春日部地区浦高会『喫茶去』２０１５年２月２日

今､生きてあることを楽しむ！
●春日部地区浦高会・賀詞交歓会にて‥！
昨 1 日午後 5 時から三輪昭彦・会長の会員スピー
チに引き続き、
「春日部地区浦高会・平成 27 年賀詞
交歓会」の懇親会に移りました。
三輪会長から「時間の許す限り懇親を深めていた
だきたい」との開会ご挨拶、田村友彦・副会長から
「今日は寒い中での樹名板取り付け、野鳥観察会に
引き続いての賀詞交歓会ですが、三輪会長の叙勲の
お祝いもあり、二重の喜びとなりました。皆さんで
お祝いの乾杯を行いたいと思います。乾杯！」
。
寿々家さんで用
意してくれた海鮮
を中心とした料理
とお酒にを楽しん
で、一息ついたとこ
ろで皆さんからの
近況報告となりま
した。
〔①挨拶に立つ田村副会長〕
◆岩嵜 正さん(11
回)：家内が三輪さん
の幼友達なので
色々な話が出ます
が、三輪さんは素晴
らしいと‥。昨年は
52 回ゴルフをしま
したが、今年も健康
〔②近況報告の岩崎さん〕
で頑張りたい。
◆梅村 仁さん(11
回)：宮代町に明治
17 年に生まれ、浦
中 3 回生の英文学
者・島村盛助氏を紹
介。彼の功績は、岩
波英和辞典の編纂
〔③島村氏を紹介する梅村さん〕
です。私は昨年すべ
ての仕事を辞めて、
川柳とパステル画、
ラジオ体操で頭と
指先と体を使って
ボケ防止に努めて
います。
◆今成英明さん
(12 回)：キッコー
〔④近況報告の今成さん〕
マンからガス会社
と 50 年間働いた仕事を辞めてから、毎朝 5 時半に
起きて 6 時からの基礎英語、英会話 1･2･3 と 1 時
間英語レッスンに務めています。ゴルフは年 40 回。
◆宮田允夫さん(12 回)：生命保険会社に 37 年勤め
た関係で、現在は生死混合積み立てを行っています。
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5 年後生存率 65%の
今、浦高奨学財団のた
めに 5 年後 26 万円
の寄付を目標に‥。
◆松本伸一さん (13
回)：昨年は年男でし
たが、同級生・土屋達
彦君たちが亡くなり 〔⑤5 年後の寄付、宮田さん〕
ました。年 1 回暮れ
には家族全員でその
年の出来事を模造紙
に書いて宝物にして
います。70 歳を期に
生活の軽量化を図っ
ていますがなかなか
‥。今、生きてあるこ 〔⑥生活の軽量化、松本さん〕
とを楽しむ、例え苦し
くてもその一瞬を楽
しくと、陶芸とジャズ
でやっています。
◆ 岡 田 務 さ ん (48
回)：ここ 10 年近く、
選挙事務の中で、投票
所の事務責任者をや 〔⑦選挙事務で緊張、岡田さ
っていますが、緊張す ん〕
るものです。
◆鳥井隆一郎さん
(11 回)：3 つの報告
があります。一つは 1
月 4 日の日経新聞夕
刊に大和田先生がご
夫妻で掲載されてい
ました。二つ目は、清 〔⑧鳥井さんと寿々家女将〕
水三郎さんの孫娘さ
ん、AKB48 の中田
ちさとさんですが、本
日、CD をいただきま
したので若い人にプ
レゼントします。3 つ
目は、本日の会場・ 〔⑨全国紙広告の大和田さん〕
寿々家のことです。こ
れまで宮代町で開催
することがなかった
のですが、昔から知っ
ている店なので今日
の会場とさせていた
だきました。こちらが
女将さんです。
【女将】
〔⑩大和田さん〕
ここに店を出して
40 年、これからもよろしくお願いいたします。

◆大和田一博さん(30
回)：春日部市内で開業
して 10 年が経ちます。
新聞は反響が大きく、
愛知から大学時代の同
級生が電話をくれたり、
さまざまな方から連絡
をいただきました。ボ
〔⑪清水三郎さん〕
ケ防止には頭を使うこ
とと週 3 回程度の有酸
素運動が大切です。
◆ 清 水 三 郎 さ ん (4
回)：AKB のことは私
も良く知らないのです
が、千智は中学までは
〔⑪伊藤さん〕
近くで過ごし、高校時
代にオーディションを
受けて AKB に。高校
卒業時に少しばかり柔
道部に居たお陰で柔道
部の OB 会にも呼ばれ
ありがたいことです。
◆ 伊 藤 貴 成 さ ん (47
〔⑫牛久保事務局長〕
回)：柔道部 OB 会の事
務局長という名の雑用
係を務めています。柔
道部創生期の清水先輩
のお宅に伺い、中田千
智さんの部屋でお話を
させていただき、ファ
ンには羨ましがられる
〔⑬岡野さん〕
と思います。
◆牛久保 聡さん(32 回)：昨年 9 月から事務局長を
務めさせていただいていますが、東部地区高校生徒
指導部会・東部地区高校教育相談研究会の事務局長
も務めています。プライベートではバイクと華道を
楽しんでおり、バイクで全国を回りたいと思ってい
ます。4 月 12 日に「浦高百年の森と鉢形城の旅」
を開催しますので、先着 15 名様ですので、ぜひお
申し込みください。
◆鈴木 剛さん(28 回)：春のゴルフコンペを 4 月
23 日に開催します。ぜひ、多くのご参加をお願い
します。
◆岡野 浩さん(10 回)：私も宅地建物取引主任者に
合格しています。
◆香田寛美(25 回)：来週 7 日に地域職域同窓会責
任者会議があり、そこで春日部地区浦高会の活動、
「春日部麗しの杜づくり活動」
「久喜麗和会との合同
バス旅行」
「若手の幹事団」などについて報告させて
いただきます。これも毎回、多くの会員の皆様が参
加してくださることが影響しています。
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平成 27 年

春日部地区浦高会と久喜麗和会

合同企画

春のバス小旅行

「浦高百年の森と鉢形城の旅」
大寒を過ぎて本格的な寒さが続いておりますが、会員
の皆様におかれましてはご壮健にてお過ごしのことと拝
察いたします。さて、久喜麗和会と合同で行う春のバス

小旅行「浦高百年の森と鉢形城の旅」の企画がまとまり
ましたのでお知らせいたします。
今回の旅の楽しみは３つです。一つ目は、１０年目を
迎えて自生を始めた「浦高百年の森」を散策します。二
つ目が、戦国時代の代表的城郭跡であり、国指定史跡の
「鉢形城」をボランティアガイドの方々の説明をいただ
きながら散策します。三つ目が、春日部地区浦高会と久
喜麗和会の会員での昼食懇親会です。会場は寄居町の日
本料理「喜楽」をお願いしております。お酒も少々です
が‥。平成２７年２月１日
春日部地区浦高会

会長

昭彦

2015 年 4 月 12 日（日） 7 時～18 時解散予定

◆日時

◆スケジュール
7:00 春日部駅東口 出発
7:30

久喜駅東口

集合

7:40

久喜駅東口

出発

10:00

三輪

浦高百年の森

到着・散策

11:30 浦高百年の森
11:50 喜楽

出発

到着

12:00

食事・懇親会

13:20

喜楽

13:30

鉢形城

到着・見学

15;10

鉢形城

出発

17:20

久喜駅東口

18:00

春日部駅東口

◆申込先

出発

牛久保聡

到着・解散
到着・解散
090-8496-3630

ushikubo-satoshi@mub.biglobe.ne.jp

【春のバス旅行企画書】
【地域職域同窓
会責任者会議
資料より】

最後は校歌
斉唱で‥！

