・惨
クラブ部室建設資金の

それを何年か積立で、で、いくことキ、な

変りにPTA特別会計から支出し、

募金活動について
論載欝鑓饗銚畷つ旋
近くを経過したこん日、一応打ち切一 り、建設にかかるのが、早,-、で、六十

るこたしな目標讐吾隔壁

は達しなかったが、会員有志から拠
出していただいたご芳志に対し、厚
くお礼申し上げる、
ここでお許し願いたいのは、部室

は金属工
業科が創

十八年に

は計測工
業科、三

十四年に

その間三

完成した.

実習室が

建の管理
棟、四十
二年には、
第一総合

含む四階

八年には、
物理・化
学教室を

った。続
いて三十

化は、三
階建の普
通校舎が
最初であ

った近代

本年度総会

六十年度同窓会総会は、八月十一

日㈲午後五時より市内本町森沢ホニ,

・ルで開催される.

τ.

くれこう同窓会長

五九卒MA 来実隆七一ラ万年筆
池本健士近畿大学
竹本昌之日立製作所
荒木進セーラ万年筆
井上隆仁中国木材
今田公祐中国電力
横畠貴男徳山大学
青山修三豊製作所
六〇卒MA 高須洋司バフマ・ウ日立
小田博文福山大学
荒谷瑞典広島電機大学
河野智ケ、中国電力
浜田孝志東海大学
近森裕司〃

新評議員

五十九・六十年度事業の評議員を
委嘱し、ここに発表します、

出席されるので、会員の多数参加を
期待しで.いる。

現職の先生や退職された先生方も

行われる.

総会は、募金活動報告、決算∴†
算の審議、現役員留任の承認などが

三十五年 、員が、もう少し増えで、くれればなあ
とぐちも出るので、ある。
から初ま

これで母校施設の近代化改築工事 }毎年の総会で思うことは、出席者
がやっと終ったのであるが、思えば ㎜が少ないことである.それに若い、芸

定であ.る.

今年は改選期であるが、さきに開
催された理事・評議員会f、、、、、.、一
なお、将来は四階が増築される予 』係を除く全役員の留任が内定しで、い

簓目総禽騎習自
今寄騎鵬窃
敷地の最上段、すぐ裏は山に続く
ところに、第二総合実習室の一期工
事一予定の半分プが一昨年完成をみ
たが、昨年続いて二期工事が着工さ
れ、今春
漸く完成
した。

二期工
事の一階
は、金属

工業科の

習室にな

㎜と計装実

御実習室

の自動制

測工業科

工業科の
金属組織
実習室、
三階は計

}室、金属

㎜機暴実習

丁至と電気

二年頃になることである。
室、機械
現在まで集めた資金は、同窓会側
科の原動
の約百六十二万円、学校側の約六百
機実習室、
九十万円で、それに引続いで、毎年約三
二階は、
百万円の積立金が支いる予定である.
機械科の
募金額は現在全纐定期預金にしで、
あり、母校側の所定金額の積立で、が 一材料試験

薫るま痔つ.」とになる、

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

し、やっと留任の内諾を得た、
副会長・会計監査も留任が内定し

現役員は留任か
現役員の任期(二年一

この案を、総会で、承認が得られれ

で、いる、

設されて

封ノトゴ

森沢公磨四国学院大学
藤屋元治寿鋳造

一…1

くれこう同窓会

満了に伴ない、次期役員
の改選などについで、、七

っている,

KAAEEMM
B、へBACB

宇都宮印刷工業KK

ば、引続き役員をお願いすることに

いる。そして四十八年には二階建の
体育館兼講堂が完成された。

KAAEEMM

広島県立呉工業高等学校

月十一日理事・評議員合
同委員会が開かれた。

全長は一期工事と合せて五十三m
近く、横幅は十一・六m、外観はガ
一.チリした重厚さの上に、うすいヶ
リーム色の明るい感じがする、

〃〃〃〃〃〃〃

昭和6()年8月11日

なる、
現会長は菊地鉄工所の
なお学校側から出る副会長は部谷
社長であり、本業繁忙の
ため、強く辞退され元が、 ㎜貞雄先生が内定しており、会計を兼
せめで、もう一一期とお願い 一ねる.

〃〃〃11〃〃〃

BABACB

の建設は、母校側の一時借入金が入
り次第着手する予定であったが、こ
れが不調に終ったため、やむなく、

麟

鷺…
講

鄭懲懲

第11号

追憶
東邦電気工事㈱
呉市工四回E卒

専務取締役

したが、二年六ヶ月後、終戦と共に

指で本を押して取ってもらうという、
現在では見る事も出来ない古典的図
書館サービスを体験しました。
市工に入っても、川西(24中)と
毎日図書室で競争して小説はもとよ

子供たちをつれ、半開架式と呼ばれ、

あり土曜日の午後が講義でした.次

佐藤仁先生の場合は、院生の関係も

るのに苦労でした。「図書館建築」

第一線の先生方のために、時間をと

ますが、「東京大学図書館情報学セ
ミナー」で半年間勉強したことは、
楽しい機会でした。受講生はタッタ
三名、各自がテーマを持ち十数入の
教授から講義と最近の国外情報を、

ものもあります.も、つ十年前になり

現在の図書館は、皆様が想像され
ているようなものではありません、
それは生きているからです。それに
対応するには、普段の学習・研修が
常に必要です、大学図書館の研修・
研究会等は、年に十数回はあり、新
しい情報を抓むには、それに出席し
なければなりません、期間は、長い

い出しました。

りにも短かすぎた。そんな失敗を思

後評で「衣裳」は良かったがあま

時間のうちに終ってしまい.

吉本(27M)がシュロとハリガネ
で一生懸命にカツラを作っで、くれた
ものでした.ただし、田舎芝居さな
がらに、すじ書きだけの脚本のため
長屋の男A「……………」
大屋「………………」とよフつしく
立廻り、といったト書きが多くよろ
しくがよろしくすぎてスムーズに短

でした。

り哲学書までも読んだものです。
宇津見先生の笑顔で、「何か書け
るのでは」、「え・」と、ついうっか
り引き受けて、今までに何か書いた
事があったかと思い出してみる。市
平の予銭会に、『長屋の春』を演出
したことを記憶しています.劇は、
衣裳・カツラを付けた本格的なもの

復員、岩崎校長の取り計らいで四年
生に復学、同級生より二年遅れて卒
業させていただきました、
当時、共に飛行学校へ入校し、起
居掛、共にした第二本科二回生の松田
元治君は、大阪上空で米軍飛行機へ
体当りを敢行壮烈なる戦死を遂げら
れた.また、第二本科三回生の小松
利信君も、所沢上空にで、戦死、共に
十八才でした。
戦争とはいえ、若い身空で斯くも
尊い犠牲者となられた両君について

同窓会員諸氏は、この現実をどうか
忘れないで欲しい、
現在は、経済高度成長に伴ない、
何不自由なく楽しい教育を受ける後
輩諸君には、何か精神教育が欠けて

の大と垣図市のて

昭和十五
年四月電気

以来、四十

がう24舞の憶図は

ン丁働選螺
いる感じがします.

将い.一書立記グ)

えました、

躍を期待します。

なお、在学中大変お世話になった
作田先生、宇津見先生、原田先生の
益々のご健在をお祈り申し上げます。
現在は社業に専念するかたわら、
東京碑文谷ライオンズクろブのメン
ベーとして、地域社会奉仕に活躍し

近が中児は書じ
所キ)桧童'館め

で、おります.

私と図書館
広島大学附属図書館
参考調査係長
阿賀高三回M卒

赤坂良孝

で》

当時は、
東畑高等小学校へ間借りの状態で、
校舎はな!＼校長は海兵出身の元海
軍中佐岩崎素直氏で、当時は軍国主
義の徹底した時代であった.特に岩
崎校長は、精神面の教育に重点をお
いで、おられ、現在の日教組とはあい
入れない、理解し難いことと思いま
すが、私共にとっては、当時の精神
教育に懐かしさを覚えます。
現在あの立派な校舎の建設にあた
っては、私共は日曜や夏・冬休みを
利用し、「モッコ」をかついだり、鶴
嘴を振って敷地の造成にあたった、
その汗の結晶が実を結んで、いると、

最後に同窓会員諸氏の益々のご活

五年目を迎

熊本房義

!

今更乍ら懐かしく思い出されます、
また、昭和十七年頃と思いますが、
呉市内の旧制中学校の生徒が交代で
江田島の兵学校増設工事へ一週間、
泊り込みでの厳しい勤労奉仕に行っ
たのも、つい二の間の様に思い出さ
れます。

叢

9、撃,・筆

私は昭和十八年四月、三年修了時
に陸軍飛行学校へ入校、戦局は日々
緊迫して、おり、空への憧れもありま

燈

A

≦二
一「

の日曜日は、図書館の研修見学.そ、

水系の「イグアスの滝」を見た時に
は明け方気温が零下となり一面に霜

気候が異なるのです.南部ラプろダ

ブラジルでお目に掛かりましょら、

四〇〇社を超える日本からの企業
進出。同窓生の皆さん、いつの日か

す。

またバーフエテで一に富んでいるので、

代の名残を留める古都サ几ガァドー
几.ひとつの国でありながら都市の
顔のそれぞれが実に多様ですし、そ
の住民も、黒、白、黄、混血とこれ

ドイツ移民の影響の強い南部の工業
都市ポ凡トアレグレ、黒人奴隷制時

カーニバルで知られ海岸線の美しい
国際的観光都市リオデジャネ・ーロ、

人のほとんどが居住するサ、会ウロ、

ア経由で北部アマゾン河流域の都市
のマナウスに着くと三十度を超す猛
暑でした.
ところでアマゾン河の流域面績は
瀬戸内海の約三三〇倍、日本の約}
八倍、長さは本流ぞいで、約六七七〇
キロ、川幅は河口から一四五〇キロ
上流のマナウスでも八○～九〇キロ。
で、すからちょうど瀬戸内海(東西の
長さ四五〇キロ、南北の幅二∩、～五
五キロ)程度の河が北海道の北端か
ら沖縄の南端まで流れで、いる状態を
想像していただければ良いでしょう
か、私は本流のワリモンエス河と支
流のネグロ河が合流するあたりを原
注民の小舟で早朝からヶ方まf、「探
険?」しましたが、自然の大きさに
圧倒されっぱなしでした、このアマ
ゾン河流域がブラジル国土の半分以
上を占めているのです.
南米最大の工業都市で八○万日系

が降りていました。しかしブ一町,ジリ

れは毎日毎日「月月火水木金金」で、
した.

セミナーが終り、修了証書を入れ
た紙筒に、主任教授の裏田武夫のサ

インをもらいました.(昔からの伝
統だそうです)
広島には、先生・先輩が居られる

のにふれずに失礼しました。

十年振りの
ブラジル

呉工高八回A卒

京都外国語大学助教授

住田育法

ブラジル

の専門家と
して学生に

ポルトガル

几と共にあるとその魅力の虜にな.『

証㎜やラテン・
アメリカ地
域の事情を
教え始めで、
今年で十年になります。 なぜブラジ
ルを選んだのかとの質問には 、移民
の面でも経済協力の面でも日本にと
って掛け替えのない国であるから、
と答えで、います、しかし十八年前の
高校卒業時の動機はそれ程かっこい
いものではなく、単に受験難易度を
考えたり、技術移住を夢見ての選択
でした。これが自分の運命はブ弓ジ

たのは、大学院時に一年間ブラジ几
に留学したためでした.この留学か
らちょうど十年目の昨年夏、再びブ
ラジルを訪れたのです、
南半球に位置するブラジルは季節

が日本の逆になりますが、日本の二
十二・五倍もある広大な国土のこと.
暑い北部と翼、・い南部とではす、『、かり

坤

籍、

.進a苧'コー専修学校・その他12(6)6(6)51617(2)3{)(2〔))
計33/32)27(16)23(15)1(〕(7)93(7(b

呉地区35(51/22(30)26(29)11(2())94(130)

県外14(5)1()(4)7(5)3(3)34q7)

計78(8(3)53(63)56158)2713の214(237)

合計111(118)8()(79)79(73)37(37)307(307)

進路指導室

就職東広,島・県東部4(5〉1(6)5(1(〕1O(3i)10(24)
広島地区25(25)20(23)18(1411314)76(66)

五十九年度
進路状況について

大学短大21(126121(11))18(9)3(5)63(5(〕〉

五十六年以降ずっと続いで、いた不

況により、厳しい就職戦線におかれ
で、いた本校も、やっと回復の兆しが
見え始めた。まさに「薄日射す」と
い.句た感じで、ある。やはりこれは、
経済の動きが活発になり景気が上向
きになつf、きた原因の一つである。
一呉工高新聞より抜粋)

～～一～～～学科進路一_機械扇たゴ屯;へ計測金属計
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四月人事異動(略敬称)
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数学千代田高校
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機械三次工業高校

母校教職員
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昭和59年度卒業生進路状況
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母校クラブ部室建設資金募金活動報告
昭和58年10月1日～昭和6〔)年7月4日
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付出引

寄支差

支出内訳

項目金額備考

払込手数料24,76()
寄付金内訳

事務費79,190口座加入費、出納帳、手数料

口数人数金額備考

印刷費175、40〔)趣意書、封筒、払込通知書、その他

1253253,(')〔)()

通信費391、22〔)切手代、そグ)他
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その他20,(〕()()返却

382246,(一1〔)()
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満期日
定期預.金

元金
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1,621,031

5021(〕0～1)00

口座残高
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大世渡猛

藤原直紀
飯森隆直

天野正男
岡本隆之

:i報
1

ご冥福をお祈りします

阿賀1普
市工1電
呉工蟄機

阿賀7電
元教員

松田和也

ロヱへ

宮下勇

オベ.急・

同舎・

124272014181918

呉工26計
呉工4電

会右会

7643311109

阿賀2電

月・会同実
…」言平入そテ
回議会委
員式員

6060606060595959

天野正男先生

時議事窓金

いる。

常会理同募

四十五年本校定時制教頭から、全
日制教頭に栄転された。社会科を担
当されたが、特に日本史は造詣が深
く、新入生歓迎遠足で、宮島へ行った
とき、千畳敷前の広場で聞いた先生
の厳島合戦の講話が、印象に残っで.

11282224

同窓会運営記録

721110

退職後呉港高校で、引続き教鞭をと
られたが、六十年三月逝去された。

6(〕605958

享年七十一才.

◎事務局会議は常時月

◎臨時は随時開催

〔し)ll(、一)1(○)0

会計報告
5の

度総総残
年
9入出引部

昭収

和収支差入

昭和60年度(6().7.1～6L6.30)予算案

(59.7.1～6().6.3())収支決算報告
額\2,384,235

収入の部

額\1,753,750
額\630,485(次年度へ繰越し〕

項目予算額備考
前年度繰越金〔130、4部
人会金61}1)「()oo

項目予算額決算額増減備考

前年度繰越金1,439,7561,お9.756o

総会出席会費180囑ooo

左会金60い喝1■)oo1312,0〔X)12,UOo一,OnO円'・曙.3U6人分

利子150,000

合計1,560,485

総会出席会費150叶Ooo2し6噛00066「o(〕()3、Ooo円一」∫72人分
利子150,(〕(lo108,979ム41,02]2f卜定期預金に切換

支出の部

雑収入{17,5り〔)7,500

項目予算額備与
合計_「,339.75G2,384.123544,479

事務費6り「ooo
会議費45(1「1■)rll'1

支出の部

業務費300,000

項目予算額決算額増減備考

予備費751)、485

通信費60う7〔)0瀟i￡ボキ・印刷{天』・

合計L56{'1,485

事務費事務用,1諮1,δ20ガリニト電球漁7ノ具,その他

名簿作成別途会計

計50、⇔〔lo62,521'}乙ユ2.520

項目金額備考

役員会費4「口0(■1接待用ジユーマ、

。`.、コニく議.費総会費45()『lll〕0ボワ.クー、当日費用

山1「80〔〕『1'}(10昭和5`」年度一般会計より

積.iム金L(〕00「0〔〕1)昭和59年度一般会計より

計450,(〕O〔1454,{〕〔mム4『ooo

!k口計2「80り,0(二){)

会報発行費70「Ol'10会報lo号

業務費記念品費1謡喝6〔lo卒業記,訟印鑑'代

慶弔費24『630電教員1各、金属7名

監査報告
昭和59年度くれこう同窓会会計盈査の結果、適性に処理
されている,二とを認めます。

計3(狛,no∩233,2306G『770

昭和6()年7月11日

予備費1,539,7561¶OIM『000535,756講積立金、がノリ⊃代

会計監査小田嘉治{㊥

合計2.339756,1、753,751}586,006

,,d

▼会報十一号をお届けします,

思えば丁度十年前、当時の市工、
阿賀工、呉工高の各同窓会は、時局
のすう勢にかんがみ、この際、三同
窓会は発展的解消し、新たに「くれ
こう」同窓会を発足したのである。
・ての統合総会には、旧市立、阿賀
高の会員はもとより、若い呉工高の
会員が多数出席しで、いたのが印象に
残っで、いる。盛会であ.『、た.あの時
の情熱…は、ヘコどこへい.「.たのであろ

一一一4一一

うか。

これしか方法はないと思う.

▼総会が間もなく開催されるが、蕎
企業内支部会員の世話役と庫蕗をキ、
っで、、せめて へで、も多く若い会員
の出席をお願いしで、いけば、何時か
は、若い力の結集がものをい《時が
くるに違いない。時間はかかるが、

▼先般母校を訪づれた時、ブレザー

去内一

を着た生徒に出会った。ハア、今日
は他校の生徒が来で、いるな、と思い
ながら、なにげなく知り合いの先生
に尋ねたら、なんと本年度新一年生

会同学○

祉窒撤

の制服で.あるとのこと。好漢ご午生

業起業丁

抹や高目
式ユ等一

諸君〃外に恥ヒない内キ、育で、よ。

刷,呉北
工卜工二

▼現同窓会長は、本業繁忙のため、
今期を最後に辞任の申出がありまし
たが、副会長をはじめ、役員のたっ
!-、の慰留のすすめに、よろやく留重、・
ることになった。会長の同窓会を思
う心に感謝申し上げたい.

印発

宇刷広呉行
部所島市所
宮県阿
印立賀

σ渕本松枝④

「新任校長
あいざつ
塚本晃史

ります。早朝から放課後遅くまで、
生徒も先生も熱心にクラブ活動に励
んでおります。成績も県地区では数

しかし、県内全体を見るとき、呉

種目優勝する力を持っております,

工として、もっと多くの生徒がク弓
ブに参加し、体力と精神と技を磨い
てほしいし、成績も県地区にとどま
らず、広島県、全国に通ずる力をつ

す。新任式の当日、グランド一杯に、

るまで可成りの先生方のご努力があ

一糸乱れずきちんと並んで我々を迎
えてくれた事には、新任者一同大変
驚きました.あとで聞けば、こうな

まだまだ多くの課題が残っており

ったようです.,

ます、

くれこう同窓会員の皆様の今後の
ご理解、ご支援をお願い申しあげる
と同時に、ご健勝、ご活躍を祈念し
まして、新任のあいさっと致します.

互)普通教室棟⑤自動制御実習室(⑥第一総合実習棟

けてほしいと思います。

第三点は生徒の服装、遅刻の問題.
等、基本的生活習慣の確立でありま

lD管理棟②体育館兼講堂③金属工業科実習室

今年春の定期異動により、本校校
長に就任いたしました。

.`筆.
L憾

灘.

校舎全景

「朝日に映えて聳え立つ、永劫不
動の灰ヶ嶺……」
四月早々、緑に映えた呉工の高台
に立ち、呉工校歌を聞いたとき、四
十七年の伝統の重みと、今後の私に
課せられた使命と責任を、ひしひし
呉で育った私は、呉工のことにつ

と感じました。

憲

1…

いて見たり聞いたりしておりました

が、実際に呉工に就任し、工業教育
にたづさわって見まして、判らない
ことばかりであります。しかし、幸
い多くの先生方の理解と協力態勢の
下に、又PTAや同窓会OBの方々
の暖かいはげましの言葉等をいただ
きながら、呉工での新しいスタート
をきることができました。
しかし、本校には多くの課題が山
積しております。その中の二、三を
申しあげ、皆様方の理解と協力を得
ることをお願いすると同時に、私自
身その解決に努力する所存でありま
す。

まづその一つは、校舎、教室、施
設、設備、クラブ部室等の整備と、
工業高校として近代化への課題であ
ります。

・・薄

饗

佐伯泰男校長退職
あったが、母校発展のために尽され
た。特に第二総合実習棟の完成には、
前校長のあとを引継ぎ、第二期工事
を続行され、遂に昨年の春完成を見
る事ができた。第一、第二と総合実
習棟を二つも持つ工高は、全国でも
珍らしく、県下では本校だけと思う。
このことは、校地が狭いことを歴代
校長がよく理解され、絶えず県へ陳
情されたのが、効を奏したと思う。
また前校長は、同窓会顧問として有
益な助言をいただいた.
先生の今後のご健康とご発展を祈
る次第である。

呉市の出身であり、また、三津田高

編藏灘璽.鷹壌本晃史氏
佐伯泰男前校長のあと、県保健体

お若いので今後のご活躍が期待され

校の野球部長時代には、よく阿加里尚
と試合をされたと聞いている。まだ

塚本新校長

育課長の塚本晃史氏が、母校十二代
の校長としで、就任された。同校長は

る。

略歴

昭和二十九年三月広島大学教育学
部数学科卒、同年四月竹原高校に
就任、三十七年呉三津田高校、五

県も今年度、ミニコン、パソコン
導入を計画してくれておりますし、
永年の懸案である部室改築について
は、一日も早く解決したいと思って

貞、「

しくれこう.同窓会

十三年県教育委員会指導課転出、

第二点はクラブ活動の活性化であ

います。

7ノ第二総合実習棟

去る四月の定期異動で、佐伯泰男
校長は、退職された。
同校長は、昭和五十九年四月、大
崎高校長から来任され、二年間では

,等

佐伯前校長

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

義

瞬転
五十六年学校管理課主幹、六十年
保健体育課長、六十一年四月本校
校長に就任。

撫

懲三

騨

一
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蛾灘欝盤繋織
再会
lHI

開発部制御技術グループ課長
阿賀高七回E卒

工廣清

異な形態を

呉工の歴
史の中で特
有していた

ひや

阿賀高時代
に、その学
舎で青春を

ない。髪の薄さが、白髪がそれを物
語っており、現在、工業科同期卒業
生の約五分の一の人が、自営を含め
た経営者として活躍している。
想うに、普通科・生活科のあった
阿賀高には、様々な思想が同居して

いた。やりたい事を自由にやれる雰
囲気があった.その学舎が、時代を
読みとる眼力を育て、今の私達を造
っている。私は卒後、大学で電子工
学を学んだが、学者には、なりきれ
ず、土方人生を歩んでいる。
山奥のダムに設置する水門も、水の
多目的利用の観点から、その制御は
複雑になっている。マイクロ・コンピ

ュータを用いて自動制御し、光通信で

二次大戦へ
突入した年
で、その四

昭和十六
年と言えば、
わが国が第

修三

総合管理システムを構築する。これら
を自分で開発している。やればでき
る阿賀高魂は、今も心に生きている。
これからの時代は、今まで以上に
激しく変化していくでしょう。
何をやれば、何ができれば、生き
残れるか、定かでない混沌とした様
相を呈しています。

しかし、阿賀高魂があれば、世界

子供達にすら「道はこちらだ」と
示すべき道しるべを持ちません。

あかロリ

三十年振ゆの再会は、可惜青春の

は自ら開けるでしょう。

残り香を馥郁と漂わせて、明日への
勇気を与えてくれた。

れた。その後先生は保護司となり、
地区青少年の生活指導に尽された。
先生は記憶力がよく、生徒の名前
を誰よりも一番多く覚えておられた。
また、先生の庶民性というか、は

四十七年、市工時代から長い間勤
務された神田先生は、定年で退職さ

ることになった。と聞いた。

会場は倉敷工業で二日間であった。二
日目の午後受講者全員が大原美術館を
見学した。その折、忘れもしない、はじ
めて見るグレコの受胎告知の前に立っ
た時、二人は身震いする程感動した。
二十七年古池先生は将来期する所
があり、惜しまれて退職された。そ
の後、広島市の型常商会を経営され

池先生と私が出席することになった。

古池先生は二十一年無事復員され、
学園はまた活気づいた。
新教育に関する文部省の講習会へ古

代の教育がスタートしたのである。

され、中国地区戦線へ出征された。
やがて終戦。そして新民主主義時

それから間もなく古池先生は応召

動員令がくだり、三年以上の全生徒は、
海軍工廠へ動員された。同時に附添教
員として、神田先生と私は十一空廠へ、
古池先生は呉工廠へ派遣が決まった。

・…富τ・==き…誓美言7蔓毫了…警・…蕾……1●一書7蔓;警(3二了`尊犀丁(==7…馨土魯…、…=了…!了畠一=τ些『審尋=…・…裏写…馨τ`ユ盤丁二一=,二9=7…=7皇塞了轟==τ3一富冒・

ああ無情
元教員宇津見

藍

、野
ロ、'
月に、神田
先生と私は
呉市工へ奉職した。市工は、 産業戦
士の育成という国策に沿い 、十四年
に創立されていた。電気科には作田、
原田の両先生が、機械科では古池(当
時は井野)先生が既に就任されていた。
古池先生とは、小学校時代の一年
間、同じクラスに居たことがあり、
十五年振りの再会であった。
その頃、実習室に必要な機器の購
入には、統制経済による切符制で、
入手するのに大変苦労されていた。
そんな時、私たち三人は、誰も居
ない実習室へ集まり、電気コンロを
使い、焼芋で腹の虫の気嫌をとりな
がら、遅くまで話した事があった。
十九年に入るや、軍需工場への学徒

じめて会う生徒にも、例の大声で親
しく声をかけていた。

昨年(六十年)くれこうOB会へ
私といっしょに出席した時は、だい

分弱っておられるな、という感じを
受けた。その後先生はあまり外出さ
れず、医者へ行く時にはタタシ!を
利用されていた。今年の二月頃、突
然先生が入院されたと聞き、早速国
立へ見舞いに行った時は、わざわざ
ベッドを起してもらい、ハッキリし
た声で話されたが、その後はもう寝
たままで、話はされなかった。
そして五月四日、遂に眠るが如く
静かな往生であったと、後日奥様か

神田先生が亡くなって間もなく、
広島から電話があり、古池先生が入
院されたとのことであった。丁度そ
の頃、私は来広中の孫と会う約束の
日、早目に市民病院へ寄った。先生
は寝たままであったが、案外元気で
よく私と話をされた。悪いところは
全部とり出したので、もう心配する

ことはない。あとは回復を待つばか
りだ。神田先生は残念だったなあ,

あんたも気を付けよ。もうこれなら
大丈夫だと。私も安心し、手を振昌、て
別れたのが、よもや最後になろうとは。
私の旧い友の二人は、一ヶ月の間
に、共に浄土へ旅立って行った、私
を残して。合掌。

皆様益々のご活躍をお祈り致します。

った方々、ご援助賜った方々を回想
しその絆の太さに感謝するとともに
第二の人生を如何に有意義に生きる
べきか思案している今日です知同窓の

阿賀町に生をうけ、国道正面灰ヶ
眸中復に母校を眺めなが以、鬼籍に入

に社内又は社会で巾広くご活躍の同
窓の方々と出逢いがあり、お知恵を
拝借できて解決して参りました。

本来私にはこれ等を乗切る能力は
持合せなかったのですが、「仕事は月
謝のいらない教師、技術者である以
前に人間であれ、長い人生には常に
陽の当る処だけではない、一.茨の時は
"運根鈍"の三字を思い出せ」と母
校での教えが強く印象に残っで、いで、、
気迷いが発生し無慾でいれば不思議

備の増設につぐ増設がありました。

備を経て、近くはLNG(液化天然ヴ
ス)受入及びガス化設備へと、ガス事
業の変遷とともに歩んで参りました.
この間、生活環境の向上によるガ
ス需要の伸びと、ガス製造技術革新
の波に押されて当広島ガスも新規設

に恵まれました。またガス事業内から
見ますと、明治以来の石炭・ガス炉から、
ナフサ・LPG原料による改質ヴフ、設
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ら聞いた。

還歴を迎えるに当って

広島ガス㈱参事
呉市工高M卒

私は昭和

板崎勝孝

ゆ爆

名と入学を
許され、休

日は現校舎の敷地造成、農村へ稲刈
等の手伝を経験しながら卒業と同時
に、海軍航空廠へ籍を置き、戦争末期
の繰上げ徴兵で就役し、戦後縁あって
広島ガス㈱阿賀工場にお世話になり、

以来早くも40年を数え還暦を迎える
歳となりました。現在当社には私を

含めて24名が在職しており、公益事

業の一翼を担って頑張っております。
私の社内歴は概ね20年代をプラン
と運転係、30～如年代は工場建設係、
50年代は工場建設企画及び日本ガス協
会の技術基準作成に協力するという巾
広く都市ガス製造技術を手懸ける機会

一

:3

一

一

過した一人

である。阿賀高には、普通科・ 生活
科・機械科・電気科があった。 普通
科・生活科には美人が多く 、工業科
には悪ガキが大勢いた。その美人(生
活科)と悪ガキ(工業科)が去る四
月六日呉市内で三十年振りに再会し
たのである.宇津見先生、春名先生、
松永先生、林先生、山下先生、福永先

総勢一〇二人と会は盛大であった。
遠く東京、大阪、九州方面からも参
加して戴いた。誰にも、自分が生き
で、いる社会の枠組の中で、作ってい
る顔があり、卒業後初めて会う入も多
かったが、会が進むにつれて三十年
前の阿賀高時代の素顔に戻っていた。
私共が入学した昭和二十八年には
校舎焼失というアタシゲントがあり
応急的に、講堂に間仕切をしで、授業

数学の時間に同時に聞けた。
誰もがそれを楽しんでいた。
今の子供達のように偏差値に苦し
められる事もなく、伸びのびと遊び
学んだ青春であった。しかし、三十
年の歳月は、矢の如く流れた訳では

を受けた。隣の教室の国語の朗読が

蓬の六誘先生蕩御出席を戴き、

』

六十年度

進路状況について
進路指導係

九九名までの事業所五十二名、二九

九名以下の事業所は一〇二名であっ

進学者は昨年に較べ梢々減少気味

た。

推せん入学を受けんとする者は、

の傾向にあった。

早く目的意識に徹し、基礎学力を十
分身につけておく.へきである。
なお表1は昭和六十年度卒業生進

覇縁縁鑑縁ほ縁遵縁謡

轡ホ年渡藻黒

、鋪

六十一年度同憾会総会は錨

、冥

㎜ 蕪㌶灘瀬

欝鱗篠等∞∞

㎜∞灘讐・ ξ訟

唐蕊望・遍罵巧藩弾

.牒搬嫌織

鰯∬

震誠 鞭欝謙藁薯論

(呉工高新聞より抜粋)

路状況を示す。

》

㎜
照

母校泥ま黛
母校教職員

今年度、本校への求入企業杜数は
昨年度より一六二α。増加し、四五
四社であった。特に自動車関連産業
や情報関連産業が極めて活発な求入

計84(78)55(53)54(56)25(27)2!8し214)
合計114q11)79(,80)74(79)35(37)302(307)

四月人事異動 (略敬称)

活動を見せ、これを追うよ、つにサー
ビス業、次いで販売業が続いた、

内定者の内訳は、従業貝千名以上
の事業所四十五名、三〇〇名以上九

就職県外11(14)8(10)5(7)(}(3)2猷34)

校長

呉地区36(35)19(22)22(26)17(11)94(94)
広,島地区33(25)23(2(り25q8)7(13)88(76〕
東広島・県東部4(4)5(1)2(5)1(0)12(10)

焼山桜ナ丘二-五ー一六

進学各種専門学校9(12)7(6)9/5)3(7)28(30)
計30(33)24(27120(2311〔}(1〔))84(93)

泰男

教頭

大学短大21(21)17(21)11(18)7(3)56(63)

佐

浜田光彦

寺本町一一一二二

.学`園紹,介■,

織鰻

塾

山本鋼材㈱

支部結成

当会社の概要
昭和三十五年二月
設立
一〇、○○○万円
資本金
所在地 広島市外海田町曽田
生産額 二五五億円
従業員 五五〇入

マツダ㈱
取引先
去る六月二十一日呉市玉姫殿にお
いて、当社のくれこう同窓会員の支
部が結成された。
支部名くれこう同窓会山本鋼

材支部
支部会員入数十九名
支部長森本清彦
へ呉工五〇M卒)

…一≡…………}………≡……一………………』=……=…=

……新評議員

六十一年度新評議員としで、左記の
八名を委嘱し、ここに発表します。
くれこう同窓会長

新評議員

月B賎川洋明

MA長通雄二三豊製作所

ベプコ・一ヶ日立

広島コ 、!ピューダ専門

呉防衛施設局

広島電機大学

いけ・りち

ホテル福寿荘

横田公彦
関真一

上田正嗣
矢藤泰司郎

広島自動車短大

天野周一

小笠原正な

←→、㎜一

東広島市八本松町吉川二二四七
渕本松枝司書

転

昨年春竣工した第二総合実習棟に
は、建設前に取壊した機械科の各実
習室の外に、新たに金属工業科並び
に計測工業科の各実験・実習室がお
なかんづく、コンビュ!タ関係の

軒、渦

醐鯉謙

■茸・『,一『

趣

土岡

11

な

購縦

さまっで、いる。

学習用には、立派な電算機室が設け
られた.主管は計測工業科であるが、
他科の生徒も自由に使うことができ
現在、二十台を越えて設備されて

る。

いるが、まだ十分とは言えないとの
こと。

もし同窓生で、新しいコンピュー
タを購入されたら、古いのを母校へ
ご寄贈下されば幸いである、と関係
の先生は洩らして、いた。

愈語

扁昭
蔽柵

仁方中学校

県体育課長

本郷工業高校
江田島高校
廿日市養護校
賀茂北高校

口

奥田

転友

塚本晃史

岡西清隆

吉岡一彦

今田毅

県呉県自安湯安
教商教彊芸木芸
育業育高南南高
セ高セ校高高校
ン校ン校校
呉養護校
呉商業高校

キーを叩いていた,

電気科については、以前から第一
総合実習棟三階の電気計測実験室の
一部を仕切って、コンピュータ用に
使っている。ここは台数が十台あま
りで、機械科の生徒が自由に入って、

K"A"E"
BABAC

荒木茂夫

尚恵浩子毅彦隆夫子

多留見康子
石川浩

事事機英体数国
務務械語育学語
金属工業広島工大

婦糧卿硬願喚縞議

・馬,

吉田ゆり子

理用康一清茂り

タタ

金国事事図機英保数

属語務務書械語体学
国語京都大学

学科、～進路機械電気計測工業金属工業計

職

三康一誠英淳充出
郎男彦治久一憲

々辺新川留田岡西木田
木採見ゆ

(〉内は昭和59年度

昭和60年度卒業生進路状況
表1

伯退

佐戸石多今吉岡荒吉

工 ㎜一
}

㏄

1,800,000昭和56年度一般会計より
会報発行費69,000

積立金1,000,000昭和59年度一般会計より
慶弔費15,1)00

合計2,800,000

業務費記念品費136,80Q

監査報告
計30〔),000220,80079,{)0(1

予備費750,4857,5(〕0742,985

昭和60年度くれこう同窓会会計を監査の結果、適正に処理

合計1,560,4857B,920846,565

されていることを認めます。

,τ-、

…同窓会運営記録

◎61・228

校内理事会
理事会

同窓会入会式

◎61・7・m

◎)磁・7・3

▼母校校舎の近代化が一応終り、こ
れからは設備の充実が問われること
になる。そのなかで急を要するのが
コンピュータの導入である。県当局
の善処が望まれる。
▼新名簿を発行したらと、このとこ
ろよく耳にする。無理もない。あれ
からもう九年が経っている。本総会
でこの事が上程されれば、多分決ま

▼名簿発行で一番苦労されるのは、

ス)レ」田中つ。

クラスの世話役の評議員である。今

度も、どうかよろしくとお願いする
しかないのがつらい。
▼なんといっても、名簿は、会員に
とっては心の友であり、また、重要
な情報資源である。若し仮りに独房
で一冊の本の持込みが許されるなら、

▼最近の航空写真による母校全景を、

私は名簿を挙げたい。

稲田写場の取計らいで、十二号へ載
せることができた、

くれこう同窓会

発行所
呉市阿賀北二丁目一〇1一
広島県立呉工業高等学校向

宇都宮印刷工業株式会社

口巧'片
ビにお ロ

一・一4一

)

へ～、～一～～し…≦～く～～、A

収入の部

へしヘ

収入の部

～ジ
〆)〔・～、〔～～～、・〔)～r)曳}`、)rζ監一(,～『、

昭和61年度(61.7ユ～62.6.30)予算案

ハ会員訃報ハ

昭和60年度(6〔).7.1～61.6.30)収支決算報告

('

合計1,752,454

謹んで
ご冥福をお祈りします

雑収入00O

松田和也
妹尾健

利息150,000

松村和彦
神田二二

項目金額備考
計450,000452,340△2,340

(井野〕

利息150,000159,8899,889

古池敏良

名簿作成別途会計

会議費総会費449,000

妹尾先生

合計1,752,454
役員会費3,340

二十八年から四十二年まで在職さ
れ、国語を担当された。先生の入間
味あふれる人柄は、同僚からも尊敬
されていた。退職後は、時折九州の
ご子息の処へ寄寓されていたが、六
十年十二月、不幸にも病魔に侵され

業務費300,001)

予備費992,454

事務費事務用品費12〔)

永眠された。享年七十八才。

神田先生
十六年から四十七年まで市工・阿
賀高・呉工と三代にわたり機械科の

項目金額備考

支出の部

員電員電

㎜教員として在職された。先生は、機
㎜械加工にかけては、非凡な技能の持

総会出席会費180,000162,(〕00△18,0〔)03,1)OO円×54名

"職28職2

主で、よく生徒達をアッと言わせた。
退職後は保護司となり、子弟の育
成に尽力されたが、六十一年五月、
不幸にも病魔に侵され永眠された、
享年七十四才。

入会金600,000

総会出費会費160,(〕00

元呉元阿
工賀

古池(井野)先生

入会金6(10,0(}0604,0004,0(ll)2,000円×321)名

2441181

十五年から二十七年までの市工時

前年度繰越金842,454
前年度繰越金630,485630,4850

652127

代、機械科の教員として在職された・
退職後は、広島市で、型常商会の社
長として活躍され、広島菓子製造機
岩業界では、五本の指に入る勢いで
あったが、六十一年六月、不幸にも
病魔に侵され永眠された。享年七十
二才。

項目予算額備考
項目予算額決算額増減備考

6161616060

会 計報 告

合計1,56(〕,4851,556,374△4,111

支出の部

事務費60,000
項目予算額決算額増減備考

通信費33,160

会議費400,000

計60.00(〕33,28026,720

会計監査小田嘉治㊥

昭和61年7月10日

〃渕本松枝・四

広島県立呉工業高等学校

昭和62年8月2日

なった。

期満了を機会に辞任されることと

一回M卒)H呉市国民宿舎、同田島郁
夫氏(阿賀高二回G卒)ロマツダ、
一同奥嶋輝男氏(呉工高七回A卒)11
日新製鋼、同部谷貞雄氏(阿賀高一

{回M卒)“母校、会計出来秀雄(呉
工高一回M卒)"母校、会計監査渕
本松枝氏一(阿賀高一回G卒)睦自
宅は、夫々留任が決まった。また、
会計監査の小田嘉治氏はこの度退か
れ、理事となる。後任は、畝河内理
三氏(呉市工二回E卒)が指命され
た。なお、役員改選については、会
則六条第一項により「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、総会での承認
が必要である。
評議員並びに理事については、既

蕨他界した人や、転勤、転居、また

…都ムロにより辞退された人も居て欠員

同窓会寄付金1,672,473

利息422,656

PTA特別会計12,443,407

計29,256,935

29.256.935-26、300.000=2.956.935

所の社長として本業繁忙の身であり

※

これを受けて評議員会は、審議の {が生じていた。その為、これから新
末、新理事の吉本明人氏へ阿賀高三 、名簿作成や五十周年記念行事を控
回M卒)を指命した。吉本氏は現市 え、理事の充実が必要と思われ、さ
会議員で、本年三月までは母校のP きの理事会で、会長は若干名の新理
TA会長を勤められた。年令五十三 事を委嘱された。
才、几帳面で責任観念強く、しかも
世話好きということで、今後の同窓
会運営が期待される。
また、副会長木下茂氏(阿賀高一

総工費26,300,000円

ながら、六年の長い間、同窓会長と
して勤めて来られたが、この度の任

くれこう同窓会

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

母校ク里プ部室
改築工事完成

県費分13,750,000

※(差引残額は内装整備関係未整備)

部室改築工事費報告

同窓会長菊地忠士氏は、菊地鉄工

会長改選さる
副会長四民は留任

第13号
かねて頭書の建築資金の一部を、
生徒間では仲々の好評で、これか
会員の募金でまかなった部室が、去 らのクラブ活動が期待される。
る三月末日に完成し、既に生徒が使
当時募金に応じて下さった方々
用している。
に、紙上を借り厚く御礼申し上げま
部室は室数二十、そのうち一室は 一す。
同窓会用である。今後は事務局がこ
なお、部室改築工事の会計報告並
こに入るので、会員諸氏が来校され びに完成写真を掲載します。
た折は是非お立寄り下さい。

くれこう校外生活協会968,399

収入

吉本明人氏

新会長あいさつ

皆さんこんにちは、お元気でお過

く思っています。

れた同窓会員も多く居られることと

思えば呉地区は産業構造不況の影
響が大きく、それをまたもろに被ら

心配しています。どうか気を落y.ごず

同窓会の目的は、会則にあるよう

元気に立直って下さい。

に、会員相互の親睦の輪を拡げると

最後になりましたが、未熟な私で
すが頑張りますのでどうか、ご指導
ご支援の程よろしくお願い申し上げ

ではないでしょうか。

共に助け合い、励ましあっていくこ
とが第一と考えます。
そのためには、先づ同期クラスの
声を、運営の中心に反映させるべき

ます。阿賀高三回M卒吉本明人

しのことと思います。
さて、この度同窓会役員改選期に
あたり、前会長が惜まれて退かれる
ことになり、その後任にどうかと、
私に話がありびっくりしました。勿
論その器にあらずと固辞致しました
が、再三の要請に断わりきれず、遂に
引受けることになった次第です。
お引受けした以上は微力乍ら全力
を蓋し、責務を全うしたい所存であ

幸い、副会長四人の方の留任で、

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

ります。

百万人の味方を得た気持がして心強

母校は再来年

五十周年記念卜

呉市工が設立されたのは昭和十四一

が、早いもので再来年は五十周年を

年で、その後、呉市立工高、呉阿賀
高校、それに現在の呉工高と校名は
実に四回も変った。四十四年には、
創立三十周年記念行事を行なった

迎える。

これに備えて、今後は母校・PT
A・同窓会の三者が協力して、行事や
事業などが計画されることと思う。
昨年の総会で新名簿の作成が決
まったが、これを五十周年記念事業
の一環に組込んだらとの声があり、
そうなれば完成が少しずれる懸念が

なにしろ、現名簿を作って十年が

ある.。

経っていることとて、その後の転居
先不明が増えているのは事実である。

これら不明者を、一人でも多く見
つけることに全力を鑑す積りである。
なお会員の皆さんにお願いですが、
転居先は必ず事務局へご連絡下さい。

東京での集い

恕灘

大木幹男

青梅税務署統括調査官
阿賀高}回M卒

ポ

いてきた者同志であるだけに、呉工

時代の学徒動員・宇津見先生を初め
諸先生方についての話等、会話はか

長として、欧州七ヶ国における青少年
のスポーツ活動を、一ヶ月にわたり視

ろで、趣味と生きがいとは結びつかな

察研修して来ました。その折、県へ提
出した報告書の中の「まとめ」をここ
に紹介します。
青年は、たいてい趣味を生かした人
生を送りたいと願うものだと思いま
す。しかし、一方では、生きがいのあ
る人生を送りたいとも考えます。とこ

た。

自分自身をきたえていく厳しい人生

芸術でよし、何においてもよりそうし
たもののなかで自分を徹底的に苦しん
でみたらどうか…。

いものでしょうか。スポーツでよし、

我々の時代は入学当時工業関係に
進む積もりが、敗戦もあって進路も
かなり変っていった様です。すでに

なりはづみました。

おられる姿に会いうれしく思いまし

引退されているが各方面でかなり活
躍された方等、それぞれに頑張って

田口敏之、沖元博の皆様の出席を得

る。

後、更に東大、東北大等の研究室へ
研究科生として派遣される制度もあ

三ヶ月、完全に職場や家族から切り
離された学校生活を過ごした。、卒業

なって欲しいと思います。そして、屋

したい。

日立グループに就職した方は、是
非、日工専へ入学することをお奨め

その後中南米へ出張する機会が多
くなり、出張先で大いに役立ち、全
く予想外の収穫であった。
仕事上で調■べものをする時、今で
も当時の教科書に助けられることも
多く、卒業後の不勉強を反省させら
れることがある。

の時は約二ヶ月間、毎日セリフを憶
えるのに苦労し、何とか様になった
時の嬉しさは格別であった。

作り、文化祭の時、スペイン語劇を
披露して好評を得たことである。こ

るのは、スペイン語の外部講師に毎
週来て戴き、スペイン語のクラブを

て、二～三掛持ちで入部していた
が、中でも、一番思い出に残ってい

活は、学生数の少ないこともあっ

亘るよう考慮されている。授業、部
活、対外試合、研究発表、その他寮
内の行事等、全て学生の自主運営故
多忙であると共に、いかに上手に同
僚や関係者を組織立ってまとめてゆ
くかで、全く成果が異なってくる事
を何度も感じさせられた。学生の年
令は二十から三十代後半までわたっ
ているが、中には、妻帯者もおり、
バラエティに富んでいる。課外の部

枠にはまらないよう教授陣は、社内
研究所、国公私大からと、広範囲に

早いことです。また、企業内という

え、カリキュラムヘの先取りが可能
であり、先端技術教育設備の導入が

門校故、常に社会の動向を早くとら

日工専の特徴は、入学前に、社内
で現実の技術的課題や苦労を体験し
ているから、各人の何を学ぶかの目
的意識が明確であること、企業内専

て、想像し、空想の中でさまざまな生
き方を体験しているのではないでしょ
うか。画一化されてきている現在、個
性のあるものを作り、遊ぶ子どもに

外に出て大いにスポーツをしようでは

ありませんか。「健全な精神は健全な
身体にやどる」をモットーに。

日立工業
専門学院について

呉工高八回M卒

バブコック日立㈱呉工場

菅野賢次

{

日立工業専門学院は、日立製作所
及び日立グループに属する全社員を

■
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の技術系、事務系社員に受験資格が
与えられる。工場内選抜に合格した
後、学院(通称日工専)の本番試験
を経て入学が許可される。学校は茨
城県日立市と、神奈川県戸塚市に三

一

鰯欝.欝
で他の動物とは違っています。終戦直

校あり、夫々専門学科によって分け
られている。

対象にした専門学校で、入社数年後

後に育った私たちは、物資が乏しいな
かにもいろいろの玩具を考え選びまし
た。たとえば、裏山の竹を切って、竹
うま、竹とんぼ、水鉄砲、笹舟、竹笛、
チャンバラの刀などを作りました。遊
びの名人でした。フランクフルトでは、

うか。人間は「遊ぶ」ことができる点

観をもってこそ、趣味と生きがいは一
致するのだと思います。グループ・
サークル活動で、青春時代の思い出を
たくさん残そうではありませんか。将
来、自分の歩んで来た道を振り返った
時、足跡が残っていなかったとしたら
実に寂しいことでしょう。何か足跡が
残っていればそこから新しい人生の生
きがいが見い出せるのではないでしょ

当日は、二神重則大先輩の外、古
久保義雄、熊本房義、熊田昇、池上
和夫、大霜博且、梶山孝雄、後信明、
ております。

りを頂きました。東京支部を結成し

何しろ初めての試みでもあり、出
席できなかった方からも色々とお便

変な事もあってそれまでには、至り

てはと話があったものの、色々と大

入署、二十八年上京、その後署を転々

ませんでした。
まあ今後とも、遠く広島をはなれ
切角の母校を同じくする者として、

年一同位は、学校時代の話に花を咲
かせる「集い」をと思っています。
おわりに母校の益々の発展と、卒
業生の皆様が活発に活躍されるよ
う、お祈りして筆をおきます。

ドイツ人の家庭を訪問しました。十二

才の少年が隣に住む少年とアパートの
屋根裏にある模型の電気機関車を動か

私は昭和四十二年日立製作所に入社
し、茨城県勝田市にある計測装置を
製作する工場で、一年間設計、製作、
組立、検査等の実習に携わる中で、
日工専の存在や卒業生の社内におけ

る活躍ぶりを聞かされ、受験するこ

とにした。入社二年目にバブコック

日立へ転勤したので、当社の製品柄
機械工学科を選び、昭和四十四年に

日工専は全寮制で、期間は一年

入学した。

一2一

私は、昭和二十五年呉阿賀高校機
械科を卒業し、二十六年呉税務署に

としながら、現在は郊外の青梅税務
署勤めです。私達が卒業した当時は
就職難で、その苦労に耐えながら中
央大学夜間部に学び、その努力は青
春そのものでした。

現在昭島市に住み、広島から出て
きて三十四年にもなり、ふるさと母

校を思う気持ちは強く、高校時代の
夢も月一同位は見ています。

昨年、先輩が近くにいることがわ

日本NCR㈱大磯工場

とめ
呉工高一回E卒

ま

ら名簿を整理し十一月に「くれこう

かり会う機会を得て、一度集まって
はと言うことなりました。六月頃か

同窓会同志の集い」のはこびとな

のと同じであるがトンネル、鉄橋、民

して見せてくれました。それは、日本
家、バックの景色はボール紙、ボール

熊木博

合のつかぬ人も多く、十二名の出席

ぼって三十六名に案内、土曜日で都

り、二十五年卒業以前の人達にし

を得ました。当日は三津田、宮原も
集まった様で「呉高校デイ」だな一
と話したところです。

都会議員予算副委員長・熊本哲之

物を完成させるのに十分時間をかけ

箱、木片を利用して作られ絵の具で色
づけしたものでした。彼らは、フルセッ
トを買ってもらうのでなく毎月少しづ
つ積みかさねて完成させるといってい
ました。次の品物を買ってもらう期間
に、森をつくり、風景を描くのです。
先年神奈川県青年海外派遣団の副団

■

罐

ても戦前戦後の苦しい時代を生き抜

『

随

氏の出席もあり、活躍の状況を聞き
心強く思ったところです。何と言っ

嶋

難灘

六十一年度
進路状況について

鰹
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本年度総会

六十二年度同窓会総会は
日時八月二日㈲午後五時
場所呉市本町森沢ホテル
開会の辞から初まり、物故者に対し

会長あいさつ

て黙とう

学校長あいさつ
経過報告

告や審議

議事に入り決算・予算についての報

人氏が新任される、その他の役員は

なお、本年は役員の改選期で六年勤
められた菊地会長が退任される。新
会長は評議員会で指命された吉本明

感謝状ならびに記念品贈呈

一人を除き留任

その他
懇親会
校歌合唱
閉会の辞

新評議員

近畿大学

㈱青旗缶詰

東海大学

㈱呉電子センター

広島自動車短大
福山大学

蘇三豊製作所
㈱広島プレス

六十二年度新評議員として左記の
八名を委嘱し、ここに発表します。
くれこう同窓会長

〃B沖田

MA渡辺

ココヤト

〃C垣井
EA秋元

K高岡

AA吉田

〃B砥石

あの赤煉瓦のしょう酒な入口を持

AB荻原

いる。(宇津見記)

つ自動制御実験室、ここで学んだフ
ィードバック精神は、長い人生にお
いて必ずや役立つことと私は信じて

生れ変ったのだろう。

ことになり、計測工業科の使命はこ
こに終り、新たな電子機械科として

器技術の学習は、電子機械科という

ると聞く。このことは、今や電子機

が第一と県当局は考えたと思う。
次に、電子機械科は、ロボット、
最新自動車、NC工作機械等と深く
関係しており、また、計測工業科の
主体であった制御部門も包含してい

は、それにふさわしい技術者の育成

めには、新しいメカトロニクスの技
術導入が必要である。そのために

に、この地域が今後発展していくた

さきに呉市がテクノポリス地域の母
都市として指命されたのをきっかけ

出納『『一

このところ第三次産業に従事する者
が年々増加している。

進学者は、全体では昨年の八○名
から一〇〇名に増加したが、四年制
大学の理工科学、特に地元の近大や

電大への入学は難しくなった。
要は、就職にしろ進学にしろ、自
分の一生の進路を決定する大切な事
であるから、日頃から実力を充分身
につけ、希望する目標を達成するよ
う努力してもらいたい。
(呉工高新聞より抜粋)
へ、

業
蟷

御実

自重

進路指導部

未定1(2)5(0)1(2)0(0)7(4)
計72(86〉51(55)54(56)32(25)209(222)
合計112(114)80(79)78(74)39(35)300(302)

教職員定期異動

就職県外6(11)5(8)4(5)2(0)17(24)

退職

本年度、本校への求人企業社数は
昨年より八・八%減少し、四一五社
となった。特に製造業の二一.一%丁
減が大きく響く結果となり、他の業
種も数%の減少であったが、販売業
を僅かながら増加した。
内定者は製造業へ一〇九名、サー
ビス業に三四名、販売業に二六名と

計40(28)29(24)24(18)7(IO)100(80)
呉地区29(36)16(19)24(22)17(17)86(94)
広島地区36(37)25(28)25(27)13(8)99(100)

阿賀北五丁目七一六

進学未定8(4)8(2)1(2)1(0)18(8)

西谷久雄社会
賀茂郡黒瀬町南方
古本英男機械

桑本博機械
広町一〇二〇三一二
山崎政夫電気
和庄一丁目二二一三
松永勝電気

織騰繍麟
去る三十五年四月、新設された計
測工業科は本年三月で廃止され、
代って電子機械科が四月に発足し

思えば、計測工業科は二十七年の

た。

短い歴史であったが、全国にさきが
け、オートメーション時代を颯爽と
…船出したのであった。県内ではいち
早く有名となり、広工大や保安大の

教授が見学に来られたことがあっ
た。卒業生は今まで約一九〇〇名を

数え全国に散らばっている。特に石
油や製鋼工場の制御の仕事をしてい
る中には、呉工高の名を挙げている
者もいる。

この計測工業科が廃止され、新た
に電子機械科が創設されたことに
は、それなりに理由があったと思
それはなんであったか。思うに、

う。

り〇

一

西惣付町二四-八

国語湯木南高校
数学熊野高校

竹原高校
広島盲学校
呉商業高校
県立美術館
西条農業高校
広島盲学校
呉工高定時制

広島県教育事業

大学・短大16(18)9(16)12(9)3(7)40(50)
専修学校・その他16(6)12(6)11(7)3(3)42(22)

酬』"駝」墜よ1
為“騒歌現任罪“
,■勉説ワ勉■「二■

金属工業宮島工業高校

英語〃

事務広高校

務気"械術学会語

転出

転入

事電機美数社国

新任

一寿維脩幸
成夫道三彦

茂樹英語広島大学

進路学季機械科電気科計測工業科金属工業科計

栂il
ll校il
iliだ1
: よi1
1 りき
鋭威博英隆昭顕俊
三夫之彦寛人雄之

博景電気愛媛大学
邦夫金属工業広島電機大学
孝治〃近畿大学

賢隆明宏祥信忠
治治宏司平正剛信

内は60年度

昭和61年度卒業生進路状況

,甥乙訓苫卸「二一
境ぽ騎Lエ現翼恥

水浜久門須
村田保田崎

団大森峠林岡門片長
和田森本田岡田
松前田菅
村原中

会員訃報
謹んで
ご冥福をお祈りします

1.672.473

河野悦宣
桜井信二
六岡昭義
末広秀孝
松井知己
垣村政男
馬谷猛
山口末吉
花房久雄

1,085,211

事務費事務用品費22,470予備費

阿賀7M
市工2M
阿賀1M
呉工18E
呉工9M
元職員
元校長
元校長
呉工4E

垣村先生
終戦直後の二十一年市工へ数学の教

告

7

編集後記

▼会報十三号をお届けします。
▼昔の話になるが、計測工業科の創設

が■決まった三十五年、何分全国でも初
めての新設学科、しかも、当時の校長
と教頭をようやく説得して生まれた学
科、やる意欲は人一倍強かったものの、
自信はなかった。
そこで、早速夏休暇に入るや、島津

製作所京都工場の二週間の自動制御ト
レーニングスクールへ入講した。二学

期になって、購入機器の関係上、同様
のスクールのある日立製作所本社工場

んとに必死で取組んだなあ…と、感慨

一で二週間頑張った。思、凡ばあの時はほ

無量。

▼国会のような委員会制度、今実施し
ているのがこのやり方で、同窓会運営

その理由は、同窓会組織の核となる

としてはどうも不向きである。

のは各クラスであり、その代表である

評議員が評議員会をつくり、重要な案

件を審議決定する。

いうやり方がよい。それから、

理事は、評議員の中から選び、評議
員会で決定された業務の処理を行うと

▼総会では、評議員が自分のクラス員
に呼びかけ、一人でも多く出席するよ

うお願いする。また総会開催において、

今年は卒業回数の何回と何回が運営に

あたる。というように当番制にしたら

▼そのためには、平素から三者問のコ

よい.

ミュニケーションを育てていくべきで

ある。

発行所

くれこう同窓会

呉市阿賀北二丁目一〇-一
広島県立呉工業高等学校内

ロド弓一rー

宇都宮印刷工業株式会社

ビに届一回

一4一

員として赴任されたが、阿賀高から呉
工高に校名が変わった時、機械科へ移
られた。生活指導や進路指導のベテラ
ンで、生徒の信頼を得ておられた。五
十二年退職後は悠々自適の生活を送ら

れていたが、六十二年五月不幸にも病
魔に侵され永眠された.、享年七十二才。

馬谷猛校長先生
三十七年四月広島市工高校長から母
校校長として来任された。在職中は管
理棟や第一総合実習棟を手掛けられた。
また金属工業科を新たに設立された。
四十二年退職後は広工大学生部に勤務

され、学生指導に携わっておられたが、
不幸にも病魔に侵され、六十二年六月
一日永眠された。

山口校長先生
四十二年四月、三次工高教頭から母
校校長に栄転された。四十四年には、
創立三十周年記念行事を実施された。
四十五年三月瀬戸高校長に転任され、
最後は宮島工高校長で退職された。退
職後は、大野町公民館々長として活躍

会計監査小田嘉治㊥

1,672,593

〃渕本松枝㊥

※クラブ部室建設募金総額(雑費を引いたもの)
〃同窓会寄附金
差引残額120円……雑収入として…般会計へいれる。

400,000

通信費12,390業務費

2291111053220

されたが、不幸にも病魔に侵され、六

支出の部
合計1,752,4541,780,53128,077

7665111111107

十二年六月二十九日永眠された。

収入の部

収入の部

1～63.6.30)予算案
昭和62年度(62.7

1～62.6.30)収支決算報告
昭和61年度(61

×××××××××××××××

会 計報
×××××××××××××××

626262626161616161

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
前年度繰越金842,454842,4540前年度繰越金1,115,211

総会出席会費160,000141,000△19,0003,000円×47人総会出席会費140,000
入会金600,000618,00018,0002,000円×309人入会金600,000

利息150,000178,55728,557利息140,000

雑収入0520520400120募金残額合計1,995,211

項目金額備考

支出の部事務費60,000
項目予算額決算額増減備考会議費450,000

計60,00034,86025,140

役員会議7,250

合計1,995,211

会議費総会費395,000名簿作成特別会計

会報発行費69,0001,800,000昭和56年度一般会計より

計400,00〔)402,250△2,250項目金額備考

慶弔費24,0008名積立金1,000,000昭和59年度〃

業務費記念品費124,000合計2,800,000

予備費992,45411,210981,244

計300,000217,00086,000

合計1,752,454665,3201,087,134

第14号

去島県立呉工業高等豪

8月7日

くれこう同窓完

新校長こあいさつ

しかし、このような状態になる

による実践と継続が、如何に大切

迄の先生方の労苦と経緯には、並
々ならぬ努力が伺われ、意識統一

であるかを強く思い知らされまし

た。

くうちに、私自身、職責の重さと

色や、来し方の思い出等をつぶさ
に聞いたり、激励の言葉をいただ

が山積している状況です。
今後とも、皆様方の大いなる御

藤賀克昭

このように、素晴らしく、又、

印象深い生徒達に出会ったとはい

で、基本的生活習慣を中心レ`、した

え、課題がないとは言えないわけ

生徒指導上の諸問題をはじめ、基
礎学力の向上、又、クラブ活動の
立豊田高校から本校に就任いたし

使命を、ひしくと痛感している

活性化、競技力向上対策、その飽、

ました。微力ではありますが、本

私の教職生活の中で、工業高校

生徒達の整然とした姿に接し、新

独特のユニホームを身にまとった

和十四年)呉市立工業学校としで、、

たいと思っております。

と、課題解決の為、努力して参り}

教育条件の整備等、数多くの課題

校教育充実発展の為、努力する所

に、教職員一同も、たゆまぬ研鑽

協力、御理解をお願いすると同時

今年四月の入事異動により、県

周年記ム・心事業準備委員会を設置し各

初めて全生徒と対面した際、本校

今日この頃です。先日、着任式で

す。創立五十周年記念事業の成功は

は初めての経験であるため、目下、

任者として、身の引締まる思いを

会員の皆さんにお願いがございま

なうために本年二月に呉工創立五十
関係の方々と連携をとりながら準備

ます.

存ですのでよろしくお願いいたし

者が一丸となって意義ある事業を行

を進めているところであります。

皆さんの協力なしではなし得ない

抱いたのは、決して私一入だけで

とりましても喜ばしいことでありま

回復の兆しが見られることは本市に

厳しい国際情勢のなかで緩かな景気

我が国の経済状況は、ことのほか

お願いいたします。何卒よろしくお

もって最大の御支援御協力を心から

らの母校に対して愛着、懐旧の念を

五十年という大きな節を迎える我

め歩んだその原点の歴史が、半世紀

㎜藤賀先生㎜

㎜難露露鷺鳳

皿く母校の校長に県立豊田高校長の藤賀克昭先鑓

海蓬,にな。ま馨多多……」

任の挨拶といたします。

と御活躍を祈念いたしまして、就

お願いすると共に、益々の御健勝

皆様方の倍旧の御理解、御支援を

何卒、←んそ㍗同窓会員である

っております。

ら、記念事業を成功させたいと願

力と、相互の意志疎通を図りなが

同窓会、後援会、PTA等の御協

次なる飛躍を願い、教職員は勿論、

ある伝統の地固めをすると共に、

年の歴史の重みを噛みしめ、栄光

を企画しております。創立五十周

周年を迎えるにあたり、記念事業

次に、来年度は、一九三九年(昭
諸先生方から教育内容、実態等を

すが、昨年よりの社会人口減が三千

願いいたします。又会員名簿の製作

長先生や又諸先生方に教えられ共に

のであります。学び舎があり、歴代校

見聞したり、又、同窓会、PTA、

呱呱の声をあげて以来、丁度五十

人を越すという異常な状況がありま

も計画どおり着々と進んでおります。

…謡

はなかったと思います。

す。これは打ち続く不況の中で産業

紙上を借りて御報告を申し上げます。

りましで、厚く御礼を申し上げます。

㎜呉工新校長に㎜

呉工OBの諸先輩から、本校の特

の構造的な要因や、企業の合理化、

去る四月の人事異動で塚本晃史校
り、後任として藤賀克昭校長先生が

長先生は呉三津田高校へ御栄転にな

景気の上昇を反映してか、製造業も

第九代目の校長として就任されまし

呉地区の来春新規採用計画によれば
やっと好調の波にのりかかり、やっ

五十周年記念準備委員会の発足には

た。前塚本校長先生には、呉工創立

のために母校とPTA、同窓会の三

十周年を迎えるわけであります。そ・ いろいろと御尽力を賜り、紙上をか

担て、いよいよ来年が呉工創立五

と明るさが見えてまいりました。

撤退等に起因するものでありますが、

替さ厳しき折会員の皆さえには、

簡蓼～

母校は来年
創立50周年の年に

1988(昭和63)年

学んだ生徒が、それぞれの進路を求

吉本明入

お元気でお過しのことと思います.

くれこう同窓会長

随

想・

高校野球に思う
明倫興業K・K
阿賀吉岡三回E卒

毛井誠

我々呉阿賀高が甲子園に出場した
のは三十八年前の二十五年夏である.

現在では野球に関係している人の
中でも知らないへが多い。

しで、思うと、それらの事が、かえっ

から樋口先生に教わった訳です。今に

ほとんどなく、キャッチボールの一

に甲子園でプレーした事に依り、す

なったものです。そして不思議な事

つれ遠い外国にでも行く様な気持に

じられない気持で、出発が近づくに

うして甲子園出場が決った時は、信

テレビも無く、大学、プロ等一流チ、 習をやったと云う自覚と誇りが自信
となり優勝につながったと思、つ。そ

・マシンを使っての練習とは云え、ボ

で、、三年間通い、そこで感じた事は、

五六年五月より母校のコーチとし

るのです.

になって考える思いやりの心を覚え

プレーをこなす事により相手の気持

々なプレーが必要になり、そう云う

う責任感を持つ事で、野球が高度に

はならない。勝負はその内容で、あり、

ことのみに二だわっで、基本を忘れで、

レーとして出るものだと思う.勝つ、

体にたたき込んだものが試合で、好プ

成の上からも必要だと思う。

気持を持ち、工夫しながら、物を大
切にあつかう心を教える事が入間形

道具はすべで、、消耗品でしかないの
であろう。しかし、すぶ、で、に感謝の

て悪い癖にならず正しい基本を覚え

っかり自信をつけ、その後のプレー

ール、その他の道具の豊富さ、又、

るよう指導する二とが教育の一環と

結果である。常に良い結果につなが

でなく、お互に迷惑をかけないと云

る良い結果となった様に思います。

に余裕が出来たものです。おかげで

父母の異状なまでの熱意、それに対

偶然ではなく、他のチーム以上に練

ボールにしても新しい球は投手し

卒業後も、大学、ノンプロと野球を

して、部室の中にぬぎ捨てた、まだ

野球の技術にしても、現在の様に

かもらえず、一週間ぐらいピッティン

続ける事が出来、国体(名古屋・岡

履けるスパイタ、雨の中に転がる新し

言われる所謂だと思う。先に現代.『.

めには、何百、何干回と繰り返し身

にできない良い面も多くもつで、いる

子の気質ばかり書いたが、反面我々

なればなる程、連携プレーなど、色

グ練習に使ったものを、レギュラー

山)大学リーグへ神宮)都市対抗(後

いボールを見ても捨お、つともしない生

ームのプレーを実際に目で見る事は

バッティングに使うと云う具合で、

楽園)とアマチュアを代表するすべ

野球は身体で覚えるもの、そのた

で良いものを選っで、使ったものです。

普通バ田テでングには、古い球の中

ての大会に出場することが出来、今

高校生諸君、将来の自分のためにも

もちろん、マシンなど無くバ胃ティ

るのだろうか?小さい時から何不自

徒達の気持、現代っ子は何を考えてい

野球はチームワークが大切とよく

では良い想い出です。

頑張れ、健闘を祈る.

海洋工学の分野の中でも、私が専

を感じる。

で稼動するシステムの設計・開発で

門としているのは、海上または海中

システムおよび海水中に溶存するウ

ある。具体的には、海洋温度差発電

ラン、リチウム等の有用資源の採取

ムは核融合発電には不可欠であり、

システムを対象としている。リチウ

洋構造物では、深海での係留、波浪

総会では、宮原守男氏戸旧市立工第二

去る二月十九日の昭和六十二年度

きたいと願っております。

立派な水道局職員として前進しで、い

で、の自覚と誇りを新たにし、お互い

の分野へ進み、現在は海洋工学の分

電気技術者への道から外れイ、造船学

中での安全性の確保のために、新し

い技術の確立が望まれている。

り]

私は、このような二十一世紀に開、

§》・～、()〔～♪～く㍉

花させるべく、海洋開発の夢を追い

続けている。

職場だより

呉市水道局

荒谷裕文

阿賀高九回E卒

呉市水道局"くれこう会"は、母校

の三つの同窓会が統合された昭和五

寿

…§～t多≦～～…丸くr。ζ`ζ・き、)㌧～()

由なく過して来た子供達にとっては、

阿賀高六回E卒

信

川

広島大学工学部助教授(工博)

開発の夢を追って

二十一世紀の海洋資源

」(葺

云われますが、ただ助け合うと云う事

ングは投手の控を中心に皆んなが買
一っで、出て、投げたものです。
練習が終って破れたボールを集め

毎日…人がニゲ～三ヶ持ち帰って縫う
て明日の練習に備えました。そういう
糸を強くするために、ロウを塗った

事が品物を大切にする気持を生み、

先日野球部OB会を開いた際七十
回大会記念番組としてホtムテレビ

ンニング、スラでティングなどの練

ボールを追い、暗くなつで、から、ラ

覚えました。練習は毎日暗くなる迄

りする事により色マ工夫をする事を

の取材を受け、忘れかけた甲子園を

想い出し、懐しく友と語り合った。
私と野球との出合いは、二十二年
当時は、戦後の混乱期が続き、食

した・夏の大会が近づくと一日に二～

習をして家に着くのは、九～十時で

中学一年生の時だったと思う。

方の食糧の米を持参したもので、す。

三へずつ決って個人ノックがあり、

孝、\のため、遠征試合には必ず、目

したがっで、、道具も充分なく誰か

十年九月に母校卒業生三十六名で発

海水中から採取する以外に大量に採

また、海洋温度差発電は、海水中の

取する方法はないといわれで、いる。

足され、その後入退職者があり現在

て敵対心が沸き、取れない所へ打た

水深七百米付近では摂氏五度位にな

五十二名在職しております.

段々へばっで、くるとノッカーに対し
れると、もう一本来い、と云っで、催

り、海面付近の温度が二十五度であ

が進駐軍よりソフトボー几用の革の

の羨望の的でした。フ、バイクは、試

私が母校を卒業してから三十三年

の温度差を利用しで、蒸気タービンを

れば、その温度差が二十度となり、こ

グローフを入手したら、それこそ皆

合以外履かず、丁度良い具合に、講堂

促し、身体が動かなくなる迄向って

い出が鮮明に浮んでくる.その間、

となるが、いまだに当時の数々の思

本会は、くれこう同窓会会員とし
ット迄、這っで、帰った記憶があります。
こうして鍛えられる事により相手

野へ進んでいる.このように紆余曲

が協力し、相互の親睦を深めながら
に勝つための気力を養い、相手に勝

折の道を歩んできた一こま一二まを
振り返っで、みれば、この年月の長さ

このようなシステムを構築する海
つためには、先ず自分に克つと云う

回転させて発電する方式である。

習に使い、非常に助かったのですが、

根性を身につけたのです。
だから甲子園に出場出来たのも、

足が凍っで、痺れで、しまった事が、懐
かしく思い出されます。

真冬の震の中でのランニングの時は、

ました。それを、ランニング等の練

行き終った時は足が立たずバッタネ

叢》

の控室に戦中作業などに使用したと

ヂデ 一

思われる草鞋が、ギ)シリ詰ってい

《

と、田中靖穂氏へ旧市工機械科第五

本科機械科第五同率・四十二年勤務)

給水七十周年を迎える
呉市水道は、大正七年四月一日、

旧海軍が築造した本庄水源地からの

母校は来年
創立五十周年を迎える

組織は、記念誌編集委員会、記な.心

行事委員会、式典委員会、募金(寄

付)委員会、等で審議を重ねている。

記念行事として、案が出されで、い

記念碑、庭園、視聴覚教室の整備充

日を“}で、退職され送別会も同時

海軍水道の余水分与を水源として、

が設立され、その後、呉市立工高、

実、吹奏楽部の充実、運動タラブの

回卒、三十年勤務)の両氏が三月末
』)つ、

二辱れま揮
平原浄水場から給水を開始し今年で
呉阿賀高、そして現在の呉工高と校

た水道です。しかし、呉市が旧軍港

これは、全国で二十六番目にでき

十周年記念事業が挙行されることに

き継がれ、来年秋には、呉工創立五

名は四回も変ったが、その校風は引

出されています。

親善試合、校旗の新調、等々の案が

るのは、記念講演、体育館の緞帳、

㎜時代の流れでしょうか、両氏を最
満七十年を迎えました。

一九三九(昭和十四)年に呉市工

.後に旧帝王の卒業生は在職者ゼロに

市転換法という法律によって、国か
なった.

なつで、しまいました。

ら譲り受けた水道施設としては、横

必要であり、母校発展のため、同窓

遂行のためには約一千万円の資金が

ついては、創立五十周年記念事業

水道局でも事務系、技術系ともに高
浜市水道に次いで全国で二番目にで

最近では、社会の変化とともに、
い能力と、多様化する社会に対応で、

第一回創立五十周年記念事業準備

りますが、どうぞよろしくお願いす
る次第です。

生の皆様に、ご援助を戴くことにな

月三日に開催され、着々と準備が進

が、一九八七(昭和六十二)年十二

呉市西中央三丁目

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

委員会(委員長・吉本明人同窓会長)

所在地

められている。構成メンバーは学校

呉市水道局の概要

きた水道となつで、おります。

きる人材が要求され、ここ二年間、

男子職員は大卒しか採用されており

【、}レ`.ながら新しい技術習得のため日

ませλ。しかるに、在職者も当然の

}夜勉強を怠ることができません。

(全定)、PTA{全)、後援会(定)、

二五三名

水道局「くれこう会」

職員数
支部名

転入

藤賀

二井内

左白

松橋

仁f

風呂中

川元

揚野

新任

也金属

和国語

信英語

豊田

大柿

呉工定

神辺工

呉工定

農産課

倉橋

景電子機械

一一、)』

水道事業は、雨が降ればもうかる

卿母.校だ、心よ…澱

卒E卒E卒M理卒E卒

ンバーであり、現在までに第四回の

工.賀.董讐.工、

同窓会へ全定)の会長、副会長がメ

32836329塁343

五十二名

会員計報

謹んで
ご冥福をお祈りします

62呉30阿63呉兀21市38

内田利治

寺田平門

事事電金保国校
務務気属体語長

昭和62年7月2日呉工4E

琶

耀難1醗灘霞一轟灘纏糠

一子夫也夫枝昭

日日日日日

会員名

鰐

浩不盈欣邦瑞克

SSS_、SS

会長名

田田

母校教職員の定期異動

夫〔金属)

子(事務)

三呉忠五呉呉
次三海田昭三
工津市和'津

㎜水のよごれや水源確保等多くの問題

漁洲鍛轍二、.,、

.[と}般にいわれていますが、現在は

瑚

麟

裕博暁宏

月月月月月
則15大9之18三9雄13雄

明(計測〕

義(事務)

委

内中山田

鈴昭長昭京昭片昭臼昭花
和和和和和
田62原63免63島62井62房
年年年年年
英8正4智5勇10忠8久

次(金属一)

司治作史恵弘史

退職

留

転出

武康邦康輝

準備委員会が開催されブ、いる.

一

(写真は本庄水源地)

毒二ち

下山積して存、民間企茜係、企

γ{

熟一
弾

一…一私二=5=…一…≡ヨ一…一一=≡一一…=一一一甲-二一三三㌔三

トサ

.ヂ

浩孝栄雍理一晃

県金英保国国校
教属語体語語長

薩考を致しておりま距暫

し蒼蓄

翻麹
講辮搬華脚懲.

パ㌧、、藁＼。

新弓毒・間髪藁行福灘瀬.

叢濃敷、藝麟難…窟
おば

弓道部は、インターハでに出場し謙、盛.葭
れる。(写真は新弓道場)、

た経験もあり、今後の活躍が期待さ

田見原名田
場村永井木本

山多前春坂
的松松瀧永鈴塚

・一

、

編集後記

この度、初めて、くれこら同窓会
の、会報づくりに携わった。大変な
仕事であることを実感した、原稿依
頼、写真撮影等の資料集めに終始し
構成等、決しで、側から兇る程、容易
でなかった。会報の一号から現在ま
で、くれこう同窓会の育成の傍ら、

一入でコツコツと会報の編集をしで、
いただいていた、宇津見先生■が、こ
の度体調をくずされ、若い者で編集
をしてくれ、とのことでありました、

改めて、宇津見先生の偉大さと、ご
労苦に対し敬意を表すと共に、一日
も早く元気になられることを願.㍉、で.
やみません。言うまでもなく、この
会報は同窓生と母校を繋ぐ唯一の広
報紙であり、情報の提供紙でもあり
ます。またそれぞれの人の思い出を
秘めた学校生活もあり、母校へのノ
スタルジアに浸る紙でもあります。
同窓生の皆さんの近況を報告しで、い
ただくために、積極的に投稿をお願
いしたいものです。尚、今回ご多忙

の中にもかかわらずご投稿をいただ
きました方々には心から厚くお礼申

し上げます。最後に母校は来年、創

立五十周年を迎えます。今、創立五

十周年記念事業準備委員会を設け記
念事業を推進させるため、同窓会、
学校、PTAの三者で取り組みを行っ

へ下田}

ていると二ろで、す。同窓生の皆さん
の一層のご支援とご協力をいただき

たいと思います。

発行所

くれこう同窓会

呉市阿賀北二丁目一〇1一
広島県立呉工業高等学校向

宇都宮印刷工業株式会社

Pdり斤
げヒ ごバ

一4一・

会員名簿作成進行中

〃渕本松枝1㊥

積立金2,80{)、000創立50周年記念事業の準備資金,とする。

創立五十周年を記念し、また前回
の発行より十年以上経過し会員増や

400,(〕002{)5,41)0194,600

計

されていることを認めます

1988(一昭和63)年7月

特別別途会計

移動が多くみられるため、今年一月
より名簿作成に着手しました。
発行予定日六十四年一月末日
代金一冊三千五百円(郵送料含)
の予約申込み
前回は購入者が少なく赤字決算に
なった点を考え、綿密な調査による
正確な内容と、予約金と広告代金、
賛助金とで一切の経費をまかない赤
字決算の場合も同窓会に負担をかけ
ない、プライバシーの秘密厳守、コ
ンピュータ処理による短期間の発行
などの条件で、準備委員会で協議の
結果、業者委託をすることにしまし
支出の部
支出の部

告

収入の部

収入の部

た。

六月九日現在、会員総数約一万四
干名、不明者数三千九百七十七名で
約七十ニパーセントの会員の所在を
調べることができましたが、はじめ
は宛先不在、転居先不明などでかな
り返送され、どうなることかと心配
てしたが、多くの金貝からクラス会
の名簿や友人の住所など郵送して頂
き、激励の二とばなど感謝していま
す。往復はがきが度々郵送されるな
ど不信に思われる会員もおられるが、
月一回の処理ではがきの到着が遅れ
ると翌月廻しになり再調査や、市工
と阿賀高など続いて在学された会員
は会員番号が二つあり、そのため重
複することになりました。

三十年から四十年代に卒業された
会員に不明者扱いになっておられる
方が多く、今後の協力を期待してい
ます。なお口絵や五十周年記念誌に
載せるなつかしい写真や記録を所蔵
されている方、創立から現在までの

本校の発展を目で確かめる資料とし
てお貸し頂ければ、責任をもって返

送いたします。(係部谷)

1988(昭和63)年度(63.7.1～64.6.30)予算案
1988(昭和62)年度(62.7.1～63.6.30)収支決算報告

×××××××××××××××

会 計報
×××××××××××××××

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
前年度繰越金1,118,0911,118,0910前年度繰越金1,391,313

入会金600,000592,000△8,0〔10(2,01)(1円X296人)入会金600,000

総会出席会費140,0〔)0159,00(♪19,(X)0(3,00{)円図53.入)総会出席会費15(〕,OOO
利息140.01)0187,63247,632利息50,000

雑i収入0120120クラブ部室募集口座解約合計2,191,313

合計1,998,0912,〔)56,84358,752

項目予算額決算額増減備考項目金額備考
通信費事務費200,000
5,200

事務費事務用品費830会議費500,000
計60,0006,1)30業務費500,000

役員会費予備費991,313
4,000
53,970

会議費総会費373,300合計2,191,313

会報発行費69,000特別別途会計
計450,000377,30072,700

慶弔費18,000項目金額備考

業務費記念品費118,400創立50周年記念事業費2,800,000名簿作成委員会より移管する

予備費1,088,09176,8001,011,291

合計1,998,091665,5301,332,561監査報告昭和62年度くれこう同窓会会計を監査の結果、適正に処理

項目金額備考

会計監査小田嘉治⑭1

議

題字は藤賀校長揮毫

ごあいさつ

同窓生の皆様には、常日頃より、
本校教育の充実発展のため、ご支援
ご協力を戴き、心より感謝いたして
おります。

に検討、改善を行っている状況で
す。又、施設設備の面についても、
昨年度、南側法面の修復、新実習棟
四階の増築、及び、最新の工業教育

機器の導入、運動場東側道路にガー

ドレールの設備、普通科教室棟前
に、防球ネット等を整備いたしまし
たが、今後、更に、安全管理面、施
設設備を含め、充実させるべく努力

どころで、すでにご案内のよう

してまいりたいと思っております。

に、本年、創立五十周年を迎えるに
あたり、一つの節目として、創立五

十周年記念事業を計画し、現在、同

窓会、PTA、学校の三者で実行委
員会をつくり、着々と準備を進めて

いる所であります。内容としては、
同窓会名簿の作成、記念誌、校門附
近の環境整備、そのほか、十二月二

日出に記念式典、記念講演、祝宴等々

五十年という栄光ある伝統と、歴

を予定いたしております。

最大限のご支援と、募金活動にご協

お陰様で、地域の産業界をはじ
め、行政、同窓会、PTA等のお力
添を戴きながら、呉地区唯一の工業
高校として、魅力と特色ある学校づ
くりに、懸命に努力している所でご
ざいます。
とりわけ、産業界の産業構造、職

業構造の変化や、情報化社会に対応
するため、FAの導入とか、パソコ
ン、ミニコン、CAD等を利用した
情報処理実習、或は、セラミックス
等の新素材の実習にも力を入れ、技

力を賜りますよう、よろしくお願い
いたしまして、挨拶といたします,

本校の更なる充実発展のためにも

を願い、是非とも、記念事業を成功
させたいと思っております。

史の地固め、合わせて、将来の飛躍

術革進に対応した、学科改編とか、
教育内容の創造等についても、真剣

『今年は同窓会役員の改選期』

二日田に挙行することに決定致しま

我が国の経済は長かった構造不況

した(会員名簿作成委員会～今年二
月に発刊、記念誌委員会、募金委員
会、記念行事委員会、記念祝賀委員

“現役員全員留任か"
今年は、母校創立五十周年に当る

会、記念式典委員会V。
会員の皆さん、私たちは同じ学舎
で学んだ仲間です。師あり、先輩あり、

めており、記念式典は、今年十二月

各種委員会を設けて着々と準備を進

準備委員会を実行委員会に移行し、

一九八九(平成元)年四月から、

を進めています。

(全定)の三省が一体となって準備

十二月に記念事業準備委員会を設置
し、会議を重ねてまいりました。組
織としては学校・PTA・同窓会

のために、一九八七(昭和六二)年

この記念すべき創立五十周年事業

くれこう同窓会

同窓会員の皆さん、ご健勝にてご
活躍のことと、お慶び申し上げま

鳥噸

広島県立呉工業高等学校

す。

を脱して、景気が回復しており、企
業の新規採用求人数も大幅増であ
る、と新聞等で報道されています。
反面、生活面では消費税の導入等々
により苦しくなる傾向にあります。

蚕真市立工業学校』九四八(昭

藤賀克昭

大変おめでたい節目の年でありま
す。また、期同じくしてくれこう同

され、改めてくれこう五十年の歴史
と伝統の重さを感じずにはいられま
せん。一昨年来、この五十周年記念
事業を成功させようと鋭意取り組ん
でこられた現役員は、理事・評議員
会において、引き続き留任、続投を

要請されるものと思われます。

会員名簿完成

ご協力ありがとうございました。

創立五十周年を記念して発行に取

りかかり約一年半、発行予定日より
一ヶ月余り遅れて、今年三月始め
に、予約希望をされた会員の皆様に
お届けすることができました。
今回は経済面や、発行までの期間
の短縮などの作業面を考えて、業者
委託で作業を進めましたために、連
絡不十分や重複した調査、不十分な
校正などで、会員の皆様には大変に
御迷惑をおかけしました。調査にあ
たり多くの方からのクラス会の名簿

予約希望をされた方、二千五百四

や、友人の近況の提供、激励のこと
ばなどいただき感謝しております。

十名。賛助金を頂いた方、百六十二
名。広告は三十一件であたたかいご
協力有難うございました。会員総数
は約一万四千名ですが、住所の不明
者数が二十三パーセントとかなりお
られます。次回の発行までには少し
でも充実させたいと考えますので、
会員の近況等、判明しだい事務局ま
でお知らせください。なお残部が僅
かあります。代金は送料込みで三千
五百円です。事務局までご一報くだ

さい。(係部谷)

r
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学校長

窓会役員の任期(二年)満了に伴い、
改選の年でもあります。半世紀に及
ぶ母校の歴史は長く、校長室を訪ね
ると、壁面の歴代校長先生の十二葉
の写真は、その時代、時代の轍を残

、い1r一

第15号

、さて、今年は母校の創立五十周年 後輩あり………、この絆を大切にし
勾がらお互いに協力して、創立五十
二です。母校は十九年九(昭和一四〕
周年記念事業を成功させましょう。
募金・広告の締切りは八月三十一
和二三)年・呉市立工業高等学校、
一九四九(昭和二四)年・呉阿賀高 日です。皆さんの絶大なるご協力と
等学校、一九五九(昭和三四)年・
ご支援を心からお願いする次第でご
呉工業高等学校へと変遷をたどり、 ]ざいます。
幾多の風雪を経て発展を続け、現在
最後に、同窓会員皆様のご健勝と
に至っております一.
ご多幸を祈念致します。

じタ /べ

1989(平成元年)
8月7日

出

?い

元教頭宇津見修三

)

昭和五十五年と云えば、私が呉工

U先生が、八本松の教育センター

高を退職して七年目にあたる。

ある時、私は、彼に次の受験につ
いて尋ねていたら、傍らからY先生

が、F君は何処を受けても駄目だろ
う、挨拶もろくに出来ない者は、面
接で落とされるに決まって居る、世
話をしても駄目ですよ、と云われ
た。

私は、私なりに考えた。私はまだ
彼とは半年位しか接して居ないが、
彼は真面目に授業を受け、質問して
もよく答え、特に電気的素質がある
とにらんでいた。それに、適当な求

人があれば受けてもよいという。礼
儀知らずについては、彼は彼なりに
分って居ることと思うが、すねてい
るのであろう。この事は、就職して
組織の中に入れば、否応なく身につ
く事である。今、彼に必要なことは、
彼の電気的素質を伸ばし得る環境
を、与えることだと気付いた。
そこで、私は、バブコック日立呉
工場のKさんに相談した。Kさん
は、阿賀高十回卒の教え子で、組会
長をして居た。(現在課長)
KさんにはF君のことを詳しく説
明し、若し下請会社のバブ日立工業
の方に空きがあれば、何とか推薦願

同時に入社したAクラスのM君は、
資材係と聞いた。
あれから、二ヶ年経った頃と思
う。

F君が遊びに来て、色々話してい
るうち、彼は今、ロボット溶接の研
究をしているという。「チームは、
大学出身の中に、高校出は僕一人、
しかし、別に引目を感ずることな
く、頑張?て居ます。」と心強いこ
それから約二年、昭和六十年の正

とを言って居た。

月三日、F君が突然我家を訪れ、「先
生、僕は日立の日立工業専門学院へ

と長々と挨拶した。私はびっくり

合格し、明日入学するので、お別れ
に来ました。今晩夜行で立ちます。」

て居たが、次第に喜びが湧いて来

して、しばらく彼の明るい顔を眺め
て、先に、F君をKさんにお願いし

た事が、間違いではなかったという

る。

安堵感で一杯でした。卒業後彼は、
元の工場へ戻り、元気で活躍して居
私は長く教師生活をしたお陰で、

ブ日立工業には、空きがないから駄

くるのです。このF君とのドラマ

特に思い出に残るドラマは、朝早
く目が覚めた時、ふと頭に浮かんで

たb

多くの生徒と出会い、多くの友を
得、多くのドラマを生んで来まし

目とのことで、あきらめていたら、

す。

三年の授業は、A・Bクラスの送

へ}年間出向されるので、その後、
私が受け継ぐことになった。

数日を経て、またKさんから電話が
あり、バブコック日立呉工場の方に
追加募集があるから、受験させたら

念事業並に式典が催される。

いたいと依頼した。
その後、Kさんからの電話で、バ

とのこと。早速、指定の日、工場で

私たちは、出会により多くの友を
得た。友はクラス会から同期会、そ

配電と、高圧実験を担当した。(二
年以下はここでは触れない。)

受験させたが、筆記試験はともか
く、面接はなんと三十分近くかか

ついてよく勉強しているようだ。
昼休みになると彼は、決まったよ
うに、私達の居る三階の部屋に置い

かくてF君は、晴れてバブコック
日立呉工場へ入社できたのである。
翌年卒業したF君は、入社後のあ

る日、拙宅に寄り、「先生、僕の配

置先が決まりました。開発係です。」

の発展のため、成功させようではあ
りませんか。

この度母校では、創立五十周年記

は、その最たるものと思っていま

り、色々聞かれました、と言って居

して総会へと親睦の環を拡げ、今で
は大きなエネルギーとなり、同窓会
に温存されて居ると確信します。
どうか皆さん、このエネルギーを
思いきり記念事業に発散させ、母校

BクラスのF君は、電気研究部の
部長をしているだけあって、電気に

てある、パソコン操作のトレーニン
グに来て居た。その時、彼は黙って
部屋を出入りするので、隣のY先生

ちなみに、正規入社試験に合格し、

た。

によく注意されて居た。
十月に入ると、三年生は就職戦線
が始まり、F君は、中堅企業のある
会社を希望し、担任の先生の推薦を
受け、受験したが不合格でした。
しかし、彼は依然として、パソコ
ンのトレーニングを続けて居た。

随

相心

私の学生時代

広島県立本郷工高教員

松脇目司

(阿賀高10回卒)

であろうと思っております。

私は、現在という時間の微分小に
行為をかけて、積分したものが人生

年をとれば、とかく過去の夢を追
い、若い間は未来の夢のみを追いか
けているようだ。過ぎ去ったことは
懐しいものに思われる。
私は機械いじりが好きだったので
自分の考えで呉阿賀高校機械科に入

学した。思えばこれが私の青春時代

の生き方に大きく影響をおよぼした
ような気がする。校庭の桜の花の印
象も強いが朝日に映えてそびえたつ
灰ヶ峯の中腹・瀬戸の海の眺めは美
しかった。ときには教室でハトなど

の小鳥の鳴き声をよく聞いたものだ。
勉強の方もきわめて真面目にやっ
た。専門の本もよく読んだけれども

同時に暇をみては読書に心がけた。
たとえば、ゲーテの若きウェルテ

ルの悩みはいまでも読むことがあ
る。私もロッテのような女性にあこ
がれていたのではなかろうか。

私は、「片想い」は美しいと思う。
三年生のとき、私の前に、ある女性

た。

が現れ、あこがれてた..そのとき考
えたことといえば、その女性におよ
ぶような、ふさわしい男性になろう
と勉強し、熱情をわかして努力し

卒業後、広造機株式会社(新日本
造機株式会社)の技術部設計課に配

属され、最初は戦争中研究した広海
軍工廠機関実験部時代の資料の整理

をしたり、蒸気タービン、送風機、
ポンプなどの設計方法を学んだ。
そして、よい図面をかくためには

現場を知らないといけないというこ
とで、あせと油まみれになって働い
た。また、自分で設計を担当したポ
ンプの性能データを取った。その中
には、図面に指示したとおりに加工
されていないために予定の性能が出
ないこともあって、よく現場の人と
議論をしたものだ。当時は、造船所
発電所などの注文で、数えきれない
多くのポンプなどを設計したと思う
が、とくに思い出に残っているのは

研究開発して、当時国内においては
最大の二〇〇〇屯型のカーゴオイル
ポンプを設計したことで、当時では
最大のタンカー日章丸につんでいる。
いま、考えると苦しい経験をした
けれども、毎日に張りがあり、生き
がいを感じていたのであった。

また、夜は大学の機械工学科で、
自力で働きつつ勉強し、その努力は
青春そのものであった。四年間星空

は貴重な思い出である。勤労学生と

を見つめて通学したことも、いまで

して仕事と勉学を両立させてきた体
験は時間の尊さを十分認識させてく
れた。寸暇を惜しんで学習する習慣
はいまもなお残っている。卒業時お
のずといろいろな道が開けていたけ
れども、思いもよらなかった教員生

活に入った。最初に、県立神辺工業
高校に赴任して、県立教育センター
での指導主事の仕事も体験をするこ
ともでき、現在校と合わせると二十

一2一
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五年間教育の道を歩むことができた。
当時のもちまえのファイトも、い

まは少しうすれてきたような気がす
るが、姿勢を正して、生徒に信頼さ
れる教師になるために努力しようと

とって大学進学を目標とすることも
無く、学業の他に結構青春を楽しん
だ思い出を持っています。色々な思
い出の中で私の呉工三年間は映画と

共に行動した事が今でもなつかしく
頭の中に浮かんできます。
当時、呉には一劇、二劇、三劇、

原会館と言う建物があり、この館で

田やつ。

生徒の皆さんは、学校で多くのこ
とを勉強すると思いますが、学校を
出てから本当の勉強がはじまりま
す。自分の道は自分の手で拓いてい
く以外にはないのです。コツコツと
誠実に自分の仕事を貫いて、自分の

は一劇、二劇、三劇の日本映画のフィ

を出す一因であるのも事実と感じて
います。ジョン・ウェインの西部
劇、ジャン・ポール・ベルモントの

業務・開発を進める時、工科学生の
文化的素養が大きく仕事の成果に差

察を学び、長い間企業社会生活を
送って来ましたが、創造性にからむ

か解りませんが、映画は文化である
とも言われています。工業高校での
工学的な勉強の中で理論と実験と観

との関わりはどんなになっているの

に期末試験中は午前で終りますから
午後は映画、深夜になってゴソゴソ
と勉強?と云うことで親から怒られ
た事を記憶しています。
映画産業もその後衰退し、今では
呉の映画館も減り、テレビ・ビデオ
時代となり、今の呉工生諸君と映画

から夜迄六本の映画を見たこともあ
りました。こんな中で一ヵ月に十五
回の映画鑑賞をしたことが私の記録
でした。三年の就職も決まった六月
末から七月の夏休みにかけて放課後
になると悪友(京峰氏、電3B)と
二人で見に行ったものです。時に
は、午後からの電気実習を途中で抜
け出したりした事もありました。時

前記三館の日本映画が鑑賞でき、朝

ルムを時間借りして上映するように
なっており、料金も常設館よりも相
当安かったと思います。従って、午
前の部、午後の部、夜の部と一日で

り、子供料金で八十円、学生大人で
百五十円だったと記憶しています。
このような中で宮原通の六丁目に宮

大映、呉シネマの常設映画館があ

人生を歩んで下さい。

一おわりに、母校の益々の発展と、
㎜皆さんの活躍と発展を祈念して筆を

7きます.

=映画と私
日本製鋼所
電装技術部電子制御技術課

(呉工3回卒)

課長辰段政照

婁、

←時は、前年迄あった阿賀高時代の普

三十四年呉工三回生として入学した

一と勝手に思ったりしています。昭和

る間に昭和天皇の崩御、そして時代
は平成元年と変ってしまい、歴史の
.節目に執筆できる幸運に恵まれた?

㎜いから書いて下さいよ」との声に「ハ
ーイ」と言ったもののモタモタしてい

㎜同窓会世話人の方から原稿を依頼
丁、」れたのが昭和の時代、「何でも良

、噺
通課程も無くなり名実ともに実業高
校となった時期にあたり、私自身に

ギャング、石原裕次郎、小林旭の渡
り鳥、黒沢明映画、いずれにしても
現実でない創り話の世界と言えま
す。近年の映画はリアリズムを強調
した身近な事、高校生暴力、性的描
写等親から見れば問題はあります
が、創造力を養う一つとして、夢の
ある映画を映画館と言う限られた空
間の中で集中的に見る事が感動につ
ながり精神文化に寄与するのではな
いかと思っています。特にこれから
実用化されて行く工学分野である
ファジィ理論やAI・知識工学等と
言われるものを実践する工学系関係
者として工学と文化の融合が必要で
はないかと感じている次第です。
それにしても学校出てから二十五
年余、すっかりオジさんをしていま
すが、私の勤務する日本製鋼所に
も、何年ぶりかで呉工生を迎え、先
輩として話した事をつれづれと書い
てしまいました。同窓生の方々には
お変りなくお過しのことと存じま

す。紙面を借りて御無沙汰をお詫び
する次第です。

母校だより

(敬称略)

母校教職員
4月人事異動
○退職された先生

小林茂志(社会)大竹高より

平尾元(数学)竹原高より

平賀堅太郎(電気)定時制より

～、城」

いるか、どなたが顧問をなされてい

五十年に及ぶ歴史の間に卒業生は
約一万四千名になりました。卒業生
の多くの中には、母校の発展を願う
と共に、あのクラブは、どうなって

るのか知りたいと思っていらっしゃ

る方があると思います。今回は運動

クラブの顧問を紹介いたします。(敬
称略)
陸上部"田中、石本、梅木
水泳部H山口、池田(昌)
山岳部“水野、池田(勝)
卓球部目甲斐、杉野、木谷
サッカー部"入江、玉田、佐々木(夕)
バスケット部H岩城、菅
バレーボール部11石橋、風呂中
ハンドボール部H深見、松橋
剣道部目安井、寺内
柔道部n加藤(貫)、門田
弓道部け吉岡、武村、橋本
軟式庭球部"今田、平賀
硬式庭球部H平山、佐伯
バドミントン部目吉田、平尾
軟式野球部目長田、岡西
硬式野球部"峠森、荒木、水戸
サイクリング部鮭小林

なつかしいクラブの顧問です。文
武両道を目指す後輩のために格段の
ご支援をいただきたい。

一九八八年度の卒業生の中から左

田中正治(電気)
安芸郡蒲刈町田戸七七三
榊原勉へ電子機械)
豊田郡川尻町二三七八-四八
門田明人(数学)
呉市仁方本町一i二五-六
〇転出された先生

記八名の方々を新評議員に委嘱しま
した。ご活躍ください。(同窓会長)
B沖山玉夫

MA沖本秀弘

同窓会事務局から

三村稔(社会)呉昭和高へ
○転入された先生
ターより

梅木義彦(電子機械)教育セン

KAE

BABAC

秀隆
猛功和之強強

森沢ホテル

{3

唇O八二三一一二-五一八八}

}ところ呉市本町十五-二十二

隅五時より

一とき一九八九年八月六日側副㎜

くれこう同窓会
総会の案内

一九八九年度

一九八九・四・九理事評議員会
一九八九・七・二二校内理事会

一九八九・二・二八同窓会入金式
木下副会長歓迎挨拶
一九八九・三・一〇校内理事会

同窓会運営記録

川松岩尾上川
辺岡見上岡辺

費三、○○○円

～

…㎝
}

【

卜言口 報

阿賀5M

阿賀2G
市工1E
阿賀6M
呉工旭M
阿賀7G
旧職員
旧職員

新田正治
武村一郎
佐藤充
出来昭

岡川誠
上本悦由
樋口照盛
熊谷悟
7

積立金2,800,000昭和63年8月7日総会決定により、創立50周年記念実行委員会へ移管する。

心編離漿灘難曲蟻“記糊

▼月日の経過は、正に光陰矢の如

し。一年の経過は早いなアーと感じ
ます。遂先日、第十四号の会報のお

をいただきありがとうございまし

世話をさせていただいたと思ってい
ましたら、早くも十五号の編集で
す。会員の皆様に母校の様子を知っ
ていただけると思えば、それほど苦
になりません。今年も、原稿の依頼
をいたしましたら、積極的にご協力

た。

のお世話をさせていただいて感じま

▼さて本紙で多くの方が母校の創立
五十周年に触れておられますが、そ

すことは、多くの会員から五十周年
記念事業資金として募金をしてくだ
さることです。恐らく、母校がある
から私の現在があるんだ、母校の力

によって生かされているんだとお考
えのことと思います。これを母校愛
と言うのでしょうか。ありがたいこ
とです。尚募金の締切は八月末日に
なっています。同級生・先輩後輩に
お逢いになりましたら、募金をして
いただくようお奨めいただきたいと

思います。

▼今後とも、会報の内容・編集につ
いてのご意見・ご感想・ご希望・あ
るいは恩師や同窓生についての情報

等がございましたら事務局までお知

らせくださいますよう重ねてお願い
を申し上げます。(T・S)

発行所

くれこう同窓会

呉市阿賀北二丁目一〇1一
広島県立呉工業高等学校内

印刷所

宇都宮印刷工業株式会社
費○八二三-七二-八一八一

一一4一

～

試脅

項目金額備考

告

特別別途会計

樋ロ照盛先生
先生は昭和21年から昭和52年3
月まで在職され、工業の電気科を
担当され先生の人間味あふれる優
しさとその教育に対する情熱は、
生徒、同僚から尊敬されていまし
た。またクラブ活動では、はじめ
て本校野球部を甲子園に導かれた
熱血漢でもありました。

ご冥福をお祈りいたします。

(※次年度繰越金,2,251,105円一628,815円=1,622,290)

□

熊谷悟先生

合計2,191,313628,8151,562,498、＼、,伊

貝

謹んで
ご冥福をお祈りします
HS

先生は昭和26年4月から昭和58
年3月まで(61年3月まで定時制
教頭)奉職され、阿賀高・呉工と

支出の部
合計2,191,3132,251,10559,792

64219988

二代にわたり、理科教育に情熱を
そそがれました。

収入の部
収入の部

6.30)予算案
1～2

平成1年度(1

6.30)収支決算報告
昭和63年度(63.7.1～1

ム
箕
251498752923

先生の人柄は、温厚無比、多く
の先徒や同僚から慕われながら多
感な高校生の生活指導をもされ、
先生の慈愛に満ちた暖かい一言に
よって、自分の甘さに気づいた生
徒はかぞえきれません。
ご冥福をお祈りいたします。

会 計報

111163636363

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
前年度繰越金1,391,3131,391,3130前年度繰越金1,622,290

入会金600,000612,00012,00012,000円×306人)入会金600,000

利息50,000151,792101,792利息50,000

総会出席会費150,00096,000△54,000(3,000円×32人)総会出席会費150,000

雑収入000合計2,422,290

支出の部項目金額備考

項目予算額決算額増減備考事務費100,000

通信費54,980会議費500,000

事務費事務用品費455業務費500,000
ム瓜議費総会費300,000

計20,00055,435144,565予備費1,322,290

役員会議8,270合計2,422,290

計500,000308,270191,250

慶弔費24,000

会報発行費1 8,710監査報2告,昭4和063年(度40くれ円こう×3同窓会06人計を)監査の結果、適正に処理されていることを認めます。198 (平成1)年7月会計監査畝河内理三㊥〃渕本松枝㊥
業務費記念品費1

計500,000265,110237,890

予備費991,3130991,313

…

広島県立呉工業高等学校

8月5日

創立五十周年記念式典式辞

うございました。平成二年六月

厚く御礼を申し上げます。ありがと

いただきましたことに対しまして、

ぞれ各界の分野で益々のご活躍あら
ん事をご祈念いたすとともに、かさ
ねて創立五十周年記念事業にご協力

くれこう同窓会

教育委員会、地元産業界並びに、同
窓会、PTA等、公私共ご多用の所
ご臨席賜りまして、祝福をいただく
ことは、私達にとりまして、誠に光
栄且つ感激にたえない所で、厚くお
礼申し上げる次第でございます。
かえり見ますと、本校は、一九三
九(昭和十四)年、呉東尋常高等小学

迎えるに至りました。

をもって目出たく、創立五十周年を

爾来、幾多の変遷を経ながら、本年

た卒業生は、一万五千三百余名に達

思えば、この丘の学舎から巣立っ

たのであ.ります。

創立当初は、日支事変という抜き
差しならぬ状況の中で、当時の言葉
を借りるなれば、産業戦士の育成と、
地域産業界の発展に貢献する中型技
術者の育成を目的として、設立され

終りに臨みまして、創立五十周年

てやみません。

記念事業に寄せられた記念誌の発行、
並びに、南門へ裏門)周辺附近の環境
整備につきまして、地域産業界を一は

じめ、PTA、後援会、同窓会等の
ご協力とご支援により、精魂こもっ
た立派なものができ上りました。大
変有難うございました。
今後は、教職員、生徒一体となり
まして、教育目標達成のため、本校
教育の中に具現化し、呉工業高校の

でございます。

発展と、志気の高揚に努め、関係各
位のご期待とご厚情に報いたい所存

改めて、関係各位に深甚なる謝意
を捧げ、合わせて、本校の将来に対

し、ご指導、ご支援を賜りますよう
お願い申し上げまして式辞といたし
ます.、(式典より“

「新教頭紹介」

四月の入事異動で、電子機械科の

になられました.、

相模健一郎先生が新しく本校の教頭

す..

へん研究熱心な先生で、今後も本校
発展のためにその手腕が期待されま

早く導入することを積極的に勧めら
れ、ニューメディアに関してはたい

際には、工業高校に先端技術をいち

一九八七年(昭和六二年)に計測工
業科が電子機械科に科名変更された

ておられます。

の計測工業科へ変わられ今日に至っ

相模先生は、一九七四年(昭和四九
年)に本校の定時制(電気科)へ赴任さ
れ、一九七七年(昭和五二年)に本校

であります。

学ぶと共に、本校の生徒として、誇
りと自信をもって、新しい歴史を自
らの手で創造する意欲に燃え、人格
の形成と学業に精励し、社会に役立
つ人間として成長することを切望し

生徒諸君は、この輝かしい歴史に

あります。

此の度、創立五十周年を迎えるに
あたり、本校の歴史を懐古する機会
を得たことは、大変意義深く、創立
以来多くの苦難を乗り超え、本校の
発展に尽力された先輩の足跡は、誠
に偉大であると痛感している次第で

技能の育成と、教育内容の抜本的改
善に向け、鋭意努力いたしている所

導入し、技術革新に対する総合的な

行いまして、近代的工業教育機器を

属工業科を材料工学科に学科改編を

電子機械科に、更に来年度に向け金^

して、三九年間続いた計測工業科を

本校は、このような影響を受けま

図られようとしています。

央テクノポリス建設の拠点都市とし
て、又、マリノポリス構想を含め、
将来に向けて先端技術産業の集積を

は大きく見直されようとしておりま
す。中でも、呉市に於ては、広島中

端技術の導入が進む中で、工業教育

バイオテクノロジー、新素材等の先

エレクトロニクスをはじめとした、

し、産業界はもとより、全国各地で
広く活躍され、本校の所在は不動の
ものとなっております。これも、ひ
とえに、本校充実発展のため、ご指
導、ご支援をいただいた県当局をは
じめ、呉市、地域産業界から寄せて
いただいた温かいご芳情に加え、P
TA、後援会、同窓会、歴代校長、
教職員一同のご尽力の賜と深く敬意
と感謝を捧げるものであります。
今、二一世紀を目前に控え、産業
界の産業構造、就業構造の変化や、

このように、本校の歩んで来た五
十年の道程は、波乱に満ちたもので
ありまして、手にスコップ、モッコ
を担ぎ、手にマメ、汗を流しての校
地造成、ペンを捨てての戦中の学徒
動員、戦後の失望と困苦窮乏、政治
経済に大きな不安を抱く中で、学制
改革が行われ、呉市立工業高校から
県への移管がなされ、続いて、普通
科、生活科を導入しての男女共学、
総合制、学区制の高校三原則による
再編成が行われまして、呉阿賀高校
に名称変更を行い、発足したのであ
ります。
その後、地域社会の強い要望によ

ところが数年後、造船不況の影響
により、呉市は、決定的ともいろべ
き大きな打撃を受け、将来の工業教
育に危惧を抱いた時期もありました
が、幾多の困難を切り拓き、風雪に
耐え、ひたむきな教育への情熱と努
力によりまして、本校の歴史と伝統

出発したのであります。

を築いてまいりました。

校(現在の東畑中学校)の一部を仮校
舎として開校、呉市立工業学校乙種、
機械、電気科百五十名の生徒でもっ
て呱々の声をあげたのであります。
当時は、呉市内に適当な校地が見つ
からず、現在地は、平地らしい平地
は全く無く、段々畑と、深い谷にな
っており、生徒達の人海戦術により

を担う人材育成の急務と、生徒の急
増、狭隘な校地校舎等々、様々な問
題が浮上し、十年続いた呉阿賀高校
は、一九五四(昭和三四)年三月をも
って、母校の愛着と惜別の情を抱き
ながら、終止符をうち、県立呉工業
高校に名称を変更、機械、電気科の
学科に続いて、計測工業科、又、県
内で唯一の金属工業科を新設し、再

り、定時制工業高校の併設、更に、
本日、広島県立呉工業高等学校、
創立五十周年記念式典を挙行するに 急速な産業界の進展と共に、時は、
あたり、広島県議会議員はじめ、県 輻高度成長期を迎え、地域の工業振興

学校長

創立五十周年記念式典

盛大に挙行される

題字は藤賀校長揮毫

藤賀克昭

飯人
触明

澗本

第16号
という誠に多難な船出でありまして、

一1一

1990(平成2年)

校地を造成、三年後にようやく移転

教頻

q吉
同窓会員の皆さん、ご健勝にてご
活躍のこととご推察申し上げます。
まことに御同慶に絶えません。昨年

一は同窓会員の皆さん方には、たいへ
んなご無理をお願いいたし、ご賛同
をいただき母校の創立五十周年記念

事業を盛大に執り行うことができま
した。これも一重に皆さんが母校を
愛される心のたまものと深く感謝を
いたしております。紙面をおかりし
て厚く御礼を申し上げます。
今や我が国の経済状況は、いざな
ぎ景気をも凌ぐような状況で在りま
す。産業労働調査では、人手不足と

言うことで地方圏のほうが深刻にな
っております。皆さんのところはい

かがでしょうか。また昨年らい続い
てきた日米構造協議がようやく決着
しましたが、真価を問われるのはこ
れからでありましょう。社会の第一
線で活躍されている会員の皆さん
方、さらには高齢化社会に立ち向か
わんとする先輩諸氏の皆さん、くれ

相模健一郎

に

τれも健康には留意されましてそれ

}

くれこう同窓会
誕生のころ
宮島工業高校校長(元呉工教頭)

池田篠
(阿賀高6回卒)

称略)。
会長・小川雪正(市工)、副会長・中

る創立五十周年の記念事業の推進へ
の協力を要請されました。
一九八七(昭和六十二)年十月の職
員会議で、創立五十周年記念事業準
備委員会設置が了解され、この年の

の職員会議において、三年後に迎え

口創立五十周年記念事業のこと
一九八六(昭和六十一)年四月、塚
本晃史校長(八代)が着任され、最初

川英男(市工)、同・土井芳徳(阿賀)、
同・久保田繁実(呉工)、会計・渕本松
枝(教員)、監査・松永勝(教員)、同・
横山維可(市工)、事務局・宇津見修三
(元教頭)、同・池里保(教員)。

れこう同窓会」の発足記念総会(第一
Hくれこう同窓会統合のこと
一九六五(昭和四十)年ごろ、呉三 回)が母校の体育館において、会員
津田高や呉宮原高などは、旧制中学 多数参列のもと盛大に挙行されまし
と新制高校の同窓会を統合し、活動一 た。初代の役員は次の通りです。(敬
を開始していました。当時の馬谷猛
校長(二代)は宇津見修三教頭と相談
されて、先ず市工同窓会(小川雪正会
長)と阿賀高同窓会(土井芳徳会長)の
統合について、両者が代表を出して
いろいろと話し合いがもたれました。
しかし、実現をみるまでには至りま
せんでした。
次期の山口末吉校長(三代)の時代
は、学園紛争等々があり、中断の形
になっていました。

田中稔校長(四代)のとき、一九七
三(昭和四十八)年九月の体育館落成
式を機会に同窓会の統合をという多
くの声があり、学校と市工同窓会、
阿賀高同窓会、呉工同窓会(久保田繁

実会長)が話し合いを続け、各同窓

審議を重ねました(一番心配をしたの
は、募金が集るだろうか、記念誌が
資料不足のために予定通り発刊でき
るだろうか……という点でした)。

簿作成等々について、時間をかけて

発足させ、記念事業、式典、会員名

PTAが一体となって準備委員会を

会の財産の多寡はあるけれども、将 、十二月三日に学校(全・定)、同窓会、
来のために大同団結すべきであると

いう点を中心に、大きな歩み寄りが
ありました。(体育館落成のとき、同
窓生有志が緞帳を寄贈しています)。
松前実校長(五代)が一九七五(昭和
五十)年四月に着任され、前校長や宇
津見先生からの要請を受けて、三同

会を実行委員会に切りかえ、次のよ
うに役割分担(代表)を決めて推進し
ていきました(敬称略)。
(り会員名簿作成(部谷)、○記念誌編
集(出来)、○記念式典(深見)、O記
念行事(梅木)、○記念祝賀(土肥PT
A)、○募金(吉本同窓会)、○事務局

りました)。四月に入り、準備委員

窓会の統合にご尽力の結果、長年の
一九八八(昭和六十三)年四月に、
念願であったこの統合問題に終止符 藤賀克昭校長(九代)が着任されると
が打たれました。すなわち、母校の ともに、この事業を継続されました。
発展のために寄与するという大きな
一九八九(平成元)年二月の職員会議
目標のために、三者が譲り合って統 において、記念式典の日程を十二月
合することに決定しました。その後、 ・二日と決定しました(二学期の行事
各同窓会の会合がもたれて、夫々発 としては県高同教大会、県工業クラ
ブ大会、工業祭、体験入学などがあ
展的に解散することとなりました。

そして統合に向けての準備委員会が
発足し、会則づくり、会の名称等々
について審議を重ねて現在の「くれ
こう同窓会」という名称のもとに、
めでたく統合の日を迎えることがで
きたのです。

このような経緯を経て、一九七五
(昭和五十)年九月十四日に、新生「く

で、一九八九(平成元)年二月に発刊

(下田)
なお、会員名簿については、募金
時期と重ならないようにという配慮
しました。

していた頃のことである。

「学区制」教育の機会均等、質の画
一化の政策のもとで地元校への転学
を余儀なくさせられたのは、普通科

たのである。

高校の機会科三年生として過ごした。
名称も「広島県呉阿賀高等学校○
○科」(今は幻の校名)ということで
寄り合い世帯は始まった。(以降十年
間を阿賀高と呼ぶ)
民主主義・自由主義が叫ばれ、生徒
の自治会という「生徒会」なるもの
が必要となり、その誕生を求めら、れ

の全員と工業科の数人であり私もそ
の一人として一年間を、この新しい

依頼に東奔西走して、広告の半数を
頂いたことも今ではなつかしく思い

立候補制、立会演説会、投票と選
挙は始まり、推薦の弁から立候補者
の方針演説を交え、一票でも多くを、

この事業のため、募金や広告につ
いては、同窓会やPTAの皆様に絶

出されます。

ったようにも思う。

と各科、各教室をお願いしますと回

て、呉地区、広島地区の企業へ広告

としましても何かしなければと考え、
藤賀校長と私が六月から七月にかけ

たく心から感謝しております。学校

大なるご協力を頂き、今でもありが

の賜物であると感謝致します。それ

くまで残り、マイクを通して相手陣
へも知らせながら杭や綱を直した。
近くの民家から「遅くまで騒がしい

が飛ばされないようにと各科とも遅

秋、運動会。前夜風が強くテント

任の一部だった。

で進行し、遅刻者への厳しさもその

運動場での朝会は生徒会長の号令

来ごとの一つではなかろろか.

て帰ったのも、あの時代を表わす出

校が通訳と共に訪れ「生徒会活動は
順調か、生徒会規約が次に来た時に
は提出できるように……」と指示し

すばらしさと数のすさまじさは、ま
さに壮観で感激したものだった。
六月頃G・H・Q教育担当豪州軍将

の垂れ幕が薫風に舞い、その文字の

中庭からのり面いっぱいに候補者

のも思い出の一つである。

結果は、わが科から会長をという
同族意識も働き私が当選させられで、
しまったが、相手候補の素晴らしい
弁説ら魅せられたのも事実だし、工
業科生徒には普通科の男女共学がろ
らやましく、女子学生が眩しかった

何はともあれ、創立五十周年記念
事業が成功裡に終了できたことは、
全教職員のご理解とご協力は申すま
でもなく、同窓会、PTAのご支援

思います。

に加え、生徒会や生徒諸君の協力も
忘れることが出来ません。
来るべき二十一世紀に向け、母校
の益々の充実発展と会員の皆様のご
活躍を祈念しながら筆をおきたいと

盤

生徒会の思い出

露

呉市立落差小学校校長

竹崎高夫

(阿賀高1回卒)

敗戦後の昭和二十四年は、まだG・
H・Q(連合国軍総司令部)の占領政策
下にあり、指示・命令・検閲が行われ、
教育基本法、六・三二二制、新学習指
導要領と、学校もめまぐるしく変革

ウ_

思い出すまま記憶をたどりながら、
「くれこう同窓会」の誕生のころ等々
について述べてみたいと思います。
私が呉工に赴任しましたのは、一
九六五(昭和四十)年四月でした。校
舎周辺の桜は満開で清清しい気持ち
で初出勤したことを覚えています。
市電の中畑停留所で下車し、千人湯
の看板を見ながら、所謂地獄坂を登
れば、呉工の正門。阿賀高時代と少
しも変わっていませんでした。校舎
は普通校舎、総合実習棟(第一期工事)

ならびに金属実習棟(第二期工事)が
完成した年でした。他の実習棟は昔
のままで残っていました。その陵か
しさも手伝ってか校内をよく散策し
たものでした。

私は二十五年間、呉工に勤務致し
ましたが、今春の人事異動により、
宮島工高へ転任致しました。同窓会

とのかかわりは、一九七五(昭和五十)
年から八年間だったと思いますが、
今日まで会員の皆様に、いろいろと
ご協力をいただきながら多大のご迷
惑をおかけ致しました。この場をお
かりしてお礼を申しあげたいと思い
ます。

講

ぞ!」と苦情も来たが、皆んなが必
死だった。

沙汰を続け過ぎ て

昔話

呉工時代

し ま

た

していたら「うどんを十杯食べたら、

なってしまったのだった。

わしが金を払うちゃるよ」と言うの
で挑戦したところ八杯目でダウン、
五時間目に腹具合が悪くなってトイ
.レに駆け込み苦い胃液を吐く羽目に

二年生のときに生徒会の選挙があ

取り止めもない昔話になってしま}

つたが、またいつの日がお会いする

事を楽しみにして、まだまだ尽きな

い昔話をこの辺で終わりと致しとう
ございます。

一九八九年度の卒業生の中から左
記八名の方々を新評議員に委嘱しま
し
さ
活 く
(同窓会長)

海馨廻㎜
※退職された先生
電気大田
英語大西
※転出された先生
教頭池田
業高校校長へ
数学大瀬戸
校へ
理科入江
(定)へ
養護益井
校へ
※転入された先生
教頭相模

り

行

治

(敬称略)

健一郎…呉工業

富美江…自彊高

大介…広高校

正巳…黒瀬高

藻…宮島工

康夫
恒夫

…本年度人事異動…

∩

当日、各科陣営には何処で作って
いたのか巨大ミッキーマウスなどマ
ンガの主人公達が並び、応援合戦も

中国化薬㈱総務部
購売課課長代理

荒田勇三
(計測工業科7回卒)

学生時代、授業中は退屈でよく先

り、隣のクラスから会長に立候補し
た者がいると言うので私も副会長に
出ることにした。運良く計測工業科
が会長・副会長を努める事になった。
もう一人の副会長は、機械科の金
井君で(現在青龍軒の支配人)先日も
一緒に酒を飲み、今にして思うと、
何も役に立たない二人であったと深
く反省し合ったところである。
当時の交通事情は、昨今程ではな
いにしても登下校の時は、電車六ス
通りを横断する呉工生徒が危険だと
言われていた。そこで登場したのが
呉工JRC(ジャパン・レッド・クロス)
の発起人となった青山君(現山本ガ
ラス勤務)で、彼は「緑のおばさん」
の如く、毎朝夕旗を振って交通整理
をしたのだ。生徒会の私も一日だけ
旗振りに参加したけど、電車・バス等
が指示どおり停止したり発車したり
するのは爽快だったが、朝早く起き
る事が出来ずこの一回で終わってし
まった。ところが彼らは、二年間一
日も休まず旗振りを続け中国新聞で
表彰された。これを知った市内の各
校は、一斉に交通整理を始めたが、
結局中途で消滅し、継続して活動し
最後まで残ったのは我呉工だけだっ
た。

智一雄俊竜宏裕快い

華々しかった。

品物の無い時代に、普通科団長の
羽織袴に赤襷、朴歯の高下駄姿は勇
ましく手にした扇子も面白いように

動き、私達には無い新鮮なものがあ
った。その歓声は町まで届いた。
何だか「これが阿賀高の伝統とし
ての力になるのではないかーー」ふ
とそんな想いで手拍子を合わせたも
のである。

旧くからあった部活動(二年後だっ
たか野球部は甲子園に行った)に加え、
った。

生徒の希望によるいろいろな部があ

たように思う。

私は、「園芸部」を主催し花を育 生に「昔話をしてください」と皆で
てようとしたし「あさあけ」という ねだったものだ。
そうしたら先生が「昔話をする程
ガリ版刷りの文芸誌にも何か書いた
歳をとっていないけど」と前置きが
ような気がする。
ある女子生徒が園芸部を演芸部と あって色々話をして頂いた事を思い
出し、今自分が昔話をする歳になっ
信じて入部して来たのも楽しかった。
学級対抗のソフトボールや水泳大 たかと感慨深いものがある。
私は、当時天応汐見町に住んで居
会でもあり、生徒会予算会議での修
正や奪い合いやら……でも、決定額一 たので、通学方法は天応駅から呉駅
まで当時の国鉄で行き、呉駅前から
ではどの部も賄いきれるものではな
かった.、
中畑まで路面電車に乗って行った。
あまり確かな記憶ではないが、国鉄
の一ヶ月定期が三百円、市電が四百
五十円で十回乗車すればもとをとっ
当時、川原石から長浜までチンチ
ン電車が一区間十円くらいで走り、

バスは少なく人々はまだ左側通行を

学校も週五日制で土曜日は楽しみ

守っていた。

なかった。

市営バスは、天応から中畑までが
千五百円位で高くて乗ることが出来

このように、奉仕の精神で青春を
過ごしたことは、後になって思い出
話をするとき一服の清涼剤を飲むよ
うな爽やかな気持ちになる。自分で
は奉仕の気持ちがあっても実際は出
来ないものだ。そういう時は、私の

之

宏

義

っ

お金のことばかりで恐縮だが、学
食の。すうどん"が二十円で夜間の
生徒用の"天ぷらうどん"が二十五
円だった。この「うどん」では苦い
経験がある。

ように良い友達に巡り合うことだ。

「うどん事件」で一杯食わせた彼も

岡青藤藤川福安岡躍

鉦

本当は良い友なのだ。

電気植田

小学校より
養護久保
高校より

明

実…矢野西

美…呉商業

本年度から金属工業科が

材料工学科に〃

本科は、一九六三(昭和三へ)年四
月に当時の近代化による技術革新の
波により、教育界や地域社会・産業界
の強い要望により県内で初めて設置
されてから二十五年が経過した。
この間本科の卒業生は、呉地区を、
中心に広島地区などの産業界(鉄鋼・造
船・自動車・電気・電子・新素材部門)で

しかし、二十五年の間に、

活躍している。

されるようになった。

造・就業構造も鉄鋼・造船を中心とし
た重工業から、最近の技術革新の進
展の中で鉄鋼・非鉄・高分子・
などの発展が急速にクローズアップ

たしている。

従来の素材に加え高機能かつ多機
能の新素材が、開発・製造され先端
技術の担い手として重要な役割を果

このような現実のなかで、金属工
業科も鉄鋼材料中心の教育内容から、
新素材や新しい技術開発も含めた材
料全般にわたる教育内容に変革すべ
!・努力をしている。そういう中で、
日本金属工業教育研究会の理事会に
おいて学科の見直しをせねばならな

いと提議あり、検討した結果全国的
に「材料技術科」の方向へ科名変更

本校もいろいろ討議した結果一九

されている。

九〇(平成二)年度より「材料工学科」

習棟も新しく建て替り、材料全般に

と切り替えることになりました。実

わたる教育内容を導入しで、これから
の材料技術者を養成していくことに

なります。

ロ

り〇

皿

之

二

一

孝テ準

一

野山枝井本波田田だ

機
行井畦械
科
辰英輝よ

り吉,1藤中子

。御

ある日のこと、いつものように二
時間目の休憩で弁当を食べてしまい、
昼食は何にしようかと悪友と相談を

よりり電

『

3BABACBAご

倉語よ科よ学校

の日。サマ…タイムもこの頃ではな

かったかと思う。
たった一年間の在学だったが、"新
しい校風を""伝統への礎石を"と
みんなが燃えていたように思う。
一あれからもう何年になろうかー
ブレザーにネクタイ姿の新人類は
は傍観者を決めこむ。だって、余り

出現したが、「その気や如何に」。私

広音熊
高戸野
校高高

KAEMた
333。

(英校理校数高

カ・に
らも

阿賀7M

正隆浩治秀長
和之二郎孝男次晃

告

会計報

目

貝

卜皆目 報

旧職員

本林平岩堀松佐松
田崎田岡本藤本

謹んで
ご冥福をお祈りします

Hl・8・30
H1・1022
阿賀6E

H1・11・7

旧職員

旧職員
呉工30E
呉工27M

H1・n・28
H1・12・3

H2・1・15

阿賀2G

H1・1213

H2・3・17

一九九〇年度

くれこう同窓会
総会の案内

き一九九〇年八月五日㈹
阻五時より
へところ呉市本町十五t二十二

森沢ホテル

～

含○八二三⊥一丁五一八八}

費三、○○○年

＼

ム
質

1989(平成1)年度(1989.7.1～1990.6.30)収支決算報告

1990(平成2)年度(1990.7,1～1991,6.30)予算案

収入の部

収入の部

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
前年度繰越金1,622,2901,622,2900前年度繰越金1,879,733

入会金600,000616,00016、α)0(2,000円×308人)入会金600,0〔)0
総会出席会費150,000189,000▽39,0し)0(3,00(」円×63人)総会出席会費150,000

利息50,0001,189▽48,811定期預金はリレー継続利息50,000

雑収入0133,650133,65(1枯薄売上金・寄付金合計一2,679,733
合計2,422,2902,562,129237,461

支出の部

支出の部項目予算額備考
項目予算額決算額増減備考事務費100,000

通信費55,522会議費500,000

事務費事務用品費0業務費500,000
会議費総会費360,000

小計100,00055,52244,478予備費1,579,733
役員会費0合計2,679,733

会報発行費1]4,3 0会報印刷代・ポスケ一代監査報告]989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。19 0(平成2)年7月会計監査畝河内理三㊥
小計500,000360,000140,000

業務費記念品費128,544＼〃渕本松枝⑳〆
予備費1,322,29001,322,290鋤
慶弔費24,000

小計500,000266,874233,126

合計2,422,290682,3961,74(1,714昌
(※次年度繰越金,2,652,129円一682,396円=1.879,733円/

☆昨年、くれこう同窓会事務局が交

います。月日の立つのは早いもの

代して、早一年が過ぎようとして

で、創立五十周年の記念事業の準

でした。

備で追われ、あっという間の一年

☆新しい事務局の顔ぶれは、事務局
長に機械科の岩城先生、会計に電

ごと機械科の甲斐が担当すること

気科の森田先生、そしヅ、庶務に私

となりました。今後共、いろいろ

と諸連絡をさせていただきますの

…一4一

で、よろしくお願い致します.
☆同窓会も長い歴史をたどって来ま

したが、理事・評議員会並びに総
会などの会合に、さびしいかな若
い会員の方々の参加がたいへん少
ないのが現状です。『魅力あるく

タッフはハリキッテいますので、

れこう同総会』にしたいと、新ス

どうか今後の同窓会活動に暖かい
ご協力・ご支援を賜りますようお

願いする次第です。

☆同窓会員の皆様より、お便りや近
況報告または学校への注文■などが

購

ありましたらどうぞご一報くださ
いますよろお願い申し上げます。

発行所

くれこう同窓会
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会長ご挨拶
〈れこう同窓会会長

吉本明人

くれこう同窓会

ご挨拶

呉工新校長に斎藤先生

第憩代目の校長先生に就任されまし
たのでご報告をいたします。

は斉藤俊寛呉工定時制の教頭先生が

全国各地でそれぞれ御活躍の会員
の皆さん方におかれましては健康に
御留意され益々の御発展ご多■幸を心
よりお祈り申し上げます。
申し遅れましたが去る四月の人事
異動で藤賀克昭校長先生は呉工を最
後に定年退職をされました。後任に

広島県立呉工業高等学校

もありますが一方では人手不足が深

ような景気を維持しているとの推測

瘁していくつもりておりましたので、

職生活を捧げようと、微力ながら尽

制教育充実発展のために、残りの教

本校定時制着任以来十年間、定時

創立以来五十二年の歴史と伝統に輝 健勝とますますのご発展をお祈りし、
く県内屈指の工業高校の校長になる 挨拶と致します。
とは予期しておりませんでした。
ここに、改めて校長職の重大さに、

身の引き締まる思いがいたしており
ます。

この五月に、新材料工学実習棟が完

した。

実習棟にあった排水処理装置は、十
四年前に導入されたもので、取り壊
しの際に廃棄処分された。今回導天
された装置は、設置面積が旧装置の
六分の一でありながら、能力は同じ
である。この装置を比較してみるだ
けでも、技術進歩の速さに改めて驚

かされる。この装置以外に今回、県
内の工業高校で初めて、SEMハ走
査型電子顕微鏡)が導入された.こ
のSEMには、画像処理装置を組み
込み、観察しながら、組織の粒度、

きる。これから、新素材の組織観察

いく予定である。
新実習棟の完成を期に、教育内容
の充実に努力したい。

旧実習棟は、当初の計画では昨年 に威力を発揮することが期待される。
新実習棟が完成し新しい教育内容
九月より解体工事が開始される予定
を実践するために、設備は、完成年
であったが、アスベストの回収作業、
既存の設備の移動場所の確保に手間 度に向けて、これからも導入されて
取り、工事が開始されたのは、十一

月中旬に完成した。

れた。それに伴って金属工業科が使 面積計算などが行えるようになって
用してきた鉄筋スレート葺き、二階 いる。また、観察データを光磁気デ
建ての実習棟を取り壊し、新たに鉄 ィスクに記憶させることができいつ
筋コンクリート造、二階建て、延べ でも、材料組織室に設置してある二
七二七㎡の材料工学科実習棟が、五 台のテレビモニターに映すことがで

すでにご存知のように、産業の各
分野における急速な技術革新の進展
に伴う産業構造・就業構造の変化に
対応し、地域社会の要請に答え得る
}九九〇年度(平成二年)金属工
工業教育を推進するために、本校も
電子機械科に続いて金属工業科を材 業科より、材料工学科に学科改編さ
料工学科に、昨年、学科改編を行い、

また、施設設備の整備がなされ、

成いたしました。
エレクトロニクスをはじめとした、
ロボット・新素材等の先端技術も導
入されてきました。

育活動を効果的ら行うことが必要に

しかし、生徒の急減がますます進
む中で、生徒の興味・関心・能力・
適性などの多様な個性に応じて、教

層の努力を払っていきたいと思って
います。
今後とも本校に対して、同窓生の

設備として排水処理装置がある。旧

材料工学科に特に導入されている

皆様方の格別のご支援とご協力をお
願い申し上げ、終りに、皆様方のご

なり、これまでの画一的な教育内容 月に入ってからであった。更に、人
を改め、多様な教育課程を設定して 手不足から思うように工事が進ま
ず、今年三月末に引き渡しの予定
いく必要性が生まれてきます。
学校長斎藤俊寛
魅力ある学校づくりを推進するに が、大幅に遅れた。しかし、工事中、
同窓会の皆さんには、ますますご
は、あまりにも大きな課題ではあり 事故やトラブルも無く完成できたこ
壮健にてご活躍のこととお慶び申し
ますが、着実に工業高校は、変革し とは、大きな喜びである。
あげます。平素は本会並びに母校教
材料工学科の新実習棟についても
ようとしています。
育の充実発展のために何かと御支援
う少し、具体的な説明をしたい。一
なお、本年度は、弓道団体の部、
ご協力を賜り有難うございます喪心
陸上競技円盤投げの部、脇田高広君 階は、西側から材料分析室(95㎡)、排
より厚くお礼を申し上げます。
・が県大会で優勝し、中国大会でも優 水処理室(18㎡)、準備室{27㎡)、熱処
さて国際状勢は東欧激変、米ソ冷
秀な成績をあげ、インターハイに出 理室(90㎡)、材料加工室(皿㎡)、二階
戦の終結、中東危機などめまぐるし
場することが決まりました。ご声援 は、西側から材料組織室(76㎡)、電子
い変化で90年代がスタートしました
顕微鏡室(32.、m)、準備室(40.、m)、材料
のほどよろしくお願いいたします。
が、バブル経済の崩壊により失速か
今後、本校が地域の皆様の期待に 性能試験室(36㎡)、計測実習室(90㎡)、
維持か今後どのような形で実体経済
四月一日、県教育長から辞令をい
が現われてくるのか予断をゆるさな
応え、愛される魅力ある学校・活気 の合計十部屋ある。この建物はでき
いところであります。今のところの} ただき、本校の校長として、定時制 に満ちた学校づくりに、教職員・生 る限り上履きの部屋にした。また、
将来のFA・OA設備導入を考慮し
推移では、今年の9月には史上最長■ より自校昇任いたしました斉藤でご 徒とともに、切磋琢磨しながら、一
ざいます。
て、床下配線ピットを二階全室と、
一階、材料分析室及び準備室に設備

のいざなき景気(57ケ月)をも超える

7月25日

行き不透明の状勢であります。
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第17号
刻で重大な局面をかかえまったく先

『

1991年(平成3年)

愛媛県周桑郡丹原町助役

渡部敏夫
一九四三年(昭和二十年)電気科卒

.征す、学徒動員令が降りた時には入 なかなか気がつかない、やっと気付 しいプラネダリゥムを見学、楽しい
一日を過ごし島を離れた。その時集
学時の三分の二に減っていた。自分 き駆け付けて来た「俺知っているか」
「知っている」学徒動員で駅に来て った人は、一色庸三氏、日野庸正氏、
も海軍予備練習生に志願し、昭和二

おられます。私も第二の故郷となっ
た、この小さな町で町作りのお手伝

うが、呉市工で育んだことは何時ま
でも忘れられないでしょろ。最後に
母校の益々の発展と、皆様方のご健
勝を祈念しつつ筆をおきます。

く、折しも当電気部が学校工場とし
て開設された。ところが、そこで学
徒動員されるのは上級生、我々一年
生は空襲を受けた場合、校舎山側に

退避するための防空濠なるものを朝
から晩迄掘りつづけた。

昭和壮年八月六日、登校して穴掘

り作業を始めようとした時、ピカッ
と光りやや暑さを感じたかとおもう
と間もなく北側の空に入道雲のよう

るかは解らなかった。原子爆弾が広

なものが立ち上がった。その時点で
はおかしいなとは思ったが、何であ

島に投下されたと知ったのは数時間
後のことである。やがて八月十五日
の終戦。その後やっと授業も本格化
し、新制高校として呉阿賀高等学校
に改められた。

卒業当時は殆どの人が就職を希望
し、進学するものは数名に限られて

いた。就職するにしても不景気でな
かなか専門技術を生かせるところは
無かった。
しかして、来年は広島大学工学部
に受験しようと浪人生活を送った。

ところが一科目選択制から工科目選
択制に変わった。一科目選択でも合
格は至難の技であったのに:::進学
は残念せざるを得なくなり、進駐軍

私は現在交通局の営業部門を担当

でこぎつけた。

動きも変わり初光が見えるところま

の改善に懸命に努力してきた。その
努力のかいがあって漸く立直りを見
せ、呉駅前は再開発され今では人の

月十七日電車事業を廃止。交通事業
は斜陽化するばかり。あらゆる経営

には勝てず遂に、昭和四十二年一二

その後マイカーの進出で時代の流れ

められていたため、現場から逃れる
ことが出来ず三年を経過。その後は
局内の事務部門を幅広く転々とした。
入局当初は市営バスも広島・その他
島しょ部への路線延長等で好景気。

保有車両数に対し必要な整備士が決

備士の国家試験を取得。幸か不幸か、

やらしてもらえず、シャシ・エンジ
ンの整備であった..ここで自動車整

親のすすめもあって都落ち、就職し
たのが呉市交通局。
当時、大学卒は現場からたたきあ
げるというのが慣わしで、車掌を、す
るか、整備の仕事をするかの二者択
一である。電気の経験があるので整
備を選んだ。ところが電気の仕事は

たいした勉強もしなかったが目出度
く卒業.東京で就職をしたがったが、

を選ばなければ、やはり東京、いく
らでも有った。楽しい想出を残し、

瓦毅蘇諦鰯鵡砿舞馨

八十度の転換である。アルバイトを

進学した。理科系から文化系への百

この辺で思いを新たにし中央大学に

三年ほど経過した時、進駐軍は呉
基地から撤退するという噂が流れた

恵美酒健次郎氏、私の九名で、もろ 一のクラークとして、英語の勉強をと
思い就職をした。自分の英語が相手
一入佐伯守氏が在住されております。
当時闘病中のため出席出来なかった に伝達できるようになった時は非常
に嬉しかった。
のが残念でした。しかし皆様方は、

正岡淳氏、柳瀬敦義氏、佐々木基氏、
いたのだ、地獄で仏とはこのことか、
十年一月十三日呉駅で皆に見送られ、
■横須賀の対潜学校に向かった大船の 鹿田町に居る叔父に伝言を頼む話半
駅で、追浜航空隊に入隊する人達と ば、列車は無情にも動き出す。いつ
別れ、軍隊の門を潜る、見ると聞・＼ までも手を振り見送ってくれる彼の
とは大違い、来る日も来る日も牛馬 姿も、これで呉とも最後かと思うと

が我が町(温泉郡中島町〕の教育長
の同級生を捜す。大内先生と石原氏

になられたとのことだ、早速在県者
にお世話になり中島町で同窓会を開

呉市交通局営業課長

和鹿吉孝
一九五一年(昭和二十六年)電気科卒
阿賀高2回卒

ものである。そしで、入学して問もな

私が旧制中学に入る頃は、並四・
高一ラジオ・電蓄等を組立てる事が
流行し、それが病み付きとなり呉市
立工業学校電気科に人学した。
学校を卒業したら、呉海軍工廠の
電気部に働くことを夢見て入学した

いに励んでおり、何れ皆様達と四国
の地に骨を埋めることとなりましょ

の如く掘れ、やっと三ヶ月が過ぎた。 涙で消えていった。暫くしてから石 呉市工の卒業生として母校をこよな
我々が待ちに待った引率外出の日が 原氏より電話があり、恩師大内先生 く愛し、愛媛県でそれぞれ頑張って

やって来た。足取りも軽く鎌倉駅よ
り桜並木を通り抜け鶴岡八幡宮に到
着、自由行動となる。見る女性見る
女性同じ顔に見え見分けがっかない、

波瀾万丈の年

夜の更けるも忘れ語り明す。翌日、
大内先生苦心の作、高等学校では珍

くことになった。あの童顔の美少年
始めて外国人に接した時のようだ。
「も白髪になったり又お顔が広♂、なつ
市内を見物しながら大仏様の前にや 『、
って来た。先に自分を鏡に写し出し た入、しかしすぐ学生時代に戻り

た。それでも健気に、もう二度と娑

じゃなかったのう」「おお」「家族に
逢いたいのう」「おお」会話にならず、r
時間は容赦なく過ぎ別れる時が来

と、付近を気にしながら、「来るん

っただけで涙が先に出てくる..やっ

鏡越しに目をぎょろっかせながらや
って来た「坂本」「渡部」と呼び合

ていると聞・＼捜がしてもらう。眼

追浜航空隊の電測兵だ・てうだ。同級
生の誰か来ていないか坂本清君が来

市工2回卒
たような、兵隊らしからぬ兵隊が来
昭利三十二年三月末日だった。鹿一 で、いる、何処の兵隊か尋ねてみる。

児島市での愛媛県町村議会事務局職
員の研修会に参加するに、大分港に
下り立った時「おいワタベではない

か」と声を掛けられ、驚いて振返る
と、そこに懐しい顔が笑っていた。
声の主は昭和十五年呉市工之一緒に
人学した石原照武氏である「ヤア元
の手を握締めたまま、車中の人とな

気でいたか」後は言葉にならずお互
りやっと堰が切れたがごとく喋り出

^す。彼は、学校建設の奉仕作業の思

車させながら懐かしの呉駅に着く。
我れを忘れ目を皿にして車窓より身
を乗り出し知人を捜す。下車は許さ
れず気は焦るばかりだ。その時兵隊
の陰から、半年前まで自分も着けて
いた、あの懐しの工業の帽章を着け
た学生が現れた、後輩だ、知らぬ人
だ「オー,-」一生懸命帽子を振る、

を出発、それぞれの基地に兵隊を下

い出を最後に卒業し、第十一空廠・』、 一婆では会えまい今度は靖国神社で再
就職したと言ろ。まだ日本の戦況も 会しようと別れた。戦況の悪化に伴
い急濾実施部隊に派遣されることと
有利に動いで、いた時期であった。我々
も平穏無事な学生生活を送り、広航- なり、運悪く地獄と恐れられている
大分県佐伯防備隊に配属が決まっ
た。六月十五日軍用列車で久里浜駅

空隊の練習機の爆音も、教室の窓辺
の席で子守歌と聞き、睡魔に誘れる
とつい妥協して先生に立たされ、又

隠し持っていた、二葉亭四迷の全集

}から「先生の講義眠たし春の衣」な
る句を見つけ、小躍りしながら、「先
生の下手な講議の眠たさよ」と読替
メモにして回す、案の定先生に見つ
かり大目玉、こ入な平穏な目も長く
続かず、戦局も次第に悪化し、クラ

り

憶

ースのへも一人二人と志願兵になり出

露

追

母校だより
3

島井本辺

慈博英康

郎之朗司
3BAB

輸送され、更に付加価値の高い、数

多・＼の製品を生んでいます。

本会は、くれこう同窓会日新支部
と称し、又単に「同友」と代称しで、

昭和二十七年に、発足し、初代会

います。.

ーク)となり、現在は四百十余名で

長は、昭和二十五年機械科卒、平下
昭氏(昭和五十六年逝去)で、私は
二十二代目で、第三十四期(昭和六
十年度)から第三十九期(平成二年
度)会長を仰せつかっで、います。
会員数は、昭和三十一年頃に西名
を越し、昭和六十年頃四百七十名ヘビ

活動内容は、ぶどう狩り、潮干狩

す。

り、地引き網、スキーバス、ダンス
パーティ、ボーリング、ソフトボー

ル、ゴルフ(第一回は、昭和五十二
年十一月五日宮島CC志和、四十名、
第五回は、平成元年八月二十六日呉

現在は、ナイターバスのみで少し

CC、三十二名)等活発でした。

低迷しています。又機関誌「同友」
は、第四十一(昭和五十七年発行〕
以降、発行しておらずvさみしいか

ぎりです.、しかし、年一度の定期総
会は、確実に実施しております。

場所は、古・-、は、呉商工会議所〔今
は無き元呉教育委員会〕多くは、日

会員一回忌っています。

新社員クラブ(日新健保保養所)南
山荘、最近は若葉町日新研修センタ
ーで、親会々長、校長先生、宇津見
先生、池田先生、親会幹事の先生方
を迎え、盛大に、催しております。
会則は、第六章まであり、時代に
マッチする様、改正しています。ち
なみに、会費は年間千円で十五年ぐ
らい変っていません。
会則の目的、会費相互の親睦と母
校の発展に後援する、を肝に命じ、
今後も、活動に、努めて行きたいと

ろし!、お願い致します。

親会の諸兄、同友を今後とも、よ

たしています。素材は、各製造所に

の最新鋭の臨海製鉄所です。素材供
給センターとしての重要な役割をは

売上高は、四千二百八十七億円(平
成元年度)、生産量は、三百四十四
万トン〔平成元年度・粗鋼)です。
呉製鉄所は、昭和二十六年、当社
の前身、旧日亜製鋼として始まり、
従業員は、二千五百名(平成三年三
月末)、敷地は、百四十五万㎡{平
成二年三月末〕です。鉄鋼一貫体制

日新支部を紹介する前に、日新を
紹介します。
日新製鋼株式会社は、創業明治四
十一年で、設立は、昭和三十四年で
す。資本金は、七百九十七億円へ平
成二年三月末)で、従業員数は、七
千百余名(平成二年三月末)です。

…日新支部の横顔

㎜くれこう
…同窓会

…………≡≡一…一…====…=…一一==一…≡一…=≡『=

陸上部(脇田君)
インターハイ
静岡大会出場〃

りで、よくもまあ、あれでよく高校
生をやっていたなと今更ながら思い
やられます。がしかし今となっては

…本年度人事異動…
(敬称略)

高土岡渡

弓道部

懐かしいことばかり思い出されます。
と、この様に思うといろことは、高校時

※退職された先生
校.長藤賀克昭
機械小勝負満則

社会小林茂志 …広島商業高校

※転出された先生

理科浦田宣彦 …加茂高校へ

勝彦…広島工業

体育松橋邦夫 …倉橋高校へ
英語岡西清隆 …呉昭和高校へ
電子機械池田
高校へ

高校へ

材料工学寺内裕也…木江工業

事務石川浩…広島ろう学校

KA

8月1目～8月4日

し、貸切リバフ、・定期券の発売・乗

合バスの車内収入・広告収入等の全
収入を受け持っている。皆さんのご
協力・ご援助が数字として表われて

た。学校で多くの事を学んだが、学

くる。この交通局も私にとつで、は最
後の年、悔いの無い人生を送ってき、

ことの一つではなかったかと思われ

代を思い出すゆとりと言いますか?
暇がないといいますか?大変失礼
ではありますが何と無く忘れで、いた

て初めて自分自身のへ生をどう取り

}校はほんの基礎教育、社会人になっ
組むかにかかっている。確かに、波
うな苦難のへ生を送ったものの、決

瀾万丈の年に青春を送った。そのよ

の気に成るには何かが必要であると
思われますが?とこの私もまだ一
度も同窓会のほうへ行っておりませ
ん。今年はぜひ参加をしたいと思い
ますが皆様も如何ですか!今年33
才に成りますが私と同年代の方は社

参加の目的とか、きっかけとか、そ

ます..昨年の同窓会の会報に目を通
してみますところ、若い方の同窓会
への参加が非常に少ないと書いてあ
りました。昔を懐かしむ年齢という
ものも確かにあると思いますし、又

}してくじけはしない。前途に希望を

持ち惜しまれる八として精一杯社会
に貢献したい。最後に母校の益々の
発展と皆々様の益々のご活躍をお祈
りいたします。

呉工の思い出

校長斎藤俊寛…本校定時制高

呉分校へ
※転入された先生
校〔教頭)より

ろそろ、ややこしい仕事も増えてきた

会に出て、もろベテラン?でありそ

いらっしゃると思います。この際あ

頃だと思います。先輩の方々も大勢

し記

社会北方昌幸…新採用
理科河合則男…呉昭和高校よ

まえてみても良いのではないでしょ

長しら員

毎日仕事をしていまして呉工業の

)ま左

、っカ9・

『窓す委中議
会・嘱か委

1夢

_し員生箕

笹

体育木下泰正…音戸高校より
英語香川雅信…音戸高校より
電子機械関戸直樹…宮島工業
高校より

雄之樹和同まにの…馨

同級生・先輩・後輩に会わない日は
ありません。私の仕事〔溶接材料の

山手問岡鰭継

販売)の種類に依るかも知れません
が、同窓の皆様も同感の方は少なく

秀隆要正致言繰寮

電子機械河野利治…新採用
材料工学山本正芳…新採用
事務平岡美恵子…呉商業高校よ

向下中大躍々年年

一ないと思います。道路でも・職場で、
も・お客さんのところでも・親戚の
なかでも・パチンコ屋さんでも・い

ACBAごの四九
活方し)○

福興商事株式会社

東忠昭

ろんな場所で、会っていらっしゃる
と思います。せっかく同じ風の中で

アドバでスを頂きましょう。

話をしましよう。おおいに今の自分
を紹介しましょう。ウてして先輩方に

宣伝となりましたが、おおいに思い出

関係を大事にしたいなと思います。
先ずは年に一度の同窓会へ参加して
からと致しましょう……と同窓会の

育ったのだから、社会に出てもその

一九七七年ハ昭和五二年)機械科卒
呉工18回卒

高等学校を卒業していったい何年
が過ぎたのだろうか?と言うほど
も年数は経.引.ていないであろ、うと思
っていましたが、もう14年も経って
いることに少々時の経つ早さに驚き
を感じています。在学中のことを思
い起こしますと、恥ずかしい事ばか

33。名九九
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33111〔)5

3012191925

中野耕太郎
厚井正二

阿賀1E

呉工25A

松本勇治
小川直樹

浦野篤諄

呉工4A
呉工4M
呉工32E

会員訃報

謹んで
ご冥福をお祈りします

一九九一年度

くれこう同窓会
総会の案内

一九九一年八月十…田印

阻四時より

呉市中央三丁目八番十八号
○八二三一二二一二一五六

シティプラザカンコ!
一般会員五〇〇〇円
一九八九年以降の卒業生

歌謬野

秘.

告

報

諺

十
言口

会

簸一

とき

と こ

会費
三〇〇〇円

アトラクション

呉工吹奏楽部
による演奏

・ジャズ

・ポピュラー

・歌謡曲地

費ろ

HHHHH

欝

1990(平成2)年度(1990.7.1～1991.6.3(〕)収支決算報告

1991(平成3)年度(1991.7.H992.6.30)予算案

収入の部

収入の部

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
1,879,7331,879,733()2,175,223

天会金60(〕,o(10616,00016、Ol)1)(2,000円×308人).人会金600,000
総会出席会費150,0002〔)6,〔)UO56,0〔)0(3、000円×68へ)31)0,000
利息51),00079,13329,]33定期預金等利息50,000

雑収入027,12827,128名簿売上金合計3,125,223
合計2,679,7332,807,994128,261

支出の部

支出の部項目予算額備考
項目予算額決算額増減備考事務費1〔)0,000

事務費事務用品費29,870業務費650,000
会議費総会費300,000
通信費38,403会議費50(〕、(100

小計1(〕0、00068,27331,727予備費1,875,223

役員会費5,800合計3,125,223

会報発行費116、39〔)会報印刷代・ポスター代監査報告19 0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。19 1(平成3)年7月会計監査畝河内理三⑰
小計500,000305,800194,200

業務費記念品費1
27,308
小計5(}0、α)0258,698241,302N'〃洲本松枝1⑳≦:運二鵠
、、
慶弔費15,(〕()0

予備費1,579,73301,579,7336『隔㌧〒ε)乃＼
合計2,679,733632,7712,046,962
〔※次年度繰越金,2,807,994円一632,771円=2,175,223円〕

露竃一月訊、障.「-内、㍉夢心}白」

韓額。、鎖鋸嵌瑞滋蹴㍉、の即吊

]L。乙諌

望い議媛書写・

する傾向にあり、ついに本校も今

☆県下において、年々生徒数が減少

れてしまった。

年より、一クラス減を余.儀無くさ

☆クラス減の対象となったのは、機
械科で三クラスがニクラスとなっ

た。一学年は八クラスから七クラ
スとなり、同窓会としては寂しさ

を感じないわけにはいきません。
☆同窓会としてもいろいろな団体に、
クラス減をしないよう働きかけて
はみたものの、力及ばず一ヶラス
減を強いられることとなりました。

』

ことはすでにわかっており、今後

4

㎝

☆ここ三～四年は生徒数が減少する

へ部会内…

らない今日このごろです。

へ出同学○

一版窓校1

無
事務局より

1スう等一

も更にクラス減が来ることを考え
た時、本校の将来が案じられてな

1二く工二
七ツれ業丁
ニクこ高目

一層のご協力・ご支援をお願いす

三ユ呉北

同窓会員の皆様〃一今後ともより

る次第です。

印発
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○式所島市所
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今後の工業高校のあり方
学校長斉藤俊寛

今、我が国の産業・経済は著しく
発展を遂げ、世界一の経済大国とい
振り返ってみると、敗戦により国

われるようになった。

中が荒廃したが、資源の乏しい国が
今日のように復興・発展したのは、

工業技術力の進展と日本人の勤勉さ
と勤労意欲によるところが大きいと
昭和二〇年代後半頃からアメリカ
やヨーロッパの先進諸国の産業・経
済に追い付け、追い越せの合い言葉
のもとに工業技術力推進の原動力と
して工業教育を学んだ人々が懸命な
努力を重ね、産業の振興を図った成

思う。

船、鉄鋼、電機、自動車等、製造業

全国各地界で御活躍の会員のみな
さん方におかれましては、バブル崩

壊後、大変御苦労をなさっておられ

を中心に生産の増強を図った工業界

したのである。

きく寄与したといっても過言ではな

る。この実践が工業技術の発展とな
り、我が国の産業の発展と繁栄に大

実験・実習等の実際的、体験的な学
習の充実を図るとともに、自らが考

を身につけ、それを将来活用するこ
とのできる能力を育成する観点から

え、判断し、問題の解決に当たるこ
とのできる能力や創造性を育てる課

工業高校は、時代に応じて変革し

様々な課題を解決してきたが、今日

ばならない。

いと思う。

ほど数多くの課題をかかえ、改革を
迫られている時はない。

適性・興味・関心に応じて学習が進

つぎに、生徒一人ひとりの能力・

題解決型学習が一層重視されなけれ

その一つは、生徒数減少への対応
と高度経済成長により高学歴社会が

むよろに生徒の実態や地域社会の実
態をふまえ、基礎・基本を重視する
とともに、多様な選択授業を取り入
れ、進学希望者や各種資格検定の取

得への対応等、個性化を図り、魅力
ある特色ある工業高校づくりをする
必要がある。
また、最先端技術に対応できる技
術者を育成するには、新しい施設・
設備の導入と教育環境整備の充実が
重要である。その他、情報化、国際
化、学校週五日制への対応等があろ
が、一つ一つ改革の実現に向けて意
欲を燃やし取り組んで行きたい。

先生は一九六て昭和三六)年に母
校の教頭に昇任され、学校運営に全
力を投入され、施設設備の充実に尽
されました。先生は一九七三(昭和
四八)年四月一日付をもって退職さ

した。

放送協会技術研究所技手として研究
生活に入られました。戦後、玉川大
学教育学科を卒業され、再び母校で
教鞭をとられるようになって、、本校
教育の充実発展のために専念されま

工廠電気部にご勤労ののち、東京物
理学校理科高師部へ進学されました
が召集により陸軍へ。母校へは一九
四一(昭和十六)年から勤められまし
たが、思うところがあってか、日本

〇日にお生れになり、広島県立広島
工業学校電気科を卒業され、呉海軍

先生は一九一四(大正三)年一月二

H先生のご略歴

蚤き董……」 ?▲冒韮…杢蚕蚤

進行し、大学進学に有利な普通科志
向が強くなっている。これに対抗し
て「目的意識を持った意欲のある生
徒をいかに多く入学させるか」であ
る。そのためには、工業高校を活性
化させることが第一である。
来年度から実施される新学習指導
要領は、二十一世紀を目指し社会の
変化に自ら対応できる心豊かな人間
一の育成を図ることがねらいである。
・てこで、工業高校では産業の各分
野における急速な技術革新の進展や
産業構造・就業構造の変化等への適
切な対応と応用性のある知識や技術

宇津見修三(元教頭)
先生を偲んで

一九五五年(昭和三六年)阿賀工六回
電気科卒

そのような産業・経済の大発展を
もたらしたのは、工業立国として造

数多い優秀な先輩たちであるといわ

業感を身につけ、社会でたくましく 、できません。謹んで哀悼の意をささ
生きぬいていく大きな力となってい げます。

実験・実習「物作り」により、楽し
さや喜び、感動を覚え、その中から
自信や創作意欲が生まれ、勤労や職

それは、工業高校で学ぶ体験的な

れている。

であり、フての業界の中で大きな役割
を果たしたのが工業高校を卒業した

終りになりましたが会員みなさま

きると信じております.

れの立場で悪条件をプラス志向に変
えて心を鍛え知恵を奮いおこし、真

の各界での御健闘と御多幸を心より

正面から解決に挑んでこそ、人生も
開け、真の健康も勝ちとることがで

お祈りいたしましてご挨拶といたし

宇津見先生は胃潰瘍の悪化のため、
一九九二(平成四)年九月十二日、七
八才の天寿を全ろされました。私は
先生の訃報に接し、文字どうり茫然
自失しております。もはや再び先生
の慈愛に満ちたご指導を仰ぐことが

ガニスタンが主導権争いで再び戦禍
に見舞われで、いる。又アジアでは制
憲議会選挙を迎えたカンボジア情勢
も緊迫しており、地域紛争が拡大し
かねない状況であります。国内にお
いで、も政治改革がさけばれて久しく
いよいよ最終段階にはいろうとして
いる。現代はストレッサ(ストレス

果が経済大国といわれるまでに発展

いと思っております。どうかそれぞ

る事だと思いますが、目の前に立ち
はだかる課題に挑戦する勇気。欲望
を自制する忍耐力。物事を柔軟に受一
けとめるゆとり。強靱な心を鍛える
場。が今ほど求められている時はな

の障害を引き起こしつつあります。

吉本明人

〈れこう同窓会会長

会長ご挨拶

会員の皆さんには、ますます御壮
健にて御活躍のこととお慶び申しあ

げます。平素は本会ならびに母校の
教育のために、ご支援ご協力を賜り
厚く御礼申しあげます。ありがとう
さて国際状勢は、旧ユーゴスラビ

御座居ます。

くれこう同窓会

一九九三年五月三十日

一1一

7月}日

因子)が"矢玉"のように飛び交う

アのボスニア・ヘルツェゴビナ情勢
が緊迫の度を加えてきたし更にアフ

広島県立呉工業高等学校

ます。

池田裸

第19号
時代だといわれている。激しい社会
の変化、不安や葛藤はつのり、種々

宮島工業高校校長

1993年(平成5年)

ています。尚、先生は日新製鋼支部

られないことです一.勉強しなかった

れましたが、先生のご功績は非常に
大きいものがあり、筆舌に尽すこと

(同友)の名誉顧問として、統合する
以前から、同友のお世話をされ、職
域支部の発展にも寄与されたことも

、一夜漬けでやまをかけた所を、目読
わけです。
宇津見先生は、ご逝去されるまで、 .しながら西惣付町一長ノ木町-呉越
同窓会の発展のために、陰に陽にご 一中畑と歩を運んだのも思い出の一
指導、ご鞭撻を賜り、心から感謝し つで、現在では自動車が多くて考え

ができません。
退職後は、電気主任技術者として、
ビルの電気保安の仕事をされたり、
母校の講師をされましたが、何と言
っても「くれこう同窓会」の統合に
紛骨砕身、ご尽力されたことを挙げ

元年から母校の電気設備の点検を月

た母校であるが、仕事の関係で平成

であったのですが、当時は電気、機

一回させていただいで、います。昭和
三十一年の入学で阿賀高最後の生徒

三番目の大所帯で女生徒の方が多か

械、普通、生活と総合制高校で県で、

ったと記憶してます。その当時の校
舎、先生は全く見あたりません。も

ました。七月一日の空襲で、五年間

で勉強している生徒は同じであろう
し、又それが立派な校風というもの
である。母校というものは大変あり

いるのですから、一抹の寂しさを感
じます。なにしろ知った入、愛着の

ちろん自分も先生の歳を追い越しで、

ために」を合いことばに、風邪を引

つけが就職後にきて苦労しました。
昭和十九年六月より学徒動員で、
学校をあとに呉海軍工廠電気部に通
いました。兵器の生産に励み「勝つ

コ期一会」と申しますが、私は

あった校舎が新しく建で、変わっで、近
代的になっているのですから、仕方
ありませんね。もちろん制服も帽子

付記しておきます。

口同窓会の統合

ス会常連の宇津見先生が昨年九月に

ラス会を楽しみにしています。クラ

るようであるが、静かな環境とそこ

はあるのかな、何もかも変わってい

中尾君が電話帳より住所を探し出し、
昭和二十五年三月「呉会館」で行な
いました.、出席者は十五名で生きて
いて良かったと、苦労話にはなが咲
き楽しい一日で、再会を約して別れ
ました.その後作田・宇津見・原田
・中塩の諸先生を、熊本市より緒方
先生をお迎えし、戦前戦後の困難な
時代を生き抜いた苦労話や、共に学
び共に遊んだ思い出話に、肩のこら
ない世間話に、先生を囲んで楽しい
一日を過ごしています。幹事さんに
はご苦労をかけますが、年一回のケ

き少々熱があっても休むことなく頑
張り通しました。昭和二十年一月志

初めで、出席した役員会、顔なじみ

お亡くなりになり淋しい限りです。

ください。合掌

追憶

がたいものである。仕事を通じて、

願して、ペルリが上陸した久里浜の

二度とない入生で、宇津見先生に邂
逅ができて、親しくご指導を戴いた
ことを心から幸せだったと感謝致し

海軍対潜学校へ、渡部君と入校しま
した。空襲で校舎が被害を受け、音

も少なく会議の進行を見守りました。

宇津見修三先生、安らかにお眠り

ています。

した。繰り上げ卒業で呉へ配属され

感教育用の世界に三つしかないと言
われたピアノはどうなったか案じま

なければなりません。

一九六五(昭和四〇)年ごろ、母校
の同窓会は呉市工ρ小川雪正会長)、
呉阿賀高(土井芳徳会長)、呉工(久
保田繁実会長)の三つがあり、独自
に活動してきたという経緯があり、
統合しようという声はあがっていま
せんでした。
当時の馬谷猛校長(二代)は宇津見
教頭と相談されて、先ず呉市工と呉

宇津見先生は「!・れこう同窓会」の
活性化を念じておられ、活性化の核
はクラス会でありこれの強化を、金

たいてい同窓生の世話になっている。

っておられ、惜しいお方を亡くしま

たことがありました。その時の話で
あるが隣の建築現場でH自動車の技

それは今も続いているので、ある。そ
れではエピソードを一つ、偶然.㍗、は
あるが昭和五十年にインドネシアの
ジャカルタに機械輸出で長期滞在し

がないと活発な運営が出来ないと語

した、クラス会は気心が知れ、気軽
に話し合える雰囲気が、事業場のO
B会は同窓生の気安さと情報の交換
が仕事の参考となり、出席が楽しみ

です気軽に出席し、出席して良かっ
た、同窓会を念じつつ、多くのお方
にお会いし旧交を暖めるのを楽しみ

同窓会事務局の先生に厚く御礼申

にしています.、、

し上げます。終

り山

}

阿賀高同窓会の統合について、両者
の代表による話し合いがもたれたが、

蜘“…b夕。B鞭
奮綴力
鋤～電野

…＼,d「帽河

一九四五年(昭和二〇年)市エニ回
電気科卒

級友の畝河内君よりくれこう同窓
会の役員の交替を頼まれ、役員会に

出席するために、五十年振りに母校
を訪れた。立派な校舎、広いグラン
ドに目を見張.倒、た。早目に着いたの
で校内を一巡し、裏門に立って過ぎ

母校は心の古里

必ずと言って母校の同窓生に知らぬ
うちお世話になつで、スムーズに仕事
がはかどっております。
今趣味でN製鋼所の曽、、・ヤブハパンド

術者で同窓生がいたこと、それも同
じ町内の出身者であった。異国の地
で会えるとは、全く予期しなかった.
親交をあたためるため時々、励まし
合った。全く人生とは不可思議なも
のであると思いました。又よく考え
て見るとそれだけ世界に日本尺が活
躍していることだと思います。むろ
ん我同窓生も多くの人が世界に向か
っで、仕事をしておられると思います。
私は最近は、呉を中心にして働いで、
います。地元で仕事をしで、いますと、

に、音取った杵柄で入れてもらって、

]

実現しませんでした。

次期の山口末吉校長(三代)の時期
は、学園紛争等があり、中断の状態
でした、、

り、学校と三同窓会が話し合いを続

田中稔校長(四代)のとき、一九七
三(昭和四八)年の体育館落成式を契
機に三同窓会の統合をという声があ
け、各同窓会の財産の多寡はあるけ

れども、母校の将来のために大同団
結すべきであるという点で、大きな
歩み寄りがありました(この時、宇

首席を通した級友の神原君を失った
ことは痛恨の極みです。眼鏡の奥の
微笑は今も忘れることが出来ません。
その後、第四十へ海防艦に乗り呉湾
を転々としていましたが、敗戦後は
関門海峡・高知沖の機雷の掃海に従
事しました。
復員後は、旧海軍工廠の管業部に
入所し、進駐軍の施設に電気を送っ
ていました。同部解散後、中国配電
に入社しました。(昭和二十五年中国
電力に社名変更)変電所勤務で「蛍
送電」など当時の厳しい電力事情が
思い出されます。社内での仕事は異
なっていましたが、電気科二回生は
野津・大平・川崎・厚井・奥本君と
私の六名で会えば、よく話し励まし
合ったものです。懇親会をやろうと

市内在住の一・二・三回生が我が家
に集まり、再会を喜び話にはなが咲
きました。次回から中通の食堂等を
利用し、情報を交換し合い、親睦を
深めました。同窓生も多くなり、毎
年の忘年会は新顔を交えて賑やかで、

一九五九年(昭和三四年)阿賀工一〇回
電気科卒

佐藤春夫

縁は異なるものずい分疎遠しで、い

ぐ齢,

た日々の思い出にふけった。

入校した時は、現在の東畑中学校
に間借りしていました。阿賀の丘に
建つ新校舎の用地造成のため、夏休
みを返上し、ツルハシで山を掘り、
スコップで土をすくい、一日も早い
完成を念じつつ、炎天下に汗を流し
たのも昨日のような気がします。新
築の木の香も新しい校舎に移ったと

きの喜びは、今も忘れられません。
同窓生の絆を強めました。
通学は徒歩で約一時間、試験の時は、
クラス会は、当時電々公社勤務の

中国電気
保安協会呉支所

津見先生は母校を退職された年であ
り、・ての後も話し合いの会合には必
ず参加され、統合の方向へご尽力く

松前実校長(五代)が一九七五(昭

ださいました。)

和五〇)年四月に着任され、話し合
いを継続されて目出たく三同窓会の

校の充実発展のために寄与するとい

統合が実現したわけです。即ち、母
う大きい目標のために、三者が譲り
合って統合しました。名称は「くれ
こう同窓会」ということで出発した

ニます

の先のに谷遅社のもし理。い時たが二在い罪ずるた楽のし突

騨

・生頃厳と刻生恥生たで場し代。'十住るほ'としにのい然
罪方でし旨し活ず涯。と所たの色チ分ん次ろ御同ておい主電

ほにすいわなにかのうがか一々ン程で第ぼ無窓お受ざ旨話

ぼ迷,レ'一つい失うrり丁業苦思ノ`、るすと汰等ましン連人

ろ御。ノU鷺表し大と場牢番とテ塵いでし沙創)けぺのが
ひおささ＼、降を思出に遅いさをは広分つんとる接回

ンドを始めて結成した時代と技術も

母校だより
(敬称略)

一九九二年度評議員の委嘱
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…本年度人事異動…
※退職された先生
理科平田文夫

国語青木實

浴槽、畜産用浄化槽)。

インターハイ出場

が総会を年一回行い、会員の冠婚葬

現在は主だった活動はありません

員歓迎会、観光旅行、慰安会、ナで
ダーバス、忘年会等に成^、を視ろ会
を実施し、母校に教材を寄贈したり
活発に活動をしていました。

昭和三十五年には、本格的に高卒
の定期採用も実施されたため、呉工
の卒業生も、そ、の年か以、増え脚年天
社し、会員も大幅に増加しました。
しかし昭和五十二年頃企業状況が
悪化し、六工場のうち四工場を処分
するという企業の縮小があり、会員
が半分になりました一.
活動状況としては、過去、新人社

同窓会とした時期もありました、■

発足し、途中では名称を阿賀高呉工

さて、、・、れこう同窓会中国工業支
部は、昭和三十年に市工、阿賀高校
の卒業生により阿賀高同窓会としで、

以上の製品を呉第一工場と呉第二
工場で生産しで、います、

(栃木県大会)

隔世の感があります。地元でも同窓.
生の音楽グループがありますが、工
業学校なのに、音楽をやつで、る方、
愛好家が多いのはなぜか不思議です。
ともあれ同窓会の発展と会員の御

健康をお祈り致します。

呉工業高校・

電子機械科A組萬光
社会北方昌幸
電子機械科B組庄司
電子機械戸井荘六
、材料工学科川辺
※転出された先生
社会佐々木優秋: ・豊田高校へ
くれこう同窓会
体育加藤貫二 …竹原高校へ
中国工業支部の横顔
英語平山暁信… 黒瀬高校へ
出来秀雄… 呉工業高校・
定へ
機械水野卓

定へ
清…広島工業高校

当中国工業支部は昭和三十年に設
立され、最盛期には百七十名の会員
で、活動も活発に行われていました
が、途中で企業の縮小もあり、現在
の会員は八十四名で、活動も若干低
迷状況と言えます。尚会員の最年長
は、阿賀高校の第三期卒業生の六十
才で、最年少は呉工業高校三十二期
卒業生の二十才となっています。

ちなみにポストの最上位は、取締
役製造部長で、その他管理監督者と
して多数活躍しています。
それでは、私たちの支部が属して
いる中国工業株式会社を紹介いたし

弓道部団体で

練習しておりますが、もう最高齢で

し熟考信はて経版式だ式いい電・呉。・のほすたを絡り

の走る頼存以験とにけだ思だ車今爺自しと。ことに・

株式会社オトフジ

賀谷義彦
機械科卒

一九六〇年(昭和三五年)呉工一回

機械甲斐

:本郷工業高校

辛教育センダー

電気若狭周一

材料田口

事務掲野不二子・ 三二津田高校へ
※転入された先生
国語伊藤道子: ・江田島高校よ

8月1 日～8月4日

祭の世話をしているところで、す、
呉工の卒業生も企業の重要なポス
トで活躍し企業状況も良くなりまし
た。新卒者の入社を待ちながら企業
と共に発展させたいと思いますので、
各位のご支援をよプつしくお願いいた
します.南条俊次

一-

}

私は、現在の会社㈱オトフジに恩
師(故人中上先生〕の紹介で、阿賀高
校卒の大先輩渡辺良孝社長(現相談
役)を頼り、三十五年七月に入社し、
現在は中上先生のご子息である中上
明也社長(阿賀高校卒)の元で呉本仕
私が「オトフジ」に入社した当時

に勤めております。

一番小規模の会社で自慢出来る物は

は七人で、我々同期卒業生の中では

十七億一千万円

ます。

百六十億円

社会三保光成… 埋蔵センダー

資本金

何もありませんでしたが、幸いにも

年間売上額

六百名

より

大下伸一…昭和高校より

従業員数

六社

増本忠則…呉商業高校よ

呉工業の後輩達も入社してくれ(多
い時期は三十五人在籍〕現在の社員
は二三〇入で、十七営業所、年商三

イ該1轍容ミ嘱

関連子会社
本社

呉市に二工場

広島市八丁堀
全国十二営業所

曇声鍬嘉繊

営業所
工場

号i1設ヤスIしす霊

義雄…広高校より
忠之…三津田高校よ

田尾智佳則…長江工業高校
よ』り

より

中川和夫…本郷工業高校

製ン自コパ製おの

「オトフジ」の社風は平均年齢が

機械

工↑†

電気朝、唇
英行…近畿大学より
有谷喜久雄…呉養江能
分級より
西本博徳…呉工業高校・

ス器ンゴ機容製容は一

いつまで続くかわかりませんが、最
近では呉港まつりに出演したり、年
にステージ出演は十回余り、練習も

と時る時な度'。今んはで勘学ましかはせれおて悔'たてか

'。へのこ間賀も会こでで無す違生したら現てもらみい気もほら

卓新慎義真秀準道
己功二孝吾治一則

目藻髄罷主

へ
へ
＼

定より

チ'レル製器の器次部
・ソトスフ品等プ_(7)上
クラ製ア_ニロ垂岡と士号

山古
岡居

竹岡宏子…新任

化気用フ構ンン圧な上

口口円

事務

プ温ス場輸ガレが製東
ラ水テの送ススス品証

五五億円にまで成長致しております。
若いことと、他社よりもいち早!、年
功序列を廃止し、実力主義の導入が
現在の姿だと思われます。
我こそはと思われます後輩の皆さ

ん、興味を示されるならばせひ応募
一してください。
最後になりますが昭和通り(潜水
鑑基地前)方面に出向かれた折は是
非「オトフジ」へお立ち寄り願いま■
す。皆様方の御健康と御活躍をお祈、
り致します。

(◎(◎金失ゴ◎フス◎
強電所ル鉄ロテ高主以

英体

理社
科会
i…五'コ袈

ありますから大変です。好きだから
できるのですが、三年余り頑張りま
したけれども、阿賀高時代ブラスバ

健纂画嚢斗幕麓理瓢雍騨歪そ雑説醗

回想(高校時代を顧みて)

とかがれ時今バつ席途刻出れ利な名にぱどを段し想
つけこらる間日ネてこで中しはる用く田私言な参よ非にお録先
かしれれ半にまといのきのた'申しな畠のいし加く常な受を日

【九九三年度

くれこう同窓会

総会のご案内

初夏の候、同窓会員の皆様には益セ

ご健勝のこととお慶び申し上げます、

平素は、母校の発展並びに会員相互の

親睦のために、格別のご尽力を賜り厚

く感謝しお礼申し上げます。

さで、、今年度の同窓会総会を次の通

り開催いたしますので、ご多忙中とは

存ヒますが、万障お繰り合わせの上、

是非ご出席くださいますようお願い申

し上げます。

阻四時より

とき一九九三年八月八日㈹

ところ

森沢ホテル呉商工会議所ビル店

8階燈二五一五一八八

会費一般会員六〇(UO円

三〇〇〇円

一九九一年以降の卒業生

アトラクション

呉工吹奏楽部と
OBの演奏

●ジャブ、

●ポピュラー

●歌謡曲他

告

侵

幸

会 計
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収入の部

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
2,558,536o2,983,3(〕1

入会金600,00061)0,α〕O02,000円×31x}人入会金540,0(〕02,0(10円㌧127〔広
300,000384,0UO84,000300、f)(〕O

利息80,00081,8131,813定期預金等利息80,000

雑収入〔〕67,92567,925名薄売上金、寄付合計3,9(〕3,301

合計}3,538,5363,692,274153,738
支出の部

支出の部項目予算額備考
項目予算額決算額増減備考事務費100,000

事務費事務用品費3、49』宛名ラベル、ビニールひも業務費500,〔)〔)0
会議費総会費381,306参加者69名
通信費26,92]会議費500,0〔)0

小計1(〕0,(〕0030,41269,588予備費2,8〔)3,3(〕1

役員会費5,300出席者2(3名一合計3,903,301

業務費その他7
記念品費136,8(3卒1業,生8に0(印」鑑監ポスダ刊≡1
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小計500,01)0386,6〔)6113,394

会報発行費71,070会報印刷(3,300部)

小計650,000279,736370,264

予備費2,288,53612,2192,276,317香典・弔電
合計3,538,536708,9732,829,563
(※次年度繰越金3,692、274円一7(〕8,973円=2,983、301円1

国的に高まりつつあります。

☆現在、工業高校に対する関心が全

従来の小学科を改めて総合技術学
科を設立したり、普通科を交えた
総合高校が検討されデ・いるところ

もあるようです。

工業高校の在り方も大きく変わろ、
うとしています。

☆母校に於いても学科内のコース制
が検討されたり、来年度より家庭
教科が導入され、それに伴い工業

科のカリキュラムも変更されます。

したが、同窓会の役割や事務局の

一4一

☆同窓会も長い歴史をたどっで、来ま

(()

運営方法についても新たな方向性
を検討しなければいけない時期に

c)部会内一

来ているようです。

八出同学O

C)版窓校l

よう、お願いする次第です。

1スろ等一

☆先日の理事評議委員会で、総会を
活性化していくための運営や中身
についてかなりの意見が出てきま
しだ。そ、の中でまず各支部との連
携を密にしで、、総会運営の支援母
体としていくために、近々支部代
表者会を設定する予定です。
☆毎年、少ない参加人数で総会をし
ておりますが、同窓会員皆様方の
暖かいご協力・ご士又援を賜ります

七ツれ業丁
ニクこ高目

☆同窓会員の皆様より、お便りや近
況報告または学校への注文など、
ご指導いただけることがありまし
たらどうぞご一報くださいますよ

1二く工二

う、お願い申し上げます。
事務局より

印発
a株刷広呉行
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吉本明人

くれこう同窓会会長

会長ご挨拶

一

TEL(0823)71‑2177

母校の現状について

ではトップであります.、

任を交え、七名の役員を指名いたし

本年度は同窓会役員の改選期に当

任期満了による
役員の改選〃

十九日の理事・評議員会で留任・新

ります。これに伴って、さる五月二

改修やマシニングセンター、・ンーケ

くことになりますので、よろし,・＼お

ますと二年間の任期でお世話いただ

理事・評議員につきましては、・ての
まま留任の形をとらせていただきま

尚、会計は、事務局が担当いたし

会に優勝し全国大会に三年連続出場
を果しました。その他、ハンドボー

す。

学校長斉藤俊寛

る予定であります。また、変電室の

今、母校は「環境は人を作る」を
精神に環境整備の拡充を図っていま
す。昨年春の普通校舎リフレッシュ
に続き、来年度から男子生徒も家庭
科履修のため家庭科実習室を含む四
階建て実習棟が六月に新築され、本
館リフレッシュ工事が九月に完成す

ンサー等を導入し、総合実習室の一
部を改修してきました。まさに、施
設設備は県内有数の工業高校になっ

願いいたします。

ました。今期総会において承認され

てきました。

ル部、ソフトテニス部が中国大会に

生徒も昨年度は、全国アイデアロ
ボット大会で準優勝し大いに絶賛を

「くれこう」同窓会会員の皆様に
は、ますますご清栄のこととお喜び
申し上げます。
皆様には二一世紀に向けて一層の
飛躍をめざし多用な日々をお過ごし

出場しています。

文化部では美術部が全国総合文化
祭に出展し、ご存知の吹奏楽部は、

躍し定期演奏会等は固定のファンが
でき演奏を楽しみにされている方が

しても避けて通れない時代となりま

ます。

最後に同窓会の皆様方のご健勝と
ご活躍を祈念いたします。

す。

【九九一二年度評議員の委嘱ソ

指名されましたのでご紹介いたしま

五月二十九日の理事・評議員会で

会計監査

副会長

会長

役員改選

ます。また、昨年度も新たに、七名
の評議員を選出いたしましたの㎡.＼
合わせて承認をお願いします。他の

のことと思います。また、なかなか

毎年関西ジャズフェスティバルで活

受けました。また、弓道部は中国大

底が見えない長引く不況は皆様にと
りましても様々な問題をもたらして
いることと思いますが、こうした時
期にこ妾、、「くれこう」の同窓とし

多■くおられます。

てお互いに励まし合い、元気を出し

合って仕事に邁進していただければ

年月が経つのは早いもので、昭和

したのでお互いに政治を監視し、そ

れ、昭和十八年に現在地に移転し、
その後、呉市立工業高等学校、呉阿
賀高等学校を経て現在校に至り、今

母校も年々活性化しておりますの
で、どうか、後輩のために暖かいご
支援を賜りますようお願い申し上げ

と思います、、

、十四年に東畑中学校前身の校舎を仮

さて国内の政治状況は昨年の総選

れぞれの分野で逃げる事なく真正面

年で創立以来五五年という節目の年

校舎として呉市立工業学校が創設さ

挙の結果、三十八年間続いた自民党

にとりくんで行こうではありません

たしております。

様方のご支援とご協力の賜と感謝い

ここまで発展してきましたのも皆

た。

を迎えることができました。卒業生
も今春で一五二二九名となりまし

中で首相辞任に伴い第二期連立羽田
内閣の発足をみた、社会党は連立与

か。最後になりましたが私の尊敬す
る人のことばを紹介いたします。

さん方は大変な御苦労をされている
のではないかと思います。いずれに

いており今月で三十七ヶ月日で戦後
最長になろうとしているのでありま
す。各企業、事業所等においては、
リストラを進めている中で会員の皆

くれこう同窓会

煩わしき世間の雲に
惑わされるな

貴之
義巳
正志
圭三

竜也

和宏

一⊥一

第20号
一党支配に別れをつげ非自民による
細川連立内閣が誕生し政治改革の旗
をかかげ、前政権がやり残した問題
が山積しその解決を目ざしたが、途

す。

同窓会の皆さんには、ますますご
壮健にて御活躍のこととお慶び申し
あげます。平素は本会並びに母校の
教育充実のために何かとご支援、ご
協力を賜り厚くお礼を申しあげま

講.

自分自身が太陽と輝け

啓和忠輝郁国明
介俊之男夫雄入

畠下本谷藤迫井

一ト

て前途多難な厳しい船出となったの

材料工学

大大松下伊宮土

'

党から離脱野党となり少数与党とし

お陰さまで今春の卒業生は就職希

竹河下奥田奥吉
岡野田嶋島原本

BABA

電子機械A
電子機械B

気気械械

夏ぐゼ

は皆様御承知のとおりでございま
す.∪

三一・五%が進学し、県内工業高校

望した生徒は一〇〇%就職し、その
内、九四%が県内に就職していま
す。進学者は大学・短大等に全体の

電電機機

や
トセヨ

]994年(平成6年1
7月1日
広島県立呉工業高等学校

全国各地でご活躍の会員の皆さん
方におかれましては健康にご留意さ
れ益々のご発展、ご多幸を心よりお
祈り申しあげご挨拶といたします。

甲ニト噛

r一

今回の不況はバブル崩壊時の政権
が不況入りの判断を誤り景気対策が
後半ゴテに回りその後遺症が尾をひ

一

留留新新留留留
任任任任圧注任

太

識

驚

を
一

蔭

木村光徳先生と生涯学習
安浦友愛大学学長

藤登哲郎
〔九四三年(昭和【八年)市工一回
機械科卒

放課後のクラブ活動では弓道部の
日華事変・太平洋戦争と、世界列
強国にとり巻かれ、市工生活は戦況 .指導を先頭にしてくださり、当時・

に一喜一憂する話題が多かったよう

呉市内においてもトップクラスの成
績を挙げていました..現在の呉工が
弓道において県内のトップにあるの
も、当時の力が伝わっているのでは
あるまいか…と勝手な思いをしてい
ます。
今の社会は急速な変化をしていま

す。溢れるばかりの情報、科学技術
の高度化、年々進む国際化、雇用労
働形態の変化、それに伴う余暇の増

大や高齢化等々、社会構造も大きな

転換の時期を迎えています。
ここ数年、「生涯学習」という言
葉をよく耳にされると思います。こ
れは中高年の人の学習という意味で
はなく、人生のそれぞれの段階で、
これらの段階でこれらの変化に対し

の枠を越えた、生涯学習という新た

て自分で考え、自分で対応していく
ことで、従来の学校教育や社会教育

る楽しいことと言えましょう。

な視点にたった活動をすること、誰
もが、いつでも・どこでも学習でき

おかげで私も六十才を定年で、小
学校教師四十年に終止符をうち、今
は安浦町における高齢者の「生きが
いと健康づくり」のお手伝いをし、
安浦友愛大学(老人大学)三二〇名

います。

の学生と楽しい日々です。
この大学は本年度十九才の誕生を
迎え、十七のクラブ活動と月々の講
座に皆さんは年を忘れ目を輝かせて

一昨年は木村光徳先生をお迎えし

て、先生が今なお研究を続けておら

れる「中江藤樹先生に学ぶ」と題し
貴重な話を拝聴しました。
生涯学習という自己を高め、輝か

しい人生を送るための手助けのでき

ることを喜びとしています。これは
かって木村先生の教え導いてくださ
った数々のものが、今の私に大きな
指針となっていると思います。それ
は現在も日本藤樹会の会長として生
涯にわたっての研究を積んでおられ
る姿に接することを得、自身の弱い
心にムチ打つことができたからです。
この拙文をお読みくださる諸兄も

それぞれの地域において、自分なり

の生きがいを求めた活動をしておら
れることと思います。たった一度の

人生です。大事に過ごし“いい人生

だった。"と言えるものを育ててい
くよう努めてまいりましょう。

各地の状況・情報をお・持ちの方は

当方にお知らせください。

昔の通学路を阿賀の原よりのぼり母
校に足をはこんで見ました。小一時

間もかかり校庭に立って見ると昔の
面影はないが、校舎の配置、すりへ

ったコンクリートの階段と坂道は昔
のままにあり、四十年前の青春が思

11、」

母校曜より」

ハ敬称略)

〈本年度人事異動〉

※退職された先生

保体深見
機械中塩
電子機械岡本

※転出された先生

i

よ

り

賢…宮原より

ダ

:広島工業・層
欣也
・宮島工業へ
浩…三津田へ

英行

泰正…三津田へ

教頭相模健一郎
:木江工業ド
則男…熊野へ

理科河台
保体木下
電気朝倉

材料佐伯

事務川元

日

※転入された先生

教

理科西本
保体尾谷

…本郷工業より
体右回橋訓…佐伯より…

械栗原雅明…世羅より
気坂田悠久夫
…本郷工業より

黒田則明

…宮島工業より
料鷹取昌史

電子

材

:A呂⊥島工業より
楽柳千波…大君よ匂
務中尾忠司…海田よ匂

り〕

一

です。

そのような状況にあって、木村先
生の授業はひたすらに国文と、人と
しての生き方を説いてくださった。
その中に学ぶことを好まない悪童へ
図書室から宮本武蔵・大菩薩峠他を
持参し、読み聞かせの後は自分で読
むよう読書を勧めてくださったので
す。

りクラブ長になるとますます熱中し
た。

二河プールに水泳大会を取材に行
った時のこと、国旗掲揚になって自
慢のテープレコーダーを動かしたら
なんと元電源が落ちてしまいプール

また、このことが切っ掛けで古い

いだされます。

何かの機会にお会いできればと思

れは私の家内だから。

時弓

一

陽卓知
一雄博

教
育敬
セ司

雄き翼き周嚢き§藝、き、》

クラブ活動の想い出
イリエトレーデイングコーポレーション㈱

土井茂人

アルバムを引っ張り出して見ること
になった。クラスの写真や放送部の
メンバー、なつかしい顔が並んでい
る。

しょうか。

放送部の先輩、同級生、後輩、今
ではまったど、その消息を知ることも
に入社、元来好きであった電気計測
関係の仕事に従事して来ましたが、
三年前、先輩のまねきで現在の職に

っております。

中を停電させてしまった。急きょ合
唱で国旗掲揚をさせてしまった。そ
の後は取材はそっちのけで競技のお
手伝要員に早変り、何とか面目を保
って帰った。色々と失敗もあったが
充実した高校生活だったと思う。
昭和二十九年卒業と同時に、呉に
進出して来た日亜製鋼(日新製鋼)

ついております。

写真の中で後輩の一入だけ、その
後の消息を良く知っております。そ

できないが、皆さんいかがお過しで

送部を選んだ。理由のひとつには女
子学生が多いこともあった。好きで
入った放送部であり授業そっちのけ
で部室に入びたっていた。

私も来年は卒業後四十年で、還暦
を迎えます。この原稿を依頼されて
十数年ぶりに、天気のよい日曜日に

}鰭喋鍔欝施殊講動輪

』九五四年(昭和二九年)阿賀五回
機械科卒

私はやっと戦後の混乱期もおさま
った、昭和二十六年にめでたく呉阿
賀高機械科に入学することが出来
た。

校内放送、運動会の放送担当また
当時ではめずらしい大型テープレコ
ーダーを持って校外取材にとクラブ
活動に熱を入れていた。三年生にな

頭

“'蹴、

この時期の阿賀高は、普通・生活
・電気・機械の4科があり女子学生
も多数おり華やいだ雰囲気の学窓で
何とな,-、気楽に、自由に、楽しい高
校生活を過したように思う。
当時はラジオ放送の全盛時代で中

電機保

事音

)
、

呉工バレー部との出合い
バブコック日立

橋村清美
【九八O年(昭和五五年)呉工【二回

を忘れず、精一杯社会に貢献したい
と思います。

最後に、母校の益々のご発展と、
皆々様のご活躍、ご健勝をお祈りし
ペンを置きます。
馨霧霧霧謬霧霧」

墜禰慧は判
本年度より新教育課程が導入さ

計測工業科卒

東高に戦いを挑んで、結果は負けて
悔し涙を流したこと、また3年のと

位計四単位の履修が決定されまし

れ、二学年で二単位、三学年で二単

こと等、数々の想い出が浮かんでき

きのイタンーハイでは準々決勝で全
国に有名な崇徳高校と当り完敗した

「オーイ、あった、あ.つた」
自分の受験番号票を握りしめ、校
舎の二階の窓から張り出された合格
の日のことを、今でも鮮明に想い出

現役引退後は練習への開放感と放

科、生活科以来と思われます。これ

支部だより

㈱淀川製鋼所呉工場支部の横顔

私どもの勤めます淀川製鋼所とは
皆さんには、“ヨド物置4、各種家庭

[会社案内]
本社
大阪
昭和十年
百六十億円
資本金

創業

た。母校で家庭科教育が行なわれる 用品等でお馴染みのことと思いま
のは、おそらく阿賀高時代の普通 ■す。

課後の物足らなさが入り交りながら

ます。

番号を確認し、友人と喜びあったあ
します..、

私が入学した計測工業科は、当時

に伴って家庭科教室や実習室が必要
になった訳ですが、母校の敷地が狭
く、電子機械科の実習棟が古くなっ

残り少ない学生生活をどのように過
ごすか、また今後の進路についてど

としては全国的にも数少ない専門科
であり、競争率も高く、中学時代に

勉強よりバレーボールに熱中してい

二千六百名

ー塗装鋼鈑、磨帯鋼、特殊鋼、ロ

井・呉

大阪・市川・泉大津・福

工場

従業員数

ていたので、合せて鉄筋四階建にす
ることになりました。現在、ほぼ完
成しておりますが、内装工事が残っ

営業所
全国二十五ヶ所
主要製品
●冷延鋼板、亜鉛メッキ鋼鈑、カラ

うすべきかなど、いろいろ悩んだこ

昭和55年3月卒業後、私はバブコ

ているため、引き渡しは二学期にな
りそうです。来年度、二年生はこの
真新しい最新の設備で、家庭一般の

ール、グレーチング、ステンレス

●ヨド物置等のエクステリア製品、
家庭用品等のインテリア製品.

板、亜鉛メッキ鋼鈑、カラー塗装鋼

昭和二十九年に設立され冷延鋼

[呉工場案内]

時退勤後練習し、そのあと呉の繁華
街へ飲みに行ったものでした。

降畢御.暖口

鈑、磨帯鋼を生産し我社の主力工場
であります.、近年の呉工場は、市場
ニーズに合わせ品質の向上と生産能
力アップを計るべき、各うでンの更

馨霧馨駿寥寥駿

ック日立へ入社し、実業団リーグの
バレー部に入部しました。
当時のバブコック日立バレー部は

た私には、高いハードルを乗り越え

佐藤佳弘

」

呉工六回電気科卒

授業を受けることになります。

とも想い出します。

しんでいます。

噺汐

学生時代とは異なり、仕事とスポ
ーツを両立させることに自分自身で、
どう取り組むかに悩み、諸先輩に度
々アドバイスを頂いたのもこの時期
だったと思います。
本館の第一期工事が完成したのは
現在私の大阪での生活は、バレー
一九六九年、ざっと二十五年が経過
ボールをゴルフボールに変■え、凋二
しています。この間、屋上の雨漏り

会長阿賀七E佐々木征、副会長
阿賀五M池本真司、阿賀六M新本時
彦。会員の構成は、阿賀高四同率を.
最長老に、念、年度入社の新尺までと
なっておりますが、高齢化が進み約
半数の方が四十歳以上とな(、ており

同窓生の活躍の場としましで、は、

.ます。

製造部門が一番多!、三十七名、続い

て電気部門十八名、工務保全部門十
名、工程管理部門七名、事務補助部
門五名となっており、それぞれの職
場において主力となって頑張っで、お

以上の同窓生でありますが、支部

ります。

としての活動は、交替勤務の都合も

年新年会を開催し親睦を深めで、いる

ありまして、あまり活発ではなく毎

程度であります。

この様な支部ではありま・すが、今
年度は、母校同窓会の総会幹事を日

新製鋼呉支部と共にやらせで、いただ
!、ことになり、支部として.の活動も

へ平成六年六月一日」

一もっと積極的なものにしで、いく必要
があると考えています、皆様方のご
支援、ご指導を宜しくお願い致しま

す。

会

「ーレ塵}

年

森沢ホテル

四月二十四日旧

理事・評議員会

支部代表者会
母校校長室

人会式

五月二十九日㈲

支部代表者会

一九九四年
二月二十九日m

七月三日㈹

総会(予定〕
森沢ホテル

母校校長室

母校会議室

八月七日㈹

・」}

「

』ブ

呉工OBチームと言っていいほど呉
工卒業生が入部しており、週3回定

ての入学で、感慨一入、これで名門
呉工バレー部で思い切りバレーが出
来るとの思いが強かったことを懐か

あれから17年の歳月が流れ、今私
は、バブコック日立大阪営業所で、
思いもよらない営業マンとして、電
力会社のメンテナンス業務拡販にむ
け、日夜精進しています。

一丸となつで、全国大会出場を夢みて

呉工時代、さらに社会人になって
からも、私の人生に強い影響を与え
たのはバレーボールです。
新築したばかりの体育館で毎日、
3、4時間の猛練習に励み、チーム
流した汗。

当時のバレー部は上級生部員が少
なく、新入部員の私は長身であった
のが幸いしてか、一年生からレギュ
ラーになることができました。
2年の春、"春の高校選抜バレー

日)三

δ

回のペースで練習場へ通う、ごく平 工事等がありましたが、大掛かりな 新に取り組むと共に、工場用地の拡■
凡なサラリーマン生活ですが、再度 工事は今回が初めてです。部分的に 張もおこない将来性のある工場へと.
体に鞭を打ちながら"パパさんバレ かなり老朽化していましたので、生 躍進を続けています。
ーに挑戦したい"と思っています。
「くれこう同窓会淀川製鋼呉支部」
徒、職員共々騒音と砂ぼこりに悩ま
呉工バレー部との出合いは私の青. されながら、工事の完了の日を待ち は、昭和五十年に正式に設立し現在
一の同窓生は七十七名、呉工場全従業
員の約十八%を占めております。

月一
八九
日九

=廼

広島大会"にて強豪の舟入高校を破 春の一ぺージでもあり、今後苦難の 望んでいます.、
って準決勝を決め、優勝候補の祇園 ときがあったとしても当時の気持ち

㌧

へ

■￠

遍

}九九四年度

くれこう同窓会第20回
記念総会のご案内
初夏の候、同窓会員の皆様には

げます。平素は、母校の発展並び

"益々ご健勝のこととお慶び申し上
に会員相互の親睦のために、格別

一のご尽力を賜り厚く感謝しお礼申.
一し上げます。
さて、今年度の同窓会総会を次
の通り開催いたしますので、ご多
わせの上、是非ご出席くださいま

忙とは存じますが、万障お繰り合

午後4時

(平成六年)

編集後記

☆本年度入学生より、新教育課程が

これに伴っで、科目名が変更になっ

実施されることになりました。

たり、外国語のオーラルコミュニ
テーションや家庭一般、工業科目
の課題研究等、新し♂、導入された
科目もあります。
☆最近、県内の高校の入試制度につ
いて、さまざまな議論がなされで、
いるようですが、母校においても
工業高校という特色を生かすこと
のできる入試制度を考えで、いると

ころです。

☆この会報も第20号を、数えることに

一度、同窓会の役割やあり方を考

なりました。このあたりで、もう

います。

えてみる時期が来ているよらに思

☆昨年度より同窓会の活性化のため
に支部代表者会を設定しました。
少しでも多,・、の会員の皆様のお知

恵やお力をお借りして活動を広げ
ていきたいと思います。ご協力に

お礼を申し上げるとともに、今後
もよろしくお願いいたします一、
☆年間の最大でベントである総会が
近付いています。本年度より支部
の皆様に運営をお願いすることに

なりました。今回は、日新製鋼支
部と淀川製鋼支部で担当します。
多くの会員が集って盛大な総会に
なりますよう会員の皆様にはご協

力をお願いいたします。

☆同窓会員の皆様より、お便りや学
校または事務局への注文がありま
したら、どうぞご一報下さいます
よろお願い申し上げます。
事務局より

発行所
呉市阿賀北二丁目一〇f一

広島県立呉工業高等学校内
くれこう同窓会
費○八二三-七一一二一七七

望月ノ

Pり斤「

ご

株式会社ユニックス出版部
奮○八二三一七二-八○(り○

一4一

すようお願い申し上げます。

八月七日㈹

とき一九九四年

二階

六〇〇〇円二般)

倉二五一五一八八

あき東の間

ところ森沢ホテル

会費

三〇〇〇円(一九九二年
以降の卒業生)

アトラクション

『クレコウザウルスの実演』
その他

藩

会計報告

1993(平成5)年度(1993.5.26～1994.5.15)収支決算報告1994(平成6)年度(1994.5.]6～1995。5.lo)予算案
収入の部収入の部

項目予算額決算額増減備考項目予算額備考
前年度繰越金2,983,3012,983,301o前年度繰越金3,406,204

入会金541),OOO552,00012,0002,00〔)円×276入入会金560,0002、〔)00円×280入
総会出席会費300,0004]4,000114,0〔)0総会出席会費400,000
利息80,00084,6304,630定期預金等利息80,000

雑収入024,62024,620,名薄売上金、寄付合計4,446,204

合計3,903,3014,058,551155,250

支出の部

支出の部項目予算額備考

項目予算額決算額増減備考事務費10(〕,000

通信費39,131葉書、郵送料会議費500,00〔)

事務費事務用品費552ビニールひも業務費500,00{)
会議費総会費326,0{)0参加者70名
小計]00,00039,68360,317予備費3,346,204

役員会費4,850理事1磯貝会,支部代表者会合計4,446,21)4

小計500,000330,85〔)169,150

記念品費125,083卒業生に印鑑

会業務費その他8
報発行費71,07(51会,6報印1刷ポ(3,スタ引二1
50 部)監査報告119刷3年(度4く1徽れこ〕、吹奏楽
う同窓会 計を監査の結果、適正に処理されていることを認めます。19 4(平成6)年5月19日会計監査河野和俊㊥〃竹岡啓介⑳

小計500,000281,814218,186

予備費2,803,30102,803,3017“欝難iii難

}合計3,903,301652,3473,250,954

1※次年度繰越金4,058,551円一一652,347円=3,406,204円)

