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熊本地震から３年が過ぎ、

熊本城修復のような大きなこ
とは皆さまもご存じのことが
多く、蒲島県知事が掲げてき
た「創造的復興」も着実に進ん
でいる印象です。熊本地震に
よる大規模な土砂崩れで不通
となっているＪＲ豊肥線（肥
後大津ー阿蘇、27.3
キロ）も来年再開す
る予定です。数日前
に、同じく土砂崩れ
で寸断されていた
国道５７号の現道
部分（南阿蘇村立
野、約９００メート
ル）が２０２０年度
に再開する見通しになったと発表されました。復
旧完了の見通しが
明示されたことで、
阿蘇地域で暮らす
被災者の生活再建
や観光分野の復興
に追い風となりそ
うです。（新聞記事・
復旧工事中の写真） 
 大津町も家入勲
町長（高 13）、桐原
則雄議長（高 24）主動のもとスピード感を持った
復旧復興を掲げています。先日、新庁舎建設に向
けた業者も決まり、まずは令和 3 年 5 月の新庁舎
本体竣工を目指し
て進んでいきます。
新たな大津町の顔
となる新庁舎、楽し
みです。鷹揚同窓会
100 周年には、新庁
舎も落ち着いた顔
となっていること
でしょう。（模型の
写真） 
 肥後大津駅も、私が学生だった頃は北口しか記
憶にないのですが、今は、エアコンが効いたビジ
ターセンターが設置された南口もあり、学生さん
たちも少々快適
なのではないで
しょうか。若者向
けの喫茶店（今は
カフェと言いま
すね）などあれば
尚いいのでしょ
うね。（駅南口の
写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 
副村長就任 2 年目の平成２８年４月、あの熊本

地震を経験すること
になりました。 
4 月 16 日（土）午前
１時２５分、西原村
を震度７の地震（本
震）が襲いました。
自宅で就寝したばか
りでしたが、家族の
無事を確認できると
すぐに役場に向かい
ました。役場の中は
足の踏み場もない状態であり、屋外での災害対策
本部設置から長い震災対応への業務が始まりまし
た。（家屋被害：全２，８３１棟中、半壊以上が
４５％の 1,281 棟） 
 隔年に行っていた防災訓練の成果で、明け方に
は全村民の安否確認が出来ましたが、その中には
５名の犠牲者の報告も含まれていました。その後
の村民の生活は、避難所への避難、仮設住宅・み
なし仮設への入居、災害公営住宅への入居、住宅
の修理と再建など、目まぐるしく変わる中での復
旧・復興に向けての歩みとなりました。 
現在、道

路、農地、河
川、宅地等の
復旧は概ね完
了することが
出来ましが、
被害が大きか
った 6 集落に
ついては、宅
地の復旧が完
了する来年の 3 月からが念願の自宅の再建となり
ます。なお、迂回路を使っていた南阿蘇への俵山
ルートは、来月（9 月）半ばには解消される予定
であり、復旧・復興に向けての大きな転機になり
ます。 
今回の地震では、村民の方々の公的意識に大変

助けられました。安否確認に始まり、公的避難所
の自主的な運営、自主避難所の設置、集落内の道
路の開啓作業、ルールを守った災害廃棄物の搬入
や罹災証明書の申請、仮設住宅での協力等、その
主体な行動が西原村の復旧・復興に向けての大き
な推進力となりました。 
しかし、都会おける大災害では、公的意識の以

前の問題として、行政の救助や支援が届かい状況
が長く続くと思われます。今回の経験から、被災
前：①家屋の耐震への備え（家屋の補強、家具の
固定）、被災後：②雨漏りへの対応（シート掛
け）③水の確保（飲料、トイレの水）③食料の備
蓄（最低 3 日間程）等事前の対応を考えておく必
要があると思います。 

最近の熊本と大津町 

鷹揚同窓会副会長(大津町町会議員) 

          三宮 美香（高 37） 
 

 

 

 

 原田 スエ子 

熊本地震を体験して  
  西原村 前副村長  

内田 安弘（高 24 回） 
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特に、高層住宅や住宅密集地では、より厳しい
状況になると思います。 
熊本に縁の
ある皆様に
は、是非今回
の震災対応を
他山の石にす
ることなく、
故郷の教訓と
して生かして
頂きたいと思
います。  

「大切畑地区」 
 
 

 

 

 
 
 令和改元の長い休日
が終わろうとしていた
日の朝、突如、松岡公
明君が世界自然遺産の
白神山地の山中で滑落
し死亡したとの報を教
え子から頂き、我が耳
を疑いつつも、第二報
で青森県深浦町の山中
で 4 月 28 日に滑落
し、警察から連絡を受
けた奥様が 5 月 6日午
後に、ご本人に間違いないことを確認されたとの
報に接した。 
 ここに、絶句しつつも心から哀悼の辞とともに
ご冥福をお祈り申し上げる。 
 松岡公明君はのちに紹介するようにＪＡ関連の
多彩な組織ですぐれた活動を行うとともに、大変
な勉強家でもあり特に近年多彩な著作を出版さ
れ、多忙な時間を割いて全国にわたり講演を行う
など、実に精力的に農協運動の先頭に立って活動
してきた。他方、趣味は山登りと渓流釣りで、特
に亡くなられた白神山地はたびたび訪ねていたよ
うで、あの美しいブナ林を誉めたたえる言葉を私
は何度も耳にしてきた。その白神山地で亡くなら
れたのは、あるいは本望だったかも知れない。 
▼ＪＡにおける活動とその略歴 
 略歴を簡潔に紹介しておこう。 
 亡くなられた時の現職は、農林漁業団体職員共
済組合（農林年金）理事長。 
 1956（昭和 31）年、熊本県生まれ。早稲田大
学政治経済学部卒業。1981（昭和 56）年全国農
業協同組合中央会入会。米麦課時代に「新食糧
法」（1994（平成 6）年制定、95（同 7）年施
行）を受けて「ＲＩＣＥ戦略」を策定、実践。次
いで生活課ではＪＡの介護保険事業をたち上げ、
さらに男女共同参画基本法に基づく「ＪＡにおけ
る女性参画」を担当。次いで営農企画課では農産
物マーケティング戦略の策定実践を行った。さら
に、私が代表をつとめることになった「ＪＡ－Ｉ
Ｔ研究会」という自主研究組織の企画担当役員を
つとめ研究会の企画立案に大きく寄与して頂い
た。 

 ついで、水田農業対策室長となり、「水田農業
ビジョン策定」とその実践ならびに集落営農の推
進に全力を傾けられた。ついで食の安全対策室長
時代には、農畜産物の生産履歴記帳運動を推進
し、さらに全農改革推進本部では営農渉外担当制
（ＴＡＣ）の設立とその推進を行うなど精力的な
活動を展開してこられた。 
 ついで、2009 年に協同組合経営研究所常務理
事、11 年にはＪＣ総研（日本協同組合研究所）
常務理事、日本協同組合学会常任理事、2013
（平成 25）年には（一社）ＪＣ総研業務執行理
事などの要職をつとめられたうえで、2014（平
成 26）年に農林年金理事長になられた。 
 その理事長をつとめるなかで、2018（平成
30）年 5 月に衆参両院全会一致で可決した「農
林年金改正法」の成立に尽力し、農林年金制度完
了にあたっての重要かつ貴重な仕事を理事長とし
て完遂された。この法律改正の成立により、特例
年金の給付（年金給付）に代えて「一時金」を支
給することにより農林年金の給付を終了させるこ
とができた。この一連の活動は高く評価されてい
る。 

 
 
▼想い出の一端 
 松岡公明君は実に精力的に農業協同組合運動の
推進に取り組むだけでなく、登山と渓流釣り、そ
してこよなく酒を愛した。これらにまつわる話を
始めると長くなるので 2点だけ故人のため、そし
てまた読者のために伝えておきたいことのみ記す
ことにする。 
 まず、酒のことである。酒を呑み談論風発。政
治・経済などの社会批判、ＪＡ運動のあり方など
への批判や意見など止まるところを知らない豊か
な飲みっぷりは多くの方々は存知あげていると思
う。そういう折に、私は一度だけ意見したことが
ある。「大いに呑み、談論風発、それはよい。し
かし、大事なことは、いくら飲んでも、朝 4 時に
は起きて、きちんと論文を書くようにしないと、
人間が駄目になるぞ！」と。それから松岡君はが
らりと変わった。「朝 4時起きして論文を書くよ
うにしております」と。彼のダイナミックな論
文、著書が次々出るようになった。 
 いまひとつは、私が全国にわたりすすめていた
「農民塾」を君もしたらどうかと言ったことがあ
る。北アルプスになじみの彼は、早速「ＪＡ松本
ハイランド」で農協塾を興したから一度来てくれ
ませんか、と誘われていたが、これまでに果たせ
ずに終わってしまった。残念至極である。 
 

弔辞   
   今村 奈良臣 東大名誉教授 
【故・関東やんぼし会 副会長 

       松岡 公明(高２６回)】 
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 さらに、ＪＡーＩＴ研究会は昨 2018 年 10 月
19 日に「第 50 回記念公開研究会」（テーマは
「農協の使命と可能性」）を開催したが、その折
の記念講演を松岡公明君は「協同組合の『かた
ち』と『こころ』」というタイトルで見事なすぐ
れた講演をしてくれた。その折に用意してくれた
レジュメは実に 33 ページにも及ぶ重厚な原稿で
あった。これが、彼の遺稿になったのではないか
と、いましみじみと想い出している。 
 
 合 掌   今村奈良臣 
 
※農業協同組合新聞より転写(一部割愛) 
 
 
 
 
 
  

1992 年に大津高校を卒
業し、翌年、東京農業大学へ
の進学で菊陽町鉄砲小路か
ら上京してから四半世紀を
超えてしまいました。関東や
んぼし会には伯父（故・林申
二）に誘われて何度か参加い
たしましたが、こちらもご無
沙汰して20年ほど経ってし
まいました。 
 大津高校では 3 年間担任
だった岩下和憲先生、半分は
持ち上がったクラスメートなど非常に仲のよいク
ラスでした。在籍中は野球部が夏の甲子園まであ
と一歩というところまでいったことや、台風 19号
で 57 号線の杉並木が倒れて通学に難儀したこと
などが思い出されます。部活は空手部をメインに、
たまに山登りに行く登山部、他の高校とも交流の
あった無線部と 3 つの部に所属していました。ま
た生徒会では体育委員長として関わるなどしてい
ました。このようにいろいろと手を出してしまっ
た上に勉強不足が重くのしかかり、卒業後は 1 年
間の予備校通いとなりました。 
 東京農大入学後は農業経済学を専攻しました。
ここでも空手部に入りましたが、高校時代と異な
り、前年には全日本優勝、日本代表多数輩出とい
う大学屈指の強豪校でした。大学空手の強豪校と
なると厳しすぎる上下関係や理不尽な体罰、長時
間の練習など大変なところだと想像していたので
すが、実際は真逆で、練習は量より質重視、主将の
リーダーシップの基で雰囲気もよく、本当に強い
ところはこういうところなんだと思いました。大
学卒業後は熊本に帰って高校の教員になることが
目標でしたがそれはかなわず、進路をどうしよう
かと思っていたところで研究室の先生から大学院
進学をすすめられました。博士前期課程を出れば
教員免許も専修免許になるからと軽い気持ちで進
学しました。大学院では農業経済学に加え環境経
済学を専攻し、農業の環境価値について、阿蘇地
域の草原をフィールドにして研究してきました。
そこで研究が面白くなってしまい、後先のことを
考えず後期課程に進んでしまいました。いろいろ
と行き詰まって後期課程に進んだことを後悔しま
したが、修了すれば終われるんだと思い直してな

んとか博士論文をまとめることができました。ち
ょうどその時期は熊日新聞で阿蘇の草原保全募金
などが行われており、研究成果を紙面で紹介して
いただけました。 
大学院修了後、2 年間経て、東京農大に採用さ

れ、2017 年には新設の国際食農科学科に異動し現
在に至っています。近年では農大でも 23 学科設
置されるなど、農学の中でも専門の細分化が進ん
できました。しかし、人々の生活に欠かせない食、
その食を支える農、そして人の営みを切り離すこ
とへの疑問もあり、農業生産、食品科学、農業経
営・経済、食文化や歴史、食農教育など、農学の広
い領域をカバーする国際食農科学科を創設しまし
た。東京農大は大根踊りで有名ですが、初代学長
は熊本出身の横井時敬と熊本と非常に縁のある大
学です。以前は全国から多くの学生が集まってい
ましたが、最近では経済状況の厳しさもあり、熊
本からの進学も少なくなっています。日本でも有
数の農業生産を誇る熊本県、その中でも農業が盛
んな地域にある母校からも進学してくれるとこの
上ない喜びに思います。 
最後に、大津高校のクラスメートで漫才師ホン

キートンクとして寄席で活躍してきた平山協実君
（写真左）について、7 月下旬に Web 報知で紹介
されました。関東やんぼし会の Facebook では告
知させていただきましたが、奥様のステージ４の
ガンに直面し、漫才から離れるなど様々な決断を
してきたという内容です。今は掲載されていませ
んがコメント欄には否定的なものを含め様々な意
見が書かれていました。こういったケースは誰に
でも起こるかもしれないことであり、自分だった
らどうするだろうと考えては頭を抱えてしまいま
す。現在はコンビから脱退し、天草ヤスミという
名で新たな活動を始めています。たまたま職場の
近くの飲み屋で芸人仲間とのイベントがあったの
で行ってきましたが、さすがはしゃべりで人を楽
しくするプロです。すごく面白い会でした。定期
的に行われていますので次回がわかれば
Facebook でお知らせしたいと思います。こちら
も温かく応援していただければ幸いです。 

 
 
 

■鉄砲小路 
 
 蘇古鶴神
社 （そこつ
る神社） の
楼門 （ろう
もん ) 脇の
説明板は、神
社、楼門及び
鉄砲小路を
次のように説明しています。 現在は、上・下堀川
の二行政区に分かれておりますが、「鉄砲小路」の
古い地名の方が良く知られ、親しまれております。 

鉄砲小路は、寛永１２年 （１６３５） 正月、当
時の熊本藩主、細川忠利の命によって新設された
地筒(地鉄砲)の村で、９０名にのぼる地筒集団は
他に例をみない最大の規模であったものです。 

卒業して四半世紀 
  東京農業大学 准教授  

大久保 研治(高 44 回) 

菊陽町  「鉄砲小路」地区 
  

http://cassiopeia.a.la9.jp/kumamoto/jinjya/sokozuchi/teppoyokotyo01.htm
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そのねらいは、非常時におけるため軍備の強化
と、未開墾地の開拓による増収、更には、一番むず
かしいと言われた浪人対策の一つであったもので
す。 
月五日は城中に出仕し、その他は、武術の錬磨と
農耕に従事、一旦事あるときは、鉄砲隊として主
君に奉仕するの
が任務だったの
です。  

寛永１４年 （１
６３７）） の天
草の乱には５６
人、その他、小倉
戦争、慶応４年
の鳥羽伏見の戦
いには１０１名
が参加しており
ます。 組合員が協力し合い、授け合って諸事に
当る旧来は美風は今も尚、受け継がれております。
総代１名、小頭６名、組横目 （くみよこめ） ７名、
地筒７６名 屋敷前口 １５間 （約２８ｍ） 小
頭 ２０間 
（約３７ｍ）
の幅で、中
央通路をは
さんで、北
側に住居、
南 側 に 納
屋、東西約
４キロに亘
って整然と
立ち並んだ
景観はたしかに異彩そのものだったことでしょう。 

■蘇古鶴神社 

 蘇 古 鶴
神社は、鉄
砲 小 路 の
氏 神 と し
て、氏子の
繁 栄 と 武
運 長 い 久
を 祈 念 し
て、寛永一
二年九月、
細 川 忠 利
公の命によって勧請されたものです。 祭神 阿
蘇一宮 （健磐竜命 たけいわたつのみこと） 阿
蘇二宮 （比咩大神 ひめおおかみ） 「楼門」と
豊岩窓神」が祀られ、更に元禄９年（１９６６）正
月、天満宮社殿が併設されました。 

堀川（瀬田上井手）の起源について 

集落の北、約５０ｍを流れる「堀川」は、現在の区
名のもとになっています。上流を瀬田上井手と言
い、寛永七年、加藤忠広公によって着工されまし
たが、加藤氏改易となって中断し、寛永一一年（１

６３４）再開、同一四細川氏によって完成したも
のです。この開削によって水田化がすすむ一方、
沢山の新しい村が誕生しました。 

■蘇古鶴神社の楼門 色の塗られた狛犬 

鉄砲小路の鳥居から境内の参道を進むと楼
門です。蘇古鶴神社は、熊本府から東北方の

「鬼門」にあたる
ところから、ま
た、この地に地鉄
砲の者を仕立てる
ため、「鬼門」の
厄を払い、併せ
て、鉄砲町（地鉄
砲）の「守護神」
として勧請された

ものです。楼門は、銅葺き２層建築。奥行き
３．０６メートル、間口３．９９メートル
で、楼門内には門神
「奇岩窓神」・「豊
岩窓神」の２神を祀
っています。楼門内
には、風塗られた小
さな狛犬が安置され
ています。本来の狛
犬は、石で造られ、
拝殿の手前に置かれ
ています。 

祝日には地区全戸で国旗が掲揚され、昭和
の懐かしい時代が偲ばれます。 

☆☆☆☆☆---------------------☆☆☆☆☆ 

集落全体は大きく 6 組に分かれ、各組はそ
れぞれ 3 つの五列からなり、現在に至っても
その連帯の絆は強固で、組の座も絶やされる
ことなく連綿と続いています。 
 今も残る、武士道精神によって貫かれた風
土・美風は時代の推移により、多少の変化はあ
っても由緒ある鉄砲 小路の名はこれから先
も後世に伝え、守っていくべきものだと思い
ます。 

 

http://cassiopeia.a.la9.jp/kumamoto/jinjya/sokozuchi/teppoyokotyo03.htm
http://cassiopeia.a.la9.jp/kumamoto/jinjya/sokozuchi/teppoyokotyo04.htm
http://cassiopeia.a.la9.jp/kumamoto/jinjya/sokozuchi/teppoyokotyo06.htm
http://cassiopeia.a.la9.jp/kumamoto/jinjya/sokozuchi/teppoyokotyo02.htm
http://cassiopeia.a.la9.jp/kumamoto/jinjya/sokozuchi/teppoyokotyo07.htm
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ホンダ熊本が九州第

一代表で都市対抗野球

大会に出場することが

決まりました。 

都市対抗野球大会は

東京ドームで７月１３

日開幕し、ホンダ熊本の

初戦は７月１８日ＰＭ

６時～東京第四代表の

明治安田生命に決まり

ました。 

この試合の観戦記を記します。 

応援団の規模はさすが東京代表である明治安田

生命が勝っていましたが、我がホンダ熊本側（一

塁側）も一階はほぼ満席になるほどの応援団でし

た。大津町町長を筆頭に大津町からの応援も多く、

また東京近郊に住んでいる大津町・大津高校出身

者も多く応援に駆け付けました。 

試合は予定通りＰ

Ｍ６時から始まりま

した。一回は明治安田

生命に押されながら

も懸命な守備で０に

抑えました。明治安田

生命の投手の球速は

１３０ｋｍ台と速い

とは見えませんでし

たが、切れが良いのか

ホンダ熊本の打者か

らなかなか快音が出

ません。二回の明治安

田生命の攻撃で、無死からランナーが出てフォー

アボールもあり何とか二死まで進んだのですが一、

二塁から三塁打を打たれ２点を取られました。こ

の失点を何とか取り返そうとホンダ熊本の打者は

頑張ったのですがなかなか快音がでないまま回だ

けが進んで行きました。応援壇上には【くまモン】

と【からいもくん】も出場し、皆懸命に応援をして

行きましたがゼロ行進が続きました。ホンダ熊本

の守備は懸命な守備で追加点を阻んできて、９回

の最後の攻撃となりました。応援団総立ちで応援

を続け、二死一塁で同点ホームランを期待しまし

たがライトフライで終了となりました。明治安田

生命は強いという感じはしませんでしたが残念な

結果になりました。 

次回も九州代表で出場して頂き、東京ドームで

の歓声をあげられるよう頑張って欲しいと思いま

す。 

 

 

 

 

１．第２8 回総会・懇親会の概要 

① 開催日時 ： 平成 30 年１０月２1 日（日） 

           １２時～１４時４５分 

② 場所   :   ニュ－オ－タニイン東京 

③ 出席者  :   ６0 名（来賓 4 名含む） 

④ 開会の辞 :   

副会長 西道

夫  (高 14

回) 

⑤ 会長挨拶 :   

阪本富士夫    

高 14 回） 

⑥ 来賓紹介・挨

拶   

鷹揚同窓会   会長 緒方一夫(高 25 回) 

関西やんぼし会 会長 日吉靖夫(高 14 回) 

大津高等学校   校長 赤星隆弘 

    校内幹事 内田勝弘(高 26 回) 

⑦ 議事 

・会務報告 

・収支決算書報告と会計監査の承認 

・役員改選 再任 

・中山節夫映画監督(高 8 回)の【野球部

員、演劇の舞台に立つ】の上映感想と今

後の映画製作の抱負について 

⑧ 懇親会 

   ・乾杯 関西会長  日吉靖夫 (高 14 回) 

   ・飲食・懇談～ 

   ・「三遊亭好太郎師匠」の噺 

⑨ ふるさと産品の抽選会 

⑩ 閉会の辞  副会長 松岡公明(高 27 回)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 務 ・決 算 報 告 
 
    事務局長 矢野穂（高 19 回） 

「ホンダ熊本(大津町) 
都市対抗野球応援記」 

本田 義満（高１8 回） 
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2．役員会の概要 

○第一回 平成 30 年１２月 6 日 

  ☆第２8 回総会・懇親会の総括 

    ☆ふるさと産品寄贈市町村と年会費納入

者への礼状・やんぼし会報送付他 

    ☆全国サッカー選手権大会応援等 

○第二回 平成 31 年 4 月１0 日 

  ☆関東やんぼし会報１６号の編集 

  ☆第２9 回総会・懇親会の日時決定 

    ☆平成 30 年度決算報告・承認他 

  ☆全国サッカー選手権大会の寄付金の取

扱い方 

○第三回 令和元年 7 月 10 日 

  ☆第２9 回総会・懇親会の案内状送付 

☆ホンダ熊本(大津町)都市対抗野球応援 

○第四回 令和元年１０月 2 日 

☆第２9 回総会・懇親会の準備 

☆関東やんぼし会報の校正他 

 
３．決算報告 平成 30 年度 収支決算書 単位:円 

項目 収入 支出 残高 

1.繰越金 286,590   

2.年会費 151,000   

3.懇親会費 402,000   

4.雑収入 40,000   

5.懇親会費  377,980  

6.景品費  80,385  

7.通信費  65,003 総会案内状他 

8.印刷費  55,707 会報 印 刷他 

9.交通費 ★1 22,430  

10.雑費 ★2 30,600  

合 計 879,590 632,105 247,485 

次期繰越   247,485 

 ★1  交通費には関西やんぼし会総会出席時の交通費含む 

 ★2  雑費には事務局経費 3 万円を含む 

 

 

 

△中１７回 中山 惟良 

   九十三才を迎え、お招きを頂く度に山伏塚で流し

た汗と涙、そして学友の多くを思い出します。残念

乍ら出席する体力を失い皆様方の盛会とご健康を祈

ります。 

△中１９回 小野 公木(ご家族より) 

   残念ながら、頭はしっかりしていますが、もう、

もう、もうすぐ９１才と云う事もあり、一人で外出

も駅まで歩くことも出来ず、参加したい気持ちは常

にあるようです。 

△中２０回 眞弓 矢 

   一応現在は健康と言えそうです。今１０月末頃熊

本に帰る予定です。一人旅は今回が最後になると思

っています。大津高校(私にとっては【大津中学

校】)にも行くように計画するようにしておりま 

 

 

す。まだ暑さが続いております。皆様お元気でお

過ごし下さい。 

△中２２回 緒方 静 

   老齢のため歩行困難になりました。 

△高 ２回 宮永 昭雄 

   歩行困難で毎日を過ごしています。 

△高 ３回 井 洋士 

   ９０才まではと永年楽しみに出席して参りました

が、よる年波には勝てずあと２年余りで叶わず残念

ですが、相変わらず当人は呑気屋で趣味(競馬・ロ

ト)等で元気に過ごしています。益々のご盛会を祈

念します。 

△高 ４回 木島 充 

   足・腰の具合が悪く欠席します。皆様のご健勝を

お祈り致します。 

△高 ５回 嵯峨 タカ子 

   ベランダに花を植えてその世話をして、今グラジ

オラス、イソトマが満開でとても綺麗です。水やり

が大変です。時々息子がドライブに連れて行ってく

れます。 

△高 ７回 二子石 章 

   家内の介護に専念しています。 

○高 ７回 東 登代子 

   いつも連絡ありがとうございます。皆様とお会い

出来るのを楽しみにしています。 

△高 ７回 松岡 宏子(娘様より) 

   いつもご苦労様です。母は目が見えなく、肺の半

分が機能していないため歩行も困難です。何も出来

ませんが、皆様によろしくとの事ことです。 

○高 ７回 秋吉 光雄 

   ８３才、年相応の生活をしております。年末高校

サッカー選手権を楽しみにしています。 

○高 ８回 室 守和 

   特になし、後輩【一美和成君】(京都)に注目中!! 

△高 ８回 高野 剛一 

   お役目ご苦労様です。折角お誘いを頂き大変心苦

しいのですが、私腰痛を患い現在回復の途上にあり

ますが、まだ遠出は無理なので大変残念ですが出席

を断念したいと思います。出席の皆様に宜しくお伝

え下さい。 

△高 ９回 加来 絋一郎 

   ９月下旬から一か月程熊本に帰省しますので、欠

席します。 

△高 ９回 中川 欽也 

   今年３月末で８０才になりました。思い残すよう

なことは何もありませんが、残りの人生を元気で過

ごしたいとおもいます!! 

○高１１回 佐伯 充志 

   卒業生の皆さんと時々東京で会合を行っていま

す。１１回生として毎回４～６名の出席がありま

す。前回はスカイタワーに皆で行きました。高所か

ら東京全体を眺めました。 

 

伝 言 板  総会予定 ○：出席 △：欠席 

 (返信ハガキの近況欄より抜粋・一部割愛) 
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○高１１回 幸 曙光 

   従前同様、週のうち 6 日間は毎日送迎者のお世

話になりながら、①病院(３日各４時間超ずつ、主

として内臓疾患治療のため)と、②リハビリ専門施

設(残り３日間、主として両下肢の機能回復のた

め)に、朝自宅を出て午後帰宅するという生活を送

っております。お陰様で(?!)、家に籠っているい

とまがありません。そうした中でも加齢に伴う体

力減退に抗ずるべく、隣接する多摩の川原の土手

の散策ロードでウォーキングに励まねばならんと

思うこの頃です。 

△高１２回 石原 雅啓 

   ボランティア活動：６５才以上の高齢者(交通手

段を得られない)を自宅～居場所(市福祉会館)を送

迎ボランティア（NPO 法人）、活動日は月・水・

金メンバーは２０名、趣味：①ジョギング(週２～

３回)、②グランドゴルフ、③カラオケ 

△高１２回 米原 文子 

   いつもお世話になります。お陰様で元気に過ご

しています。あいにく用事が重なり「やんぼし

会」に参加することが出来ません。 

○高１３回 小鷹 スミ子 

   毎回お世話して下さる方々には大変感謝してお

ります。この様な会が継続しているのは役員さん

達のお陰です。今後共宜しくお願い申し上げま

す。 

△高１３回 松井 清徳 

   体調不調で遠出は控えています。 

○高１３回 高橋 洋一 

   暑い中ご苦労様です。皆様と再会出来る事が楽

しみです。 

△高１３回 久保田 恭子 

   やんぼし会開催のご案内ありがとうございまし

た。今回は家庭の事情により残念ですが欠席させ

て頂きます。会の盛況と皆々様のご多幸をお祈り

申し上げます。 

○高１３回 中村 宣洋 

   １０月９日(水)に、「第２５回東京火の国ゴルフ

会」に参加します。高校団体戦の最低５名の参加

を期待しています。２５回目の記念大会で上位３

位まで校歌が唄えるそうですが? 

△高１４回 伊豆原 俊 

   う一ん残念です。仕事の予定があり出席出来ま

せん。出席者の皆様楽しいひと時を・・・ 

  私は元気で毎日を送っています。 

△高１４回 坂本 剛毅 

   現役引退でやっと時間が持てると思いました

が、突然妻の大腿骨骨折で”介助の要あり”、今回

は失礼させて頂きます。ご盛会をお祈りします。 

△高１４回 熊谷 長代 

   いつもお知らせありがとうございます。皆様の

ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

○高１４回 阪本 富士夫 

   皆様お元気ですか? 小生は何とか生活してい

ます。足と腸など内臓が弱っています。今は自宅

で療養中です。皆様もお体大切に！ 

○高１４回 西 道夫 

   盛会を願っています。 

△高１４回 鍋島 務 

   いつも連絡ありがとうございます。都合により

欠席となりますが、今後共宜しくお願いします。 

○高１４回 林 紘子 

   猛暑の中を乗り越えて仕事をしました。１０月

は涼しくなるかな? 

△高１４回 日吉 靖夫(関西やんぼし会会長) 

   申し訳ございません。今年は欠席させていただ

きます。 

○高１４回 竹中 幹朗 

   毎日散歩で健康管理に努めています。今年も宜

しくお願いします。 

△高１５回 藤本 廣信 

   夫婦で病院通いが日課の有り様ですが、お互い

励まし合い日々を送っております。会の盛況と皆

様方のご健勝を心より祈っております。 

○高１６回 杉本 十五子 

   今年もよろしくお願い致します。 

△高１６回 酒井 友幸 

   体調が思わしくないことから欠席致します。こ

の件について、昶さんに連絡しています。 

○高１６回 清水 常治 

   今年も 8 月の超酷暑をどうにか乗り越えまし

た。ここで一句 【終活はまだ始めていない 74

歳】、【生かされて健康長寿の案を練る】         

どうぞ宜しくお願い致します。 

○高１６回 栗城 文香 

   今年も又友達からの電話に背中を押され、残す

ところ 1 ケ月半「やんぼし会」出席を楽しみに健

康に気を付けて皆様の笑顔に会いに行きたいと思

います。幹事の皆々様のご尽力心より感謝致して

おります。毎年ありがとうございます。 

○高１６回 古屋 美智子 

   懐かしい方々とお会い出来る”やんぼし会”、今

年も楽しみにしておりました。通院の日々を過ご

しておりますが、当日は元気を取り戻し出席させ

て頂きます。年々顔触れが減少しているのに寂し

さを感じています。一人でも多くの方々が出席さ 

れるのを願っております。 

○高１６回 今村 昶夫 

   階段では足元を見ながら、レジでは手元がもた

もた、物忘れが激しい今日この頃 

△高１６回 橋本 瑞穂 

   元気に過ごしています!! 皆さんにお会い出来

なくて残念です。 

△高１７回 藤本 輝信 

   私の実家は西原村布田です。この度の地震によ

って周囲の家々は殆ど倒壊してしまいました。先

月から復興・復旧工事が始まりました。家の周り

の樹木は伐採され、現在水道と電気が止まってい

ます。以前の面影は全くなくなりました。地震以

前には熊本空港の飛行機の離発着音だけ聞こえて 
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いたのが、今は自宅の居間の窓より離陸機が見え

ます。ご盛会をお祈り申し上げます。 

△高１７回 北原 光代 

   体調不良です。申し訳ありません。 

○高１８回 本田 義満 

   FaceBook でいろいろな情報拝見させて頂いて

います。サッカーのニュースがメインで他の情報

も欲しいなと思う時が有りますが、情報が入るの

は嬉しい限りです。ホンダ熊本(大津町)も都市対

抗野球大会九州代表として出て来ましたので、大

津高校も野球の話題に上がるように頑張って欲し

いものです。 

△高１８回 小林 弘美 

   ８月に帰省して５０数年ぶりの同級生との再会

が出来ました。 

○高１８回 岡田 俊幸 

   皆様いかがお過ごしでしょうか。小生(株)介護

用品愛ショップという会社で老人徘徊感知器魔法

の靴(靴内に小型 GPS 端末を装着)の販売やトルコ

の国から輸入したオリーブの苗木の販売を行って

おります。植栽後数年で葉を収穫、オリーブ茶等

にします。 

○高１８回 中村 田加子 

   元気に飛び回っています。 

○高１９回 林田 和実 

   昨年１２月に７０才の誕生日を迎える事が出来

ました。両親が５０代で亡くなりましたので、熊

本へ帰り両親の墓へお礼を言うつもりです。今後

とも宜しくお願いします。 

○高１９回 矢野 穂 

   今年のお盆に帰省した。帰省する度に中学同級

生に連絡すると皆を集めてくれる。小学、高校は

それぞれまちまちだが、いつ会っても楽しいひと

時を過ごせる大切な仲間達だ。 

△高２０回 野口 秋男 

   関東やんぼし会開催当日は、３回目を迎えた

「東北・みやぎ復興マラソン」の日です。仙台放

送主催のこの大会は２日間にわたり１万人を超す

参加者があります。「みやぎ県人会火の国会」の

今村会長他県人会のメンバーが１回目から熊本地

震の復興を願い県産品の販売をボランティアで行

っています。今年も玉名のみかんやくまモングッ

ズなど販売致しますので「やんぼし会」は欠席さ

せて頂きます。 

△高２０回 上村 雅男 

   今年は６０代最後の年ですが、４月に手術を

し、今は何とか健康を維持しています。１９９７

年香港の中国返還時に駐在、香港の一国二制度が

揺らいでおり按じています。 

△高２０回 吉武 孝 

   矢野様、いつもお世話になっております。やん

ぼし会のご案内ありがとうございます。都合によ

り欠席します。 

 

△高２０回 岩下 勘吾 

   いよいよ７０の大台となり、全身病気の花ざか

り、網膜・心臓・腰・鼻・歯、皆様と病気自慢し

たいところですが、今回見送ります。 

○高２１回 宮田 五男 

   今年古稀を迎えましたが、趣味(将棋、カラオ

ケ、ハーモニカ演奏、マラソン等)や仕事に励んで

います。 

△高２１回 小出 敏郎 

   ご案内ありがとうございました。当日は剣道の

大会があり審判をしますので、残念ですが欠席し

ます。会の盛会をお祈りしています。 

○高２３回 田口 哲朗 

   いつも大変お世話になっております。今回剣道

の日程と重ならないので久し振り出席出来て嬉し

く思います。事務局長の矢野先輩大変ご苦労様で

す。感謝申し上げます。同じ菊陽の鈴木先輩(旧:

吉山さん)をお誘いしましたのでご承知下さい。副

会長の今村様におかれましてもお疲れさまです。

当日よろしくお願い申し上げます。 

△高２４回 坂本 忠總 

   1～２ケ月毎に在京の同級生数名と新橋の居酒

屋で一杯やりながら、楽しいひと時を過ごしてい

ます。今年に入ってクラスメイトだった弁護士の

坂本秀徳君と福岡でコンサルタント会社を立ち上

げていた羽山直臣君が相次いで亡くなりました。

寂しい限りです。 

△高２６回 吉永 さと子 

   お世話様です。ありがとうございます。 

△高３５回 嶋田 恵介(鷹揚同窓会校内幹事) 

   お招きいただきありがとうございます。今年は

ぜひ参加させて頂きたいと思っておりましたが、

熊本で開催されます「ラグビーワールドカップ」

の試合と丁度重なっておりまして、残念ながら参

加出来ません。正月のサッカーでお会い出来れば

と思っています。 

△高３９回 横市 明 

   子供のサッカーの試合のため、すみませんが欠

席させていただきます。 

△高４６回 岩水 典嗣 

   昨年大阪へ引っ越しました。またいつの日か東

京に戻りますので、その時はよろしくお願いしま

す。 

 皆様の寄稿をお待ちしています!! 

故・松岡公明副会長の突然の事故死に皆ショックを受け

た。役員会でいつもの松岡節を聞いたばかりだったのに 

【ご冥福をお祈り致します】 
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