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旅行会社による日帰りバス旅行。

4月中旬にはお知らせします。参加を希望される方は、万歩会長高橋まで
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副会長

高萩 隆司

支部長就任のご挨拶
支部長

大和田武義（昭 32 学電）

この度、檜山支部長の後を引き継いで、多賀
工業会千葉県支部長に就任することになりまし
た。多賀工業会の中で最初に支部活動を始めた
という由緒のある支部の支部長を担当すること
になり、浅学な未熟者の私が、このような重責
を全うできるかなと不安と緊張で一杯です。し
かし、諸先輩や多賀工業会の会員・関係者のご
指導ご支援ご協力を得て、千葉県支部としての
諸活動が少しでも発展するように頑張る積りで
すので、宜しくお願いいたします。
昨年後半より急激に悪化した金融・経済状況
に加えて、新型インフルエンザの世界的大流行
という健康上の問題まで発生し、大変な状況の中で、一人ひとりがこれらに負
けず、心身ともに良い健康状態の保持・増強のためには何事にも前向きな姿勢
で生活を造っていくことが大切だと思います。このために、同窓会活動への積
極的参加や同窓会活動の利用は一人ひとりにとって大変有意義・有効なことと
思います。そして会員が相互にネットワークを作り、強い絆で結ばれるように
なり、各自が一層充実した生活が送れるようになる手段の一つと思われるよう
に、会員の意識を含めての掘り起こしや、その為の諸活動を進めて行きたいと
思いますので、諸先輩や会員の皆様の一層のご支援を重ねてお願いいたします。
どうぞ宜しくお願いいたします。
◎支部長交代に伴う一部役員の異動新任は下記の通りです。
・支部長：
大和田武義 （昭 32 学電）
・副支部長： 高橋 清 （昭 35 金属） 兼史跡・万歩会長（留任）
・幹事長：
綿引 貞男 （昭 38 学電） 兼ゴルフ会長
・幹事：
（広報）川野辺 建(昭 40 学精)
（企画）斉藤 洋知（昭 40 学精）
（史跡万歩会副会長）千代 和彦（昭 40 学精）
・監事：
高橋 孝雄（昭 34 学電）
富田 宣吉（昭 37 学化）
・顧問：
三幣 正人（昭 24 専機)
塚越 要夫(昭 24 専電) 兼俳句会長
檜山 邦良(昭 30 学機)

２

[報告]

平成２１年度第３６回千葉県支部総会報告
幹事長 綿引 貞男
平成 21 年度の第 36 回千葉県支部総会は 5 月 30 日（土）に船橋市のＪＲ西船
橋駅南口に近い「フローラ西船」で、芝山幹事の総合司会の下に下記のような総
会を開催できました。
多賀工業会本部からは内山岩男副会長（昭 30 学電）の出席をいただき、総会開
催祝いのお言葉を頂きました。
◇総会は来賓として静岡・東京・埼玉・水戸勝田・栃木より支部長や関係者をお
迎えして、29 名の会員参加の下に予定議題が審議され、提案どおり承認された。
議長は高橋孝雄幹事（昭 34 学電）が担当した。
（１）平成 20 年度の事業報告と決算報告・監査報告
平成 20 年度の定例的な千葉県支部の活動報告とそれに関連する決算報告・
監査報告が行われ、全会一致で承認された。
（２）平成 21 年度の事業計画と予算案
提案通り全会一致で承認されたが、同好会に麻雀の会をどうするか課題と
なった。
（３）平成 21 年度の役員承認
・檜山邦良支部長（昭 30 学機）が任期満了にて退任され、後任の支部長とし
て大和田武義（昭 32 学電）が承認された。
・41 号会報で提示の平成 21 年度関係役員の承認を得た。
◇総会に続いて平成２１年度総会のイベントとして、千葉大名誉教授・元茨城大
学工学部助教授（精密工学科）江森康文先生の「彩色について」の講演を頂い
た。
◇懇親会は川野辺幹事の司会の下で、和やかに賑やかに進行された。
今年度は昭 50 院精密の相川さんによる乾杯の音頭の後、千葉県支部の同好会活
動報告と予定紹介や参加者の近況紹介を受けながら和気藹々と進められた。
最後に諸先輩のリードによる校歌寮歌の大合唱そして、税所顧問の手締めで無
事お開きとすることが出来た。

３

平成 22 年千葉県支部新年会のご案内
担当

副支部長
総務企画

高橋 清、史跡・万歩会 千代 和彦
芝山 佑芳、齋藤 洋知、金坂 潤

平成 22 年の新年会は、昨年総会を開催した船橋とその近隣を中心に検討した
結果、昨年が太宰治の生誕 100 周年で、これに関係ある料亭と船橋市内を巡る初
詣を兼ねて、下記のような予定で開催することにしましたので、皆様には万障お
繰り合わせの上、多数の方が参加下さいます様ご案内申し上げます。
１．新年会開催予定日：平成 22 年 1 月 11 日(月)(祝日 成人の日)
２．行動予定
【船橋史跡めぐりと初詣】
午前 10 時 JR 船橋駅出発→道祖神社→船橋御殿跡・東照宮→万代橋→
長寿橋→船橋大神宮で初詣・灯明台→明治天皇御座所→不動院大仏→
文化ホール・太宰治の夾竹桃→割烹玉川(太宰治の逗留宿・建物は文化財)
【新年会】
午後 12 時 30 分より玉川にて新年会。
大正ロマンの宿“割烹旅館玉川”
〒273-0011 船橋市湊町 2-6-25
℡047－431-3234
大正 10 年創業。戦前陸海軍士官ご用達
宿。平成 20 年 4 月国登録有形文化財。
３．集合：午前の歩く会参加者は JR 船橋駅南口に 9 時 45 分までに集合。
新年会のみ参加者は会場”割烹旅館玉川“に 12 時 15 分までに集合。
４．参加費 7000 円
５．お願い 今年の新年会および総会に出席
された方には参加申し込み票を
同封いたします。それ以外の参加
希望者は H21 年 12 月 20 日(日)ま
でに高橋清まで連絡下さい。（Tel
& Fax 0439－55－7439）

４

会員たより

支部長

大和田武義

（第 36 回千葉県支部総会時に返信をいただいた方の情報を紹介します）

旧職員

三好

洋子

この間の松戸でのお集まりは楽しみにしていました
のに体調不良で残念でした。

昭 16 専精

原田

正夫

足腰不自由なために参加できませんので、宜しくお願
いいたします。

昭 18 専精

大内

弘

もうすぐ 86 歳になります。足が弱ってきていますが、
どうやら猫の額ほどの庭の手入れや、油絵を描いたり
してその日を過しています。パソコンも始めていま
す。

昭 19 専機

山田

泰雄

檜山支部長ご苦労様でした。大和田君のファイトに期
待しています。突然の口内炎のため欠席します。

昭 19 専金

大山

巌

大変お世話になっており、御礼申し上げます。只今病
気療養中に付き、宜しくお願いいたします。

昭 20 専金

相川

孝

一人暮らしも 7 年になり、残り人生が少ないので、旅
行に行くことが元気のもと、又ゴルフを月３回位やっ
ています。
(史跡万歩会に参加の意向、総会欠席）

昭 20 専電

柳沢

学

84 歳になり数種の病気に悩んで居ります。皆さんどう
か健康にご留意の程を。

昭 20 専金

嶋田

清

昨年妻を亡くし一人暮らしです。歳相応に元気にして
います

昭 20 専電

隈本

孝之

総会欠席。史跡万歩会などに参加の意向

昭 20 専通

幸道

貞一

総会参加。旭光通信システム営業本部。お陰さまで元
気に過しています。囲碁同好会に参加

昭 22 専金

明石

和夫

総会出席。東京支部の社交ダンス同好会に時々参加。千
葉県支部に同好の士いませんか。万歩会などに参加。

昭 22 専機

高山

和夫

総会参加。4 月哲学堂公園・新井薬師等の観桜会参加。
元気を出して居ります。

昭 22 専電

中村善一郎

生憎当日交換不能の行事と重なり申し訳無いが欠席
させて頂きます。ご盛会を祈ります。

昭 23 専金

矢口

檜山支部長様長い間ご苦労様でした。
(史跡万歩会に参加の意向、総会欠席）

三郎

５

昭 23 専金

尾花

貞美

昭 23 教機

海野政之助

気力、体力ともに衰えを感じています。会の発展と皆
様のご健勝を祈ります。

昭 23 通信

鈴木

利久

第 27 回(2009 年度）上野の森美術館大賞展入選

昭 24 専機

三幣

正人

今回顧問就任。種々体調不具合で治療中。総会出席

昭 25 専電

塚越

要夫

千葉県支部顧問で俳句会会長として活躍。総会参加。

昭 25 専原

小河

孝

体調不良で各種行事に参加できませんので、宜しくお
願いいたします。

昭 25 専精

稲葉

信彦

皆さんに宜しくお伝え下さい。幹事の活躍ご苦労様。

昭 25 専精

高松

恒夫

目下リハビリ中です。俳句同好会参加

昭 26 専精

長谷川宏佑

体調不良に付き不参加。会の盛会を祈ります。

昭 28 学金

税所

40 年代卒の幹事が 5 人に増え、驚き且つ喜んでいま
す。古参幹事のたゆみない努力に感謝し、新幹事の健
闘を祈ります。
（総会参加。史跡万歩会・バスハイク等に参加）

昭 28 学機

小白井和典

何とか歩いています。飲み会は遠慮しています。
(総会欠。囲碁の会に参加）

昭 28 学機

吉田

哲夫

(総会欠。囲碁の会に参加、史跡万歩会等に参加意向）

昭 29 学機

大津

正夫

総会・懇親会の盛会をお祈りします。

昭 29 学原

北村

健

一応元気に過しております。（総会欠）

昭 30 学機

檜山

邦良

（総会で支部長を退任し顧問になる。俳句の会万歩会
などの同好会に参加）

昭 30 学機

石川

安男

(総会で監査役を退任。総会参加）

昭 30 学原

石川

英二

体調が良くない。体力の自然劣化はまだ早いようだ
が、何とも調子の悪い日々です。(総会欠、囲碁の会
参加意向）

昭 31 学電

藤田 茂惟

会報有難うございます。総会参加します。

昭 31 学電

原澤

宏毅

後期高齢者入り。健康で山登りゴルフ、陶芸県展に挑
戦中。(総会欠。ゴルフ同好会に参加）

昭 31 学金

田中

宏

健康です。(総会欠）

昭 32 学金

穂坂

邦光

会計担当幹事。俳句・万歩・囲碁などの同好会に参加

昭 32 学電

大和田武義

今総会で支部長に就任。その他の諸活動で多忙。

昭 33 学電

加藤

総会参加。ゴル同好会で大活躍。

裕

威

尾花安全衛生コンサルタント事務所を開き元気に活
躍しています。（総会欠）

６

昭 33 短機

高橋

清忠

幹事の皆様ご苦労様．会報等を通していつも元気を頂
いて居ります。お陰さまでボランテイアに自己満足を
得ています。(総会欠)

昭 33 学機

藤岡英智郎

ゴルフ同好会で大活躍。(総会欠)

昭 34 学電

仁平

康雄

役員の方々には大変お世話になります。今回も都合が
付かず、総会を欠席いたします。

昭 34 学電

高橋

孝雄

今後監事を担当します。囲碁・ボランテイア等で多忙。

昭 34 学電

須田

照男

肺気腫と言われ、通院始めたので、総会は欠。囲碁強い

昭 34 学金

芝山

佑芳

企画担当幹事や俳句副会長、ゴルフ、万歩等で活躍

昭 35 学金

高橋

清

副支部長、万歩会会長として大活躍。ゴルフなども活躍

昭 35 学電

織内

勲

昨 10 月末会社引退。家の周りの三番瀬環境保全運動
の係りで韓国ラムサール会議に NGO として参加。今年
5 月の沖縄エコツアーに出掛けるので総会欠。万歩会
参加意向

昭 35 学金

渡部

林二

変わらず元気にしています。(総会欠）

昭 36 学化

木村

久美

突然の循環器系治療で総会欠席。ゴルフ参加意向

昭 36 学化

沢根

光雄

何とか元気でやっています。万歩会参加意向(総会欠）

昭 36 学金

関谷

廣

昭 37 学化
昭 37 学電
昭 37 学電
昭 38 学電
昭 38 学電
昭 38 学電
昭 38 学電
昭 38 学精

富田
遠藤
佐藤
綿引
高萩
熊谷
兼子
矢嶋

宣吉
芳勝
哲雄
貞男
隆司
文男
八郎
國男

昭 38 学機
昭 38 学機
昭 38 学電
昭 38 学電
昭 39 学精
昭 40 学化

高見
渡辺
橘
大森
高柳
佐藤

忠彦
冨勝
弘
照之
勝男
隆義

社会保険労務士事務所開業で支部役員の雑務に追わ
れ多忙な生活をしています。先約あり総会欠席
今度監事担当。ゴルフなどで活躍
囲碁同好会で活躍。(総会欠）
囲碁同好会で活躍。(総会欠）
今回幹事長に就任。ゴルフ会長。万歩会にも参加
会報担当、ゴルフ副会長なるも腕落ちる。要バトンタッチ。
千葉県支部総会に参加するのは初なので宜しく
東京支部と両方に活躍。ゴルフは楽しい。総会参加。
東京支部にも加盟をしています。総会参加、万歩会、
囲碁会も
車両整備協会で活躍。ゴルフ大好き。(総会欠）
麻雀同好会希望。(総会欠）
ゴルフ同好会で楽しんでいます。(総会欠)
定年退職した。万歩会参加意向。(総会欠）
俳句同好会で活躍(総会欠）
囲碁同好会会長として活躍
７

昭 40 学精

斉藤

洋知

昭 40 学精

川野辺

昭 40 学精

千代

和彦

新幹事万歩会副会長。万歩会囲碁で活躍

昭 40 学電

永峯

清秀

明星情報専門学校校長、千葉工大講師で多忙

昭 40 学機

小林

幸澄

有り余る時間、妻との国内旅行や同期級友とゴルフな
ど楽しんでいます。(総会欠）

昭 41 学機

萩野谷道雄

総会参加。万歩会参加意向。

昭 41 学機

高橋

邦彦

特許庁勤務。囲碁万歩会などで活躍の意向（総会欠）

昭 41 短機

泉

和夫

定年もすぎ共立機械(株）職員として勤務中(総会欠）

昭 44 学機

林

正幸

ゴルフ、万歩会などに参加意向。（総会欠）

昭 46 学電

兼巻

義勝

囲碁の会で活躍の意向(総会欠）

昭 47 学電

金坂

潤

企画担当幹事として活躍。千葉県庁勤務

昭 48 院化

沼倉

研史

米国内勤務．丁度総会時日本出張で総会参加。

昭 49 学金

宮内

賢一

幹事の方に感謝しています。フジクラ勤務。(総会欠）

昭 50 院精

相川

哲男

市原中央駐車場運営。（多忙な中総会出席）

昭 50 短機

中川

誠

（社）雪センター勤務。（総会欠）

昭 51 学電

阿邊

恵一

県立薬円台高校。数学などの担任・業務で多忙。
（総会欠）

昭 52 学機

岩瀬

幸男

（社）日本ボイラ協会で検査業務に従事。（総会欠）

昭 56 学情

平野

茂木

日立ケーイーシステム勤務。（総会欠）

昭 59 学機

長澤

武

京葉ガス勤務。（総会欠）

建

新幹事企画担当。万歩会麻雀等で活動の意向
新幹事広報担当で HP 管理。万歩会などで活動

訃報
昭 25 学原
昭 30 学電
昭 48 学機

平栗 泰二郎
大森 昌雄
丸山 和昭

平成 20 年 12 月 21 日逝去
平成 18 年 4 月 14 日逝去
平成 18 年 4 月 25 日逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます
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アジアの Mini Dragon
シンガポール見聞録（その４）
Nat Steel (Singapore) Operation Division Adviser
穂坂 邦光（昭 32 学金）
第四話 観光ポイントをたどって
Ⅰ オーチャード・ロード
華人の活躍する主舞台がシンガポール
の下町であるとすれば、観光の目玉である
一流ホテルや有名ブランド商品を扱う小
奇麗な商店が建ち並ぶオーチャード・ロー
ドは瀟洒な山の手である。65 年ほど前まで
果樹園だった場所に広がるシンガポール
いちのお買い物スポットである。通りに沿
って植え込まれたレイン・ツリーの造る表
通りの日影を選りながら歩くと、下町の喧
騒に包まれた熱気とは違ったシンガポー
リアンの、少しばかり取り澄ました活気が
伝わってくる。それは下町の華人の習慣を
下敷きにした雰囲気と、世界のどこの国の
人の目に触れても決して恥にはならない
町並みとの差である。汗臭いざわめきと冷
房の心地よい雑踏との差である。そしてよ
そ行きの顔をした表通りによそ行きの姿
で、華人はやはり国際中継貿易の末端を担う商業活動に精を出している。例えば、
センターポインット・ショッピング・コンプレックス（Centerpoint Shopping
Complex）を「先得房」と表記するほどの華人的知識を持ちながらも、英系文化
を優先させる姿勢をもつ華人が街を運営する。日本のデパート資本の進出の一番
手であったヤオハンも、この通りの外れにしか位置しない。
そごうがオーチャード・ロードの海側の外れのビジネス街に接するラッフル
ズ・シティに進出し、高島屋がオーチャード・ロードの中心に新築の潮州八邑会
館の経営するツインタワーを持つ大雑居ビルの一角に 1993 年に出店したほか、
大丸も伊勢丹も三越も繁華街を離れた所に店をもち、伊勢丹が MRT のいくつか
の駅に小規模な支店を確保しているに過ぎない。
９

世界の観光客が集まる所だから、政府はキャンペーンにもとずくイベントを、
しばしばこの沿路で展開する。その最も代表的なものが 8 月 9 日の建国記念日を
はさむ数日間に行われるスイング・シンガポールの催しである。それは文字通り
シンガポールが揺れるお祭りで、副首相がピンクのシャツ姿で挨拶し、若い男女
が手を舞い足を鳴らして歌い踊る。インド系も華人もマレー人もヨーロッパ系も、
何の隔てもなく同じ歌を歌い、同じ手振りをする。政府の目指すシンガポーリア
ンの瞬間的誕生であり、そのことの世界に向けての宣伝でもある。PAP 政府がシ
ンガポールを揺らしている、という見かたもできなくはない。
オーチャード・ロードを一筋裏に入ると、落ち着いた雰囲気のある華人の住宅
地である。成功した華人の洒落た住宅が、繁華街の喧騒を離れて佇んでいる。た
だし、この辺りの華人は、古くこの土地に移住して、苦労しながら商業に従事す
るために、現地マレーの言葉を使わざるを得なかった人々の子孫である。そのよ
バ

バ

ニョーニャ

うな人々の男性を峇々、女性を 惹 娘 と言うが、彼らは中国の言葉を忘れ、マレ
ー語と英語に馴染み、血縁関係以外の食習慣も衣習慣もマレーに接近した。した
がって、その料理はニョーニャ料理などと呼ばれ独特の風合いをもつが、華人と
はいえ華人ではなく、もちろんマレー人ではない。人種的には華人であっても、
文化的にはそうではなく、だからいっそう中国系文化に執着を持っているように
も見える。むしろ現在の政府が推し進めているシンガポーリアン化を文化的に先
取りしたような存在である。この地区に 1980 年代初頭にはあった茶陽会館とそ
の経営する啓発学校は、ともに 1989 年には取り
壊されてしまった。観光の中核に近いこの地区に
も、再開発の波が押し寄せているのである。
オーチャード・ロードがスタンフォード・ロー
ドと名を変えて海に落ちる辺りの北側一帯は、政
治の中心である。政庁や議事堂が並び、血債之塔
がマーライオンに守られている。シンガポール川
を渡ると、銀行などが林立するビジネス街であり、
そこを突き抜けると華人街に行き着く。
Ⅱ リトル・インデア
国立博物館を背にしてローチョール運
河を越えたセラングーン・ロードに沿っ
た地域が、いわゆるリトル・インデアで
ある。元は牧場であった場所に 1850 年
代からインド人が暮らし始めたエリア。
散策を楽しみたいならリトル・インデ
ア・アーケードへ。全体的に色あざやか
な商品が多く、見ているだけでも楽しい。
各店のオープン時間は 10～17 時くらい
までである。
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タミル語が飛び交い、ターバンを巻いた大柄なインド系の人々が溢れ、カレー
などの強烈な匂いが鼻をくすぐり、サウス・ブリッジ・ストリートの華人街の真
ん中にあるスリ・マリアマン寺院より小規模なヒンドウー寺院がいくつか目につ
く。インド系の人々の商う商品の主要なものは、装身具としての金細工と衣料と
してのバテイックであり、共倒れを心配したくなるほどに同種の店が軒を連ねる
が、いつでも人出で賑わっている。
インド系の人口は華人のそれの 10 分の 1 にも満たないから、彼らの活動はあ
まり目立たない。相互の利益を擁護するための華人の会館のような組織を聞かな
い。住む家屋は華人街にも見られるような五脚基建築であるが、市の中心を離れ
ているためか、それともインド系居住者が少数のためか、華人街のような再開発
のための取り壊しが進められている様子は、いまのところない。ただ、気のせい
か街のただずまいは、清潔さの点で華人街に劣るようである。
Ⅲ アラブ街
ノース・ブリッジ・ロードとアラブ・ストリートとの交差する辺りにあるスル
タン・モスクを中心として、マレー人の居住が相対的に多い地区が展開する。こ
のモスクは、ラッフェルズが 1923 年に東インド会社から得た 3000 ドルの基金
をもとにして建設されたという。イスラム教への信仰厚いマレー人が、モスクを
中心としたこの地域に集住して、今日に至っている。もっとも、マレー人の大多
数は、カンポンと呼ばれる郊外の樹間に、いまだに高床式の住宅を建設して住み、
果樹栽培などに従事している。
アラブ街に住むマレー人はそこが観光のポイントでもあるから、小規模な商店
を営んで生計を維持しているようである。取扱うものは、皮革、織物などの手工
芸品の小間物が主であって、インドネシアなどからの輸入品の転売が多い。街の
ひと並びがこのような店の連続であることは、リトル・インデアと同様である。
ただし、アラブ街の他の片側には華人のシルク生地の店が軒を連ねているので、
この地域にはまだ住み分けの原理が幾分残っていると見受けられる。
アラブ街の北側には HDB の大規模な住宅団地が続き、そのままイースト・コ
ーストのリゾート地に接しているので、アラブ街は市の中心部をやや外れている
のである。そのせいか、車の交通量も少ないようであり、マレー人の落ち着いた
生活を垣間見ることができる。
Ⅳ 華人街
まったく日常的な華人の活動が観察できるところは、ニュー・ブリッジ・ロー
ドとサウス・ブリッジ・ロードとテロックアイール・ロードに囲まれた一角とそ
の周辺の下町であろう。シンガポール川右岸やニール・ロード沿いの観光用に化
粧直しされた五脚基建築物は、かっての植民地時代の華僑の生活を彷彿させるも
のがあるし、城隍廟、天福宮や福徳詞などの寺廟が集中しているし、チャイナタ
ウン・センターの市場は大変な賑わいをみせ、ドリアンが匂い、乾肉を焼く煙が
漂っている。活気溢れる華人の日常が展開するところである。ここではまだ方言
がかなり幅をきかせているが、マンダリンも英語も通ずるから、観光客には便利
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でさえある。しかし、前に述べたようにこの地
域は港にもビジネス街にも近く、かって華僑が
ここに居住し始めた理由がそうであったように
貿易と行政の中心であるから、たとえばモス
ク・ストリートとバゴタ・ストリートに挟まれ
たブロックのように、たびたび五脚基の取り壊
しと再開発が急速に進められていて、ほどなく
昔日の面影は失われるであろう。
特に古い華人街に顕著にみられる都市の再開
発と、そこから生み出されるさまざまな影響の
なかに、伝統と変容の間を往復しつつ、シンガ
ポールはもう少し動揺するに違いない。その動
揺とは決して国際競争としてのそれではなく、
競争に耐え得る国づくり、国民づくりを目指し
た社会的動揺の謂であり、そのためにはいまし
ばらくのいろいろな摩擦の除去と観念の切替え
が必要になる。その果てに見え隠れするものは
マジョリティの華人が、中国の伝統をそれのみにとらわれない度量のなかに沈潜
させた、新しいシンガポーリアンの国と社会である。この国をリードする PAP
の幹部も華人である。ただ、彼らは英語教育によって育てられたイギリス帰りの
エリートであるという点で、シンガポール在住の華人とは大きく異なる。彼らは
華人の意識を共有することができるからこそ、一方で華人の伝統文化の開放に警
戒心を抱き、他方で手綱を緩める。この国の人口の大多数を占める華人の動向が、
この国の針路に大きく影響することは間違いない。
建国 45 年目にさしかかろうとするこの国の前途をわれわれは見つめていたい。

（シンガポールの地図）
情報収集：シンガポール政府観光局日本支局（千代田区有楽町）
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（つづく）

沼倉研史のアメリカ便り
DKN Research, LLC

沼倉研史（昭 48 院化）

2009 年 5 月から現在アメリカに在住している沼倉研史氏(昭 48 院化)からのアメリ
カ便りをホームページに掲載しています。以下はそのうちの抜粋です。
詳しくは多賀工業会千葉県支部のホームページ http://chiba.tagakgk.com でご覧
ください。

新型インフルエンザへの対応〔第 1 回(2009.5.17)より〕
このところ日本は新型インフルエンザへの対応で振り回されて
います。最初米国から帰国した高校生に見つかった患者は、兵庫、
大阪を中心に感染者数は急激に増大しています。空港での厳格な
防疫体制で流行を防ごうとしていた日本政府の目論みは、完全に
抜かれてしまったわけです。当初各自治体は、地域の学校の一斉
休校などで対応していましたが、保健所や医療機関の能力が足り
なくなっているとのことで「柔軟」な対応に緩和し始めています。
私はこの１週間ほどの間に、米国から日本、日本から韓国、韓国から日本と移動しま
したが、それぞれの防疫体制や旅行者の反応はだいぶ違っており、なかなか興味深いも
のがありました。まず米国内ではボストンからニューヨークへ移動しましたが、ボスト
ンのローガン空港、ニューヨークのＪＦＫ空港とも、いつものプロセスに比べて特別な
ことは何もありませんでした。空港内でのアナウンスや掲示でも新型インフルエンザに
関するものは何もありません。もっとも外国からの入国に際しては、別なのかもしれま
せん。なにしろ米国は、カナダとメキシコの間に何千キロメートルもの国境線があり、
毎日何万台もの車が国境を通過します。日本のように完全な島国であれば、旅行者はか
ならず空港や港を通る際にチェックできますが、国境での防疫を確実に行うには、相当
な要員と設備の増強が必要になります。私は、田舎の道路でカナダとの国境を車で越え
たことが何度かありますが、マイナーな道路では小さなオフィスに、係官が２、３人と
いうところもあり、このようなところまで厳格な防疫体制をとろうとすれば、膨大な費
用になるでしょう。
さて、日本での防疫体制ですが、飛行機が成田空港に到着すると、検査官チームがド
ヤドヤと機内に入って来て赤外線温度計で、一人ずつ体温を計測します。そして、予め
配布してあった質問票を一人ずつ確認して、問題がなければ、「容疑者ではない」とい
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う黄色い証明書を引き換えに渡されます。この間機内の乗客は席に座ったままです。
席の移動や、トイレにいくことも許されません。
ここで問題が発生しました。アナウンスによれば、回収された質問票が１枚足らず、
だれか提出していな人がいるとのことで、それが確認できるまでは、乗客全員を開放で
きないというのです。日本語と英語でのアナウンスが何度か繰り返されましたが、最後
の質問票が回収されるまでには、半時間以上かかりました。なにしろ、北米からの成田
便には、韓国や台湾、その他の東南アジア諸国への乗り継ぎ客が多数搭乗しています。
この中には日本語はもちろん、英語もできない人が少なからずいます。そのような乗客
から見れば、いったい何が起きていて、どうすればよいか全く途方にくれていたことで
しょう。とにかく、全員の防疫検査が確認されるまで、多くの日本人乗客はひそひそと
話をしながらジッとまちつづけました。（携帯電話の使用は許されません。）
次は、韓国の仁川空港での出来事です。成田からの便では、機内で質問票が配布され、
到着前に記入を終えるようにアナウンスがありました。飛行機がゲートに到着しても、
機内での検疫作業はありません。入国審査の前に、赤外線体温計を備えた検疫のための
ゲートが設けられ、そこで質問票を渡して、問題がなければ通過できます。ここで事件
が起きました。私が行列中で順番を待っていると、１０人ほどの韓国人グループ（ほと
んどが５、６０代の一見普通の男女）が列の脇をすり抜けて、何かわめきながら、検問
を強行突破しようとしたのです。彼らは質問票を持っていません。検問での言い争いか
らもみ合いになりました。検査官も体をはって通過を阻もうとします。ただ、私も決着
を見届けるほどの時間的余裕はありませんでしたので、別のゲートで手続きを済ませて
入国審査へと進みました。結局何だったのかはわかりませんでしたが、韓国の人々は、
お上の指示に対して従順でないケースがけっこうあるということなのでしょう。
３日ほどの韓国旅行の後、成田へ飛びましたが、この時は事前の質問票の記入だけで、
機内での検疫はありませんでした。しかし、入国審査の前の検疫で、この１０日以内に
米国に滞在していたと申告したところ、検査官（女性）の顔が厳しくなり、別の検査が
必要だといい始めました。一瞬いやな予感が頭をよぎりましたが、そこで思い出したの
が、３日前に成田検疫で交付された黄色い証明書です。日付も署名もない印刷物なので
すが、これを鞄から出して提示したところ、追加の手続きもなく、無事通過することが
できました。
数日の間の経験でしたが、国によって政府や人々の対応が異なることを見る事ができ
ました。案外、このようなところにもお国柄がでてくるものですね。
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日本でも報道されていると思いますが、先週水曜日にエドワード・ケネディ上院議員
が亡くなり、土曜日にはその葬儀が行われました。ケネディ議員は民主党の重鎮で、常
にリベラル派のリーダーとして知られていましたが、亡くなってから葬儀までの４日間
のアメリカ人の反応は、日本人から見れば異常ともいえるほど強烈なものでしたので、
その様子をちょっとご紹介したいと思います。
そのほんの３週間ほど前に、お姉さんにあたる社会事業家のユリス・ケネディ・シュ
ライバー夫人が亡くなったばかりでしたから、偉大なるケネディ兄妹は、この８月だけ
で、９人の内２人を失ったことになります。ケネディ議員は、昨年５月に脳腫瘍で倒れ、
療養中でした。２週間前に行われたシュライバー夫人の葬儀に顔を見せていなかったの
で、具合が悪いのではないかと案じていたのですが、やはり癌の転移などにより病状は
かなり進んでいたのでしょう。昨年の大統領予備選挙では、いち早くオバマ支持を公表
し、オバマ政権の誕生に大きな力となりました。
ケネディ家といえば、もちろんあのジョン・Ｆ・ケネディ大統領を出した一族で、ア
メリカでは、全国レベルで有名ですが、その地元になるマサチューセッツ州では特別扱
いになります。シュライバー夫人は、障害者のためのイベント、「スペシャル・オリン
ピック」の創始者として尊敬を受けていましたが、ケネディ兄妹の一人であったっこと
が、その理由の一部であることは間違いないでしょう。この１、２年、彼女の健康状態
は良くなく、入退院を繰り返していましたが、入院の度に地元テレビでは臨時ニュース
で報道していました。葬儀の当日は、全ての地元テレビ局が特別番組体制となり、ミサ
が始まる前の早朝から埋葬までの葬儀の様子を、ほとんどコマーシャル抜きのライブ放
送していました。葬儀ミサが行われた教会は比較的大きかったのですが、収容人数には
自ずと限度がありますから、何万人という市民が教会のまわりや沿道を埋め尽くし、シ
ュライバー夫人を見送りました。
ケネディ議員の場合はさらにエスカレートし、彼の逝去が臨時ニュースで報道された
時点から、全ての地元テレビ局は喪に服する体制となり、やはりほとんどの通常番組を
停止し、葬儀までの様子をライブで伝えるか、彼の思い出や業績を伝える番組を繰り返
しました。ケネディ議員の遺体はマサチューセッツ南東部にある地元での弔問を受けた
後、ボストンのＪ．Ｆ．ケネディ図書館に移され、２日間一般市民の弔問を受けました。
テレビ局はヘリコプターまで動員して、霊柩車が移動する様子や弔問客が行列を作って
いる様子を逐次伝えました。町中は半旗で埋め尽くされ、ケネディ議員の逝去を悼んで
いるかのようでした。驚いたのは、交通情報を伝える高速道路の電光掲示板に「THANKS
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TED（ケネディ議員の愛称）」の表示が出ていたことです。またケネディ議員はボス
トン・レッドソックスのファンでしたから、ゲームの前に弔意が示されました。このよ
うにテレビのコマーシャルを停止したり、公共の場を使って弔意を示すには、番組のス
ポンサーの了解や、しかるべき役所での面倒な手続きが必要なはずです。それができる
のは、故人本人が如何に敬愛を受けていたかもあるでしょうが、アメリカ社会のフレキ
シビリティを感じます。
葬儀ミサも大規模なもので、オバマ大統領夫妻、バイデン副大統領夫妻のほかに、ブ
ッシュ、クリントン、カーターの歴代大統領夫妻が出席しました。昨年の大統領選挙で
破れた、マケイン上院議員の顔も見えました。残念ながら、私は葬儀ミサが始まったと
ころで、会議のためにでかけなければならなくなり、式そのものは見る事ができません
でした。夕方遅くもどった時には、ケネディ議員の棺はワシントンのアーリントン墓地
まで搬送され、まさに埋葬されるところでした。もう夕闇が迫っていましたので、最後
の方では、テレビはただ暗闇を延々と流し続けました。
ケネディ議員の死去に対する米国の弔意の表し方は、一上院議員としては極めて異例
だったといえるでしょう。それでも、ビジネスでは極めてドライであるアメリカ人が、
個人的にはずいぶんウエットであることを感じました。また、いつもは無愛想といわれ
るニューイングランド人が、敬愛する故人については、ずいぶん雄弁になることも知り
ました。
葬儀が終ると、さすがにテレビはほとんど通常番組にもどりましたが、その後時々特
別番組が組まれていますし、新聞でも毎日何がしかの記事が出ています。日本ではちょ
っと考えられないことですね。それほど敬愛されるほどの政治家もみあたりませんが。
以上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

http://chiba.tagakgk.com/

ホームページを見よう！

川野辺幹事のご努力で、素晴らしいホームページとなりました。ぜひ、クリック
してみてください。
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史跡・万歩会の活動報告
史跡・万歩会会長

高橋

清

副会長

千代 和彦

◇浜離宮・墨田公園の花見（第 68 回）平成 21 年 4 月 6 日（月）天候晴れ
JR 山手線新橋駅に会員 6 名、会友 9 名が揃い新橋地下通路を見物しながら 30 分ほ
ど歩き、恩賜公園「浜離宮」に到着、園内の散策と昼食で１時間 30 分をとり、春の
うららかな中で自然を満喫することができました。その後、12 時 5 分発の水上バス
に乗船し、浅草埠頭乗船所まで行き、桜が満開の墨田公園にて花見をやり、15 時半
頃解散しました。

◇南会津高清水自然公園（第 69 回）平成 21 年 6 月 23 日（火）
俳句会と万歩会合同のバスハイクを実施しました。会員 12 名、会友 7 名の参加で、
南会津高清水自然公園（ヒメユリの群生地）
、駒止湿原（ワタスゲ）へ行き、高原の
自然を満喫して来ました。
（詳細は檜山氏の寄稿文を参照）
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◇君津製鐡所の製鐵まつり（第 70 回）平成 21 年 8 月 1 日（土）
JR 内房線君津駅に会員 5 名、会友 10 名で新日本製鐵所の製鐵まつり行事
の工場見学（バス送迎付き）に参加し、日本最大級の溶鉱炉を展望し、プラ
スチック再生工場や圧延工場を見学しました。

◇葛西臨海公園の散策（第 71 回） 平成 21 年９月２６日（土）
葛西臨海公園駅に会員４名、会友１５名（内女性５名、子供２名）が揃い
秋の晴天の下展望レストハウスに向かって出発しました。展望レストハウス
にはこの公園の建設当時の展示もあり東京湾の眺めがよかった。その後、橋
を渡り海浜公園に行きましたが日差しが強く小休憩で引き返し水族館に行き
ました。
特にマグロ、カツオ
の大水槽と外国の海
の魚の展示がよかっ
た。水族館を後にして
木陰で昼食を取り雑
談をし、解散となりま
した。

◇今後の見どころ
第 72 回の見所 平成２１年１１月２８日(土)
JR 中央線吉祥寺駅集合、
お洒落な街吉祥寺を散策し、その後井の頭公園へ行きます。公園内を歩き井
の頭文化園で昼食休憩とします。帰路は三鷹駅に向かって歩き途中「山本有
三記念館」に立ち寄ります。時間があれば三鷹の森美術館を見学します。
以上
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エドワード・ケネディ上院議員の葬儀〔第 12 回(2009.8.30)より〕

南会津高山植物を訪ねて
檜山 邦良（昭 30 学機）
第 69 回史跡万歩会と俳句会合同主催の南会津高清水自然園・同駒止湿原バス
ハイキングは 6 月 23 日の梅雨期真っただ中に行われるため、その日の天気が一
番気になっていたが、幸いに梅雨の晴れ間に恵まれて快適な南会津高原ハイキン
グができました。
午後 1 時過ぎ、はじめの訪問地、高清水自然園駐車場に到着。40ｍ程の林を歩
くと擂鉢状の草原があり、そこは満開のヒメサユリが一面に咲き誇っていました。
ゆりの形の花弁は薄紅をさし、名の通り気高い若姫を想わせました。
次の訪問地駒止（こまどめ）湿原へ向かうには、国道 289 号から駒止峠を経て
湿原駐車場にいたる道筋で、車のすれ違いのたびに急坂の道で停止、後進の操作
で通過するなど難航が続く細道でした。午後 3 時半過ぎ到着。駐車場から徒歩で
500ｍほど緩い登りの林を過ぎると駒止湿原が広がっていて、ニッコウキスゲの
開花期は未だ、ワタスゲは最盛期でした。
当日の東京は最高気温 29.7 度湿度 68％と記録されました。これを避けるよう
に南会津高原を訪れ、爽やかな風に当たりながらハイキングは快適でした。特に
印象に残ったのは、昨年ご自宅で転倒して、骨折入院された S 先輩が杖突きなが
らハイキングに参加され、高原の景色に浸っていただけたことです。駒止湿原で
は駐車場から約 500 メートルの緩い登り坂を歩いて湿原を鑑賞されました。この
際、予定時刻を 15 分ほどオーバーして駐車場に戻りましたが、Ｈ会友の付き添
いで無事に目的を果たしてバスに戻ってきた時は、一斉に会員からの拍手で迎え
られたのです。
独りよがりですが、このとき、S 先輩が「出発を遅らせ皆様にお詫びします。」
と謝辞を述べた顔の中に、同好会に連れられて自然の中を歩き、歩行に満足した
ような一面もうかがわれました。

高清水自然園のヒメサユリ
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平成二十一年 前期

俳句コンクール成績発表
塚越 としを

（邦光氏奥様）

穂坂 芳子

─ 兼題：薄暑・噴水・牡丹 ―

【特選】噴水の彼方にしぶくミュージアム
評 上野公園でしょう。大きな噴水の先に国立博物館が見えます。今、国宝・

会友 平野 昌子

阿修羅展開催中ですね。千三百年前の天平の夢が飛沫の中に羽ばたきます。

白牡丹花粉まみれの蜂放つ
評 大きな白牡丹を見ている作者。花がぶるぶる震えたと思ったら突然、花粉

平野 昌子

まみれの蜂が飛び立ちました。それを牡丹が放ったと云い止めたのです。
【佳作】 若者の肩怒らして街薄暑

Ｓ

金 穂坂 邦光
機 檜山 邦良
〃
精 高柳かつを

江戸切子に活けて緋牡丹七分咲き

Ｓ

機 三幣 正人

〃

電

原

高橋

芝山 佑芳

孝雄

（立派な切子でしょう。その玲瓏な感触に緋牡丹のいのちが揺れる）

銀山の坑道飾る紅牡丹
Ｓ

（木谷恭介作「石見銀山殺人事件」で、紅牡丹が人心を惑わす）
噴水や同行二人寄り添ひて

〃

（お遍路さんでも、仲良し仲間でも。噴水を楽しく見ています）

噴水は宙のきららよシャンデリア
Ｓ

（高く昇った噴水が八方に枝垂れます。キラキラと散って美しい）

夕薄暑手を洗ひをる五十鈴川

〃

（お伊勢参りとは殊勝ですね。少し歩いたので体を休めましょうか）
噴水の変幻自在見て飽かず

（プログラム制御の噴水ですか。最近、色が変わるのもありますね）
噴水や身震いして犬立ち上がる
Ｓ 電 熊谷 文男

〃

（飛沫が風に流されて来ました。のそっと立ち上がった大きな犬が見えます）

牡丹苑日々の丹精滲みをり

（心籠もった手入れに応え、素晴らしい花を咲かせてくれます）

【選後評】俳句は、常に対象を自分の中に詠みとるという姿勢が大事

です。それを忘れると、観念で作った散文になります。

それでは、人を惹きつけません。五七五の裏側にゐる作者
の生き様が感動を生み出すのです。
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２４

３４

３４

３８

（初夏の街頭風景、何事にもオープンな現代学生の姿ですね）
夕焼に巨き牡丹の溶け込めり
Ｓ

Ｓ

〃

（こんな感じ、分かります。生活の一こま、理屈はありません。）

噴水を見ている人を見てゐたる

（安全運転で参りましょう。
「ふんはり」は作者のイメージです）

アクセルをふんはり踏める薄暑かな

（調布の深大寺、西新井大師かな。お大師様信仰に牡丹は似合う）

賑わいや大師堂ある牡丹園

（味のある句です。老いて益々何とやらですかね）

旨酒に老いを潤す薄暑かな

（緋牡丹でしょう。夕焼けに溶け込むというフレーズに納得）

３２

３０

３９

題

霜・短 日 ・酉 の市

締

切

１２月２５日

船橋市飯山満町 2-437-21

TEL/FAX ０４７－４６６－２３９６

Ｅメール tukakosi@msd.biglobe.ne.jp

平成二十一年 バス吟行

兼

俳句発表会結果

作 品 募 集

吟行先：高清水自然園・駒止湿原
熊谷 文男
平野 昌子

〃

274-0822

【高点句】
息呑めり百万本のひめさゆり
ひめさゆり花の盛りをつつましく
大和田武義

〃

わたすげにからまり踊る風と蝶
芝山 佑芳

わたすげは耳かき棒の綿のやう

山肌の野草と共生ひめさゆり
関 誠治

木道を行き蝸牛に出会ひけり
〃

平野 昌子

朽ち老いてゆるむ木道八十路越え

【その他入選句】
夏山の緑は千の色をもち

わたすげは毛槍の如くくるくると

檜山 邦良

まいまい

蕗の葉をひるがえし過ぐ風の道

塚越としを
関 誠治

わたすげやちりりちろりと日の遊ぶ
梅雨晴間うぐいす鳴いてさゆり映ゆ

檜山 邦良

三幣 正人

たたなづく会津の山や梅雨晴間

塚越としを
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としを
塚越

いち
とり
たんじつ
しも

句
５
投句数

〒

先
宛

百選の棚田を祝ふ夏神楽

白樺御殿わたすげの小坊主たち

平成 21 年後期 俳句コンクール

囲碁会報告
囲碁会長

佐藤隆義（昭 40 学化）

囲碁会は、千葉県支部をはじめ、東京支部、埼玉支部及び佐原の会友の方々39
名が加入しており、年に 4 回、船橋中央公民館で懇親囲碁大会を開催しています。
大会は、途中で昼食を取りながら歓談して気分転換を図り、また大会後は駅前
の居酒屋で懇親会を開催し、会員相互の懇親を深めています。
また他流試合として、旧制水戸高との囲碁交流戦（年２回）を行っています。
（幹事：28 年機械 高田丈夫氏）
第４３、４４回囲碁大会結果及び今後の予定についてご報告します。
１．第４３回囲碁大会（2009 年 4 月 30 日、船橋中央公民館、１８名参加）
優勝：佐藤隆義七段、準優勝：玉造豊五段、３位：高橋孝雄四段
４位：矢嶋国男二段
２．第４４回囲碁大会（2009 年 7 月 29 日、船橋中央公民館、１８名参加）
優勝：伊能照夫二段、準優勝：須田照男五段 ３位：佐藤哲雄五段
３勝賞：豊田元雄四段、小白井和典三段、千代和彦１級
今回から４位賞を無くし、新たに３勝賞を設けました。

３．今後の予定
第４５回囲碁大会：１０月２９日（木）船橋中央公民館（確定）
初級者歓迎、多数の方のご参加をお待ちしております。
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ゴルフ会報告
ゴルフ会長 綿引貞男（昭 38 学電）
平成２１年度の活動状況
（１）春季定例会 ４月１５日（月）藤代ゴルフ倶楽部（取手市）にて５
支
部懇親ゴルフコンペの代表選手選考を兼ねて実施。参加人数
１２名。
優勝 橘 弘（昭３８学電）。代表は２組８名に決定（大和田、藤
岡、橘、加瀬、加藤、高萩、長森、綿引）。
（２）５支部懇親ゴルフコンペ ６月１０日（水）藤代ゴルフ倶楽部（取
手市）において、本年は千葉県支部が幹事となり開催。栃木支部が
不参加だった為４支部６チーム、総勢２４名で行われた。優勝は千葉
県支部 B チームで昨年に続き 3 連覇を達成。代表選手加藤威（昭３
３学電）高萩隆司（昭３８学電）長森茂（昭４９学子）綿引貞男（昭
３８学電）。

（３）夏季定例会 ７月１５日（火）万木城カントリークラブ（いすみ市）
の東、南コースで開催。参加人数１６名、優勝 三幣 正（会友）
（４）多賀工業会・あやめ会合同コンペ １０月２０日（火）佐原カント
リークラブ（香取市）にて開催予定で現在参加者募集中。締切り９
月１０日頃
チーム対抗戦もあり多数の参加を期待しております。現在チーム対
抗戦の成績は２勝３敗です。
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このページには「支部役員・役割・連絡一覧表」が掲載
されていましたが、個人情報保護のため archive からは削除
しました。
元の記事を確認したい方は
へ連絡してください。

shibukanji@mbn.nifty.com

