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皆さまからのお便り（出欠葉書から）

■佐藤 道男 先生（Ａ組担任）

ご案内多謝です。幹事役の皆さん、ご苦労様です。当日皆様とお会い

できることを楽しみにしています。

■石井 浩 先生（Ｂ組担任）

牧岡さん、幹事の皆様、ご苦労様です。

３２歳の時からゴルフを始めてその魅力にはまっています。ゴルフの

おかげで生きてこられたといっても過言ではありません。

皆さんに先生と呼ばれるほどの人間ではなかったと時々昔を思い出

しては反省して、そして申し訳なく思っています。どうぞお元気で。



2

■高野 正美 先生（Ｄ組担任）

返事遅れて申し訳ありません。佐藤さん、石井さんも出席とのこと、

久しぶりにお会いしたいし、また皆さんとの話を聞いているうちに昔を

思い出すこともあろうと思い出席します。この機会をのがすと、二度と

会うことはなさそうなので、よろしく。

■笹沼 晴江

長年努めた病院を定年退職し、新しくできた施設で介護士として働い

ています。４カ月過ぎてようやく慣れたところです。

元気にしています。お会いするのを楽しみにしています。

■比留間 猛

幹事の皆様、お疲れ様です。当日宜しくお願いします。
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■浅見 敏夫

同期会のご案内有難うございます。１５年ぶりの同期会、幹事の皆様

有難うございます。還暦も過ぎ、後半の人生、皆様にお会いできるのを

楽しみにしています。

私も昨年、仕事を退職し今はフリー。日々是好日が理想なのですが、

なかなか難しいです。ヒマつぶしに俳句教室、民謡教室、気功教室等に

通っています。また、近くの中学校でボランティアもしています。

人生後半、難しい時期に入ります。皆様と当日は楽しくお話ができれ

ば嬉しく思います。

■熊沢 直孝

１１月８日は別の予定があり出席できません。残念です。

同期会の盛会をお祈りいたします。
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■市川 百合子

１５年前も料理の仕事をしていましたが、もう２９年続けています。

「四季折々自家製酵母でパンを焼く」（農文協）が９月で１０刷になり

ました。

５年前から畑で野菜を作っています。我家と教室で使うのは、ほぼ自

給。汗をかいて動くのが何よりです。

定年のない仕事なので、もう少し頑張ろうかな・・・・・と思ってい

ます。

■黒岩 紀美子

長野の親戚でお祝事があり、数カ月前から決まっていましたので、残

念ながら欠席となります。幹事のみなさまご苦労様です。

（近況）

来年３月（６５歳）まで、パート生活をしています。この後７０才位

までは働ける場所があれば働き続けたいと、元気な日々を過ごしている

私です。
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■松元 博基

牧岡君、同期会の企画、立案有難うございます。貴君のお陰で１５年

振りに懐かしい面々とお会いできそうです。

何もお手伝い出来ませんが、どうぞ宜しくお願いします。当日を楽し

みにしております。

■三井 猛夫

玩具、ホビー業界に４０年お世話になっています。この間、経済市況、

技術革新、イノベーションの模索、社員意識、会社のあり方も変化して

います。今は、製品企画、製品設計でデジタル造形しています。

昨年から市の男声コーラスグループ（２６名）に参加しております。

当日は福生市文化祭で発表会にあたっております。２か月間の練習、合

宿の成果を楽しみにしている市民の方々もおります。残念！！

今は、１日１日を大切に過ごしております。家族も長男に２人、長女

に２人の孫に囲まれ忙しい毎日です。一緒に暮らしている訳ではありま

せんが、２人とも車で１０分程度の所に生活しています。土、日は我が

家で夕食を共にし、特に女房は毎日が戦争です。
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幹事さんご苦労様です。当日は大いに語り、老後に向けての人生の指

針が見つかります様に・・・。 ご多幸とご健康をお祈りします。

■野島 ひろ子

お世話になります。夫の看護で忙しくしています。

■内田 勲

現在、学校の非常勤教員（嘱託）をしています。

■田辺 国仁

事務局長並びに幹事の皆様、ご苦労様、お世話になります。

（近況）

歯の痛みを我慢していたら４０代で総入歯。健康を考え毎日６０本吸

っていた煙草を辞めたら半年で体重が１５ｋｇ増加。日頃の不摂生がた

たったか見る見る頭が薄くなり、ハゲ＋デブ＋総入歯の３拍子が揃って

しまいました。
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今、埼玉の川口で出力の仕事をしています。２０２０年の東京オリン

ピック迄は仕事を続けるつもりで頑張っています。乞うご期待！ 皆様

に会えるのを楽しみにしています！

■野中 あや子

ご案内有難うございます。

もう 15 年もたったのですねー。前回の同期会、とっても楽しく、今

回も是非出席、と思うのですが、娘が入院中で孫の世話をしなければな

らず残念です。すごくなつかしくて、皆さんは今、どうしておられるの

かなーと楽しく想像しています。

幹事の方々ありがとうございます。事務局長もお世話してくださって

感謝です。次の同期会を楽しみにしています。

■小金井 康臣

ご連絡有難うございます。昨年１月に初孫が生まれ、孫にでれでれの

ジイジイになっています。
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■尾島 敏雄

相変わらずサラリーマンをやっています。しかし４２年のサラリーマ

ン生活も平成２８年２月末を持って終止符です。その後どうしようかと

はまだ決めてませんが、ひっこんでしまうわけにもいかず、何らかで働

こうとは思っています。

■中本 隆久

鎌倉に近い横浜の戸塚に住んでいます。ヒマがたくさんあるので、鎌

倉のお寺、神社、逗子の公園へよく行っています。「キョウヨウ」「キョ

ウイク」の年代になりましたね。

■西坂 まき子

元気で、細々（太々？）と生きていまーす。医者へ行くと「年のせい

だよ」と言われることが増えました。

黒ちゃんや久保田達とたまに会ってストレスを解消します。 この時

だけは６０代から１０代に戻ってしまうので、はずかしいから困ります。

オバサン笑いをしているみたいです。 皆様もお元気で！
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■坂本 勇

幹事お任せで申し訳ありません。

生まれも育ちも五日市、住まいも五日市です。毎日五日市高校バス

停・丸屋・角のコロッケ屋（今は閉店、覚えていますか）を素通りして、

あきる野市秋川まで通っています。現役で仕事をしていますが、土日は

畑仕事を楽しんでいます。

近頃は、孫は２人になりましたし、そろそろ退任の時期を考えていま

す。

■安藤 陽子

シルバーシートに座る権利所有者となりましたが、今もシルバーの

方々のアイドルやっています。 ウフフ

■内野 栄子

８月の打ち合わせには出席できず、大変失礼いたしました。

６０才で定年をむかえはや５年。まだ孫はおりませんが何かと忙しい

毎日です。体力の衰えは日々感じつつですが・・・。
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■森木 繁子

こんにちは。森木のペコちゃんです。この度は幹事の皆様には大変お

世話になり、有難うございます。せっかくご案内をいただきましたが、

当日は旅行の計画があるため欠席させていただきます。

近況報告といっても特別何もないのですが、お陰様で元気に過ごして

います。高尾山の薬王院まで登ったり、毎日喫茶店で午後ティーをしな

がら読書をしたり、買い物をしたりと夫と二人で楽しんでいます。

週に１回は、軽快なリズムにのってダンス体操をやっています。なん

といっても楽しみなのは、都内に住んでいる孫の子守を頼まれた時です。

目に入れても痛くないとは、まさにこのことです。

こんな平凡な毎日ですが、夫と二人、いつまでも、いつまでも元気で

いられるよう願っている今日この頃です。  こんなところでいいです

か？
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■辻 まり

すっかり地元に根づいて小平市のためにボランティア活動の毎日で

す。いろいろな人と話をしたり、イベントに参加したり、元気で過ごし

ています。一方では「茶道」を極めたく精進しております。 皆様に宜

しくお伝えくださいませ。

■工藤 久代

同期会のお誘い有難うございます。早々にお返事を出そうと思ってい

ましたら、急に右耳に障害がおきまして今、療養中にて病院の中で書い

ております。

突発性難聴との事ですが、これも加齢のせいかと思わざるをえません。

左耳はしっかり聞こえていますので何とか１１月の同期会は参加でき

ると思います。

またゴルフを再開するためにも頑張って治そうと思っています。
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■新堀 広子

ご尽力いただきありがとうございます。これから変更することもある

かもしれませんが、出席させて頂きます。

近況ですが、子供たちが独立し夫婦二人の生活になりました。近くに

小さな畑を借りて野菜作りは今年１年生です。

登山の会に入り、月１回の山歩きを楽しみ、時には孫たちとフーフー

言い遊んでいます。

■大沢 久仁利

大学から登山を続けています。７年前に日本百名山を完登し、今は日

本二百名山（現在１４９）を中心に登っています。

■夏目 秘敏

今の住まいは今年で３０年目を迎え、誕生日が来れば“正真正銘”の

シルバー世代の仲間入りです。

これからは同世代の輪を広げるとともに、若い世代との交流も図って

いきたいものですね。
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■須崎 洋子

公私共に多忙な日々を過ごしております。久しぶりに皆さまにお会い

できる日を楽しみにしております。

■益田 薫

現在、孫２人、子供との２世帯住居に生活し、フルタイムの仕事をし

ています。「成り行きで幹事」の皆様ありがとうございます。

■石井 努明茂

今回は所用のため出られませんので、皆様にいつまでもお元気とお伝

えください。

最近は四季の移ろいを楽しみながら何気ない日々を穏やかに送って

います。
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■乙津 好男

６５歳！ 遠い先のようでしたが今こうして迎えるとまだ３０代？

４０代？、５０代？のような気がして、他人事のようです。

同期生に会っても皆さん若い！ でも、その年齢を自覚しないと危険

だと家族や回りに諭されています。

覚えたての農作業は収穫前に猿、猪、鹿との闘いです。

孫が４人、悠々自適、晴耕雨読には程遠いけど、東京都で唯一の村（陸

続き）「桧原村」も住めば都です。

■片山 法子

大変お世話になります。もう１５年経ってしまったんですネ。皆さん

にお会いするのを楽しみに伺います。

ご苦労をおかけしますが、宜しくお願い致します。
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■黒田 三千子

この度の同期会のお知らせが実家に届いていたとは驚きました。同期

会のことは人づてに聞いていており「欠席」の返事は伝えておいたので

すが、送っていただいたハガキ一応出しておこうと。

近況：６５才ともなるとあちこち手入れしないと・・・って感じで医

者通いは欠かせない毎日ですが、元気です！

牧岡君、幹事の方々、有難うございます。皆様もお元気で！

■広川 百合江

連絡有難うございました。色々と準備大変だったと思います。「成り

行きで幹事」の方々に感謝します。

高齢の母親と二人暮らしです。健康第一にのんびり過ごしています。

今回も残念ですが欠席します。皆様によろしくお伝えくださいませ。

■岩田 啓子

鈴木美代子さんも出席します。宜しくお願いします。

孫が二人、可愛いいものですね！！
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■牧岡 輝夫

羽村市の小さな会社で現役で働いています。今まで通りお給料を頂い

ています。子供が家を出たり、住宅ローンが無くなったり、さらには老

齢基礎年金がもらえるようになったので、経済的には人生で一番豊かな

生活をしているのですが、いつまでも仕事が続けられるわけがありませ

ん。そうなった時を考えるとすごく心配です。

５０歳になった時「みゅ～爺ちゃん」（ミュージッチャン）になるこ

とを決めました。ピアノかギターでジャズが弾ける爺さんになるのが目

標です。でもピアノは家族からうるさがられ、ギターは歳をとると重く

て運べなくなり、結局ウクレレになりました。今年から近くのイオンに

ある島村楽器のウクレレ教室に通っています。

新しい曲を覚えたり、テクニックや音楽理論を学んだりして、暗譜で

２０曲弾けるようになることを目指しています。

今年の正月に男の子の孫が生まれ正真正銘の爺ちゃんになりました

が、それ以外にも勝手によそのお孫さんの３番目の爺ちゃんにしてもら

っています。
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■吉岡 千代子

幹事の皆様 ご苦労様です。有難うございます。私は元気にしていま

す。

■澤田 陽代

今年で６５才を迎え無職になりました。暇をもてあましている毎日で

す。再就職を考えています。

今回は欠席ですみません。

■徳島 正男

プラント建設関連の会社を定年退職し、その後資格を取って、現在社

会保険労務士事務所を開設しております。

事務的な業務が多く、健康のため月２回程度一眼レフカメラを片手に

全国の山々を歩いています。



18

■小林 千代枝

週に１度自彊術、気がむいたときにウォーキングをしたり、とりあえ

ず健康で毎日を過ごしています。

■浅見 紀代子

草花の手入れや家庭菜園をやり、のんびりと田舎暮らしを楽しんでい

ます。

■和田 晴江

連絡していただいたのに出席できなくて申し訳ありません。皆様に宜

しくお伝え下さい。

■星野

連絡遅れて失礼しました。


