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　「来んちゃい、同窓会へ」。津山高校同窓会岡山県
南支部の平成29年度総会・懇親会を10月29日（日）午
前11時から、岡山市北区下石井のアークホテル岡山
で開催します。
　総会では平成27、28年度の事業報告案・収支決算
案、任期満了に伴う役員改選案をお諮りします。続
いて、就実大学副学長兼経営学部長の杉山慎策氏 
（昭和42年卒）による記念講演「私のグランド・ツ
アーとアルマ・マーター～未来を切り開く教育～」
があります。岡山大学を卒業後、資生堂、立命館大
学、岡大などを経て、現在は就実大学に籍を置き、
地域づくりアドバイザーとしても活躍される杉山さ
んの話を聴きましょう。

　この後は懇親会です。津山から来られる同窓会本
部、母校の先生も一緒になって、大いに語り合いま
しょう。アトラクションも用意します。２年に１回
の総会です。ぜひご出席ください。支部会員以外の
参加も大歓迎です。
　会費は昭和期の卒業生は7,000円、平成期卒業生
は5,000円。現役学生は無料とします。
　支部活動を活性化させるため、若い卒業生の参加
に力を入れています。支部同窓会は異業種交流、世
代を超えた絶好の交流機会です。積極的にご参加く
ださい。会報と一緒にお送りしている葉書で、９月
末までに出欠のご返事をお願いします。

総会・懇親会を10月29日開催
　　　　　　ぜひご出席を!
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　県南支部の皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

10月の県南支部総会、懇親会での再会を楽しみにし

ています。例年100名を超える参加者があり、最近

若い人の参加も増え、さながら異業種交流会の様相

もあります。今年も楽しい会になることを期待して

います。

　私は英田郡大原町（現美作市大原）出身で、中学・

高校と剣道部でした。宮本武蔵の生誕地であること

から、二天一流も学びました。修行のなかでの五輪

の書に接するわけで、その中で「我事において後悔

せず」という言葉が大好き

で、座右の銘となっています。

　最近、「明日死ぬと思って

生きなさい、永遠に生きると

思って学びなさい」というガ

ンジーの言葉に共感してい

ます。年のせいかもしれませ

ん。しかし若い人にも通じる

ものがあると思います。

　今年５月にはローマ、フィレンツェ、パリに研修

旅行（？）に行ってきました。「やれること、やり

たいことは先延ばしにしないことにする」と決めて

しまえば、結構やれるものです。旅行中は、すり、ひっ

たくり、テロ未遂による空港一時封鎖に遭遇しまし

た。近年は何かと物騒です。それにしても、日本の

ように安全なのが普通ではなく、日本は世界から見

ると異常に安全であるということを実感しました。

　「近者説　遠者来」（論語）という言葉があります。

「葉公、政を問う。子の曰く、近き者説（よろこ）び

遠き者来たる」。孔子が言うには「近くにいる民が

喜び幸せであるとすると、遠

くにいる民もそれを聞いて

自然に集まってくる」とのこ

と。仕事においてはそのよう

に心がけなければと思う今

日この頃です。

　県南支部活動を通じて皆

様の一日が充実されること

の一助になれば幸いです。

　それでは10月にまたお会いしましょう。

総会で
　お会いしましょう

支部長　　松本　健五

フィレンツェ　ミケランジェロ広場

まつもと・けんご。昭和45年卒。美作市・大原中学校出身。
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター理事長、岡
山市立市民病院院長

ローマ　トレビの泉 パリ　エッフェル塔フィレンツェ　ベッキオ橋

ローマ　スペイン広場
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　38年間勤めた岡山県職員を「卒業」しました。公

共の福祉を目的とする公務員の仕事は、金銭的な「利

益」にあまり左右されず、「個人」より「組織」で

事案にあたる独特な世界で、県職員は県内が主な縄

張り（笑）です。大学も岡山でしたので岡山県を離

れて暮らしたことのない「井の中の蛙」。東京や大

阪の街では右へ左へと人波を避けながら歩き、地図

アプリが使えない「ガラ携」の機能でさえ持て余し

ている私ですが、３月末で無事に定年退職を迎えま

した。

　縁あって４月から公益財団法人岡山県産業振興財

団に勤務しています。産業界は地球が舞台です。皆

さん「大海」をよくご存じですので、新しい「出会い」

や「学び」を楽しみにしているところです。当財団

が関わっている研究会や交流グループ、研修事業等

を通じて企業の方々と話す機会が多く、大海の荒波

の一端も伺うことができます。海外拠点の創設、新

技術・新製品の開発、新分野へのチャレンジ、経営

改善の取り組み、資金確保や事業継承の悩み等々。

産業界も行政も最近の課題は人材の確保と育成のよ

うです。

　また、当財団が企画し、参加を呼びかけた国内外

での商談会や展示会、工場訪問、販路開拓事業など

には職員も一緒に出かけます。早速私も８月下旬の

海外事業のメンバーに組み込まれています。飛行機

が苦手で利用を極力避け、海外出張とはあまり縁の

ない部署での勤務を希望してきた身ですが、恥ずか

しながら還暦になって初めてパスポートを手にしま

した。いずれは地図アプリや多言語翻訳が使えるス

マホあるいはタブレットデビューも…？ 

　「井の中の蛙」が還暦に新たなスタートを切りま

した。県職員時代に携わることができた「後楽園

300 年祭」や「国民文化祭の岡山開催」「岡山リサー

チパークインキュベーションセンター（ORIC）開設」

のプロジェクトでは、産業界からも多くの方々が

背中を押してくださいました。県内産業の更なる

発展に向け、微力ながらご恩返しができれば幸い

です。

　翻って、当県南支部では今年が総会の開催年です。

年齢を超えて、学生時代の思い出や故郷の話題から

気軽に会話をスタートさせることができるのが同窓

会の良いところ。健康自慢に病気自慢（？）、「むか

し話」に花を咲かせましょう。夢を語ることができ

る若い諸君は特に大歓迎。旧交を温め、新たな交流

を始める良い機会です。同期の仲間はもとより、サー

クル活動や職場の先輩後輩、近所の知人等々、ぜひ

誘い合ってご参加ください。

　では最後に、金属の塊の飛行機が無事に空を飛ん

でくれることを切に願いながら、昭和 50 年卒業の

同期生と「岡山県庁十六夜会」のメンバーにメッセー

ジです。
「10月 29日の総会でお会いしましょう！」
ながもり・さだよし。昭和50年卒。津山市立北中学校出身。
公益財団法人岡山県産業振興財団専務理事。
岡山市南区在住

「井の中の蛙」  新たなスタートです
副支部長　　長森　定好
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「地域枠」考
岡山大学教師教育開発センター特任教授　　山下　陽子

　今年５月、津山高校26期同窓会関西支部有志によ
る「還暦記念屋久島同窓会」に参加させていただい
た。10年越しの計画で、中心になって準備してこら
れたメンバーの尽力あっての実現、改めて感謝申し
上げたい。屋久島の素晴らしい自然の中、キャリア
や肩書きを脱ぎ捨て、仕事も子育ても一段落した者
同士、すぐに「○○ちゃん」「○○くん」の昔に戻
れる不思議さ、他では得られない貴重な人間関係で
もある。
　長く教職にあり、母校にも13年の長きにわたりお
世話になった。高校時代を含めれば、人生の中の16
年間、４分の１をここに過ごしたことになる。懐か
しいカマボコ型の校舎が取り壊される場面にも立ち
会い、校庭のニセアカシア並木に沿って建てられた
プレハブ仮校舎へ、再び完成したロの字型新校舎
へ、二度の引っ越しも経験した。
　その中で、「津山高校」はつくづく特別な学校だ
と思うことがいくつかあった。明治の洋風建築、比
翼の本館の美しさは言わずもがなだが、一つは自然
の豊かさである。十六夜山が前方後円墳だったとい
うのは、校舎改築時の校庭発掘からわかったことで
あるが、その円墳部分には手つかずの自然がそのま
ま残されている。よく花材を求めに十六夜山あたり
をウロウロしたが、草木の豊かさは類を見ない。
　もう一つは、「草の根」的な同窓会活動の裾野の
広さ。件の「還暦記念屋久島同窓会」始め、全国
津々浦々、様々な場所で津山ネットワークが強い絆
で結ばれている。学校にとっては、新たに作ろうと
思って作ることのできない、貴重な財産である。
　さて、昨年11月、「第９回ローカルサミット in 倉
敷」が開催され、全国から企業人、研究者、教育者
が倉敷に集まった。「視察ツアー」の県北版企画に
アイデアを求められた私は、「津山」、「勝山」、
「美作・西粟倉」と３つのモデルコースを提案し

た。ところが、結局採用は「勝山」「西粟倉・美
作」の２コースのみ。のれんの町勝山・エコシステ
ムの銘建産業、西粟倉村「ようび」・英田上山棚
田、などに比べて、洋学資料館・城東むかし町頼み
で、現代の「課題解決」へのトライ、未来への提言
アピールいまいちというところか。パッケージとし
ての見せ方にも課題があるのだろう、とは思う。
　若者が戻りたい町、「仕事がないなら仕事を作ろ
うよ」と思ってもらえる町。「町作り」は「人作
り」であり、学校教育はその要である。津山高校勤
務時代、「仕事の達人講座」等で地域と学校のつな
がりを創出したいと考えたが、そんな小手先でな
く、地域総力戦としての「人作り」が必要だと感じ
ている。
　倉敷に住んで５年余り、ここ倉敷でも多くの分野
で津山人が活躍している。言い換えればこれだけ津
山から人材流出しているということ。人材の豊富
さ、同窓会の絆の強さ、地域の教育資源の豊か
さ…学校をプラットフォームとして、コラボレート
が進み、津山創生の弾みにならないか。「還暦記念
同窓会」の面々を見ても、豊かな経験と能力、ネッ
トワークを持つ一線級の人ばかり。残る人生、故郷
津山のために一肌脱ぐことはできないか。
　平成30年度から岡山大学は県北地域教育プログラ
ム推薦入試を実施予定である。また県教委は既に教
員採用試験「地域枠」採用を始めた。これを「仕方
ない。何年か県北で我慢するか」というような、後
ろ向き、情けないものにしたくない。「県北での少
子化、高齢化、過疎化の課題に取り組むことは、日
本の課題に取り組むこと」との気概を持って、課題
にトライする若者を育てたい。Second Stageでの夢
である。

やました・ようこ。昭和50年卒。旧姓・池上。前倉敷南
高校校長
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平凡な人生に感謝
三菱自動車水島製作所所長　須江　隆行

　県南支部から寄稿を打診され、これといった趣味
や特技があるわけでもなく、何かのお役に立てれば
と思い、パソコンに向かっています。しかし、何も
思い浮かばず、読む方には気の毒ですが、自己紹介
がてら人生を振り返ってみました。
　津山高校では、個性豊かな先生方が多くいらっ
しゃいましたが、特に歴史を教えてくださったＳ先
生が印象に残っています。
　知識の詰め込みではなく、自分が書かれた講義
ノートを持ち、教壇をゆったりと歩きながら熱意を
もって、歴史上のエ
ピソード・原書の紹
介などをされ、歴史
に対する興味を搔き
立ててもらい、私に
大きな影響を与えて
いただいたと思って
います。
　昭和 54 年に津山
高校を卒業し、工学
部を経て現在の会社
に入社しました。工学部卒業と言いながら純粋な技
術屋からは少々外れていたようで、１日中数字をに
らんでいるような仕事は気性に合わないと思い、入
社面接では「人と関わって製品を直接作る仕事以外
したくない」と我が儘を言い、水島製作所に入社し
ました。
　入社当初は、下手なテニスをやる余裕がありまし
たが、３年程経ち仕事を任せてもらえるようになり、
ロボットの導入など自動化促進や能力増強などに没
頭しました。ラインが停止する土・日は、設備を改
造するために仕事へ出かけ、家庭を顧みることなく
働いてきたような気がしています。お盆の連休には、
ライン改造工事に出かけたまま５日も連絡もせず、

家に帰らなかったこともありました。このような生
活を送っていましたので、一度も子どものオムツを
交換したことがないと、いまだに妻から言われ、頭
が上がらない関係です。
　50 代になり、愛知県の工場に単身赴任しました
が、私の一人暮らしでの不摂生が心配だったのか、
妻は途中から水島に息子を１人残し愛知県に引っ越
し、25 年ぶりに２人きりで生活をすることになり
ました。見知らぬ地で、友人もなく、土・日は極力
２人で出かけることにしました。愛知県近隣の観光

地に毎週のように出かけ、写真を撮っ
ては行動記録を残しています。途中か
らは私の成人病対策として手ごろな山
に登るようになりました。トレッキン
グの道具も揃え、2014年の秋には御嶽
山に登る予定にしていました。
　結局、愛知県での生活は２年ほど
で終わり、2014年４月に水島へ帰る
ことになりましたが、戻っていなかっ
たら、2014年９月27日の御嶽山の噴
火に巻き込まれていたかもしれない

と、妻と話しています。
　水島に帰ってからも極力、休みには２人で近隣の
山に出かけては写真を撮り、記録に残すことを楽し
みに歩いています。現在は愛犬のトイプードルが参
加しており、私は犬の散歩のつもりですが、妻から
は「あなたの成人病対策に犬が付き合っているのよ」
と叱られています。仕事ではストレスのたまる毎日で
すが、妻と愛犬に癒やされながら何とか乗り切る毎日。
　多くの仲間や妻や愛犬に支えられた至って平凡な
人生ですが、平凡に暮らせることに感謝!

愛犬と一緒に

岐阜県・養老山の山頂で＝2013年11月23日

（　  　　　　　　　                        ）すえ・たかゆき。昭和54年卒。津山市・鴨川中学校＝現・
津山東中学校＝最後の卒業生です。倉敷市在住
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活躍する県南支部会員

　「保守的な田舎者は公務員に」という思いだけで
警察官となり20余年。これまで成田空港警備等の機
動隊や事件捜査部門などを渡ってきましたが、現在、
私は警察学校で警察官を志す若者の育成をしていま
す。厳しい訓練や危険な現場勤務もある職を志願す
る者は減少している時勢かもしれません。しかし、
そんな中でも「我こそは!」と
の思いを持つ者に、強い使命感・
法律等の知識・強い肉体の心技
体づくりの指導をしています。
　もちろん、その部分が未成熟
な私は、教えながら共に学ぶ日々
であるのは申すまでもありませ
ん。厳しさと温かさのある指導
がなんと難しいものかと痛感し
ています。どうか皆様、寛容な
心で若いおまわりさんを今後も見守ってください。
　そして、私が今まで勤めた中で特に印象強くて、
心残りでもある仕事は、平成16年９月に郷里津山で
発生した小学女児被害の殺人事件であります。発生
当日から津山署の柔道・剣道場が捜査会議室と捜査

　現在、岡山県産業振興財団に勤務しています。当財
団は、岡山リサーチパーク（岡山市北区芳賀）に事務
所があり、総合的産業支援機関として、県内企業を対
象に創業から事業拡大、経営革新、事業再生まで、
企業のステージに応じたメニューを用意し、積極的な
支援活動を展開しています。
　経営支援は、創業支援、経営革新や経営改善のた
めの計画づくり等のサポート、海外展開、販路開拓や
新規取引の支援など、また、技術支援は、専任コーディ
ネータ等を配置し、研究開発ニーズや技術シーズを把
握しながら、R＆D支援や産学官連携、知財支援など
に取り組み、新産業・新事業の創出を目指しています。

　さらに、県内企業のサービ
ス産業からまでの現場担当者
や技術者、後継者及び経営者
などを対象に、将来の岡山の
産業界を担う幅広い人材の育
成に努めています。
　私が所属する人材育成グ
ループでは、製造現場の基本
的な技術研修から、若手や中

員の仮眠場所に一変し、私は半年間そこで昼夜を問
わない捜査に従事しました。しかし、犯人を特定で
きぬまま、捜査第一課から人事異動で部署を離れ、
忸怩たる思いは拭えません。必ずや今後解決し、女
児の無念が晴れることを確信しています。
　そんな様々な経験の中、私の今があるのは多数の
方に支えられ、引っ張っていただいたお陰です。中
でも不思議と節目節目で津山高校の同窓諸兄姉に出

会い、様々なステージを与えて
くださったことは、うれしい縁
であり、感謝するとともに、後
輩に引き継ぐべき縁と感じてい
ます。
　津山を離れて今年で25年。こ
れまで日本全国の名所や季節ご
との美しい景色に触れる機会が
ありました。しかし、春の鶴山
公園のパノラミックな美しさ、

夏の横野の滝で感じた冷涼さ、雪を被った那岐山の
悲哀も帯びた迫力感を超える景色には出会えませ
ん。この先もまだまだ郷里への想いが薄れることが
ないのは想像に容易いことでしょう。
（おかもと・こうじ。平成４年卒。津山市・津山東中学校出身）

堅社員、経営幹部など階層別スキルアップ研修、「おもて
なし」などをテーマにしたサービス産業向けの研修など
幅広く行っています。津山でも一部開催しています。
　研修終了後に「大変勉強になった!　明日から早速
取り組みたい。来年も誰か参加させます」など感想を
いただくこともあり、スタッフ全員で喜んでいます。また、
募集前の春頃に「いつ案内もらえる？　待ってるから早
く送ってね」と問い合わせを受けると、その期待に応
えなければ、と身が引き締まります。
　「日本一の人材育成を岡山で」との思いで内容を組
み立てており、みなさんの声が私たちの励みです。
　内容は、ＨＰからご覧いただけます。（http://www.
optic.or.jp/objective_detail/index/6.html）　　
　私たち43期が、昨年の津山高校の同窓会の幹事で
した。私は、当日のお手伝いを少ししただけでしたが、
津山にいる同窓生たちが何度も集まり、準備を整え、
素晴らしい会だったと思います。卒業後、久しぶりに
同窓生たちと会い、懐かしく楽しい時間を過ごしまし
た。また、その後 SNSなどを通じて同級生の近況を
知る機会が増えました。
　活躍している同窓生たちから刺激を受け、これから
も健康で頑張ろうと思っています。
（みかも・ゆき。平成４年卒。津山市・鶴山中学校出身）

岡山県警察学校学生課長　岡本 光司 さん

公益財団法人岡山県産業振興財団　美甘 ゆき さん
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いきいき 同窓生

　同窓生のみなさま、恩師のみなさま、ご無沙汰い
たしております。現在、私は岡山県立岡山芳泉高校
で地理歴史・公民科の教諭として勤務しておりま

す。今年、偶
然にも同窓会
県南支部で活
躍されている
同窓生の方の
お子様の担任
になったとい
う縁からこち
らに寄稿させ
ていただくこ
とになりまし
た。

　高校在学中、私には大学に進学してやってみたい
ことが３つありました。それは「高校の先生になる
ために教員免許を取得すること」「国際政治経済学
を学ぶこと」「海外でボランティア活動をすること」
です。
　恩師のみなさまのご指導のおかげで、幸いにも、

　同窓生のみなさま初めまして。
　私が津山高校に入学したのは、平成10年の４月で
した。新校舎への移行期で、入学当初の記憶は、プ
レハブの教室とともに思い出されます。在学中に新
校舎へ移ることができ、ロッカーに荷物を置いて、授
業ごとに教室を移動するというスタイルに変わりまし
た。最初は戸惑いもありましたが、すぐに慣れ、大学
生のような気分になったことを覚えています。高校生
活はたくさん笑い、勉強もして、自分でも若さあふれ
る時期だったと思います。
　津山高校卒業後、広島大学歯学部に進学し、６年
間の学生生活は、充実したものでまさに一瞬で過ぎ
ていきました。歯科医師は、現行の制度では、１年間
の歯科医師臨床研修が必修となっているため、６年
生の夏に、いわゆる就職試験のような「マッチング試
験」と言われるものを受験します。その際、研修医
先をどこにするか悩みましたが、結果として、地元津
山に近い岡山大学病院に決まりました。
　国家試験合格後、岡山に戻って１年間の研修医生
活を終えた後も、大学病院には５年ほど在籍しました。
病院内には、津山高校の同窓生も多く、地元を思い

この３つの夢を実現できる大学に進学することがで
きました。教育学部ではなく法学部に進学して教員
免許を取得しようとしたため、法学部の講義だけで
なく教育学部・経済学部・文学部の講義まで受講し
ました。友人たちよりも多くの講義を受講すること
になり、大変でした（大学４年間では終わらず、大
学院にも進学することになってしまいました）。
　しかし、有意義な大学生活を送ることができまし
た。特に海外での様々な体験は、私にとっての貴重
な財産であるとともに、授業の中で生徒にリアルな
世界を伝えるうえでも大いに役に立っています（残
念ながら、英語圏の国にほとんど行かなかったため、
英語はあまり上達しませんでしたが…）。最近は仕
事が忙しく海外に一人旅に行くというわけにはいか
ないのですが、またどこかへ行ってみたいものです。
　ここ数年は、公民科の授業開発に特に力を入れて
取り組んでいます。県内外の大学の先生をはじめ、
いろいろな方々のご助言をいただきながら、よりよ
い授業づくりを進め、その成果を学会や書籍などの
かたちで発表させていただいています。いつか母校
に戻ったときによい授業ができるよう、今後も努力
を重ねていきたいと思います。
（くろだ・かずのり。平成８年卒。津山市・津山西中学校出身）

出して親近感を覚えたも
のでした。現在は大学を
離れ、瀬戸内市の開業医
に勤務して、日々一般歯
科治療をしています。
　昨今、歯科医師は、
過剰だと言われますが、
往診ニーズの増加など、
患者の医療に対する希望
は非常に多様化していま
す。私は、歯科医師の仕
事はとてもやりがいのあ
るものだと思っていますが、より良い治療を提供する
ためには、日々の研鑽が必要で、休日も講習会や、
学会などに参加して、新しい知見を得ることが欠か
せません。また、歯科医師は、卒後15年くらいの間に
開業する者が多く、その時期の女性は結婚、出産と
いったライフイベントと重なることになります。ワー
クライフバランスに悩む女性歯科医師は非常に多く、
自分もその一人です。働き方を模索しつつ、日々の生
活も大切に暮らしていきたいと思っています。
おかだ・かおり。平成13年卒。旧姓・桑山。津山市・北陵
中学校出身。瀬戸内市・なかしま歯科医院勤務

岡山芳泉高校教諭　黒田 和義 さん

歯科医師　岡田 香織 さん
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活躍する県南支部会員

　私は平成13年に津山高校を卒業しました。初めま
しての方が多いと思いますが宜しくお願いします。
　大学生活を関西で過ごし、卒業後に公認会計士の
資格を取得しました。そのまま大阪、京都で勤務し、
４年前に希望転勤で岡山へ戻ってきました。
　仕事は主に上場会社の決算書を監査することです。
上場会社は年に４回の決算があるため、決算日ごと
に決算書を監査しています。もちろん上場会社以外
の会社の決算書を監査、財務アドバイスをすることも
あります。基本的に監査期間中はクライアント先に常
駐し、長いときで数週間滞在します。またクライアン
トの子会社、支店にも行くことも多く、全国出張もあ
ります。
　チーム単位で仕事をするのですが、全国の出張
でご当地名物を食するのが密かなチームの楽しみに
なっています。これは難しいのですが温泉地が近け
れば温泉に入れることもあります。
　机に向かってコツコツとした作業をしているイメー
ジが強い仕事ですが、全国の色々な業種のクライア
ントの方と話す機会が多くあり、会社の置かれている
環境や抱えている問題をお聞きし、より会社が成長で

　理数科７期生です。現在は銀行員として岡山市で
働いていますが、高校時代から環境問題（エコロジー）
に興味関心がありました。大学では環境・土壌汚染
問題を中心に４年間学び、日々研究をおこなっており
ました。しかし、津山高校の先輩方が多く在籍した
岡山県人寮である東京の鶴山館で過ごしたこともあ
り、郷土愛が深まり、生まれ育った地元ふるさとで貢
献できる仕事がしたいと思いが強くなり研究員になる
ことやめ、銀行員になる決意をしました。銀行では仕
事を通じて幅広い業界の方やお客さまと接すること
ができ、非常にやりがいを感じております。
　現在、我が国では「貯蓄」から「投資」という流
れに変化しており、雑誌やテレビ、新
聞等でも毎日のようにさまざまな金融
商品の情報提供が行われています。銀
行の窓口でも、お客さま一人ひとりの
家族構成・ライフステージ・収支・金
融資産状況に応じた商品・サービスを
提供しており、私は、そのような商品・
サービスを提供できる環境を整える仕
事をしています。

きるようにアドバイスをし
ます。普段では見られない
会社の裏側も見ることがで
きます。まさにこの仕事の
醍醐味だと思います。
　話はかわりますが、先日、
高校３年次の担任の先生が
退職を迎えられたため、お
祝いと同窓会を兼ねて、東
京、大阪等の全国にいるクラスメイトが津山に集合し
ました。お互いの近況を報告し合い、元気な姿を確
認できました。
　卒業してから一度も会わなかったクラスメイトもい
ましたが、久しぶり！！と挨拶をし、懐かしい気持ち
でいっぱいになり、当時と変わらず話ができました。
同級生というのは何とも言えない不思議な存在だと思い
ます。同窓会を機にときどき連絡を取り合っています。
　このようなつながりが今もあるのも、津山高校でと
もに過ごした良き同級生に恵まれたおかげだと思って
います。今後もこのご縁を大事にしていきたいと思い
ます。
もりすえ・けいこ。平成13年卒業。旧姓・生駒。津山市・
北陵中学校出身

　将来、現在の若者が受け取ることができる年金は
現在の年金水準より大幅に下回ることが予想されて
おり、自分で老後資金を準備しないといけないと言
われています。預金に預けても日銀のマイナス金利
政策の影響で預金金利はほぼゼロ。100万円を定期預
金に１年間預けて利息はわずか約200円。私も営業し
ていた時に「昔は100万円を定期にすれば年に６万も
７万も利息がついたのになぁ」とよくお客さまに言わ
れていました。それと同時に「投資＝損するから怖い」
ともよく言われました。そのお客さまに説明している
うちに「知らないこと＝怖い」ということを教えてい
ただきました。今の課題は、いかにお客さまに経済
への関心をもってもらい、知ってもらいすべてのお客
さまが将来的に幸せな人生を過ごしてもらうための一

助となりたいと考えております。
　大学時代、社会人と関わった環境（エ
コロジー）と経済（エコノミー）。これ
からの日本では二つのエコに関心を持つ
ことは大事であるということを広めてい
きたい、そして、地域社会とともに発展
する「美作のうまし国」にも貢献してい
きたいと思っています。

（たぐちしんや。平成16年卒。津山市・中道中学校出身）

有限責任監査法人トーマツ岡山事務所　森末 恵子 さん

中国銀行金融営業部　田口 慎也 さん
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第23号

津山高校県南同窓会・絵画クラブ
洋画家  福島隆壽

（昭和25年卒）

〒710－0013 倉敷市中帯江833－48
TEL（086）425－9187

光風会名誉会員・岡山支部代表
日展会員・審査員・岡山日展会会長
岡山県展審査員

〒700－0027　岡山市北区清心町3番18号
TEL（086）255－1281　FAX（086）255－1388

サービス付高齢者向け住宅 ケアホーム静和

黒明 東洋治（昭和33年卒）

カイロプラクティック

行 成 治 療 院

〒711－0933　倉敷市児島通生890－7
TEL（086）474－6785

院　長  松下行成

〒708-0033 岡山県津山市河原町29番地3
TEL 0868-25-1000　FAX 0868-23-5800

代表取締役  全本親民
（昭和35年卒）

〒701－1342 岡山市北区加茂15－3
TEL（086）287－3300　FAX（086）287－3301

外科・内科・消化器内科・整形外科・肛門科

えばらクリニック
（昭和36年卒）江原 芳男院　長

江原 弘貴副院長

岡田奏二（昭和37年卒）

岡山市北区伊福町3－5－4
TEL 086－255－2345

糖 尿 病
ご不安をおもちの方のご来院を心よりお待ち申し上げております

アクト設備株式会社
代表取締役 保住 長男（昭和38年卒）

本　　　社／〒703－8221 岡山市中区長岡468番地1
　　　　　　TEL（086）279－7677　FAX（086）279－7887
津山出張所／〒708－0052 津山市田町119番地11
　　　　　　TEL（0868）22－8505　FAX（0868）22－8506
◆空気調和設備・販売・設計・施工・管理◆ビル設備総合メンテナンス
◆赤水、錆、スケールの除去と防錆装置・設計・施工
◆建設業許可岡山県知事 許可（般19）第15201号
　管工事業・電気工事業・消防施設工事業

営
業
内
容

後藤正子
（昭和42年卒）

十六夜絵画クラブ 循環器科・内科・外科
特定健診

〒701－0211 岡山市南区東畦112－38
TEL（086）282－4199

林　伸旨
（昭和42年卒）

〒701－1152 岡山市北区津高285番地

乳がん検診も始めました

毎月第２金曜日
やま幸ホール
倉敷市下庄140-1

※時間はどちらも13：30～16：00

練 習 日 時・場 所
毎月第４火曜日
カリヨンダンススタジオ
岡山市北区表町２丁目

連絡先：大塚利子（昭和33年卒）TEL（0863）51－2348
　　　　福田富男（昭和40年卒）E-mail : fkdt@mx1.tiki.ne.jp

いざよい社交ダンス同好会 会員募集中
もう一度“青春”を始めませんか！！

代表取締役  華山和彦
〒700－0904 岡山市北区柳町一丁目3番5号 金光ビル2F

TEL（086）231－1313　FAX（086）227－3010
URL：http://www.keiai21.com　E-mail：hanayama@keiai21.com

（昭和35年卒）

株式会社 敬 愛
人を敬い　人を愛する JXTGエネルギー㈱特約店

大内石油株式会社
代表取締役会長  大内宏之

（昭和37年卒）

本　社　岡山市北区御津金川　☎（086）724－0844
花尻ききょう町営業所
築港営業所
二軒茶屋営業所

☎（086）254－2030
☎（086）264－2520
☎（086）294－2304

西大寺松崎営業所
セルフ岡山御津S.S.
金 川営業所

☎（086）943－1121
☎（086）724－1181
☎（086）724－0069

放射線の世界へようこそ
－福島第一原発事故も含めて－

安東　醇　著
（昭和29年卒）

通商産業研究社　発行
定価　本体 1,600円＋税

岡山市立総合医療センター理事長
岡山市立市民病院院長

松本健五
（昭和45年卒）

地方独立行政法人

片山淑雄
（昭和45年卒）

戸田　豊
（昭和45年卒）

〒701-1145 岡山市北区横井上106-1 
TEL/FAX（086）294-8080

リハビリデイサービス 和合の郷金川店
〒709-2133 岡山市北区御津金川314-1　TEL/FAX（086）724-0850

WHPトレーナー部門
〒701-1145 岡山市北区横井上105番地2階　TEL 090-6401-6060
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　県南同窓会員の中で社交ダンスを習っている数名
で、平成18年（2006年）４月に、新しい同好会の一
つとして『いざよい社交ダンス同好会』を立ち上げ、
以来、会員の増減はありますが、月２回集まって練
習をし、午後３時にはミーティングと称して連絡事
項がなくてもコーヒーを飲
みながらのおしゃべりで、
性別・年齢差を超えて親睦
を深めています。たまには
県北から参加してくださる
人もいます。
　今では、会員の誰かが、
個人的に指導を受けている
教室のダンスパーティーで
成果を発表する機会がある
ので、みんなで応援に行き、

ダンスとディナーを楽しむこともあります。
　昨年12月には松永ダンススクールのパーティーで
杉山みゆきさんがタンゴを、今年４月にはヒトミダ
ンススクールのパーティーで内田斉子さんがパソ
ドブレを踊るなど、会員たちは活躍しています。

写真は杉山さんがタンゴ
を踊ったときの記念写真 
です。
　会員募集中です。経験者
は勿論、初めての方でもOK
です。老けない体と心を一
緒につくりましょう‼　練
習日・場所などはこの会報
の広告欄でご確認ください。
お待ちしています。
 （昭和33年卒　大塚利子）

いざよい社交ダンス同好会

　毎月１回の例
会日、始まりは
ティータイムか
ら。絵を描く前
のウォーミング
アップでしょう
か！？　日常の
暮らしやニュー

スで話題が盛り上がる。もちろん絵のことも、展覧会
や、観てきた絵のこと、描くこと、出かけたこと、ひ
と月ぶりの情報交換が楽しい。
　話題が一段落したところで、心地よい静寂の時間
が始まる、みんながスケッチに集中している。至福と
はこんな時かなと思う。絵の経験がなくてもマイペー
スになれる。スケッチブックに１枚ぐらい描くのに十分
な時間があります。でも描かなくても自由です。
　ふるさとが同じ同窓というだけで、年齢が若くても
高齢でも、すぐ打ち解けて仲良くなれる場です。子育
てが終わった方、仕事からリタイアした方、これから
何か始めたい方、何時からでも参加できます。まずは
見学だけでも歓迎します。 （筆保博文）

■例会日　原則は第１火曜日
■場　所　岡西公民館（岡山市北区下伊福西町）
■問い合わせ先　電話086－279－7262　事務局（筆保）

十六夜絵画クラブ

この１年間の成績は次の通りです。（敬称略）

第83回（金陵）
H28.9.8

第84回（山陽）
H28.11.17

第85回（山陽）
H29.4.20

優勝 大内　宏之 内田　斉子 渡辺　　格

２位 渡辺　　格 鳥居　節子 原田　民子

３位 福田　富男 米井　澄近 鳥居　節子

　６月21日、第86回例会を岡山市の後楽ゴルフ倶楽部
で開きました。昭和60年卒～27年卒という幅広い年齢の
13人が参加し、和気あいあいとラウンド。今年はハンディ
を改定しただけに、全員が新たな意気込みでコースを回
りました。
　成績は優勝が有国修さん、準優勝は有本克さん、３
位渡辺格さんでした。
　皆様の参加をお待ちしています。

■連絡先：鳥居節子（電話090－7977－8460）

いざよいゴルフクラブ

第86回例会の参加者で～す＝６月21日、後楽ゴルフ倶楽部

松永ダンススクールのパーティーで＝昨年12月

７月例会は静物画のスケッチでした
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釣り同好会
   平成28年11月３日に、瀬戸内市牛窓町の莚江浜（む
しろえはま）で、秋の投げ釣りを実施しました。写
真のようにとても良い天気で最高でした。キス、ベ
ラなどが釣れました。
   その後、牛窓神社
に参拝、オリーブ園
に登り、お弁当を食
べましたが、綺麗な
景色で最高の食事会
となりました。次回
の計画などを練って
解散いたしました。
　最近、AKBグルー 
プ最新ユニットSTU 
48が誕生したのは、

皆さまご存じのことと思います。そのデビューシン
グル「瀬戸内の声」の撮影は、前述した莚江浜と牛
窓町黒島の海の道“ヴィーナスロード”で撮影され
ています。また、ご覧になって下さい。私も大学卒
業後、水産試験場に勤務し最初にヴィーナスロー
ドに遭遇した時、度肝を抜かれたことを思い出し 
ます。
   悲しいお知らせになります。前会長小森章二郎氏
がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたし
ます。それに伴い新会長に中山頼和氏が就任いたし
ました。今後ともよろしくお願いいたします。
 （昭和40年卒　福田富男）

■連絡先： 中山頼和（電話086－282－4199） または
　　　　　福田富男（電話0869－34－4590）

秋晴れの莚江浜で、「はいパチリ」＝
昨年11月３日

　毎月最終水曜日の午前11時から、岡山市北区田町
の「カラオケバンバン田町店」で例会を開いています。
■お問い合わせは皆木浩二さん（電話086－292－0626）

カラオケ同好会

　ここ数年、例会を開催できていませんが、ご興味
のある方は蜂谷弘紀さん（電話086－284－2583）まで、
ご連絡を。

歩こう会

○ 県南支部の活動は年会費（2,000円）によって
支えられています。

○ 年会費は会報「県南クラブ」の印刷・発送費
のほか､ 会員の相互親睦を図る活動に充てられ
ます。

○ 納入は任意です。趣旨に賛同いただける方は
会報と一緒にお送りしております郵便振込用紙
で、ご納入をお願いいたします。

年会費納入のお願い

　県南支部「ビアパーティー2016」を昨年９月10日、
岡山市のアークホテル岡山で開催。昭和28年卒から
平成25年卒（現役岡大生）までの約110人が参加し、
過去最多の人数で、大いに盛り上がりました。
　松本健五支部長の開会
あいさつに続き、28年
卒の米戸金男さんのご発
声でにぎやかに乾杯、歓
談の輪が早速広がりまし
た。
　若い世代の参加者を少
しでも増やそうと、参加
呼び掛けに力を入れた結
果、昨年８月に津山で開
かれた同窓会本部の総
会・懇親会で当番幹事を

務めた平成４年卒が約20人の一団で参加してもらえ
るなど、新しい顔ぶれが目立ちました。
　支部長の発案で、平成４年卒をはじめ、金融、医療、
マスコミなどのグループ単位で挨拶をしてもらい、

初参加の人でも溶け込め
やすい雰囲気づくりに努
めました。
　恒例となったじゃんけ
ん大会も真剣勝負で、な
かなかの闘いでございま
した。
　この盛り上がりを10
月29日の支部総会・懇
親会につなげたいと思い
ます。よろしくお願いい
たします。最高に盛り上がった「2016ビアパーティー」＝昨年９月10日

「ビアパーティー2016」を開催  過去最多の約110人が参加
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第23号

〒701－0165 岡山市北区大内田830－2
TEL（086）292－5311㈹　FAX（086）292－5188

代表取締役  永禮一 平
（昭和46年卒）

〒700－0942 岡山市南区豊成2丁目7番16号
TEL（086）264－0326　FAX（086）264－0326

E-mail：nagare@s-frontier.co.jp
URL：http://www.s-frontier.co.jp/

株式
会社

〒700－0945 岡山市南区新保1107－2
TEL（086）201－1211　FAX（086）201－1215
URL：http://www.ishii-cpa.com
E-mail：ishiicpa@mx4.et.tiki.ne.jp

齊藤司幸（昭和61年卒）

代表社員 税理士

光成法律事務所
弁護士  光成卓明

（昭和48年卒）

〒700－0816 岡山市北区富田町1－3－15 グランデール2階
TEL（086）224－2809　FAX（086）224－2819

　代表取締役社長 井上 沙緒（昭和53年卒）

本　　　社／〒700－0941 岡山市北区青江4丁目8番1号
　　　　　　TEL 086－231－0248　FAX 086－224－4765
　　　　　　http://www.sanyo-giken.co.jp
倉敷営業所／倉敷市北畝2丁目17番27号

空気調和、給排水衛生設備工事　設計施工
設備設計一級建築士事務所

株式会社
（株） オーノ
児童デイサービス・放課後等デイサービス
　ぐるぐるめろん島・ふるーつ村・もりもりめろん広場・おれんじ村
日 中 一 時 支 援　　まーぶるの森
特 定 相 談 支 援・障害児相談支援
保育所等訪問支援

〒700－0026 岡山市北区奉還町1－2－11
TEL（086）254－7777

melonjima.net　　o-hagukumi.net

（医） 大野はぐくみクリニック（旧  大野小児科医院）
（株）オーノ 代表取締役／（医）大野はぐくみクリニック 理事

大野順子（昭和61年卒・旧姓 只友）

　今号の発行に際しましては、田村誠一
郎様（昭和19年卒）、米戸金男様（昭和29年
卒）、筆保博文様（昭和34年卒）、蜂谷弘紀
様（昭和36年卒）、鷹取洋二様（昭和39年卒）、
神土純子様（昭和42年卒）からもご芳志を賜
りました。ありがとうございます。

元気を創る
岡山県経営コンサルタント事業協同組合

〒700－8556 岡山市北区厚生町3－1－15
岡山商工会議所816号室
TEL（086）225－0770

特別顧問  安東  官（昭和46年卒）

税理士  岡部正晴（昭和48年卒）

〒710－1102 倉敷市茶屋町早沖325
携帯　090－6436－5327
TEL（086）436－8662　FAX（086）428－0532
E-mail：okabe01114@yahoo.co.jp

＊財産評価・相続対策・相続税申告
岡部正晴税理士事務所 岡山中央法律事務所

弁護士  板垣和彦
（昭和48年卒）

〒700－0821 岡山市北区中山下1－9－1 山陽アルファ中山下ビル6階
TEL（086）212－2120　FAX（086）212－2130

URL  http://www.okachulaw.com/
E-mail  itagaki@okachulaw.com

専務理事  長森定好
（昭和50年卒）

〒701-1221 岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL（086）286-9664

　「広告への協力はさせていただくが、名刺
広告までは…」と言われる方を対象に、
お名前だけを紹介させていただく“広告協力
者”という制度を設けています。ご芳志は
一口5,000円です。来年発行予定の第24号
でご協力が可能な方は支部事務局へご連絡
くださるようお願いいたします。

“広告協力者”を募っています

母 校 か ら の お 願 い
　岡山県教育委員会は本年度から「母校を応援したい」という同窓生、企業
などを対象に、「ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業」を始めています。ふるさと
納税制度の学校版です。ただし、返礼品はありません。寄付先を「津山高校」
とすれば、母校が計画している「ICT機器整備によるアクティブラーニング
実践充実プラン」に活用されます。
　詳しくはhttp://www.tuyama.okayama-c.ed.jp/graduate/furusato
/index.htmlをご覧ください。

岡山県立津山高等学校同窓会
岡山県南支部会報「県南クラブ」第23号
2017年８月３日発行
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　　　　〒701-0205
　　　　岡山市南区妹尾1120-25　片山淑雄気付
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