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平成３０年に入ってから豪雪、豪雨による災害、

さらに熱波による健康被害など、これまで経験した

ことの無いような異常気象が続き、地球環境の変化

を如実に感じさせられました。このような中、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。 

 去る７月８日に第４２回金沢明新会総会が開催

されました。豪雨のため遠方からお越しいただく予

定のご来賓および同窓生の皆様の足が奪われ開催が

危ぶまれましたが、車、新幹線などで田中廣昌理事

長様はじめご来賓の皆様にお越しいただき、さらに

多くの県外からの同窓生をお迎えして例年通り開催

できました。なお、北陸線不通のために近畿、中京

の会長様はじめ同窓の皆様にはご出席が叶わなかっ

た方も多く残念でした。しかし、総会幹事の稲木紀

幸氏、朝日秀樹氏をはじめ幹事学年の平成２年、３

年卒の皆様のご尽力、ならびに会員の皆様のご協力

により盛会裏に終えることができましたこと、感謝

申し上げます。今回は総会と懇親会の会場が別々

で、時間的にスムースに進み、展望の良い懇親会場

からの眺めも豪雨で洗い流されたためか金沢の街が

美しく印象的でした。 

 総会挨拶でもお話しましたが、平成３０年に入

り明新会関係で、私にとり大変感動したこと、楽し

かったこと、嬉しかったことがあります。先ず３月

１日の母校卒業式です。私は大学受験と重なり卒業

式には出席できませんでしたのでどのような雰囲気

なのか興味津々でしたが、実に整然としていて厳粛

な雰囲気の中で卒業証書が授与されました。流石だ

なと思いつつ巣立っていく後輩達の幸せを祈り、活

躍を期待していました。素晴らしい卒業式でした。

二つ目は５月２６日の明新会通常総会です。はじめ

ての出席でしたが、参加者の多いのに驚きました。

福井フェニックスプラザ前には多くの人が集まって

いて、何かのアトラクションがあるのかと思うほど

でした。５００名近い参加者があり、大先輩から後

輩まで幅広い年齢層の同窓生が出席されていて、ト

ークショウ、ギネスへの挑戦（おにぎりを１００個

握る時間を競う）などを楽しみました。なお総会で

佐藤秀紀前会長が功労者表彰を受けられ大変嬉しく

思っています。今後金沢明新会からも多くの方が参

加されるよう期待しています。三つ目は６月３日で

す。４月はじめ５５年間音信の無かった高校３年時

に同じクラスだった札幌在住の同級生から突然にメ

ールが舞い込みました。「明新会報」を読み懐かし

くなったとのことで近況を伝える内容とともに札幌

を訪れる機会があったら逢いたいとのことでした。

最近にない嬉しいメールでした。丁度６月に札幌で

学会があり、夕食を共にする機会を持ちました。顔

を見た瞬間に５５年の空白は一気に埋まり、しばし

高校時代に遡り、忘れられない楽しいひと時を過ご

しました。 

 このようなことがあり、改めて同窓の絆の強さ

を感じています。今後金沢明新会の親睦の輪が一層

広がり、活気のある楽しい会へと発展するように会

員の皆様と共に努力したいと思います。会の運営な

ど、ご意見をいただけましたら幸いです。 

【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 29 年度 活動報告 】 

平成29年 4月 9日 第１回役員会（アパホテル金沢駅前） 

5月27日 第66回明新会通常総会：「－つなげる－」(福井商工会議所) 会長出席 

7月 9日 第41回金沢明新会総会（アパホテル金沢駅前） 参加者85名、うち金沢会員38名 

10月21日  近畿明新会総会（ホテルグランヴィア大阪）会長出席  

11月12日 第2回役員会（アパホテル金沢駅前） 

11月18日  中京明新会総会（中日パレス）会長出席 

平成30年 1月30日  会報「かなざわ明新」第8号 発行 

      3月 1日  第69回藤島高等学校卒業式、明新会入会式 会長出席 

 

【 平成 29 年度 収支決算 】  自 平成 29年 4月 1日  至 平成 30年 3月 31日 

 

○収入の部   単位：円 

 

 

○支出の部   単位 円 

 

 

 

 

【 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。 

    飛田 善寿 様 （昭和44年卒）  平成29年5月7日 ご逝去 

    小坂 輝彦 様 （昭和31年卒）  平成30年2月9日 ご逝去 

１．前年度繰越金 818,589 818,589

２．文化事業費 100,000 100,000 本部交付金

３．年会費 228,000 237,000 3000円×79名（H28年79、H27年76、H26年78）

４．総会会費 315,000 518,000 7000円×74名（H28年45、H27年51、26年32）

５．賛助金 70,000 90,000 本部、支部（東京、近畿、中京）より

６．その他 0 19,008 寄付：黒田壽二氏7,000、3000×4名、預金利子

計 1,531,589 1,782,597

項  目　 予算額 決算額 備　考

１．総会費 380,000 531,600 会場費、講師謝礼等(H29年85名・H28年52名）

２．事務用品費 10,000 720 文具

３．通信印刷費 65,000 73,142 総会案内印刷・発送、その他

４．会報費 45,000 47,615 印刷・発送費（会報150部・発送108通）

５．会議費 25,000 31,850 年2回役員会

６．交通費 46,000 46,380 本部・支部総会出席、卒業式出席

７．慶弔費 75,000 60,000 本部・支部総会お祝い金、その他

８．雑費 5,000 144 振込手数料等

(小計) 651,000 791,451

９．予備費(次年度繰越金) 880,589 991,146

　　　　　　　　計 1,531,589 1,782,597

項  目　 予算額 決算額 備　考
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金沢支部からは、中村忍会長と佐藤秀紀

前会長が通常総会に出席されました。長年

にわたる明新会活動への貢献に対しまし

て、佐藤前会長が感謝状の表彰を受けまし

た。続く講演会第一部では、「夢への軌

跡」と題しまして、朝日新人シナリオ大賞

受賞者の池田由佳里さんと、世界公認バル

ーンアーティストである辻下順子さんによ

るパネルディスカッションが行われました。また、第二部では福

井ブランド米“いちほまれ”を使った「おにぎり 100 個早握り」の

ギネス世界記録に挑戦しました。タイムはこれまでより 1 分ほど

早かったものの、規定よりも多く握ってしまい記録更新にはなら

ないというハプニングがありましたが、その結果は全国ニュース

でも報道され、参加者の記憶に残る「キセキ」の結果となりまし

た。 

 

 

懇親会は、山田直樹実行委員長をはじめとする平成 3 年卒実行委員と福井市白方白竜太鼓の

皆さんによる勇壮な和太鼓演奏から始まりました。今回の懇親会の様子は、会場と日本のみな

らず世界各地で活躍する平成 3 年卒業生ともリアルタイムでつながりながら、インターネット

を介して世界中に動画で配信される「キセキ」の生中継が行われました。今回の福井総会には

総勢 680 名にも上る方々が参加し、旧友、恩師との再会を楽しみ、交流を深めました。最後

は、山田実行委員長から次期実行委員長の田畑信輔氏に総会旗が引き継がれ、中村忍会長の閉

会の辞をもって、熱気の冷めやらぬままフィナーレを迎えました。 

 第 67回 
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【特別寄稿①】 

《 世界中の人々と知り合いなんです！ 》    

石本孝子 昭和 38年卒 

 「世間って狭いねぇ！」といった言葉をよく言ったり

聞いたりしませんか？ あの人とあの人が親戚だった

とか、私とあなたの二人ともがあの人を知ってるなんて、

とか、意外なところで予想外の人と繋がりがあったりし

て、世の中は狭いと感じる…。 

 年賀状は百枚も書くか書かないかの私ですが、毎年毎

年六百枚も書く人を知っています。人は普通五百人ほど

の人を認識していて、例えば、親・兄弟姉妹・いとこ は

とこ・祖父母・伯父伯母叔父叔母・などの親戚や、近所

の人々 、幼稚園や学校などの同級生或いは同窓生や諸先

生方、職場で関係した人々 、趣味や同好会の仲間や、い

ろんな社会的活動で知り合った人々 …。キリが有りませ

んが、少なくとも、およそ五百人は顔が浮かぶ筈です。 

 この五百人を第１段階とすると、その五百人が又、

各々 五百人づつほどの知り合いが居るとして、この第２

段階で「５００×５００＝２５００００」となり、ちょ

っとした町や市の人口分の人々 と繋がります。 

更にその５００倍では「１２５００００００人」とな

り、この第３段階で既に『日本の人口』を網羅し、日本

中の人々 となんらかの繋がりを持っていても不思議あ

りません。 

更に５００倍して第４段階になると、「１２５０００

０００×５００＝６２５００００００００」で六百億人

を越えるのですから、現在「７０億人」と言われている

『全世界の人口』を越します。 

 実際に試みたそうです。大阪は梅田駅に居た女子高校

生と、北海道の稚内に住む８０歳のおばあちゃんとの繋

がりを調べたら、なんと「第８段階」で結びついたそう

です。 

 アフリカのルワンダで、ツチ族とフツ族が争いをして

いた時、「ひょっとして、私の知り合い同志が闘ってい

るのかも知れない…。」と考え込みました。 

 地球上のどんな所へ行っても、今すれちがったこの人

と、なんらかの繋がりがあるのだろうなぁ、と楽しい思

いを持ちながら、私は旅をしています。 

 

【特別寄稿②】 

やりたいことをやりましょう 

佐藤 秀紀 昭和３４年卒 

かっての勤務先金沢大学では機械

工学の分野の中で「振動工学」（以前

は「機械力学」と呼ばれた）を専門と

していた。しかし、ある時ある偶然からある部署で「人

間工学」を講義することになった。「人間工学」とは人

間にとって適切な（“使いやすい”など）機械や環境を

設計する工学であるといえよう。当初はしばらくのピン

チヒッターのつもりで引き受けたのだが、このような分

野に興味をもっていたので日本人間工学会にも入会し、

大いに独自に勉強した。専門の領域のような物理的な世

界だけでなく人間が介在する世界、すなわち人間につい

て学ぶことができ、その人間の立場から適切な機械・環

境をデザインするという世界に意義を見出し魅せられ

たといえよう。もともと「人間とは何か」というような

ことに関心があった。ある部署で２０年余り講義をした。

その後所属する機械工学科の改組に際し「人間・機械工

学科」という新しい学科を創設し、その中で「人間工学」

を必須科目とすることに発展的に繋がった。超高齢社会

や多様な人の欲求を重視する成熟社会においては、多様

な人間の特性を知り、それに適したものづくりができる

技術者が必要であると考えた。2006 年大学を定年にな

った後も、縁あって（独）ポリテクセンター中部（小牧

市）で現役の技術者を対象に１年に２回、一回二日間「人

間工学」の集中講義を続けている。これもやりがいがあ

り大変楽しみにしている。今年、これも縁あって共著で

「人間工学の基礎」（養賢堂）という教科書を出版した。

その「あとがき」の一部を以下に紹介する。「「人間工学」

は人間にとって適切なものづくりをめざすのであるが、

「人間にとって適切な」という言葉の内容は深いものが

ある。そこには、人間の生き方、あり方を問うという課

題も含まれる」。私にとっても、やりたいと思った根本

がそこにある。 

 

 

 



金沢明新会会報  2018年 12月 

【平成30年度 会費納入者】        ＊は総会参加者  順不同・敬称略（平成30年11月現在）  

 

【会員だより ひとことコメントとご勤務先】    

山本 恵一 (S20)  とくにございません。おかげさまで88歳にて生存中であります。 

(富山県健康増進センター) 

藤 則夫  (S23) ご丁重な配慮に感謝いたします。 

(金沢大学名誉教授 スウェーデン国ウプサラ大学客員教授) 

藤原 昭江        (S26)  チコちゃんに叱られない様に“読む”“書く”“聞く”の勉強をしています。 

（S26年卒 86才） 

野口 美智子      (S31)  80歳になりましたが、時がたつのが早いのにおどろいています。腰部脊柱管狭窄

症になり、長い距離を続けて歩くことができなくなりました。 

吉村 淳子        (S32)  高校卒業以来、お花（嵯峨御流）継続しています。花展に出品して忙しく過ごして

います。 華名－西保淳甫 

佐藤 秀紀        (S34)  マラソン、登山、スキー、水墨画、短歌、畑作など楽しみ、県環境影響評価部会専

門委員ポリテクセンター中部（小牧）非常勤講師等を務めています。 

塚田 律夫        (S36)  目に見えない力のおかげで日々生きている事に感謝。いつまで続くのか天におま

かせして、一日一日を大切に暮らそうと思っています。 

中村 忍          (S37)  4月に「明新会会報を読んだ」と中・高校同級生から突然メールがあり、55年ぶり

に札幌で再開し、旧交を温めました。同窓会とはありがたいものだとしみじみ感

じています。(石川県予防医学協会) 

石本 孝子        (S38)  去年は「鬼の霍乱」とやらで、風邪を引き、喉がやられて、まったく声が出なくな

りました。この大切な日の前日に。今年は気を付け、元気に出席できるようにしま

す！ 

塚田 成子        (S38)  小、中、高、男3人の孫の世話で毎日楽しくすごしています。 

梅田 謙二        (S39)   西郷隆盛が死に至った時、手に橋本左内先生からの手紙を握っていたとの話に、

びっくりすると同時に左内先生の偉大さを痛感しました。 

藤井 博三        (S40) 皆様によろしくお伝えください。 

庄山 庄一        (S41)  仕事を離れ3年が過ぎました。妻との二人暮らし、好きな事をして、のんびりマイ

ペースの日々を過ごしています。 

元谷 芙美子      (S41)  アパホテル（金沢駅前）にて総会を開催いただきありがとうございます。あいにく

仕事にて出席はかないませんが、総会のご盛況をお祈り致しております。偶然に

もこの7月8日は私の誕生日、末永いお付き合いのほど、宜しくお願い申し上げま

す。(アパホテル株式会社) 

坪川とも子        (S41)  一億総活躍の時代！ まだまだこれからと気持ちは逸りますが、体力の衰えを感

じる今日この頃です。 

山本　恵一 S20短卒 梅田　謙二　 S39卒＊ 門前　なおみ S51卒 本田　光典 S61卒 栗田　征一郎 H3卒＊
木越　 規子 S23卒 野口　美智子 S31卒 笠原　善仁 S51卒 北川　恵美子 S61卒 牧野　将宗 H3卒＊
藤　則雄 S23卒 藤井　博之 S40卒 村上　弘一 S51卒 土井　妙子 S61卒 佐賀　早苗 H3卒＊
石丸　幹夫 S26卒　 坪川　とも子 S41卒 上田　智佳子 S52卒 北川　育秀　 S62卒＊ 野田　征宏 H4卒＊
藤原　昭江　S26卒＊ 元谷　芙美子 S41卒 佐々木　正寿 S52卒 勝見　浩之 H1卒＊ 竹内　浩三 H4卒＊
表　公雄 S29卒 庄山　庄一 S41卒 水野　義陽 S52卒 七浦　昌子 H1卒＊ 皆川　博則 H4卒＊
八木　良栄 S29卒＊ 大島　英明 S43卒 越田　理恵 S52卒 湯浅　美穂 H1卒＊ 苅谷　紀亮 H4卒＊
吉村　淳子 S32卒 伊藤　恵子 S44卒 坪田　誠 S53卒 梅田　千草 H1卒＊ 橋本　学 H4卒
黒田　壽二 S32卒 関　秀俊 S44卒 安竹　秀俊 S53卒 木村　圭一 H1卒＊ 中瀬　順介 H7卒
奥村　映子 S34卒 谷崎　由美子 S45卒 竹村　博文 S53卒 稲木　紀幸 H2卒＊ 加川　泰之 H7卒＊
佐藤　秀紀　S34卒＊ 八木　訓子 S46卒 川北　聖子 S53卒 大丁　雅士 H2卒＊ 廣瀬　淳史 H12卒
勝山　達郎 S35卒 山村　千代子 S46卒 古澤　由紀枝 S56卒 松井　清則 H2卒 高桑　宏之 H16卒＊
福田　禮子 S36卒 森瀬　泉 S48卒 佐々木　素子 S57卒 糟谷　佳奈子 H2卒＊ 荒井　俊樹 H23卒
塚田　律夫 S36卒＊ 林　律子 S48卒 大森　俊明 S57卒＊ 大丁　雅士 H2卒＊ 片桐　聡子 H27卒
中村　忍　 S37卒＊ 帯刀　圭子 S49卒 宮崎　直美 S58卒 近間　一郎 H2卒＊
塚田　成子 S38卒 近岡　真理子 S50卒 竹川　尚子 S58卒 有巣　美月 H2卒＊
石本　孝子　S38卒＊ 杉原　範彦 S51卒 西方路己記代 S59卒 朝日　秀樹 H3卒＊
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八木 訓子        (S46) はや年金をもらう年になって、緑の山を見る目も変わってきました。 

帯刀 圭子        (S49) まだ仕事しています。(城北診療所) 

清水 淳三        (S49)   小矢部までの30ｋｍを、毎日車で通っています。この会になかなか出席できず、申

し訳ありません。盛会を祈ります。(北陸中央病院) 

田村 順子        (S50)  年金の受給となり、のんびり過ごす予定でしたが、親の現状を思うと、もうすぐ自

分もと思う最近です。(（株）田村) 

村上 弘一        (S51) 周産期医療に努めています。まだまだリタイヤできない状況です。(恵愛病院) 

笠原 博美        (S51) 年度末の3月31日に還暦の同窓会があり、2次会しか出席できませんでしたが、思

い出深いひとときを過ごしました 

水野 義陽        (S52) ご案内をくださり、ありがとうございました。 

竹村 博文        (S53)   残念ながら欠席します。金沢大学付属病院で心臓血管外科を担当しています。ご

用命があればいつでも。ない方がいいですね。(金沢大学附属病院) 

後藤 弘美        (S55) お世話になりありがとうございます。なかなか参加できずすみません。 

四方路 己記代 (S56) お世話頂き、ありがとうございます。(白山市立美川小学校) 

前田 洋明        (S57)  ６．２１付で、JR西日本金沢支社勤務となりました。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

増田 成利 (S58) 金沢に来てから2年たちました。(（株）NTTデータ北陸)  

竹川 尚子 (S58) 連絡いただきありがとうございます。 

北川 育秀 (S62) 小松市民病院の泌尿器科で働いています。(小松市民病院) 

勝見 浩之 (H1) あわただしくも充実した日々を過ごしています。(NECソリューションイノベータ) 

湯浅 美穂        (H1)  総会準備がんばってください。当日はよろしくお願いします。総会・懇親会出席

します。(湯浅医院) 

米田 寛子 (H1) 盛会となりますことお祈り申し上げます。 

糟谷 佳奈子   (H2) 昨年、幹事年で明新会総会を取りまとめさせて頂き有難うございました。明新会

に触れて人生観が大きく変わりました。 

大丁 雅士        (H2)  今年３月にタイ・バンコクへ出張した際、卒業以来一度も会っていなかった高倉

君と再会できました。異国の地での彼のビジネスのスケールの大きさに刺激を受

けました。(北陸電力） 

朝日 秀樹        (H3)  金沢明新会幹事を担当させていただくことになりました。微力をつくして頑張り

ます。皆様ご指導、よろしくお願い致します。（加賀市医療センター） 

野田 征宏        (H4)  5年前より金沢で勤務しております。来年平成4年卒が明新会総会の幹事学年とな

っており、微力ながら協力させていただきたいと思っております。(石川県立中央

病院) 

橋本 学          (H4)   H22年に金沢大桑に産婦人科医院を開院し、地域医療に貢献すべく働いています。 

竹内 浩三        (H4)  平成31年-32年の総会幹事を拝命いたしました。微力ながら金沢明新会のお役に立

てれば幸いです。 

加川 泰之        (H7)  ようやく北陸に戻り、現在高岡で勤務しています。改めてよろしくお願いいたし

ます。(高岡第一高等学校) 

中瀬 順介        (H7)    スポーツドクターとして働いています。(金沢大学附属病院) 

片桐 聡子        (H27) 福井県の教員採用試験が控えており、今回は欠席させていただきます。ご盛会を

お祈り申しあげます。 

横山 夢人        (H30) 初めて参加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【編集後記】 朝日 秀樹 （平成3年卒）  

今回、金沢明新会の平成30－31年の総会幹事を担当させていただくことになりました。総会幹事という大役を自分のよ

うなものが務められるのか大いに悩みましたが、活動に参加してからは、諸先輩方、同期、後輩の方々と明新会を通じて

たくさんの方とのつながりを深めることができ、明新会の活動に参加してよかったなと思うと同時に、将来につなげてい

く重大性を痛感している次第です。今後の金沢明新会を盛り上げていけますよう微力を尽くしたいと存じますので、皆様

からの今後のご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。 


