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出席者の近況（土井和士編集）

街道武司先生

八十路を迎えて、卓球関係の役職は全て辞めました。地域の役も今年限り

のつもりです。現在、敬老会開催の責任者であり、Ｆ・Ｉサロンもやってい

ます。来年、免許更新できたら新車にします。いちばんの楽しみは孫娘と飲

みに行くことです。

同期会の発展を祈っています。

吉崎冨士雄先生

お世話になっています。散歩はしていますが、まだ日中は暑いですね。

最近の「追っかけ」の報告をします。

（サッカー班）

９月１日（日）対祇園北（１５：００～）

２対１で逆転勝利

９月８日（日）対五日市（１１：００～）

０対０でＰＫ戦 ２対３で敗北

（野球班）

９月８日（日）対大竹（１３：～）

２対６から逆転し８対６で勝利

県大会出場決定

９月２２日（日）対国泰寺（９：００から）

0 対１１（５回コールドゲームで敗北）
では、また。何かあれば連絡します。

幾田奉文

みなさまお元気ですか？ 皆さん喜寿のお喜びを申し上げます。神社による

と 19年生まれの方が該当するとか！ 50 年と言えば半世紀！
今年から NPO 法人の移送サービスをお手伝いしています。今年の春日赤病

院まで利用者さんを送り迎えする機会がありました。その空いた時間を利用

して、卒業後はじめて母校に行ってみました。

とても近代的な校舎に生まれ変わっていました。しっかり勉強しろとつぶ

やいていました。歴代の校長先生の写真を拝見したり、食堂で定食を食べな

がら、当時食べた学食のうどんを懐かしく思い出しました。当時の学生生活

の方が少しバンカラだと懐かしく思い出されるのは私だけでしょうか。

楽しい会になることをお祈り いたします。

石社信之

幹事ご苦労様です。

喜んで出席させていただきます。

宇田毅

幹事さん、ご苦労様です。

卒業後すぐに親の事情で広島から高知に引っ越しました。そのため、広島

にはほとんど訪れることなく半世紀が過ぎてしまいました。
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今は東京にいます。こちらにいる同卒生とは時々あっているのですが合わ

せても 20 人くらいでしょう。確か 38 年卒総数は 400 名くらいだったと記憶し
ています。ですから、他の 95 ％の方とは半世紀ぶりの再会になり楽しみにし
ています。

「近況」

昨年アスムスなる会社を立ち上げました。アスムスとは Atomic-Scale Material
Simulations の略で、文字どうり原子レベルでの物質特性の解析を業務としてい
ます。

総勢 4 名のモスキートカンパニーですが、ナノ材料分野での需要はそれな
りにあって何とかやっていけそうです。

住まいは東京都小平市です。家内と長女、猫 5 匹と暮らしています。子供
は全部で 3人いますが、残念ながらまだ孫には恵まれません。

10 年前に引退後の楽しみとして囲碁を始めました。今はそれどころではな
い状態になってしまいましたが、ボケ防止には結構有効な趣味だと思ってい

ます。

Mail : tymuda2718@gmail.com,uda@asms.co.jp,tuyumiuda@72.alumni.u-tokyo.ac.jp
以上、よろしくお願いします。

宇野正三

同期会のことで大変お世話になり、心から感謝しております。

大隈教臣

振り返れば、僕等の青年期、壮年期はいい時代だったですね、ご同輩。今、

老年期は他人に迷惑をかけず静かに好きなことをしてのんびりと過ごしたい

ものです。

小生は大学の非常勤講師をして小遣いを稼ぎ、山登りや温泉めぐりなどし

ています。時々はボランティア活動に参加したりしています。

岡田琢司

卒業時４組（担当街道先生）の岡田です。

幹事の皆さん、この度の 50 週年記念イベントの企画大変お疲れ様です。卒
業半世紀後にこのような催しに参加できる事は皆さんのご尽力の賜物と大変

感謝、また感激しております。

私は修道卒業後関西で４年間を過ごし、以降横浜に住みついて４０年余に

なります。昨年夏にはアルバイト的にやっていた定年後の仕事も辞めて完全

なフリーになりました。

また、昨秋には母親を９０歳で見送り、広島の実家を引き払い、両親の墓

も横浜に移しましたので広島とは縁が薄くなりましたが、熱烈なカープファ

ンであることがせめてもの広島出身の証しと広島へのノスタルジアでしょう

か。

こちらでも関東同期会が毎年１月に開かれますが、この会が年一回広島と

修道を思い出す機会です。この同期 20 年以上続いていますので幹事は大変で
しょうが、今後も続けて頂きたいものです。

私は JR 横浜駅から内陸に向かって電車で 20 分位の郊外に住んで３０年に
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なりますが 7,8 年前から近所に空き家が目立ち始め、人口減少を実感してい

ます。当方も男の子二人ですが、長男は結婚したものの子供はできず、次男

は 30 代半ばで未だ独身。したがって孫はいません。これでは日本の人口が増
えない筈です。

若者が結婚しない一番の理由は、経済問題を含めた将来への不安と云われ

ますが、単純素朴に将来を信じた (?) 我々は恵まれた時代を生きて来た、と
改めて感じます。

このままでは次の世代に申し訳ないので、現在の子供や若者の手助けにな

る活動は無いものか模索しながら リタイア後の日々を送っております。

当日は昔話のほかにそんな話も聞ければと楽しみにしています。

片山勝也

お陰様で元気に過ごしています。

自分の好きなように時間と空間を使っています。

５０周年ということで、今まで遭えなかった旧友との再会を期待していま

す。

柿原敏明

お世話になります。元気にやっております。

鉙内清隆

年相応に元気で過ごしています。

喜連直武

元気にしています。

久しぶりに皆様に会えるのを楽しみにしています。

国光栄介

最近、陸上部の後輩の山縣亮太君の活躍で、私の高校時代の競技風景を思

い出します。

久保一志

一昨年４４年間の会社人生を卒業し、スポーツジム通いを軸に、旅行、友

人との交流等で楽しく過ごしています。

桑原倖利

２巡目の歩き遍路（区切り）進行中。

桑原稔和

幹事ご苦労様です。

小池昭宣

健康第一の生活を送っています。西宮は第二の故郷になりました。

静川 周

カミさんに尻をたたかれ、生涯現役を通しています。私の心の安寧は極楽

浄土のみのようです。

一部の人は知っていると思うが、広島に伝わっている（発祥ではないけれ

ど）神伝流という日本泳法の会の面倒をみています。毎年、一月の成人の日

に原爆ドーム前の元安川で寒中水泳をしている。もうかれこれ 30年近くなる。
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その日の為に鍛えるべく、流川、薬研掘を不定期に游泳もしている。

(陰の声 流川をどうして泳ぐ

の？)

庄野喜信

いつもお世話下さいましてありがとうございます。心よりお礼申し上げま

す。

新谷 勝利

何時も大変な幹事役有り難うございます。

以下の予定で参加します。

28日（土）21時半ころ広島のホテル着
八丁堀のアーバイン広島セントラルホテル

街に飲みに出る予定

（どなたか付き合ってくださるのであれば嬉しい）

29日（日）１１：００ー１４：００: 同窓会
２０：４５ 広島空港発

先ほどゆうちょ銀行にインターネットで振り込んでおきました。

近況：３月３１日まで（独）情報処理推進機構（ IPA)に勤務。
４月 1日以降、新谷勝利事務所開設
ー(IPA)の専門委員として、 ISO 33K シリーズのエディター及び関係

国内委員会 の主査

ー(IPA)の連携委員として、高信頼ソフトウェア開発に関わる技術の普及にあ
たる

上記 IPA の作業は、日数にして、２日 /週相当につき、以下の招聘研究員と
していままで勉強してきたことのし直しをしたいと承認はされたが、なかな

か進まず。

ー早稲田大学理工学部大学院

グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所

（ソフトウェアに関連して）

ー慶応大学システムデザイン研究所（SDM)
（システムに関連して）

偶然だが、ここの科長は修道高校の後輩

一番時間を割いているのは、孫の世話。これは毎日、少なくとも午前中は

つぶれている。机に座っても、なにかと寄ってくる。

娘の家族（６歳と２歳半の男の孫）と同居で６人家族。趣味が無いので、

今まで何かしてきたであろうとの希望で整理をしたいと思うが不思議と時間

は経つものである。

１０月１７日～２３日は上海で２回講演の予定。実際の仕事は２日で後は

観光。この会議後の観光というのは久し振り。私費で行くのでこれが可能。

公費ではとんぼ返り。

１１月１０日～１７日とイタリア・ピサでの ISO 会議参加予定。 --
katsu.shintani@k3.dion.ne.jp, +81-(0)80-4143-6266



- 5 -

菅義孝

事務局の皆様ご苦労様です。いつもありがとうございます。

杉原英樹

何事もなく平穏に暮らしています。

世良伸武

月に一度、三宅恭次君の年間指定席で、共に熱くカープ観戦を楽しませて

もらっています。

今年もがんばったけど、CS も怪しくなってきました。この先、生きてるう
ちに又、胴上げが見られるんだろうか？責任者出てこい！！

竹中敬宗

ここ何年か、検査で指摘を受ける事が多くなり、何カ所かの病院に定期的通院をしてい

ます。

まだ決定的なところまで行っていないのですが不安を抱えています。

唯一の趣味はゴルフ。あと何年できるだろうか。以前から悪かった腰に加えて、昨年か

ら膝に痛みが走り、足を引きずりながらゴルフをしています。週１回程度のゴルフですが、

毎月開催される修道同期ゴルフ会は特に楽しみです。年々飛距離が落ちていて、昔はここ

まで飛んだのにと思うことが多くなりましたが、来年の70歳からティ－グラウンドが前に

なるので楽しみにしている今日この頃です。

田中和彦

来し方を振り返り、今を思い、感謝のうちに明日を願う。日々を静かに過

ごしています。

辻上志廣

最近、事あるごとに昔を思い出し、いい学校、いい先生、いい仲間に出会

えたことに感謝している自分がいます。先が短いのかな！！（陰の声 何も

かもね）

土井和士

松島道博君が述べているように事務処理能力と思考力が、かなり落ちてき

ました。そのため今回の同期会申込期限を２０日にしていましたが、もっと

早く締め切れば良かったと後悔しています。本当に「老いを如何せん」とい

う思いです。現在、同級生に会えるという楽しみのために何とかやっている

という情けない状態です。

皆さんはいかがですか？

土井一彦

いつもお世話になります。

近況報告

旬の野菜を求めて３年目３歩進んで２歩下がる毎日です。

合間をみて知り合いのところで木工をさせてもらい、月に２回くらいタイ

メバル アジタチウオ等釣りに出かけてます。天候に左右される日々を過

ごしてます。

富室敬二

「青春の城下町」「学園広場」・・・・、あの頃の元気だった皆さんと再会
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できるのを楽しみにしています。

豊島(片口)征二

久しぶりに同窓会に参加させて頂くことになり、近況をご報告させて頂き

ます。

私こと豊島征二は、修道時代までは姓が「片口」でしたので「片口征二」

で記憶頂いていると思います。

大学卒業以来、関西（大阪市、奈良県橿原市）で暮らしておりましたが、

平成 22 年秋に故郷の大竹市に帰って参りました。帰郷後、老朽化していた自
宅の改修を始めとして、あれこれ落ち着かない状況が一段落して、こちらの

生活に慣れてきたところです。

同窓会で、恩師や皆様にお会いできる事を楽しみにしています。

以後、よろしくお願い致します。

E-Mail: toyosima@xa2.so-net.ne.jp
永井文彦

次の衆議院選挙まで現状維持の予定です。

中里亜夫

お世話になります。

早いもので、この３月末で福岡県立大学での常勤の勤務も終わり、非常勤

だけになりましたが、週３日間は３つの大学で講義しております。

２９日は、よろしく。

永松浩二

リタイヤ後９年目を楽しんでいます。

趣味（居合道）、旅行、酒、ちょっぴり地域への恩返し等、忙しくもなく、

暇でもなく、ゆっくりと１日を過ごしています。

中本勝久

８月２３日に腰（脊柱管狭窄症）の手術をしました。2 ～ 300 ｍ位あるくと
足がしびれて歩けなくなり、もう限界ですよと言われ手術してもらいました。

痛みもしびれもなくなり、リハビリで毎日 5～ 6キロくらい歩いています。
ゴルフがしたくてウズウズしています。（半年くらいダメみたいですが）

西平 克宏

同期会お世話になります。先月１６～１８日平和祈念Ｕ－１２デンタルサ

ッカーフェスタ２０１３のお世話をした。広島市サッカー協会の事務局で週

１日仕事をしている。

今年は福島に続いて、宮古の子どもも招待した。県歯科医師会の援助によ

る。中には避難してまだ仮設住宅で生活している子どももいた。宮島見学や

平和学習もやり後の２日間でサッカーの試合。大会に参加した子どもの感想

文を読むと、感動です。喜んでくれた。元気で復興に向けてがんばってほし

い。僕が彼らにできることは小さいが。

藤井徳行

当日たまたま仕事なしで出席させてむいただくことができます。長い間の、

欠席が多かったのですが、加齢とともに出席率を上げたいです。いつもは岐
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阜にいます。

藤原勝彦

早いもので、63 才直前で第 2 就職を退職してから 6 年が経ちました。この
間、娘二人の結婚・巣立ちで家内と 2人の生活が始まり、個人的にはゴルフ、
囲碁、パソコンとスポーツＴＶ観戦（サッカー主）等の趣味を主体に、五体

満足で元気に快適で結構忙しい毎日を過ごしています。

又ここ 4 ～ 5 年は、家内共々 90 歳前後の親（廿日市市の母、大阪堺市の父
母）の面倒見で忙しく、私は老人ホーム入居の母の様子見と空家の管理の為、

年に 10回程度廿日市市の実家に帰省している状況です。
これからは 75 歳までゴルフをすること、又 2020 年の東京オリンピックを自

分の足で観戦に行くことを願望として、頑張って行きたい。

福井啓三

週２回はアルバイト、それ以外の日はゴルフの打ちっ放し、スポーツジム

通い等の趣味？中心の生活をしています。

福原新一郎

お世話になります。

５０年経過して、健康に過ごすことのできる事の有り難さを実感していま

す。皆様にお会いして、元気をもらいたいと思っています。

週２回ぐらい働き、後は家の周りの手入れをしたり、色々遊んだり元気に

しています。

５０年の記念と知らされ、そんなに経ったかと信じられない思いです。

先生方もお元気でありがたいことと思っています。

皆さん何時までもお元気で！

e-mail s_hukuhra@ksj.biglobe.ne.jp
福原啓一

民生児童委員、社協理事、ボランティアの合間に、下手の横好きのゴルフ

に熱中。１５回生の仲間と毎月プレーしています。

星野洋治

ご無沙汰しています。

年ごとに老いを感じるようになりましたがまだ土建屋に勤めています。

修道の同期の人には永くお会いしていません。

老いてくると皆さんの顔を見たくなってきました。よろしくお願いいたし

ます。

星山政昭

長らくご無礼しておりますが、修道同期の星山政昭（２組？）です。

同期会運営へのご尽力に感謝申し上げます。

最近ホームページの存在を知りました。街道先生、吉崎先生はお元気の様

子を拝見しました。

卒業記念アルバムが見つからず、名前に聞き覚えがあるにも、昔の顔が思

い出せない方が多いといったところです。

２、３年前から、三宅氏より暑気払いや花見の案内をもらっていますが、
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音沙汰もせず無礼をしております。

同期会には、２、３０年前の広島開催に１回参加したことがあるのと、東

京の「朝村」での集まりに１、２回参加したことがありました。当時貴兄よ

り案内をもらったことを覚えています。

ところで、今回の同期会に出席させて頂きたく思います。

懇意にしている者から誘われたこともあり、恥ずかしながら出席させて頂

きます。

どんな再会が待っていますか、宜しくお願いします。

≪ hsym@nifty.com ≫
松島道博

ご苦労様です。

最近特に体力、知力が衰えてきた感がし、これからどう生きていけるかに

ついて考えている今日この頃です。

東京オリンピックまで、生きていられるのでしょうか？（陰の声 う、う

～ん、それは・・・）

峰崎直樹

昨年末で内閣官房参与を辞め、札幌にて自適とばかり生活しています。

広島で皆さんに会えることを楽しみにしています。

宮本寛治

世話役ご苦労さんです。出席させて頂きます。

孫娘に子が生まれ曾孫ができました。母子ともに元気なので何よりです。

森脇洋吉

いつもお世話になり有り難うございます。

今年３月市立病院を退職し、週３日パート勤務をしています。

森本義則

６５歳で仕事を辞め、年金暮らしです。

月２～３回のゴルフ以外は酒を楽しむ毎日です。

皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

山田敦雄

現在、母(94 歳)の介護を兼ねて、主に広島に居住しています。(家族は大阪
に居ますので、時々帰阪します)

今回は是非参加させて頂きます。 皆の顔が判るかな？

山本公総

毎度、幹事役本当に有り難うございます。

渡辺菊夫

お世話様です。久しぶり時間がとれそうです。皆様お元気でしょうね。私

は小さい町の中で細々と生きております。
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欠席者近況（竹中敬宗編集）

佐藤良治(先生) 15回の会合には出来る限り出席したく思っていましたが、最近、心臓が又悪くなり、
入退院を繰り返しています。発作が急に起きるものですから、今回は残念ながら欠席

させていただきます。申し訳ございません。皆さん、お元気でこれからの人生をお楽

しみください。

朝村三郎 所用の為出席できず大変残念です。60才の時、居酒屋は閉店し、今はカラオケバ－を
家内に任せて細々と暮らしています。月～金曜日は 5才と１才の孫娘の保育園からの
迎えが日課になっています。こんな暮らしでいいのかなあと思う今日この頃です。皆々

様によろしくお伝えください。お元気で。

天野泰樹 事務局の皆様ご苦労様です。今回はいろんな事が重なり欠席させていただきます。皆

様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

有馬一紘 残念ながら欠席します。皆さんによろしくお伝えください。盛会を祈ります。

和泉 彰 皆さん、いつまでもいつまでもお元気で。

上村 徹 気力と体力がなかなか折り合いません。

大瀬戸正巳 ご案内いただき有難うございます。私は今年 4月より職場(広島文化学園大学)を退職
し、畑(菜園)が相手の生活を送っています。当日は都合がつきませんので欠席します。

岡本正彦 返事遅くなり申し訳けありません。隣家の四十九日の法要と重なり出席出来ません。

盛会を祈念しております。事務局の母校を思う気持ちに感謝です。

奥田敦祥 日中の暑さはまだまだ厳しい昨今ですが、皆様にはお変りございませんか。同期会の

お知らせをいただきありがとうございます。夫、敦祥は平成 18年 8月に亡くなりま
した。元気でいれば喜んで出席したと思います。天国でさぞ残念がっていることでし

ょう。皆様のご健康をお祈りしております。

奥村 徹 特に大きな病気もせず、元気にしています。

奥本清文 幹事の皆様ご苦労様です。50周年ですから是非とも出席したいと思っていましたが、
期末故多忙で欠席させていただきます。子供（三姉妹）が 1名未婚、孫 2名で、健康
で過ごしています。(株)ＫＳプロジェクトを経営しています。趣味はカメラ、旅行、
仕事です。

小田 矗 残念ですが出席不能です。皆さんにお会いできないのが残念です。今の所息災に過ご

しております。ゴルフが好きで友人と興じております。

加川征司 大変お世話になっています。当日、都合悪く欠席いたします。なお、まだ現役卒業で

きず頑張っています。

川口正則 残念ながら、所用のため出席できません。皆様によろしくお伝え下さい。

梶山泰正 当日はたまたま三次中央病院の救急日曜当番に当たり欠席します。ぼつぼつの体調で

ボツボツ仕事をしています。

北林一彦 あるお寺で、先日､後記の立て札を目にしました。しばし立ち止まり､その言葉に見入

りました。「人生は夢のようであり、財産もまた幻のようなものである。すべては陽

炎のようである」。皆様の感慨はいかがですか ?
木村詳二 現在 69才、気分は 40才代、百万馬力発揮、現役生の生活を楽しんでおります。
倉田勝弘 連絡ありがとうございます。出席できず残念ですが、皆様によろしくお伝え下さい。
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ご盛会を祈ります。

黒田義則 刀圭会の名手として精励刻苦の毎日です。皆様によろしくお伝えください。

小出公彦 残念ですが、業務の都合で欠席させていただきます。皆様方のご健勝をお祈りしてお

ります。現在、千葉県の東金市で民事再生会社を指導しております。

幸田一水 月 1回の修道同期いちご会ゴルフに参加しています。今回は残念ながら都合が悪く欠
席させていただきます。皆様によろしくお伝えください。

小桝克己 最近、疲れ気味で体調思わしくなく、残念ですが欠席します。皆様によろしくお伝え

ください。Ｎｅｔのフェイスブックに「こますかつみ」でペ－ジを作っているので、

興味のある方は見てください。

是政事尋 来年は 70才と言うことで是非ともお会いしたいです。
坂田芳弘 最近はずっと眼科･内科への通院で飲酒できなくなりました。今ひとつの状態です。申

し訳ありませんが今回は欠席とさせてもらいます。よろしくお願いします。

坂谷寿彦 東広島の同期の者とは年 2・ 3回集まって一杯やっています。
定森義雄 流れ流れて尾張の離れの住人となりました。500㎞の彼方から母校の発展と同期諸兄

の健勝を祈っております。

沢野征一郎 50年記念同期会開催のこと、事務局の方々には案内状をいただき御礼申し上げます。
当方、元気で暮らしております。遠方につき、今回も欠席させていただきます。

新宅博明 楽しみにしておりましたが、カウンセラー資格更新研修と重複しました。

今回は欠席です。皆様によろしく。

鈴木荘司 先約があり､誠に残念ながら欠席させていただきます。皆様によろしくお伝え下さい。

住本正稔 幹事方ご苦労様です。小生、女房のケアに専念の毎日です。卒後 50年の節目に各位
にお会いしたいが自由がきかず、残念ながら出席出来ません。

高原宏之 始め出席の予定にしていましたが、当日、先約の会議があり欠席とさせてください。

武田昭英 日曜日はすでに予定が入っており残念です。皆様によろしく。

武田洋征 お世話ご苦労様です。当日は以前からの予定が入っており欠席いたします。下記に、

近況を報告いたします。中国電力およびグループ会社での勤務を今年 5月末で卒業
しました。高度成長期で電源の確保に苦労した若き日に比べ、近年では発電・送電

分離、脱原発と新しい問題が出てきました。こうした中、６０代末まで現役で仕事

が出来て幸せな会社生活を送ることが出来ました。退職後は、ビデオ、写真、家庭

菜園等趣味を楽しんでいます。6年前健康診断で腎臓がんが見つかり手術しました。
現在、年 2回の全身CT検査を継続していますが今のところ元気で過ごしています。
健康管理に気を付け余生を楽しみたいと頑張っています。

田中正紀 幹事の皆様お世話になります。4年前の同期会は楽しい時間を過ごさせていただき、
ありがとうございました。今回は体調が悪く欠席いたします。

田原征起 有名なシルバ－川柳、「お辞儀して 共によろける クラス会」。皆さんの「よろける

姿」を拝見したかったのですが残念です。

田村孝文 白内障の手術はしましたが元気です。10月、11月には広島訪問の予定が入っており
ますが、当日は都合がつきません。皆様のご健康を祈ります。

多山博通 ぜひとも出席して皆様とお会いしたいと思いましたが、前日(９月２８日)に仁保に

おいて孫の運動会が行われ、嫁の御両親とともに参観する予定です。当方、連日



- 11 -

広島に行くことができません。申し訳ないと同時に非常に残念です。皆様によろ

しく。岩国市通津２４５５番地１ 多山博通

PS 久しく御無沙汰しておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
当方、娘の子を、ウイークデイ預り、自宅より小学校と幼稚園とに通わしています。

(最近の孫は手強いデス！、、、、、、、、)

土本重雄 第 5日曜日は私の当直日です。代診もいないので､当日は欠席します。
寺井久信 卒業５０年記念同期会ご案内頂きありがとうございます。当日前後は旅行に出てお

り、残念ですが欠席させていただきます。ご案内のはがきを見ていると、５０年前

の同期の皆さんの顔が懐かしく浮かんできます。私は６０歳で退職し、隠遁生活に

入るべく水墨画と表装を習い始めました。また、食いっぱぐれないように男の料理

教室とソバ打教室で汗を流しています。ただ、根が不精者ですからどれも上達しま

せん。子供二人で孫が３人、近々４人目が生まれる予定ですが、いづれも家から離

れて住んでいるため、家内と傷を舐め合い老老介護の生活です。

同期の皆さんのご健勝をお祈りし、またお会いできる時を楽しみにしています。

追伸 事務局の皆様お世話になります。今回は抜けられないメンバーとの旅行で、

同期会に出席できなく非常に残念です。同期の皆さんにもよろしくお伝えください。

富田照男 現在は土谷病院にて透析をしています。体はやや弱いのですが何とかがんばって

います。

長井英一 8月 20日に新居兼 4Kクラットが完成。快適なリビングライフを楽しんでいます。(ウ
ッドデッキでのバ－ベキュ、ギタ－演奏)。50年の会、元気よく盛り上げて！！

永井 晃 ぼつぼつ仕事をリタイヤして南太平洋のクル－ジングに出かけたいです。皆様の顔が

思い浮かんで来て懐かしいです。残念ですが欠席です。

永井伸司 プチ現役で働いています。皆様によろしくお伝え下さい。

中村将夫 他の予定と重なり出席出来ません。申し訳ありません。

中村充宏 幹事の皆様、お世話様になります。当日、小生私用にて出席出来ません。申し訳ござ

いません。小生、未だ現役にて頑張っております。お近くにお越しの節は保険証持参

の上お立ち寄り下さい。職員一同歓迎いたします。

成定正章 所用につき残念ですが欠席します。次回は是非出席させていただきます。

1 残念ですが欠席しますので、近況をお知らせします。昨年 9 月に膵臓
１１１１１１１１癌の手術を受け、2か月弱入院生活を送りました。退院後、抗がん剤治療を継続中

です。おかげで今のところ再発・転移はなく、体調は徐々に回復しており、散歩，

買い物，ドライブなどの外出もできるようになっています。ただ、基礎体力、筋力

が落ちており、持続力がないので疲れやすくなっています。仕事はすべてやめまし

た。今回の同期会、ぜひ出席したいのですが、ちょうどこの時期に 1週間程度長野
を訪ねる予定にしており、出席できなくなりました。長野には長男の家族が住んで

おり、9月 27日に 3番目の子供が誕生する予定になっています。わたしにとっては
4人目の孫の誕生ということになります。私の抗がん剤治療と通院の予定、および
上記の出産予定の両方から、長野訪問予定を変えることができません。残念ながら

修道の同期会を欠席せざるをえなくなりました。皆様によろしくお伝えください。

また、皆様のますますのご健勝を祈っております。
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私へのメールは、アドレス hayashi@gakushikai.jpまたは、hayashi1944@live.jp
に送信してください。

平賀義彦 当日２９日は「四季」古稀五人展の準備（搬入等）のため、残念ですが出席できませ

ん。会期：25.9．30（月）～25．10.6（日）ＡＭ10時～ＰＭ5時、場所：広島市まち
づくり市民交流プラザ１Ｆロビ－（中区袋町６－３６）。尚、同期の安田武夫君も出

品致します。私は「日本画」を出品します（4点）。私は年金生活です。
平田勝之 退職後の日々をゆっくりと過ごしています。ボケ防止にパソコンやギタ－を弾いて、

スロ－ライフを楽しんでいます。

福本 健 元気でフルタイムで働いています。皆様によろしくお伝え下さい。

藤本修身 70才が近づいてきました。「あと 36年生きる」というのが口癖です。
三浦 惺 先約があり申し訳ありません。

貢 烈 当日は甥子の結婚式があり、「グランビィア広島」にいます。時間帯も同期会とほぼ同

じ。残念です!!
宮川和康 ヤボ用にて欠席します。盛会を祈っています。

森下邦夫 あいにく当日は他の約束事と重なりました。皆様によろしくお伝えください。当方、

元気にやっています。

森藤清輝 ９月２９日は当番医でした。残念ながら欠席します。

山口彰男 体力の過信から無理して体調を崩し、現在は静養中で欠席します。多分、この機会以

外では皆様にお会いできないかと思いますが、安全を取り欠席します。

山本邦夫 当日、出船予定のため欠席させていただきます。皆さんによろしく。

湯藤裕司 残念ですが、9月 27日より横浜・長野で仕事がありますので欠席します。
夜船規雄 定年後の第 2の人生を今は家庭菜園に精出しています。
和田敬一郎 幹事の皆様ご苦労様です。ご無沙汰していますが皆様お元気のことと思います。50周

年記念大会が盛況であります様に。


