
春季同期会の出席者と返信ハガキでの近況報告

お仕事は続けていますか お元気ですか 今、熱中していることは その他一言

1 荒木　貞信 添田町 × 続けています 元気です

2 秋吉　信久 市原市 × いいえ 年令相応に元気 特になし
４月に田川に帰りますがタイミング合わず欠席
です。残念！

3 秋田　啓一 堺市 × ISOコンサル継続中 はい 土日のジムのランニング

4 足立　むつみ 東本 添田町 × ？ 体調が安定しないので欠席します。

5 有馬　都子 林 大任町 × いいえ はい カラオケ

6 池田　政弘 草津市 × いいえ 元気です 趣味づくり
古希を迎えたら新たな健康管理が必要と実感
しています

7 伊藤　義文 斑鳩町 × ぼちぼちやってます
日常生活に不自由はあり
ません

フードバンクの活動
4/21は大阪での講演会と重なっており、欠席
します。関西同期会も年２回程度集まって楽し
くやっています。

8 稲田　稔 下松市 × いいえ はい 特にありません
幹事お疲れ様です。調整しましたが都合がつ
きませんので欠席させてもらいます

9 伊奈　邦子 西脇市 ×
いいえ。ボランティアで月
２回程度

はい ありますが、言えません 愛犬と毎日元気にすごしています。

10 乾　　伸子 友清 宇美町 × 有難うございました。

11 諌山　忠司 北九州市 〇 学童クラブ指導員 脊椎管狭窄症 ハーモニカ
学童クラブで子供たちを観ていると、自分の小
学生のころの思いや行動が思い出されてなつ
かしく思うことがあります

12 岩井　英夫 田川市 〇
週２日のボランティア以外
は自由時間

ややボケの兆候。近々、
白内障手術予定

家庭菜園（栽培実績49品
種）とメダカの飼育

気ままですが多忙。”キョウヨウ・キョウイク？
ある生活”を目指して、日々努力しています。

12 岩本　義久 香春町 × ３年前に退職しました 元気です 山登り

14 生永　治樹 香春町 × 元気でやっています。 返信が遅くなり申し訳ありません

15 石川　輝幸 大津市 ×
はい。仕事内容は同じで
すが、今年から個人での
請負に切り替えました。

特に悪いところはなく、毎
日過ごしています。

韓流ドラマの次をさがして
います。

案内いただきましたが、申し訳ありません。年
度はじめの４月に地域での会合等の行事が多
く、今回は欠席させていただきます。出席され
る皆さまによろしくお伝えください。

№ 名前 旧姓 自宅住所 出席
近　　　況



16 石田　寿雄 越谷市 ×
警備員のアルバイトをやっ
ています。月１８日程度

そこそこ元気です。
幹事さん、世話人さん、いつもありがとう。感謝
しています。次回逢える日を楽しみにしていま
す。

17 池尻　洋美・章子 藤沢市 ×
体調不良の為、出席できませんが、盛会を祈
念致します。

18 勇　　憲子 高畑 添田町 × いいえ 元気 コーラス、健康体操
１０月の同期会に参加できなかったので楽しみ
にしていました。しかし行事が入っているので
残念ですが欠席させていただきます。

19 植松　絹美 吉田 春日部市 × いません はい コントラクトブリッジ

20 植田　一史 茅ヶ崎市 〇 自由人です 元気です テニス、時代小説
残りの人生、悔いのない様、明るく楽しく好き
な様に生きていけるよう日々頑張りましょう。

21 江本　光敏 目黒区 × 毎日が日曜日です 元気です ゴルフとマラソン

22 奥　　せつ子 香春町 〇
花粉の時季になりました。おびえながら家庭菜
園、小さな旅を楽しんで（？）ます。

23 鬼丸　剋子 野田 志免町 × 続けています
娘が出産直後で一人目の世話で忙しく、又長
い間主人の仕事を手伝っていて、現在、他と
の合併に向けて残務整理等ですみません。

24 小芦　八重子 和田 流山市 × いいえ。フリーです
元気で日々過ごしていま
す

民謡踊り
皆様お元気ですか？法事で4/11～4/16迄帰
省していますが、延長することが出来ず残念で
す。皆様によろしく

25 小森　隆宏 川崎町 × 退職 SoSo yacht、社交ダンス
3/8～4/24まで東南アジアへ客船旅行をしま
すので欠席させて下さい

26 小野　啓介 浜松市 〇

27 太田　俊介 春日市 × 毎日、日曜日です 元気です 皆様の健康を祈念致します

28 大原　哲昭 大阪市 × H28年５月で退職（６８歳）
定期通院していますが元
気です

熱中ではないが、遊びの
中心はゴルフ

永らく空き家だった実家を取り壊し、更地にし
ました。今のところ田川に戻る予定はありませ
ん。大阪での暮らしは通算３８年になりました。

29 大場　　幾 中村 香春町 × 無し 元気にしています
７０才にもなったのに、何かと忙しく過ごしてい
ます。

30 尾形　一弥 堺市 ×
現在無職です。昨年末で
税理士業を廃業しました。



31 加治屋　清史 北九州市 〇
生活のため頑張っていま
す（笑）

元気すぎます 親と自分の終活です

７０代になっても中々自分の時間が持てませ
ん。今年こそは「余裕」を大事に限られた人生
を充実出来ればなーと思っています。まづ無
理かも？

32 加藤　小夜子 谷岡 香春町 × ５月退職
病院通いをしながらぼつ
ぼつと！

別になし 家でごろごろしています。

33 金高　秀雄 荒川区 × 貧乏暇なし、Tax運転手 生活習慣病 株取引 ジムにて生活習慣病と格闘中

34 金子　俊一 行橋市 × はい はい 農業
ご連絡ありがとうございました。今後もよろしく
お願い致します。

35 紙野　文明 田川市 × 退職しました それなりに元気です 植物の育成
仕事に追われてきましたので少しゆっくりした
気分を味わっています。

36 上西　秀則 早良区 × No Yes Golf 生存目標　　８０才

37 神出　しげ代 籐 みやこ町 〇 ３年前に退職しました
３月中旬に良性ですが、腸の腔腸の切除をし
ました。それで昨日（3/23)退院しました

38 柏木　光博 熊本市 × 年金生活 膝治療中 電気回路 我が家のごみ担当委員です

39 城戸 健一郎 西宮市 〇 現役です 元気です ヨット、ゴルフ
幹事様、お世話になります。よろしくお願いい
たします。

40 木村　津也子 川崎町 〇 していません 元気です スマホのゲーム ホームにいる母に会いに行くのが日課です。

41 熊井　　律 加治 鞍手町 × いいえ それなりに 自然に癒されています

42 国松　博雄 田川市 × していない 元気です 特になし

43 幸若　敦子 鳥越 横浜市 × はい はい
スクエアダンスをしていま
す。

母の三回忌で3月に帰省します。続けては帰
れませんので欠席します。皆様に宜しくお伝え
ください

44 米谷　　正 香春町 × 現役です 前立腺肥大だけ 孫、ナンプレ
いつも欠席で申し訳ないです。今、母(９５才）
の症状が今一の為

45 後藤　　弘 柏市 × ナシ 元気です 囲碁

46 坂口　純一郎 春日市 × していません 元気に過ごしています テニス、ボーリングなど

47 坂本　庸一 京都市 × 停止 脳梗塞リハビリ中 特になし

48 崎山　和信 大任町 × 無し 療養中
体調不良につき欠席ですが、皆様によろしくお
伝えください



49 重松　孝文 熊本市 〇 〇 〇 ボランティア
お互い元気でがんばりましょう。世界と宇宙に
視野を広げれば限界なし

50 清水　智子 菅原 福岡市 〇
青春時代にタイムスリップするひとときを楽し
みにしています。

51 杉山　憲司 香春町 × 無職です お陰様で元気です 読書（ミステリー）

いつもお世話になります。当日は鶴ケ丘神社
（中津原）の神幸の行事に参加せねばならず
欠席させて頂きます。皆様に宜しくお伝えくだ
さい。

52 末松　五十一 狛江市 ×
今は近くの大学で週２回英会話を教えていま
す。今年で満５年を迎えます。欠席残念です。

53 鈴木　一生 北九州市 × 続けています 元気です 野菜作り

54 圖師　由紀子 小倉 田川市 〇
非常勤でボチボチ続けて
います

元気です！！
うーん？？数独を数年
来。

春の花の芽が出始めました。チューリップが１
００本ぐらい咲きます。私の季節になります。早
く暖かくならないかな～

55 圖師　英憲 田川市 〇
細々と福岡で事務所（税
理士）をやっています

56 瀬口　美樹男 豊田市 ×
長い間ありがとうございました。勝手ながらよ
ろしくお願い致します。

57 谷　広能 福岡市 〇 You Tubeで音楽をよく聞いています。

58 田代　貞子 金川 北九州市 〇 ピンチヒッターで不定期に はい！！
同窓会のご案内いつもありがとうございます。
たまたま開催日が私の誕生日でびっくり。これ
を機会に出席させていただきます。

59 田中　　繁 北九州市 〇 フルタイムで忙しいです
元気です。今年もスキーで
雪焼けです

熱中したいのはガーデニ
ング

仕事忙しく、農作業の時間がない。同窓会は
楽しみにどこでも出かけようと思います。10kg
担いで10kmを歩くのを目標でお酒が旨いで
す。

60 武井　洋子 坂本 横浜市 ×
実家も壊してなくなり、田川との縁が遠くなりつ
つあります。今回で連絡は不要でございます。
いろいろお世話頂きありがとうございました。

61 武末　聖治 松岡 対馬市 × 継続
韓国観光客激増によりハ
ングル語講座通い

62 立山　正行 飯塚市 〇 保険代理店を細々と
今のところはお陰様で元
気です。

犬の世話とボランティア活
動を少しだけ

駐車違反に要注意願います。禁止区域でない
自宅玄関前に普段から駐めていたのに今回
は車の向きがいつもとは逆だったための違
反。即ち右端に寄せていたらダメでした。



63 檀上　荐美 佐敷 菊池市 × 続行中 今のところ元気です
読書、音楽鑑賞、染織と相
変わらず好きなことで一人
遊びしてます。

仕事柄、当日は出かけられなくて、申し訳あり
ません。出席の皆様によろしくお伝え下さい。

64 千葉　加代子 千葉 川崎町 〇 続けています 元気です 球体関節人形づくりです 集まる機会が増えて良かったです。

65 辻　　成子 高山 宇部市 × 無し 元気にしています 皆様お元気でお過ごしください。

66 坪根　義明 福岡市 〇 認定こども園愛宕幼稚園 元気です ウォーキング

67 土田　隆 川崎町 〇
母校（川崎小）の学びっこ教室でボランティア
活動をして元気をもらっています。

68 中屋　幸恵 吉尾 柏市 × 宮内大介君が瑞宝小綬褒章を受けました。

69 中山　雅代 中村 飯塚市 × いません 元気がとりえです（笑） 料理、菓子作り
九州市民大学、文化塾、山野草ウォッチング
（NHK）etcに参加して老後を楽しんでいます。
自由な時間がいっぱいあるので・・・。

70 奈良　あき子 田川市 〇 はい！ まあまあです フラダンス
HP完成おめでとうございます。これから一八会
が楽しさであふれますように！関係者の皆様
ありがとうございます。

71 西　　加予 大任町 × No Yes Ku

72 西嶋　啓子 鮫島 岸和田市 × していません 元気です
ナンプレ。「スピッツ」の曲
を聴くこと

昨年の同期会では大変お世話になりありがと
うございました。今年も秋の会には出席したい
と思っています。

73 西本　幸子 田辺 広島市 × はい はい 特になし
自営のため出席できずにいつもごめんなさい。
皆様によろしく!!

74 原田　　忠 川井 田川市 〇 田川高岳陽同窓会 なんとか暮らしています 山遊び、ウォーキング
新体制が動き出しました。より活動的な同窓会
（同期会）になったと思います。今後ともよろし
くお願いします。

75 拝志　　昇 茨木市 × ３月末で契約満了の予定 元気です

76 拝生　正勝 横浜市 × 警備の仕事をしています
頑張って元気に仕事をし
ています

温泉、美味しい食事をする
事

元気に生活できる事の大事さを最近特に感じ
ている次第です。

77 久田　幹夫 福岡市 〇

78 広瀬　喜一 赤村 ×
源じいの森で頑張ってい
ます。

元気です 川柳と農作業です。
当日は参加出来ず残念。盛会をお祈り致しま
す。



79 秀島　一生 添田町 × 続けています 元気です
お世話になります。残念ですが今回は欠席し
ます

80 平手　高志 座間市 ×
年金生活エンジョイ中、ノ
ンビリ歩いています

Gymとゴルフで忙しい
日本酒とワインの飲み比
べ

２月で７０才、いよいよグランドシニア（ゴルフ）
に挑戦です。４月のクラブ大会に向けて練習
中です。参加することに意義あり！笑い！一
八会goodです！

81 平野　博史 八代市 〇 お世話ありがとうございます。

82 廣末　加代子 川上 糸田町 × 少ししています 元気です ヨガと介護
古希をむかえ、自立と自律を心がけながらこ
れからの事模索しています。

83 臂　信行 田川市 × していません いたって健康 テニスをがんばっています
区の仕事や退職教員の会のお世話などで、そ
こそこ忙しいです。

84 古川　國丸 佐倉市 ×
田川での同期会に出席することはなかろうか
と思います。

85 古谷　芳男 添田町 × 身の回りの雑役
普通（１年１年弱っていっ
ています）

ありません
いつもお世話をおかけします。無理をしないよ
うによろしくお願いします。

86 藤岡　興雄 太宰府市 〇 晴れてフリーに。 右手中指骨折中 ソフトボール＆俳句 後藤寺の家（実家）が空き家になりました。

87 藤村　玲子 千原 北九州市 〇
いつもお世話になります。皆さんにお会い出来
るのを楽しみにしています。

88 細川　正裕 岩国市 〇 家業（僧職）をしています。 仏教本の読書
元気な間は極力参加して皆に出会いパワーを
もらうことを楽しみにしています。

89 星野　直機 添田町 × 週２日ほど 精力絶倫
熱中はしてないが必要に
迫られて母の介助と犬の
散歩(7km)

90 前田　共秀 福岡市 ×
後任が決まるまで月に１
回だけ

体力はなくなったが年相
応に

身辺整理

91 宮本　良治 北九州市 × 投書などの職業は林業で
年のわりには元気なほ
う？

92 水上　和子 安田 北九州市 〇

93 安武　浩三 広島市 × No Yes 老人クラブ

94 山下　　剛 宗像市 〇

熱中はしてませんが、おちついて次の事をしています。退職者の会誌、新
聞への投書、７haの山の手入れ、畑、カネミ油症、水俣病被害者支援団体
へのかかわり。森林インストラクターとして小学校へ。毎日新聞「男の気持
ち」に７回掲載いただきました。



95 山田　輝行 福岡市 〇
定年（７２才）まで続投の
つもりです。

６０％の身体で頑張ってい
ます

熱中する何かがほしい！
残念ながら

年の数回の同期会を楽しみにしています。事
務局等幹事役、大変とは思いますが、今後も
よろしくお願いします。

96 山田　順子 坂本 赤池町 ×
有酸素運動を取り入れた
プールの歩き方。今のとこ
ろ、１２年続いています。

97 山本　真志 西彼杵郡 × 〇 〇 テニス
（土）も午前中仕事ですので参加できません。
皆様に宜しく

98 矢野　文朗 大和市 × いいえ お陰様で元気です
日程が調整できず申し訳ありません。ご苦労
をおかげしますがよろしくお願い致します。

99 萬　　幸子 奥本 福岡市 〇
いいえ（ボランティアで民
生委員のみ）

何とか元気です！ ゴルフ、お菓子作り
早速、福岡での同期会開催を実行していただ
き有難うございました。これからも一八会の活
動にできるだけ参加していきたいと思います。

100 渡辺　京子 大任町 × 今の所元気です 第２の子育て中です（孫３人）

メールでの返信

仕事は？：完全引退です。お金のために時間を売りたくないから

元気？　：すこぶる元気です。家内が亡くなって一人なので寂しい気はしないでもない。
　　　　　でも何の気兼ねもなくやりたい放題❗。ランニングマシンを買って適度に体も動かしています。

今熱中してる事は？
　気が向いた時 仏像彫刻をしています。音楽を聞いたり（クラシックが多いかな♪）
　本を読んだり、テレビを見たり･･････。それとコンピュータープログラミング
　Delpi(Pascal)で建築数量拾いのプログラムを作ってます（図面を取り込んでマウスで数量を拾うなーんてな事）
　それと神道の瞑想（霊動法）って言うんです。原始仏教の勉強：スタニバータ等々。

一言：
　人生も 残り少く成ってきた様に思えます。時間が過ぎてゆく感覚が加速度を増して来たのが実感されます。

　今は、今世 自分に 課せられた人生の課題も果たす事が出来たと 感じています。
　最後に、皆様のご健闘を祈るばかりです。

101 古野　憲映 福岡市 ×

　後、十数年生きる積もりでは居ますがどうだか？残された時間で、自分の心の境地が何処まで向上出来るか考えています。
　神道と仏教を、修行の２本柱にして 20年間 実践してきました。１２年位前から落ち着いて心地よい毎日を過ごせています。




