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令和３年度東京鶴城会総会・懇親会の延期について

毎年５月第４土曜日に開催しております総会・懇親会ですが、本年は新型コロナウイルス感染症の収束の

目途が立たない状況から、幹事会で協議の結果、下記の通り延期いたします。

記

【日程】 令和３年 １０月 ３０日（土）

【場所】 銀座バグース プレイス （ＴＨＥ ＢＡＧＵＳ ＰＬＡＣＥ）

東京都中央区銀座２ー４ー６ 銀座Velvia館 地下１階

https://www.bagus-99.com/Bplace/

なお、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、総会・懇親会の開催可否の最終案内につきましては、本年

９月頃に書面にて、正式にご案内差し上げます。
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「東京鶴城会」ホームページ

http://kakujyoukai.com/
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妄想旅行

2016年00月00日 00:00～

この原稿を書いているのは令和３年４月８日です。

ちょうど1年前は黒川温泉で心の洗濯、いや積年の垢

を落としているはずでした・・・。昨年４月に定年記念

旅行を計画していました。行き先は熊本を中心に鹿

児島、山口に足を延ばし、２週間、観光や宇土高同

級生との懇親を楽しむつもりでしたが、あいつのせい

で中止せざるを得ませんでした。定年旅行の中止は

堪えました。２週間生まれ育った故郷を旅すれば、人

生に一区切りが付き、その後の人生を自然体で過ご

せるかな、と思っていたからです。

夏になれば収束するかもと淡い期待を抱いたので

すが、第二波が来て、旅行どころではなくなり、その

後も皆様ご承知の状況が続きました。やっと今（令和

３年４月）になって、開き直ることができるようになり、

再び熊本旅行に思いを馳せるようになりました。

昨年とは違い、長く休めないので、今年は分割して

旅行するつもりですが、あくまでも定年記念という特

別な旅行と位置づけ、これまで行ったことがない熊本

の名所を訪れたいと考えています。いろいろと計画を

立てていますが、一番目に行きたい所は宇土高生に

とってとても身近です。そこは宇土市栗崎町の菅原神

社境内にある楠です。「天神さんの樟」と呼ばれ、ご

神木として崇められているとのことです。樹齢400年

以上、幹囲12.3メートル、樹高27.5メートルであり、枝

張りは東西33メートルの広がりを持ち、遠望すると１

本の楠なのに大枝が林立して森のように見えるとの

こと。何と場所は宇土高校から南に約１㎞です。菅原

神社と呼ばれていますが、社殿はなく、上述のとお

り、楠そのものが神格化されています。こんな身近な

所に楠の大木があったことを知ったのは７年前で、以

来何度も行こうと思ったのですが、行けずじまいでし

た。「今度こそ」の心境です。

― ２ ―

富合町木原六殿神社楼門

嘉島町浮島神社

住吉町長部田海床路

二番目は黒川温泉（南小国町）の近くにある押戸

石の丘やマゼノ渓谷、小国町の鍋ヶ滝です。３年前

に熊本在住の宇土高同級生からこれらを教えてもら

いました。押戸石などはミステリーロードと名付けら

れた場所にあり、鍋ヶ滝は別名「裏見の滝」と呼ば

れ、滝を裏側から眺めることができるとのことです。

押戸石はパワースポットとして紹介されることが多い

ですが、私はパワースポットには関心はなく、ただ北

阿蘇から見る阿蘇の風景を堪能したいからです。
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世界文化遺産に指定された天草の﨑津集落(天草

下島西海岸)も是非訪れたいです。﨑津教会は想像

するだけで今から400年前にタイムトリップできそうで

すし、教会近くの浜辺に佇む海上のマリア像から眺

める夕日はこの世の憂さを忘れさせてくれそうです。

天草八郎くらいにはなれそうな気がしないでもありま

せん。

戸馳島灯台も心が動かされます。灯台のだいぶ手

前で車を降り、かなりの距離を歩き、そして最後15分

は海岸を歩き、やっと辿り着くところです。戸馳島に

は何度も行ったことがあります。戸馳島の若宮海岸

はありふれたビーチですが、不思議と穏やかな不知

火海と親和性があり、この５、６年は頻繁に訪れてい

ます。しかし、灯台は干潮時でないと辿り着けないよ

うなので、行ったことがありません。道無き道を行く小

さな冒険かな、と期待に胸を膨らませています。

熊本旅行の締めは、帰省の度に訪れている宇土市

花園にある立岡公園にします。僕は松橋町北曲野出

身なので、家の近くにある立岡は子供の頃から身近

でした。加藤清正が灌漑用水として築造した立岡池と

江戸時代後期に築造された花園池がある公園で、既

に僕が子供の頃から桜の名所として知られており、

近年は更にその評判が高まっています。池は古墳時

代からあるように周囲の風景に溶け込んでいます。

一方で熊本での同級会は自粛します。この５、６年

は熊本の宇土高同級生との飲み会をする為に帰省

しているようなものでしたが、流石に今回はひっそり

と熊本を訪れることにします。ただ、夕食だけは宇土

高同級生のご一家が経営されている料理店で取るこ

とにします（熊本市中央区安政町にある「瑞恵」・リー

ゾナブルな価格なのに味も素材も絶品です。田中会

長と偶然店で出くわしたことがあります）。

肝心の旅行の時期ですが、未定です。新型コロナ

の隙間を狙って直前に決定するしかないなと思って

います。そう思いつつも令和３年の東京鶴城会があ

る10月までには最低でも２回旅するつもりです（と

言ってみたものの第四波が来そうで、どうなることや

らですが）。

２回目もこれまで行ったことがない山都町の井無田

高原、産山村の池山水源・山吹水源、天草倉岳にあ

るエビス地蔵などを訪ねようと思っています。

このように、私の頭の中は熊本旅行のことでいっぱ

いです。今は妄想に耽っているにすぎませんが、今

年10月の東京鶴城会で皆様とお会いする時に旅行

の状況をご報告出来ればと願っています。

昭和５３年卒 中山 克美

美里町霊台橋

戸馳島若宮海岸



新型コロナウィルス禍での散策
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新型コロナウィルスが日本に上陸して1年以上にな

りますが、収束の気配は、

全く見えてきません。目に見えないウィルス、感染して

も症状が出ない人も多くいることから、最適な効果あ

る対策ができず、一番の怖さ、厄介さがあると思いま

す。

対策の一つであるワクチン接種が始まりましたが、

ワクチンがスムーズに早く供給され、感染防止につな

がることを願うと共に私達一人一人が、日常生活の犠

牲も最小限に考慮し、これまでの対策を厳守・継続す

ることも重要ではないでしょうか？

そこで、小生の日常は、展覧会や演劇・スポーツ観

戦、旅行、外食などは全く行かなくなり、体調維持の

ため、自宅周辺（数Kｍ以内）や広い公園などを散策

したり、買い物に行ったりしています。散策中は、周り

の景色やきれいな花壇・立派な菜園を楽しみながら、

目標歩数（6,000～8,000歩）を達成するように約1.5時

間頑張るようにしています。年のせいもあり、歩幅が

少しづつ狭くなってきました。（約１１０歩／分、約４０

㎝弱／歩）

社会生活が大きく変化している中で、皆さんも色々

と工夫されながら、感染防止対策も頑張っていらっ

しゃると思いますが、新型コロナウィルス（異種コロナ

種とも）が早く収束し、以前の生活に戻り、皆さんとの

交流も自由に楽しみ、気分爽快な日々を過ごしたいで

すね。

散策時の夕日と自宅近くからの富士山です。

昭和３９年卒 谷川 研一

― ４ ―



もしかしてもう老人？
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こいびとよ～ぼくは旅立つ～ひがしへと向かう列

車で～・・・

てな感じで、三年間の宇土高校寄宿舎生活を終えて天

草に戻った。一週間も経たないうちに、故郷にまだ未練

たらたら残して、中学生までお世話になった連絡船「童

丸」に乗り込んで、親戚や親に見送りされて生まれ育っ

た島を離れた。熊本駅発、まだふさふさだった

後ろ髪を引かれて見送られながら「みずほ寝台特急」

に乗り込んだ。翌日の昼前に到着した田舎者少年？

青年？は都会生活が始まった。

新聞奨学生から東京の暮らしがスタートして、46年が

過ぎて大病もなく元気に今日に至っている。

振り返ってみると、親にもらった丈夫な身体だけが財産

で、感謝しながらの山あり谷ありの人生を歩んできたも

のだ。

いよいよ今年、高齢者の仲間入りだってさ。

自分が高齢者扱いになって老人に分類されるなんて、

信じられんし納得できんたい。想像もしとらんだったば

い。

気持ちはまだまだ若いつもりではあるが、悲しいかな

「老化」は確実に進んでいるようだ。最近では家族らに

は間違いなく年寄り扱いされる機会が増えてきた。人

や物の名前がその時パッと口から出てこなくて「あれ

よ！」「それよ！」みたいな会話になってイライラしてさ

れて、あとで関係無い時にあれよそれよを思い出して

本人はスッキリだけど笑われて・・・。

ちっちゃい頃は還暦を過ぎたオッサンは間違いなく年

寄りに見えてた。いざ自分がその年齢をいつの間にか

越えていることに気づいてあらビックリ、社会的には老

人なんだね

少子高齢化社会になって未来の日本はどうなっていく

のだろう？ コロナ禍はいつ解決するのだろう？福島

原発事故からの立ち直りはいつ？海洋に流すという

汚染水の将来的な影響は？東京オリンピックは本当

に出来るの？ 開催されたら璃花子ちゃん、ガンバ

レー。

あぁあぁ、考えだしたら眠れな～い。夜中に目が覚め

ちゃったら眼が冴えて寝れな～い。しょうがないから本

でも読むか～。あららら。眼の焦点が合わないやー。こ

れって老化？

先日亡くなった橋田壽賀子さんみたいに生涯現役で、

コロッと家族に見送られ、消えられたらいいね～

昭和５０年卒 森内 忠美

法律問題でお悩みがあれば、ご遠慮なくご相談ください。
［取扱分野：労働問題、企業法務、特許、相続、その他一般民事事件］

弁護士 伊藤尚 （いとう ひさし、平成１１年卒）

奥川法律事務所
東京都千代田区永田町２－４－３
永田町ビル８階 奥川法律事務所

TEL：０３－３５８０－６３５８

※宇土高校の卒業生またはその関係者の方には、初回法律相談料無料にてご相談を
お受けいたします。

― ５ ―



〜山ガール日記2021.3〜
桜咲く奥高尾で酒場放浪記のあの人に会う！
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友人から「桜を見に行けるよ」と連絡があり、奥高尾

を歩くことにしました。2020年春はコロナ、2019年春は

週末に限って雨でお花見登山ができず、いつも葉桜

の時期になっていました。葉桜は葉桜で新緑眩しく

清々しいですが、やっぱり山でのお花見は格別です。

時は3月某日。翌日はお天気下り坂とあって、お花見

目当ては誰も同じで、高尾山口は大勢のひとで賑

わっていました。改札を出て、待ち合わせ場所の高尾

山ケーブルカー乗り場前に向かうと、広場はソメイヨ

シノが満開でお出迎え。これを見ただけで、もうワクワ

クがとまりません。枝いっぱいの桜の花びらは、とて

もゴージャスですね。青い空によく映えます。

友人とお久しぶりの挨拶を交わし、ひととおり写真を

撮り、お互いの近況を報告しながら準備体操と本日

のコースを相談。人が多いので、稲荷山コースの途

中から、人混みのない静かな関東ふれあいの道を歩

いて一丁平（いっちょうだいら）へ合流、城山（しろや

ま）で乾杯しよう！ということになりました。友人は、半

年以上ぶりの登山なので、お花を見つけながらゆっく

り歩こう、ということで出発。後から登ってくる人たちに

道を譲りつつ、熊本弁で話しながら歩きます(彼女は

玉名高校出身)。

高尾山にはたくさんの巻道(説明しよう！「まきみち」と

は、ピークを踏まず、比較的平坦な道のことを指しま

す。)があり、今回も高尾山山頂には行かず、登山者

メインの奥高尾に位置する一丁平、城山を目指しま

す（説明しよう！城山は、中央フリーウエイの小仏峠

付近の山なんですよ）。

関東ふれあいの道は、ほとんどすれ違う人がおらず、

暑くもなく寒くもなく、心地よい風が吹き、マスクを外し

て歩きました。あっちへこっちへとお花を撮りながら歩

くので、なかなか歩が進みません。そんな牛歩でも、

タブレット持参のご婦人に追いつきます。なにやら植

物をお調べ中。私たちが写真を撮っていると声をかけ

て下さり、お花をたくさん教えてくださいました！ひとり

でお花をたのしむ気難しそうなひとかなと思っていた

のですが、後になり先になりして、気さくにお花の名

前や由来を教えて頂きました。この時期は、様々な種

類のスミレがたくさん咲いていました。

― ６ ―

一丁平の分岐で、ご婦人とお別れして、ちょっとした

短い急登を登り、一丁平へ向かいます。合流はまだ

かなあ、と思い始める頃、山桜が見え始め、談笑す

る声と美味しそうなお昼ご飯のにおいが漂ってきた

ら、そこは一丁平です。

ここの山桜は見事で、たくさんのひとが思い思いの

場所でお花見ランチ。山桜は、ソメイヨシノのように墨

色の枝に鈴なりの花、といったゴージャスな見栄えで

はなく、枝が空に伸び、小ぶりの花が咲きます。武士

のような凛とした佇まいですね。高い枝に花が咲い

ているので、「山に桜が咲いている」ことが遠目にも

見えます。

それにしても美味しそうなにおい。お腹すいたな～。

でも、ここには茶屋がなく、あいにくベンチも満席なの

で、ビールを目指して城山を目指します。
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20分ほどで城山へ到着。城山の茶屋ののぼり旗が見

え、階段を登りきり、満開の城山のような桜を期待して

いましたが、まだ2～3分咲きでちょっと拍子抜け。でも

まあ、まずは乾杯しょう！ということで、席を確保して

ビールで乾杯。そして山ご飯の準備。私は、2021年夏

の北アルプステント泊山行に備えて、ポケットストーブと

メスティンで初炊飯練習です（説明しよう！ポケットス

トーブとはガスを使わず、固形燃料で炊飯可能なお鍋

などを乗せるための五徳。メスティンは、アルミ製の箱

型のいわゆる飯盒のこと。いまアウトドアクッカーとして

大人気。100均でも販売されていますが、ポケットストー

ブはエスビット、メスティンはトランギアが有名）。

ポケットストーブ付属の固形燃料に、なかなか火がつ

かない。原因は、固形燃料の上下の向きがあり、模様

がある方が上でした（なるほどですね）。風で燃焼効率

が悪く、1個燃え尽きる頃には、ふっくらご飯が仕上が

るはずが、２個使ってもご飯が固く、少しお水を足して

ガスで仕上げる結果に。でも、つやつやふっくらおいしく

炊けました！勉強になった！！おかずは、おひとり様

用のお鍋シリーズを試したく、女子力を意識して豆乳

鍋。おいしかったけど、炭水化物強化で投入したそうめ

んにより、汁がほぼなくなりました（献立の勉強になりま

した）。

友人持参の餃子、春野菜のオリーブオイル炒めは、緑

鮮やかでお塩だけの味付けがとても美味しく、ビールと

合わせて最高の山ごはんになりました。デザートは、や

はり桜餅でしょう。道明寺と珈琲は、別腹でございま

す。そんなこんなで2時間ほど城山山頂で遊び、満腹に

なったので下山します。桜を眺めながら一丁平を下ろう

ということになり、稲荷山コースで下山しました。

― ７ ―

下山途中、なんと吉田○さんと遭遇！私は気づかず、こんにちは

～といったんすれ違いました。すると、私の後ろを歩いていた友人

が「ねえねえ！いまのひと吉田○さんじゃない？」と気づき、振り向

いて吉田○さんとおぼしきひとの後ろ姿をガン見していると、これ

また気づかずすれ違ったお兄さんが「有名人でもいたんですか

あ？」と声をかけてきたので、「吉田○さんかもって。。」と言った

ら、そのお兄さんが「なんですって！僕、吉田○さんの大ファンな

んです！！写真撮らせてもらいましょう♪」と走り出したので、一緒

に追いかけていった次第でした。そのお兄さんが「吉田○さんです

か？」と声をかけると「ははは。そうです。写真いいですよ」と応じて

くださり、お兄さんと代わりばんこに写真を撮らせて頂きました（同

じような写真を何枚も撮っておりました）！うれしかったです。吉田

○さんは、城山の茶屋で1杯やるとのことでした。ですよね～♪時

間は14時半頃。人出がひいた時間帯を狙っての山行なのかな。

というわけで、お花とひととのふれあいのとてもすてきな1日となり

ました。

昭和５８年卒 楠村 佳代子



2020年度 東京鶴城会収支報告書

― ８ ―



2020年度 会費納入者内訳

― ９ ―

皆様のご理解とご協力に、深く感謝申し上げます。

◇編集後記◇

初夏の花々が見頃を迎え、今年は季節の進みが

少し早く感じます。総会・懇親会は、新型コロナ感

染症が収束せず、再びの延期が決まりました。

その様な状況下ではございますが、皆様のお力

添えにより、東京鶴城会便り第１５号を発行するこ

とができました。有り難うございました。

気が抜けない日々が続きますが、皆さまどうぞご

自愛の上お過ごしください。 平成９年卒浅沼信雄


