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宇土半島を一周しました
11月中旬に熊本に帰省しました。 なりました。
無料で読めますが、僕はいつも5行か
16日の土曜日は昭和53年卒の同窓会
暫く走り、不知火海に浮かぶ戸馳 ら先には進めません。
に参加し、同級生と再会できました。島に進路を切り換え、若宮海水浴場
ドライブの最後は住吉の長部田海
卒業以来35年ぶりに会う方が何人も という島の南側にある海岸に車を止 床路です。関東では流れていません
いたこともあり、懐かしさと嬉しさ め、辺りを散策しました。天気が良 が、「近道は遠回り。急ぐほどに足
に包まれた時を過ごすことができま くないこともあり、いかにも不知火 を取られる」で始まる麦焼酎のＣＭ
した。翌日は松橋の実家に顔を出す 海らしい淀んだ海の色でしたが、そ に使われ、この数年人気が高まって
前に宇土半島一周をしました。就職 れが熊本の海らしさであり、違和感 いるとのことです。僕のあやふやな
してからも帰省の度に半島を巡るこ はありませんでした。14年ぶりに訪 記憶では長部田海床路は昭和50年代
とが一番の楽しみとなっています。 れた戸馳島では、ただ海を眺めてい 前半に出来たたような気がします。
この20年は時計回りのコースを取っ ました。なお、三角東港と島を結ぶ 今回初めて車を停め、海床路を少し
ており、今回も小雨模様の中、不知 定期船は今年６月に廃止されていま だけ歩いてみましたが、特段の感慨
火から三角に向かいました。
す。
はありませんでした。潮が満ち、路
最初の休憩地は不知火の道の駅で
再び車を走らせ、いつもは必ず立 が水没し、電信柱だけが見えている
す。温泉施設も併設されているため ち寄る三角東港は通り過ぎ、西港で ような状態であれば、あるいは天気
か、駐車場は満車状態でした。デコ 車を停めました。今やとても有名に が良くて干潟の向こうに雲仙が見え
ポンは買わずに、直ぐに車に戻り、 なっている西港はたくさんの人で賑 れば、違ったかもしれません。それ
再び三角を目指しました。国道266号 わっていました。石積の埠頭から目 でもどうしても行きたかった海床路
線は整備が進んでいるようで、通る の前の海越しに大矢野島を眺めると、に足を入れたので、達成感が得られ
度にＵ字状のカーブが少なくなって 高校時代に大矢野でキャンプしたこ ました。
いる気がします。小学5年生の時初め とが蘇ってきました。平成5年に復元 宇土半島と有明海、不知火海が織
て自転車で宇土半島を一周した際に された浦島屋の２階で珈琲を飲みな りなす風景は決して風光明媚ではあ
苦しめられた坂道を忘れてしまいそ がら「ここに小泉八雲が泊まったん りませんが、いつものように、故郷
うで、寂しい気もします。左に干潟 だ」と思ううちに、浦島屋が舞台と に帰って来た実感を湧かせてくれま
の不知火海を、右にミカン畑を望み なった短編「夏の日の夢」を最後ま した。
昭和53年卒 泥海次郎
ながら進んでいくと、あっという間 で読めばよかったと後悔しました。
に三角の半島南側入口である郡浦に この作品はネットで公開されており、

長部田海床路

戸馳島の海岸
三角西港
１

「心を平穏に保つには！」
皆さんは、身近な人と感情的に揉めた時には、どのよ
うに対処されていますか？えっ！？争ったことはい！？
そういう人には、この文章は無用ですのでパスして下さ
い。自分と同じように、比較的感情的になる方には、多
少は参考になると思います。
自分は、元々、非常に感情的になり易くて、子供の頃か
らあちこちでよく衝突をしていました。そんな自分が、
何がきっかけだったかは思い出せませんが、５０代の半
ばになった頃に、感情的になって怒ることがなぜだかば
かばかしくなりました。

これは、同僚や上司に対しても同じことです。
上司の言葉にカッと来た時には、その上司に助けられ
たことを思い出しましょう。同僚の無礼な振る舞いに
カッと来た時には、その同僚のおかげで上司と喧嘩を
せずに済んだことなどを思い出しましょう。きっと心
が平穏になるはずです。えっ！？ 今の上司には世話
になったことなど一度もないぞ！ですって！？そんな
時には、その上司への気持ちの『貸し』としておきま
しょう。

房総の釣り

こんな文章を書いた私に腹が立った人は、ほかの
そして、同時に怒らなくて済む方法を思いついたので コラムで気を落ち着かせてください。いつも心を平穏
す。気が付けば非常に簡単なことですが、例えば、家内 に保っていれば、きっと良いことがありますよ。
の行動や言葉にキレそうになった時には、以前に家内に
世話になったことを思い出すのです。自分が遠くの病院
萩原 秀文（昭４２年卒）
に入院した時に、毎日、見舞に来てくれたことや、子供
の出産時に、酷いつわりにも拘らず、自分の世話を怠ら
なかったことなどを想起すれば、目の前の多少の嫌なこ
となどは簡単に許せてしまいます。

熊本弁講座

- 「き」編 -

創刊号からシリーズ化した熊本弁講座ですが、また
また好評につき？ 今回は「き」編です。どうぞ声に
出して、熊本弁を懐かしんでください。
①「きしょく」（気持ち）
「きのう、きしょく悪か夢ばみて、よう眠れんだった」
（昨日、気持ち悪い夢をみて、よく眠れなかった）
②「ぎゃん」（このように、こんなに）
「よかかいた、ぎゃんすれば、面白かけんね」
（良いですか、このようにすれば、面白いですよ）
③「きんなか」（黄色い）
「そんきんなかメロンは、何て言うとかいた？」
（その黄色いメロンは、何と言うんですか？）
④「きつか」（苦しい、辛い）
「最近の若モンな、きつか仕事ばさっさんもんね」
（最近の若者は、辛い仕事をしないんだよね）
⑤「ぎめ」（バッタ）
「あそこん家の娘は、ぎめんごつ、痩せとらすな」
「あそこの家の娘は、バッタのように、痩せていますね」

⑥「きなっせ」（来なさい）
「今日暇なら、うちん、きなっせ」
「今日暇なら、私の家に来なさい」

⑦「きもん」（着物）
「あたがきもんな、あばだろ？」
「あなたの着物は、新しいでしょ？」

It’s a Kumamoto Dialect

高校時代のクラブ活動
私は高校に入学して、クラブ活動は何にしようかと考えた。そして、
決めたのがバドミントン部だった。どちらかと言えば文科系である私が、
スポーツ部に入ったのは、今から考えると不思議な気がする。たぶん少
しは体を鍛えたかったのだと思う。

クラブ活動は、自分が考えている以上に激しいものだった。長距離の
ランニングやフットワーク練習は、やはりきついものだった。それでも
、同じクラブの仲間と共に夏休みまでは頑張っていた。しかし、秋にな
りついに耐えられなくなり、部長に話をして退部した。自分でも根性が
なかったなと思う。今でも高校時代の苦い思い出である。
その後、中学校時代の友人に誘われて、地学部に入った。特に興味が
あったわけではないのだが、何となく入ってしまった。一週間の活動日
数がそれほど多くなかったことも入部理由の一つであった。それゆえ、
熱心ではなく充実感というものはあまりなかった。
そんな時、高校に入学して友達になったＨ君から、「ユースホステル
同好会」に入らないかと誘われた。その時はユースホステルって何だろ
うと思いながらも、自然と入ってしまった。本来なら、いろいろと各地
のユースホステルに泊まったりすることが活動なのだろうが、宿泊した
記憶はほとんどなかった。日帰りの活動が中心だった。
その中で、一番覚えているのが、宇土から天草方面までのナイトハイ
キングであった。夜9時頃出発し向かったのだが、仲間と共にいろいろな
話をしながら歩いて、非常に楽しかった。今だと、徹夜の行動などとて
も出来ないと思うが、その時は高校生の若いエネルギーで、疲れを感じ
なかった。友達との親交を深められた素晴らしい夜だった。また、こん
なこともあった。県内のいくつかの高校のユースホステル部が集まる会
があった。他の高校生と交流出来るいい機会だったのだが、一人目立つ
人物がいた。熊本第一工業高（現 開新高）の瀧川広志さん。そう、あ
のコロッケである。色々なものまねをやって、みんなにうけていた。本
人はその時の事など覚えていないと思うが・・・。
このように、私の高校三年間のクラブ活動は、胸をはって他人に言え
るような充実したものではなかった。しかし、活動を通じて多くの友達
を得ることが出来た。（中には残念ながらもう亡くなった人もいるが）
今は、なかなか帰省出来ていないが、Ｈ君とは今でも年賀状で挨拶して
いる。ささやかながらも、実りあるクラブ活動であったと思っている。
藤野
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博英（昭５４年卒）

Cちゃんと木綿のハンカチーフ
「♪恋人よー 僕は旅立つー 東へと向かう列車でー・・・」

上京した年の年末頃に流行った、ぼくよりちょっとお姉さ
んの太田裕美さんの「木綿のハンカチーフ」の出だしの一節
だ。
宇土高校の卒業式（３月１日だったか）が済んで１週間も
しないうちに夕刻近くの「みずほ号」（寝台特急列車）で東
京に向かってから40年近くが過ぎた。
新聞奨学生で行くと進路を決め、急な上京指令に、慌ただし
く準備して故郷天草からの早春の旅立ちであった。
高校時代は３年間、寄宿舎生活を送ったので、親元を離れ
る寂しさはそれほどでもなかった。それでも、通いなれた連
絡船が港を離れるとき「テンゲ」（オバサンたちが頭に被っ
ていた薄いタオル）を振って見送ってくれた、今は亡き母
ちゃんや親戚、友人等の姿を思い出すと、今でもウルッとく
る。極めつけは熊本駅のホームの影からこっそりと見送って

くれたCちゃんを見かけたときの「あぁ、もういっちょん東京
にゃ行こごたなか！」が本音だった。
「辛かけん見送りにはいかんけん」と言ってたのに・・・。
遠く離れてしまったCちゃんとは、黄色い公衆電話で右手に握
り締めた百円玉の残りを気にしながら遠距離電話したり、夕
刊を配り終わって、明朝の折込チラシの準備をしている新聞
販売所の呼出し電話に、先輩や同僚に冷やかされながら小声
で話したことなど、恥ずかしかったけど懐かしい思い出。
Cちゃんとは、高校卒業以来一度も会っていないが、結婚し
て姓が変ったことや仕事のことやら、鶴城会の同級生からち
らほら耳にしていた。すっかり頭も年配のご僧侶の如くスッ
キリしてしまった今のぼくだけど、18歳のままのCちゃんが、
二階にあった図書館のすみっこの席で、人の気配を気にしな
がら、涙目で微笑み返しをして見つめている顔で止まってい
る。
（50年卒 TM）

んでいるのではないかと思う。
騒を忘れさせるような静かな環境に囲ま
アメリカ大使といえば、先日アメリカ
れ、想像を絶するほどの広い庭は、熊本
今年(2013年）でケネディー元大統領
大使館からパーティーのお誘いがあった
の普通の家のものよりも断然広い。土地
が暗殺されて50年が経ったとのこと。ア
ため出席してきた。今年9月に開催された 価格など考えたら、とてつもないくらい
メリカではケネディー元大統領の暗殺に
関するテレビ番組や本が、再びブームに ため、アメリカ駐日大使はケネディー氏 の値段だろうなあ、と考えているうちに
、楽しかったパーティーは幕を閉じた。
なっているという。歴代の大統領の中で が決まったところで、大使館側の主催者
ボストンを離れて4年が経つが、ケネ
は、カート・トン在日米国大使館首席公
も支持率は高く、ケネディーの人気ぶり
使であった。もし、もう少し早く大使が
ディーの話やボストン・レッドソックス
は今もなお続いている。ケネディーの生
まれは、マサチューセッツ州・ボストン。決まっていれば、ケネディー駐日大使に の優勝など、ボストン生活を懐かしむこ
ハーバード時代に住んでいたアパートか 会えたのに！と多少残念ではあったが、 とが多くなった。本屋に行けばボストン
らは車で10分くらいの閑静な住宅街にそ トン首席公使のご自宅でのパーティーに のガイドブックを読み、ボストン特集が
の家はあった。特に大きな豪邸ではなく、は、アメリカ大使館内のクリニックのド ある雑誌が目に付けば、必ずと言って良
クター2人の他、事務官や大使館内の職員 いほど手に取っている。ハロウィンやク
外観が緑色の、今で知られているような
ケネディー家を彷彿させるような佇まい の方々を診察している近辺のクリニック リスマスの時期が近付くと、仮装して歩
ではなかった。しかし中を見学すると、 のドクターたちが招待されており、東京 いた街中の景色や、クリスマスツリーの
当時のケネディー家の、子どもに教育に のど真ん中ではありながらも、アメリカ 光景が目に浮かぶ。日本では決して経験
対する熱心さが伝わってくるような感じ を思い出させるようなパーティーであっ できない、“日常の中の非日常”を経験
た。まず受付を済ませると、ビールやワ できることも、留学で得られる“財産”
の家であった。
ボストンから車で2時間ほど走ったと インなどが振る舞われる。そこにはクラ だと思う。（今回はボストンの楽しみに
ころにケープコッドという別荘地がある ッカーやナッツなどの軽食が用意されて ついてお伝えの予定でしたが、次回にさ
せて頂きます。）
。その入り口にある風光明媚な港町のハ おり、お手伝いさんが一口パイや海老の
天ぷらなどを持ってきてくれる。参加者
イアニスというところに、ケネディーの
内山 伸（平成5年卒）
別荘地がある。我われもこの地を訪れた たちは思い思いの飲み物と軽食でまずは
会話を楽しむ。会が開催されて30分くら ＊内山さんは現在、浅草ｸﾘﾆｯｸで内科医と
が、このように、ボストンとケネディー
してご活躍中。
家は切っても切れないような縁がある。 いしてから、トン首席公使による日頃の
診療に対する感謝の言葉が延べられ、そ
ケネディー家と言えば政界では有名な
家系で、華やかな印象が強い半面、ケネ れが終わると奥の部屋の扉が開いて、メ
ディー元大統領は暗殺され、その息子は インの食事がバイキング形式で提供され
た。
飛行機事故で亡くなるなど、不遇の家系
このようなパーティーの形式は、日本
でもある。そんな中、ケネディー元大統
ではめったにお目にかかることはない。
領の愛娘であるキャロライン・ケネディ
ー氏が駐日大使になったことは、誰より しかもアメリカ大使館関連の建物でのパ
も父であるケネディー元大統領が一番喜 ーティーなど、なかなか経験できるもの
ではない。首席公使のお家は、都会の喧

ケネディーとボストン

…
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「四国名城現存四天守閣を巡る男旅」
現存天守閣１２天守を巡る旅も毎年恒例になってきまし
たが、平成２５年は、四国に現存する４天守を巡る旅を企
画実行しました。
私（境屋）１人で行くには、もったいないと賛同同行を
申し出る同期生が現れ、宇土高同期生４人で２泊３日の男
旅に行くことになりました。気楽な独り旅から、４人の同
期生の男旅を楽しいものにするには？？先ず、私が四国の
現存天守閣の場所とルートを充分研究する事から始めまし
た。なんせ四国は学生時代に一度行ったきりで、殆ど不案
内の為、旅行会社のツアーを探しましたが、４人のスケジ
ュールの関係で、日程に合った四国４天守を巡るツアーが
無く、個人企画旅行で旅程を作ることになりました。旅行
企画の概略は、２泊３日で１日目は、羽田から高松空港ま
で飛行機で移動、高松空港からはレンタカーで「丸亀城」
を攻略し宿泊予定の高知へ移動し「高知城」を攻略し、高
知で１泊する計画。２日目は、高知から、桂浜、四万十川
を経由して「宇和島城」へ、道後温泉で２泊目。３日目は
道後温泉から「松山城」を攻略し余裕があれば、鳴門の渦
潮の見学と壮大な旅程の企画となりました。
結論から言えば、ほぼ、計画通りのコースでの男旅とな
りましたが、予定通りには行かないことが、この男旅の気
楽な点で楽しみと思い、計画にはない思いつきコースも想
定する一部気ままな余裕の旅となりました。したがって、
レンタカーの走行距離も３日間で７００ｋｍ程の長距離の
大移動が想定され体力維持には一部不安もありました。
又、同期４人は、酒豪ぞろいで、宿泊先では酒宴の連夜も

想定され、計画通り移動が出来るのか？立案時にはいろ
いろ心配しましたが、結果的には無事に四国の４天守閣を
巡ることが出来ましたことは、同行の皆さんの日頃のおこ
ないが良かった為と感謝しています。
前置きはこの位で「四国名城現存四天守閣を巡る男旅」
の１番目の天守閣は「丸亀城」です、先ず羽田から高松空
港に移動し、レンタカーの手続き等で、丸亀城に向かった
のはお昼頃！途中に讃岐うどんの店があり、皆さん「先ず
は腹ごしらえ！」あまり大きくない普通のうどん店に入っ
て、セルフサービスでトッピングのかき揚げ等をのせて食
べたら、これが結構！安くて旨い！店構えとかじゃないね
！と満足し腹ごしらえが終わって「丸亀城」へ、天守まで
の道が急坂で、途中66mの高さを誇る石垣を横目に坂を登
って、やっと天守のある頂上へ、頂上は平らで広いのです
が、天守は広場の端っこにポツンと建っていて今まで見た
天守に比べてとても小柄なかわいらしい天守閣でした。天
守の奥には瀬戸大橋が見え、瀬戸内海が見渡せる景色の良
い所でした。天気も良く９月中旬とは思えない暑さで、汗
だくで登るのに苦労しました。
昭和４０年卒

境屋由夫

印象に残るのは四万十川の畔の由緒ある鰻屋で食べた天
然のうな重定食、高知のさわち料理、毎夜いただき過ぎた
おいしい地酒。次はどこにしようか。（同行者）

丸亀城天守閣（香川県）
宇和島城天守閣（愛媛県）

瀬戸中央自動車道「与島ＰＡで記念写真撮影」
高知城大手門と天守閣（高知県）

松山城天守閣（記念撮影・愛媛県）
道後温泉本館（今でも温泉入れます！愛媛県）
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優秀な宇土高校卒業生である皆さんの中には、特 でもありません。
許が認められて大儲けをした人もいらっしゃること
特許を購入した企業にしてみれば、もし、その物
でしょう。青色ダイオードで何億円も儲かった研究 質が製品化され社会に受け入れられて白髪の人が減
者がいたことは記憶に残っていることでしょう。
れば、自社の主力製品である白髪染めの売り上げが
激減し、会社の存続が危ぶまれるような事態になる
ところが、非常に優れた特許が１私企業によって かも知れないと恐れたのでしょう。
日の目を見なかったことがありました。
その特許は、某研究所で開発された「白髪になり難
最近、白髪だらけになった自分にとっては、何と
も残念な特許の行方でした。
い」という物質の開発で、本来であれば、人類に
とって、特に黒髪の日本人にとっては福音となる開 たまたま、この事例は、自分が属している業界周辺
発であったはずです。
の事なので情報が得られましたが、他の業種でも、
同様な開発の買い取りが行われているのかも知れま
しかし、その特許をある企業が５千万円で買い取 せんね。
りました。開発者は、その企業が製品化をして世の
世のためになりそうな開発を疎ましく思う企業も
中に受け入れられ、喜ばれるものと確信していまし あるという事例でしたが、皆さんが携わっている業
たが一向に世に出ません。
界の周辺で、面白い事例や不思議な事例があったら
それもその筈です。なんと、その特許を買った企業 是非披露してください。
は、皆さんもよくご存じの「白髪染め」の主力メー
萩原 秀文（昭４２年卒）
カーだったのです。開発者が臍を噛んだのは言うま
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「新市街」
「河野ぶどう園」
前回ご紹介した「うせがたん」の姉妹店を紹介します。
次にご紹介するのは、熊本からお取り寄せして愛飲して
その店名は「新市街」！
いるぶどうジュースです。
今年の鶴城会総会で試飲していただいたので、飲まれた
新市街と言えば、熊本では繁華街の代名詞。おじいちゃん
世代だとネオンきらめく賑やかな場所を見ると「わ～、新市 方もいらっしゃると思いますが、一般のジュースとは全く
街のごたる」って言ってましたよね。
違うくらい濃厚で、まるで完熟した生のブドウをまとめて
名物の馬刺しをはじめ、どれも新鮮で美味しい熊本の食材を 口に入れた感じです。とろみのある喉ごしは飲むヨーグル
使っていて、ここが渋谷？と疑うくらいです。
トのイメージ。それでいて低カロリーなので、朝からたっ
特に、寒くなってきたこの季節には、国内最大級の地鶏天 ぷりといただけます。
草大王を使った水炊きがおススメです。
巨峰、竜宝、紅瑞宝、ベリーA、藤稔などのブドウを皮
お酒の後の〆には、高菜チャーハンや太平燕などはいかがで も種もまるごと絞ってあるのでポリフェノールいっぱい。
しょう？
添加物もありません。そのまま飲んでも、水か炭酸水を加
お店のドアには熊本の県の形がデザインされていて、「あと えて飲んでも美味しく飲めます。私はプレーンヨーグルト
ぜき」と書いてあります。
にかけて食べていますが、とても合います。
皆さん、お店に行った際は、ちゃんと「あとぜき」して下さ これを飲んだら、もうスーパーで売ってるジュースじゃ物
いね。
足りなくなるかも！！

「新市街」
渋谷区道玄坂１－１８－２ 野中ビル１F
電話 ０３－６４１６－４０１４

「河野ぶどう園」
熊本県宇城市松橋町内田９４５
電話 ０９６４－３３－３３１８

塚原 直美（昭52年卒）
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「知ったかぶりの“まめ知識”」の第２回目は、
「タイム・カプセル EXPO'70」です。「人類の
進歩と調和」をテーマとした、日本万国博覧会
（略称:大阪万博）は１９７０年に開催され、開催
期間中に、なんと、約６,４００万人の来場者数を
記録（2010年の上海万博に抜かれるまでは、万
博史上最多）し、当時、最大規模の大盛況でした。
この大阪万博を記念して、大阪城公園内（大阪
城天守閣の前）に埋設された「タイム・カプセル
EXPO'70」 （写真）ですが、未来の世界の平和
と繁栄を信じて、地下１５mに埋設されている
タイムカプセルは、１９７０年から５,０００年後
の西暦６,９７０年の開封を未来の人類にお願いし
ているのです。（私も、現地で確認しました）
タイムカプセル開封の時までに、「どうか人類
の平和と繁栄が続きますように」とお祈りします。

知ったかぶりの“まめ知識”–
-知っとんなはっですか？ 「タイム・カプセル EXPO' 70」編

タイムカプセルのモニュメント。
現物（2基）はこの地下10mと15m
のところに埋められています。

大阪城公園

私は、出張で海外に行く機会があります。昨年１０月末、
３年振りにグアムに行って来ました。グアムは、私の担当
地域であり、現地のビジネス・パートナーとの関係維持の
ためです。往復の機内を見渡すと、私と同僚以外は、家族
連れ、カップル等の旅行客ばかりです。スーツ姿は、確実
に視線を浴びてしまいます。
グアムの旅行客の約７割は日本人とのことで、グアムに
とって日本人は、大切な“お客様”で、現地のホテル、タ
クシー、免税店等では、親しみに溢れた接客マナーで「お
もてなし」してくれます。今回の宿泊ホテル（写真）では、
大変癒されリラックスできました。

事務局からのお願い
その1 寄付等のお願い
同窓会維持のため、『東京鶴城会便り』発行の援助金とし
て是非、広告・名刺、寄付をお願いします。１コマ（一
口）、５千円でお願いしたいと思います。年会費の納入と
合わせ、会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま
す。
その２『東京鶴城会便り』の原稿募集
『東京鶴城会便り』の原稿を随時募集しています。同期会、
郷里、旅行記、趣味、ふるさと自慢など、『東京鶴城会便
り』発行の趣旨、気持ちに会えばなんでも結構です。お礼
はできせんが、写真などがあればGoodです。投稿はメール、
手紙などで下記までお願いいたします。お気軽にお送りく
ださい。個人情報は十分気をつけて管理していますので、
ご安心ください。 感想、提案などあればお送りください。

グアムは、ハワイほどメジャーで
はありませんが、自然体のグアムが
私は大好きです。（編集者）
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昨年１１月２５日開催の東京熊本県人会第６０回記
念総会（会場：椿山荘）に参加しました。第６０回と
いうこともあり、千人近い参加者が会場を埋め尽くし
ていました。熊本出身の著名人も駆けつけて、会場を
盛り上げていました。
今や国内に留まらず、世界進出している「くまモ
ン」も、ステージ上で「くまモン体操」を披露してく
れました。キレのある躍動感たっぷりの「くまモン」
に、会場は大賑わいでした。熊本経済は、「くまモ
ン」のお陰で右肩上がりです。今回の県人会を通じて、
故郷・熊本県からパワーをたくさん頂きました。私も、
微力ながら、熊本をサポートしたいと思っています。

宛 先
・編集部 〒338-0811 さいたま市桜区白鍬135-13 坂崎 守寿
Email mori.reds-041205@jcom.home.ne.jp
・事務局 〒300-1636 茨城県利根町羽根野850-59 河野 毅
Email kohno@msd.biglobe.ne.jp
・送金先 郵便局
口座記号番号 ００１８０－１－７０８４５４
名 義 東京鶴城会

ウイルス対策・除菌・坑菌・消臭

５６会（昭和３１年卒）
大 川 勝 利
櫻 井 正 男
島 田 勝 年

『マタタコロ』

３８会代表

株式会社エースネット

宇城市出身の方、是非、ご参加下
さい。
塚 原 直 美（昭52年卒）

萩原秀文

幸 資
千 鶴

（昭38年卒）
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実家は蒲鉾製造販売の老舗です。
宇土に御帰郷の切は是非、「境屋
かまぼこ店」にお立ち寄りくださ
い。
住所：宇土市旭町421－4
TEL： 0964－22－0162

（昭50年卒）
〒154-0002
東京都世田谷区下馬3-32-8-205
E-mail: yavo-reene@s9.dion.ne.jp

永井 秀夫
(昭40年卒)

〒158-0083 世田谷区奥沢7－11－5
℡03-3704-0161 Fax 03-3704-0170

昭40年卒
境 屋 由夫
（宇土市本町5丁目出身）
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（昭４２年卒）
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〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-62 2F
TEL & FAX 03(3259) 1116
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松藤 明
（昭和５０年卒）

