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次期支部長に牛丸敬孝氏(S51中国)内定 令和２年度兵庫支部総会は書面審議で開催

支部総会は書面審議で開催 主要議題は次期支部長・各役員と支部規約改正の承認

　６月２２日(月)午後６時から神戸市青少年会館６F 回答期限は７月３１日
サークル５において兵庫支部役員会が開催された。
　新型コロナウィルス感染防止対策の為、入館時には　例年７月に開催されてきた兵庫支部総会・懇親会は
非接触型体温計で体温測定され、定員３０名の会議室新型コロナウィルス感染防止の為中止となった。
サークル５では半数の椅子が排除され片隅に固定され　今年は兵庫支部役員の改選期にあたっており、役員
間隔をおいて着席するように設定されていた。 会で次期支部長を選出し承認を得る為、兵庫支部総会
　兵庫支部役員総数１６人のうち１３人が出席し３人を書面審議で開催することになった。
は委任状を提出した。 　書面審議の為の資料は、７月中旬に同窓会本部から
　会議は議案書に従って進められ、予定通り午後８時兵庫支部会員全員７７９人(R2.6.4現在)に回答用はが
に終了した。 きとともに郵送されます。
　協議内容は下記の通り。 　７月３１日(金)必着でご回答お願い致します。
１．兵庫支部規約第６条第２項改正の件 令和２年度北九州市立大学同窓会兵庫支部役員(案)
　現行の「支部長は役員会において選出し、総会にお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年７月３１日就任予定）

　いて承認を得る。」を改正して「支部長は役員会に支 部 長　牛　丸　敬　孝　S51中国　兼評議員
　おいて選任し、総会において報告する。」とする。副支部長  安　徳　信　義　S44商　
　賛成多数で原案通り承認され、総会の承認を得る為　　副支部長　渡　辺　恵　子　H01英米　スミレ会代表
　議案上程することに決定した。 幹 事 長　三　宅　隆　志　S59中国
２．兵庫支部NEWS整理精算時の余剰金(損失金)の取り会　　計　津　崎　久　雄　S45経済
　扱い方法について。 監　　査　平　間　正　昭　S37商　　囲碁の会会長
　内規として、兵庫支部会計に繰り入れることを明文監　　査　松　山　　　仁　S44商
　化することに決定。 幹　　事　大　村　実　良　S33商
３．支部活動功労賞受賞候補者選任の件 幹　　事　名　越　英　昭　S37米英　事務局長
　H26年幹事就任以来６年以上となる三村晴美氏(S60 　　　　　　　　　　　　　　兵庫支部ＮＥＷＳ担当
　経営)を推薦することにする。 幹　　事　山　本　信　司　S37米英
４．次期支部長選出の件 幹　　事　永　翁　正　臣　S41商　　姫路地区担当
　６月１日（月）開催の次期支部長選考委員会（大村幹　　事　西　村　洋　子　S41米英　スミレ会担当
　副支部長、三宅副支部長、安徳幹事長、牛丸事務局幹　　事　浜　田　勝　義　S44米英　事務局長補佐
　長）の協議結果を踏まえ、審議の結果、次期支部長幹　　事　高　山　行　雄　S45米英　総会忘年会担当

　に牛丸敬孝氏(S51中国）を選出し、総会の承認を得幹　　事　真　島　秀　幸　S48経営　三金ｺﾞﾙﾌ会長
　ることになった。他の次期役員を別掲の通り決定。幹　　事　三　村　晴　美　S60経営　姫路地区担当
５．令和２年度兵庫支部総会・懇親会について 幹　　事　田　代　圭　子　H02国文　スミレ会担当
　書面審議による兵庫支部総会を開催し、兵庫支部規  ー　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　
　約改正、次期支部長及び各役員の承認を得ることに牛丸敬孝氏(S51中国）
　決定。 　兵庫支部が関西支部から分かれ
　書面審総会資料最終打合せの為７月１３日(月)午後設立される準備から携わり、昭和
６時同場所で役員会開催を決めた。 ６１年１０月設立総会において、
　後日８月以降の開催に延期された。 会計に就任された。平成１２年６

兵庫支部月例親睦会「三金会」会場ご案内
月に仕事の都合で退任されたが、
平成２２年７月に復帰され２年間

居酒屋「おうみや」駅前店
幹事として務め、６年間の休止期間の後、平成３０年
５月から幹事として、事務局長として活躍中。

       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 関西支部７０周年記念総会は来年に延期
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　関西支部は７月１日開催の緊急役員会で、当初今年

「開催日時」 Tel.078-221-3115 ６月開催予定だった７０周年記念総会・懇親会を延期
して、今年１０月に開催予定としていたが、再び延期

　毎月第三金曜日
して来年６月２０日(日)に開催することを決定した。

　午後６時～８時予定
岡山県支部総会・懇親会は中止

会　費
　中山雅晴(S59経営)岡山県支部支部長から編集子に

　約３０００円（男女とも）
電話あり、今年９月に予定していた同支部総会懇親会

　　（実費割り勘） を中止と決定したと連絡があった。
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第７０回総会・懇親会と７０周年記念事業等を延期 おむすび大好き♡　Ｉ　Ｌｏｖｅ を結び
　北九州市立大学同窓会本部は１１月１５日(日)に開

三村晴美(S60経営）
催を予定していた第７０回記念総会・懇親会及び７０

お花のおむすび
周年記念事業等は、新型コロナウィルス感染防止の観
点から来年に延期することに決定した。
　「第７０回記念総会・懇親会」の名称はそのまま引
き継ぎ、第７０回実行委員会の皆さんも留任し、新た
に卒年末尾「１」（昭和４１、５１、６１、平成１、　第８１回は「お花のおむすび」です。
１１、２１年度卒）の皆さんも加わる。 　玉子と挽肉のおむすびです。
　総会・懇親会の前日に開催予定の令和２年度第２回＜材料＞
評議会は書面審議となる。 ごはん　　　　茶碗１杯

第５３回三金ゴルフコンペ開催ご案内 オリーブオイル　　適量
　春の第５２回は中止となりましたが、秋のコンペを玉子　　　　　 １/２個
下記の通り実施たいと思いますので多数のエントリー挽肉　　　　　大さじ１
を期待しています。 大葉　　　　　　　２枚

記 塩コショウ　　お好みで
第５３回三金ゴルフコンペ 砂糖　　　　　　　適量
開催日：令和２年９月３０日(水） 醤油　　　　　　　適量
集　合：午前９時１５分 焼き肉のたれ　　　適量
場　所：フォレスト市川ゴルフクラブ ＜作り方＞
　　　　神崎郡市川町小畑２９１６－１ １．玉子１/２個をとき、砂糖・醤油で味付ける。
　　　　Tel.0790-26-0999 ２．フライパンにオリーブオイルをしき、１を流して
　　　　播但道市川南ICから５分 　　薄焼き玉子を焼く。
プレイ代：4,690円＋1,100円＝5,790円(含懇親会費）３．２を花びら型に抜く。
会　費：3,000円 ４．フライパンにオリーブオイルをしき、挽肉を入れ
締め切り：令和２年８月２０日(木） 　　塩コショウし、ほぐしながら炒める。
連絡先：真島秀幸　携帯電話 080-1482-7314 ５．４を醤油・砂糖で味付けしながらさらに炒める。
      携帯メール hide-winered-3104@docomo.ne.jp ６．ご飯を二等分し、まるい形にむすぶ。
兵庫支部月例会６月例会 ７．６の上に３を花びらに見せるように飾る。
「囲碁の会」３月、４月、５月と３回中止されたが、８．６の真ん中に５をのせ、お花のおむすびを作る。
兵庫県の休業要請全面解除で営業開始している定例会９．器に大葉２枚を敷き、おむすびをおき、いただき
場阪急囲碁クラブで「囲碁の会」が再開された。 　　ます。
参加者は 江藤幸嗣氏(S50国文)木版画集　第１５回(作品No.049)
奥の対局者
今市２級
　　ｘ安徳４級
手前の対局者
名越１級
　　ｘ平間３段
及び山本２段の５人
「三金会」＠居酒屋「おうみや」駅前店
　次期支部長選考委員会を６月１日に開催したときに
「三金会」の開催も可能と判り、４か月ぶりの開催を
決めた。（写真撮り忘れ）
　参加者：大村実良(S33商）平間正昭(S37商）
　　　　　安徳信義(S44商）名越英昭(S37米英）４人

「囲碁の会」定例会
毎月第３金曜日午後２時～午後５時半

会場：阪急囲碁クラブ(写真右）
　ＪＲ高架下飲食街２Ｆ、
　阪急神戸三宮駅西口寄り
　　　Tel.078-331-1303
会費：クラブ料金制度に基づく
　入場料：７00円
　対局料：１局50円（敗者負担）

初心者歓迎！　気楽にお出で下さい！
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桜田靖氏新著紹介 「With Corona」３６連発　　　　　思案亭
　桜田靖氏(本名小畠吉晴、S40米英)から電子出版し 　新しい生活様式兵庫支部
た新作の紹介があった。 　標語倒れになっちゃ駄目よ
　　　　　　　　　新作の「荒城の空のちぎれ雲」は　電通のGoToキャンペーン何処へ行く
　　　　　　　　筑豊の小さな町に住む一家の、中学　強盗キャンペーン仕切り直しを
　　　　　　　　二年生ながら野球部エースを主人公　政府から仕事貰い過ぎ電通パソナ
　　　　　　　　に、桜の園、荒城の松林、青葉の墓　お返しはちゃんとやってます献金で
　　　　　　　　参、盆踊り、祭礼騒乱、年の瀬に等　WHO日本は成功あんた誰
　　　　　　　　９編の短編集でユーモラスな春夏秋　トランプとゴルフ出来ないＧ７
　　　　　　　　冬を書きました。エレジーも入って　マスクして点ピン麻雀黒川杯
　　　　　　　　います。 　朝日記者報道倫理構築を
　　　　　　　　　同窓生の皆様に読んでいただけた　何故来ないまともな記者官邸に
ら幸いです。 　何もせず痛恨の極み軽々し

第２２６回「歩こう会」７月例会ご案内 　未曾有の民度言うならベトナムだ
播磨国白旗城跡を訪ねる（４３９ｍ） 　それでも当選未曾有の民度

　赤松円心が築いた山城で名前の由来は源氏の白旗が　全国の組長さんの顔が見え
天空より舞い降りたという伝説による。 　百合子山次に狙うは富士の山
　　　　　　　　　　　新田義貞率いる６万の軍勢を　動静欄気にせず高級フレンチを
　　　　　　　　　　わずか２千の兵で５０日あまり　レインボーブリッジ見に来て３密に
　　　　　　　　　　防ぎとめたエピソードから「落ちない城」とし　ＩＴ相ハンコ議連で反抗か
　　　　　　　　　　ちない城」として知られ、合格　マイナンバーひも付け口座つぎ期待
　　　　　　　　　　祈願のスポットになっている。　留まる花あれど翔べない夜の蝶
　　　　　　　　　　開催日：７月１２日(日） 　風鈴やお隣さんを気遣いて
　　　　　　　　　　集合場所：智頭線河野円心駅 　過去ログを削除してから中国へ
　　　　　　　　　　集合時間：午前１０時４０分 　負けた方八つ橋訴訟八つ当たり
　　　　　　　　　　参考：JR川西池田07:51→08:02　大井川リニア問題水入りに
                    尼崎08:06(新快速)→三宮08:24 　絶品の鰻と焼酎球磨出水
                    →明石0840→姫路09:11→09:30 　コロナ禍の避難生活いばら道
相生10:01→10:13上郡10:27(智頭線)→10:33河野円心　スーパーの夫婦で買い物注意され
・駅から徒歩約３０分で登山口、白旗城跡へ約６０分　エライこっちゃあのまま平和賞獲ってたら
　片道合計約９０分の行程です。 　黙祷の苦しさ解かる８分間
・帰りは河野円心駅14:33発を予定。 　透明なロシアの選挙納得し
・弁当、飲み物、雨具、ストックなど各自用意 　Reconsider Black Lives Trump Matter
・雨天決行 　勝武士の死因非コロナ要検証
連絡先：二宮慶治郎　Tel/Fax 078-851-1875 　支部会議広さ倍増経費倍
                    スマホ 090-5010-4954 　オンライン活用北九評議会
       E-mail:ninom406@skyblue.ocn.ne.jp 　新しい総会様式兵庫支部

第２２７回「歩こう会」８月例会ご案内  ー　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－
鶏籠山城と龍野城と小京都龍野の町散策 ５月号訂正

　鶏籠山城は約５００年前赤松政秀が築いたという。　２句の蜜は密、３３句目公は公表
４代目広英は、天正５年(1577)秀吉の播磨侵攻に戦わ ー　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－
　　　　　　　　　　　　ずして城を出て蟄居、その５月号「されど狂気の時代」訂正の訂正
　　　　　　　　　　　　後秀吉のもとで功を上げて　山本順一君の死亡日は、「昭和４７年１月３０日」
　　　　　　　　　　　　竹田城主になる。 です。山本君は「ウオ、ウオ、ウオ」と大きくうめい
　　　　　　　　　　　　　その後山麓の近世龍野城て息を引き取ったと浅間山荘事件で生け捕りにされた
　　　　　　　　　　　　に移り(時代は不明)数回のＫ少年の兄は、同じく活動家の加藤某でした。Ｋ少年
(鶏籠山城本丸跡)　城主交代があ は、森、永田の幹部に、実の兄をリンチで殺す命令を
り、寛文１２年(1672)信州飯田か 受けて実行しました。実に狂気を超えた時代でした。
ら脇坂安政が入部。脇坂藩は明治 　山本順一君妻子は、昭和４５年暮れに群馬の山岳ア
まで続いた。（龍野城→） ジトに入り、子供は保育経験のある女活動家が引き離
開催日：８月９日(日) して育てました。山本夫妻は一年一か月に亘り、戦争
集合場所・時間：JR姫新線本竜野駅午前１０時３０分訓練と革命学習の暮しでした。ライフル銃の扱いも訓
参考：JR尼崎08:06(新快速)→三宮08:24→09:03姫路 練しましたが、実弾は勿体ないので、空打ちだったと
      姫路09:46(姫新線)→本竜野10:12 のことです。食事は、鍋に研ぎもしない米と乾麺、野
雨天決行。弁当、飲物、雨具等各自用意 菜、魚肉、その他をぶち込んだ雑炊ばかりでした。こ
連絡先：二宮慶治郎　Tel/Fax 078-851-1875 れまた狂気です。
　ｽﾏﾎ090-5010-4954 ﾒｰﾙninom406@skyblue.ocn.ne.jp （著者桜田靖氏の兵庫支部Blog投稿文より）
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第２２５回「歩こう会」６月例会 　歴史資料館を出て間もなく永翁氏と合流し、三木城
跡へ向かう。本丸広場に入る

三木合戦の舞台三木城跡を訪問 と乗馬姿の別所長治公のお出
　新型コロナウィルス感染防止の為第２２３回観桜会迎えだ。(写真右）長治公は
＠姫路城、第２２４回洲本城訪問は中止になりました１３歳で五代目当主。織田信
が、兵庫県の休業要請解除に伴い、兵庫支部「歩こう長との同盟関係にあったが、
会」が再開され、６月１４日(日)三木合戦の舞台となのちに毛利氏に味方したため
った三木城跡を訪問した。雨予想で傘を持参して参加羽柴秀吉により三木合戦と呼
したが幸い雨に降られずに済んだ。 ばれる約２年間にわたる兵糧
　午前１０時神戸電鉄三木駅に集合ということで筆者攻めの戦いがあった。家臣や領民を救うことを条件に
は湊川駅で平間正昭氏(S37商）と合流して、三木駅に自害することを条件に天正８年(1580)１月１７日一族
9:42到着。バラック小屋のよう 　　　　　　とともに自害した。享年２３歳と言われ
な駅舎にびっくり。（写真右） 　　　　　　ている。馬上姿の後ろの小高い天守跡に
　聞けば２年前に近くの民家か 　　　　　　長治公辞世の句碑が建っている。(写真左)

らの延焼で全勝したという。 　　　　　　「今はただうらみもあらじ諸人のいのち
　先着していた二宮慶治郎氏 　　　　　　にかはる我が身とおもへば」
(S38米英)と安徳信義氏(S44商) 　　　　　　　傍らには別所家一族の辞世５首が刻ま
と合流。今日の参加者は４人と聞いて、先ずは目の前　　　　　　れた石碑もある。
の美嚢川に架かる福有橋を渡る。安徳・二宮の両氏は　　　　　　　広場に戻り左手にある　　　　の表札
さっさと先導し既に下見済みかのように地図も見ずに　　　　　　を掲げた休憩所が見えた。まだ１１時前
どこかへと向かっていった。三木城跡には間違いないだが缶ビールを開けて弁当を
　　　　　だろうが。「三木義民之碑」と大書きされ広げた。(写真右）
　　　　　た石柱を見つけた。(写真左) 本要寺前だ。　「かんかん井戸」や忠魂碑
　　　　　三木城落城後秀吉は平井山本陣をこの本要等見て回り、近くの金物資料
　　　　　寺本堂に移し、三木を免租地とし町民を呼館へ行く。昭和５１年に開館
　　　　　び戻し三木を金物の町として復興させた。して三木金物の多種多様な製
　　　　　徳川４代将軍家綱の検地令により免租が取　　　　　　　　品を展示している。鋸、鑿、鉋、鏝
　　　　　り消されようとし、町民代表２人が江戸へ　　　　　　　　錐、鋤、鍬、鉞、鉈等々(写真左）
直訴を決行し、免租はそのままとなった。顕彰碑が建　　　　　　　　　正面には懐かしい唱歌の歌詞と楽
てられ毎年義民祭法要が行われるとのこと。 　　　　　　　　譜からなる「村のかじや記念碑」が
　どうやら最初の目的地は別所長治公首塚のある雲龍　　　　　　　　設置されていた。
寺と判った。左三木城址、右雲龍禅寺の標識の立つ三　　　　　　　　　資料館隣には、昭和１０年創建の
叉路で左に向かった安徳氏を呼び返して右へと進む。金物神社があり参拝してきた。
　突き当りが雲龍寺だが工事中の覆いのため威容を観　稲荷神社の長い階段を下りて
ることはできなかった。右へ 本町商店街を西へ進み、１０分
進み、長治公・照子夫人首塚 ばかりで伝統的町家「旧玉置家
に手を合わせる。(写真右） 住宅」に到着した。（写真右）
雲龍寺住職が、秀吉によって 　かって三木は上州館林藩の飛び地領だった。文政９
安土の織田信長のもとに送ら 年(1826)館林藩の財政立て直しのため切手会所(今の
れた長治公の首を持ち帰り、 銀行)として建てられた。明治の初め雲龍寺の僧侶が
照子夫人とともに寺内に埋葬 切手会所を買取、還俗して玉置姓を名乗り、三代玉置福蔵氏は三木銀行設立者の一人。
し弔ったという。 　　　　　　　　福蔵氏は三木銀行設立者の一人。
　三木城跡へと向かう途中永翁正臣氏(S41商)から電 　　　　　　　　　最後に播州三大祭りの一つで有名
話が入る。時に午前１０時を１０分以上過ぎていた。　　　　　　　　な大宮八幡宮に参拝する。(写真左)
　「置いてけぼりとは何事か！」とお叱りを受ける。　　　　　　　　　天応２年(1111)に創建と伝わる三
集合時間午前１０時を待たずに出発してしまったのだ木別所氏累代の守護神だった。帰りはバスの安徳氏を
　　　　　　　　　った。ごめんね！永翁さん。 除く４人は神鉄で新開地へ。地下街で久しぶりのミニ
　　　　　　　　　　三木城二の丸跡に三木歴史資料飲み会を楽しんで帰路に就いた。
　　　　　　　　　館があった。手元の古い地図には 剣道・柔道・空手
　　　　　　　　　記載なし。平成２８年５月開館し

北辰武道具店　　　　　　　　　たもの。（写真左）
企画展第１０回三木飛行場展ー
沖縄特攻７５周年を開催中。三 奥本正広（代表）
木に飛行場があり、特攻兵が養

奥本　進（昭和３９年商学部卒）成されていたのだ。右は展示さ
れていた当時の二式複座戦闘機（屠龍）の模型 〒666-0015川西市小花２丁目２１－９
(屠龍)の模型です。 TEL(072)759-7990










