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平成２５年度 近畿進交会の集い！
1１月１6 日（土）

会
開
会

場 ：
始 ：
費 ：

大阪キャッスルホテルにて開催

７階宴会場（昨年は６階）
１２時
総会に引き続き懇親会
7,000 円（同伴家族は 5,000 円）

受付開始
閉
会

：
：

１１時半
１５時予定

集い担当幹事からのご挨拶
昭４０商 小林 博
３０回を経た同窓会ですが、２年連続して同じ
場所で行います。場所も重要ですが、それ以上に
内容を充実させようという趣旨です。
今回は「還暦を迎えた方へのお誘い」及び卒年
が平成の方を対象とした「若手の会」を企画しま
した。近畿同窓会が益々楽しい会になるよう皆様の
ご参加をお待ちしております。

出席のお返事は同封ハガキにて１０月１０日㈭までにご投函ください。
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恩師

と横浜に引き上げ宮澤先生宅を訪ねました。事件は
この後に発生しました。全学連の主流派が国会突入
を試み警察官と衝突し、東大文学部の 4 回生 樺美
智子さんが死亡したのです。先生のお宅で酒を頂き
ながら、デモの状況を話しているとき、テレビでこ
れを知りました。
こんなことが許される訳が無いという、怒りの気
持ちと、虚しさに襲われ、お出し頂いた日本酒を無
遠慮に飲ませて頂き、先生に怒りの気持ちをぶつけ
ました。先生を交え深夜まで激論を戦わせました。
デモに参加しているときは、集団心理も働き、とも
かく行動をせねばならないと思い、恐怖を超越し、
警棒と対峠しましたが、先生宅での議論は、個人で
は何もできない無力感ばかりが漂いました。戦後を
早く終了させ、独立国家となるのだという国民の切
実な願望が行動で示された中での事件であったと思
いますが、改革には大きな痛みが伴うものだと思い
ました。
全ての国民が政治に関心を持ち、政治の横暴を阻
止するために、目に見える形で行動しました。それ
は、戦後を克服し、貧しさから、脱出する行動であ
ったのかも知れません。少なくとも、国民の目が同
じ方向に向かっていました。
現在はどうでしょう、沖縄基地問題にしても、直
接の利害関係者である沖縄の人たち以外は、行動し
ないばかりか、関心さえ示しません。宮澤先生から
頂いた教訓は、
「政治についても、経済についても、
直面している現実の問題点を直視し、国の発展と国
民の幸せのために、できるだけ多くの原因要素を組
み合わせて
（関数化し）
、最適な選択肢を、
探り出し、
解決に向けて行動すること」
、でした。閉塞感漂う日
本を、成長路線に乗せるためには、個々人が、問題
点を正確に認識し、同じ方向に向かって行動してい
かねばならないと思います。
以上掲題からずれた想い出話となりましたが、先
生の意を汲み、少しでも社会貢献をしたいと考えて
おります。
《追記》本稿は宮沢澤生が亡くなられた同年の 5 月
（平成 22 年 5 月）に、先生のご逝去を悼み、私が
所属する同好会の定期発行会誌に投稿したエッセイ
に加筆、修正したものです。当時は民主党の政権時
代で、政治の無策によって、日本経済が停滞してい
た暗い時代でした。平成 24 年 12 月に安部内閣が誕
生して、
日本経済に多少の明るさが見えてきました。
本格的な景気回復には至っていませんが、政権が推
進する社会保障と税の一体化等、安部政権の主要政
策の基幹部分の一部に宮沢先生の理論が取り入れら
れているように思います。
《例‥競争のシステムと互
助のシステム－市場機構・社会保障の接点と制度デ
ザイン－（2003 年）、扶助と保険の連動、その適格
化（2010 年 1 月）等々》

宮澤健一先生のこと

昭３６商 山口 昌志（尼崎市）
平成 22 年 1 月 9 日に、宮澤
健一先生が心不全のため、ご逝
去されました（享年 84 歳）
。ご
冥福をお祈り申し上げます。横
浜市大で教鞭をとられたのが、
1964 年までで、ゼミナール卒業
生 106 名と少なく、会員の皆様
のなかでも、ご存じの方は少ないと思います。
私は、
大学時代に先生のゼミナールに参加させて頂き、線
形計画法による経済分析（主に、投入産出分析）に
ついて指導して頂きました。当時は、まだ助教授で
したが、学会でも有名な理論経済学者でした。
先生の主な経歴は以下の通りです。
1924 年 横浜市に生まれる
1942 年 横浜市立横浜商業学校(現在の Y 高）卒業
1948 年 東京商科大学（現在の一橋大学）卒業
1959 年 横浜市立大学商学部助教授
1965 年 一橋大学経済学部教授
1980 年 一橋大学学長
1981 年 理論・計量経済学会会長
1997 年 日本学士院会員に選任
1998 年 医療経済研究機構 所長
華々しい経歴を持っておられた先生ですが、人柄
は極めて温厚な方でありました。又、奥様も良くで
きた方で、ゼミのメンバーと先生のお宅に伺ったと
きは、いやな顔ひとつせず、笑みを浮かべて、お酒
を 出し て頂 きま した 。私 が大 学に 在籍し た時 代
（1957 年 4 月～1961 年 3 月）で、特に専門課程に
入った 1959 年～1961 年は学生運動も激しい時代で
した。日米の安全保障条約の改正時期でもあり、政
治への関心は高く、学生集会やデモ行進が数多く催
されました。先生のお宅でゼミがしばしばありまし
たが、その時は、ゼミの研究テーマである投入産出
分析よりも、政治に関する議論に多くの時間を割い
ていたように思います。
忘れられない日は 1960 年 6 月 15 日です。この日
は朝から、大講堂で学生大会があり、安保改正の反
対決議をした後、全学連が主催する、国会へのデモ
行進に参加することになりました。私も学友数人と
このデモに参加しました。この日は日本全国で安保
改正反対の実力行使に総評・中立系労組の 580 万人
が参加していました。国会前の道路はデモ隊でぎっ
しり詰まり、身動きできない程の混雑の中で、安保
改正反対を絶叫していました。安保改正反対に対し
てというより、デモ行為そのものに異様な昂揚感が
あり、絶対に後退しないという意識になっていまし
た。17 時過ぎに「危険のため、アイゼンハワー大統
領が訪日中止」と報道され、これを機に、学友 3 人
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縁（えにし）
昭３２商

木村

な経験で、
この機会が生まれた全てのつながり 契、
絆、縁に感謝。松本喜三郎師の作品の中には、斎藤
実盛像（熊本県立美術館所蔵）もあると聞く。次回
帰郷の際にはぜひそれを見たいと心から楽しみであ
る。
（ 浄 国 寺 、 来迎 院 の パン フ レ ッ トか らの 引 用
多々あり 感謝）
・生人形（いきにんぎょう）
素材選び、肌の色や質感までも徹底的にこだわっ
て作られた人形。
将に生きている人形
活人形（いきにんぎょう）
とも呼ぶ。
・松本喜三郎
文政 8 年（1825 年）熊本に生まれ、若くして地
蔵祭りの作り物に天才の片鱗を見せる。24 歳で大阪
にのぼり、30 歳の時 難波新地で「活人形元祖 松
本喜三郎一座」
の大看板で喝采を受ける。
その後 浅
草の大興行師・新門辰五郎に招かれ上京、
「大蔵生人
形」
「西国三十三箇所観音霊験記」等の興行で活人形
師としての不動の地位と名声を築く。明治 12 年 熊
本に帰り活躍をつづけたが、同 24 年 4 月 享年 64
歳の生涯を終えた。_
・谷汲観音像（別名 巡礼姿観音像）
浄国寺に安置されている観音様は西国三十三箇
所霊験記の中の第三十三場面「美濃国谷汲寺縁起」
の中の一場面で、観音様が巡礼の姿を借りて、即ち
観音様の化身である人間の巡礼が、違っている人を
導いたという様子として制作された（その姿から別
名巡礼姿観音とも呼ばれた）
。興行後、最初は浅草伝
法院の境内に仏像（観音像）として祀られた。後年
（明治 12 年）功をなし熊本に帰った喜三郎翁はこ
の観音様が作者にとってあまりに会心の作であった
ために離れがたく、松本家の祖先が眠る浄国寺に寄
進された。

勝彦（大阪狭山市）

いつの頃からか、その一年を
漢字一字で総括するのが年末の
風物詩となってきたようだ。謡
仲間での提案会があり 私は
「縁（えにし）
」を提言した。こ
の身にかかわる事象のことごと
は、いずれも、どこかで、なに
かの繋がりがある。そのご縁を大切にしたい、感謝
したいと思うこの頃である。契、絆、縁、
（ちぎり・
きずな・えにしい・‥心に響く言葉だろう。
趣味の 1 つとして楽しんでいるゴルフだが、最近
の成績は限りなく煩悩の鐘に近く、不本意の繰り返
しでナントカせねばとあせるばかり。それもシャン
ク・ソケットが原因！とハツキリしているだけに始
末が悪い。練習場では何とかうまくいくのに、いざ
コースに出ての本番アプローチではアドレスをして
クラブをテイクバックした瞬間、今度もダメか？と
不安が湧き出す。
また結果がその不安どうりのシャンクにな
る・・・口惜しさは後々まで残る。それをどうした
ら直せるか、頼りにするのは先達の教え「江連忠の
ゴルフ開眼」中部銀次郎の「もっと深く、もっと楽
しく」ボビージョーンズの「ダウン・ザ・フェアウ
ェイ」が私にとってのバイブルである。このうち今
度の悩みでゴルフ開眼を読んでみても結局は自分の
意志・信頼・目標をしっかり持つ事とあり、やはり
そうなんだと改めて納得した次第。
この文庫本に挟んでいたメモを見て気が付いた、
三年前 NHK 教育 TV 「男前列伝」で放映された
生人形師・松本喜三郎作「谷汲観音像」のことであ
る。その映像の素晴らしさに機会があればぜひ拝観
したいと思っていたが、丁度この五月末、郷里・熊
本で法事があり、その顧いが叶う事になった。
所蔵の浄国寺へは姪が作ってくれた地図に助け
られて市バス１５分ほどで到着、お堂の右手に安置
してある「谷汲観音像」を拝観。そのリアルさ、豊
かさ、あたたかさに度肝を抜かし、ただ只 見とれ
るばかり。お顔はやや左下をむいて微笑みかけ、そ
の優しさ・豊かさ暮艶っぽさといったらこの世のも
のとも思えない、いや、これこそこの世に居ます御
佛の顔だと、心に深く印象づけられた。そのお顔、
目のあたり・口もとなど、どこか酒井さんに似てい
るかとも・・・。しばし 世の平穏無事を祈願・感
謝してお堂を後にした。
その後、熊本駅の南西約 1 ㌔の所にある 来迎院
で「聖観世音菩薩像」を拝観、松本喜三郎師の生人
形名作 2 品を一度に見ることが出来た事が大変貴重

谷汲観音像
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昭３５Ｙ

内田

民

子どもの頃、辻堂海岸には半ズボンにランニング
シャツ、頭には麦藁帽子と言った出で立ちでバスに
乗り１０分程で着いた。
（自転車は熱気でパンクしや
すい）海の家など無いので漁船の影で着替え、衣類
を風呂敷に包みその辺に置いて海へと駆け込む。
（砂
が焼けていて、ゆっくり歩くと足の裏が熱い）泳ぎ
疲れると砂浜で身体中に砂を盛り、首だけ出して暖
を取る。
あの頃から 50 年経ち環境は大きく変って来た。
海・島・山の自然は変らないが、海の中は海水浴客
が少なく、黒ずくめで異様なサ－ﾌｧ－達に占拠され
ている。
唯一の救いは、辻堂海岸が住民や元漁師（営業で
の漁業は消滅）等湘南を愛する人々の力で夏前に清
掃され、海水浴場としての認可基準が辛うじて守ら
れていることである。
昨今湘南の地名は神奈川県西部の広範囲で見ら
れる。また、ＹＡＨＯＯ百科事典でも湘南地方の範
囲として、
「葉山、逗子、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、
大磯、二宮、小田原にかけた一帯が含まれる。
」と書
かれている。
しかし私自身は、葉山、逗子、鎌倉、藤沢、茅ヶ
崎位までで、他は詐称とすら思い込んでいる。テレ
ビでお馴染みであった故大沢啓二親分（日大藤沢－
立教大－南海－日本ハム監督）も同じ。数年前『湘
南ベルマ－レ』がＪ1 昇格を決めた直後のテレビ放
送で「あっぱれ！だけども元は『ベルマ－レ平塚』
と言った。
俺の頃には平塚は湘南に入ってなかったなぁ...」
けれども湘南から去って４０年以上経た者に、外部
から異議を唱える資格は無いのかも知れない。残念
だが、今は『湘南離民』として「ふるさとは遠く
にありて思ふもの…」である。

正雄（吹田市）

『町の良さを支えている
ものは、何よりも海である。
水の眺めは、心にうるおい
や慰めを与えてくれる。緑
とか日照とかに並んで水辺
もまた人間の大事な居住条
件である。
』と茅ヶ崎に永く
居住し、湘南を愛して止ま
ない城山三郎はエッセイ集
「湘南」の中に書く。
私も何かの記入欄や他人から「最も好きな町は…」
と聞かれれば、迷わず「湘南」と答えている。疎開
した４才から大阪へ転勤する２５才まで住んだのは、
神奈川県藤沢市の辻堂と云う湘南のど真ん中の町で
ある。この駅から満員の湘南電車で３０分程掛けて
横浜に出、
京浜急行に乗換え南太田のＹ校に通った。
冬の通学時、駅舎の高いブリッジの窓から雪を冠っ
た富士山を見ると、毎日のことながら足が止った。
実家には今も兄夫婦等が住んでいるが、娘夫婦・
孫が横浜市の藤ヶ谷におり、最近は湘南の海を見る
機会も少ない。しかし、湘南に限らずどこでも、電
車の中からでも海が見られると気持が和む。
辻堂海岸から見た相模湾の情景は両手を前に広
げた感じで、前方に烏帽子岩とうっすらとした伊豆
大島。後には白い砂丘が続く。左手側が江ノ島で、
その先に三浦半島が伸びる。右手側の先に伊豆半島
が続き、その後方に白雪を冠した富士山が海の中に
聳え立つと云った感じである。

太宰治は『富嶽百景』の中で、「富士には月見草
がよく似合ふ」と書いたが、私に言わせれば「富士
には湘南の海もよく似合う」である。
（先日富士山が
三保松原も含め世界文化遺産に登録と報道された。
湘南海岸も合わせてと思ったが…遠すぎるか。
）
関西に住むようになってから自己紹介の機会が
あると「元湘南ボ－イ」と名乗った。エ－と言われ
白眼視されるようになった中年以降は「湘南原住民」
に改称した。それでも怪訝な顔をされるので、①湘
南の辻堂で育ち②黒ふんどし 1 本で泳ぎ③漁師の地
引網を一緒に引いた．．
．と説明して漸く納得しても
もらった。
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古希を迎えて
昭４１文

わが町
奥村

忠道
（和泉市）

太子町
昭４０商

今年の４月に古希を迎
えましたが、古希について
の出典である詩句の前段が、
なかなか面白い対句になっ

近野

紀夫（南河内郡）

近つ飛鳥と呼ばれた太
子町は大阪府内でも有数
の歴史の宝庫として知ら
れています。
「王陵の谷」
とも呼ばれるように多く
の古墳が所在し、石器の
材料となったサヌカイト
を産出する二上山や「日
本最古の宮道」竹内街道
穂高岳を背景に
など、歴史の息吹が感じ
られます。主な史跡だけでも下記のように多彩を極
めます。
・皇陵 推古天皇陵、用明天皇陵，孝徳天皇陵、
敏達天皇陵
・古墳 松井塚古墳，二子塚古墳、仏陀寺古墳、
御嶺山古墳、一須賀古墳群
・神社仏閣 叡福寺、西芳寺、鹿谷寺跡、磯長神
社、大黒寺（羽曳野市）
・墓跡 聖徳太子、小野妹子、蘇我馬子、源氏三
代（羽曳野市）
恥ずかしながら、小生は最近までこのような事を
殆んど知りませんでした。この町に住んで凡そ 25
年。20 年間は、ただ寝に帰るだけの町でした。
リタイヤ後、健康のために近くを散歩するように
なってこの町の歴史を知るようになり、ウォーキン
グをしながら、遂には全ての古跡を訪ね歩き、日記
代わりに五七五調で足跡を書き残しました。

酒債尋常行處有
人生七十古来稀
ていることに気がつきまし
た。
出典は中国、唐の時代の詩人杜甫の「曲江」（そ
の二）の中の頷聯（ガンレン：第三句と第四句をい
う）にあります。杜甫が 47 歳の時の作詩であると
伝えられております。意訳すると「酒の飲み代の借
りは、通常のことで、行く先々に溜まっているが、
人として 70 歳まで生きてゆくのは、古来より稀な
ことである。だから、元気な今のうちに酒を飲んで
楽しんでおきたいものである。
」ということでしょう
か。
要は「酒を飲み交わしながら、談論風発できるあ
いだが、人生で大切な時であり、大切な事でありま
すよ。
」と云っているのではないか、と私なりに理解
することにしました。
また、この頷聯の妙は「尋常と稀なること」、そ
して「数字」での対比にあります。尋は８尺、常は
16 尺という長さの単位でもあり、70 歳との対比に
なっているところです。
ところで、唐の時代の 70 歳は、現在におきかえ
るとどれ位の年齢でしょうか、_ _ _。
（私は 90 歳を
超えるような年齢ではないかと思いますが_ _ _。
）
そして、杜甫は 59 歳で逝去しておりますが、
この詩句はその後も語り継がれて現在も生き続けて
おります。1,250 年余りにも亘り生き永らえている
のです。作詩にあたって、ここまでの対比を計算に
いれていたか否か_ _ _。いずれにしても絶妙な対比
ではないでしょうか。
毎年の特定健康診断では、高血圧、高コレステロ
ール、
高脂質等々三拍子以上も揃った数値の高さに、
要注意事項を指導され続けております。しかしなが
ら、飲酒だけは止められず、
（止める気もありません
が、_ _ _）私にとっては言い訳をするための強い味
方を見つけた気分になっております。」
古希に至り、この詩句を尊重して「これからも酒
は飲み続けなければならない_ _ _。
」と都合のよい
ように解釈し、意を強くしているところです。
それでは、今宵も一献、杯を傾けることにいたし
ましょう。

我が町太子町
叡福寺 聖徳太子が眠る寺 隣は明日香古墳も多し
竹之内街道
遣隋使 通り抜けたる竹内 大和を出でて決死で隋へ
竹内 街道歴史 博物館 古代のロマン 今に伝える
せせらぎと 鳥の囀り 蝉時雨
竹内 峠上りて 万葉の 森から続く 二上山頂
頓鶴峰 頓鶴峰 奇岩残れど 鶴居らず
古墳群 古代人 如何にこの岩 運べりや 険しき山中
古墳の数々
西方院 叡福寺の 南に残る 西方院 太子の侍女が
剃髪隠棲
妙見寺 妙見寺 蘇我馬子の 建創寺
みかん園 児等の声 近く聞こえる みかん園
大黒寺 大黒天 出現霊場大黒寺 役行者の創建とかや
源氏三代の墓 通法寺 源氏三代 眠る町
坪井より 源氏三代 世に出づる 綱吉ここへ
八幡建立
ＰＬ花火大会 ベランダで ビール片手に 見る花火
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『還暦を迎えて』
昭５０年商学部卒
麻 野 広 行
青雲の志を抱き大学へ、そして
社会へと羽ばたいて気がつけば還
暦を迎えていました。未だ、志半ば、
やらなければならない事が沢山あ
ります。しかし還暦は自分や家族
仲間たちのことを考える良きタイミングと思い
ます。
先日、相原ゼミの先生の米寿をお祝いする会が
八重洲冨士屋ホテルで盛大に行われ、同級生たち
と連絡を取り合いました。６０歳で定年退職し再
雇用あるいは関連会社へ行っていたり、田舎へ戻
って親の介護をしていたりさまざまです。しかし、
長い時間の空白があっても、瞬時に仲間たちの関
係が成立します。
さて、
「近畿進交会の集い」をご存じでしょう
か？ 「近畿進交会の集い」は毎年開催され、楽
しいおしゃべりをしながら飲食できる場を提供
していただいています。この機会に是非ご参加さ
れて昔の仲間たちとタイムスリップしてみては
如何でしょうか。お待ちしています。

告

近畿進交会 会長 昭 34 商 植田美夫
（5 月 24 日（金）於 門真市松心会館）
出席者：
内田正雄
森山 茂
熊澤真一

深谷悦男
中原悠司
竹田 博
古内秀樹

植田美夫
小林 博
麻野広行

原 洋志
白石富男
奥村忠道

出射靖郎
泉 善高
森岡 章

議題１．本年の「近畿進交会の集い」
11 月 16 日（土）12:00～15:00 大阪キャッスルホ
テル 7F 宴会場（昨年は 6F）会費 7,000 円 家族
5,000 円集客目標 70 名以上（①若手の集い・還暦会
員の出席期待②出欠状況から TEL 攻勢③幹事の勧
誘等々）催物はビンゴゲーム（10 名に賞品準備）料
理は和食中心の卓盛り他に鮨・そばを準備、ドリン
クはビール・ワイン・日本酒・焼酎・ソフトドリン
ク・ウイスキー
（出射副会長が２本寄贈）
の水割り・ソーダー割り。
総合司会は三木監査。
賞品・参加者への手土産は横田福栄堂のお菓子、来
賓手土産はプラス錦城閣の中華菓子。当日の受付
（出
射・原副会長、内田監査、泉事務局長―会計担当兼
務）名札の準備（泉）当日の配布資料の準備（小林）
出欠ハガキの作成・集計・幹事への連絡（白石）

議題４．役員改選について
会則第 10,11 条に基づき役員改選を行う。
新任幹事 奥村忠道（昭 41 文）（
「しんこう」編集
委員兼務）森岡 章（昭 46 商）熊澤真一（平６文）
山口 龍（平 7 商）古内秀樹（平 7 文）の 5 名。
辞任幹事 森山 茂常任幹事・森田幹事（何れも
一身上の都合による辞任。）の２名。
会長以下の役員は全員留任することに決定。（再掲）

議題２．本年の「若人の集い」の開催
代表世話役の竹田幹事と熊澤・山口・古内・一色幹
事が再度集まって内容の最終決定をする。
（決定内容
は全幹事にメール連絡をする。
）
案内状に同封する名簿は出来るだけコンパクトにす
る。但し問い合わせには十分応えられるよう幹事の
手元には最新名簿を準備する。

議題３．還暦（定年）を迎えられた方々への
アタックについて

奥村忠道（昭 41 文）

森岡

章（昭 46 商）

「しんこう」編集委員

還暦（定年）を迎えられた皆さんへ
本年から新たな試みとして還暦を迎えられた会
員の皆さんにお声掛けをして「近畿進交会の集い」
にお祝いを兼ね、別席を設けてお招きすることにな
りました。
（本年の対象は Y 校昭 46 年卒・大学昭 50 年卒・
但し医学部は昭 48 年卒とします。
）
下記 麻野幹事（昭 50 商）から「集いへのお誘い
文」
が本年対象の皆さんへ９月上旬に郵送されます。
是非ご出席下さい。お待ちしています。
なお当「しんこう」第 55 号に同封の出欠ハガキに
て出欠のご返送をお願いします。

議題５．その他
次回幹事会日程
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１０月１７日（木）松心会館

・昭 57 商

平成２５年度運営会費納入者ご芳名

水口隆則：役職変更に付き、記載：大研医器㈱
総務部人事部長。

ご協力有難うございました

・昭 60 商

下農修二：住所変更：〒920-1151 石川県金沢

（25.7. 31 現在 数字は卒業年次）
（Ｙ校）昭 25 西村芳穂 28 北川三晃・槇田誠夫

・昭 61 商

上田亨：℡番号変更：℡：0743-89-1057

30 川嶋鉄子

・昭 61 商

藤井優次：役職・℡追記：㈱横川ﾌﾞﾘｯｼﾞ橋梁営

35 内田正雄

36 斎藤直樹

市田上町 2-6-2、℡076-261-7639

38 酒瀬川 裕

44 須山文子

業本部営業第二部長、℡06-6441-7520

（Y 専）昭 13 杢 馨 20 平田誠治
（商学部）昭 30 南 博 31 水田 宏・矢野健治 遠矢俊
32 小川哲彦・土井一興・前田治之

郎

勝彦・関

33 押村忠男・木村

・昭 41 数

林一皓：お便り：
「元気に毎日を送っています」

・昭 51 文

田邊俊二：℡番号変更：0794-82-2550

・平 24 国総

敏光・浜田純二・堀野克文・大原久仁威・中地三
35 大石

裕康・渡辺

清・浅井幸洋

基雄・西尾

健・戸田丈夫・横井正隆・中村雅樹

文男・大嶋進治・坂上晋太・野口

昭・中島

松浦侑士：転居先不明

実・松下

裕・西田
36 安積

弘 38 加藤和男・中田邦政・後藤

石原

浩・鞍本昌男・坂口龍二・中原悠司・幡掛大輔・鈴木

剛夫

40 飯田裕康・小林

求・小池栄之輔

昭・鈴木康彦

43 田口孝雄・那須一正・菅

介・野村庸二

44 白石富男・全

秀雄・松井

42 霧生

井富士夫・山崎

弘

51 内山隆夫

61 上田

章

47 清水

誠一

49 竹田

博

52 川戸眞吾・小久保耕志

亨・藤井優次

7 松下祐次

謙・三善慎一・三田村

茂・森岡

48 星

英伸・廣内禎

在紋・冨田一弘・城島護

45 大内

46 森山

勤

39

博・冨田俊三・坂原修二・日隈

中・山本英夫・小坂勝之・松田至弘・岡崎俊太郎

善高・後藤隆雄

近畿進交会会長
植田 美夫
皆様には益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。
近畿進交会の平成 25 年度分運営費まだのお方は納
入して下さいますようお願い申し上げます。金額は
￥3,000 です。同封の郵便「払込取扱票」ご利用の
上、納入をお願い致します。
昨年度は会員が約 800 名の内、約 180 名の方から運
営費納入して頂いておりますが、未だ活動を活性化
させるには不十分な金額です。皆様お忙しいお仕事
の中で、納入の機会を失っておられる方もあるでし
ょう。中には、自分は払わなくても会は維持出来る
だろう、自分には関係がないと思っておられる会員
もいらっしゃるかもしれません。
しかし、先輩・後輩間、各種分野でご活躍の仲間
での交流・親睦を図り、さらに、若い会員の参加を
促し、そして会員である事に喜びを持てる充実した
企画を立て、実行する為には、また年 3 回発行の機
関誌「しんこう」を継続して全会員の皆様にお届け
する為には
「運営費」
は何としても必要であります。
多くの会員の皆様の納入がこの会を更に充実したも
のに出来る訳であります。
何卒、お忘れなきよう、早目に納入して下さいま
すようお願い申し上げます。
（なお、今回ご納入頂きました運営費は、H25 年度
分として取り扱わせて頂き、過年度の未納入分につ
いては、
遡及してご請求はしない事にしております。
）
どうぞ、何卒宜しくご理解とご協力をお願い申し上
げます。
敬
具
（追伸）運営費は個人別納入台帳を作成して納入日
と金額を記載処理しております。
さて、
「近畿進交会の集い」をご存じでしょうか？
「近畿進交会の集い」は毎年開催され、楽しいお
しゃべりをしながら飲食できる場を提供していただ
いています。この機会に是非ご参加されて昔の仲間
たちとタイムスリップしてみては如何でしょうか。
お待ちしています。

勲・

十時

彦・泉

運営費納入のお願い

巌・小野甫夫

37 板倉光一・高橋修三・高木敏幸・出射靖郎・長渕

友明

杉浦宏典：転居先不明

34 清水弘道・井上文夫・植田美夫・竹内義勝・山田

津夫

佐男

・平 17 商

62 浅香辰也

16 一色宏志

薫・松

50 入江真
57 水口隆則

平 6 北見龍彦・松野

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・増
田達也 37 中村利寿・伊東祐一郎 38 小山浩司 39 柿花和夫・
竹村哲成 40 村島正敏 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
58 細野真嗣 60 和田喜彦 63 佐々木亜以子 平 7 杉野利幸

（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

（看護学部）昭 47 津田洋子

（合計 134 名）

会員異動・お便り
・昭 26Y 商

小磯二郎：転居先不明

・昭 20 専

平田誠治：H25.5.1、脳梗塞後遺症退会希望

・昭 31 商

遠矢俊郎：
「5 月 10 日で退社し、これから毎日

が休日。体調維持が今後の課題」
「 7 月で満 82 歳です」
・昭 42 商

鈴木康彦：近況：
「神戸学院大学経済学部を定年
退職し、現在は同大学、同学部の非常勤講師

・昭 44 商

阿部忠夫：本人希望により、退会（H25.5.23）

・昭 45 商

松井勤：お便り：
「昨年兵神装備㈱を定年退職」

昭 46 商

森山茂：現住所再確認の為、再掲載：〒630-8160、
奈良県奈良市佐保台西町 187-202、
℡0742-71-6862㈱森の実代表取締役
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便

り

編集人

昭 39 商

中原

悠司

「しんこう」55 号は近畿進交会会員のご活躍と集いの予告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/
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