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会員の皆様にはご健勝にてお過ごしのことと存じ

ます。平素から金沢明新会の運営にご尽力を賜りま

して心からお礼申し上げます。 

７月９日の第４１回金沢明新会総会で、佐藤秀紀

前会長から会長を引き継ぎました。佐藤前会長には

平成２０年から今回に至るまで永い間本会を率いて

いただきました。また、歴代会長および役員の方々

のご尽力により４０年にわたる歴史が刻まれました。

伝統のある本会の会長は小生にはとても務まらない

のではないかと随分と思案しましたが、幸いにして

これまでの役員の方々に加えて新たに梅田謙二副会

長、湯浅美穂会計幹事および梅田千草会計幹事補佐

が就任され、また佐藤前会長も顧問としてサポート

していただけるとのことで、少し気持ちが軽くなり

お引き受けしました。何分にも平成１２年から２３

年まで仕事の関係で奈良にいまして、この間近畿明

新会には属しておりましたが本会のことには疎くな

っていました。会員の皆様には何かとご迷惑をおか

けすることもあるかと思いますが、微力ながら本会

の発展に寄与出来たらと考えております。何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

自己紹介は会報 No.５（２０１４年）の副会長就任

時に載せさせていただきましたので簡単にいたしま

す。昭和１８年に越前海岸の旧越廼村（現在の福井

市越廼町）で生まれ、越廼小学校から父の転勤にと

もない３年生時に鯖江市惜陰小学校に転校し、鯖江

中学校から昭和３４年に藤島高校に入学しました。

昭和３７年に卒業して金沢大学に入学、その後奈良

に転勤になるまでは金沢で過ごしました。 

さて、本会は一昨年第４０周年を迎え盛大に記念

総会が行われましたが、これも歴代会長、役員なら

びに会員の皆様のご尽力によるものと思います。さ

らに新たな一歩となる第４１回の総会・懇親会はこ

れまでにない盛会でした。これは会員に加えて、総

会幹事学年の方が県外から沢山参加いただいたこと

によると思います。色々な分野で最も活躍されてい

る年代ですので、同窓会は旧交を温めるとともにお

互いに色々な情報を交換し、新しい力を得て明日か

らの活躍の糧とするのに大いに役立つのではないで

しょうか。総会幹事学年が終わりましても、是非参

加して一層親睦の輪を拡げていただきたいと思いま

す。 

今回の総会での記念講演で大杉健一氏の国際協力

についてのお話がありましたが、同窓生の皆さんが

国際的に活躍されているのを知り、黒船を目の当た

りにして世界へ視野を拡げた母校の源流である明道

館学監橋本左内の息吹が脈々と流れていると感じま

した。田中校長先生のご挨拶で母校が「スーパーサ

イエンスハイスクール」の指定校に選定され、科学

力とともに国際性の育成、海外連携の促進が進めら

れていることを拝聴し、今後の同窓生の国際的な活

躍が大いに楽しみになりました。 

金沢明新会の会則に「本会は会員相互の親睦を図

るとともに母校の発展と郷土の振興に寄与すること

を目的とする」とあります。この目的を果たすこと

ができますように、会員の皆様と共に力を合わせて

頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたし

ます。 

【ごあいさつ】 

 

   金沢明新会会長 

     中村 忍 

     昭和 37年卒 
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【 平成２8年度 活動報告 】 

平成28年 4月10日 第１回役員会（アパホテル金沢駅前） 

5月21日 第65回明新会通常総会（福井商工会議所）会長出席 

テーマ「窓 ～つなげる～」 

7月10日 第40回金沢明新会総会（アパホテル金沢駅前） 参加者52名、うち金沢会員32名 

10月 8日  近畿明新会総会（クラウンパレス神戸）会長出席  

11月19日  中京明新会総会（中日パレス）会長出席 

11月20日 第2回役員会（アパホテル金沢駅前） 

平成29年 1月30日  会報「かなざわ明新」第7号 発行 

      3月 1日  第68回藤島高等学校卒業式、明新会入会式    会長出席 

 

【 平成２8年度 収支決算 】 

自 平成28年 4月 1日 

至 平成29年 3月31日 

収入の部 
  

単位：円 

 
項  目  予算額 決算額 備 考 

 
１．前年度繰越金 757,924 757,924   

 
２．文化事業費 100,000 100,000 本部交付金 

 
３．年会費 228,000 237,000 3,000 円×79 名(H 27 年 76、H 26 年 78、H 25 年 87) 

 
４．総会会費 224,000 315,000 7,000 円×45 名(H 27 年 51、H 26 年 32、H 25 年 32) 

 
５．賛助金 30,000 70,000 本部、近畿・中京各支部より 

 
６．その他 0 20,002 寄付金、預金利息 

 
計 1,339,924 1,499,926 

 

     
     

支出の部 
  

単位：円 

 
項  目  予算額 決算額 備 考 

 
１．総会費 330,000 379,050 会場費、講師謝礼等 

 
２．事務用品費 5,000 9,152 文房具等 

 
３．通信印刷費 60,000 66,541 総会案内印刷・発送、その他 

 
４．会報費 40,000 44,802 印刷・発送 

 
５．会議費 25,000 21,000 年 2 回役員会 

  ６．交通費 48,500 45,900 本部・支部総会出席、卒業式出席 

  ７．慶弔費 63,000 61,879 本部・支部総会お祝い金、弔電等 

  ８．40 周年記念事業費 50,000 50,000 振込手数料、同窓会名簿代金 

 
９．雑費 3,000 3,013 振込手数料等 

 
（小計） 624,500 681,337   

 10．予備費（次年度繰越金） 715,424 818,589  

 計 1,339,924 1,499,926  

 

【 訃 報 】 

下記会員のご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

    元塚 一美 様 （昭和23年卒）  平成28年7月 9日 ご逝去 

    俵矢 勝二 様 （昭和35年卒）  平成28年8月29日 ご逝去 
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           平成２９年度 

 

 

 

 平成 29年 7月 9日（日）午前 11時より アパホテル金沢駅前にて  

 

 

平成２９年７月９日（日）午前 11 時より、アパホテル金沢駅前において「第 41 回金沢明新

会総会」が開催されました。来賓として、田中廣昌明新会理事長、福野幸央東京明新会会長、

西山聞一中京明新会会長、増永泰一郎近畿明新会会長、田中幸治藤島高等学校校長、及び片川

浩一明新会事務局長のご臨席を賜りました。 

 

金沢会員３８名及び他支部から４１名のご参加をいただき、来賓

を含めた総勢８５名の参加の下、総会、記念講演及び懇親会が行わ

れました。塚田律夫金沢明新会副会長（昭和３６年卒）の開会の辞、

佐藤秀紀金沢明新会会長の挨拶で厳かに始まった総会では、来賓の

田中廣昌理事長、田中幸治校長からご祝辞を賜ったあと、木村圭一

総会幹事（平成元年卒）の司会進行により、佐藤会長から行事報告

及び行事計画、決算及び予算関係の報告、大森俊明監事（昭和５７

年卒）から監査の報告があり、何れも満場一致で承認されました。

また、幹事学年の 1人である木村圭一（平成元年卒）より幹事挨拶

がありました。 

 

今年は役員改選が行われました。改選に先立ち佐藤会長から功労者表彰が行われ、八木良栄

氏（昭和２９年卒）に感謝の意を込めて表彰をさせていただきました。その後、新役員の中村

忍新会長（昭和３７年卒）、梅田謙二新副会長（昭和３９年卒）、湯浅美穂新会計幹事（平成元

年卒）が紹介され、中村新会長より挨拶をいただきました。規約改正、平成２９年度行事計画

案、予算案の報告が引き続き行われました。金沢明新会は従前より、総会幹事は２学年制にな

っており、平成２９年－３０年度総会幹事である稲木紀幸（平成２年卒）より幹事挨拶があり

ました。 

 

梅田新副会長の閉会の辞により本年度の総会は滞りなく終了いたしました。 

 

続く記念講演では、大杉健一氏（平成元年卒、(株)日立製作所 電力

エネルギー業務統括本部財務部部長代理、日本ファンドレイジング協会 

准認定ファンドレイザー）から、「大切なことはすべて国際協力が教えて

くれた」と題し、幼いころからの、弱い立場の人に為に何かをしたいと

いう一貫した思いから、貧困国への国際協力の道へ進まれ、現在グロー

バルにビジネスを展開されている現況まで、写真や冗談を交えながら和

やかにご講演いただきました。 

田中廣昌理事長 

大杉健一氏 
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記念写真の撮影後、総会幹事 稲木の司会進行で懇親会が

スタートし、中村会長のご挨拶、東京明新会福野会長のご

祝辞に続き、近畿明新会増永会長のご発声による乾杯が行

われました。歓談の合間には、幹事学年の平成２年卒の参

加者による余興が盛り込まれ、懇親会参加者全員、終始和

やかな雰囲気の中、会は進み楽しいひと時を過ごしました。

参加者全員での校歌・金沢明新会の歌斉唱で会場は最高に

盛り上がり、その後、中京明新会西山会長のご発声によ

る万歳三唱で、次年度総会での再会を各会員が心に誓い

ながら、盛会のうちにお開きとなりました。 

 

 

  

全体での記念撮影 

 

 

 

 

 

来年度の金沢明新会総会は、平成３０年７月 8 日（日）午前 11 時より、アパホテル金沢駅前

にて開催されます。会員の皆様におかれましては、万障お繰り合わせ頂き、ご出席下さいます

ようお願い申し上げます。 

※全体写真のデータ（jpeg 形式）ご希望の方は、H29-30総会幹事（稲木）まで

電子メール（noriyuki_inaki@yahoo.co.jp）にてご連絡ください。 

木村総会幹事（右）と稲木総会幹事（左） 
(H28-29 年)           (H29-30 年) 
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金沢明新会会計幹事 

湯淺 美穂 

平成元年卒 

金沢明新会監事 

石本 孝子 

昭和 50年卒 

 

金沢明新会副会長 

梅田 謙二 

昭和 39年卒 

 

金沢明新会監事 

大森 俊明 

昭和 57年卒 

 

【新役員のごあいさつ】 
 平成２９年度（第

４１回）の金沢明

新会総会で副会長

に選任されました

S３９年卒の梅田です。どうぞよろしくお願い致します。 

あっという間に ing 中の人生の半分近くを石川県（２０年

間は金沢市の犀川近く、今は開山１３００年迎えた霊峰白山

を眺められる白山市の手取川近く）でお世話になっています。 

藤島高校との思い出はたくさんありますが、一つは、高二

の時に山口県で開催されたインターハイに軟式テニスで出

場したこと（福井県のチームでは唯一２回戦まで）。一つは、

藤島高校の校長をされた森茂先生、福井在住の同窓生約３０

人と北陸新幹線開通前の金沢を見ておこうと、（金沢駅～茶

屋街～兼六園～お城～県立美術館～長町～金沢駅）をブラ

リ々歩いたこと。その時にお互いが健康を確認し合ったこと。 

今後は、お世話になりました金沢明新会の発展のため、中

村会長・役員の皆様と力を合わせ、先輩・若い年度役員の皆

様の応援を頂き、微力ではありますが、一生懸命頑張りたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 

「残念だが、中止しよう…。」 

武田啓会長（今は亡き二代目）が

呟いた。時間を掛けて企画した『辰

巳用水巡り』。だが、生憎と台風到

来。ゲストに招いた児童文学者かつおきんや氏を含め、集ま

った参加希望者は涙を呑んだ。 

あの頃は、家族も含めた慰安会を年に一度行っていた。初

代の中島土郎会長（福井県人会との合同で『中国旅行』をや

り、それをきっかけに「金沢明新会の歌」が出来た。それを

歌う総会の席上、いつも、天国で聴いておられるかと思う。）

の時は、昵懇の仲である横山氏が、着物を召されて、あの広

大な屋敷の内外を案内して下さった『横山邸見学』や、『大

乗寺見学』を実施された。そんな時、「質問が有ります！」「は

ーい、質問！」と言って、何度も何度も手を挙げる私を見て、

即、「お前、役員をやれ！」その一声で幹事にされてしまっ

て約４０年。もうそろそろ静かにしていたいのだが、永らく

会計監査をやられた藤原昭江さんの押し付けで、後釜に据え

られた。三日坊主ならぬ三ヶ月坊主で家計簿が途絶える私に、

さて、会計監査が務まるかしら？ 

 

鮮やかな紅葉の季節となり

ました。このたび会計監事を仰

せつかりました昭和 57 年卒の

大森俊明と申します。私は平成

元年に金沢大学を卒業後、平成 4 年より石川県立中央病院消

化器内科に勤務し、平成 18 年より金沢市内で内科医院を開

業しております。 

昭和 58 年金沢大学入学以来、ただの一度も金沢明新会と

の関わりはありませんでしたが、幹事学年の平成 20 年に拙

い講演をさせて頂いて以来、本会に極力参加するようにして

おりました。そろそろ潮時かと密かに思って居りました今年、

青天の霹靂、石本孝子先生より役職のお誘いを頂きました。

実は長女がﾋﾟｱﾉ教室で石本孝子先生に非常にお世話になっ

ていた関係もあり、人間万事塞翁が馬。お引き受けさせて頂

きました。しかし零細個人事業主ゆえ融通の利かないことも

多く、お役に立つどころか足引っ張りにならないかと案じて

おります。何卒宜しくご指導の程お願い致します。 

大学卒業以来 24 時間拘束は当たり前で、自分の趣味は携

帯片手に走る“なんちゃってマラソン”だと信じていました

が、昨年春に在宅医療を後輩の在宅専門医に譲ることになり、

その数カ月後に“夜中に電話が鳴らない”自由な生活に戻っ

た事に気づきました。以後は、（もともと山岳部員の端くれ

だったこともあり）糸の切れた凧のごとく、彼処へ此処へと

登山ばかりしていますので、ご興味のある方はまたお声かけ

下さい。では、本会の益々のご発展と皆様のご健勝をお祈り

申し上げます。まずはご挨拶まで。 

今年度より会計幹事に

なりました、平成元年卒の

湯浅と言います。  

私事ですが…石川県に

引っ越してきて 20 年ほどになりますが、3 年前にこの会

を知りました。そして今回、幹事学年という事もあり会計幹

事へ声をかけていただきました。総会参加は今年で 3回目に

なります。まだまだ知らない事ばかりですが、これを機に関

わりを深めていけたら、と思っています。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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【特別寄稿】 

 

会長退任のご挨拶 

佐藤 秀紀 

昭和３４年卒 

 

平成２９年度の総会開催をもちまして、金

沢明新会会長を退任いたしました。前任者の

藤則雄様より会長を引き継いだのが平成２０

年度からですので、約１０年近く会長を務め

させていただきました。その間、一般会員の

皆様方をはじめ、多くの皆様方のご支援ご協

力ご尽力を頂き、伝統あるこの会をなんとか

維持し、中村 忍新会長に無事引き継ぐこと

ができて、ほっとしております。 

在任中の思い出を以下簡単に記してみます。

引き継いだ当初は会計的に厳しいこともあり、

種々の改善案を役員の皆さんと検討し実施し

ました。お陰様で最近は総会に福井をはじめ

他支部からの応援参加者が増えたこともあり、

会計的には安定をしてきました。平成２３年

度から会報を出すことにしました。これは年

会費を支払いながら総会に出席されなかった

会員への情報提供や会員間の交流および会の

活動記録を目指したものです。今期で８号を

迎えますが、総会幹事のご尽力で所期の目的

を達成できる良い会報になって来ていると思

います。平成２８年に会発足４０周年記念を

迎え、ささやかな記念行事を行いましたが、

その一環として会の歴史をまとめました。こ

れまで会の運営記録が十分ではなく、まとめ

るのに多少苦労しましたが、先人のご苦労を

知ると共に記録保存の大切さも体験しました。

多くの有能で魅力的な卒業生の皆様と接する

ことができたことにより、母校の存在を大き

く意識し、かつ誇りに思うと共に、私個人に

とっては大変貴重で有意義な体験ができたこ

とをありがたく思っております。 

 

最後になりましたが、ご協力ご鞭撻を頂き

ました当支部役員の皆様に厚く御礼を申し上

げます。 

特に、会の行事遂行に当たっては総会幹事の

方々のご尽力に大きく依存しており、これま

で献身的な活動をして頂いた総会幹事の方々

に深く感謝し、厚く御礼を申し上げます。 

今後とも、金沢明新会が会員相互の親睦・

交流の役割を深め、より活動が活発になりま

すよう祈念しております。皆様、ありがとう

ございました。 

 

会場前にて、花束に笑顔の佐藤前会長 

 

 

【叙勲受章のお知らせ 】 

 

平成29年春の叙勲（4月29日付） 

瑞宝中綬章 

藤 則雄  

昭和23年卒、元石川県文化財保護審議会会長、 

金沢大学名誉教授、金沢明新会顧問、元金沢

明新会会長（平成16年-19年） 

 

叙勲受章を心よりお祝い申し上げます。 

〔皆様の近況報告等を募集しています〕 

金沢明新会会員の皆様の近況報告、雑感等

をお寄せください。詳細は総会幹事もしくは

各役員までお尋ねください。 
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【平成 29年度 会費納入者】 

 

【会員だより ひとことコメント】     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※は総会参加者  順不同・敬称略（平成 29年 12月現在）  

平素格別のご高配深謝いたします。老生、本会の発展をお祈りしております。  

元塚一美は平成 28 年 7 月 9 日に亡くなりました。色々とお世話様になりありがとう

ございました。皆々様の御健康をお祈り致します。  

目下病気で、入退院の繰り返し中で、一切の会合に欠席で申し訳ありません。病

気入院中（時々自宅の見まわり）  

生誕 86 歳になります。今日現在健康です。養生したら、出席何回できるかなぁ  

酉年の年男ですが 84 歳になるとさすが体力が落ちました。車も運転せず、外出も

殆どなしです。週 1 回のロータリークラブが主なつきあいですが、明新会の方の入会

があると心強いです。お電話下さい。  

自分で育てた、木・花を生けて楽しんでいます。（お内仏 ・茶の間・洗面所・トイレ

等） 

茶花を育てたけど増えましたので整理しています。今年はあじさいがきれいに咲きま

した。  

「人間工学」の雑誌連載をやっています。マラソン、登山、絵画、畑などの趣味と、

ガン体験者登山支援、白山自然解説などのボランティアをやって後期高齢世代を

元気に過ごしております。  

53 年間の会社勤めに、6 月をもって終止符を打ちました。  

夫婦共に元気です。感謝しています。夫はいろいろな会（団体）のお世話。妻はコー

ラス、孫の世話など、日々忙しいのが健康維持に役立っているのかもしれません。  

変らず辰巳用水の遊歩道の散歩を日課にしています。往復 4 ㎞で土の道です。小

さな凸凹が足の裏を心地よく癒やしてくれます。季節の変化もよく分かります。一度

歩いてみませんか。  

設立総会から参加しているのは、多分、私だけでしょう。そういう会の会歌を作曲さ

せてもらえて光栄です。いつまで出席できて、いつまでその会歌を歌えるか。できる

限り、ガンバリますね！  

・今年の 1 月にスポーツジム通い 8 年目  

・今年の 3 月に通算 50 年の務めから開放  

・4 月から、白山開山 1300 年を迎えるにあたり、7 月 18 日に山頂での“感謝の舞”

実施のお手伝い ing .  

山本  恵一（S20 短）  

元塚  一美（S23）  

 

藤  則雄（S23 併）  

 

末永  幹夫（S24）  

石丸  幹夫（S26）  

 

 

藤原  昭江（S26）  

 

野口  美智子（S31）  

 

佐藤  秀紀（S34）  

 

 

勝山  達郎（S35）  

塚田  律夫（S36）  

    成子（S38）  

中村  忍（S37）  

 

 

石本  孝子（S38）  

 

 

梅田  謙二（S39）  

 

 

 

 

 

山本　恵一 S20短 庄山　庄一 S41 佐々木正寿 S52 ＊ 木村　圭一 H01
木越　規子 S23 坪川とも子 S41 水野　義陽 S52 ＊ 屋鋪　誠 H01

＊ 末永　幹夫 S24 藤　美枝子 S42 ＊ 越田　理恵 S52 ＊ 湯浅　美穂 H01
＊ 石丸　幹夫 S26 大島　英明 S43 川北　聖子 S53 ＊ 米田　寛子 H01
＊ 藤原　昭江　 S26 ＊ 高田　重男 S43 水野　恭嗣 S53 ＊ 七浦　昌子 H01
＊ 八木　良栄 S29 関　　秀俊 S44 ＊ 竹村　博文 S53 ＊ 稲木　紀幸 H02
表　　公雄 S29 伊藤　恵子 S44 ＊ 坪田　誠 S53 ＊ 大丁　雅士 H02
小坂　輝彦 S30 谷崎由美子 S45 古澤由紀枝 S56 ＊ 近間　一郎 H02
野口美智子 S31 八木　訓子 S46 ＊ 大森　俊明 S57 ＊ 東　帝次郎 H02
黒田　壽二 S32 牧野　圭子 S47 宮崎　直美 S58 ＊ 松井　清則 H02
奥村　映子 S34 森瀬　　泉 S48 ＊ 増田　成利 S58 ＊ 糟谷　佳奈子 H02

＊ 佐藤　秀紀　 S34 林　　律子 S48 塚谷　才明 S59 ＊ 栗田　征一郎 H03
勝山　達郎 S35 帯刀　圭子 S49 久保田　幸 S61 ＊ 朝日　秀樹 H03
福田　禮子 S36 田村　順子 S50 土井　妙子 S61 ＊ 牧野　将宗 H03

＊ 塚田　律夫 S36 ＊ 近岡　真理子 S50 北川恵美子 S61 中瀬　順介 H07
＊ 中村　忍　 S37 村上　弘一 S51 ＊ 北川　育秀　 S62 ＊ 野　宏成 H11
塚田　成子 S38 杉原　範彦 S51 ＊ 宮下　知治 S62 廣瀬　淳史 H12
札場　清美 S39 笠原　善仁 S51 ＊ 佐々木　和俊 S63 ＊ 今村　真一朗 H21

＊ 梅田　謙二　 S39 門前なおみ S51 ＊ 梅田　千草 H01 淺川　哲也 H21
藤井　博之 S40 上田智佳子 S52 ＊ 勝見　浩之 H01
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【編集後記】 稲木 紀幸 （平成２年卒）  

幹事学年ということで、金沢明新会の平成２９－３０年の総会幹事を軽い気持ちで引き受け

ましたが、金沢明新会の歴史と伝統は想像以上に重いと感じると同時に、幹事の重責を感じて

いるこの頃です。しかしながら、同窓会諸先輩や仲間と会う機会は、とても新鮮かつ貴重で、

４０代後半にして多いに人生の刺激を受けています。明新会を盛り上げるために尽力する所存

ですので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。  

札場  清美（S39）  

庄山  庄一（S41）  

 

坪川  とも子（S41）  

 

大島  英明（S43）  

関  秀俊（S44）  

近岡  真理子（S50）  

 

 

 

田村  順子（S50）  

村上  弘一（S51）  

 

安竹  秀俊（S53）  

 

宮崎  直美（S58）  

増田  成利（S58）  

塚谷  才明（S59）  

土井  妙子（S61）  

北川  育秀（S62）  

藤野  陽（S62）  

久保田  幸（S62）  

 

勝見  浩之（H1）  

 

稲木  紀幸（H2）  

 

 

 

糟谷  佳奈子（H2）  

 

加川  泰之（H7）  

 

中瀬  順介（H7）  

 

牧田  久瑠実（H29）  

 

江崎  菜々（H29）  

 

元気で暮らしております。出席できず申し訳ございません。  

直近 3 年間で、私と妻の親が、皆逝き、何かにつけ自分の残り年数を考える機会が

増えました。妻と二人、趣味三昧の静かな年金暮らしをしております。  

あれこれと忙しく過ごせる日々を感謝しております。今年は同級生の多くが古稀を迎

えます。いよいよ人生の第 3 のスタートです。頑張ります！  

金沢城・兼六園研究会で活動し、金沢の良き理解者となるべく努力しております。  

平成 28 年 4 月より、小松こども医療福祉センターに勤務しています。  

今年 3 月末日をもって、定年退職となりました。38 年間の教職生活、最後の 6 年間

は、小学校の校長として子供たちや保護者、地域の皆さん、先生方と過ごした日々

はかけがえのない宝物となりました。支えてくれた家族や、出会った方々に心より感謝

しております。  

昨年、実家の父が亡くなり、今年は自身の白内障の手術と、老いを感じる最近です。  

小松市で周産期医療に専念して 10 年を経過しています。明新会の発展を御祈り致

します。  

石川県立中央病院整形外科に勤務して 19 年目です。  

今年は新病院が完成しますのでますます忙しくなりそうです。  

変らずなんとか元気に過ごしています。ストレッチを始めました。  

昨年 6 月から金沢にいます。コンピュータシステムの仕事をしています。  

晴れた日は自転車通勤。少し足が太くなり、少し、日焼け。結構気持ち良し。  

おかげさまで元気にしております。  

4 月から小松市民病院に勤務しています。  

金沢大学保健学系に所属しております。  

最近、断捨離をと、自宅や実家の自分の物を整理しましたが、まだまだ処分できる物

がありそう。今年で 50 歳。もう少し身軽にしておきたいと思う今日この頃です。  

東京から石川に戻って 7 年が経ち、2 人の子どもたちもすっかり北陸の暮らしに慣れ、

充実した毎日です。仕事はいよいよ責任が重くなり頑張り時です。  

H29-30 年度  金沢明新会総会幹事を拝命いたしております。5 月の福井総会では

幹事学年として H2年卒の仲間と共に有意義な重責を果たして参りました。金沢明新

会も実のある会となるよう頑張りたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

今年の明新会福井総会では、我々の学年が担当させて頂きました。貴重な体験をさ

せて頂いたことに心より感謝申し上げます。  

7 年間の長野での仕事を終え、石川（北陸）に戻って来ました。  

現在は石川県内の小学校で勤務しております。  

金沢大学付属病院でスポーツ整形外科の診療をしています。  

ツエーゲン金沢のチームドクターもしています。  

やっと大学生活に慣れてきました。急に空いた時間を使って家事をしたり、好きなこと

をしたりできるので、とても充実しています。  

この春、卒業し富山にて大学生活を始めています。慣れない土地で分からないことだ

らけですが、頑張っています。  

 


