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　同窓会員の皆様には益々ご健勝にてご活躍のことと
お慶び申し上げます。また日頃より同窓会の活動につ
きしてはご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　平成28年２月より神港橘高校同窓会立ち上げのた
めに、ご尽力を頂きました両校（神港・兵商）の同窓
会役員の皆様にも改めて御礼申し上げます。
　神港橘高校同窓会は、昨年６月３日に設立記念総会
にて無事誕生致しました。以来、両校から選出されま
した理事の皆様により、12回の理事会といろいろな
イベントを毎月開催し、本年２月25日には同窓会入
会式において、念願の第一期生を迎え入れる事ができ
ました。両校の同窓会員の皆様には、その卒業生を両
親のごとく、やさしく見守って頂きたくお願い申し上
げます。
　この１年間、会長として至らぬ事ばかりでしたが、
私なりに新しい同窓会がどうあるべきかを問いかけ
“骨太の組織の確立”と“新校の充実発展の為に如何
に寄与すべきか”を考えて参りました。“骨太の組織
の確立”の為に遅れていた兵商の同窓会員の実態調査
から始まり、会員名簿の作成と充実に努め発刊にこぎ
つけました。そして、両校が一丸となってバックアッ
プ体制を整える為にも任期の１年を兵商から会長に立
候補された鍵統括副会長に担って頂くことと致しまし
た。両親（神港・兵商）が仲良くすることで子供（神
港橘）が安心してすくすくと育つ環境をつくり、早い
時期に新校の卒業生の皆様に運営して頂くよう準備を
していくところであります。“新校の充実発展の為に
如何に寄与すべきか”については１年間の任期ではた
くさんの事が出来ませんでしたが、在校生関係費を３
年間100万円計上した中で、本年度は４張りの集会用
テントを寄贈することが出来ました。そして物資面だ
けでなく、もっといろいろな面で在校生が今必要とし
ている事にすぐ対応をすべきと考えています。
　最後になりましたが、1年間と短い期間でしたが、
神港4年間の会長経験と合わせ、何とか神港橘高校同
窓会の基盤作りをさせて頂けたかなと自負しておりま
す。これも、このすばらしい神港橘高校を見守って頂
き同窓会の立ち上げに寄与して頂きました山下初代学
校長・蔵本前教頭並びに職員の皆様のおかげです。改
めて御礼を申し上げ挨拶とさせて頂きます。

　この度、神戸市教育委員会学校環境整備課から神港
橘高等学校に着任いたしました谷口元庸でございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
　同窓会員の皆様におかれましては、ますますご清栄の
こととお喜び申し上げます。平素より、本校教育活動に
対してご理解とご支援を賜りまして、厚くお礼を申し上
げます。
　私は、会下山の地から少し東の兵庫区荒田町で生ま
れ育ち、30年近く住んでおりましたので、この地域の空
気、雰囲気にはとても馴染みがあり、好きです。そして、
教員として平成３年から12年まで９年間、本校の前身で
ある神港高校で勤務し、この地で阪神淡路大震災も経
験しました。震災当時、最大1000人以上の避難者に、地
元自治会の方々と共に対応したことが、つい先日のこと
のように思い出されます。また、平成29年度から２年間、
教育委員会で勤務しておりましたが、その仕事内容には、
神港橘高校校舎新築に関する事務手続き等がありまし
た。さらに、平成29年８月に会下山の地に移転し、無人と
なった兵庫商業高校の跡地管理もしておりました。この
ようなことから、この度、着任しました神港橘高校には
大変強い縁を感じております。
　さて、今年２月に１期生が初めての卒業生として巣立
ち、その進路状況は、地元地域を中心とした民間企業就
職者が約130名、大学・短大・専門学校等への進学者が
約170名という結果でした。就職者数については、市内
の高校において科学技術高校に次いで多く、地元地域
に貢献できる人財を育成するという本校創設のコンセ
プトに見合う実績を残せたのではないかと思っておりま
す。進学者については、商業の専門高校ならではの専門
学科推薦や資格公募推薦、あるいは指定校推薦、ＡＯ入
試を利用して多くの生徒が合格を手にしました。
　今年度、開校４年目を迎えるにあたり、過去３年間の本
校の教育活動のあり方を振り返りつつ、道徳教育を基盤
とし、産学民公との連携をさらに強化した上で、新たな
商業高校としての歩み、具体的な取組を進めていくた
めに教職員一同努力してまいります。今後とも、同窓会
の皆様には様々な形でご支援をいただくこともあろう
かと思いますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、同窓会の皆様のますますのご健
勝を祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ 着任のご挨拶

昭和45年卒（神港22回生）

同窓会長　杉原　　守

神戸市立神港橘高等学校

学校長　谷口　元庸



　（3）

1.「全国産業教育振興中央会御下賜金記念優良賞」
3組　石田　詩葉
2.「全国商業高等学校協会賞」
3組　末広　栞
3.「兵庫県高等学校商業教育協会成績優秀者賞」
3組　江城　真宙
4.「兵庫県産業教育振興会優良賞」

1組　宮本　早菜 2組　松本　栞里 3組　高松　和生 4組　和田　菜摘 5組　坂田　春樹 6組　今井　里咲 7組　宮﨑　花音
8組　菅　由利子

5.「神戸市立高等学校産業教育表彰」
2組　諸岡　千明 3組　濱西　裕太 3組　長谷川美紗 4組　横畑依里佳

6.「全国商業高等学校協会検定１級　３種目以上合格者表彰」
７種目 3組　末広　　栞

６種目 3組　高松　和生 4組　和田　菜摘

５種目 3組　石田　詩葉 3組　江城　真宙 3組　中村　来希 3組　濱西　裕太 7組　宮﨑　花音 8組　菅　由利子

４種目 3組　圓戸ひとみ 3組　角屋　竜一 3組　新　　涼花 3組　橋本　萌 4組　横畑依里佳 7組　加藤　優奈 8組　竹内菜々実
３種目 2組　久野　優衣 3組　小西　直人 3組　長谷川美紗 3組　濱田　悠哉 3組　樋口　雅啓 3組　丸山　紗季 3組　山口　祐史

4組　田中　龍希 5組　石川　琢眞 5組　角浜　柊司 5組　坂田　春樹 5組　名越　尚美 6組　今井　里咲 6組　西野　輝
6組　向　　星花 6組　森田　香鈴 6組　山田　梨湖 7組　宇戸明日真 7組　占部　紫帆 7組　大阿久　響 7組　行德　　聖
7組　出口　隆真 8組　下平　麗 8組　林　　杏香 8組　藤原　みゆ 8組　細川　真佑

7.「神戸市立高等学校体育連盟賞」
最優秀選手賞

●柔　　道 5組　石堂　波瑠 ●体　　操 5組　工藤　翔南
優秀選手賞

●体　　操 5組　髙橋　誠悟 ●ソフトボール 4組　近重　紗那 5組　福島　由奈 7組　藤原　佳奈
ベストメンバー賞

●硬式野球 5組　光弘　幸紀 　　 ●柔　　道 1組　上野　華子
●卓　　球 3組　濱西　裕太 5組　石川　琢眞 6組　樋口　聖唯 2組　福岡　海咲 4組　山神　舞依 5組　大沢　紗也
●ダンス 4組　山本　華 6組　中道　七海 　　
●バレーボール 5組　大西　紗生 6組　牛尾　仁海 8組　谷本　更紗
●ハンドボール 2組　足立　優衣 2組　小杉　優衣

みらい賞（学校賞）
学習成績の部

1組　宮本　早菜 2組　松本　栞里 2組　諸岡　千明 3組　石田　詩葉 3組　江城　真宙 3組　圓戸ひとみ 3組　小西　直人
3組　末広　栞 3組　髙松　和生 3組　中村　来希 3組　橋本　萌 3組　長谷川美紗 3組　濱西　裕太 4組　和田　菜摘
5組　名越　尚美 5組　浜口　郁海 6組　今井　里咲 8組　下平　麗 8組　菅　由利子

検定の部
2組　久野　優衣 3組　石田　詩葉 3組　江城　真宙 3組　圓戸ひとみ 3組　角屋　竜一 3組　小西　直人 3組　小松　瑞歩
3組　新　涼花 3組　末広　栞 3組　孫　　廉 3組　髙松　和生 3組　中村　来希 3組　橋本　萌 3組　長谷川美紗
3組　濱田　悠哉 3組　濱西　裕太 3組　丸山　紗季 3組　山口　祐史 4組　田中　龍希 4組　横畑依里佳 4組　和田　菜摘
5組　角浜　柊司 5組　名越　尚美 6組　今井　里咲 6組　新家多津南 6組　西野　輝 6組　向　星花 6組　森田　香鈴
6組　山田　梨湖 7組　碓戸明日真 7組　占部　紫帆 7組　大阿久　響 7組　行德　聖 8組　下平　麗 8組　菅　由利子
8組　竹内菜々実 8組　林　杏香 8組　藤原　みゆ

皆勤の部
1組　安藤美葉子 1組　吉田　佑衣 2組　南山　咲来 2組　諸岡　千明 3組　江城　真宙 3組　勝瀨　樹 3組　小西　直人
3組　髙松　和生 3組　中村　来希 3組　橋本　萌 3組　別府　里奈 3組　山口　祐史 4組　黄桜　朱莉 4組　澁谷　真実
4組　吹田　匠 4組　竹内　智昭 4組　横畑依里佳 4組　和田　菜摘 5組　髙橋　誠悟 6組　牛尾　仁海 5組　新家多津南
5組　竹谷　将 5組　吉中　和寿 7組　大阿久　響 7組　久保田未来 7組　西浦　猛太 8組　河合　幸虎 8組　北野　舞夏
8組　田口媛奈子 8組　寺川　史佳 8組　前　友滉

特別活動の部
1組　杉本　麻衣 1組　田渕　晴登 1組　宮本　早菜 2組　山本　媛子 3組　勝瀨　樹 3組　髙松　和生 4組　黄桜　朱莉
5組　石堂　波瑠 5組　小早川陽菜 5組　髙橋　誠悟 5組　豊川　碧 5組　野山　絢音 5組　吉野みなみ 7組　上田　汐音
7組　小松　璃子 8組　菅　由利子 8組　竹内菜々実 8組　林　杏香 8組　平山　侑里

卒業生外部表彰

同窓会理事（代表幹事）　　　　　　　　政田　祥彦　　　　幣　あや乃

同窓会幹事 1組 政田　祥彦 幣　あや乃 2組 上本　脩平　 宮本　萌奈
3組　 山下　甲志 田島　萌彩　 4組 池永　謄矢 吹田　匠
5組 坂田　春樹　 福島　由奈 6組 太田　玲士 竹安　駿也
7組 山口　達也 郷　穂乃香 8組 岡本　晴輝 木梨　隼輔

◆ 神港橘高校　第1回生　同窓会幹事 ◆
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　神港橘同窓会設立記念総会開かれる
昭和40年卒（兵商8回生）西銘　睦子

　２０１８年６月３日（日）、神港橘高校同窓会設立記
念総会が県民会館で開かれました。２０１９年４月から
は神港橘高校の卒業第Ⅰ期生を迎えて新たな出発点
になりますが、２０１８年度は、神港・兵庫商業両校の
合同総会の意味もあり、両同窓会理事が一堂に会し、
神港橘同窓会の設立総会について会合を重ねまし
た。元々違った同窓会活動をしていた双方ですが、
活発に意見を出し合いながら何度も話し合い、設立
総会を成功させようと努力してきました。
　総会当日は、参加の皆さんは緊張の中にも新制
神港橘高校同窓会が発足したのだという思いがこ
み上げ、感慨深いものがあったことでしょう。
　会場を変えて、生田神社会館での懇親会は雰囲
気が変わり華やいだ中で、各テーブルからは和気
あいあいと楽しい会食が続きました。ハイライトの
「ワタナベフラワー」の演奏は、年を重ねた人たち
にはびっくりするようなパフォーマンスでしたが会
場を盛り上げてくれました。
　集まれば皆“高校生”に戻る！神港橘高校同窓会
は神港・兵庫商業卒業生にとってもオアシスにして
いきたいものです。
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平成31年卒（神港橘1回生）
段床　遥奈

　西村川魚店さんで実
習した一年間は楽しい
思い出がたくさんあり
ます。毎週、本当に充実
した実習をすることが
できました。最初は不
安でいっぱいでしたが、
社長をはじめ、従業員
の方々が優しく、楽しく
仕事をすることができ
ました。みなさんといろ
んな話をすることがで
きて、勉強にもなったし、
学校での話も聞いてく
ださり本当に楽しかったです。
　二学期から始まったうなシューの開発では、購
買する側の立場になって売る商品を考えるという
ことはすごく難しく苦戦しましたが、社長のアドバ
イスなどをしっかり参考にして、うなシューという
素敵な商品を作れたと思います。商品開発はただ
売れそうなものを作ればいいというわけではなく、
ターゲットを決めてそのターゲットにあったニーズ
を考えることが大事だということを学びました。大
変ではありましたが、完成に近づくにつれて、楽し
さやうれしさも大きくなり、完成品を見たときは、
自分たちが考えて作ったものが実際に形になって
いることを実感して、とても感動しました。
　インターンシップを通して、普通に学校で授業
をしていても絶対経験できないことをたくさん経
験することができました。たくさんのことを学ぶこ
とができた一年間でした。春から社会に出て、大変
なことはたくさんあると思いますが、私は周りには
持っていない、このインターンシップという経験が
あります。絶対自分の強みになる
と思うし、学んだことを活かして
いこうと思います。
　実習先が西村川魚店さんで本
当によかったなと思っています。
一年間本当にありがとうございま
した。

平成31年卒（神港橘1回生）
諸岡　千明

　うなシューの企画では、一から商品を
作ることの大変さや楽しさなどを学びま
した。何度も西村川魚店さんと打ち合わ
せをし、誰に向けた商品なのか、この商
品を通してなにを知ってほしいのかなど、
買い手のことを一番に考えて企画した
うなシューが実際に販売されるとなった
ときは、この企画に携わることができて
本当によかったと思いました。
　年に20回という少ない実習ではあり
ましたが、
その回数以上に学ぶことが多くてとて
も充実した時間だったと思います。あま
りコミュニケーションをとるのが上手で

ない私ですが、インターンシップに参加したことに
よって目上の方とのコミュニケーションや、自分の
考えを発信することの大切さなど自分のためにな
ることを学び、身につけることが出来たと思います。
インターンシップで学ばせて頂いたことを活かし、
これから社会に出ても頑張っていきたいと思いま
す。本当に１年間ありがとうございました。

鰻シュー 〈１年間の感想〉
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平成31年（令和元年）度  予算（案）平成30年度収支決算書

科　目 予算
前 年 度 繰 越 5,080,648
準 会 員 会 費 3,000,000
出 資 金 2,000,000
総 会 会 費 900,000
事 業 収 入 1,000,000
広 告 料 520,000
寄 付 金 0
受 取 利 息 10
合 計 12,500,658

費　目 予算
総 会 費 1,000,000
理 事 会 費 30,000
事 業 費 1,000,000
事業費運営費小計 2,030,000
会 報 印 刷 費 470,000
会 報 発 送 費 2,000,000
在 校 生 関 係 費 1,000,000
特 別 補 助 費 1,000
事 業 費 小 計 3,471,000
人 件 費 800,000
通 信 費 150,000
備 品 消 耗 品 費 100,000
事 務 費 小 計 1,050,000
慶 弔 費 50,000
雑 費 10,000
予 備 費 100,000
諸 支 出 小 計 160,000
　 合 　 　 計 6,711,000
次 年 度 繰 越 5,789,658

科　目 30年度予算 30年度決算 比較増減
準 会 員 会 費 5,500,000 5,985,600 485,600
出 資 金 3,000,000 3,000,000 0
総 会 会 費 900,000 635,500 -264,500
事 業 収 入 1,100,000 805,000 -295,000
広 告 料 520,000 530,000 10,000
寄 付 金 100 0 -100
受 取 利 息 50 11 -39
合 　 　 計 11,020,150 10,956,111 -64039

費　目 予算 決算 比較増減
総 会 費 1,200,000 790,200 -409,800
理 事 会 費 30,000 14,700 -15,300
事 業 費 1,100,000 809,710 -290,290
事業費運営費小計 2,330,000 1,614,610 -715390
会 報 印 刷 費 450,000 465,264 15,264
会 報 発 送 費 1,800,000 1,871,822 71,822
在校生関係費 1,000,000 996,422 -3,578
特 別 補 助 費 1,000 0 -1000
事 業 費 小 計 3,251,000 3,333,508 82508
人 件 費 570,000 658,148 88148
通 信 費 300,000 125,299 -174701
備品消耗品費 170,000 105,720 -64280
事 務 費 小 計 1,040,000 889,167 -150833
慶 弔 費 50,000 0 -50000
雑 費 10,000 5,562 -4438
予 備 費 100,000 32,616 -67384
諸 支 出 小 計 160,000 38,178 -121822
合 　 　 計 6,781,000 5,875,463 -910070
次 年 度 繰 越 4,241,000 5,080,648 823148

平成30年４月１日～平成３１年３月31日 平成31年４月１日～令和2年３月３１日●神港橘高校
（収入の部） （収入の部）

（支出の部）
（支出の部）

【次期繰越金　預金明細】
みなと銀行兵庫支店 1,775,912

みなと銀行兵庫支店（学校） 3,304,736

5,080,648

会　計 西銘　睦子

以上適正に処理されていることを確認しました。

平成	31年		４月	４日
監査役 名村　博昌
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30.04.10 神港橘高校入学式出席
30.04.18 第1回　理事会 22名
30.05.02 会報「神港橘」設立記念号発行
30.05.17 第1回神港橘ゴルフコンペ

　【太平洋クラブ有馬コース】
32名

30.05.19 第2回　理事会 22名
30.06.03 神港橘高校同窓会設立記念総会 104名
30.06.20 第3回　理事会 16名
30.07.04 第1回神港橘ボウリング大会

　【ラウンドワン】
18名

30.07.21 第4回　理事会 21名
30.08.04 納涼会　【鴻華園】 21名
30.08.18 第5回　理事会 21名
30.09.22 第6回　理事会 21名
30.10.15 第2回神港橘ゴルフコンペ

　【太平洋クラブ六甲コース】
20名

30.10.24 第7回　理事会 17名
30.11.17 第8回　理事会 19名
29.12.08 忘年会　【和洋食・大一】 19名
30.12.19 第9回　理事会 17名
31.01.19 第10回　理事会 22名
31.01.26 新年交歓会　【千人代官】 69名
31.02.20 第11回　理事会 16名
31.02.25 同窓会入会式 7名
31.02.26 神港橘高校第1回卒業式出席 4名
31.03.16 第12回　理事会 22名
31.03.30 花見会 18名

平成30年度　同窓会事業報告 平成31年（令和元年）度　活動方針と事業計画

新設

導入拡充
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◆◆ 吹奏楽部 ◆◆

　みなさんこんにちは。神港橘高等学校吹奏楽部
です。私たちは、現在、２年生26名１年生22名計48
名で明るく楽しく元気よくをモットーに練習に励ん
でいます。
　昨年、初めての単独高校となり今年で神港橘高
等学校吹奏楽部も２年目となります。
　５月の定期演奏会、７月の夏のコンクールに向け
てさらにレベルアップした姿をお見せできるように
頑張ります。どうぞ応援のほど、よろしくお願いし
ます。

◆◆ 野球部 ◆◆

　野球部の歴史をさかのぼると、前身の神港高校
（神港商業学校を含む）、が春夏15回、兵庫商業
（北神商業）が春夏２回、計17回の甲子園出場が
あります。特に神港商業時代に第８回第９回の選抜
大会で２連覇。第91回を迎える選抜大会で過去に３
校しか達成していない偉業です。また、プロ野球の
セ・パ両リーグの初代審判部長や野球殿堂入りした
選手、プロ野球で活躍した選手を多く輩出した県
内屈指の伝統校です。
　硬式野球部は、この両校の歴史と伝統を引き継
ぎ、神港橘高校の開校と同時に創部されました。創
部から２年間は神港高校との合同チームで活動し
てきました。創部３年目、神港橘高校単独で出場し
た第100回全国高校野球選手権大会兵庫大会では
初戦を突破し、校歌を歌うことができました。
　現在２年生22名、１年生28名で活動しています。
神港橘高校の校歌を甲子園に轟かせることを目標
に日々活動しています。

部 活 紹 介
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◆◆ OA部 ◆◆

　私たちＯＡ部は、タイピングを中心に活動して
います。より早く、より正確に入力する技術を極め
ていこうと毎日繰り返し練習に励んでいます。そ
の成果の発表の場とし、ワープロ競技会に参加し、
近畿大会出場、全国大会出場を目標にしています。
神港橘高校の前身である神港・兵商の流れを引き
継ぐ活動です。その他、１年次に、ビジネス文書検定
１級取得、年２回毎日パソコンタイピング競技会に
も参加し、実力を確認しています。
　また、検定資格３冠以上を取得することを目標と
し、簿記・情報処理・商業経済・英語検定などの対策
を上級生が下級生を指導するという体制をとり、コ
ミュニケーション能力を鍛えていきます。第１期生
部員は、３科目以上の検定を取得し卒業しました。
　今後も仲間意識を育てながら、企業で働くうえ
で必要な技術を習得し、やって良かったと思う部活
動に育てていきたいと思います。

◆◆ 女子バレーボール部 ◆◆

　私達「神港橘女子バレーボール部」は、神港橘高
の前身である「神港高」と「兵庫商高」の合同チー
ムとして、開校と同時に発足しました。現在は、学
校も4年目がスタートして「神港橘高単独チーム」
で活動しています。常に県大会上位で活躍してい
た神港高に追いつき追い越そうと頑張っています。
練習時間を確保するために、毎週水曜日に「水曜
合宿」を実施したり、週末に大会があるときは、金
曜日から試合に向けて「校内合宿」をしたりしてい
ます。合宿の回数が多く、「貸し布団」を使用する
と費用が高くなるので、少しでも費用を抑えるた
めに校内合宿はすべて「寝袋」を使っています。ま
た、宿泊施設はないので、会議室の床にマットを敷
いてみんなで寝袋に入って寝ています。こんな経
験は、他の学校、他の部活動ではなかなか経験で
きないと思います。(「一生の宝物?」になります!!)
その成果か、県大会ベスト16程度は維持できるよ
うになってきました。あともうひと頑張りです!!
　また、バレーボールだけではなく、進路を確保す
るために「勉強」にも力を入れています。
　定期考査前には、勉強合宿を実施することで合
宿中には「一日6～7時間」の勉強時間が確保でき
ます。
　部員たちは、「自分の時間」が取れず、遊ぶ時間
もあまりありませんが、長い人生ですからこのよ
うに「必死で頑張る」という時があってもいいと思
います。大人になってからきっと「いい思い出」に
なるはずです。このように、「バレーボール」と「勉
強」の両方に頑張っている「女子バレーボール部」
です。応援よろしくお願いいたします!!
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　雑感～ゴルフコンペに思うこと～
神港元校長（兵商職員）榎　　昭平

　神港橘高校同窓会に縁あって、ゴルフコンペ
に参加させていただいています。毎度のことな
がら“今日こそば”と心を奮い立たせて臨むの
ですが、間もなくボールが上下左右にぶれ始め、
心との闘いが始まります。年配の方々とご一緒
するとその精神力に圧倒され、若い方々と回る
とパワーで圧倒されてしまいます。「まんまる
と　まるめまるめよ我が心……（木喰）」と精
神統一を試みるのですが簡単には立ち直れませ
ん。多くは惨憺たる結果に終わり「ゴルフの無
い国に行きたい」などとボヤクことしきり。に
も拘わらず“もうやめたい”とは一度も思った
ことはありません。それは、あれこれ言いなが
らもプレーは楽しいし、加えて同窓会コンペ独
特の、老若男女が集い、近況や懐かしい学校生
活の思い出話に花を咲かせる、その中に私も入
れていただける喜びがあるからです。往年の棋
士橋本宇太郎は「アマチュアは負けても相手が
喜んでくれる」と言いました。木喰上人の言葉
の続きは「…まん丸丸く丸くまん丸」です。
　「心の交流」を念頭に今後も大いに楽しませ
ていただきたいと思います。本コンペの益々の
発展を大いに期待しています。ゴルフ場は郊外
にあります。体力や後期高齢運転免許更新も気
になりますが、万難克服して今後も参加したい
と思っています。お世話いただく方々に感謝し
つつ。

　第一回ボウリング大会
昭和45年卒（神港22回生）塩芳　数也

2018年７月４日　新開地の「ラウンドワン」に
て、７時より開催
懇親会は、同じく新開地の「燕楽」
参加者はボウリング大会18名　懇親会　21名
　また初回なので、女性にハンディキャップ　
１ゲーム　20点のルール
（次回以降も　女性　20点のHCは継続。）
　但し　次回以降１ゲームごとに、優勝者には
△20点、準優勝者には△10点となります。
　足もそれほど長くなく　手も小さい私の今日
のパートナーは、13ポンドの「S」、指と指の
間隔が短い「穴の位置」「しっくり」ときた。
相方と「まずまず」のスコアー、隣のレーンで
は「めちゃ上手い」割鞘先輩。きれいなフォー
ムで投球されています。
　でも、私と同じレーンで競技した佐藤さん、
寺田さんの応援も頂き、優勝させて頂きました。
「ありがとうございました。」
　スコアーは伏せさせて頂きますが、皆さんに
「優勝」のチャンスがある神港橘同窓会のボウ
リング大会です。是非次回は「あなた」も参加
して下さいね。
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　初めての納涼会
平成22年卒（神港62回生）山根　和弥

　昨年の8月に行われた納涼会に初めて参加させ
ていただきました。毎年神戸の花火大会の日に
納涼会があることは知っていましたが、吹奏楽
部の合宿の日程と重なっていたので合宿の方へ
参加していました。ですが、今回は蔵本先生も
来られるということだったので杉原会長からの
半ば強制な勢いでの参加でした（笑）総会や新
年交歓会などの大きな行事以外には参加したこ
とがなかったので雰囲気も分からずの参加でし
たが、思いの外楽しく過ごさせていただきまし
た。こういう機会でないとなかなか体験するこ
とのない空間だったのではと思います。お酒が
飲めるから余計に楽しいということもあると思
いますが、美味しいものを食べながらわいわい
話をしていろんな方に声をかけていただきまし
た。生まれも育ちも神戸なのに初めてちゃんと
花火大会も見られたので良かったかなと個人的
には思っています。
　卒業してすぐの方でも一人ではなかなか難し
いと思うので、お友達とちょっといい食事と学
生の間にはなかったような雰囲気を楽しみに気
軽に参加してもらえればと思います。

　卒業62年で25人が集会　九回生同期会
　昭和32年卒（神港９回）松下　　茂

　1957年（昭和32）卆業から早や62年の月日
が流れました。卒業の年から一部を除き毎年同
期会、ミニ同期会（九友会）を開いてきました。
今回は２年ぶりの開催で、これまでの会で一番
多くの出席（103人）があった神戸チサンホテ
ルで開催しました。今回からは同期会、九友会
を統合して神港九友会としました。
　名簿上の248人への案内状を発送、25人の出
席となりました。今回残念な事は、約三分の一
の方から返信をいただけなかった事です。次回
は世話人各位の知恵を集めて一人でも多くの出
席と、欠席の方でも返信による近況の便りが集
まる事を願いつつ散会としました。

（写真）Ｌ　大山幸徳　(進行)Ｃ　松下　茂

2018年11月25日（日）　12時～14時
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　「忘年会」に心寄せて
昭和32年卒（神港9回生）松本　　武

　この一年どのように過ごしたか。どんな一年で
あったか。夫夫様様な「想い」を胸に人は集う。トシ
（年）を忘れる忘年会！
　トシはトシ（歳）と読み解くとき、「歳」を忘れ
るのも忘年会か！　つまり歳の差気にせず、お互
い「忘年の友」として集うことも忘年会、「一つの
形」か。
　何となく……気忙しく感じる……師走のムード、
その中にあって集う忘年会、迫りくる新しい年を前
に、子供こころにも似たワクワク感……有り様は様
様だが忘年会の趣き・意義はこの辺にありそうだ！
　皆さんはこの一年・この年の瀬をどのように…
如何過ごされましたか。
　さて、今回の舞台は「新長田」、駅を降り、モニュ
メント「鉄人28号」を横目に商店街を南へ向かう。
この界隈には2019・６月（完成予定）に「新長田合
同庁舎」が建ち、県＋市の職員1,000人（余）が順
次移転してくる。新聞報道によれば職員のランチ
需要だげで年間一億三千萬円・９階建ての新庁舎
へ年間30万人の来庁者を見込む……とある。
　「街」は新たな賑わいをみせ、経済波及効果と共
に大きく様変わりしそうだ。そんなことを思い浮
かべながら、緩る緩る歩くこと10分。このたびは兵
商卒お二人の参加を得て、平成30年12月８日（土）
18：00時～和洋食「大一」にて19名が一堂に会し
た。
　カジュアルな街の雰囲気にピッタリの普段着の
似合う「店」だ！　お互いこの一年に「想い」を巡ら
せながらの歓談、このひととき、二時間の談笑タイ
ムが過ぎ、夫々万感胸に帰路につく。小生現役離れ
て20年、傘寿を目前にしたこの日、リラックスでき、
まずまず居心地の良かった「店」、また訪ねてみた
い「店」……そんな印象を抱きながら帰路につい
た。この「店」を選び、手配いただいたことに謝意
表したい。
　最後に……各位の協力を得ながら、この「神港
橘カラー」がさらに徐々に成長すること期待すると
共に、今後ますます「忘年の友の集い」が発展する
こと願って止まない。＜完＞

　兵商レスリング部
昭和41年卒（兵商9回生）田　　浅雄

　兵商レスリング部は先輩より受継いだ練習法だ
けで何年も活躍して来た。現在のようにコーチ指
導者もいない県大会では宿敵育英と同等、いやそ
れ以上の実力があった。
　商業高校で女生徒が多く部員が集まらなかった。
私が３年生になった時、３年生２名、２年生２名、合計
４名（団体戦は７名）。新年度が始まり、「レスリング
をやりたくて兵商に入学しました。」やる気のある
新入生が来た。５～６人入部があった。
　部員の練習は区別なくハードである。新入生は
よく不満を言う。練習をさぼる。私達上級生の練習
方法にも限界があった。口から出るのは「俺に勝っ
たら好きな練習をしたら？」「３年生が卒業する迄
に勝ったる！」強気な新入生もいた。私達３年生２名
卒業後、県大会、そして近畿大会の団体戦も優勝
した。
　昔から受継いだ練習だけでも勝てる。もし良き
指導者がいたら、オリンピック選手も出たかも？
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　進化する花見会
昭和41年卒（神港18回生）坂口　義廣

　神港橘高等学校校門をスタートし、会下山公園一帯
の桜を眺めながらの散策、その後チサンホテルでのラ
ンチバイキングを楽しみ、続きカラオケへと・・・。
　思えばこの花見会のはじまりは、同窓会の行事では
なく杉原さん（現会長）の発案で希望者が集まってス
タートしたものと記憶しています。時は2004年頃で
した。朝早くから後輩が会下山の一等地に場所取りを
してくれました。杉原さんが10畳ほどの畳とビニール
シートを持参し設営、飲んで食べて懇談したのを思い
出します。このような花見会は、その後同窓会の事業
として開催され、いつからか、雨天にも対応できるよ
うにと、会下山散策と屋内での宴会形式に切り替わり
ました。この数年はさらに「カラオケ」が追加されて、
3種混合のユニークなイベントとなり、それぞれ自分
の好きなイベントだけ参加できるようになりました。
　神港橘高校同窓会でもこの花見会が引き継がれ開
催されたことを嬉しく思っています。進化してきた花
見会！同窓生親睦の機会として、これからはどのように
変化していくのか楽しみです。 写真は2006年（上）当時の「花見会」の風景と本年の花見会



（14）

　高校生活の思い出
平成31年卒（神港橘1回生）豊川　　碧

　私の高校生活の思い出は部活動です。私は龍獅
團という中国獅子舞や龍舞を披露する部活動に所
属していました。私は今まで運動をしたことがなく、
練習についていくにはとても苦労しました。しかし、
見知らぬ人たちの前で演技をすると、「よかったよ」
「頑張ってね」などの声をかけてもらったことで私
自身諦めずにやり切ることができました。
　国内だけでなく、龍舞の世界大会に二度出場し
ました。約十分間、走りながら跳んだり、龍につい
ている棒を振りまわしたり、全身を使う運動だった
ので、今まで以上に厳しい練習でした。何度もやめ
てしまいたい、と思ったこともありましたが、メン
バー同士で支え合い、なんとか乗り切ることができ
ました。
　本番当日、海外の現地の人が日本語で「ガンバッ
テ！」と声をかけてくれたり、技がきまると大きな声
援をくれたり、とても気持ち良く演技ができました。
そのときの感動や達成感、充実感は今でも忘れら
れません。
　他人の前で演技を披露し、皆が笑顔で拍手を頂
く、という高校生ではなかなか体験できないこと
ができました。この三年間、決して簡単なことはし
てきませんでした。しかし、今まであたり前に感じ
てきていた感謝の気持ちや、様々な人たちに支え
られてきたことを学び、人間的な成長がありました。
社会人になると、今まで通りとはいきません。厳し
いことや辛いことも多くあると思います。この三年
間で学んできたことに則り、心を強く持って頑張り
たいと思います。

　３年間の思い出
平成31年卒（神港橘1回生）濱西　裕太

　私は高校３年間、卓球部に所属し、県大会出場に
向けて日々頑張りました。練習はほぼ毎日あり、し
んどい時もありましたが、チームメイトと協力しな
がら練習しました。
　２年生の時に目標である県大会に出場すること
ができました。目標を達成した喜びを、チームメイ
トと分かち合いました。そこから目標は近畿大会
出場に変わりました。
　しかし、最後の大会でも近畿大会に出場するこ
とが出来ませんでした。目標を達成することが出
来なくて、悔しくて泣きました。泣くことが出来た
のも、目標に向かって努力したからこそ心の底から
悲しんで泣くことが出来たのだと思います。
　私は部活動を通して、目標に向かってコツコツと
努力することの大切さを知ることが出来ました。ま
た、チームメイトと協力したことで、喜びは倍増し
楽しい部活動を送ることが出来ました。私にとって
部活動は、良き思い出であり、一生忘れないものに
なりました。
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令和元年

5月15日(水) 第3回ゴルフコンペ

6月 1日(土） 総会・懇親会

7月 3日(水) 第2回ボウリング大会

8月 3日(土) 納涼会

9月 8日(日) ミニ旅行

10月 2日(水) 第4回ゴルフコンペ

11月 30日(土) 忘年会

令和２年

1月25日（土） 新年交歓会

3月28日（土） 花見会、カラオケ大会

◎イベントに参加希望の方は、お名前と卒業校名、
卒業年 (又は卒業回)､メールアドレスを以下の
いずれかにご連絡下さい。

　
◦神戸市立神港橘高等学校同窓会事務局
　e-mail ： shinkotachibanadosokai@gmail.com
　FAX：078-579-2210
◦塩芳　数也 （昭和45年卒･神港22回生）
　ＴＥＬ：080-6226-3213
◦川口　満春 （昭和55年卒･兵商23回生）
　ＴＥＬ：090-3864-7113

　◎お友達をお誘い合わせのうえ、多数のご参加をお待ちしています。
　◎詳細は、決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

平成31年（令和元年）度　事業部イベントの予定

平成31年（令和元年）度　理事会開催予定

偶数月 第3水曜日18時30分から 母校大会議室(使用不可の場合変更あり)

奇数月 第3土曜日14時から 神戸婦人会館の会議室(原則として)
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平成30年度神港同窓会運営協力金納入者名簿
協力金の納入ありがとうございました。

一　神

一神 29
宇田川 英次
一神 30
和田 俊雄
一神 31
池本 慶一
中村 誠太郎
一神 32
塩﨑（川本）節二
大澤（大沢）登
一神 34
上田 祐稔
田中 正夫
服部 晃
木村 泉三郎
一神 35
高木 彬
児島 孝
友沢 義巳
一神 36
川口 昭次
一神 37
桶谷（中橋）義郎
一神 38
中島 章
河合 幸雄
改正 節夫
原　 一男
清水 茂三
西垣 二一
一神 40
岡田 清
小橋 和夫
吉田 章
小山 勝
商併 01
塔野岡 正次

女　商

女商 12
西岡（芦原）志ゑ子
女商 15
卜部（清水）照子
女商 19
菊田（菊田）敏子
女商 22
小川 絹子
清水（内田）茂登子

中川 隆
藤原 良一
藤木 克尚
高普 05
桑畑 佳主巳
永田 猛
駒井 瞭
村瀬 和夫
佐々木（河原）和子
清原 光次
木村 光男
鈴木（鈴木）達弥
高商 06
宮岡（松尾）満子
山崎（天野）久美子
高普 06
佐藤 亙
初阪 啓介
中村 孝
三浦 正照
濵田（鷲尾）明美
高商 07
関谷（小野田）尚代
遠藤 明
中山 忠一郎
名田 成生
前嶋 健二
蔵本 登志治
丹治 吉次郎
木頃 久男
高普 07
渡部（渡辺）きみ
丸山 俊郎
阿部（三宅）堆子
吉野 雅彦
笹部（久村）都紀子
中野 憲治
藤丸 周三
秋山（林）今子
瀬尾（柴崎）美和子
白井（小鍜治）佐智子
栩原 務
高商 08
井口 哲夫
田中（手納）千恵子
奈良 征夫
浪花（岩倉）冝栄
高普 08
福田（藤原）民子
高商 09

山口 登
小国 隆史
進藤 勝彦
明田（日下）恵
高商 13
飯尾（橋本）正子
田窪 洋三
徳納 靖久
高普 13
上谷（高田）萃代
宮崎（松本）和代
大室 晴彦
八張（掛川）朋子
桝家（藤原）小鈴
高商 14
亀野（渡田）明子
金尾（山本）登代子
山中（森田）明美
水上 昌子
徳岡 誠一郎
林（黒木）瞳
高普 14
松本（西口）澄子
佐伯 羨民
田中（田中）実恵子
高商 15
小野沢（阿部）幸子
川畑 武臣
増本（宮脇）愛子
高普 15
甲谷（三木）奈香子
鵜飼 靖彦
池田（簑蔭）八重子
高商 16
一北 保五郎
森脇（岡）直美
倉　 孝
原田 克一
霜手（茶木原）多香子
大村（安田）千鶴子
中村 純一
高普 16
宮下（小野塚）純子
佐藤 巌
笹部 隆三
川崎 善弘
馬田 康佳
高商 17
井上 恵市
郡　 義信

赤井（垣尾）初枝
女商 23
桜田（富山）よしの
女商 26
上野（高岸）澄代
細見（川下）京秀
女商 27
井関 節子
横山（宇気）利子
中地 美喜子
女商 29
村上（忠田）伊勢子
東　 エミ子
中山（平山）謨子
直　 栄子
女併 01
赤木（遠山）千代子
浅井（綾部）和子
得能 尚子
木村 よし子
女併 02
宮本（網代）静子
原（幸勢城）尚子
寺西 和子
楠（涌元）多美子

高　校

高商 01
三上 実
高商 02
大島（米津）栄子
中道（宮武）喬子
高商 03
関口（立神）幸子
岩田（梅田）寿子
山根 實
村井（竹内）三和子
川頭 重晴
筒﨑 博子
高商 04
名村 博昌
高商 05
喜多 良平
杉田 泰子
西元 荘介
大西 良一
八代 尚二
萬屋（松本）員江
浅田（鍛治）鞆子
増田 清

佐藤 昭義
阪口（上町）栄
岡田（今中）順子
吉田 誠
五十川 昌代
西井（植田）泰栄
前川 芳子
藤尾（上田）安紀子
松下 茂
松本 武
上村 実
森本 卓郎
谷口 孝之
高普 09
古賀（八木）佳子
井勢（藤本）智香子
幸田 穣二
新美 健治
竹池 文子
田中（玉田）奎子
有田 宏
與茂（長手）久栄
浅見 勲夫
大山 幸徳
高商 10
小林 幹生
森田 吉伸
井筒 伸
工藤（杉本）宏子
高井（春名）美智子
北井 幸次郎
高普 10
小川（八代谷）淑子
高商 11
岡田（井上）敏子
安藤 公三
福田（藤村）弥生
中川 秀明
高普 11
山本 順一
内海（足立）明己
中谷 繁樹
高商 12
森田 久一
平田 聖幸
天羽（大迫）正樹
日高（原田）愛実子
髙田（佐野）弘
高普 12
横田（鈴木）康生

柴谷（後藤）雅博
長島 和夫
涌井 宏明
高普 17
吉田 孝司
山田 聿男
松尾 碩男
善本（飯田）正子
川井 修
北上（西原）保則
高商 18
錦織（加古）清美
光内 治彦
高本 富子
常本 芳正
西本（安藤）節子
藤野 充弘
土佐 茂
藤井 鶴子
浜崎（斎藤）みつよ
高普 18
高島（山本）好美
赤西 一夫
三戸森（上田）芳彦
高森（中浜）伸子
坂口 義廣
瀬尾（芳賀）みどり
高商 19
笹木（正木）静代
高普 19
井上 次夫
川脇 公明
丹羽 博
箱木 一良
渡邊 俊子
高商 20
沢田 憲志
土居（谷口）悦子
高普 20
酒井 喜久夫
尼子 秀信
白阪 佐紀子
名越 信次
高商 21
山口 高志
浜野 義樹
高普 21
大山 雅史
高商 22
一瀬（平松）千津子

佐藤（藤原）美恵子
池田（上本）しずか
杉原 守
高普 22
名越（森）たかほ
高商 23
財田 和弘
中谷（高田）朱美
高普 23
渋谷 朝治
松島（香西）信子
東本 正男
阿部 孝司
永井（芝山）恵美子
松本 高志
石井 鏞模
鶴谷 貢
高商 24
氏家（西村）恵美子
高商 25
山元 公臣
高商 26
伊勢木 雅章
高普 26
石田（前北）三貴子
髙島 昭彦
高商 27
永井（片山）洋子
長永（吉田）恵子
高普 27
乾（中川）真紀
高商 28
興梠 萬俐
長谷（柳田）恵子
高普 29
山本 和弘
山本 陽子
石田（平井）典子
山本 隆
鈴木 照司
高普 30
岡林 淳二
高普 31
下村 功
高普 32
品田（小島）明子
高商 33
梅木（鈴木）美弥子
川畑 龍雄
高普 33

（会員名簿順）

伊藤 雄康
高商 34
皆見（渋谷）洋子
高普 34
銀子（金子）勝博
中村 文男
高商 35
田中（東本）純枝
高普 35
竹村 佳修
高商 37
宮本 康代
高普 37
有元（中濱）明由美
高商 39
関谷（笹井）万喜与
高普 39
西川（好岡）知佐子
高普 46
金尾 和義
高普 54
名越 康晃
高普 56
西俣（小林）里栄
高商 60
塩飽 隆成
高商 62
指月 恵梨奈
高普 62
山根 和弥
高情 65
山本 祐毅
高普 65
田中 嵩人
高商 67
吉野 竜
高情 70
伊藤 翼

旧職員

榎　 昭平
榎本 裕
蔵本 朗
田上 信夫
坂本 敏夫
下川 浩一郎
験馬 文照
古溝 茂
新井 嘉寿美
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科目
前 期 繰 越 金 1,726,724
30年度運営協力金 1,034,440
そ の 他 収 入 9,300
広 告 料 10,000
受 取 利 息 7

収 入 合 計 2,780,471

科目 30年度予算 30年度決算 比較増減
前 年 度 繰 越 金 8,264,781 8,264,781
利 息 1,000 60 -940
総 会 会 費 500,000 348,000 -152,000
雑 収 入 32,000 32,000
総 会 お 祝 い 金 22,000 22,000
合 計 8,765,781 8,666,841 -98,940

費目
神港橘同窓会賛助金 1,500,000
協力金手数料 24,624
人 件 費 4,000
通 信 費 12,346
雑 費 6,264

支 出 合 計 1,547,234
次 期 繰 越 金 1,233,237

費目 30年度予算 30年度決算 比較増減
総 会 費 用 1,200,000 416,535 -783,465
役 員 会 費 100,000 0 -100,000
交 通 費 15,000 0 -15,000
通 信 費 550,000 430,092 -119,908
会 場 費 20,000 14,800 -5,200
事 務 費 50,000 45,768 -4,232
印 刷 費 270,000 399,600 129,600
ホームページ管理費 60,000 55,622 -4,378
賛 助 金 1,500,000 1,500,000 0
卒業生名簿作成 1,500,000 0 -1,500,000
雑 費 150,000 84,454 -65,546
小 計 5,415,000 2,946,871 -2,468,129

次 年 度 繰 越 金 3,350,781 5,719,970 2,369,189

合 計 8,765,781 8,666,841 -98,940

平成30年度収支決算書
平成30年４月１日～平成３１年３月31日

平成30年４月１日～平成３１年３月31日

（ 収入の部）

（収入の部）

（支出の部）

（支出の部）

●神港高校

●兵庫商業高校

平成31年度への繰越金　　5,719,970円
上記の通り決算報告いたします

会計 石坪　明美
監査報告
上記の会計決算について監査したところ適正であるこ
とを認め報告いたします
平成31年４月４日 会計監査 千坂　喜勝

平成31年４月４日 会長 杉原　　守
会計 塩芳　数也

【次期繰越金　預金明細】
ゆうちょ銀行(協力金) 209,820
みなと銀行兵庫支店	 856,893
ゆうちょ銀行 166,524

神港高校同窓会残 1,233,237

神戸市立神港橘高等学校
同窓会会則の改訂(案)

会則第24条をつぎのとおり改訂する。
現行

第24条　本会経費は、正会員の協力金及び在校生の
同窓会費、その他の収入をもってこれに充てる。

改訂案

第24条　本会経費は、正会員の協力金及び在校生の
同窓会費、その他の収入をもってこれに充てる。各
行事の飲食費は全額別途会費として徴収する。
第30条　この会則は平成30年6月3日（日）より施
行する。
　　附記　第24条を改訂し令和元年6月1日より施
行する。
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　出会い
昭和47年卒（兵商15回生）田中　和美

　平成15年頃、「同級生が集まっているので行き
ませんか？」と、バスケ部だった仲間に声をかけら
れて行ったのがきっかけで、学年の同窓会に行くよ
うになり、３年後ぐらいに幹事をするようになりま
した。
　懐かしい友達と再会して、気分は学生に戻って
います。それから一緒に幹事をしていた野球部
だった方に、「兵商同窓会の案内状発送準備を学
年幹事が集まって手伝いをするので、時間があれ
ば行きませんか？」と誘われて行ったのがきっかけ
で、学校全体の同窓会にも出席するようになりまし
た。そして懐かしい先生や先輩、同窓会に出なけれ
ば会うことのない先輩や後輩、たくさんの方と話
をしていろんなことを知りました。役員の方々の苦
労やその時々の学校の状態など、全く知らなかっ
た事もありました。子供からも手が離れ、「チョット
時間にゆとりができたのかな！」と思います。
　兵商の同窓会は閉会になりましたが、合併に伴
い神港橘高等学校同窓会での新たなる出会いを楽
しみにしております。皆様も時間が有れば是非ご
参加下さい。

　還暦同窓会
昭和52年卒（神港29回生）伊藤　千秋

　高校時代、人付き合いが苦手だった私は、仲の良
い友達も少なく、高校を卒業してからはその数少
ない友達とのつながりも薄くなっていましたので、
これまで同窓会の連絡をもらったことがなかった
のですが、偶然、同級生と出合い、ある日その同級
生から還暦同窓会の連絡をもらい出席したいと思
いました。
　同窓会当日は40年ぶりに会う同級生、顔は分
かっても名前の出てこない同級生達と少し緊張し
ながらも会話を楽しみました。すでに亡くなった同
級生の人達のご冥福を祈りつつ、穏やかな雰囲気
で会は進行し、あっという間に楽しい時間はすぎて
しまいました。
　私も歳を重ね少しは人付き合いもできるように
なり、この同窓会でより仲良くなった友達もでき、
同窓会後も忘年会、新年会とプチ同窓会で楽しく
すごしています。
　最後に、この同窓会を企画、開催して下さった
幹事の方々、大変ご苦労されたことでしょう。感謝、
感謝です。ありがとうございました。
　還暦同窓会に出席できて、本当に良かったです。
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　昭和45年（1970年）前後の思い出話
昭和39年卒（兵商7回生）井上　義行

　昭和の時代から平成30年を過ぎて、新元号にな
ろうとしています。
　古い話ですが就職、仕事を通じて思い出を少し
記してみたいと思います。
　昭和43年、44年の仕事の話はもっぱら大阪万国
博覧会の建設の進行度の報道が多く、納期に間に
合う、合わない、昭和45年の春の開催でした。次
回の大阪万博は2025年に決定していますが、今
後の事は次代の人にお願いして、昭和45年ごろの
自分の仕事の話ですが、自動制御機器メーカーの
販売部門会社に従事していました。関西地区、大
阪、神戸が担当エリアで、重厚長大産業時代でも
あったと記憶しています。営業担当はプラントメー
カー、装置メーカーが始まりでした。まず見積書、
「そろばん」活躍しましたね。次に電卓計算機（大
型でデスク用）　鞄に入るのを最初に購入したの
が￥10,000くらいだと記憶しています。四則演算
しかできないものでした。時に棚卸しの手伝いの
計算は「そろばん」でした。学校で習ったのがよ
かったかな？なかには「機械式計算機」ハンドルを
ぐるぐる廻して「なに？」タイガー計算機？これが得
意な人もいましたね。看板を見かけました。大阪市
淀川区十三付近で、いまは無くなりましたね。その
後の担当代えで流通部門	・	商社　代理店等の担
当時貿易商社には悩みました。見積り要求は当然
のことながら英文、最初は理解できない。上司、先
輩に指導を受け「何が要求なのか？」少し解るよう
になり、つぎに英文で返事、見積書、作成　「英語　
もう少しやっておけば」・・遅いちゅうねん・・英文タ
イプライター「授業で勉強したのになあ」インクリ
ボン、カーボン紙ASDF	セミコロン　LKJ	習った
のに、指一本で、ハンマーをパチパチ、「あっ間違え
たまた最初からや」　そんな営業のなかで、今でい
うFAXかな？「テレックス」が入り紙テープ？当時の
スピードでガチャガチャ、プリントアウトが速く　あ
のハンマーがこんなに早く動く？　機械のなかは
ゴルフボール状の印字部品がくるくる廻りさすが
英国製だなあと見た覚えがあります。今ではFAX
はあたりまえになりましたね。電卓、難しい計算、サ
インsin、コサインcos,タンゼントtan,三角関数は
即ですね。価格も安価になり、小型PC（パソコン）

で英文の解釈ができて、アナログ時代が懐かしい
昭和の時代でした。いまはなんでもデジタル、就
いていけてません。スマホ＝小型PCのように思っ
ています。　アプリ？　なんなの？　さっぱりです。
知ったかぶりで聞いたのですが、「Kb.Mb.Gb」容
量が多い　「なににいいのか？」　また、「1Tb」　
1テラビットの容量ですが例題で一般新聞を送信
したら、「１年分」を短期間で送る量になる。受信し
たらプリンターが動きっぱなし？読むのに大変です
ね。　という話らしい。
　昭和45年ごろから仕事に従事して、今は後期高
齢者、昭和　平成が過ぎこの古い話が掲載される
ころには、新しい年号になっていると思います。
　この時代に仕事に従事された皆さんまだまだで
すよ。頑張りましょう。
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—同窓会員のみなさまへ—		 	 	 	 	 	
　母校の本館２階（正門を入ってすぐ右の階段を上がってガラス扉を開け、右側の2つ目の部屋）に同
窓会事務局があります。毎週木曜日の10時から3時まで、開けています。是非一度お立ち寄り下さい。
また、同窓会に関するお問合わせやご意見は、E-mailやFAXでお聞かせ下さい。
〒652-0043	神戸市兵庫区会下山町3丁目16-1	（母校内）
ＴＥＬ078-579-2000	（内線254)　※木曜日10時から3時まで	 	 	 	
FAX078-579-2210　　　　E-mail	shinkotachibanadosokai@gmail.com
※神港橘同窓会のホームページが、新設されました。		 	 	 	 	 	 　
https://shinkotachibanadosokai.com

神戸市立神港橘高等学校同窓会事務局

会報の編集は、神港橘高校の2階にある同窓会
事務局で行っています。毎週木曜日には、神港
と兵商のメンバーが集まって和気あいあいとし
た雰囲気の中で作業をしています。お手伝いし
て下さるかた大歓迎です。ぜひ一度お訪ね下さ
い。	また、会報についての皆様のお知恵やご意
見をお寄せください。
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