
　　 平成30年（2018年）

　　　9月20日発行

　　　編集発行人：手嶋　孝

第７回総会・懇親会が下記の通り実施されます。

◆日時： ２０１８年１１月４日（日）　１３：００～１５：３０ 受付開始 １２：３０～

◆場所： 大阪新阪急ホテル　花の間（２階）

大阪市北区芝田１－１－２５

☎０６－６３７２－５１０１

◆内容 第一部総会・・・活動報告/会計報告

第二部懇親会・・・来賓祝辞/お楽しみ行事

◆会費： 一般（男女とも） ８，０００円

学生 ２，０００円

皆様のご参加をお待ちしております。

学生時代のこと、友達のこと、そしてふるさと長崎

のこと、同窓会で長崎弁で大いに語り合いましょう！

たくさんの方の参加をお待ちしております。

関西圏外からの参加も大歓迎です。

＜昨年度第６回総会の様子＞

　　関西訛りの長崎弁も飛び交い、

　歌とダンスでヒートアップ！

平成２９年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）会計決算について、以下の通りご報告いたします。

収入の部 決算額 支出の部 決算額

前年度繰越 729,748 総会運営費（会場費、葉書、栞印刷他） 997,168

総会会費収入（出席会員109名） 866,000 同窓会だより発行費（7、8号印刷費他） 187,654

総会祝儀収入（来賓からのご祝儀） 60,000 寄付金経費（振込手数料、印刷代） 14,954

寄付金収入（154名、36回生有志一同） 386,000 その他（通信費、HPレンタル料他） 37,299

預金利子 4

未使用はがき交換 8,184 次年度繰越 812,861

合計 合計

関西同窓会の運営費用は寄付金によって賄われております。 　寄付金一口：１，０００円～

皆様の温かいご支援を宜しくお願いいたします。 （何口でも結構です）

同封の振込用紙をご利用頂けば、振込料はかかりません。 　お振込の際は、氏名の前に回生数のご記入を！

また、当日総会会場でも随時受け付けております。 記入例　２３　テシマ　タカシ

2,049,9362,049,936
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　◆◆  寄付のお願い  ◆◆

　◆◆平成２９年度会計決算報告    ◆◆

<第８号 >
東高同窓会だより

長崎東高等学校　関西同窓会

◆◆　第７回総会・懇親会のご案内　◆◆



　第４３回「奈良・生駒山さるく」 5月27日 ２３名

鳥居前駅から生駒ケーブルで宝山寺駅へ。約３００段の石段を登り、石灯

篭が並ぶ参道と惣門を通り抜け宝山寺境内へ。商売の神様、聖天様に祈願。

境内のお堂を順次巡り、長寿の水を頂き、ご本尊の不動明王を祀る奥の院

までの静寂な参道を心静かに歩きました。

生駒山上公園で記念撮影。その後は皆さんそれぞれ童心に帰り、遊園地の

乗り物を堪能。飛行塔に乗ってはしゃぐ人、ゴーカートで興奮する人、サ

イクルモノレールは結構怖かったという人、空中ブランコを楽しむ人、パ

ターゴルフに興じる人、ぷかぷかパンダでゆったり空中散歩する人。満足

の笑顔が並びました。

 　　　　第４４回「京都・太秦さるく」6月24日 ２９名

　　　太秦は、秦氏ゆかりの史跡と映画の街。まずは、秦氏由来の解説。養蚕、

　　　機織、酒造、治水の技術を持つ渡来人説。更にはユダヤ人説も飛び出し、

　　　皆さん興味津々。広隆寺は秦氏の氏寺。国宝20点。重要文化財48点。圧倒

　　　的な仏像群に思わず息を吞みます。特に、二体の弥勒菩薩半跏思惟像は時

　　　間を忘れて見入ってします。次は、映画の街、太秦。三吉稲荷。牧野省三

　　　の碑には多くの有名俳優の名が刻まれています。東映、松竹の撮影所を通

　　　過して、オスカー像記念碑、大魔神像を見物。反省会はキネマキッチン。

　　　映画の上映設備、古い映画雑誌や貴重な台本を閲覧できるまちかど映画博

　　　物館が併設。つんたか飲み物で喉の渇きを潤しつつ、話が弾みました。

第４５回「兵庫・清盛さるく」 7月22日 ２６名

猛暑の中、JR兵庫駅に集合。まずは熱中症対策の説明で注意喚起から！

平清盛にゆかりのある寺社や記念碑を巡る約４ｋｍの行程です。

福海寺から七宮神社へ。能福寺は清盛が僧侶となるため出家の儀式をし

た寺。境内に兵庫大仏と言われる台座からの高さ１１ｍの巨大大仏が鎮座。

日宋貿易に力を入れた清盛は、港の修復や大輪田泊の改築に着手。

大輪田泊の石椋（いわくら）を見学した後、来迎寺を目指しました。

この後、昼食タイム。涼を求めて広大なイオンモールの中へ。各自涼を摂

りつつ、しばしの休息。午後からは、清盛塚に立ち寄った後、地下鉄に乗

って新長田駅へ。駅近くの広場には…巨大な鉄人２８号。高さ１５ｍの鋼

鉄製の像で、阪神・淡路大震災の復興モニュメントとの遭遇でした。

＜２０１９年以下のように決定しました。＞各回の計画の詳細は、事前にホームページにてご案内いたします。

開催回 開催日 地区 コースポイント 開催回 開催日 地区 コースポイント

第51回 1月27日 奈良 橿原神宮、今井町 第57回　 7月28日 奈良 平城京跡

第52回 2月24日 京都 北野天満宮 第58回　 8月25日 京都 鞍馬

第53回 3月24日 兵庫 書写山 第59回　 9月22日 奈良 斑鳩の里、法隆寺

第54回 4月28日 大阪 仁徳陵、南宗寺 第60回　 10月27日 兵庫 灘の酒蔵巡り

第55回 5月26日 京都 鴨川川床 第61回　 11月24日 滋賀 比叡山

第56回 6月23日 大阪 舞洲ゆり園 第62回　 12月15日 大阪 鶴橋、四天王寺

「関西ナイスショット&ファーの会」を下記内容で開催致します。

今回は、前回終了後の反省会で平日開催とのご意見が多く、平日開催とさせて頂きました。

記念すべき第１０回の栄冠はどなたの手に！

日 時 ：２０１８年１０月１８日(木)９：１０若草スタート

場 所 : 奈良若草カントリー倶楽部

 奈良県奈良市下深川町850ー6（名阪国道 小倉IC 5km以内）

　  TEL 0743ー84ー0341、FAX 0743ー84ー0345

組 数　 ：３組

プレー費：８，２００円(セルフ、昼食付)

参加費  ：３，０００円

連絡先  ：林田一徳(080-4496-6161)　（第32回生）

新規入会の問い合わせも随時承ります。

◆◆　関西さるく会　◆◆
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◆◆　関西ナイスショット＆ファーの会　◆◆

正確なショットと戦略が試される若草コース



梅雨入り前の気持ち良い青空の下、場所は、鶴見緑地公園の咲くやこの花館。

参加者は7回生から36回生までの6名。 「咲くやこの花館」は、1990年に開催

された花博のパビリオン。その名の通り、たくさんの花で溢れていました。

思い思いの撮影を楽しみました。丁度、ハワイの植物展のイベント期間中で、

色とりどりのハイビスカスも撮れました。

撮影の後は、施設内のレストランMANSOUでランチミーティング。軽食をいた

だきながら、作品の発表の方法や今後の写真クラブの運営方法、そして、第3

回撮影会のテーマについて意見交換。第1回、第2回は静の被写体。第3回は動

の被写体に挑戦することに。お気軽にご参加下さい。（36回生桑原直美）

奈良地区懇話会『ばってんまほろば会』（通算第７回）

七夕の日に１４名が参加。後藤さん（１２回生）の乾杯の音頭で始まった集い

はみなさん１８歳に戻って長崎弁丸出しで会話できる楽しい懇話会です。自己

紹介では、山岳部だった福生さん（１０回生）が話すと永尾さん（９回生）が

「君は俺と同級生の弟さんやったんか！」とか、ノーベル賞のイシグロさんは

桜ケ丘幼稚園の後輩だという小菅さん（７回生）に俺も俺も！他は異端の古代

追求の溝上さん（１０回生）、ゲートボールに全力投球の大田さん（７回生）

などなど。話は尽きません。その内、話題は在校当時の恩師のニックネームへ

と。ジャゴロ、デンスケ、ヨンゴ、スケテン、ヤンパチ、ホラオ、ジャイ、グ

ニャ、オノチン、ビビンチョ、サゴジョー。懐かしい名前が続々披露されまし

た。予定の時間を２０分も超過したところで、松尾会長（２４回生）からお開き宣言！ 19回生 福地 記

７回生（東七会・関西）　 ６月１５日（金）

今年も無事『満海』で開催することが出来ました。

参加者数５名（含女性２名）。夫々の住いは遠路広島市、草津市、伊丹市、

奈良市＆奈良県。今回の特徴は資料（印刷物他）が色々持ち込まれ、話題が

豊富でした。例えば、” １８才と８１才の違い”、”水彩画クラブを主宰

するMさん”、”恩師のニックネーム”、”ノーベル文学賞受賞者のカズオ

・イシグロ氏生誕の地・新中川町”や通園した”桜ケ丘幼稚園”、”星座”

、”活水”など。昼食後は、例年の様に近くのクラッシックなコーヒー店で

お喋りの続き。話は尽きず、再会を期して解散。

小菅　記

1５回生　 ５月１３日（日）

恒例の１５回生同期会を開きました。大雨にもめげず１５名が参集。

今回は第４６回。５月１１月の年２回、２０年を越えます。

体調が戻って久々登場のＡ君にはじまり、元気で健啖な面々が次々にアクテ

ィブな近況報告。体調を崩し欠席した数名を気遣いながらも、お互い健康に

注意して秋の関西同窓会総会への出席を約束して散会。なかには二次会のカ

ラオケボックスに行く者も。まだまだ元気です。

平　記

１９回生（関西トークの会） ４月１９日（木）（トークの会の定例同期会の日）

北海道と岡山からの仲間を含めた１３名で古希の集いを実施しました。第一

部は「なにわ探検クルーズ」。ユニバーシティ駅に集合後、安治川から堂島

川、大川、東横堀川、そして道頓堀川回遊の１時間半コース。若手落語家の

ガイドで、また違う大阪を知ることができ非常に有意義で参加者も大喜び。

第二部は難波松竹座の地下にある「たちばな」での懇親会。併設の道頓堀ビ

ールで近況報告や趣味、健康の話題が尽きることはありません。予定の時間

はあっという間に過ぎ、来年の再会を約して散会。離れ難いのか有志８名は

カラオケに。自慢の声の披露や思い出の歌（勿論、高校三年生も）で文字通

り青春を謳歌。古希はどこへ？若さ実感の一日でした。 福地　記
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◆◆　写真クラブ　—第２回ミニ撮影会—　◆◆

◆◆　地域活動　　◆◆

◆◆　同期会　◆◆



今回は、弁護士の三浦直樹さん（３６回生）を紹介します。

消費者問題をライフワークとして取り組んでおられる一方で、ロック・バンドでも活躍しておられます。

以下、ご本人からの寄稿です。

　高校時代はフュージョン・バンドでギターを弾いていました。３年の夏

休みに出たコンテストでは、本番中に切れた弦をベースソロの間に張り替

えたハプニングのお陰で、ポップス・イン・フジタ賞をいただきました。

当時の名字は「末田」でした。改姓したのは、３０年程前のこと。名字を

継いでほしいという母方の祖母の願いを入れた父が、祖母の養子となって

一家全員で改姓し･･･というわけで「末田改め三浦」です。

  弁護士になって、２０余年になります。生粋のマチ弁です。生まれて初

めて解決したのは、その祖母が保険外交員に無理矢理変更させられた契約

を元に戻せないか、という事件。通知書を書いただけなのに、責任者が菓

子折持参で詫びにきて元に戻せたそうで、とても喜んでもらえました。そ

れ以来ずっと消費者問題がライフワークです。特に、阪神淡路大震災を契

機として発足した日弁連消費者問題対策委員会土地住宅部会や欠陥住宅被

害全国連絡協議会（欠陥住宅全国ネット）のメンバーとして、住宅の安全

の問題に精力的に取り組んでいます。知る人ぞ知る別府マンション事件やシックハウスマンション事件の他、製

品の安全に関わるものとして、雪印低脂肪乳食中毒事件や茶のしずく石けんアレルギー事件、カネボウ美白化粧

品白斑事件等の集団ＰＬ訴訟の弁護団にも参加してきました。

　また、契約弱者というべき中小零細事業者の被害救済の観点から、電話リース被害弁護団でも活動しています。

更に平成２４年に起ち上げたサブリース被害対策弁護団（https://sublease-bengodan.jimdo.com/）の弁護団長

として不動産サブリースの問題に積極的に取り組んでいます。

　ところで、長崎といえば、原爆症認定申請を却下された母

の代理人として長崎地裁に３年以上通って、国を相手に勝訴

判決を獲得したことがありました。そう言えば、その過程で、

原爆症認定訴訟の支援者の方々による集会で久々に聞いた

「原爆を許すまじ」の歌声に感動し、自分なりにアレンジし

た「原発を許すまじ」というインスト曲は、今でもバンドの

セットリストに加えています。というのも、今でもブルース

・バンドでベースを弾いたり、ロック・バンドでキーボード

を弾いたりしているのです。年に数回、ライブもやっていま

す。その節は、ＦＢ等で告知させていただきますので、是非

遊びに来て下さい。ちなみに、芸名は「三浦すえ太」です。

７月１５日（日）、関西大阪長崎県人会総会・懇親会が大阪市内の太閤

園で開催され、長崎東高等学校関西同窓会からは平会長を始め６名が参

加しました。

総会には、中村法道長崎県知事を始め、古川隆三郎島原市長、白川博一

壱岐市長、金澤秀三郎雲仙市長など、地元から駆けつけられた来賓を含

め、約２３０名が参加されました。塚本政治会長は冒頭「長崎県産品の

愛用やふるさと納税などを通して、ふるさとを愛する気持ちを持って、

長崎を応援していきたい」と挨拶されました。

続く懇親会では、元宝塚スターの東千晃さんの歌謡ショーや子供たちに

よる和太鼓演奏などが行われました。県内各地から届けられた特産品が当たる恒例の抽選会もあり、たいへん盛

り上がりました。参加者の皆様は、終始、にぎやかで、和やかな雰囲気の中、旧交を温めておられました。

５１回生　松下　記

締め切り日ギリギリ、駆け込みで第８号の編集作業を終えることができました。会員皆様のご協力に感謝申し上　

げます。併せて、今後とも寄稿など情報提供の程、宜しくお願いいたします。

長い残暑は峠を過ぎたのでしょうか？暑さ寒さも彼岸までと言いますが、この便りが皆様のお手元に届く頃には

秋涼となっていて欲しいですね。さあ次は１１月の総会開催に向けて準備を進めることにしましょう。（23_T）　　　
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◆◆ 編集後記    ◆◆

◆◆ 関西大阪長崎県人会総会に参加！◆◆

★☆　活躍する同窓生　☆★


