謗静
1 9 5 6 年 ( 昭3 1 年) 卒 業の私達は、 「
5 6 会」 と称 し月 に1 回以上いろいろな集ま りを開いています。
は じま りは、正確な ことは忘れま したが、我泉が3 0 代後半 に少人数で始ま りま した。当初 は、仕事が忙 ししヽ
年代でもあ り、時々
会 って、上京 した先生方や 同級生 をもてなすため に集 ま り、 一 杯や つて しヽ
たのがは じま りで した。その後、世話役が決 ま り、毎年
新年会 を開き、在京の同級生 を集めよ うと努力 しは じめたのです。私 自身の中で は、卒業以来会 っていな しヽ
仲間 に 「会 いた い」、
そ して他の皆 にも 「
会わせた しヽ
」 としヽう思 しヽ
で、電話や手紙で連 絡 したものです 。さ らには、薬学部出身 と して、狭 い業界 にしヽ
る
ため、異業種の同級生 と話を した しヽ
との8 し ヽ
もあ りま した。
4 0 年余 りの間 に、亡 くな った人、連 絡が取れな くな つた人、返事が来な い人、転勤な どで東京 を離れた人な どを除しヽ
て、現在2 5
名 と連絡が取れる状況まで にな りま した。東京鶴城会 へ の関わ りは、 同級生のG 君 ( 故人) が 鶴城会の初期の頃に、世話人 ら ししヽ
ことをや つていて 、熱心 に我泉 を誘 った ことが夕
台ま りで した。そ して後 日、G 君 の ことでは、 鶴城会の先輩力 に大変 お世話 にな る
ことにな りま した。彼の熱b な 勧誘が、現在の我泉 にヨ￨ き継がれて しヽ
るのです。皆が定年 を迎え、それ まで新年会の とき 1 回 だけ
会 うの を大幅 に変 え、月1 回の ゴルフ コンペ 、月 1 回のマ ー ジ ャン会 とその後の飲み会、 新年会 ( 2 次会はマ ー ジ ャンとカ ラ牙ケ) 、
秋の 1 泊旅行 ( マー ジャンとカラ牙ケ ) 、 そ して秋の ゴル フ大会 ( 1 泊で家族参加) と しま した。
参加人数 はそれぞれの企画や 日時で異な りますが、8名 か ら20名 が集 ま
ります。 いすれ も話題の中心 は、 ご他間にもれす、健 康の話ですが、政治
の話 も、高校時代の話 しも盛 り上が ります。世話人 は、 ゴルフ (1〜 2人 )、
その他 (2人)で 運営 してしヽ
ます。 一番大変な場所の確保 と人数の確認は、
出来るだ け固定 した 日時 と場所で行 い、世話人の負担 を軽 く しています。
少 しひつ体 力的に衰える年齢にな り、記憶 もあやふや にな りま した。
後どれ くらしヽ
続 け られるかな と思 う今 回この頃です。古喬の祝 いをや りま
したか ら、次 は喜寿 を目標 にガ ンノヾりたいと思います。
島日 勝 年 (昭31年 卒)
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東京鶴朔会中ヘ
足を運んでくださ〜 しヽ

こんにろは。私は昭禾□58年卒の 1日
姓 蝕 日佳代子 (くわた かよ
こ)で す。聖子ち ゃんブ ームで、かわしヽ
こぶ りつこが流行 してい
た当Bき
、私はバスケ ッ ト部に所属 し、流行に逆行 し髪 はベ リー
シ ョー トで、ぶ りっこ した しヽ
気持ち と葛藤 しつつ ?筋 トレにラ ン
エ ングにジャー ンプに励んでお りま した。 コ ー トネ ームは 「る
A Aネ
しヽ
」で した (ご存 じの力 しヽ
らっ しゃいませんか〜 (ネ
))。
バスケに流れて しま つたため、体育館 と体育教宮室の思 い出 しか
あ りません(>̲く
)
時は流れ、ぶ りっこできなか つた反動でバブル 期を満喫 し?、
現在、神奈川県海老名市 に住んでしヽ
ます。 ここの風景 は、出身地
の城南町に似てしヽ
ます。私の実家か らは、朝 日は阿蘇の 山の彼カ
か ら昇 り、雁回山を経て、有明の空 に陽は沈んでしヽ
きま した。香
ほ緑川の堤防を彩る菜の花、 日んぼの上空か ら間 こえるひば りの
鳴き声、夏の雨が降る前の香 り、夜 には遠 <か ら響 く蛙の鳴き声。
秋 は風 になび<費 金色の稲、 もの哀 しいよ うな陽だま り。冬の阿
蘇の山展 に積もる雪、 冷た く澄んだ夜空の星。
現在 も、相模川 には桜、海老名の 日んぼを渡 る草 しヽ
きれ、初夏
の夜、窓を開ければ遠 くか ら間 こえる蛙の 鳴 き声、大 山の隣に富
士山の山頂がのぞめ、美 ししヽ
夕焼けを眺める ことができます (先
月、海老名 ジャンクシ ョンが開通 し、益泉、交通が 便利 にな りま
した。 ロマ ンスカ ー停止駅 へ と して も申請中みたいです )。
そんな私 は思いがけなしヽ
ご縁で、 東京鶴城会の幹事会のお一人で
あ り、 しかもバ スケの先輩 にお声をかけて 頂き、東京鶴城会の集
ま りに参加させて頂 くようにな りま した。ぜひぜ ひ、私の同期の
みなさん、そ して私の先輩や後輩のみなさまも、東京鶴朔会 へ しヽ
ら して下さしヽ
ね !(だ つて、私の 同期はまだ どなたもご参加 頂 しヽ
てしヽ
ないんです ぅぅ。)

【騒 の 鶴 警 ン 種 盛 じ る ス ポ

ツ

「ラグビーを観戦 したことがある人 ?」 と質問を して何人
の人が手を上げられるので しょうか。
野球やサ ッカ ーに比べてマスコミヘの露出度が少ないラグ
ビー￨よ
、今のところマイナ ーのスポーツかも知れませんが、
大男が走り、そ して激突するラグビーは、非常にスリリング
でエキサイティングなスポーッです。2019年には国本でワ‐
ル ドカ ップが関催されます。是非、秩父宮ラグビー場に足を
運んでみてください。
今シーズン、社会人は三洋電機、大学では帝京が優勝 しま
したが圧倒的な3貧
さではな<、 各チ ームの戦力は結抗 してお
り、面白い試含が見られるはすです。往年の神戸製鋼の平尾
や新日鉄釜石の松尾といった全国区のスターは見受けられま
せんが、明国のスタ ーを見つけることも楽 しいことではない
で しょうか。 (私の暴反は、東芝のフルバ ック立川選手と
サン トリーのウイング小野沢選手です)
来シーズン、東京鶴城会の皆さまと秩父宮ラグビー場でお
会いできる日を楽 しみにしてしヽ
ます。因みに宇土高校にも昔
はラグビー部があったことをご存矢□
ですか ?
萩原 秀 文 (昭42年 卒)

さて私 は只今、フラメンコとア ロマセラ ピス トの勉強 を して
お ります。フラメ ンコを習 ってしヽらっしゃる方、ぜひ、
セ ビジ ャーナスを一 緒に踊 りま しょう ♪セラ ピス トと
しては、 お勉強のひとつ と して、マ ッサ ー ジを先生の
や￨ ギ1 各■挙や . 神
‐1 , ■ 砕 ギ
警 伸や 守
お教室で実施 してお ります。ア ロマの香 りと施術で、
リンパの滞 りを促 し、 リラ ックス して頂けるよ う心掛
私は、親反の Y社 長 と 10年 来、 二 人で優雅 に ?ク ル ーザ ー に乗 り、釣 りを楽 しんでしヽ
けて おります。 まだまだ技術 も未熟ですが、よろ し
ます。ア ジ、 イサキ、タイ、イナダ、 ワラサ、時期によ って 一年 中釣れ ます。曽段は、松輪、
か った らお声かけて下さしヽ
ね。
州崎、大島付近 を走 り回 ります。平成21年5月、 Y社 長、社員のA子 さん (グラマ ー美人の
40歳 )と 私の 3人 でイサキ釣 りに行きま した。
そんな こんなの高校当Bき
べ たなぎで した。 11時 に漁揚 に至」
は 「るしヽ
」ですが、当 日は、
当 日は、快8青
着 しま した。水深 35M、 上か ら20M
受付などでお手伝 しヽ
をする予定です。みなさんによい
漁探 に反応があ り、す ぐに 3人 ともイサキが ヒッ トしは じめま した。当 日は、大漁で 50匹
時間を過 ご して頂 けるよう微力なが ら頑張 りますので、 ほど釣れま したが、午後 2時 頃に南風が吹き始め、船が左右に揺れだ したため、慌てて竿 を
みなさんしヽ
ら して下さしヽ
ね。 お待ち してお ります。
投げ出 し帰路 につきま した。 ところが、A子 さんは気会が悪 <な り船酔 しヽ
が激 し<、 上半身
楠村 佳 代子 (8召58年 卒)
を船か らはみ出 して いる状態で、私は、 彼女が船か ら落ちなしヽ
様 に背後か ら支えてしヽ
ま した。
Y社 長が突然、大声で 「
それではダメ。抱 きつけ !」 とア ドノドイス したため、8い つき り
彼女に抱 きつきま した。その3舜
間、彼女のお尻 に私の鼻が <しヽ
込んで しましヽ
、私は変な気持
ろにな り、冷や汗 をかいて しまいま した。結局、無事 に陸に上が りま したが、海の怖さを
矢B つた ほ ろ古 しヽ
思 い出 で した。
井上 二 郎 (昭 36年 卒)

かしかったとです。
bす
『
私の釣リバカ日記』 抑

