
神撫会・東京高１９回の雑記帳（ブログ） 

ブログ体裁が変わりました。 

Geolog ブログ（雑記帳） 引っ越し 

• 2014/5/9(金) 午後 9:49 

 

 Yahooプロバイダの都合により長年利用していたGeologブログ（雑記

帳）は使えなくなるので、 

雑記帳_nagata19tyo 

http://nagata19tyo.blogspot.jp/ 

に引っ越しします。 

（昔のものは 「すべて表示」をクリックすれば 展開されます。） 

（「リスト」が見えたら そのクリックで タイトルだけの表示となり 

 十数件確認できます。） 

ブログ体裁の変更 

• 2014/4/23(水) 午前 0:05 

YAHOOの都合によりブログ体裁を変更。 

第３回この人に拍手会（3/22）報告 

• 2014/3/26(水) 午後 11:51 

 
３／２２（土）晴天、神戸レガッタ倶楽部で開催。参加２７名。 

プレゼンターは、詩人 季村敏夫君で、Ｑ＆Ａを含め、約１時間、熱く語られた。"I am a father" を巡って、

暗示的、感性的、含蓄深いシナリオであり、極めて意味深長であった。（ｓ岡本氏記：抜粋） 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54250976.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2014/05/09
http://nagata19tyo.blogspot.jp/
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54176307.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2014/04/23
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182465.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2014/03/26


大地さん、短歌で賞をいただく 

• 2013/12/27(金) 午後 11:30 

 

毎年 秋に正倉院展が開催されますが、短歌コンクールというのがあり（第２回目、主

催：読売新聞社＆奈良国立博物館）、大地さんの出した歌が優秀賞に選ばれたよし。公表

１月、表彰その後。おめでとうございます。 

 掲載 右記 https://mik2005.jp/shosoin/tanka/ 

展示を見て感じたことや宝物に対する思いを歌ったのだそうです。 

 

第２回「この人に拍手」会実施 

• 2013/9/27(金) 午前 0:00 

 

９月２２日神戸レガッタ倶楽部にて実施、関東から４名を含め２７名出席。ゲストスピーカーのＴ君の準備万

端かつ絶妙の内容で楽しいひとときを過ごした。大企業の第一線での責任の重さや幾ばくか。普段知りえない

人を知ったのも非常に有益だった。１時間のプレゼンあり、ＮＨ概要、ＮＨＦ、Ｃ桜、社長業。ここだけの話

もあり。風土刷新と経営改革、さらっと爽やかにごっついことをやり続ける。Ｔ君・ＮＨグループ、 

頑張れ。 

第三回プレゼンター、自薦他薦可 連絡下さい。 

（以上 ｙｙ氏／岡本氏／大地氏） 

 

  

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182459.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2013/12/27
https://mik2005.jp/shosoin/tanka/
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182452.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2013/09/27


 

長田高校 運動部 健闘（山岳部・アベック優勝、サッカー４位） 

• 2013/6/1(土) 午後 4:48 

 

高校総体 山岳部： ６月９日 

 登山の団体は長田高が初の男女アベック優勝 

http://www.kobe-np.co.jp/news/sports/201306/0006066262.shtml 

詳細：http://nagataalpineclub.green.coocan.jp/ 

----------------- 

サッカー：高校総体ベスト４進出 

６／１（土） 準々決勝 結果  

 残留４校  神戸科技、市西宮、長田、滝川第二 

６／７（金） 準決勝戦 結果 

 （神戸科技、市西宮）、（長田、滝川第二） 

   （０    ２   ）   （０     ２） 

 ・・＞＞長田高 健闘ここまで、残念でした。 

６／９(日)  三決・決勝 

 決勝 滝川第二 ５‐０ 市西宮 

 ３決 神戸科技 ２‐１ 長田 

以上 

第１回「この人に拍手」会実施（Ｙ君お祝い） 

• 2013/5/19(日) 午後 10:55 

 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182447.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2013/06/01
https://home1.tigers-net.com/nagataalpineclub/
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182447.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2013/05/19


5/18 神戸まつりの前日、中華街近辺は賑わい。フレンチレストランで２０名の参加・貸切り。久しぶりの

再会に和気あいあいとした雰囲気で会進行。中程でＹ君による今回のMBAコースを志した経緯云々プレゼ

ンあり、特に苦労話（統計学）には大盛り上がり。今後もこの様な会を続けて行こうという事に。 （ｓ天

野氏記） 

★世話人雑感（抜粋）・・追記 

メイン・イベントのＹ君のプレゼン 

・・・タイトル：６４歳の卒業式・・中略・・ 

・・＞＞還暦過ぎし私達にインパクト大、シナジー効果を期待！ Ｙ君！有り難う、kick off starter。 

・・＞＞今後も、青春マインドを保持している人にお願い予定。 （ｓ岡本氏） 

山本亮選手応援パブリックビューイング（五輪観戦） 

• 2012/8/13(月) 午後 9:05 

 

昨日８月１２日 東西（新橋と長田高校）で応援のパブリックビューイングが開催されました。 

 

東京の様子は 東京支部のＷｅｂ 

  http://nagata-tokyo.jugem.jp/ 

長田高校 講堂の様子は 神撫陸友会応援Ｗｅｂ 

  http://ja-jp.facebook.com/jinburikuyukai 

に掲載されています。 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182439.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2012/08/13
http://nagata-tokyo.jugem.jp/


高校の学区統合のこと（２） 

• 2012/3/29(木) 午前 0:35 

 

久しぶりに県教育委員会の記者発表資料をチェックしました。 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/kisya23/2401/2401064.pdf 

   「・・・新通学区域に係わる基本方針」  

また 2012年１月６日 神戸新聞が出した記者発表後の記事、 以下。 

  公立高校学区再編 １年遅らせ２０１５年度実施 

  http://www.kobe-np.co.jp/news/kyouiku/0004726546.shtml 

１．新通学区域・・・現行の１６学区を ５学区に再編 

  第１学区（１９校）  以下の現行通学区域   

    神戸第一・芦屋（４）、神戸第二（５）、神戸第三（７）、淡路（３） 

    ・・・＞＞旧学区 神戸１・２・３は統合 ですね。  

２．実施時期 

  平成２７年度入学者選抜（平成２７年２，３月実施）から 

岡本忍先生のお墓参り（ネパール行） 

• 2012/2/6(月) 午後 6:10 

 

山岳部ＯＢ会のＨＰに岡本先生のお仲間（お若いからお弟子さんと呼ぶのがいいのか）笹

倉先生の 埋葬の地 ネパール・ツクチェへの「お墓参り編」がアップされました。 

 

１．岡本忍先生のお墓参り 

   （ヒマラヤ・ツクチェへの旅） 

２０１１年１２月２３日～２０１２年１月５日 

http://icts.private.coocan.jp/nagata/shinobu/shinobu-20111223.pdf 

---------------------------------- 

２．「ヒマラヤの小さな村に眠る岡本先生」 

   ～ 岡本先生ネパール・ツクチェ埋葬の旅 ～ 

２００９年１２月２４日～２０１０年１月５日 

http://home1.tigers-net.com/nagataalpineclub/sinobu00.html 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182437.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2012/03/29
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182436.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2012/02/06
http://icts.private.coocan.jp/nagata/shinobu/shinobu-20111223.pdf
http://home1.tigers-net.com/nagataalpineclub/sinobu00.html


季村敏夫氏 現代詩花椿賞 贈賞式（11/30） 

• 2011/12/1(木) 午後 11:42 

 

11/30 銀座・資生堂にて１９回生 詩人：季村敏夫氏の花椿賞の贈賞式が行われました。選考委員の話しやら

詩人：金時鐘氏の論評がありました。女性選者が「震災後の復旧の中で役立つ」云々。１９回は永来・平安・新

山の３名が立会。文壇の著名人いたかも、門外漢は専ら遠慮なくごちそうを食べるのに専念。奥方も出席され多

数の文壇仲間（どの人か不明）から祝福を受け季村氏は上機嫌でした。 

第２９回現代詩・花椿賞の受賞作は 「ノミトビヒヨシマルの独言」。お買い求めは早めに。 

 

東京支部、桃・柿育英会に出資 

• 2011/11/1(火) 午後 10:20 

 

神撫会・東京支部は６月支部総会にて集めたカンパ金を 桃・柿育英会（東日本大震災

遺児育英資金）に出資することにして支払を開始、１０年間継続する。 

 

◎桃・柿育英会 東日本大震災遺児育英資金 

 http://momokaki.org/index.html 

16年前・・大震災を経験し・“桃・柿育英会”を立ち上げ、・・この度、更に多くの孤児や遺児・・。彼らを支援し、

励ます資金を集める・・ 

 

◎震災遺児基金１０年で３０億円に 

 http://www.kyodonews.jp/feature/news04/2011/11/post-5539.html 

 2011.11.04  

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182435.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2011/12/01
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182433.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2011/11/01
http://momokaki.org/index.html


季村敏夫氏 現代詩花椿賞・受賞 

• 2011/9/26(月) 午後 4:10 

 

（T.平安氏より 11.09.26） 

１９回生の季村敏夫君が第２９回資生堂 現代詩花椿賞を受賞しました。 

http://www.shiseido.co.jp/corp/culture/gendaishi/ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/現代詩花椿賞 

第 29回（2011年）季村敏夫『ノミトビヒヨシマルの独言』  

 歴代の受賞者を見ると日本の現代文学の錚々たる人たちであります。 

以上お知らせいたします。 

－－－－ 

この連絡の後 毎日新聞に受賞の報が出ました。 

 現代詩花椿賞：季村敏夫さんに 毎日新聞 2011年 9月 27日 東京夕刊 

 http://mainichi.jp/enta/art/news/20110927dde018040080000c.html 

・追：１０／４神戸新聞・朝刊（文化欄）に姿写真付の記事が掲載。 

 神戸の詩人・季村敏夫さんに現代詩花椿賞   2011/10/04  

 http://www.kobe-np.co.jp/news/bunka/0004523619.shtml 

＝＝＝＝ 

また季村氏が 受賞のことば を送付しれくれました。 

http://www.geocities.jp/nagata19tyo/hanats_jusyou_kimura.html 

希望・・・大地さんの歌より 

• 2011/5/1(日) 午後 7:36 

 

・１９回生 大地たか子さんの許可を得て、その歌集からさらに５首ほど掲載します。今回の震災の癒しになれば

幸いです。 

１９回生 大地たか子さん 著 

 短歌集 「マナ ベタモウ」  青磁社 より 

’９５年 阪神淡路大震災に自宅で遭遇のところから抜粋 

＞＞＞ 

希望・甦れ日本 ・・・以下に掲載 

http://www.geocities.jp/nagata19tyo/tomorrow.htm 

（その他 のページから飛べます。） 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182432.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2011/09/26
http://www.shiseido.co.jp/corp/culture/gendaishi/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%A9%A9%E8%8A%B1%E6%A4%BF%E8%B3%9E
http://n19tky.raindrop.jp//hanats_jusyou_kimura.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182431.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2011/05/01
http://n19tky.raindrop.jp/tomorrow.htm


神撫会館が有形文化財に登録される 

• 2010/7/17(土) 午後 5:17

以下のこと 長田高のmixiに掲載されていました。 

----------------------- 

「文化審答申：国の登録有形文化財、天文科学館も登録 県内新たに３カ所 ／兵

庫」 

７月１６日に文化庁の文化審議会（西原鈴子会長）がまとめた答申で、神戸市長田

区の「県立長田高校神撫（じんぶ）会館（旧県立第三神戸中学校図書館）」と・・・中略・・・が登録有形文化財

に登録されることになった。 

～～～ 

毎日新聞 2010年 7月 17日 地方版 Ｗｅｂ記事消え。別途 

http://www.kobe-np.co.jp/news/bunka/0003208429.shtml 

神戸新聞 2010年 7月 17日 

-------------------------- 

長田高校のＷｅｂ（公式）にも 

 10/07/26 「神撫会館」文化財指定のお知らせ 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~nagata-hs/ 

と掲載されておりました。 

恩師 前田米太郎先生のこと（続き） 

• 2010/6/5(土) 午後 7:54

長田高のMIXIに掲載されていた情報、以下。 

１．理科で生物をご担当。ショウジョウバエを飼育され、遺伝の研究などでも有名でした。（２

７回生） 

・・・・・→Ｗｅｂで論文の本文も見れます。ご興味があればどうぞ。 

（１）http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnlabstract_en.php?cdjournal=ggs1921&cdv

ol=59&noissue=3&startpage=249 

翅が伸ばせない？キイロショウジョウバエ変異体の研究〔英文〕 

Studies on the unextended (uex) mutant of Drosophila melanogaster  1984 

（２）http://ci.nii.ac.jp/naid/110003375461/en 

Further Studies on the unextended (uex) Mutation of Drosophila melanogaster 1997 

２．「ミニ校史」編纂（２０回生より）  

母校９０周年の事業の一つとして、「ミニ校史（仮題）」を作ろうとしています。これは前田米太郎先生が長田高校

勤務中に丁寧に整理された資料をもとに、三中、長田高校にまつわるさまざまな話題を編集する もの  だそう

です。 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182430.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2010/07/17
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182427.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2010/06/05
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ggs1921/59/3/59_3_249/_pdf
http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnlabstract_en.php?cdjournal=ggs1921&cdvol=59&noissue=3&startpage=249
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003375461/en


恩師 前田米太郎先生のこと 

• 2010/6/3(木) 午後 6:33 

 

下記 本日 連絡を受けました。 

－－－－－－－ 

長田高校の生物の先生であった前田米太郎先生が５月２０日に 

お亡くなりになりました。享年８４歳。 

御葬儀は近親者のみで５月２２日に行われたそうです。 

御夫人の美代子様から本日御連絡を頂きました。合掌 

Ａ.大塚氏より 

 

恩師：岡本忍先生 天空の地に埋葬 

• 2009/12/14(月) 午後 1:23 

 

 先生におかれましては 

’０９年１２月１２日朝 永眠されました。 

ご葬儀は １３～１４日 三宮で催されました。 

合掌。 

 

この夏に傘寿の祝いだったので齢８０のはず。 

ガンの治療はかなり以前からしておられたご様子。 

なお 先生のご遺志により香典辞退となっております。 

------------ 

【追】葬儀委員を勤めてくれたＹ.安田氏からＣＤ配布がありました。 

その内、岡本先生のお嬢様が編集して持ち寄って下さった 

ネパールの写真 一部２～３枚Ｗｅｂにアップしておきました。 

 

にこやかな先生のお顔と奥様の姿もあります。 

http://photos.yahoo.co.jp/ssniiyama  

この中の 岡本先生集_抜粋（私のネパール） に在。 

------------- 

【追２】１２月２８日 先生の遺骨はネパール、ツクチェの地（写真）にお仲間の笹倉夫妻の手で埋葬されたそうで

す。 

（１）埋葬記： http://www.geocities.jp/nagata19tyo/Pilgrimage_to_Nepal.htm 

（２）笹倉夫妻ツクチェ埋葬記・詳細版 抜粋 

http://www.geocities.jp/nagata19tyo/_maisou.htm 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182428.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2010/06/03
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182426.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2009/12/14
http://n19tky.raindrop.jp/Pilgrimage_to_Nepal.htm
http://n19tky.raindrop.jp/_maisou


０７１２長田高校１９回 同期会＆傘寿の会 実施報告 

• 2009/7/13(月) 午後 1:41 

 

新たなる旅立ち ”Let's Reset Together!”  

 １９回同期会＆傘寿を祝う会 実施報告 

（三宮アロアロにて ７月１２日午後～） 

 

１．参加、予定通り 演奏協力３名を加え ４７名。 

２．会の発起人・安田氏の挨拶と友久氏の乾杯でキックオフ。暫し飲食・懇談。 

３．「傘寿（サンジュ）にも関わらずベージュ（米寿）色の服で来られた岡本先生」 と司会 辰巳氏のダジャレ

で先生の傘寿の祝いを開始。先生からは「その年齢になって初めて体験する、なってみないと判らないことが多々

ある。皆さんも還暦を過ぎ次々に未体験のことに出くわすでしょうが 頑張って生き延びて下さい」と我々への

激励のお言葉を頂戴しました。  

４．矢野司空・浦沢さつき さんの邦楽演奏。 

 今回は尺八と筝の演奏のみで説法は無し。「６０を過ぎた皆さんに説法はもう遅い」 （和尚冗談）。お酒の入っ

た我々聴衆の前で高尚な音楽を聞かせてくれました。 

５．Ｔ山本氏他３名による「Evergreen」バンドの演奏 

 新たなる旅立ち ”Let's Reset Together!” のハナムケに 「中学生より聞き分けとノリの悪い（元中学校長

談）」我々を相手にチャージアップをしてくれました。最後は合唱でしたが、慣れない歌に聴衆戸惑いも。 

６．お開きで、集合写真と岡本先生の写真集（絶版本）を貰って外へ出る。 

７．まだ時間が早いので 半数近くすぐそばの にしむら珈琲へ入り懇談を続ける。 

 

https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/54182425.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nagata19tyo/archive/2009/07/13

