
北　九　州　市　立　大　学　同　窓　会　兵　庫　支　部　N　E　W　S Vol.２２３－1

兵庫支部NEWS 令和２年８月号
購読料　１２回、１，５００円（送料込）

購読のお申し込みは郵便振替

北九州市立大学同窓会兵庫支部　編集発行人　名越英昭（℡078-792-6130） 振替口座：００９７０－５－　２３６７６６

兵庫支部ブログ　http://blog.goo.ne.jp/ninom45 ﾒｰﾙ：7347oabk@jcom.zaq.ne.jp口座名：兵庫支部ＮＥＷＳ

牛丸敬孝新支部長(S51中国)を承認支部長就任挨拶

８月１日から新役員体制で 多帰属型の社会活動で多くの人との出会いを

兵庫支部総会（書面審議）7月31日終了　　　　　　　　　　　　　　　牛丸敬孝(S51中国）
　　　　　　　　　　７月に行われた兵庫支部総会の

　新型コロナウィルス感染防止の為中止になった今年　　　　　　　　　書面審議にて承認され兵庫支部・
の兵庫支部総会を、新支部長および新役員体制の承認　　　　　　　　　支部長に就任しましたＳ51年中国
を得る為書面審議で開催することになり、７月中旬に　　　　　　　　　科卒牛丸敬孝です。
関連資料が兵庫支部会員全員７７６人に郵送された。　　　　　　　　　　先ずは長年兵庫支部長としてご
　次期支部長及び新役員体制と兵庫支部規約一部改正　　　　　　　　　尽力された名越前支部長に心より
についての賛否を７月３１日必着で回答はがきの送付　　　　　　　　　敬意と謝意を表します。
を依頼し、回答はがき到着総数８４枚、内２枚はご逝　(牛丸敬孝氏)　　　又、名越前支部長と共に兵庫支
去のためご家族からの返信、２枚は県外居住、脱会希部の活動を支えて下さった役員・幹部の皆様と支部活
望のため白紙回答(棄権)で、有効回答数は８０枚。 動を支援して下さった会員有志の皆様に感謝申し上げ
　牛丸敬孝新支部長及び新役員体制の承認は８０人、ます。
兵庫支部規約一部改正については承認７８人反対２人　今年で３４年目を迎えた兵庫支部ですが、長年にわ
で、すべての議案が承認されました。(新役員表３頁） たり支部活動を支えて下さったのは昭和３０年代～昭

兵庫支部運営協力金ご協賛・ご支援に感謝 和４０年代卒業の諸先輩の方々です。その間三金会、

協賛者46人、協賛金額11.1万円(08/17現在） 三金ゴルフ会、歩こう会、囲碁の会、兵庫支部NEWSを
　兵庫支部総会(書面審議)開催にあたり、例年通りに立ち上げて今日まで支部活動の中核になっています。
兵庫支部運営協力金ご協賛をお願いし、多数の方々か諸先輩の方にはこれからも体力と気力の続く限り支部
らご協賛を戴きました。誠にありがとうございます。　活動へのご支援とご協力をお願いします。
　協賛者ご芳名を掲載しお礼に代えさせて頂きます。　ここ１０年来、兵庫支部役員会の最も大きな課題は
令和２年度兵庫支部運営協力金協賛者名簿(8/17現在） 世代交代でした。最近ではスミレ会を通して女性の参
後藤公一(S38商）藤田博保(S35商）大村実良(S33商） 加を募り、５０６０同窓会を立ち上げ支部活動を次世
真島秀幸(S48経営)宮永由美(H18法律)森陽子(S45国文） 代へ継承する試みを行っています。
福永憲彦(S44経営）松山仁(S44商）安徳信義(S44商） 　私は少しでも世代交代が進むことを希望して支部長
伊藤亙(S35商）楢崎栄子(S50国文）齋藤隆士(S52法律） 就任を引き受けましたが、兵庫支部会員の皆様も気軽
山本信司(S37米英)大西祐二（S59経済)秋山敏(H05経営） に支部活動にご参加下さい。
久芳健二(S44中国)中尾清光(S44経営)野田敏郎(S37商) 　人生１００年時代は多帰属型の社会活動も考えてみ
浜田勝義(S44米英)永翁正臣(S41商)高山行雄(S45米英） たらいかがでしょう。職場、町内活動、アスレティッ
二宮慶治郎(S38米英)西村洋子(S41米英)増田照美(S40米英） クジム、カルチャーセンター、ボランティア活動等々
村上勝幸(S37商)葉室新人(S41米英)角田和則(S62米英） 多くの人との出会いを通して多様な情報・知識を得る
藤本明寛(S40商)京西正次郎(S46米英)濱本郷一(39中国）機会になるかと思います。同窓会もそのような活動の
戸田登代美(S48国文)福原照世(S44中国）小西葉子(S53経営） 場の一つとしてお気軽に参加して下さい。現役世代の
渡辺恭章(S43商)大神正晴(S48経営)渡辺匡徳(S37中国） 会員の皆様も異業種交流の機会や卒業以来ご無沙汰の
井上信之(S25米英)幸左由美子(S53米英)高尾巖(S36商） 同級生との交流機会に同窓会を利用してください。
平良登美子(S48中国)西川泰弘(S56経営)瀬川孝博(S54経営） 　以上を持って私の就任の挨拶とさせて頂きます。前
石田匠(S43米英)平山千尋(H17情報ﾒﾃﾞｨｱ)香山充(H09経済） 任者と比して至らぬばかりの支部長ですが皆様のご指
名越英昭(S37米英）　　　　　－敬称略・順不同ー 導。ご鞭撻よろしくお願いします。

兵庫支部月例親睦会「三金会」会場ご案内 「囲碁の会」定例会
毎月第３金曜日午後２時～午後５時半

居酒屋「おうみや」駅前店 会場：阪急囲碁クラブ(写真右）
       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高架下飲食街２Ｆ、

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　阪急神戸三宮駅西口寄り

「開催日時」 Tel.078-221-3115 　　　Tel.078-331-1303

会費：クラブ料金制度に基づく　毎月第三金曜日
　午後６時～８時予定 　入場料：７00円

会　費
　対局料：１局50円（敗者負担）　約３０００円（男女とも）

　　（実費割り勘） 初心者歓迎！　気楽にお出で下さい！
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第５３回三金ゴルフコンペ開催ご案内（再掲） おむすび大好き♡　Ｉ　Ｌｏｖｅ を結び

9月30日(水）於フォレスト市川ゴルフクラブ 三村晴美(S60経営）

蕾のおむすび
　春の第５２回は中止になりましたが、秋のコンペを
下記の通り実施致します。奮ってご参加下さい。

記
第５３回三金ゴルフコンペ
開 催 日：令和２年９月３０日(水） 　第８２回は「蕾のおむすび」です。
開催場所：フォレスト市川ゴルフクラブ 　お花の蕾のような爽やかな大葉の香りがアクセント
　　　　　神崎郡市川町小畑２９１６－１ のおむすびです。重ねて包み込むだけの簡単レシピで
　　　　　Tel.0790-26-0999 持ち寄りパーティでも喜ばれます。
　　　　　播但道市川南ＩＣから５分 ＜材料：４個分＞
集合時間：午前９時１５分（スタート 09:37) ご飯　　　　２００ｇ
会　　費：3,000円 焼き海苔　　　　１枚
プレイ代：4,690円＋1,100円＝5,790円(懇親会費含）スライスチーズ　１枚
　＊ルール：六インチプレース・ダブルペリア方式 ハム　　　　　　１枚
　＊70歳以上の方で、当ゴルフ場初めての人は身分証卵　　　　　　　１個
　　明書提示すれば400円引きになります。 マヨネーズ　小さじ１
締め切り：令和２年８月２０日(木） オリーブオイル　小さじ１

　本紙を見て応募の方締切後でも一度問合せ下さい。大葉　　　　　　２枚
エントリー状況：（８月１４日現在） ＜作り方＞
　山本信司(S37米英）葉室新人(S41米英） １．卵を割りほぐし、マヨネーズを加えて混ぜ、オリ
　安徳信義(S44商）久芳健二(S44中国） 　　－ブオイルを薄くひいたフライパンで焼きます。
　松山　仁(S44商）真島秀幸(S48経営） ２．１、のり、スライスチーズ、ロースハムを４等分
連 絡 先：真島秀幸（三金ゴルフ会長） 　　に切ります。大葉は２等分にします。
　　　　　Tel.090-1482-7814 ３．ご飯を４等分にし、丸く握ります。
          携帯ﾒｰﾙ hide-winered-3104@docomo.ne.jp ４．台の上に大きめにラップを広げ、のり、スライス
兵庫支部月例会７月例会　７月１７日(金） 　　チーズ、ロースハム、薄焼き玉子、大葉、ご飯の
「囲碁の会」参加者６人＠阪急囲碁クラブ 　　順に中央に乗せて、ラップごと丸く握って形を整

　　えます。
５．真ん中に包丁で十字に切り込みを入れ、切り目を
　　広げて形を整えてお皿に盛りつけます。
江藤幸嗣氏(S50国文)木版画集　第16回

左手前から時計回りで、山本信司２段、平間正昭３段
安徳信義４級、奥本進４級、名越英昭１級、今市均２級
「三金会」参加者５人＠居酒屋「おうみや」駅前店

No.222「咸臨丸」2020/06/22 渦潮シリーズ三部作
　この日は「うずしお見頃カレンダー」◎の日。
　見事な渦潮や段差を見学できました。
　大人￥2,500Ｘ二人分は十分に価値がありました。
　往路は島の東側、帰途の復路は西側としました。
No.223「日本丸」令和二年七月二十日完成。
　従来の版木がなく、コロナで移動も不安、倍サイズ

左手前から時計回りで、 　の板で仕上げました。近代遠近法でなく二点透視に
　　奥本進（S３９商）安徳信義（S４４商） 　なります。並べての葉書では、船のサイズは半分に
　　名越英昭（S３７米英）大村実良（S３３商） 　なってしまいます。マスト、セール木、ロープなど
　　平間正昭（S３７商） 　複雑→ボンドパテの多用。
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令和２年度北九州市立大学同窓会兵庫支部役員 「しっとうWith Corona」３６連発第３弾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年７月３１日就任）　　　　　　　　　　　　05/08/2020投稿　思案亭
支 部 長　牛　丸　敬　孝　S51中国　兼評議員 　　Where should I go with Corona Campaign
副支部長  安　徳　信　義　S44商　 　　Stay N Go 禍根残してトラブルが
副支部長　渡　辺　恵　子　H01英米　スミレ会代表 　　１０代の妊娠多しStay Home
幹 事 長　三　宅　隆　志　S59中国 　　忖度とCorona そろそろ良い頃な
会　　計　津　崎　久　雄　S45経済 　　告発本身内が出せる自由あり
監　　査　平　間　正　昭　S37商　　囲碁の会会長 　　香港の選挙延長真似たいか
監　　査　松　山　　　仁　S44商 　　ワクチンのモデルナ試薬後退か
幹　　事　大　村　実　良　S33商 　　Stay Base 沖縄米軍やり放題
幹　　事　名　越　英　昭　S37米英　事務局長 　　コロナでも不平等判明地位協定
　　　　　　　　　　　　　　兵庫支部ＮＥＷＳ担当　　大相撲三密避けてウッチャリなし
幹　　事　山　本　信　司　S37米英 　　ＣＭは三密だらけなお続く
幹　　事　永　翁　正　臣　S41商　　姫路地区担当 　　出番来た人犬感染環境相
幹　　事　西　村　洋　子　S41米英　スミレ会担当 　　マスク追加不評買った後何故止めぬ
幹　　事　浜　田　勝　義　S44米英　事務局長補佐 　　安倍総理大きなマスクで顔隠す
幹　　事　高　山　行　雄　S45米英　総会忘年会担当 　　布マスク備蓄をすれば虫が湧く
幹　　事　真　島　秀　幸　S48経営　三金ｺﾞﾙﾌ会長 　　海の日に五輪の浮き輪見当たらず
幹　　事　三　村　晴　美　S60経営　姫路地区担当 　　スポーツの日Stay Homeで何しよう
幹　　事　田　代　圭　子　H02国文　スミレ会担当 　　トランプの持ってるカードにゃハートは無い

第２２８回「歩こう会」９月例会ご案内 　　安部さんの名前にゃあってもハートは無い
　　レジ袋３円出してゴミ袋

摂津国富松城跡と尼崎城を訪ねる 　　品切れで軟膏薄めてうがいする
　９月例会は摂津国富松城跡と尼崎城を訪ねます。 　　仕事放棄の国会議員ボーナス要らん
　尼崎市北部にある富松 　　Ｇ７後の隔離免除はお呼びでない
城跡は、戦国時代の城館 　　非接触投資ファンド新発売
で、室町幕府三管領の一 　　厚労省密な関係でも無症状
家に数えられる有力大名 　　座長から否定されてもＧｏやるか
細川氏の分裂抗争を発端 　　再生相淡路に帰省いつの日か
とする戦乱の舞台のひと 　　蝉家族やっと鳴けると張り切りぬ
つという。土塁と水堀跡 　　ここに来てアンガーコントロール大流行
が残っている。　　　　　（富松城跡） 　　Stay Car 二人でスーパー入られず
　　　　　　　　　　　　　尼崎城は別名琴浦城とも　　アメリカで人気高まるメーガン妃
　　　　　　　　　　　　言われ譜代大名戸田氏鉄が　　ワーケーション弘田三枝子の命日に
　　　　　　　　　　　　築城。明治の廃城令で取り　　歯磨き粉売るためpopに腕磨き
　　　　　　　　　　　　壊され、学校や市関連施設　　CoCo壱のインド出店コリアンダー
　　　　　　　　　　　　の敷地になっている。現在　　マル９も交通整理のＤＪポリス
（外観復元尼崎城）　　　の尼崎城は資産家の寄贈に　　降水や帯がほどけて最上川
より平成３１年３月に復元完成したものである。

北九大硬式野球部活動再開
　下記要領にて開催されますので多数のご参加をお待
ちしております。 　春季リーグ戦が中止になり、４月から活動を自粛し

記 ていた北九大硬式野球部は、８月１３日(木)から活動
第２２８回「歩こう会」９月例会 を再開し、３年生主体の新チームを発足させた。
開催日時:令和２年９月１３日(日）午前１０時 　新チームのスローガン「一致団結」のもとに、９月
集合場所：阪急神戸線武庫之荘駅北改札口 １１日(金)小郡球場で開幕予定の秋季リーグ戦で二年
行程：武庫之荘駅→富松城跡→富松神社→武庫之荘駅南連続優勝を目指している。
　→(阪神バス市内線)→阪神尼崎駅北→尼崎城→阪神

剣道・柔道・空手　尼崎駅（解散）
　＊雨天決行

北辰武道具店　＊飲物、雨具等各自用意
　＊昼食場所未定、市中食堂等利用予定
参加連絡先：二宮慶治郎

奥本正広（代表）　　　　　　Tel/Fax 078-851-1875
            スマホ　090-5010-4954 奥本　進（昭和３９年商学部卒）
     E-mail:ninom406@skyblue.ocn.ne.jp

〒666-0015川西市小花２丁目２１－９

TEL(072)759-7990
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第２２６回「歩こう会」７月例会 　建物の中には白旗城合格祈願絵馬
販売ボックスがあり、５００円で売

播磨国白旗城跡を訪ねる られていた。（写真右）また広場に
　７月１２日(日)開催予定の「歩こう会」７月例会はは絵馬掛所も設えられていた。
前々日１０日の大雨で地元の人の意見を取り入れて、　ここから本格的な山登りの道に入
中止と決めた。丁度その日１０日に弊紙７月号を発送る。最初のうちは比較的幅広いなだ
し終わったばかり、編集発行人としては雨天決行とし　　　　　　　　　　らかな道。(写真左)やがて段々
て案内していたので、少々気にはなったが中止を受け　　　　　　　　　　と険しくなり、倒木が道を塞い
入れた。ところが当日は予想外の好天気である。 　　　　　　　　　　でいたり、道幅も狭くなってき
　１０日に投かんした７月号は早いところでは翌日の　　　　　　　　　　たり。トイレ広場から0.5km地
１１日(土)に配達されているかも。１２日の好天気で　　　　　　　　　　点に分岐点の標識がある。城跡
いないとは思うが、万一連絡なしに集合場所へ参加す　　　　　　　　　　まで1.1kmで左方向とある。
る人があるかもと思うと気になりだした。７月号発送　左へ進むと道がなくなった。
が終わって、書面審議総会の資料も完了して一段落し石がゴロゴロの川底のような
ていたので、取り敢えず弁当を作り集合場所の河野原道を(写真右)、これで間違い
円心駅に向った。誰もいなかったとしても一人で登山ないのかと不安を感じながら
するつもりだった。 兎も角上へ上へと登っていき
　７月号で案内した時刻 二つ目の分岐点標識に辿り着
表通りに電車に乗り河野 いてほっとする。トイレ広場
原円心駅に１０時半過ぎ か0.8km、城跡へ0.8kmだ。
に到着した。（写真右） 　ここでも左へと進み比較的
　　　　　　　　　　　駅構内には「落ちない城・白整備された階段状の道を登ると、四辻に出た。(左下）
　　　　　　　　　　旗城、合格祈願絵馬掛所」が設　　　　　　　　　　　そのまま直進すれば鞍居バス
　　　　　　　　　　けられ、数十個の絵馬が掛けら　　　　　　　　　　停まで3.1㎞,左折して城跡まで
　　　　　　　　　　れていた。（写真左） 　　　　　　　　　　0.6kmである。 堀切の標識や櫛
　　　　　　　　　　　駅前で写真を撮りながら暫く　　　　　　　　　　橋丸方面への標柱を過ぎ、四辻
　　　　　　　　　　待機していたが誰も現れなかっ　　　　　　　　　　から約２５分で二の丸跡に到着
　　　　　　　　　　た。ほっとしたが、ちょっぴり　　　　　　　　　　二の丸跡に到着
がっかりもした。意を決して一人で出かけることにしした。(右)　さらに奥へ進み本丸跡ま
千種川に架かる河野原橋を渡り国道３７３号線を南下で約５分、午後１時過ぎだった。
する。３０分ばかりで 　登山ゲートから約２時間掛かってい
山の麓に「国指定史跡 た。雨上がり直後であれば、道は滑りやすくなり危険
白旗城跡」の大きな看 な状態だったろうと思われる。本丸跡には「国指定文
板が見えてきた。(右） 化財白旗城跡本丸跡」「白旗山山頂」の立札のほかに
　麓まで来ると細野川 　　　　　　　　　　　　　　　　例のごとく「合格
に架かる第二白旗橋が 　　　　　　　　　　　　　　　　祈願絵馬掛所」も
あり「この橋から先へ 　　　　　　　　　　　　　　　　設置されている。
の駐車はご遠慮下さい」の看板。左手に登山者用駐車　　　　　　　　　　　　　　　　（写真左）
場が設けられていた。橋を渡るとすぐ登山者入口に到　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに奥へ進む
　　　　　　　　　　　　　着した。（写真左） 　　　　　　　　　　　　　　　　と三の丸跡があり
　　　　　　　　　　　　　　ゲートには白旗城案内　　　　　　　　　　　　　　　　そこ迄行って引き
　　　　　　　　　　　　　図や落ちない城説明板等返し、おにぎりを頬張る。下山開始午後１時半、下り
　　　　　　　　　　　　　が掲示されており、ロッの方が滑りやすく要注意。登山ゲート到着３時前。
　　　　　　　　　　　　　クバーを外して中に入っ河野原円心駅へ急ぐが途中足が攣り、休み休み、もみ
　　　　　　　　　　　　　た。軽自動車がやってきもみしながら帰り１本遅い電車になった。(名越記）
　　　　　　　　　　　　　てゲート開けて中に入っ

投　稿　大　歓　迎　　　　　　　　　　　　　てきた。いいのか？と訝り
りながら見ているとどうやら地元の人のようだ。後を

皆様のご投稿を待っています追っかけるように歩き始めると、倒木を取り払うため
停車したりで追いつ追われつの状況で、１０分ばかり 旅行記、随筆、自分史、短歌、俳句、川柳など
でトイレのある広場に到

あるいは本紙に対する御意見・御感想、何でもＯＫ着した。どうやらこの人
たちはこのトイレや建物

広　告　大　歓　迎を管理している人たちの
ようで到着するや否や、 掲載料：1／10頁、１回５００円
小川の水を汲んでトイレ

お申し込みは６回分３，０００円で御願いします掃除を始められた。










