出席者近況報告
街道先生

１５回生の皆さんに会えることが、私には最高の幸せです。宜しくお願い
します。
吉崎先生
少々のどの調子が心配ですが、その日までには回復して、当日、元気をもら
いたいものです。
井川 明
準備等お世話になります。
幾田奉文
毎日が日曜日ですが、最近では障害者スポ－ツ大会やフライングディスク
大会の支援ボランティアに出かけています。又今年は障害者の個人旅行の
介助として、ハウステンボス、ディズニ－ランド、上高地など４回程同行し
ました。体力が続けば今後も頑張ります。
宇野正三
いつもお世話いただき感謝致します。向寒の折柄、貴殿のご健勝をお祈り
します。
大隈教臣
いつもながらお世話していただきありがとうございます。退職後に始めた
ハ－モニカと篠笛で懐かしのメロディ－を演奏して、ボランティアや演奏
会で楽しんでいます。
大住忠彦
ランニング続けています。お世話ありがとうございます。
大瀬戸正己 年々忙しさに年を忘れています。だましだまし、元気そうに振る舞ってい
ます。
岡村宜明
ご案内ありがとうございます。皆様との再会を楽しみにしております。
岡本 甫
梶山泰正

いつもお世話になります。楽しみにしています。
幸せなことに、今も現役で仕事をしています。４人の子供も今年で全員片
付きました。妻と二人で老後を楽しんでいます。お世話をありがとう。
勝野井泰洋 毎度お世話になります。
川口正則
年金生活に入って１０年。ようやく不惑の域に入ったようです。夫婦２人、
気楽に過ごしています。
北村 洋
相変わらずゴルフ、囲碁、コントラブリッジ、麻雀等の生活であるが、体力
(特にバランス感覚)の衰えや物忘れ等々実感しており、正に寄る年波には勝
てないの状況である。
喜連直武
元気にしております。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。人生
の黄昏に輝けないにせよ、残りわずかの間、あれもこれもと兎も角急いで、
出来ることをやりたいと思うこの頃です。
來島良二
１２月 2・3 の航空券、１２月２のホテルを取り出席します。月に 1・2 回
のゴルフ、週に 3・4 回のフィットネスで体力維持。５５年ぶりにお会いす
るのを楽しみにしています。
佐藤立美
元気に仕事に遊びに励んでいます。1 週間は月土月水土日かな？皆と会え
るのは楽しみです。
静川 周
生涯現役！！それと、相変わらず日本泳法「神伝流」の神伝流広島游泳同志
会の会長として、成人の日の寒中水泳、夏の日本泳法大会へと頑張ってい
ます。
庄野喜信
いつも有り難うございます。
新谷勝利
12 月 2 日(土)夕方広島に着き、家内の実家の牛田東に宿泊予定。まだ週 2
回情報処理推進機構に出ています。
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いつもお世話になりありがとうございます。
元気です。みんなに会えることを楽しみにしています。
検診事案で各地を回っています。特に今年は種子島等 etc。又山陰、四国に
も行っています。
武田洋征
リタイアして 4 年経過しました。年相応の健康問題はありますが、元気で
過ごしています。当日を楽しみにしています。
竹中敬宗
妻に先立たれて３年になります。旅行に良く行っていましたが、一人では
旅行もままなりません。
暇つぶしにゴルフの回数が増えました。80 才まで、
年間 100 回、を目標に頑張っています。
田中和彦
それなりに年をとって参りました。野球で言えば 8 回か９回でしょうか。
面白い時機になりました。
辻上志廣
卒業５０年を過ぎ、この５年は非常にきつい。次の５年はあるのか不安が
強い。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。
土井和士
何かと地域のお世話をしていますが、稚＆知的レベルの乖離がかなりあり、
とても苦労しています。そうしたとき、修道の同級生と一緒に食事すると
心が安らぎます。やはり新しい友人より旧い友人ですね。これからも旧交
を温めたいし、大事にしたいと思っておりますので、友誼のほど宜しくお
願いします。
徳永 彰
開業医でまだ現役です。
市役所の職員、学校の職員、製薬メーカーの担当者とよくお話をするので
すが、当然の事ではありますが、相手が私より年長者の方、同世代の方、
子供の世代と変わってきております。年令を感じるようになっておりま
す。
富室敬二
下手なゴルフ、麻雀、歌でボケ防止に努めています。前回案内の「菜根譚」
と言い、今回の「蕪村」と言い、含蓄のある詩句の引用に感心しています。
永井文彦
当分の間、秘書稼業を続けます。
中里亜夫
お世話になります。出席します。楽しみにしています。現在、自治会や NPO
法人里山の会などのお世話をしながら、大学非常勤をしております。なん
とか元気で忙しい生活をしております。今年中には農地法第５条に規定す
る農民になれる予定です。
二階堂頴二 ご無沙汰です。幹事の皆様ご苦労様です。四月の花見会で私の俳句の話題
を出してくれ、三宅君には大変お世話になりました。ありがとう！！
西平克宏
大学卒業５０周年の同期会を１１月７日に行いました。これが最後かと言
っています。歳を感じるようになり、エッコラショと声を出さないと立ち
上がれなくなった。
野間昇司
幹事様には感謝致します。お手伝いがあれば申し付け下さい。
畑口隆昭
楽しみにしております。近況は当日楽しく語らいましょう。
花岡敏廣
おかげさまで、現役で働いています。少しずつですが、終活をおこなってい
ます。
春田通一
離席徘徊。着座呑酎?
福原啓一
毎月いちご会（１５回卒）ゴルフコンペで頑張っています。
星山正昭
６０才代に入り、種々病が見つかりましたが、お陰さまで大事に至らず静
かにしてくれています。生活基盤の広島駅周辺が活性化し、カ－プと共に
元気をもらっています。世話人さんに感謝して出席させていただきます。
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とくに大事もなく元気で過ごしています。平々凡々と。
精力は消滅して、体力、知力、気力は著しく減退している今日この頃です。
いつリタイアしようかと思案しており、そろそろお迎えが近いのではと思
っています。とは言えそれまで健康でいたいと願っています。ピンコロに
なりたいですね。
政治の一線から退いて７年、世の中の動きは驚きの連続です。われわれも
７０代の中途、後期高齢者に近づいてきました。久しぶりに旧友に会える
のを楽しみにしています。広島には母が９９才で健在ですので、母の顔を
見に帰れます。ありがたいことです。
今年、にほんごボランティアにデビュ－しました。ベトナム、インドネシ
ア、ネパ－ルの人が多いです。庭にはレモン、ユズが黄色になってきまし
た。
いつもお世話いただきありがとうございます。健康で働けることに感謝し
ながら週３日非常勤で勤めています。
色々お世話になります。楽しみにしています。
いつもお世話大変ありがとうございます。先日「活動」資料を曽我部社員よ
り確かに戴きました。大変興味深く拝見いたしました。当日、皆さんと出会
えること大変嬉しく思います。どうぞ宜しくお願いします。
仕事からも完全にリタイアし、神社、仏閣巡り(特に京都・奈良)を楽しんで
います。
幹事役、大変ですね。お疲れ様です。
小生は研究開発の自営業ですので、終身勤務です。激しい時代の変遷に如
何に適合するかに心を砕いて居ます。精密有機合成化学と謂う職人技の世
界ですので、若手への技術の伝承を手伝って居ます。自身のボケ防止にも
貢献している様です。同期会の皆様と末永く健康でつき合って行きたいと
思います。
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12 月 1 日、他病院で再検査のため出席出来ません。出席の皆様には呉々も
お身体にご留意ください。ご多幸を祈っています。
入退院の日々です。広島に行きたい！！
幹事様ご苦労様です。当日は予定があるので申し訳ありません。同期生の
健康とご多幸をお祈り致します。
元気で過ごしています。当月は法事で帰省しますので残念ながら出席出来
ません。盛会を祈っています。
腰痛があります。そのため日常生活に支障を来しています。
しかしながら体にむち打ち、畑仕事取り組んでいますが、仕事は遅れ気味
です。
すぐ目の前は海ですが、漁も一時休業中です。
地域の老人クラブ、ボランティア活動、囲碁同好会等元気で暮らしていま
す。身内に不幸があり、申し訳ありませんが欠席させていただきます。
お世話になっております。申し訳ありませんが、極めて多忙につき参加で
きませんので、ご連絡等は以後ご無用に願います。誠にすみません。
病後引退しました。大幅に増えた自由時間に、昔から興味のあった「人類の
起源と進化」と「宇宙論」に関する書籍を読みあさっています。５０年前に
くらべ、実に多くのことが分かってきていて、時間のたつのを忘れます。そ
の他水泳と囲碁に週１回通っています。
最近の世界情勢に不安、いや、不安を通り越した憤りすら感じています。自
国さえ良ければよい、とばかりに他国民を排斥し、エネルギーを無駄使い
して環境汚染には目もくれない国が増えています。エネルギーも資源も面
積も有限な地球上でこんな勝手な振舞いをされれば人類は早晩滅亡します。
地球は閉じた系「宇宙船地球号」なのです。そして、我々人類は宇宙船地球
号の乗組員なのです。５０年くらい前までは、地球を「母なる大地」と思っ
てもよかった。石炭も、石油も消費し尽くす前に、原子力という無尽蔵に近
いエネルギー源を手にしました。また、少々炭酸ガスを排出しても植物は
これを吸収し、酸素に変えてくれた。しかし、現在の人類の活動は自然の回
復力を超えています。炭酸ガス増加による地球温暖化、原子力発電の事故
による汚染。環境を破壊するばかりです。
「母なる大地」とは大いなる錯覚
で実体は「宇宙船地球号」なのです。で、どうすればよい？エネルギーを原
子力に求めてはいけない。石油の使用も最小限に抑えるべき。太陽光、風
力、地熱などのクリーンエネルギーの開発も進んでいるのでしょうが、人
類の欲望を満足させるだけのエネルギー源にはなりえないと思います。宇
宙船地球号の乗組員としては、エネルギー消費を極力抑え、リサイクルの
活用など、環境を汚さない質素な生活に戻るべきではないか、と痛切に感
じています。
最近難聴になり、会合への参加が苦痛になっています。
土井さん、竹中さん、幹事役お疲れ様です。本会が開催できるのはお二人の
永年にわたるご尽力があってこそで、頭が下がる思いです。次回６０周年
があれば参加したいと考えていますが、どうなることか・・・・・関東地区
は米田・小方両氏のご尽力で毎年開かれています。当日の盛会をお祈り致
します。皆さんに宜しくお伝えください。
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体調不良
皆様の尊顔を拝したいのですが、遠方と言うこともあり都合がつきません。
膝骨折(複雑)により杖必須に！！一人外出が不自由なため出席不能です。
ご苦労様です。すっかり出不精になり、失礼させていただきます。
幹事役ご苦労様です。皆様に宜しくお伝えください。
５１才の時、ガンになり、右腎を摘出、今年４月、今度は左腎にガンが見つ
かり、岡山医大にて最新の凍結治療を受け、人工透析は避けることが出来
ました。今は妻に感謝しながら、謙虚に毎日を送っています。尚もう少し注
意しておきたいので、今回は欠席します。皆様に宜しくお伝えください。
片山勝也
親族の法事出席のため出席できません。盛会をお祈りします。なお、私は元
気で過ごしております。
鎌田聰士
病気療養のため出席出来ません。
鉙内清隆
年相応に元気です。日々、適当に過ごしています。
北林一彦
55 年記念同期会の開催おめでとうございます。ご参加の皆様には永らくお
逢いもできず大変ご無沙汰しています。
もうお互い何があってもおかしくない歳となりましたが、健康寿命をまっ
とうして生活していらっしゃる師である街道先生を「範」とし、余生を大
いにエンジョイしてください。幹事の土井君、竹中君には、いつもお世話
になり感謝しています。会の盛会を祈っています。
木之下義昭 ご案内ありがとうございました。当日は別に所用があり欠席とさせていた
だきます。ご盛会をお祈りします。
黒田義則
ご盛会を祈念いたします。
黒田省司
ご案内ありがとうございます。当日は所用のあるため出席できません。九
州在住の OB で組織する九修会には第１５回卒が数名おり、総会などの折
に会っています。その一人・井芹正邦さん(５組：熊本県阿蘇市)が８月に亡
くなられました。お悔やみ申し上げます。恩師の先生にお会いできないの
が残念です。ご盛会をお祈りいたします。
楠本耕之
お世話様です。有り難う。ホラとハッタリをよすがとして・・・・・・
桑野克彦
当日は都合がつかないため欠席させていただきます。
桑原稔和
趣味として始めた版画の役員会があるため、同期会に参加できません。皆
さんに宜しくお伝えください。
倉田勝弘
ご連絡有り難うございます。ご盛会をお祈りいたします。
国光栄介
親戚法事のため出席できません。元気でやっています。
久保一志
元気で楽しんでいます。午前中はスポ－ツジム、午後は庭いじり、株式取引
等、日々のリズムを取っております。尚、この前、孫と修道の２９２年祭に
行って参りました。丁度６０年前を思い出しました。残念ながら急に検査
となり欠席します。
金剛丸襄
地域のボランティア活動で忙しくしております。日々是好日！！
小桝克己
申し訳ありませんが欠席します。なんとか元気でやっていますが、億劫に
なり年を感じています。皆様に宜しく。
小松三千男 ７３才になりました。今の処健康で、１ヶ月の内１０日間の仕事、趣味のダ
ンス、カラオケで多忙な毎日です。
是政事尋
いつもご案内有り難うございます。皆様に宜しく！！とお伝えください。
小出公彦
千葉県東金市に単身赴任しております。皆様方のご健勝をお祈りしており
ます。
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お世話になっております。糖尿病に尿路結石が重なり入院したので、残念
ながら出席できません。皆様に宜しくお伝えください。
「修道学園近畿支部の集い」に出席のため欠席します。当方、健康第一の生
活を送っています。月２回のゴルフと旅行を楽しんでいます。
体調が今一つです。病院の薬の影響と思いますけど、最近は余りアルコ－
ルを受け付けなくなりました。申し訳ありませんが、今回は失礼させてい
ただきます。
事務局ご苦労様です。ご案内有り難うございます。これを戴いて何人かの
顔が懐かしく思い出されます。小生、現在体調不良のため欠席させていた
だきます。長い下り坂、楽？かと思えば、下り階段でした。
残念ながら欠席します。皆様のご健康をお祈りします。
この年にして双子の初孫。娘可愛さに大阪の子守手伝い。今回も婿出張の
穴埋め、二泊三日。よって欠席。スマン。小生、まだ女子大で講義していま
す。皆さんに宜しく。
小生、何とか元気に送日しています。女房のケアに専念しています。貴兄の
尊顔を拝したいのですが儘なりません。お許しください。
幹事、大変だったでしょう。感謝しております。今回は亡父母の法事と重な
り出席できません。悪しからず。皆様によろしく。
当日、広島におりませんので、残念ながら出席出来ません。皆様に宜しく。
コレステロ－ル、血圧等薬を飲んでいますが、一応、仕事も少しやっていま
す。今回も残念ながら欠席いたします。皆様に宜しくお伝えください。
娘の子の守をしています(現在中１、小 3)。同期会には、現在体調不良によ
り病院通いをしている状態のため、残念ながら出席できません。
残念ですが、12 月 3 日(日)、すでに予定が入っており欠席。皆様に宜しく。
残念ながら所用のため出席できません。皆様に宜しくお伝えください。
皆さんお元気でしょうか？今回残念ながら参加できません。健康維持の為
にもと四国お遍路、篠栗お遍路等、楽しく歩いております。
他に用事あり。すみませんが欠席させてください。
第一日曜日は PM6 まで日直勤務ですので、残念ながら欠席します。
お世話になります。体調不良のため欠席させていただきます。皆様のご健
勝を祈念しています。
体調が良くない状況です。宜しくお願います。
お世話になり有り難うございます。所用があり欠席します。
幹事の皆様、有り難うございます。私方、元気でやっております。
先約が有り欠席します。年齢相応に元気にしています。皆様に宜しくお伝
えください。
いつもお世話になります。小生、パ－キンソン病発症して 8 年目になりま
す。病気は詳しくなり、かなりまじめに治療していますが、何しろタフな相
手で成果は芳しくありません。
「QOL」は健常者に対して５０％とくらいと
感じています。酒を一滴でも飲むと嫌酒のスイッチが点灯するみたいで飲
めません。お察しください。皆様の健康を切に願っています。
申し訳ありません。欠席です。お世話大変有り難うございます。
息子と一緒に仕事して１１年になります。まだプチプチプチ現役です。気
持ちだけは負けずに明るくやろうと思っています。失礼ばかりしています
が、皆様に宜しくお伝えください。

中野政昭
貫名 徹

元気にやっています。同窓会のゴルフには必ず参加しています。
皆様元気ですか。最近予定が合わずご無沙汰しています。現在も現役で頑
張っていますが、疲労回復に時間がかかるようになってきました。１１月
３０日～１２月３日まで業界の旅行でタイに行ってきます。一昨年から、
テロ、国主の死去により２度中止となった行事で、３年目にやっと実現す
ることになった曰く付きの旅です。機会があれば皆様にお会いできるよう
にしたいです。
長谷川順
毎日ボケ防止のため散歩などしています。
花岡 悠
出席の方々に宜しくお伝えください。
平賀義彦
当日法事のため出席できません。現在、年金生活です。妻と二人暮らしで
す。趣味は日本画を描いています。またゴルフ(時々)またウオ－キングを毎
日し、体調維持しています。
平田勝之
いつも有り難うございます。当方、パソコンや音楽を聴いて自適に過ごし
ています。
平本義春
趣味の世界で楽しく過ごしています。
平木雅博
残念ながら欠席させていただきます。
福井啓三
本年 4 月から無職の状態で、以降、朝は打ちっ放し(ゴルフ)、夕方は体力維
持の為、天気が良ければ散歩するのが日課のようになっています。今回の
同期会、欠席させていただきます。皆様に宜しくお伝えください。
福本 健
元気に働いています。
深本国夫
同期会のお世話本当にご苦労様です。元気にやっております。
「日暮れの薄
の輝き」が長続きするよう、身体を動かすことに気をつけていますが効果
は？です。
藤原勝彦
誠に申し訳ありません。今回は体調不良で残念ですが不参加と致します。
皆様のご健勝と同期会の成功をお祈りいたします！！
藤原正孝
早朝の散歩が生き甲斐。美しい世界を満喫。
船本聰武
いつもお世話になり有り難うございます。欠席で申し訳ありません。
本崎光則
出席できません。皆さんに宜しく。何とか健康は維持しています。
堀 勝彦
卒業してはや半世紀余、ご無沙汰しております。お元気にご活躍の由、何よ
りとお喜び申し上げます。私共、昨年病にて長期入院し、未だに体力が充分
回復せず、残念ながらこの度の同期会は欠席いたします。土井様をはじめ
皆々様のご多幸を祈っております。
真鍋正己
当日は予定があり、欠席させていただきます。
松井禎昭
懐かしい思いです。放送部で全国アナウンス大会に出たことを思い出しま
す。母が亡くなって広島の家を引き上げましたので疎遠となりました。東
京の会には出席しています。皆さんお元気で。
南 光昭
元気です。サラリ－マンをリタイア後、地元でマンション管理員をしてい
ます。
宮川和康
いつもお世話になります。盛会を祈っています。元気にしています。
三浦 惺
残念ながら都合がつきません。肉体的衰えを感じるこの頃ですが、何とか
頑張っています。幹事の皆さん、ご苦労様です。
三次太久實 ご連絡いただき恐縮です。都合が悪く出席出来ませんので、ご了承の程お
願いいたします。現在、退職前と同様の仕事を低頻度で行って過ごしてお
ります。
村井 巌
折角のご案内ですが、当日都合により欠席させていただきます。皆さんの

ご健勝を祈ります。
森脇洋吉
ご無沙汰しております。この度はお世話いただき有り難うございます。当
日は病院の行事がありまして、残念ですが欠席させていただきます。週 4 日
仕事しております。盛会をお祈りいたします。
森本義則
こちら元気にやっています。今回都合悪く参加できません。皆様に宜しく。
山本邦夫
釣りのため土・日はお客様が来られるので出て行けません。皆様に宜しく。
山代徹郎
まだ仕事を続けています。
山口彰男
過去に体力過信で無茶した。暑いサウナ風呂に長時間は入り(約 30 年間続
けたので)、その付けが出て心臓を弱め、今は無理が出来ない状態。ギック
リ腰になった後、もう治ったと思ってゴルフしたのも仇となって歩くのも
一苦労で、広島まで行く元気もありません。もう 10 年は頑張って生きたい
と考えています。
吉田幸弘
12 月第一日曜日昼は修道近畿支部の総会があり重なりました。新産業とし
て光合成産業を世の中に出しつつあります。
吉田広海
引き続き診療所で仕事をしています。かかりやすい医療を心がけています。
若宮信晴
年末には帰広します。12/31 から 1/3 まで四国の道後温泉で休息した後上京
します。いつの日かまた再会しましょう。
脇 洋一
お久しぶりです。元気でご活躍のようで何よりです。私の方は子供 3 人と
も独立して他所に出ています。女房と２人のんびりです。最近、急性膵臓炎
で酒はドクタ－ストップ。残念ながら欠席させてください。
和田敬一郎 お世話様です。出席できませんが盛会をお祈りします。土井さんもお元気
ですか？こちらも何とかまあまあ普通の人生を送っています。お元気で。
物故者（58 名）

