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４月赴任すぐに校舎・校庭

を散策し、創立九十五年の歴
史にいたる処で触れること
ができました。 
正門をくぐり右手の本校

創立に貢献された江藤繁雄
先生の頌徳碑には「邦家百
年ノ大計ハ育英ニ在ル」と
記され、左手の創立五十周
年の記念碑に建学の精神
「質実剛健」「勤勉克己」が
刻まれています。そして初代校長鈴木茂夫先生の像が
あります。校庭には「山伏塚」、そこにある古木を多
くの先輩諸氏が、心の記念碑・憩いの場として大切に
されてきたと聞いています。このような先人の教育を
見守るかのような大銀杏の佇まい、歴史と伝統の大津
高校で教育にあたることができることをこの上ない喜
びと感じています。 
平成２９年３月の卒業生の進路は、国公立大学に３

３人、防衛医科大学校１人、私立大学１６１人、短
大・高等看護学校・専門学校等１０８人の合格者を出
しました。また、熊本県警や菊池市役所等公務員に１
４人、本田技研等企業に９人が就職の道を選びまし
た。 
部活動ではサッカー部が高円宮杯 U18 プレミアリ

ーグの１部で Jリーグのユースチームと年間を通じ熱
戦を繰り広げています。また、今年の全国高校総体
（南東北大会）には少林寺拳法部が出場します。文化
部では美術部が「第 79 回銀光展」で県知事賞を受け
るなど多くの公募展で賞を得ています。放送部は昨年
NHK全国高校放送コンテストにテレビドキュメント部
門で県代表として出場しました。 
今、大高生は大きく伸びています。そして諸先輩が

築きあげてこられた伝統に負けないよう努力精進し、
さらには地域に愛され、安心して学ぶことのできる学
校を目指してまいります。 
最後になりましたが、関東やんぼし会の皆様の益々

のご活躍とご多幸を祈念申し上げ、挨拶及び近況報告
といたします。 

 
 
 
 
 
 
福岡県八女市のある高校の野球選手が演劇部の応援

に参加し芝居をする。同校の先生が著された、同名の
実践記録です。大津高校を卒業し６２年、８０歳の私
が１５歳から１８歳の若者達を相手に映画を撮る事に
迷いが有りました。映画に対する情熱は青春だと・・
自らを叱ったし、撮る事ににしました。驚くことに、
この映画出演申し込みの若者達は 800 名を超えまし
た。 

 
 
 
 
 
 
プロデューサー、助

監督達が 800 名を 50
名に絞り、監督オ－デ
ィションを迎えまし
た。会場の前に、見た
事の有る(ような)セ－
ラ－服の女子高校生が
いました。今年３月に
大津高校を卒業したば
かりの「芋生悠(いもお
ゆう)」さんでした。 
オ－ディションが進

む中で「サッカー部のマネージャーを３年間やってい
ました」と言う女子大生らしき人が居ました。サッカ
ーと聞き色めくのが私です。「どこの高校？」、「大津
高校です」、あの田舎の高校の出身者が、しかも同
窓・・驚きでした。４年前、甲府のインタ－ハイの
時、当時の校長先生に紹介されていたのを後になって
思い出しました。３年前の卒業生で、大学で演劇を学
びながら舞台やＴＶに出演している神田(ごうだ)さん
です。こちらの撮影時、彼女は「博多座」の舞台が有
り、出演出来ませんでした。 
俳優の宇梶剛士さんが高校野球の監督役で出演して

いただいた折に、神田さんという女優が一緒だったで
しょうと聞いたところ「あゝ良い女優になります」と
のことでした。 
一方、芋生悠さんですが、演劇部員の重要な役で出

演してくれました。個性的で息の長い大型の女優にな
る・・と感じました。女優志望の同窓生が、２人もい
た事に驚くと同時に、私たちの時代と違って東京も地
方も関係無いように思えました。ＴＶ～スマホとハ－
ド（通信伝達）・ソフトの発達が目まぐるしく変わる
中で、文明・文化も変わってゆくように思えます。 
私が、劇映画の２本目を撮った頃、Ｗ大学の先輩に

「君は都会から転向してきたのか」と聞かれた事があ
って、私は「合志村の出身です」と返事した記憶があ
ります。映画は、自分達とは違う都会の人間が撮って
いるように思えた時代で、遠くの存在でした。私は念
願叶い当時若者に一番人気の日活に入ることが出来ま
した。そこには、長い足を引きずりながら石原裕次郎
さんが闊歩していました。また、どこからともなく、
ギターを抱え歌いながら小林旭がやって来る映画な
ど、農村出身の私には縁遠いもので、２年でやめまし
た。 
自分の育った場、培われた文化をテ－マにしてゆき

たい。若さ故に思ったのかも知れません。現在もそう
願いながら、不治の病、映画創りをやめられないのが
現状です。今後とも宜しくお願いします。 

熊本県立大津高等学校 同窓会 

関東やんぼし会 会報  

 

第１４号      
平成２９年１０月２２日 

大津高校 新校長のご挨拶 
       赤星 隆弘  

 

「野球部員、演劇の舞台に立つ」近日公開 

        映画監督 中山 節夫（高８回） 

「野球部員、演劇の舞台に立つ！！」 
平成 30年 2月 24日(土曜)より公開 

  場所 ： 渋谷ユ－ロスペ－ス 
  原作 ： 竹島由美子(高文研刊) 
   出演者： 渡辺佑太朗、林遺都、宮崎美子、 

宇梶剛士、芋生悠(大津高校卒)他 
☆皆で見に行きましょう！！ 
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『別れ』 

熊本地震2016年4月16

日 午前 1 時 13 分ですべ

てが変わった。 

学生の明るい声、将来に

向かって進む姿、生活感の

ある集落が一瞬にして恐怖

の空間となり、一分一秒で心の変化が起きたのだ。 

本学野球部は 1970 年 4 月より準硬式野球部から硬

式野球部として、阿蘇校舎の野球場と合宿所で活動し

てきた。多くの OB を野球界および社会に輩出し少し

ずつ成長していた。 

その時、雷雨の様な激しい音、体が静止出来ない縦横

の揺れで目が覚めた。一変した周囲を見て我を忘れて

ボランティア活動をした。 

野球場はヘリポート。消防関係者より「橋が使えない

ためへリコプターを使用」阿蘇大橋崩落を聞き国道に

走り通行車両を止める者、一般学生の救助にと何も考

えられず恐怖に立ち向かって朝を迎えた。野球部は野

球場・合宿所と歴史を一瞬にして失った。 

『再会』 

5 月 15 日までの休講が終わり農学部を除く学生は講

義が熊本校舎で再開し、ほぼ、全員が熊本に戻った。し

かしながら学業と野球に戻った訳ではない「仲間と居

たい」との心の声が聞こえ、仲間と体を動かすことや野

球らしき物が出来ることが最も欲しいものでした。 

私は休講期間中に「衣食住」の確保に着手した。学生

に野球をさせようにも着る物が無い、食事するにも施

設が無い、寝る場所も無い「ゼロ」からの状態から周囲

の方々からのご支援をいただき少しずつ前に進み、１

か月前の戦う環境とは異なる最低ラインの生活環境で

再開した。 

<阿蘇校舎の野球場> 

『レベルを保つ』 

野球のレベル向

上に向かって努力

して行く又、指導し

ていたが今日、大き

な違いは「野球が出

来る場所が無い、休

まる場所も無い」状

態はまさに「だるまさん」です。 

大学と今後について協議し、大学側からこれまでと

同様に強化クラブの中心として活動するとの意向を受

け、私は野球場確保、野球用品確保、学内グラウンド整

備等に奔走。 

只、１ヶ月の休講は親から頂いた財産「肩」に一番負

担が掛かるため、練習時のボールは全て新しいボ－ル

を用意し、学生がキャッチボールや打撃練習でボ－ 

              

ルがハッキリ見えて行方が目で確認できる様に子供の

頃の「うれしいさ」を求め進めた。 

『協力』 

企業、仲間、OB 会、学生野球連盟、監督会や他大学 

又、東海大学各キャンパス、付属高校野球部から多くの

ご支援をいただいた。野球場確保には付属熊本星翔高

校、社会人、熊本県内大学、県・市営野球場を１時間で

も空けていただいた。素晴らしい野球界である。 

学生も新しい生活・練習環境に慣れてきたのだが「協力」

とはいかず「個人優先」の状況でした何のために野球を

するのか根本的に見直し「すべてが正解であり誤りは

ない」「今、考えることが一番であり余計な欲は持たず、

日々の結果

が最高であ

る」と私自身

が考えるよ

うになった。  

   

 

             

<阿蘇校舎から見た阿蘇大橋方面の山> 

 

 <阿蘇校舎からみた阿蘇大橋方面の

山> 

 

朝ドラ「ひよっこ」が好調なようである。人口シェア

トップの団塊世代が一番共感を覚える時代が舞台だか

ら当然といえば当然なのかもしれない。 

東京タワー、東京オリンピック、新幹線、そういえば

我が豊肥本線急行列車「ひかり」の愛称が新幹線に持っ

ていかれたのだった。妙に寂しいような、誇らしいよう

な複雑な気持ちだったのを思い出す。 

寝台特急「みずほ」が九州新幹線になってもさほどの

感慨はなかったのと比べると、感受性の劣化は明らか

かも。 

それに続く景気後

退、学生運動（大坂正

明のニュースで遠い

記憶が蘇った人も）、

バブル、企業戦士。 

ちなみに昭和４３年

大発会の時の株式時価総額を１００として東証株価指

数は発表されているそうである。そして崩壊、デフレ。

こうしてみると我 「々戦争を知らない子供達」も波乱万

丈の人生を歩んできたと言えなくもない。 

今あちこちで起こっている国際紛争の原因を遡ると

その大半が第二次世界大戦の戦後処理に行き着く。 

そしてその部分は日本史の勉強では曖昧模糊とした印

象の部分となっている。 

我々は丁度そのころ少年時代、青春時代を過ごした

者として「古い」と言われようが長期記憶を呼び覚まし

歴史の生き証人として老人同士の会話のみならず若い

世代にも語り継いで行くべきだろう。 

「別れ・・・・そして」 

東海大学九州キャンパス 硬式野球部監督  

南部 正信 (高 29 回) 

「徒然なるままに」 

岩下 勘吾（高 20 回） 
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この文章を読んでいただ

くころは、災害復旧を進め

ていた長陽大橋ルート（村

道栃の木～立野線）が開通

して、熊本市内からのアク

セスが便利になっていると

思われる。8 月 1 日、国土

交通省九州地方整備局は 8 月 27 日（日）長陽大橋を

応急復旧ながら開通させると発表した。崩落した阿蘇

大橋から黒川下流の約 800ｍにあり、橋の出入り口の

基礎部分は崩壊したものの、本体はほぼ残っていた

（やんぼし会報第 13 号に掲載）。 

本震発生後の 4 月 19 日、私はずたずたに波うった

この橋の立野側入り口の状況を撮影している。また、

6 月 18 日には反対側の栃の木側から崖全体が崩落し

た道路と戸下橋を撮影している。橋梁が残っていたの

で一年経たないうちに復旧できると噂が流れた。現場

に立った私は、「簡単には復旧しない」と感じた。こ

の時の写真は「週刊金曜日」「ＤＡＹＳ ＪＡＰＡＮ」

など雑誌に掲載された。 

阿蘇谷から流れてきた黒川と南郷谷から流れてきた

白川が合流するこの一帯は戸下渓谷と呼ばれ、戸下温

泉碧水楼と呼ばれた老舗旅館があった。昭和 48 年、

阿蘇大橋の完成で南郷谷から立野に抜けた唯一の道、

「戸下の七曲り」は脇道になる。昭和 28 年に起きた

熊本水害がきっかけで立ち上がった立野ダム建設のた

めの取り付け橋として完成していたが、今回の本震の

活断層が最も激しく動いたその場所こそが長陽大橋周

辺に他ならなかった。 

瀬田裏の山

塊崩落は阿蘇

大橋落下と国

道 57 号線と

ＪＲ豊肥本線

を破壊、復旧

の見通しはつ

いていない。

年間 1000 万

人の人の出入りがあったと言われた阿蘇が北も南も完

全に孤立、阿蘇谷の人々は大津から北外輪山の二重峠

越えで赤水に抜ける道を選ぶしかなかった。ここは 1

日約 4 万台の車両が通過、どこかで毎日事故が発生し

たと言われ、渋滞に巻き込まれた。私たち南阿蘇の住

民は距離が長くなっても確実に時間が読める南外輪山

の地蔵峠越え、通称グリーンロードを選択した。 

本格的な冬に入る昨年 12 月 24 日、西原から南阿

蘇に抜ける俵山トンネルが迂回開通、そして更に 9 ヶ

月を要して今回通る長陽大橋が阿蘇の復旧復興を後押

しすることは確実である。これで阿蘇大橋を使ってい

たころと同じ時間で熊本市内を往復できる。いよいよ

人口維持と産業復活の施策がテーマになる。 

 

 

 

私達は昭和

18 年（1943

年）を中心にそ

の前後生まれで

す。山本五十六

戦死、「撃ちて

し止まん」の標

語で国民を煽っ

たりその当時の社会は凄惨な状況だったと思います。

生活物資が極端に不足し政府が「足りぬ、足りぬは、

工夫が足りぬ」の看板を立てると翌朝は「工夫」の「

工」が消され「夫が足りぬ」と。巧まざるユーモアに

少し心が和みます。「大ビール 3 円」 

卒業年（昭和 37 年）は池田第二次内閣発足、キュ

ーバ危機、堀江謙一さんがヨットで太平洋を単独横断

など賑やかな世情でした。「大ビール 115 円」 

第 1 回同級会を昭和 58 年 5 月 3 日大津町の藤屋に

て開催。会の愛称は卒業年、昭和 37 年をもじって「

三七げんき会」～読み：みなげんきかい～としました

。この会が今あるのは肥後奨学会 有斐学舎に寄留、

成蹊大学に学び東京で青春を謳歌、卒業後は NTT 本

社総務で大活躍した今は亡き松岡俊夫君のお陰です。

「大ビール 215 円」 

それから、毎年開催、今年平成 29 年は第 38 回と

なり、大津高校創立 95 周年記念同窓会にご一緒させ

てもらう予定、過日案内書を発送したところです。「

大ビール 300 円」 

高校時代は“至誠に悖るなかりしか”など海軍兵学校

校訓五省の真逆でした。しかし、山根校長、大塚竜之

亮、永田信敏、川野茂、平島かず子、中村直、日置要

、姫野豊、水野文雄、阪本菊尾（阪本先生は大津中第

2 回生昭和 4 年 3 月卒 私の父も同期。ほかに画家：

坂本善三）ほか多数の錚々たる先生に囲まれ、まこと

に楽しい学生生活を送ることができました。 

ただ、まさに不肖の子、“努力に憾みなかりしか”に

逆行、勉強不足がその後の人生を暗くしたことが慚愧

に堪えません。それ

はそれ、高校時代の

目くるめく思いほか

諸々を持ち寄れるス

トレス解消の場「三

七げんき会」を大事

にし、「年を重ねた

だけでは人は老いない。理想を失う時に初めて老いが

くる」サミュエル・ウルマンの「青春」を口ずさみ健

康寿命を延ばしたいと考えています。 

とりとめもないこと書き連ねましたが 14 回生の生

い立ちが垣間見え、明るい未来への展望が伝わるもの

であることを願って筆を置きます。末筆になりました

が「関東やんぼし会」の益々の発展、会員各位のご健

勝・ご多幸を祈念申します。 

「ゼロの阿蘇」500 日～長陽大橋開通  

写真家 長野 良市（高 28 回） 

「三七げんき会」   

   (大津町在住)   田代 一眞（高 14 回） 
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私の茶道教室の床の

間に掛ける掛物は、毎

年８月にはお盆の月に

因んで、観音霊場（札

所）より記帳してもら

い御朱印を頂いた観音

様の掛軸を使用するよ

うにしています。その         <自宅茶室前にて>  

掛軸は３本有り、「西国３３霊場」と「坂東３３霊

場」そして「秩父３３霊場」より頂いたもので、合わ

せて「百寺観音霊場」で、巡礼の証しとして大切に使

用しております。 

さて、私が観音霊場巡礼の旅を始めたのは平成３年

愛知県に在住の時でした。入社以来２７年間生命保険

会社の営業第一線を走り続けてきて、ふと振り返って

みたらもう５０歳となっていました。支社長職という

恵まれた立場ではありましたが、当時はバブル景気が

弾き始めていて、金融の自由化など生命保険会社にと

っては先の見通しがつかない時期でもありました。 

ここで仕事は仕事として、仕事とは別にこれまでを

振り返り、これからの先の自分の人生をリセットしよ

うという心境になったのは事実です。妻と相談して２

人で西国３３観音霊場巡礼の旅をすることにしたので

す。もともと旅行が趣味の私には、近畿一円に点在す

る３３ヶ寺を巡る旅は心が癒され、しかも好きな観光

を兼ねた旅となりました。マイカーを利用しての一泊

二日の旅を２年間に１０回ほど繰り返しながら全ての

霊場巡礼の旅を無事に終えたのです・・・。 

それから１０年の歳月が流れ、６０歳の誕生日を迎

えた日に勤務先を定年退職となり、それ以降は茶道三

昧の生活を始めました。とは言っても毎日が日曜日、

会社勤務のときに比べたら自由時間はタップリ有りま

す。私は妻と再び観音霊場巡りの旅をすることにした

のです。今度は関東地方一都六県に点在する坂東３３

観音霊場と秩父地方一帯に点在する秩父３４観音霊場

合わせて６７ケ寺を巡る旅を始めました。坂東霊場は

その広がりや規模からすると西国霊場と似た様な印象

でしたが、秩父霊場はそのほとんどか秩父市内とその

周りの町村に点在するのどかな野辺の里を訪ね歩いた

旅という印象が残っています。 

巡礼の目的は人それぞれに違うのでしょう。人それ

それれの人生を背負いながら、これからの行く末に思

いを馳せればいいのです。観音様の優しい眼差しにふ

れ、きっと心が落ち着き、心の安らぎを感じられるの

ではないでしょうか。巡礼の仕方も人それぞれ自由で

す。私の場合は平服で出かけ、焼香し、般若心経を唱

え、手を合わせてお参りしただけです。 

最後に事務所で掛け軸の台紙に記帳してもらい御朱

印を頂きそれで終わりです。最近は巡礼の本もありま

す。観光会社も団体の参拝者を募っています。参考に

されたらよいでしょう。 

 

 

炎天下の中、東京ドー

ムで行われた第一試合

を観戦した。相手は東北

の日本製紙石巻。２０１

１年の東日本大震災で

工場が壊滅的な損壊を

受けながらも、全社員の

懸命の戦いで、わずか半年で操業再開にこぎつけたタ

フな会社だ。 

ホンダ熊本も昨年の熊本地震で大きな被害を受けな

がら昨年に続いて２年連続の出場を果たした。ともに

大地震から郷土に夢と希望を与えたチーム同士の対戦

だ。３塁側の応援席は真っ赤なホンダのシャツで満杯。

大津からも桐原町議会議長、大勢の応援団が声援を送

っていた。 

１回表のホンダの攻撃。１、２番打者ともゴロに抑え

られたが、長池がセンター前ヒット。しかし４番熊丸は

三振。２回表は川嶋、浜岡、佐藤がフライ、ゴロで３者

凡退。３回表は白石セカンドゴロ。続く若林はセカンド

ゴロだったが、相手のエラーで出塁。しかし続く稲垣は

見逃し三振。北村もセカンドゴロで無得点。相手も３回

まで０点。ヤマ場となったのは４回表。長池がセンター

フライに倒れた後、

熊 丸 が 右 前 打 で 出

塁。川嶋が１塁後方

を抜くヒットで１死

２、３塁の好機。ここ

で浜岡がセンター奥

への長打で２者が生

還、待望の先制点が

入った。 

ホンダの最大のピンチは６回裏。先頭打者日本製紙

石巻・水野が右前打で出塁。長谷川の１―２塁間へのゴ

ロをホンダがエラーして１、２塁に。続く浅沼がバント

し、２、３塁と１打同点のピンチ。しかし、ホンダ先発

の荒西は、落ち着いて続く 2 者を連続三振で斬って取

る好投。７回表のホンダの攻撃。まず稲垣がセカンドを

抜ける安打で出塁。北村のバントで２塁に。長池がレフ

トを抜ける長打で北村がホームイン、「中押し」の１点

を追加。その後も先発・荒西は要所を押さえる力投。ホ

ンダは９回に稲垣の

右翼席ぎりぎりに入

るダメ押しのホーム

ランで４点目。４－

０で日本製紙石巻を

降した。 

ドーム外は、３５

度の暑さ。水道橋駅

周辺で応援グループ

ごとに、祝杯をあげる光景が見られた。 

「百寺観音巡礼」 
右田 弘（高 1２回） 

 

都市対抗野球ホンダ熊本 応援記 
    野口 義之 （高 24 回） 



                      －５－ 

 

 
 
関東やんぼし会の皆様、はじめまして。2012 年（平

成 24 年）度普通科体育コース卒業の北浦彩加と申しま
す。現在明治大学に在学中です。 

父の転勤とともに中学校入学と同時に千葉県より熊
本県に越してきました。最初は先生の熊本弁が分から
ず戸惑っていたことを覚えています。小学生から続け
ていたバスケットボールを縁に、帯山中学校から大津
高校に入学することになりました。強豪校である大津
高校女子バスケットボール部に入部することは私の希
望であり、熊本県で活躍している先輩や同期とバスケ
ができるという事に非常に誇りを持ちました。  

高校 2 年時より少しずつ試
合に出場できる機会をいただ
き、3 年時からはレギュラーと
して練習に日々励みました。
先輩方が築いてくださった伝
統を糧に、チャレンジャーと
して一試合一試合戦い、県内
で一度も負けることはありま
せんでしたが、 インターハイ
では 4 点差で接戦に敗れ、非
常に無念な思いをしました。
この悔しさを胸に、高校バス
ケ最後の大会であるウィーン
ターカップに臨みましたが、11 点差でまたも敗れ、全
国大会一回戦突破の大きな壁を強く実感しました。練
習に明け暮れた高校 3 年間、先生そして先輩の皆様や
後輩に恵まれ、苦楽を共にした同期の皆はかけがいの
ない私の一生の宝物です。 

さらに大学でもバスケを続けたいという強いが思く
なり、好きな英語の勉強も出来る明治大学国際日本学
部に入学しました。大学 3 年時には、レギュラー選手
として関東女子バスケットボール連盟で 2 部に昇格す
るという目標を達成し、勉学との両立が出来きました。  

そして今までのバスケ漬けの日々を一区切りするた
め、１年間イギリスへ語学留学に行き、語学と共に国際
豊かな友人を得ました。海外は居心地も良く帰りたく
けありませんでした。帰国後は語学を生かしたいと思
い都内の特許事務所に外国事務として海外にアクセス
する仕事に就くことになりました。すべては大津高校
で得た経験からチャンスを頂いたものだと感謝してい
ます。 

現在、熊本を訪れる機会は少なくなりましたが、関東
やんぼし会の一員として、母校へ恩返しをしていきた
いと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお
願い致します。 

 
 
 
 
平成２６年大津高校を卒業し熊本を離れてから(早稲

田大学３年)、3 年が経つ。東京での生活にも随分と慣
れてきたが、大津高校で過ごした３年間は今でも懐か
しく、そして、私自身をつくる大切な礎となっていると
感じる。 

大津高校ではサッカー部に所属し、３年間早朝から
時間に追われるように、勉強と部活に没頭した。そんな
中、私を支えてきたのは大津高校のスローガンでもあ
る「凡事徹底」という言葉である。辛いのは自分だけで 

はない。サッカー部の先輩・後輩・仲間みんながそれぞ
れに、目標に向けて努力し続けている。大高生として、
サッカー部員として、自分にできることを、自分を信じ
て黙々と行っていくだけだと自分自身に言い聞かせて
きた。３年生の時出場した全国高校総体で準優勝とい
う成績を残すことができたのは、サッカー部員一人一
人が学校生活や部活動において、当たり前のことを当
たり前にというだけではなく、当たり前のことを人並
み以上に最後までやり抜いてきたからだと感じている。 

また、サッカー部ではサッカーの技術以上に、人とし
て成長すること
ができたと感じ
ている。苦しく
ても全国制覇と
いう目標を達成
するために諦め
ずともに努力し
てきた仲間。辛
い時に支えてく
れた先生方や家
族。そういった周りの存在が、私を育て人間的に成長さ
せてくれたと感じている。卒業して改めて、大津高校の
良さや温かさを感じ、感謝の思いが湧いてくる。サッカ
ー部の仲間と過ごした大津高校での充実した３年間は、
私のよき思い出であり、誇りでもある。 

現在私は、大学でもサッカー部に在籍し指導者を目
指して日々精進しているところである。大津高校で学
んだこと、培ってきたことを大切にし、正しい判断と行
動のできる社会人を目指していきたい。そして、これか
らの人生、困難にぶつかっても諦めず、周りへの感謝の
気持ちを持ち成長し続けたい。そうすることが、私を育
ててくれた大津高校への恩返しだと考えている。 

 
 
 
 
 
熊本地震にお

きましては、改
めまして書面を
お借りして、心
よりお見舞い申
し上げますと共
に早期の復興を
ご祈念申し上げ
ます。 

「交剣知愛」について 
① 剣道を通じて互いに理解しあい人間的な向上を

はかることを教えた言葉 
② 稽古や試合で剣を交えた相手と、もう一度稽古

や試合をして見たい気持ちになること。そうし
た気持ちになれるように稽古や試合をしなさい
と云う教えを説いた言葉 

「卒業して想うこと～凡事徹底～」 
    平岡 拓己 （高 66 回） 

「私の歩み」 
北浦 彩加（高 64 回） 

 

「交剣 知愛」・生涯剣道を目指して 
田口 哲朗（高 23 回） 

２３ 

「凡事徹底」が出版  (前・教頭、現・宇城市教育長) 

☆名将・平岡和徳のチ－ムマネジメントとひとづく

りに迫る!! 

  ○九州の小さな町の公立高校から J リ－ガ－が生ま

れ続ける理由  

○一日は有限、使い方は無限 

(株)内外出版、著者：井芹貴志、定価：1,400 円+税 
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私の剣道履歴は、中学から始めて 51 年目を迎えてお
ります。現在、教士七段、小田原剣道連盟・副会長とし
て在籍しています。剣暦は中学で初段、高校で二段、高
校での試合は 1 年の時に新人戦に 1 回だけ出場したの
みでした。後は先輩・後輩がレギュラーとして試合に出
場し、高校 3 年間は雪辱な想いでした。 

剣道が好きで高校卒業後「藤田観光(株)・箱根小涌
園」に入社し、昭和 48 年に箱根小涌園剣道部を創部
し、平成 5 年に神奈川の社会人剣道大会(120 社参加)に
2 チ－ム、選手・監督として参加し、ベスト 36 に入賞
したことが、走馬燈のように感じます。社会人になって
から箱根町、足柄下郡、神奈川県への大会参加が多くな
り、中でも神奈川県の東西対抗の試合で五段、六段、七
段の時に足柄下郡、小田原の代表選手で出場した事を名
誉に思っています。平成 27 年に西軍の監督として出
場、西軍が優勝致しました。 

こういった剣道の関係で現在、箱根町の小・中学生、 
小田原の一般、高段者(四段～六段)の方の指導稽古に汗
を流しております。剣道を通じまして、警察・学校等異
業種の方々と幅広い交流があり、日本全国の方と剣を交
え、稽古ができ親交を深めています。 

子供達への指導は、武道精神に則り礼儀作法を重ん 
じ、勝ち負けにこだわらず、相手に対する思いやりと将
来立派な社会人になって頂きたいと稽古・大会などで話
をしています。 

11 年前に三重県・鳥羽市に 4 年 2 ｹ月単身赴任した
時、鳥羽市役所の課長さんが剣道をやっておられ、地元
はもとより三重県剣道連盟、県警の方々のご紹介を受け
合同稽古、大会審判等へ参加させて頂きました。単身赴
任、何もわからない土地で、剣道を通じての親交・交流
は私の財産でもあり、人と人との大事な繋がりです。ま
さに、上記に記載した「交剣知愛」です。 

生涯剣道を竹刀がもてなくなるまで日々稽古で、現在
小田原・箱根で週各二回づつ、小田原剣道連盟主催で月
一回の指導稽古、自己研鑽・修行のために月一回神奈川
県剣道連盟の合同稽古、県警の武道館稽古で指導を頂い
ております。仕事は退職後も同じ職場で勤務していま
す。妻からは剣道オタクと相手にされません。剣道は年
齢に関係がなく、体力が衰えても長い年月の修練によっ
て培われた手の打ちの冴え、技の冴え、充実した気力・
精神力これらが若い人達と互角に戦うことが出来ると言
われています。剣道は人生の師匠であり、「剣正しから
ずば、心正しからず」の言葉がありますように、未熟な
自分を剣道の稽古及び剣道を通して、精神的・体力的に
生涯剣道を目指したいと思っています。 

最後になりま
すが、全日本剣
道連盟でご活躍
されています母
校の先輩・同級
生をご紹介致し
ます。 

先輩の範士八
段・二子石貴資
先生(高 22
回)、第 8 回全日本選抜八段戦優勝、全日本選手権大会
審判・海外派遣・剣道指導等々でご活躍されています。
元兵庫県警主席師範・教師八段の佐藤桂生先生(高 23
回:同級生)、第 10 回全日本八段戦大会で準優勝・全日
本東西対抗戦で優秀選手等々数々の成績を修められてい
ます。 

二子石・佐藤両先生のご活躍は大津高校の名誉と誇り
に思います。 

 

 

 

１．第２６回総会・懇親会の概要 

① 開催日時 ：平成２８年１０月２３日（日） 

           １２時～１４時４５分 

② 場所   ：ニュ－オ－タニイン東京 

③ 出席者  ：７０名（来賓６名含む） 

④ 開会の辞 ：副会長 古屋美智子  （高 16 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   副会長 堀川眞助（高 28 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  瀬口和弘 

          校内幹事  島田恵介 (高 35 回) 

女優志望  神田朝香、芋生悠(平成 28 年卒) 

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)、役員紹介 

⑧ 懇親会 

   ・乾杯 関西やんぼし会  会長 日吉靖夫 

   ・飲食・懇談～ 

   ・「三遊亭らっ好さん」の噺(好太郎師匠 1 番弟子) 

   ・ふるさと産品の抽選会 

⑨ 閉会の辞   副会長 今村昶夫 （高 16 回） 

 

★会場にて「熊本地震義援金」を募集、「ゼロの阿蘇」

の写真集を販売 

 

2．役員会の概要 

○第一回 

平成２8 年１２月

6 日 

  ☆第２6 回総会・懇親会の総括 

  ☆熊本地震義援金の総額と支出先 

○第二回 平成２9 年 4 月１3 日 

  ☆関東やんぼし会報１4 号の編集 

  ☆第２7 回総会・懇親会の日時 

    ☆平成２８年度決算報告・承認 

○第三回 平成２9 年 7 月 6 日 

  ☆第２７回総会案内状送付他 

  ☆ホンダ熊本(大津町)都市対抗野球応援 

○第四回 平成２９年１０月５日 

☆第２7 回総会・懇親会の準備   

☆関東やんぼし会の会報の校正他 

会務・決算報告  
         事務局長 矢野 穂（高 19 回） 



－７－ 

３．決算報告 平成 28 年度 収支決算書  単位：円 

項目 収入 支出 残高 

1.繰越金 328,935   

2.年会費 162,000   

3.懇親会費 640,000   

4.雑収入 40,000   

5.懇親会費  434,100  

6.景品費  102,512  

7.通信費  65,478  

8.印刷費  54,778  

9.交通費 ★1 22,780  

10.雑費 ★2 51,460         

合 計 1,010,935 731,108 279,827 

次期繰越金   279,827 

★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 万円と熊本地震義援金(16,700 

円)、ゼロの阿蘇写真集販売(3,000 円)の補助を含む 

  ☆熊本地震義援金・支援金を南阿蘇村、西原村に各 3 万円

を支援した。(募金総額は 43,300 円) 

 

 

 

△中１７回 中山 惟良 

   卒寿を迎え、気力の充実に心がけております。

満 18 歳で終戦を迎えただ生き残ったことを喜ぶ

ことしか知らなかった不明を恥じております。こ

れからも何がしかの役に立てればと願ってます。 

△中１８回 三浦 安信 

  私も 91 才の高齢になりましたが、お陰様で元気

で過ごしています。 

△中１８回 橘 逸夫 

   老齢のため、今後欠席いたします。 

△中２０回 眞弓 矢 

   まだ乗り物に乗っての旅行を楽しむ元気さを保

っています。しかし、このような体調もあと一年ぐ

らいかと思うようになりました。８月となると、７

０年あまり前のことが強烈に思い出されます。中

学３年生で陸軍の特別幹部候補生として航空通信

学校に入隊、４年生で終戦除隊、中学復学、４年で

卒業せず５年になる。戦後第一回の熊本県中学校

球技大会に出場、準決勝で敗れ第三位となる。戦争

と平和の両方を大津中学の生徒として体験した。

原爆直後の広島も見た。 

△中２０回 松岡 尚一 

   お陰様でまずまず平穏に暮らしております。 

○中２０回 東 哲也 

   元気です。 

△中２２回 緒方 静 

   現在介護(1)になり、歩行に支障をきたしていま

す。老人ホームに入る手段として、実子のいる横浜

に引っ越ししました。 

○高 ３回 阪本 義信、○高１９回 林田 和美 

   「やんぼし会」楽しみにしています。 

△高 ４回 武田 英治 

   3 年来の腰痛のため市外への外出が出来ません。

他は何とか元気で毎日を送っております。 

△高 ４回 園田 縣一 

   熊本地震で実家(西原村)も壊れ、灌漑用水のため

池も地割れ等で再生不能、水田もダメと田舎の風

情も夢物語となってしまいました。お陰様で私自

身は年齢相応にマアマア元気で頑張っています。 

△高 ７回 二子石 章 

   高校を卒業して早や 58 年が過ぎました。それか

ら一度も同窓会に出席していませんが、心は同窓

会と繋がっています。時々熊本に帰った折には、い

つも我が母校の前を通り懐かしんでおります。又

最近は後輩達が活躍し誇らしく思っております。

体調を壊し欠席しますが、報告書を拝見するのを

楽しみにしています。 

○高 ７回 東 登代子、○高１３回 月本 正男 

   皆様にお会いするのを楽しみにしています。 

△高 ７回 紫藤 国弘 

   加齢のため病院通いが多くゆっくり休みます。 

△高 ８回 緒方 睦子 

   元気にしておりますが、熊本での同窓会(10/23)

と重なりました。ご盛会を祈ります。 

△高 ８回 高野 剛一 

   膵臓病の治療に専念しており欠席します。 

△高 ８回 池辺 陽子 

   老いの坂をゆっくり登り、どこまで行くやら…

月日の立つ速さをしみじみ感じています。地域の

中でボランティアや趣味に元気に暮らしています。 

△高１０回 宮本 又男 

   駅の階段が苦手です。徐々に良くなっています。 

△高１１回 幸 曙光 

   相変わらず体調芳しくなく勝手乍ら欠席します。 

○高１１回 佐伯 充志 

   10 月 13 日に熊本で「喜寿の会」があります。

これが最後の同窓会と思いますが都合で出席出来

ません。「関東やんぼし会」には出席します。 

○高１１回 野口 冨士人 

   10 月 13 日メルパルク熊本で喜寿同窓会です。 

△高１１回 渡辺 清人 

   心房細動が再発し第二回目のカテーテル・アブ

レーション手術の時期と重なり欠席します。元気

が一番とつくづく感じる今日この頃です。 

○高１２回 右田 弘 

  今年の５月には茶道表千家家元より京都に招待 

を受け「㐂寿祝いの会」をしてもらいました。 

記念に残る楽しい一日でした。 

△高１２回 石原 雅啓 

   平成 27 年 9 月よりＮＰＯ法人「シニアネットワ

－クかみす」で高齢者を自宅～市施設居場所まで

の送迎を行っている(無報酬)、メンバー23 名。 

△高１２回 戸袋 洋司 

   妻のことが一段落しましたので今年こそはと思

っていましたが体調が思わしくありません。次の

機会に出席出来る様頑張りたいと思っております。 

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１３回 松井 清徳 

  体調不良の為欠席します。ご盛会を祈念します。 

△高１３回 小鷹 スミ子 

   歳が増す毎に出不精になります。大津高校のサ

ッカーの応援には又行きたいと思いますが・・・・

今年は特に暑さを感じる夏でした。 

○高１３回 久保田 恭子 

   毎年この会に出席することを励みに体調管理に

気を付けて過ごしております。 

△高１４回 白井 美智子 

   10 月 22 日は市民祭りで踊る事に成っておりま

すので同窓会へは出席出来なく成りました。 

○高１４回 阪本 富士夫 

   元気で暮らしています。今夏は雨が多く草取り・

畑仕事が大変でした。野菜は沢山取れました。 

△高１４回 竹中 幹朗 

   法事予定日で欠席致します。ホンダ熊本の応援

に行って来ました。二回戦で負けて残念でした。 

○高１４回 林 紘子 

   現在マンションの清掃とディサービスの清掃で

働いています。腰が悪いのですが頑張っています。 

○高１5 回 吉岡 貞和 

   歳を重ねる度に１年が来るのが早く感じます。

諸先輩との再会が楽しみです。 

○高１６回 古屋 美智子 

      ふるさとの方々とお会い出来る同窓会!、多少の

身体の衰えがあっても足腰が動かせる時に是非共

出席したい!!といつも願っています。同窓の皆さん

とおしゃべりし、元気を出して一回でも多く参加

したいものです。 

○高１６回 清水 常治 

   年齢を取る事は自分の持ち時間を失って行くと

云う事です。持ち時間は日々失われていく、それが

私の最大の「寂しさ」です。最近では家から外へ出

るのも億劫になって来ました。 

○高１６回 栗城 文香 

   去年は出席出来ずとても残念でした。今年は何

事もなくその日を元気で迎えられる様、皆様の顔

を思い浮かべながら頑張りたいと思います。 

△高１７回 藤本 輝信 

   定年後の毎日を何となく過ごしています。昨日

まで尾瀬ヶ原に３泊で行って来ました。相変わら

ず美しいのですが、何かしら環境の変化、それも悪

化を感じました。以前無かった雑草がはびこって

いました。さて我が熊本西原村布田は少しずつ復

興の兆しが見えていますがこれからです。６月に

は隣が私の地区では自宅再建第１号で建ちました。

帰省の夜に何気なく庭に出て星を見ていましたら

蛍が２匹飛んできてビックリ、感激し亡くなった

父母が壊れた我が家を憂い訪れたかと思いました。

最近では妹からのメ-ルで自宅竹藪にキツネがいて

可愛がったそうですが複雑な思いです。 

○高１８回 岡田 俊幸 

   弊社(株)「介護用品愛ショップ」で発売中の魔法

の靴(認知症俳諧検知機器)が 9 月 24 日大牟田市

で認知症ＳＯＳネットワーク模擬訓練時に市民３

千人以上が参加して使用される事が決定しました。 

○高１８回 本田 義満 

   鷹揚同窓会副会長の原田スエ子さん(田舎の近

所)から関東やんぼし会の事は聞いていましたが、

連絡方法がわからず出席する事が出来ませんでし

た。高校卒業・大学卒業後 NEC に勤め、定年後 NEC

関連会社に５年勤め、現在は年金暮らしです。 

△高１８回 小林 弘美 

   8 月に熊本に帰って来ました。それこそ半世紀ぶ

りにという友にも会う事が出来ました。皆様それ

ぞれ良いお年齢を重ねておられ、何よりもお元気

でいらっしゃった事が嬉しかったです。 

○高２０回 岩下 勘吾 

   認知症予防のためにも電車に乗って出掛けます。 

△高２１回 宮﨑 良介 

   ボランティアと趣味、少々の仕事を楽しんでい

ます。ボランティア団体 10 周年の「記念誌」作り

で忙しい昨今です。(代表なので) 

△高２３回 田口 哲朗 

   10 月 22 日は剣道の昇段審査・合同稽古会日と

重なって出席出来ません。ご了承下さい。 

△高２４回 坂本 忠總 

   今年２月に熊本に帰省した際、在住の高校の友

人４名と５時間痛飲しました。へべれけ状態で、友

人にタクシーで実家まで送ってもらい、翌日は何

年か振りの酷い二日酔いで飛行機に搭乗するのが

やっとでした。４０数年前にタイムスリップして、

とても楽しい時間を過ごすことが出来ましたが体

力がついていけませんでした。 

○高２５回 内村 一秋 

   全国高校サッカー、連続出場が当たり前で年末・

年始は応援観戦が楽しみでした。昨年や今年のイ

ンターハイの結果等を見ますとルーテル学院や東

海大熊本星翔などのレベルが上がり、大変かと思

いますが、県代表を勝ち取って下さい。孫と応援に

行ける事を楽しみにしています。また、ウインタ－

カップ(女子バスケ)も期待しております。 

△高２６回 津田 知幸 

   本年６月に熊本に帰りました。東京では大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

△高３０回 水野 弘美 

   夏に帰省しました。平たく中央に中岳、左に男山

といわれる鞍岳、右に丸みをおびた女山といわれ

る俵山。実家から見える阿蘇の風景が大好きです。 

△高３１回 青木 たまみ 

   西原村の出身です。関東やんぼし会からの義援

金・支援金ありがとうございました。 

 

 

 

 

 皆様の寄稿をお待ちしています。!! 

関東やんぼし会 事務局 矢野 穂（高１９回） 
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