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通算 502回 例会
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安原 義仁
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大方 幸三（46回）

後藤 吟子（43回）

アカシア会会長

石井 泰行（43回）

アカシア会会長

岡山アカシア会会長
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広島アカシア会会長

向井 恒雄（50回）

近畿アカシア会会長

東海アカシア会会長

齋藤

東京アカシア会会長

堀内 重明（50回）

的川 泰宣（50回）

東北アカシア会会長

蓊（48回）

野尻

久（33回）

広島アカシア会 1月例会のご案内
〜新年互礼会〜

1月17日（土）午後６時30分

日時：平成21年
場所：アンデルセン
（本通）

「ニューイヤーコンサート 〜ピアノで聴くシュトラウスのしらべ〜」

安田女子短期大学准教授 藤田 牧子氏
（61回）
安田女子短期大学講師 黒川 敦子氏
（賛助）
2009年最初の月例会はピアノの連弾で皆さまをウィーンへ
誘います。素晴らしい演奏をお楽しみ下さい。
12月に引き続き、ビンゴゲームも開催します。どうぞお楽しみに。

九州アカシア会会長
八木 聖二（54回）

2008〜2009年度版

アカシア会会員名簿
好評
発売中!

同封の払込票でお申し込み下さい。
（先着200名限定）
01300-４-13111
「アカシア会」

２月例会：2月17日（火）午後６時30分
場所：アンデルセン（本通）
「イノベーションと広島」
オフィス ワイ エグゼクティブ・パートナー

湯㟢 英彦氏（75回）

3月例会：3月17日（火）午後６時30分

場所：アンデルセン（本通）
「こころの世界をのぞいてみよう 〜みえないもの、みえてきたもの〜」
広島大学保健管理センター准教授 岡本 百合氏（70回）

懇親会費は4,000円
（77回以降の卒業生2,000円）
アカシア会員なら参加自由。お気軽に直接会場にお越し下さい。

１冊 3,500円
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①組織検討部会
部会長 吉中康麿
（50回）
諮問事項は「全国アカシア会と地
域アカシア会等の位置付けの明確
化」並びに「アカシア会の組織の
あり方、及び、それに伴う会則の
見直しについての提言
（答申）
」で
既に５回の部会、及び、組織・財
政合同部会等を開き、検討を続け
ている。尚、検討にあたっては、
東京、東海、近畿アカシア会等と
十分に協議を重ねて組織のあり方
についてまとめていく。
②財政検討部会
部会長 井藤壯太郎
（50回）
諮問事項は「アカシア会としての
真に必要な事業の明確化と理論付
け」並びに「アカシア会の財政の

常任幹事会開催
平成20年11月13日（木）午後６時30分
からアカシア会館において、今年度２
回目の定例常任幹事会が開催された。
甲斐 稔事務局長（63回）により、常任
幹事総数42名中、出席者22名、委任状
17名であり、会則に従い会の成立が宣
言された後、石井泰行会長（43回）の挨
拶があり、以下の報告がなされた。
１．平成20年度事業計画進捗状況報告
①アカシア会収支計算中間報告
②会報全国版について
７月号11,800部発行
③名簿発行について
2008年〜2009年度版1,100冊発行
２．特別委員会報告
委員長
大方幸三（46回）
副委員長 向井恒雄（50回）
アカシア会の組織と財政の問題を
検討するため、平成20年６月に二
つの部会を設置した。各諮問事項
について検討していただき、平成
21年６月の常任幹事会で審議し、
総会での承認を目指している。

アカシア会
名誉会長
安原 義仁
（学校長）
顧問
千葉 諭吉
（31）
長沼
博
（33）
大森 茂夫
（35）
新井俊一郎
（41）
児玉 幸治
（43）
米澤 啓明
（43）
松尾 康二
（46）
会長
石井 泰行
（43）
副会長
後藤 吟子
（43）
的川 泰宣
（50）
堀内 重明
（50）
向井 恒雄
（50）
幹事長
大方 幸三
（46）
副幹事長
白井 孝司
（59）
事務局長
甲斐
稔
（63）
事務局次長
先本 賢司
（71）

役員

常任幹事
山口
巖
（40）
浜田 逸郎
（41）
島
一秀
（43）
加藤 義明
（44）
佐古 雅則
（45）
松尾 康二
（46）
中田 研一
（48）
長谷川忠彦
（48）
川瀬 博之
（49）
井藤壯太郎
（50）
吉中 康麿
（50）
小川 玲子
（50）
須藤
將
（51）
鼻岡 甫訓
（51）
榎並
毅
（52）
前川 功一
（52）
和泉
眞
（53）
田中 保昭
（54）
増田
彰
（55）
樋渡美和子
（55）
木本
薫
（57）
天畠 純子
（57）
大辻
明
（58）
田島 正敏
（59）

あり方についての提言
（答申）
」で
これまで４回の部会を開き、アカ
シア会の財政の実情を整理し、問
題点を抜き出している。
３．広島アカシア会
向井恒雄会長
（50回）
より11月17日
に開催する500回記念月例アカシ
ア懇談会の経過説明
４．その他
①名簿検討委員会委員長は樋渡美和
子氏
（55回）
を再任
②10月より事務局に大田陽子氏
（74
回）
が着任
③九州アカシア会の会報創刊につい
て
（回覧）
④三田良一氏
（25回）
の遺族より卒業
アルバムの寄贈について

特別委員会
委 員 長
副委員長
武井
筒井
橋本
古田
本田
隂山
瀬川
中本
三原
畑
前
谷口
西原
鈴木
花岡
監事
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寒川
事務局
岩﨑
大田

アカシア会ホームページ
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幹治
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組織検討部会

財政検討部会

相談役
中田 研一
（48）
川瀬 博之
（49）
部会長
吉中 康麿
（50）
副部会長
小川 玲子
（50）
鼻岡 甫訓
（51）
委員
中西 忠彦
（53）
本田 和哉
（62）
甲斐
稔
（63）
三原 千惠
（66）
迫井 正深
（71）
先本 賢司
（71）
鈴木 隆子
（74）
花岡 奉憲
（75）
オブザーバー
井藤壯太郎
（50）
 （財政検討部会長）

部会長
井藤壯太郎
（50）
副部会長
川瀬 博之
（49）
前川 功一
（52）
委員
樋渡美和子
（55）
天畠 純子
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甲斐
稔
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中本 泰弘
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畑
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（70）
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吉中 康麿
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 （組織検討部会長）
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居さんも、90周年事業では体調不良から
表には立たず、代わって石井寛二会長
（26

4

被団協事務局長
まど

藤居平一先輩

回）と千葉諭吉幹事長（31回）
、事務局長
藤居さんと激しいケンカになりました。

としての私ほかが全力疾走しました。

もちろん藤居さんからは、
「出来なくて

しかし、90周年では学校から初めて寄

せめて援護法を！」日本被団協初代事務

もヤレ」と、ドスの効いた厳命が発せられ

付金の申し入れがあり、「国立学校だか

局長で、被爆者援護の為の運動の先頭に

てケンカは決裂。窮した私は珍案を考え

ら国庫からが当然」との正論が圧倒的の

立っておられたのが藤居平一先輩
（24回）

つきました。永野重雄さん
（８回）
など遠来

なか、５千万円の募金に踏み切りました。

です。昭和30
（1955）
年に広島で開催され

の名士で間違いなく挨拶が長いと予想さ

多くの異論と反対意見のなか、アカシア

た原水禁世界大会に準備段階からかかわ

れる方々は、客席中央に着座を願い、司

会の将来を最も憂えていたのが、ほかな

り、初期の原水禁運動を語るうえで欠か

会者の方からマイクを持って近づき、母校

らぬ藤居平一さんでした。募金活動が始

す事のできない一人として、強烈なリー

への思いなどを聞き出すという「客席イン

まった直後、千葉、新井の両名が急遽、

ダーシップを発揮された藤居先輩との思

タビュ−方式」はどうか、と恐る恐る藤居

藤居さん宅に呼びつけられたのです。

い出を、アカシア会顧問で、事務局長と

さんに提案したのです。

「償うてくれ！それができないのなら、

「寄付金問題の是非もさることながら、

して長く運営を支えてこられた、新井俊

「 な に ぃ？」 表 情

万一これに失敗したら間違いなくアカシ

一郎さん
（41回）に語っていただきまし

が一変しました。こ

ア会は壊滅する。存亡の危機だ」
「頑張

た。

れは怒鳴られる、と

ります」と答え、歯を食いしばるのが精

身構えたとたん「見

いっぱいでした。

あの藤居平一氏との出会い

「よくやった！」と涙、また涙

当時RCC中国放送のラジオ制作部長

事じゃ、幾多の戦い

だった私は、
昭和50
（1975）
年の１月初旬、

を生延び現在の繁栄

突然山本満夫専務
（24回・のち社長）に呼

を築いた諸先輩の生

び出されました。専務はいつものブッキ

きざま、母校への熱

ラボウな口調で言いました。
「直ちにア

き思いを率直に語っていただける。これ

ニークな演出で記念事業は完遂されまし

カシア会へ出向き、藤居平一君に協力し

ぞ名プランじゃ」絶賛と共に万事解決で

た。直前に発生した阪神大震災にもめげ

て母校の70周年記念式典の演出を担当せ

ありました。大先輩、親子会員、恩師の

ず、全国から多くのアカシア会員が会場

よ。これは私からの業務命令である。藤

声が客席から熱涙と共に会場へ流れるこ

に詰めかけていました。その中に藤居平

とになりました。

一さんの姿がありました。往年の猛虎の

居君と私は、同級生
だ。
」こうして私は、

新井俊一郎さん

初めての学校への寄付金は、苦闘の末

達成できました。平和公園内のフェニッ
藤居平一さん

面目躍如のヒトコマも…

クスホールを満員にして盛大に、かつユ

如き勢いは失せ、杖を頼りにホールのソ

かつての被団協事務

記念式典だから校門に「日の丸」を…

ファに埋まった氏は、目ざとく、眼前を

局長で被爆者援護法

との提案が出たのです。もう今や誰がど

駈け抜けようとした私を呼び止めまし

の功労者、藤居平一

んな経緯でなど不明ですが、式典開始の

た。
「よくやった、大成功だ！」

さんと、それとは知

直前、当の校門前で時ならぬ論争が巻き

らぬまま出会うこと

起こったのです。

になりました。

「ならん！」
大音声が轟き、
黒い顔を真っ

私は、ソファに沈み込んだ藤居先輩の
脇に膝を突き、両手をシッカと握り締め
ました。藤居さんも私の手を、思ったよ

容貌魁偉、大音声の偉丈夫

赤に染めた藤居さんの姿がありました。

り強い力で握り返し、ただひたすら「良

事務局では既に沢山の人が働いていま

以後、今日に至るまで記念式典に日の丸

かった、良かった」と繰り返しながら、

した。駆け込んだ私の眼前に現われたの

が掲げられることはありませんでした。

は、色黒く見上げるほどの背を反らせて立

必ず慰霊式典と黙祷から

互いに涙にくれるばかりでした。平成７
（1995）年４月15日でした。

ちはだかる人物でした。その人の特徴あ

「アカシア物語を完成させてくれ」
、折

その１年後、４月17日、母校創立91周

る低音が響きました。
「式典と祝宴は４月

りあるごとに、アカシア会の若い常任幹

年の当日、藤居平一さんは享年80歳の生
涯を閉じたのです。

19日だ。もうあまり日がないし予算も無い。

事に向けて訴え続けた言葉です。国と母

しかし、創立70周年という佳き日であり、

校の歴史の中に消えて行った幾多のアカ

盛大かつ感動的な演出を期待する」その

シア会員の生きざまを、なんとかして記

会場に先着されていた新井さんは用意

編集にあたって

時になっても私はなお、この方があの有名

録に留めて欲しい、との藤居さんの願い

のメモを確認しながら、思い出を語り始

な人物だとは気付いていませんでした。た

だと私は理解しています。その一つの現

められました。準備の周到さはかつての

だ圧倒的な迫力と、古武士然とした堂々た

われが、毎回、記念式典に先立って行わ

名事務局長の面目躍如でした。

る偉容の前に平伏するばかりでありました。

れる慰霊祭です。まだ我が校に慰霊碑が

今後も変わらず、後進にご教授いただき

建立されてなかった時代、斎場は大学の

ますようお願い申し上げ、編集後記とい

激しくケンカしましたが…

「実行委員に追加任命する」との託宣と

慰霊碑前広場でした。そして記念式典自

共に、式典と祝宴の進行原案なるものを

体も、必ず冒頭の黙祷から開始されたの

示された私は唖然としました。学校側と

です。やっと母校に慰霊碑が完成した今、

輩」、「○○さん」に統一しました。
）

アカシア会側の双方から祝辞や挨拶、経

そこが式典前の慰霊祭の式場となりまし

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

過報告などが延々と続き、永年勤続表彰

た。藤居先輩の思いが少しは果たされた

まで予定されていました。これじゃ何時

かも、と許しを乞うが如き心境です。

間あっても足りやしない、と今度は私が
猛然と反撃に出る番でした。
「こんなこと
じゃ式典など出来っこない」と、猛者、

アカシア会、存亡の危機だ！

アカシア会の常任幹事として、常に重
機関車の如く運営全般を牽引して来た藤

たします。
（本文中、先輩に対する敬称は「○○先

文責・編集：甲斐

稔（63回）

編集補：河本良子（63回）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
被団協は日本原水爆被害者団体協議会の略称です。

（）2009 年 1 月

会 報 『 ア カ シ ア 』 全 国 版

419 号

や、猛練習についていった選手も凄かっ
けん

たけど、健さんのリーダーシップがあっ

特別編

長沼健先輩を追悼して

カップの成功は無かったはず。野 ：日本

たから銅メダルが取れたんですよね。
○附属サッカー第１期黄金時代
あらわ

野 ：木村現（RW・アジアの黒豹と異名

平成20年６月２日、日本サッカー協会

リーグが始まったときも、メキシコ五輪

最高顧問の長沼健先輩
（39回）
が肺炎のた

でメダルを取ったときも、サッカー協会

を取った・39回）、長沼（RI）、樽谷恵三

め逝去されました。長沼先輩は母校の

を近代化したときも、Ｊリーグもワール

（CF・39回）
と、３人もフォワードで揃っ

サッカー史に伝説的な１ページを刻まれ

ドカップも、健 さんが要所に必ずかか

てるっていうのは、まずよそのチームは

ると共に、長年にわたり日本サッカー協

わって、影響力を発揮されていた。

なかったでしょう。小 ：それで後ろに桜

会の要職にあって、日本サッカーの改革

○若くしてオリンピックの監督

井（CH）さん。ともかく両足で球が扱え

けん

者として燦然たる足跡を残されました。

けん

小 ：昭和39（1964）年の東京五輪の時は、

たのは、広大附属だけだと。特にフォワー
けん

特別編では長沼先輩を偲び、広島と東

もう監督。東京の２年前か、若手に変え

ドの破壊力は、まあすごかった。健さん

京で深い関わりのあった方々を訪ね、座

て東京オリンピックを戦わにゃいかんと

は160cm代後半かな。あれでフォワード

談会の様子を編集しました。

いう中で人選されて。長沼監督33歳、岡

をやりよってだからね。器用な選手じゃ

そん きょう

７月に広島で、野村尊 敬 広島県サッ

野俊一郎コーチ32

カー協会名誉会長
（50回・元日本サッカー

歳。それまでは日

なかったと思うよ。野 ：器用じゃない？
小 ：器用じゃない、なんとなくずる賢い。

協会副会長）と、メキシコオリンピック

本サッカー協会の

相手のやりたいことを読んで、その先の

で長沼監督の下、銅メダリストとなった

中に古い体質があ

プレイをする。匂いをかいでね。楽をし

小城得達広島県サッカー協会会長
（51回）

って、ちょっと一

て 点 を 取 る、 と い う よ う な イ メ ー ジ

のお二人にお話をうかがい、東京では９

悶着もあったかも

じゃったね。

月に、
昭和22
（1947）
年12月開催の全国
（旧

わからんけれど

制）中等学校蹴球選手権大会で、長沼先

も。だけどコーチ

お

ぎ ありたつ

せい じ

東京の座談会

○全国中等学校選手権優勝（昭和22年）

にクラマーを入れ

田中 ：１回戦の東京都立五中（現小石川

（39回）
、
桜井頼己さん
（39回）
のお二人と、

るとか、会長をされていた一中（現国泰

高校）の試合の前に、本当は練習を見た

鬼 武 健二さん
（48回・Ｊリーグチェアマ

寺高校）出身の野津謙さんという方が決

かったけど監督が見せなかった。特に相

輩と共に見事優勝された田中清 司 さん
より み

おに たけ

ン）に、思い出を語っていただきました。
○葬儀

広島の座談会

ご わ かい

小城 ：互和会っていうのがあってね、メ

長沼

健さん

断されて。野 ：だから、一気にすごい若
返りしたんよね。オリンピックのために。

小 ：日本のサッカーも、いわゆる惨敗み

手のセンターフォワードがうまいから、
見たら怖気づくだろうと…。桜井 ：セン
ターフォワードの岡野にシュートを打た

たいな結果で東京大会を終わらせたくな

せるなって。田 ：それで何とか前半を抑

キシコで銅メダルをもらったメンバーの

いというのがあった。東京五輪の前に当

えて、後半になったらなんかいけるぞっ

集まりなんじゃけど、メンバーの葬式の

然強化っていうので、千葉に東大の合宿

て気持ちになって、結局後半30分で５点

時に五輪旗で棺を包むんよ。それを皆で

所があるんだけど、そこで３カ月もキャ

取ってね。今考えたらよう入ったもんだ

持って。野村 ：長沼さんの葬儀は近親者

ンプをしたっていうのは、やっぱり大き

と思うけどね。鬼武 ：30分だった？田 ：

のみでという事で、サッカー協会からも

かったですよね。まあ東京は８位だから、

当時は30分ハーフだったね。
（ 旧制）中学

連絡すなと言われとったのに、メキシコ

一応ね。わしの蹴りっぱぐれから、アル

のメンバーが皆集って、棺を持って…。

ゼンチンにも勝ったことだし。野 ：小城

あれだけのメンバーが皆集まるんじゃ

はまだ学生じゃったんよのぉ。じゃが、

けぇ、人徳よのぉ。小 ：川渕さんでも、
離れて見るしかなかったけぇね。

生だったから。桜 ：特に意識する事もな
く勝ち進んで、決勝戦も尼崎中学に７対
けん

１で勝利。田 ：健が言ってたけど、決勝

当時の日本代表は誰が見てもすぐに分

の７対１っていうのは、

かった。今の代表はよう分からんけど、

いまだに破られていな

当時の代表は練習の量も質も他の選手と

いって。

ちご

は全く違うとった。小 ：チームに帰った

らポジションが無いようなことはなかっ
けん

たですよね。監督時代の健さんについて
は、とにかく親分肌。あんまり怒りゃせ
んし、技術的なことは岡野さん。だから
野村尊敬さん

野村尊敬さん

○サッカー界の救世主

小城得達さん

小城得達さん

小 ：サッカー界じゃあ、今日の繁栄があ
けん
るのは健さんのおかげ。人柄よね。野 ：
人柄と実行力というかな。小 ：実行力も

高所から見て、手を抜いたり変なことを
しよると言われるだけであって。そうで

なけりゃあ何も言うちゃあない。小 ：そ
うそう。メキシコのオリンピックの時、

在学中の長沼健さん

んかと思ったら…。暑いから毛布とか

桜 ：結局４試合で21点取って、取られた
のは１点だけ。田 ：長沼がボールを持つ

あるから。2003年ワールドカップの招致

蹴っとるんよの、選手が。それで寝冷え

と、木村の前のほうにバーンと蹴る。そ

活動も、大変なエネルギーだったと思う

しちゃあいけんけぇいうので、夜中に健

れを木村は必死になって走って、セン

よ。日本へ帰らずに成田で乗り換えて、

さんが、一人一人に布団をかけて回っと

ターリング。ゴール前で長沼と樽谷が代

選手村の中でね、夜中に盗人が入っとる

けん

よそへ行ったというのもある。一時、変

るんよね。
野 ：大部屋？小 ：大部屋です。

な叩かれ方をしたけど、健さんが日韓共

それで「わしはそれぐらいの事しかでき

し左サイドももう少し強かったら、もう

催の苦渋の決断をしなければ、ワールド

んけん」と言うて。クラマーさんの指導

９点ぐらい取れたんじゃないか？

けん

わりばんこに走りこんで、シュート。も
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田 ：じゃが桜井さん、あの時優勝すると
思うとったか？桜 ：全然思わなんだ。毎

ラーを引っ張ってちょっとずつ均して

りでしょう。でもね、僕は岡野さんとも

ね。半分できたところで大洲の材木屋の

健さんとも仕事をしたけど、まるっきり

日、勝った、勝った…、気がついたら優

先輩の所へ行って、足場用の丸太を３本

勝。はじめから優勝を狙うとか、誰々が

くらいもらってきて、大八車で引っ張っ

良い。鬼 ：私がヤンマーの監督を辞めて

て帰ってゴールを作った。ところが素人

東京の支社に居た昭和55（1980）年頃、健

て広島駅に着いたら、応援団が何人か来

だから、バターンと倒れたり、網が無い

さんから突然電話をもらいましてね。財

ていて、ああ、勝ったんだなと思って。

もんだからシュートが跳ね返ったり。軍

布を忘れたらしいんですが、
「東京駅に

隊が使ってた擬装網を集めてもらって、

居るんだけど、何とかならないか」と…。

ネットができたときは嬉しかったな。も

すぐに総務に走って、金を借りて届けま

スターとか全然なかったよね。田 ：帰っ

桜 ：そう、そんなもんじゃった。

うボール拾いしなくて良いんだと。桜 ：
ボールは２個しかなかった。だからすぐ

破れる。田 ：それを針で縫うんだけど、

石井 ：それだけ全国で圧倒してても、予
選は厳しかったらしいですね？桜 ：修道
との決勝戦はねぇ。田 ：一中を加えた３
校はハイレベルじゃったよ。桜 ：修道、

けん

した。それくらい健さんから頼まれたら、
何とかしなきゃと思いましたよ。当初弱
かったヤンマーが日本リーグに加盟でき
けん

ちゃう。持って帰ってゴムを貼ってね。

だし。監督を辞めて15年も経ってＪリー
グが始まった時、またセレッソを見る事
けん

○サッカー界、車の両輪

になったのも、やっぱり健さんがおられ

く事と、包容力があったということは認

のすごい所はプレイヤーとして一流だっ

めますね。躾が良くてね。あの両親に育

たのに、事務屋としてもきちんとしとっ

けん

○苦しかった県予選

けん

たのも、健さんのいた古河電工のおかげ

田 ：健はとにかく人の言うことを良く聞
石井泰行さん
桜井頼己さん

違うと思う。でも、お互いがものすごく

やる気のないのがやると中のゴムを破っ

桜 ：あちこち修理して、いびつだった。

後列：鬼武健二さん
前列：田中清司さん

けん

てられたらあのくらいの事はできるわ。

桜 ：小学生と父兄を集めて話をしたと

けん

たから安心感があったんですよ。田 ：健

てね。桜 ：サッカーのうまい奴は沢山居
けん

たけど、健ほど人間として度量が大きく、

き、まず挨拶で、「君たちの中に靴を脱

優しくて、気も良くつく人はおらんかっ

ぎっぱなしにしてきた人が居るだろう、

たよね。

靴の整理もで

編集にあたって

きないような

今回、取材にあたって資料を調べてみ

すごく苦手だった。一中の方がやりやす

人間にサッ

ると、想像以上のものすごさに驚きの連

かった。修道の奴ら、絶対に附属には負

カーの話はで

続でした。紹介できたのは、一部のエピ

けられんという、選手がえらい自信を

きない」と

ソードにとどまる事をお詫びします。

持ってたね。田 ：決勝当日、雨が降った
んですよ。監督が多々信二さん
（32回）と

いう東大を出られたお医者さんでね。グ

言った。あれ
韓国とのワールドカップ共催
を決めた長沼健さん（左）

かのデットマール・クラマーをして、

も立派だっ

メキシコでの成功も長沼先輩のリーダー

た。

シップあればこそ、と絶賛されています。

ランドの水溜りを指差して、皆そこに寝

鬼 ：だけど、人を怒ってるところを見た

ろと。それでべたっと言われるままに寝

ことが無いですね。怒っていても顔には

者も、母校の誇れる先輩の一人として、

たら、もうどろどろじゃん。もうスライ

出さなかった。あれは人徳だったですね。

長年畏敬の念を抱いておりました。以前

私のようにサッカー班に所属しなかった

ディングしたりするのが何でもないじゃ

田 ：昭和28（1953）年、ドルトムントで開

ない。それで出足が良くなって、トント

かれた国際学生スポーツ週間（後のユニ

だき、そのお人柄に強く惹かれた事を思

ンと。後半あとわずかで、健 がPKとっ

バーシアード）の学生選抜になった時、

い出します。

けん

あらわ

て現がコロコロと転がして１点。桜 ：３
校のどこが全国に出ても、優勝したん

取材でお会いした時も親しくお話をいた

長沼と岡野が再会して友達になるわけ

その厳しさと柔和さを併せ持つまなざ

よ。それから車の両輪だわ。二人の今日

しを想いながら、追悼のペンを置きます。

じゃないかね。

があるのは、お互いの力だと見とる。桜 ：

○イモ畑を整備してグランドに

そう、岡野という人は、人間的にも全く

輩」、「○○さん」に統一しました。
）

長沼と同じような。ひとつも偉ぶらんし、

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

田 ：終戦になって１年くらいは西条の仮
校舎だったんだけど、バラックのような

よくこんな人間がサッカー界に居るなと

校舎ができて千田町に帰った。グランド

いうくらい人間ができとる。これが二人

は戦時中、
イモ畑になっててね。皆でロー

でサッカーを盛り立てた。鬼 ：そのとお

（本文中、先輩に対する敬称は「○○先

文責・編集：甲斐

稔（63回）

編集補：河本良子（63回）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

長沼 健さん（39回）を追悼する会
財団法人広島県サッカー協会
（会長 小城得達氏
（51回）
）
主催の「2009サッカーサン
クスフェスタ」が開催されます。表彰式
（右参照）
に引続き行われる「長沼健さんを追悼
する会」並びに懇親会は、サッカー協会以外の方も対象の催しですので、アカシア会
員の方も是非ご出席下さい。
日時：平成21年１月31日（土） 「長沼健さんの会」・懇親会：14：30〜16：00
場所：ANAクラウンプラザホテル広島３階 カトレア
会費：5,000円
申込・問合せ：広島県サッカー協会 TEL（082）212-3851 FAX（082）212-3852
できるだけ１月13日までに申込みをお願いします。飛び入り参加も歓迎します。

サッカー
サンクスフェスタ
広島県サッカー協会は毎
年、功労者、優秀選手・チー
ムの表彰式を行い、引続き、
関係者の日頃のご恩に対す
る感謝の意を込めて、懇親
会を開催している。「長沼
健さんの会」の前に、表彰
式が「オーキッド」で行わ
れる。
（13：00〜14：00）

（）2009 年 1 月
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〜 母 校 だ よ り 〜

ドイツ研修

2008年９月14日
（日）
〜９月22日
（月）
、本校高校Ⅱ年生20人がベルリン、ドレスデンを訪問、
ついで10月23日
（木）〜10月26日
（日）
、ドイツからの高校生を本校に受け入れ、交流を行い
ました。これは、イオン
（株）が企画、実施している「ティーンエイジ・アンバサダー」と銘打った事業の一環で、
次代を担う青少年の国際的な相互理解と親交を深めることを目的に、海外の高校生を日本に招待し、日本の高校生
を招聘国に派遣するというものです。

ドイツ研修を終えて

ベルリンにて

一緒に受けた授業

植樹活動

主なプログラム

中田 達也（高校Ⅱ年生）

ドイツ研修は日本を知る上でもとても有意義なものであった。
ドイツでは、環境開発を成長の機会と考え、約20年にわたる継続的な環境政策が行われ
ている。明確なビジョンのもと、行政がリーダーとなって推進していることからも、環境
問題への意識の高さがうかがえる。
無駄の排除と効率性重視の二つの姿勢を持ち、まず自分たちができることから進めよう
といった感じだ。例えば、発電所から出た熱での暖房がなされ、ごみの大半が資源として
再利用されている。また、街では自転車に乗って移動する人も
多く見受けられ、家庭では使わない電気をこまめに消していた。
それとは対照的に日本では、目標設定はするものの採算が合
わないと何もしない。ごみの大半を焼却か埋め立てで処理して
資源の回収は徹底しておらず、行政のリードもあまり感じられ
ない。しかし環境問題に取り組んでいかなければならないのは、
どの国でも同じである。このように、研修を通じて、日本では ザクセン州教育省にて
気づかなかった課題を自覚することができた。
ドイツの生徒と充実した交流ができたことも楽しい経験
だった。英語でのやり取りにもだんだん慣れて話も盛り上
がり、それぞれの文化について教え合ったり、一緒に物理
の授業を受けたりもした。それだけにいっそう英語でもっ
とうまく話せるようになりたいと心から思い、これからが
んばろうと強く思った。
ブランデンブルグ門にて

◇ベルリンにて（９月14日〜15日）
研修：ドイツにおける温暖化への取
り組みについて
見学：ドイツ連邦議会議事堂、ベル
リンの壁、ブランデンブルグ
門、ホロコーストメモリアル
◇ドレスデンにて（９月15日〜21日）
研修：本校生徒による課題研究等に
ついてのプレゼンテーション
ド イツ高校生とのグループ
ディスカッション
風力発電施設・褐炭採掘場
植樹活動
見学：ツインガー城、聖母教会等

ドイツからの留学生をお迎えして
茶道班班長

山田 美咲（高校Ⅱ年生）

10月24日、ドイツからの高校生とそのホストファミ
リーの方々をお迎えして歓迎茶会を開きました。放課後
の短い時間ではありましたが、ドイツの皆さんはビデオや写真を撮りながら興味
津々の様子でした。
お抹茶は苦味で飲めなかった人もいたようですが、季節の花、香合、掛け軸や
羽子板などを飾って、和の雰囲気を楽しんでもらえたのではないかと思います。
特に和菓子は大人気で、ドイツに持ち帰りたいと
いう学生もいました。予想を上回る大勢の皆さん
が参加してくださり、至らないところもあったか
もしれませんが、私たちにとっても、とても良い
経験になりました。この経験を生かして、これか
らも活動していきたいと思います。

速報

野球班９年ぶり県大会優勝

10月末に行われた第53回秋季広島県高等学校軟式野球大会において、本校野球班
が９年ぶり３回目の優勝を飾り、参加13校の頂点に立ちました。軟式野球には秋季
中国大会はありませんが、この優勝によって、来年春の県大会へのシード権を獲得
しました。
広島大学附属中高等学校

ホームページ

http://www.hiroshima-u.ac.jp/fsc/index.html
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①中尾
（ 浜 本 ）麻 里（ 回 ）
②広島県安芸郡
③現在、広島市でテープ起こし
などパソコン入力の仕事をし
ています。在校時は硬庭班でテ
ニ ス に 明 け 暮 れ て い ま し た。 ま た 体 育 祭 な ど
の 行 事 に も 熱 中 し て い た の で、 成 績 は 底 辺 を
さ ま よ っ て い ま し た。 し か し、 先 生 方 に は い
つも暖かく見守り、指導していただきました。
友 人 や 先 輩、 後 輩 に も 恵 ま れ 、 今 改 め て 、 幸
せな高校生活だ っ た な ぁ と 感 謝 し て い ま す 。
④ 硬 式 庭 球 班 の 後 輩。 現 在 は、 心 優 し き お 医
者さんです。
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かず ひろ

自己紹介と︑次号の登場人物の
紹介をいただくコーナーです︒

やすむら

①安村 和洋（ 回）
②千葉県柏市
③高校卒業と同時に家族と千葉
に引越し。以降銀行に勤務し
年ぶりに仕事で広島に赴任しま
した。その間バスケット班の先輩方のみなら
ず、広島を代表する企業オーナーの方々の多
くがアカシア会ということもあり、後輩とい
うだけで大変お世話になりました。 月に残
念ながら大阪に転勤。短い間でしたが有難う
ございました。故郷はいいものです。
④バスケット班、会社の元後輩のバイク娘は、
子育てに大奮闘のようです。

鈴木正道（54回）さんからのご紹介
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⑫

夫：北本 幹也（67回）
妻：北本木綿子（74回） 旧姓：浜本
1989年２月結婚（20年目）

夫：岡野 圭祐
（92回）
妻：岡野 希美
（92回） 旧姓：牧原
2008年10月12日結婚
（３ヶ月）

今回は一番北側の校舎、１号館に入
る手前左側を紹介します。

馴れ初め：広島大学医学部バレー部で
OB１年目の夫と新入生の時に出会う。
４年後庄原日赤勤務の夫と安芸高田市
の製薬会社に入社したことがきっかけ
となり、翌年結婚しました。
アカシアカップルで思うこと：高校在
学中に免許をとり古いファミリア（通
称ボロミア ）で体育祭の資材を運んで
いたという夫の話を“附属じゃないと
あり得ない!!”と在学時期は違っても
笑い合えるのはアカシアならでは。
夫から一言：家族皆、カープファン。
一喜一憂、楽しい毎日です。家族４人
の幸せをかみしめています。
妻から一言：結婚20年には指輪をどう
もありがとう。30年目もよろしく。

馴れ初め：高校Ⅱ年生で同じクラスに
なり、一緒に学級委員をして仲良くな
りました。二人とも東京の大学に進学
し、社会人になり２年半の遠距離恋愛
を経て、東京ディズニーシー・ホテル
ミラコスタで挙式しました！
アカシアカップルで思うこと：二人で
同じ母校に帰ることができるのが楽し
みです。担任の日浦先生をはじめ、見
守って下さった先生方に心から感謝し
ています。バスケ班顧問の朝倉先生、
披露宴で乾杯の挨拶をして下さり、本
当にありがとうございました！
夫から一言：笑顔いっぱいの楽しい家
庭を築こうね！これからもよろしく！
妻から一言：旦那さまには、附属バス
ケ部で鍛えたスリムな体型を維持して
もらいたいです。メタボ注意!!

昭和54年
（1979）
、69回生が卒業記念
に植えたヤマモモ。以前は実を手で採
ることができましたが、現在は木が大
きくなりすぎて採る人がありません。


  

4

4

4
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月 例 会 報 を 購 読してみませんか？
アカシア会報には、会員全員に無料送付する全国版
（１月・７月）と、年間
購読料納入者に送付する月例版（全国版を除く年10回）
があります。
連載「出てもろうてもええかいのぉ」、不定期連載「浩然の気〜恩師の回
想〜」「構内記念碑・記念樹」「ビバ！アカシアカップル」は、月例版にも掲
載していますので、見逃さないよう月例版もご講読ください。
月例版は、年会費制となっています。年会費2000円を下記に振り込むか、
アカシア会までご連絡ください。４月からのバックナンバーもお送りします。
月例会報購読料

年会費 2,000 円

振込先

 昭 和55年
（1980）
、70回 生 が 卒 業 記
念に植えたクロガネモチ。
 昭 和58年
（1983）
、73回 生 が 卒 業 記
念に植えたハナミズキ。春に白い花が
咲いた後で葉が芽吹き、秋には紅葉し
て葉が散るため、
季節を感じさせます。


春

秋

配置図については2008年１月号の
「構内記念碑・記念樹⑤」を参照

郵 01300-6-34213「月例アカシア会」
○

（）2009 年 1 月
東 京 発
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東京アカシア会 秋季懇親会

11月30日（日）、平成20年度・秋季懇
親会が、東京・千代田区の全国町村会
館で開催されました。全国アカシア会
から吉中康麿常任幹事（50回）、井藤壯
太郎常任幹事（50回）にご来賓としてお
越しいただき、総勢151人の参加者が
集いました。
懇親会に先立つ今回の目玉イベント
は、就職活動を控えた学生の皆さん
と、社会人の先輩方との交流の場であ
る「アカシアチャネル・進路相談会」。
この会は、アカシア会の幅広い人脈を
活かし、学生の皆さんの就職や進路に
対する様々な不安を、社会人の皆さん
に気軽に相談できるようにと始めた取
り組みで、５月に続く２回目の開催で
す。会には、学生13人（93〜98回）、社
会人の先輩方17人（47〜93回）が集まり
ました。学生の専攻も様々、先輩方の
業種、職種も様々。学生たちは、先輩
の生の経験談や本音のお話に、熱心に
耳を傾けていました。
アカシアチャネルが終わるといよい

アカシアチャネル
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清水恭子（59回）
■NGOって…なに？
四半世紀勤務した国際交流関係の財
団においては、仕事上、欧米にしか目
が向いていなかった私ですが、４年前
に退職した後、信頼する友人の誘いで
アジア近隣諸国との国際協力活動を行
うNGOのお手伝いを始めました。
NGOだの、NPOだの、わかりにく

よ懇親会。午後５時の開会を前に会場
は大勢の参加者でごった返し、とても
にぎやかでした。
懇親会は、的川泰宣会長
（50回）
の挨
拶でスタート。アカシアチャネル開催
の報告のほか、広島県の医療を良くし
ていこうという広島医師会の活動や、
東京大学の社会
人向け講座「東大
EMP」
、会長が今
年設立された宇宙
関 連 教 育 のNPO
「KU-MA」 な ど、
アカシア会員が関
わる様々な取り組
的川泰宣会長
みが紹介されました。
続いて、この半年間に亡くなられた
６人の方のご冥福をお祈りし、黙祷を
捧げました。
来賓の吉中常任幹事、井藤常任幹事
からのご挨拶では、母校の管弦楽班や
軟式野球班の活躍、J1に復帰するサン
フレッチェや新しい市民球場のお話の
ほか、今後のアカシア会のあり方につ
いて、常任幹事会を中心に検討してい
ることを説明いただきました。
その後は、村上處直氏
（43回）
のご発
声で乾杯し、しばし歓談。今回、春の
懇親会よりもかなり長めに歓談の時間
を取ったので、参加者の皆さんは、多
くの方々と、たくさんのお話ができた
のではないでしょうか。

恒例の抽選会では、賀茂鶴酒造、カ
ルビー、サントリー、博報堂の各社か
らのご協賛、サンフレッチェやカープ
の選手のグッズ、その他たくさんの賞
品をご提供いただき、大いに盛り上が
りました。また今回、参加者の多かっ
た学年を表彰し、２次会費用補填の名
目で賞金を贈呈する「よく集まったで
賞」を新設。初回受賞学年は47回卒の
大先輩で、10人ものご参加をいただき
ました。
懇親会の最後は、槙本良二氏
（69回）
の音頭で参加者全体が輪になって校
歌・応援歌を斉唱。そして同氏の「フ
レー・フレー」のエールを聞いて、大
盛況のうちにお開きとなりました。
今年度は、春秋２回の懇親会の世話
役幹事を、77回卒のメンバーで務めさ
せていただきました。秋季懇親会当
日は17人の同期が集まり、大変ながら
も、楽しく大役を終えることができま
した。至らない点が多々あったと思い
ますが、この場を借りて御礼申し上げ
ます。併せて、この素晴らしい同窓の
輪が、さらに大きく広がっていくこと
を祈念します。
森重 和春
（77回）

い言葉ですが、平たく言えば非営利社
会貢献団体のうち、国内活動を主とす
るのがNPO、国際協力活動を主とす
るのがNGO、と考えていただいて良
いと思います。
私の所属する団体はアジア・コミュ
ニティ・センター21
（ACC21）といい
ますが、30年の歴史を持つ公益信託ア
ジア・コミュニティ・トラスト
（ACT）
の事務局でもあり、このトラストを通
じて、皆様からの寄付を助成金として

アジア各国のNGOに送り、貧困削減
事業
（農村開発、教育支援、保健医療、
環境保全など）
を支援しています。
■高学歴ワーキングプア？
このような仕事を通じて学ぶことは
多々ありますが、特に感じるのは、こ
ういった社会貢献活動に携わる若者た
ちの報われない状況です。長期的展望
に立った適正な国際協力事業を運営す
るためには、社会、経済、文化、宗教
を理解し、かつ英語でのコミュニケー

懇親会

アカシア 回（有志）
２００８年 月

香港にて同窓会を
決行しました

今年は卒業40周年！ みんなで何かやろうね！
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ション能力が求められますが、ほとん
どの零細NGOは資金不足で、十分な
人件費が出せません。
60才近くになっても何らかの社会貢
献が継続できればと、半分はボケ防止
で働く私と違い、NGOで働く女性た
ちの多くは、生活がかかっています。
妥協的結婚よりは独身を選ぶタイプ
で、「おひとりさまの老後」のことま
で視野に入れて働いています。毎日弾
丸のようにキーボードを打ち、アジア
各国に出張し、レポートに追われ、デー
トをする暇もないのです。
一般的に「ワーキングプア」とは年
収200万 円
以下と定義
されていま
すが、300万
円を超した
と し て も、
フィリピンのマニラ郊外のゴ
やはり一種
ミ処理場で、学校に行かずに
の高学歴
鉄くず拾いをする少年
近 畿 発

ワーキングプアとでもいうべきでしょ
うか。
■サステイナブルな社会貢献を
サステイナブル
（持続可能な）
という
言葉は現代のキーワードです。大事な
社会貢献をサステイナブルな活動とす
るために、まずは高い志に燃える若者
が将来に不安なく仕事に打ち込めるよ
うな社会的サポートが必要です。
社会貢献を目指して働く若者の多く
は、純粋で、
儲けることより
「やりがい」
を重視し、プライドも高いため、いわ
ば、「ブシ
（この場合は撫子？）は食わ
ねど」の精神で何とか持ちこたえてい
るのが実情です。
保育士にしても介護士にしても、薄
給では続きません。弱者社会を下支え
する勤勉で優秀な若者は、国と社会が
守り、育てていかなければなりません。
■男と女の間には…
「深くて暗い河がある」といいます
が、最近この河が「逆格差」になりつ

近畿アカシア会 後期総会

12月14日、ホテル阪急インターナ
ショナルで開かれた総会には48名の参
加があった。第１部は皇 暢子さん（46
回）の司会で始まり、堀内重明（50回）
近畿アカシア会長の挨拶、来賓の吉中
康麿（50回）全国アカシア会常任幹事の
祝辞のあと、このたび和文・英文の絵
本『ニャンニャンがほえるぞ』
（シーエ
ムシー出版：1260円）を出版された赤
松 清氏（34回）に本の紹介をしていた
だ い た。 ス ト ー
リーを赤松氏、挿
絵を獣医のご子息
らご家族が担当
し、附属高校の安
原校長の推薦文を
帯に仰ぎ3000部発
赤松 清氏
刊されたそうで
ある。当日会場に持ち込まれた25冊は
完売となり、売上金全額を近畿アカシ
ア会にご寄付いただけたことは感謝に
堪えない。外国の友人へのプレゼント
としても重宝されている由でもあり、
全国の書店や
ネットで販売
されているの
で皆様には購
入をお奨めし
たい。
乾杯は最高
齢出席者の
澤田 恂氏（30

回）にお願いした。
87歳のご高齢にも
拘わらず矍鑠とさ
れ、医師としてご
自身の三種のガン
を手術と自己生命
力で克服されたお
話を披露、参加者
澤田 恂氏
の健康を祝し杯を挙げた。
ホテルの豪華なメニューでの会食の
第２部から司会は加藤由紀子さん
（60
回）が担当した。会食が一段落したあ
と、大腸肛門外科医の加川隆三郎氏
（65
回）の講話に移った。氏は京都の音羽
病院で特に痔瘻疾患の最先端手術を年
間600例もこなしているエキスパート
で、講話のサブタイトルも「痔瘻が治
らないのは医者が悪い」と、かなりイ
ンパクトの強いものだった。手術画像
等を用いて、世界的にも誇れる最新治
療法「MRIナビゲーション・セクショ
ン手術」について熱く語ってくれた。
先端技術を用いてのピンポイント手術

2009 年 1 月

419 号 （）

つあるように思
えてなりません。
いまや女性のほ
うが社会的意識
も 高 く、 海 外 で
も 活 躍 し、 積 極
的に自分の人生
を切り拓いてい ACC21が事務局を委嘱され
こうとする姿勢 ているACTに、神田外語大ボ
ランティアがフリーマーケッ
がみられるよう トの売上げ200万円を寄付
に思います。どうしてより多くの男性
が内向きに「引きこもる」一方で、よ
り多くの女性が外向きに「社会貢献」
活動に携わるのでしょうか。
若い男性は「イケメン」を競う前に、
「イケ魂」を目指して欲しいと
（息子を
見ながら）願う今日この頃です。もち
ろん、
アカシア諸氏は大丈夫、
（概して）
イケてます…。
というわけで、アカシアの皆様、ど
うか弱小NGOに暖かいサポートをお
願いします！ http://www.acc21.org/
のため、従来なら１ヶ月の入院を要し
ていたものが２泊３日で退院できると
の紹介もあり、聴衆をうならせた。医
療技術の進歩のこの時代、良き医師、
良き治療方法に巡り会うことの重要性
を強く感じさせられた講話となった。
講話のあとは各
テーブルから１名
ずつ指名してス
ピーチをお願いし
た。脇野 務氏
（35
回）は長沼 健氏の
思い出、米澤啓明
氏
（43回 ）は 男 女
加川隆三郎氏
共学１期生としての思い出と自負、上
野德惠氏
（45回）
からは先日の広島での
コールアカシアコンサート報告とご実
家の銘酒「大号令」を姪婿殿が引き継
がれているお話、徳丸義也氏
（64回）
は
大阪府議としての大阪知事と府議会の
話、藤川千紗氏
（97回）
からは学生とし
て国連での研修体験で附属の信用力を
強く感じた経験談がそれぞれ披露され
た。その後、恒例のアカシアソング斉
唱では村田好正氏
（41回）
に熱唱の音頭
をお願いし、校歌で締めくくった。

12月16日記 岡 國太郎
（57回）
前出以外の出席者：（35）西岡晃生、林 陽、
（36）松
本喜久雄、
（38）香川 昇、川本和良、
（41）戸田正弘、
（43）熊本直文、黒田昭夫、武内里子、藤井侃二、
水村雅子、
（44）井口卓也、内海直志、春日幸子、
對馬 敞、山本瑤子、
（45）日下善道、
（46）生塩之敬、
見門忠雄、
（51）清水邦夫、
（57）岡 國太郎、加藤仁
司、西山由里子、原 正三、森 静子、
（62）豊島秀
郎、
（64）田頭史明、
（76）橋本耕太郎、
（88）武内嘉宏、
（95）山本ゆりえ、
（96）日和由希、平賀友美、
（97）鵜
殿淳之介、徳永祐也

（10）2009 年 1 月
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東海アカシア会・豊葦会 ビアパーティー

「夏バテをぶっ飛ばそう！」のかけ
声が小さくなるくらい急に涼しくなっ
た９月28日（日）、恒例の東海アカシア
会・豊葦会ビアパーティーが、名古屋
駅前のレストラン「パストランテ」で
開催されました。今年は皆さんいろい
ろな行事が重なったようで、昨年より
参加者がやや減って17人。
まずは中村博之監査役（43回）による
記念撮影、そして開宴。東海アカシア
会齋藤 蓊会長（48回）よりご挨拶・乾
杯、引続き来賓の全国アカシア会吉中
康麿常任幹事（50回）に、７月に広島で
開催された全国アカシア会地域代表者
懇談会の内容や、最近の学校の様子な
どをお話し頂きました。
和洋中グルメコースの料理に舌鼓を
九 州 発
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打ち、ビールを飲みながらわいわいが
やがや。吉本幹彦前会長
（41回）
から村
本孝博君（95回）
まで、参加者全員より
近況報告・思い出などが語られました。
手ごろな人数でワンテーブルというこ
ともあり、和気藹々としたムードの中
で、東海豊葦会小田千惠子会長
（48回）
を中心に３時間会話が途切れることは
ありませんでした。
また、アカシア会のアカシアライブ
ラリーから中村監査役が複写させて頂
いた、昭和25〜26年頃の恩師の集合写
真に、シニアはもとより全員が見入り、
当日最長老の吉本前会長がクラスメー
トと語り合って恩師のお名前の一覧表
を作成して下さることになりました。
次は２月22日
（日）に東海アカシア

伸び悩む中、会の活性化について幹事
会で話し合った結果、会員による講演
会をやろうということに。
議事（会計報告、役員改選等）
は粛々

在住の方にも声をかけ、34名が集まり
ました。
開会は大本榮一会長
（27回）の挨拶、
昨今の厳しい経済状況の中での、同窓

生などの縁の大切さのお話で始まりま
した。今回は全国アカシア会事務局長
の甲斐 稔氏
（63回）が見えられ、アカ
シア会本体や母校の現状についてお話
いただきました。
恩師梅田玉見先生の乾杯のご発声に
より会が始まりました。恒例の近況報
告では20代から80代まで、若い人たち
の子育ての話題、仕事の話題、先輩方
の孫の話題、健康の話題等々、例年通
り多彩な報告でついつい時間オーバー
となってしまいました。最後は大本榮
一会長の、当時の入試の話題と元経団
連会長土光敏夫氏との交流のエピソー
ドで締めくくりました。実年齢はとも
かく、心は学生、青春時代にもどった
ひとときでした。

12月３日記 沖原 巧
（72回）

第３列： 豊原敏光（62）、宮﨑佳寿子（51）、内 愃（54）、山口髙司（61）、荒巻 淳（65）、荒神一臣（66）、
三原 太
（66）
、桑田和人
（80）
、
出原賢治
（67）
、河野洋之
（95）
第２列： 大賀裕子
（96）
、花栗美百合
（55）
、添田寛子
（55）
、田中秀和
（72）
、出原真理加
（66）
、山田玲奈
（97）
、
江川知康
（95）
、勝間田 匠
（97）
最前列：千島良樹
（54）
、山本哲三
（61）
、中村重太
（特別会員）
、伊藤哲生
（51）
、井上幹夫
（32）
、八木聖二
（54）
、
甲斐 稔
（63）
、谷 正和
（66）
、河野博之
（61）

岡 山 発

岡山アカシア会 総会

平成20年11月22日、岡山ロイヤルホ
テルにおいて、総会が行われました。
岡山地区の卒業生の集う本会も今回で
52回となりました。昨年より、香川県

前 出 以 外 の 出 席 者：花 岡 正 紀（48）、 林 滋（48）、
戸田 弘（50）、板谷和昌（56）、恵美宣彦（64）、橋
本 徹（64）、成瀬まり子（65）、富吉賢一（72）、佐
藤哲郎（78）、梶 幸一朗（81）

と進行。いよいよ講演。第１回は、九
州大学大学院芸術工学研究院准教授
谷 正和氏
（66回）
の「アジアに広がる
地下水砒素汚染」
。映像を使いながら
アジア各地の砒素汚染の状況やボラン
ティア活動などが紹介された。NHK
のクローズアップ現代でも取り上げら
れたテーマで、参加者のまなざしも真
剣で有意義な講演であった。
なお、九州アカシア会会報創刊号が
出席者全員に配布された。欠席会員に
は後日郵送の予定。
懇親会では参加者の近況報告が行わ
れ、和気藹々の楽しいひと時を持つこ
とができた。その後、ホテルのレスト
ランで二次会が開かれ、遅くまで尽き
ない話に花が咲いた。

11月17日記 山本哲三
（61回）

九州アカシア会 総会

11月８日（土）午後５時より博多全日
空ホテルにおいて、第５回総会が開か
れた。福岡アカシア会から九州アカシ
ア会へ改組してまる４年。出席者数が

会・豊葦会総会が開催されます。従来
同様、
「白亜館」でフランス料理と美
酒を味わえますので、東海地方在住の
皆さんは是非ご参加下さい。なお、学
生さんは無料です。
10月１日記 沖 信一
（55回）
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本年度は、８月25日
（月）
に、中区基
町のメルパルク広島で、26名が参加し
て開かれました。
総会では、議事に引き続き、有田嘉
伸氏
（社会）
が「映画、見たり読んだり
集めたり」と題して、映画の本約6600
冊の『蔵書目録』について講話をされ
ました。
懇親会は、佐々木昭氏
（英語）
の乾杯
で始まり、初参加の宇佐川信行氏
（数
学）と京都からの奥山研司氏
（社会）の
挨拶に続き、参加者全員が一言ずつ近

第４列：奥山研司、酒井秀二、栗園重弘、菅原敬三、南村俊夫、井ノ迫泰弘
第３列：田中泉、田鍋薫、宇佐川信行、多田保行、中山冨広、松井政明、長谷川滋成
第２列：小山清、次重寛禧、山本克子、永田龍男、片山一法、野中幹夫、太鼓矢晋
最前列：有田嘉伸、田中昭男、藤井千之助、野地潤家、池田克文、佐々木昭

同期会だより
31回生

一期一会の会

10月13日イオンモール広島府中ソレ
イユにて、一期一会の会が開かれた。

増田正和

37回生

ヤルームで傘寿記念クラス会を開催致
しました。全国規模の年次クラス会は
今回で終わりとの予告の故か夫人同伴
を含め25名集まりました。
一昨年宮島の７名、昨年京都の８名
と比べて誠に盛会でした。ご主人を亡
くされた奥様が２名参加され、改めて
アカシアの庭で培った絆の暖かさを再
認識致しました。37回は入学時84名物
故者過半となりましたが、会は誠に和
やかな、楽しい雰囲気に終始し、元気
で米寿・卒寿を迎えようとの心意気を
感じたのは筆者だけでは無いと思いま
す。
11月15日記 大谷 正

39・40回 蹴球部全国制覇の会

傘寿記念クラス会

昭和20年卒業の37回は11月２日リー
ガロイヤルホテル広島の32階サファイ

昭和22
（1947）
年12月第26回全国中等
学校蹴球大会が西宮球技場で開催され
た。１回戦は都立五中に５対０、２回
戦は小田原中学に４対０、準決勝は甲

況を報告するなど、楽しく旧交を温め
るひと時となりました。


11月18日記

田中

府中学に５対０、決勝は尼崎中学に７
対１と圧倒的強さで優勝した。
初戦の都立五中は技術的にうまいチ
ームであったが前半０対０、後半５対
０と、スピードと強い当たりで完勝し
自信をつけた。２回戦以降も強力フォ
ワードの木村 現、長沼 健、樽谷恵三
（いずれも39回）
等の活躍で大勝し、合
計21得点、失点１という結果であっ
た。チーム力が一戦ごとに上がったと
思う。
当時のメンバーは先の３人に片桐由
之、桜井頼己、田中省吾、田中清司、
古川能章
（以上39回）
、大田喜昭、多々
英治、煙﨑悦二郎、中村省二、林
（難波）
次郎、古川 浩
（以上40回）
、コーチと
して多々信二・西本尚友両先輩
（32回）
であった。翌昭和23年の国体でも優勝
し２連覇を達成した。
しかしこのメンバーから既に片桐、
木村、長沼、大田、煙﨑、多々の６人
が逝去した。
11月20日、メルパルク広島にて、35
回の脇野 務さんを加え、亡きチーム
メイトを偲び、懐かしくも楽しいひと
時をすごした。

11月26日記 桜井頼己
（39回）
［３頁のアカシア夜話参照］

木村 現、長沼 健、両君の偉大な足跡を偲び、
ここに心から哀悼の意を表します。

長沼

健

広島高等師範学校附属中学校
蹴球部 主将 桜井 頼己
アカシア会事務局 E メールアドレス

泉
（66回）

akashia@fsc.hiroshima-u.ac.jp

木村

現
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した懐かしの仲間も加わり、在京者30
人ばかりなのに毎回過半数が集まるう
え広島からも飛び入り参加する始末。
近畿・東海アカシア会にも必ず誰か
が顔を出す、という集まり好きです。
先が短いからかな？
新井俊一郎

40回 クラス会

アカシア42

2008年６月８日に参加者19名によ
る“第１回長寿の会”が広島ガーデン
パレスで行われた。第１部に特別講
演、第２部のアトラクションでは尺八
演奏、手品、カラオケやガマの油売り
等で大いに盛り上がった。2001年５月
13日、21世紀初、古稀の祝いの時に書
いた色紙に、奥出政清先生から“祈長
寿”とのお言葉をいただいた。６月８
日のクラス会の日に先生はおいでにな
らなかった。それは当日の朝、倒れら
れたからである。10月８日に97歳の大
往生を遂げられた。10日、40回生の31
名の銘の入った古稀の色紙を胸に抱か
れて、旅立たれた。
合掌。

11月３日記 田濱康夫

41期会

HR

この呼び名で毎月第１土曜日午後６
時、広島市内で飲食をする会を始めた
のは、昭和56年
（1981年）
頃だった。き
っかけは「アカシア月例会」
。前年の
４月から月例会の主幹事という大役を
仰せ付かり、アカシアの名の下に集ま
る癖がついたようだ。あれからもう27
年位経った。途中休んだ月はない。何
の連絡もないが、決められた所で乾杯
で始まる。集まった人数は３人の時も
20人の時もあった。何でも話せ話題も
豊富な楽しい会だ。アカシア90ゴルフ
がある。42と48を足して90。月例会の
主・副幹事がお疲れさまゴルフ会を催
した。年２回のゴルフ会が15〜16年続
いた。
11月６日記 青山 晃

45回・46回
岩合一男先生叙勲を祝う集い

喜寿を迎え

東京が２回、広島は正月と毎月集ま
っています。

何か名目を見つけては集まる私たち
は、敗戦時に入学し明治時代の校舎を
知る最後の学年。被爆と引き揚げの世
代だからでしょう、やたら広島でも東
京でも近畿・東海でも集まります。
広島では正月２日の「新年互例会」
と、毎月開催の「二水会」が大盛会。
東京では、被爆から62年ぶりに再会

本年度春の叙勲で、我々アカシア45
回２組の副担任、46回４組の担任、の
ちに第20代校長となられた岩合一男先
生が「瑞宝中綬章」
を受章された。我々
にとってたいへん喜ばしいことです。
７月19日、堀川町の拍拍飯店にて45
回中谷一彌先輩の肝いりで、45回と46
回の有志で先生の叙勲を祝う集いを持
った。名古屋、大阪からも遠来の友を
迎え、45回生19名、46回生12名が集り、
中谷先輩のユーモアあふれる開会の言

葉の後、岩合先生から附属へ着任され
たころのこと。そして今、いのちの大
切さ、生きていることの素晴らしさ、
うれしい時にはお世話になった方々の
ことを思うこと等、感銘深いお話をい
ただいた。
２学年が一緒に集うのはめったにな
いことで、先生を肴に懐かしい話で大
いに盛り上り、楽しいひと時を過ごし
た。
８月10日記 飯田耀朗
（46回）

49回

49回の同期会を11月９日、旧広島全
日空ホテルで開いた。参加総数は男17
名女11名の合計28名。市岡君の司会に
より今年で86歳を迎えられた藤井千之
助先生と、
同80歳の田中昭男先生に
「比
較的短め」のスピーチで「君たち
（ほ
ぼ68歳）はまだこれからだ」との激励
を頂いた。その後遠来の滝口君と藤井
（松本）
さんの挨拶、乾杯となって２時
間に及ぶ宴の始まりとなった。
次回
（古希同期会）
を2009年11月８日
と決めて終宴、二次会へと流れた。
翌日のゴルフは11名が参加。優勝は
白西君が獲得した。

11月14日記 土井田 泰

65回生

旧制のマント姿の鮮やかに

http://www.fsc.hiroshima-u.ac.jp/~akashia/

眼裏残る人に逢ひたる

（31回卒） 旧制広島高等学校 皇紀2600年（昭和15年）入学
増田 正和
アカシア会ホームページ

東京同期会

秋の恒例行事となった65回生の東京

10月12日に開かれた旧制広島高等学校創立85周年記念大会の式辞で、
広高同窓会会長内藤亮二が、広高資料館並びに甦った国の登録有形文化
財の講堂を大切に受け継いでくださいと申され、広島大学学長浅原利正
が、広高の志を受け継いで大学を立派に育てたいと申された。
アカシア会会員諸君！ 意図する所を踏まえてあらゆる分野で頑張っ
てください。


同期会
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同期会が、広島方面からの参加者８名
を含む27名を集めて、10月25日に渋谷
の夜景を望む居酒屋権八で行われまし
た。少し堅めにＯ氏の広島市の広報か
ら始まるも、あっという間にいつも通
り店で一番にぎやかなグループと化し
ました。
二次会からも７名が参加。ワインを
傾けながらの熱い語りは続き、三次会
のカラオケへ。はやりの「羞恥心」か
らしっとりした「手紙」まで芸達者揃
いです。翌日はサバイバルした10名で
鎌倉散策。大仏、長谷寺をめぐり、同
期会を締めくくりました。

11月28日記 脇坂真司

67回 学年会

2009 年 1 月

広島市役所アカシア会

お迎えして、いつものアンデルセンで
同期会を開催しました。例年、正月に
開いていますが、なかなか参加できな
いという声に応えて、この度は夏の夜
の集まりといたしました。
先生方を含め総勢39名で大変盛り上
がりました。岩崎尚之君の結婚報告も
あり、夫婦とはなにかについて大いに
盛り上がった一日でした。
次は平成21年１月２日に再会を約
し、解散となりました。

10月29日記 花岡奉憲

中電アカシア会

恒例懇親会

419 号 （13）

親睦会

８月１日
（金）
に広島市役所アカシア
会を広島国際ホテルのレストランで開
催しました。
毎年、数名の新規加入者がいること
から97名の大所帯となっていますが、
今回は17名の参加でした。少ない人数
ながら和気藹々の雰囲気の中、充実し
たひと時を過ごすことが出来ました。
最後に、新たに会長をお願いした谷
博司氏
（60回）
の発声で乾杯し、今後ま
すますの会の発展を図ることを期して
散会しました。

11月22日記 三隅俊行
（66回）

アカシアサッカークラブ
三校対抗OB戦開催される
９月27日
（土）
、前座は「サイエンス
カフェひろしま
（第10回）
」でした。東
京大学海洋研究所の道田豊センター長
が話題提供者、高橋裕子がコーディネ
ータをしている関係で数名参加しまし
た。その後ビストロ・エメを貸し切っ
て久々の学年会。
『50歳記念同窓会をや
ろう！』ということだけ決めて、それ
きりなんの連絡もしていなかったわり
には集まりが良く、幹事としてはほっ
と胸をなでおろしました。子どもが大
きくなって巣立って行った人もおり、
「何をしているか」
「何をしたいか」な
どの話題で、かなり盛り上がりました。
広島市民球場前で学年会集合写真を
撮影するためにアメリカから戻ってき
た西原君と、記念撮影！
高橋裕子

アカシア75回 同期会
平成20年８月16日（土）、南村俊夫先
生、横山道昭先生、有田嘉伸先生を

中電アカシア会は、10月３日、毎年
恒例の懇親会を広島アンデルセンで開
催しました。
懇親会では、31回卒のOB会員から
89回卒の若手会員までの計27名が参集
し、近況を報告しあうとともに、原田
良三副校長先生をお迎えして、オース
トラリアやイギリスなどと盛んに国際
交流を行っている母校の近況などをご
紹介していただきました。
宴の結びでは、母校の益々の発展と
会員の健勝を祈念して、57回卒、小池
隆男元応援団長によるエールが行わ
れ、大いに盛り上がりました。

11月15日記 岩田法亮
（84回）

アカシア会事務局 E メールアドレス

去る11月３日、恒例の３校
（国泰寺、
修道、附属）対抗OBサッカー大会が中
国電力グランドにおいて開催されまし
た。
特別ルールにより、60歳以上の選手
は赤タスキを着け、１ゴールで２得点
が加算されます。アカシアは、49回大
島治男さんをはじめ、なんと総勢11人
の赤タスキ軍団！
他校を圧倒する老年パワーは、若手
OBとも素晴らしい連携で、みごと優
勝をおさめました。ベンチとフィール
ドが一体となり、楽しい交流が図れた
ことは何にも代えがたいものを感じま
した。 11月４日記 先本賢司
（71回）

akashia@fsc.hiroshima-u.ac.jp
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2008～2009年度版会員名簿 広告主一覧 （広告掲載順）
今年度は、次の151組の皆様に、協賛広告をいただきました。ご協力ありがとうございました。
次年度の名簿は、10月発行予定です。広告協賛にご協力いただける方は、6月末日までにアカシア
会事務局までお知らせください。
59回卒業生
長沼商事 株式会社
旭化成ホームズ 株式会社
賀茂鶴酒造 株式会社
株式会社 東広島ケーブルメディア
東洋証券 株式会社
カルビー 株式会社
アカシア会50回同期会
アカシアベースボールクラブ
株式会社 ウィルコム
アカシア41期会
中電工アカシア会
ダイダン 株式会社
アカシア48回同期会
アカシア49回同期会
株式会社 立芝
51回生有志一同
株式会社 合人社計画研究所
株式会社 ダイナミクス
東洋紙業高速印刷 株式会社
株式会社 シティガス広島
株式会社 中国新聞社
アカシア57回
株式会社 判例タイムズ社
アカシア65
有限会社 ジェスパ
福屋
堀口海運 株式会社
中国電力アカシア会
株式会社 大本組
株式会社 住宅ケンコウ社
株式会社 大之木ダイモ
島外科
五洋建設 株式会社
株式会社 大方工業所
巣守金属工業 株式会社
萬国製針 株式会社
ヱビス電工 株式会社

日の丸産業 株式会社
メガネの田中チェーン 株式会社
キョーリツコーポレーション 株式会社
株式会社 洋光
岡重 株式会社
スクウェアボックス
特別養護老人ホーム たちばな苑
株式会社 紀陽
医療法人社団光仁会 梶川病院
株式会社 エイチ・エム・シー
新中央工業 株式会社
医療法人社団桃李会 平和の里
廣島運輸 株式会社
大和重工 株式会社
医療法人社団共愛会 己斐ヶ丘病院
慶友整形外科
医療法人翠和会 養神館病院
株式会社 ヒロテック
わかば町クリニック
下野工業 株式会社
津田胃腸科内科医院
株式会社 いまだ
株式会社 みづま工房
医療法人社団曙会 佐々木外科病院
株式会社 広島東洋カープ
株式会社 シンコー
株式会社 ユニバーサルポスト
つばめ交通 株式会社
中国醸造 株式会社
株式会社 Jストリーム
医療法人社団楓会 林病院
わかみやメンタルクリニック
広交グループ
株式会社 キノル・システム・ワークス
医療法人社団幸明会

松本内科循環器科医院
加川整形外科病院
75回有志一同

各地区アカシア会のご案内
地区アカシア会名

東京
アカシア会

事

齋藤
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6月7日（日） 12：00～

〒444-0873 岡崎市竜美台1-16-5
沖 信一（55回）
TEL0564-52-6988 Eメール shinichi.oki@mcor.co.jp

会長：
総会
蓊（48回）

2月22日（日） 11：30～

アカシア会ホームページ

有限会社 敬愛ファーマシー
弁護士 吉元徹也
産婦人科 長尾クリニック
株式会社 感性舎
三菱商事 株式会社
えほんてなブル
株式会社 ＢＡＰビジネスシステム開発
公認会計士 延近正章
マツダアカシア会
有限会社 松屋本店
小野内科循環器科医院
スサワ循環器科・内科
山陽工業 株式会社
アカシア62回
62回 三金会
ニットハウス 株式会社
こぶけ内科クリニック
さんもく工業 株式会社
株式会社 マツヲ
山本歯科医院
広島市役所アカシア会
シンセイ 株式会社
68回同期会
熊野税理士事務所
畑 秀樹税理士事務所
株式会社 部谷工務店
ジブラルタ生命保険 株式会社
カーブス
（医）隅田耳鼻咽喉科
まえだ内科呼吸器科
アカシアサッカークラブ
クリエイトコミュニケーション
金のすず歯科
鈴木歯科
備北ななつか病院
広島県庁アカシア会
有限会社 千幸堂
株式会社 島屋

〒700-0824 岡山市内山下1-1-13 ㈱大本組内
TEL086-225-5131 大本榮一（27回）
Eメール fc-yokote5555@ezweb.ne.jp 横手靖吾（54回）

会長：
大本榮一（27回） 総会

局

〒669-1506 三田市志手原920-47
岡 國太郎（57回）
TEL079-564-2414 Eメール sengari@kwansei.ac.jp

会長：
総会
堀内重明（50回）

東海
アカシア会

岡山
アカシア会

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町16-9 A＆I箱崎ビル4F
㈱保険システム研究所 尾籠裕之（56回）
TEL03-5640-6201 Eメール ogomori@islab.co.jp

会長：
的川泰宣（50回） 総会

近畿
アカシア会

務

株式会社 千葉物流倉庫
広島管財 株式会社
平尾 博司
千田興産 株式会社
八幡証券 株式会社
後藤 吟子
松本ナツ子モダンバレエ研究所
医療法人 岩国病院
日域医院
医療法人 ヒノ井医院
白蘭酒造 株式会社
株式会社 マルチメックス
フォンテ広島 株式会社
兼山整形外科医院
堀内税理士事務所
財団法人広島県サッカー協会
医療法人社団博愛会 木阪病院
有限会社 パラガン
フレッシュパントリー白島
株式会社 ガシュ
公認会計士 和田裕充
英語留学サービス
弁護士 馬場則行
有限会社 平和保険サービス
中澤内科病院
医療法人社団 石田外科
医療法人わかば会 岩本内科医院
井藤矯正歯科
株式会社 木村寝具店
しみず眼科医院
日進工機 株式会社
寺越税理士事務所
天畠純子
細川・内藤医院
有限会社 丸益西村屋
馬場歯科紺浦診療所
肥後医院
マルニヤ 株式会社
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広島
アカシア会

〒734-0005 広島市南区翠1-1-1
TEL082-253-5581

九州
アカシア会

〒815-0033 福岡市南区大橋3-27-17-704 伊藤哲生（51回）
TEL092-552-9300 Eメール 200845t-ito@jcom.home.ne.jp

広大附高内

会長：
例会は毎月17日（原則として）、7月17日は全国アカシア総会
向井恒雄（50回）

会長：
総会
八木聖二（54回）

東北
アカシア会
野尻
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〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 東北大学学際科学
国際高等研究センター 八百隆文（53回）
TEL022-795-4400 Eメール yao@cir.tohoku.ac.jp

会長：
久（33回） 未定

http://www.fsc.hiroshima-u.ac.jp/~akashia/
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広島月例アカシア懇談会500回記念特別例会開催
11月17日の通算500回目記念例会は、
午後６時30分からANAクラウンプラ
ザホテル広島（旧広島全日空ホテル）に
て、278名の出席を得て盛大に開催さ
れました。同窓会としてはギネスブッ
クものではないかと思われます。当日
の様子は会報418号（08年11月号）に掲
載しています。
アカシア会は大正７
（1918）年に設立
されました。第１回目の月例会が平和
記念館レストランで開催されたのが、

昭和42
（1967）年４月の開校記念日。こ
の時の会費が２千円、幹事長：原 幸
夫
（17回）
、受付・会計：42回生、世話役：
藤居平一
（24回）
、熊田重邦
（28回）
、佐々
木博文
（29回）
、長沼 博
（33回）
、二井
谷 彰
（36回）
。昭和47
（1972）年の第69
回例会から会場がキリンビアホールに。
昭和49
（1974）
年から、46歳と40歳の
学年が上下幹事を１年間つとめ、翌年
は１学年下に引継ぐ現在のシステムが
始まり、月例会報も創刊されました。

コールアカシア「土の歌」コンサート熱演
混声合唱団コールアカシアは、創立
20周年を記念するコンサート「歌い継
ぐ『土の歌』
今こそ大地の回復を」
を11月24日、広島県民文化センターで
開催しました。
曲目は、広島生まれの詩人大木惇夫
の歌詞に巨匠佐藤眞氏が作曲した組曲
『土の歌』をはじめ、組曲『蔵王』『水
の国・川の街』など全て佐藤眞氏の作
品で、しかもそれを佐藤眞氏自身の指
揮で歌うという贅沢な企画です。本番
では、中学生から70歳代まで98人の団
員の心は一つにまとまり、練習以上の
力を発揮して聴衆に大きな感動を与え
ました。
コールアカシアは、合唱が好きな
OB・OGを中心にその家族や知人らで
構成し、月に２回、広島と東京で練習
しています。今回の演奏会には、在京
のメンバー約40人も、事前に合宿練習
を積んで、駆けつけました。
昨年秋に20周年記念企画の話が持ち
上がった当初は、中規模の演奏会を、
という声が多かったのですが、被爆体
験を持つ60代や70代のメンバーから、

原爆や平和を題材にした曲を取り上
げ、大規模な演奏会にしようとの意見
が出され、被爆２世を含む若い世代も
同意しました。
曲目の選定では、1997年の定期演奏
会で指揮をお願いした佐藤眞氏の『土
の歌』などの作品が、企画の趣旨にふ
さわしいとの理由で選ばれました。
中でも『土の歌』は、被爆体験の悲
惨さだけを強調した反戦・平和の歌で
はなく、原爆の開発と投下を人類文明
の愚行ととらえ、人間が自然や大地と
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会長：村田可朗
（８回）
、幹事：川妻二
郎
（36回）
。
昭和50
（1975）
年４月、アカシア会が
母校創立70周年行事を開催。記念行事
実行委員：藤居平一
（24回）
〔３頁のア
。
カシア夜話参照〕
昭和53
（1978）年の第130回例会から
会場ホテルシルクプラザ、会費３千円
に。平成４
（1992）
年、会費を４千円に
値上げ。平成11
（1999）年、第382回例
会から会場は広島アンデルセン、会費
４千円のまま現在に至ります。
会報377号：416号・417号より

共存していくべき事を描いた、我が国
の合唱史上不朽の名曲です。
演奏会へ向け、メンバーはほぼ１年
間、練習を積んで来ました。10月から
は指揮者の佐藤先生自身による厳しい
指導が広島と東京で行われました。そ
の甲斐あってか、当日は定員530人の
会場がほぼ満席で、秋葉忠利広島市長
などの来賓や外国人の聴衆の姿も見ら
れ、熱演に大きな拍手をいただき、最
後はアンコールに代えて、組曲『土の
歌』の最終楽章「大地讃頌」を会場全
員で合唱して、締めくくりました。

12月３日記 水本和実
（65回）

『新・教師列伝（上）
（中）
（下）』残りわずか！
平成15年２月〜平成19年１月、会報紙面に48回にわた
り連載された「教師列伝」では、多くの元教官の横顔が
紹介されました。
これをもとに、一昨年から本年にかけて、著者の小山
清先生が書籍版の『新・教師列伝（上）、
（中）、
（下）
』を上
梓され、200名を超える先生方の御姿が、生き生きと甦っ
ています。
これまで書籍版につきましては、アカシア同窓会等で
販売され、好評を博した結果、いよいよ残部が僅少と
なってまいりました。
アカシア会事務局 E メールアドレス

419 号 （15）

（元副校長

小山

清

著）

小山先生の生涯事業とも申し上げるべき、渾身の力作
『新・教師列伝』は、
（上中下）
３冊一括の場合は3,000円、
単冊の場合は1,000円です。
（代金は送料を含む）
アカシア会事務局
（電話082-253-5581）
あるいは
著者の小山清先生
（電話082-923-0979）
にお申し込みください。
akashia@fsc.hiroshima-u.ac.jp

（16）2009 年 1 月
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419 号

事 務 局 だ よ り

12 月例会レポート
開会挨拶

向井恒雄氏
（50回）
我が校では、管弦楽と野球が、活躍
しております。管弦楽は、12月28日に
東京の管弦楽フェスタに５年連続で出
場します。演奏者は、遠征費・楽器も
自費でまかなっておられます。すばら
しい管弦楽を是非応援してあげて欲し
いと、東京アカシア会にも働きかけて
いるところです。
野球班優勝報告 西原利典氏（73回）
軟式野球班は、10
月に行われた第53回
秋季広島県高等学校
軟式野球大会で優勝
しました。秋季大会
は県大会までです
が、
今回の優勝により、春季大会のシー
ド権をいただいております。春の大会
で勝ち進めば中国大会へと駒をすすめ
ることができます。勢いに乗って夏の
全国大会も目指したいです。
乾杯
長沼 博氏（33回）
来年も、皆様元気でこの会にご出席
いただけますよう乾杯！

ビンゴゲーム

年末恒例ビンゴゲームには、アカシ
ア会と広島アカシア会役員の皆様から
たくさんの景品が提供されました。自
転車、サンフレッチェ・カープ選手の
サイングッズ、バスソルト、お酒、お米、
みかん、スナック菓子詰め合わせ、商
品券などなど…豪華景品を求めて１枚
200円のビンゴカードを10枚近く購入
する人も！お目当てのものは手に入っ
たのでしょうか。
新年互礼会にもまだまだたくさんの
景品を用意しているそうで、楽しみで
す。
今月は、49回の皆さんの同期会を兼
ねてのご参加もあり盛況。ビンゴゲー
ムで盛り上がり、楽しい１年の締めく
くりとなりました。

12月例会出席者（敬称略71名）

◆「維持会費未納の方へ」が入ってい
る方は、同封の振込用紙で維持会費
１万円をお振込みください。毎年1000
円振込む方法もあります。
◆奥出政清先生のご遺族から、
「故人
の強い遺志により、葬儀の際にいただ
きましたお香典の一部を寄付させてい
ただきます」
と寄付をいただきました。
◆佐々木文也氏
（36回）のご遺族から、
「長い間ありがとうございました」と
寄付をいただきました。
◆新事務局員紹介
昨年10月より古本小
美さん
（72回）がご家庭
の事情で非常勤となり、
新しく事務局の業務に
加わることになりまし
た。２年前に下幹事として月１回アカ
シア会館に通った後、特に深くかかわ
りをもってきたわけではない私にお声
をかけていただいたのも何か縁あって
のこと、と思っています。まだまだな
れない業務・電話応対などに右往左往
するばかりですが、温かく接して下さ
る先輩方、
同級生、
後輩の皆さんに日々
感謝です。色々ご不便をおかけするこ
ともあるかと思いますが、よろしくお
願い申し上げます。 大田陽子
（74回）
◆アカシア会館の耐震補強工事が始ま
りました。

（33）長沼 博、
（36）川妻二郎、
（41）新井俊一
郎、菊地日朗、高田 勇、浜田逸郎、
（43）後
藤吟子、西山英明、
（45）桐原修二、
（46）湖尻
浩子、
（48）長谷川忠彦、
（49）市岡徹也、植木
直之、川瀬博之、倉本戴壽、土井田 泰、中
丸 亨、原田瑠美、伴 由美子、平ノ内光一、
藤本勝子、古川時季子、宮本 修、
（50）井藤
壯太郎、小川玲子、中井美恵子、向井恒雄、
吉中康麿、
（51）上土康弘、茶藤健治、
（53）和
■■■ 恩師の訃報 ■■■
泉百合子、馬場則行、山手悊正、
（55）
近森 翠、
（57）
天畠純子、
（59）
田島正敏、松本 薫、三
藤井 堅志先生 平成20年６月13日
好 新、
（67）
高橋浩一、高橋裕子、
（70）
相原真
油井 猛治先生 平成20年６月25日
志、大心地清和、越智ようこ、織田秀和、
奥出 政清先生 平成20年10月８日
竹田 茂、中野佳子、平見尚隆、古元邦子、
謹んでご冥福をお祈りいたします。
部谷かおる、堀江祐子、松原明子、溝岡雅文、
宮本伸一、楪 佳子、
（71）
先
本賢司、
（72）
古本小美、
（73） 「同窓名鑑」
と名乗る調査カードにご注意!!
谷口公啓、西原利典、
（75）
昨年10・12月に人事新報社から
花 岡 奉 憲、
（76）赤 千 幸、
「広島大学附属高等学校同窓名鑑」
赤 正樹、大下洋嗣、小田
と題する名簿調査用往復はがきが、
アカシア会員に郵送されました。
上英生、髙 秀行、松浦勇
これは、母校や同窓会とはなん
人、三宅 功、
（77）
植田直人、
ら関係ありませんので、ご返信な
佐々木順一、
（96）
永町佳隆、
さらないことをお勧めします。
倉信達臣、眞鍋雄大

常に品質最高を心がける
本社・醸造蔵／〒739-0011
広島県東広島市西条本町4-31
TEL
（082）422-2121
東京支社／〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-9
TEL
（03）3668-4111

石井泰行（43）

アカシア会ホームページ

http://www.fsc.hiroshima-u.ac.jp/~akashia/

