盛り上がり、そ

の夜は西・東に関係なく浜ん町は大変な

大歓声が深夜まで続いたと聞きました。

当時は関西地区に同窓会の基盤は全然無

かったが、南玄武さんという凄いリーダ

ーが在られました。

南さん（2 回

卒・ラグビー

部：大同生命阪

神支社長）は関

西側の応援体

制は勿論、全て

の役割を試合

前から残務整

理まで完璧に

運営されたと記憶しています。そして南

さんが 10 月 17 日（土）の設立準備会を

呼びかけられて私の勤務先会議室に 12

名が参集し、構想を話されて《関西同窓

会の設立》を全員一致で決定した。当時

の私（14 回卒）は 37 歳で未だ同窓会の

機運にはほとんど興味の無い情況でした。

ドラマはそこからです。その南さんが 12

月 23 日に心不全のために逝去されて頓

挫してしまいました。正月過ぎに永木先

輩（野球部 3 回卒、平成 22 年ご逝去）

が『川内、南さんの意思を継いで一回集
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まろう』との話を受け急遽 1 月 21 日（土）

に同会議室に招集かけて 8 名が集まり、

具体的な作業に入った。即、《設立準備委

員会》が立ち上がり、3 月末に総会の開

催を議決しました。最年少の私が事務局

長に指名されたが全く対策不充分の門出

でした。まず、名簿が無かった。甲子園

応援にきて寄付された方の住所が唯一の

便りだったが委員会の情熱が凄かったの

で僅か 2 ヶ月で開催できたのは南さんの

執念を委員会（20 名）の皆さんが受け継

ぎ凝縮された結果、「メークドラマ」に設

立されたと言えます。

■第 1 回開催以後の苦労話■

川内

先ほども言ったように全くの白紙から

の準備でしたから苦労の連続でした。さ

て、その頃の役員年齢は何歳と思います

か？なんと、最高年齢者が 3 回卒の 48

歳でした。40 歳前後のメンバーが怖さ知

らずから 2 ヶ月で完成できた画期的行事、

行動とも言えるでしょう。

メンバーは永木さんの他に野球部の福

島（4 回卒）三浦（5 回卒）先輩の、昨年

お世話になったお礼にと奉仕精神溢れる

活動を中心に、他に川下（4 回卒）、今道

（5 回卒）、実藤（5 回卒）、艶島（７回卒）、

平道（8 回卒）、高比良（10 回卒）、宮崎・

近藤（12 回卒）、竹田（15 回卒）さん達

を記憶しています。皆さんの熱い協力が

ありました。

私が甲子園大会の前の 7 月頃開催と考

えていたところ、永木さんが『南さんは

3 月の予定だったので 3 月末までにやろ

う』といってビックリ。闇夜に矢を放つ

が如き状態にも全員の賛成を得た。皆さ

ん会社の現役ばかりで活動は困難を覚悟

で各人のアンテナで頑張り、学校や同窓

会から情報を受けても確証は得られず苦

戦したが毎週集まって情報交換をやって

少しずつ先が見えてきて 1 ヵ月後に早く

も往復はがき発送まで漕ぎ付けた。

そこからが又大変でもありました。来

賓の調整、参加者数の把握、料理の選定、

資金計画などと悩むことも多くあったし

私の家庭の事情もあって辛い時期でもあ

ったが幸いにも楽天性格からか作業その

ものは苦しみではなかった。それには、

会場となった新大阪センイシティホテル

の支配人竹田健一（15 回卒）さんの尽力
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が最大の功績とも思っています。

低料金の上、資材の提供から人数も読

めない中をイベントも万端整えてもらっ

て助かった。不安の幕開けは何と 133 名

の参加に来賓 7 名で大盛況でした。当然、

当日の朝まで全然、何名集まるのか感触

が掴めないで幹部全員が不安顏だったの

が、受付に並ぶ列を見て輝いた一瞬だっ

たのを昨日のように思い出されます。そ

の時に参加者全員で撮ったのが唯一の総

合写真となりました。

そこで、故南さんには第 5 回の記念総

会の折に奥様をご招待して、壇上で感謝

状と記念品で、少しでも報えたことを報

告しました。

そうそう、忘れてならない方がもう 1

人、今道（4 回卒）さん。この方は設立

から平成 20 年になくなられるまで、関西

同窓会を支えてこられた最大の功労者で

した。そのことは、後ほど話します。

経費の面では当初に年会費徴収の提案

もあったが先送りしました。また第 2 回

のとき、毎年開催は厳しいから隔年との

意見もあったが毎年開催にして野外開催

を計画した。第 2 回は参加減少を予想し

ていたが長崎県人会主催のハタ揚げ大会

を利用した開催に 70 名の参加があった。

第 3 回も同じホテルの会場で開催した。

参加者は 120 名でしたがメンバーは新し

い人が約 40 名あったと記憶しています。

第 4 回は仁川のハイキング場で開催して

家族連れの楽しい思い出が残っています。

■歴代会長の話■

司会

会長の仁徳も大きいよ、というお話があ

りました。歴代の会長さんのお話をお聞

かせいただけませんでしょうか。

川内

最初は永木さん（太陽神戸銀行勤務）

でした。準備委員会では 2 回卒の山脇さ

んの声もありましたが本人辞退があり野

球部が中心にやるようにとの準備委員会

の要請から人柄の善き永木さんに決定し

ました。本人は早々に引き継ぎたい希望

でしたが第 5 回開催まで基礎固めに努力

されて貢献大と評価されました。事務局

と会長と世話人代表が野球部の先輩後輩

関係で 1 本に纏まったのが幸いしたとも

言えます。ゴタゴタが一切ない伝統が築

かれたかな。

2 代目は第 5 回の総会で梁瀬さん（4

回卒・大阪教育大学教授）に決まりまし

た。学者さんで大変公私に亘って多忙の

ところ、幹事会には全て参加されました。
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多趣味で切手収集、囲碁、随筆、小説執

筆などプロ級と聞きました。ある日、手

紙が届き消印を見るとその地の以前発行

された記念切手にその地の郵便局の消印

が押してある。そんなことが度々ありま

した。非常に穏やかな中に素晴らしい忍

耐力のある方と今も尊敬しています。し

かし、選出までには難航しました。4 回

卒は総会出席者が 15 人以上ありました

が立候補がなく今道さんから梁瀬さんを

推薦いただいた。当時は長崎の鈴木会長、

在京の掛川会長が共に 4 回卒でしたから

3 つの同窓会が１つに纏まり親密感が深

まった。その纏め役に今道さんの存在が

大きかったと言えます。今道さんが全面

的に協力すると説得されて引き受けて頂

いた次第です。

以来 9 年間の会長期間をへて、３代目

は第 14 回から辺見さん（9 回卒・開業医）

に福原幹事（9 回卒）の強い推薦で引き

受けていただきました。この辺見さんは

第 1 回からほとんどの総会に出席され、

奥様も野外に参加されたこともあり同窓

会に対して協力的でした。この方も紳士

的でした。

４代目は第 19 回総会から石山さん（11

回卒・関西大学の事務局長）でした。こ

の方も公私に亘り物凄くご多忙でした。

ここでも同期の藤原さんが全面的にバッ

クアップされたので事務局は助かりまし

た。

5 代目は第 22 回総会から今里さん（16

回卒・阪神電鉄役員）へと引き継がれて

きました。実は会長交代を定例化したの

がこの第 22 回総会からです。3 年交代が

議決され私の最後の仕事となりました。

会長選出をスムーズに行えるように提案

して同意を得た次第です。関西同窓会は

強力なリーダーよりも幹事会の「和を以

て貴し」とする、その魅力が伝統となっ

てきました。以後の私は事務局長を辞め

たし、最近のことですから皆さんもご存

知と思います。その中で総会会場に関西

の超高級のリッツカールトンホテルを 9

回も利用できたのは今里さんの強力な協

力を戴いたと思います。

■楽しかったこと、苦しかったこと■

司会

事務局長を長年務められて楽しかった

こと苦しかったこと、たくさん経験され

たと思いますが。如何でしょうか。

川内

私自身はこの 29 年間楽しい同窓会人

生でした。有意義な日々でした。時には
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会社の仕事よりも同窓会の活動に機軸を

置いていると冷やかされた。

一番の思い出は第 5 回記念総会を新阪

急ホテルで開催したときです。特別企画

を会議で《あの草野を呼ぼうか》と言っ

たら「瓢箪から駒」に実現したことです。

まさか来てくれるはずが無い、しかもハ

ードルが高いと誰でもが思っていた。当

時既に超人気テレビ番組の《世界不思議

発見》の司会者草野仁さんをお招きして

大盛況を得ました。

実は草野君と私は同期生であったので気

軽に講演要請をして電話で承諾を得た上

で私は東京のＴＢＳスタジオへ収録中の

彼を訪問して正式にお願いした。経費な

どの条件一切無しで『先輩の方々の前で

失礼でなければ喜んで行きます』と快諾

をえた時は嬉しかった。その時に彼が言

うには中学校、高校時代は私の方が有名

人だったと、彼が島原中学校で陸上部だ

った話になったことを思い出しました。

講演後、会計担当者がお礼を差し出した

がさわやかに辞退されました。

もう一つは阪神淡路大震災の年の総会

開催で悩みました。

大惨事の時に開催準備を進めることに

大きな壁がありました。自粛という声と

不安などの想定外の壁があって艶島さん

と何度も相談を繰り返しました。迷った

上で会長の辺見さんに連絡した際、福原

さんの訪問を受けた。『川内さん、こんな

時こそ総会を開催して皆に勇気を与える

べきだ、私が全面的にバックアップする』

と激励を受けました。当時は 7 月開催が

定例だったので 9 月に延期して会場も福

原さんの紹介で太閤園での開催を格安で

提供していただきました。参加者は若干

減少したが出席者全員から感動と感銘を

いただき艶島さんと感激したことが良き

思い出です。その福原さんも鬼籍に入ら

れました。

他にもいろいろありましたが 30 年間

に 1 回の中止もなく毎年、斬新な企画を

目指して継続してきた歴史は関西の自慢

話と言えるでしょう。小さいことですが

総会の受付係に苦慮した。当番回卒の人

数が足らないので専任の受付が必要のた

め、会員の娘さんに無理を何年もお願い

してたし、当初は私や竹田さんの奥さん

を助っ人に頼んだことも何回かありまし

た。

番外編に《ばってん同窓会》の発足が

あります。第 10 回頃の話です。私は関西

での長崎県高等学校出身者の集いを企画

して会を立ち上げました。当時 82 高校が

ありました。呼びかけに関西在住の 17

高の人たちが集まりホテルで総会をやり

約 100 名が集まり、旅行やスポーツを企
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画して遊びました。現在、全体は休会状

態ですがメンバー11 人は今も駅伝・ラグ

ビー・野球の県代表に現地応援をして楽

しんでいます。

そのわたしの活力源は後輩が甲子園出

場を果たす、その一瞬を夢見て、それに

は万全の手配をしたい。その時こそ多く

の方に恩返しだと毎年、新たな意欲が湧

くことを繰り返してきた。プラス思考で

夢を見続けてきたのが私の財産です。そ

して、総会で皆さんと会える瞬間が、愉

快な会話が出来る幸せタイムだから自分

では苦労したとは思ってません。

■会員数増加策について■

司会

現在は会員数や会費納入者が減ってき

ています。これからどうするべきかにつ

いてご意見をお願いします。

艶島

会員の増加については若い人の掘り起

しが一番だと思います。年配の人は減少

するばかりですからね。この件について

は幹事会で案を出し合っていこうとやっ

ていますが決め手が中々出てきてません。

総会に出席して何か得があるのかという

話もありますが、何と言っていいのやら。

友人と会ったりするのに損得で会うとい

うことはしませんから。会って飲んだり

食べたり色々話をすることが楽しいと思

いますが。ただ、総会は知らない人も居

るし同期会とは若干違うとは思うんです

が、他の回卒の人と話すのも話題が広が

っていいんじゃないですか。とは云うも

のの同期の人が居なかったら話がはずま

ないし楽しみも半減しますから行っても

つまらないなあというのが一番問題があ

るところではないかと思います。

久米

今まで参加していた年配の人たちが減

るというのは病気とかの理由があるんで

しょうが、少しでも長く来ていただくと

いう対策を考えないといかんのかなと思

います。

艶島

今、だんだん年配の人が減って来てる

という話がありましたが、我々７回卒も

以前は 10 人近くは集まっていたんです。

それが、病気がちとか家族の事情だった

り、だんだんと億劫になってくるという

か今は 3～4 名になってしまっています。

歳が行ってどんどん減ってくるのは仕

方ないですよね。あとは若い人を掘り起

こしていこうということなんですが、若
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い人が集まらないということは以前に比

べて何かあるんかな。あまり興味がない

のかなという感じもしてるんです。それ

も面白くないというか。食わず嫌いのと

ころもあるかも知れないし雰囲気を一度

味わってもらってから判断されてもいい

んじゃないかと思うんですが。

3 人でも 4 人でもグループが出来て同

期会兼用の総会というような形で出席し

てもらえば有難いですね。総会後の二次

会なんかも結構盛り上がっているようで

すし。

梅澤

同期会の話が出ましたが、実は今日

９回卒の関西での同期会だったんです

よ。出席者は８名でした。今年初めて

出席された女性もいますが、他の出席

者とは高校時代には全く面識がなかっ

た方ですが、始まって数分も経たない

うちにすっかり打解けた様子で話に入

っておられました。

同期会の出席者は毎回この程度です

が、同窓会への出席者は４～５名くら

いです。総会には出席しない原因を何

となく聞いていると、皆さんもう年金

生活者ですから会費が１万円は厳しす

ぎるというのがあって、下げるとした

ら思い切って五千円くらいにしたらど

うかと思いますが、それでも出席は無

理のように思います。というのは今の

総会では会って話す相手は同級生です

ので同期会と同じで、わざわざ同窓会

に出る必要はないと考える人もいるわ

けです。従ってそのような人を同窓会

に引っ張り出すためには同期会では出

来ない、先輩、後輩のつながりを作り

出せるような仕掛け作りとか、出席し

てみようかと思わせるようなイベント

を考えるようなことが必要ではないで

しょうか。

■出席するようになったきっかけ■

司会

同窓会立ち上げの時に同期の南條さん

が打ち合わせに出席している記録も見ま

した。私が関西同窓会に出たきっかけは、

リッツカールトンで開催したときに私た

ちの恩師だった数学の山崎浩先生がおみ

えになるよと、たまたま聞いたんで、出

席してみようかということでした。

そういうことで、まず、平山さんから、

どのようなきっかけでこの関西同窓会に

出席して頂くようになったか、その辺か

ら少し話をしていただければと思います。

平山

私は 1995 年から実は大阪に住んでい

ましたが、関西同窓会の存在を昨年まで

知らなかったんです。インターネットで

同期会のホームページを作ったんですが、

そのホームページを阪上さんが見つけて

連絡をいただき、そういう関西同窓会と

いうのがあったんだ、と知ることになり
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ました。関西の同期生自体も少ないんで

すけれど、こういう私みたいなんが受け

皿といいますか窓口になってやってたら、

結局、当日総会は 3 名出席ということに

なりました。

先日同期会をやりまして、一人東京に

住んでいたのが京都に移って来まして、

京都に来てるからといって総会に来た 3

名とその京都に来たやつと計４名で集ま

って、飲みました。それでまた、4 月に

もう一人来るよということで 5 人目が来

るということで、また 4 月に飲みましょ

うということになっています。

こうい

うふうに

窓口とい

うか受け

皿があっ

たら集ま

るんです

ね。多分

我々に近

い世代の方っていうのは、もしかしたら

個別で集まっているのかもしれませんけ

れど、窓口になっているようなところが

あまりないのかな。この前も話したと思

いますが、長崎での総会が今年あります。

今年の当番幹事が41回、42回が担当で、

我々の代の世代の長崎に住んでいる人が

幹事長ということでやるみたいなので、

またここにも顔を出して回卒関係なしに

関西同窓会をアピールする場をもうけさ

せてもらって、あわよくば何人か連絡と

れるようになれば、そういう体制をとり

たいなぁ、と思っているところです。

さきほどもチラッと話題に出たんです

が、総会の参加費ですね、我々は半額に

してもらっていますが、5000 円くらいだ

と金額的な面で来るのかなと思っていま

す。このところ物価も 20 年変わっていな

いような状況で我々世代の給料も上がっ

ていないのが現状です。そのような中で

家庭を構えて、男の立場でいえばほとん

どが“小づかい制“で、月に何万円も使

えるような、情けない話ですが、そうい

う状態、先ほど言われた総会と同期会に

出席するのもなかなか厳しい状態の人も

おられるでしょうから、そこらへんの何

かいい方法があればいいのかなと思いま

す。

司会

平山さんからの話にもありましたよう

に、インターネットが出席の糸口になっ

たよ、ということでしたが、実は 37 回卒

の方も今日は 2 人来ていただいておりま

す。この人たちもインターネットで連絡

がとれました。続きまして、館さんの方

から、自分は何で来たんやということを

お話して頂けますか。

館

23 回卒の館です。私は確か 5 回目から

参加させてもらっていると思うんですよ。
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これも、阪急インターナショナルで草野

さんの講演があったときに初めて参加し

ました。そのときの私の同期は男 2 人と

女 1 名の 3 名で出席しました。

そのと

きたまた

ま、川内さ

んと眼が

あって私

に握手を

求めて頂

いて、来年

から頑張

ってよと言われました。これがきっかけ

でこの 25 年間ずっと、わたしは欠席なく

これまで来ていると思います。例の阪神

大震災の時に東京の方に行かせていただ

きました。

同窓会の課題は、いままで皆さん言わ

れていたように人数集めですね。私はこ

ちらに来て 30 年になるんですよ。九州か

ら神戸に来て、関西同窓会と同じように

30 年、これまで、いつも若手若手と毎年

言われてきましたが、今年還暦です。私

も含めて若い人たちが、毎年毎年人数集

めに苦労しているのが現実です。

私が思いますのは同期会の必要性です

ね。昨年の総会で河野さんと一緒に 37

回卒の吉留さんや皆さんとお話ししまし

たが、同期の人が 7 名も 8 名もいらっし

ゃいますよね。その時の人数に圧倒され

て何でこんなに集められるのかとお聞き

すると、ネットで調べて集まったとか。

それから、必要性を感じますのは来た

くても来れない人の集め方ですね。会費

のせいもあるでしょうけど、いかに楽し

く過ごしていただけるかを考える必要が

あると思います。我々の同期会もようや

く固定人数が確保で来るようになりまし

たが、これから先を考えますと、やっぱ

り、同期会で４、5 名は来ていただくよ

う努力していかないと盛り上がっていか

ないし、続いて行かないのも問題がある

と思います。

あとはですね、私もずっと参加してき

ましたけれど、これまで総会をホテル形

式でやって来ていますよね。さきほど川

内さんから言われましたように 2 年に 1

回は屋外というか野外で行事をやってい

くのも必要と感じていました。当然会費

の問題も当然ありますけれど、そこらへ

んも念頭に置いてやっていく必要がある

と思いますね。

司会

ありがとうございました。ホテル以外

でのアウトドアでの開催については前回

の総会でアンケートも取らせていただき、

その結果および取扱いについても幹事会

で説明させていただいたと思います。今

後も引き続き考えていきたいと思ってい

ます。

河野さん、今年の総会の幹事役として、

盛り上げて頂きたとお願いしております。
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そこら辺りから河野さんよろしくお願い

します。

河野

27 回卒の河野です。私自身の回卒の前

後に幹事が居ないということ、私の 3 代

前の 24 回卒の方が非常に多くてチョッ

ト隙間があいているということで、存続

に問題があるということを意識しており

ます。

私の前後に

居る人たちも

当然先輩後輩

の間柄ですの

で、とりあえ

ず、甲子園出

場から30周年

ということで

同期をさらに一度招集をかけまして、総

会に参加してほしいと要請していくつも

りです。それから先輩後輩の間柄でクラ

ブ活動の文化部でも運動部でも所属して

おられた方を通じてあらたに関係を築い

ていただくというかたちが一番いいので

はないかと考えています。

私も 3 年前に初めてご案内いただき、

樋口さんに電話で誘っていただきました。

招待恩師として担任の九間先生が来られ

るということで、関西在住の同期のメン

バーの住所録をいただきまして、すべて

の人に電話をして直接話をしましたが、

なかなか関西同窓会という意味合いとい

うか存在について意識がありませんでし

た。また、担任の九間先生が来られると

いっても、総会に参加してもらえなかっ

た。ということは、年代的に忙しいのか

もしれませんし全く興味がないのか判り

ません。

私がこの幹事会に参加できましたのは、

先ほどお話の合った館さんと家が近くて、

帰りの電車で一緒になって一杯飲んで話

をしたことがきっかけになって、この関

西同窓会への参加継続の形が出来たと思

っています。そのような、きっかけがな

かったら、それ以降参加するような形は

できなかったかもしれません。やっぱり、

インパクトといいますか、最初に来た時

のインパクトを持っての関係作りが非常

に大事なことだと思います。仕事の共通

面とかクラブもそうでしょうけれども、

来年もとにかく来るとか、来たいとかい

うふうにもっていくような方策を考えて、

若い人もおられますんでそのへんのとこ

ろを打ち合わせて行きたいと思います。

司会

今年の総会の盛り上げを宜しくお願い

しておきます。いま、3 人の方々に自分

が総会に出席するようになった同期とい

うか、きっかけをお話して頂きました。

ちょっと話題を変えまして、本部の同窓

会が長崎にあって、東京と、福岡と、今、

東海地区に出来ようとしています。その

ような地方の長崎西高同窓会があります
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けれど、長崎西高関西同窓会の特徴とい

うのはどんなんやろかな、ということで、

川内さんはよその同窓会の事情もよくご

存じだろうと思いますので、少し教えて

頂けませんでしょうか。

■関西同窓会の特徴■

川内

長崎や在京、福岡の各同窓会には独自

性があるように、関西ならではの特徴が

あります。

一つ目は、幹事会メンバーの連帯感が

豊かであったことです。幹事会は各回卒

1 名選出ですから当然年齢差があり全く

初対面からのスタートにも関わらず、長

崎弁と同窓のよしみから楽しい会議と懇

談会がスムーズに進み、まさに和気藹々

の雰囲気でした。自律の伝統が築かれた

と思います。20 名前後の幹事会構成であ

ったのが逆によかったと言えますが。そ

れは幹事会開催の間隔が空くと『川内さ

ん何時開くのか』と催促の電話がよくあ

ったものです。年齢差を超えた愉快な仲

間意識があってほのぼの幹事会でした。

それは今も皆さんが継続されていてご存

知の通りです。

二つ目は総会会場を野外で開催し家族

同伴の行事として好評でした。先程言っ

たように当初は隔年に野外を実施しまし

た。第 16 回までにハイキング・ハタ揚

げ・観光バス・ボーリング・関空見学バ

ス・大阪城遊覧船・神戸水上ルミナスと

その時々の要望により企画して楽しい家

族ぐるみの会と喜ばれました。その後も

野外開催のリクエストが度々ありました。

三つ目に良き会長と裏方に恵まれたこ

とです。先程申し上げたように歴代会長

には裏方に同期生 1 名が熱心に会長を支

えられました。梁瀬会長は先程の今道さ

ん、辺見会長は福原さん、石山さんは藤

原さんでした。事務局と常に密接関係が

保てたので運営が一本化できた。以後の

会長も同じスタンスですが最近のことで

すから皆さんご存知のことでしょうから

省略させてもらいます。

四つ目に会員の職業はサラリーマンが

ほとんどでした。転勤が多く当初は宛先

不明の案内状戻りが毎年 50 通以上あり

名簿管理が大変でした。でも、居住地が

広範囲（名古屋から岡山市までと北陸）

であっても、遠路からの出席者も固定し

ていて総会出席者が安定していました。

また、総会会場ホテルは関西でも最高級

ホテルばかりで開催したが一度も赤字を

出さなかったことかな。

五つ目は会の運営をカルテットで長期
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間に亘って相互関係を尊重してきたこと

です。事務局長の私に先輩達から《川内、

よう頑張ってくれるからありがとう》と

過大な評価を受け続けてきましたが実体

は 4 人の親密な連携が続いたので継続で

きたと感謝しています。そのメンバーは

今道さん、艶島さん、竹田さんと私です。

少し長くなりますが経緯を述べますと、

今道さんは運営全般に亘り良き相談役で

した。特に案内状作成では毎年、印刷関

係を原稿不足や期日無しの対策不足を赤

字覚悟で引き受けていただいた。当時は、

案内状発送を幹事会全員で手作業してい

たが、その当日にようやく出来上がる為

に私が京都の印刷所まで受取に行き、役

員会に間に合うことが 3 回もありました。

まさに綱渡り技。これができたのも今道

さんの後輩を思う男気を常に感じていま

した。他にもエピソードはたくさんあり

ますが割愛します。

次の艶島さんは会計担当として苦労が

絶えず大変でした。沈着冷静でアイデア

が湧き出る方で私と職場が近いこともあ

り月 2 回は会って話し合い美味しいビー

ルを呑みました。常々、今後の運営の手

詰まり状況打開するために『昨年より少

しアップしたのを、今年に出来ることだ

けをやろう』と言い合いましたな。その

一つに案内状作成があります。前年より

《少しでも立派な案内状を作ろう》を合

言葉に毎年頑張ってきたのは、我々幹事

会の実績だと自画自賛できると思います

し、当初のハガキから、1 枚の封書へ、

変形の封筒に、第 10 回からは表紙付きの

案内状へと発展した。ついに表紙に懐か

しい長崎をデザインした絵が登場してそ

の内容もその都度に充実、拡大して活き

ましたが【自律の園】は全て手作りで、

その中軸は艶島さんでした。未だに会計

担当として緊縮財政を支えておられる頭

脳には驚いています。

次に竹田さんは営業のプロだったので

事業面を担当していただきました。私と

同年齢だったからお互い無理を言い合っ

た仲、直ぐに家庭同士の付き合いが始ま

り、今も女房達は仲良しの関係、その彼

により総会会場を常にその時代の最高施

設を安易に利用できるシステムを提供し

てもらいました。

このように 3 人には私には全く出来な

い面を引き受けていただいたので常々感

謝していました。ホント！このように私

が 21 年間も事務局長を続けられたのは

背景にこの様な素晴らしい仲間に恵まれ

ていたからだと確信しています。この絆

は私の財産です。

司会

ネットにも「自律の園アーカイブ」と

いうことで掲載しておりますけれど一番

最初から「自律の園」というのがあった

わけではなくて、3 回か 4 回くらいまで

は、別の名前で機関紙が発行されていま

した。その機関紙の歴史について、艶島
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さんお願いします。

艶島

一番最初に総会をやるといって案内が

来たのが往復はがきでした。多分その後

も何回かははがきだったと思います。そ

の後に幹事が

ある程度決ま

って、その幹事

会で出来始め

たのが定型の

封筒に入る形

です。ここにあ

りますが、なん

でこんなへんな形で出来てんのかなと思

いましたが、丁度定型の封筒に入る形に

わざわざカットしてあったんです。

その最初の中身として「ご挨拶」と「総

会の案内」とかがあって、8 ページのも

のでした。幹事会のあるときに、もう少

し色気をつけた方がいいんじゃないかと

思ったんです。タイトルをつけたらどう

だろうということで、「ながさき西高関西

同窓会」というタイトルをつけたんです。

その下にご挨拶と案内を従来通り標記し

たんです。タイトルの地には長崎の石畳

をイメージしてこういう形で書いたんで

す。これが 9 回まで続きました。10 回に

なってこの形ではなくて B5 の形で行こ

うということでB5のサイズにしまして、

この時に“自律の園”といタイトルを入

れて絵を入れたらどうだろうかというこ

とで、始まったのが 10 回からなんです。

その後ずっと自律の園という形で来てる

わけです。自律の園と名付けたのは長崎

の方は「フレンドリー」でしたし、東京

は「コミュニティー」ということで、西

高だったら「自律の園」がいいかなと思

い関西の方はこれにしたんです。長崎は

鶴の港ですから、鶴が飛んでいる折り紙

的な形でレイアウトしてみたんです。こ

れで後ずっと来たというのが経過なんで

す。表紙のことはそういうことなんです

が、絵のことなんですが、自分が小さい

時から生活して、長崎のにおいというか
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雰囲気があります。大阪から長崎へ行っ

たときに感じる長崎の雰囲気というのが

ありますよね。そういうのを絵の中にイ

メージして描けば長崎のにおいをわかっ

てもらえるかなと思い、あえて長崎の絵

を描いているわけなんです。我流ですが。

司会

ありがとうございます。10 回以降、ず

っと艶島さんの絵で通しておったんです

けれど、一度だけ私が編集をやった時に、

同期の長崎に住む人の写真を使わせてい

ただきました。平和祈念像の写真です。

あの 1 回だけが違うだけで、あとはすべ

て艶島さんの絵になっております。今後

とも続けて頂きたいと思います。

艶島

前から、マンネリになっていますから

辞退したいと言っているんですが、なん

かずるずるときてしまっていますんで、

他に誰かいま表には出ていないかもしれ

ませんが、それをやってもいいなという

人がおられれば、その方にバトンタッチ

していただきたいと思っているんですが

ね。

■招待してきた恩師について■

司会

一時同じ先生ばかり来ていた時期もあ

ったようですが、恩師のどなたをお招き

するということについてこれまでどんな

考えでやって来られたのか、宜しくお願

いします。

川内

招待したい恩師の選考は全体同窓会名

簿を頼りにしました。次に在京同窓会で

の恩師紹介を参考にしたことや開催の当

番幹事が責任を持って要請してきました。

費用面や日程などで苦労しましたが、こ

れまで招待した全ての恩師が出席してい

ただきました。時には、在学中にお世話

になった“小使さん（通称やっさん）”に

出席していただこうとわたしが学校に行

き相談したが、ご本人から固辞されたの

は残念だった記憶があります。

また、ある先生の話では、総会に招待
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されることは教師冥利に尽きるそうです。

費用面のことなど論外で行きたいと聞き

ました。しかし年々加齢して同じ先生を

お呼びするわけにいかず、毎回幹事会で

難航しました。

司会

ありがとうございました。私が 18 回卒

の坂上先輩の下で事務局をやらせてもら

ってからは、この先生がおみえになるの

で、まだ出席したことのない人が初めて

出席してくれるとか、あれば、嬉しいこ

とだしこれからもこれを続けたいと思っ

ています。

■終わりにひとこと■

川内

私は 21 年間の事務局長を務めたこと

で多くの財産を得ました。まずたくさん

の仲間が増えたことです。関西以外でも

長崎や在京同窓会の役員の人達と苦労を

共にして良き思い出も多く残っています。

また、長崎県人会や関連する方々との交

流は今も継続しています。そして何より

も毎年の活力源は 6 月頃から後輩達が甲

子園に来たらどのような対処をするのか

を考えるとワクワクして若返りました。

さて、同窓会の活性化には組織の充実、

会員の拡大が条件として各種の対策を立

ててきましたが結果的には減少の一途を

辿りました。第 15 回頃から能力の限界を

感じて事務局の若返りを図りましたが引

き受けてくれる人が無く、「あと一年」を

繰り返し「万策尽きた」の感がありまし

た。そんな折、第 21 回総会で長崎から応

援に来た同期が《お前に譲る気が無いか

らだ》との話にヒントを得た。即行動を

すべきと判断し、翌日の総会会場の壇上

でイキナリ辞任、推薦を発表し賛同を戴

いた。事前打合せ無しの坂上さん（18 回

卒）に強引にお願いしたが簡単な引継ぎ

だけで一切口出し無しと決めていたので

本当に気の毒でした。坂上さんは家業多

忙の中を 6 年間を同窓会のタメに頑張ら

れた。頭が下がり今も感謝しています。

後に現在の阪上さん（19 回卒）が三代目

事務局長として引き継がれています。さ

すが、2 人とも着想が凄く、アイデアと

実行力があるので、これからの困難も打

開し名門、ナガサキニシが発展すると信

じています。

司会

今日の座談会はこれで終わりといたしま

す。長時間ありがとうございました。

本日の司会は阪上（19 回卒）が務めさせ

ていただきました。
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梅澤 敏美（9 回卒）

同窓会の立上げから今日に至るまでの

先達のご努力、ご苦労を身に沁みて理解

できた。先達のご意志を無にしないため

にも今後この同窓会を発展させなければ

ならないと思う。

最終的な姿としては総会への出席者を

増やすことと思うが、そのためには(1)

総会の内容を工夫し今までとは違ったも

のにすること。(2)会員を増やし総会出席

者の母数を増やすこと。である。(1)(2)

については現在取組み中でこれを鋭意推

進することと思う。

岩見常道（15 回卒）

川内さん、艶島さんら同窓会立ち上げ

に深く携わった方たちは、発起人として

の熱い思いと責任感をお持ちになってお

り、今でも精力的に活動を続けておられ

ることには素直に感謝をしたいと思いま

す。

その上で、今後の同窓会活動をさらに

発展させるためにどうしたら良いか？

それは新しい仲間の出席が不可欠と思い

ます。

今迄の同窓会に出席の方々は大体固定

しているようにお見受けします。その方

たちは（特に高齢の）同窓会というより

同期会（あるいはよく知った仲間）的な

側面があるように思います。しかし若い

世代の人の出席が少ないのは、会社企業

でも言われるように、知らない人とは群

れない（表現が悪ければ一緒したくない）

感覚があります。その分仲間とはよく集

まる習性をもっている様です。同窓会が

あっても出席しないのは、楽しいと思え

ることやリラックスできると思えること

が少なく、今迄会ったこともない、知ら

ないばかりの人の集まりに参加すること

に躊躇するのではないかと思います。

従ってこんな人を出席させるためには、

同窓会の内容を魅力あるものにするしか

ありません。

その 1：同期会を活発にさせる（これが

前提）

★各年度の幹事が中心となって、自分の

同期会を活性化するための施策を講じる

（内容は各幹事が検討する）

★例えば、趣味や旅行の企画などを通じ

て仲間意識を向上させる

そのための手段として、同期会のメンバ
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ーの確認と、同期会ホームページの立ち

上 げ 等 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

力を高めるなどもある

★そうした地道な同期会の活動を通して、

同窓会への参加意欲を高める

その 2：同窓会での催し内容を充実させ

る

★同期会を通じて同窓会への積極参加を

呼び掛ける。また自律の園への同期会活

動の寄稿を義務付ける

★現在は年１回の同窓会であるが、春に

もう１回開催し、これは同窓会というよ

り講演的な内容を（１時間位）考えては

どうか？

★同窓会では、担当年度の同期会が宴会

での催しを企画・運営する

松田 直樹（18 回卒）

同窓会の発足当時の様子など私自身知

らないことばかりで大変参考になりまし

た。私は転勤族だったため会社の先輩で

ある上崎さんから同窓会の存在は聞いて

おりましたが参加する機会がなく今里さ

んが会長の頃から参加させて頂いていま

す。

一般的に同窓会参加の動機としては、

仕事、子育て、時間等の余裕がある人で

はないかと考えられます。参加者として

は、又次回も参加したい様な雰囲気にな

る企画及び内容が必要と考えます。関西

同窓会の広報活動の継続と幹事会メンバ

ーの同期会の開催による輪を広げ総会へ

の参加呼びかけによる人員増を目指す。

幹事としてまだまだ十分な貢献はできて

おりませんが、今後とも微力ながら努力

してまいります。

河野 通弥（27 回卒）

関西同窓会の立ち上げから初期活動の

ご苦労の様子を直接お伺いでき、今後の

運営について継続かつ発展的なものを模

索していく必要性を十分認識致しました。

何を目的とするかということよりも、ふ

るさとから離れて長年経過した方々に、

“１年に１回母校の同窓会に出席しふる

さとの話をしていただき、かつての青春

時代の元気をこれからも出すのだ“ と

いう気合いれをするためにご参集してい

ただく。このために、今まで出席されて

いない面々に声掛けを行いたいと思いま

す。

園田由紀子（34 回卒）

同窓会活動を始めて１年半の私にとっ

て、関西同窓会の存在は当たり前のこと

で西高の甲子園出場と同時に自動的に設

立され、今日に至っているのだと、何の

確信も無く思い込んでおりました。同窓
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会設立３０周年を機に開催された座談会

を拝聴し、元プロ野球選手の先輩という

認識だった川内さんのこれまでのご苦労、

多くの方の努力をもって今を迎えている

のだと目から鱗でした。長崎県の高校が

甲子園に出たからといってそれをきっか

けに関西同窓会ができたという話は他に

は聞いたことが無いという話は、なるほ

ど尤もだと納得し、だからこそ３０年も

続くこの西高関西同窓会の存在の素晴ら

しさを再認識しました。

人と人との繋がりが希薄な現代におい

て、更に長引く不景気で、会社でも飲み

会など無くなる一方という世の中、年長

の方とのふれあいを経験したこともない

若人たちを、上は８０歳の方という同窓

会総会に足を運ばせるのは、難しいこと

かもしれません。ただ、自分が総会や幹

事会に出席してみて、楽しいと思ったの

で、その後も参加し続けているというこ

とがあります。これを読んだ４０代のア

ナタ、３０代のキミはたまた２０代１０

代の諸君、一度、西高の仲間との繋がり

を関西でも持ってみませんか。本誌巻末

の事務局にまずはメールやＴＥＬを入れ

るのでもいいし９月の総会会場のホテル

に足を運んでみるのもいいし。なにがし

か貴方にとってプラスになることがある

はずです。今年は、全国高校野球選手権

大会の３０回周期で出場している西高の

「その年」です。本誌が発行される時に

は、もう甲子園アルプススタンドを舞台

に既に交友を結んでいるかもしれません

ね。その交遊を更に深めていきましょう。

平山仁志（41 回卒）

まず、関西同窓会設立の経緯を詳しく

聞けて良かったです。

夏の甲子園出場をきっかけに設立された

のではなく、熱意ある先輩の思いで設立

されたことに感動いたしました。

関西同窓会を現状より発展させ、会員を

増やすには、地道な努力と各地の同窓会

との協力関係を強固にすることが大事だ

と思います。

45 回生以降の会員が増えるよう、これか

らも若年層？の代表窓口として頑張りた

いと思います。

長崎西高東海地区同窓会が設立されま

した。今年は、それぞれ次の日程で各同

窓会総会が開催されます。

5 月 22 日（土）：東海地区同窓会

6 月 24 日（金）：長崎西高同窓会

6 月 25 日（土）：福岡同窓会

9 月 10 日（土）：関西同窓会

9 月 23 日（金祝）：在京同窓会

今年の“自律の園”は大増ページで

印刷費用などが大変です、といことで

会員各位から広告掲載とご寄付をた

くさんいただきました。

本当にありがとうございました。心

よりお礼申し上げます。

編集子
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■古里紹介■

渡部 勤（6 回卒）

鮑の殻を伏せた様な島原半島、その西南

端に在る村、小浜の温泉街を後に、くね

くねとした海沿いの路を、南へ３里程歩

いて行くと、Ｕ字型に深く入り込んだ

港・京泊という所に着く。9 つの小さな

集落から成る旧南串山村南地区である。

此所で戦前戦後の 15 年間、殆んど自給自

足で過ごして来た。港の両側は沖に向か

って段々と高くなり、先端に在る雑木の

薮はほぼ垂直に海へと落ちている。又入

江の奥には、山の中程を水源とした流れ

の早い大川と名の付く小さな川が流れ込

み、川尻の辺りに僅かばかりの平地が広

がっている。港を囲んで 4 つの集落が重

なり合い、村の中心部となっている。

港を出ると、すぐ西側には円錐形をした

小島が在り、周りの岩場には大きな巻貝

や鮑が棲んでいる。そのまた西側には、

国崎という小さな半島が競り出し先端部

には天狗の鼻のような岬が北を向いて灘

へ突き出している。鼻の内側には波穏や

かな砂浜が広がり、近年の夏には海水浴

場となっているらしい。鼻の付根の辺り

から東の方へ小石原が続き、此所には手

長蛸と呼ばれる小型の蛸が棲息している。

岬を外側へ出ると波も荒く、ごつごつと

した岩石の浜が、加津佐の方へと続いて

行く。岩場には海藻類が覆い繁り、サザ

エや鮑、雲丹、瀬魚等が数多くいて、夏

場になると、小島と同様素潜りの漁場と

なり、多くの人で賑わう。6 月の初め麦

の穂が色付く頃、蛸獲りの旬が訪れる。

潮目のよい穏やかな日の夕方、松明「脂

の乗った松の根株を裂いて干した物」を

背負い、手に松明篭と木綿の袋をぶら下

げて、又手造りの藁草履を突っ掛けなが

ら、麦畑の小道を国崎鼻へと急ぐ。明か

りを灯し膝下まで潮につかり波打ち際を

行ったり来たり、蛸は灯に誘われて沖の

方からやって来る。目を凝らし手掴みし

ながら袋の中へほうり込む。30 匹はいる

だろう。蛸さんには悪いけれど明日の惣

菜になってくれ。翌朝は隣近所に配って

まわる。

江戸の初期、島原の乱という一揆が起こ

ったそうな、その折り、半島の南半分の

人達総てが一揆に加わり、原城という所

で最後を遂げたと聴いている。その後、
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無人となった村に瀬戸内を始め、彼方此

方から族を成して移り住み、集落が出来、

御先祖様だと聴いている。乱から 400 年

余も過ぎたというのに、集落ごとに言葉

が違う、アクセントや言葉尻、喋りを聴

けば集落が知れる。

一昨年の 5 月、母の三回忌を行うとのこ

とで、里帰りをして来た。諫早の駅に降

り立ち迎えに来てくれた弟の車に乗り込

んで里へと向かう。途中愛野の展望台に

立寄り、橘湾を下に見て南の方に目をや

ると、古里の国崎鼻や小島が見える。暫

く見つめていると自然に気持ちが癒され

る。西日が野母の岬に傾く頃、小浜の街

へ辿り着いた。街は静かで人気も少ない。

聴けば老舗の旅館が消えたという。県営

バスも動いていない。時代の移りを感じ

つつ田舎の里へと辿り着く。翌朝早起き

して外へ出ると、山からの空気が旨い。

段々畑を登っていくと、隅にレタスが捨

ててある。弟に「あれは何だ」と尋ねて

みると、値段が安くて出荷にならず、手

間賃にもならないのでとのこと。今は牛

もいないので捨てているらしい。牛の背

は軽トラックに変わり、鋤や鍬は耕運機

となり、牛小屋は機械の置場となってい

る。自給自足が無くなって銭の掛かる畑

仕事と変わってしまった。集落には若い

働き手は殆んどいない。安定した収入が

得られないので皆里を離れてしまってい

る。老いゆく夫婦が細々と畑で仕事をし

ているようだ。伝統の醤油造り、沢庵造

りに豆腐造り、母から嫁へと受け継がれ

た伝統も今は消えつつあるようだ。集落

には限界が進みやがて村ごと消え果るよ

うな気がしてならない。

■「方言」について■

小手川 兼一郎（37 回卒）

長崎を離れ２７年、大阪に移り住んで来

年でもう２０年になる。が、最近他の同

窓生との決定的な違いに気付いた。そう、

私は関西弁がしゃべれない、口をついて

出てくることすらないのです。

他の関西同窓生は先輩方も含めほとんど

が関西弁である。

なぜだろう？と考えてみた。そうは言っ

ても、普段私が使う言葉は長崎弁ではな

い、北九州弁に大分弁が少し交じった“北

部九州弁”とでもいうか・・・つまりは

変な言葉である。それはさておき、なぜ

大阪に２０年も住んでおいて関西弁にな

っていないのか？長崎以外の土地の言葉

は使っているのに？ それには環境が関

係している。社会人になった今、生活の

中心は間違いなく仕事であり仕事場であ
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る。私の会社は北九州に本社があり、大

阪の支店も８０％以上の人が九州出身

（特に北九州出身が多い）で、妻もそう

である。 妻は現在専業主婦で既に関西

弁に染まっている、愛娘は二人とも大阪

出身なので当然関西弁がうまい。

ところで、この８年間、私はほとんど中

国（上海が中心）で仕事をしている。仕

事で使う言葉は英語と中国語（北京語）、

日本語通訳と一緒の時は日本語で、通訳

と会話する時の私の日本語は・・・・・

何故か標準語である。中国での仕事を始

めて間もない頃、通訳の日本語がまだ完

璧でないある日、彼の日本語が少しおか

しいことに気が付いた。そう、九州弁が

交じっていたのだ。その後、これはいか

んと思い、極力標準語で仕事するように

なった。 ちなみに中国語はいわゆる北

京語が標準語だが、方言は都市の数だけ

存在すると言われる程で、広東語、上海

語、福建語など本当にたくさんの「方言」

が存在する。（「方言」は中国語では「土

話」とも書く）中国の方言は日本のそれ

とは違い、よその地方の人には全く理解

できないくらい別の言語に聞こえる。地

方に行くとタクシーでの会話で時々苦労

する・・・・。

さて、話が逸れましたが、こんな私でも

必ず長崎弁でしゃべる時があります。そ

れは実家の両親と電話で会話する時です。

会話中、愛娘二人が“お父さんが変な言

葉喋ってる”と横でつぶやく・・・。 そ

んな娘らも、まだ幼少の頃は両親の影響

を受け九州弁を喋っていたのに今ではす

っかり立派な「関西人」に育ってくれま

した。

■手紙■

浜本哲嗣（41 回卒）

西高卒業後大学時代までを長崎で過ご

し、縁あって福岡に本社がある今の会社

に就職。入社後は福岡市内に勤務し、「会

社の組織上、東京に転勤することはあっ

ても大阪に転勤することはない」と変な

自信？を持っていたが、東京転勤を断っ

たあとの組織変更に伴い発せられた辞令

によってあっさり大阪転勤が決まり、平

成 18 年の春大阪に引っ越してきて現在
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に至る。

大阪に越してきてもそこはやはり福岡

に本社をおく会社、熊本出身の支店長を

筆頭に事務所内は博多弁、筑後弁そして

長崎弁など九州各地の方言が飛び交い、

現地採用の女性が訳のわからない関西風

九州弁？を喋りだすまでそう時間はかか

らない。そんな環境で毎日を過ごすこと

もあってなかなか大阪に馴染むことがで

きずにいたが、さすがに 3 年を過ぎると

「せっかく大阪にいるのだから関西を楽

しまねば」と思い、最近始めたカメラを

片手にあるときは定番の京都、奈良など

の仏閣を巡り、あるときは異国情緒漂う

神戸の街並みを散策するなどして家族と

の休日を満喫している今日この頃である

（さすがにDEEPな新世界辺りにはあま

り寄り付かないが…）。

そんな折の昨年夏、○山なる人物から突

然封書が届いた。「○山って誰や？箕面に

○山っていう知り合いはおらんばってん

なぁ」と訝りながらも開封すると、そこ

には長崎西高関西同窓会総会の案内。大

阪に来てから仕事関係以外の人と付き合

うことは皆無といってよく、まさか手紙

の送り主が西高の同級生であるとは案内

の“西高”の 2 文字を目にするまでは想

像すらできず、早速連絡をとって 11 年前

の同窓会以来の再会を果たしたのである。

その後出席させていただいた総会では恩

師や関西在住の同級生との再会を喜び、

さらに○山氏に招待してもらった西高

41 回生のコミュニティサイトで連絡を

取り合った懐かしい面々とは、長崎帰省

の折、高校時代の他愛無い話を肴に酒を

酌み交わすことができた。

出身中学も部活も異なり、同じクラスに

なったのは 2 年生のときだけという私に

住所を調べてまで案内を送ってくれた彼

の生来のマメさに感謝し、この繋がりを

さらに広げ大事にしていきたいと思って

いる。

長崎西高関西同窓会は会員の会費のみで運営しております（年会費 3,000 円）。年 7 回から 8 回の
幹事会開催、機関紙“自律の園”の発行、会員への連絡郵便費用等に使わせていただいております。

あらためまして、会費の納入をよろしくお願いします。
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しばらく休止しておりましたゴルフ

部の活動を再開しました。参加者数

は往年の盛会時に比較すると淋しい

ものがありますが、これからの益々の発展を期待して継続していきたいと思います。

次回は是非参加してくださいね。

先輩方が受け継いで来られた歴史ある長崎西高関西同窓会の若手発掘のプロジェクト

がスタートしました。その名も、FRESH OAK MEMBERS！新卒生から 40 歳代ぐら

いまで、幅広いフレッシュメンバーの集いを目指します。皆様の温かいご協力とご支

援を何卒宜しくお願いいたします。この度、初めての試みとして、新卒生歓迎＆同窓

生交流バーベキュー大会を開催しました。
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大阪で一番、夜景の綺麗なホテル ホテル大阪ベイタワー

会場ホテル大阪ベイタワーへ
のアクセス

〒552-0007
大阪市港区弁天 1-2-1
TEL:06-6577-1111

JR 大阪駅から環状内回り線で
約 8 分、JR 弁天町駅下車

地下鉄本町駅から地下鉄中央
線で約 6 分、地下鉄弁天町駅下
車

下図のホテル周辺のアクセス
をご参考に起こしください。

印刷所：オリンピア印刷株式会社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 2 丁目 1 番 13 号 電話 06-6445-0321

ご注意：同窓会の名簿作成と称して葉書が舞い込む場合がありますが、関西同窓会とは

一切関係がありませんのでご注意ください。


