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忘年会は中止 北九大公式マスコットキャラクター大募集

スミレ会・5060同窓会は保留 最優秀賞５万円、優秀賞１万円
　７月の兵庫支部総会(書面審議)で発足した新役員体
制による役員会が１１月３日(火・祝)に神戸市青少年
会館６階サークル①において、午後１時半から、役員
総数１７人のうち、１０人が出席して開催された。
　出席者：牛丸支部長、安徳副支部長、渡辺副支部長
　　　　　津崎会計、平間監査、大村幹事、名越幹事
　　　　　山本幹事、高山幹事、真島幹事
　欠席者：三宅幹事長、永翁幹事、西村幹事、
　　　　　浜田幹事、三村幹事、田代幹事、松山監査
　牛丸支部長が議長になり、事務局から配布された議
案書に従って会議が進められた。
報告事項
１．兵庫支部総会(書面審議)集計結果
　回答総数８８人、うち死亡２人、白紙(棄権)２人
　有効回答数８４人、新支部長・役員　　承認８４人
　　　　　支部規約一部改正　承認８２人、反対２人
２．兵庫支部運営協力金協賛状況
　協賛者５６人、協賛金額　141,000円（10/31現在)　
３．本部総会・懇親会、その他の行事について
　本部総会・懇親会(第７０回記念大会)及び女性の会
　全国支部役員の集い、若者の会は来年に延期。
　第２回評議会は書面審議で実施する。
　尚、会長諮問機関(委員会)の委員が10/01付で委嘱
　され、牛丸兵庫支部長は同窓会会費徴収及び使途検
　討委員会の委員に就任した。
４．本部からの支部助成金入金報告
　支部総会助成金         \7,558.-、
　広報事務的経費助成金　\40,000.- 　北九大が公式マスコットキャラクターを募集中だ。
　会員名簿整備助成金　　\20,000.- 　応募締め切りは１１月３０日で応募状況により締切
　支部総会助成金         \7,558.-、 が早まる場合がある。
　　　合　計　　　　　　\67,558.- 　応募資格は北九大正規学生、教職員または卒業生。
５．訃報 　詳細は北九大のＨＰをご参照ください。
　鷹野哲雄氏(S33商）８月２９日他界

関西支部新年会・新入生歓迎会は中止協議事項
１．兵庫支部役員会開催日程について 　関西支部は１１月４日(水)午後６時～７時新大阪ワ
　年内予定なし。来年の開催予定は下記の通り シントンホテルプラザ２Ｆ会議室において、４か月振
　３月２１日(日) ５月１６日(日) １０月３日(日) りに役員会を開催して、今年度３月末までの支部行事
  開催時間：13:30～16:30 場所：神戸市青少年会館 開催について協議した。
２．今後の兵庫支部行事予定について １．新年会
　忘年会は中止。 　１月１６日(土)開催予定で新大阪ワシントンホテル
　スミレ会・5060同窓会は３月役員会まで保留。 プラザを仮予約していたが、新型コロナ感染拡大によ
　歩こう会は従来通り毎月第２日曜日開催 り中止と決定した。
　囲碁の会・三金会は従来通り毎月第３金曜日開催 ２．新入生歓迎会
　三金ゴルフは従来通り春・秋に開催 　令和２年３月卒業の新入生の歓迎会を、来年２月に開催を予定していたが
　　春は３月第４水曜日、秋は９月第４水曜日 開催する予定だったが同様の理由で中止と決定した。
３．６月役員会合意事項の確認と内規の整備について３．なにわ新聞発刊予定
　６月の役員会で協議された兵庫支部NEWS会計整理清　来年４月予定。３月２０日原稿締切、役員各自寄稿
　算時の支部会計に繰り入れすることや、従来慣習的４．役員会開催予定
　に行われてきた支部役員・役員経験者死亡時の香典　１２月役員会は中止。１月１６日(土)１２時より。
　の取り扱いについて明文化して内規として確認。 　　　　　　　　　　　　（以上関西支部ＨＰより）
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令和２年度兵庫支部運営協力金協賛者名簿(追加) おむすび大好き♡　Ｉ　Ｌｏｖｅ を結び

令和２年１１月１６日現在 三村晴美(S60経営）

鮭フレークと天かすのおむすび
　川尻康久様(H31国際関係）　以上１人
　　　累計　５６人　ご協賛金額総額141,000円
　ご協賛誠にありがとうございます。

訃報　鷹野哲雄氏(S33商）
　第８５回は「鮭フレークと天かすのおむすび」です

　鷹野哲雄氏(S33商)が８月２９日に 　冷蔵庫にあるごはんのおとも「鮭フレーク」と、う
他界された、とご子息から今月初めに どんのおとも「天かす」を使った美味しいおむすびで
編集室に連絡が入った。今年７月の支 す。
部総会(書面審議)にご回答を頂いてい ＜材料＞２個分
たので驚きを禁じ得なかった。心から ごはん…200ｇ
ご冥福をお祈り申し上げます。 鮭フレーク
　鷹野氏は本紙が平成１４年１２月に 　　…大さじ２

有料化された時からの購読者であり、現在迄１８年間天かす　
継続していただいた。兵庫支部総会にも平成１０年５　　…大さじ２
月以来度々参加され、平成１５年には昭和３３年卒のめんつゆ(３倍濃縮)

支部会員６人全員が揃 　 …大さじ1/2
って記念撮影に収まっ 白いりゴマ…小さじ１
ている。（写真左） 薬味ネギ…適量
　支部総会のほか忘年 のり　　…２枚
会、三金ゴルフにも参 ＜作り方＞
加されたりと、支部活 １．薬味ネギをみじん切りにする。
動にご協力ご支援をい ２．ボウルにごはん、鮭フレーク、天かす、薬味ネギ
ただいた。　　　　　（戸田、廣橋、大野、岩崎、鷹野、大村） 　　めんつゆ、白いりゴマを加え、まんべんなく混ぜ
昭和３３年卒同期の鷹野君の訃報に思う 　　ます。
　鷹野君の訃報に驚きただただご冥福を祈るのみだ。３．２等分にし、ラップで包んで三角形に形を整え、
　同期兵庫県同窓会メンバー在籍は６名（神戸近郷在　　のりをまき、お皿に盛りつけます。
住者４名、姫路在住者２名）だった。内私的付合いが　鮭フレークの種類によって塩加減が違ってきますの
多々あった４名の内「私のみお呼び」で無い。なぜかで、めんつゆでお好みの味の調整をしてください。
考えて見た。男子たる者この世に生を受けた時「酒・江藤幸嗣氏(S50国文)木版画集 第19回(作品No.195)
女・お金」の３つの量(人により異なる)が与えられて
いるらしい。その量を達成した時に「あの世よりお呼
びがかかります」下記の表で比較するとどうなるか。
　　　　　　達　成　度　一　覧　表
 氏　名 酒 女 お金 評　　　　　価
戸田徳治 ◎ ◎ ◎ 達　　成　H28年４月
岩崎直彦 〇 △ 〇 ほぼ達成　H22年８月
鷹野哲雄 〇 △ 〇 ほぼ達成　R02年８月
大村實良 ▲ ▲ ▲ 未達の為あと少し頑張りなさい
　上表は自己流の採点だが、一人残され寂しいがもう
少しこの世に滞在させてもらいます。
　　　　　　　　　　　以上　大村報告書です。

兵庫支部月例親睦会「三金会」会場ご案内

居酒屋「おうみや」駅前店
       神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ１Ｆ

ＪＲ三ノ宮駅東口北出口(山側)道路を挟んで向かいのビル１Ｆ

「開催日時」 Tel.078-221-3115

　毎月第三金曜日
　午後６時～８時予定

会　費
　約３０００円（男女とも）

　　（実費割り勘）
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桜田靖氏新著御紹介 兵庫支部月例会
「囲碁の会」１０月例会　参加者４人

　本紙に度々ご寄稿いただいて読者の皆様にはお馴染　１０月１６日(金)
みの桜田靖氏(本名小畠吉晴、S40米英）がこの程新作阪急囲碁クラブにお
「大楠のごとくに」ー葉隠サムライ富岡敏明の生涯ーを電子出版されましたので、ご紹介さいて４人が参加して
　　　　　　　　を電子出版されました。著者からの開催された。
　　　　　　　　紹介文をご参照ください。 　写真は手前の対局
　　　　　　　　　富岡敏明は鍋島藩士、江戸末期か平間３段ｘ山本２段
　　　　　　　　ら明治にかけ波乱万丈の八十八年の　奥の対局
　　　　　　　　生涯でした。体躯偉大、宏量海のご今市２級ｘ名越１級
　　　　　　　　とし、生涯に四人の妻を娶り二十一
　　　　　　　　人の子をなしました。若殿の遺言に「三金会」１０月例会　参加者３人
　　　　　　　　従い、悪臣の暗殺を企て死罪のとこ　１０月１６日(金)JR三ノ宮駅前居酒屋「おうみや」
　　　　　　　　ろ、罪一等減じられ幽閉の身となり駅前店にて３人が参加して開催された。
ました。だが明治維新到来で、かねてより親交の江藤　　　　　　　　　　　　　　　　写真左参照
新平が明治政府高官となり、富岡も佐賀県役人に復活　　　　　　　　　　　　　　　　左手前から
しました。やがて山岡鉄舟が県知事で赴任し副知事格　　　　　　　　　　　　　　　　平間正昭(S37商）
で仕えて知己となりました。鉄舟が明治帝侍従の時に　　　　　　　　　　　　　　　　大村實良(S33商）
山梨県副知事格で赴任を命じられ、新税制に反対の農　　　　　　　　　　　　　　　　名越英昭(S37米英)

民一揆鎮圧にあたりました。鎮圧後に首謀者二人を死
罪で処刑したことを悔やみ菩提を弔うため故郷を棄て
死ぬまで異郷の甲府に住みました。徳島県知事の時に 第２３１回「歩こう会」１２月例会ご案内
淡路島を兵庫県とし、阿波一国を徳島県と裁定しまし

神戸らしい眺望景観１０選「光山寺」・二宮農園た。熊本県知事時代は西南戦争を経て荒廃した熊本に
五高(現熊本大)を誘致、三角に大型船舶が停泊できる　１２月の「歩こう会」は当初予定の淡河城跡は交通
港を築き、熊本市と鉄路で結んで物流を盛んにし熊本の便が悪く、同じ北区の景勝地「光山寺」を訪ねる事
県の復興に貢献しました。その後貴族院議員をつとめにしました。
六十八で甲府の家に戻りました。死罪にした二人の冥　神戸市が選定の、
福を祈り信玄公所縁の恵林寺に「義民の碑」を建立し「神戸らしい眺望景
ました。七十八にして正三位男爵を賜り、山梨県でた観５０選１０選」に
だ一人の華族となり県民の尊崇を受けました。 １０選として選ばれ
　以上が梗概です。小説の本文は格調高く書いていまています。また近く
す。『四方に暗雲垂れて月隠れ、九天の微光は星屑のには「大沢のびのび
み、地は墨を流した如き五月闇の中、耳にそぞろは永貸し農園」内「二宮
岡川のせせらぎと遠田と蛙声』といった具合です。 農園」があり、二宮

北九大硬式野球部新チーム・オープン戦開始
氏のご厚意で見学さ　　（光山寺からの眺望）
せていただきます。農園内の食堂ではインスタント食

　秋季リーグ戦では同率３位の４勝６敗で３チームが品用の湯を沸かすことも可能です。ご希望の方はカッ
並び得失点差で５位に甘んじた北九大硬式野球部が、プラーメンなどをご持参ください。　当日の実施要領
山本新監督の下新チームを発足し、来季に向け強化試は下記の通りです。
合を開始。戦績は下記の通り。 記
11/03(火・祝）北九大18-0山口大、山口大2-9北九大 開 催 日：令和２年１２月１３日(日)
11/07(土) 北九大2-3日鉄大分、＠明野球場 集合場所：神姫バス神戸三宮バスターミナル
11/08(日）北九大8-9X大分大　＠猪位金球場 　　　　　JR三ノ宮駅浜側ガード沿いに東へ徒歩３分

「囲碁の会」定例会 集合時間：午前９時半
行程：午前１０時発（神姫バス３８系統神戸三田プレ

毎月第３金曜日午後２時～午後５時半 　　　　　　　　　　ミアム・アウトレット行）
会場：阪急囲碁クラブ(写真右） 　　　10:54 神戸三田プレミアム・アウトレット着
　ＪＲ高架下飲食街２Ｆ、       →徒歩約４０分ー大沢のびのび貸し農園
　阪急神戸三宮駅西口寄り 　　　昼食－二宮農園見学→光山寺(徒歩約２０分）
　　　Tel.078-331-1303 　　　帰路は折り返し、農園経由し神戸三田プレミア

会費：クラブ料金制度に基づく 　　　ム・アウトレット到着後解散。
（参考）神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ発、三宮行バス

　入場料：７00円 　　　14:40  15:00  15:20  15:40  16:00  16:20

　対局料：１局50円（敗者負担）       16:40  17:00  17:15  17:30(最終）
連絡先：歩こう会会長二宮慶治郎

初心者歓迎！　気楽にお出で下さい！ 　　　　Tel/Fax 078-851-1875 携帯090-5010-4954
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第229回「歩こう会」10月例会 　　　　　　　　　　　　　　本丸跡には、赤松政範
　　　　　　　　　　　　　２５０回忌供養碑が建っ

播磨国上月城跡訪問 　　　　　　　　　　　　　ており、そこで記念撮影
第２２９回「歩こう会」１０月例会は、１０月１１日　　　　　　　　　　　　　する。（写真左）
(日)に開催され、常連の４人が参加して、上月城跡を　　　　　　　　　　　　　　本丸跡で昼食を済ませ
訪ねた。 　　　　　　　　　　　　　登って来た反対側からの
参加者：二宮慶治郎(S38米英）永翁正臣(S41商）安徳下山道を下りることにする。途中利神城(ﾘｶﾝｼﾞｮｳ）が
信義(S44商）名越英昭(S37米英）ー敬称略ー 望める場所の案内があり、
　ＪＲ姫路駅で姫新線に乗換、播磨新宮行に。列車はカメラの収めるが(写真右）
車両にＫＩＳＨＩＮの文字が大書きされていた。播磨画面の中央上部辺りらしい
新宮駅で佐用行に乗換の列車にはＫＩＳＨＩＮの文字のだが。数年前に訪ねた平
は無かった。姫路から新見までが姫新線の筈なのに！福宿にある城跡である。
　　　　　　　　佐用から一駅で上月駅に到着。上月　下山道の標識に従って、
　　　　　　　　の駅舎は「ふれあいの里上月特産物どんどん下っていく。かな
　　　　　　　　直売所」になっていた。（写真左）　　　　　　　　　　　り急勾配の下り坂で、慎重に
　　　　　　　　　車で先着していた永翁氏に出迎え　　　　　　　　　　　歩を進める。（写真左）
　　　　　　　　られ、早速線路沿いの道を上月城跡　　　　　　　　　　　　２０分ばかり下りたところ
目指して歩き出した。（筆者 　　　　　　　　　　　で給水休憩で
が地図を取り出そうともたも 　　　　　　　　　　　一休み。(右）
たしている間に）－写真右ー 　　　　　　　　　　　　下山再開し
　線路を横切り国道179号線を 色づいた樹々を眺めながら約２０分で
西へ進むと道路脇に、川がに、 数々の石碑が立ち並ぶ麓に着いた。
　　　　　　　　や栗などの 　　　　　　　まず山中鹿之助追頌之
　　　　　　　　看板を掲げ 　　　　　　碑。裏面に追頌の辞が彫
　　　　　　　　た土産物店があった。帰りにここで　　　　　　られているのだが薄くて読み取れず。落
　　　　　　　　買い物をした人がいたようだ。 　　　　　　城後毛利勢に捕縛され護送途中備前阿井
　　　　　　　　　約１５分で登山口のある歴史資料　　　　　　の渡しで殺害されたという。
　　　　　　　　館に到着した。資料館の向かいに登　　　　　　　また、尼子勝久公400
　　　　　　　　山口が 　　　　　　年遠忌追悼碑も建立され
ある。登山口前には上月 ていた。（写真右）その他上月城戦没
城の沿革や攻防の歴史が 者合同慰霊碑だとか、いろいろある。
説明されている。 　そこからすぐ元の登山口まで戻って
　上月城は鎌倉時代末期 来た。約２時間の行程だった。
(1300年代)に上月次郎景 　歴史資料館に戻り、隣の皆田和紙、
盛が築き、その後現在地 　　　　　　　　　　紙すき文化伝承館に立ち寄る。
に移されたという。秀吉が黒田官兵衛と共に上月城を　　　　　　　　　　　文明７年(1475)奈良興福寺で
攻め落城させたが、上月城主の妻は、官兵衛の妻の姉　　　　　　　　　　甲斐田紙の記録あり、江戸時代
だったという。姉の墓は九州福岡に実在し、戦いの間　　　　　　　　　　には最盛期を迎えた。上月地域
に救い出されたようだ。上月城に尼子勝久、山中鹿助　　　　　　　　　　の伝統技術を後世に伝承する為
らが入るが、その後毛利勢に攻められ、援軍の秀吉軍　　　　　　　　　　の施設である。
　　　　　　　　　　　が三木城攻めの為撤退した為歴史資料館を後にして上月駅へと向かい、２５分ほど
　　　　　　　　　　　孤立し落城した。その後廃城で到着した。駅舎の特産物直売所でお土産を買って、
　　　　　　　　　　　となった。 永翁氏の車に便乗し、姫路駅まで送ってもらった。
　　　　　　　　　　　　しっかり歴史の勉強を終えお陰様で一電車早い列車に乗車し帰宅の途に就いた。
　　　　　　　　　　　て、登山口から登り始める。

剣道・柔道・空手　　　　　　　　　　　頂上まで３８０ｍだ。(写真左）

　　　　　　　　　　　　登り始めはかなり急勾配の
坂道だったが、比較的平たんな道を進むと見晴らしの

北辰武道具店道を進むと見晴らしの良い場所
に来るとベンチもあり一息入れ
る。(写真右）展望を楽しんで

奥本正広（代表）　　　　　　　　　再出発。
　　　　　　　　　堀切（尾根

奥本　進（昭和３９年商学部卒）　　　　　　　　　づたいに攻
　　　　　　　　　めてくる敵を防ぐ）と表示の立札

〒666-0015川西市小花２丁目２１－９　　　　　　　　　があり（写真左）そこから５分程
　　　　　　　　　で本丸跡らしい平坦地に着いた。 TEL(072)759-7990










