平成29年4月1日
第２１号

静商同窓会

中部支部だより
支部長挨拶
≪ 祝 中部支部設立１５周年 ≫
Ⅰ．中部支部誕生
平成５年頃から『 名古屋ＳＣ会 』の名称で、有志集い会を開いてきましたが、平成14年10月26日に、皆様の
ご支援を得て、名古屋の「中日パレス 」で32名の会員が参集し『 静商同窓会 中部支部設立総会 』が盛大に
開催され、ご尽力下さった杉山千秋・初代支部長(第５５回・Ｓ２９年卒)を中心に中部支部が誕生しました。
また、「 支部だより 」は、平成20年10月１日付けで総会の模様と役員紹介を主に第１号が発行されました。
今年は、中部支部設立15周年を迎えます。 より楽しい同窓会を目指し､充実した年にしたいと思いますので
ご支援下さる様、よろしくお願い申し上げます。

Ⅱ．平成２９年度計画 案
実施月日

４月 １日
５月 初旬
６月１７日（土）
６月２４日（土）
１０月 １日
１１月１８日（土）
１月 １日
その他

行 事 名

内

容

予算 (千円)

支部だより第２１号発行
H29年度計画､新役員､会員紹介など
14
会員募集
新会員募集依頼
14
静商同窓会定期総会(静岡)
本部、学校との連携強化・情報交換 （総代会含）
30
有志ランチ会
気楽な飲み会
会費 + 15
支部だより第２２号発行
ランチ会の模様、会員紹介など
14
支部総会・懇親会
事業・会計報告と本部・学校・会員の交流会
会費 + 15
支部だより第２３号発行
総会・懇親会の模様、会員紹介など
15
１．役員会開催 行事前１ｹ月
２．有志 カラオケ・チームの結成検討

Ⅲ．野球の応援をお願いします
１．静商硬式野球部 ： 全国高校野球選手権・静岡大会 ７月15日頃～
２．静商軟式野球部 ： 全国高校軟式野球選手権・東海大会 ８月３日頃～ 会場 ： 愛知県・球場未定
３．高橋三千丈監督（第７６回・Ｓ５０年卒） ⇒ 名古屋産業大学 ： 愛知大学野球２部 ⇒ １部昇格を目指す
４．大石大二郎新監督（第７８回・Ｓ５２年卒） ⇒ ジェイプロジェクト（名古屋市）： 都市対抗野球
⇒ 日本一目指す

支部長 杉山隆司 （第６７回・Ｓ４１年卒）
携帯 : 090-6332-6523
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： ryuuji-sugiyama@qc.commufa.jp

会員ご紹介コーナー
アンケート回答その１

第５７回・Ｓ３１年卒

松永 太智さん

出身中学及び 住んでいた地域特徴等
出身中学は城内中学です。校舎は以前、陸軍歩兵連隊第34連隊の兵舎でした。所在地はその昔徳川家康の居城が
あった駿府城の跡地で、現在は駿府城公園になっており、27年前巽櫓が、３年前坤櫓が復元されています。
私は戦前は駿府城跡の北西徒歩10分の西門町に居住、戦後は同北東10分の水落町に居住し、静商に通いました。
戦前のことはあまりいい印象はありません。とにかく 二度の火災が強烈な印象として脳裏に焼き付いています。一度目
は昭和15年の市内の大火（延焼15時間、88町、死者２、負傷１千）、二度目は昭和20年６月19日の戦災（爆撃機137機、
焼夷弾13千発の猛攻で、死者２千、家屋損壊13千）です。
卒業、就職後は転勤で大阪、一宮、東京、京都、岡崎、岐阜、名古屋と転々として、現在は各務原市に居住しています。
次頁へ続く
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静商在学中の部活や勉学等の思い出、恩師に関する思い出や感銘等影響を受けた事
何処の部にも属さない、しいていえば「帰宅部」ということになる。
学生時代の「浅間神社山頂での写真⇒
したがって良い思い出もなく残念です。
何かやっておけばよかったと、反省しきりです。
近 況 ( 現在の趣味、ハマっているもの)
70歳の時に始めた「弓道」。最近では弓道以外やることがなく、月に20〜25日
弓道場に通っています。３年前、三段を取得したが、学科試験や実技試験（特に
立ったり座ったりがきつい）のことを考えれば限界のようだ。
ただ、運動不足の解消に多少の効アリと思うので、当面は道場通いは続けよう
と思っている。
その他、認知症予防の一助になればと、パソコン、スマホを”いじって”いる。
中部支部に対するご要望・ご意見
私は何のお手伝いもしておりませんが、役員の皆様の日頃のご苦労には深く感謝しております。
今後とも中部支部発展のために、ご尽力くださるようお願いいたします。
その他 ( なんでもOK )
トランプ政権
株価さえ上がればいいのか？
持たないもののひがみかもしれないが、私は組みしない。

アンケート回答その２

第５８回・Ｓ３２年卒

岩田 孝行さん

出身中学及び 住んでいた地域特徴等
静岡県安倍郡有度村・有度中学校、草薙駅を中心とした村であった。
町村合併で清水市と静岡市に別れて合併。現在は静岡市立清水第七中学校。
大半が清水市に合併、有度の大木とヤユされていた。
石川県鳳珠郡穴水町穴水中学校より２年次から有度中に転校。
静商在学中の部活や勉学等の思い出、恩師に関する思い出や感銘等影響を受けた事
部活は書道部で、ペン字が下手だったので今もミミズがのたくった様な字だと云われ一向に上達しない。
有度中２年次より石川県鳳珠郡穴水中学から有度中２年に編入。書道部へ入部して練習すれば少しは
うまくなるかと思ったが今だ相変わらず下手くそである。それといずれかの部に所属しないといけなかった
ので、特に入部希望クラブへ入会した。それでも親友が出来たのも部活のおかげである。
近 況 ( 現在の趣味、ハマっているもの)
長兄が第二次世界大戦で戦死しているため、戦争だけは二度とやらないでほしいので日本国憲法を守る
運動を終生行っている。ＮＨＫの放送が中立・公正でなく安倍内閣の都合の良い放送ばかりやっているので
時の政権に左右されない真実の報道を行う様「ＮＨＫを考える東海の会」という会を組織し、現在も市民運動
を行っている。
その他 写真・ハイキング・スキー
中部支部に対するご要望・ご意見
毎月、第２・第４土曜日は、講座を受講しているので、総会を行う際は出来れば避けていただきたい。
その他 ( なんでもOK )
最近、特に老化現象が現れて来て、地下鉄の階段の上り下りも息が上がってしまう状況ですので、同窓会
もいつまで続くか心配になってきました。 ハイキングやスキーも一昨年までは毎年参加しておりましたが、
少し長い距離になるとバテるので参加を見合わせております。

アンケート回答その３

第５８回・Ｓ３２年卒

坂本 周造さん

出身中学及び 住んでいた地域特徴等
籠上中学校 、井戸観音で有名なところです。出身は井宮町です。
井戸出現観音(曹洞宗 玉井山 長栄寺) ⇒

静商在学中の部活や勉学等の思い出、恩師に関する思い出や感銘等影響を受けた事
在学中は郷土研究部に所属していました。
同窓会に入ってともに過ごした方がいると聞いて驚きました。
一年生の時に先輩がきて校歌や応援歌を教えてくれたのが印象に残っています。
次頁へ続く
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近 況 ( 現在の趣味、ハマっているもの)
パソコン、絵は今でも習っています。
中部支部に対するご要望・ご意見
支部長はじめ皆さんに時々お会いできるのが有り難いと思っております。

☆

新役員紹介

☆

【 ”決勝預かり” 軟式野球部の思い出 】

第７0回・Ｓ４４年卒

岩田 茂夫さん

29年ぶりの決勝戦をご存知の方いらっしゃいますか。
高校卒業して29年、45歳を越えた初老の元高校球児が、在学中になしえなかった決着を
付けると、某TV局がドキュメンタリー番組を構成して、静岡県内では話題になりました。
今から20年前、平成９年11月23日（日）静岡県営草薙球場での事でした。
さて、その訳は如何に！
その元となるのは、あれから50年、昭和43年私が在籍していた静商軟式野球部は、42年
に続き、東海ブロックを勝ち抜いて全国大会へと、駒を進めました。
全国18ブロックの代表を相手に、順調に勝ち上がり優勝まであと一勝。その対戦相手が山口県の下関商業
高校でした。当時の試合日程は、準決勝、決勝を1日でこなすものでしたから、この日午前の第一試合で準決
勝を戦い、午後からの決勝戦に臨みました。
試合は淡々と進み、後攻めの静商は、ピンチを凌ぎ、チャンスも有りましたが、決定打が出ず、延長18回
０対０のまま日没で、翌日の仕切り直しになると思っていました。ところが、時の高野連佐伯会長からの訓示
で、再試合なし、高校軟式野球全国大会史上初の優勝預りと言う決着でした。
試合日程がずれ込んで、当時のカレンダーを見ると、９月１日が日曜日で翌日は２学期が始まるからだった
（編集者注釈：ウィキぺディア情報では、過去大会唯一の事例との事です）
と思います。
両校のメンバーには、いつか決着をという願いがあったのだと思います。
その祈りが神様に通じて、この様なチャンスを与えてくれたのではないかと思います。
そして、29年の歳月を経過して、両校のメンバーが、静岡草薙球場に集まり、決勝戦の再試合が実現しました。
平成９年11月23日、通算20イニングを超えて得点が入り、12対６で静商軟式野球部OBの勝利で、念願の優
勝旗を手にすることが出来ました。
ところで、私の出番と言いますと、ダッグアウトのベンチで大きな声援で声を枯らしながら、スコアブックを付け
ていました。全国大会の延長18回と共に、印象深い思い出として心に残っています。
当時は、東海四県で打倒愛知中京を合言葉に、今は打倒岐阜中京を合言葉に、後輩の頑張りを応援してい
ます。会員の皆様、中京地区での後輩の活躍を一緒に応援しませんか！
此のたび幹事の御用を仰せつかりました、よろしくお願いいたします。

【 学生時代と今の趣味 】

第７１回・Ｓ４５年卒・金谷中学出身

立林 豊さん

静商では硬式野球部。甲子園では、２年の時は準優勝、３年の時はベスト８進出でした(私は応援側)。
選手はお互いにライバル、プロ野球を目指していた人も多かったと思います(今では仲良しですよ)。
そんな中、野球部長の林先生の後押しもあって、早い時期に就職先を決めてしまい、仲間に対する申し訳
ない気持ちは消えません。
下宿は当時の後援会長宅・野桜わさび店でお世話になり、ずん胴に収められたわさび漬けは食べ放題でした。
62cm！
現在は毎日サンデー。
日本の歴史・特に戦国時代が好きで、講座受講や歴史愛好 めでタイ！
会等での城郭めぐりを楽しんでいます。
日本百名城のスタンプラリーはあと10城ほど、スタンプ帳を
いつでも棺に入れてもらえるよう、今年中には全城を達成した
いところです。
また、魚釣りが好きで、食して美味しいもののみを狙い、自
分で捌き、味わっています。
このたび幹事を仰せつかりました。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。
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☆

大阪に転居のためしばらく中部支部休止の大島さんのご紹介

【 静岡商業に誇りあり 】

☆

第７２回・Ｓ４６年卒

大島 省吾さん

実は静商時代にあまり良い思い出はない。 が、卒業し社会人となって定年退職し、今に
至るまで支えてくれたのは、静岡商業を卒業したという自負である。
名古屋製造所勤務を皮切りに、福島県郡山市の新工場建設に携わり八年、名古屋に戻
り、あってはならない労働災害を三年で四件、遺族との対応に終始して涙を枯らし、千葉県
柏市の工場では好景気・不景気を経験し、リーマンショックの煽りを受けて閉鎖を余儀なく
され、二百数十名もの従業員の行く末を共に探し悩んだ。
未だに、当時就職出来なかった方たちの顔が浮かぶ。柏での八年も又、記憶に残る。
新会社を設立し花の都・東京での三年間の勤務は田舎者には刺激的ではあったが、大都会を間近にして、
この国の隆盛と長い歴史を肌で感じることができた。
しかし、何かこの国は間違った方向に向かっているのではないかと実感したことも遠い過去のことである。
42年間を定年退職まで勤め上げ、建設業に身を投じ四年、そして今また、兄の経営する病院に勤務している。
高校時代には良い思い出はないが、社会に巣立ってからというもの「静商出身」ということで各勤務地で助け
られた。静商の伝統とその名は全国で知られていると思っても良い。
先輩が積み重ねてきた歴史は堂々と世の中に認知されている。
黙々と働き続けて45年。静岡商業出身を誇りに思う。
閑話休題
福島県郡山市の工場勤務以降、18年間もの長きに亘り単身赴任を経験してきた。
その間子供達はそれなりに成長し、世に貢献している。妻は留守宅を守っている。
核家族の典型ではあるが、家族は糸でつながっている。 母校に感謝すると共に苦労をかけた妻をはじめ、
家族一人一人に感謝したい・・・
・・・大阪府泉佐野市のアパートの一室にて

【 水の都“大垣”散策 】

第６１回・Ｓ３５年卒

石谷 義治さん

大垣には、在職時、仕事で訪れていたが、ついぞプライ
ベートで出掛ける事がなかった。
このたびは奥の細道を踏破した友に誘われ散策する事
となった。西美濃の中心である大垣は、関ヶ原合戦の西
軍・石田三成の本拠となった大垣城、俳人松尾芭蕉が江
戸深川を出立、約５ヶ月の漂泊の旅「奥の細道」のむすび
の地としての大垣、又市内には、地下から滾々と湧き出る
自噴水、市街を巡る豊かな水量を誇る水門川と歴史と自
然が調和した街。
今回は生憎伊吹おろしの厳しく冷たい風の日でしたが、
春・夏・秋であれば、桜・水饅頭・紅葉、それに自噴水・
芭蕉の句碑が立つ「ミニ奥の細道」と、素晴らしい散歩が
楽しめる筈、名古屋からＪＲ31分とこんな近場に絶好の
行楽地があったとは、是非皆様もお出掛けを！！

【編集後記】
毎年６月に静岡で開催される静商同窓会には、600～700名が参加されます。
今年は、還暦を迎えた私の学年が幹事当番です。幹事だけでも67名、中部支部の会員数より多い
のには驚きです。打ち合わせ、懇親会も学年同窓会状態！
幹事として参加し改めて感じた事は、静商OBの母校への思い入れの強さ、受け継がれる伝統の
重さでした。
皆さんも機会がありましたら、是非静岡の同窓会にご参加ください。
杉江律子（第７６回・Ｓ５０年卒）
編集 森田弘明（第６７回・Ｓ４１年卒）

4／4

