
■会員「近況報告・所感・投稿」 

（１）「近況報告」（総会出欠回答ハガキに記載）（卒業期順） 

 ２０２２年１１月２６日、三年ぶりに総会を開催した際の出欠ご返事のお葉書で、下記の方々より

「近況報告」としてお元気なお声をいただきましたのでご紹介します。 

 

双松会 会長 高 16（昭40卒）金津 任紀（松江市） 

 お世話になります。大変、ご無沙汰しています。ご案内頂きありがとうございます。当日、こちらで

予定している所用のため失礼いたします、盛会を祈ります。 

 

松江北高校 校長 木原 和典（浜田高校卒） 

 ４月から校長として赴任しました。当日に向けて準備する必要のあることがあればお知らせくださ

い。皆様にお会いすることを楽しみにしております。 

 

中 68（昭 23卒）荒銀 昌治（西宮市） 

 多病のため用心しながら一応元気に過しています。皆様によろしく。ご盛会を祈ります。 

 

高 1（昭25卒）伊藤 雅義（京都市山科区） 

 御盛会をお祈り致します。 

 

高 1（昭25卒）喜多川 治美（生駒市） 

 一期生の同窓会は各地で集会し、会報「一双会たより」によって絆を深めてきた。コロナ禍により、

集会は自粛したが会報は続けた。令和３年、卒寿を迎え会報も最終号の２３号を発行した。 



高 1（昭25卒）田端 要子（高槻市） 

いつもお世話になりありがとうございます。高齢となりまして、出席がかなわなくなりました。残念

ですがよろしくお願いします。 

 

高 2（昭26卒）堀江 眞三人（西宮市） 

やっと９０歳になりましたが、健康で毎日を楽しく生きています。 

 

高 3（昭27卒）小川 伸江（奈良市） 

 いつもお世話をおかけ致し、深く感謝申し上げます。 

 

高 6（昭30卒）森岡 敏眞 （明石市）                 

コロナ禍でほとんどの会合が無しになり、寂しく思っていましたが、久しぶりの「大阪での会」、嬉

しく思います。幹事の方々、大変でしょうが、よろしく。 

帰松された和田亮介氏のご逝去の報にはびっくりしました。 

 

高 6（昭30卒）荒木 タミ子 （大阪市生野区） 

８６歳になり、外出が苦痛になりました。 

 

高 6（昭30卒）石原 綏子
マサコ

 （堺市堺区） 

コーラス、ウォークなど、元気のもと
・ ・

となるもので過ごしています。当日もウォークのイベントと重

なってすみません。次の機会を楽しみに・・。かしこ 

 



高 7（昭31卒）廣政 俶彦（吹田市） 

８５歳になり、年々体力の衰えを感じております。盛会をお祈りいたします。 

 

高 8（昭32卒）清水 一夫（和泉市） 

 介護予防運動で、「イチ、ニー、サン、シー」、とやっています。 

 

高 9（昭33卒）坂本 隆男（大津市） 

 友と会えず 自粛の世なり 老いすすむ 

 

高 9（昭33卒）田中 英明（交野市） 

 近場での植物観察会に参加したり、家庭菜園で季節の野菜栽培などで過ごしています。 

１０月１６日の“新”ハイキング「須磨」では９期二人が最年長者でした。 

 

高 9（昭33卒）伴 稔也（橿原市） 

 令和４年５月末に開催しました「油絵と版画のふたり展」に近畿双松会からも多数お出での上、ご批

評をいただき、有難うございました。お蔭様でご来場者３８０名、その後のコロナ罹患の報もなく、こ

の場をお借りし厚く御礼申し上げます。 

 

高 9（昭33卒）山岡 裕明（奈良市） 

 お陰様で元気ですが、いろいろとリハビリが必要となってきています。 

 

 



高 10（昭 34卒）佐藤 菁治（交野市） 

 体調不安につき欠席致します。ご盛会でありますようお祈り致します。 

 

高 10（昭 34卒）清水 義男（大阪狭山市） 

幸いにも元気でやっております。御盛会をお祈り致します。 

 

高 10（昭 34卒）清水 小枝子（大阪狭山市） 

お陰様で夫婦ともども元気に暮らしています。地域の老人会の体操やハイキング、ヨーガや小学校の

下校の見守りなどをして、今の所、自分のことは自分で出来る幸せを感謝しています。 

 

高 11（昭 35卒）畑田 稔（神戸市垂水区） 

あちこち問題は有りますが、なんとか生活を楽しんでいます。最近、またコロナが身近に迫ってき

て、細心の注意を払っています。 

 

高 11（昭 35卒）今井 洋子（豊中市） 

 三年ぶりの開催で参加したいと思いましたが、一年前からの予定が入っていまして、残念ですが今回

は欠席させて頂きます。 

 

高 12（昭 36卒）加納 征男（大和郡山市） 

 四季折々の富雄川の散策に努力、足腰の強化に努めていますが、年齢との戦いが現状。 

 

 



高 12（昭 36卒）萩野 貫悟（吹田市） 

 近日中に神戸市に引っ越す予定にしており、毎日いそがしい思いをしています。（耳がやや不自由に

なりました） 

 

高 12（昭 36卒）山本 輝夫（京都市中京区） 

１０月７日朝刊に「金融知識や判断力を示す「金融リテラシー」が最も高かったのは、島根と奈良だ

った」との報道があった（日本銀行 金融広報中央委員会の今年の全国調査）。 

金融トラブルを経験した割合が低く、家庭で「お金の管理」について教わる機会があったとした割合

が高かった。中でも島根は学校や職場で金融教育を受けたという割合が前回から大きく向上し、金融の

専門家を派遣しての出前講座の効果が出たのではと見られている。 

弟夫婦を始め、子ども達、連れ合い達など、沢山の親戚が島根で金融業務に就いているが、何かの貢

献をしているのではないかと嬉しく思い、堅実で実直な県民性にも思いをいたし、郷土を一層誇らしく

思う記事でもあった。だんだん。 

 

高 13（昭 37卒）安部 正毅（神戸市東灘区） 

 時々、双松会のイベントに参加させていただき楽しんでおります。 

今月より１０数年ぶりにテニスを再開しました。 

 

高 14（昭 38）片山 伸雄（神戸市西区） 

この春、５５年間のサラリーマン生活を終えました。 

 

 



高 14（昭 38）川上 克彦（池田市） 

３月末で箕面市立介護老人保健施設管理者を終え、現在、同施設へ、週一回午後、勤めております。 

 

高 14（昭 38）木村 修芳（枚方市） 

迷いましたが、やはり欠席します。元気にはしています。 

 

高 14（昭 38卒）木幡 晃正（丹波篠山市） 

ご盛会をお祈り致します。 

 

高 15（昭 39卒）金坂 喜好（西宮市） 

 いつもお世話になります。よろしくお願いいたします。 

 

高 15（昭 39卒）真庭 功（吹田市） 

 週２回、高齢者のリハビリに通っています。耳や目も不自由になり、軽い痴呆もはじまっているよう

です。お酒も飲めなくなりました。皆様のご健康をお祈りしています。 

 

高 15（昭 39卒）東郷 範子（栗東市） 

 遠いので、腰痛もあり参加できません。皆様もお元気でお過ごし下さい。 

 

高 16（昭 40卒）井上 伸久（高槻市） 

体調不十分で今回は欠席とさせて頂きます。御盛会を祈ります。 

 



高 16（昭 40卒）神田 俊之（大阪市東住吉区） 

７６歳になりましたが、未だ弁護士業務に追われています。 

 

高 16（昭 40卒）車野 巧悦（奈良県北葛城郡） 

幸いコロナにも感染せず、元気にスポーツと勉学に励んでいます。 

 

高 16（昭 40卒）長谷川 賢治（大津市） 

一昨年、脳梗塞になり、幸い後遺症もないですが、頭がハッキリしない感じがします。元気になれば

よろしくお願いします。 

 

高 16（昭 40卒）三吉 孜（川西市） 

身体のメンテをしながら、何とか無事に暮らしています。趣味（写真など）は相変わらずですが、今

年はコロナの合間に、いくつか旅行も出来て良かったです（一人、または家族で）。 

総会の盛会を祈ります。 

 

高 17（昭 41卒）永井 貞泰（長岡京市） 

１０１歳の母親が奥出雲町にいるので、時々帰って会っています。 

 

高 19（昭 43卒）新見 泰朗（伊丹市） 

 久しぶりの総会出席、楽しみにしています。講演会講師の土岐先生の父上には北高で数学を教えてい

ただきました。すばらしい先生でした。 

 



高 19（昭 43卒）槇原 隆（箕面市） 

ご盛会をお祈りします。 

  

高 19（昭 43卒）池田 喜美代（門真市） 

 コロナで思うように活動できない日々です。少し落ち着いたら“少人数での旅行”のくり返しで、「Go 

to 旅行支援」を活用しています。 

 

高 20（昭 44卒）金見 幸夫（城陽市） 

 ５年前、咽喉ガンを患い入院・手術をしました。今も食事が思うように取れません。折角のご案内で

すが、欠席させていただきます。皆様によろしくお伝えください。 

 

高 20（昭 44卒）渡辺 悟（吹田市） 

 ３年ぶりの開催、ご盛会をお祈りいたしております。 

 

高 20（昭 44卒）三好 資子（西宮市） 

 久しぶりに、総会で皆様にお会いできるのを楽しみにしています。 

 

高 20（昭 44卒）安井 文子（箕面市） 

 なんとか、元気でやっています。 

 

 

 



高 20（昭 44卒）山嵜 麻里子（大東市） 

 コロナ下も何のその、やりたい事が増えて毎日忙しくしています。やり続けてきた事をベースに、社

会に恩返ししなくてはと思っているのですが・・ 

 

高 21（昭 45卒）野津 一雄（尼崎市） 

義母の様子伺いと実家の保守点検のため、１０月末に松江に帰省しました。実家の老朽化がすすんで

おり、メンテナンスが大変です。今回はブロック塀のペンキ塗りや庭木の手入れを行いました。 

総会のご盛会をお祈りいたします。 

 

高 21（昭 45卒）花田 幸久（名古屋市） 

自宅近くを散歩する程度でのんびり暮らしています。来春は松江へ帰省する予定です。 

 

高 22（昭 46卒）石川 章（神戸市垂水区） 

体調管理の為、適度な運動をしながら働いています。 

 

高 22（昭 46卒）内藤 清志（大阪市東淀川区） 

 コロナ禍で外出を控えております。盛会をお祈り申し上げます。 

 

高 22（昭 46卒）松本 貴文（枚方市） 

 現在、市内の小学校の施設管理人をしています。交替制で 2日に 1 日の勤務です。総会は仕事の日で

申し訳ありませんが欠席させていただきます。皆様によろしくお伝え下さい。 

 



高 22（昭 46卒）村田 貢（京都市山科区） 

 腰痛を患い、動きが緩慢です。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 

高 22（昭 46卒）大浦 綾子（西宮市） 

三年ぶりにお会いできますのを楽しみにしております。 

  

高 22（昭 46卒）鶴羽 孝子（尼崎市） 

コロナ禍を乗り越え、三年ぶりの開催、お慶び申し上げます。次世代への継承にも道筋がつき心強く

思います。 

皆様にお会いできるのを楽しみにしています。コロナ感染者が増加せず、無事に開催できますよう祈

ります。 

 

高 22（昭 46卒）西村 紀子（豊中市） 

コロナ前までは世界遺産を旅行しておりましたが、今は海外はもちろん、国内も控えております。そ

ろそろ旅を開始したいです。 

いくつになっても故郷は懐かしいです。当日を楽しみに致しております。 

 

高 23（昭 47卒）和田 邦孝（神戸市西区） 

コロナがまだこわいので欠席します。貸農園で畑仕事をしています。 

 

高 24（昭 48卒）伊藤 澄夫（神戸市中央区） 

 ミニバスケットボールのリーダーとして、子ども達と汗をかいています。 



 

高 24（昭 48卒）瀬戸口 二三子（京都市上京区） 

 ３年ぶりの開催、応援しています。 

 

高 24（昭 48卒）西田 悦子（大阪市住之江区） 

 いつもお世話になっております。メールマガジンの配信での島根や松江の TV 番組の紹介により、毎

回視聴し、楽しんでいます。 

 

高 26（昭 50卒）川谷 徳彦（富田林市） 

高校の教師をしています。定年後５年間、フルタイムの再任用勤務をしましたが、さらに常勤講師２

年目となりました。６７歳を過ぎ、今まで出来たことがだんだんと出来なくなっていることに、一抹の

寂しさを感じています。 

 

高 26・理 5（昭 50卒）木村 元彦（豊中市） 

 沢井製薬の生産本部で、ジェネリック医薬品の生産の仕事を行っています。 

 

高 26・理 5（昭 50卒）福島 倫之（倉敷市） 

 現職を続けています。やっと３年ぶりに京都・奈良・大阪へ修学旅行に行くことができ（泊を伴って）

少しずつ元に戻りつつあります。元気に巣立ちを迎えられるよう頑張っています。 

またお会いできる日を楽しみにしています。 

 

 



高 29（昭 53卒）山本 修司（奈良市） 

コロナが気になるため、参加を見合わせさせて下さい。申し訳ありません。 

 

高 31（昭 55卒）田頭 由美（堺市北区） 

返信が遅くなり、申し訳ございません。 

 

高 31・理 10（昭 55卒）中倉 行彦（高槻市） 

２０２１年８月 シャープ（株）定年退職 

２０２２年９月 日本カノマックス（株）入社 

 

高 32（昭 56卒）木村 滋樹（神戸市東灘区） 

 スケジュール調整ができず、欠席致します。誠に申し訳ございません。 

 

高 36（昭 60卒）今宮 一正（大阪市中央区） 

 当日は東京で客先とゴルフの為、誠に残念ながら欠席致します。盛会を祈念致します！！ 

 

高 43（平 4卒）安達 宏昭（箕面市） 

当日は学会のため、欠席します。大変残念です。盛会を祈念申し上げます。 

 

高 72（令 3卒）永通 純大（三田市） 

現在、関西学院大学の２回生、学部は工学部、情報工学課程です。 

来年の研究室配属に向けて、専門分野を決めるため、毎日、講義を受けています。 


