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1１月１6日（土） 大阪キャッスルホテルにて開催 

 

第 1 部（総会）（12：00－12：30）司会進行 三木 得生 

会長挨拶・活動報告 植田 会長 

来賓挨拶      秋谷 進交会理事長 

会計報告      （司会者） 

監査報告          〃 

第2部（懇親会）（12：30－15：00）司会進行 三木 得生 

乾杯        出原 進交会事務局長 

歓談 

新任幹事紹介    植田 会長 

初参加者紹介    （司会者） 

ビンゴゲーム    進行役 一色 宏志 

校歌斉唱 

閉会挨拶      出射 副会長 

 

 

近 畿 進 交 会 会 報 

第 56 号 

平成 2５年 12 月 25 日 

（題字：植田美夫） 

近畿進交会 植田会長 

進交会  

秋谷理事長 

進交会  

出原事務局長 

http://www.google.co.jp/imgres?start=94&sa=X&hl=ja&rlz=1T4NDKB_jaJP534JP534&biw=1280&bih=502&tbm=isch&tbnid=vMz-HKAJTyKs-M:&imgrefurl=http://dollsent.jp/?p=1688&docid=Xhqn5HO6iHQDMM&imgurl=http://dollsent.jp/wp-content/uploads/2010/10/photo.png&w=635&h=476&ei=5UuMUpGKAo_higL2_IHYBg&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=164&tbnw=219&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:100&tx=96.80001831054687&ty=88.20001220703125
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平成 25 年度近畿進交会の集いを振り返って        集い担当副会長   昭４０商 小林 博 
今年の「集い」も幾つかの課題も残しながら無事に終わりました。昨年と同じ会場で幹事会の運営で行い

ました。どう新鮮味を出すか、どうしたら多くの方に参加していただけるか考えました。平成卒会員への呼

びかけ（7 月に若手の集い開催）や、還暦を迎えた方への積極的勧誘（9 月に手紙送付）を行いきました。 

まだまだ一挙に参加者増には結びついてはいませんが、徐々に手ごたえは感じています。 

また今回の集いでは参加者増のための有用なご意見も頂きました。しばらくこれらの方針の継続で早く集

い参加者を増やし「近畿進交会は楽しい会だ」という評判を定着させたく努力いたしますので、今後ともご

協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会の三木さん 秋谷理事長と懇談 出原事務局長と懇談 
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“ 集 い ” 参 加 者 の 皆 さ ん        “集い”はがきから近況報告 
田井中 晴美 昭 62 Y  ぜひ一度滋賀県の方でも開催 

して下さい。彦根城やヒコヤンも有名です。 

村井 みどり 平 ８  Y    平成 19 年に神奈川県綾瀬から 

豊中に転居し、大阪の生活にだいぶ慣れました。 

芦田 太久雄 昭 34 文理   今年喜寿を迎えました。自治 

会や老人会の世話を仰せつかり会議や行事をしてい

ます。「人から頼まれるうちが花」ですが、昨年胃が

んの手術をうけました。 

清水 弘道  昭 34 商   尿管ガンで左腎臓の摘出手術を 

受け、現在体力回復中。 

西尾 健   昭 35 商   ２年前に枚方市から京都に移っ 

てきました。孫のお守りと京都見物の日々です。 

飯田 忠義  昭 36 文理  ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰの手伝いで近畿各地 

を歩いています。モットーは「あるがままに」 

山口 昌志  昭 36 商   囲碁や謡等で余生を楽しんでお 

ります。 

伊東 祐一郎 昭 37 文理  腰の具合が良くありません。来 

年までには直したいものです。 

後藤 求   昭 38 商   オートキャンプとグランドゴル 

フを続けております。 

竹村 哲哉  昭 39 文理  ゴルフ、旅行、読書ですごして 

います。 

川喜多 章宏 昭 41 商   古希を迎えましたが健康状態も 

良好で、週３日程度の仕事をしております。 

枷場 久長  昭 42 商   年金生活者＆パート社員として 

10 年になり、元気で日常生活を消化してます。 

野村 庸二  昭 43 商   生憎東北出張のため出席できず。 

   バドミントン等いそがしく毎日を過ごしています。 

廣内 禎介  昭 43 商   当日他の会で私が発表すること 

が決まっており、残念ながら欠席します。 

菅 英伸   昭 43 商   当日私が会長をしている高校関 

西支部の会合で出席できません。７月に左肘を             

複雑骨折して 1 か月の入院、年末までリハビリです。 

折井 亮夫  昭 43 文理  講談、文楽、ハーモニカの毎日

で意欲はあるものの体力なく引きこもりがち。 

全 在紋   昭 44 商   9 月 9 日宇都宮で青柳ゼミナー 

ル５期生同窓会があり、大阪から参加しました。今

年は恩師・青柳文司先生の米寿(88 歳)お祝いで、話 

はずみました。     

後藤 隆雄  昭 44 商   関西ゴルフクラブで芝刈りとバ

ンカー慣らししています。 

安武 建二  昭 45 医   相変わらず開業医をしています。 

三田村 秀雄 昭 45 商   仕事と重なり残念。マンション

管理人を続けており体調も良好です。 

森田 浩一  昭 46 文理  幹事を途中で辞めることになり

申し訳ありません。所用で出席できません。 

新井 隆   昭 49 商   今年１月パナソニック㈱を定年

退職しました。 

小久保 耕志 昭 52 商   東京赴任となりました。 
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升光 泰雄  昭 5 7 文理  幼稚園の園長をしており、ちび

っこ達と歌ったり、踊ったり、楽しい話の毎日当日は

京都市の「父親セミナー」と重なり参加できません。 

藤井 憂次  昭 61 商   社用で状況のため参加できませ

ん。ゴルフコンペの案内お願いします。 

佐々木亜以子 昭 63 文理  趣味のフラダンスで様々なイベ 

ントや舞台に出て楽しんでおります。 

長尾 謙吉  平２ 文理  学会業務で欠席します。９月６

日フィリピン大学で布施学長にお会いしました。 

熊澤 真一  平６ 文理  子供の七五三の行事と日程重な

ってしまい、欠席させてください。 

松野 友明  平６ 商  娘の七五三のお参りのため欠席 

 

参加者からの近況               

安積 文男  昭 36 商   頸椎による右腕の痺れが回復せ

ず、ゴルフは出来ないが、体調良好です。 

出射 靖郎  昭 37 商   猛暑後の夏バテ、秋バテに気を

付け、あとはのんびりすごしています。 

高橋 修三  昭 37 商   今年８月に娘を失い一人ぼっち

になりました。孤独老人の仲間入りです。 

松田 至弘  昭 40 商   ８月に伊勢神宮式年遷宮のお白

石持ち行事に参加しました。 

山本 英夫  昭40商   めでたく70才の古希も過ぎ仕事

も適当にやり、名所旧跡を訪ね歩いています。 

松井 勤   昭 45 商   昨年リタイアし、ノンビリ。父

の話し相手に愛知県に帰ることが増えました。 

加藤 俊勝  昭 47 商   昨年大林組を退職し、２月から

日本ヒューム㈱の顧問を務めています。 

 

  

北海道スケッチの旅 
        冨田 俊三 昭４０商（豊中市） 

 

 還暦でバイク免許を取り、

10 年間走ってきた。と言って

も、その内の８年間は仕事を

していたので走行距離は１万

キロ位の初心者と変わらない

レベルである。 

今までの単独長距離走行は

九州としまなみ海道の２回の

みであったが、いつかは北の大地をと夢見てショッ

プ主催のツーリングに参加したり、日頃少しずつ走

るよう心がけてきた。昨年暮れに古希を迎え、そろ

そろ実行しないと夢に終わるのではと３月の退任を

機に、計画を始めた。 

北海道の「ツーリングマップル」（地図）から行

って描きたいところをピックアップするとフェリー

を含め 12 日間の長旅となり、今まで経験した数日

の旅に比べ荷物の準備が大変であった。夏でも防寒

具は必須と聞きダウンコートを入れておいたが、雨

や早朝に大変役立った。 

ルートを固め、７月 26 日～８月６日に実施する

ことを決め宿泊先を予約した。絵画仲間に計画を話

したら、それらの作品を楽しみにしていると言われ

描く励みになった。絵を描くと集中力が高まり、そ

の後の走りに元気が出たように思う。特に気に入っ

た作品が仕上がった時はなおさらであった。 

出発当日に母校丸亀高校が県大会に勝ち甲子園

出場決定の吉報が入った。この旅の幸先良と大いに

気を良くした。以下に少し詳しく旅の中身を紹介し

たい。 

 

［経路プラン、宿泊先予約、ナビにルート保存］ 

 経路プランに当たっては、いろいろな人に聞いて

みたが絵を描ける地点のアドバイスは得られず道北、

道央を対象に行き先を決め、ルートを固めていった。

ルート決定後、宿泊先を前記のマップルとパソコン

から選定し予約したが、殆どの民宿やＹＨでは夕食

は６時までに到着が条件であり、早朝出発も覚悟し

て申し込んだ。爽やかな朝に走りたく、殆ど朝食を

断わる結果となった。 

［走行ルート、スケッチ場所、距離、宿泊先］ 

スケッチの旅程は別紙の通り。少なくても絵を 10

枚描くことを目標にして出発したが、画帳１冊（20

枚）を描き上げることができた。天候に恵まれ、白

い雲やジャガイモの白い花さく畑、黄金色の小麦畑、

グリーンの牧草地等が真っ青な空に映えて美しく絵

心を刺激されるところが一杯あった。 

以下は旅の合間にメモをしたものである。 

 

［７月２６日～８月５日の旅程］ 

７月２６日（金） 舞鶴港へ 

 午後７時半に家を出た。バイクウエアーが暑く汗 

を搔いたが高速に入るとちょうど良くなった。 

舞鶴が近づくと寒くなり、ＰＡでコーヒーを飲み 

体を温めた。季節が良く舞鶴の港には五〇台を超 

えるバイクが集まっていた。さすがに北の大地は 

人気が高い。 
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７月２７日（土） フェリーで小樽港へ 

 夜中の０時５分に出航、これから小樽まで 20 時 

間と 40 分の長旅である。 

 目覚めると快晴、船の揺れは殆どなく、快適。午 

後６時過ぎに陸地に近づき、やっと携帯電話の電 

波回復。今日は久しぶりの快晴で島が良く見える 

と乗務員から聞いた。 

小樽のＹＨは冬にはスキー場になる天狗山の上 

にあった。夜９時過ぎに下船し暗い中をナビ頼り 

で登って行った。周りは照明が少なく、ナビの有 

り難さを実感した。 

 

７月２８日(日） 日本海沿い走行、石狩国道から羽

幌町へ 

 ＹＨの朝食開始が７時半なのでパスし出発、コン 

ビニでパンと牛乳を購入。左に石狩湾を眺めなが

ら雄大な石狩平野を北上、トンネルが多くその中

は非常に寒いので半袖シャツを着込んだ。 

 １０時半に増毛町着。腹がすき、にぎりを食べた。

漁師さんの店でネタが大きく美味。 

 小平町で日本最北端の重要文化財鰊番屋を見学。

明治後期建造の総数 200名収容できる現存する最

大規模の豪壮なもの。 

留萌市の「黄金岬」で予定通り岬をスケッチ、家

族連れが多く子ども達がイカの足で蟹を釣って

いた（スケッチ１枚目）。 

200 キロ強走ったが、予定より早く民宿に着。宿

泊する建物は一人用の山小屋風、網戸だけだが暑

くなかった。夕食はおいしい洋食で、ワインをも

らった。東京から来た若夫婦と同席し情報交換。

北海道へは何回も来ており、この民宿のリピータ

ーであった。 

７月２９日（月） 日本海からオホーツク海へ 

  ５時頃、雨音で目が覚めた。急いでバイクのシ

ートを拭き、用意のビニールを掛けた。幸い６時

頃には雨が上がり、出がけには空が明るくなって

きた。 

  10 時頃到着の「サロベツ原生花園」は暑くて、

30 度超と思われる快晴。見晴らし良く、利尻富士

がクッキリと広大な花園に浮かぶ景色をスケッ

チ（２枚目）。スケッチ時に花園で出会った男性

が一緒に描こうと申し出あり、二人でスケッチ

（３枚目）。平日のためか、訪問客は 10 人未満。 

利尻礼文サロベツ国立公園の中を走る 106号線

は、今まで経験したことが無い最高の景色であっ

た。左に紺碧の海、右にはどこまでも続く緑の草

原、遠くの利尻富士が徐々に近づいてくる中を殆

ど独り占めで快走。このような贅沢な走りは初め

てで感激。さすがに北の大地はスケールが違う。 

「ノシャップ岬」をスケッチ（４枚目）。暑か

ったが、宗谷に向かう途中で雨、大雨と雷注意報

が出たので焦り気味で走行中、ナビの案内がおか

しくなりガソリンスタンドで尋ねると逆走して

いた。 

気温が下がった中を数時間雨に濡れ寒気で脚が

震え始め、グリップヒーターを入れても止まらず

宿に着き次第入浴。その日に行く先々をナビにル

ート保存しているが、おかしいと感じた時には次

の行き先を入れ直すことにした。 

 

７月３０日（火） オホーツク沿いにサロマ湖へ  

目が覚めると、寒い。今にも降りそうで空は暗

く、ライダーウエアーの下にダウンコートを着た。

民宿を出て暫く走ると向かう方向には雨が見え

始めた。停車し雨具を来て、荷物にカバーをかけ

た。これで安心と走り始めたが、まだ寒いのでグ

リップヒーターを入れた。温度の変わり方が半端

でなく、真夏でも防寒具の用意が必要とアドバイ

スしてくれた北海道出身の友人に感謝。 

予定していた「クローバの丘」は雨のためパス

し、クッチャロ湖へ直行。少し明るくなり、体が

温まってきたので雨具を脱いだ。サロマ湖に向か

う途中晴れてきて、走行中に岬の奇麗なスポット

を発見し予定外であったが枝幸（えさし）町の神

威（カムイ）岬をスケッチ（５枚目）。４時半に

サロマ湖に着。ＹＨの前で野生のキタキツネが遊

んでいた。人を恐れる様子もなく、カメラをむけ

ても逃げず。ここのＹＨは夕食を盆に用意し、後

は自由にと管理人は部屋に引き揚げたまま。ビー

ルは自販機で購入。ここでも翌朝の食事はパス。 

 

７月３１日（水） 期待の知床へ 

 ５時４０分スタート。今日もオホーツクの風は冷

たく、ダウンを着用した。予定の斜里町「名もな 

き展望台」を探しあてスケッチ（６枚目）。ここ

は前記のマップルに写真掲載の通り素晴らしい

景観であった。宿で出会った人に場所を聞いたが

知らなくて少し不安があったが、うまく見つかり

ラッキー。気に入った１枚が描けて満足。 

  早朝からの活動開始で予定より早く知床遊覧船

乗り場に到着。喫茶店で朝食をすませ、１便早い

10 時 30 分発に乗船。快晴の「知床半島」を船内

からスケッチ（７，８，９枚）。真っ白な浮雲と

http://www.google.com/imgres?hl=ja&biw=1280&bih=502&tbm=isch&tbnid=atjYIxTCCHOvSM:&imgrefurl=https://www.lasdec.or.jp/cms/1,0,69,143.html&docid=9pkCv8Ok3VHr0M&imgurl=https://www.lasdec.or.jp/cms/images/content/4248/map-hokkaido2.jpg&w=536&h=291&ei=YfmPUuKnIofOkwWD64GgCA&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=165&tbnw=305&start=55&ndsp=15&ved=1t:429,r:66,s:0&tx=113&ty=106
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紺碧の海が半島を包みまぶしい。 

最後の日に行った「榎木孝明水彩画館」に「北

海道の雲は表現が大変難しく何回描いても、描き

きれなかったが無意識に描いた１枚でやっと思

い通りの雲が描けた」というような記述があった。 

遊覧船を下り知床峠へ向かう途中、降り始め濃霧

になった。峠のパーキングでは沢山のバイクと車 

が立ち往生。暫く待機したが一向に消える気配な

く、思い切って下山開始。 

５合目辺りで、やっと視界は良くなり始めたが

霧雨はやまず。次の予定地「開陽台」へ向かった。

引き返すのが悔しくて、標高 270ｍにある展望台

まで走ったが濃霧。民宿に着き明日も解消しない

ことを知った。予定の開陽台を描けなかったこと

が残念。 

 

８月１日（木） 摩周湖、屈斜路湖へ 

  濃霧と霧雨の中を６時にスタート。湿気でナビ

のカバーがくもり見難いが、スピードを落としカ

バーを拭きながら走行。７時半に「道の駅摩周湖

温泉」着。８時開店まで少し休憩。摩周湖は、う

っすらと見えたり隠れたりしてスケッチを断念。 

美幌峠が近づくにつれ霧は薄れ、峠から霧に煙る

「屈斜路湖」をスケッチ（10 枚目）した。  

その後、霧は消えミルクロードと呼ばれる快走

路を楽しみながら民宿のある厚岸へ向かった。道

の駅食事人気度ナンバーワンの厚岸グルメパー

クで休憩。明朝用のお茶とおにぎりを購入。早朝

は店が開いていないので前日用意すると安心す

る。走行中、あちこちに「動物の飛び出しに注意」

の看板あり。途中で北キツネに出会った。 

 

８月２日（金） 釧路湿原、北太平洋シーサイドラ

インへ 

  早朝出発、予定外であったが厚岸湾に突出の「尻

羽（シレパ）岬」の道路標示あり、奇麗な景色が

見られそうな予感あり向かった。予想以上にダー

ト（砂利道）がきつく４キロを慎重に走行。タイ

ヤにキズが付かないか一寸心配。やっぱり頑張っ

た甲斐があり、今迄の景色の中で最高のスポット

であった。 

ここはエゾフクロウの保護地域で笹や小さな花

が群生し、花を踏みつけないよう注意し徒歩で２

０分先端に向かった。太平洋に突き出た厚岸湾を

一望でき、感激の景観をスケッチ（11 枚目）。こ

の広大な岬に人ひとりおらず２時間独り占め。 

釧路駅近くですし屋へ入り、昼食。予定外であ

ったが「釧路湿原」の景観が素晴らしい細岡展望

台のことを店主から聞き、描きたくなって予定変

更。道が分かりにくかったが、何とか到着。湿原

の中に川の流れが見え素晴らしいので、時間を気

にしながらスケッチ（12 枚目）。帯広のＹＨまで

は幹線のため車が多く、時々渋滞しながら 100 キ

ロ強を走行。５時半に到着。外観のわりに中が奇

麗な宿で、食事も美味しかった。主人は箕面出身

とのことで何となく親近感がわいた。 

 

８月３日（土） 大雪山から美瑛へ 

  早朝、十勝牧場へ向け出発。前記ツーリングマ

ップルの表紙を飾った白樺並木を描きたくて走

った。十勝牧場はナビで検索できず、近くの農園

で尋ねた。桁違いの大型トラックから下りてきて、

親切に道路に道順を書いて教えてくれた運転手

には申し訳なく頭が下がった。空気の澄んだ「朝

の白樺並木」をスケッチ（13 枚目）。苦労して来

たので嬉しい１枚である。 

ここ何日も朝はダウンを着ていたが、昼に三国

峠へ到着し、脱いだ。「大雪山国立公園三国峠」

は雄大でとても私の描写力で描ききれないが挑

戦した（１４枚目）。やはり今いちの絵となった。 

道の駅鹿追から大雪湖、層雲峡へ向かう幹線２７

３号に行き損ね、85 号に入り然別湖、糠平湖横の

ワインディングロードを走行。 

間違ったことが幸いし、大変美しく空気の澄ん

だ山道であった。ゆっくり走行したが４時過ぎに

美瑛の民宿おかせん里に着。外観も中も奇麗で、

この旅の中で１番雰囲気の良い宿であった。奥さ

んが東淀川出身で主人も大阪のことに詳しかっ

た。 

 

８月４日（日） 美瑛へ 

  朝４時頃、１歳９カ月の子を連れた若夫婦が朝

日山に登る準備の声で目が覚めた。朝日が美しく

５時に外へ出て写真を撮った。外は冷たくて寒か

ったので早々に部屋に帰り出発の準備。 

榎木孝明も描いていた「青い池」でスケッチ（15

枚目）。透明な淡いブルーの池の中に枯れた細い

立木が数えきれないほどあり神秘的な景観であ

った。白金模範牧場は全く見るところなく、望岳

台へ向かった。望岳台を少し登ったところから間

近に見える「十勝岳」をスケッチ（16 枚目）。 
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午前中の優しい日射しを浴びた 2077ｍの頭が

雲に見え隠れし、ご機嫌で１枚を仕上げた。 

午後、富良野の「ファーム富田」で花畑をスケッ

チ（17 枚目）。黄、青、紫、赤などなど将に虹色

に彩られた畑を正面建物の２階から描写、沢山の

観光客の間で厚かましく描き始めると皆さん遠

慮してか一寸離れてくれた。画帳の残り３枚を翌

日にまわし、宿のＹＨへ向かった。この日は、日

曜日のため夕食なく、富良野駅前の店を紹介して

もらいサラダとスパゲッティを食べた。 

 

８月５日（月） 富良野周辺 

  近くの景色を描きたくて５時４５分スタート。

まだ寒い。空気が澄んでいるので朝日が鮮やかで

気持ちが良い。６時１０分に「深山峠」に着。予

定の場所ではなかったが、早朝の富良野が美しく

てスケッチ（18 枚目）。美瑛、富良野はどこでも

絵になるようなところばかり、この中をバイクで

走りスケッチする幸福感はとても表現できない。 

前田真三（写真家）の拓真館へ行ったが開館２

時間前に着。以前に観光で来たことあり、素晴ら

しい写真だったので再度観たくなり来てみたが

諦めて横の「天空のテラス」へ登った。名前通り

の素晴らしい場所で、緑と黄金色の畑が丘の斜面

で朝の柔らかい光に輝いていた。気に入ってスケ

ッチ（19 枚目）。 

画帳最後の１枚は「ゼルブの丘」と思っていた

が、「ファーム富田」と変わらず、パス。上富良

野の「千望峠」に行ってみたら、大雪山系を借景

に富良野の町が美しく、ここに決めスケッチ（20

枚目）。小麦畑の黄金色が淡いアクセントとなり

緑の山々を引き立たせ、画帳の最後の１枚にふさ

わしい絵ができた。 

振り返ってみると、10 日間で小品とはいえ、２

０枚の作品を描き上げたのは長年絵を描き続け

たことの成果かと自己満足している。 

アクセルを握る掌に豆が２個できた。フェリーを

含め 12 日間で 2500 キロのバイク走行は、体感す

る以上にハードだったのかもしれない。 

余生への想い                                                                
高橋修三 昭３７商（茨木市） 

 

一、 極力断捨離して自宅を改装すること。 

二、 実家の家業を引き継ぎ、三人の子供を

キャリアを付けさせ、社会に送り出し、

最近まで両親の面倒をみてくれたこと。

この恩を忘れないこと。 

三、 弟夫婦の希望を叶える。海外旅行で最

初はヨーロッパ、弟はイタリアを希望。 

２回目はカナダ、費用は全額私が支払

う。 

四、 弟夫婦が親族と私の遺産でトラブルを

生じないよう司法書士に依頼して公証

人遺言書を作成し、弟夫婦が証書を保

管する。 

五、 余命を自宅の近くでボランティア活動

もして、合わせて巡礼の旅をする。 

 

 

 宮澤健一先生のこと 
       西田 基雄 昭３５商（奈良市） 

  
前「しんこう」５５号で山口昌志投稿の「恩師 

宮澤健一先生のこと」で思い出されることがありま

す。先生が書かれた「巨視的動態論と微視的静態論」 

（要するに経済をマクロで視るか、ミクロで視るか

に言及した本）につき、出版されると毎日新聞（エ

コノミスト賞）を受賞されました。その後まもなく

一橋大学教授にスカウト（？）されたことが思い出

されます。 

 

 

幹 事 会 報 告 

  近畿進交会 会長 昭 34 商 植田美夫 

（10 月 17 日（木）於 門真市 松心会館） 

出席者： 植田美夫 深谷悦男 原 洋志 出射靖郎  

内田正雄 小林 博 白石富男 奥村忠道 泉 善髙 

森岡 章 竹田 博 川戸眞吾 三木得生 古内秀樹 

 

議題１．本年の集い最終打ち合わせについて 

（既に「集い」が終了している為、省略する。） 
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議題２．「近畿進交会若人の集い」開催について 

  案内者 150 名・出席返信 6 名・欠席返信 15 名 

 宛先不明返信 15 名。8/23（金）フェスティバル

ホール２F キリンビアホールにて開催。古内幹事

の呼びかけもあり 9 名が参加、竹田幹事・泉事務

局長（会長代理）の計 11 名が出席。 

  会場の設定も良く、多くの若人が集まると期待 

したが意外であった。会合は終始和やかな雰囲気

の中で進められたが、次回の集客にはひと工夫必

要との意見もあった。当「若人の集い」から３名

の平成卒幹事が生まれたことでもあり、今後も継

続して開催するが、未返信者が余りにも多いため、

次回は出来るだけ早い時期に開催し、案内は今回

の返信者（21＋２名）を中心に案内する。 

引き続き竹田幹事・古内幹事が中心となって実 

施計画を作成する。（特に平成卒幹事 4 名の方に 

知恵を絞っていただきたい。） 

 

議題３．その他 

還暦を迎えられた方へ「集い」への招待状を 

別途郵送したが、目下出席予定者は２名の為、再

度麻野幹事から対象者に直接ＴＥＬをして勧誘

することになった。 

 

次回幹事会の日程 ２月６日（木）松心会館 

 

 

 平成２５年度 運営会費納入者ご芳名  

   ご協力有難うございました 

前号掲載後の運営会費納入者は次の方々です。   

   （25.11.20.現在 数字は卒業年次） 

（Ｙ校）昭 26 深谷悦男  30 鈴木岐侑  35 羽島 

邦夫 58 森 明美 

（商学部）昭 30 中谷庄治 3 1 平野哲生 34 野口 

 幹夫  35 加藤 明・辻村通弘  36 山口昌志 37 

川副修平  40 徳永 彰・近野紀夫  44 太田幸彦 

46 岡崎 智 47 加藤俊勝  5 0 麻野広行・大井  

孝 51 紅露章子  53 丸山孝志  58 塚本義久 

60 及川史郎  平 6 藤原由親 

（文理学部）昭 45 大澤 滉 52 大出崇夫  53 石川 

清英  57 升光泰雄  平７古内秀樹・中橋良太  

（医学部）昭 49 北川誠一    （合計 164 名） 

 

 

  会員異動・お便り 

 

・ 昭 58Y  森(伊藤)明美：お便り：「お疲れ様です。い 

つも有難うございます」 

・ 昭 35 商 西尾 健：住所の番地変更：〒606-0015 

・      京都市左京区幡枝町 2359 従来は番地が 

・      559-4 でした。 

・ 昭 42 商 相原誠：H25.6.24、ご逝去。 

・ 昭 43 商 竹内翔司：H25.7.2、食道ガンでご逝去。 

・ 昭 53 商 丸山孝志：新規：〒541-0043 大阪市中央区 

高麗橋 1-5-10-702、 

℡ 080-6717-7800。（宇南山ゼミ） 

・ 平 5 商  北村嘉康：転居先不明に付き、抹消。 

・ 平 5 商  松本(土居)文子：転居先不明に付き、抹消。 

・ 平 6 商  藤原由親：新規：〒567-0887 茨木市 

西十条町 4-8-7、℡ 090-5120-8593。 

税理法人 WEST BRAIN ℡ 078-334-7662。 

・ 平 6 文理 山本詠子：居宅、遠方の為（高知県安芸郡 

 …）  退会（ご本人希望）。 

・ 平 7 文理 中橋良太：新規：〒663-0112 西宮市 

甲子園口北町 16-3-501 

℡：090-5067-5567。勤務先： 

雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ㈱、℡ 06-7664-0629。 

・ 平 15 機 中川旭洋：ご本人希望により、退会。 

 

 

編 集 便 り  編集人  昭 39 商 中原 悠司 

「しんこう」56 号は平成 25 年度近畿進交会の集いを特集いたしました。 

「しんこう」は会員皆様のご協力で成り立っています。皆様の現況、思い出、趣味、詩歌、論文、

愛読書などジャンルを問いません。下記編集子までお送りください。 

原 洋志宛 FAX：072-682-4193          MAIL: hara_yg88@tcn.zaq.ne.jp  

又は中原宛 FAX：072-729-1362           MAIL:nakahara2001@hotmail.com 

「しんこう」の PDF 版を進交会本部のホームページに掲載しています。ご覧ください。 

 http://shinkoukai-web.jp/ 

http://shinkoukai-web.jp/

