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皆さんからの近況報告
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・2007年６月、36年余勤めた山梨中央銀行を卒業しました。約2年間、女房が働き、私は
主夫をやりました。お陰さまで、料理の腕は上がりました。朝飯を作って送り出すと、後
は夕飯の心配だけで、スポーツジムへ通ったり、山に登ったり、ゴルフへ行ったり。ゴル
フは2年間で90回近く行きました。腕の方は上がりません。本はゴルフの回数と同じだけ
読みました。子供二人は既に結婚し、長男は山梨に、次男は千葉にいます。
・2009年7月から銀行の紹介で内藤ハウスという会社に勤務しています。建築とホテルを
やっている会社です。銀行員時代から知っていた無借金の優良会社でしたので入社を
承知しました。人事制度の設計やM&Aがメインの仕事ですが、実際は何でも屋です。
・土日しか休めません。しかも、第一土曜日は全国から支店長たちが集まり、支店長会議
です。銀行時代より出張の回数が増えました。銀行にいた最後の年に網膜はく離をやっ
て生まれて初めて入院しましたので、女房は心配しますが、3年程度は社会奉仕のつも
りで勤めるつもりです。ゴルフの回数は減りましたが、まあ楽しみながら毎日を送ってい
ます。

赤岡 猛



2

石原 修

徐々に仕事を縮小して、隠居の準備には
いっています。一昨年から韮崎の実家に
引きこもり、週３日だけ甲府で仕事をして
います。冬はスノーボード、夏は草取りが
趣味です。昨年からバタフライファームを
作りはじめました。

Ａ．飯田橋の中国語学校（生徒）
Ｂ．麹町の会社（顧問）
Ｃ．甲府の大学（講師）にそれぞれ週一回

通っています。

Ａは道楽、Ｂは頭の体操、Ｃは発声の
訓練です。

伊藤正文

市川信一

娘は歯科医に
息子は医者になりました。

幹事の皆様 ご苦労様です。 ２４日に
会えるのを楽しみにしております。

小林文昭

岐阜に来て３３年、定年まで残り３年です。
これまでの仕事に始末をつけようと考
えていた矢先、学部長を押しつけられ、
大いに困惑する毎日が続いています。
なかなかゆっくり出来ません。つかの間の
タイムスリップを皆さんと大いに楽しみたい
と思います。

金丸義敬

年をとると、昔のことが懐かしくてよく思い出
話などするみたいですが、自営で日々忙しく
しているとそんな余裕もありません、何名の
参加になるか知りませんが、皆さんお目に
かかるのを楽しみにしています。

上笹秀男

こんにちはお久しぶりです。４月２４日の
クラス会の通知を送ってくださりありがとう
ございました。でも私は今回欠席させてい
ただきます。
今私は、中央高校で定年退職し、引き続き
中央高校図書館で非常勤嘱託として司書
業務を続けています。今年が最後の年で
２０１１年３月までの予定です。本当はもっ
ともっと勤めていたい気持ちではあります
が・・。
皆様にもくれぐれもよろしくお伝えください。

角田直人



「八ヶ岳の麓と東京を往復する日々を
２０年続けています。八ヶ岳の麓から
（甲府の！）付属中学に入った時の毎日
の往復と比べると、所要時間は長いで
すが、刺激はずっと少ないです。しかし
、あれ以来、家から遠くに出かけるのが
クセになっているのかもしれません。
付属中学の教室での毎日はもとより、
甲府駅と学校との往復の時間、そして
汽車通の時間がなつかしく想い起こされ
ます」。 八巻和彦

八巻和彦

幹事の皆様ご苦労様です。皆様のお陰で
久しぶりのクラス会が実現でき、感謝して
おります。
近況としては昨年１０月末で退職し現在は
ハローワークに通って失業給付金を受給
中です。
今のところメインの仕事は犬の散歩です。
人間ドックに行くと指摘される事はいくつも
ありますが、年相応にそこそこ生きていま
す。

早川洋美
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内藤民部

昨年 息子に男の子、
今年娘に女の子、
おじいちゃん頑張っています。

皆に会うのを楽しみにしています。
幹事 本当にご苦労様です。

中沢厚男

どうにか６２才になりました。

中村達也

今もって会社員を続けております。
後２～３年は、まだまだ若いもの
には負けない気持ちで頑張って
おりますがさすが少々体力に不安
が出て来ている昨今です。
クラスの皆には本当に久しぶり

に会う訳だけどとても楽しみにし
ています。

「みんなに会えるのを楽しみに参ります。
皆の顔を見て分かるだろうか？

老体に鞭打ちつつ、厳しい経済環境
の中、喘いで翻弄され、頑張ってい
ます。仕事の合間の息抜きに、
小生と同じＢ型で猪年で甘いもの好
きな２歳の孫に遊んでもらっています。」

成瀬俊久

山本さん、幹事の皆さん、ご苦労様です。
植松先生はじめ皆様にお会いできるのを
楽しみにしています。

宮崎 康
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県立中央病院に腎臓内科医として３６年目、副院長３年、院長は４年目です。医者らしい
仕事は以前の半分くらいになりました。特別な社会貢献ができたわけではありませんで、
平凡な勤務医師として過ごしてきました。
３人の息子は医師になり、長男が整形外科、二男が消化器内科、三男が精神科です。

２人がいまだに自宅におり、１人が杉並にいます。家内は薬剤師で五年前から近くの
精神科病院（花園病院）へ勤めています。夫婦仲は良いほうだと思っています。退職した
ら家族や親しい方々ともっとゴルフをしたり、近所の人と囲碁もやりたいと思っています。
生家のある石和に少しの農地と柿の木があり、私と家内は農家の出身ですのでその

世話もするつもりです。私は昨年病気で入院しましたので、やはり健康で
長生きをしたいと思っています。

「人生の最終クオーターを楽しく送りたい。」これが現在の気持ちです。

山下晴夫

山口富夫
「１５年前に一人娘を亡くしてから、
何年立っても乗り越えられるもので
はありませんが、何とかここまで
生き延びてきました。今は、夫婦
二人で静かに暮らしてしています。
勤め先の山梨英和中学・高校は、定年後も引き続
き授業３割、生徒募集７割で毎日の登校です。
少子化と不況のあらしでの中で、私立学校は生徒
集めに四苦八苦しています。
学校は早く卒業して、趣味三昧（鉄道模型・山登り
・実戦経験のない囲碁）の日々を願望しているの
ですが・・・。 」

山本秀彦

・２年前にNECの子会社を退職しました。今
は毎日サンデーです。同窓会、個人の
ホームページ管理人が仕事です。

・娘、息子は独身でおじいさんになる日は
当分きそうもありません。

・昨年退職記念でｽｲｽ旅行をしてきました。
今年２月にケニア、タンザニア・サファリに
行って来ました。

・塩山に小さなぶどう園があるので月１回
農作業で山梨に来ています。

渡辺雅幸
皆様、お久しぶりです。
医学部卒業後、ずっと精神科
医をやってきました。一時は
研究にうちこんだ時期もあり
ましたが、今は大学でコメディ
カル教育に専念しています。

山岡政興

幹事さまお世話になっております。ありがとう
ございます。私は赤道近くの南半球のインド
ネシア、スラバヤ市（バリから飛行機で４５分
車で１２時間）で神戸大の教員としてインドネ
シアの感染症を相手にしています。今は一時
帰国中で、間もなく戻ります。帰国した時の寒さ
と出国時との温度差に対応できず動けるまで
じっとしてました。インドネシア人相手の仕事は
慣れるにつれ、一層訳のわからんことだらけ
悪戦苦闘中です。週末はテニスなんぞ炎天下
でやっております。皆様にはいつか会いたい
ものです。お元気でお過ごしくださいますように。

山岡
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皆様お元気ですか。同窓会の幹事の方々
ありがとうございます。一昨年父、昨年
母が亡くなりました。母とは３年間川崎の
家で亡くなる日まで一緒に暮らしていまし
た。４月２４日は父の三回忌の日と重なっ
てしまいました。私は同じ歳の主人（昨年
退職）とくらしています。またすぐ近くに住
む娘が去年の１２月に出産し、毎日のよ
うに孫を連れてきます。２月は南仏、５月
はオーストラリアと海外旅行に行きます。
主人と私、健康なのが何よりと思って
おります

平井まゆみ（石田）

幹事の皆様お世話様です。
今年も桜が咲きました。
付属中の１年生としてＣ組の一員になって
からもう５０年の歳月が流れました。
「年々歳々花相似たり、歳々年々人
同じからず。」という言葉に深い感慨を
覚える年となりました。
出不精の私をあちこち連れまわしてくれる
娘がいて、違う世界を見られる事が
私の楽しみです。

相澤佐代子

小屋理恵

最近読んだ本 ・９４才の百姓道楽
・畑仕事の１２ヶ月
・庭師の知恵袋

などなど
休日はフカフカの土から元気をもらって
います。いよいよバラ達が喜ぶ季節になり
手入れが楽しい日々が続きます。
ご盛会をお祈りいたしております。

則重憲子（武川）
なつかしいお誘いありがとうございます。
幹事のみな様お世話さまでございます。
出席できませんが、１４年ぶりのクラス会
が最高に楽しい会となることをお祈りして
います。

中田登美子（丸茂）

以前 相澤さんから、今回はクラス会のお知
らせで同じ市内に金丸義敬さんがいらっしゃ
ることをお聞きしました。ここ各務原（かかみ
がはら）には意外と山梨にかかわりのある
方が多いですよ。近くには岐阜城、豊臣秀
吉の一夜城、関ヶ原古戦場跡、奥の細道最
終の地“水都大垣”さらには京都、奈良、琵
琶湖、日本海にも２時間余り・・・楽しく歴史
探訪も出来ます。現在９０才の姑と私達夫婦、
長男は東京、長女は神戸、かわいい孫２人
です。まだ暫くは、薬局と学校薬剤師を続け
ていこうと思っております。植松先生、今村
先生、そしてＣ組の皆様のご健勝をお祈りい
たしております。

塩津由美子（望月）

クラス会のご案内あるがとうござい

ます。私は今、７才、４才、２才のババ
ちゃんです。めちゃくちゃかわいくて
エンジェル係数の高い毎日を送って

います。一方私の母は９４才、まあまあ
元気ですが・・・・毎週会いに行っていま
す。という訳で、もう２、３年は毎日がお
疲れ・・・・でしょう。頼りにされている
うちがハナ？でしょうか。
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たびたびメールありがとうございます。レコードのアップデートもありがとうございます。添付
ファイルを見ると、私もそうなのですが、圧倒的に女性の出席がすくないですね。考えてみる
と中学時代、いまとは時代がちがいましたが、男子女子でいっしょにわいわいすることが少
なかったように思います。それが今はなつかしいのですが。。。。クラス会の写真を拝見して、
一番変わっていらっしゃらないのが、植松先生のように見えます。
私が住むのはシカゴの郊外で、グーグルで調べられたように、空港から車で３０分のところで
す。我が家の宇宙からの写真も小さく見ることができます。アメリカの生活は３０年プラスにな
り、滞在３０年過ぎるころから、はっきりとした年月を数えるのはやめました。最初にきたのは、
ベトナム戦争が終わっていないときでした。
いまはシカゴ日本語学校の図書館で司書をしています。昔から本が好きでしたから。もし最

近の顔をお知りになりたかったら、グーグルの映像で白上未知子といれると、それらしいもの
がでてきます。日本もそうでしょうが、アメリカの不況は３０数年の滞在中で最悪だと思います。
これからの世界はどうなるのでしょうか。それでは、皆様にどうぞよろしくお伝えください。

白上未知子

白上未知子（ Judice Michiko Shirakami）

我妻路子（佐野）

週３日ドラックストアに勤務し
休日はガーデニング、旅行等を楽しんで
おります。

志村福美（上杉）

山本さん幹事の皆様 クラス会の案内状
ありがとうございます。最初にいただいた
返信ハガキには出席の返事をお出ししたの
ですが、同居しております母（97才）が年が
明けてからの不順な天候の為か このニ、
三ヶ月足腰が弱り何とか手を貸すことが多
くなりまして、家を空けることが難しい状態
です。
私は気持ちは若い？のですが体力的には
白髪、老眼、変形性膝関節症、と三拍子揃
っております。国母小学校の隣に住んでお
りますので子供達の元気な声を聞きながら
生活しています。

永田はるみ（伊東）

姑が他界し八ヶ月経ちました。
これからの自分を考え中に手首の
骨折をし、この冬は終わってしまい
ました。
さてと、囲りを見聞きしあわてずに
一歩踏み出したいと思うこの頃です。

松本律子（坡場）

幹事の皆様ありがとうございます。１４年の
同級会は参加させて頂きましたが、今回は
欠席させて頂きます。残念ですが体調不良
の為、皆様にお会いできません。毎日、顔
を見せてくれる孫と遊ぶのが楽しみです。
植松先生にもよろしくお伝えください。
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松岡啓子（清水）

不思議なご縁で５０代から仕事を始め、
法学などを教えたりしています。教えると
いうより学ぶことの多い毎日。
若い頃、中途で止めてしまった課題を

まとめるのが夢です。
甲府には、空家になっている実家に風を
通しに時々行きます。八ヶ岳や甲斐駒が岳
を眺めると心が休まります。

山下和美（荻原）

国立高校で化学の講師をしており
ます。老親の為に甲府に通っている
近況です。

小泉光久

昨年、大学を卒業以来勤めていた家の光
協会をやめ、現在、フリーで子どもの本を
制作しています。４月に岩崎書店から発
刊された「日本の農業」全６巻の構成と文
を担当しました。子どものころからあまり
勉強が好きではなく、本も大学に入って
から少し読んだ程度でした。それが、
ＪＰＩＣ読書アドバイザーになり、晩年に
なって読書活動にたずさわっています。人
生はわからないものだとしみじみ感じて
います。次に同窓会が開かれることを楽
しみにしています。みなさんによろしく
お伝えください。


