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学校教育の改革

幽露

中で経済の立て直しは、延やとして

円高、オウムなど社会情勢の混乱の

ご活躍のことと拝察いたします。

同窓会の皆様方には、ご健勝にて
平素は母校に対して格別のご理解
とご協力を賜り厚くお礼を申し上げ
今、十五才へ口が減少しているた

ます。

め、今年度、本校は電子機械科(旧

学校教育もこれらの社会の変化に

い・ユ高齢化社会になり、一人ひとり
が生涯を通じて心豊かで潤いのある
生活が送れるような生涯学習社会の
実現が望まれています。

ています。

・生徒作品展示会などによるアピー
ルが効果的にあらわれ、興味、関心
を持った生徒の入学が増、兀、母校は

四五%で県内工業高校随一の∵

年々活性化し、昨年度の進学率は約

し、地域の期待と更なる信頼に応え

上げることができました.
今後も二十一世紀の時代に対応す
る新しい教育の在り方を摸索し、か
ら、生徒と教職員が一体になつで、魅
力ある高校づ!、りと教育活動を推進

今後とも母校のために先輩諸氏の

で、いきたいと思います。

ご支援ご協力のほどよろし,-・お願い
申し上げます。

一]

会長ご挨拶

轟純
闇が深ければ深い程、暁は近いと
いうことばがあります。我々同窓会

また、一方で入生はへ十年時代と

進まず、政治不信が高まり、不透明
の時代とも言われています。加えて
環境問題は国境を越凡地球規模に拡
大しています。このような時に、我
が国が国際社会での役割を果たして
い,-、ための個性豊かな創造性のある
人材育成が急務になっております。
が一学級減になりまし
たが、国・県の支援により施設、設
備など教育環境の整備は、年々拡充
近年では材料工学実習棟の新設、

してきています.

普通校舎、本館のリフレッ・ンユ、家

庭科実習室を含む四階建て実習棟の
新設に続いで、現在、総合実習棟のリ

も本校教育の将来像を創造しなが
ら、ますます教育条件整備を充実さ

なら、ないと思っで、おります。

員の皆さ人には各地の各種業界にお

せていきたいと思っています。

すが、常にプラス志向の思いで、母

フレごンユ工事を行なつで、います。 皿柔軟に対応していけるように画一化
お陰をもちまして母校が明るく美 ■教育から一人ひとりの生徒の個性や
しくなってまいりました。これから. ㎜進路などに応じた多様性に富んだ教
育内容と教育制度の改革が求められ「

ますこ壮健にてご活躍のこととお慶
び申し上げます。平素はなにかと本
会並びに母校教育の充実発展のため
にご支援ご協力をたまわり厚く御礼
を申し上げます。本当に有難うこざ

れで、頑張っで、おられることと思いま

と希望の新吐紀となつで、行くべき出
発の年として努力して行かなければ

くれこう同窓会

かれましては血の出る様な思いをさ

同窓会会員の皆さん方には、ます
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います。

三月にはオウムによる地下鉄

し
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彦ま二一ヒ1二竿入、司亡4'i

さで、本年当初一月には阪神淡路大

また、高校への進学率は年々上昇

大堀,原中岡浜高
田田脇置佐浦本橋

今年度から学校週五日制が月二回
実施され、二十一世紀は完全週五日
制が実施薯.」れると思います。
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ところで、世界は今、科学技術や
高度情報化の進展に伴い、目覚まし
く経済が発展し、社会は大きく変化
し複雑化をもたらしで、います。冷戦
構造の崩壊により世界情勢は対立か

しで、います。今年度、広島県は入試
制度の改革が行なわれ、全県の人学
定員伜を九九・三%に設定し高校を
希望する者は人書貝入学することが可
能になってきました。ますます生徒
の多様化が進んで、いますが、本校.℃
は体験人学や友学説明会、学校紹介一

機機気気械械
械械

広島県立呉工業高等学†築

終りになりましたが、・、王国各地で
ら協調へと移行していますが、経
こ活躍の会員の皆さん方の御健康と 済、文化などで新たな対立が発生し
ご多幸を心よりお祈り申し上げまし で、います。世界がどのような方向に
て御挨拶とさせていただきます。
進入でい!、のか、誰も予想ができ
、ず、我が国も、今年に人って大震災、

††

第21回
廿り経済、財界で、は村フ .校を、恩師を、共に学んだ友を思い
ル山朋壊の節供風選症'τ引出ごづりつつ、庸人 だして、悲観を楽観に、希望を胸に
に円高による不況、日米摩擦等々とH 共々に新世紀をめざして頑張っで、ま
いりましょろ。
暗いニュースにお・われております
、一-、五十周年を、又国連創設から、五十

が、本年は第二次世界大戦が終結し
年という佳節も重なる年てあb、本

年を、動機に暗き破壊の世紀、戦争の
世紀を反省しつツ新しい世紀が平和

電電電電機機
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一

烈する地響き、防空壕に逃げこむの .の話はしなかった一.口にして思い出 等ね一、王で、が新しく強烈で新鮮な言葉
すのが恐がったのだと思います。幸 』として、体中にしみこんで、行、-、、平和
に間に合わず、敵機に機銃掃射をう
い傷は軽く戦後十五年程生きました
け地面に這いつくば(、たのも昨日の

木原茂雄
した。その日私は工場で仕事にかか

六日快晴、広島に原爆が投下されま

「呉市工時代を顧みて」
一九四八年(昭和二三年)市工五回

り始めた時、強烈な閃光が走った。
暫くして大音響で工場が揺れた.皆

忘れもしません。昭和二十年へ月

様に思い出します。

機械科卒

んな外に飛び出した。見ると対岸の
吉浦の岬の裏側に大きなキノ子雲が
むく/＼と天空にそびえたってい
た。一体全体なんだろう?、すると

何処からともな!＼あれは日本がマ

国家)中で、洗脳され、黛、一、凝.㍉術す
ら知らすに政府の云,事を固!、信じ

ハンサムで紳士然としで、いるのに先 .を保っている、私の戦後五十年の総
づ驚いた。豊富な物量、何もかも当 括は、自分で考え、自分で行動し、
時の日本には無い物ばかりに恐れ参 自己責任を、貫かれたグ手、'与;■一
った。日本は神国で最後には神風が .期に両体制を体験した賜と思.口、で.い
吹いて元寇の乱の時の様に勝つんだ る.h、
と思い込んでいた自分が馬鹿らし!、
一ぺ入に拡まった.そりゃすごいな

あ!皆んな誇らしげに驚嘆したの
を思い出す。時間が経つにつれて広
島が大へんならしいと広援隊が行っ
た。夕方我が家に父が頭と大腿部に

一2・3ケ所職場を変り、日新に臨時
工として入社、配属先がプロセス制
御(以前は熱管理係㌧で、ここには
呉工の先輩や同ケラスの若者が多く
在籍し、中でも.同友んハ呉工同窓
会・日新支部一の会長とか、手「言
の発行とか・てれぞれ持ち前の特技を
発揮して会のためによ!、活動してお
られました。私も絵が好きで描いて
いたもので、表紙絵も何度か投稿さ

をお・せっかり、丁度その時母校の

ませんが、私も一度.同友"の会長

企業に就職されておりました。私は

が、巧スノートもそれぞれ立派な

えています。現在もプロセス制御の

で、校長室にお届けに上つ

会社で、準備して頂いた黒塗りの車

葉、民主主義、個人、権利、義務、

が、今思えば、かけがえのないた事

な時で、あ、ッた事を感謝しまず、.

退を迎えて"ということで、すの、π、、を.断ち切ります、もうこの席につき
最後に少し触れな,・で、はいけませた,、、で、も、軋.ろ出で、来れない凶だ、
ん。一生大きな木の下によりか・.「.、「.来
まず、在職中に"停年"か一～2たこと、多,、・、の八、々のお阯話になつ
年に近づいてまいりますと“や.りとて生きて来た身にと・リ、-

動事務局と社内教育担当で、何とかに退職日がつきつけられるとや一㌧と
停年まで務めさせて頂きました。観念しで、しまいます。そしてついに
私に与えられましたテーマは、.停は時が、コンビュー・・--が私の在箔

新と同じで、JK(QC)・提案活『算だとか、送別会の話だ、とか目の前

仕事の内容は、いわゆるQCサーケいんだ"、まだまだやることがた!、
ル活動、提案活動の士援、指導f、、蓄、んある筈だ、と思いながら一生け
そのメンバーの一尺となりました。んめい努力します。o年間やり残
以後S61年、協力会社である佐々木したことす、てを取りもとすかる如
工業へ出向を命ぜられ、停年までお,、で、す。呼でしで、1～2ヶ月前にな
世話になりました。仕事の内容も司り、有抵、禰残の取得とか、」琉金の計

さて私は、S57年能率課jK、提ろがあと1年・半年となるとテ度は
案活動事務局に配転になりました。`反対に"本当にもうこ謀-、は働けな

方で、、会長その他"同友げの事務局停年か"早,〆、こないかなと心待ちず
等お世話をしているようです。フ、句よらなとこスノがありました。とこ
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た。それ以来死ぬる迄広島の地獄絵

父は被爆時広島駅構内に居た。「広 尺も先生も、ワでしで、軍国主義も崩壊
島は悽惨だ、まるf、地獄だ」と云っ 『した。自由、平等、リンカーンの言

若しも戦時中の体制が続いで、いれば
と想像しただけで、恐、・なる、。
つら,・、苦しい市工時代であ(、た

なった。日本は一変した。学校も大

←っていたのが、皆んなスマートで、

安と、何処へ飛んで行ど、かも知れな 姿と二重写しになつで、気の毒で、なら
い焦燥感と、いつ真逆様に落ちるか ない。今や瞬時に世界中の情報が地
もの恐怖が入り交った日々が過ぎて 一球を駆けめくるこの時代に、争だに
ゆく。皆んな茫然自失。そこへ毛唐 情報管制されで、いる不幸。戦後五十
■年、民主主義体制下で、日本は発展成
の鬼畜米菓軍が進駐してきた。
地獄絵にある青鬼赤鬼とばかり思 長してきた。私嵐、市工`
らは、全く生れ変り成長し今日の姿

切れた凧みたいに根っ子の切れた不 一で、いる姿亭.見ると、終戦迄の口業、の

間もなく八月十五日の終戦、糸の

エネロの

しまし元

が、原爆症で終生苦しみました。大 ㎜を見るにつけ、いたいけない伺も知
腿部の傷が死ぬ迄癒えず粘液が出て …らない子供連が独裁政治、童体主義

紅法発布雍隣国北朝艦映像

一

包帯姿で帰ってきた。

・チ箱勧で強力な爆弾を開発したの

と激変の時代でした。私が入学したおりました。これは外板はベニヤ板
年は太平洋戦争の真只中で、皇軍が製の小形のモーダーボートで、魚雷

を実験したのだ、と実しやかる噂が

【高官になると、天下り等でちゃ入と

中々思ろにまかせない状況ではあり

いつの事だったか今では思い出せ

せて、頂きました。

ます。

すが、民間企業でこのご時制下で、は

漸き場所が準備されていると聞きま

この度、はからずも同級生の同窓
会役員である丁氏より、機関誌に一

を去る3月釘目に停年退職し、家で

で、会社及び同友の祝儀をもつで、、

体育館が新築落成するということ
3月、当時も大変な就職難でした

が、呉阿畑鼠工を卒業したのはS28年

侍機中の身でありました、。公務員で

さて同窓会についで、の思い出です

折りしも私、日新製鋼㈱呉製鉄所

言書くよう依頼をうけ、登場した訳
でございます。

拝啓梅雨の候、呉工同窓会の皆様
には益々ご健勝のこととお慶び申し
上げます.

一九五三年(昭和二八年)阿賀四回
電気科卒

細谷幸彦

この度、停年退職を迎えて
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し入隊しで、行きました。本土決戦に備えで、停泊中の軍艦が、
へ紘一宇、大東亜共産圏の聖戦のむらがる敵の空爆による無残な沈
為に、命を国に捧げるのが日本男子没、一トン爆弾がひっきりなしに炸

同期生も応募をしてました。呉の大空襲、呉湾に.

迫してきて、当時若八の憧れの的、し最後には竹槍で敵と相果てる覚悟

練でした。課外活動に防空壕掘りも『玉砕が相続き、本土決戦に備えで、こ
しました。二年生になると戦況も逼の嫌な舟を作り、一億総玉砕を決意

時体制下f、軍事訓練も教科としてあで自爆する為の小舟f、す。
り、軍人と同じ心身両面の厳しい訓づくにつれ南や北の島々で日本軍の

南に北に快進撃しで、いで、、学校も戦を積入で、入間もろ共敵艦に突っこん

いこ入だ。半世紀前をふり返ってみから信じ願っで、生きた時代でした。
ると、正に天地がひつ,`、り返った時 二年生から終戦の夏迄、呉海軍工
代であの、私の市工の五年間は激動廠一し学徒動員としで、牧攻艇を作って

市工時代の思い出の投稿依頼が舞一の本分と教育されました。それを心

懸

ξました不況
多述隊藩に砂が三校生餌晃が、僕に冴、って汗.

一ポ、

二・水車などの水力機械・、業一紙

不本意なことに時間～.皐 ・襲・」-{、電気、計測制御、

一九九五年度

くれこう同窓会第21回
記念総会のご案内..

年)

支部だより

鵡癒薦
OB三五〇名の連帯を強固に
(バブコック日立支部)
呉駅の海側に位置するバブコッタ

〔会社の概要〕

クフ、仕とが共同出資で設立しで、いた
バブコッケ日立と合併し、現在では

昨年夏以降有志が集まって再建策を
話し合い、会則も改正して再出発し

のバブコック日立支部担当を前提に

で担当することが決まり、平成七年

…日立製作所全額出資の会社で、す。
主要製品はボイラプラント、排煙

編集後記

☆現在、母校では学科内のコーツ、制

が導入されたり、家庭科等の新教
科が取りλれられ各学年のカリキ
ュラムがそれぞれ異なるという移
行期に差し掛かっています.

☆市工、阿賀高、呉工のそ、れ隔てれの

脱硫脱硝装置、原子力機器、産業プ ㎝ました。
当支部会員はバブコック日立のほ
ーラント、都市ごみ等焼却設備などで

か、バブ日立工業、ベブ日立エンジ
ニアリング、バブ日立西ソフトウェ

り母校の発展に寄与する」ことを一

バブコック日立における同窓会は

しました。

昨年(平成六年〕、母校同窓会総

す。(平成六年六月十日記〕

す。

目的とL「くれこう同窓会」とし
一矢一つの同窓会になりました.一て
れから⑳年の歳月が流れたいま、
同窓会の会員としで、今の母校に何
を期待するのか、また在校生たち
が同窓会に何を望んでいるのか、
それらをよく踏まえて同窓会がい
まどんな役割を担わなければなら
ないか、会員一人ひとりが考えで、
いかなければならないときがきで、

同窓会が「会員相互の親睦をはか

ア、呉栄製作所、呉栄サービスの各
子・孫会社と、日立系列の日立物流

す。

昭和三十八年に約一三〇名の卒業生

〔支部の活動〕

πア、もって先口疋、、、せ、名称は阿篁。同時

を合わせて、呉工場内に勤務する総
勢約三五(り名の卒業生を擁していま

昭和二十九年卒から平成七年卒ま
で年令差四十一年の会員が、各年で
選出した幹事と職域の連絡網をかみ
合せて、母校を同じ!、する者の連帯
感をもとに、年一回の総会のほか、
忘年会、新年会、プロ野球観戦など

乖安芸誌にち交で「暁峰会」と

その後十年位は、毎年の総会や忘、
年会、新年会等を結構活発にめ、っで、
きていましたが、幹事役の転勤や、
会社の業容拡大に伴ない業務移管に
よる子会社への転出等で、同窓会活
動がついで、行けず、有名無実のまま

☆毎年、少ない参加人数で総会キ、し

会の幹事没を主な企業の支部が輪番

いるように思います。
年が過ぎました。

て昭和四十年には、日立製作所と英

昭和三十六年に日立工場から分離
独立しで、日立製作所呉工場に、叫てし

製作所の主力工場f、ある茨城県の日
立工場からボでラ部門を分離しで、、
その分工場としで、設立されました。

ー■日立呉工場は、昭和三十四年に日立

初夏の候、同窓会員の皆様には.
益々ご健勝のこととお慶び申し上

げます。母校の発展並び
に会員相、血の親睦のために、格別

のご尽力を賜り厚!、感謝しお礼申
さて、今年度の同窓会総会を次■

し上げます。

の通り開催いたしますので、ご多

}・一一八二缶平

行事を活発にして、同窓会の存在を
確かなものにしたいと考えていま

国バブコック・アンド・ウでルコ曽

くれこう

で、おりますが、同窓会員皆様方の
暖かいご協力・ご支援キ一賜り.盛大
な総会になりますよろ努力して、お
りますので、ご協力をよろし、、お
願い致します。
☆会報の原稿が乏し!、な(.で、きまし
た。同窓会員の皆様よb、お便り
や近況報告等がありましたら投稿
させで、頂きたいと思いますので.是
非お寄せ下さい。また同窓会や学
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、こ一報
くださいますよろお願い申し上げ

一,4・一・一

忙とは存じますが、万障お繰り合

三時年

わせの上、是非こ出席くださいま

、すようお願い申し上げます。
レ」き

ところ

会費

アトラクション

事務局より

○版一窓校1
0部七会内一一・

ます。

1ス1う等一一一

とき8月6日㈲闘4“00

八出二同学○

生__一_

『相撲ロボ・ト』の実演

1二1く工二

ナし角髪ノ＼F皆r淡1戎
九皿4七
その他

∩七

ところ森沢ホテル本館詐訪謎塘岬2ーキ8。

七り七れ業丁
ニケ一一⊥こ高目

業円円五問ル旧)年

嚢帰、～～.篁…=

『相撲ロボット』の実演
費一般6、OOO.

三ユ三具北

卒○Oiのテ日五
藝

呉阿市
工賀
高高工
会1993年以降の卒業生3、OOO・

即発
留株刷費広呉行
○式所○島市所
入会八県阿
三社二立賀

1ソ、三.ナぐ費,あ森ノ叉一・
巨葦○○二二き1尺月プし
の○〇五四ホ六九

くれこう同窓会会長

奥原國雄
一九五九年(昭和三十四年)阿賀高十回
機械科卒

会長就任挨拶
欝

くれこう同窓会

偉業に感謝申し上げると同時に、そせっかり責任の重さを感じていると
の名に恥じぬよう思いを新たにするころでありますが、他の役員の方々
次第でございます。各界構成員の衆知を集め、老いも若
さて、一万五千人を越える全国各きもくれこう同窓会に一丸となって
地の会員の皆様には、ますますご壮結集して頂き、同窓会のますますの
健にてご活躍のこととご拝察いたし発展に尽力したいと思います。
ます。平素はくれこう同窓会並びに熱い血潮をたぎらせ呉工の丘で学
母校呉工業高校の充実、発展のためんだこと、クラブ活動に精を出した

吉本前会長をはじめ歴代会長の方いう還暦の年を迎えます。この節目
々が同窓会のために残された数々のの時期にあたり会長という大役を仰

ます。また三年後には、創立六十周年と

くの先輩方がおいでになる中で、浅が活性化していることからもうかが
学非才の私が、と大変恐縮しておりえます。

この度、はからずもくれこう同窓、一の実績を上げていることや、スポ
会会長に皆様方のご推挙を頂き、多ーツ、文化両面においてクラブ活動

慈

TEL(0823)71‑2177

にご支援、ご協力を頂き厚く御礼申こと一1懐かしい青春の日々を回想

新しい時代を担う
呉工の教育

本年度の三年生から工業科の専門

学校長瀬崎宣利

同窓会の会員の皆様には益々ご健

科目として新しく「課題研究」が入

■嚢・
げます。

勝にてご活躍のこととお慶び申し上
平素は本校の充実・発展のために

しました。

四月に開催された呉地区総合体育
大会では十一種目の競技のうち七種
目優勝し、県大会においても弓道部
の優勝をはじめ多くの競技において
上位入賞という素晴らしい成果を残

おります。

取り組んでおり立派な成果を残して

生徒は毎日早朝練習から放課後は
夜遅くまで真剣に練習や物づくりに

ります。

決していく力(課題解決能力)、ま
た研究成果を発表するカへ自己表現
力)を身につけることができます。
次に、生徒の個性を伸長させるた
めにクラブ活動の活性化に努めてお

りました。この科目は教科書もなけ
れば、一年間の学習内容、学習計画
も全て生徒自らが決め、先生は生徒
の活動を支援するというものです。
この科目の授業を通して、生徒は
自ら学び、自分の設定した課題を解

格段のご理解とご協力を頂いており
ますことに厚くお礼申し上げます。
さて、この度、前校長齊藤俊寛先
生のご退職に伴い、その後任として
私が着任いたしました。一万五千余
名に及ぶ同窓会員を擁する歴史と伝
統のある呉工の校長として責任の重

大・さを痛感いたしております。

今後色々な面で同窓生の皆様にお
世話になることと思いますが宜しく
お願い申しあげます。
教育とは「何億、何十徳という人
々によって創られてきた数千年の人

類の文化」を伝承することであり、
その文化を受け継いでいく中で、次
の時代を担う生徒達は自分の生きて
いく気力を持ち、また生きてい!・技
(学問)を身につけていくものであ
ります。

本校においても同窓生の皆様の培

するなどめざましい活躍をしで、いま

このような生徒の積極的な活動を

す。

支援するために学校の施設・設備の
充実にも努力いたしております。

特に今日の著しい技術革新に対応
するため機械科には最新のマシニン
グセンターを、また四学科共用のC

できると言われます。

AD室も整備いたしました。
人は日々の経験を通して、自分に
は素晴らしい勇気がある、困難を解
決していく智恵がある、人に優し!、
できる愛があることを心に持ち続け
ることで本当の幸福感を持つことが

呉工に学ぶ生徒が、日々の学校生
活の中でそのような貴重な経験を

って全教職員が一丸となって教育活

し、大きく成長してくれることを願

最後になりましたが長年同窓会の

動の発展に努めております。

運営にご努力頂きました吉本明太会
長のご退任に際し、厚くお礼申し上

のご理解と今後の限りないご協力・

げますとともに、会員の皆様の一層

ご支援をお願い申しあげます.

経過報告

一九九五年

一九九六年

八月六日印

二月二十九日困
五月二十六日佃

理事・

総会(予定)
森沢ホテル

理事代表者会

者会

第.一回支部代表

六月九日励

七月七日㈹

八月十一日㈲

i支校沢
こ部体ホ
と代育テ
{表館ル

7月7日
広島県立呉工業高等学校

し上げます。し、年一回の総会に一人でも多くの

われた立派な「呉工の文化」を在校
生が引継ぎ、生徒一人ひとりが自己
の個性を一層伸長させ、色々な場面
で活躍し、将来に多くの夢や希望が

また、工業系のクラブにおいても
各工業科の特色を生かした作品づ♂、
りに生徒が取り組んでいます。
その成果としてロボット競技の全
国大会に毎年出場したり、材料研究

部が美術鋳物で広島県の工業高校デ・
ザインコンクールで最優秀賞を受賞

。生乙、

第22号
母校も皆様のご支援、並びに歴代同窓生の顔を拝したいと願っており
校長、教職員の方々のお骨折りによ.ます。

持てるよう、次のような取り組みを
通して教育の充実に努めておりま
す。

エキロユ ロ

1996年(平成8年)

り、一層の拡充発展を見せておりま会員の皆様のご健康とご多幸をお
す。その成果は大学、専修学校等の祈りし挨拶とさせて頂きます。
進学率が四五%と、県内工業高校随

と回母式森

者第人

灘

一九四五年(昭和二〇年)市工三回
電気科卒

内藤英夫

私にとつ ての「呉市工」

轟

●●●●

「くれこう誕生異聞」
レしー
ヰ～

一九五九年(昭和三四年) 阿賀【○回
電気科卒

がされたのう」とたまには寄り集っ

異聞というほど大袈裟なものでは 何とか接点が見出せる気持でした。
ありませんが、二十年もこえるある
諸先輩には大人の気を頂戴し、「く
日、U先生(故人)が見えられて「同 れこう」が誕生しました。
ところで、所属する私の支部(バ
窓会の統合という話がある。」つい
てはお前も一役かえとのお申し出で ブ日立)も同窓会は活発とはいえま
ある。阿賀十回といえば阿賀高最後 せん。そこで「同窓会のメリット
の年で(普通科、生活科の女生徒が は?」という声もあります。メリッ
いたのはここまで)諸先輩綺羅星の トをあれこれ考えるのも億劫な年恰
如しで、お断わりするのに窮した 好になったせいもあるでしょうが、
が、根がどうも乗せられやすいタチ ただただ往年U先生が同窓会の為に
で若くもあったのでしょう、議長役 暑い最中に足を運ばれた熱情を想う
をお引受けするところとなりまし と、難しい話はやめて、阿賀十回E
科のみなさん、「肥たごをようかつ
た。

に、メリットがないとお嘆きの方も

それなりに、世の中にはこういろ、

メリットを求めたい方もそれなり

て話ができるのが最高では。

市工時代の大先輩、阿賀高の先輩
の皆様には同窓会と言えば過してこ
られた校名に一入の想いがあり、回
想の大きなよりどころでもあります

じわっとしたものもあってよいので

任期満了による役員の改澤」

本年度は同窓会役員の改選期に当
たります。これに伴って、さる六月
「九日の理事・評議員会で、留任、新
任を交え六名の役員が指名されまし
た。特に四期へ年にわたっ.㌦、会長の

任を勤めていただいた、吉本会長が

御勇退になら、れました.長い間、御
苦労様でした。心より厚く御礼申し
、上げます。

いて承認されますと、二年間の任期

新しく指名されました奥原国雄新
会長他五名の役員は、今期総会にお

でお世話いただ,'・ことになりますの

で、よろしくお願い申し上げます。
尚、会計は事務局が担当いたしま

す。また、今年度も新たに七名の評

せで、承認をお願い致します。

議員を選出いたしましたので、合わ

田島郁夫

奥原国雄

役員改選

副会長

竹岡啓介

河野和俊

下田忠之

舛野茂樹

会長

会計監査

小玉匡崇

上北彰

庄垣内貴志
小早川昇

和田頼昌

浜中健一

原田隆史

一九九六年度評議員の委嘱

留留留新留新
任任任征圧任

進学できる喜びと希望に胸をふく戦中、戦後の不幸な時代と多感な
らませて入学した市工。それは昭和青春時代が重なり、あらゆるコンブ
十六年、日中戦争はドロ沼化し、第レックスを背負い込み、もがき苦し
二次世界大戦の開戦も間近のことでみながら懸命に生きてきた戦後五十
あった。黒風呂敷を小脇に抱えて仮年、今は平和と豊かさの中に埋没し
校舎であった東高の坂道。一年余りて、過去の苦しみ、悲しみ、怒りが
の通学であったが、私にとって先生懐かしさで洗い流され美化されてい
方の厳しい指導の中、新しい学校環くように感ずる。
境への適応で緊張の毎日であった自己の不勉強低学力に悩み闘いな
が、市工生活の中で最も充実したもがら私は教職に就いた。校種が中学
のであったように思う。校であったため、指導の参考となる
二年生の夏休みに校舎移転、新しのは、最も縁の薄かった市工時代の
い校舎でさらなる充実を願って学校ことであった。工業系に全く適さず
生活、しかし中学校生徒らしい生活失敗ばかりの私をやさしく指導して
はここまでではなかったろうか。以くださった先生、厳しい指導の中に
後は黒瀬・安登・西条と農村援助、確固たる信念で、恐ろしさの中に身
連日広工廠での防空壕掘りで、まとの引き締る思いのした先生、校長先
もな授業を受けることはなかった。生の訓示もまた私達を引き付けるも

はという心境のこの頃です。
めません。むろん呉工として卒業さ
れた方々との思いも然りでしょう。

BABAB、A.

彰

から、統合ということで、新しく生
まれる同窓会名には、おのずと話し
あいにぎこちなさが伴なうことは否

そして、そのきわめつけは、四年生のがあった。しかし戦争は狂気以外
の六月、呉海軍工廠へ学徒動員、さの何物でもなピ、、学校から教育を奪
らに二十年三月には、五年生に進級い、すべてを戦場へと駆り立てた。
することなく繰り上げ卒業となった私が生徒として学び体験したこと

詳びらかには思い出せませんが、

諸先輩には申し訳けない気持であ

状況となったと記憶しています。

.数案をめぐっていずれとも決し難い

ことである。何か月ぶりにか登校しそれは特殊な時代の短い寄った貧弱

ての卒業式は、五年生と一緒で、式なものであったが、先生方から教わ
の端の溝の中に退避するという有て欲しかったとの願いを、自分が教

り、今もその思いが胸に残っていま
すが、これからのことを考えると、
これからの時代の人が多数を占め、
思い出ぶかいネーミングがよいので

しかもずばり呉工ではインパケト

はと思い至りました。

が強すぎるし、「・＼れこう」なれば

』

の途中、空襲警報が鳴りグラウンド、つたもの、あるいはもっとこうあつ
様。卒業写真の一枚もなく級友と別師として生かしてきたか自問するこ
れたことが、今になっても寂しい思との多い毎日であった。
い出として残っている。縁の薄かった級友、四十四年ぶり
市工でまともに学んだのは二年余に級会を開催。以後それを取り戻す
り、多くの者が志願して軍隊へ、町べく度々開いて、旧交を温めてい
は空襲で焼けて級友は散りぢりに、る..
私も呉を去って久しい。

材電電電電機機
料子子
工奉幾†幾気気械千成
学械械

購

一九七七年(昭和五二年)呉工一八回
機械科卒

藤本修

呉工時代から現在まで

麟
初めての投稿に当り、呉工時代か
ら現在に至るまでをつづって行きた
いと思います。

振り返って見ますと、早いもので

呉工を卒業し新日本造機㈱に入社し
て二十年が来ようとしています。つ
い一丁三年前に卒業したような気が

していましたが、あっという問に現
在に至っています。
呉工時代の思い出としては、毎日

母校をなつかしく思うことと言え
ば、当社を呉工の生徒が工場見学で
訪れて来る時です。生徒が二列で工
場内を歩いている姿を見ると、私も
昔、胸を弾ませて、どんな会社に入
ろうか、会社にはどんな人達がいる
のだろうか、どんな仕事をしている
のだろうかと、いろいろな事を思い
.ながら、工場見学をした記憶を思い
出し、なつかしく思います。その時
は、先生にも合えるチャンスがあり

機㈱で、石油関連、化学用、官庁向
け等の小型から大型までのポンプの
組立を行っています一仕事の関係上
出張も多い所です。当社は主に蒸気
タービンとポンプを製造している会

期待をしながら眺めています。
卒業してから現在まで、新日本造

社です。又、社内には呉工卒業生の

の通学が辛かったことです。私は安
芸津から阿賀駅へ電車で行き、駅か
らバスで中畑まで行ったり、歩いて
呉工まで通学しましたが、呉工に登
るまでの急な坂道が辛かったです。

当時は辛いと思いながらも何なく登
り切っていたような気がしますが、
今ではとても当時のように登れない
思い出はたくさんありますが、そ

と思います。
のくらいにして、私は卒業してから
は、なかなか母校を訪れることが出

母校だより
●96呉地区総合体育大会で七種目
に優勝〃一

現在本校には、体育クラブ十七、
文化クラブ十七の計三十四クラブが
動も活発で毎日頑張っています。

あります。生徒の参加率も高く、活

去る四月二十五日・二十六日に行.
われた呉地区総体では七種目の優勝
を勝ちとり、全生徒の励みとなって
います。今後とも同窓生OBのみな

さんの応援をよろしくお願い致しま

近的男子団体2位
(清水・蔦村・和田・越間・福永)
男子個人

6位蔦村敬介
7位和田敏樹

学及び電子工学を主とした基礎的科
目の学習に重点を置き、原理・原則
が身に付くように教育課程を編成し
ています。また、情報技術においで、

30、ハードウェアレ」ソフトウェアの

主動力となるモーダーや発電∴遣配

ス・電子コースに分かれ、各機械の

します。二・三年生では、電力コー

を利用しての制御技術の基本を学習

タの基本操作やパソコン・ポテ・コン

得を中心とし、合わせてコ》ビュー

複合技術を身につけた技術者の育成
●硬式野球部監督に
青山孝一氏 ・を目指した学習内容を取り入れで、い
ます。一年生では、オームの法則な
ど電気・電子に関する基礎知識の習

呉工一九八二年(昭和五七年)卒
母校は昭和二六年に甲子園に出場
して以来、実に四五年の長きにわた
り甲子園から遠去かっています。
その母校硬式野球部監督に昨年の
十二月から呉工高昭和五七年電気科.
卒業で硬式野球部OBの青山孝一氏
が就任されました。今、甲子園にも

電、自動制御、電子回路、通信技術、

す。

御技術、BASICやC言語による

す。

の特典があるのも電気科の特徴で、

者(三年間の実務経験で申請可能)

目試験免除)や第三種電気主任技術

話工事担当者アナログ三種(一部科

種電気工事士(筆記試験免除)・電

また、電気科を卒業すると、第二

パソコ・、“やシーケンサを用いで.の制

ッターでした。卒業後は東北福祉大

う一度と部員と共に頑張っていま
す。氏は母校在学中は捕手で中心バ

(呉地区総体優勝種目)
バスケットボール、軟式野球

陸上、水泳、弓道、卓球、テニス、

プログラミンゲなどキ}学習します。

します。

ています。

電気科
最近の科学技術の進歩は目覚まし
く、特に、電気・電子・情報の分野
は極めて著しいものがあります。こ
のため、電気技術者は最新の技術に
積極的に立ち向かう意欲が求められ

学科紹介

皆様のご声援をよろしくお願いいた

す。

の間ベストナイン6回、首位打者一
回、最高殊勲選手賞一回獲得されて
います。同大卒業後は、社会人野球
の名門日本IBM野州にて八年間活
躍されました。この度、母校野球部
の復活発展をと日夜四十名の選手と
共に泥まみれの指導をされていま

して捕手内野手として活躍され、そ

学に学び、一年時からレギュラーと
(県大会以上の大会出場)

(バスケットボール部)

第24回全関西バスケットボール大会

第勾回インターハイ中国高校陸上予
選大会(陸上部)四〇〇m上原征二、
一五〇(Om姫野亮
県高校弓道選手権へ中国大会予選)
近的男子団体優勝

(清水・蔦村・和田・越間・福永)
男子個人3位蔦村敬介
6位和田敏樹
遠的男子団体優勝

(蔦村・清水・山根)
男子個人4位蔦村敬介
5位清水
秀一
8位山根 幸二
広島県高等学校総合体育大会
近的男子団体2位
(清水・蔦村・和田・越間・ 福永・
土肥)
男子個人5位福永
8位清水
遠的男子団体優勝

敬介

(蔦村・清水・ 越間)
男子個人1位蔦村

「電気科」では、将来どのような
産業界にあっても、それぞれの産業
社会の進展に主体的に対応できる創
造性豊かで実践的な技術者の育成を
目指しています。そのため、電気工

熱

会「広峰会」があり現在は、五十人
程の入会者があり、年に一度は総会
があり、二年ごとに四国の道後温泉
で総会が開かれます。今後も率先し
皆様の会社にも、多くの会がある
と思いますが、今後、益々の御繁栄

秀一

凝撫一一

て参加して行きたいと思います。

最終の卒業証書を取りに行った時だ
と思います。その時は私が在校して

と皆様の御活躍を願いまして、終わ
らせて頂きます。

3位清水

第39回中国高校弓道選手権大会

灘

来ませんでした。三・四度、母校を
訪れたのは、海外出張で必要だった

いた時の先生に再会し、久しぶり

に、なつかしい話をした記憶があり
ます。・ての後は訪れていませ入。

醜

秀秀
一憲

「」謝一』

支部結成・新たなる結束を

のトンネルジャンボ、そのズリを搬
出するシャフローダー等の建設機

械、遠心濃縮機等の環境装置、ロー
タリーフィルター等の化学装置な
ど、その事業内容は多岐に及んでお

事業の拡張に伴い設立されたコト

ります。

汚キシステムは、昭和五+九年にそ
の産声をあげました。常に顧客の立

ます。

して呉工の卒業生が幅広く活躍して

〔支部結成に向けて〕
コトブキグループには、現在五十
九名の呉工卒業生が在籍しておりま
す。奥原社長、神垣副社長の例を挙
げるまでもなく、各事業所の中心と

しかし、これまでコトブキにはき

おります。

編集後記

しています。

☆本年度は役員改選により、奥原新
会長のもとでの出発となりまし
た。又、新しい支部結成ヨトブ
キグループ)もあり、同窓会の活
性化につながっていくものと期待

います。事務運営面での能率、総

☆支部代表者会を結成して三年目に
なりました。総会の運営を支部が
担当することで多くの成果が出て

場に立ったシステム開発・ソフト開

に正式に支部を発足させるととも

ちんとした支部がございませんでし
た。本年、奥原國雄社長が同窓会会
長に就任するとのこと。これを契機

発に力を入れており、とりわけ"K
フトは国内はもとより欧米へも輸出

し、地域に根ざした運営をしており

箇所で特別養護老人ホームを開所

衆.

事務局より

株式会社ユニックス出版部
費○八二三一七二-八(り○○

F『印夘一"

口U'、-

奮○八二三-七一-二一七七

広島県立呉工業高等学校内
くれこう同窓会

呉市阿賀北二丁目一.Ol一

発行所

思います。

の積極的な投稿をお願いしたいと

頼っております。会員の皆様から

☆現在、会報の原稿依頼は、支部に

ます。

盛大な総会になりますよう、会員
の皆様の多数の参加をお願い致し

うに思います。本年度もますます

雰囲気ももりあがってきているよ

会参加率もよくなり、又、総会の

EMCO"の名で知られるゲームソ

用のチェーンの製造を主としており

ところ森沢ホテル本館詐籍甥謁し2ーキ88

とき8月11日㈲4"00四

くれこう
同意舎…羅

ましたが、現在ではトンネル掘削用

(コトブキグループ支部)
されております。また飲食部門で に、同窓生の絆を一層深めていきた
一は、"白札屋""叙寿苑""和さび㌻あ いと思います。
〔会社の概要〕
母校呉工、及びくれこう同窓会の
昭和五十四年に西日本屈指の鋳鋼 一じ菜""一寿""ラーメン倶楽部"な
設備を有する総合機械メーカー寿工 ど広島・呉・三原・東京に二十六店 益々の発展を祈念しております。
業㈱より分離独立してコトブキ技研 舗を展開しております。
また白寿会では、迫りくる高齢社
工業がスタートしました。発足当
時、クラッシャー(破砕機)、船舶 会を見越し、呉・安芸津・音戸の三

窪田実雄

コ九九六年度
くれこう同窓会第22回
総会のご案内
初夏の候、同窓会員の皆様には

益々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

用とは存じますが、万障お繰り合

呉工高3回生
電気科卒

『手作りゼOハンカー』の展示

呉工業高校内'同窓会事務局

わせの上、是非ご出席くださいま

一九九六年(平成八隼)

八月十一日㈲午後4時
あき西の間

森沢ホテル二階

台二五-五一八八

六〇〇〇円⊃般)

962年(昭和37年)

葵一般6、000・
“盆1994年以降の卒業生3、OOO・

連絡先/71-a77(FAX71-2179)

すようお願い申し上げます。

とき

ところ

会費
三〇〇〇円(一九九四年

以降の卒業生)

その他

手作りゼロハンカー展示

、2

略,蜜

團

アトラクション

α

会長挨拶
で
〆～饗

・一季毯㍗

くれこう同窓会会員の皆様には、
益々壮健にご精励のことと心よりお
慶び申し上げます。
平素はくれこう同窓会並びに母校
教育の充実発展のためご支援、ご協
力をいただき厚イ、御礼申し上げます。

TEL(〔)823)71-2工77

くれこう同窓会

FAX(0823)71‑2179

機械科卒

一九五九年 (昭和三十四年)阿賀高十回

奥原國雄

くれこう同窓会会長

7月14日

母校は二年後には創立六十周年と
いう大きな節目の時期を迎えます。
この素晴らしい節目の年を意義ある
ものにするために、我がくれこう同
窓会も役員、各支部の責任者、事務
当局ともども充分連携を密にしなが
ら.、英知を結集して記念行事等を企
画立案し、準備を進めて参りたいと
思います。どうか、皆様方の格別な
るご支援、ご協力をお願い致します。
ぞ、の意味におきましても年一回の総
会でございます。一八でも多く参加
いただくよう声を掛け台って、ご参集
いただければと思います。
そ、しで、昔懐かしい若さと青春を取
り戻すためにも「朝日に映えて、鐸
え立つ、永劫不動の灰ヶ嶺……」と

隔欝ノ

ました一.

「生き洛力」とはと問われますと、

同窓会の会員の皆様には、平素本校
の充実・発展のために格段のご理解と
ご協力を頂いておりますことに厚くお
礼申し上げます。
さて、今日、日本の社会が大きく変
化しで、おり、また変わらなければなら
ないとの盛んな論議がなされて、います。
教育においても、この変化の激しい、
そして見通しのたちにくい二十一世紀
を逞しく生きるカを身につけさせる教
育への変革が求められています。

抽象的な表現であるだけに明確に答え
ることは難しいのですが、私は自分の持・リ

へ

しかし、今日少子化の傾向が
むなかで、中蓋校卒業者数が年々急減
しており、高等学校は学級減や統合と
言った厳しい状況になつで、います。
本校も、先端技術の学習に対応でき
る施設・設備の充実や生徒の卒業後の
就職・進学の進路希望が実現できる教

育内容の充実に努めるとともに、・ての

特色を中学校の生徒・保護者をはじ
め、地域の方々に知って頂くため呉市
役所で、の「呉工テクノフェア」の開催な

う.u、

様子を近隣の小・中学生にお話頂き、

どの取り組みを行っています。
しかし、何と言っで、も一番本校の素
晴らしさを地域の方.・に知って、頂けるの
は、約一万六千名の卒業生の皆様方の
自分の体験を通しで、のお話であると思
います。是非同窓生の皆様のご活躍の

工業技術においても、今までの規格
型大量生産、大量消費の時代であれば、
上手なコピーが生命ですから、分業の
部分がきちんとできればよい、すなわ

られています。

ち教えられたことを着実に実行できれ
ばよかったのですが、これからは自分が
今担当していることがどんなに小さくて
も、仕事全体に対する自分なりの考え
方を持って新しいもの、高度なものを考
え出していくクリエィテブブな力が求め

そのためには、教室での知識の吸収
と同時に、額に汗して自分でものを作っ

たり、組みたてたり、分解したりする
ことで、全体の仕組みの中で、どこが.
重要なボ・ーントなのかを体験的に感性
として田字びとる学習が必要になって参り

森沢ホテル
入会式
母校体育館
会計監査

母校校長室
のスペ・ンヤリストを育ててい!、立派な施
七月六日(日)
常任理事会
設と、六十年に近い伝統の中で先輩の
戚室
皆様が学ばれ残された教育の蓄積があ
予定
総会担当支部打ち言わせ
り、その成果が今学んでいる生徒に着.
八月十日 (日)総会
実に伝承されています。この呉工の素
森沢ホ子π
晴らしい伝統を更に発展させ、より特
色のある学校づ!、りを進めで、参りたい
と老.えで、います。

本校には、そろした将来の工業技術

ます。

経過報告

将来工業技術の分野で活躍したいと思
ろのであれば呉工に進学しで、学んf、み
なさいとお推め頂ければと思います。
最後は学校からのお願いになりまし
たが、どうか同窓生の皆様方におかれ
まして、は、母校に対しましで、一層のご
理解と、ご支援をくださいますよろお
願い申し上げますとともに、同窓生の
皆様方が今後益々ご活躍、、こ発展され
ますことをお祈り申し上げます。

の夢を実現させることはできないでしょ

できなければ、これからの時代、自分

より高度な技術を創造してい!、ことが

学校長瀬崎宣利

伝統を発展させ
より特色ある呉工

◎
セら

春にはあふれる鮮やかな緑の中で二
百四十名の新入生を迎え、夏は盛んな
セミや野鳥の声に励まされて一二年生は
卒業後の進路決定に向けて、頑張り、ク
ラブ活動では生徒は思いつきり自分の得
意な分野に汗を流し、秋は美しい木々
の彩りをバックに賑やかな呉工祭、ワてし
て冬は雪の中の静かな木立ちのたたず
まいの中で二百六十二名の卒業生を送
り出し、灰が峰の自然に包まれた美しい
四季の中で、呉工の一年が過ぎ去っていき

ま

を持った人、間としで、の行動ができたり、

金

広島県立呉工業高等学校

みんなで呉工校歌を声高らかに合唱・ で、いる、身につけている知識を生活の中
し、杯を傾けたいものです。
『に生かしで、い!、力であると思います。
い,【、ら多くの素晴らしい知識を持つで、
いで、も、そ、れを生かしで、より豊かな心
で、いただきます..、

月月一月一
十二九十九
二、十九一九
日九七日六

第23号
終わりに会員の皆様方のご健康と
益々のご活躍を祈念しで、挨拶とさせ

_日年._年
木_日

さて、、二十一世紀を目前に世間一

般では、日本経済はゆるやかな景気
回復の基調にあるとは言われている
ものの、現実には大変厳しい中で会
員の皆様には国内外、各種業界にお
いてそれぞれ努力されで、いるものと
拝察いたします。

本校は一九三九年(昭和十四年)、呉
市立工業高校としで、創立され、戦前、
戦後の厳しい時代の要請もあって校名

の間同窓の皆様方のご支援、ご協力と

も幾度か変遷し今日に至りました.、そ
歴代校長、教職員の方々の並々ならぬ

ご尽力により県内屈指の工業高校とし
て今日の隆盛を見で、おりますことは誠
にご同慶の至りであります。

六二八

1997年/平成9年)

野球部の想い出
中村勝廣
電気科卒

一九五〇年(昭和二十五年)阿賀高一回

ぎ

私と呉工(当時は呉市工)との出
会いは戦災によって始まりました。

います。

弟全員が野球好きでした。このよう
な訳で早速野球部に入りました。
発足当時は、軟式野球で部員も少
なく最初からレギュラーになれまし
.た。監督は今は亡き樋口先生、補佐
.は中上先生でした.今と違って当時
は終戦直後ということもあり、すべ
で、の物資が大変不足しで、おりまし

そのため、スパイクシューズは無く

た。なかでも運動用具などは、なか
なかお目にかかれない時代でした。

ワラジを履いて練習をしましたが、
皆様ご承知の通り校庭は山を切り開
いたところで、天気の良いときはカ
チカチで固く、雨が降れば赤土のた
めドロドロでやわらかく大変苦労し
ました。また、グローブも布製のも
のもあり、ユニホームはゴワゴワの

しばらく経って硬式野球部にな

ケンバスや肌着などで、とにかく寄
せ集めという感じでした。
り、その頃樋口先生に連れられて広

試合は一時予選(当時は広島県代
表四校)で強敵呉竹高を破って広島
県代表になり、二次予選(広島県四

校、山口県四校のうち一校が甲子園
出場)で山口県の柳井高校に110
で惜敗し、後一歩のところで念願を
果たせずに終わりました。
しかし、私の卒業した一年後には
後輩諸君がよく頑張って、夢の甲子
園行きを果たし、その上福島投手以
来、甲子園の常連であった強敵小倉
高校に快勝してくれたことは先輩と
して大変嬉しく思いました。
あれから、幾星霜年月が経ちまし
たが、在校生の皆さん、阿賀高が甲
子園へ出場したという記録は永久に

不滅です。どうかこのことを誇りに
思って、近い将来再び実現して戴く
ことを祈ってこの拙文を終えたいと
思います。

野球と伴に

しで、二年生の時友に進められ入部した
様に記憶している。
当時の市工野球部はもちろん呉市
の野球レベルは高く県大会でも常に
上位に進出していた。一九四七年(昭
和二十二年)学制改革により633
制、そして地域制が採用され阿賀高
校となる。
食糧難物資不足の苦しい時代であっ
たが、勉学が苦手な私は毎日野球野球
の生活に入っていった。運よ♂、一九五

よら..

回戦で敗退するも、チームづ!・めの
第一である礼儀マナーの向上技術の
前に基礎体力の強化と]年目の目的
は達成したと考えで、いフ.佃。
ヶラブ活動と言えど唯楽しむだけ
でなく、相手に勝つ為には先づ、自
分に勝つと言ろ考えを徹底し一年で、
も早!、優秀な選手諸君が目標として、
入部してくれる様な魅力あるチーム
を確立したいと思ろ。
最後に、青山監督の想いを紹介し

役

いする。

迄う御期待、御支援ご協力をお願

代を迎えたいと思う。

来られた下田忠之部長の協力、良き
指導を得で、再び呉工野球部の全盛時

二、全力疾走・体全体でのアピー九
三、一日完全燃焼四、確たフ.佃チー
ムワーケの確立、である。
青山監督の若さと情熱に期待し、
教員生活を高校野球一筋に過ごして、

り」を掲げ一、礼儀マナーの向上

目的に「人格の形成と想い出づ!、

〇年(昭和二十五年)西中国代表としヅ、

スポーツ王国を築きつつあったリッ

夏の甲子園大会そして第五同名古屋国
体に出場でき最高の高校生活を過ごす
ことが出来た。卒業債駒沢大学に特待
生として迎えられ卒業と同時に、当時

カーミシン㈱に入社南関東代表として

都市対抗野球に出場、退部後も軟式野
球の手伝いとして全国大会にも出場。
その後、女子ソフトボール部が出来る
と監督に推され、四年連続東京代表と
して全国大会に出場させ、三十七年目
標としていた国体(第十七回岡山)に関
東八県を制覇し全国十チーム出場の中

の一チームとして参加させ勇退する。
業務に専念してからも、全国各地
の支店に出張しても、スポーツ部出

日日ほヨロヨドの イしお

毛井

電気科卒

一九四二年(昭和十七年)阿賀高三回

《◎

任任任任任任

島市の運動具店でスパイクシューズ
を買った記憶があります。初めで、履
いた時は大変嬉し!・て、校庭につい
たスパイクの跡が珍しく何度も何度
も振り返って見つめた思い出があり
ます、。

その頃の呉市の高校野球は、井川
投手を擁する呉竹高(現在の呉三津
田高校)浜崎投手の呉市工と往年の
早慶戦に匹敵するような、この三校
が呉市はもとより広島県でもトップ
クラスでした。

臣をム

当時、私は高校球児の憧れの野球
場である阪神甲子園球場にほどちか
い阪神電鉄甲子園駅と鳴尾駅との中
間ぐらい(当時は兵庫県武庫郡鳴尾
村)のところに住んでおり、兵庫県
立尼崎工業学校の二年生だったと思

広島市に原子爆弾が投下された一
九四五年(昭和二十年)八月六日の一
日前の深夜、米軍飛行機B29の絨毯
爆撃により、西宮市をはじめ阪神間
の殆どの都市が、たった一晩の空襲
によって焼失してしまいました。
幸いにも軍港であった呉市に住ん
でいで、、戦災を免れた伯父宅に招か
れて呉市での私の生活が始まったわ
けです。

査長長

一九九六年度評議員の委嘱

瓜刀耳刀,広刀払方ユ刀訴刀

電気機械A

電気機械B

材料工学

章伸順達洋暁
弘哉一也一隆恵

その時の校長は岩崎さんという方

高齢化社会が叫ばれる今日、私もそ

身と言う見方をされ、松山、松本、
松江、北海道、野田と支店長生活を
過した時も甲子園での対戦相手との
再会野球の話が切り札で営業が纏っ
たり常に野球に助けられた様に思
う。結局野球とは縁が切れず五十六
年リッカーを退職後呉工のコーチを
三年半務めた。その後も出来るだけ
の協力をして来たが、残念ながら呉
工野球部の進展は見られず平成七年
十二月OBである青山監督が就任、
私も再びコーチを引き受ける。彼も

呉工卒業後、東北福祉大学、日本I
BMと常に全国大会を経験した実績
をもち、野球に対する考え方、野球
部を根本から立て直すと言う考えで
合致、二年目を迎える。昨年は、三

竹河下舛田奥
岡野田野島原
啓和忠茂郁国
介俊之樹夫雄

山羽中山熊岡北
王藤水田岡本野

阿賀高を卒業する一年前でした
が、春の県下高校野球大会で我校の
打棒が大いに奮い、連日のごとく大

る。定年退職後の生活が話題になる中、
私は、毎日学校に通い子供と野球が出
来る喜びを感じつつ、毎日感謝の日々
を過ごして、いる。私が野球と出会った

ろそろその仲間入りをしょうとしで、い

勝したことがあり、新聞に超高校級
の打撃であるなどと大変な評価を受
けました。さらに夏の大会前の新聞
の予想でもそ、の時の打撃があまりに
も破壊力があり印象が強かったため
か、甲子園行きがほとんど決まった

のは、戦後問もない一九四六年(昭和
一一十一年)市平の併設中、学校に入学

BABA

でしたが、以前の学校名を尋ね以、れ
ただけで転校のややこしい手続きも
試験もなく、すこぶる簡単に市工生
になった次第です。今考～ると戦後

すぐの混乱期のお陰と思います。
野球部が出来たのは一九四七年(昭

ような批評であったと記憶しており
ます,.

ハし

気気械械

噸汐

和二十二年)頃だったと思います。私
は以前住んでいたところが甲子園球
場の近くで、ぞ、のうえ父をはじめ兄

会副会員
計な

電電機機

誠

幾叢

田千鶴

●97呉地区総合体育大会で
六種目に優勝〃

締ピユータ(電子計算機)で迅速・

紳製品を作るために、高精度のセン
耀サー(感知装置)で感知し、コン

σ

辺

〔∂

ロハンドボール部

式

ボー几選手権大会

中国高校ハンド

中軟
国式
地野
区球
軟部

中国高校水泳選手権大会
岡田吉生一〇∩τ二〇〇平
藤田徹一〇〇平

〔一)一周諭倒立口

)く.曳7P

男子個人5位

○弓道部
中国高校弓道選手権大会
男子団体3泣

云・

よ

ています。交通費、会場費等保護者
の負担も増えており大きな課題と
なっています..

(呉地区総体優勝種目)
く.＼

陸上
[刀い河

弓道
卓球
硬式テニス
ハンドボール

(中国大会以上の大会出場)
○陸上部

中国高校新入陸上競技大会
三〇〇〇m4位長谷川友央

て学習します。近代産業は

技術の総合化・高度化に向
けて限りなく発展を続けて
います。これからの技術者
はこれに対応しで、いける幅

士

だ

現在本校には、体育クラブ十七、
文化クラブ十七の計三十四クラブが
あります。今年度も生徒の参加率は
高く、毎日の活動に意欲をもってと
りくんでいます。残念ながら運動場
が狭いことで、硬式野球部、軟式野
球部、サッカー部、ハンドボール部、
テニス部、ソフトテニス部は隔日練
習となり、校外に練習会場を求める
のに苦労しています。また陸上部、
水泳部の練習会場は全て校外で行っ

学科紹介
……電子機械科
現在における工業界の技術は、

鳩機械・機器・装置で測定かつ制御

私は今、卒業してすぐに就職した国
立呉工業高等専門学校で実習係員と
して、主に機械工学科の一、2、3

糊正確に処理するロボットなどによ

締し、目標値にかなった精度の高い

年生の実習指導にあたっています。

を目的としています。この

広い知識を身につけなけれ
ばなりません。
電子機械科の学習内容は
将来、企画、設計、オート
メーション装置の検査・保
守・管理、技術サービス、
計装コンピュータ関係の職
場で活躍できる人材の養成

されています。

新しいメカトロニクスに関
する専門の知識や技術は地
元産業界からも大いに期待

㎡科」では機械工学と電子工学の基
㎞礎的な知識を学習し、さらには

}オートメーション(自動制御)装
恥技術(情報技術)を一学年から学
岬習していきます。高学年に進むに
凸つれて自動化・○>U/○>ζ・

また毎日多数の生徒が電
子機械研究部でアイディア
ロボット、相撲ロボットの
制作キ一し、全国大会出場を
めざして頑張っています。

心置の頭脳に相当するコンピユーダ

このような観点から「電子機械

㌦ています。

帰るメカトロニクス的

教わる立場から一転して、教える立場

躍なシステム(機構)にまで発展し
ことが出来ました。私のような者の
指導で本当に良いのだろうかと時々
不安になることもありますが、とに
かく教わる学生のためにもまた教え
る自分のためにも、一生懸命に今の
仕事に日々励んでいこうと思って、い,
最後になりましたが、これからも

ます。

(句>)などの理論と実際につい

}ファクトリーオートメーション

りとさせで、いただきます。

呉工が益々発展しますよろ、また皆
様のご活躍をお祈りしまして、終わ

球

校

に変わったわけですが、教えるとい
うことは大変に難しいことだと、こ
の仕事に就いてから初めて実感する

とても楽しく過ごせたことを今でも
鮮明に記憶しています。
思い出は書き切れないくらいたく
さんありますがこれくらいにして、

れませんが、多くの先生方や諸先輩
方に親切丁寧に指導しで、いただき、

めもあって、生徒会での活動も務め
させで、いただくことができました.
あまり役に立って、いなかったかもし

分は一生懸命頑張っていたんだと
思っで、います。また、呉工での高校
生活の問に他にも何か良い経験はで
きないものかと考えた末、先生の勧

機械科卒

一九八九年 (平成元年)呉工三十回

山

生涯の思い出として

思い出しては懐かしい気分になつで、

呉工を卒業したのがついこの前の
ような気がしてなりませんが、振り
返れば早いもので、あっという間に
9年の年月が経つで、しまいました。
通勤の途中でよく呉工の生徒を見か
けますが、思わず自分の呉工時代を

しまいます。最近新聞などで呉工生
の活躍の記事をよく目にしますが、
自分の母校の後輩が頑張っているん
だなと思うと、なんだかとて、も嬉し
い気がします。

呉工での思い出といえばやはり、
あの長くて遠い毎日が体力作りのよ
ろな通学が辛かったことが一番で
しょう。場所が山の中腹だけにほと
んどが坂道で、Aマ思えば毎日元気に
よく通ったものだなあとつくづ・-、感
心してしまいます。・てれに全校生徒
のほとんどが男子という中で経験し
た様々な出来事も、大きな思い出と

別々に行うわけにもいかないので、

して、今でも心に残っています。特に
体育などは、他の高校のように男女
いつも男子と一緒の授業でした。体
力的な差があるためか辛い事も多々
ありましたが、そんな時にはヶラス
の皆が何かと助けてくれたり、先生
から、ハンデ,-をもらったりと、大変
お世話になっていたように思いま
す。今考えてみると甘えだったよう
にも思えますが、それでも当時の自

野

母

一九九七年度

くれこう同窓会第23回
総会のご案内
初夏の候、同窓会員の皆様には

益々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
のご尽力を賜り厚!、感謝しお礼申

計四三二一、五}一}、九四三

制時定電気科}二四五
一七二五
手械科二]八一、○○○一、二一八
計九九五四五三、三五六二、五一五一五、九二

生活科一九四一九四
普通科一、二二〇一、二二〇

二、六五六二、六五六

一、二一二一、二二一

U缶日金三三へ三三八

電気科三三一一六八五九三、一二五四、一一≡二
機械科三二六二九一、○八三四、五二二五、九五一

済卜一時代呉阿賀高校呉工業高校

程課学科,江五典～計

れこう
同窓含…羅

連絡先!71-2177(FAX71-2179)

に会員相互の親睦のために、格別

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
用とは存じますが、万障お繰り合

わせの上、是非ご出席くださいま

六〇(り○円(一般)

盈二五一五一八八

あきの間

森沢ホテル二階

へ月十日㈹午後4時

一九九七年(平成九年)

すようお願い申し上げます。

とき

ところ

会費

三(UOO円二九九五年

編集後記

昨年の総会で、よめ機能的な同総
会にするために、規約改正を行いま
した..、新規約の主な改正点は常任理
事会が新設され、役員、市平.阿賀

高・呉工の代表者・各支部代表者の
構成となり実質の運営機関となりま
す。また理事会(各学年代表)は常
任理事会が必要と認めたとき開き、
評議員(各ンラス代表)はケラス同

窓生の連絡調整をすることになりま

、した、臼.

事務局より

総会の運営を支部が担当するよう
.になって四年目を迎えますが、ほぼ
一巡しました。これからの常任理事
会、総会運営にあたっで、、益み、支部
の役割が大きくなってくるものと考、
えられます。現在十二の支部が登録
されていますが、代表者が決ま(、て
いるのは八支部だけです。来年度ま
でには代表者が決定され、また新し
い支部の誕生があれば幸いです。

追伸

五十周年事業の余剰金を生徒の為
に使る、てほしいと、母校に寄付をし
で、いましたが、本年度、運動会用生
徒席として、、テント十六張り、屋外
用机二十台、カップ・トロフ,「1の
かざり戸棚一ケース・表門の門扉一
対を購入することになりました。

印発
費株刷F巫盈広呉行
○式所○○島市所
八会八八県阿
二社二二立賀

以降の卒業生)

(こ」音呂一ヒ1一ヒ会1勾一
(⊃九七

とき8月10日㈲4"00臨

ところ森沢ホテル本館詐訪矯押ヤ§
『スウィングメー方書ズ演奏』(呉工吹奏楽部oBバンド)
『材料工学科生徒作品』の展示
養・}般6、000・
会…1995年以降の卒業生3、009

三ユ三三呉北
1二llく工二
七ッ七七れ業丁
二1.ケー一こ高目
1スllう等一
.八出二二同学(こ)
○版一一・窓校1

アトラクション

「スウィングメーカーズ」演奏

(呉工吹奏楽部OBバンド)
「材料工学科生徒作品」展示
その他

卒業生状況

興工業高校内・同窓会事務局

会長挨拶
ぜヂ.

広1島県立呉工業高等学校

7月31日

TEL(0823)71‑2177

くれこう同窓会

FAX(〔)823)71-2179

二十一 世紀に活躍できる
工業技術者の育成

学校長瀬崎宣利

今年は例年になく酷暑の到来が早日々の教育活動に取り組んでおりま
く、学校の裏山の蝉の鳴♂、声も次第にす。
賑やかになって参りました。その取り組みの一つは、製造業の技
同窓生の皆様には益々ご健勝にて、術力は真面目に一所懸命に努力するこ
ご活躍のこととお慶び申し上げます。とでしか得ることができないと言われて
さで、二十一世紀を目前にした今日、います。そこで生徒には学校生活は勉`

十年以上前からビッグバンをやってきた他の入や企業にない技術やそこから生
日本の製造業の実績や、。ものづくり"み出される製・㎜を創りあげることが大
の現場(アメリカにおける昨年のベスト切であります。
セラー・カーは一、二位が日本車であそのために本校では、生徒が自分の
り、パテント数も世界一など)を知れ得意なもの、自信の持てるものを体験

化、そして少子化・高齢化といった社験を通して一所懸命に自分を鍛える場
会の変化の中で、今までの社会システムであることを充分に認識するよう指導
が通用しなくなり、行政や経済、教育しています。とは言いましても生徒に
などにおいて大きな改革が求められていとって叩字校は友達と語らい、助け合い、
ます。励まし合いながら友情を深め、青春時
特に、バブル経済の崩壊による不良債代の楽しい想い出づくりの場でもありま
権の処理により、金融システムが不安すので、そろした機会も多く持てるよ
定となり、具体的な経済対策が効果うにしております。
的に働かず、完全失業率が4%を超次に今の時代、真面目に一所懸命や
えるという深刻な状況に将来への不安りさえすれば、これからの時代に活躍
を持つ入も多くなつで、います。できる技術力が身につくかと言えば、
しかし、今日まで日本経済の強さのそうはいきません。常に創造性を働か
おおもとは製造業の技術力であり、二せて、技術革新を目指す意識を持ち、

我が国は国際化・情報化・技術の高度学やクラブ活動、また種々の行事の体「
くれζつ同窓会一万六千人の会員昨年の同窓会総会でもお願いをし
の皆様には、その後も各地で盃やお元たところでありますが、来年は創立
気に精励のことと拝察いたします。六十周年という大きな節目の年を迎
平素はくれこう同窓会並びに母校えます。十年前の創立五十周年記念
呉工数育の充実・発展のためご協力事業を振り返り、素晴らしい節目の年
ご支援いただき衷心より厚くお礼申を意義あるものにしたいと思います。
し上げます。そのためにも、年一回の同窓会総会に
二十一世紀を目前に、価値観の変一入でも多くの同期生にご参集いただ
化とともに国内外は環境問題、経済き、英知をいただきたいと存じます。
不況、牛、業率の増加等の多くの課題私たち同窓会役員、各企業・支部
をかかえ、各業界は大変厳しい中にの責任者、事務局は連携をより密に
・てれぞれご苦労、ご努力されで、おら、れし、記念事業等の企画・準備・実行

ば日本経済の強さがわかると思います。や学習から見つけ出し、そこで得た知

のご尽力と、同窓生の強い絆と団結力にたいと存じます。
支えられ、県内屈指の特色ある工業おわりに会員の皆様方のご健康と

高校として今日を迎えておりますこと.益々のご活躍を祈念して、挨拶とさせ
は誠に」同慶の至りであります。ていただきます。

本校ではこれからの二十一世紀のグ識や経験で方法論をつかみ、それを他
ローバル社会において活躍できる工業技の分野にも応用して新しい発見をしで、い、
術者の育成こそが、日本の社会の発展ど、創造性を身につける教育に力を入れ
を支えることになるとの思いを持って.ています。

ることと拝察いたします。に特にこの一年、全精力を結集する
本校は一九三九年(昭和十四悪時所存であります。
代の要請に応え呉市立工業高校としで、現在の厳しい不況の中ではあります
創立されました。爾来、校・こそ、呉が、一万六千人の会員の皆様一入一
阿賀高校、呉工業高校と変遷いたしま人に母校への思いを巡らせて頂き、是

一九五九年 (昭和三十四年)阿賀高十回
機械科卒

奥原國雄

くれこう同窓会会長

第24号
したが、この間歴代校長、教職員の方.・非とも創立六十周年事業を成功させ

為譲臆

1998年(平成10年)

今日、高等学校も大きな変革期に
あり、本校も多くの課題を抱えで、いま
すが、解決すべき課題が色々あるとい
うことは、それを解決していけば、そ、
こでまた道が開けで、いく、発展して、い,『、
可能性があるといろことであります。
本校は、来年で創立六十周年という

節目の年を迎えますが、この長い歴史

の中で先輩の皆様が呉工業高校で何番、
学ばれ、それをどう社会に出て開花さ
せ、多!、の立派な成果としで、実をつけ
られたのかをしっかりと振り返り、辛、
れを今学んでいる生徒達に伝え、一入
ひとりの生徒が持っている夢や希望が実
現できるように教職員一丸とな.料、で、努
力して参りますので、今後も一層のご
支援、ご協力をくださいますようお願
い申し上げます。
終りになりましたが、
がなマ後益々ご活躍、ご発展されますこ
とをお祈り申し上げます。

森沢ホテ凡

人会式

経過報告

一九九七年

八月十日(日)
一九九八年

母校校長室
会計監査

二月二十七日(金)
母校体育館
七月八日(水)
常任理事会
(総会について)

七月予定

七月二十二日(水二総会担当支部打古せ

七月二十六日(日)常任理事会

総会担当支部打古せ
森沢ホテル

母校校長室

(六十周年事業について

八月予定

総会

森沢ホテル

八月九日(日)

阿賀校と私
(入学の動機・想い出・
就職・そして独立)
橋本誠
機械科卒

一九五八年へ昭和三十三年)

-疑ノゴ

私の本籍は徳島ですが、父の仕事の関
係で呉で終戦を迎えました。一九四五
年(昭和二十年)秋、焼山に引越し、小・
中学校は焼山の学校に通いました。私が
中学生の時、転任される先生に贈る記
念品を購入する為、友八と中通りに出
掛け、許、のとき私は、新装開店の宣伝
を、しで、いフ、勾チンドン屋の行列を目にしま
した。先頭はトラ・ノペット等の楽羅を演
奏する若いへ、後に続!・のは重い看板を
担いで㌢、～お年寄りでした。私はそれを

りました.口、

なくなりました。

役員
会長奥原國雄
副会長田島郁夫
舛野茂樹
下田忠之

日の猛暑が続くなか、同窓生の皆様方に
はご健康に留意され益々ご活躍されます
とともに、母校の更なるご発展をご祈念
申し上げます。

今年は例至より早く梅雨が明け、連

ております。

高校時代の思い出や近況を話し合いな
がら懇親を深める意味でも、一入でも多
くの皆さんのご参加をいただきたいと思っ

窓会」の総会が開催されで、おります。

工高の卒業生としての自覚とプライドを
もち続け、同窓生の輪を大きく広げで、
ゆくことが大切だと思います。
教育行政の変化に伴い、これまで市工、
阿賀高、呉工高と校名が変わってきた歴
史があり、これを大切にする意味も含め、
毎年八月の第二日曜日には「くれこう同

ことはできません。
このような時代の流れの中にあつで、も呉

通学の足も当時の市電からバスに変わ

ました。

過ぎるにしたがって薄れ、同期の皆さん
とのお付き合いも留守がちになっており

のの先行き全く不透明ですし、毎日朝
早くから夜遅くまで得意先の新規開拓
に奔走しました。得意先では、阿賀高
校の先輩や同級生、後輩の方々に大変
お世話になり、助けられています。

黒の詰め襟の制服、黒の制帽、白色の
運動靴、柄物の靴下禁止といった時代で
あり、今ではそのような後輩の姿」、}見る

電車を降りて急な坂道を登り、学校に
着いた時には、ヘトヘトの毎日でした。
学校生活では、三年間お世話になった
担任の杉岡先生(通称ペリカン)は、あ
る時は優し!＼ある時は厳しく私たち

一九七五年(昭和五十年)頃だったと思
いますが、既に故人になられた大谷勝彦
氏より、同期生の懇親会を計画している
旨の連絡をいただき懐かしさと期待を
もって出席致しました。

一九八五年(昭和六十年)四月に現在
の築地町に事務所を新築することが出
来ました。

恩師の古本先生をお迎えし、高校時
代の好き仲間たち二十数名が集まったよ
うに記憶しております.、
ここでは当然のことながら高校生時代
の懐かしい思い出話が中心で、当時我々
がよく歌っで、いた船木一夫の「高校三年

年)八月十四日に市内のホテルで、第一回
目の同期会を開催することができました。
恩師の古本(機械科)、村上(計測科)両
先生をご来賓にお迎えし、同期生二百九
十三名中、県外からの出席者を含め、六
十一名もの多くの皆さんにご出席をいた
だき、盛大に開催することができました一。

卒業後三十余年が経過した平成八年に
は、旭唯士、今実昇氏の両世話人と各科の
代表幹事の皆さんのご尽力によって、「昭
和三十九年卒業生同期会」を発足すべく
組織化が進められ、一九九七年(平成九

一年後には出席者も増え、新たな再開
をすることができました。

.生」を大合唱しながら再開を約束し、

私は一九三九年(昭和十四年)生まれで
すから、呉工の創立と同じで来年六十歳
を迎えます。我が社には一九九三年(平
成五年)入社した呉工電子機械科卒の青
年が戦力となって、頑張っています。母校
の益々のご発展を心から祈っております。

機械科卒業

一九六四年(昭和三十九年)呉工五回

舛野茂樹

同窓への想い

に接して下さいました。それに、良き友
人も出来ました。よく学び、よく遊び、
クラブ活動では柔道部に応援団、そして
図書部と硬・軟と楽しい毎日でした。
一九五八年(昭和三十三年ご二月卒
業、大不況の年でした。私は大阪の機
械工具の専門商社への就職を希望し、現

在の㈱ンーネット大阪本社に就職する事
が出来ました.。当時三十人位の小さな
会社で、初任給六千八百円、寮費を差
し引かれたら、手取り三千六百七十五

円でした。(ちなみにラーメンが一杯五十
円の時代です.)独身者は全員入寮制で、
早朝から夜遅くまで働き、休日は月に
二回の日曜のみ。ユニークな会社で『幹
部に定員無し』という方針で、一般社
員のバッジは黒、主任・係長は青、課長
以上社長は金バμ、ぞした。大学卒の先
輩方が沢山居ましたが、階級が上がれ

ば給料も上がるので、四～五級先輩を目
標にし、大阪本社の営業の時は自分なり
に努力と工夫を繰り返し、一九六四年
〔昭和三十九年)東京支店係長、そして
結婚した一九六七年(昭和四十二年)福
岡営業所長に抜擢され、二十七歳で念
入社約十四年で会社は二十倍に成長し、

会計監査河野和俊
竹岡啓介

田田田田田田

【九九七年度評議員の委嘱

1丁㎝一,じ、

願の金◎ジを手にする事が出来ました。

なっていました。

任任任任任任

_`一_・士

二〇〇五年(平成十七年)の「皿愚暦同期
会」では、再び一人でも多くの皆さんにお逢
いできることを願いながら散会しました。
長い年月が経過する中では、クラスの
担任としで、ご指導をいただいた諸先生方
三名と、同期生十五名がお亡くなりに

三十年余りが経過致しますと、学校周

痢コユη卿防瓜刀碗

真敏淳伸隆

同窓会会員の皆様方には、ますますご健
勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
私は一九六四年(昭和三十九年)に呉
工高を卒業し、地元の日新製鋼㈱呉製
鉄所に入社して以来これまでずっと呉市
で暮らして参りました。
私の生家は母校のすぐ近くにあり、窓

辺の模様も大きく変化し環境もかなり
変わって参りました.

電子機械

材料工学

岡木稗高武亀
部原田畑田田

十年ひと昔と言われますが、卒業して

を開ければ校舎が見え、物心がついてか

当時母校の校庭から瀬戸内海を眺めま
すと眼下には美しい自然がありました.、
授業開始の予鈴を家で聞き、あわてて
走って登校していた畑のなかの通学路(畦
道)も、今では住宅団地の造成によって

BABA

社員数も六百名位になっていました。
『鶏口となるも牛後となるなかれ』と
言うことわざがありますが、どうしても
独立したく、一九七一年(昭和四十六

らずっと朝に夕に母校を臨みながらの生
活が続いております。
在学中には諸先生方には、大変温かい
ご指導を賜り、また多くの友とは親しく
お付き合いをいただき、三年間の高校生
活を楽しく過ごさせていただきました。
社会に出ますとこのような関係も時が

気気機械

見て、「楽器を演奏出来るという事は、
立派な技術である」と思いました。そ、れ
から何か技術を身につけたいと考えた私
は阿賀校の機憐科に入学する決意をし、
苦手だった勉強も目標の為に努力いたし
ました。私の父は非常に厳格で、「高校
は公立にせよ。一校だけ受験すればよい。

滑り止めに私立を受験する事は許さ 年)十一月に円満退社し、翌年の三月橋
ぬ。」と、厳しく言われで、いました。当 本機工を設立しました。若干三十三歳
時の阿賀校の機械科の競争率は三～四
でした。日本全国を歩き得た知識と経
倍位だったと記憶しています。運良く合 験を地元の企業に還元したいという思い
格できた時の感動は終生忘れる事の出来 からでした。本通五丁目の小さな借家の.
ないドラマでありました凸
二室に中古の机と電話一本でのスタート
当時、現在の平谷線は無く旧道(舗' でした。家内は一歳と0歳の年子の二八
の子供を抱え経理と電話番、本当によ
くやって!、れました。会社は設立したも

装されて、いないデコボコ道)を市役所の所
まで、自転車で、、そ、こから中畑まで市電..

電電機機

呉工での思い出
田村
一九九一年(平成三年)

忠士
呉工三十二回

機械科卒

母校だより
●県高校総体陸上男子八○○、【
五〇〇、五〇〇〇姫野(呉工)3冠
を達成
現在、本校には、体育クラブ十七、
文化クラブ十七の計三十四クラブが
あり、生徒のクラブ参加率も高く、
毎日の活動に意欲をもってとりくん
でいます。しかし、相変わらず狭い
運動場の利用は混雑をきわめ、校外
へ練習会場を求めて時間的にも、経
済的にも、顧問と生徒の苦労は大き
なものがあります。そうした中で今
年も、大きな成果をあげることがで
きました。

(全国大会)
O陸上部

全国高校陸上競技選手権大会
(インターハイと0000m出場姫野亮

(県高校総体)
○陸上部
中国高校陸上競技選手権大会兼
全国高校陸上競技予選
一位八○Om姫野亮
一位一五〇〇m姫野亮
一位五〇〇〇m姫野亮
○水泳部
中国高校水泳選手権大会出場
五〇m自・一〇〇m背 岡野昌夫
一五〇〇m自
木内裕之
八○Omリレー岡野、 木内、
大屋、 浜田

曜優勝し、全国大会では準優勝され呉

脳され、出場された先輩方は、見事に

嗣柱の一つとして毎年取り組んでいます.、.
第一回目の県大会は、本校で開催

勘迎かえました。電気研究部はアイデア
踊ロボットの製作をクラブ活動の大きな

躍会が開催されるようになって六年目を

今年度は私たちにとっては最終

と指導されます。3年生になって
少しわかったような気がします。

出されるものである。心を磨け。.」

のかたわら「ロボット製作は工業
の芸術である。」「ロボット自体は

新屋敷、岡野

四〇〇mリレー浜田、 木内、

しか.りたのですが、・でれよりも、部員全員を受けたことで、久々に「呉工生」時代

練習試合をして、いた他校の友人に誘われ、く反対の立場の仕事をする事になり、その
軟式テニス部璽,は、ソフトテニスに名前がため卒業前後には、機械科の多くの先生方
変わりましたが)に入部をしました、当に機械の操作や、心構えなどを御指導いた
時の軟式テニス部は、厳しい顧問の先生が、だきました。しかし、人に物事を教えると
いるわけでもなかったので、お世辞にも規いうことはなかなか難しいもので、自分は
律正しいクラブで、はなか.「.たと思います。解っていてもそれを学生に理解させていく
でも、なんだかんだ言って、みんなテニスがことは、なかなか容易ではなく、その度に、
好きなよろで、練習をさぼったりする入高校時代に御世話になった先生方の御苦
は、ほとんどいませんで、した。労を実感しながら、日々の仕事に励んでき
・てしで、、三年間クラブを続け、いろいろました。8年目となったいまでもそれを感
な思い出ができたのですが、中でも、一じることが多々あります。
番の思い出は、一年生の秋の新八、戦で、そのような自分の仕事の関係から卒業
音戸と呉港という県でも上位にあげられ後しばらくは、呉工を訪れることも、度々
る強豪かいるなかで団体戦2位になったこ.あったのですが、最近はそのような機会も
とで、した。もちつん2位にな.『、たことも嬉な!＼今回の同窓会会報への投稿の依頼

㌦日本各地から集まった精鋭ばかりで、

今回、この同窓会会報の原稿依頼を受持とは違い、年齢、性別を問わず様々な
けて、、何を書けばよいか考えながら、久々入と出会う機会が数多くあるのですが、
に高校時代のことを振り返っで、みました。話をしてみると、実はその人が、呉工の先
ずると、、番に思い出されたのは、やはり輩だった、ということもよくあり、ウての度に、
クラ.フのことでした。呉工の歴史の大きさを感じています。
加年前、呉工業高校に入学して、はじ仕事のほうはというと、高校卒業後すぐ
めは、部活動をする気は、あまりありまに、呉工業高等専門学校で学生の工作実
せんでした。しかし、中学校時代によ,■、習の指導を行ろという、それまでとは、全

が団結して、、応援や試合ができたこと、のことを思い出してみることができまし
勝ち負けよりもむしう.¶、のことがとてもいた。これを機に、またあの険しい坂道を登つ
い思い出になつで、います.、て、、御世話になった先生方の姿を訪ねたい
普通だとそ、んな2矧・ブ活動のこと思っています。

岬レベル的にも高水準なものが多く、各

に向けて
電気研究部部長下井弘彰

工業高校においてアイデアロボット大

㌦工の名を全国に広められました。私た

皿ちも昨年前橋で開催された全国大会
岬に広島県代表として出場しました。

ーコウザウルスReturns」は引け

援をよろしくお願いします。

目標はもちろん、「全国優勝!」
今年の県大会は、九月二十七
日㈹、本校で開催されます。応

学年、3年間の集大成でもあり
ます。昨年の失敗をバネに電気
研究部員一丸となって今年度の
テーマに取り組んでいます。

物であるが、つくる入の心が映し

顧問の山本先生は、製作指導

格となってしまい、ベスト脇で敗
退してしましました。

しかし、私たちの操縦ミスで失

ポジションにあったと思います。

それより充分、優勝がねらえる

をとる物ではありませんでした。

とは、思い出になるだけで、すが、よほどテ最後になりましたが、呉工の教職員、

{校のこだわりが光っていました。その中
㎞にあ2-、も、私たちが製作した「クレ

矯全国アイデアロボット大会

ニスにはま.『、で、しまつノのでしょう、.てのときならびに同窓会会員の皆様
のテニス部の仲間でンラブを作り墨,でも練のますますの副活躍、御健勝を祈り、乱
習に、試合に、と楽しんでいます。社会尺文を締めさせていただきます。
で、ツで、うしたツハ爺ーツをしていると、高校生の■

学科紹介

一

○呉工業高校ビッグバンドアラブ
第八回定期演奏会に山下洋輔さんが
友情参加した、「→訂。。9む鵠9亭
8耳&昌山下洋輔」II一九九八

年一月十七日

伝、保田

(県大会入賞)
○弓道都
県高校弓道新入大会
一位遠的男子団体平岡、飯原、

『置月-

アベヨきりハヰ

一位〃個人平岡敦
県弓道遠的選手権大会
一位遠的男子個尺山口典彦
県高校弓道選手権大会
一位遠的男子団体久保田、

嚢盤

一位シ個人欠保田直路
県高等学校総合体育大会
一位遠的男子個べ久保田直路

ダ

一九九八年度

くれこう同窓会第24回
総会のご案内
初夏の候、同窓会員の皆様には

益々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!、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
用とは存じますが、万障お繰り合
わせの上、是非ご出席・＼ださいま

すようお願い申し上げます。
一九九八年(平成十年〕

八月九日㈹午後4時
森沢ホテル二階

計四三二一、五二八一、九六〇

制時定電気科一二四五一五七二九
才蔵科二一八一、〇一三一、二三一
計九九五四五三、三五六二、七四九一六、一四五
生活科一九四一九四
普通科一、一二一(り一、二二〇

』「、イ二、六九六二、六九六

』一F士ト.^」.一、二六一一、二六一

同君日金三三八三三八

編集後記

今年度、第一回の常任理事会が七

昨年度で総会担当支部が一巡を終

月八日因に開かれました。

え、スタートの日新製鋼に帰ってき

して総会運営にあたってきました

ました、、これまで二つの支部が協力

が、今後も同じよろに進めていくと

ことになり、短期間すぎて、支部の

なれば、三～四年に一回廻ってノ・、ツ.ω

重荷になるのではないか等々の意見

事務局より

の皆さんの奮起が望まれます。

『と、新しい支部の結成にむけ、会員

同窓会の活性化は支部活動の充実

検討されますが、いずれにしても、

定されました。事業内容はこれから

年を迎え、記念事業を行うことも決

ました。又来年度は学校創立六十周

で担当しで、いただくようお願い致し

無理なお願いとは思いますが、単独

電気科三三一一六八五九三、二〇三四、四〇九

呉工業高校内・飼窓会事務局

の中で、今年度は、日新製鋼支部に

連絡先/7トa77(FAX71-2179)

オ械科三二六二九一、○八三四、五八九六、〇二七
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外築時代乙、呉阿賀高校呉工業高校
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■

ズウイングメーカーズ演奏』(塁吹奏楽部8バンド)
欄アイデア0ボツト』の展示実演

印発
奮株刷F献奮広呉行
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と曳O

ところ

会費
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会1996年以降の卒業生3、000・
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八出二二同学○
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アトラクション

(呉工吹奏楽部OBバンド)

「スウfングメーカーズ」演奏

囲ごわ也

「アイデアロボット一展示実演
汽.〔イ

卒業生状況

挨拶

・学
1、..,

FAX(0823)71‑2179

県立呉阿賀高等学校、広島県立呉工

業高等学校へと変遷し今日に至って
て、我が母校は時代のニーズに着実

おります。戦前、戦中、戦後を通し
に応えながら教職員、保護者、生徒

同窓会が一体となり、建学の精神に
基づき、一致協力し、学業の向上と、
の充実に努め、名実ともに県内屈指

クラブ活動の活性化、また学校施設

の特色ある工業高校として今日の基
盤を築いてきた訳でございまして、

いえば、まさに冨還暦』という大変

表する次第であります。人の年齢で

多くの先人のご協力に心から敬意を

今年は母校創立六十周年という記

の発行記念式典、記念行事等が成功

裡に行われることを期待しておりま
す。

おわりに母校の今後益々の発展と
同窓生の皆様のご健勝とご多幸を心
ていただきます。

から祈念し、お礼と、ご挨拶にさせ

∩婚
学校長瀬崎宣利

心とした記念事業の推進につきま
しては、奥原会長を中心に支部役

員の皆様、関係の皆様に格段のご
尽力を頂き誠にありがとうござい
ます。

世紀末の今日、我が国は大きな

そうした中で、やはりこれまで

科学技術立国として発展してきた
歴史の中で培われた技術を一層発
展させ、グローバル社会の競争に
耐えうる「物づくり」の振興を図
るため、昨年度「科学技術振興法」
が、そして今年に入って「ものづ

くり基盤技術基本法」が成立し、
今後一層、工業高校の社会的役割

これまでも工業高校において

が大きくなるものと思います。

は、優れた教育システムの中で、
工業技術者としての基礎・基本の
知識と同時に、実習・製図そして

います。

こうした生徒の学習環境の変化
の中で、本校においても、生徒が

これからの社会を逞しく生きぬく
力をどうつけさせるのか、教育内
容、、つくりを真剣に考えていく必要
があります。

す。

終わりになりましたが、同窓生
の皆様の今後の益々のご活躍とご

発展を祈念いたしております。
創立60周年記念式典・祝賀会で
多くの先輩の皆様にお会いできま

〈以上〉

すことを楽しみにしています。

時期にあります。

な伝統・歴史を引き継ぎながら、
新しい時代の教育を創造していく

7月16日團

5月18日ω℃
6月30日伽

3月8日月

3月-日月

-月12日ωり

総会担当支部打合せ

常任理事会

第-回募金部会
第2回募金部会
第3回募金部会

卒業式・同窓会入会式

創立60周年推進委員会

森沢ホテル

(総会について)

8月8日目

7月26日㈲

(創立60周年について)

同窓会総会
森沢ホテル
常任理事会

経過報告

1998年

8月9日日

1999年

めでたい節目の年でございますが、

化し、29日は午後3時からの1時
間雨量が70㎜を超えるという記録

本校においても、こうした立派

念すべき年を迎えました。この一年

同じ丘の上の学び舎で、勉学に精

的な集中豪雨となり、呉市内では

今年の梅雨は雨が少ないと思っ
ていましたが、6月下旬から本格

をだし、クラブ活動に汗を流し、先

今後、皆様と共に新たな節を刻むべ

に予定されています記念式典、記念

輩、後輩の大切さを学び、友情を育

同窓生の皆様方の中にも被害に

各地で崖崩れや土石流が発生し、
多くの被害が出ました。

く、母校の発展に尽力してまいりた

行事、記念誌の発行、記念祝賀会、

んできた母校は、永遠の青春時代の

遇われた人もおられることと思

間、同窓会役員の皆様、事務局の

そのための募金活動と大変なご苦労

しい『くれこう同窓会名簿』をひも

心の故郷であります。折に触れ、新

方々、学校当局、PTAの皆様等の

をおかけしました。お陰で広告、募

い、心からお見舞申し上げます。

8月19日伽

金も目標額に今一歩のところとなり

とき、旧友の動向を知り、若い当時

さて、同窓生の皆様には平素本

その延長線上の課題研究・技術コ
ンクールといった経験的学習を通
して人間としての生き方を学ば
せ、社会に貢献できる人材を育成

ました。関係者の皆様に厚くお礼申

を思い出していただくなど、同窓生

更に、2002(平成14)年か
らは学校週5日制が完全実施とな
り、一週間の授業時数は30時間と
減少いたします。しかし生徒は毎
週土・日曜日は休業になり、ゆと

きない多くのことを学ぶことと思

りの時間を使って家庭生活や地域
での活動に参加し学校では経験で

同窓会総会

して参りました。

しあげるとともに、十月末の記念行

相互の旧交を温めあい、また、先輩

り組んだ同窓会名簿の刊行、十月末

事等が成功いたしますよう、最後の

校の教育活動に対し絶大なご支援
を頂いておりますことに深く感謝
申し上げます。
新名簿の発刊を喜ぶとともに、本

利用いただければ幸いです。

と後輩とを繋ぐパイプ役としてもご

請に応え、呉市東畑町の丘に呉市立

日の総会の盛会と、十月末の記念誌

思えば昭和十四年四月、時代の要
工業学校として創立された母校は、

とりわけ、10月末に開催いたし
ます本校創立60周年記念式典を中

ご努力とご協力をお願いいたします。

いと存じております。

新時代への
呉工教育の創造

そのためにも、今後卒業生の皆
様の豊かな経験に基づいたご助言

くれこう同窓会

社会変動の真っ直中にあり、今の
時代をどう乗り切り、活力を取り
戻していくかの議論と模索が続け

TEL(0823)71‑2177

その後、幾たびの、学校制度改革に

7月25日

を是非お聴かせ頂きたいと思いま

広島県立呉工業高等学校

られています。

第25号
より、名称を呉市立工業高等学校、

1999年(平成11年)

大変なご努力で、記念事業として取

一九五九(昭和三十四)阿賀高十回機械科卒

くれこう同窓会長奥原國雄

呉工創立六十周年
を迎えて

、逆鬢『

ご

椎憐.

市平時代
臓.、幽

檸.儲.

一九四}年(昭犯年)
市工一回電気科卒

山崎政夫

バスで登校する者は空席があっても

入れて歩いてはいけない。市電、市

用者は胸に白地に車と書いてある丸

座ってはいけない。
これは、二次大戦中連戦連勝して
いたとき、日本人がドイツのバスの
中で子供に席をゆずろうとすると、
その子供は「ドイツの子供は身体を
鍛えるため座りません。貴方の国の
子供は座るんですか。」と言われたと
いうことからである、、のちに乗物利

私は昭和十四年四月市工電気科に入
学した第一回生です。戦時下の中学生
の学校生活を書き、この様な時代もあ
南は宮原五丁目、東は交差点迄で、

いバッチを付け、西は西本通六丁目、

通学の服装は、頭は丸刈、帽子は丸

ったんだと、認識して頂きたい。

そこで下車、上級生先頭で登校する

新校舎に移転してからは海軍流が

にはなる。

ようになった。たしかに足腰の鍛錬

帽、国防色の詰襟の学生服、右襟に科

章、左に算用数学の学年章、胸ポケッ
トに楕円形の名札をつける。靴は編み
上げ靴(茶)、足にゲートルを巻く。
黒の風呂敷に、教科書を包み、右手
に三角定規、Aの製図用紙を丸め丁
定規に通して持つ。これが市工生徒
の通学姿であった。

校外では生徒は先生に対して軍隊
式敬礼を、下級生は上級生に対して
敬礼し上級生は答礼する。夜間外出
は二十時迄、正服着用の事、以後は

我が野球人生
一九五七年(昭墾年〕
阿賀高七回卒

高殿謙二

呉工六十周年記念おめでとうござ
います。振り返れば高校卒業して早
や四十数年の歳月が流れて、頭に白
いものが目立って人生の三分の二が
過ぎました。
記念に何か一筆ということで私事
ながら野球の事にふれたいと思いま
す。
私と野球との出会いは、小学校五
年生の時に恩師であった、今は亡き
兼重学級のチームでソフトボールを
始めたのが野球人生の始まりでした。
東畑中学校二年生の時に、呉市中

学校野球大会で優勝昭和三十年呉
阿賀高校で山陽大会(岡山、山口、
広島地区代表)で優勝。
高校卒業後倉敷レイヨン(岡山)
に入社して昭和三十二年に春、夏、
秋に全国大会に出場、昭和三十五年
秋の産業別大会で優勝して、全日本
代表に選ばれて、台湾へ遠征しまし

の貧乏人であり野球道具も買う事が

私は野球を通じて本当に良かった
と思う事は、学生時代、社会人時代
と野球チームで優勝を経験させて頂
き現在は楽しく過ごしています。二
十八年来の付きあいである日本舞踊

手前で三次高に一対Oで敗れました。

ものです。

五名で春に九州方面、二泊三日の旅
行、夏には呉海上花火大会をポート

(旧太田)、井上英子、中下初音(旧
河本)、高岡陽子(旧原田)私と計十

の花柳佳雅京(矢野様)の二月に厚
生年金会館である中国舞踊祭観賞、
小学校時代兼重学級のクラスメート
との旅行、阿賀高(第七回期生)の
集まりで阿七普星会を作り会長に高
岡光徳を頭に黒田宏三、佐伯松博、
中村一成、平繁義信、小野治俊、角
田法人、桑原蕾(旧磯本)、中塩恵子
(旧片岡)、宮本京子、三浦久美子

出来ず兄がケンパスの布のグローブ
をくれたり折れたバットを釘で止め
てテープで巻いて使い、そのボール
を投げて日が暮れるまで毎日遊んだ

中学生の時、昭和二十五年に阿賀
高(前身)が甲子園に初出場してラ
ジオで野球放送しているのを聞き、
私も高校に入学したら甲子園出場を

夢見ながら練習したものですが、現
実は厳しいもので夢に終りました。
いっか後輩が実現してくれる事を

期待したいものです。
当時のグランドと言えば小石の多
いグランドで雨が降れば水溜りが出
来、内野部分に杭を打ち網を張って
練習した事、当時は木バットでした
ので反発力を付ける目的で牛の骨で

ピア呉で一杯やりながら学生時代の

話に花を咲かせています.、、

ーニングをしていました。練習ボー

擦ってバットの木目を良くしたし、
今振返れば日頃からウエイト、トレ

ルの数は少なく皮の破れかかった糸
目の切れたものを一年生の時に毎日
持って帰り縫い合わせたものです。
ユニホーム、グローブ、スパイク

昭和五十八年より呉軟式野球の審
判もして月一回ゴルフ、又竹炭づく
りに人生の余暇を過ごしています。
現在自分があるのも恩師、先輩、
後輩、チームメートのお陰だと感謝
しています。これからは健康に維持
しながら楽しく一日一日を生きてい

今後共呉工のますますのご発展を

きたいと思います.、

お祈りいたします。

ミペ猟,!パ

保護者同伴の事、映画館出入禁止。
校訓を「質実剛健」・「勤労愛好」
と定め、「健全なる身体に健全なる精
神が宿る」と、戦時下建設労務者不

等の道具も先輩が残してくれたもの
を修理して使用していました。
自宅から学校まで約ニキロ歩いて
途中呉みどりヶ丘病院前の急傾斜坂
を登る時には踵をつけず指先で登り、
学校を往復したものです。
帰宅すれば風呂に入った時、タオ
ルを球状にして約二百回手首の運動

その日頃の訓練で前に書いた様に

(クラレ岡山時代も)

♂￠葦毛一「∵'

た。倉敷レイヨンはその後、野球部
は今はありませんが当時は全国的に
野球部は有名でした。

その後岡山から故郷呉に帰り中国
工業に入社、そこでも野球部に入り

に優勝する事が出来ました。又今は

昭和三十年五月に第六回の山陽大会

しました。

昭和四十四年第五回常陸宮杯が長野
県で行なわれ中国工業が広島県代表
として出場しました。
当時の中国工業野球部も呉地区で

亡き山田捕手バックのお陰だと思い

Ur'・晴ソ～

足を補い、完成を早め、生徒の心身
の鍛錬のため、土、日、春、夏、冬
休みを返上。毎日一～ニクラスの生

出て来た。東高時代から一人のため
に全員が怒られたり、全員正座の罰
を再々受けた。「海軍では、床はケン
パスで磨く、本校も掃除に水を使用
してはならない。空雑巾で磨け。」た
しかに空雑巾を押すと足腰の鍛錬に
なる。「海軍兵学校では、上級生が下
級生の生活面の指導をする。」と言わ
れ、訓育係生徒が任命され、「服装の
乱れは精神の弛みだ。服装の悪い者
は校内に入れるな。」と言われ、係の
生徒は校門で襟のホック、釦の外れ
を正して校内に入れた。また下級生
の掃除の検査をまかされた。
二年生の時から一回生は「下級生
の模範となれ、立派な校風を作れ、
他校に負けるな。下級生が弛んどる
のはお前等がつまらんからだ。気合
いを入れろ。」と先生からよく怒られ

た。休み時間に教室や廊下に整列さ
せて説教したこともあった。

は有名なものでした。

た事と、以後打者が追加点をしてく

ます。四球安打等で出塁した走者が
次塁すると走者をアウトにしてくれ

後になりましたが甲子園出場一歩

れた事にもよります.u

3ぐノ、

剛無ノ

その後私は㈱ダイクレに移り野球
部に籍をおきながら呉トリスにも在
籍して国体壮年の部で呉トリスより
広島県大会にも出場しました。
我が高校時代は現在の様には物資
も豊かでなく六人兄妹の百姓生まれ

遡

国家非常時のときであるから、国

学生の我々を厳しく指導されたこと

家、社会に役立つ人間になれと、中
は、六十年前の懐しい思い出であり、

今日の私を作り上げた大きな要素で
あると思います。呉工の益々の発展
を祈ります。

鰹＼ガ夢

＼遍

徒が作業した。完成間近には、昼か
ら授業カットで作業したこともある。
農家の人手不足を助けるため、下黒
瀬に泊り込みで稲刈、麦刈に動員さ
れたり、灰ヶ峰の植林作業、江田島
兵学校の飛行場建設では「他校に負
けるな、新記録を作ろう」と頑張り、
トロッコ列車の回数の新記録を達成
した。朝礼は毎日、校長訓話の後の
体操は上半身裸、冬は天突運動の後

乾布摩擦。月一回の服装検査。手袋
は使用禁止、凍傷の者は検査して許
可される。ズボンのポケットに手を

試◎

◎

高校時代を振り
返って
一九八八年〔男63年)
呉工二十九回
材科工学科卒

次藤伯圭

思い浮かばれ懐かしい気持ちになり

私はものづくりに興味をもち、工

ます。

業の勉強がしたいと思い呉工に入学
しました。現在、呉工業高校で学ん
だことを生かしながら今の仕事がで
きることを幸せに思っています。こ
れからも、たくさんの後輩たちが工
業のすばらしさを実感し、その技術
を体得してもらいさまざまな方面で
活躍していただき、呉工業高校がま
すます発展していくことを祈念して

【バスケットボール】
2回戦呉工7625武田
準決勝呉工81168広
決勝呉工83156呉三津田
*順位優勝呉工

【サッカ⊥
2回戦呉昭和410呉工

【ソフトテニス】

呉工210大柿
呉工2-0黒瀬

団体戦
1回戦呉工211市立呉
2回戦音戸310呉工
敗者復活戦

【硬式野球】

団体H部

(㎝)宮本大輔

③呉工B

呉工5-0呉三津田
呉工312呉港
呉工5-0音戸
広312呉工

個人戦
-年の部

【柔道】
団体戦

個人戦

*順位優勝呉工
60㎏以下①魚原博司
90㎏以下①野田輔
90㎏以上①中下修一

1回戦
準決勝

ダブルス

【硬式テニス】

*順位③呉工

呉工3-0江田島
武田3-2呉工

(㎝)中谷・江郷ペア

山口典彦
沖本亮平

*順位(㎝)呉工

団体戦
予選リーグ
呉工3-2呉三津田
呉港3-1呉工
決勝トーナメント
武田3-1呉工

【弓道】

男子団体優勝

40射2!中 金谷友樹
中本和雄
久保田直路
①久保田直路(8射7中)
③国広初美(8射4中)

たのは一度だけです。今は全国大

男子個人
女子個人

た。制御はリレーシーケンスやマ

では自立型、ラジコン型ともに

ます。ちなみに昨年度の中国大会

円するので、ロボットー台の費用

全日本ロボット相撲大会に高校

ーターを使っています。そのおか

マイコンで、駆動部はギヤードモ

や・

O

o

たいと思っています。

ケ

。

石

日か、もう一度全国大会に出場で
きるように技術を積み上げていき

準々決勝で敗退しました。いつの

使っていました。マイコンに使用

御を目標とした学科です。相撲ロ

て、次の年に参加するときは心臓

部のマイコンを前年のものから取

が5万円以上かかりました。そし
究や電子機械研究部で取り組んで

り外して使う有様でした。

の部が開設されてから6年目にな

多く製作するようになり、呉工の

なりました。また、ラジコン型も
種類があります。総重量3㎏、サ

PRの際には多くの子供たちにロ

げで製作の自由度はかなり大きく

イズは縦・横20、㎝高さは自由で

ります。ロボットには自動制御で

す。このロボットが直径約1.5

過去6年間で全国大会に出場し

ボット相撲を体験してもらうこと
ができるようになりました。

動作する自立型とラジコン型の2

現在、制御は安価なワンチップ

きました。今回はその内容につい
て紹介します。

ボット(自立型)の製作は、この

ワンボード・マイコンは約4万

と一緒に勉強する始末でした。

えなかったために指導教員も生徒

する言語は当時アセンブラしか使

による自主的な製作にまかせで、い

工

会を意識せずに生徒の自由な発想

IlI

ーはプラモデル用やラジコン用を

優151422
勝広呉呉
港宮
呉原

イコン制御で行いました。モータ

順工工工呉
位162330工

⇔麟
創立60周年おめでとうございます。
私自身このような大きな節目の年に
おります。

1回戦呉工2-1黒瀬
2回戦呉工914宮原
準決勝呉港412呉工

*順位③呉工
【剣道】
団体-部(⑥呉工A

相撲ロボットの製作

電子機械科田中博景
電子機械科は、機械工学・電子

ト勝勝戦1体
乙*呉呉呉⊥③

趣旨に沿ったものとして、課題研

工学・情報工学を学習し、自動制

∫,一1

母校だより
1998年10月31日(福岡)

1999年11月26日(大阪)

嚢慰麗麗鎧鼠籔藪・裏鱒葦鐙、壕、鱒1象!纒.礎魑毅導・鱒綴.鱒簸額鍛鎚冨.鱒露適i灘葱!鼠鍵1灘憲褒`

母校に赴任でき大変うれしく思って
います。
私は12年前呉工を卒業し、進学し
てその後は長く呉を離れておりまし
た。この度、縁あって久しぶりに呉
に戻ってまいりました。私の高校生
活の思い出としては、学校行事、特
に体育大会、クラスマッチ等が浮か
んできます。今思えば、楽しくやろ
1

心がクラスメートにあった様に思い

第7回高等学校工業科生徒研究成果発表

第6回全国高等学校ロボット競技大会
呉正電気研究部準優勝
ワロ
(全国9台参加)

ます。そういった一人ひとりの雰囲

全国コンクール出場予定
呉工電気科生徒作品シーケンス制御

うという気持ちと、他のクラスには
負けたくないという意気込みと団結

とても楽しい思い出になっています。

気が行事を盛り上げ、私にとって、
によるピアニカ演奏

総合得点優勝

成績

第52回呉地区総合体育大会
【陸上競技】

7)
4)

2)

騰決熱堅一
mの土俵の中で対戦するのです。

一一藩

一.慧

、霧

一一一灘

バハ登

団ドン山
大会参加当初は、自立型が主でし

9

また、私が入学した年から制服が
ブレザーに変わりました。当時、呉
市内の県立学校では、まだかなりの
学校が黒の詰め襟の制服だった様に

1500n(ω)西薗弘隆
5000m①西薗弘隆
100mH(m)北崎憲尊

400mH(Φ)北崎憲尊

3000m㏄①中島渉

4x100mR(ゆ且ハエ("47

040291915

0呉工

O

思います。ネクタイにブレザーとい

う姿は大変めずらしく当初は、校内
はもちろん街中を歩いていても目立
つため、どこの学校なん?とか、
"呉工は制服が変わったんじゃね一。“
とよど、通学途中に声をかけられたり

(市川・福場・北崎・森川)

【卓球】

ー回戦呉工21-1広

団体戦準優勝呉工
【バレーボール】
決勝トーナメント

呉三津田2

準決勝呉港21-1呉工
3位決定戦

*順位(ゆ呉工

、、

竜

しました。とても新鮮な気持ちで通

学していたことを思い出します。あ
れからはずいぶん経ちますが、今で

も街中で呉工の制服を着て歩いてい
る後輩の姿を見かけると、何年生か
な?と思いつつ胸のエンプレムの

色を見ています。当時の学生時代や
先生方のこと、同級生のことなどが

47105816164

(一■般)

三〇〇〇円

ノk

アトラクション

(一九九七年以降の卒業生)

八

「スウィングメーカーズ」演奏
(呉工吹奏楽部OBバンド)
「アイデアロボット」展示実演
その他

とき
ところ

犬
斗

業

卒

計四三二一、五三五一、九六七

機械科二一八一、〇一八一、二三六

制時定電気科二一四五一七七三一

計九九五四五三、三五六二、九六八}六、三六四
生活科一九四一九四

普通科一、二二〇一、二二〇

計測工業・二、七三一二、七三一

金属工業・一、二九五一、二九五

目指日全第二本科機械科三三八三三八

電気科三三一一六八五九三、二七六四、四八二

機械科三二六二九一、O八三四、六六六六、一〇四

種課学科玉、`葬母一九四一南和一六毎～一九四八(昭和≡二年一九四九〔昭和二四年)一九五∩二昭和二五年)～一九五九(昭和三四年一九六∩二昭和三五年)～一九九八(平成+蓬計
輿導時代呉市立工業学校呉市立工業高校呉阿賀高校呉工業高校

こ一,
■市
工
■阿賀吉岡
■呉工吉岡

8月8日目4"00剛
森沢ホテル本館簾羅88
(呉工吹奏楽部OBバンド)

『スウィングメーカーズ演塞霊

日時:1999年10月31日(日)AM9:30～場所:広島県立呉工業高等学校体育館

一九九九年度

1テ

況
『アイデアロボット』の展示実演

広島県立呉工業高等学校創立60周年記念

くれこう同窓会第25回

八月八日佃午後4時
五ル

生
費一般6、000円
会1997年以降の卒業生3、000円

呉工業高校内・同窓会事務局連緕先/71・2177(FAX71・2179)

総会のご案内

初夏の候、同窓会員の皆様には
益々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
用とは存じますが、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。

ろ

とき一九九九年(平成+一年)

と こ

一ホ

会費六〇〇〇円

佃森
二沢

編集後記

呉工創立60周年記念祝賀会は
10月31日㈹に決定〃

募金、広告依頼活動の推進を
(期限9月末)、全会員ですす

めましょう。

当初の計画では、8月8日⑭の

総会と同じ日に、創立60周年記念

いろいろな事情の中で、募金、広

祝賀会を予定しておりましたが、

た。このままでは、当初計画の日

告依頼活動の遅れが出てきまし

程では、とうてい充分な事業は達

成できないとの判断で、6月末の

委員会においてやむなく延期を決

をしながら10月31日圓に行うこと

定し、7月初め、学校日程の調整

を決定しました。したがって、募

できることになりました。会員の

金、広告依頼活動も、9月末まで

い致します。

皆様の御ふんとうをよろしくお願

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

訟O八二三一七一-二一七七

AO八二三-七一-二一七九

F

印刷所

奮O八二三-七二一八OOO

株式会社ユニックス出版部

虐4'マ

繍鹸
会長挨拶

一九五九年(昭和三十四年)阿賀高機械科.

}くれこう同窓会長奥原國雄謝
岬第十回卒業“
^

くれこう同窓会会員の皆様に

は、現在の厳しい社会情勢のな
か、益々壮健にご精励のことと
心よ吟お慶び申しあげます。
二十一世紀を迎え、新内閣の
もと日本の政治も新しい改革を

広島県立呉工業高等学校

7月31日

TEL(0823)71‑2177

くれこう同窓会

FAX〈0823)71-2179

が、少子化、高齢化、環境汚染
等を背景に経済不況失業率の増
加、悪質な社会的事件等多くの
課題を抱え、各業界は大変厳し

す。役員、各支部責任者、事務
局、学校ともども十分連携をと

り呉森沢ホテルで開催いたしま

窓会総会を八月五日㈱十八時よ

二十一世紀最初のくれこう同

ことになりました。

いなか、それぞれご苦労されて
いることと拝察いたします。

集いただきたいと願っておりま

近年母校出身の教職員の方が急
減し、現在四名という現状です。
同窓会事務局の運営を教職員の
みに依存するのは国難であり、
外部との連携による事務局体制
の確立が急務であります。学校
側でも配慮いただき事務局体制
を確立するようお互い努力する

しいことであります。ところで

を見ておりますことは誠に喜ば

員の皆様のご尽力により県内屈
指の工業高校として今日の隆盛

の深いご理解と、新校長、教職

お礼が遅れまして申し訳ありま
せん。慎んでお詫びいたします。
母校はその後も、同窓の皆様方

総会開催、会報の発行ができず

ました。昨年は、諸般の事情で

協力を戴き、誠に有難うござい

記念式典等に多大なご支援、ご

ました。その節は、記念行事、

第26号
り一入でも多くの同窓生にご参

めざして努力をしております

2001年(平成13年〉

さて、私達の母校呉工業高校

す。そして、昔の元気をとりも

します。

同窓会の皆様におかれまして
は、 芸予地震による被害いかが
でしたでしょうカ。
、特段、学校
に情報・連絡等もございません
でしたので無事息災のことと安

にかその職責を遂行させていた

態も大きく変化しました。多様

化した生徒に少しでも対応でき
る職業教育システムを再構築す
ることが急務です。呉工業高校
のめざす教育システムは全教職
員が「入学してきた生徒一人一
人のよき能力を伸ばし、呉工業

高校でしか育めないカをつけて

卒業させました」と明書でき、

きちんと説明責任を果たせるこ

とのできるシステムです。入学

問われている中、呉工業高校に

せん。ご安心ください。(数箇所
小さなひび割ればできましたが)
広島県公教育の問題が厳しく

全員がカを合わせ呉工業高校発

業生は工業立国、日本の宝です。

特色を生かして頑張ります。卒

富を生み出す入材です。教職員

いるとの自覚の下、よき伝統と

赴任して2年目となります。昨
年は学校の.サポ著ト体制が十分

いたします。

展のため汗していきます。同窓
諸氏のご支援を今後ともお願い

生、保護者、地域に信頼しても
らえる呉工業高校とならなけれ
ば、この少子化の続く時代に生
徒が集まりません。呉地区だけ
でなく広島県全ての高校は、今
存続をかけ戦国時代に突入して

す。反省を踏まえながら、どう

でなく、総会開催に至らなかっ
たこと申し訳なく思っていま

堵しております。阿賀の丘にあ
ります母校はびくともしていま

革に取り組み、地域の信頼厚い
呉工業高校をより高めてまいり
たいと考えています。時代の変
化に対応した工業高校のありよ
うは今まで通りでよいとは考え
ません。生徒の気質も技術の様

どし、同窓生の横の連絡、縦の だいています。
呉工業高校の教職員もここ数
連絡を密にしたいものです。
会員の皆様のご健康と益々の 一年の異動で大幅に変わっていま
ご活躍を祈念してご挨拶といた す。新旧織り交ぜながら学校改

学校長來山弘通一

}日々是新

つ

も
㎜ 岬 駄㎜ ㎜
廿 湘
ず

醐

、、,榊"耐'ピ、

も一昨年、創立六十周年を迎え

1航“幽幽略瓢齢…塒鳥煙へ、

一
一

¶

経過報告

1999年

●8月8日目

総会森沢ホテル
(担当バブコック日立支部)
●10月離日庄ひ
創立60周年記念式典・講演

森沢ホテル

呉工業高校

シティープラザカンコ苫

呉工業高校記念祝賀会

2000年

入会式

●2月29日㈹

役員会

●8月20日㈹

会計監査

●10月

2001年

●2月銘臼㈱
入会式呉工業高校

常任理事会呉工業高校

●6月5日㈹
常任理事会呉工業高校
●7月憩日㈹

●7月19日内
総会担当支部打合せ
和さび
●7月26日伽
会計監査呉工業高校

●7月卿蹟動
総会擾当支部打合せ
森沢ホテル

08月5日田

総会森沢ホテル
(担当コトブキグループ支部)

時あたかも二十一世紀の始め

受けることとなりました。

の節目の年であり、心機一転、
同じ校舎で学んだ一万七千人の
仲間と絆を強めるよう、学校と
する覚悟であります。

連携を深め、皆さんと共に努力
そのためには色々な方法があ

ると思います。例えば先ずは同

す。同窓生が全国に一万む千余

窓会役員会の活性化でありま

名という大所帯の世話ですか
ら、現実には体制が手薄です。

た体質を改善したいも砂です。

まずは役員一人一人の活性化が
急務であります。旧態依然とし
第二に呉市内企業の未結成支
部に早急に働きかけ、支部を結
成し常任理事を増やしたいもの
です。具体的に申せば、IHI・
市交通局・ミツトヨ・ディス
コ・中国木材・ダイクレ・郵便
局他まだまだ候補はありますが、
一万七千余名の同窓会を支える
にふさわしい経織改革をやろう
ではありませんか一そして役員、
会員の同窓意識・参加意識の高
揚に努力したいものです。提案

激動の中の

呉工の想い出

愈へ
村隼

弘
明

只中で勉学も為す間も無く学徒

へ入学当時は第二次世界大戦真

展を見守って参りました。
私達が旧制呉工業学校電気科

者も少なくなってきました.、御
健在の恩師も現在一名となられ
ご出席下さっています。私も十
月で七十才になりますが未だ現
役で現場にて頑張っています.、
今まで頑張って来られたのも諸

割で開催されますが、年々出席

我々の同窓会も二年に一度の

れます。

強用木材等を市内海軍基地より

の方々はもちろんのこと皆々様

先輩の方々又後輩の方々同級生

機材運搬等又防空豪の堀方・補

動員として我々一年生(当時五
十名)は当時の木造校舎の二階
で「海軍の無線器の緯立て」又

米軍の空襲攻撃の合間を縫って

ました。指折り数えてみますと

ることのない出来事…。教員の

それからまもなく決して忘れ

第姐回2001年3月寧業

感謝

材料工学科細馬勇気

電子機械科中本湘」蹉

電気科B親上中田巌

電気料A経新開康弘

機械科B級久保田直路

機械科A組須郷雅隆

第姐回2GGO年3月卒業

評議員の委嘱

益々のご活躍とご健勝を心から
お祈りしながら筆をおきます。

諸矢生方、同窓生の皆々様の

い致します、

のお影で電気工事の仕事が出来
ましたこと心から感謝致してお
ります。これからも宜敷くお願

呉越えを、そして学校への坂道

呉阿賀高校電気科を「昭和コ十

方々我々学徒動員全員が中庭に
集ってラジオから流れる天皇陛
下の信じられない敗戦の玉音放

した。

を大八車を引張りてまるで蟻ン
子の様に終戦を迎えるまで度々
運搬作業に洋を流したものでし
た。校内の防空豪も敏しれず堀
りその最中に豪の中で「広島に
投下された原爆の閃光」を見ま

六年第二回卒業」致し卒業・後五
十年の歳月が過ぎました。
遠く過ぎ去った青春時代を振

送を聞き皆で大声で泣いた昭和

戦後の食糧難、物資不足、教
育行政の変りゆく激動の時代を
私は両城の山の上の家から毎日

てまいります。

二十年八月十五日のこと今でも

り返ってみると、卒業後広町の

昨Rのことのようによみがえっ

になります。

立して会社を起し以来三十四年

電気工事店を第}歩として近畿
電気工事、大新電工等地元呉市
に於いて電気工事技術を磨き独

此の度び急に同窓会会報の原
稿依頼を受け戸惑って居りま
す。何故ならばこの年まで仕事
仕事の毎日でいつのまにか青春
時代は遙か彼方に過ぎ去ってい

婁館
錠
中宍

鷹妨墾
くれこう同窓会専務理事
岬九六十年(昭和三十五年・)

呉工高機械科第一回卒業

橋本宗典
緑にあふれた、灰ケ峰の麓で
学び呉工業高等学校第一回の卒
業証書をいただき、感激の涙で
呉工の坂道を歩いて帰った日か
ら、すでに四十年余りの歳月が
流れました。私にとって今年は
還暦という人生の節目を迎え、
母校という言葉が格別味わいの
ある響きを感じております。

そんなある日、奥原会長から

同窓会専務理事就任の要請があ
りました。大変な重責であるこ
とと感じ、私には荷に余る仕事
と思いましたが、会長の気持ち
は、くれこう同窓会を活性化し

たい一心であることを察しまし

を申し述べて、専務理事就任の
挨拶といたします。

佑慎康艶思

歩いて呉越・中畑そして学校へ

と山坂こえて六年間我慢と忍耐

城岡生本田

回一
年

其の問、母校の「グランド屋
外照明工事、校舎クーラτ電源
工事、受電室改修工事又現在の

・カで卒業出来ました。この問培

新花柳細荻古

た。そのために未熟者の私が会
のためどの程度お役に立てるか

宛・

われた体力と気力が私の人生を
支えてくれたものと今さらなが

学械BABA
科科緯綴紐親

二五

体育館電気設備工事」等と度々
母校を訪れる機会が宥りました。
校名、校舎、生徒の服装、学

ら有難くもなつかしく思い出さ

材電電電機機
料子気気械械
工機科科科科

阿一
賀九

園内外の環境の変化と母校の発

守樹透司弘一

は定かではありませんが、現状
の他校の同窓会の活発な活動を
みるとき、わがくれこう同窓会
の活動をもっと活盤化したいと

.イ

▲

の一念で、今回この大役を引き

鍔

ω
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難う。

ます。

胸に秘めた、取って置きがあり

青春まっただ中の高校生活は

変めぐまれた時代でした。

うに流れ続け、つかの闘に三十

で、大きな事故や病気にみまわ

が、あいまいな歌詞とメロディ
ーに聞こえますが、皆が高校時
代へ逆戻りできる一瞬です。
月日が流れるのは早いもの

い子」が居たのです。でも今、
私の横に居るのはその子では有

楽しくて担任の歌田健司先生の
指導のもと、三年がまたたく闘

から下関への延長工事のまつ最
中で、求人倍率も一〇〇%を超
えており、就職難とは無縁の大

一年生の時、校舎の火災があ
りました。中間試験の直後で数
学の教官室が類焼しました。当
然試験は採点前に灰になりまし
りません。後で怒られるかな。

る。萌βの株主総会で、承認さ

入社した。呉と広の勤務を八年
して以後広島が中心で六四歳の
今も関連子会社に勤務してい

科に入学し、運好く中国電力に

年が過ぎたのだ。学校の坂道が
目に浮かぶ。親の薦めで、電気

懐かしい………あれから四五

ってキチンとレシーブして、セ

りません、私たちが泥んこに成

の」私はむきになって「バレ

小さい男がバレーで役に立つ

中国電力の面接試験の日「運
動は何をしているの」「バレ

んだのは何かの因縁を感じてい
る。

そして、先ず思うのは、何も

ー・ボ}ル(当時、九人制)は、
アタッカーばかりでは試合にな

に過ぎて行きました。

きました。

五年が過ぎて下流へと近づいて

高校の益々の発展と先生方や同
窓の皆様の御健康とご多幸を心

残す事はないのですが、定年は

昨年初孫が誕生しておじいち
ゃんになりましたし、もう思い

今、卒業記念アルバムを久し
振りに開けてクラスメートや先
生方の写真を見ながら、学生時

代を思い出しています。
校庭から見下ろす海の眺めは
絶景でした。校則も大変厳しく
頭は丸坊主、シャツや靴下に至
るまで決まりがあったこと、路
面電車が廃止になり、バス通学
に切替えとなったこと、停留所
から校門までの急な坂を汗をふ

より祈っております。

佐藤春夫幹事より呉工の近況

を聞いた後、ハーモニカの伴奏
で校歌を決まって歌うのです

全国優勝報告(電気研究部)

最後になりましたが、呉工業

ます。

バトンタッチしたいと思ってい

張り頑張って一花咲かせ後輩ヘ

もう少し先なのでもうひと踏ん

きふき登校したこと、苦しかっ

た一〇キロマラソン、楽しかっ

ります。

た修学旅行等、昔のことが鮮や
かによみがえってきました。
卒業後に同期生の三人に仕事
関係で出会いがあった他には会
年)に電気科を卒業し、家電の

う人もなく大変御無沙汰してお
三洋電機に入社、宇都宮勤務と
なり二年足らずで転職、その後

私は一九六七年(昭和四十二

職を二、三変え五年暮らした東

に一度のぺ璽スで呉に集合して

我々の職場には阿賀工九期生
を筆頭に呉工三十八期生まで現
在二十一名の同窓生がおり、年
できました。

に至っています。

職業訓練校に一年通った後、
中国電気保安協会に就職し現在

近況について語り、酒を酌み交
わして友交を深めています。

京からUタマンし呉に舞い戻っ

同窓会会員の皆様方には、お
元気でご活躍のこととお慶び申
し上げます。

三村敏秋

}九六七年(昭和四十二年)
呉工八期生電気科卒

です。

在学中、仲のよかった「可愛

た。解析1のテストでした。真

れれば残り}年の勤務である。

ッタτがキッチリ、トスしてく
れるから打てるのです」州、…シ
ィ}ーン」ああ一、また生意気
を書ってしまった、この大切な
時に………ガックリ肩を落とし
試験場を引き上げました。しか

楽しく、愁い出の多かった阿

その頃は、丁度新幹線が岡貯

れることもなく、拠の流れのよ

黒に焼けた教室に強いショック

今も時々胸が痛む、是が私の
「阿賀高校我が青春の一里塚」

を受けました。
部活は、バレー・ボマル部で

した。同級生に「お前みたいな
チビがバレー出来るかい」と言
われ意地になって入部しまし

た。西日本大会で京都・伏見高
校に勝ち、二回戦鳥取西高校に

分からないまま電気科に入学

し、中国電力にも物が分かる人
が居たのです。エッ・へ・へ。

}・ボτルです」「書のような

し、電気屋さんになった、よい
仕事に恵まれた。天職と言うも

賀高校を後にしました。

そんな時、原稿依頼が舞い込

のがあるなら、是しかないと感
謝している。そのきっかけが阿

の時代に飛んでしまった。

突然、詞窓会役員さんから会

佐犀

年間で最高の思い出です。

年

野一

負けました。私のバレー部の三

電(

間から私の頭の中は、阿賀高校

気昭

報投稿の依頼があった。その瞬

製

お

そして、、もう一つ四五年間、

(1999.η、6)(島根)

阿一
賀九
七五
回六

賀高校。最高の出発をくれて有

第7回全国高等学校ロボット競技大会優勝
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2000年度

全国大会
[相撲]インターハイ出場
個入山形修司
大瀬戸薫
[電気研究部]
o全国高校

ロボット競技大会出場
O全国ソーラーラジコンカー
コンテスト設計企画賞

中国大会
門弓道]
中国高校弓道選手権大会
男子団体7位.
その他
[機械研究部]
o高知エコパワーレ.ース3位

2001年度

[山岳]団体優勝
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母校のホームページアドレスです。
これから同窓会の内容も記載しますので、
アクセスしてみて下さい。

1編集後記“

会報の発行にあたり、急なお願

上げます。また、寄稿者の紹介な

いにもかかわらず快く寄稿してい
ただいた皆様に心よりお礼を申し

どお世話をいただいた佐藤春夫常
任理事をはじめ同窓の皆様方には

また、創立六〇周年記念事業収

感謝の念が絶えません。この場を
かりて重ねてお礼申し上げます。、

支報告が遅れましたこと深くお詫

び申し上げます。

同窓教職員は異動により急激に
減少しており、今までのような同
窓教職員中心の事務局体制を維持
することは園雑な状況となってい
ます。学校としては、同窓会の窓
口を総務部に位置づけ、同窓以外
の教職員で担当できる態勢づくり

この度の総会が同窓会のさらな

を模索しております。

る活性化に繋がる起点となればと

願っております。

発行所

くれこう同窓会

呉市晦賀北二丁賢一〇!.
広島県立呉工業高等学校内

奮O八二三一七一一二一ヒ七

蝋○八二三一七、・二一ヒ九

F

印馴所

株式会禄ユニックス餓版蔀

「隣。^一一二-種、杏。。

ご挨拶

TEL(0823)71‑2177

くれこう同窓会

FAX(0823)71‑2179

職員の皆様のご尽力により県内

方の深いご理解と、新校長、教

母校はその後も、同窓の皆様

のもと頑張っておられます。

校長が県工に転勤され、新任の
友野和男校長をお迎えし新体制

ました。今年は、学校も前来山

協力を戴き、誠に有難うござい

7月31日

りませんか。

我々教職員は、入学してくる

をしていきます。

生徒の夢を実現させ、保護者の

じたいま、国際化の加速と相俟

或いは右下がりの経済状態に転

って日本経済のありようが改め

願いに応えながら地域社会に貢

会員の皆様のご健康と益々の

ご活躍を祈念してご挨拶といた

献していくことが、本校の担う

べき使命であると理解していま

て模索されているところです。

す。

こうした時代背景と教育改革の

最中にあって、その存在意義と

に謙虚に耳を傾け、先輩方に続

同窓生の方々の母校への思い

わが呉工業高校の使命(ミッ

で、今後ともお力添えをよろし

学校をめざして頑張りますの

盛を見ておりますことは誠に喜

今年度の人事異動により、油

できる創造性豊かで、たくまし

徳・体・技』の調和のとれた発
達をめざし、社会の変化に対応

が、少子化、高齢化、環境汚染

めざして努力をしております

もと日本の政治も新しい改革を

二十一世紀を迎え、新内閣の

と心よりお慶び申しあげます。

情勢の中、壮健にご精励のこと

は、現在の改革が叫ばれる社会

くれこう同窓会会員の皆様に

力することを話し合っておりま

立を、我々は新支部の拡大に努

す。学校側では事務局体制の確

局体制の確立が急務でありま

あり、外部との連携による事務

職員のみに依存するのは困難で

です。同窓会事務局の運営を教

校においても同様と考えられ、

次第です。このことは呉工業高

同窓生のありがたさに感謝する

感じたところであり、つくづく

年の周年行事においても痛切に

れるあつい思いは、前任校の80

卒業生の方々の母校へ寄せら

「技」は技術・技能・わざを磨

体育・体力のように体の健康管
理や体力の維持増進を示し、

育成することであり、「体」は

徳育・道徳のように豊かな心を

から学ぶことであり、-徳」は

語が示すように学習や学校生活

す。「知」は知識・知恵等の単

さて、私達の母校呉工業高校

ていることと拝察いたします。

の課題を抱え、各業界は大変厳
しいなか、それぞれご苦労され

いただきたいと願っておりま

一人でも多くの同窓生にご参集

学校ともども十分連携をとり、

ホテルで開催いたします。

日本が右上がりの高度経済成

す。

やしているとうかがっておりま

徒・教職員も心機一転意欲を燃

た60周年の祝賀行事を機に、生

を目のあたりにすることとなっ

の自己実現へ向けた弛まぬ努力

活動を通じて生徒たちが「知・
徳・体・技」を身に付けること
ができるよう、進路を含む生徒

ます。学校における日常の教育

力や匠の心を養うことだと思い

き高めること、スポーツの競技

、

(担当一中電グループ支部)

総会森沢ホテル

・8月4日目

常任理事会和さび

・7月9日ω℃

常任理事会呉工業高校

・6月5日伽

入会式呉工業高校

・2月28日㈲

経過報告

くお願いいたします。

く有為な卒業生を輩出し続ける

ション)は何か、自校の将来像
(ビジョン)は、現状分析は、

本校の教育目標は「教育基本

られているところです。

は、等々学校の説明責任が課せ

教育目標は、具体的な実践計画

高校も例外ではありえません。

将来展望を問われることに専門

します。

「くれこう」の
使命

ヘナ

=、ヤ
、」「

ばしいことであります。ところ

ました友野和男です。よろしく

木高校から呉工業高校へ赴任し

等を背景に経済不況、失業率の

皆様方の母校に対する強い思い

も三年前、創立六十周年を迎え

す。そして、若い青春時代を思

長を続けていた時代から、水平

役員、各支部責任者、事務局、

ました。その節は、記念行事、

い起こし大いに楽しもうではあ

増加、悪質な社会的事件等多く

す。今年のくれこう同窓会総会
は八月四日⑭十八時より呉森沢

国家社会の形成者として『知・

くれこう同窓会長奥原國雄

で、近年母校出身の教職員の方

法の精神にのっとり、平和的な

一九五九年(昭和三十四年)
呉阿賀高機械科第十回卒業

が急減し、現在三名という現状

く生きぬく力を育てる」ことで

轟丼

広島県立呉工業高等学校

お願いいたします。

学校長友野和男

滞r

第27号
屈指の工業高校として今日の隆

激
'

2002年(平成14年)

記念式典等に多大なご支援、ご

"』
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同窓会会報
くれこう
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機械科

すため、車高も十五弛.低くし、

今年はプラスチック製のボディ

電気科

会」に出場し、第7回大会では

これに対応していけるような、

けています。今からの技術者は

過去5年間の進路状況は就職

電子機械科の学習は将来、企

全国優勝をするなど全国的にも

立され、電気主任技術者第3種

が約60%で、主な就職先は中国

画・設計・オートメーション装

幅広い知識を身につけなければ

傾斜地に立地する同校は、校
の資格認定を受け、それ以来教

電力、中電工、石川島播磨重工、

ービス、計装、コンピュータ関

置の検査・保守・管理・技術サ

高いレベルで頑張っています。

が、十一日に高知市で開かれる

舎が階段状に並び、車が試走で
育内容の充実と維持に取り組ん

ディスコ、JR西日本、三工電

係などの職場で活躍できる人材

電気科は本校創立と同時に設

-こうちエコパワーレース」に

きる舗装したスペースが十分な

でおります。この間、多くの卒

広島工業大学、広島国際学院大

機、三菱重工などで、進学先は

を養成します。この新しいメカ

ーも付ける。

二年連続で出場する。昨年は初

いのが悩み。しかし、顧問の長

業生を輩出し、呉地域でも指導

学、呉大学などとなっています。

呉市の呉工業高の機械研究部

出場で三位に入賞しており、部

谷康裕教諭はコ鍔当たり三百
れています。

的な立場で多くの方々が活躍さ

なりません。

員たちは「前回以上の成績を残

れば、優勝も夢ではない」と自

キ。以上を目指す。スムーズに走

レースは一般、大学・高専、

す」と燃えている。

トロニクスに関する専門の知識

ましく、特に、電気、電子、情

電子機械研究部では、毎日多

最近の科学技術の進歩は目覚

部長でドライバーを務める後

報の分野は極めて著しいものが

現在の技術は、機械・機器・

数の生徒が相撲ロボットの製作

信を見せる。

島、岡山、島根、高知の四県か

久保強君(十七)も「まずは完

あります。このため、電気技術

装置で測定し、制御し、目標値

高校の三部門があり、高校は広
ら十二チームが参加。五〇㏄エ

走。最低でも三位以上は狙いた

者は最新の技術に積極的に立ち

コースを平均時速十五キ。以上で

っても、それぞれの産業社会の

す。将来どのような産業界にあ

向かう意欲が求められていま

しロボットなどによるメカトロ

知し、コンピュータで迅速処理

ために、高精度のセンサーで感

にかなった高精度な製品を作る

頑張っています。

をし、全国大会出場をめざして

ら大変期待されています。

や技術は、地元地域・産業界か

ンジンを搭載した手作りの三輪

い」と意気込んでいる。

電子機械科

以上の車両で、一周約四百㌶の

十キ。走り、燃料一溜当たりの燃

進展に主体的に対応できる創造

ニクス的なシステムにまで発展

同部は昨年、-環境問題を考

費の良さを競う。

性豊かで実践的な技術者を育て

しています。

気通信などの弱電関係まで大変

どの強電関係から電子機器、電

電気の分野は発電、送配電な

ートメーション装置の頭脳に相

礎的な知識を学習し、さらにオ

科では機械工学と電子工学の基

このような観点から電子機械

造・開発技術・工業材料の加

分野において、工業材料の製

工業材料およびこれらに関する

本的な知識・技術を習得させ、

「工業材料に関する基礎的・基

材料工学科におきましては、

材料工学科
ることを目指しています。

えよう」と低燃費力1を製作し

広範囲です。これらの中から

当するコンピュータ技術を1学

工・試験・研究・保全などの業

(郵細黙翻郵)
拓 …灘、
ロに

個々の生徒が自分の力で将来の

年から学習していきます。高学

務に従事し、時代の進展に対応

から製作を始め、約ニカ月で大

幅に性能アップした三輪の車両

を完成させた。全長二・三五層、
幅五十二硅.、高さ六十三紬ンの車

一㌔一

二十キ。の成績で、九チーム中三

進路を決める事ができるように

年に進むにつれて自動化、CA

できる技術者を養成する」とい

て、初出場。一鍔当たり約二百
位だった。

日頃の学習と合わせてクラブ活

D/、CAM、ファクトリーオー

う、材料工学科が本校に設置さ

・,ヤ,

今年は、部員五人が八月下旬

動への参加や第2種電気工事士

トメーションなどの理論と実際

、-

動を遂行しております。

頭に置いて、日々活発な教育活

などの各種資格取得などにも積

体のフレームは、ミニバイクの

近代産業は技術の総合化と高

れるにあたっての目標を常に念

ります。特に電気研究部は常時

度化に向けて限りなく発展を続

を学習します。

塾
員㎏掌

「全国高等学校ロボット競技大

極的に挑戦させるようにしてお

部品から軽い角パイプに変え、
重量は昨年の約四十キ。から五キ。

以上軽くした。空気抵抗を減ら

◎6
俸
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進学専修学校61071244542230

平成13年度

進路状況について

大学15168231113984360

おかげさまを持ちまして、生

第55回呉地区
総合体育大会結果
進路学科機械科電気科電子機械科材料工学科計
13年12年13年12年13年12年13年12年13年12年

徒たちも日常の学習、クラブ活
動にと意欲的な学校生活をすご

昨年度、本校への求人企業社

数は前年度とほぼ横ばいの搦社
であった。(理美容・調理は除
厳しい経済状況の影響で、1次

く)就職については、引き続き
試験の合格率は74%と苦戦し
た。その後2次試験に向けて、
さらに徹底した取り組みをした
結果、卒業する前に就職希望の

生徒全員を内定させることがで
きた。昨年度の就職内定率㎜%

ラスである。

は県下の高校の中ではトップク

公務員0210121135

短8

大%

会長

奥原 國雄(昭和34・機械)
副会長
佐藤
(昭和34・電気)
浜本
(昭和34・普通)
(昭和35・機械)
橋本
会計
井手本猛(昭和38・機械)
会計監査
加藤俊治(昭和30・電気)
古谷敦子(昭和33・普通)
専務理事
池田藻(昭和30・電気)
顧問
友野和男(校長)
常任理事
出家茂樹(昭和18・機械)
市工代表
小間孝一郎(昭和34・電気)
阿賀高代表
中河原慶二郎(昭和36・機械)
呉工代表
川上
聡(昭和54・電気)
中国電力
松崎 修一(平成3・電気)
中国電気保安協会
猛(平成2・電気)
日新製鋼

中川

湊

岸本

厚井

生駒

斉藤

山本

ディスコ

俊徳(昭和48・機械)

ミツトヨ

雅行(昭和48・計測)

コトブキグループ

呉市水道局
年美(昭和54・電気)

克水(昭和43・電気)

憲龍(昭和45・機械)
バブコック日立
薫(昭和50・機械)
新日本造機

宗広春
典国夫

しており、卒業後の進路決定に
おきましても、近年の不況の中

にありながら、就職・進学とも

に全員がそれぞれの道を見いだ
すことができております。
これも一重に同窓生の方々の

ご活躍の賜と認識し、感謝する
とともに、今後、材料工学科の
卒業生が、皆様方の後に続くこ

とができる人材として成長しま
すよう、尽力を重ねる決意を新
たにしています。

進学については、四年制大学

への合格者が、43名で進学希望

就職県外地区42136122138

＼

計4840223321211922110ll6
未定05040201012
合計7375387338403335182223

＼)/

者の62%(前年度63%)、また

25%

評議員の委嘱

平成13年度卒業生の進路先内訳

進学先校種別比率

短大は9%(前年度5%)、専

r＼、,

修学校28%(前年度32%)とい

県内地区'＼/

第42回2001年3月卒業

う結果であった。

・へ養

機械科A組古田憲一
機械科B組荻康弘

学%
61

電気科A組細本慎司

凶

短大4411100065

鷲㌃/r
/1

○卓球部,/2位
Oバスケットボール部.,・2位
Oハンドボール部!3位
※個入については3位以内を記載しています
(呉工高新聞より抜粋)

高等専門0O00100010
計25301636171714127295
呉地区3729121881312166976
県内地区7781295432827
!l

!/づ

電気科B組柳生透

電子機械科花岡佑樹
材料工学科新城守

～>〈/

ロ貝

務脇ヲ
公

12%へ

第43回2002年3月卒業

機械科A組永田貴紀
機械科B組今岡裕二
電気科石畠幸司

電子機械科江林政輝
材料工学科中野恭兵

県外地区

○バレーボール音5、/1イ立
○登山部./!位
○軟式野球部,・1位
○水泳部・団体/2位
400mフリーリレー/1{立
400mメドレーリレー■2位
○水泳部・個人
50m自由形・川島拡/1位
200m自由形・大嶋悠太、/2位
100m平泳ぎ・中村圭介./3位
100m自由形・川島拡/1位
100mバタフライ・大嶋悠太,/1位
○柔道部・Bグループ./2位
○バドミントン部、./2位
ダブルス・出水文章・荻野勝也組/2位
Oサッカー部/2位
○弓道部・団体/'2位
個人・折見哲也/3位

○剣道部・団体
Aグループ/5位
Bグループ/3位
○硬式テニス部・団体戦/3位
Oソフトテニス部/7位
O硬式野球部/一回戦
対宮原戦7-10
0陸上部・個人,/1位
400m走・原垣内伸昭
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母校教職員
四月人事異動(敬称略)
《転出》
弘道校長広島工業高校

光教頭神辺高校

1

犬

生

業

計四三二一、五六八二、OOO

機械科一二八一、〇三七一、二五五

葛布時定電気科二一四互一二七四五

計九九五四五三、三五六二一、五九二一六、九八八
生活科一九四一九四

普通科一、二二〇一、≡一〇

計測工業・二、八四六二、八四六

第二本科機械科三三八三三八

U節日全金属工業・一、三九九一、三九九

電気科三三一一六八五九三、四六三四、六六九

機械科三二六二九一、O八三四、八八四六、三二二

程課.宇科と竃}九四一(昭和一六年)～一九四八面和≡二年『九四九(昭和二四年}一九五〇{昭和二五年)一一九五九(昭和三四年一九六〇(昭和三五年)～二〇〇〇(平成十二年計
賃饗時代呉市立工業学校呉市立工業高校呉阿賀高校呉工業高校

市
工
阿賀盲同
呉工盲同

こ一,

し2001年度卒業生は無料

{会㎜1999年以降の卒業生3、000円

…費一般6、000円

呉市本町拓一22TEL2115188

8月4日㈲6"00剛
呉森沢ホテル本館

ぬ

真澄数学江田島高校

とき

http://www.kureko.hiroshimaschoolnetgrjp/kurek(トz/

ところ

況
榮

一郎理科安芸高校

千歳英語安芸南高校

教頭賀茂高校

和男校長油木高校

《転入》

律子事務広高校(定)

隆子事務呉商業高校

恵一事務早瀬小学校

博一電子研修

暢久電気広島工業高校

道子家庭倉橋高校

渡辺恵美子 家庭黒瀬高校

友野

伊勢村建巳

博文数学三原高校(定)
政憲理科広島商業高校
秀樹英語広島工業高校
京子家庭黒瀬高校
愛子家庭広高校
悌規電気

昌弘電気再任
裕電子

弘樹事務大柿高校

遠野佐知子 事務東畑中学校

折橋富喜子 事務豊田高校

「呉工ビッグバンドクラブ」演奏
「アイデアロボット」の展示実演

高藤川寺來
橋井西崎山

本久浅中山岡
田保見舛本本

尾山池梶田小守宮齊
花路田田野河本本藤

(4)

同窓会会報

くれこう

2002(平成14)年7月31日

母校のホームページアドレスです。

クセスしてみて下さい。

これから同窓会の内容も記載しますので、ア

呉工業高校内・同窓会事務局連絡先/7簾・2177(FAX71・2179)

編集後記

会報の発行にあたり、同窓会事

務局から寄稿をお願いしたとこ

ろ、公私ともにお忙しい中、快く

引き受けていただいた方々に、先

げます。

ずは深く感謝をし、お礼を申し上

同窓教職員は、本年度の人事異

員だけで事務局を維持すること

動で、三名のみとなり、同窓教職

学校としては、昨年度から同窓

は、困難な状況となっています。

会の事務局を総務部に位置づけ、

本校の教職員で担当できる態勢づ

この27回総会が同窓会のさらな

くりをしているところです。

に、同窓会員一人ひとりが、この

る発展と活性化に繋がるととも

総会を通して増々、繋がりを深め
られることを願望いたしておりま

す。

呉市阿賀北二丁目一〇-一

発行所

くれこう同窓会

広島県立呉工業高等学校内

際八二〒七丁三七七

AO八二三-七一一一二七九

F

印刷所

岱○八二三-七二一八OOO

株式会社ユニックス出版部

【一

挨拶

層努めてまいりたいと存じてお

活躍される同窓先輩方の支援が
あればこそと感謝申し上げま

学校は自校の使命を充分に認識

す。少子高齢化が進むなかで、

今年のくれこう同窓会総会は

し、呉の地域社会で活躍する有

し上げます。
八月三日㈹十八時より呉森沢ホ

為の人材の育成に努めていま

りますので、よろしくお願い申

テルで開催致します。

ルによる学校独自の自己評価を

す。学校では今年度から実施さ

実施し、更なる教育効果を求め

各支部責任者、事務局、役員、

終わりに、会員の皆様のご健

れる、使命に基づく学校経営計

康と益々のご活躍を祈念してご

学校ともども十分連携をとり、ひ

ば、なかなかその先行きに具体

諸情勢は、混迷の度を深め、国

的姿が見えず、大きなスパイラ

母校教職員

四月人事異動(敬称略)
《転出》

伊勢村建巳教頭安芸府中高校
亀井美砂子国語広高校
金川誠二数学広高校(定)

栗原雅明機械宮島工業高(定)

東勝司理科黒瀬高校
高橋訓体育広高校

田尾智佳則機械広島工業高
長谷康裕機械西条農業高
増野博人電気退職

藤原淑都電子教育センター

青木靖樹電気西条農業高
今田毅機械宮島工業高(定)
山本正芳材料尾道工業高
安井博義電子広島工業高
中川和夫機械広島工業高
秋田恭三事務長高陽東高

による目標管理を行い、個人の

《転入》

大原博文体育広高校

木村孝美教頭広島工業高
中村忠夫国語尾道北高

梶山志津子事務倉橋高校
玉理一彦事務退職

により、受け入れ生徒数の増に

方々や地域の企業の方々の協力

3年目を迎えますが、同窓生の

インターンシップを実施して

ています。

動の活性化を促すものと確信し

生徒の自主的な学習やクラブ活

す。こうした日常の教育活動が

力量向上に向け努力していま

ています。全教職員は自己申告

「呉工」の

挨拶とさせていただきますρ

しかし、人類の歴史は、そう

が続いております。

苦難を乗り越えてきたわけで、

した時にこそ智恵を出し、その

私共もその歴史の一時期に生き

ます。

いかねばならないと思っており

る者の責任として、踏ん張って

くれこう同窓会長奥原國雄

ご無沙汰を致しております。
同窓の皆様にはお元気でお過ご

母校におきましては、二年目

働くことの意味を肌で感じ、自

経過報告

の友野和男校長を中心に、教職

分自身を真剣に見つめているよ

四年前、皆様の絶大なお力添

しのことと存じます。

校長友野和男

細川信彦機械宮島工業高
佐竹正規機械本郷工業高
岡崎勝年電気宮島工業高
高綱博幸機械広島工業高
安武守昭電子広島工業高
野口芳徳機械広島工業高
平田茂弘材料神辺高
秋山圭佑機械
梶田梯規電気
高橋一洋電気
吉武正和事務長可部高
新家成郎事務呉三津田高

平成14年度の卒業式は3月1

うです。企業のご協力により、

協力いただき、参加した生徒も

高校として、今日の隆盛を見て

日に挙行し、全日制187名が

って、県内屈指の特色ある工業
おりますことは誠に喜ばしいこ

員、事務局、同窓会が一体とな

せていただいたのが、ついこの

とであります。

る年を回顧し、迎える年への新

が、一年毎の区切りをつけ、去

はなく、区切りのないものです

大、事務局体制の強化など課題

同窓会としても支部組織の拡

なる発展に思いを致しますと、

しかしながら、「呉工」の更

めていきました。就職率の高さ

内の大学を中心にして進学を決

した。また、進学した生徒も県

知県等の企業へ就職していきま

はじめ、広島、三原、福山、愛

けたら幸いです。

参加していただき、ご意見を頂

に予定しておりますから、是非

体験や課題研究の発表会を2月

ています。インターンシップの

教育効果が現れるものと感謝し

れは永遠で、一瞬も止まること

たな決意をし、将来に向かって

も山積しております。新しく迎

においては県内では最高の高率

本校を巣立ちし、地域の企業を

いくという人類の智恵は素晴ら

えた専務理事、池田藻元呉工教

を維持できましたのも、地域で

のご活躍を祈念いたしています。

同窓生の皆様のご健勝と益々

しいことだと思います。

頭を軸に同窓会活動の充実に一

さて、私共を取りまく内外の

総会呉森沢ホテル
(担当H日新製鋼支部)

・8月3日目

会報編集会議呉工業高校

・6月16日励

呉工業高校

事務局・日新製鋼支部打ち合わせ

・7月H日倫。

間のように思われます。時の流

記念イベントを盛会裡に納めさ

使命

ルの中で迷走する我が国の苦悩

画による目標を定めた教育活動

FAX(0823)71‑2179

とりでも多くの同窓生にご参集い

くれこう同窓会

を実践し、評価、改善のサイク

TEL(0823)71‑2177

ただきたいと願っております。

7月31日

の安全、経済、諸制度等あらゆ

広島県立呉工業高等学校

る分野において、「改革」道半
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長野清宏

阿賀高6回E卒

(元)日東電気工事㈱
営業部次長

くれこう同窓会と元気
の出る長寿クラス会
匁『

鑑瀞

幽酬-ぐ

参加すれば在校の素晴らしい
生徒と社会の変化に対応出来る
創造性豊かで、たくましく生き
抜く生徒を育て、お世話になっ
ている先生にも会う事ができ、
ーアイデアロボットや生徒作品
の展示実演」で技術の進歩に驚
嘆し、「ビッグバンドクラブ演
奏」で心が癒される。
特に我々の中には元団員がい
たり、卒業後でも民間企業所属
の楽団から在校生クラブのため
楽器を一生懸命に融通してもら
っていた他の同期生の姿を見て
いるので、近年演奏披露してく
れる「オリジナル曲」やボーカ
ルの音に、よくぞここまで育っ

を囲んでいる。

自宅近くの林から蝉たちが激
しく鳴き始め、待望の八月第一日
曜日になると-くれこう同窓会総
会」に毎年欠かさず参加する。
会場に行けば、母校を昭和三
十年三月に卒業後、現在四十八
年間も経過しているのに我々の
電気科同期生が必ず15名前後は
(卒業生は九十九名)テーブル

ヂ

しただけなのに皆んな仲良く付

「過去三年間、共に母校で過ご

このクラス会に参加すると

余談だが本BigBand

たと感慨にむせぶ。

Clubが平成十年十二月二十六

き合え、感謝と友情を保てるの
は『何でだろう…???』」

まだ、真空管の時代でした。実
習では、真空管を使った五球ス

るトランジスター化されてはい
ましたが、カラーテレビはまだ

ラジオ等は半導体利用、いわゆ

した。市場の電気製品のうち、

私が入学した昭和四十一年は
高度経済成長の只中であり、重
工業の華やかな時代でした。子
供の頃から、自分の周りにある
機械、電気器具関係に興味津々
だった私は、希望の呉工、電気
科に入学できた事が本当に嬉し
かった事を憶えております。
在学当時、特に興味が深かっ
た電子回路の基礎授業はすでに
半導体の理論を主とした内容で

ゐ職業ぜ

㈱中電工

呉工時代をふり返り

とが必要と感じる。

と不思議な気持ちになる。
そして念願に思っている事は、卒
業生の人生に楽しさを与え元気
をくれる母校であるから、これか
らも多数の後輩が入学し、母校
を巣立つよう、我々も支援するこ

日に呉市民会館で奏でた「豪華客
船タイタニック号曲」及び「サン
タ扮装付きクリスマス曲」はベス
トで何時まででも、私の耳にその
時の響きが付いて離れない。
「くれこう同窓会総会」への
出席は、今年で延々と四十八年
間も続いている(阿賀高同窓会
から)。その間、母校を卒業後、
各自夫々が社会に出て苦労の中
にも素晴らしい人生を歩んでき

たが、現在皆んな六十六才以上
に達している。

それでも今、常連出席者の中
には、現役の船舶機関長、広島
での大学講師、工場長、病院や
公共施設電気機械室での電気主
任技術者や管理者、自営業、工
場や電気工事会社勤務、造船設
計、江田島港周辺整備作業従事、
会社役員等々、社会に貢献しな
がら元気に活躍している。又、
囲碁・将棋、弓道、ゴルフ、硬
式テニス、養魚、俳句紀行、魚
釣り等々、趣味・娯楽を各自お
持ちだから宴席での話題、肴に
は事欠かない。そうして皆の中
から元気や希望を貰う。
もう一つは本同窓会総会の開
催日を,阿賀電六クラス会」の
正月元旦と定め、同期生の経営
店や後輩経営の民宿を訪問する
一泊旅行等、向こう一年間の行
事や計画を立案・協議・決定
し、楽しく実施している。

ーパーラジオ、オシロスコープ
の製作をしたものです。真空管
のわずかな灯りとほのかな温も
りには生命さえ感じたもので
す。今思うと、「モノをつくる」
という楽しさを体感した貴重な
学生時代でした。
卒業後は中国電気工事(現中
電工)に入社し現在まで勤務し
ています。興味のあった分野と
は少し違いますが建設業の一端
として家庭やビル、工場の電気

工事をしながら社会が発展する
過程と共に、自分の手でする仕
事がどんどんと形になっていく
という充実した日々を過ごしま
した。社会全体が活気に満ち、
皆がどんどん豊かになっていっ

た時代でもありました。入社三
十四年目を迎えた今は長い経済

ンティークラジオを復元させた

りしています。密かに呉工時代

を思い出し、ささやかな自己満

いつもお世話になっていて、な

悦に浸っております。
最後になりますが、皆様方の
ご健康とご活躍を祈念し、この
度、投稿の機会を与えて頂いた、

お昭和四十年代よりアマチュア
無線仲間でもある中国電気保安
協会の佐藤春夫先輩に厚く御礼
申し上げます。

林優

轍呉工田園A卒

中国木材㈱
安全衛生管理室課長

呉工時代

O

ていましたし、呉市において

私が呉工業高校に入学した
のは、四十六年の春です。そ
の頃は今と違い日本の社会も
製造業中心で多くの先輩達が、
全国の一流企業に就職をされ

不況下にあり、成熟した社会の

なのでしょうか。

もかなり活気があったような
気がします。
入学した時の学校の第一印
象は、中畑のバス停留所を降
りてかなり急な坂道を登り、

中で大半の企業はまさに暗中模
索の状態にあります。今こそ発
想の転換や独自性、柔軟さ等、
個人の資質が企業に必要な時代

代は是非そういう個性を更に伸
ばして欲しいと感ずるところで

やっとの思いで到着したら、

呉工電気研究部におかれて
は、第七回ロボット競技大会で
優勝されたとの由。今からの時

す。

物のトランジスターラジオを手

に中古の真空管式ラジオ、年代

今では思うにまかせず興味の
あったラジオ、アンプから遠ざ
かっていますが、それでもたま

阿賀地区の一部や広地区の一
部そして広湾が一望できる素
晴らしい眺めの風景が広がり
校舎周辺の桜並木が目に入り
今でも思い出されます。その
桜の下(現在のクラブハウス

に入れ、整備し、なつかしいア
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て強い雨の日には雨漏りもあっ

の前と体育館の南当たり)で入
学写真を写し青春の一ぺージが
始まりました。当時は、体育館
も木造でかなり古く床も壁も老
朽化し、あちらこちら穴が空い

たような記憶もあります。全校
生徒は、九百人ぐらいでその内
わずか一パーセント前後が女子
生徒だったようです。正に男子
校の匂いがする「俺は男だ」の

記憶があります。

今では電卓やパソコンが普
及していますがその当時は、

まだまだ主流は十露盤又は筆
算で特殊な計算をする時だけ
関数電卓を使用するという今
考えると信じられないような

で数字表示は緑色のランプで

時代でした。(その当時の電卓
は、かなり大きく電源は電池
カシオ・シャープのものがほ

とんどです)。
計算尺を一人が2本・3本
と持って練習用競技用と使い
分け毎日仲間と奮闘し楽しい
クラブ活動を2年間過ごすこ
とが出来ました。その後進学
して4年後に再び母校で教育
実習をすることになり短期間
でしたが後輩と直接教室の中
で会話をすることが出来とて
も意義深い経験をさせて頂き
ました。卒業して早や30年余
りが過ぎましたが、この間も
時々母校を訪れることがあり、
行く度にわくわく、どきどき
する今日この頃です。
時が過ぎて自分の顔を見て
みれば、なんと「おじさん顔」
になっている、頭もパラパラ
白髪が混じり、お腹当たりも
少し出た。
変わっていないのは、卒業生
の母校に対する思いだけではな
いでしょうか。今後とも、在学
している生徒たちが卒業し日本
の社会で活躍することを期待し
つつ又その後輩たちも何十年か

過ぎた時、母校での数々の思い

出が語り継がれればよいと思い
ます。取り留めのないことを書
いてしまいましたことお詫びい
たします。

終わりに母校の益々の発展と
同窓会の皆様方や在校生皆様の
活躍を祈念しペンを置きます。

呉工20回E卒

コトブキ技研工業㈱
プラント部長

インフラ整備の
一助を担って

ノ

生駒年美

時の安全性、快適さだけでな
く道路の製造コストにも大き
な影響を与えます。最近では、
雨天候でも走り易い道路(排
水性舗装)或いは低騒音の防
音舗装のような高機能舗装が
注目を浴びています。
同じインフラである電力や情

質の違いにより、自動車走行

石と思われがちですが、砕
石・人工砂の形状、粒度、石

始め、同乗者に飽きれられる
こともしばしばです。たかが

けると、思わずその道路の性
能や施工方法について説明を

い路面の舗装に目をやり、新
しいタイプの舗装道路を見つ

ています。車の運転中も、つ

を製造することに深く関係し

私の仕事は、道路の舗装材
料である骨材(砕石・人工砂)

欝

世界でした。

入学して一番驚いたのは、私
服通学です。生徒の三割～四割
が学生服を着ないでそれぞれの
考えで私服を着ていたような思
いがあります。しかし今と違っ
て自由、平等と言う考え方も生

徒一人一人しっかりと身につけ
ていたような気がします。校則
で何もかも縛り付けるというの
ではなく生徒自身が判断して行
動する(他人、社会に迷惑を決
してかけない)自立精神がこの
頃身についたようです。今思え
ばとてもよい貴重な経験をさせ
ていただきました。又クラブ活
動を通じて、先輩、後輩の人間
関係もしっかりと学んだような
気がします。一年の時は卓球ク
ラブで毎日鍛えられ、学校周辺の
山道や坂道(大空山公園や校舎
の階段)をランニングしたりウサギ
飛びをしたりでとても辛い部活で
したが、今となっては楽しい思いで
に変わっています。

二年からは計算尺クラブに入
り毎日遅くまで練習したような

瓜

報関係に比べると地味な分野で
すが、道路舗装、コンクリート
構造物などの世界も日々進歩

し、社会(輸送・交通安全環境)

に貢献しています。
私は、呉工業高校の電気科
を1979年に卒業し、大学

の電子工学科を経て、198
3年に建設機械のメーカー、

コトブキ技研工業株式会社に

た。

入社しました。以来18年以上、
複数の部署を経験しながら一
貫して骨材と関わってきまし

ことだけに夢中となり、近く

の知識を生かせる出来事があ
り、私の仕事に対する考え方
を変化させる転機となりまし
た。それは、とある完成間近
のプラント設備工事の現場で、

のことでした。

電気制御関係のミスを偶然見
つけ、未然に大きなトラブル
を防ぎ、無事プラント設備を
完成運転させることが出来た
ことです。配線関係は専門業
者の担当であり、私の担当外

この経験で初めて私は設計

者としての喜びを感じました。
自分の担当範囲だけという狭
隘な世界を見ているだけでは、
ひとつの仕事を完成させるこ
とが出来ないということ、

様々な視点からその仕事を見
つめることができることの大
切さを学びました。
それからは、指示された通

りのことをこなして満足して
いたそれまでの姿勢が、自ら
積極的にいろいろな聞係書類
に目を通したり、仕事と社会

最初に配属された部署では、
冷蔵庫程もある岩石を、数台
の機械で数ミリ位までに砕く
機械の設計を行い、ついで、
海砂、川砂の資源が枯渇状態
になったのを受け、環境保全
の点からそれら天然砂の代替
となる人工砂の生産設備の研
究・開発に携わりました。当
時は与えられた仕事をこなす

のものにしか目を向けること

えるという姿勢に変化し、さ

あれから何年か過ぎました

のだと考えています。

これは摂取した食べ物がいつ
の間にか自分の血や肉となる
ように、高校・大学時代に学
んだ電気制御の知識が、私を
助け、少し成長させてくれた

な広い視野を常に持ちたいと
意識するようになりました。

らに全体の流れを掴めるよう

とのつながりなどについて考

が出来ませんでした。
次に、配属されたのはその

め現場に度々足を運び、忙し

機械を組み込んだ工場(プラ
ント)設備のトータル設計を
行う部署で、プランニング及
び詳細設計をしたり、計画・
設計通りにプラントが完成・
稼働するようにと打合せのた

く過ごしていました。ここで

思いもかけず、高校時代に学
んだ電気配線や、電気制御等

(4)

が、今も私は会社と現場を忙
しく行き来しています。当時

と変わったことといえば、私
の仕事にも情報通信機器(パ

これからも社会資本のひと

を受けに行き、又合格発表の

掲示板に自分の受験番号を探
したあの時の事を、ついこの

間の様に思い出しています。
私が日新製鋼に入社するきっ
かけとなったのは当時、日新
製鋼で卓球部の監督をされて
いました大本さんと言う方の
おかげでもあります。高校時
代、目立った成績も残せなか
った私に対して、呉工の先輩
でもあります大本さんに熱心

な誘いをして頂き、大変感謝
しています。現在は日新製鋼
のくれこう同窓会のお世話を

させて頂いている関係で、母
校にも行く機会があり、今も
変わらぬ校舎や休憩時間に友
達と遊んだグラウンド、放課

呉工在学中は、部活の練習
に明け暮れた毎日でした。当
時は、学校一番練習の厳しい

事で有名なサッカー部で、入
部した時は四十名程いた同級
生も、三年生になる頃には半
数近くになっていました。夏
休みには恐怖の合宿があり、
炎天下の中、夜遅くまで走り
まわっていたのも、今となっ
ては良い思い出です。三年間、

ます。

一緒に頑張った仲間の何人か
とは、今でもつきあいがあり
現在私は、中国電気保安協
会で電気の保安技師をやって
おります。卒業後取得した資

役に立ったと、大変感謝して

格も、呉工時代に学んだ事が
おります。

職場では、阿賀高時代から

校の思い出等を語りあいなが

ら、楽しくやっています。こ
れも、佐藤春夫大先輩の力で、
同窓生のほぼ全員が出席して
おります。その佐藤春夫さん
も昨年より、くれこう同窓会
の副会長として頑張っておら
れます。そして、私も保安協
会支部の常任理事として、同

窓会に関わらせて頂いており

ます。役員会では呉工に足を
運ぶ事もあり、大変なつかし
く思います。これからも、母
校の益々のご発展を心よりお
祈りします。

評議員の委嘱

第44回2003年3月卒業

呉工業高校内・同悪金事務局連綿先1フ1-217フ(FAXフ1・2179)

ソコン・CAD・通信機器)
が欠かせなくなったことでし
ょうか。情報技術の進歩が早
く、ついてゆくのが大変です。

つである道路舗装、或いは土
木工事を担っている自分の仕
事に誇りを持ち、自信を持っ
て推薦できるより高品質の骨
材の生産を目指しつつ、また、
有限である地球上の資源から
生産される骨材に代わり、リ
サイクル等により別のもので

高品質骨材を作ることを課題

後にクラブ活動で汗を流した

として追究していきます。こ

れらのことが21世紀のより良

呉工までの同窓生が二十数名

機械科A組久保田路隆
機械科B組奥崇博
電気科長野翼
電子機械科前田高志
材料工学科宮本真吾

一-,一般5δ00円

会2003年3月卒業生は無料

.費2001年3月以降の卒業生3、000円

呉市本購冊一22TEL2115188

・ころ呉森沢ホテル本館

とき8月3日㈲6"00酬

くれこう
同窓会羅

いますが、呉工会と称し、年
に一度はみんなで集まり、学

セスしてみて下さい。

い社会を築く一助になればと

会が大いに盛り上がり、多く
の方に参加して頂く事を楽し
みにしております。

呉工と私

http://www,kureko,hlroshima.schoohlet.grjp/kure1{o・z/

考えています。

日新製鋼㈱呉製鉄所
高炉計算機担当
呉工31回E卒

中川猛

中国電気保安協会
保安技師
呉工32回E卒

松崎修一
時の流れは早いもので、呉
工業高等学校の電気科を卒業

篶

{

して十二年が過ぎました。

母校のホームページアドレスです。
これから同窓会の内容も記載しますので、アク

体育館を見るたびに当時の事
を懐かしく思い出しています。
最後に本年度の総会を担当
させていただく訳ですが、総

-一

今想う感謝の気持ち

一1

3年間、担任でお世話にな
った山口先生、そしてクラブ
活動でお世話になった杉野先
生、木原先生お元気でしょう
か?。今から16年前、中学校
のクラブ活動の先生と阿賀駅
から歩いて呉工迄、入学試験

(

同窓会会報
くれこう

2003(平成15,)年7月31日

編集後記

会報の発行にあたり、同窓会事

務局から寄稿をお願いしたとこ

げます。

ろ、公私ともにお忙しい中、快く
引き受けていただいた方々に、先
ずは深く感謝をし、お礼を申し上

で事務局を維持することは、困難

同窓教職員は、一昨年度から、
三名のみとなり、同窓教職員だけ

な状況となっています。

学校としては、昨年度から同窓
会の事務局を総務部に位置づけ、

くりをととのえました。

本校の教職員で担当できる態勢づ

られることを願望いたしておりま

この第28回総会が同窓会のさら
なる発展と活性化に繋がるととも
に、同窓会員一人ひとりが、この
総会を通して益々、繋がりを深め

す。(次藤・池田)

追記

03(平成15)年度、中国木材支部
が誕生しました。今後の活躍を期

待しています。

発行所

呉市阿賀北二丁目一〇t一
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広島県立呉工業高等学校内
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印刷所

費O八二三i七二一八000
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広島県立呉工業高等学校

7月31日

TEL(0823)71‑2177

くれこう同窓会

FAX(0823)71‑2179

変に困惑しています。呉工を卒
業して早や四十年を余る年月が
過ぎましたが、ただ年を重ねた

必退任に毒売?て・.一

前回窓会長名誉顧問奥原國雄

一九五九年(昭和三十四年)

卒業生のおよそ一八、OOO名
の代表として適任かと自問すれ

なくご健勝に、お過ごしのこと

同窓会員の皆さん、お変わり

呉阿賀高機械科第十回卒業

ば、この場から逃げられるもの

と拝察しています。このたびの

だけの自分を見れば「くれこケ」

なら逃げ出したい気持ちです。

同窓会長奥原國雄氏(阿賀高
支部から丸子幸弘氏(呉工12同

氏(呉工16回電)、新日本造機

日立グループ支部から阿部孝夫

しました。今回は、バブコック

することにし、任期は二年間と

をさせて頂いて母校を訪問する

専務理事と副会長としてお世話

窓会の置かれている立場を考え
る時、またこの数年間、同窓会

しかし、呉工及びくれこう同

した。

から八年間、同窓会長として会
の発展のため務めさせて頂きま

役員改選におきまして、会長を
退任することになりました。

10同機)は、ケムコ商事㈱の会

たびに、四十数年前に友と唄っ

し呉工業高校校歌の一節と、い

向上一路…おお誇らしゆか

感謝をいたしております。

の皆様のご支援の賜であると、

ができましたことは、偏に会員

この聞、邂逅と別離あり、そ

会発足時には、・各学校代表一名

がぐり頭で学び舎から見た紅い

た朝日に映えて聳え立つ永却不

顧みますと、%(平成8)年

長として本業繁忙の身でありな
ました。

機)の二氏を推薦することにし

了を機会に勇退されることにな
の常任理事をおいていました

思い出の一つは、99(平成11)

して、色々な思い出を作ること

りました。

が、その任は終えたと判断して

に染まる瀬戸の海を想い出して

動の灰が峰…登るは正しき

又、副会長浜本広国氏(阿賀

廃止しました。退任者は市工・

呉工を思う心が滲み出て来るの

そして75(昭和50)年の同窓

高10回普)、会計井手本猛氏

出家茂樹氏、阿賀高・北吉孝一

年度に創立60周年記念事業を盛
大に挙行することができたこと

です。即ち、この記念事業に母

を覚えました。呉工一回生とし

てほんの少しでも母校のお役に

郎氏、呉工・中河原慶二郎氏で

立って、くれこう同窓会の活性

が一丸となって取り組み、記念

(呉工4同機)並びに会計監査
古谷敦子氏(阿賀高9回普)も

この他に常任理事の一部改選

もありますが、詳細は「会報第

としてはいささか後れをとりま

げられた奥原國雄前会長の後任

ことです。

ご協力により成功裡に終了した

門の門扉改修等々)が皆様方の

(記念誌発刊、舞台幕設置、正

すが、皆様のお力添えを頂いて

式典、祝賀会、並びに記念事業

同窓会活性化に向けて努力をし

が素晴らしく輝かしい実績を上

新同窓会長あいざづ

たいと考えています。皆様宜し

命かも知れないと考えています

くれこう同窓会長橋本宗典

に会員各位のご健勝ご発展を祈念

終わりになりますが、母校の
益々のご発展と同窓会の充実並び

ます。有難うございました。

しながら、退任のご挨拶といたし

くお願いします。

同窓会」会長の指名を受けて大

このたび図らずも「くれこう

一九六〇年(昭和三十五年)
呉工機械科第一回卒業

(専務理事池田藻)

29号」を参照してください。

校、同窓会、PTA等の各絹織

役員改選期にあたり、勇退され
ることになりました。

これを受けて常任理事会は、
新しい会長に副会長の橋本宗典
氏(呉工1同機)、副会長には
常任理事の生駒年美氏(呉工20
回電)、会計には都甲正三氏
(阿賀高6回電)、会計監査には

井手本猛氏(呉工4同機)を推
薦し、総会で承認を願うことに
なりました。

尚、常任理事会では、総会を

活性化ざせる趣旨で副会長二者

化のために働くのも一回生の宿

す。

きましたが、このたび、任期満

がら、96(平成8).年から八年

増とレ、総会担当支部から選出

ぎ貧農鹸

間、同窓会長としてご尽力を頂

会長改選され為、

髪、暇1、購「熟

宮原中

宮島工業高
広島工業高
宮島工業高

安芸高
呉昭和高

廿日市西高
安芸南高
大柿高

廿日市高

退職
広島工業高

熊野高
退職
西条農業高
尾道工(教頭)
宮島工業高
宮島工業高
廿日市高

退職

西条農業高
退職

..曲見大事異動 (敬称略)■

母校教職県

《転出》

飯州雅則世界史

平尾豊行数学
高瀬邦夫化学
曽田才訓美術

横間洋海英語

外村順二英語
槙尾幸治機械
峠森博之機械
鷹取昌史機械
高橋立美理科
玉理一彦事務一
梶田悌規電気

《転入》

河野信生世界史
石井孝明数学
今西和歌子化学

楯治道美術
面田実穂英語
中井幸枝英語
青木慶久機械
藤本多聞機械
西亀正文機械
本田一孝電気
斎藤剛篤電気

・2月27日團
同窓会入会式呉工
・5月13日㈱
常任理事会呉工
・6月n日團・7月7日伽
総会打ち合せ

(事務局・バブ日立)呉工
・6月28日㈲
会報第29号編集会議呉工
・7月9日働・7月お口囲
会報第29号校正会議呉工
・7月12日㈲
会計監査呉工

(2)

民生委員児童委員は、主に次
のような目標をもって活動して

一、在宅福祉活動

います。

民が事業者と対等な関係に基づ

平成12年4月の介護保険制度
の開始により、従来の行政指導
型が原則廃止され、利用する住

元校長

稔(昭和45年～)
實(昭和50年～)
吉(昭和57年～)
男(昭和59年～)
史(昭和硯年～)

也(阿賀3回普通)
(昭和54年～)

昭く昭和63年～)
寛(平成3年～)
利(平成8年～)
通(平成12年～)

野島達

人(阿賀3回機械)

元会長

吉本明

(昭和62年～)
雄(阿賀10回機械)

第必回2004年3月卒業

、評議員の委嘱

(平成8年～)

■輿原国

弘宣俊克晃泰倫

随想

』民生委員壱Vて諜
自営業

翰墨臓蕪
私が入学した昭和27年当時

いたサービスを選択できる利用
者本位の制度となりました。民
生委員は住民から相談を受けた
とき、サービス情報を提供し、
住民の立場に立って生活者の視
点から問題をとらえて活動しま
す。

二、児童福祉活動
社会の変化は激しく、それに
つれて人間の心や考えも変わり

山崎藤賀本伯宅前中

「くれこう同窓会」

総会おめでとうございます

校長友野和男
平成15年度の卒業式は3月1

日に挙行し、全日制190名が
本校を巣立ち、同窓会へ入会い
たしました。卒業生は先輩方が

ますが、大人の子どもに対する

尚美(庶務担当)

和男(校長)

信政(呉工10回電気)
中電工支部.

ディスコ支部
優(呉工15回計測)
中国木材支部

会長
橋本 宗典(呉工1回機械)
副会長
佐藤 春夫(阿賀10回電気)
生駒 年美(呉工20回電気)
阿部 孝夫(呉工16回電気)
丸子 幸弘(呉工12回機械)
会計
都甲 正三(阿賀6回電気)
会計監査
加藤 俊治(阿賀6回電気)
井手本 猛(呉工4回機械)
専務理事
池田
藻(阿賀6回電気)
常任理事
近江 富和(呉工18回電気)
中国電力支部
松崎 修一(呉工32回電気)
中国保安協会支部
中川
猛(呉工組回電気)
日新製鋼支部
阿部 孝夫(呉工拓回電気)
バブ日立G支部
丸子 幸弘(呉工E回機械)
新日本造機支部
厚井 克水(呉工9回電気)
呉市水道局支部
吉井 悦男(呉工8回機械)
中国工業支部
岡本
一博(呉工18回機械)
コトブキG支部
斎藤 雅行(呉工皿回計測)
ミツトヨ支部
俊徳(呉工6回機械)

山本

竹盛
顧問
友野
事務局
池田

舞～ムノロ士平泣!月

は、高校三原則(男女共学・総
合制・小学区制)が施行されて
いた時代であったので、高校生
活にすぐ順応することができま
した。高校進学率は約50%であ
り、高校生としての自覚をもっ
て青春を謳歌していました。そ
して、良い環境、恩師、友人に
恵まれ、充実した高校生活を送

想い「心、豊かに育ってほしい」
はいつも変わりません。近くて
遠い親子が増えないように、地
域を見守り、児童に声をかけ、
点検をしっかりしていきます。
三、生活福祉活動
「生活福祉資金制度」による
資金を必要とする世帯の相談に
応じます。この制度は低所得世
帯の自立更正という経済的自立
のみならず、生活意欲の助長や
在宅福祉、社会参加の促進を図
ることを目ざしています。
次に活動事例を紹介します。
活動事例～1
両親が共働きのC子ちゃん。
いつも保育園に行きたくないと
若いお母さんを困らせていた。
ある朝ぐずっているC子ちゃん

勇佳良敬

ることができたことは、感謝の

気持で一杯です。
卒業後は、家業の化粧品店を
継いで経営しながら、阿賀小P
TA副会長、阿賀中PTA会長、
阿賀子ども育成協議会会長等の
お■世話をしてきました。阿賀で
育った私としては、少しでも地

域の皆さんへ恩返しをしたいと
いう気持で、労をいとわずお世
話をさせて頂きました。
平成元年度に厚生大臣から呉
市13区民生委員児童委員の委嘱
を受けて、住民の在宅福祉、児
童福祉、生活福祉に関する活動
を行っています。その活動目標
と事例の一端を紹介します。

平奥濱佐榎

活躍されている地域の企業を中

心にして、広島、三原、福山方
面、遠くは愛知県へと、6割の
生徒が就職し、4割の生徒が県
内の大学を中心にして進学して
いきました。特に就職に関しま
しては、同窓先輩方のお陰で県
内でも高い就職率を維持できて
おります。地元各企業ごとに組
織されました、くれこう同窓会
企業ごとの支部が次々と誕生
し、総会も各支部ごとの企画・
運営へと発展して.います。
学校では課題研究の発表会を
市民会館で行い、保護者や地域
の皆さんに公開しでいます。是
非参加いただき、ご意見を頂け
たら幸いです。

ます。

来瀬斎藤塚佐三松田

材電電機機
料子械械
工機気科科
学械BA
科科科組組

斎
同窓生の皆さまのご健勝と
益々のご活躍を祈念いたしてい

田迫田伯田

>

林
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と目が合ったので、「お早よう、
今から保育園へ行くんね。えら
いね～行ってらっしゃい、バイ
バイ」と私が言うと、C子ちゃ
んも「バイバイ」と手を振って
元気に保育園へ行った。それ以
来「お早よう」、「バイバイ」の
挨拶が日課となり3年間続い
卒園式の日、C子ちゃんのお

た。

母さんがお礼に来られた。C子
は時ゆ登園拒否の日があったが

最後に、母校の益々のご発
展と同窓会員皆様のご活躍ご
健勝を切に願っています。

そのC子ちゃんは今小学6年
正直な気持ちで言えば戸惑い
を覚えた。なぜなら、生来の
怠け者で、記憶力の悪さのせ
いでもあるのだろうが思い起

先日、当社同窓会の代表者
から会報への寄稿を依頼され、

霧霧

生、他地区へ転居したが同じ町
内なので、何処で出会っても遠
くから「おじちゃ～ん」と声を
かけてくれる。この時が本当に

「高橋のおじちゃんが待ってく
れてるよ」と言うと登園するよ
うになった、との事であった。

嬉しいひとときである。
である。

こそうとしても在学中の記憶
がほとんど欠落しているから
かすかな記憶を辿って記し
てみると、私が入学したのは
昭和四十一年、現在とは違い、
まだまだ子供の行動範囲はご
く狭いものであったから、・発
着駅である長浜から市電での
通学はもの珍しかった。在学
中に市電が廃止になることが

決まり、多くの生徒がバスに
乗り換えたが、なぜか廃止に
なる日まで乗り続けたのは覚

えている。同学年では女生徒
が三人か四人(記憶があやふ
や)で、まさに質実剛健その

活動事例～2
深夜、消防署からコ人暮ら
しのBさんから緊急通報装置で
救急車の要請があったので至急
Bさん宅へ行ってほしい」とい
う電話を受けた。早速Bさん宅
へ行き、救急車に同乗して病院
へ行った。約3週間の入院だっ
たが、Bさんの依頼によりBさ
ん宅の鍵を預かり「現金はどこ
そこの箪笥の何番目の引き出し
にあるから」と言われ、何回か
買物をして届けたり、各種の支
払いをした。他人の私に現金の

ど、信頼されていると思うと責

ものだった。

保管場所まで打ち明けられるほ
任の重さを痛感した。

授業では、旋盤やフライス
盤など初めての機械を恐る恐

る扱ったり、なかなか連続し
てできなかった溶接などの実
習をした事が思い出される。
課外は中学時代からの延長で
ブラスバンドに所属しトラン
ペットを吹いたが、それも一
年間だけ、その後は帰宅部で
早くも社会勉強(?)に忙し
かったと記憶している。
卒業後、バブコック日立に

入社し現在に至っているが、
当時は経済成長が著しい伸び

当社の同窓会は昭和三十八

を示していた頃で、就職は今
でいう売り手市場、我々.工業
高校出身者も重厚長大の製造
業へ多く就職することができ
た。また、入社し初めて知り
得たことだが、社内の各セク
ションの要職に多くの同窓諸
先輩が就いておられたことは
大変心強く、呉工卒業生とし
て誇らしく感じていた。
年に約百三十名で発足して約
十年間活動した後、役員の転
勤などで一旦活動が停止し、
平成七年にグループ会社を含
めた約三百五十名で再出発し
ている。そのころから世話役
のお手伝いをさせて頂いてい

るが、平成十一年卒の後輩以
来会社として新規採用がかな
わず、現在は約二百名余の会
員数で減少が続いている。
会社はその名から「何を造
っている会社か」とよく問わ

れるが、簡単に言えば火力発
電用ボイラや原子力機器、ご
み焼却設備が主要製品で「エ

というキャッチコピーに沿っ

ネルギーと環境で社会に貢献」

て、研究開発・設計・製造・
建設・営業が一体となった総

合エンジニアリング技術集団
と自負している。
入社以来、約三十年間製造
関連職場で。ものづくり“に携
わってきたが、今改めて振り
返ると仲間と共に様々な状況
下で。ものづくり“に懸命だつ
たし、その大切さを学んだ。
加えて、これまで多くの国
内・海外現地での長期滞在を
経験することができ、かけが

えのない貴重な財産を蓄えさ

∞い私ゆ暦聡呉江.

心癖躍欝

私が呉工に入学した昭和四
十四年から既に三十五年の歳

月が過ぎました。今回この投
稿の依頼を受け、自宅の倉庫

に眠っていた写真などを眺め、
改めて呉工時代の三年間を想
い出し懐かしんでいます。当
時は学園紛争が華やかりしき
頃で、制服の自由化で私服で
通学したことや、浅間山荘事
件・灰が峰大火による多くの
消防署員の殉職など社会的に
も大きな事件などがありまし

た。

せて頂いたと考えている。呉
工入学を起点に。ものづくり“

への情熱を長いスパンで育ん
でくることができたように思

科学や電気が好きで、電子ブ

演奏や、定時制の授業開始時
間を気にしながらの練習など
懐かしい思い出が甦ってきま

の木造の講堂での文化祭での

ロックで遊んだり鉱石ラジオ
を作ったりしていました。中
学生になると音楽に興味を持
ち、仲間と一緒にバンドをつ
くり広中央中学では初めてと
いう謝恩会でのバンド演奏を
しました。そんな私でしたの
で、呉工に入学しても、ろく
に勉強もせずバイトと音楽活
動に精を出していました。元

さて私は、小学生の頃から
う。

ひよんなことから現職へ就

くことになり六年を迎えよう
としているが、同窓として出

蕊

来得る限り早く母校からの後
輩を迎えられるよう努力する
ことをお約束し、母校の発展
と合わせて同窓諸氏のご活躍
を祈念したい。

罐
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電力が出資した簡易型携帯電

話(PHS)のアステル中国

す。

そんな私に転機をもたらし

建設に三年間従事しましたが、
新聞誌上でもご存知のとおり、
今年度で撤退するようで寂し
い思いをしています。一昨年、
本社から二十年ぶりに呉へ帰
ってきて、現在は皆さんへ電
気を送る技術系の仕事と、ち
ょっと宣伝をさせていただき
ますが、当社のグループ企業
であるエネルギコムの光ファ
イバーケーブルインターネッ
トの「メガエッグ」に精を出
しています。現在は広島市内
の自宅から電車で九十分かけ
て通勤していますが、知人や
友人も多く、楽しく仕事をさ

というところで無線基地局の

たのが、三年間担任だった
故・大田康夫先生の一言でし
た。「古満、中電を受けろ。そ
ろそろバンド活動も抑えて勉
強してみろ」と二年生の夏頃
に言われたのです。その頃は
ヤマハ主催のライトミュージ
ックコンテストに出場して実

力のなさを痛感していた頃で、
まるで先生に心の中を見透さ
れているようで、強い衝撃を
受けました。元々勉強の好き
でない私でしたが、何とか合
格する事ができ、太田先生に
報告した時の先生の笑顔は今
でも覚えています。

ロ
ララ

ゆ

一今競と..帆昔一

呉工32回M卒

新日本造機株式会社
丁&P事業部製造課組立係

渡辺正宏
つい先日のことです。書類

作成の為に卒業証明書が必要
となり、母校呉工業高等学校
を訪れました。校舎や体育館、
グランド、食堂、何を見ても
どても懐かしく感じました。
中でも食堂には思い出があり
まず。私と同世代の方はわか
ると思いますが、とても人気
のあった“プチジャガ"とい
うパンを買う為に、3時眼目
が終わるか否かで食堂まで全
力で走っていました。運良く
買う事が出来た時は良いので
すが、買えなかった時はとて
も悔しく思った事を思い出し、

それから、事務室の方へお

伺いする途中の事です。『こん
にちは』と一人の生徒さんが
挨拶をされました。私も『こ

んにちは』と返しました。そ
れからまた少しして、違う生

徒さんが『こんにちは』と挨

拶をされました。
私が学生の頃であれば、間
違いなく挨拶はしていないだ
ろうと思い、少し恥かしく感
じました。

高校を卒業して十数年、
色々な事がありました。挨拶
も少しではありますが出来る
様になりました。しかし、パ
ンを買う為に全力で走ってい

た頃の闘争心の炎は、少し消

えかけている様に思います。
この炎を消さないように、こ
れからもがんばろうと思いま
す。最後になりましたが母校
の益々の御発展と、同窓会の
皆様方や在校生の皆様のご活
躍を心よりお祈り致します。

編集後記

▼会報第29号をお届けします。

▼今年度の総会は、8月7日出に呉
森沢ホテルで行います。毎年思う

に届けて順いた方々に厚くお礼を

ことですが、出席者を一人でも多
くと、あの手この手と色々考え、
今年度は還暦者、50歳者のクラス
評議員の方へ総会のご案内をいた
しました。総会会場を一杯にして
みようと張り切っています。皆さ
ん、良薬があればお教えください。
▼お忙しい折にもかかわらず、原稿
依頼に応じていただき、締切まで

申しあげま学。

▼母校正門の門扉は、99(平成11)

あります。卒業生の皆さん、是非

年の創立60周年記念事業の一環と
して、改修されて立派になってい
ます。学び舎は増改築され、学習
の場としての環境は整ったと思い
ます。そして、教室棟の前には、
創立50周年記念のモニュメントも

母校を訪ねてみてください。
▼会報に会員の声を更に多く載せた

いと思います。支部総会、クラス
会、職場紹介、随筆など、どしど
し原稿をお寄せください。又、母
校のトピックス等もお知らせした
いと考えています。

(池田尚美・池田藻)

▼現在の卒業生数(市工・阿賀高・
呉工)は一七、八一九名です。
▼皆さん、来年の総会でも、お会い
できることを念じています。健康

第一に。

発行所

盈○八二三一七一一一二七七

計測工業亀子機械科二、九九九二、九九九

機械科三二六二九一、O八三五、一八二六、六二〇
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株式会社ユニックス出版部
BO八二三-七二-八OOO

印刷所

広島県立呉工業高等学校内

呉市阿賀北二丁目一〇一一

り市日全金属工手材料工学科一、五五〇一、五五〇

蹴O八二三-七一-二一七九

第二本科機械科三一二八三一二八

電気科三三一一六八五九三、六九二四、八九八

普通科一、二二〇一、二二〇

生活科一九四一九四

計九九五四五三、三五六二二、四二三一七、八一九

一人笑いしてしまいました。

や一層

程、課一九里〔昭和]
六年)～一九四八(昭和…二年一九四九(昭和二四年荒玉〇(昭和二五年)～死五九(昭和三四年晃六〇(昭和三五年}～二〇〇四(平成+六年計
学献聾名称呉市立工業学校呉市立工業高校呉阿賀高校呉工業高校

卒業生状況囮平成16)年4月現在

せてもらっています。

最後に■、今の私の原点は、
やはり『呉工』にあり、我が
母校の活躍を聞くときは胸が
熱くなります。これからも
「くれこう同窓会」の益々のご
発展と皆様方のご健康をお祈
りいたします。最後まで読ん
でいただき誠にありがとうご
ざいました。

罷くれこぢ紡☆

…殉愚書、☆繹

つ

繍1虚無、一揃袴倭{蜘衝壺D一'

そんな高校生活を送ってい・
たものですから、中国電力に
入社した当時は「こんなはず
じゃあなかった」と愚痴ばか
りこぼしていました。作業服
にヘルメットをかぶり大きな
自転車での線路巡視や毎日の
電柱へ昇っての作業など、下
積みの仕事は大切だと解って
いても、若かったこともあり、
カッコ悪さを嘆いていました。

最初の赴任地が呉営業所で、
二十八歳までの十年間をふる
さとで過ごし、その後十年ほ
どを広島営業所で地中線設計
の仕事をしました。三十九歳

ラこロ

ごう

.・呉市本町岡-腔..TE21-518a..・、

欝緊藁縄輻鋸鮫
ララ

・一・.、一一

ラ

■一一■一=一

ロぴごロ

■◇.要。舞舞棄鬚男.唱

一一ロすぴ

う

で副長(一般の会社では係長)
となり、県内を転々としまし
た。その間に四十三歳で中国

團
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くれこう同窓会

FAX(0823)71‑2179

しでも社会を明るくするように

又、同窓会活動においては、

役立とうではありませんか1
奥原国雄前会長の熱い思いでも

て、私達の力の及ばない事もあ

あります同窓会の活性化におい
って、進み具合も目に見える成

総会おめでとうございます

昨年度は産業教育フェア全国

大会が広島県において開催さ

れ、広島県産業教育振興会を中

心にして多くの会員企業様のご

協力により、成功裏に終了する

ことが出来ました。呉工業高校

では「ものづくりコンテストの

電子回路部門」や[相撲ロボッ

ト大会」「青少年科学技術フォ

を使うは、与・野党の国会議員

で論争をして、いたずらに時間

この事を忘れてつまらない事

にはおのずと制約が加わりま

で、原則として費用のかかる事

は同窓会費を集めていないの

えられますが、くれこう同窓会

とについては、色々な方法が考

りまでの企業に就職しました。

県内各企業や遠くは名古屋あた

卒業生が地域企業を中心にして

生が本校を巣立ち、146名の

平成16年度は190名の卒業

ピール出来たのではと考えてい

何を学び、今何をしているかア

会へ参加しました。専門高校が

展示等に出場し、全校生徒で大

躍したり、ロボット大会や作品

ーラム」等の世話役校として活

の頭の構造を疑わざるを得ませ

ます。生徒たちも全国の高校生

校長友野和男

ん。そんな国会・国政であるか

また、蟹名の卒業生が大学に進

例年2月の中旬に三年生の課

す。そのような中で活性化を考

た。地元への就職においては1

題研究発表会や工業クラブの活

ら、自然直下型の縦割り行政と

えられます。同窓生の皆様のご

社へ5名以上の卒業生が就職し

躍内容、インターンシップの体

の高校生活をより充実してくれ
提案なり熱き思いをぶっつけて

ていく企業も数社あると言う状

験談等を呉市民会館で発表大会

が頑張っている姿を見て、今後

下さい。

況です。各企業の「企業内くれ

を行っています。是非参加いた

学し短大に2名、専門学校へ18

市においても不況感は根強く感

最後になりますが、混迷を増

こう同窓会」におかれましても

だけたら後輩たちも喜ぶと思い

名の卒業生が進学いたしまし

み、昨年には呉市より小さい東

す社会ではありますが、会員皆

上がっていただけるのではない

新入同窓生入会でおおいに盛り

ます。先輩諸氏に続く立派な後

える場合は、同窓会の各支部の

広島市に工業生産高で追越され

より祈念してご挨拶とさせてい

様の益々のご健勝、ご活躍を心

でしょうか。

活動が一番有効に働くものと考

たと聞いております。それに同

ただきます。

力して頑張っています。同窓生

輩を育成するために全教職員協

方、国内に目を向ければ平成不

は実に悲しむべき現実です。一

国で戦火の消えることが無い事

紀だというのに未だにどこかの

広く世界を見渡せば二十一世

推移していますが、呉は平成十

調する失業のバロメータでも職

第一に工業生産高が伸び悩

況を脱出しつつあると言われて

七年五月でO・七二倍と低い水

濾

「海洋交流都市」を目指し発展

を祈念いたしています。

の皆様のご健勝と益々のご活躍

をよろしくお願いいたします。

す。同窓生先輩諸氏のご指導を

校生も頑張ってほしいもので

です。地域社会の一員として在

くが新しい呉市内からの通学生

をされています。本校生徒の多

るものと確信しています。

安における有効求人倍率が東広

呉市におかれては行政の広域

じられます。

島は平均で一・二～一二二倍で

合併で新しいビジョンの下に

いますが、勝ち組と負け組が色

達くれこう同窓生は、それぞれ

濃くなりつつあります。又、私

とは思えない、郵政民営化を錦

の職場・部署において直接・間

す。こんな暗い時代ですが、私

の御旗と勘違いするほどに高々

接を問わずにくれこうの物造り

準で就職難の状態が続いていま

と掲げていますが、現在一番大

魂をふるい立たせて、ほんの少

蕪

誉

じような現象であり、身近な呉

この同窓会の活性化と言うこ

(

なって県政・市政に至っても同

た急務の使命だと思います。

に根を張りつつあります。

8月2日

果は上がっていませんが、着実

広島県立呉工業高等学校

た者が安心して暮らせるように

第30号
年金改革が小泉内閣に与えられ

2005年(平成17年)

達の生活に直接関係のある政策

ます。

情勢の中をご活躍のことと思い

れましては、引続き厳しい社会

くれこう同窓会の皆様におか

一九六〇(昭和三十五)年
呉工業高機械科第一回卒業

くれこう同窓会長橋本宗典

A
切な事は、長い間真面目に働い

呉工正門
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中本悦雄

阿賀高6回E卒

我が半生五十年
■
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Q羅
我々阿賀高6回生は、今年で

一

た、あるべき姿と実際の開きに

じた事は学生時代に描いてい

思うが、社会(会社)に出て感

何時の時代の若者も同じだと

があった事に他ならないと今で

輩、同僚の皆さんの大きな支え

健康であった事また多くの先

定年を迎えられた事は一番には

ている。こうして一つの会社で
いる。

と会員の皆様のご多幸を念じて

畠署

松岡信人

呉工24回M卒

呉市水道局

私とくれこう

矛盾を感じる毎日であったが時
も感謝感謝である。
また、一方では我が人生にお

間の経過と共に徐々にこの矛盾
を受けとめることが出来るよう

れたのがクラスの仲間であっ

いて大きな生き甲斐を与えてく

た。学び舎を離れてから10年、

になってきた。

このような暗中模索の中で仕

20年の間隔でクラス会を行うの

学び舎を卒業して、はや20年

京オリンピック、新幹線開通等

事の方もようやく慣れた頃、東

くれこう同窓会会報へ一筆寄せ

させて戴くにあたり、改めて母

余りの歳月が流れました。今回

校を思い返し、また私事ではご

は何処にでも見られる光景であ

の親会(総会)に積極的に参加

ざいますが、来春高校受験を控

による神武景気で日本経済は急

の溶鉱炉を建設するなど新鋭設

し、僅かな時間ではあるがお互

える我が娘と重ね合わせ当時の

るが、我々のクラスの仲間は毎

備の増強がはかられ名実共に鉄

いの消息や想い出等を語り合う

自分を思い返す良い機会となり

年開催される「くれこう同窓会」

鋼一貫メーカーとして鉄鋼業界

場として20数年問続けられてい

ました。

わが社においても中四国地方初

での地位を築く事が出来たのも

るのも私にとっては大きな生き

激な勢いで成長を始めてきた。

この頃であった。

つれて技術革新もどんどん進め

(平成16年)の10月17日市内の

強い絆の集大成として、昨年

このようなクラスの仲間との

中学から高校へ進学する際に、

の大きな岐路でもありました。

青春の思い出であり、また人生

私にとっての呉工業高校は、

られてきた中で、私も組織の一

甲斐になったと思っている。

ていた時代で、現在の世相によ

人として色々な業務を担当して

製鉄所の規模が大きくなるに

を希望していた私は仕事も無く

きたが、仕事の中で一番大きな

ホテルにおいて電気、機械、普

の不安のようなものを覚えなが

「男子校」という印象から一抹

す。入学後は、そのような不安

ら入学したことを思い出しま

同期生が一堂に会した同期会は

かりの意外と面白い高校生活が

も消え、良き友にも恵まれ男ば

に初めての「同期会」を行った。
本当に初めの最後と思われる盛

通、生活科の皆さんと50年振り
う。また、言うまでも無い事で

大な催しであった。懐かしい人

要素は人間関係を大事にした信

はあるが業務等の習得は、勿論

頼関係を構築することだと思

何事にも自己研鑽し常に前向き

達と楽しい一時が過ごせた事は

高校時代は機械科に属し、鋳

が、幸いにも縁あって半年後に

入社当初は、臨時工という身

生涯忘れることの出来ないもの

造実習では汗をかきながら作品

会社に勤めて41年間一途に鉄

て下さった各科世話人の皆さん

を作り、機械製図ではいかに分

就職する事が出来た。

分で今風にいえばアルバイトか

に取り組んでいく事もまた大事

となった。この会を企画運営し

造りに励んできたが、最後まで

始まったように思います。

パートのような不安定な状態が

な要件であると常々痛感した。

と思って頑張ったが、以後の人

かり易い、美しい図面を作成す

るかを仲間と考えながら、また

にお礼を申し上げたい。
終わりに、母校の更なる発展

この仕事に携わりまた頑張って
来られた事を今では誇りに思っ

間形成に大いに役立ったような

気がしている。

に自分に課せられた大きな試練

約2年間続いた。これも若い時

同級生数人と一緒に製鉄会社に

毎日暗い日々を過ごしていた

く似た社会環境であった。就職

した後で不景気の嵐が吹き荒れ

当時の世相は朝鮮戦争が終結

後にした。

に受けて昭和30年3月学び舎を

劫不動の灰が峰…」の校歌を背

生は「朝日に映えて聳え立つ永

ものだ。思い起こせば我々6回

えた。歳月の流れは本当に速い
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会で快進撃を続け、対広島商業

野球部が夏の選手権大会広島大

の他の思い出では、当時の硬式

憶に残っているところです。そ

る考え方を学んだ事が今でも記

機械設計では構造物の基礎とな

かけがえのないつながりを大切

な力となっており、今後もこの

人間関係を作って行く中で大き

こう同窓生」というつながりは、

を持つ中で、やはりこの閃くれ

たちの学校で様々な方と関わり

居を構える地域、或いは子ども

また、私事ではございますが

し、私がもっと年をとり人生経

と思うときもありました。しか

て、時々注意をされ「うざい」

則明先生から生活態度等につい

入学してからは、担任の黒田

した。

たかったことなどが主な理由で

いうこと、硬式野球部に入部し

る)、資格がたくさんとれると

頑張っていこうと思います。

工業高の名に恥じないように、

生かし、社会人一年生として呉

努力、感謝」～を日々の生活に

きらめない、負けん気、忍耐、

こと、部活で学んだこと～「あ

呉工業高の先生方に教わった
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がくるのかと思います。
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事務

験を積めば、ありがたく思う時

最後になりましたが、今後の

部活は勿論、硬式野球部でし
ていましたが、一年のとき、当

た。野球は小学校の時からやっ

経過報告

遠野佐知子

す。

くれこう同窓会の益々のご発展
をお祈り申し上げます。

時の峠森博之監督から「ピッチ
ャー」をやってみろと言われ、

平成17年

経験のない初めてのポジション

だったので、投球フォームなど

・2月28日㈲
・5月13日働

同窓会入会式

大変苦労しました。高校三年の

第86回全国高校野球選手権広島
大会では、一回戦は広島工大高

呉工

呉工

饗灘欝ノ

に「甲子園」への夢を校内にも
たらせた懐かしい思い出であり
ます。

卒業後は、呉市水道局へ入局

社会人一年生として

δ描畷拶
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呉工

圭厳尚隆順
佑久美二健子

し、同時に澗くれこう同窓会」
の存在を知り入会させていただ

き、諸先輩方のご指導をいただ
きながら勤めさせていただいて

おります。現在呉市水道局の
「くれこう同窓会」は30余名の

会員で構成され、局内では唯一
の同窓会であります。活動とい

常任理事会

・6月10日圏

と対戦し、七回から抑え投手と

・7月8日團

今春、卒業してから早くも四

勝ちました。二回戦の強敵如水

総会打ち合わせ会議

たしましたは、毎年定例総会を

今思えば高校三年間は、とても

館高戦では、四回0対5から登

(事務局・新日本造機) 呉工

してマウンドに起ち、4対3で

また、卒業される先輩がおられ

有意義で大変貴重な体験でし

板しましたがコールド負けをし

カ月が過ぎようとしています。

る年には、職場の枠を越え「同

た。私は小坪小、長浜中という

てしまいました。しかし、自分

開催し親睦を深めております。

窓生」としての送別会と併せて

一学年一クラスしかない小規模

的には完全燃焼した納得いく試

.7月4日侭、

総会を開催しています。会員は

合であり、満足しています。

会計監査

・7月14日困

呉工

したが、先ず一学年の人数の多

高校生活では野球だけでな

誠介太士ノら、仁

・7月15日働

健雄翔

な学校から呉工業高へ進学しま
さ、学校内の人数の多さに圧倒

く、勉強も自分なりに頑張りま

呉工

平井崎本本

すが、職場内では同じ学び舎を
卒業した「同窓生」ということ

され、三年生がとても大人に見

会報第30号校正会議

大士口國石石

年齢層も幅広い構成ではありま

から、公私共により良い人間関

えました。

望する企業に就職できると先生

第30回総会

係作りの礎となっていることを

私が呉工業高に進学したの

から聞いていたからです。その

(担当・ 新日本造機支部)

・8月6日出

改めて感じ、今後も支部内での

は、就職率が県内一でとても良

結果、日新製鋼㈱に勤めること

した。その訳は成績上位から希

より一層のつながりを深めて参

いということ(大学進学もでき

呉森沢ホテル

りたいと思っております。
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平成聡年度進路状況について

㈱中電工

広島エルピーダメモリ㈱
JFEスチール㈱西日本製鉄所
㈱日本製鋼所広島製作所
三菱重工業㈱紙・印刷機械事業部
日東電工㈱尾道事業所
シャープ㈱通信システム事業部
オタフクソース㈱
㈱シンコー
他

(県外)
大王製紙㈱
西日本旅客鉄道㈱
トヨタ自動車㈱

広島工業大学

主な進学先
近畿大学

広島国際学院大学
比治山大学

広島国際大学

広島経済大学

学科機械科電気科電子機械科材料工学科計
16年15年16年15年16年15年16年15年16年15年
大学10787416252435
短大2203010127

進学専修学校10122245241823

高等専門0000000000
計222110128224104465
呉地区4033192117132唾199786
県内地区10137372≦073425

就職県外地区4111301294
普通科一、二二〇一、二二〇

称呉市立工業学校呉市立工業高校呉阿賀高校呉工業高校

機械科三二六二九一、O八三五、二五九六、六九七

電気科三三一一六八五九三、七三一四、九三七

・電干機械科三、〇三六三、〇三六

金腐工業・一、五八七一、五八七

U缶日全第二本科機械科三三八三三八

生活科一九四一九四

計九九五四五三、三五六一三、六二二一八、OO九

平成16年度卒業生の進路先内訳

.課程学科鋳鴛名一九璽(昭和一六年)～一九四八〔昭和≡二年一九四九〔昭和二四年]九五Q(昭和二五年)～一九五九萌和三四年}九六〇徳和三五垂～二QO五(平成+七年計

進学先校種別比率
公務員1310221055
計5550282529173328145120
その他0212000115
合計7773393937393739190190

県,謙蔑望L

盈O八二三i七二ー八OOO

株式会社ユニックス出版部

印刷所
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発行日

㎜O八二三-七一ー二一七九

恩O八二三!七一ー二一七七

くれこう同窓会

広島県立呉工業高等学校内

呉市阿賀北二丁目一〇1一

発行所

就職先地区別比率

(進路指導部岡田秀海)

昨年度、本校への求人企業数
及び求人数は前年比25%増の1
99社・352名でした(理美
容・調理は除く)。就職希望者は
20名程度増え、一次試験には1
32名の生徒が挑戦し、内、1
21名の生徒が内定を頂くこと
ができました。一次内定率は92
%で極めて好調でした。その後、
二次試験で就職希望生徒全員を
内定させることができました。
進学については、県内を中心
に推薦入試で大学24名、短大2
名、専門学校18名が合格しまし
た。

他
他

卒業生状況【1・5(平成17)年4月現在

主な就職先
(呉地区)
石川島播磨重工業㈱呉事業所
日新製鋼㈱呉製鉄所
㈱ディスコ広島事業所
㈱ミツトヨ広島事業所
中国工業㈱
㈱アイ・エイチ・
アイマリンユナイテッド

中国木材㈱
日新工機㈱
三王電機㈱
㈱神田造船所
セーラー万年筆㈱天応工場
クレノートン㈱

(県内)
マツダ㈱

他
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編集後記

▼会報第30号をお届けします。
今年は三同窓会(市工・阿賀

高・呉工)が統合して30年目

9・14)。

です(統合～鴨「昭和50」・

▼今年度の総会は、8月6日因

に呉森沢ホテルで開催しま
す。同窓の皆さんのご出席を
願っています。

▼05・4・20に大木幹男さん他

4名の皆さん(阿賀高25年M
卒)が、母校を訪問された。
大木さんは税理士で東京在
住、55年振りに母校を見学さ
れ、感無量の様子であった。
大木さんから同窓会へ金一封
(寄付)がありました。あり
がとうございました。
▼阿賀高6回生(昭和30年卒～
普・生・機・電)は「卒業50
年同期生祝賀会」を平成16年
10月17日に呉森沢ホテルで開
催されたそうです(世話人代
表・平賀正義さん)。クラス
会・同期会を開催される場合
は、事務局にご一報ください。
会報等の資料を提供します。

▼平成元(89)年に創立50周年

平成17(05)年5月末に友野

記念事業を実施した。この時
の余剰金は実行委員会から母
校へ寄付をしました。呉工で
は設備等に使用され、その残
金を同窓会へ返金したい旨が

(金三、六七一、七一四円)。

和男校長からあり、受領した

この残金(余剰金)は全日制、
定時制が共用できるものに使
用すべき資金である。
(大原博文・池田裸)

