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鳥取県立鳥取東高等学校同窓会 

東雲会京阪神支部会報●第 11号 
http://www.asahi-net.or.jp/~hf3s-okd/higashi/ 

連絡先 岡田俊一(山脈 12 回) 

神戸市垂水区神和台 2-2-9 

 
▲ミノタウロス 93年 3-10 岡本道夫クラス    ▲美女と野獣 94年 2-9 堀尾圭子クラス 

 
▲グレムリン 95年 2-5 山口宏志クラス      ▲担任！ 96年 3-11 山口宏志クラス 

 

1989年から 1997年までの 9年間の優勝した

シンボルの画像が同窓会館に保存されていま

す。環境問題などの影響で、1998 年からは、

クラス優勝旗に切り替わりました。 

現在熟年世代の方々にはシンボル作成と前

夜祭にあたる市中行進は忘れらない高校時代

の思い出です。 
 

【訂正】：10 号で紹介したシンボルを 90～93 としま

したが 89～92 年の作品ですので訂正します 
 

担任！97年 3-7竹歳真一クラス▲ 
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今年の総会 11 月 15 日(土)大阪第一ホテルで 
昨年は、山脈 24 期が当番幹事を担当し大阪リバーサイドホテルで開催されました。本部から八村東

雲回本部会長、山下鳥取東高校長にご参加頂き楽しい時間を過ごしました。また、アトラクションとし

て琴と尺八の演奏がありました。(写真上＝昨年度の京阪神東雲総会) 

本年度は、山脈 25期当番幹事によって総会が開催されます。日時は、11月 15日(土)午後 1時半から、

大阪第一ホテル(6階)で。地図は、http://www.osakadaiichi.co.jp/index2.htmlが参考になります。 

 

 

京阪神東雲･京都の集い 

    

藤田忠雄（柏葉 22 回） 
 

 京都府南部の木津川市に在住する東雲会会員 6

名(男性 2 名女性 4 名)が 4 月 19 日に奈良市春日

野荘に集合し、京阪神東雲会・京都の集いを開催

しました。他に 3名は都合が悪く欠席されました。 

 開宴に先立ち各人から鳥取弁で自己紹介と生

い立ち等の発表があり、乾杯の後和やかな宴会に

移りました。なにしろ初顔合わせの集まりなので

大変な盛り上がりようで、四時間があっという間

に過ぎてしまいました。 

 会員の中には昨年の市会議員選挙でトップ当

選した、呉羽真弓さんをはじめ、錚々たるメンバ

ーが多く今後の活躍が期待されています。 

 今後機会が

あるごとに集

会を持つこと

にしています。

近隣の方で参

加ご希望の方

は、ご連絡をく

ださい。 

 

 
写真左より呉羽28回 長森18回 藤田 柏葉22回 

横山 13 回 市川 31 回の皆さんです。加多 40 回は撮影

のために写真には入っていません。 

本部総会に出席して 
  

上林 武夫（京阪神東雲会会長） 
 

 ８月２日、何年振

りかで本部総会・懇

親会に関西代表と

して参加させてい

ただきました。 

総会では来賓挨

拶を仰せつかり、当

日鳥取西高が甲子

園で対戦中である

ことを引き合いに

出して、関西在住の東雲会会員 2,100人（東雲会

全体の約 10パーセント）が、母校の甲子園進出

を一日千秋の思いで待ち望んでいることをお伝

えしておきました。 

 懇親会は鳥取第二中学校校歌のＣＤ完成を記

念してエルダーブラザーズ鳥取男声合唱団のア

トラクションが花を添え盛会でした。 

ここでも乾杯の音頭を指名され、今一度甲子園

進出に触れ、甲子園のアルプススタンドに張る横

断幕は既に出来ており関西東雲会総会ではこれ

を会場正面に掲げるのが慣わしになつているこ

とを皆さんに披露しておきました。
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何もかも、建設ラッシュ 
ドバイ旅行 

 

水野 克子（山脈 18 回） 

 
 昨年 4 月、友人が「今年の夏はドバイに行っ

てセレブしよう」から始まりました。「ドバイで

セレブ!?」どういうことって感じでした。あま

り知識のないまま行くことになりました。 

 

 2007年 8月 23日 pm23:15 

エミレーツ空港にて関空を発ち時差は－5 時間な

ので翌 24 日早朝にドバイへ着きました。すでに

ムッとしています。ホテルで朝食のあと陸路でア

ブダビへ!! ドバイの方が有名ですが UAE アラブ

首長国連邦の首都はアブダビです。 

 近代的な大都会で街は整備されていました。市

内観光のあとドバイへ戻りホテルで休息のあと

本日のメインイベント・デザート(砂漠)サファリ

ーツアーへ出発です。 

 ホテルまでランドクルーザー(もちろん日本製。

7～8割が日本製だそうです)が迎えにきました。 

 砂漠につくまでの間、現地ドライバーさんとコ

ミュニケーションをとりました。イケメンのお兄

さんです。 

車中での会話 

私たち：どちらの方ですか？ 

Driver：ここ、ドバイです。 

私たち：お名前は？ 

Driver：○○です。（忘れてしまいました） 

私たち：お年は？ 

Driver：３２歳 

私たち：結婚していますか？ 

Driver：はい、しています。 

私たち：奥さんは何人ですか？ 

Driver：（爆笑）もちろん一人です。 

 アラブでは奥さんを４人まで持ってＯＫだそ

うです。世の殿方はさぞ羨ましいでしょうが皆に

同じ条件で接しないとダメなのでお金はもちろ

ん気力体力が必要だと思います。公用語がアラビ

ア語でさっぱりわかりませんでしたが英語は共

通語なのでドライバーさんはバイリンガルでし

た。車中の会話で和んだムードになり大いに盛り

上がりました。仲良くなったところでチップもは

ずみました。中学程度の英語が通じたのもとても

楽しかったです。旅行の度にもっと勉強をしてお

けばよかったといつも反省ばかりです。 

 砂漠へ着くとすぐにタイヤの空気を抜きジャ

ンプをしたりスピンしたり皆きゃ～きゃ～騒ぐ

とまたジャンプします。ジェットコースターに乗

っているかのようにスリル満点でした。 

 その後、ラクダ初体験(あまり気持ちのいいも

のではない)、ヘナ（ハーブ染料）で手足にペイ

ンティングしてもらったり（２週間ほどで消え

る）夕食のあとエキゾチックなベリーダンスのシ

ョウをみたり砂漠に沈む夕日を眺めて夕刻のひ

と時を満喫しました。砂漠は夜になると市街地よ

りも気温が少し下がり心地よかったです。無事に

一日終了です。アラブに住んでいる人の 7～8 割

が外国人だそうです。 

 庶民の生活も体験しようということでアブラ

という水上ボートに乗りスパイススーク(スーク

は市場のことです)ゴールドスーク、ショッピン

グモールなど巡り 27 日セレブになれないまま帰

ってきました。 

 最近よくテレビでドバイの放送を見かけます。

とにかく建設ラッシュでまるで迷路のようです。

全てのプロジェクトに日本人が関与しているよ

うで日本人ってすごい!!ですね。アラブ人は何で

も一番というのが好きな国民性のようです。 

 今世界一高いビル「バージュドバイ」も完成す

ると 800ｍ以上になるそうです。ペルシャ湾には

リゾートの巨大プロジェクトがありやしの形を

した「ザ・パーム」は３か所、世界地図を形どっ

た「ザ・ワールド」も建設中でサッカーのベッカ

ム選手はすでに契約済みとか。世界の VIPといわ

れる人たちの注目の的だそうです。 

 
▼デーツ(なつめヤシの実)/バージュアルアラブホテル 

(１泊 50 万円の自称 7 つ星)/ジュメイラモスク 



第 11 号            京 阪 神 東 雲       平成 20 年(２００8)10 月１日 

 4 

 

 「老後」を「朗後」に 
 

その５ 残っていたエネルギー 
 

鈴木 亮介（山脈 11 回） 

 

 

 2005 年 1 月、63 歳にも関わらずこんな
ことができるエネルギーが残っていました。 

この計画はミニログハウスの回りに柱を
立て、ヤグラを組みその上に家を建てると
いうものです。 

これを可能にしてくれた山中さんという
瑞穂町に住む元井戸掘屋のおやじと知り合
いになれたことです。キコリもやったこと
があり、トラックやユニックの運転もでき
る 73 歳のおじいさんでした。 

 

写真の説明します。 

 
図 1 山の持ち主の許可を得て切りだした桧を隣

の空き地に仮り置きし、使う順に並べ替える。 

 
図 2 皮を剥ぎ、のこぎりで切断しドリルやのみで

加工をした。 

 
図 3 柱の基礎・建築ではブロックの上に柱を乗せ

るだけのものが多い。私は穴を掘り、鉄筋コンクリ

ートにして 25cm 埋め込んだ。土木屋の発想だ。コ

ンクリートは 2 回打ちとなり、高さを出すのに苦労

をした。 

 
図 4 3ｍ程度の柱は 1 本づつ立て固定した。 

 
図 5 6、7ｍの柱は空き地で組立て鳥居形のまま 

架設した。 

 
図 6 方杖、火打ちを取り付け梁をならべた。 
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図 7 階段の加工。 

 
図 8 取り付けは１人で上手にできた。 

 
図 9 ベランダの屋根の施行。6～7ｍの高さは鳶

でも恐がる高さらしい。ちょうどこの高さの屋根を

山中さんと２人で施工した。 

 
図 10 ヤグラの上に建てる家の柱の上と下はこの

ような突起があり同じ方向を向いている。丸太でこ

の方向を合わすのは難しい。 

 
図 11 骨組み。足場がなく柱の上に梁を乗せられ

ないため梁に４の柱をぶら下げたままで架設した。 

 
図 12 危ない場面もあったけど完了した。 

 
図 13 完成した外観です。部屋の中はぜひ見にき

てください。 

家の屋根、外装及び内総は材料の入手、

工具類等の問題もあって大工に頼みました。 

オンリーワンの家ができました。暇さえあ

ればここに来て楽しんでいます。 

ここへは、2001 年１月から始まり、2007

年末まで 491 回、118 泊。年間 70 回と 17

泊となりました。片道 65km で 3 つの峠を

越えます。昨年の走行距離は 13000km に

なりました。 
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返信葉書(平成 19年度)の 

近況報告葉書から 
 

同窓生OB諸兄姉の消息をお知らせします。本紙も11

号になりました。皆さんの“元気のもと”を返信葉書の近

況欄でお寄せください。 

 

柏葉 同窓生も生存者が少なくなりさみしい限

りです。私も最近は特に足腰が痛くリハビリに通

っております(8回/釜谷義治)●体調不良のため

外出できません(10回/片岡一郎)●まだ病気療養

中です。８３才ですが頑張って一日一日を丁寧に

過ごしています (15回/北垣智浩)●病気療養中

のために欠席させて頂きます(15回/土井操)●お

陰様で元気に過ごしています(16回/井口芳明)●

御蔭さまで元気に過ごしています。皆さまの多幸

と御健康をお祈りいたします(16回/香川正澄)●

至極元気にしております。久しぶりに出たいので

すが外せない行事があり残念ながら欠席します

(18回/佐々尾昭)●残暑の折何とか過ごしていま

す。腰痛により起居に悩んでおります(18回/山根

昭一郎)●体のアチコチガタがきて目下病院通い

の日々です(19回/森本勝則)●鳥取で柏23のクラ

ス会の案内を頂き目下同窓会 OB会と幸な季節を

迎えるこのごろです。柏 22の方々には昨年はお

目にかかれませんでしたが今年はお会いできる

と期待をしています。一昨年は神戸で 60年ぶり

にお会いして大変感激しました(23回/西尾将)●

体調不良。内科、眼科、歯科、泌尿器科と医者通

いのこの頃です(25回/楠信義) 

山脈 70才も半ばになりますと体力が出なくて

困ります。たいしたことができなくて残念です(1

回/高博教)●相変わらず木曾の山中で新緑から

紅葉まで過ごし、リスや小鳥たちと遊び、たまに

はクマと出会う日々を楽しんでいます(2回/金谷

兊清)●後期高齢者と呼ばれる世代になりました。

送られてくる会報を見ながら懐かしんでおりま

す(2回/畑猛)●現住所に移り約 40年ここが私の

故郷になりました。夫婦がお互いを「恍惚の人」

と言い合っている間は大丈夫でしょう(3回/井上

欣宏)●山脈 3期生同窓会今年は 30回の記念大会

37・8名の参加をもって開催予定。まだパワーを

失っていません(3回/岡田坦久)●総会や懇親会

に出席したいのは山々なれど数年前から歩行困

難が回復しません (3回/北村脩)●ひとりぐらし

です。淋しくもあり気楽でもあり！自由な時間を

悔いのないように思う日々です(3回/山崎圭子)

●近所の保育園(130人)の付属農園の世話等で忙

しくしています。(4回/太田敏輔)●当方元気よく

53年目のサラリーマン生活を続けています(4回/

小路一完)●完全にフリーの身になりました。写

真撮影やブログ 2本(ハンドルネームはポリ亭)の

世話。バドミントン等のんびり楽しんでいます(4

回/高橋利禎)●行政サイドから委嘱された「行財

政改革」他審議会委員をつとめています。委員会

で議論を重ねていくことでボケ防止の効果が期

待できそうです(4回/中尾英昭)●最近現役復帰

を要請され役員として頑張っています(4回/山根

清巳)●老人会に入る年になりましたが、ドライ

ブが好きで行ったスポットをホームページで紹

介しています。

url:http://www.eonet.ne.jp/~io36(5回/井上)

治●10月中旬から下旬にかけて奥日光の山を降

りて秋田駒ケ岳の秋を楽しみ北陸は九頭竜湖を

トレッキングして荒島岳に登ります。11月 17日

ごろは冠雪の富士を眺めつつ夫婦で沼津アルプ

ス辺りを徘徊している頃かと思います(5回/松下

泰治)●老化防止と健康維持のため大川(旧淀川)

沿いに毛馬橋から源八橋まで毎日ウォーキング

を楽しんでいます。懇親会の会場(リバーサイド

ホテル)のすぐそばを通っての１時間が定番のコ

ースです。山５の皆さん長生きしましょうね(5回

/森田明弘)●幸いにして 2人の男孫がソフトテニ

スの運動適性力に恵まれ各々が県を代表し全国

中学高校総体国体等に出場し活躍してくれるま

でに。この 8年間応援の追いかけ張り合いのある

楽しい期間でしたが今年で終了です (6回/久永

浩)●歳を取ると一年が経つのが早く感じられま

す。年金オンリーの生活はかなりきつく高齢化の

時代では年寄りは厄介者扱いの肩身が狭い思い

です(6回/藤原日出男)●70才にして現役仕える

ことのよろこび与えられ健康に感謝しながら明

日が楽しみな毎日(6回/三木範英)●喜寿を迎え

ました。“閑中忙あり”老人には“シゲキ”が必

要ですネ。しかし毎日平凡な生活を送れることに

喜びを感じます(7回/川島吉夫)●どうにか余生

を楽しむように努力しております(7回/元村昌

公)●茶道小堀遠州の会が横浜であり出席しなけ

ればなりません。私の祖父林重浩は鳥取でこの流

儀を広め昭和 2年に鳥取松風会を結成、今年 5月

に 80周年記念大会が鳥取支部の皆様により盛大

に開催されました(8回/宇野田久子)●現在も診

療をつづけ(内科医)毎日がんばって働いていま

す。孫も 4人います(8回/大嶋正二郎)●オリエン

テーリングの大阪府大会(11/4万博記念公園)全

日本大会（箕面公園一帯 2008.3/30）の準備に追

われています (8回/川向若可栄)●主人と体力の

あるうちにと言うことで海外旅行を中心に」出か
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けています。6月にエジプトへ行ってきましたが

世界遺産の多さに感動しました。特にアビ・シン

ベル神殿は印象に残りました。 (8回/下村美津

江)●農業、勉強、体調管理、次々世代の教育な

どが主な仕事です(8回/三浦久志)●近くの山々

のハイキングなど楽しんでいます(9回/上山久任

江)●現憲法とそれに基づいた教育の中で育って

きた私達がその良さを主張しなければいけない

と思っています(9回/宇山進)●会報 10号を見る

とシンボル・ファイヤーストームなどのなつかし

い言葉が出てきます。各クラブで作ったシンボル

を担いでワッショイワッショイと智頭街道を行

進して気勢をあげたことを思い出します (9回/

恒本信夫)●山脈 9回のなつかしい名前のメッセ

ージを読み思い出が頭をよ

ぎります。これからも益々

元気でボランティアに汗を

流そうと思っています(9回

/森本靖子)●念願の富士山

に挑戦、満天の星、静かに

昇る御来光を満喫してきま

した。今はホノルルマラソ

ンを目標に毎日ジョギング

を楽しむ日々です(10回/一

軸さゆり)●我が家の“散り

椿”に“クワガタスズメバ

チ”が巣を作りました。彼

岸のころになって“ホソバ

ヒイラギナンテン”は黄色

の小さな花をつけるので、

花に群がり飛び回って居ま

す。花の側を歩いたとき一

匹の偵察蜂が行く先を遮っ

たので立ち竦んでしまいま

した(10回/岩崎素彦)●早

朝ウォーキングをはじめて

5年になります。この夏は

am4:00～6:00まで歩きました。ケーキ作りました

(10回/宇野田祥子)●本年より健康維持にと週４

～5日スポーツジムに通っています(10回/滝和

男)●血糖血液、薬でコントロールしながら毎日

元気で過ごしています。ラグビーファンとなって

毎年花園や他のスタンドに通っています。今年は

Ｗ杯で１分３敗でしたが頑張ったジャパンでし

た(10回/段田太久根)●“旅は活力の源”と今年

はケニア・タンザニア 1300ｋｍをサファリドライ

ブ。そしてカナディアンロッキーの山中を愚妻と

1週間歩きました。これからも突然に襲ってくる

手術後遺症に対峙して僻地を歩く予定です(10回

/西尾康弘)●中秋の名月に導かれて母が天国に

旅立ち七月にはいつも元気な姿でこの会に出席

していた博田さんも亡くなり淋しさが増してき

ます。(10回/西脇紀恵)●体力の低下に逆らうよ

うにウルトラマラソンに性を出しています。苦労

はフルマラソンと同じくらいですが制限時間に

ゆとりがある(14時間ぐらい)のでのんびり走れ

ます (10回/橋本巌)●最近は暇にまかせて野鳥

の写真を撮っています。始めたばかりですがなか

なか奥が深いです(11回/河本浩)●今年の 2月鳥

取の唯一人の弟が突然あの世に旅立ちました。そ

のショックで体調を崩し薬治療を続けています

(11回/澤田和子)●老人ホームでの仕事を元気に

続けています。休日は孫の相手と仲間との月 2～3

回のゴルフを楽しんでいます(11 回/萬知行)●3

人の男子の孫の世話にがんばっています。この日

もニュージーランド旅行

と重なっていて残念です

が欠席です。海外旅行を楽

しむのもそろそろ終わり

かな(12 回/池田峯代)●

NPO法人比良山比叡山自然

学校の事務局長をしなが

ら比良山比叡山を歩いて

います(13回/西垣眞智子)

●絵画教室に通いパステ

ルを描いています(13回/

前田章子)●年金生活に入

っていますが末娘が二人

目の子供の出産予定日と

おおむね重なっています。

無事に産まれたら 4人の孫

になります(14回/田中昌

樹)●当地のサークルに参

加して元気にしておりま

す(14回/野崎文子)●近隣

に 30坪の畑を借りて農業

のまねごとをしています

(15回/野崎尚夫)●母美和

子は平成 18年 2月 4日に永眠いたしました。生

前お世話になりました皆様に心より感謝します。

(16回/松島美和子・長女範子)●パソコンにはま

っています。デジカメで写した写真の編集ムービ

ー作成ブログ等です。

http://abeliam.exblog.jp/ 暇のある方のぞいて

下さい(17回/織田睦子)●ボランティアをして頑

張っています(17回/谷口万里子)●太極拳を楽し

んでいます。土曜日は教室を持っている為どうし

ても参加できません。残念です！(17回/中津幸

子)●山 17回生も還暦を迎える年となり私今年の

3月 10日間かけて四国 88か所をマイカーで巡礼

をしてきました。今度は歩き遍路に挑戦してみた

いと思っています。今回は主人が病気療養中の為
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出席できないのが残念です(17回/和田節子)●山

脈 18回は卒業 40周年記念同窓会を 8月に鳥取で

開きそちらに参加することができました (18回/

清水由美恵)●3人のこどもがまだ学生で(あと一

息なのですが)忙しくしております。仕事も趣味

も体力と相談しつつボチボチと楽しくしており

ます (20回/秋田幸子)●停年までまる3年となり

無事勤まられるかカウントダウンの日々です 

(20回/陶山玲子)●父親が鳥取の実家で一人住ま

いのため週末はほとんど鳥取に行っています(20

回/林成男)●シンボル作りが始まると「あーだこ

ーだ」いいながら暮らす一致団結して取り組んだ

思い出がよみがえります。普段おとなしい男子が

モクモクと鋸を引く姿に男らしさを感じたこと

も今は遠い昔の思い出です(20回/三浦三千代)●

教育の世界も大変です。憲法 9条は世界の宝！み

んなで戦争につながることには反対をしていき

ましょう！(21回/井上由利子)●市内に入り本通

りから真直ぐ校門に向かって伸びる一本道を垣

間見るその瞬間が好きです。何年経っても、あの

一本道は「学び」への実直さ教えてくれます (24

回/太田垣靖)●主人が亡くなりようやく 1年 4カ

月過ぎましたが体調が今一つ遠出はひかえてい

ますので、、、(24回/真野恵子)●長年勤めていた

仕事(保育士)を退職し現在は主人の母の介護中

です(24回/村上真佐子)●最近ガーデニングには

まっています。夢中で時間のたつのも忘れます。

時間はやりくりできますが下宿大学生２人のお

金のやりくりが大変です(25回/中島泰子)●今年

の夏卒業 20年の同窓会があり、ひさしぶりに旧

友に会うことができました。多少体型等は変わっ

ていますが話をしているうちにあの頃の笑顔が

よみがえりました(28回/宿院真由美)●会報に載

っているシンボルは皆立派ですね。娘の通う茨木

高校もマスコットといってとても力を入れてい

ます。「お母さんの東高もこんな立派なものを作

っているんだよ」と自慢をしてやりました。しか

し、どんなシンボルを作ったのかどうしても思い

出せないのです(30回/大西紀子)●下の息子が中

学に入学してホットしました。フラワーアレンジ

メントにはまっています(30回/宮崎朋子)●シン

ボルの思い出は一年生のときの「グリコカプリソ

ーネ」りんごの味でした。懐かしい～！ほんとに

本物そっくりでした。 (37回/北田美智子) 

 

お知らせ 同窓会本部の名簿発行年には当支部

の全会員へ支部総会の案内と会報を送付し翌年

からは近況報告の葉書のあった方のみに案内を

差し上げています。今年が全会員送付の年にあた

り、送付年度を平成 15年度までに広げ 2800人の

方々へお送りしています。 

円滑な支部総会の継続のためにも返信葉書と

会費カンパのご協力をお願いします。(係・お)

平成 19年度の会計報告 

平成 19年度 総会関係会計      単位 円 

寄付金会計              単位  円 

費目 収入 支出 残高 備考 

前年度繰越 17,969       

総会会費 707,000     １0１名分 

寄付金会計 120,000       

総会費   707,000   飲食等 

会議費   26,888   幹事会、他 

本部総会出席   20,000   交通費他 

通信費   6,550   郵便、切手等 

交通費   44,700   会場下見等 

その他   11,635   事務用品他 

合計 844,969 816,773 28,196   

費目 収入 支出 残高 

前年度繰越金 1,002,989   

19年度寄付金 304,400   

会報編集通信費  10,000  

総会案内文作成送  136,199  

その他  120,000  

合計 1,307,389 266,199 1,041,190 

 

会費（寄付）ご協力のお願い 
本年度も京阪神東雲会運営費として会員の皆様

に年次会費（寄付）一口 1,000 円の出捐をお願い
しております。総会に参加される方からは、当日
参加費用に含めて会費を頂きます。 昨年は当日
参加の方々を含めて 273 名の方々からご協力を得
ました。厚く御礼申し上げます。 因みに本年 6
月現在の会費残高が 1,041,190 円となっておりま
す。会費(寄付)振込先は次の通りです。 
（会長 上林武夫・会計幹事 横山毅） 

郵便振込「口座番号 00940-2-133540 
     加入者名 京阪神東雲会」 

 

  
－ 編集後記にかえて － 

 

Googleで『京阪神東雲の窓』で当会のホーム

ページが見られます。今までの総会の画像をご

覧ください。また掲示板もご利用ください。本

紙への寄稿も大歓迎です。カットは山崎勝彦氏

(山脈 12回)によります。(係・おかだ) 


