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平成２６年度 近畿進交会の集い！ 
1０月１７日（金） 大阪キャッスルホテルにて開催

 

会  場 ： ６階宴会場            受付開始 ： １８時 

アトラクション ： 邦楽演奏  １８時２０分 ～ １８時５０分 

総  会 ： １８時５０分 ～ １９時 

  懇 親 会 ： １９時 ～            閉  会 ： ２１時予定 

会  費 ： 7,000 円（同伴家族は 5,000 円） 

 

出欠のお返事は同封ハガキにて９月２０日㈮までにご投函ください。 

 

 

アトラクション：邦楽演奏のご紹介 

  近畿進交会の集いでは初めての邦楽（筝・尺八）の演奏をお楽しみください。 

 

   菊伊衹京子師   足立伸之介氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊伊衹京子師プロフィール 

    

 

 

 

  足立伸之介氏プロフィール 

 

 

近 畿 進 交 会 会 報 

第 5８号 

平成 2６年８月３０日 

（題字：植田美夫） 

1959 鳥取西高校卒業 1964 京都大学卒業、近畿日本鉄道入社、近鉄ケーブルネットワー

ク㈱社長を経て現在、生駒商工会議所副会頭、奈良芸能文化協会理事事務局長、歴史街道

推進協議会事務局長等 菊衹会会員 都山流尺八 

1959 鳥取西高校卒業、1964㈳当道音楽会職格師匠試験(少授導) ～1972最高職格(大勾当)  

1989 河内長野市三曲協会会長 2013 師籍 50 年記念演奏会 海外演奏多数（1991 シド

ニーオペラハウス 1995 ローマ法王御前演奏 1999 カーネギーホール 2001 中国国賓 

2005 マレーシア 2011 モンゴル他） 2010 大阪芸術大学卒業  

母校 鳥取西高等学校同期会で共演 
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ボルネオ紀行 
     昭 40 商 徳永 彰（兵庫県小野市） 

 

初めに、同期会の小林幹事から次の「しんこう」

の記事依頼がきた時、正直なところ少々悩みました。

と云いますのは小生職業柄(広告代理業)企業理念を

２，３行のコピーに要約したり、１５秒ＣＭに表現

することは慣れているが、目的も無くただ１週間の

んびりとしただけの紀行文は誠に苦手なのです。 

私は広告代理店に３５年余り勤めあげ定年をもって

独立、今日まで細々と続けてきました。 

日本が高度経済成長に入る前から広告業界では

マスコミ主催とかやれスポンサー同行とかで海外旅

行が盛んで私も度々そのご利益に浴していました。

ところが５０歳頃になって経済環境が変わると海外

旅行なんてぴたっと無くなり、しかたなく我が女房

殿と一緒に旅行致しましたが、それが彼女に甚く気

に入られ、何しろ旅行期間中食事の心配はしなくて

いい、ただひたすら楽しい事だけを追求すればいい

と云うのだ。由来、私の海外旅行には必ず女房殿が

同行することになった。香港、オーストラリア、バ

リ、ハワイ etc 回数も１０回をこえた。私の旅行は

ツアー等には参加せずただひたすらのんびり１週間

を過ごすだけの旅で全くの個人旅行で、ツーリスト

には飛行機と目的地のホテルの手配を頼むだけです。

我が女房殿は英語が全くダメで何回行ってもサンキ

ューしか言ったことがなく、外国の空港では私の服

のどこかを掴んではなしません。クアラルンプール

の空港トイレで入口で待つようにいわれたのに私が

通路の反対側にいるといって叱られる始末である、

わずか３メートル動いただけなのに。でも、私自身

も一人では寂しく、こまめに搭乗券や日程表の管理

をしてくれるので重宝に感じている１面もあります。 

というようなわけで、５月２９日１１時に一路ボル

ネオに向かってマレーシア機にて関空を飛び立った。

マレーシア航空については北京行が行方不明になっ

たこともあって一抹の不安があったが、行きはイヤ

だが帰りなら良い，あっという間に天国に行くのも

悪くない。７０歳を過ぎれば人生の未練も少なくな

った。マレーシア機内のスチュワーデスは民族衣装

のワンピース姿に長身で美人ぞろいだが、機内食は

独特の香辛料を使っていて我々には厳しく、チキン

or フィッシュと言ってくれるがあまり食が進まな

い。イスラム国では豚肉はダメだが牛肉も案外すく

ないのは、ヒンズーのインド系の国民もかなり居る

せいかもしれない。 

出欠のお返事は同封ハガキにて９月２０日㈮までにご投函ください。 

「集い担当幹事からの御挨拶」 

 今年度の集いは昨年・一昨年と同じ会場（キャッ
スルホテル）で行います。昨年・一昨年は土曜日の
昼に行いましたが今年は金曜日の夜に行います。ど
ちらが喜ばれるのかはこれまでの会員の感想を聞い
ても一長一短です。お勤めの方にはウィークデーの
夜の方が都合の良い方がやや多いようです。昨年に
引き続き今年も「還暦を迎えた方へのお誘い」及び
夏に「平成卒の会」を実施します。そろそろ集いの
参加者増の効果が出ることを期待しています。今年
の集いの出し物は邦楽演奏です。きっとお楽しみい
ただけるはずです。皆様のご参加をお待ちしており
ます。          （昭 40商 小林 博） 
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クアラルンプールで入国手続き後マレーシア国

内線に乗り換えて、ボルネオサバ州コタキナバルま

で約３時間の飛行であった。コタキナバル空港には

現地ツーリストが出迎えてくれ目指すシャングリラ

リゾートまでの１時間で現地の最新情報を日本とボ

ルネオのハーフのガイドから入手。オランウータン

保護区やゴルフ場を抱く広大なリゾートでウエルカ

ムドリンクを飲むやいなやホテルマネージャーから

2000リンギット(約 6万円)の保証金を求められたの

にびっくり。ＪＴＢからは事前に何も聞かされてい

なかった。ガイドの説明によればこれはデポジェッ

トといってゲストのホテル滞在中の飲食や様々なサ

ービス費用料を予想してクレジットをブロックする

らしい。マレーシアでは 4 つ星以上のホテルで 2 年

程前から行っているらしい。一つ勉強になった。そ

れにしても帰国してからＪＴＢにはきついお灸をす

えた。今まで何十回となく海外旅行をしたが保証金

を求められたのは初めてで、ガイドの説明によると

近年急激に増えた中国人観光客のマナーの悪さが原

因らしい。それに加えて中国国内新疆ウイグル地区

でのイスラム民族への中国政府の対応への反発が考

えられる。最近ボルネオの離島リゾートでフィリピ

ンのイスラム人海賊による襲撃で中国人旅行者が多

数襲われた。不明のマレーシア機事件も相まって、

最近東南アジアではアンチチャイナのうねりが広が

っているようだ。 

現地ボルネオの日本感情はすこぶる良好で車は

圧倒的に日本車で又、電気製品も日本製が主流で、

特に日本製品の品質に絶対の信頼を寄せている。だ

から我々日本人に対しても好意的接してくれる。特

に感激したのは、コタキナバル動物園に行った時、

突然のスコールに見舞われ動物園の入口で家内と雨

宿りしていると動物園のマネージャーが出てきて、

日本旅行者かと尋ね、事務所から椅子を２脚持って

こさせ，勧めてくれました。他の来園者の目を気に

しながらも異国での好意に熱い物が込み上がってき

た。 

ホテルでは午前中はプライベートビーチやプー

ルで専ら泳ぎ、特にビーチは人影もまばらで安心し

て老醜をさらけだすことができた。泳げない家内も

ブギーボードにつかまり、ニューカレドニアでは使

えなかった新調の水着で入水。プールは家族ずれで

賑わっていたが、プールサイドでは若いレズビアン

が抱き合っていたり、イスラムの女性は服を着たま

ま泳いでいたので、私も遠慮なくウオータースライ

ダーなどもできました。午後は水泳の他コタキナバ

ルの街歩きをしてセンターポイントのショッピング

センターで受けたマッサージがとても気持ち良かっ

た。ホテルの食事はバイキングで果物の好きな家内

はご機嫌だ。プールサイドディナーでは民族音楽の

生演奏が奏でられる。トリオのフォルクローレが

我々のテーブルにやってきて、坂本九のすきやきを

歌ってくれると、家内は「よく日本人だと解ったわ

ね」。私がスタッフにそっとリクエストしたのを今で

も知らない。 

ホテルの食事にも飽きてきたので、ガイドから聞

いていた昔から福建省から東南アジアで広く活躍し

ている華僑の経営するシーフードレストランに行っ

た。この華僑達は活発な商活動だけでなくその国に

溶け込み、その子孫は東南アジア各国の重要な国民

になっている。 

体育館の様な広いスペースにテーブルが一杯な

らべてあって、入り口にさまざまな種類の魚介類の

生簀があり、その中から好みのものを選ぶ。中国人

コックの調理は広東風で絶品の味付け、食べきれな

いほどの量だ。ごはんなど全く不要，しゃこも見た

こともない大きさだ。魚は１匹丸ごと高温で油通し

して骨まで食べられる。値段も安く、翌日また行っ

てしまった。食事の後はロビーラウンジで好きな生

演奏や歌を聴きながらカクテルやフルーツを楽しむ

事が多かった。１１時近くまでやっているので部屋

へ帰るとすぐ寝てしまった。只々楽を決め込む１週

間はあっとゆう間に過ぎていった。旅の間に出会っ

たボルネオの特にローカルピープルに温かい印象が

残る。マレーシアはマレー民族、ボルネオ人、イン

ド系、中国系がそれぞれイスラム、ヒンズー、仏教、

キリスト教等の宗教が混在する中、互いを尊重し、

侵さず、微妙なバランスを取りながら平和に生きて

いる、世界でも稀な国だ。私はそんなマレーシアが

だいすきだ。次はどこへ行くかな。 
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「 あ と の ま つ り 」        
昭 40文 青柳秀克（京都市下京区） 

 

青柳君・橘君といったね。いい

大学祭にしよう。1963年春第14回

大学祭実行委員長として副委員

長橘茂君と、ご挨拶に学長室に伺

ったときのことである。温顔に笑

みを浮かべ迎えて下さった。初印

象はきらりと光る優しさであっ

た。以降、三枝博音（さいぐさひろと）先生には直

接間接にご指導を賜った。その、先生についてコピ

ペしたのが以下である。 （注 下記囲み記事） 

先生は、1892年広島にお生まれになった。親鸞の

開いた浄土真宗のお寺のお子様として。余談、親鸞

と同じ大谷さんに、私の妻の両親兄弟も眠っている。

何かの因縁か。 

第四仏教中学（現・崇穂高等学校）を経て、東京

帝国大学文学部哲学科に進まれた。在学中1年間の兵

役体験から、社会的なものへ傾倒された。科学的社

会主義とよばれるマルクス主義に没頭された。卒業

後、東洋大学、立正大学、法政大学などで教職に就

かれた。1928年には、無神論運動を起こされた。そ

の後、1931年半年間ドイツに留学、世界観の変革に

多大な影響を受けられた。『唯物論研究』の初代の

編集部長となられたのもこの頃である。1933年思想

弾圧により１ヶ月間拘禁の難に遭い教職を辞された。 

戦後は鎌倉大学校（後の鎌倉アカデミア）の創立に

加わられ、第2代校長。余談、紫陽花の振わいよそに

地蔵堂（学友加行夫妻：医学・文理卒と訪れた、ア

ジサイ寺にて。春風太郎。） 

アカデミアの後を羅列する。日本科学史学会会長

や明治大学教授、横浜市立大学教授・学長、10月20

日～28日大学祭指導。その僅か12日後の1963年11月9

日国鉄鶴見事故で死去される。茫然とした。学生の

分際で橘君（応援団・故人）と通夜の客になった日、

鎌倉は暗く静寂の気が流れていた。 

さて、先生の主な御著書は60数冊ある。その中に

は、弁証法は現実の内容そのものの発展のありかた

であるとするヘーゲルの、ヘーゲル・論理の科学 そ

の把握の為に 刀江書院1931。江戸時代の思想家、

梅園哲学入門 第一書房1943。 私の田舎千葉の生

んだ地理学者伊能忠敬の、伊能忠敬国士社1955（少

年伝記文庫）など多岐にわたっていろ。 

私は、先生から正に数度ご指導を受けた。しかし

いずれも大学祭についてである。当時市大には、先

生ご専門の思想哲学歴史はそうそうたる教授陣であ

った。その中で、セネカの研究の剣豪・茂手木元蔵

先生には、古代中世哲学史を相対でご教授をうけた。

ヤスパース研究の鈴木三郎先生には一般教養科目の

倫理学を大勢の中で御講義を拝聴した。度々京浜急

行の車内でお話をお聞きした。初代横浜開港資料館

長の遠山茂樹先生には、大講堂で日本史概説、等々。

50余年前の遠い昔が微かに蘇った。 

ああ、三枝先生にも教室でご指導を賜りたかった。

後の祭りである。 

2014.06.19  心の師恩いめぐりて青嵐 

（今頃、心の師三枝先生は橘君と直に歓談されて

おられるだろう。春風太郎） 

                             

第１４回（昭和３８年）横浜市立大学祭を迎えて  

          三枝学長のことば「今こそ発展の時」 
  

 本学の大学祭は春５月に催されるのが例だった

が、今年からは秋 10 月に改められた。祭の季節と

して５月はいいが、新学年が始まったばかりで、先

生、学生、職員みんな、学内張り切っているところ

へ、もう一つの大学祭が持たれることは、好刺激過

剰の欠点がある。そういう点からいうと、秋の挙行

はまことに望ましい。 

 夏休暇は去り、体育大会への出場は好成績でもっ

て済み、前期試験はとにかく終わり、今や学生諸君

にとって今学年中のプランの整調と実行への意識が

高まってきている。こうしたとき大学祭が開かれる

のである。 

 金沢の小高い丘へ登ってみると、大学の白亜の新

しい校舎が、いかにも清冽に学問研究の象徴でもあ

るように秋日の中に光っている。今にして特長ある

すばらしい大学へ発

展する努力がなされ

ないならば、「いつの

日か成らん」という

気さえする。 

私は大学のなかの人

すべてが大学祭に何

かの形で参加される

ことを切望したい。

そしてもうひとつ、

私たちの大学祭は横

浜市民と親しみあい、

互いに啓蒙しあうための催しであることを市民に知

ってもらうように私たちは努めたいとおもう。 
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 三輪山への登拝について                                     

昭 41 文 奥村 忠道（和泉市） 
  

 今年の春、奈良は桜井から「山

の辺の道」を歩き、大和国の一の

宮である大神神社（おおみわじん

じゃ）に参拝しました。その際に、

ご神体である三輪山に登拝するこ

とが出来ました。記紀のはるか以

前に創建されたと伝わる古社で、

祭神は大物主大神です。大和盆地になだらかな尾根

を見せている三輪山を神体としております。拝殿を

のぞき込むと、大きな杉玉（酒ばやし）が下がって

おり、酒造りの神様でもあることを示しております。

ちなみに、酒壷のことを「ミワ」と言い、神に奉る

酒（神酒）のことも「ミワ」と言うそうであります。

このように、三輪山と酒とは縁が深いことがわかり

少し嬉しくなりました。 

  拝殿から出て、山の辺の道を北の方向へしばらく

歩くと、大神神社の摂社である狭井神社（さいじん

じゃ）に辿り着きます。この境内の拝殿隣に「三輪

山登拝口」があることに偶然にも気がつきました。

社務所に願い出れば入山出来るようです。ご神体で

ある三輪山には登ることは出来ないものと思い込ん

でおりましたので、「入山できるとは知らなかった

なあ・・」と思いながら社務所へと向いました。 

  社務所で、入山の申込み手続をしながら、三輪山

は標高４６７ｍの高さですが、全山が、杉や桧、松

などに覆われて太古より神々が鎮まる聖なる山と仰

がれてきた処である等‥の説明を受けました。入山

手続きをしながら、「ところで、頂上での景色や、

見晴らしは良いでしょうか・・？」などと問いかけ

たのがいけなかった。「申し訳ないですが、そのよ

うな気分で入山されては困ります。敬虔な気持ちで

登拝して下さいますように！」と、ピシャリと注意

されました。それから、「入山心得十箇条」という

のを示されて、入山前には、御幣でお祓いをするこ

と、入山中は参拝証の襷を首にかけること、山中で

の飲食は厳禁であり、カメラも撮影も厳禁であるこ

と等々が条件です・・と告げられました。（源流は、

酒の神でもあるのに、厳しいなあ・・と思ったりし

ながらも、やはり登りたいなあ・・との思いも強ま

っていました。） 

   その後、いくつかの押問答をした後、「以前に

は、三島由紀夫も大神神社に参拝された際に、たっ

ての願いで、御神体である三輪山に登拝されて、大

変感激されていたと云う言い伝えがあります。」等

の話も聞きました。 （三島由紀夫が三輪山に登っ

たのは、昭和４１年８月であったことが、後日わか

りました。）それでは、何としても、この際に登拝

しなければなるまい、との思いがますます高まって

きました。登下山に要する時間は、普通で２～３時

間程度であるとの説明も聞きました。 ようやく、

許可が出て、参拝証である襷を首からかけてもらい

ました。 （この襷には、番号が記されており、下

山時に社務所へ返納することにより、入下山のチエ

ックと監視をする機能を果たしているようです。） 

  入山口には、注連縄が張られており、ここで御幣

でお祓いをして、やっと御神体である三輪山へ足を

踏み入れることが出来ました。 山中には、神の宿

る標識とされる磐座（いわくら）が点々とあり、古

くは全山が禁足の地であったようです。水垢離をす

る修行場や、三光の瀧とか、休舎などが点在してあ

りましたが、頂上近くまで一気に登ると、「高宮」

という社が祀られており、ここでひと休みをする。 

ここから、しばらく登ると頂上で、奥津磐座が鎮座

しており、神域の気配を感じるような雰囲気が漂っ

ておりました。そこには、不定形の、あるいは尖り、

あるいは裂けたような巨石の群が積み上げられてい

るようであり、自然のままの磐の固まりのようでも

あり、不可思議な雰囲気のする場所でした。（いわ

ゆるパワースポットとでも云うのでしょうか・・）  

磐座の前では、裸足になった女人が 1人、参拝を繰

り返す動作を続けているのを見かけただけで、その

他には入山者に出会うことはありませんでした。 

  今、冷静になって思い出してみると、周囲の景色

はほとんど観るることも出来ない処であり、また、

何の変哲もない小高い山にすぎないようにも思いま

すが、不思議な感慨をもたらしてくれた場所でもあ

り、これが「聖なる山」であることの所以なのかと

思っているところです。三輪山の山頂からの眺望は

ありませんが、下山して少し南へ下ったところに「大

美和の杜展望台」があり、ここから大和三山などの

すばらしい景色を見渡すことが出来ました。以上が

奈良は大神神社の御神体である三輪山での登拝の体

験です。 

               三輪山登拝口 
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幹 事 会 報 告  

近畿進交会 会長 昭 34 商 植田美夫 

   （５月 22 日（水）於 門真市松心会館）                      
出席者： 深谷悦男 植田美夫 原 洋志 出射靖郎  

内田正雄 中原悠司 小林 博  泉 善高 森岡 章 

塚本義久 古内秀樹       

議題１．本年の「近畿進交会の集い」  

10 月 17 日（金）会場をキャッスルホテル大阪に 

 最終的に決定した経緯について会長から説明。 

今回の催し物として邦楽の演奏（３～４０分）を予 

定し、その交渉を中原常任幹事にお願いする。 

（その後の交渉の結果、箏（菊伊衹京子師）と尺八 

（足立伸之介氏）の演奏に決定。） 

会次第を大幅に変更 18:20~邦楽の演奏・19:00~ 

会長・理事長挨拶・乾杯、21:00 解散 

（活動報告等は書面にて配布の予定。）  

会費 7,000 円（家族 5,000 円） 

司会 中原常任幹事 

返信締切 9/20・返信ハガキの取り纏め森岡幹事。 

集客対策として各幹事は少なくとも同年卒のメンバ 

ーに手紙・ＴＥＬ等々にて８月末「しんこう」到着 

時期に合わせて必ず勧誘の連絡を取ることに決定。 

  復 刻 版 第２号（平成３年１２月発行）より載録 
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特に 49～53年卒の世代で 10名以上増員する方策を 

考え実行する。 

尚 来年度の会場については次回幹事会で決定する。 

議題２．本年の「若人の集い」の開催  

竹田・古内両幹事共 5～6 月は大変多忙のため開催

は 7~8 月、場所は前回同様フェスティバルプラザ 2

Ｆに決定。今回は会長名代として小林副会長が出席

予定。 

議題３．６０歳定年を迎えられた方々への 

 アタックについて       

田邊俊二氏（51 年文理）が執筆した文章に会長が 

一部筆入れした文章を紹介し幹事の了解を得る。当 

文面を 8 月末発送予定の「しんこう」第 58 号が 

到着する頃に合わせて郵送する。（今年の対象は 

大学 51 年卒（医 49 年卒）Ｙ校 47 年卒） 

  次回幹事会日程 ９月２５日㈭ 松心会館 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  平成２６年度運営会費納入者ご芳名  

   ご協力有難うございました 

     （26.7. 20. 現在 数字は卒業年次） 

（Ｙ校）昭 25 西村芳穂 26 深谷悦男 28 北川三晃・槇田誠

夫 35 内田正雄 36 斎藤直樹 38 酒瀬川 裕 39 針金洋子・澤

口ますみ 

（Y 専）昭 13 杢 馨 20 宮沢超一郎 

（商学部）昭 30 南 博 31 水田 宏・矢野健治・平野哲生

32 小川哲彦・土井一興・前田治之  33 押村忠男・木村勝彦・

関 敏光・浜田純二・堀野克文・中地三津夫  34 清水弘道・

井上文夫・植田美夫・竹内義勝・山田裕康・野口幹夫・渡辺 

清・浅井幸洋 35 大石 昭・中島 裕・西田基雄・西尾 健・

横井正隆・辻村通弘 36 安積文男・大嶋進治・坂上晋太・

野口 実・小野甫夫・山口昌志 37 板倉光一・高木敏幸・

出射靖郎・十時 弘 38 加藤和男・後藤 求・中島邦雄  

39 石原 浩・鞍本昌男・阪口龍二・中原悠司・幡掛大輔・

鈴木剛夫 40 小林 博・冨田俊三・坂原修二・岡崎俊太郎・

松田至弘・山本英夫・日隈 中 42 霧生 昭 43 田口孝雄・那

須一正・菅 英伸・廣内禎介 44 白石富男・全 在紋・冨田

一弘・城島護彦・泉 善高・太田幸彦 45 大内 謙・三善慎

一・三田村秀雄 46 岡崎 智・竹内邦彦 47 清水 薫・山崎 弘

48 星 誠一 51 内山隆夫 52 川戸眞吾 58 塚本義久 60 及川史

郎 61 上田 亨 62 浅香辰也平 6 西崎真弓 16 一色宏志 17 松

嶋宣樹 

（文理学部）昭 33 原田哲郎 34 芦田太久雄 36 原 洋志

37 伊東祐一郎 38 小山浩司・吉田昌紀 39 柿花和夫 41

奥村忠道・林 一皓 42 半田澄夫・小林光雄 48 日暮雅夫

51 田邊俊二 52 三木京子 53 三木得生 57 中西万里 58

細野真嗣 60 和田喜彦 63 佐々木亜以子 平 7 杉野利幸・

古内秀樹 

（医学部）昭 38 津田義則 40 山本利美雄 45 安武建二 51 牧 

一郎・平 17 福本 毅   以上 118 名 

  

会員異動・お便り、ご連絡 

・昭 12 專  冨田 豊：H25.1.18 内臓疾患のため逝去。 

  （ご子息より 26.5.14 連絡） 

・昭 44 商 白石富男：大阪市「しごと情報広場」職業相談 

   員に。℡06-6467-5145 

・昭 46 商 岡崎 智：「進交会の益々の発展を祈ります」 

・昭 47 商 山崎 弘：勤務先 りそな銀行ｺﾝｼｭｰﾏｰﾋﾞｼﾞﾈｽ 

部 (大阪) ℡090-7880-2083 

・昭 58 商  塚本義久：(新)奈良県農林部地域農政課 

   ℡0742-22-1101 

・昭 62 商  浅香辰也：(新)クボタ CSR 統括部 CSR 推進 GR

長 ℡06-2648-2296 

・昭 51 文  田邊俊二：灘公共職業安定所 078-861-8609 

・昭 53 文 石川清英：大阪信用金庫執行役員融資第一部長 

・昭 62 文 天野王二：H26.3.21 急性心不全のためご逝去 

 

 

 

編  集  便  り  編集人  昭 39 商 中原 悠司 

「しんこう」58 号は平成 26 年度近畿進交会の集いご案内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。 http://shinkoukai-web.jp/ 

平成 26 年度 近畿進交会の集い！ 

１０月１７日㈮ 大阪キャッスルホテル６階で開催 （18 時開場） 

同封の出欠はがきは９月２０日㈮ までに投函ください。 

http://shinkoukai-web.jp/

