１月 日（日） 時よ
り、神戸港中突堤に停泊
中の日本クルーズ客船㈱
のぱしふぃっくびいなす
号船内にて、同窓会 周
年記念式典及び新春のつ
どいが開催され、井戸知
事をはじめ来賓の方々、
会員、関係者など約二百
五十名の人々で賑わいま
した。
メインラウンジでの記
念式典では大家会長、井
戸知事の挨拶の後、同窓
会の 年を振り返るＤＶ
Ｄが上映され、続いて新
庄事務局長による、これ
からの同窓会についての

プレゼンテーションが行
われました。
続くメインダイニング
での新春のつどいでは、
フルコースディナーと抽
選会で一転して、和やか
な雰囲気の中、大いに盛
り上がり、最後は、恒例
の肩を並べての「若者た
ち」の大合唱。更には知
事のリクエストで「ふる
さと兵庫」も合唱し、熱
気に包まれた中での納会
となりました。
また抽選会では、なん
と大家会長が、見事に特
賞を当て、歓声に包まれ
ていました。
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後日、大家会長にお話
を伺ったところ、「三月
下旬、ぱしふぃっくびい
なす号による二泊三日の
クルーズで、世界遺産・
屋久島を訪れました。
これは、洋上大学同窓
会四十周年記念式典の際

に皆さんから頂いたもの
…皆さんに感謝していま
す。
屋久島はあいにく の
雨。しかし、これが太古
の息吹を伝える、この島
の自然そのものだと聞き
ました。
２年ぶりに海外養成
塾が実施されます。今
回の訪問国は、日本と
の外交関係樹立から四
十周年を迎えるベトナ
ム。
大学訪問による現地
青年との交流、ベトナ
ムに進出している日系
企業の視察や歴史的文
化遺産等の見学、さら
には福祉施設の訪問に
よるボランティア体験
など、特色ある体験型
プログラムを予定して
いるとのこと。
※４面に関連記事

■日程
9/11：関西国際空港→ハノイ
9/12：企業訪問・学生との交流交歓
9/13：ハノイ周辺視察（ハロン湾）
9/14：ハノイ→ホーチミン・ホーチミン周辺視察
9/15：ホーチミン市内視察
9/16：ホーチミン→関空

それにもまして感激し
たことは、船内でのプロ
グラム。洋大参加時を思
い出させる時を経験させ
ていただきました。」と
のことでした。

加古川市内にある公民
館に所属し、音楽を通じ
た仲間づくりを目的とし
たライブ活動をしていた
頃、洋上大学の募集を知
り、加古川地区から参加
させていただきました。
船内のホールでコンサ
ートを開かせて頂き、そ
れが縁で事後活動に参加
するようになりました。
そんな折、学長を慕う
会、おやじ会の仲間に入
れて頂き、当時の学長（坂
井時忠氏）に捧げる歌（作
詞：友延節子）が出来上
がり、会ある度、皆で唄
うようになりました。
年齢や職業の違う人達
が洋大という縁で結 ば
れ、共に語り、共に唄う
仲間の素晴らしさが、
年余り過ぎても、今も尚、
続いている事に、私はと
ても感謝しています。
これからも、洋上大学
で知り合った良き仲間達
の縁を大切にしたいと思
っています。
兵庫６回 松本収次
※次回は宮内慶子さん
（兵庫 回）です。
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第１回地区代表者会が
４月 、 日に県立のじ
ぎく会館外において実施
され、３期目となる大家
会長の続投、予算、事業
計画等が承認されま し
20
21

事業計画では、２年連
続となる９月のリレーフ
ォーライフ、３年連続の
月の神戸マラソンへの
ボランティア参加、昨年
度から実施されているロ
11

ケ地巡りや大人の社会見
学といった事業が計画さ
れています。
２年ぶりに行われる海
外養成塾は、ベトナムへ
の訪問。新たな 名の仲

80

25

年度第１地区代表者会開催される

40

平成

た。
昨年 周年を迎えた同
窓会の今後の方向性が大
きなテーマとなり、これ
からの 年を見据えた議
論が展開されました。
10

間が加わります。関連し
て、事前・事後研修への
協力、見送り・出迎えを
行います。
また、昨年度完結した
「ぼくらは探検隊」シリ
ーズに代わる野外活動と
して、夏と冬にそれぞれ
体感塾が企画されていま
す。体感塾はシニアから
子供までの幅広い世代を
対象とし、兵庫の各地域
での野外活動等を楽しも
うという企画。
レクラリーやファミリ
ーキャンプ等、親子を対
象とした企画から、シニ
ア迄を含めた、あるいは
大人を対象とした企画に
シフトする傾向がより鮮
明となった事業計画とな
っています。
一方、役員については
元副会長の嶋さんが再登
板。３人の女性副会長が

役員・顧問

大家重明
大家重明
大家重明
大家重明
大家重明
大家重明
村上友江
村上友江
村上友江
村上友江
村上友江
中川たみ子
中川たみ子
中川たみ子
嶋千世
嶋千世
嶋千世
木村成明
木村成明
木村成明
木村成明
木村成明
新庄和文
新庄和文
新庄和文
新庄和文
新庄和文
毛勝敏樹
毛勝敏樹
毛勝敏樹
芦谷恒憲
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(H5)
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(H6)
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(H18)
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神戸地区代表
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神戸地区代表
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丹波地区代表
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淡路地区代表
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淡路地区代表
顧
顧
顧
問
問
顧
顧
顧 問
問
問
問
顧
顧 問
問
問
顧
問
顧
顧
問
顧
顧 問
問
問
顧
問
顧
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春名伸泰
春名伸泰
春名伸泰
春名伸泰
春名伸泰
春名伸泰
井上清吉
井上清吉
井上清吉
丸尾倫一
丸尾倫一
丸尾倫一
長谷川和久
長谷川和久
長谷川和久
長谷川和久
長谷川和久
長谷川和久
村上隆司
村上隆司
村上隆司
村上隆司
村上隆司
方山
薫
方山
方山 薫
薫
土井貴司
土井貴司
土井貴司
高橋守雄
高橋守雄
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高橋守雄
高橋守雄
高橋守雄
板橋利喜造
板橋利喜造
板橋利喜造
板橋利喜造
板橋利喜造
山下剛史
山下剛史
山下剛史
山下剛史
山下剛史

(K11)
(K11)
(K11)
(K11)
(K11)
(K11)
(H26)
(H26)
(H26)
(S2)
(S2)
(S2)
(H32)
(H32)
(H32)
(H32)
(H32)
(H32)
(H25)
(H25)
(H25)
(H25)
(H25)
(R4)
(R4)
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(H32)
(H32)
(H32)
(H1)
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(K11)
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平成24年度決算

平成25年度予算

（単位：円）
収入の部
会費収入
事業収入
補助金収入
雑収入
引当金
計

323,000
2,193,350
1,463,000
16,169
1,325,677
5,321,196

支出の部
基本事業
3,474,234
国際事業
63,900
青少年事業
957,238
社会貢献事業 209,724
引当金
616,100
計
5,321,196

（単位：円）
収入の部
会費収入
事業収入
補助金収入
雑収入
引当金
計

720,000
1,701,000
1,463,000
5,000
816,100
4,705,100

支出の部
基本事業
3,042,000
国際事業
140,900
青少年事業 1,142,000
社会貢献事業 101,000
引当金
279,200
計
4,705,100
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お疲れ様でした。そして、
東播磨の大加茂さん、丹
波の井本さんが、それぞ
れ丸尾さん、方山さんと
交代しました。

会
会
会 長
長
長
長
会
会
会
長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
会計長
会計長
会計長
会計長
会計長
事務局長
事務局長
事務局長
事務局長
事務局長
監
事
監
監 事
事
監
監
監 事
事
事

大家会長を支える図式と
なりました。また、 年
間、西播磨地区代表を務
めた原さんが長谷川さん
と交代しました。長い間

平成２５年度

各地区からの報告
「 月 日（日） 時に
アラビアンロック前 集
合」との告知もあって時
16

17

と共に、神戸で実施され
るプログラムの企画運営
とレセプションに参加さ
せていただきました。
この企画が動き始めた
のは昨年 月。今回の事

に動き回る男女で熱気は
最高潮に。 年代前半に
流行した「ねるとんパー
ティー」を志向し告白タ
イムでは「ちょっと待っ
たー」を計画していまし
たが、会場レイアウトの
関係で告白タイムは地味
なカード形式に。その恩
恵か 名中、５組 名が
めでたくカップルに。
カップルの中から１組
２名を１月６日ぱしふぃ
っくびいなすフレンチフ
ルコースディナーに招待
しました。
春名伸泰（神戸）

11

業のテーマの１つに震災
と復興があり、それを踏
まえて、かつ神戸らしい
プログラムを考えて欲し
いとのことでした。
その結果、できあがっ
たのは コース。元町商
店街や北野工房といった
お馴染みの場所から、平
清盛ブームで盛り上がる
兵庫大仏や、一般ではな

かなか入る事が出来ない
スーパーコンピューター
「京」、神戸空港のバッ
クヤード、神戸税関など
を訪れるコースなど面白
そうなものばかりです。
当日はあいにくの雨と
なりましたが、同窓会で
担当した東灘区のバイオ
ガス工場は、新エネルギ
ーとして世界的に注目さ
れており、その生成方法
や、震災時の下水処理対
策について興味深く伺う
ことができました。

わくわく酒蔵巡り

12

新酒の季節、阪神地区
主催の酒造巡りにお酒が
好きな友人２名も誘い参
加しました。まずは福男
で有名な 西宮神社へ。
ここは恵比寿信仰の最大
の神社。初めて参拝しま
したがきれいで気持ち良

いところでした。私は御
朱印を集めていてここで
頂きました。御朱印帳を
みかえすと参拝したとき
を思い出し神社詣りがよ
り楽しくなります。
そのあと白鷹酒造に移
動しました。入り口には
真新しい「杉玉」が飾っ
てあります。青々した杉
玉は新酒ができたお知ら
せです。わくわくしてき
ます。お酒についてのビ
デオを観て酒造見学が始
まりました。見学用の帽
子と靴カバーを付けて準
備し工場内に入りま し
た。発酵中の酵母は泡が

阪神
90

10

ふつふつ上がりいい香り
が漂います。参加者の皆
さんニコニコしていまし
た。工場見学の最後に絞
り立ての原酒を頂きまし
た。美味しいお酒を味わ
い皆うれしそうです。こ
れはここでしか飲めない
とのこと、ぜひ試してみ
てください。次に博物館
へ移動し、昔の道具を観
たり説明を聞いたりしま
した。西宮で取れた水は
お酒に適し「宮水」と呼
ぶそうです。
見学終了後は昼食、数
の子黒豆などお正月らし
いご飯とお酒。お酒はお
かわりもでき楽しく話を
しながらゆっくり食事を
しました。酒米について
熱心に質問をする参加者

また、同じく同窓会が
担当した東灘消防署コー
スでは消防車をバックに
写真を撮る海外青年も多
く、大いに盛り上がりま
した。夜のレセプション
はふじ丸のメインダイニ
ングで行われ、日本を含
む９か国の青年での交流
となりました。
洋大とは似た事業では
ありますが、なかなか触
れることのない「世界青
年の船」の事業に係わる
ことができた事は良かっ

もいました。久しぶりの
会員と会い、お酒文化に
触れた良いイベントでし
た。蔵から外へ出たら顔
が真っ赤になってる人が
いて面白かったです。で
も女性陣は顔色変わって
ない人が多かったです。
解散後は近くにある洋
菓子工場の喫茶店でケー
キを頂きました。帰りに
阪神タイガースタクシー
を見ました。ラッキー！
新春から良いことありそ
うに思いました。友人達
も楽しんでいました。
立花暢子（東播磨）

たです。
レセプション終了後、
改めて実行委員で集 ま
り、みんなの協力があっ
てこそ良い企画ができ、
無事に終わることができ
たと、メンバーで分かち
あえたことは嬉しかった
です。今回の企画を通じ
て
との良い連携
関係ができたと思い ま
す。これからも同窓会の
企画に積極的に声をかけ
ていきたいです。
井上清吉（阪神）
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新たなる交流の始まり
「世界青年の船」
神戸寄港地プログラム
２月 日、神戸港に内
閣府主催事業の「世界青
年の船」でふじ丸が寄港。
今回、同窓会では内閣府
事業の
会「兵庫県国
際交流機構（
）」

神戸クリパ、
カップ ル 成 立 ５ 割

!?
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O

間前から参加者が続々と
集合。しかし、ルミナリ
エの影響で、遠方からの
参加者４名が約１時間遅
刻するという波乱も。
配布された７つ道具の
中から、名札を首に掛け、
１分ごとに席替えして名
刺を交換。遅刻メンバー
分がアンバランスと な
り、待ちぼうけを被る参
加者もいましたが、フリ
ータイムになると積極的

21
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私 を ぱ し び に 連 れ てって

神戸
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した。昼食は豚汁とおに
ぎり。凍えた体に熱い豚
汁は最高でした。デザー
トのアイスクリーム作り
では、思ったように固ま
らず、イマイチの出来と
なりましたが、昨年同様、
チョコレートフォンデュ
は大人気でした。
最終日、家族毎に思い
出のフォトフレームを制
作し、家路につきました。
このキャンプシリーズ
はリピータの割合も 多
く、非常に家族的な雰囲
気の中で行う事ができ、
同窓会活動の一つの方向
性を見た気がしました。
たまたビックリ。
映画、テレビ業界を取
り巻く厳しい状況下でも
今までの技術を継承しな
がら作品作りへ取り組む
職人魂は素晴らしいと思
いました。これからドラ
マや映画を観る時は裏方
へも注目して観たいと思
います。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
同窓会で映画エキスト
ラに参加し、できればエ
ンドロールに個人個人の

名前を出して頂くこと、
その様なことを思った一
日でした。

親子からシニア迄の参
加者を対象とした自然体
験型のプログラムを企画
しています。現在スタッ
フ大募集しています。
▼日時 ９月 日～ 日
▼場所 いえしま自然体
験センター（旧母と子の
島）
▼参加者 子供 名・大
人 名程度
▼内容 海洋プログラム
（ヨット、シーカヤック
など）アウトドアクッキ
ング、かがり火等

いえしま体感塾
発動！

今回の養成塾に同窓会
からスタッフとして桂木
聡子さん（兵 ）、リー
ダーとして井上清吉さん
（兵 ）、金村相秀さん
（塾 ）の３名が参加し
ます。
桂木さん、井上さんは
長年にわたり同窓会活動
に係わってきており、金
村さんは、一昨年の養成
塾参加以来、積極的に様
々な活動に参加。これら
の経験を生かしての活躍
に期待したいです。

３名がスタッフ
・リーダー参加

10
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1 26
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昨年の第２回神戸マラ
ソンでは、 月 ～ 日
の３日間で延べ百名を超
える同窓会員や関係者が
ボランティアスタッフと
して参加しました。
前日・前々日の受付等
の手伝いから、当日は、
前回に引き続き長田での
第１給水ポイントを担当
しました。
メンバーの多くが２度
目の参加とあって、机や
コップ、水の事前準備も
スムーズに行う事が出来
ました。
23

25

大勢のランナーの中か
ら、知り合いや、ランナ
ーとして参加している同
窓会員を見つけては大き
な声援を送っていま し
た。

神 戸 マ ラ ソ ン ボ ラ ン ティア に 参 加

疾走するランナーに声援と給水を！

25

定例会に
来てみませんか

毎週火曜日の 時頃～
時頃、兵庫県民会館７
階で定例会を行っていま
す。思いかけず懐かしい
顔に会う事もあります。
近辺にお越しの際は ぜ
ひ、立ち寄ってください。
また現在、本部事務局
員を募集中です。新洋大
生との事業、キャンプの
企画、運営、ホームペー
ジや新聞の作成等、一緒
に活動してみませんか。
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編集後記
最近、かって活動を共
にしたメンバーが、再び
スタッフあるいは参加者
として活動している姿を
目にする事が増えた気が
します。
子育てや仕事に一段落
してでしょうか。洋大に
参加した直後だけで 無
く、いつでも参加出来る
のが、同窓会の良いとこ
ろです。
人生のどの部分で同窓
会に関わるか、それはそ
の人の自由です。いつで
も門を開けて待って い
る。それが同窓会の同窓
会たる所以なのでし ょ
う。
山下剛史
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ぼくらは探検隊シリーズ完結

エキストラでいいから！
参加者の感想
映画「男たちの大和」
の 分の サイズのセッ
トを４か月掛けて尾道に
作ったと聞き驚きま し
た。今は呉に曳航して寄
贈してあるとのこと で
す。
石灯籠や石などの重量
物が全て発泡スチロール
製でできていることにま
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但馬にて地獄博士倒される
昨年に引き続き、「ぼ
くらは山賊探検隊」を香
美町にある美方高原自然
の家「とちのき村」にお
いて２月９～ 日に実施
しました。このキャンプ
は昨年の夏にいえしまで

行われた海賊探検隊とあ
わせた３回シリーズの最
終回であり、とうとう地
獄博士とオーブの謎が解
き明かされました。
とちのき村に到着した
探検隊に扮する 名の参
加者は、早速、雪山の中
へ山賊探索に出発。慣れ
ないスノーシューを履き
ながらも、雪の中にダイ
ブしたり動物の足跡を見
つけたりと楽しんでいま
した。
翌日は宝探し、雪玉あ
てやそり引き等を織り込
んだ山賊との対決。
結果、
探検隊の圧勝に終わりま
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シ リ ー ズ「大 人 の 社 会 見 学 ・ 東 映 撮 影 所 」

11

昨年 月１日（土）、
京都・嵐山と太秦を巡る
おとなの社会見学を開催
し参加者各自が映画出演
への目標を誓いました。
東映撮影所内の見学で
はプロの役者さん３名に
参加者６名がドラマや映
画の裏話を聞きながらセ
ットを間近で見学しまし
た。
12

平成25年7月1日 （４）
こころ
第93号

