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いたが、一昨年体育館落成式を機会

ての目覚と誇りを新たにし、お互い

した、〃くれこう4同窓会会員とし

私達卒業生は、ここに新しく誕生

続々と巣立っで、い,＼学園になつf、軋、

だけの援助を致し、頼軋.しい一が

校が、今後益勲発展するよう.㍗、きる■

そして私達の「魂の故郷」下、ある母

前進していこうではありませ釦か。

に、田中稔前校長の呼びかけで再び

がしつかりと手を接・ぎ、相互の親睦

ることはないと思う。

一本化実現の交渉が初まり、これが

その後、長らく中断の形になって

現松前実校長に受継がれて、遂に今

らいたいと切に恥うむ、のf、あ、る、、

来、同三十五年にいたるまで、毎年

呉阿賀高校は、母校職員の大田先
生(旧性中西)が、昭和二十五年以

一回G)1元阿賀高同窓会長、不動
産業自営一、久保田繁美氏(呉工一

回M)1元呉工同窓会長、会社員1、
中川英男氏(市工三回二本M)一時
計商一、の三名。

会計監査
には、横山

維可氏(市
平四回E)
売業1、松

一自動車販

工四回E)1母校職員1、の二名。
この外、理事・評議員については、
総会において、執行部に一任された
ので、次の要領で人選した。
まず、評議員は、会則によれば、
各クラスから一名以上選出となって
いるので、当時の担任の先生や、ク
ラスの世話役に、それぞれ適任者の
推せんをお願いした。
理事は、評議員のなかから若干名
選出する、となっているが、この度
は、新同窓会誕生に、協力をいただ
いた準備委員三十七名にお願いし
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を深めながら、立派な社会人として

同窓会の目的には、名簿の発行が
ある。私達卒業生は、お互いのコ、・・

ユニケーションを、名簿を媒介とし
て育てていくことができるし、また

現在巷間では、工業高校不要論を

が急がれる理由はまさにここにある

お互いの親睦を、更に深めていくこ
ともできる。統一した新名簿の作成
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会計には、淵本松枝さん(阿賀一
回G)1母校職員1。
久保田繁実氏

新会長・副会長決まる

雄,早

新会長には、小川雪正氏(市工二
回二本M)一元市工同窓会長、経営
管理士一。
新副会長には、土井叔徳氏へ阿賀
中川英男氏

.熱し,穴誕生した“くれこう4同窓

事誹

会の四役員が、準備委員会で、指名を
うけ、九月十四日の総会において厚
謝された。
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氏のご協力を是非お願いしまザ■。

一歩踏み出したところ下、す。去昌.

.一部を、是非本部事務局まf、
送付下されば幸い下、す。
本部、としては、中川副会長を委眞
長とした名簿作成委員会を訟眠け、三「

務局を利用しで、下さい。
今後、、こフス会や同期会tどを催
される際には、芽」の折、調整された

なお、▼ての折、母校へ問い脅せの
必要があれば、この度設置された事

いのであります。

そ、のためには、評議員の需・には名
簿作成係となっていただき、同期、ア
ラスの名簿作りの担当をお願いした

注ぎ、空欄を最小限度にとどめたい.

定しており、第一年目は、銑、の.準備
として、会員の消息の把握に金力を

統一名簿の作成は、二年計画を予

にいたって、いる。

発行されてきたが、三十癌、年坦・降は
校名変.更により発行が中止された。
呉工高は、呉阿賀高校と回し♂,、
大田先生により、昭和三十五年第一
回生卒業以来、同四十三年にいたる
まで、毎年発行されてきた。
同四十四年からは、
ージ数の増大により、名簸二冊の価
格が、入会金をはるかにうわまわ、ため、止むなく発行序、停止し、弁口

新名簿の準備はじまる
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日、その実現をみるに至ったのであ
る。

母校は、創立以来、既に三十七年
の歴史を積み重ねてきた。人間社会
で云えば、壮年時代である。この聞、

はげしい世の移り変りの中で、母校
がいかに紆余曲折を経ながらも、自

らの主体制を失なうまいと、ひたす
ら歩んできた現在の姿、これからも
堂々と大手を振って歩み続けてもら

唱える人々が居る。成程ミクロ的な

いたいのである。

のではなかった。

三同窓会,が今まで発行した名簿と

と思う。

知している事である。このことは、

いえば、呉市工が昭和二十九年、母
校職員として来任された松永先生に
よって作成されたものが、最初にし
て最後である。

今後益々高まるとも、決して低くな

ているか、産業界自身が一番よく承

がいかに根強く地域産業界に貢献し

観点から云えば、工業高校の卒業生

う。しかしながら、これをマクロ的

解釈をすれば、普通高校卒業生で、
十分間に合う職域もかなりあるだろ

色話し合いがもたれたが、実現をみ
るまでには致らなかった。

本校もその頃、当時の馬谷校長の
斡旋で、先ず呉市工と呉阿賀高校の
統合について、両者が代表を出し色

た。

統合問題が最初にもち上ったのは
十数年も前のことで、当時呉地区高
校のほとんどがこれに取組んでい

一本化についての歴史を顧りかえ
ってみると、道は決して坦々たるも

ある。

校と肩を並らべることができたので

三同窓会統合なる
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樹一役員会を開いで、審議を重ね、昨年
二月には遂に総会を開くまで一にいた
り、その折、満場}致囲一本化を決
議したのである。
次いで、呉阿賀高校同窓会の意向

を打診する段階において、、甲甲稔前
校長は止むな!、定年退職さ和たため、
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かねてより、同窓会員から強い要
望のありました、三同窓会一本化が、
去る九月十四日の統合総会において、
満場一致で可決されました。
このことは、全会員にとって誠に
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はまれ呉の校

すが、お受けした以上、私の金力を
傾注して、同窓会発展のため、頑張
る覚悟であります。
どうか全会員の皆様よフつし、＼御協
力の程お願い申し上げます。
この度の統合に?研.一ご書して、・ての
経過をふりかえってみますと、仲や
一朝一夕で成立したものではありま

"現

統合問題は、現在の松前実校長ヘバ
トンが引継がれたので、あるウ
同校長は、就任早々、田中前校長
の意を継いで、阿賀一局校同.芯会長と
話し合いの機会をつ・-、り、一本化を
早急に実現することについで、の同意
を得た。

暁そ.峰た'
峰のく・も学

せん。そ、こには十数年の歴史が脈然
として存在して、いるのです。しかし、

露、

……三十七年を迎えようとしで.いる。猛母校校長の斡旋により、呉市工、
呉阿賀高校両同窓会の統合一本化に
ついて、話し合いがむ.たれたことが
あったが、芦、の時はまだ機熟せず、

続いて同校長は、呉市工同窓会長
からも賛成の言葉を得たのに意を強

な校い高工意こ
く名校業さの
'を・暁れ時

新同窓会長あいさつ

こ,1こ

窪高捲再編成、♪臨冑昂.いは、市・県当局
・などの駆詰により、、'、名が三度も改

まう

“・揮された。すなわち、昭和二十三年
一推称二十四年には呉市立工業高恢か
己翼阿賀高校へ、昭和三十四年には
コ円旧。三身工一^ノ、■..し一年へめ'

にヒヨニモリヤズコヤエ一二

たのであ.る。

くされ、早速、七月中旬、、
室で三同窓会長の合同会議を開き、
その結果、三者は統合一本化早期実
現について、、完全に意見の一致をみ

きた。

・てこで、早速これ亭、牢獅すべ・＼
三同窓会から選出された卒業年次代
表、及び職域支部代表計四十数名が
準備委員会を結成し、数度にわたる
会合を開いて、熱心な討議を重ねで、

こうではありませんか。

そ・の結果、三同窓会は、この際蛇
展的解消をし、新たに統合した"く
れこう"同窓会を新発足させるべく
準備万端相整え、九月十四日の統合
総会を開くに致つたのである、.
私たち同窓会員は、ここに誕生せ
んのする"、・、れこう4同窓会の下に
一、会員相互の親睦を益々深め
るとともに、誇らしゆかしわが学園
の発展のために、お互い手を握り合
い、新しい気持で、力強、＼前進して、い
以上の経過報告を満場一致で承認
され、ここに念願の三同窓会の統合
}本化が実現したのである。
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、他はいずれも校
名改称のた0に、母校自体は再出発
の,玲をと(、で、きた。したがって、同
窓会としてもこれと同一歩調をとっ
たため、そ.の都度新同窓会が発足し、
嘉日のように三同窓会の実現峯一みる
にいた一、たので、あ、る。

このことは、ひとり母校だけで.な

,・・.、当時県下の高等学校の多、宝が、
同じ宿命にあ,.たのであ、る。しかし、
このよらな現状がそのまま長、-.続,乱、
ことは、われわれ同窓会自身は勿論
母校にとってもr劉、皿なことが多く
下、きれは、三同窓会は統合したらと
いう出戸が、置目の間にかなり拡がっ
てきで、いた。
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三同窓会が一つに大同団結された
ことは、お世話下、さった関係者のご
尽力の賜と思います。

て手てて渇の嬉意にじてい気なにもなのま前払い談ので母
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とに間峯機委じ兄'生をななガの碁らのと'年。'哩'経鼻
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い瀬ラー
丘戸峰朝
に内'日

す.呉こつ僚くたでめ○んドで実こ、と坂こらのま長会余生て実

顧りみれば、 開校時、呉東高等小
学校(現在東畑中学校)内の仮校舎

この間、支那事変、大東亜戦争、

住まい、中畑段々畑の造成勤労作
業、新築校舎への移転など………、

終戦、引き続いで、朝鮮戦争、
長、岬てしで、石油ショッサによる不況
と、世相はまさに混屯として変化し
卒業生のなかには、戦死された方、

てやきました..、

或は病死された方も幾人か居ら、れる
ことと思います。ここに紙上をかり
謹んで、ご冥福をお祈りします。

れる同のてのな後と津'気た'てr.、歳、の先ななに集_で以立回

装品の充実に同窓会の方々のご寄附
を添ろし、衷心より感謝申しあげる
次第であります、、かくして着々と母
校の整備が進む一方、後輩である在
校生諸君も日々健全に学習を続け、
また、スポーツ等においてもそ、の実
を挙げて、地元に名声をはせで、いると
ころであり、名実と杢に今や熟しつ
つある感じ一の母校であります。

この時にあたり、同窓生一同が大
同統合され、新し!、「くれこう同窓
会」としで、発足される運びとなった
ことは、誠に意並.、.疎く喜ばしい限り
であ(ます。ここに一万同窓生が、
結束しf、母校の、兜展に寄与されるな

天声人語に、長洲二一氏が横γ国
大で行った退官講演の中f、、米国の

れる冷静さと、変えるべきものにつ

神学者二一バーの「祈り」を引用し
て、「神よ、われらに与えたまえ、
変えることのf、きないむ、のを受け入

っていませんでした。

窓会長、準備委員のなみなみならぬ

こもをか伝にこた長ら一はあてワ.んなり全なう五せク回もてコ高

松前実校長あいさつ

なっています。こ

時代が約三千四百
人.現呉工が約五
千人ということに

、・派捻、れらの卒業生は、
奪毒.・地元呉地区はもと

。、ユ、

らば、これに応えて必ずやよき後輩
が輩出し、アてのことによってさら、に
「くれこう同窓会」が発展して、こ
こに盤石の基礎がで、きあがることを
確信してやみませ孔。各位にはどう
か健康に留意され、ますますご活躍
のほどお祈りします。

職域支部として活動を続け、それな
りの実結ラ、挙げてきていました。
三つに分れたままで、窓口もはっき
りせず、本部と支部のコミコニケー

て勤められた宇津見先生を忘れるこ

努力、各会員の暖かい支援、それに
終始、校長さんのアシスタントとし

私も準備委員の丁くとして、、お世
話をさせてもらったが、何んといっ
ても、松前校長さんをはじめ、各同

ションは、母校を通さないと出来な
い状態で、しまいには、本部頼むに

しかし、同窓会本部は、依然とし

足らずという声まで出ていました。

"ぐ、れこう"同窓会は、ようやく

とはできません。

ここに産声を挙げ誕生しました。
これからは、お互いが積極的に同
窓会をもり立ててゆき、」、一万人にな
んなんとする全会員に親しまれる、
頼む.しい同窓会に育てで、いこうでは
ありませんか。

とり通らいむと韮㊤れ本'蒐'イにが頂くる子窪るラ程博士ツ校
夢あっ喜二さけ岐蛮勇た些多甘ワなら当』去にこス度り翼ク第
あげた校せて'気宇が少えイつもお時ともとが・い年北日十

市工時代の卒業生が約千人、阿賀高

叢

モ,引遺臣コ、-づつ、

い限りf、 あります■。

ノ』是三一.、

淀川製鋼KK呉工場

呉工高第七同率

支部・会員の声

患い出のまなび舎は、 時代の流れ
とともに隊「は殆んどが鉄筋化さオ
白色の常々 たる建物、が裏山の暁峰に
映えて、美し、く、岬てびえています 。一昨年
む、体育館兼言2が竣工しましたが
・,ての節は館内￠紹帳や暗幕などの内
t、

ておられ、まことに力強

より、広島県内を
始めとして広、＼全
それぞれの分野においで、ご

跡

支部長藤原慶和

このことは恐らぐ、他の職域支部で.
も、同じ気持f・.あったと思います。
この四月、母校へ松前実校長さん
が来任津.れたのを聞ふ.を、淀鋼支部と
しては早速表敬訪問し、その折、同
窓会本部一本化についで、お願いした
のであります。

そ、れから四ヶ月有余、一本化がこ
んなに早ぐ、実現するとは、夢にも思

き会急,こお本し・さ窓あ会のの話)っ想.りと一'三咲Bにい業バ阿

に成長しで、まいりました。即ち、旧

篠工威に

らマ丁にまとまり.

るを坂れ手化たれ会たの度でせ'さいあ'にク十か両一出しブ賀

創立三十七年の伝統を誇ヌ我が母
校は、卒叢生総勢(全・定を含む)
実に皿万尺を託るという}大学園
、.1`時:長一一
.・騨欝資掌下等.“、目τ巧
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」4㌧ヂ'・'、・・「1、制(1笑
待ちに待った同窓会本部の一本化
、刀、九月十四日の統合.、囲会において、
満鏡潔致で成立をみたことは誠に喜
ばしいことで、、職域支部として心か
ら拍手を送るものであります。
碇綱に勤務している私達呉市工・
呉阿賀高・呉工高早業生は、前々か

有い同あがでい実賛各と同なでげえと情えワもは花気数の
で窓の"一一'・1現同同に窓こるもておはあるシが'をA年、轡、卒呉
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乳

朝日に映えて聳えたつ、

標高七三七米の灰ケ峰は、
先輩諸氏が日ごと仰ぎみた

姿アてのままで、今日も雲一
つない秋空に、!、つきりと

偉容を誇っています。

母校は、現在全日制と定
時制とがあり、全日制は、

機械(九)・電気(六)・

合。

一準備委員
会

記録

「くれこう」同窓
。50年9月14日
会を母校体育館にて開催、約六〇
名出席。
。50年11月12日 第一回理事会を勤
労会館にて開催。 会報発行、名簿
作成について審議。

同窓会運
。50年7月7日呉阿賀同窓会長、
学校長と同窓会一本化について会

一

二

費贅費責

1,857.640

(三)の四学科が設備され

支出の部

計測工業(六)・金属工業
ており、職員数八一名、生

“避

、多一

200,000

た高台の良き環境で、生徒

80,000

徒数九五一名、緑に囲まれ

310,000

利息

は学習に、クラブ活動に、

1,178,766

元気で活動を続けています。

呉工業高校同窓会財産

定時制は、機械(八)・

入会金

電気(四)の両学科で、職

758,432

。50年7月10日三同窓会長、校長
室にて同窓会一本化についての合
同会議。
・50年7月20日準備委員を各卒業
年度代表一名・各職域支部代表一
名・母校在職々員、計六〇名選出。
。50年8月3日第一回準備委員会
を母校会議室にて開催。
。50年8月12日第二回準備委員会
を母校食堂にて開催。
。50年8月23日準備委員広報係に
よる、ポスター(三〇〇枚)配布
。50年9月7日第三回準備委員会
を母校会議室にて開催。

呉阿賀高校同窓会財産

員数二九名、生徒数一五〇

収入の部

と誇りをもって、明る/＼元

(自50.9.14～至.51.6.30)

名、勤労青年としての自覚

す。

気で勉学にいそ、しんでいま

今夏の高校野球県予選で
は、あれよ、あれよ、とみ

るまに準々決勝に勝ち進み

ましたが、来年はこの調子
で、なんとか準決勝には進

出したいと、いま一生懸命

150,000

務議務備

2、35了,640

計

で練習に励げんで、います。

学校行事としては、九月

三十日に校内で体育祭、十

月二十六日からは、二年が

くれこう同窓会50年度予算

嵩置Ψ鰺冨tl寺1蹴疹`顧妬
150,000

事会業予
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㎜編集後記

▼何はともあれ、世紀の初仕事、会
報一号をお届けすることがで、きたこ
とを、心から喜んでいます。

▼会報一号は、いわば創刊号と軋、い
うべきもので、“ノー、れこう"へ
の誕生を主体に編集しました。
何分早く出したい一心で、ありました

▼今後毎年一回以上、発行を続けナ、

から、内容に変化が乏し、-、、報告一
辺倒になったことをお詫びします.

▼事務局が母校与、長のご配慮により

いく積りですので、何とぞ.ご協力の
程お願いします。
▼支部の活動状況、各職場での近況
報告、及び各会員の声などを、どし
どし、載せたいと思いますので.、奮
って投稿をお願いします。
▼新名簿の作成準備にとりかかって.
います。勤登先・現住所および氏蕎
など変更がありましたら、本部ま下、
ご連絡下さい。

開設されました。本館へ入.「、て、左側
へ行くと"くれこう同窓会事務屋坦
の看板がかかっています。
▼事務局は、当分の間、
の宇津見が担当します。卜、,
れた際は是非お立寄り下さい。

瞠脚
一隅

・E【日岬戸.四

雷“
一ロリ'片面

"広島県立呉工業高等学校内・
一瓢
一くれこう同窓曇地

"呉市阿賀北二丁目7∪一一馳
ロハ

ロぼ

.発行所・

ぼ

営
2,35了,640
計

30,442
呉市工同窓会財産

鐙

擁

信州・関東方面へ、四泊五
日の修学旅行、十}月十六・
七日は、文化祭と、昔も今
ないようです。

もあまり変りばえがしてい

ロ
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袖山
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.一続た名'存1一ま新碧ヲし阿

1帽いハごま'渉年

+き簿!'たず1'Ll一月賀

年で昭こ、と・一・同て統'
をあ和とは指窓、'詩興
最り二・'簿会新1..工
後'十。牲1、会のの発'高
,!二阿1しい員.莞衆星新の

ま謬i法亡八妾狂に…f会.一高

し協力校甚齢幽1哲理

ブ三1猛鞭欝妥、乞,纏

し一∫1・等各務意銅三ての

会'i～取はい発心まは
員づ.こ参り'も行石コ“昭

の校ξ寄/・二のいi!・1た昏II
消のにせ年がた〒]'ミカ1四
,曹、1票さ'1鳶。寺、し、り1・

〔
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ロ

ロしし

田一.・
'固冒し、

立方わさ代員な・1至

当針ゆそぬ.†、:二二i枝先姿交毎
知力ゴそ,しハま1モ長二士、をわ朝
のう産頃1一,ゾノ己一,ハ、思.さ朝

撃ち,業はた1.。生ごいれ字[、

使出戦一㌧'1二は霊浮た台
,運さ上日当㌧前≧1、あに
営わ一の芝時昭になの立
にてでず事・、ハで口鉾暴力U項ち
は1,4成変雌、・十げ'二、の

把式せ・葦切るまε'此五
'た、1二の一一1猫ま"全

の淡い校,よ、思こ会・、ゐむ.ノ、

!たき集池南・・を途

しで、、谷クろスゐ評議員に、フろス

らの資料の整理と、索引作成用カー

なという事で、、片岡先生〔阿賀九回

といっで、もよい、場所は集合に縫利

親睦まで手が廻らなかった。

の統合総会は、母校の体育館で、開催

ドの記入に追われで、おりますが、で
さるだけ、空白部の少ない、充実し

撃欝礫義手1繰1蓮

期長ぐ一一一とかをな1絹

頃で、、野外演習によく黒瀬や焼山方

に、七年という長し間在職され

二一

二

打つで、います,

神は、怠、もなお、心の中に脈恥、一』

培かわれた質実剛健と勤労愛好〆

呉市工を巣立.q、た卸、達は、在、ユ♪旨]・

があると思いま・丁.

であり、そ、の功傭一魍は誠に因なξ'

在の呉工業高校の基礎、、裳・、し

気で、行事には何時も先頭に立つで、

志気を鼓舞されました。

に勤労動員を命じたので、私達上級

した。私達は、校長先生ゐ望二を守

実剛健」「勤労愛好」の標語をかか
げ、身をも.q.で、範を示されたので、あ

私たちを教育されたのであります.
校長先生は、早速校訓として「質

守されたのであります.

まり、残留職員、生徒を指揮され、
うち続く敵機の空襲から、学校を死

下級生は辛、の後市内の建物疎開や
農村への稲刈などに出動したので、
学校の機能は完全に痲痺状態となり
ましたが、校長先生は、校内にとど

ぐ、れこう同窓会碁手川霧正～

昭和五十一年一月十九日

といたします.

ノ寡、ご冥福をお祈り申し上げ、弔辞一

こ.}に同窓会質一同キ一代表し、謹…

かにお眠り下さい、

校長先生ン、、ようなら賢と、「か・資ム

お冨いします。

これからも頑張り続けで、㌧二と二

り、社会に役立つ人聞をめ蓄.して、{

校長先生、どう、難うござい拳{

の生産に従事しました。

生は、呉市内の各工廠へ動員され、
ペンをハンマーに持ちかえ、軍需品

十九年に入ると、政府は遂に学徒

-一一

憂「あ哲'も、L
・≒io,芒㍑㍉二1避ビ

本年度総会について

よ、八月二十九日開催される.昨年

た名簿にしたいので、すが、何んとい

勢(レストラ、乙が内定しで、いる.

卒)の肝入りで、市内中通三丁目初

何分、まだ残暑の厳しい折である

しは報変“思紫へ集

加灸。学「一一』コ員8・乳糖おプ三

て、極力ご調査願ったものを、事務

されたが、なんといっで、も統合が主

、で、も、会員の皆さんのご協力なく

、方体力増進には、一斉乾布摩擦
の実施、寒げいこは、早朝の銃剣術

の出かあ集認'意員喉房

公等で判明しで、いる者を手掛りとし
局ハ、提出しで、いただき、これを編集
すること・し、六月中旬に、各評議
員に依頼状を発送した次第で、す帰

体の総会f、あったため、会員相互の

五十一年度同窓会総会は、いよい

到着しで、おります。事務局は、これ

幸いに皆さんのご協力により、現
在、次々とクラス名簿が、事務局(、

しては、慰うようには参りませんの

の外に、神田神社まf、のかけ是参拝.

奪総会は、そ怖の点で、初めで、の総会

を申し上げること・なりますが、河

f、、各評議員を中心としで、、なるべ
く正確なクろフ簿の作成にご協力
下さい.また、評議員の皆さんには、
公私共にご多忙中めところ、ご無理

景も校て編承おに会で冷

']二一年に才したて二'『な・∫今

面へ出動しました。校長先生は、元
海軍中佐f、あっただけに、大変お元

そ、の頃は、運事教練華やかなりし

厳しい鍛練が行われました.

夏は狩留賀海水浴での水泳訓練など,
発行は一応、明年三目を目途とし

卒よろ.しくお願いいたします。

で.おりますか、できるだけ着実に、

しかも効率よく、作業浄.進めで、ゆき
たいと思っで、おりますので、重ねで、
皆さんのご協力をお願いします.
(七月二十日記)

生う礁享奪算.ブくり1カ「

なく、社会に役立つ立派な人間をつ

多かったことと思い.ます。

1寺壱・∫r,剖3りと～謹ヵfに

責の長大あ犀一'前章

と・築耳哉1駈1レちぢ・重!l
ユカ・さ1唱.一一一・つ1往封吉
…,、拘冒1れrた≦ドきましア・

1《茎愛器嶽凱、積,苛

転院〕i聚i犠畳音li☆

を†・乞いみつう交1皿〆工芸

妻隻さは、ど喜平助力～豆紀一、き
参れ'1,二議に津)がるい

ま基いきりけ応ぞ'よ'

会ゴテ・母二り薩ののないに息

くることが大事で、ある。そのために

にあやか一月、.『、、工十七則をつくり、

ります。また、吉田松陰の士規七則

ました。

これビ私達は、よく朝礼時に唱和し

やかで、終戦を迎え、授業は再開さ
れましたが、食糧難のため生徒の欠
席が目立ち、遂には退学する者も出

は、何よりも先づ、身心を鍛練する
こレ」が第一だ.という堅い信…毒心で、

しかし、校長先生は、工業教育は
単に知識・技能を習得させるだけで

り呉七ささきし童た

多席ら登,な'会義諸をの

乃高し、・史のキ園疑

力覆うがで見に零や

くオ1,こう同窓会
方定たのりし,㌧ヒ員統後
法t.財ご編ほはの合・は

色だいさ中年ず畜・,ち生
々けう中か五uはの・徒
困に'でら,月なおと
難'国'来'き元手、癸
か副のい任初'1・・吏気拶

撲と歴ブ.二の剰数

昭和51年8月25曰
握をて学頭.,とず全度年

完成は来年春頃か
し、賓辞誘の行初いい茎・
高に一ず皆躯ア)た'㌧同
職め一く』さ計零し.こ窓

自宅にf.病気薬嚢中の.、～、、、
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名簿の編集はかどる

日召さ二Lllこし。て力二i司日乍]二

岩崎素直先生を悼塾
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簿発呉はいと1、尋が呉
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1

回
呉阿賀高校二回M卒

㈱淀川製鋼所呉工場

す.

回染

物資欠乏の終戦直後、戦斗帽をかぶ
り、ザ弓紙の教科書を入れた風呂敷
包みを片手に、回数の少い電車の昇
降口にぷら下り、皆んな通った学校
前の・急坂を、六年間往復した事が、
つい最近の様に懐しく想い出されま

日に至っています。

時に、NBC呉造船所にヌ、社し、今

なか、昭和二十ヒ年三月の九+業と同

関係各位の御努力による「くれこう」
同窓会の誕生誠にお目出と、つ存じま
す。私は、終戦の翌昭和、二十一年に、
呉市立工業学校に入学し、不況のさ

憧田芳明

石川島播磨重工業KK呉一工場

弔

現在私の勤務する石川島播磨重工業
KKの、呉地区四工場へ呉一、呉二、
呉三、新宮〕には、従業員の一割弱に
近い五〇〇余者の、多くの同窓生が
ス、士力へへ輩ご

いつ・、いつの間にか、二十四年￠

わ自注は.き力博・,菅日σ,ス轟仁-

心に考え、行動しで、きた.
卒業後、私達の、!⇒ツ、の大半は第
二次大戦に参加し、…名、戦。
病死者一名の尊い犠牲が出た。、ての

厳しく躾られで、きた。
しかし、それだけに』∠ワスの連帯
意識は強く、何をするにもヶ巧ス中

展し、優秀な人材か社会に送り出さ

る。

他現在までに六名の死亡を数、兀.コ、い

歳月が流れました。
我が母校発展の為にも、新しく巣立
つ後輩の為にも、我々同窓生がお互
に協力、親交を深め、立派な社会友
として増々努力する必要を、新めで、
痛感すると共に、母校が今後増々発

れる事を、心から念願します。

なんだか家族会議で、軋、闘いで、い,、よ
うな雰囲気である。
来年の当番も簡単に決まり、また
会う日を楽しみにしで、別れた。

も一うヶラス会という音鉱剛を超越しで、、

時間の経つのも忘れ、娘の糸言誤
息子の進学、成人病についf.、談は
なかなか盤きそうにない。
六年も毎年開いで、いるク巧ス会は.

白髪がふえで、はいたが、往年の美
青年の面Eは残っで、いる。一八、懐か
しい思い出に花が咲いた。

に出席された。

当時の恩師を必ず招待し、思い出
を狂開り人、曰うというパターンも毎いヰ繰
返されで、いる。そのうち数入の恩師
はいわば常連となり、一月十五日掛、
楽しみにしで、おられる。
今年は五年の時の担任で、、現在柑
戸に在住の田浦先生が、二十数年ぶり

ものがあるだろう。

は間違いない。
呑むほどに酔、つほどに出で、く・ρ唄.
が軍歌レ」くれば、成程とうなずける

景も、一層の環をかけで、いることに

学当時が第二次大戦中という時代背.

クラマ、の連帯感を強めた。その上在

良きにせよ悪しきにせよ、ともか、＼、

現在フラスは四十一名の世帯で、あ
るが、在学中鍛えられた筋金天qは、

又この会報に同窓生諸氏の社会的な

活躍、貴重な体験等を紹介、内容の
充実を望む次第です。

ク

第二次大戦に突入した時で、今日と
は比較にならない程色々な規制にし
ばられ、個人より全体の力が強調さ

ばって頑張った。
私達の在学中は丁度日支事変から

信念に燃えで、いたため、歯を喰いし

で、の新しい伝統をつ・・、るのだという

東畑中学校〕の一部を仮校舎として、
授業が初まった。
その頃は日支事変のさ中であり、
校長先生は元海軍中佐の肩書を持っ
ている方であるだけ、教育方針は厳
しかった。しかし、私達は市工とし

大学当時は呉東高等小学校へ現在

〇名)としで、大学した。

今年は広島組が当番f、、会場は広
島の瀬戸内苑で催された。
私達は、昭和十四年四月、呉市工
第一回生(本科機械科・同電気科・
第二本科機械科のご、》ラス合計一五

ヶラマ、会の開かれる日である。

毎年正月を迎えるたびに、今年も
そろそろ近ずいで、きたなと、指折り
数えながらその日を待つ。これが私
達クラス全員の心境である。
その日とは一月十五日の成人の日、

夫

1肖」

ヵ務しイー、います。{昭和二十四年以降

政

一ド.丈

振りかえっで、みれば、奉業後早や二
十四年、長い様f、短いものでした。

Eコ民

イ・・1・

「石の上にも三年一と云う諺がありま
すが、天社以来の三年間は、私にと
つで、「石にかヒりついてもの三年間」
の期間f、した、毎日同一単純作業に
従事する不満と不安、環境の激変に
よる体調不良、入社したその夏約三
筆月の病気尺勤をしました。希望を

_ス

智

持つで、入社した・ての翌日から、将来
への希望を無-、し、会社、一やめよう
と思う気持の連続でした。
誰もが体験す・、勾「自分だけが逆境に
ある皿と思うこの期間、この試練を

山回△

阿

乗り切った時の苦しさは、今もつで、
忘れる事が出来ません。つらい苦し
い事があるたび毎に当時を思い出し

市フ

」且

清潔、コしさに比ぶべきもない、と思

エ

手柳武弘
てU、OOO同窓生の皆さん
コ}ニチワ日一

毎年、渉皿がやって、ると、親兄弟

とてり殖つた'戯'喋づ二一!勿
お命たのてち母じは日るを]冠
りい者急出同校て困夜、こ通ト糞
で閉歌1一・ボーU生しわ省議の賓

ま'共なて窓在旧難とじタ初

鞭垂講滋藤馨驚皐

里を離れて、生活した故かも知れませ

願の年し役'ま等る。がしじい・ヨ
つ語通の買私たをユらて産ま空ド

親撫蝶韓語
適時終斉を友囲1地大簿十報'れ母鶉

結難㌶蕎墨継詑繰無妻
馬毎笑いに時ま忘にい持に鉄造鉛し
ぎ間始唱承L碁・、引合の一・告五よ校充

・親戚とか、同窓生の皆蒸、んに逢い
たいという気持になります。長く郷

り☆で六か一一一は会ますな献通て板の

な目顔は懐とに丸年集まち貢をし鉄み

串・馨唾賢欝鷺燦環婁備瓢
て半な'認の・れ網'1乍年に十り々老

ん。

!れこう一〇、のδ)○名の同窓生
の皆さん、お元、夙ですか…。私たち、
くれこう同窓生八十名が働!・㈱淀川
製鋼所呉工場は、呉湾の東側に存在
《・一毫司.一…、4.一…、矧、琶.-、…一.4一老.-、雪.雨、量、ぐ、∈.q、一….』¶.一….

支部だより
レ一}一}一書一隊『三]一F臥『二一孝レ藁一一肛『二皿≡トニ葦膨一…=医『一一昌r卜一喜F医『一二一『

、れこう同窓会日新支部

第二十四回定期大会
昭和五十一年度第二十四回日新支
部定期大会は、去る四月二十七目(
火)午後五時半から、工場内の厚生
会館四階で開催された。
本部から.は、小川会長及び母校代

.表の池田藻先生、顧問の松前校長先
生、それに当支部の特別会員である
字津見先生が出席された。
なお、工場側からは、日新支部名
誉会長である山本民事課長が臨席さ

.之健逢年も,一〕'場て時が力自や'鋼材で

うれ会・のこ紙大・まの支い。に選れと格
ま・は歌れr会着た]求部て会出'し審
に一一・(ゐら同・工は技名玉計しこて査

ホ目

大会は定刻にはじまり、執行部よ

れた。

一

皿

『

「

{

㎜

一

{

}

『

一

無蟻集道何り力吐を烈励誇そ篇

す無の坂お生校交一ひ締の『《ンめし、
と行じ高て機1呉テ待てれ並長べ換り

いわ大た炉'関ル港1と'続たびにら拶資

3じ、

噛歴歴タ章衣璽裾湛タ卓裾聖女4教養
三板そ鉄こ四も活

'"の和頼で

階金の筋と'悲し躍
に'一四で耳玉いさ

習工実実械生まと

室作習習工欲す佳
力fσり'キ策士舞。
入各仕がの既ま
つ実ギ完あにこ

山.尚、天野、古本、竹田、星祭本、下

すなわち、応力は設計に含まれ、
材料は機械工作に入り、結局.、実習、
製図、機工、設計、原動機、計測制
御、電気一般の七科目となり、これ
に選択科目か叫.・まれます.
現在機械科の担当職員は、垣村、
上田、中村〔隆之)、松村、金田、

の諸先生で、、それぞれ元気で活躍薯ご

田、梅木、中村〔隆)、武村、岩城.
れています。(竹田記)
最近の工業高校電←、夙科の教
科書は、古い九+業生には馴
染のない名称に変っており
ます.

従来の多数の小科巨が大

雛1演藩蝶聯1難

桝母校だより
電気科

ゴ

驚☆鞭

副雛織織

「隔」をはヒめ全国各地にお一て

機重兀管とより、広繰下

(垂オ記}

国典社経界理IH理学育健術語
現古倫政世地数数物化体保芸英

甲史BBIIA

722233643り、メf-22.9

だ疑い。

しょうか。思い出して比べてみ!、、、・、

されました。竹原高校安芸津、分校か
ら来られた平田先生は、釣りが趣味
だということです。山陰の浜田、温泉
津、三保ヶ関の辺まで遠征芦、れると
のことですから、まさに専門家はだ
しの腕前だといえましょう。竹原高
■校から来ら.れた中津先生の趣味は隅
一碁で、二段の腕前で、す。これで、電
.気科の歌田先生と並ぶ呉工囲碁の両
横網が誕生したことになります.日
彰館高校から来られた井上先生は、
楽器ならなんでもござれの方で、葦、
rっそど＼廃部されていたプラ一・ヘバン
ド部の再建に着手ら苦れました。
最後に現行カリキュラムへ売だし
普通科関係の教科名と単位数〕を載
せておきましょう。皆様方の在学中
のものと、どれくらい違いがあるで

「」達也先生と国語の城連英夫
先生が広高校へ、物理の葦原大作先
一生が三津田高校へ転出され、平田文
夫先生(物理)、中津正八、先生(英
語)、井上幸造先生(国語4が転友

3)

昭和三十五年四月全国で

ります。

初めで、計測工業科が当時の
教育界や産業界の.要望によ
り本校に設置されたのであ

爾来卒業生もはや来年三
月の九+業生(計測工業科第

地元はもとより、全国各地

+五回生) を加えて約一、一〇〇名
となり、

でそれ射てれの 分野においで、活躍しで、
くれで、います。

メンバーです。

計測工業科の職員は設立当時から
の先生方は、山本(一回生担任)、
多賀、坂田へ三回生、五回生、九回
生、十一回生、十二回生)、月山の
各先生方と、次に来られた岡本(四
回生、八回生)、戸井(七回生、十
一回生、十三回生)、安井、榊原(
十三回生)、中西(十四回生)、明
田(十四回生)の春先生方が現在の

計測工業科の九+業生が特にお世話
になった村上(二回生、呉工専に転
勤)、小石(六回生、十回生、広島

工業)、平井(十回生、宮島工業)、
桑本(本校機械科)、西川の各先生
が転勤され、神田、宇津見の島台先生
が定年退職されました。特に宇津見
先生には現在なお同窓会関係の中心

となつで、お世話をしで、もらっ!`、いま

す。各先生方もそれぞれの職場で頑凸
張っておられます。街で出合ったと

き、クラス会のときなど声を掛けで、

くだされば大変喜こばれることと思
い、懐しい思い出話に花が咲!、こと
でしょう、

用しで、います。これで初期の計画は
完成しましたが、今後は単独の機械

計測工業科の施設もほぼ完成し、
四十六年より電気実験室、機械計測
実験室も総合実習場四階と二階キ、使
成等を目標としたものと思われます
が、工業教育のあり方自体にも大き

(坂田記)

い。準業生のご活躍を願っています。

ましたので学校の方へも訪れで、下ざ、

他本館、体育館、東校舎もでき上り

るので目下申請中で、あります。その

工作室、計装工事室が是非必要であ

実態に即した教科課程編

計測工業科

く論議の分れる昨今です。なお、現
在電気料の教員は左の十各です。
樋口、畝、松永、田中、大田、歌田
池田、若狭、山口、平賀、以上。
(松永記)

年たの策界三
密この科との+金
通のでのが要氏属
え会す設相請年玉

よエがつ月科
う業母て当での
べ⊃手斗1交、日寺'魯lj
もに県の地設

'属。立まと、四業

ゴ虫聞ヨ見唯教産昭
自殺し一政美和

斜'案下文元は

学1%、家業6%、進学その他蛎船。
最近の傾向としで、進学熱が高まり、

動車憩%、造船U%、商事5%、化、

製銑製鋼帥%、金属加工8%、自.

皆な若く、それぞ、れ元気で活躍しで、r
いることは心強い限りであります.
ここに、五〇年度卒業生の進路状
況を示すと次の通りチ、す。

た卒業生は四五二名で、ありますが、

よる産業教育設備基準の約パ、、∩、%ま
でに充実しました.
創立以来今日まで、、世に送り出し一

設備は文部省の産業教育振興法に、

製図の各実習室があります.

試験、工業分析、機器分析、天びん、

施設には、金属組織、表面処理、
物理や金、切削加工、、材料、

習を行コー、います.

工業分析、溶接、表面処理の実験実

物理や金、熱処理、切削加工、.

なお金属工業実習は、金属組織、

(6)。

金属製錬(3)、金属工業設計(3)、』
電気一般Gご、計測制御(一ソ、)、
金属工業実習(M)、金属工業製図…

金属材料(8)、金属加工(G)、㎝

おりで、す。一

計測制御、金属工業製図)。一
専門の教科課程と単位数は次の当

金属製錬、電気垂、二

金属工業製図」、池田藻(金属材料、}

金属加工〕、山田俊之(金属材料、
金属加工)、析出繁三(金属加工、一

ますとρ田中初市ρ金属工業設計、

教員組織と担当科目につど、、申し

ム

に浸透しで、きました。一

の伝統がヶ≒ブ活動を一通し/,.生徒間

以来十ゴ

金属工業科

今年三月の牟業生39名中、進学者は帥
M名でありました。(池田記)階

脇

工溶階階す以限れ
業者妾に建;か'降りて
計"の'堕でい
測精古幾総旧公←あ7
実密械会・機業りこ

鹿瀬瞳
騨鞠齢.輔懸

室立しへ知昭に気

1㌶鍵墨継1鱗1

習組成と承と元
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くれこう同窓会

四十四年発行の呉工高名簿を比較検
討し、氏名の誤植部分等は、学籍簿

評議員の方々には、クラスメート
ヘの電話連絡などで、かなりの負担
をおかけしたと思いますが、公私と
もご多忙の身を顧みず、心よくご協

力下さいましたことを、厚く御礼申
しあげます。

原稿が出揃うのに、多少の時日も
かかり・、予定より遅れましたが、拙
速をさけて、校正も三たび行い、何
んとか、発行にこぎつけました。も
とより消息不明欄も、かなりありま
すので、お気付きの点、記載、・・ス、
身上の変更等がありましたら、事務

足を記念して、呉市工、
呉市工高、併設中学、阿
賀高、呉工高約一万名の
会員名簿を発行すること
査をお願いして、事務局へ提出して

が、これは各クラスの評議員にご調

ことは、会員の消息把握の方法です

クラス会等のチャンスがあれば、知

右の発行案内を、県内居住者約六
千名には、葉書でお知らせしました
が、県外は通知していませんので、

と照合訂正して、新しいスタイルの

になり、五十一年五月頃

いただく方法をとりました。勿論、

昭和二十九年発行の呉

ますが、予算その他の制約もあり、
この方法を採用した次第です。

らせて上げて下さい。

会長
●

副会長は留任か
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利用されて、同窓会の発展の一助と

(松永記)

ならんことを祈念いたします。

皆様にご報告申し上げることが叶い

東洋工業支部結成さゑ

くれこう同窓のそして母校の皆様、

に、今日まで知るすべもなきままに

さて名簿に目を通し驚いたことに'
は、彼もまた、あの人もこのべも、
お互いに知らぬまま机を並べで、いた
横の人、、前の席、同じ工場、同じ諜

ためて新しき友を得ることなんと四

意外と身近に同窓生を発見し、あ、ら

ました。

できますのは、なんといっても、そ、

それぞれの社会に、また学びの道に
と、ますますご精励のことと心から
お喜び申し上げます。
本会報上をおかりして、皆様にご
挨拶並びにご報告申し上げることの

れは同窓会本部と支部の組織が確立
です。

された賜物で、本当に嬉れしいこと

百数十名、その活躍振りも、設計に
製造そして販売部門にと企業全域に
および、その存在はまさに東洋工業

の中核と申しますか、その主力をな■

す本当にめざましいもので、あ.らた

めて「、～、れこう」の力強さと誇りに

私達はこれから「くれこう」の金

自信溢るる唯今、ム「日の心境です。

「くれこう同窓会」と郷土の名誉にか

力を結集し、将来に向.「、てますます

皆様と共に声高らかに入道雲の湧
き立つ夏空に向って、感謝と誇りを
胸一杯に祝福したいと思います■。
さて私は呉から東洋工業に通勤し
ておりますが、その途上或は社内に
おいても、同窓の人々と出会うたび
ごと「くれこう同窓会東洋工業支部

」の結成を是非にと強く訴えられる

共に対し支部結成■への強い要望があ
り、そこでたまたま年代的に先輩格
であるこの私に、支部結成への一任
の指名があり、身の微力をもわきま
えずこれをお受けし、早速準備会を

め辞退を申し出ている人もあり、ま

理事、評議員も他役員と同様、原

た、あらたに職場代表になった方も

すべての同窓の皆さんの待ちこが

この案を来るべき総会にはかり、

☆一☆☆

呉阿賀高一回M卒大世渡弘幸

東洋工業支部長

拶並びにご報告といたします.

どうかよろし、へお願い申し上げ、
お互いの発展を祈念いたしつつご挨

これを機会に同窓のそして.母校の
皆様に親近を厚くし、交流を深め、
連帯意識をたかめで、、本会結成の実
を揚げたいと思います。

い努力をいたします。

送りすると共に、わが「、＼れこう同
窓会」並びに母校の発展にたゆまな

じて開発し、その自信作を社会にお、

けて、立派なマツダ車を他社に先ん

日頃でした。ちょうどその頃これに

構成、行動に移りました。時に昭和

呼応するかのように、本部からも私

則として留任となったが、現■在の理

け入れ、後任の人選については、校
内理事会に一任した。
また、五十二年度より、母校会員
から業務担当の副会長一名選出する

事、評議員のなかには、勤務の都合

五十二年一月でした。

ことが評議員会で決まった。

や、居住地の関係で、出席困難のた

承認が得られれば正式に新役員の決

れていたためか、まことに協力的に
{疋≠包みるこ玉」になる。

ありますので、執行部としては一部
なお、土井淑徳副会長については

住居の都合で毎々から辞任の申出が
あったので、評議員会ではこれを受

変更の了承を得たいと思っている。

ことは運び、過ぐる四月会員名簿作
成、これと同時に本会を「くれこう
同窓会東洋工業支部」と命名し、名
実共に発足をみるにいたり、ここに

のである。

う、ということで意見の一致をみた

次期には全面改選の意向
会長以下現役員の任期満了に伴な
い、次期新役員の改選について理事

会を開き協議した。その後、引き続
いて評議員会を開催し、理事会でま
とめた原案を中心に審議を重ねた。
その結果、評議員会としては、現
役員にはもう一期留任を願うとし、
次の改選期には全役員の改選を行な

この名簿が、会員の皆さんに充分

市工名簿、昭和三十四年
発行の阿賀高名簿、昭和

名簿作成にあたって、最も重要な

統一名簿の完成を目指しました。

から、編集にとりかかり

編集の方法は、いろいろあると思い

局宛ご連絡下さい。
名簿の額価は、]部千円にて、呉
市本通三丁目の田島書店(呉工教科
書販売店)に販売を委託しておりま
すので、市内の方は当店でお求め下
さい。市外の方で、郵送をご希望の
方は、送料共、千二百円を同封の上
直接■事務局宛お申込み下さい。

ました。

「くれこう同窓会」の発

昭和五十年九月、統一

田島書店で発売

第3号
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1万名の名簿完成
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昭彦

くれこう同窓会日新支部長
呉工高二回M生
峰

私達の支部は、結成以来既に二十
五年を経過しており、諸先輩の多岐
にわたる諸行事を通じ、同窓生の心

からの交流を深めてまいりました。
ただ残念なことに、最近は車愛用

しかし、何んとかこの支部の運営

者が増加し、何をするにも駐車場の
問題、アルコールの問題、さらには、
車固有の自己への殻に閉じ籠もると
いう問題があり、行事をするにも困
難を極めているのが現状であります。
、を、末長く継続していくために、私
ます。

達は次のような活動を行なっており
第一は、年に一度「同友」という
機関紙を発行し、既に現在まで二十
五冊発行しております。
この機関紙には、その年度の役員
名簿、運動方針、活動状況等の書記
局だより、あるいは、旅行記、人事

第二には、なによりも母校を大切

にしたいと考えております。入社し

同窓生なのかよく判らない事が多く
あります。このことは、仕事の上で
も大きなマイナスの面でもあるので
す。

このような事が少しでもなくなる
ようにと、私達は、お互いの交流を
深めるような行事を行なっておりま
す。

團圏圖囹
呉市交通局

呉阿賀高一回E卒
原田正
呉市交通局は、呉市を中心として、

呉市水道局

呉阿賀高一回E卒

中村勝弘

昔いたるところ豊富な水があり、
水に恵まれたわが国では、「水は天か
らの授りもの」と思われ、水は「タ

江田島、西は広島に及び、その周辺

然水をそのまま使用することは不可

や河川の汚濁などで、、昔のように自

量の急増した今日では、水源の.枯渇

です。しかし文化が向上し、使用水

地域住民三〇万人余の輸送を確保す

能となり、都市はもちろん田舎に至

ダ」であるという考え方があったの

ーバス等がこれに属します。また、
昨年度は他校同窓会との対抗ソフト

る重要な役割りを果している、この

るまで、水道は欠くことのできない

その営業圏は、東は川尻、安芸津、

ボール大会を、私達の主催で実施し

地域唯一のバス事業公営企業であり

施設となっております。したがって、

北は黒瀬、熊野、南は蒲刈、倉橋、

ました。それから、母校体育部生徒
と私達日新支部との交流試合を、母
ます。

例えば、ダンスパーティー、スキ

夜来の雨でグランドが悪く、止むな

校グランドで行ないました。当日は

中国電力呉営業所

呉市工四回E卒

田中義之

わたし達の職場、中国電力呉営業

あります。

所は、呉市中央三丁目二番十一号に

われわれの同窓生のほとんどは、
技術関係で、呉地区には、胃
一名、変電関係七名、配電関係二十一
名、そ、のうち役付の人は、
に区長一名、配電関係に係長二名、
・て{の他主任三名がおり、.-、れ;つ同
窓会中電呉支部として、全員無停電、
無事故をモットーに元気f.活躍しで、

かと思います。朝の洗面に始まり、
炊事洗たく掃除入浴などの生活用水

く使われているのが「水」ではない

私達の日常生活で、案外に何気な

でおろしているところです。

って来たので、、私達も.やっと胸をな

入社してくるべが途絶え勝ちで、あり
ましたが、本年待望の後輩が二名ス、.

せいか、他校に較べると、まだまだ
同窓生の数が少なく、それに最近は㎜

から一日たりとも欠くことができま

以上は一席設けて、平素あまり顔を
あわさない人達も交え、団らんの・ひ

軸ン

二、

先輩、後輩ともども助けあい、励…

の頃です。

げましあって、頑張って、いβデ日こ.

とときを過しています。

は、岡林営業課長をトップに、事務

ています。

ては、母校の「くれこう同窓会」の
発足にあわせて、「呉水道局支部を結
成いたし、会員相互の親睦をはかっ

また、昨年私達の職場におきまし

を送るため、誇りと自信をもつで、、
懸命に頑張っております。

それぞれ配置され、豊富で清浄な水

部内及び技術部門の中堅幹部として、

えの原動力をもつ水道局に、職を奉
じているわれわれ三十五人の卒業生

健康で文化的な日常生活を営むう

せん。

しかしながら、

ここに、同窓生の五十二名が勤務

運転走行キロ数三万料、一日平均輪
送人員約十五万入であります。

に、また、消防用水に、産業用水…

います。

し、その内訳は、事務関係五名、整

…などと、文字どおり健康で明るい

支部の行事としては、あまり派手
な活動はしていませんが、年に一回

備関係二十四名、運輸関係二十二名、
立旦斤ロッジ一名となっています。

文化生活の向上と、産業発展の原動
窓生で占めている現状です。

地方公営企業の目的である、公共の
福祉を増進するため、日夜努力を重
ねています。

ます。

どうか今後とも、呉市交通局をご
支援の程、よろしくお願い申し上げ

力となっている「水」、私達の生活

特に自動車の整備にあたる整備課
では、総員八十三名中二十四名を同

う認識になっております。

「水はつぐ、られるもの」で.あるとい

規模としては、従業員数約八百名、
車輌数(バス)約三千輌、一日平均

!、バレーボールとソフトボールの試
合だけしか行なえなかったのが残念

でしたが、久し振りに母校での楽し
い半日を過ごすことができました。

第六には、同窓会として地域社会
への奉仕を考えております。現在計
画しているのは、会社内の緑化地帯
の清掃奉仕で、あります。これは会社
の組織を離れて、公害防止の努力は
一人 人が行なうという意識に目覚

であり、その原因は人件費、諸物価

交通事業を経営する地方公共団体
は、全国約に経営状態は「火の車」

め、願わ・宝ば街角で、あるいは、行
意識づけに、なればと考えておりま

の高騰によるコストアップ、自家用

楽地でのゴ、・・公害を出さないという
す。

以上が私達日新支部の最近の活動
いと存じます。

状況で、あります。ご参考になれば幸

車の増加に伴う利用者減等が考えら
れますが、しかし、「地域住民の足を
守る」という公営企業の建前から、
民間企業と違って赤字路線の切捨て
のできない、独立採算制をとってい

ります。

て来た後輩達が、他校の卒業生より

る以上、一般会計からの助成も期待

蔭
罪報

できないなかで、経営合理化に努め、

程度が悪いという悲しい事実を、目

～のあたりにしたくないという気持か
ら、ささやかではあるが、体育部に

は陣中見舞を、図書室には毎年二十
冊程度の単行本を寄贈しております。
第三には、同窓生が四百名からな
る大所帯なのと、勤務の都合や、職
場が広範囲で、ある等の理由で、誰が

轟

の動き、随筆等を主体に掲載してお

治

3)

胸繋
現在部員三十名、最近の試合の結

◆卓球部
果は、呉地区においては、昨年度新
ぺ戦また今年度総体で優勝し、さら
に県大会新人戦で第三位、先日の県

高校総体では惜しくも中国大会への

校生らしさを

◆陸上競技部
十数年前の本校陸上競技部員は、
全国大会においても有数な記録を出
し、「呉工ここにあり」との名声を博
していたと聞いています。現在の部
員は、質・旦呈、れに考え方もかわり、
クラブ活動と

進出は果されなかったものの、部員
一丸となった成果が少しずつ表われ

県大会にやっと入賞といった状態で、
中国大会への出場権を得るのが精一
してのチーム

モットーに、

ワークづくり

て練習に励げ

を基本におい
んでいます。

◆硬式野球部
今年度より

部.長、監督と
もに交代し、

特に人間力

.繋
儲、固

啓蒙

調

理

ームに較べ格段に低くなりました。

今年のチームは初心者が多く、レ
ギュラーにおいても平均身長が他手

島県選考会優勝及び準優勝、県総合
体育大会二部優勝二同等です。

それに平行棒を少し加えて、います.㎜

励げんでいます。

です。しかし、部員は少数ながらも
一丸となって、現在一生懸命練習に

体操部は、あまりにも有名であった
と聞いで、居ますが、現在は全、・・低調

練習種目はマット運動が主体で、

しかし、長年先輩が築きあげたチー
ムの良き伝統を守り、さらに発展さ

マット運動は、後転から後転倒立
腕立て前方回転、倒転、前方回転、」
前方空中回転、バックハンド後方空

せるため、部員一同一丸となって、

毎日の練習,に「仲よく、きびし・＼
けじめを」をモットーとして頑張っ

中回転等を基本練習として頑張って

今年五月七日に行われた呉地区総
合体育大会での成績は、一位広高、
二位呉港高、三位呉工、四位=、津田

育館一階の格技場で、放課後毎日練
習に励げんでいます。

柔道部は部員約二十名を有し、体

◆柔道部

います。

ています。

◆バレーボール部

最近の成績をふりかえってみると、
四十八年度には、全国高校選抜優勝
大会へ出場し、その後四十九年度ま

たので、何んとかもう一度上位進出

では、常に県下のベスト4に進出し
ていました。五十年度頃から選手の
長身者不足から成績も落ちて来まし

高でありました。

三十四名、連
日はげしいト

五十三年度は明るい見通しを持って

をめざして、一生懸命頑張っており、

魂行をモットーのもとに、夏の大会

一球入魂の精神力、善悪の判断を下
し、善となれば即実行するという和

願わくば、諸先輩の指導と助言を

いただきたいと思っています。

◆水泳部

水泳部結成以来、五十年度頃まで
の呉地区総体では常に優勝していま
したが、最近は、広高校(五十年度
プール完成)に一位を奪われてしま
いました。県大会においても決勝に

残る選手が少なくなり、低調をかこ
っています。部員は現在十五名で多
いいようですが、自主入部生が少な

いのと、広・仁方方面の生徒が多く

今後は水泳がほんとに好きで練習

放課後、二河プールでの練習が不活
発で成果があがっていません。

熱心な生徒の入部が望まれます。

◆体操部

十数前、実兼先輩の居た頃の呉工

幽

もよろしくご声援下さい。

現在部員十三名、先輩の築かれた
城・を死守する覚悟ですので、、「後と

受けるようになり喜んでいます。

るようになり、練習試合の申込みも

県内ではどうにか存在が認められ

なりました。

くましくなり、彼等なりに高い目標
を掲げ、前へ前へ進んでいくように

当初に較べると現在は、相当強くた

ハンドボール部結成以来十二年、

◆ハンドボール部

名います。まず呉地区優勝を目指し
て、一生懸命頑張っています。

部員のうち、有段者(初段)は十

レーニングに

今年のチー

す。

ムカは、広島
市内チームで

る戦力を持っ

も互角に戦え
ており、先日

の県総会体育
大会では、広
島市商高に試

良く、試合毎の反省も部員に浸透す

スト4入りを果したいと思い、監督
をはじめ部員一同一生懸命頑張って

います。

励んでおりま

現在部員は

◆サッカー部

っています。

張りたいと思

く努力し、頑

なものにすべ

◆軟式野球部
現在部員は二十六名、最近の試合
を振りかえってみると、昨年岡山市
で行われた山陽大会で第三位の成績
をあげました。その他の大会におい
ても好成績を残しています。しかし、
私たちは技術の向上よりも、人間同
志の連帯感の向上に力を尽していま
す。今後とも、永年にわたって先輩
たちが築き上げてきた呉工軟式野球
部の伝統を受け継ぎ、さらに、立派

薮鋤滋騨

螺灘

灘鍵難 ….

.-、馨繭嫡轍、灘.饗.

モ鐵忽悩
醗欝潔艶糞蕪藏猫

繰鱒繰霧笛

譲欝議

てきています。練習も個人個人が自
分の課題をもちながら取組んで努力
しています。試合に勝つ前に先ず高

杯というところです。

◆軟式庭球部
現在部員は三十二名、今年のイン
ターハイ県予選では、三次地区優勝
の東城高校を三対○で破り、さらに
盈進高校にも二対○で勝ちました。
県大表決定戦では、昨年中国大会
の覇者山陽高校と対戦し善戦した。

φ弓道部
っています。

心気一転頑張
部長に平田文

夫先生、監督
に本校OBの

現在弓道部員は二十名、最近の大
会を振りかえると、四十九年度中国
高校弓道大会と、五十年度県高校新
人戦で優勝しました。

就任しました。

下田忠先生が

この経験を生かし、いま、全員が
再度優勝を目指し、頑張っていま或

◆剣道部

一るようになりました。卒業生の皆さ

ろです。

をめざして練習にはげんでいるとこ

成績は、国民体育大会代表選手出場、
中国五県大会出場、国民体育大会広

現在部員は二十五名、最近の主な

◆バスケット部

なんとしても広島チームに勝ち、ベ

んが残した足跡を部員に話すと、目

の養成を目指して、和をもつ良い人、

鼻畿

合終了五分前まで二対二という善戦
をしました。今後の課題としては、

。拓

います。

部員のチームワークは現在大変に

}華、
跡

を輝かせて聞いてくれ、同時に現状

はできませんでしたが、呉市民体育

ともなっています。

を反省して自らの目標に向う「カ」

大会とは優勝し気をはいています。

今年は一年生が十五名入部し、総
勢三十名となりました。
春の大会では惜しくも県大会出場

です。

当面の目標は、秋の呉地区新人戦
優勝と、県大会ベスト8に入ること

ゴ

碑
の

/41

謹みて

河野敬司

住吉勇

風呂中得芳
方岡辮司

部谷秋市

お悼み申し上げます

51・8・13阿賀3M
51・10・3阿賀2G
52・3・5元教員
52・4・17市工二本6
52・5・30元教員

方岡辮司先生

人間味あふれた人柄は、多くの生徒に

二十六年から四十二年までの十六年
間、機械科に籍をおき主に応用力学、
制図を担当された。先生のあたたかい

深い感銘を与えた。

その後呉工専教授として敏腕を振る
われていたが、昨年八月より病魔の侵

同窓会入会式
名簿作成委員会を第二

鳥好にて開催

校内理事会を開催
理事会を母校にて開催
評議員会を母校にて開

催

すところとなり五十三歳をもって逝去

●●

528

された。

●●●

172615

部谷秋市先生

●●

32

二十一年五月、朝鮮より引揚げ来任
され、二十四年高校再編成で呉三津田
高校に転任されるまでの三年間、英語
を担当された。当時は食糧難の時代で

●■■

766

あったが、先生の情熱と温情で多くの
生徒が救われた。

○0

5252

同窓会運営記録

OOO

525252

くれこう同,窓会会計報告
昭和52年度(52.7.1～53.6.30)予算案

(51.7.1～52.6.30)収支決算

昭和

収入の部

頁\2,555、023

支出総額\1,829,862予算額

差引残額\725,161(次年度へ繰越)項目51年度52年度増減備考

収入の部入会金310,000300,000△10,0001,000×300
項目予算額決算額増減備考前年度繰越金1,922,511725,161△1,197,350

入会金310,000300,000△10,0001,000x300総会出席会費100,000100,0000
前年度繰越金1,922,5111,922,5110名簿売上代金0500,000500,0001,000×500
総会出席会費100,00039,000△61,0001,000x39利子10,0003α.00020,000

利子収入10,000280,661270,661合計2β42,5111,655,161△687,350
雑収入012,85112,851新会員寄附

含計2,342,5112,555,023212,512支出の部

支出の部項目予51年度算額.52年度増減備考
項目予額決額増減備考事務費53,00050,000△3,000
通信費11,490会議費270,000200,000△70ゆ00
事業費事務用品費32,612業務費80,00080,0000
計53,00044,1028,898名簿編集特別会計1,500,0000△1,500,000

役員会費28,500理事会等経費ポスター予備費439,5111β25,161885,650

会議費総会費83,280当日会費合計2,342,5111,655,161△687,350
計270,000111,780158,220

会報発行費40,0003,500部発行昭和51年度名簿編集特別会計収支決算

広告集金費2,000ガソリン代収入総額\2,187,330
業務費慶弔費15,2505名死亡支出総額\2,187,330差引残額\0
雑費4,400回数券収入の部
計80,00061,65018,350項目予算額決算額増減備考

名簿編補助1,500,0001,500,000051年度1,500,0001,500,0000
集特別〃0112β30△112,330赤字分補足一般会計より0112,300112,300赤字分補足

会計

計1,500,0001,612,330△112,330名簿売上代金1,230,0000△1,230,000

予備費439,5110439,511広告料500,000575,00075,000
A'口計2,342,5111,829,862512,649利子収入20,0000△20,000
一

▼会報三号をお届けします.、

早いもので本同窓会が発足して、は

や二年を迎えようとしで、います。

▼待望の名簿がようやど、完成しまし

た。

母校勤務の理事の方々、評議員諸兄

厚くお礼申し上げます。

畦一…一一…=…一=一…………]一=…一………一]…………属一一……=一……』……………『]

集

己

編

言口

i川llI【llIIli旧

姉のご努力のお陰です。ここに紙上

をかり、

呉市阿賀北二丁目二〕⊥

広島.県立呉工業
高等学校内

K K

くれこう同窓会

業開

発行所

印

工新

▼新名簿を手

にして今後私

達は、お互い

のコミュニケ

ーションを益

々育てていこ

うではありま

せんか。

字呉刷
都市所
宮広
印町
刷大

[III1!lIl川ll!II

li"iill"llll肝

後

1[III"lIIIllll!llIII!III iIIl"IItllilIIl"【llIIlilItIしIIIIllIしlll"i""li"iil1111111111""ll!IIしllI[1しll"1" i"IIiII!Illilしlll:11111111111"陛合計3,250,0002,187,330△1,062,670
支出の部

項目予算額決算額増減備考

名簿印刷代通信費事務用品費会議費予備費3,0 015,0 3,0 4,0 3,0 1,980 15LO 1,3015,04,0 1,02 0△1,0 28,67025,0△10, 2,0 冊x90名簿作成委員会費アルバイト料
合計3,250,0002,187,3301,062,670

監査証

昭和51年度くれ,こう同窓会会計を監査の結果、適正に処理
さll/ていることを認めます。昭和57年7月17日

会計監査横山維可⑮
松永勝面

1

くれこう同窓会

多…………ま-し………多達…・=…多,・=…一==.・.多....響…=一.し..事,…一一一一一一一響.臨..多,:.曙.≡一.-..

が参加していると聞く。るまいか。

いは、卒業以来初めてという顔振れいった職場が、実は多いいのではあ

その後、この名簿の発行がきっかぞれ本部と連絡をとりながら、活動
けをつくったかのように、最近、クされていることは頼もしい限りであ
ラス会や学年会などの会合が、盛んる。
に催されている。しかも、そのなかしかし、まだ支部として名乗るま
には、はるばる遠方の地から、あるではいかないが、目下親睦会程度と

くれこう同窓会の最初の事業としこの傾向は、おそらく各職場にお
て取組んだ新名簿が、会員諸氏のごいてもいえるのではないだろうか。
協力により、昨年七月、ようやく完現在、同窓会支部が正式に結成さ
成をみた。れている職域は十指にあまり、それ

支部結 成の推進

昭和53年8月20曰

さすればかばん丸ごと日本製ではあ
るまいか、外国まできてわざわざ日
本製品を求め、荷物になるものを運
んで帰ることもあるまいと案じて店
員にたずねたところ、チャック域外

て数軒の専門店を物色してみた。デ
ザインもよく値段も手頃なのがあっ
たので、手にとってよく見るとチャ
ックが日本製であるのに気がついた。

ある時、手さげ鞄を土産にと思っ

う。

動車もそうであり、特に単車にいた
っては、たまたま目に入るものすべ
てが日本製のものであったように思

学校長松前実

学校長欧米諸国を視察
日本製品に出会って
欧米諸国を歴訪しているうち、い
たるところで日本製品に出会った。
目抜き通りのデパートや商店に陳列
されているものの中には、必ずとい
ってよいほど日頃なじみの深い日本
製品のいくつかを見ることができる。
電気製品や電子機器をはじめとして、
カメラなどの精密光学機械や織維工
芸品など、その品種は多岐にわたっ
ている。中でも最たるものは時計で、

日本製品は各店舗の中心部に可成り
に王者的存在である。また路上の自

のスペースをとって並べられ、まさ

がある。

申すまでもなく、同窓会は、本部
と各支部とがお互い連繋をとりなが
ら、活動を続けていくところに発展
この際、最近のあげ潮ムードに乗

って、職場での雰囲気を盛り上げ、
いに期待をかけている。

支部への格上げを、本部としては大

昨年、四百数十名の同窓生をよう
する東洋工業が、会員の要望に答え
て支部を結成された。現在着々とそ

の基礎を固めつつ、会員の親睦に、
母校との交流などに取組んでおられ、
今後の活動が期待される。
先般、東京で活躍している二十一

年E卒のK君から、突然電話があっ
た。「同窓会の東京支部を作ろうと

思うので資料を送れ。」そこで早速
名簿を送ってやったが、あれから何
も音沙汰がない。

しかし、今躍起となっている連中
のなかには、都会議員をしているK
君の実弟など多士済々が控えている
ので、何時の日か東京支部が結成さ
れるのを楽しみにしている。
・多三一=一===・;ま`=…==…:♪箏三======・多

はすべて現地製であることがわかり、
ほっとした一幕もあったほどである。
今日とやかくいわれている輸出過
剰の功罪をさておくとすれば、見知
らぬ外国を旅する日本人にとって、
旅先の随所に日頃見慣れ使い慣れた
日本製品を目の前にした時ほど、懐
しくも力強く思えたことはない。同
時に日本経済のすばらしさと、日本
人の底力とを誇りに感じ、一瞬胸を

張って歩きたい思いさえした。
視察中、ある国の教育委員会を訪
問したとき、教育長のご挨拶の中で、
日本人の研究心と勤勉さに見習いた
い、といって結ばれた言葉が今もっ
て脳裏に焼きついている。国際社会

の一員としての日本が、かくも健や
かに成長した姿を異国の地に見て、
無量の感さえした。

棚会輝

四一魂

第二日
勤FORTRANの学習指導につ

呉工高岡本陽一

鉛シーケンス制御に関する一考察

柳井工高田川昭彦

m基礎学力啓培に関する試行

母.校体育館で開催

㎜大㎜昭和五士卑度第七回全

全葱された・

㎜国㎜癬糊難錘諜韓騨

以下大会の概況を報告す

蒸発

いて都島工高村田禎造
㈲電算機直接制御(DDC)シス

“盛業窒催

いて

㈲ラジオ組立実習
と指導方法につ

神岡哲夫

柳井工高布施誠

Gり計装工事実習装
置の製作につい

善をめぐる

呉工高月山繁裕
講演工業教育改

いて

諸情勢につ

全国高校長会理事

都島工高校長
小林敏夫

たことをここに報告する。(坂田)

・以上が大会概況であるが、参加者
は酷暑にもめげず、終始熱心な研究
討議がなされ、有意義な大会であっ

山口末吉

挨拶全計研会長
呉工高校長松前実
講評広島工業教育研究会長

閉会行事

量制御の実際
岐阜工高鷹野英司

⑤マイクロコンピュータによる流

小野田工高森尾良人

テムとその制御結果について

全国計測教育研究会
広島県教育委員会・
広島県工業教育研究

薫後援
“ご,舗

醸則脳

会務報告、
会計報告、
事業計画、
予算審議、その他

三、四日

会・広島県産業教育
振興会
昭和五十二年八月

七十五名

広島県立呉工
業高等学校

冷拳`L

薫会期
会場

参加者

■第}日 総会行事
挨拶 全計研会長
呉工高校長
松前実
県教育委員会
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ぐる。

と今後の課題)

榊原勉

(標準学力検査による学力調査
基調発表呉工高
研究発表

て

第4号

(2)

‑

門

一

『

一

‑

一

一

』

一

一

'

」

胴

昌

一

聯

一

』

想

‑

===…=.

元教員宇津見修三

校地の思い出

回

一

す者、テミやモッコで運ぶ者、高学

年は、トロッコを使った。特に作業
になれない低学年にとっては、相当

な重労働であったが、みんな歯を喰
いしばって頑張った。
かって、生徒による人海作戦は、
工事の遅れを取りもどし、遂に、海
抜九十三米の現在地に、誰もが想像
できなかった二万四千平方米の校地
が実現したのである。
続いて新校舎の建築工事が始めら
れたのは、昭和十七年の春まだ浅き

圃闇凹
呉市消防局
呉阿賀高三回M卒

土居保

則

おぼつかない。

盤などの機械類は馬車で、今も機械

このような悪路もなんのその、旋

ときであった。

していた。創立三年目である。
当時は日華事変の最中で、戦線は中
国の徹底的抗戦のため、ようやく長
期戦になろうとしていた。一方、ア
メリカは、わが国の侵略態勢に対抗

その中で、市民の生命、身体、財
産を、火災やそれらの災害から護り

経済成長がもたらした都市構造の
中で、危険エネルギーの蓄積はとど
まるところを知らず、火災、救急、
風水害、地震乏、目まぐるしい災害
に、どこを向いても安全の保障すら

し、イギリス、オランダと手を握り、
経済封鎖を強化してきていた。

魅力ある安全都市を目指しているの
が呉市消防局であります。

NHK中国技術部

谷本哲男

呉工七回E卒

私達の職場NHKには、北は北海
道、南は沖縄まで全国各地の放送局

で一三、○OO人余りの職員が働ら
いています。その中で「くれこう同
窓生」は、市工電気科六回生の重本
氏を筆頭として二十七名が、技術部
門で活躍しています。勤務地も広島
十二名、東京四名、福山三名、岡山
一名、山口二名、鳥取四名、松江一
名といろいろですが、「呉竹会」の

㎜クラス会酬

呉市工五回E卒

片岡一男

六月十一日、広島市光町の茶房グ
リーンにおいて、五十三年度交友会
の集いが開かれた。市工の合同クラ
ス会である。
卒業後早くも三十年、以来疎遠と

なった友の顔を頭にえがきながら、
会場に向つた。

、

名称で同窓会を結成してお互いの親
睦を深めています。技術部門の仕事

も、カメラマン、ミクサー、ライト

マン、TD等番組の製作関係、番組
の運行監視業務、電力設備の保守管
理、放送機、放送所等の建設、保守

つた具合に、放送番組ができ、各家

管理、電波の受信サービス業務とい・

いますが、各セクションでそれぞれ

庭に届くまでの広い分野にわたって

します。

の技術を生かして頑張っています。
最寄りのNHK放送局に寄って声
をかけてみて下さい。同窓生が案内

テーブルに次々と集まってくる。

昔の面影そのままで一見してわか
る者、頭の方の貫禄から上級生と間
違われそうになった御仁、名乗って

もらうまでどうしても思い出せない

人………。会が始まる頃には、わが
クラスの十二名の懐かしい顔が揃っ

る。

た。そのうち三名は、この日のため
わざわざ東京から馳せ参じたのであ

実のところ私達のクラスは、卒業
後久しく会合を持っていない。話は

楽しい雰囲気であった。

両先生、それに中塩先生にもご足労
願って席を流川町に変え、また一し
きり懐かしい思い出話に花を咲かせ、
来年の再会を約して別れたのである。

員賛同、担任であった宇津見、成瀬

閉会後このまま別れるにしのびず、

にみえる。なんとも言いようのない

せんが、消防業務は、相互の理解と
協力なくしては成果が得られないの
で、親睦を図れる機会を作りたいと

二次会をやろうという幹事の言に全

その困らせた師を囲み、輪は拡が

り話は尽きない。

一瞬に三十年昔にさかのぼり、悪名
高い電気五回生の悪事の数々も懐か
しい話題となり、酒の肴となる。

校の意気盛んなところを見せていま

部として重要ポストに配置され、母

受付で卒業年度と名前を書いた胸
章をもらい、クラス毎に用意された
実習工場にあるあの大型平削盤は、
分解して二頭だての特別牛車により、
全く一寸刻みの進み方で、あの坂道

現在は、一局、二消防署、九出張
所(川尻町消防委託を含む)で、消
防ポンプ自動車(梯子車、化学車、
タンク車等)二十二名、その他十五
名、救急車三名の計四十名を消防吏
員約二四〇名が駆使しています。
同窓生は、二十二名在職していま
すが、毎年二、三名程度、優秀で活
発な卒業生が消防士に任命されてお
り、また、在職者の約半数は中堅幹
を運んだ。

時の経?のも忘れ、ふと気が付け
ば同じような輪があちこちのクラス

全部の移転が終ったのは、八月も
終り近くになっていたが、生徒たち
は、これで愈々二学期から新校舎で
授業ができるという喜びと、その上

思っております。

願いします。

体や貴重な財産を、自ら守るようお

すから、一度身の廻りを点検し、身

す。同窓会支部は結成されてはいま

}望のうちに見渡され、また、灰ケ

峯に続く裏山の木々の縁が校舎に映
え、・小鳥のさえずりも聞かれるこの

この高台からは、波静かな阿賀湾が

し、数グラスが放課後輪番で、この

環境は、まさに県下一だという二重
の喜びに湧いていた。

同窓の皆さん、火災や災難の殆ん
どは、不注意によるものが大部分で

隊旗を先頭に現場へ出動した。
スコップやつるはしで土を堀り起

そのため、遂に、学校は、勤労報
国隊を組織することに意を決したの
である。菊水の手長旗を隊旗に制定

く、全くお手挙げであった。

制のため、人も物資も不足勝ちで、
それに現在のような大型機械とてな

う。学校としては一日も早く工事の
完成を願っていたが、すでに戦時体

局としても止むを得なかったであろ

鹿馬鹿しいことをしたものだと思う
が、当時は呉地区の平地らしい平地
は、軍用地になっていたので、市当

画であった。今考えると、なんと馬

この丘を切り崩して谷を埋め、三段
にわたる校舎敷地と運動場を造る計

の間に二つの深い谷があるだけで、

とてなく、段々畠の三つの丘と、そ

賀町背戸谷(現在の中畑)と決まっ
ていて、すでに昨年がら造成が進め
られていた。この坤はもともと平地

その頃、新校舎建設予定地は、阿

中学校の一部を借り、仮校舎住いを

私が赴任した呉市工は、現在の東畑

思い出はふるいもの程懐かしい。

=」言口

甲
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合計117(110)78(77)76(72)39(39)310(298)

五十二年度進路状況

計60(64)47(34)52(36)22(29)181(163)

たします。

ます。

環一外23(9)10(15)6(5)一5(3)44(32)

進路指導室より
同窓生の皆さん、昨今の厳しい経
済環境の中でご健斗のことと拝察い

あるいはそれ以下とする。」などを

べて、一日も早く就職を決め安心し
業種をみると、製造業が庄倒的に多
たいという生徒の切実な気持ちがう く四十八・O%、卸売業・小売業十
かがえたのも今年の特徴です。尚就 九・七彩、運輸・通信業九・四彩と
職者も図1に示すように昨年度より 続いています(図3)。
七・二%アップの七十二・六%と増
景気の先行きには不透明な部分も
加しています。
多く、この不況もここ当分続くもの
又、生徒が応募先を決める場合企 と思われ、特に、広島県は鉄鋼・造
業の安定性と将来の発展性を重視す 船・東洋工業、その下請け企業と、
る傾向が強まっています。
不況感が強い企業む多いので、現在
一般に、初任給の上昇率も鈍く、
の二・三年生の就職時にもこの厳し
ここ}・二年あまり変っていません。
さが解消しないことが予想されます。
昨年、十二月二十日、日本経営者団
企業は学力や知識は勿論のこと、
体連盟は「既に決まった今春の初任
積極性や適応力、強調性といった要
給は別にして来春以降は、前年並み、 素も重視して採用活動を展開してい
申し合わせ日経連加盟各社に伝えた

広島県その他の地区1(3)2(0)2(2)1(1)6(6)

その時になってあわてても遅いわ
けで、平素から呉工生として、恥ず
かしくないよう規律正しい生活をし、
こつこつと努力する事が必要である

留意しています。

また、理由のあいまいな遅刻・欠
席についても問題にされるので特に

ということです。

進学25(29)15(20)14(20)8(7)62(76)
専修学校,その他9(8)6(8)4(11)4(0)23(27)
就職83(73)57(49)58(41)27(32)225(195)
呉地区38(42)24(15)34(21)12(19)108(97)
広島地区21(19)21(19)16(13)9(9)67(60)

本年度も就職戦線はことのほか厳
しいものと予想されており、関係者
一同その対策に頭を痛めています。

一ザ

就職地区学科機械電気計測工業金属工業計

ことを指導しています。

クラブだより
◆サイクりング部

呉工サイクリング部は、部として

誕生したのが五十二年度であり、そ
れ以前は同好会として呉周辺部を活

動範囲としていました。現在までの

経過としては、走行距離百～二百㎞
を目安として江田島、呉より海田市
周辺までを、日曜日の練習計画とし

において、学校訪問し交流を深めま

て行って来ました。又昨年は夏休み
に四国に渡り、キャンプを含めたサ
イクリングを行ない、その中で松山
した。

しかし、なにぶんにも経験が浅いた
めより効果のある活動するまでには
多少、月日を要する状態であり先輩
諸氏の中にサイクリング活動をして
おられる方があれば、ぜひご指導を
お願いしたいと思っております。

◆山

部

,

◆囲碁・将棋部

・囲碁の方は、毎年六月第}日曜日
に、今月は六月四日に、中国放送で
全国高校囲碁選手権大会の広島県大
会が開かれた。六名の選手を送った
が、団体戦では広島学院高校が優勝
した。個人戦の部で四戦全勝者が一
人、三勝者が三人、二勝者が}人で
あった。二級昇級者が一人、一級昇
級者が三人という結果であった。
将棋の方は本年度の大会はまだ案

内が来ていない。一年生が数名新し

く入部してくるが、ほとんどが囲碁
は知っていない。将棋の方はかなり
指す。囲碁の初心者をきたえるのが、
当分の間大変だ。

◆アマチュア無線部

アマチュア無線部は現在、一年生
が五名、二年生が四名、三年生が四

・アマチュアは親切である。

名の小さなクラブですが
・アマチュアは良き社会人である。
・アマチュアは健全である。

・アマチュ,アは進歩的である。

というアマチュア・コードを守り

・アマチュアは国際的である。

合宿は、年に二回で夏と春に三段
峡周辺で行なっている。
一カ月に一度、野呂山へ行って、

交信、無線技術の学習、無線設備の

幸にも良い先生や先輩、良い設備に
恵まれ、私達は県内でも有数の無線
クラブだと自負しています。
日常の活動は、国内や諸外国との

玉森先生の指導で活動しています。

実際に大会の時と同じような要領で

年八月六日から七日までおこなわれ
たもので、私達は東広島市西条町の
広場にアンテナをたてて参加し、た
った四台の無線機とは思えないほど
の好成績を得ることができました。

ト」に参加しました。これは五十二

主催する「フィールドデーゴンテス

昨年は日本アマチュア無線連盟の

製作、修理などです。

らもがんばっていきたい。

どうにか書けるようになり、これか

果がないので苦労している。
九月にある中国大会予戦までには

しかし、毎日の積みかさねが必要
な天気図などは、毎日書かないと効

ようである。

もいろいろと良い結果を与えている■

登山しているが、これは、みんなに

る。

山岳部では、現在三年生がおらず
部の活動は、二年生を軸とし、部員
全員が、和気あいあいと行なってい

岳

就業地区についていえば「呉地区」
四八・O%「広島地区」二九・八%、
「県内その他の地区」二・七%で、
県内就職者が八十・四%であり、昨
年の八十三・六彩とほとんど変りま
せん(図2)。また、就職内定者の

53,3.1現在()内は51年

度道6況

公乳

務28駄

＼19、7

参考までに今年三月に卒業した生徒
の進路状況を述べてみます。
石油危機からまる四年、長引く不
況の上に昨年秋からの円高の影響も
あって、企業はどこも減量作戦に懸
命です。特に造船、繊維、鉄鋼業界
など不況業種を中心として一時帰休
や配置転換が相次ぎ、減量どころか
倒産する企業も続出しています。こ
ういつた厳しい雇用環境を反映して、
主要企業は一部を除いて軒並み採用
を手控え、採用ゼロ、採用減のとこ

48.0

建ユ一輸4

設如ビ通

電 気 ガス・水

専修学校・その他

ろも相当ありましたd,

だが本校においては、やや好調な
自動車産業・弱電関連企業や、地元
の中堅企業の求人要請に支えられ、
求人数はどうにか昨年並でした。
しかし、内容においては従来よりも
格段の厳しさが見られました。例年

ならば八月末にはほぼ出揃う求人票
も九月に入ってかなりの数が送られ

就職内定状1

図2就職地区別
図1進路状況鰯)

製造

その他広島呉呉
3・1広島3。.849・748.・

錦
総

9.1

卸売・小売

29.8ノ

＼3.

髪容他1髄＼

図3業種別、

外円=52年度
内円=51年度
専修学校・その他

てくる状態でありました。

また採用選考も厳しくなり、どこ
もこの不況時代を切り抜けるために、
実力や意欲のあるまじめな人物を特

に希望しており、意にそわない場合

は求人数を下回わって採用した企業
もありました。

次に就職内定状況については、就
職希望者のほとんどが十・十一月中
に内定しており、高度成長時代に比

昭和52年度卒業者進路状況
表1

(4)
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校内理事会を開催
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む窯
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理事会を母校会議堂
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会報四号の編集委員
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同窓会

お
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謹みて

◆53・7・30

F 琶i

新名簿を発売中でありますので、

希望者は田島書店(呉市本通三丁目)

で直接購入されるか、または千一.一百

円(送料共)を同封の上、直接事務

局宛お申込み下さい。

ト

ペド

くれこう同窓会会計報告
昭和53年度(5a7.1～5生6.30)予算案

昭和52年度(52.乳1～5a6.30)収支決算

収入の部

収入総額\2,253,015,

予・算額

支出総額\297,810

項目52年度53年度増減備考

差引残額\1,955,205(次年度ぺ繰越)
収入の部

前年度繰越金入会金総会出席会費名簿売上金利子収入725,1630, 10, 50, 30, 195,2031,0 1 ,0 5,0 5,0 23,041,0 △450, 20, 10 円×50

項目予算額決算額増減備考
前年度繰越金725,161725,1610

入会金300,000310,00010,0001,000円×310名
総会出席会費100,00076,000△24,0002,000円×38名
名簿売上金500,0001,052,000552,0001,000円×1,052

合計1,655,1612,465,205810,044

利子収入30,00064,85434,854

支出の部

雑収入025,00025,000広告料の残

予算額

合計1,655,1612,253,015597,854

項目52年度53年度増減備考

支出の部

事務費会議費業務費予備費50, 02 ,0 80, 01,325,1650, 025,0 10,02,065,205 0, 02,0 740,4

項目予算額決算額増減備考

事務費通信費計50,00014,70014,70035,300切手,ハガキ

会議費役員会費総会費21,80 173,950理事会等経費ポスタ鴨当日費用

合計1,655,1612,465,205810,044

計200,000195,7504,250

監査証

業務費会報発行費慶弔費雑費45,0 015,3607,0 03,50 部発行5名死亡交通費

昭和52年度くれこう同窓会会計を監査の結果、適正
に処理されていることを認めます。

計80,00067,36012,640

昭和53年7月5日

予備費計1,325,16120,0001,305,161

名簿取扱費20,000田島書店へお礼

会計監査横山維可⑳
〃桑本博⑳

合計1,655,161297,8101,357,351
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編集後記
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▼会報四号をお届けします。

▼本年度同窓会は、八月二十日

㈲呉市中通一丁目の呉海員会館

に決まりました。

今年は、多数の会員の出席をお

願いする意味で、各職域に参加

の要請をしましたので、会員の

多数参加を期待しています。

当日、母校からも学校長をはじ

め先生方も出席されます。

▼クラス会、職場紹介、会員の

声など載せたいと思いますので、,

奮って投稿お願いします。

会報もすでに四号を数えるよう

になりました。会員の皆様に親

しまれ、意義深い物にしたいと

思います。お読みになった感想、

ご意見、ご希望がありましたら、

どしどしお寄せ下さい。

発行所

呉市阿賀北二丁目一〇1一

くれこう同窓会

広島県立呉工業高等学校内

印刷所

呉市広町大新開

宇都宮印刷工業KK

翻霧

周を筆駿蝿ふれる
O母校も昭和十四年

で満四十年を迎える
ことになり、歴史と
伝統という表現が、

4に誕生したので今年

立
創

5

第

昭和54年8月19日

の一部を仮校舎として呉市工が創設
され、まもなく現在の校地に新校舎
を建築して移転したのである。創設

の呉東高等小学校(今の東畑中学校)

顧りみれば昭和十四年四月、当時

たのである。

てはまる堂々たる一大学園に成長し

織灘

くれこう同窓会

鞭難

号
桑本博氏

3凝一{,～≡脅

艦タ㌧・,

＼遠藤・レ

木下茂氏

◇◇

顧』

越蓼

労作業に出動したのである。炎天下
裸になってスコップを使う者、モッ
コをかついで土を運ぶ者、トロッコ

を押す者など、作業に慣れない生徒
にとっては相当の重労働であったが

誰ひとり不平をいわずに皆よく頑張
る。

り、本校将来の基礎を固めたのであ

昭和二十四年、総合制呉阿賀高校
として画期的な躍進をとげ、普通、
生活、工業の各科男女あわせて七五
〇名の、まさに百花りょうらん、勉
いに開花した時期であったといえよ

学にも、またクラブ活動にも、一せ
う。

昭和三十四年、再び工業単科の高
校となって施設設備が一層充実され

い。

活躍し、幾多￠業績を挙げておられ 意と謝意を表する次第である。
四十周年を迎えるにあたり、くれ
ることは、まことに頼もしい限りで
こうの栄光を祝福すると共に、今後
ある。このことがとりもなおさず、
一層の発展を期する次第である。
皆さんのご活躍を祈ってやまな

わが母校の名声を盤石のものに築き
あげているゆえんであって、皆さん
の日頃のご努力に対し、深甚なる敬

》《》翁》繋縦罷襲鰭《》於難蓑》黛翻萎駿鰹《遷襲

∞∞∞∞懸慧慧羅籔羅鐵蕪灘∞∞∞∞ ∞轍

五十四年度同窓会総会は」八月十

本総会では、くれこう同窓会発足
当時から今日まで、その育成に多大
の貢献をされた会長小川氏、ならび
に、副会長の中川、久保田の両氏に
感謝状の授与があり、それに、新会
長をはじめ新役員の紹介、決算、予

翼翼翼翼》《》《翼渓潔》《》《渓翼翼翼翼翼翼》継錨《誕翼翼璽渓

九日(目)結婚式場として有名な阪
急ホテルで開催される。

今年は母校創立四拾周年にあたる
ので、例年にない盛大な総会にしょ
うと、関係者一同大いに張りきって

』翌翌織綾喪葬
即酋添景胡馬癌

(市工一回二本M卒)

貫して同一学校に勤務されることに

本年四月一目の定期移動で音戸高
校長に栄転された西本景明新校長
は、くれこう同窓会の大先輩である。
氏は立旦斤高校教諭から同校教頭

なり、これはまことに珍らしいこと

氏は温厚篤実で責任観念の強い方

う。

れる。
であり、今後は立旦星高校のみでなく、
なお理事、評議員については、新 広く広島県教育界の発展のために大
会長のもとで一部改選、補充される いに轟力あらんことを、お願いした
い。
予定である。

回二本M)、それに母校から松永勝
先生(市工二回E)が新しく就任さ

この外、会計には母校の渕本松枝 である。
これは同氏が音戸高校にとって、
先生(阿賀一回G)が留任、会計監
査には、理事の小田嘉治氏(市工四 なくてはならない存在だからであろ

に、そして、この度、同校々長と一
ないものがあった。

保田の両氏は、くれこう同窓会発足
当時の生みの苦しみから、軌道にの
るまでの育成にも尽力された。また、
名簿の発行を二年という短期間で完
成された業績は、言葉では言い尽せ

会長の小川氏、副会長の中川、久

願うことになった。

算に関する報告や審議などが行われ
県内稀れにみる技術教育の殿堂とし いる。
事務局は夏休みを利用して市内の る。それに現職の先生や転任あるい
て、若き世代の活躍する姿■を誇りつ
企業を訪問し、一人でも多く出席し は退職された旧い先生方も出席され
つ今田に至っているのである。
るので、会員多数の参加が期待され
この学び舎で苦楽を共にした懐し てもらうようお願いするとともに、
その人員を確保する意味で、前売券 る。
を発行した。只今のところ予想以上
の売行きでやっと秋眉を開いている。
なお、当日発行する会報は、四拾
周年記念号として特別編集するので、
これも期待がもてると思う。
に勇退されることになった。

これをうけて評議員会は、新しい
会長に副会長の野島達也氏(阿賀三
回G)を、副会長には理事の木下茂
民(阿賀一回M)・同田島郁夫氏(阿
一回M)・母校の同山崎政夫先生(市 賀二回G)・前日新支部長奥嶋輝男
工一回E)には、同窓会に新風を吹 氏(呉工七回A)、それに母校から
き込み、若いカで今後}層の発展を 桑本博先生(市工四回二本M)の計
願おうと決意され、任期満了を機会 五氏の推薦をいたし、総会で承認を

∞∞∞㎜饗叢叢雛灘欝欝灘灘

まさにぴったりとあ

灘難

期の皆さんはご存知のように、この い友の数は、市工一〇〇〇名、阿賀
校地は当初段々畠の三ッつの丘と、
高三四〇〇名、呉工高六二〇〇名と
二つの深い谷からなっていたので、
なり、わがくれこう同窓会は、今や
高地を削って谷を埋め、三段の校舎
一万有余名の卒業生を擁する一大同
敷地とグランドとを造成するという 窓会にと成長したのである。そして
計画のもとに、各クラスが交替で勤 名実共に各界の主要な原動力として

鞭難

てつ畦毬鷲
え砂寝齢擁鷲

蕪鍛獣蔓

年迎バイタ芸慮

叢1
野島達也氏

一1一

鍵難

懸

酋
譲鞭薦

同窓会長小川雪正氏(市工二回二
本M)・副会長中川英男氏(市工三
回二本M)・同久保田繁美氏(呉工

奥嶋輝男氏

蕪慧藁

簸

田島郁夫氏

嚢霧認講

h,。う

なく、呉市立工業学校、呉阿賀高校、

しかし、その歴史は複雑きわまり

した。

カし、責務を、果したいと念願して
皆様、こんにちは。
広島近郊ばかりでなく、全国各地 おります。
かえりみますと、母校は創立以来、
の職場で、御元気に活躍していらっ
既に四十年の歴史を積み重ねて来ま

しゃちことと、拝察いたしております。

さて、今度、同窓会役員改選期に
あたり、前会長が、お仕事の都合で、
大変惜しまれて退かれた後を、今迄
の副会長の私に、是非にとのお話、
呉工業高校の三同窓会統合迄に、多
社交上手ではなし、その上口べたの くの会長を始め各委員の方々、その
他多数の方々の努力があった事と思
・います。・

る、その重責、.果して最後迄やって

私ごとき者にとりま・しては、身に余

いけるかどうか、非常に不安でござ. 最近は名簿も充実し、一歩々々、
着実に進歩して来たように思います。
この期にあたり私も再び、同窓会

いましたが、曲りなりにもお受けい

理事の方々の、そして同窓会の皆様
みました。

則に記してある目的を読みなおして

たしました以上は、副会長、及び各
方のおカをお借りして、前向きに努

師の恩
呉市工四回二本M卒

広島県警察本部
捜査第一課長

と言っては燗徳利をつぎつぎとつけ
てもらった奥さん。無器用な私でし
たが、そのころ蟹の食べ方を先生か

ら手をとつ、て教えていただいた。
その奥さんが先年物故された。い
つも着物を見たてていただき、私同

様に可愛がっでもちった妻ともども
この前のこと。

に手を合わせ、ぬかづいたのがつい
しかし、あれからすでにもう四年、

木原昭
工業出には場違いの警察官になっ

としも愛蔵のサボテγがたくさんつ
への最後のプレゼントとなった形見

ょうこのごろです。

末本先生いつまでもお達者でいて
ください。

をはかる宅とこそ、母校の発展に、
出される。

ワラジばきで練習したり、県知事杯
に優勝したりの頃がなつかしく想い

その目的である、会員相互の親睦

かかせない事と通感七、今後益々、

当時は食糧難時代で二十三年の甲
子園予選は、中塩野球部長(当時)
の親戚(広島市外府中町)にお世話

それには先づ、同期の集まりをも

になった。

一次予選対呉竹2-0
対世羅710

対広島市商船一0

そういう機会をふやしていきたいと
慰っております。

ち、情報交換し、更に、クラブのO
Bの会等と、小さな輪が、次第に、

同窓会への足がかりになれば、と思

今は亡き先生方や大本・椋田・幸

いただいた。

ない。

本君達のご冥福を祈らずにはいられ

私の歩んだ道

NHK技術本部主管
呉阿賀高一回E卒

工学博士上中田勝明

私は、呉阿賀高校電気科卒業の第

を迎え御同慶にたえません。

二期生です。この度、創立四十周年

.NHKの全国的な組織の中で数多
となり、常ゼロ惜しさをこめて阿賀
一ぐの人と接触する機会が多くありま
高との一戦を語ったも0だっだ。

直して、今日まで全くの独学で進ん
それから二年後、後輩達(二十六
できました。これも卒業の時に、加
年卒阿賀高二回卒)が甲子園に駒を
藤校長先生の教訓「一歩先んず」を
進め、小倉高校を敗ったのは爽快な
念頭に一歩一歩着実に進んできたこ
出来ごとだった。
とが、はからずも今日、専門分野で
小倉の監督だった加藤喜佐久氏が
-活動できる結果になったものと信じ
後日八幡製鉄で私の現役時代(筆者
ています。
は当時の八幡製鉄の正投手)に監督

ここに至るまで、長い道程でした
…が、母校において学んだ知識をもと

っております。
顧みますと学窓を巣立って今年で
二次予選(西中国予選)
二十九年になりますが、その間に放
何様、広島に住居をかまえ、開業
対柳井O11
送界では、テレビ放送が開始され、
医という職業柄、思うようにまかせ
以下新聞戦評(抜粋)
更にカラー放送、UHF放送と発展
ず、皆様方にも、もどかしい様な事
呉工は四回二死満塁に得点出来ず、
も、多々あることと思いますが、副 六、九回も無死で安打の走者を出し してきました。そして将来の新しい
放送として衛生放送、SHF放送あ
会長、各委員の方々、更に会員の皆 ながら強気に出て失敗。
るいは高精密度テレビ、静止画放送
様方の力強い御支援を戴き、ただひ
柳井は九回に至るまでチャンスな
たすら、前向きに努力していきたい し、九回表一死二、三塁に当然満塁 などの新しいサービス形態に関する
、研究開発が続けられています。この
と存じます。
策をとるべきところ、浜崎は第二球
ように放送事業は常に電子技術の発
最後に皆様方の御健闘を、心より に好球を投じ、易々とスクイズされ
展に支えられて今日に至っています。
お祈りいたしております。
敗れ去った。
私は、現在中波ラジオ、FM放送
部谷・井野・三野二・同森・垣村・
阿賀三回G野島.達也
石田・成瀬の諸先生、他ほとんどの 否施設面の計画、建設の業務を担当
}していますが、かって十一年間技術
職員の応援を広島総合グランドまで
“研究所において、SHF放送および
・衛生放送の研究に従事してきました。

追、憶

浜崎亘

新日鉄KK光製鉄所
生産技術室課長
呉市工五回M卒

卒業以来今年は丁度三十年、私に

々の野球部は軟式から硬式へ転向、

一への応用に関する研究」四八・六・
二〇東京工大

から驚愕の眼に焼きついた「きのこ雲」
爾来バッタリと母校の快進撃が聞 一すが、私は全国的に眺めて我が呉工
は大変すぐれた学校であることを感
を想い出す。自分にとって追憶の中に
かれない。呉工野球部OB会も一部
平和への祈りをこめる一日である。
の熱心な人達が、夏が来るとハッス じ、これを一つの誇として仕事に励
んでいます。
終戦後、漸く勉学にも落着きを取 ルするが…………。
学位論文名
戻し、バレー、サッカー、陸上、野
学校当局、同窓会、生徒会の指導
、「ラジアルラインのマイクロ波機器
球部等の課外活動にカをそそぎ、我 援助を切にお願いしたいものである。

毎年盆に帰郷するたび、在学甲校庭

を提供することにした。

ぼみをつけた。先生の奥さんから妻 とって意義あることと、ここに駄文

殺風景な警察官舎のベランダに、こ

て早くも二十八年忙なります。その
間、末本先生ご夫妻には特に広島在
住のご縁で本当にお世話になりまし
た。今もって妻子ともども家族ぐる

みのおつきあいを願い感謝していま・ の,一鉢・。,先生ご夫妻にまつわる思い
す。
出は尽きない。

疲れて帰る私、よく先生の家に招が、

あれは刑事かけだしのころ、物の. 蟹の赤、この花の赤。師恩しみじ
無いひもじい時代でした。捜査から ・み想いつつ凶悪事件に立ち向かうき

「遠慮すな、食べ、食べ。」■とお

れ晩飯を一緒にしたものでした。

っしゃる先生。「ぬくもりんさい。」

一2一
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、

態苔暴麺羅鞭

私が呉市立工業学校に入学しまし.
うか七む事の多い年令となった。昔
の面影を僅かに残している校舎裏の= たのは昭和十九年、卒業いたしまし
たのが昭和二十四年戦中戦後とまさ

二つの貯水池、コンクリート擁壁と

学校卒業後のこと

校舎との間に大きく育っている松の に激変の時代でした。
.宅地開発公団交通部
美しい山を背に小高い丘の上に聳
木に限りない愛着を感じたのはやは
交通業務課長
東京都都民生活局
える白い校舎に立派な技術者となり
り年令のせいであろうか。
呉阿賀高六回E卒
価格調査部長
お国の為にと胸をときめかせたもの
呉市工四圓E卒
でした。しかし戦雲急を遂げやがて
沖健二
古久保義雄
勤労学徒として動員され十一空廠で
昭和三十年三月呉阿賀高校を卒業
遥か見たアノ奇異なキノコ雲の日か
昨年十月、・市エ電気科第四回卒業
した私は」たまたま公務員初級(電
一らして程なく街に多くの進駐軍の姿 ,気)に合格していたこともあり、建・

生の勿ラヌ会が催された。秋の一夜

を見る時代へと変っていったのです。

、た。と同時にこんな素晴らし

や保険の面で相当不利に扱われでい

んだ同窓諸氏がこの日本の各地各分
が適へられなかったので、密に退職
野に於いてその学んだ知識の全てを を決意し三校ほど受験した。その結欝
遺憾なく発揮され一翼を担っておら 果、合格した二校のうち三学年への.

多ぐあ石近畿地方へ転勤を希望した

佐久間・原田・緒方・高見の諸先 たことを知り、強い憤を感じた。ま
生v親じくしておりました広中・貞久 た、-」仕事はブルドーザーの車輪を電
重本・鍵本・松尾の諸氏の消息や如 気溶接により補修するもので、汗ま
みれの毎日であった。
何にと。、
そのうち期するところがあって、
私はすっかり畑違いの道を歩んで
おりますが、今日の日本の繁栄は国 翌年四月より広島のS短大(商科)
民の勤勉さにあり加えて性来の器用 の夜周部で未知の分野を学ぶことに
な?たが職次第に法律に興味を抱く
さを活かした技術革新に負うもので
ようになった。そこで、夜間大学の
あると思います。あの小高い丘に学

し蓋a日の面影を偲ぶものであります。

臨時職員としてのものであったゆ
,生活を営む私でありますが時にふれ, ,-間も無くして、盲腸炎で三週間程.
恩師のこと、そして友のごとが懐か 「休んだ時、臨時職員なるが故に休暇

■設省の出先機関であるH事務所に就

を恩師を囲んで昔話に花を咲かせ旧

畠終戦のご詔勅は子供心に悔しさで 職した。しかし、身分は試験に基づ
枕を濡らしだ一夜を想い出さします。 く任用でなく、いわゆる日日雇用の

一

,ご午年経た今日郷里を遠く東京に

交をあだためた。何年も逢わずにい

』儀.ても「おい、お前」といった
.,・調子ですっかり若き時代に逆

壕行してい・尾

急転紹鰹糖韓、
泥目は近塒な馨。が薯姦誘
「

」碧闘.面目が吋新しでい6めに驚し'

年.■い環境で勉学ができる人々は

周恵蕪雑雛総和
VO。十七年で校舎は完成しておら
4ず・間借星活からである・

立戦時中でも萱校舎があ
爵讐るというだけで環境の整備は
蒸溜.充陰なく晋のよ建ス.

運動場の整備や植樹に汗を流,

た。・その後、曲折はあったが、上京・,

入り、法律の勉強を続けることにし

。、甚'
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`ッフを持ちモッコをカついで
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三年後の昭和三十六年九月、待望の
上級国家公務員試験に合格したので

このようにして、私は人生航路の驚、

あった。

振り返ってみて、悔いの残ることで

方向転換をしたのであるが、現在、㌻

はなかったと思っている。
何らかの参考になればと思い、拙

い経験を披露した次第である。

二】臨■華三尊試{匿、艶`

れるに違いないと誇りに思うと同時 編入を認めてくれた東京のN大学へ欝
に反面恨やましくも思う次第です。

'`1載

したものである。

心レー』・c

四十周年を心より祝福いたします
と共に皆様のご健康を祈念いたしま
すp

り■Il?マ心1'

今の時代であれば社会問題にもな
りかねないような事であったが、自.

呉市工六回E卒

東京都議会議員

熊本哲之
先日宇津見先生より寄稿のご依頼
を戴き大変懐かしく三十年の前を思
い浮かべ乍らペンを走らせます。

へ'4

圃嚥

俳ltル幅

分たちの手で立派な学校にするのだ
といった意欲にもえて徐々にではあ
るが整備していった。そうしたなか
で諸先生と生徒。上級生と下級生の
結びつきは厳しいなかにも親子兄弟
のような強い結びつきができていっ
たように思う。

私たちも未来を語るより過去をな
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「機械仕上実習」

山高積「機械工作」「仁上実習」

さβ」ン

、馨露萱■縁繍
卒業生の皆さんにはお元気でご活
躍のことと拝察いたします。
さて、わが電気科には、五十二年
永年勤務された樋口先生が退職され、
工一回E卒)が来任されました。

その後現在まで異動はなく、十名
の職員は元気で頑張っています。・

麓陰、.懸

階糧

で活躍されてしることは、まことに
頼もしい限りです。

てくれています。今はマイクロコン

立寄って下さい。

(坂田記).

の進路状況を示しますと、金属加工

砥マミ

、、へ

ピュータによる液面制御装置や鉄道 27%、自動車関係20%、商事・商業
模型を自動化しようと、計測研究部 8%、公務員その他n彩、進学(大
員が毎日頑張っています。
学、専門学校)34%であります。
現在の計測工業科の職員は多賀、
(田中記)
明田、坂田、榊原、岡本、中西、戸
昭和三十五年四月全国で初めて計 井、相模、月山、安井、の十名の先
争.
測工業科が本校に設置されて二十年 生方です。機会があれば学校の方に
専、

爾来卒業生も二二〇〇余名が各地

後任に本校定時制から山崎先生(市 、成人式を迎えました。

ー5一

蕪課碗初鏡一物.嬉野、ζ

おロミ

豊楓,,謙

卒業生、先輩各位の皆様お元気で

凝淵.,樹癒鐵

設計当時は、計測工業科とはどん
最近小、中の教育課程の改正が、
天野通胤「計測制禦」「計測制禦実
新聞やテレビで報ぜられていること な内容を勉強するのか、また将来に
習」
は、ご承知のことと思いますが、高 どんな会社に就職できるのか、充分
古本英男「機械設計」「機械仕上」
等学校は、これと関連して五十七年 理解してもらえず各地の会社や中学
桑本博「機械製図」「機械工作」
度を目標に変容移行しようとしてい 校に説明に廻ったり大変苦労をしま
「機械設計」
竹田寛三郎「原動機」「原動機実習」 ます。勿論、工業高校の電気科も例 したが、現在では自動制御、計測・
聾臥纏購難蓬ぼ難き
制御、工業計測、と云った科目も他
外ではありません。
中塩卓雄.「原動機」「手仕上実習」
金属工業科は昭和三十八年四月、
従来の科目に工業基礎、工業数理 の科でも学習して、工業界の先端を
「板金実習」
石岡慎}郎「電気一般」「鍛造実習 が目玉として、新たに、専門科目の 行くオートメイションを学習してい .地元産業の要望、教育界の要請によ
ます。また、卒業生の活躍で会社関 り新しく設置されました。金属工業
中に設けられます。
「材料実習」
係の方にも理解が深まり、設立二十 科は全国で四十校程度、中国地区で
これは、いずれの学科を問わず、
下田忠之「機械設計」「機械工作」
将来技術者をめざす者の必要な基礎 年の歴史を肌で感じているこのごろ は鳥取、岩国、下関の各工業高校と
「溶接実習」'
本校の四校にすぎないユニークな学
梅木義彦「機械設計」「特殊機械実 を、系統的に学習させようとする意 です。
石油ショック以来本校にもその波 科であります。
図と思われます。
習」「材料実験」
新設以来既に十六年目を迎へ約六
最近の工場設備は、省力化による は押し寄せ、就職も大変困難になり
中村 隆「機械工作」「機械仕上実
ました。本人の実力がないと希望す 百名の卒業生を社会に送り出してお
オートメーションの採用などにより、
習」
る進路には進めない現状です。卒業 り主として金属部門で活躍していま
急速に近代化してきました。
武村 法「電気一般」「鍛造実習」
生の皆様は身をもって体験されてい す。本科は専門科目のうち特に金属
私の知っている定時制の生徒は、
「材料実験」「電気実験」
材料、金属加工にカを入れ、また高
岩城 学「機械製図」「材料実験」
まだ三年生ですが、中小企業の鉄工 る事でしょう。
科学や技術は、日進月歩です生涯 学年の溶接実習では極力生産実習を
所に勤めていまず。そこで彼は、N
「電気実験」
お近くにおいでの時は気軽にお訪 C制御の旋盤のプログラムを作って 教育をめざして努力され一層のご活 とおして技術を習得させるよう努力
しています。
躍を祈っています。
ね下さいまして、近況や色々な情報 いるのです。
などをお聞かせ下さい。おわりに同
金属工業科の職員は現在、田中、
五十七年度より学習指導要領が変
学校では一体、何を教えたらよい
り、科目も工業基礎・工業数理・工 山田、折出、池須、春名の諸先生で
窓生各位のご健康とご発展をお祈り のか、色々考えさされるこの頃です。
いたします。(金田記)
終りに電気科の職員名は、畝、
業計測1・E。情報技術1・Hと云 す。また金属工業科設立当時の大下
山崎、松永、田中、大田、歌田、
った新しい名称に変ります。目下そ 隆章先生は呉工業高等専門学校で、
そして石川義秋先生は広島工業高校
池田、若狭、山口、平賀(畝記) の移行処置を検討中です。
先輩諸氏が製作してくれたシーケ でそれぞれお元気でご活躍されてい
ンス制御による五階のエレベータ模 ます。
型も健在です。実習や文化祭で働い
最後に昭和五十四年三月の卒業生

臨膿

欝、吊、.

磁,響漕灘…

ご活躍のてとと思います。さて母校
もここに創立以来四〇年を迎え、人
生にたとえれば不惑の年で、益々円
熟発達をたどるべく、また先輩諸兄
に負けないよう、勉学に運動に精一
杯努力を重ねているこの頃ですが、

の生徒がいろいろと批判を受けてお

最近高等学校教育が大きな社会問題
として取り上げられ、特に職業学校
りますが、本校においても一部の問
題生徒については厳しい生活指導を
して、立派な社会人になれるよう学
校をあげて努力をつづけております。
又来年度より第二綜合実習場(四
階)が建設される予定で(現在の鍛
造、鋳造実習場および原動機実験室
のある場所)、よりよい教育の場が,
完成されるよう色々と案を練ってお
ります。同窓の方々にお知恵を拝借
しなければならない事があるかもし
れませんが、その節にはよろしくお

ております。

願いいたします。今年度は次のよう
な科目分担で後輩の指導に張り切っ

中村隆之「鋳造実習」
松村敏明「原動機」「原動機実習」
金田忠「機械工作」「機械製図」

へ

鞠も一環

53・10・侶元職員

53・・了・10阿賀1M

竹内明雄

石川正元

中原忠文

謹みて

53・10・21阿賀10M

岡本昌久

お悼み申し上げます

54・1・24市工2E

西山力

高森力一

塔岡行雄

54・3・22阿賀10M

54・3・25元職員

54・4・怖阿賀2E

石川正元先生

二十四年四月高校再編成で旧呉二
中より本校へ来任、四十三年三月退
職されるまでの十九年間国語を担当
された。昨年病魔の侵すところとな
り七十歳をもって逝去された。

十四年九月呉市工創立当時に就任

高森力一先生

され、二十五年三月広高校に転任さ

れるまでの十一年間教練・英語を担

当された。昨年病魔に侵され、七十

歳をもって逝去された。

同窓会運営記録.

◎54・2・28同窓会入会式

◎54.6.30校内理事会

◎謎・7・7理事会・評議委員会

訪問

◎54・7・2627総会のための企業

◎54・8・7会報5号の編集委員

会

くれこう同窓会会計報告
昭和53年度(53.7.1～54.6.30)収支決算報告昭和54年度(54.7.1～55.6・30)予算案

欣年

度

ρU2」仕
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」任0乙1

22

¥¥¥

額額額

総総残

入

入出引

収

収支差の

収入総額\2,451・862収入の部
へ

予算額増減備考

繰越

項目53年度54年度

部

前年度繰越金1,955,2052,171,642215,837

、項目予算額決算額増減備考
前年度繰越金1,955,2051,955,2050

入会金310,DOO・300,000△10,0001,000円×300名

入会金310,000297,000△13,0001,000円×297名

総傘出席会費100,000150,00050,000

総会出席会費100,00D64,000△36,0002,000円×32名

名簿売上金50,00040,000△10,0001,000円×40冊

名簿売上金50,00059,0009,0001,000円×59冊

利子収入50,00060,00010,000
合計2,465,2052,721,042255,837

利子収入50,00066,65716,657定期,普通利子
雑収入010,00010,000総会当日寄附金

支出の部

合計2,465,2052,45、,862△13,343

予算額増減備考

項目53年度54年度

支出の部
項目予算額決算額増減備考

事務費50,00050,0000

通信費11,000切手,ハガキ

事務費計50,00011,00039,000

会議費250,000250,0900
業務費100,000100,0000

役員会費1,700理事会経費

予備費2,065,2052,321,042255,83プ

会議費総会費168,580ポスター,当日費用

合計2,465,2052,了21,042.255,83了

計250,000170,28079,720

監査証

会報発行費・45,840会報4号3500部

』業務費事業費'32,000母校へ屑入籠寄贈

慶弔費21,700正会員5名,元職員2名

昭適

計100,00099,540460

和53年度くれこう同窓会会計監査の結果

正に処理されていることを認めます。
昭和54年7月6日

予備費計2,065,20502,065,205

会計監査横山維可㊥

合計2,465,205280,8202,184,385

〃桑本博㊥

編集後記

で本号はページ数を多くして特別記

▼会報五号をお届けしますα
今年は創立四拾周年にあたりますの

念号としました。

しかし、お願いした原稿が締切り
までに入手できず、急遽予定を変更
し、写真を多く採入れました。
▼今年の総会は、市内一流の場所と

例年のような出席者数では同窓会の

もいえる阪急ホテルで開催されま亥

名誉にかかわると、只今関係者一同

▼お忙しい折にもかかわらず、原稿

動員に大童です。・

依頼に心よく応じられ、締切りまで
に送付下された方々に厚くお礼申し

▼これからも会員の声をもっともっ

上げます。

と載せたいと思います。

支部総会、クラス会、職場紹介、人

物往来、随筆など、どしどし原稿を

お寄せ下さい。
▼昨年の第四号で支部結成を呼びか
けましたが、反応はどうもにぶいよ.

うです。
今後は事務局が率先して話し合いを
・もちたいと思いますのでよろしく。

発行所

呉市阿賀北二丁目一〇i}

広島県立呉工業高等学校内,

くれこう同窓会

印刷所

.宇都宮印刷工業KK

呉市広町大新開

一6一

同窓会報

こう同窓会が発足

早いもので、、昭
和四十九年、くれ
しで、、はや、六年
ている。

目を迎えようとし

統合については、
それまで何回かの
代表者会議が開か

れ、話し合いがも
たれたが、実現へ
の道は近いようで

成瀬大海

豊田高校長

もラ ヂラ

噸夕
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昭和55年8月10日

広島県立呉工業高等学校

くれこう同窓会

遠かった。
それだけ、慎重であったというの
か、統合が決まるや新同窓会の発足
は、万事好調にすべり出し、翌年に
は名簿の編集にとりかかり、各タラ
ス役員のご協力を得て、五十二年、
一万名の新名簿が完成した。
これを機会に、同窓会活動はよう
やく軌道に乗り、その後は、すべで、
順調にいった.しかし、反面、同窓
会はこれでよいのだろうかという疑
問か頭をもたげで、きた。

想起すれば昭和十八年、戦雲急を
告げる時、私は呉市工教師としで、、
学生服のまま中畑台上に赴任したも
のである。純朴で、明るい生徒の瞳
に、青年教師として、情熱を傾けう
る喜こびに浸ったのであるが、しか

し、二ヶ月余にして召集令状をつけ、
戦地に出発しなければならなかった。
岩崎校長以下諸先生や生徒諸君の見
送りをうけた光景は、今なお鮮明に
脳裏に焼きついている。

ことが出来て、昭和二十四年、高校

戦後、昭和二十一年秋、廃虚と化
した祖国に復員し、再び教壇に立つ

再編成まで勤務をしたのである。
当時は、食糧危機、水害による校
地の荒れ状況、軍の用地となつで、い

同窓会の目的は、「会員相互の親

睦をはかる」とあるが、もう一つ、
「母校の発展に寄与する」とある。
寄与するといっても、同窓会の財

産は微々たるものであり、現在の残
額は、次期印刷代金として確保して
おく必要がある。また、会計報告に
ある如く年間収入は、卒業予定者の
入会金がほとんどである。

ラブ活動援助費として金一封を寄贈。

この現状のなかから、一昨年は「く
ずかご入れ」(母校金属工業科製作
依頼)十個を寄贈した。昨年は、ク
細々ではあるが、これらの行為が母
校との連がりを持つ唯一のパイプ役

クラブ室を併設した、同窓会事務

であったと田心う。
支部のうちには、日新支部のよう
に毎年図書費の一部にと金一封を母
校に寄贈されている。

局を設置したらという声も聞く。勿
論はるか先きのことの話であろうが、
関心をもっている同窓生がいる二と
は確かである。
同窓会よ、どこへ行く〃あくま
でも母校あっての同窓会であること
を忘れてはならないと思う。

た運動場の防空壕、生徒諸君の虚脱
と心の支えを失なっての一部の非行
とアクシデントはあったが、祖国復
興への情熱は燃えたものである。
登校時の石運びによる防空壕の埋
めたてや、教科書のない、辞書のな
い状況下での勉学は、今となって思
うと、現状の満ち足りた時代に学ぶ
高校生に比して、素晴しき生徒達と
教師群であったと思うのである。
爾来三十年余経過した現在、各方
面で活躍している初老に近い卒業生
の面々と、呉工友会で逢うと、忽ち、
あのくりくり坊主の童顔と、薄よご
れた戦斗帽に、カーキ色の学生服の
姿に変じて映るから不思議である。
それは私の市工への郷愁であると

積年の顔

濱田光彦

母校教頭

えていたものでありました。しかし

に光と重みを加えるものであること

三十年後の再会は、各人が三十年の
それぞれの生活の中で、自ら鍛えあ
げてきたものの出来栄えが、幼な顔

した。

をはっきりと確認することができま

この生活の中で築き上げられた顔
が、教育の成果であるとすれば、そ
の教育は、今日いわゆる生涯教育と

いわれる、自己の学習努力であり、
職業や生活の中に営まれたものであ

レ

磯義簾

って、決して学歴の中に表示される
学校の教育ではないと思います。
もとよりこのことは、学校教育の

高校教育は、よりよい社会人への
基盤を作るもので、私どもは先輩の
立派な業績に恥じない後輩の育成に
努力して参りたいと思います。

した。

を学び考えさせられたものでありま

に人間を作りあげるものだというこ
とではないでしょうか。
久し振りの集まりから、旧友のす
ばらしい積年の顔を見て、人間教育
のありかたについてさまざまなこと

えず努力し向上に努めることが、真

ともあれ、生活の中で、学び、絶

かねません。

い人間を作ってしまうことにもなり

れば、入間を育てることにはならず、
かえって鋳型にはまった、つまらな

はありません。学歴も職歴も、そこ
で真の教育が行われているのでなけ

こと自体が人間を育てているわけで

職歴もまた学歴と同じように、その

いろいろの友人を見比べてみで、も、
学歴より職歴の方がより多くその尺
の人となりに影響を及ぼしで、いると
思うことがあります。しかし、この

職場のつき合い、学校の同窓など

の成果もまた人間を作る教育である
ということを実感いたしました。

意義を過小に評価するものではあり
ませんが、職業と生活を通じた学習

・織

同窓生の皆様には、平素から本校
教育のために物心両面のご協力をい

ただき、誠にありがたくあつくお礼

めて、多くの人々が参集されること

申しあげます。
今年も八月になると、くれこう同
窓会が催されます。母校への愛着と、
そこで燃焼された青春への回想を求

さて、、私事の話で恐縮ですが、数

と思います。

年前、戦争中に外地で苦楽を共にし
た同窓の集まりがあって、はじめて
出席したことがあります。急には名

前の思い出せない顔もあり、各自、
自己紹介を進め、共に励まし合った
学校生活の思い出や、戦後の動静を
語り合ううちに、利害を離れてつき
合った懐しさを取りもどし、時の経
つのを忘れるほどでありました。そ

の時に感じたことですが、戦後の社

会を生き抜いてきた人々の顔のすば

らしさということでした。

かつで、、生死の境を目の前にして
励ましあったころ、人間の出来栄え
というのは、いわゆる学歴ではなく、
当人が何を学びとったかによると考

諸兄子の御多幸を祈るや切である。

ともに、私の青春なのである。

一1一

号

発足六年甘を迎え、て『
同窓会

呉市工への郷愁

これからの

通産省工業技術院
呉阿賀高六回E卒

母校の思い出

交流理論の知識は今で、も私の中に生
き続けで、います。例、えば、
室で行ったホイトスト、与り』ンの
原理に関する実験は、船体構造の強
度を評価する蓋の測定に応用ざ、れ!、、

科し。と二さらで三

目まは当となれは月

門で者'耐ンi・け校“}
のいほ時が山'運に

、1、へ.気さ登勾々時相
だ遊技れ校配との三

E準ん柿∫まし〔乃糸売母一長

三豊製作所KK広島工場
呉工高八回K卒

映、力雛柵磯、衆

三条進

原局報

稿サ第

用で六

紙ケ量

枚ン行
にグに
取のあ

∩二日六圓も一ひ》した未舗装だっ

徳之島、
印象に聾る出来事

コース目零列島の外周、沖縄

程度)

一日平均一五{り㎞(呉～・百敷市

i約一万二〇〇〇㎞

フヨヲ「「

ユロし

間、八十一ベージの本を発行し記録
を残す事にしたので、すが、その中か
ら印象ある事の表面討∵りになります
が書く事に致します。
期間昭和四卜八年七月一日～九

「ちゃりλこ[と題しで、へ十一日

ました。

態で.、安心しで、挑戦することが出来

おりますが、会社ゐ深い御理解があ
引た為、会社をやめず休職という状

私は現在㈱三曲豆製作所に勤務しで、

りました.

りくんだものの、あまりにも印象深
いものが多!＼何畜かけば皆様に理
解しで、いただけるか、内心困.引てお

術開発研究室。長f、ある

在四国工業技術試験所、海洋技

科助教授から通産省に転勤、現

信川寿氏は広大工学部船舶工学

(追記)

て認識し、感謝しで、いる次第です。

与の厳しい御指導により、これらを
乗り越え!.二られたことをあらため

います、母校紅血掌中は普通科目、
専門科目とも、盛沢山のカリキ3ワ
ムが組まれ、それを習得するのは大
変苦痛に感じましたが、当時の先生

工学博士信川寿
学力電出ら,急、細当昭

マr・・し乃たt.芝力f〔ハカゴたカで

私の 体験

電ま,ど私先遣そ動電
磁し遠が日をの場気
室たいめの、壱、一二の斜
三り完

母工てにしの.[二業
検挙い思,な傍事し私
原た
稿り
を'れ
依私こ
頼のう
さ日岡
れ本窓
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醜婦私辯論癌鏑,銅録ll導りでき秘義こ無皇イに畠蕎か難中にをオ卿と穿た
れがいそ冊作書享徳湖礼世の島ば化紙でが目引に事±雨持わ川り旦こで隻レ下)じヨ
ばちにのの成かが之で文界ガのら両横鱗峠y)典原k曙制球参粥lll]ら朝は
幸llな中大1れ一嵩あ島三ザノしに)れやつ越時中重て奮も雲のを舗Σ一一いまコ

L、まるに切ノ…記冊のケの大:ミロいは1・'らてキ間をっ丁あ峡地か装膜一の日で執

綴蛾轡噛曽諜1樵1蛋浮彫贈緬脇,縦浴殿噛

国選釧'チ特明畠'花にる劇牌プヒカばll、を越北山た跳見卿「1前
か国・四や有朝と弁の恵状なブもで姿kmらはの峠あま力鰻の∋て一

書奇い1残灯りののハ天香ま態どがの自でもつ片咲こ'りまう中≦一時
裂せたを枚ン海魚イ島リズ1での出の転べた手1、登谷の黍おIF走璽頃

聖宇讐諺晃課徴繋議事牒鶏、腰繍第簾補

○らくらくの中にはらくはない

勇んで、通れ真の楽しさ

○高々と飛び上がろうと思えば

まずぐんと縮むことである

い…いばるなあ…あせるな,-、

○「おいあくま」お…おこるな、

…くさるなま…まけるな

も、自分を信じで、くれる

青年の言葉
○青年は一1指導しで、くれる入より

尺を求めで、いる,

きあえる仲間を求めてい

○青年は金や物よりも、一生つ

7ループとして経営され.盲、います、

豊国産業は昭和三十年六月に創設
その後豊国計器斎、設立し、ユr

を占めで、います。

卒業生は二十六名f、全職員め過半数

係には八名います。

豊国産業は船舶航海計暴の販売及
び修理を仕事としで、おり、卒業生は、
営業部門に四角、修理関係か二十二
名です.先輩は阿賀高三回E卒を始
めとし、呉工十七回A卒まで、続い.'-、
います。そのうち、役付のへは、工
場長をはじめ営業部門三名、

豊国グ几ーブとしで、も、つてっ、忘れ
る。
てならないのは、尾嬉但営業一所で、あり
○青年はいい洋服を着で、仕事キ一
ます。ここでは、一昨年尾道電子』
するよりも、わ一杯に仕
ーツを開店し、船舶機器部品は勿論、
事が出来る職場を求めで、
■アマチュア無線やオーデーオ等の各
いる。
O青年はどんな遊びをする事よ 部晶及びケーブルも多数展示販売、し
ております。また、最近の話題とな
りも、感謝する一日を求
、州.で、いるマ!tク『ロコ、!ピューケー・しウ
めて、いる。
取扱っており、豊国産業内にマイコ

一生涯つらぬく目的を求

ンショ習プができました。

○青年はたとえ貧しい生活でも

めている.

五十五年度同窓会総会は
日時八月十日(日)
場所呉市本町森沢ホテル
芸則にのっとり決算、予算に関す
る報告や審議などが行われる。
母校の現職の先生や転任あるいは
退職されい旧い先生与も出席の子宝
なので、、会翼多数の参加キ一期待しで、

本年度総会

豊国産業㈱呉市本町十三一十五
豊国計滞㈱呉市広町弥生新開
尾道電子ぺーツ尾道市西御所

います、、

私たちは豊国グ几ープの堅空、経営
の下に、卒業生一同元気で湧張っ〆㌧

そしで.青年は、強!、た」-、ましノ・生
きようと、どこかる㌧生きで、いる。

職場紹介

豊国産業株式会社
豊国計器株式会社
呉阿賀高九回E卒

営業課長高橋伊三男

私たちは皆様の仲間として、現在
.り職場ご紹介致します.

母校だより
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ンこたお校iう1よたフのわ'たの亥でををは㌧→らし詮生田八、貞'れは異

ド,と紙らでの感'ソ1ヲい1・顧b尾大顧保も大な艦つれた畑_美は充養で社則動
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曝謹手業睦獣霧鱗緯1茎繍辮,鱗辮鎌

本・満幅・竹本
科、能咄谷∴平田・

蓋'谷福村銘し1,二本をたら

門前…木て普校吹それ
,坦平竹朝・お通でいう'

1縢繍君手繰㌶欝
、・・畑・木岡国方のた.生応
ベ一二コてコハ

f享田万口潅数社韻裳欄よ緯誓
藤戸学会7兵科でう1交は

馬歯イ昌磁、豪因明善家老鷺古

就職75(72)5(〕(56)57(53)31(24)213(205)

呉地区28(38)16(24)34(29)20(一14)98qO5)

広島県その他の地区0(0)3/2)()(())(}(O)3(2)

広島地区36(26)22(24)19(2(〕i)11(9)88(791

第二表

最近3ヶ年間の進学状況

季重別年度大学A短大B各種専門cそグ進」A+B+C合計
52年57512102784
53年7(〕51332191
54年6541()!!259(〕

々、と届いで、います.

合計117(114)78(75)74(71』)一38(37)307(297)

しかし、生徒のすべてが希望する
企業にそのまま就職で、きるという
ことはなく、特に地元の就職と公
務員だけは厳しさが予想されるの
で、現状にあまんずることなピ、、
平素から呉工生としで.恥ずかしく
ないよう規律正しい生活をし、ま
すます努力することが必要である

県外11(8.)9(6)4(4)⊂}(1)24(19)

ことを常に指導しで、います、
〔田中記)

計64(64)41(50)53(49)31(23)189(一18(3)

第一表に卒業生の進路状況を、第
二表に最近三ケ年閲の進学状況を

専修学校・その他1(二)(3)3(2)1ω)0(4)14(91

示します。

進学32(39)25(17)16(18)7(9)80(83)

るが製造業で、就職者数の多半
数の約四十九%に達しました。

学科就職地区一_機械雨'ズゴ電、ヌ曳計測工業金属工業計

3本年度の求人開始状況と予想

55.2.15現'在(1内は53年度

昨年度よりもさらに景気が上向い
で、きたためと、これまで求人のあ
った企業は勿論のこと、求へのな
かった造船、鉄鋼などの会社も、
企業の若返りをはかることもあ(.
で、、七月十五日の求人開始日を待
っていたかのように、求人票が次

卒業生進路状況(昭和54年度)

④職業別の就職決定状況は、技能

轟

簾論議騨

工、生産工程作業者が約八十三
%と圧倒的に多く、工業高校と
しての特色がよくでで、います.
また、技能工のうち自動車の整
備関係に三十名〔約十四〇ヨが

ダ醗

決定しで、おり、最近の高校生の
傾向かうかかえます。
2進学状況
本校の生徒はほとんどが推薦入学
酋、、大学その他に進学しで、おり、
五十四年度の試験大学者は僅かに
四%強でありました。

職鞠
講ll,彫,.麟一梅1

第一表

葛三村卓層

尺丑。鷹匠口・百事
らデ
ドよノ二二ロドフ

いる縫に少・産業'最動年にまて鼻差・1・
ると、㌔犀業な＼業か小も車度のり・気生ブ)

健体育、前垣内・

つをい業数A、地ド卸業冴は急だありす業ご

てみまは特はゼ場三売か自作、速かつも。1健

沢健科本降・青頭1てに行し
田体'・・末を最す楽かて
,ε育熊満三・記後一'器れ.お

ll{丙田幡井き科はでe野

(塚求記)

な先な工ねも求1で造る荏でががもよま卒す

図書、淵本。

多就輯はか幸し'次たをま件求意こ年て胴二す
、職1丁洋しら度々サい製みし数へ欲と度みにま

五十四年度

1進路指導部室より一

前企.∬績い鉄の十売多機産よび憂苦が五職進考と窓
年叢り回が鋼造四葉く械叢りて休年や十状路ま拝生
度へ.の復求な船%が四を別三きみ労や四況状で察の
よの大のへど一と二十中求十ま直働同年況にい皆
り業量著が(八五続卜IL心へ穿,∫課し前方復度を今たさ
断種求しあ企十き二%と状増たか採しはの幸しん
然別八、いり業三ま。、っ'し呪えりら用た前べ三まま

進路状況について

1徒こ

(豆)②①就の参と同

コニ1元下行二[二卜可工工

徳〃職干亭駕彌膏
E員EAGAK
石田輝久

番匠谷博

中村『永

〔旧姓・峯)

坪田英光

鈴木ご二

杉岡達夫

野間保

くれこう同窓会会計報告
昭和54年度(54・7・1～55.6.1)収支決算報告昭和55年度(55.7
収支差の

額額額

総総賎

人出引

収入総額\2,727,094
¥2,727,094

1～55.6.30)予算(案)

支出総額\58561召収入の部
¥535,616

収入

\2,191,478(次年度へ繰越

項目予算額
54年度55年度増減備考

部

項目予算額決算額増減備考

前年度繰越金2,171,U422,191,47821),436

前年度繰越金2,171、(1422.171,1)42(1

べ会金300略Ol即3〔)o,1.脚oLOOO円ン13⇔0入

入会金3rl〔)、(1〔)o307.00〔)7辱1)0(LOOl)円1x307人分

総会出席会費i5(1,00080,0{)1)△70,1)(〕02,(脚円1ジ40人

総会出席会費15(1ヤ000116,0α)△34.1)ol2.⑳o円×58天分

名簿売上金4(〕,(フooo△40,00〔)

名簿売上金40ヤt)1)1)15,500△24,50{Ll)00円〉14冊L5(〕0円q冊

利子1沁,(}し)0120,0〔)060,0〔)〔)

利子61),1)rx)117,55257,552

合計2,721,0422,691,478△29,564

合計2,72!,0422,727,0946,052
支出の部

支出の部

項目55年度予算額備考

項目予算額決算額増減備考

事務費10,0Q(〕

通信費3,951切手,ハガキ

会議費20(〕、000

事務費事務用品費651用紙等

業務費150,1)OQ

計50,1)O(4,60(45,40(1

予備費2,331,478

役員会費3,965理事会ジュース

合計2,691,478

会議費総会費345,4(〕1宣伝費,当日費用

監査報告

計25〔),(1〔)1349,366△99,366

会報発行費78,0〔)0会報5号,4、OOO部

昭和54年度くれこう同窓会会計監査の結果

業務費慶弔費24,251)正会員銘,元職員2名

適正に処理されていることを認齢ます。

その他11.1)Ol)ガソリン代

昭和55年7月5日

計1α),001113.25(1△13,250

会計監査小田嘉治㊥
松永勝⑳

予備費2,321,04268,4(102,252,642記,翻代,研砂ラブ・、
会計2,721,042535,6162,185,426

編集後記

▼会報六号をお届けします。

森沢ホテ几に決まりました。

本年度総会は八月十日㈲、呉市本町

昨年は会員券を発行し、発行部数に

応じて準備を進めましたが、いかに
せん空会員券であったため失敗しま

した。

いと思っています。

▼今年は昨年と同様、企業並びに事
業所関係に券の購入方をお願いする
積りですが、今年は現金引換にした

▼総会に出席していただく旧先生方

一4一

について、希望がありましたら事務
局へご}報下さい。(来年度扱)

でに送付下さいました.方セに厚くお

▼お急がしい折にもかかわらず、原
稿依頼に応じていただき、締切リま

礼申し上げます。

▼総会が近づいで、一番悩むのは、原

稿が集まらないことです、クラス会
のこと、職場紹介、会員の声、人物
往来、趣味の紹介など、なんでも結
構で、す。ど、つか奮ってご投稿お願い

します。(毎年七月一日締切)

K K

呉市阿賀北二丁目下り-一

業

広島県立呉工業高等学校内

刷
工.

くれこう同総会

市

広所
掌町
都大
宮新
印開

発行所

印

呉刷

謹みて

182117"41265

お悼み申し上げます

5555555554545454
421112987

碓井雅之

昭和十七年三月から四十四年三月

杉岡達夫先生

まで、機械科に属し、機械工学関係
の授業を担当された。持前の洒脱な
性格が生徒に好感を持たれた。
宮島工高校に転任され、退職後は
中国精機㈱に勤務された。昨年病魔
の侵すところとなり、五十五年}月

逝去された。

野間保先生

同窓会入会式

校内理事会
理事会
会報六号の編集委員

会

昭和二十五年四月から二十八年三
月までの阿賀高時代、英語を担当さ
れた。・ての後三津田高校へ転任され、
最後は呉ろう学校長を勤められた。
本年二月病魔の侵すところとなり逝

1552628

同窓会運営記録

7762

去された。

(◎◎)(:⇒〔◎
55555555

霧
7

第

会長改選さる

退住つ労当'あの

、汚所でで時塞る任

申変いも委堕が期

出・・きさ毘満・
1-更る引嘱1・は

やそし繞れ販了他
、'のかきた⊂にの

忠士氏
菊

池

或他1一留役あま役

は色・{、狽尽る實

昭和56年8月16日

待される。

きとのこと、今後の同窓会運営が期

また、副会長木下茂氏(阿賀高一
回M卒)“呉市役所、同田島郁夫氏
〔阿加貝高二回G卒)艮東洋工業、同
奥島輝男氏へ呉工七回A卒)h日新

校の洲本松枝先生(阿賀高一回G卒〕

製鋼の三氏は留任、会計は引続き母
が留任、会計監査も引続き小田嘉治
氏(帝王二本M卒)且不動産業が留任
とそれぞれ評議員会で指命された。
母校代表役員については、副会長
の桑本博先生〔市工四回二本M卒)
が退き、代りに松永勝先生(市工二

回E卒)が、会計監査は、松永勝先
生が退き、代りに大田康夫先生(阿
賀高一回E卒)が指令された.
なお、役員改選については、会則

での承認を得で、はじめで、決定をみる、

第六条一項により、「候補者は評議
員会で指命され、総会の承認を得る
ものとする」とあり、来るべき総会

しい日々を送りながら、会長職を務
めで、こられたが、二の度任期満了を
機会に辞任されることになった。

これを受けて評議員会は、新会長
に理事の菊池忠士氏(市工一回二本
M卒)を推薦した.
菊池氏は現在菊池鉄工株式会社の
社長、年令五十五才、温厚で世話好

職場やクラスの知人から、異動の知
らせを受けた時などを利用しで、、改

は、努めで、役員になつで、もらうよう

選をしで、きた。また、クラス会や職
場会で新しく世話役に選ばれた方に
すすめで、きた.このことは、役員会

情報を蒐集し、進んで出席して下さ
る方の掘り起しをする積りで.ある。
何はともあれ、同窓会は各クラス
が核となり、金属結合方式でガッチ
リと手を接ぎ、連帯意識を高めてい
く力と、企業あるいは事業所単位の
親睦団体としで、、全面的に後押しす
る力が両々相接って発展しで、いくも
のと思う。同窓会員諸氏のご協力を
お願いする次第である。
なお、在学中の皆さんにお願いし
ます。皆さんは卒業と同時に「くれ
こう同窓会」の会員になるわけであ
りますが、その時各クラスから代表
二名(評議員になる、そのうち一名
は理事を兼ねる)を選出することを
忘れないで下さい。

今後はもっと積極的に各クラスの

い。

が、遺憾ながらまだ十分とはいえな

同窓会長野島達也氏(阿賀高三回

くれこう同窓会

G卒)は広島市f、開業医として忙が

去ll、～県立呉工業高等学校

の出席が思う程よくないため、少し
でも高くしょうと採った措置である

士氏が会長に就任されることになっ

今年は改選期で、、二年勤められた
野島会長が退任され、新たに菊池忠

催される。

五十六年度同窓会総会は、八月十
六日(日)市内本町森沢ホテルで、開

最後に未熟な私ではありますが、
諸兄のご指導並にご支援を頂き、任
期を全うする所存でありますのr、、
よろしくお願い申し上げます。
末筆乍ら諸兄のご健康と一層のご
活躍をお祈り致します。
市工一回二本M卒菊池忠志

るものと思います。

……。それには先ず卒業生諸兄が色
々な形で、社会人としての有効な情
報を交換し合い、地域社会に尽すこ
とが、ひいては母校の発展につなが

新会長あいさつ
皆さんこんにちは〃

この度同窓会役員改選期にあたり、
会長が仕事の都合で退かれることに

なり、その後を是非私にと話があり
ました。しかし、私としては勿論そ
の器にはあらず、ましで、や今迄理事

一としで、の役目も十分果していないの
に。会長とは、そんな重責は無理で
すと再三お断りしたが、聞き入れて
頂けず、遂に止むなく母校に恩返し

の積りと、一回卒という年の劫でお

引受けした次第であります。
お引受けした以上は全力投球をし

て、同窓会発展のために微力を尽す

所存でありますので、、何卒よろしく
お願い致します。なお、副会長以下
多数役員の留任で、、百万人の味方を
得た気がし大変心強く思っで、います。

かえり見ますと母校は創立以来四

十二年の歴史を積み重ねで、来ました。
しかし、現在の「渡れこう同窓会」
としで、一本化を成立させ、さらにこ
れを今日の充実した軌道に乗せるま
でに至ったのは、歴代の会長並びに
役員諸兄のご尽力の賜物と深く感謝
致しで、おります.
先日この機会にと同窓会名簿を開
いて見たところ、余りの空欄が多い

ている。なお、学校代表を除く三副
会長、会計、会計監査は留任される、
毎年手をかえ品をかえて、、出席者
の増加を計るのであるが、成功した
ためしがない。しかし、今年はある
担任のアイディアで総会をク巧ス会

現職の先生や退職された先生与も

変更などに関する報告や審議、役員
改選の経過報告、新会長ならびに現
役貝留任の承認などが行われる.

いのに目を見張り、多分この中には

亡・＼なられた方もあろうと、目頭の
熱くなるのを感じました。改めで、ご
冥福をお祈り致します。
同窓会会則第十二条には「会員相
互の親睦をはかり、母校の発展に寄
与することを目的とする」と記され
で、います。読んだ途端に会長としで、

期〆侍しで、いる.

出席されるので、会員の多数参加を

総会は、決算・予算、会則の一部

と兼ねるやり方、うまくいけばよい
がと思っで、いる。

の重責が、ひしひしと胸に迫る思い

母校発展のために何をなすべきか

がしました。

一1一

号

副会長三氏は留任

辞や至書足牟で貝

理事・ 評議員の改選
マそののそ全と
都の形方の面向理
合後で々た改じ事
に'今はめ選く・
よ転日"は二評
る勤に,“発'年議

「同窓会」

この熱く
太い絆
同窓会日新支部役員
呉阿賀高二回M卒

河原善弘

ートを乱れた黒い風呂敷包みをかか

え、ほう歯の高下駄をはいてへ当時
のきまり}直立しで、涙をこらえた幼
なかった自分の姿が目に浮ぶ。又、
高校時代女リセ〔普通科一と一緒に
勉強で、きるから、と胸ときめかせで、
理科の選択科目に生物をえらんだ、
あの教室の風景がなつ、かしい。

しかし、ツてうした心の故郷を恋う
る気持は同窓生皆んなが持ち合せで、
いるので、はないだろうか。学舎を核
とした共通の熱い想いが同窓生のキ
ズナと言えるのではないか.

外、年も夏∩b尚佼野球の季節がやつ
で、きた.

昨年夏の西条高校との試合はテレ
ビで観戦した、結果は7回降雨コー
几ドゲームで、敗ればしたが、これを
観られた同窓の方セは一様に、打た
れはしたが初β、しい坂本投手の力投
に拍手をおくり、7回表ドロ沼のよ
うなホームにすべり込み、聞一髪タ
胃チアウトになった青山君山ビ]、f、き
る、ことならセーフにしで、やりたいと
歯ぎしりされた筈で、ある,
今朝〔7月掛目}の朝日新聞に、

母校と私
阿賀高三回E卒

近畿大学工学部専任講師

工学博士朝倉英行
朝、バスで乗り合せた白シャツ姿
の高校生たちが中畑停留所で降りる
のを見ると懐かしく、母校の生徒は
相変らず質実だなあと安心すると共
に、ああ、卒業しで、もう三十年近く
の年月が経ったのかと、感慨無量の
ものを覚えます白
私は昭和二十一年呉市工に入学、
冬はスキ間のある木造校舎で寒かっ
たのを覚えで、います。宇津見、原田
先生などに大変お世話になりました。
昭和二十七年三月学制改革後の阿賀
高校を卒業、そ)後、呉市に5致さ
れたばかりの近大呉工学部の工業化
学科に入学しました。四年時の教育
実習で、はまた母校に行葬、」、熊谷先生
などのご指導をいただきました。

ンゼン誘導体のフ、ルホン化に関する
研究」で大阪府立大学より学位を得
ることができました。こうして私は
山高校では電気を学びながら畑ちがい

卒業後近大に勤務、有機合成化学
を専攻し、昭和五十四年六月には「ベ

られた校長先生は、今年はどんな予

へ7夏の組み合せを刷りたチラ/が人
(で、いた。相手は強豪府中東高であ
る、昨年は「組み合せ次第では良い
とこるまでゆきますよ」と言っで、お

毎年一回は市内両城町にある、日
新製鋼の保養所「南山荘」で同窓会
日新支部の総会が開かれる。
例年母校から校長先生、池田先生、
宇津見先生を迎えるのであるが、総
会後の懇親会で酒を酌みかわしなが
ら話に花を曄、かせるのが楽しみであ
る。池田先生は私達の後輩とのこと
で、ある)が、「"挨中車レ」はいって9り、先

ものですね」と笑いあったことがあ

生と名がつくと、いまで、もテムタイ

の方面に進んだわけですが、今日ま

生のお陰と感謝にたえません。

で何んとか頑張っています。これも
卒業後も何かと励ましていただきま
した宇津見先生をはじめ、母校の先

私の歩んだ道

京都外大専任講師
呉工高八回A卒

住田育法

私は呉工計測工業科の第五回生で
すが、現在まったく畑違いの文科系
大学での教職に就いで、います。専門
分野はラテ・=アメリカ、特にブラ
ジ几の歴史研究で、講義ではその地
域の言語であるボ汎トガル語を担当
しで、います。ブラジ几は三年前に日
系移民七十周年記念を迎えたように、
三世代に及び七十万人以上を数える
日系移民の国として有名です。この
日系移民の外に、コーヒー、アマゾ
ン、リオのカーニバル、サンバなど
いわば一風変った南半球の大国と日
本では紹介されで、います。しかしブ
測をしで、おられるやら、再会して.色

宇津見先生は、母校に欠員があり
最近は応援のため教壇に立つで.おら
れるとのことである。「わしももう

年じ、わいや.あの坂がクイキュウ
で、の」と言っで、おられた.「先生そ
んなこと言わずに、いつまで、も元気

ラジ几が、日本にはじめて鉄砲を伝

在学中或は卒業したばかりの後輩
諸君、私のような例もありますので、
どのよ、つな境遇にあっても希望を捨
で、ないで頑張っで、いただきたいと思
高校時代の友人との付合いは永続

り、お話をうかがうめが楽しみである.
最近は、同窓生とか先輩後輩とい
う意識かうすれで.きたように思われ
るが、何もベクベクとした仲間意識
をもつ必要はない.時に学舎をおも
い、母校チームの熱線に熱い血をた
ぎらせる………こうした気持をお互
いが持ち続けることこそが同窓生の

で、}頑張っで、下さいよ」と言いながら、
終戦の年、〔呉工の前身である市工

。健てれまとななとる'か

きするもので、私も幾へとかは未だ

います。

ないだろうか、

ま愛らくをりはをしが誕玄

、えたあのボルトが几民族によって発
見され、約四百年の永きにわたてっ

キズナを一層太いものにするので、は

の}中学一年生の・.妻ごヒ級生への敬
礼の仕方がわるい。と言って、なぐら
れたあの坂が脳裏をかすめる、
あの坂の、あの柿のあるくずれか

せ'たな祈た知知い会生
んごめらりいららこすしし

に往来しで、いますが、皆で集まると
なるとなかなかで、六†業一、二回ク

その文化的、人種的影響を受け続け、

今日話されで、いる言葉も{元全にポ几

トガル語である。ということはあま
り知られていないようです。
私は高校卒業後は大学、大学院と

からのブラジ几研究は、量的にも質

一貫しで、ブラジル研究に専念し、六
年前にはブラジルの大学に一ヵ年、
一昨年にはポルトガルに三ヵ月間、
それぞれ公費留学の機会に恵まれま
した。高校時代を顧みますと、比較
的新しい分野の自動制御理論を学ん
だことから、幸いにも未開拓の分野
に取り組む姿勢を体得することがで、
きました。日本に於ける科学的立場

的にもようやくその緒についたとこ

かの科長山本先生のお言葉は今でも

ろf、す。「学校は単に知識を得る所
で、はなく、その入れ物を学ぶ所だ一
とか「機械工学と電気工学の折衷に
よつで、自動制御理論が生れた」と、

一方、文科系科目に興味を持ち始

研究上のヒントを与ノ.てくれます.

めた私が、瀬戸本東洋先生をはじめ
英語科、国語科の諸先生から多くの
励ましとご指導を得たことはいうま

畑違いの道に進んでいるとはいえ、

でもありません。

しっかりした教育システムで学ぶこ
とが出来た高校時代が鮮明によみが
えっで、きます。とりわけ実習室の風
景がいつも恩師の顔と友への顔と重
なって懐かしく思い出されるので、す。

難

(金属工業科作)

亜属齢難

けた土塀の下で、、左手に教科書やノ

同窓会寄贈

闘先たす思いかでこ毎しう
の生方と終いノkつすと年'ス
ほ方も共りまにた。が総r会
ど'多ににすはび)私で会くの
心同い'母。どでもきがれ記
か窓い会校んす永る開こ憶
らのよ報のどがいのかうが
ネ斤方うを益λ'間はゴし!司あ
っ々で見'～伝ここ'会窓る
てのするのえれの大貫金程
やご。と発てかこ変一一L度
み自あ亡展やらと嬉同がで
『も'

郵

一フ

坐ーー弓校周辺の町内か

繊群擁護搬器f薯

鰻癖1㌶妻

ド謡講1畷騨磁岩窟恵なズ蜜望蓬轡虫つな

謬詫孝、一結ま薗警讐五條いい

欺饗難解筆読鐵て◆

百名近くの一般客も訪門されで、、
変に盛大に行なわれました。
この行事をとりくむ過程で、は、
くの先生方、自覚的な生徒たち、
しで、退職された先生も参加されたり

百当素製ゴrしを昨い代ま業現加か

生のみなさん、ぜひ共、本校を訪れ
で、頂いで、後輩学生に、気軽に声を掛
けで、やつで、下さいますよう御案内致
します。へ安井博義記〕

今年も秋に催されますので、同窓

で、完成されで、いきました。

しで、、夜遅くまで共同の作業によつ

そ多

日時11月8日

本校内で
10時から15時まで

五十五年度

進路指導室

進路状況について

就職者に対し求人事業所数は、
県外三一二社、県内四(り五社、
合計七一七社で、就職希望者一尺
に対し三社の割合でありました.
②就職地区についで、
広島県内八三・一%、県外一六・
九%で、広島県内は呉地区六〇・
七%、広島地区三三・七%、〃て
の他五・六%と呉地区が昨年度

より飛躍的に増加しで、います。

同窓会の皆さんますますご健斗の

③業種別内定状況について
昨年度に続いて断然トヴプが製

ぜが まヤマ

-、党哉長兄

̀)

り

進学状況

しています、

本校の生徒はほとんどが推薦λ
学で進学しで、おり、試験入学者
は僅か数入にすぎません。
第一表に卒業生の進路状況を示

ております。

本年度の求人開始状況と予想
昨年度は前述のように、好況そ
のものでありました。本年も七
月十五日の求尺開始の日から数
日はや・出足が鈍かったものの
最近は求べ票がつぎつぎと届い

合計113(H7)嶋8!(78)一74(74138(381306(:367)

ことと、葬祭いたします。
参考までに今年一、一月の卒業生の進
路状況を紹介します.

その他の地区5(o)2(3)3(0〉110)11(3'}
計65(164)46(41153(53)32(31)19Gq891)
県外21(11)12(917/41OlO)40(241

この状況でいきますと求へ状況
は好況が予想されます一しかし、
地元の就職と公務員だけは昨年
同様厳しさが予想されるので指
導には特に力を入れています。
へ青木・田中記一

広島県広島地区2()(36)20(22)11(19115(lll66(88)

一%となっています。

④公務員試験の結果について
自衛官志望者はさておき、公務
員希望者は非常に多く民間企業

呉地区40(28)24(1(3)39〔34)16(20)119(98)

造業で、内定者の六二%を占めで、
おり、次いでサービフ、業二一・

①五十五年度は過去減量経営を続
けで、きた鉄鋼、造船といった基
幹産業が若年労働力の補充に意
欲を示し、不況を知らない自動
車産業の好況を加え、各企業の

にみられないほど狭き門であり
国家公務員初級職応募者六九名
中合格者六名でありました。

ちません.ただ、言葉の遊びにしか
過ぎないので、す。総理大臣であろう
と、学校長であろうと、高校生の皆

さんであろうと同しことです。

私が監督として、部員にいかなる
立派な言葉をはいても、私の実行指
導が正しくなければ、当然選手は不

満を持つでしょう。だから私は選手
から学ぶことがたくさんあります。
きれいな心を持った部員、また、

将来に夢と希望を持って、生きてほし

生徒の皆さんに迷惑をかけないよう
一生懸命頑張る勇気が湧いで、くるの
です。
生徒の皆さんが立派な人間として、
のです。

りO

一

}

雇用活動は熱意をはらんで大巾
な求入増となり、就職戦線は好
転しました.ちなみに二三六名の
一、
生徒を見で、ると、何十年前を思い
い出し、楽しい事、悲しい事、同級

㎜生の顔や先生の顔が浮かんで参りま
}す。私にとってはすばらしい母校で

一玄

私は今年の野球部方針として、「夢
と希望を持って頑張ろう」を合言葉
にしています.練習の苦しみが大き
ければ大きい程夢が広がり、希望が
かしい、又勉強がイヤだ、遊びたい、

湧いで、きます。苦しい、悲しい、難
休みたい、自分の好きなことがした

一い、お金が欲しい、人間としで、当り

私の指導においで、も、特別の方法
はありません。まず自分の為に頑張

いのです。私は「反省と進歩」この
二つの言葉が、長生ではないかと今
は思っております。
全校生徒の皆さん、自分の為に一

}前のことです。だからこそ頑張れる

ることが大切……先生の為でも、親
の為でも、監督の為でもないのです。

生懸命頑張って下さい。
最後に、「晴れで、良し、雨でよし、
富士の山一
(呉工高新聞より抜粋)

就職86(75)48(58)60(57)32(311236(231〉

排水処理装置(金属工業科)

膿脚継織

硬式野球部へ

新監督就任

自分の為に努力し、自分の為に勉強
し、自分の為に野球をやるのです。
私の信一外心は、良い事と田心ったら月行
動すること、言葉など何の役にも立

専修学校・その池3(10)4(3)1(112((〕1lO(14)

あんない

新監督紹介
Φ氏名畑俊二
②趣味読書、釣り
闇阿賀高校乞経で、
立教大学卒
……国士館大学

進学24(32)19(25)13(16)4(7)6〔)(8())

D

表1昭和55年度卒業予定者進路状況56.2、10現在O内54年度
機械'駈峯・`ご1…巳ヌ㌔計測工業金,属工業'計

工業祭

431212
451810

阿市元呉
皆工古工
ハ_職
1尚12
MM員A

循平宮荒南
姓林本川角
敏彦

章

和彦

.平岡〕

純

謹みて

お悼み申し上げます

荒川敏彦先生

た.

二十七年四月から三十二年三月ま
で日本史を担当された。
その後、県教委、宮原高校、県教
委と転任され、昨年十二月急逝され

同窓会運営記録

◎56・2・器同窓会入会式
◎56・6・⑳校内理事会
◎56・6・28理事会・評議員会
◎56・7・10会報7号の編集委員

◎事務局会議は常時月一回

臨時は随時開催

会

56565555

くれこう同窓辱会会計報告

決轍

支次

3615

046

告麹
報織
算へ

10)収支決算報告昭和56年度(56.7.1～57.6.30)予算(案)
収
ω909

QりQ48

6,,,

フロ ユ

5653ー

22

¥¥¥

～,,

1

7

.額額額

(・総総残

年入出引
55収支差

度 55

昭和

69収入の部
項目予算額備考
前年度繰越金2,318,659

収入の部
項目目予算額決算額増減備考

人会金300,000

前年度繰越金2,191,4782,191,478o

総会出席会費100,000

入会費3〔)(},0(10306,01)C)6,0001,(}00円×306名分

利子50、OOl)

総会出席会費80,00り124,0(〕044,0002,0α)円〉62名分

合計2,768,659

名簿売上金1■114,ooo14『0α)1,0C)O円×14冊

支出の部

利子120、0(10108,546一11,454

項目予算額備考
事務費20,001)

雑収入o14,04514、(.145タラワ、費等の寄附

会議費300,000
合計2,691,4782,758,06966,591

業務費150,000
予備費498,659

支出の部
項目予算額決算額増額備考

合計2,768,659

通信費12,3(〕0ハガキ代

事務費事務用品費1,630用紙,紐,出納簿

名簿作成別途会計

計10,00013,930一3.930

一般会計より1,80(〕,0〔)(」

役員会費1,900ジュース代

会議費総会費344,600宣伝費,当日費用

監

計20(〕,t)(〕〔)346,500一146.5(}0

査

報

吉

昭和55年度くれこう同窓会会計監査の結果
適正に処理されていることを認めます

会報発行費61),し)〔)0r会報6号3.{)〔)0部

業務費慶弔曹12,0α)正会員3名,1亡職員1名

昭和56年7月6日

計15{),OOO72,0〔)o78、1)(〕0

会計監査小田嘉治㊥

予備費2,331,4786,98()2,324,498かノu二代,クマシ一代,アノL.ハゴト木1

松永勝㊥

合計2,691,478439,4102,252,068

編集後記

▼会報七号をお届けします。

の年(五十年)の九月、無事発会式

これで一息とフト、六年前をふりか
える。三同窓会の一本化が成.『.たあ

を終、え、息つく隙もなく次は会報一

号の発行だと遮二無二頑張った。
その甲斐あつで、か、年内にでき上っ
・た時の嬉しかったこと。何し・つ生れ
で、始めての編集、総で、が零から、の出

発であった。

できれば若い人に譲りたい。

▼あれから六年、十号までは何んと
か続けたいと夢見で、いたが、寄る年
波にいささかバテ気味、八号は…:

▼呉工府中東を破る。恐らく会員の
誰もが、今年の高校野球を注目した
に違いない。三回戦は優勝候補の広
商と対戦、ヒョ田としたら二度目の
甲子園、しかし、よくやった、善戦
で、ある。聞けば山崎投手は二年生と
のこと。来年が楽しみである。

▼会員の消息については、常に明ら

一報下さい、

かにしたいと思いますので、勤務先、
住所の変更のさいは、事務局までご

▼会報の題字は松前現母校校長の揮

毫.

発行所

呉市阿賀北二丁目一〇一一

広島県立呉工業高等学校内

くれこう同窓会

呉市広町大新開

印刷所

宇都宮印刷工業KK

一4一

転年輪宅栄実

のは賀さカ、

ご絶高れな一

校慨東呉'後山月さる十て

健大・た

'7校磯阿呉新'れま六生

良辱高山縮広なで卸し

ごご局に

レ晶校高二中、島の.二変

群議結購問㍊

・た橋敵でに二化田へ
稼高填己補部学高来

で＼みた'4三コニも1二

ごあいさつ
新校長三宅倫吉
二の四月、入事異動によ4.'-、江田

島高校から本校へ赴任しましたが、
私にとりましで、は、かっで、生活した
ことのある古巣で、ありますので、大

変懐しく且つ嬉しく思った次第であ
ります.と申しますのは、昭和二十

四年実施された高校再編成{総合制・
男女共学制・学区制の三原則に基づ
く)により、教職員も生徒も大巾な
異動が実施され、新しく生れた高校
の一つである呉阿賀高校へ現校前身“
時代に、当初から二年間、理科ハ化
学〕の教員として勤務したことがあ

師で、八四スルし過ぎる二とがあり
ましたが、先輩同輩の先生方からは、
大目に見で、頂き、適宜な指導激励を
受けましたので、、大過な、-、過す.}と

がで、き感謝し!-、います.
また生徒との年令差も少な,-＼体

力的にも負けない自信をもつf、いで、、
生徒と一緒に、飛んだり跳ねたり駄

れた学校生活を送りました.

弁ったり、全くゆとりのある活気溢

学校行事・生徒会活動・ク≒フ活
動等すべで、生徒の自主性によ.[..て、多
彩な盛りあがりを示しましたが、昭
和二十四年度広島県総合体育大会に
おいて卓球部が優勝した二とめ＼野

球部が昭和二十五年全国高校野球選

手権大会西中国代表としで、甲子園に
出場し、気炎を吐いたこと等は、学
校全体の誇りであり、新しい学校の
伝統づくりに大きな役割りを果した
ものてした。

二との幸せを味わうとともに、使命

その後三十有余年経凶.た命日・一半
校は、施設設備の拡張整備は勿論、
特色ある確固たる伝統引.γ、きた名門
校とな.引.で、おり、再び生活ので、きる

の重さをひしひしと感卜、。欠います,

本校の発展に多大の支援を順いで、
います「くれこう同窓会」並びに、
社会の各界の重鎮又は中堅し-}して、〕
活躍されで、いる同窓生の皆様与の、
従来よりおよせ頂い.'-、いまず物心両
面にわたっ/㌧のご厚誼を、今後レ■、も

よろしくお願いします,

最後に同窓会諸兄のご健康とご発
展をお祈りし.『、失礼いたします.

身

.幽

孤

…≡…=……=一…=……一=…一=……………{…=…≡…

、'

一1一一

るからです。

当時はいうまでもなく若い独身教

願いします、

合せの上、多数ご出席下さるよ、つお

=……………一………………一……………一一≡………= ……………=一……………一=…=………一……………

ごあいさつ
同窓会長

1'市工三回二本M卒)

くれこう同窓
発協の五、同
展力三十窓
をを同年会
祈い窓、九の

灘教鷹雛高訓っ
て'頭女校師年た

菊池忠士

木原昭氏

(市工四回二本M卒}

にす口幅二みさか署氏

十亀浩氏

第8号

広島工高へ

'野田そ和年担さ膨

広島東警察署長

広島南警察署長

願誓ごと』うそ日ら動
い察栄はつれ市広で
1一界転診てぞ警島'

あ今・'二1化・蓋、叢
る後に阿力さ

本署・'の歌ナし当れ.一し

さて、去る四目、入事異動により
松前実校長先生は広島工高へご栄転
になり、変っで、三宅倫吉校長先生が
来任されました。その外二十二名の
教職員の方の異動がありました,
松前校長先生には、三同窓会の統

合にあたり、色々とお骨折をいただ

を益氏たが長は長事

第生い一市にめ

月江高四・に十を建,'校

1囲』』幽

おノマのこそ・・廿か異

幽幽

こ争にさ会察浩察の
、}二段両れ員署氏署ぺ

るた全円育の
次先だの'成た

牛1校三十せ卒昭略の校任lli百
年長津四ら直和授へ、さ賀
四'田年れち二歴業転れ高

市工一回二本M卒

同窓会員の皆様お元気で、すか、今

本年も八日㈹に行われる予定で、す、
にかとご都合があ・つうかと思います

丁度盆に入る時期と重なるので、、な

ん'こ任窓警亀警月

レゆ展の校年残高し、青

松前実前校長は

一難蕪r麟論叢 新潔騰ll朽
新校長に三宅倫吉氏

年は世界的に不況のせいか、わが国

き、くれこう同窓会の発足に絶大な
ご蓋力を賜わったことは忘れること
はで、きません、ここに紙上を借り厚
くお礼申し上げます.
資源に乏しく入口密度の大多ごいわ
が国が、世界の国々に伍しで、生きで、

経済界もあまり景気のいい話がなく、
なにをしf、もやりずらいことが多か
ろうと思います.こんな時こそ、お
互いが手を携え、気力を出し合い、
ご奮闘あらん二とをお祈り申し上げ

します.

行くためには、ど・つしで、も工業立国
にならざるを得ません.一ての一翼を
担う技術者を育成する母校に、小ノし
で、も協力がで、きればと、これが私共
同窓会員の願いで、はないでしょ孔か.
何はともあれ、皆様のご健康と.一
多幸をお祈り申し上げで、こ挨拶と致
ます、

が、何卒萬障お繰合せの上、同僚は

くれこう同窓会発足以来、毎年八
月には総会を開催しで、払ごましたが、

勿論先輩・後輩の方々も多数お誘い

力とで長た広へ福本
さ共'に'■島'山年
れに二就同南十束四

ゆ

蓋る1と著れlr長は

昭和57年8月8
康な呉'ま
とるコ二等寺た

一惨

鞭ぎ・四圧痛転前

長舞睾讐鑓憐

壌鎌雛

」

・漁鉱四1∫三二前

[
一⊥レL{・、一.
すルレヨ

校群落面

羅難轡'灘難壁

母校校長異動
ーlluのの杉㌧

盤嶽.懸想叢瀬瀬

大磯町の社会教育委員などもおおせ

青少年育成県民会議の専任推進員、

つかり、会社外でも夕忙な毎日では
あるが、妻子の理解と協力を得で、今
お陰様で、昭和妬年には神奈川県

,趣・
「私と音楽」

馨

りご永しこ生

中国工業㈱電機課長
阿賀高十回E卒

先般宇津見先生よリア一、,丁ユア無

いて書けと仰せがありましたが、弦
の性格も移り気で、現在アマH轍は

るぐらいで、す、自宅ゐアーミー+は昭

開局寸前f、、たまに自宅と連絡をと

ト4並列,設置し!㌧犠を良,㌦、しで、い

稲川卜元年に地上高爵m、エーご』

いうちに台風で、縦型羊「ンーが破損

たが、何の事はない、一ケ月もしな

やむなく仁住の地上高笛則レ」低,-、し

て8帯が来ます,妻ら阿暇高同期で、
+同音卒、おしどり交信キ、し!-.よ・他局にひやかされました。

音楽は昭和二十年代はへt干、ニカ、

†

所欝慧轡蕎1,潔,霧澗躯、書㌧1
満韓r1は・獣㌧

て'奉1ド唱、・水をや

・つ4^のた1■恥.フ、去'旧1
たや演{校r特等
り保奉た!・1.唇'1!τの蓮池

ノ.二■■ヒで1て濡事ユての

1一ゴ1軒カヲ罫て行動1'1{
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一死状'含当て一一一まいいか退し・)休ま長のと衝
論 鱒 縛…喫1講1夏1感、駕嘩、講鬚髭た亭

学生生活を送らせで

二マ

とデで一

、して

などトニ,

しf'
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にお礼を申し上げると同時に
で活躍ンごれている状況か」ご一

を感議しで、

学きかは躍に署
練二1・1』.1.コ、乏』t'活野楽
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キア、オーワ、トリア、でクリア、ワ、
イス、西ド・ーヅ、イギリス)和]一ヶ
月間、また、昭和和牛には神」、示川県

青年海外派遣団の副団長として、欧
州ヒ挙国(フ巧ンス、チェコスロバ

青年団体指導者海外派遣団員としで、、

「子供会と私」
呉工高一回E卒
東南アジア四テ国(マレー、、・アン

ただきました。

ンガポー几、タ、-、香港》を訪問し、
青少年活動の視察研修を積ませで、い

二度の海外派遣に、会社はよピ、承
諾しで、くれたものと感謝しで、いる.
その代償ではないが、現在工場には

篠隈押、△1・、il,惣蒔二・餅

り益しの牛寺験rl寺
お々た'にし代

一⊃、、あ白勺'重力
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佐藤春夫
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ま展先見が会
すを生貴与活

管

総轄瀦糟㌶諾免藁☆ll

養趨

2

皿

肪のQCサーグ几・ゲルーづがあり、
そのコーディネiヶ1として、時間
外の奉仕活動を続けで、いる.
私たちの子ども会は、小・中学生
で構成され、二五〇名の会員がいる。
この子ども達が、非行、暴走族、シ
ンナー、家庭内・校内暴力の道(、・て
れぬよう社会教育の場から、見守り
続けたいと思〆で、いる。
将来は、私の生まれ故郷江田島に

」.・[で[時ド・安神ス.,と升:=ケ,㌧{{,ろ湘一フ

祈のり松厳た(わ
餐

学池・二1は'中i娼司i寸・が薬昭そi,貿トろ

日本NCR㈱大磯工場
旨“く専

ム目ハオ斗1

おじさん、2.、、もだめしをやろう

よ」、「キャシプがいいぜ」、「バー.ヘ
キュー尺余をやつで、、キャ、ラファ

でヤーをしょうよ」、「ゲーム肖すッ
チ大へ去たφら皆!・るんじゃないの」、「冊一
る訳ないだろ、『。:・

罪一周か宇宙旅行」、「そ、んなの出来

ト)市(アノリカ〕との虚、換留学生

ある国立青年の家での研修に、元磯
町子ども会の青年リーダー達を引率
して、帰省したい。また、大磯町姉
妹都市協へ云の監事の役も受け、デイ
の実現化に夢は広がっている、
昭和編年春、呉駅から急行.安芸

両舷㌧杜氏ll置早婚♂}でサ昭1隻
1「、1.A、民L㌧磁保一.[,㌃弓,,,一、・…ドーr'ウキ和は

よのま任リ体高

小さい時から音楽が好きで、ハー
モニカや父から教わった祭の横笛は、
小学校二年頃だったろうか.中学の
時はプラスベンドにいたが、ピアノ
を習って音楽学校に行きたいと父に
話したら、蛙の子は蛙になる方が良
い。〔父は鋳物工を駒年間続けた)
と反対された。φてれで、呉阿賀高校電
い、八科に入学、卒業後は電炉.双で、始まり

マ㌧、.

の母ざたい動呉
地検い担そ)で工

電気で、暮れる生活を膨年間しで、ン、、ま
した。これもひとえに先輩、後輩、
その他関係者のおかげと感謝しつつ
祭日に至っで、おります.

」裂く吹校冴1寺ム士=噛て
1王は摘わ1懲.'ヨ『1』'マ.∬!..ごし望ざ'Y'スト

麟麟禦
ぎ、礫

楽しい夏休みを目前に、小学校5
年、6年生を中心にした地域「子ど
でどの子も揮いで、いる。

も会」の班長会議は、大変にぎやか

古里はいつも思い出される。工場で
は、6氏の広島県出身者が県へ会を
作っで、いる.現在、ナブタi観戦(横
浜ス々ジアム4を計画し、「わしら

号」で上京して以来。っ凶年が経ったが、

ティア活動の始まりで、現在では子
ども会育成会の会長をしで、且年間が
過ぎた.その前は、平塚市軟式野球

の広島力ープ」優勝的ため、応援に

12年前に、.全ども会の少年野球部
監督をたのまれたのが、地域ボラ、。ノ

協会に所属し、マフ、クの輿から勤労

ボ弓ンテ,ーア活動が永,～続けで、こ
られたのは、勤務先が近いこともあ

いこう思うちト.ります.

常打」中≠ゲ、目篭、"ンヤリジしで、ンさた。
「青少年団体の組織化と指導育成」
を目指し、神奈川県の青少年指導員、
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呉工高定時制!

海田教育事務所へ

呉商高校へ

呉工高定時制より

江田島高校.長より
広高校より
可部高定時制よb、
豊田高校よ切,
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近畿キ、
.福岡、L}、

一

,響礎・鰺㌧一一癬一一"

四月人事異動(略敬称)

驚襟篤藻△、1

65587
29103g19
工阿阿正元
古-加1カ日ー古'

耀評職
KMMM員

杉荒岩岡松
岡谷崎本村
敏明

功

栄一

久孝

哲司

ずコロパルかルけびタヨびかぴゴロザ都踊ヨびふヨダぶひはう

i会計報告1
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昭和56年度(156.7.1～57,6.30)収支決算報告昭和57年度(i57.7

1～58.6.301)予算案

収入総額\2・915,612収入の部
支出総額\2,207,850
項目予算額備考
差引残額\707,762(次年度へ繰越)項目予算額
前年度繰越金707,762

収入の部

入会金601)「Ol-102000円1・300名分,今年度より値.上

項目予算額決算額増減備考

総会出席会費]00,〔)00

前年度繰越金2,318,6592,318,659o

利子151),000

入会金301)「〔〕{)o278,(〕O(〕ノム22,00()!,0(〕0円・豊78/v分

合計1,557,762

総会出席会費100,1)0〔)]〔12、Ol)〔)2,OOO2,(〕{.}0円.・'51人分
利子11一)o「o〔)o196,92796,927

支出の部

稚収ス、020,02620,肥6名簿売上19、200円ウ弓ズ、費826円

項目備考

合計2,818,6592,915,61296,953

事務費10㍗00〔)

支出の部

会議費30()¶〔100

項目予算額決算額増減備考

業務費1507000

予備'費1,(〕97,762

通信使4,86{.1切手,・ガキ

事務費事務用品費{)

合計1,557,762

計20『{)oo4,860⊥5,工40

名簿作成別途会計
役員会費4,001.)ジユーマ、

会議費総会費253,620ボスクー,当日費用

一般会計より1,8uO,OOO次期名簿作成費として積立

計301-1～U⇔0257,G2(〕42,380

監

会報発行費65降1-100会報7号3,0{〕0部

査

報

告

昭和56年度くれこう同窓会会計監査の結果
適正に処理されていることを認めます。

業務費慶弔費15,621)正会員4名,竜職員1名
計150鴫〔一}〔」081.1.62仁)69,38(.)

昭和56年7月10日

予備費548,65964,750483,909ア1レ督ト料,か川ン代,1日会長記、台品,母校図書館へ

会計監査小田嘉治(㊥

名識賊別途会計へ1、800¶1一)0{)1「8〔1〔)『oO〔.1り

合計2,818,6592,207,8506101809

編集後記

▼会報八号をお届けします。

本年度総会はぺ月八日㈹、呉市本町
森沢ホテルに決まりました.
毎年思うことで、すが、出席者を…
入でも多くと、あの手この、手と色ヤ、
考え、これなら、大丈夫とふたをあけ
で、見ればがっかり、この繰返しが紡
いで、いるのが現状であります.
連帯威心といいますか、仲間意識と

申しますか、第三者には、はかり知
れないことが多いと、つくづく思い

一■一一1一一

しかし、負けてはいません.あの

_劃

ます..

K会高目
K等…

手この手のもう一つの奥の手を考え、
今年こ・てはなんとか会場を一杯にし
で、みようと張りきっで.います。

業開窓茎T

皆さんにもいいお考、えがありまし
たら、お教え下さい.
▼一てれからもう一つお願いで、すが、
会報には皆さんの声を少しでも多く
載せたいと思います、なんでもよろ

工新同工_

しいですから、どうか原稿を送っ一㌧
下さい。また、載せたい希望があり

刷大っ呉些

ましたら、事務局へご一報下さい,
クラス会や個人の二.一ースなど結構
です。
▼会員の訃報を聞く度に胸が痛みま
す、今年も五名の方がなくなられま
した。どうか健康第一に、ご自愛を
祈っで、やみません。

発

自]

呉刷広呉行

宇車一、く島市一
副ム戸1喫劉悪所
印町ヤー賀

皿謹みて

5757575656

お悼み申し上げます

一松村敏明先生

.一

}三八年四月一日、賀茂郡向陽中学

一難編購羅響奪一㌫

一戦されるまでの十八年間勤務された。

}在職中は原動機、工業計測、材料
一試験等の科目を担当悲、れ、特に原動

}機に(、いで、は、造詣が深一、原動機

一層

四三年には推されで、高教組呉地区

'

'

`実習室の充実に尽力された。

1一号・事ヌ、
'ーノ匝1糧1喜平全会

皿支部長に就任され、その重責を果さ

ノ月入会理会

性格は真面目、生徒に対して、は厳

1、時報事内窓

れた。

同窓会表会式

し催常会理校同

しい中にも暖かさがあった。

校内理事会
理事会・評議員会
会報八号編集委員会

一…、開は
,"

ド」、予言、

は局7762
随会中“}
時議131!2127

五七年七月、これからという時に
一所忌中遊された。樵}しいことでふめツQ。育了

臣,席亭57575757

■㎜∫工一'、
同窓会運営記録

Kり(リ)IL]月u以1り

コ

会て了

昭和58年8月7日

2』島県立呉工業高等『

くれこう同窓

f又'f又くろ〉
げしノコもザラ

されたばかりで、期間も短かく、いま
が一番油ののりかか.引、た時期という
ことで、全員留任を願うことに意見
この案は、来るべき総会で、承認が

の一致をみた、

会長のことば
同窓会長菊地忠士

お願いします。

を、お願いすることになると思いま
すが、その節には何卒多数ご協力キ一

つぎに、松前前校長さλ時代の懸
案でありました、第二総弁実習室O
建設が、愈セ実現することとなり、

本年度総会

つ日日却.翌A1㌧コ■H

五十八年度同窓会は、八月七日卿
市内本町森沢ホテルで、午後四時か

毎年の二とながら、思うことは、

、～目糞-『オ舛な

「もう少し参加しで、くれたらなち」

』いうことで、ある.

今年は街頭に貼るポス、穿1を増そ
う.案内状を沢山出して児よ・つ、前

㎜売券も発行しよ、つ,色マや引てみる

が、反応はどうだろうか.

しながら、旧交を温めようで、はあり

た先生方も出席されます,

ませんか■、現職の先生や、退職され

近頃は、同窓とか、先輩・後輩と
いう仲間意識がうすくな凶.で、いく傾

最後になりましたが、どうか会員
向にあるというが、年に一
です.二の時ぐらいは、学校時代に
の皆さん、健康には十分留意され、
元気f、ご活躍あらんことを、お祈り }かえり、多勢の友と、民間関係を深
申し上げます.
一めて行こ・つf、はありませんか.

こととなるでしょう。

教育条件として、環境は最も大切
なものであると思います,母校の近
代化は、これで、や、判、と終止符をうつ

とにかく、どうか一入でも多く友

た広間に集い、ビー見る㌧喉をうるお

人、を誘っで、来で、下ムCい.冷房の善い

その第一期工事が、本年九月頃着工
会員の皆さん、お、兀気てすか,今
の見込となったことで、す、
年は昨年以上の不景気に見舞われ、
ご承知のように、母校は高所にあ
新卒業生の就職戦線は、かなりの困.
難があ(たのではないかと思います. 一つで、狭・＼しかも敷地は四段にも分
れており、不便この上なしで、過去
何度か平地に降りたらと、当局など
かり勧誘があったと聞いで、います。
先日、広島通産局管内の、事業所
における今後の景気動向調査を、放
送しで.いましたが、約三十%のh業

しかし、住めば都といいますか、
'現在f、は、自然環境の良さが、補な

は、景気はよくなつで、いくと答えた、
ということで、す.この分だと、来年

ってあまりあるのではないでしょう

どまることになる、

なお、母校選出の役員については、
副会長に前会計監査の大田康夫先生
か内定され、また、発足当初から、
会計を担当された渕本松枝先生が会
計監査に、同じく事務局の池田藻先
生は辞任される。後任には、会計に
部谷貞雄先生が、事務局には、中塩
卓雄先生と石岡慎一郎先生が担当さ
れる.

ク弓マ、会員中より、十六名の評議
員が選出された、氏名の発表は会報
九号で、発表する。

なお、五十年の発足当初よリ事務
局をお願いしで、いた、元教員の宇津
見先生は、後進に道をゆずり引退さ
れる.

一期工事は、一階が機械科の塑性
加工、鋳造、準備。二階は、金属工

しを予定しで、いる。

機械科の鍛造、鋳造各実習室の取
壊しにともない、新に、第二総合実
習室が、国及び県予算で、建設するこ
とが決り、本年度第一期工事一完成
の半分)が着工される.、
この建物は、鉄筋コンフリート三
階建で、完成すると長さ五十二米、
将来は、第三期工事としで、四階建増

械の原動機実験、準備、二階は、機
械の材料試験、電気実験、金属試験、
準備。三階は、計測工業の.貼算機、
計装工事、準備。となつ.二、いる。

年三月竣工の予定である、
なお、二期工事開始は末定r、ある
が、一階には、金属工業の鋳造、機

工事は、九月頃からはじまり、翌

準備の蕎実習室f、ある.

業科の塑性加工・溶接、
準備・三階は、計測工業の日動制御、

第一 一総合実習室
本年度建設きまる
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については、会員の皆様方のご出宝

力

は今年より、少しはうわ向くめで、は
ないかと思われますが、果しで、どう
でしょうか。具地区の大手はどうで、
るでしょうか。とにかく、あまり楽
観は許されないと思います.
さで、、この度校長さんから、クラ
ブ部室建設のお願いがあり、ついで、
は不足分を、ど・ユてよろしくとのこ

された。

いうことになる.

過去、母校校長か卒業生に対し、
正式に基金の依頼をしたのは、四十
へ年現在の体育館兼講堂が建設され
た折、ステージの緞帳講人資金が最
初であづた.いわば今度は二回目と

百二十四万円のうち、氏

かまかなうが、残額の五

'∩理次役
現事期員

とで、ありました.いずれ、このこと

百万円はPTAがなんと

ことであ∂。

百万円についで、は、同窓
会の協力を得たいという

お願いする積りである,
なお、建設は、資金の集まり次第、
施行することとなつで、いる。

一尺f、も多くの会員に呼ひかけ、一
人で、も多く募金に応ヒで、もらうよう

得られれば、引続き、役員としてと

先般、プ弓ブ部室建設
についで、、母校校長から
同窓会長宛に依頼があ.「
た.内容は、建設費エ⊥二

母校クラブ部室の
建設資金に

第9号
理事会としf、は、来る一一、き総会に
はかり、承認が得られれば、早速実
行委員会をつくり、会長以下役員が
これにあたる所存である、そしで、、

七月三日理事、・
会か開かれた時、このこ

とを議題にし'㌧慎重審議
の結果、母校発展のため
には止むを得ないだろう

と、引受ける二とか決定

買評員任
は議の期
一員改._.
昨合選二
年同に年
改委つ}
選負い満

現役員は留任か

今年は改選期
果た日'全

一1一一

霧
=…一……=… ≡…=……≡…一…=………≡≡一…}……≡ =…=……=…一=≡…≡…≡≡一…≡≡……≡『…≡=≡

500万円募金
審が'に会
議開七伴長
のか月な以
糸吉オし三い一F

,随、

想洲一

「くれこう」のある追想
呉市東消防署副署長
阿賀高三回M卒

「くれこ

土居保則

える。

う」へ六年
間通学した
のも珍しく
親しみを覚

会学科の高等学校となった。

高等学校時代で特筆されるのは、
野球部が全国高校選手権大会に西中
国代表として甲子園に出場し、気炎

であった。

を吐き、阿賀高の名を鼓舞した。
当時、生徒会の書記を務めていた
関係から東奔西走したものだった。
高校三年生では、風紀委員長を務
め、特に校舎の環境整備に重点をお
く方針から、終業後の校舎清掃の点
検巡回を欠かされず、宿直教官に報
告後の退校時刻は午後四時三十分頃
当時進学するへは普通科で約半数
工業科で極少数であった。家庭の事
情で、断念、如何に高校生活をエンジ
ョイするかにあった。

私とテレビ
呉ナショナル家庭販売㈱
サービスステーション部長
阿賀高四回E卒

今迄の私

鳥生逸朗
の職歴は、
に歩んで来

テレビと共

塞た様に思つ。
昭和二十七
年進学を目
指して勉強

に励む同僚を尻目に 、すでに就職の
決っている私は、 夏休み中、学校の

卒業後聞かされた事ですが、税務

実習室で、生産実習と称し数入で
ラジオ、電蓄の組立に熱中、数十台
製作し販売した。当時はテレビは無
く、ラジオ、電蓄が良く売れ、メーカ
ー品もありましたが、品物が少なく
組立ラジオが主流であった様に思う。

第二次天

っとしたものだ。そんな中で、父兄

ル ぬ い ヂに

覧寒風覧寺、

会の出店からうどんの差入れがあっ

呉ナショナル販売㈱のサービス責任

れ、今では何処の家庭でもカラーが
ある時代となった。四十二年会社の
体制が又変り呉にも会社が設立され、

毎日。三十五年カラー放送開始、東
京オリンピックもカラーでと売出さ

や諸先生方に大変ご迷惑をおかけし
たと思っている。二十八年卒業と同

署から学校へ製造販売行為になる為、
税金が来たそうで、当時ご指導頂だ
いた樋口先生、中西(現大田)先生

工場へ実習に人つた。東京、大阪地

時に、大阪の松下電器産業㈱テレビ

接受信出来るそうで、家電業界のみ
ならず多業種の企業が参入し新時代
が生まれようとしています。
私自身は何も出来なかったか、そ

られ五月頃から実験放送が地上で直

に対処した訳ですが、すぐIC代が
始まりLSI、マイコン化とエしク
トロニタスは急速に高度化し、今や
ニューメディアといわれる新情報化
システムの時代に入り、来年二月に
は、実用放送衛星BS-2も打上げ

者として呉に帰って来た。・イ、の頃は
カラーテレビも真空間式であり、ト
ランジスターラジオが普及し始めた
頃でしたので、トランジスターの勉
強をし来たるべきTR式カラーTV

区のみNHK実験放送の時代で、朝、
昼、夜と時々番組が流れ、後はテス
トパターンだけ。工場といっても町
工場並のラインで、せいぜい月産二
百台前後でこのラインに入り部品製
作から組立調整仕上げ迄、約一年間
に亘り実習生として廻りテレビの勉
強をし、二年目から、お客様への出
張修理業務についた。テレビの普及
もまだ低くサービスエリヤも、大阪
を中心に京都、滋賀、奈良、和歌山、

兵庫と近畿一円にかけての白黒テレ
ビの受信相談や修理、調整に走った。

三十一年広島にもテレビ放送が開始
される段となり帰呉したが、三十二
年になりやっとNHK3血の電波が

発射された。呉には広島からの直接
電波は届きにく乙＼アンテナ取付に

れを見届けるのも有意義ではないか
と思コー、いる。私達の会社は総員七
十一名内呉工出身者が十名おり、地
域社会に貢献する会社を目指し日夜、
企業努力を続けております。私も若
手社員に常々、ニューメディアの時
代に乗り遅れない為にも勉強を進め

新入社員教育等でも前半学校で習

ている次第です。

つまり学校で習う基本が如何に大切

う基礎が出来ない人が多く、それ迄
進むのにかなりの時間を要し、基礎
の出来たへとはずい分差が出ます。

か社会に出で、わかります。
又年一度、同窓会報が、宇津見先

生の手を通じて参り、社内同窓会で

です。何才になっても学校は心の青

見で、学校を思い出し話に花か咲くの

春であり一瞬にして学生の頃に戻れ
る。会報は何時迄も続けて煩きたい

と思います。最後に先生方や同窓生
の皆様そして御家族のご健康と益々
のご発展をお祈り致します。

つ[一

一

一

それが運動会だった。応援団長を
引受け、青年団から衣裳を借用し、
馬糞紙で角帽、無精ひげを作り、無
我夢中で扇子を振り、叫び、笑いを
誘い、各学科の団結を図ろうとした
良き協力者があり無事役目を果せほ

小学六年生であった私は、 市立工業
学校へ受験したが、小学六年生から
中学校へ受験したのは最後で、・ての
後、学校教育法の改正から中学も義

母校の益マのご発展を祈り筆をおき

務教育となったからである。

たが本当に美味しかった。

は大変苦労した。その後会社の体制
が変り広島勤務となり、皇太子御成
婚でテレビは爆発的に売れ、多忙な

たします。

先生は三十有余年来、悠々と変ら
ず、「歯を扱いで、の一、格好が今、悪
いんじぬ、。」皆元気で、え!の一と仰言
いました。現職時代よりやや細めに
なられましたが、嬰雛たるお姿は年
齢を感じさせず、教育者二筋を貫か
れたいぶし銀の風格は先生というよ
りは道人の風貌になられました。一
層のご健勝をお祈りする次第で、す.
終りに母校の益々の発展を、祈念い

あります.、

我事の如く見守って下さ(.たもので、

ます。

宇津見先■生の御元気な温顔にお目

暖めることができました。

で、旧友の多くと面会でき、旧情を

臨時の同窓会を開いてくれて、お陰

来しで、いますが、今度早速数名で、

高校時代の友人数入とは、常に往

山も小川も学校も、友も、三十年振
りの歳月にも均不、軍歌の如く殆ど
変って、いませんでした。

口、愛媛、大阪と、各地を経て、今
度呉市に帰任致しました。故郷は遠
くにありデ、思うものと、他入事に思
っていましたが、帰ってみますと、

にかかれで、感激、懐かしく、感無量
のものがありました。若き頃の暴走
をさとし励まし、我々生徒の成長を

三十年前の追想を懐かしながら、
同窓の皆様のご健康とご多幸及び、

先生と私
呉阿賀高三回E卒

東洋証券㈱呉支店支店長

岡田仁宏

幾月ぞ…

呉市工に入学。二十七年呉阿賀工卒、
中央大学にて経済を専攻、証券畑に
入りました。仕事の関係で東京、山

受験生(機械科、電気科)約七〇
〇名が講堂で、梅木校長の「自由主義」
について聴講したが、その講話の主

旨を記述する.へーバーテストが唯一
の筆記試験であった。午後からの口
頭試問では三者の教官に面し、尊敬
する人物、目前の机の面積、ある物
の重量を即答するもので、、超特急な
みの試験であったと記憶している。
入学後は、敗戦直後のため物資不
足から、国民服に戦斗帽、足元はも
っとひどく、軍隊靴、地下袋、下駄

と、よく流

昔、故郷

履など、教科書は先輩の払下げや写
本を利用、或いはガリ版刷の資料で
不自由な生活の中での勉学に励んだ。
三年間の修学て呉市立工業高校併

行った軍歌
がありまし
た。私は昭
和二十一年

を出で、から

設中学校を無事卒業し、引続いて同
高等学校へ入学、地区制がひかれ呉
阿賀高等学校と改称され、普通科、
生活科が相次ぎ編入、男女共学の総

一

呉地区55(140)31(22)4〔。)(22)17(9)143(93)

その他の地区4(3)5(2)2(4)3い〕114(9)
県外7(11)3(ll)1(8)2(2)13(32)

計69(64)55(42)53(4の26(13)2()3(i159)

合計l19(lo9)79(76)75(71)34(31)305(287)

母校だよ嫉■

広,島地区1()(21)19(18)11(14)6(4)46(57)

合計銘合計19

経営工学1
自動車6

食品工学ウρ

化学工学9ム
工業工学つ自

土木工学ウ]インテリア1
建築工学[〆美術1
電子材料1工芸1

CNC旋盤

雛

`慮窺欝鐵照艀

機械仕上実習室

顧』

五十七年度
進路状況について

専修学校・その他11(9)4(4)3(5)2(16)2(〕(24)

電子機械1法律!

通信工学ワO経営5
9商業1

電気工学12経済9、
理科系文科系
(呉工高新聞よリ抜粋)

◎機械科の巻

学園紹介

とである。

響

・』臼聰

進路指導室
昨年(五十六年度)も不況で、あっ
たが今年度は更に厳しく、一段と深
刻の様相を呈した。
表1は進路状況についで、、表11は

進学先学科を示している。

就職76(75)58(531)54(48)28(15)216(191)

ちなみに、今年度卒業生は三〇五
名であった。

機械静ノ'・^に巳ヌ㌔計測工業金属工業合計

母校教職員

広町
八八七一一三

進学3(、)(25)17(19)!8(!8)4(lo)69(72)

四月人事異動(略敬称)

山高積機械

表1昭和57年度卒業生進路状況()内は56年度

退職

明田周芳計測

郷原町二区
七八五一三
東片山町二-八

久坂元治国語

る。

機械科では、昨年九月、産業教育
振興法による国の予算で、CNC型
旋盤を購入した。価格は千五万円、
県下では、福山工高、広島工高につ
いで三番目とのことである。
CNC型は、この種のものでは最
も新しく、附属のコンピュータでプ
ログラムの作成ができ、また、グラ
フ,-円・ク表示でチェックすることも
可能である。
生徒は三年生が約十入一組となり、
四時間連続六週間交代で実習してい

表II.一起学・短大進学先学科

コンピュータを使っで、、製作図を
記憶させると、意のままに加工がで
きるという驚きと興味で、生徒はい
ま、一生懸命に取組んでいるとのこ

◎学園散歩

学園を訪れて、何時も寂しく思う
ことは、運動場南側に聳えたっで、い

た、ポプラ並木がなくなっているこ
とである。聞けば、夜間照明用の架

空線と接触するので、短かく伐った
ため枯れた。とのこと。学園のシ、、・
ボルとして、卒業ア几バムには必ず
載っていたのに、惜しいことである
が仕方がない。

高台にある学校の宿命として、運
動場が狭い。少しでも広くと、考え

ついたのが、テニスコート南側の、
十米はある法面の利用であ.る。

当局とも相談し、近い将来、なん
とか実現可能のようだ。と、校長さ
んの言葉であった。
最近、同窓会館を建てた学校があ

るという。くれこう同窓会は何時頃

になりますかと聞かれた。

五十七・八年度卒業の理事を委嘱し、

クレノートン

中国電力

中国エックス線

日本製鋼

自動車整備
デンサン
デ,ースコ

近大
広電大

バブ旦董業

デ〉サン

コトブキ工業

川田鉄工
中国保安協会

神戸製鋼
呉消防局

くれこう同窓会長

ここに発表します。

MB金本充弘

MAc大成正義

MB奥迫正康
MC山崎修司
EA森川和美
EB丸井寛二
AA長井宏明
AB志熊正嗣
K尾加宏文

新理事
五七MA池田寿生

五八

MC木村智明

EA和泉邦浩
EB川口勝浩
AA先家正利
AB木河修
K土居信彦

りり

}

㎜

出

悟理科呉工高定時制
教頭へ
清彦機械広島工高へ
真澄十弼呉工高定時制へ
一正事務呉高校事務長ハ、
和己〃海田高校誇、

入

セデノ

へFー

貞雄機械
泰一計測

新任

λ江大介理科
田口裕金属

的場浩司事務

呉工高定時制より
木江工高より
因島北高校より
東城高校より
呉養護学校より

寺中中森熊
幸彦国語
一成事務長

川川西内谷転

木須n百。ノ1(部
村崎本野谷転

議

5431“旧09

3b518271515251
」呉・r可テ己卜可i珂ll可i巨1珂
工賀賀賀賀工賀

81'職181百7

機磯貝普普機機生.

大大中西長万成升堕新田
、1二題、」二川野乍田岡玉田中

rコ_一一多

篤ヴ!、数孟.妙昭次喜
美幸一成ゴ'司郎子

謹みて

会同配

議会市

〃〃〃58〃〃〃57

お悼み申し上げます

ガ,欠員
拐口に

中上数 先生

…業議雪会

同務1員書式

終一、ご縁があって乍校へ来
任された。先生は元海軍技師で、設

時劉畢融
月し7)評聞入

計のすーヲリテーであると、就任時、

催常内事王窓

校長さんから紹年されたのを覚えて
いる。機械設計、製図、実習などキ.
担当された.また、硬式野球部の名
コ!チャとしで、活躍され、昭和二十
五年、阿賀高校が甲子園'、出場で、う、、
たのも先生のお陰である。
四+一年退職され、最近まで、設計

開は校理呉同

事務所に勤め、元気な様子でしたが、

時議

同窓会運営記録

時務ララ1互
は局
随会き1≡;fl室1

.去る三月病に侵かされ、急逝された,

享年七十五才。

◎◎◎◎◎
臨事58585858

会計報告
昭和58年度(58.7.1～59.6.3(〕)予算案

昭和57年度(57.7.1～58.α30)収支決算報告
収入総額\1,546,572
支出総額\480,838

収入の部

項目f算額備考

差引残額\1,065、734/次年度へ繰越

前年度繰越」ドt,065,734

収入の部

ス、会llオ61〕o「o口1)

.1'夏日予111二額決ll争1額増減備考

穂芸出席会費100う(}口。
前年度繰越金7{.17.71・127り7.71う2o
利r・150「口(、1■1

べ套翁1・io(一}『ol)o610『O(loj⇔『以)o2,〔}1、川Lll-lo5/＼分

一■r『セ計1,g15、71r14一

総会1[即1111」会費loい「{1川811『ooo一二1タ)『川'1一,(川円・』川面
利』二150「o口。1.40.1・45、_9,155

支出の部

稚収ス、t一,7「〔・1657,965機難{麟絹

項目予il寺二瀬備考

肖・計1,557,762一一1,516,572,」.11へ190

事務費25、uoo
会議費350鳴りoo
業務費150」〔〕(ll-1

支出の部

予備費i,390,734

項目予1、ll額決算額増減ほヒ七へ隔イー}

峰1計1.915,73L⊥一一

通f,1費10噛〔〕Oo20,1月r〕,仁ム10,の40ヒリ手、・ヴキ
役員会費4「oo⇔シ.ユ.一ガ

名簿作成別途会計

ヱく議費総会費341,688ポスター、当日費用

昭和56年度一般会計より1-81)o一{〕llo次期名簿作成費として積立

計300、1)o(1345,688△45,688

監査報告

会報発行費70,000会報8号4,0{〕o部

業務費慶弔費24,310繍遥1養

昭和58年度くれこう同窓会会計監査の結果
適正に処理されていることを認めます。

計15(〕隔{耳)o94、31f)55,69⇔

1二備費LO97、762211喝呂ooL〔〕76,91.12ホズクー貼リガ'ノリシ卒業睾1㈱、艦写真

昭和58年7月3日

会計監査小田嘉治㊥
大田康夫㊥

合計L557、76エ480,838i,口76,924

編集後記

▼会報元号をお届けします。
早いもので、五十年の発足時が第一

号だから、もう八年がくる,
会報の編集も、この頃やつ・.」板に
ついで、きたようだ.

▼発足当初から、共に事務局キ.担当

なると、わが事のよ・っに一生懸命に

してきた池田荏先生が、押
辞任される.先生は同窓会のことに

なハ.て遂行された.いま時には珍ら
しい立派な方で、、小生、齢は多いい
が色マ教えられることが多か.『.た.
好叫阻底フ後・も元毎双で頑張っで、下さい。

ほんとうに長い間ご苦労で、した、
▼五百万円の募金キ、、な孟とか成功

薯Cせたいと田ひっている。いい・万法が

▼五十八年、体育館の緞帳の募金の4

あれば、是非教えて下さい。[

折、今f、も忘れることがで、きないの一

いかに大きかったかキ駈身をもつで、体験

は、皆さんの母校に寄せるご厚情が、

▼池田摸先生とともに、発足当初か

したことで、、いい勉強になりました.

ら事務局で会報編集を担当してき、ま
した宇津見は、この度、後進に道を
ゆずって引退します、皆さんには、

ほんとに、ご無理キ、いっで、申訳あり

ここに紙上を借り厚くお礼申し上

ませんで、した。感謝しで、います、

げます,

発行所
呉市阿賀
広島県立一■、β1
くれこう同窓会
印刷所
呉市広町大新開
宇都宮印刷工業株式会社

騨。'

た'の

腿麓1

コ母ち

日搬会
号B薄窓
月高
8箔同

にフ

-o年狂う
}59立こ
口広く

≡祈請した殺い・一、署で

和煉れ

…康てでるま実室たの展蒸

藝㍉ヲ学物漕に健さた二

≡「レお化賜て響,ア,阜,1涌

会

会長のことば
同

会呉病院の移転問題があり、低迷す

鉄筋コンフリート三階建の、第二総
合実習室の半分が完成し、引続き本
年度は、残り半分の工事か着工され

るへ口問題もこのまま推移すれば、

来年三月には、二十三万入を割るの

るということであります,

は、依然として、景気の回復は望ま

←昔申し皆覇存落窪す.
去る匹月♂定期異動で三宅倫吉

いずれ委しいことは、別紙でご報

を発行しようと、

旧名簿は、現合した五十年、

はじまる

新名簿の作成

ませんか。最後に皆さλお元気で、.

」;」

目標達成に協力しで、い二うではあり

勿論、国や県が主体になるのはい
うまで、もありませえが、私たち同窓
会や地域の友達もカを食わせ、二.一

代化という二とになるでしよ、「.

次にくるものは、実習室設備の近

ではないかと優慮されています.

ここらでひとつ、テタノポリス母

都市として、起死回生のホームラン

をブ)飛ばすような、産業誘致を望
会員の皆さん、お元気ですか.
みたいものであります.
今年の冬は今までにない大雪に見
さで、、昨年の会報九号で、母校ク
舞われ、さきがどうなることかと心
ラブ部室の建設資金にと、五〇〇万
配されたが、その後の天候回復で、
円募金をお願いしましたところ、早
稲の生育もまあまあというところ、の
「速多数の方々から暖かいご出資をい
ようです,
ただき、誠に有難うございました、
取敢えず紙上を借り、厚く御礼申

ひるがえっで、、産業界の動向はど
うでしょうか一全体的には、景気は

れないようです.今夏のボーナツ、に

校長先生が勇退され、新たに大崎山間

一し上げます.

ついで、も、伸び率は昨夏を上回って

上向きにあるというものの、県内で、

いるものの、個々についで、は相変ら
で、います・、

L!ト

ず厳しい状況にあると、新聞は報じ 一校から佐伯泰男校長先生が来任され

したものである、

オ

!1i乞

一ました、
』木造建物最後の鋳造実習室跡に、

その後比年近,＼も経ち
動が多!・なろ.で、きたφで、
新名簿の作成に取りかか(.
理事会で、決ま.州た、
レ“思「
新名簿は、コンピュータ
皆さ孟.のお智恵を拝借

で、いるので、

、丁』

ぜ、

各クラスの世話役嫉㌧ある評議員

ともか! ・名簿作成委員会を発足さ

したい.

、ト∠^

特に呉市では、近大工学部や済生

一=一=一===≡≡一一===…≡…一…一一======…=…一……=…=…一= ……≡…≡…=』≡≡=…≡≡…一…一…≡一…≡…一≡≡=…一……=

新校長あいさつ
新校長

1.』,二広

ー呪窓結論翻歓

佐伯泰男

fノ酵1が
成簿統

り二貝
「しらの

手',r窓,申の謝のLを`デ

が、この特色ある伝統を持.一.た名門
校に参りましたことの幸せを噛みしめ
ると同時に、使命の重さを感じてい
るところでございます、
最近、教育問題が色り、ととりあげ
られ、特に強く求められで、いるのは、
いかに豊かな心を持つ人間を育てる

一「■一臨一、

』益問い旧態生会援.王

四月一日付の火箸異動で、ご縁が

とタイアープしながら、

.ワ躍がおみ誼同同ご築

な新名簿の作成に取組む憤りである・

!上㌧ぐ"願倍に窓窓,支を

か、にあろうかと思います、合理主
義の中で、物質的には成熟したけれ
ども、人格形成の面ではいまだ未熟
なことが指摘されで、いる、と捉える
ことができましょう.価値観の多様

【化と物質的な幽思かyご弔ω中で、行当一、過

熔醗を後廓坊のに

…健一・;1専力にの習い芸発注

士

ございまして大崎高校より本校へ赴
任しました佐伯でございます、過去
六年間を除き、昭和二十一年よりの
勤務は皆具で、、此の度こちらへ参り
ましても、時にお邪魔した学校でも
あるので、、新しい所へ来たという感
じよりも、むしろ懐しいという思い
の与が強く致します.

ぎた利己主義の横行.大への自信の
動揺、露骨な営利主義、刺激的な情
報の過多など、子供の成長に悪影響
を及ぼす社会的環境の中での学校教

ノ』レま“芝'しア'躍才L多門

≡碧葬礼護痒竺草移監◆

罫1響貝焼莞峯馨1璽読ヨ

召・目山

と.た十高女師一いもで十

二きれ
年る二
がだう
かけ回
り早窓

挨三し援今一・中一犬校

陳
≡ご,と工努成領実だ套校来

忠

撃はるかす阿賀湾、海抜垢十三米
の山ふところ、、緑萌ゆ恵まれたこの

育の果たす役割は一体何か、又工業
高校としf、の使命を果たすためには
どうあらねばならないかを砦、え、そ
してある一へき姿を求めながら、私は
一日々の営みを精一杯行なつで、ゆく所

1一勝りごにで'活・くに着す

≡農先達1退1廷捨臥・寺1落袈諸駕禮

垂第生1驪竜は㍗'に助'r高=

わ一ろいtl隼力塾
f壬長津十H■1日召昭略・る/裏戸斤は一去
田丸し和知歴'一かへほ六
手こ高年に二二竜1、来「と年
年校竹'十十気いプ:/1ノ間
四教原.二一一年でとと,と"を
月虹4高一1一・年九二'いし・學、・陽モ
枝川'月活うう地き
本..ll.数年呉'躍、思、感、区'
季交一レ豆頁三第ナ2』1.乃いヒの日召
1交ナζ'沼よ二二、1為程力ごよ望力和
長年五国辱,高を強り務二

地長

環境は誠に素晴しいと思います、施
設設備の面においで、も年々充実され
つつあり、只今は総合実習棟改築第
一期工事が終了し、第二期工事も近

おのり革便るユ界まのにざ
祈二に燵とれです発揮い
り健な・三共・まごr届くま

i.二璽長講{

=_一ム.、月毛三

長]ll大
f左f自乗斤怪童長

ゴ宇都',宮印屑1』ユニ、業KK

i牽紮麟灘爆
し崎三校を理,と"一
て高年'振化いむ新年
来校三四り卒わ1-1一.以

賽

任男長1
さ氏勇刈
れか返

三宅校長勇退

.・ヴー'±i』1

謬癌

新校長に佐伯泰男氏
し佐吉1
5旧Hll刈

との愉

菊窓

、宝開始される予定にな.周、で、おります

発皆げ厚し与全て又存
展1様'・上・.乃♂,お本1云で
を方終ごげ'蕎り校統ど

i・畷i雄f噌

i窪欝1・器楽三
≡、和り朗唱
1噸「、至騨一

…行乞
…同長虫
…乳校はる
…・、1養マヒ四
ぼ穣二二

1

随

鶴

させたいと思っているので、、同窓の
方々の益マの御厚誼をお願いする。
(ちなみに本入の留学した大学
は東大工学部㌦

私と「冷蔵庫」

フ.ーリ司ピ、てマレーシア・,“〆ド

を供給しで、あげるかが我々、の役目で
す.ナショナル冷蔵庫の海外工場は

おります.、

ネシァ・タで・台湾・べ札1の六ヶ
国で海外生産をしで、おり、これらの
工場が円滑に稼動しで、ゆく様に、商
品企画から始まり部品供給、生産指
導・サービス指導キ行なっておりま
す。又、完成品を世界中へ輸出しで、

「鉄鋼大学について」

学で天社後、
数年した尺
が専門知識.

鋼関連会社
からなる大

大学は、鉄

古土井敏男

呉工高第十六回M卒

目新製鋼㈱呉製鉄所

業ま・れ文のい行との識社大勉勉は思はの守鉄業はたに来を学
と1一立ま化他事くめ部をの生強強全い電時損所し昭様まま行に

さて、、諸兄乃書かれた「随想」に
倣っで、ミニ自伝を書くことにする。

二十尾年に職員試験(その頃は、
工員と職員に区分されで、いた)に合
格しで、から研究所で、ノッキ鋼板製造
法の研究にりっ一年間従事した。ブリキ、

松下冷機㈱

太いす色・事さ活部又聞番い普毎才知ヴまス技'南極勉抜各

トタンでお馴染みの物以外に拍種類
を超えるノ曽キ製品があり、五レニ
年以降は、その品質設計、管理、技
術サービスを担当しで、いる、

冷蔵庫事業部海外部長
阿賀高十回E卒

海外へ出てみるとへ類皆兄弟とい
う訳にはいかず、風俗習慣の違いか
ら物の考え方が異なり、意見の異な
る事ばかりf、す。又、国の外へ出で、

渡辺日夫
私は昭和

鷺㌶馨※髪峯鰍麺露暑1講糧雛
短な'c祭酬'ブリ'人一一想が癒門は旧2一・、年ま償還は

20人のニッチツマン
新日本製鉄㈱
名古屋製鉄所部長代理
阿賀高四回E卒

西村健
昭和一

みると日本の国の良さが良くわかり
ます。それぞれの国のへ々は自分の

国に非常に強い愛着をもつで、おりま
す。

つり行大願行}tア広事時借失す1'科'多尺学次

34年3月に
呉阿賀高等

を卒業し、

ナショ

、壷鐙が藷講玄薯蜜発』』1、磯煙1桝1被』

苦労もあるが楽しいのは、自分が
開発した物が街で鬼られることと、
外人に世界一の品質であると誇れる
ことである。
変わった経験として、こんな道も
あるのかという意味で、ご報告しで、お
きたいのは、社費で、一年間、大学で
勉強させで、貰ったことである。富士

(当時は中

川電機㈱)入社以来25年間、

冷機㈱へ

製鐵に国内留学制度というのがあり、
・てれまf、大学卒のみが対象であった
のに、次の四条件が重なつで、選ばれ

ナ几冷蔵庫の生産にたずさわってお

大阪の松下

一たのは、極めで、幸運で、あった。
}一、高卒を選んだ会社の幹部、二、

で、もらっで、いるのを見ると『有難う

元気に頑張っで、下さいよ』といるて、

いる国が多くあります。これらの国

のへり、に喜ノ象・、もらえる様に、ここ

しばらくは全力投球が続きます。
一度母校を訪問させで.もらおうと
思っf、おります、皆様もお元気で、御
活躍されます様に。

優《

の.』づ跳聳動鍵閾印樋口1逮・』コ1・臓性強さ社

特模しな早づ,',つ係象τで午笠がコ!三二研工がはれと
色極学行祭会行約フにに我前息必ンビ修業あもたも
は性生事・'仕事四活よ残な心し要をユに・るちべ…

.八年の、.一月

た。

一日が卒業
式で、、、一月
十七日が入
社式で、あっ

広畑は当時最新鋭の製鉄所で、一てこ

日本から遠く離れた異国を訪問し、
電気店をのぞいてナショナル冷蔵庫
を見つけた時『どうですか良く元卜、夙
にここ迄これましたね、これからも
頑張っで、下さいよ』といっで、声キ、か
け又、お客さんを訪問し喜んで使っ

ります。入社した当時は生産性向上
の・ーンダフ、トリア几工、でンニア、即
ち一・Eの勉強をして、生産技術部
門の佳[事をンごせで、もらい、東大阪で、

薩嚢護、、里の淡い驚、一、、、.特
朽としで、論文審査で資格認定しで、く
れた文部省、四、社内選考科目が、

に就職できたことを誇りとし、また
宇津見生兀生から教わったワードレオ

得音畑の田字科ン。あ.口たこレ」、一てれらが

まだまだ我ヶ、の技術力を要望しで、

います、この時が一番生産入として
の喜びを感じる時です。

+ード方式を見れるるぞと少年ら、し

ったのを憶い出す.

期待を抱いで、、夜行列車で姫路へ行

の生活をm年間した後、滋賀県草津

事は皆様良く御存知の通りです.
一方目を海外へ転じると、東南ア
ジアの熱帯地方で、は冷蔵庫は生活必
需品で、あるが普及率はまだ低く、こ
れらのヘマにいかに安くで、良い商品

出し、しのぎを削っで、競争しで、いる

の内で、お互いのメーカーが知恵キ」

商品となつで、おり、毎甲一、一七一リ～王
氏○万台のコンスタントな消費需要

は四冊目となつで、います。
日本国内で、は冷蔵庫は完全な成熟

十五年になります、さで、この聞にど
二で、道を間違えたか、生産技術屋が
海外部を担当という箏になり、薩日
の通勤の如く飛行機に乗っで、世界中
を飛びまわる事になり、ペフ、ポート

重なった。

個人的には、校歌の一節「誇らし
ゆか」」の「ゆかし」の部分を充実

午前中に授業を受け、午後実験を
しで、レポートを書く。ゼミに加わる
生活で、あった、修士課程の和歳若い
学生達が和紙が水を吸う二とく楽セ
と講義内容を吸収するのに互しで、、
深夜の復習を続けるめは、正直なと
ころ苦しい戦いであった.
ここまで読んで頂いた方が、鉄と
書かず鐵と書いで、いることにお気付
きにな一「たで、あろうか。不況が慢性
化した環境碍中・で、金を失ら鉄でな
く鐵を浩一るため、⑳人の同窓生が、
努めで、明るい気持で働いている。
ご安心頂き、鐵をご愛用頂きた

市へ冷蔵庫の新工場建設に来で、以来

昭和四十五年に八幡製鐵と合併し
で、、マン干、ス査栗と.言われるように
なり、同窓生も⑳尺に達しで、いる。
四レ六千に、広畑から名古屋に転
勤しで、堰いたのは、・てこに既に七尺
の同窓生が居たことで、あった。中本

武志〔怨M)、原田力入(齢M)、川本
薫ハツM)、青山幹弘へ29E〕、泊修一
〔討M一、岡崎光春畠山M)、大成金吾
(35E)揃(で、元気に活躍しで、いる.
製鉄所が北海道の室蘭から九州の

ぺ幡、大分まで分散しで、いるために
⑳ぺ金貝が顔を合わせる二とも無い。
その中!.-、、恥歳以上の方なら、市工
時代の名投手浜崎と、甲子園で活躍
した縄原を憶えで、腸られると思う。
そδ他には池L(望E)、藤田ρ32E)
とは縁があつで、同じ釜の飯を食.q、た.

授い画わ・そ来てまブ知他短!くで大とに.三保:製卒私つ的で験表す1

て計な会出しを巧いは良ま短だるの呉をか格し試で

広高校へ

五三九

1二二

五十八年度
進路状況について
進路指導室

広島地区25(1())23(19)14(11)4(6)66(46)

就職東広島・県東部5(4)6(5)工O(2)3(3)24(,14)
県外5(7)4(3)5〔1)3(2,)17(一13)

計86(76)63(58)58(54)3(1(28)237(216)

合計n8(1117/79!79)73!75)37(34)307〔3(〕5)

昭和五十六年以降ずっと不況が続
いで、いるが、今年度は一段と厳しく、
中小企業に就職した者が多かった、
進学者は年々減少の傾向にある。
推せん人学を受けんとする者は、基
礎学力を十分身につけておくべきで
ある。

}呉地区51!55)3(〕(31)29(4(D20(17)130(143)

罪母糠灘漢鱗.

〇Il-

センターへ

計32(41)16121)15(21)716)70189)

母校教職員

〇七三

宮原高校へ
八本松教育

進,畢寸一専修学校・その他6(11)6(4)6(3)2(2)20(一2〔})

四月人事異動(略敬称)

機械

六三北二北

音戸高校定時制
教頭へ
西条農高へ
能崩野古同校へ
呉養護へ

1』云三石.F可一ヒート可

大崎高校長より
神辺工高より
誠之館通信より
音戸高校より
原小堂校より
呉工定時制より

大学短大26(3(1)]〔)(17)9(1815(4,)5()(691

退

出

万治電気

三宅倫吉校長
畝
中村

転

塚乍秀仕数学
.要田良弘
紙谷畑秀文

平岡典道

電気

～_学科.進路機械'罪だ一rド巳夙計測金属計

短大進学先学科
り]
.」一.見

矛

合計齢合計21
組織工学!
応用数学1

航空工学1
経営工学1
自動車・6

食品工業1
工業化学1
土木工学一つO

電子材料つθ未定者m
電子機械つ]社会福祉1

電子工学り乙英語1

電気工学ウ]経営つ]
機械工学、b経済7

理科系文科系
へ呉工高新聞より抜粋)

螺園結論
昨年九月から、着工にかかってい
た第二総合実習室の半分二期工事)
が、六月末日に完成した。
下側の第一総合実習室四階から望
見すると、実習室とは思えない、タ
リ;ム色のしよう洒な、どこかの高
級マンションを思わずようであξ.
引続いで、本年度も、第二期工事の
着工が既に決まって、いる.
これが完成すれば長さ五十二米と
なり、母校の近代化もやっとこれで
終りとなる.

思えばこの学校は、色々な出来事
があったにもかかわらず、よくここ

校地の成り立ちを思い出しで、みよ

いたという訳である.

う、確か昭和十七年、市内の平地は
既に海軍が抑えで、おり、止むなく呉
市は、阿賀町原の芋畑を買収した。
二の地は丘が三つ、一ての問に谷間
が二つ、丘を削り谷間を埋め、トロ
ーコやテミを使.q、た人海戦術で、造成
した.当時の生徒〔市工時代)は、
放課後交代で、、仮校舎のあった東畑
中学から現地に赴き、勤労作業に従
事した、懐かしい思い出である.
終戦後、校地が狭いから平地の学
校と替ったらと、県当局の勧告もあ
ったが、住めば都か、(もっとも二
の時は相手が断(.た}結局・てのまま
ずるずるべったりで、現在地に居着

校地が四段にも、分かれで、いるのは、
こんな昔の名残りである。
これで木造校舎はすっかり無くな
り、当時を思い出すものは何もない、
以前同じ原町の高台にある長尾病院
が、コンクリート建の病棟を建で、た
時、よく呉工高と間違えられたと聞
いたが、今は昔話である。

灘

那、妬7年度
業生.進路.状1.兄

大学

までやってきたなあと感慨無量。

噸鱗

麟

票垂

、ぺ

機“基体理事

事機“墓

昭和58年度
表1

械語育科務

体理計校
育科測長
務械語

中津正大
悔木義彦

'炸
ケ下

前田

原田

松永
甲斐

蒋田

夫水工彦信男

九町1賀1賀
三呉修関広
原工道西大
高)大大〕

職

郁遠賀富裕泰
任

浩英誠
排す清二f乍治

木杉1州浦石イ左
谷野藤田橋伯転

回行なわれる特別授業で、外部の招き
で、行なう講話でした.

にとって良い勉強になりました.

専門知識あり、スポーツ界の有名
べありで、それぞれの苦労話f、自分一

鉄短卒業後は、大学f、学えだ事を
仕事(プロコ、こに生かし、毎日仕
事に励んでいます.
鉄短生活は、一生においで.私の旺

験かつプラ..になったと田心い手.」

編集….後記課

▼会報十号をお届けします.
十年一日といいますが、早いもの
で、、もう十号を迎えようとは.
一号発行のときは何分初めてのこ

の五∩、○万円募金をお願、いしました

と、三津田の同窓会で、要領を教えで、
貰い、やっと締切りに間に合わせた、
▼昨年総会で、ケ弓ブ部室建設資金

とこ・つ、多数会員から寄附をいただ

き有難うございました.

▼今年の総会は八月十二日㈲、玉姫

母校に寄せらる愛の深さ、令しみ
じみと感じで、います.

でしたが、止むなく変更せざるを得

殿に決まりました、例年森沢ホテル

らず二了承下さい。

なくなって申訳ありません、悪しか

▼発送した五(り○万円募金趣意書に
同窓会長菊地忠士の士が司に間違
っで、いました.お詫びしで、訂正しま

す.

▼一入千、も多くの会員に鼻、読んでいた
だこうと、企業毎に数をまとめて持
参したり、或は郵送しています.魎

るだけ送るようにしで、います.

へについては申込みがあれば、で、き
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十か専躍
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沖松正雄先生

田中忠次先生

計に関しては、ヘテラン中のベテラン

であるた.五十へ年ヒ月、忍に病に侵一

.享年ヒ十五ヤ、

高城博昭先生

ニレ九年瓦目来任.
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支決算報告

昭和59年度(59.7.1～6C).6.30)予算案
収入の部
項目予算額備考

{♪ラこ肩三度・＼恥霜越し〕

前年度繰越金1,439,75G
友会金601)『1川

項目予算額決算額増減備■考
総会出席会費150～{■旧。

前年度繰越金1,065,7341,〔.嚇,734o
和1、一ゴ]5〔.1『Ol)o

λ、会金G口(1.口ooヒl12、り1賊一112嘱1.lo⇔2ill川月一31.嚇、分

合計2,339,756

総会出席会費Loけ「り(1〔.1246,1一脚146『川i3,01.IO円・82人分
伺」「・15け『00(1137,δ52ユi2,148

支出の部

推収ぺ{.}91(一loo9職1-}1〕1.}名簿

項目予算額備考

1㍗計1,915,734154,852

事務費5e『(ll■ナ。

∠」、ユ:く議費45rl.0(}0

業務費3{〕o『oo〔)卒業祝印鑑5〔)u円・300ぺ

支出の部

予備費1,539,756名簿作成別途会計へ1,000、り(〕0

項目予算額決算額増減備考

な口計2,339,756

通信費43,54⇔切手・カ'キ、印刷代

事務費事務用品費1,14dビニ・一,rし紐

名簿作成別途会計

計25}1一脚44、{r8(.1乙19,680

項目金額備考
役員会費8,830ン'ユーワ、

積立金1,800,し)〔)(」昭和56年度一般会計より

会議費総会費458,321.1ボニ'、ター、当Ei費用

1,t一円ll隔ol.lo昭和59年度〃

計350『1-100467,150△117,150
合計2,800.Ol)0

会報発行費74,(畑9号5,凧綿

車務費慶弔費∫ター1「(.11-ll.1計10名

監査報・告
昭和58年度くれこう同窓会会計を監.査の結果、適正に処理
されていることを認めます、

計151-1`⇔t■甫し04^ol.H)46『Ooo

予備費1,390,73415,t.め01,375,734ア1レベイト代.1、肘枕、交.通費

昭和59年7月8日

会計監査小田嘉治@

合計1,915,734615(.1.83{.11,284,904

〃渕‡こそ公{芝唯巨

クラブ部室建設資金募金活動中間報告(昭和58年1()月1日～59年 (3月30日一)
口数入、数'『『一,E額
1t171i7唖ool-1

考

六七六、〇三〇円

九四八￡すご)㍉勾

差引残額二七一、九七〇円

寄附金内訳支出内訳
項目金額備

振込ヂ数料13,791.1

一8:3lG6,000
347141「00い

.工28、(一lno
545225、〔廟.1

61G『ooo

]り以上コ6285,1川

合計31」194d夷llql■1

事務費77,19い口座加ノ、費、出納帳、郵送 事務宛名書き手数料

1塑墾讐
一4一一

枚、趣意書、振込通知書soo枚

