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春日部地区浦高会会報『喫茶去』２０１３年９月２日 第１０２号（文責：香田） 

 

 会員３４名が集まって‥！ 
●春日部地区浦高会・平成２５年総会！ 

 昨９月１日は、春日部地区浦高会・平成２５年総

会でした。春日部駅西口のやまや新館を会場にして、

同窓会本部の鯨井光夫事務局長にご臨席賜り、午後

４時３０分からの総会と５時からの会員スピーチ

「産婦人科医を取り巻く現状と問題点」（長岡成郎

さん、11回卒）は真剣に、６時から懇親会では３４

名の会員が賑やかに過ごすことができました。 

 総会では、三輪昭彦会長（15回）からのご挨拶。 

「猛暑の中をご参集いただきありがとうございまし

た。春日部地区浦高会も皆様のご協力と事務局の若

い力でさまざまな活動をスムーズに行い、他の地域

職域同窓会からも高く評価されていますこと、皆様

方にお礼を申

し上げるとこ

ろでございま

す。本日の総

会では、２５

度の事業計画

案など５議案

を提案いたし

ますが、慎重

審議のうえご承認いただきますことをお願い申し上

げます。また本日のメインは、長岡先生のご講演で

ございます。そして懇親会と楽しく過ごしてまいり

たいと存じますのでよろしくご協力のほどをお願い

いたします。」 続いて、議事に入りました。 

           ＊ 

◆平成 24年度事業計画 

 平成 24年 9 月 2 日(日)の第 12 回総会、25 年

4月 7日(日)の小旅行「川越の春を味わう！」など、

15回の活動を報告 ⇒ 承認される 

◆平成 24年度収支報告 

 会費・繰越金等の収入、及び総会費等の支出合計

はそれぞれ 817,310 円（繰越金 202,457 円）、

春日部麗しの杜づくり積立金支出 10,505円（残高

169,091円） ⇒ 承認される 

◆監査報告 ⇒ 適正である 

◆平成 25年度事業計画 

25年 9月 1日(日) 第 13回 総会 

25年 10月 3日(木) 第 3回 東京リバークルーズ 

25年 10月 21日(月) 第 22回 ゴルフコンペ 

25年 11月 10日(日)  

第 7回 春日部麗しの杜づくり・補植・樹名板 

25年 11月 23日(土) 浦高百年の森づくり・間伐 

25年 12月 14日(土) 事務局会議 

26年 2月 1日(土)  

第 6回 地域職域同窓会責任者会議 

 

26年 2月 2日(日)  

第 13回 賀詞交歓会、杜事業報告会 

26年 3月 30日(日)  

第 4回 小旅行「桃の花咲く古河を味わう！」 

※ 久喜麗和会、古河麗和会との合同企画 

26年 4月頃 第 23回 ゴルフコンペ 

26年 4月頃 第 4回 東京リバークルーズ 

26年 5月下旬 本部同窓会総会 

26年 6月中旬 幹事会 

26年 7月中旬 第 7回 春日部麗しの杜・下草刈 

26年 7月中旬 浦高百年の森づくり・下草刈 

※  この他、

「浦高百年の

森づくり」への

寄付などを予

定します。⇒ 

承認される 

◆平成25年度

予算 ⇒ 

承認される 

 収入及び支出合計はそれぞれ 735,000円、春日

部麗しの杜づくり積立金支出 120,000円 

           ＊ 

 ここでご来賓の浦高同窓会本部事務局長の鯨井様

よりご挨拶を。「総会議事が滞りなく承認され、おめ

でとうございます。本日は川野会長が海外出張のた

め私が代理で参りました。春日部地区浦高会の総会

に出席させていただくのは今回が２回目ですが、毎

年さまざまな活動が企画されており、とても楽しみ

にまいりました。地域職域同窓会の中でも模範的な

同窓会でございます。今年度も、事業計画にござい

ますさまざまな活動を成功させていただきたいと期

待申し上げます。ここで、同窓会本部の近況につい

てご報告いたし

ます。川野体制

も6年目に入り、

5 月の総会では

創立 120 周年

を視野に『奨学

財団設立』が決

定し、既に 6月

17 日に一般財

団として設立いたしました。同窓会の新ホームペー

ジの開設、浦高百年の森づくりも 8年目に入り、埼

玉県知事より『埼玉県緑化等功労賞』を受賞するこ

とが決まりました。同窓会もますます幅広い活動を

行ってまいりますので、皆様のご支援をお願いいた

します。」 

           ＊ 
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 これで総会を終了し、長岡先生によるご講演「産

婦人科医を取り巻く現状と問題点」に移りました。

とても有意義なお話でしたので、次号に綴ります。 

 午後６時、田村

副会長の開会宣言

に続いて、お孫さ

んが AKB48 で活

躍されていらっし

ゃる清水三郎さん(4回、写真上、

お孫さんの中田千智さんは写真

右)の乾杯の音頭で懇親会が始ま

りました。 

＜近況報告＞ 

◆伊藤貴成さん(47回)：柔道部OB 会の事務局長を 

務めております伊藤です。仕事は幕張にある日産自

動車の子会社に就職したの

ですが、現在は横浜の日産

自動車本体に出向しており、

毎日５時間の通勤に耐えて

おります。我が家には 7・

5・3歳の子どもがおり、3

人とも長岡先生に取り上げ

ていただきました。 

◆岡野 浩さん(10 回)：来年後期高齢者の仲間入り

をしますが、私はボランティアと趣味の二つに生き

甲斐をもって臨んでおりま

す。ボランティアでは児童

センターで子ども達にパソ

コン指導を行い、趣味では

“ふれあい大学校友会”な

どで榮水朝夫先生から俳句

を学んでおります。今年の

正月は「現役の意志確かむ

る初鏡」という句で生涯現役を誓いました。 

◆坂本正博さん(16回)：7月に

行われました杉戸町の町議補

欠選挙では、長岡先生に後援会

長をお願いし、たくさんの方々

のご支援をいただき、約 6400

票と立派な成績で次点となり、

ありがとうございました。今回

の選挙を通じて多くの友達がで

きました。次回の選挙では‥。 

◆三村輝明さん(20期)：去年 4

月に仕事を 62 歳で卒業し、そ

れまで病気らしい病気をしたこ

とがなかったのですが、仕事を

辞めたら薬漬けになってしまいました。現在はジョ

ギングとゴルフで

健康管理をしてい

ます。香田さんか

ら最近いただいた

雑記に「キョウヨ

ウ（今日用）とキ

ョウイク（今日行

く）」がありました

が、心がけたいと思っています。 

◆大島斎礼さん(2回)：60歳

で歳が止まっていますので今

でも現役です。70 歳まで日

本体操協会の副会長をし、現

在は評議員です。最近話題に

なっている全柔連の評議員と

はちょっと違います。地元・

杉戸町では子どもたちに体操

を指導し、また写真の講師も務めています。昼間は

写真の構図や子ども達の指導で頭と体を使い、夜は

写真の加工をフォトショップなどを駆使してやって

いますので元気です。 

◆大和田一博さん(30 回)：藤

とおりで開業医をやっていま

す。糖尿病を中心とした生活習

慣病について指導と治療を行

っています。次回の会員スピー

チでは、その辺りのことをお話

させていただきます。 

◆根本 崇さん(16回)：3つ

お話させていただきます。①

6期目の野田市長になりまし

た。これまでやってきたこと

の後始末をやってまいりま

す。②パブリックゴルフ場が

赤字であり、一般財団化を目

指します。平日 3,900 円で

プレーができますのでご利用をお願いします。③昨

年 12月に 2羽のコウノトリの飼育を始め、今年 2

羽が孵化しました。ドジョウとカエルの元気な田ん

ぼを作ってまいりますのでよろしく。 

    ＊ 

三輪会長から鯨

井事務局長へ「浦

高百年の森づくり

事業」への寄付を

行い、牛久保 聡さ

ん(32 回)と伊藤

貴成さん(47 回)

の指揮のもと全員で校歌斉唱で懇親会を締めました。

次回全体会は 2月 2日の賀詞交歓会です。(^o^)v 


