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高退教　ハガキ通信

今号の掲載内容（掲載順）

中津支部
生田　茂…少しばかりの水田耕作、町

内自治会活動、地域防災活動、週２
日、中津東高校勤務等々、あまりの
んびりではない生活をしています。
大家　慎一…４月から完全年金生活者

になりました。まさに晴耕雨読の生
活を楽しんでいます。先日より孫二
人が来ていて孫にかかわる生活もよ
いものだと痛感しています。
河野　清春…お世話になります。皆さ

んの健康とご多幸と繁栄をお祈りし
ます。
川谷　治…のんびり過ごしています。
深蔵　美恵子…なんとか古稀を迎えま

した。草花を育てながらすごしてい
ます。（卓球も！）
宮本　美治郎…喜寿を迎え健康に留意

しながら毎日を過ごしています。
本徳　照光…郷土（中津）の歴史の研

究や、市の生涯学習講師、観光ガイ
ド等で頑張っています。

宇高支部
安倍　邦延…新型コロナウィルス感染

防止のため、自宅で自粛しておりま
すが、毎日、新聞を２時間程度熟読
しテレビなどを見て、社会の動きを
感知しております。春に植えた花の
苗が、赤白黄青と競って花を咲かせ
ております。６月に入って家の周り
の「あじさい」が大輪の花を咲かせ
一層賑やかになりました。老齢です
が病気もせず健康であることに感謝
し、これからも高退教の一員として
戦争のない平和な世上を願いながら
長生きしたいと思います。
岩尾　功一
古恵良　菊男…85才、杖をついての生

活ですが、元気です。ワープロにて
古典や雑学の整理をしています。今
後ともよろしく。
相良　貞喜…元気で老人クラブの世話

や野菜作りに励んでいます。
佐田　宏規…ペースメーカーを入れて

も不整脈がひどく、重度身障者（第

一種）。そのため運転免許を返上。
心臓手術が成功しても植物人間に近
い生活程度だから、受けていない。
手術しない方が人間らしい生活がで
きると助言されています。過疎でバ
スは午前・午後２本ずつ。バス停ま
で２㎞。このためどこに行くのも自
転車が多く健康な生活を送っていま
す。就任早々、辞任に追い込まれた
閣僚やだらしない国会などの状況を
考えると憤懣やるかたない毎日です。
佐藤　行生…90歳を越えましたが、車

の運転だけは続け頑張っています。
佐藤　卓…一応、元気でやっています。
副　史彦…白い猫が２匹の子猫を連れ

て来て置き去りにしていなくなりま
した。２匹ともメスで美猫のため雄
が何匹もハントに来ます。避妊手術
をすべきか。猫にも生む権利がある
だろうと困っています。どうするか
なあと話しかけると「ニャー」と言
うだけです。
東本　拓…自分でも驚くほど老化が進

今年度の高退教総会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のためやむなく中止といたしました。毎年、高教組情報に掲
載される「ハガキ通信」に近況報告をお願いしたところ、142名の会員の皆さんからお返事をいただきました。コロナ禍
のなか様々な行事がとりやめになったり、人と直接会って話すことが難しくなっています。そのような情況でこの「ハガ
キ通信」が会員同士の思いをつなげてくれると願っています。
会員名の間違いや誤植がないよう留意して作業をいたしましたが、もし会員の皆様に失礼がありましたら、ご容赦くだ
さい。

ハガキ通信 高退教の仲間の近況報告
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んでいます。子共たちからの注意事
項も増えました。これからも厳しい
日々ですが、出来るだけ前を向いて
過ごしていきたいものです。
中島　信彦…十年一日のごとく晴耕雨

読の毎日を過ごしています。
長野　裕子…在職中は大変お世話にな

りました。現在は非常勤として明豊
高校に週２日勤務しています。時間
ができたので庭の手入れや長年のモ
ノの片付け、ウォーキングなどして
います。野菜作りはまだまだ初心者
で失敗ばかりですが、楽しんでいま
す。
矢治　辰八郎…1940年生まれの私は今

年２月で80才になりました。２つの
病院に月１回ずつ通っています。そ
れなりに健康で自治区の区長を長年
しています。
矢野　英一…ご苦労様です。何とか元

気でやっております。ささやかです
が自家栽培の野菜を育て、旬のもの
が食べられるのを楽しみに生活して
います。

国速杵支部
安達　郁雄…１月末急性心筋梗塞で別

府の医療センターに緊急入院、治療
を受けました。今は回復し養生して
います。しかし無理はできず米作り
は止めました。農村民泊宿泊研修の
手伝いも｡唯一、公民館講座（文学・
古典）の講師だけは私の生き甲斐で
すので続けています。７月には末娘
に２子が誕生しますので、妻と１か
月程東京に行くことにしています。
阿部　映芳…元気です。コロナのため

なるべく外出を控えています｡早く
平穏な日々になってほしいです。
伊藤　公範…新型コロナの影響であら

ゆる会合や趣味の会なども中止にな
り、淋しくもありますが、なんだか
楽な気持ちにもなっています。ボチ
ボチ生きていこうと思っています。
岩本　仁蔵…恐ろしい病気難病で寝た

きり状態です。どなたか治す方法教
えて下さい！

魚返　正乗…このところ足腰が急に痛
くなり座骨神経痛と診断されまし
た。これからどうなっていくのか
と、興味津々たる思いですが身体の
方は日々弱まっていく毎日です。
竹村　幹人…元気です。
手嶋　薫…いつもお世話になっていま

す。どうにか元気に暮らしています。
友弘　清文…そそとした  日々の暮ら

しを  和歌を詠み  老後の歩みの  い
しずえにしむ
長野　香代子…毎年春はヨーロッパ旅

行をしていましたが中止は当然。先
行きの見えないコロナ禍や洪水・災
害等々で過酷な情況に困惑しており
ます｡致し方のないことかもしれま
せんが、今、政治家の働きに期待し
たいものです。
中村　文三…すっかり元気になり草取

り草刈り、野良仕事に追われていま
す。１月下旬より40分のウォーキン
グも始めました。
深見　春美…いよいよ後期高齢者にな

りました。今の体調を維持しながら
健康で生活できたらいいなあと思っ
ています。コロナの関係で家に居る
ことが多くなりましたが、自分でで
きることは進んでやって行きたいで
す。
森　雅彦…２月中旬、友人たちと家庭

麻雀を始めた時、脳出血で倒れ雀友
の機転でドクターヘリで搬送され、
事なきを得て入院１か月で退院、リ
ハビリ１か月を経て全面復帰してい
ます。13キロ減量できて別人のよう
な軽い動きができますが、退院後か
ら世の中がバイオハザードになって
いたので気をつけて生きています。
皆様もご用心を。
山本　幸子…新型コロナが世界を震撼

させていますが、人類がこのウィル
スに強く立ち向かい賢く立ち上がる
ことを試されています。“ソーシャ
ルディスタンス” よりも以前の社会
に戻りたい。
幸　龍三…現在、病気療養中です。

別府支部
植山　正宇…コロナ・原発･プラゴミ、

己の明日を気にしながら無為徒食の
日々です。
香川　寿子…長いスティホームもさす

がに飽き、ストレスがたまってきま
した。そこで外出を試みてはいます
が、やはり不安を抱えながらでは心
から楽しめません。趣味のコーラス
も｢三密｣の最たるものなので、ずっ
とお休みでとても寂しいです。
貴田　祐二…再任用フルタイム５年

後、非常勤で働いています。現組合
員（非常勤）です。講師の勤務条件
の向上に頑張ります。
栗林　久美…昨年はラグビーワールド

カップの別府ボランティアが一番の
思い出です。別府も賑わってとても
楽しかったです。今年はコロナ禍、
マスクをしてのウォーキングもいま
いち…。でも別府エール飯や別府
エール食うぽん券を活用して楽しん
でいます！
佐々木　典子…娘と二人住み慣れた臼

杵を離れ別府に腰を落ち着けまし
た。残りの人生を楽しく過ごそうと
思った矢先、コロナ禍を始め不安材
料が多くて元気が出ません。体の方
も年相応にガタが来て…。何よりも
一日も早いコロナの終息と、これ以
上の災害が起きないことをただただ
祈るのみです。
渋谷　武…今年４月、喜寿を迎えまし

た。最近物忘れや人の名前が出てこ
ない。歩行中つまずく事が多い等、
日常生活で多く感じられる。脳トレ
や軽スポーツをやっているが心配。
杉山　誠…新型コロナウィルスのた

め、いろんな面で大変ですが、当方
元気に暮らしています。
立川　道雄…原因不明、足裏の異常発

症して１年半になります。進行して
る気もしますが？　普通に生活、週
２・３日テニスもできてるので「良し」
と思っています。昨年３月、仕事を
全てリタイア、ゆっくり出かける予
定でしたが、コロナの影響で「旅行」
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出来なくなりました。給与も無くな
り経済的 “ゆとり” も。世の中旨く
出来ています。近況は下記へ
　https://www.facebook.com/
　http://blog.livedoor.jp/tachan2/
土谷　登章…県内４職場で勤務しまし

たが、その職場全てで分会長、中央
委員に選任されました。本務の他、
新聞部・演劇部・文芸部・卓球部な
ど部顧問をほとんど休み無く努力を
続けました。柔弱なるがゆえ苦労い
たしましたが、おかげさまで「天地
人  数多の恩恵  戴きて  八十路の坂
を  踏みしめ歩む」…そのような和
歌を詠みつつ、日々明るく楽しく生
きて行こうと思います。
藤内　達彦…昨年は長年見たかった

ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」に会
いにミラノへ。一昨年は取材旅行で
アウグスブルク（ドイツ）周辺をふ
らふらと。今年はコロナ禍で予定
していたポルトガルとバスク地方
（スペイン）行きは急遽取りやめ。
ずーっと巣ごもりで制作と旅行記を
まとめる毎日。でも元気です。
時枝　裕子…新しい生活様式にも徐々

に慣れ、健康一番で新たな楽しみを
模索している所です。皆さんのご多
幸をお祈り致します。
中川　國生…体調を崩し手術・入院・

通院にコロナが重なり大人しく生活
をしています。でも元気にしていま
す。
長野　憲治…元気です。
中村　英代…地球規模の気候変動で災

害がくり返し起こり、ウィルス対策
も後手。怒りが増す日々です。その
ような中、文化活動に関わり、人と
人とのつながりが、いかに大切かと
いうことに気づかされました。皆さ
まと元気でお会いできる日を。
矢田　詔之…老骨にむち打って何とか

頑張っております。
横道　信哉…｢胡蝶の夢｣を思い様々を

静かに見て生きようと考えているの
ですが、なかなかです。皆さんお元
気で！

大分支部
麻生　泰之助…コロナ禍のため、地域

の老人会の諸活動が中止や取りやめ
になる中、お互いの交流が途絶して
物足りない。
穴井　秀岳…芸術緑丘で再任用３年目

です。iPadを使った授業など新しい
ことにもチャレンジしています。で
すが、夜はしっかり焼酎タイムです。
池永　碩宏…術後４年になり少し元気

になりました。家庭菜園、オカリナ
もぼちぼち始めました。
池永　雅典…地区公民館長７年目、自

治委員は辞めましたが、地域でいろ
いろな役をおおせつかっています。
コロナの関係で会議、イベントが中
止。早く収束してくれるのを願って
います。
岩切　義和…元気にしています。皆さ

んも健康に留意してご活躍下さい。
内田　淳一…会員の皆さまには大変ご

無沙汰を致してしまいました。長い
間、公私にわたり格段のお世話にな
りました。議員を退いて９年、社民
党の代表を辞して２年が経ちまし
た。やっと肩の荷が降ろせると思い
きや、昨年９月、妻が逝ってしまい
ました。今は一人暮らしの生活を静
かに送っています。
内林　精二…現況の１日も早い終息を

願っています。
岡崎　喜一…相変わらず昼は盆栽の手

入れ、夜は晩酌を楽しみ時々都町に
出没しています。毎日のラジオ体
操、7,000歩のウォーキングも15年
目に入りました。
尾崎　朱美…元気です。世界をふるわ

せたコロナによって行動の制限があ
り、忙しかった身体に休みがとれ体
調が良くなりました。また活動が
徐々にもどって来ました。頑張って
います。
甲斐　直…91才のヨボヨボの爺さんで

す。元気な頃は60㎏余りあった体重
も40㎏になりました。年令相応とい
うべきか年令不相応の痩せ姿と見る
か…。手が震えて字も書けません。

情けない有様です。月水金と透析に
通っています。
河村　洋…2020年は「コロナなどに負

けるな！」でした。2021年以降は
「100歳以上の人生を目指して『緑
の山河』を歌いながらエールをとも
に送ろう」ですね。
今朝丸　アツ子…加齢で骨密度の治療

をはじめました。加齢で身体をぶつ
けることが多くなりました。加齢で
夫の車が妻の車にぶつかりました。
「華麗な加齢」な日々を過ごしたい
ですね。
今朝丸　進吾…この１年間は大した病

気もせず平穏な１年でした。しかし
新型コロナの流行はすさまじい影響
を与えましたね。一生のうちにこん
なことが起こるとは考えもしません
でした。
河内山　直…元気に過ごしています。
河野　俊一…詩を続けています。壺井

繁治賞や日本現代詩人賞の最終候補
に挙げていただきました。また、「戦
争と平和を考える詩の会」「９条の
会詩人の輪」にも所属して署名など
も行っています。頑張りましょう。
後藤　忠人…卓球、グランドゴルフが

コロナのため出来ません。野菜作り
で毎日を元気に過ごしています。
後藤　昌之…大分港近くで小魚をとり

続けています。シルバーラグビー大
会が次々となくなり淋しい限りです。
佐藤　京子…毎年４月に都美術館で開

催される「東光展」に合わせて、人
生初の銀座での個展を計画しました
が、会期の延長をせざるを得ず６月
27日に終了しました。今年から東光
会理事や日展会友となり、また新た
な出発です。１月はシルバーファッ
ションショーに出ました。早くアベ
さんには辞めて欲しいものです。
佐藤　光好…午前中は先祖代々の土地

で農薬に極力頼らない米作りに励ん
でいますが、まだまだ苦労の連続で
す。午後は障害のある子どもたちの
放課後デイサービスのお手伝いをし
ていますが、とても楽しくやりがい
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を感じています。地域では消防団や
体育協会の理事や民生児童委員など
忙しい毎日です。この７月からは大
分市教育委員会の委員に就任して新
たな任務が始まりました。猛暑にも
コロナにも負けずに頑張りましょう。
三宮　正巳…地震･雷・火事・親父と

か…。今はコロナに世界中が振り回
されています。皆さんお互いに気を
つけましょう。
塩月　邦美…高退教通信ありがとうご

ざいます。最近は自作真空管ステレ
オアンプでクラシックレコード音楽
鑑賞、そしてアマチュア無線等で
日々過ごしています｡コロナに負け
ないように頑張りたいと思います。
よろしく。
志藤　良久…コロナウィルスによる中

止は止むをえないが残念です。キョ
ウヨウ（今日・用）を目指して頑張っ
ております。
嶋崎　正信…両膝の手術のリハビリと

してジムにて運動しています。
春藤　ミサヨ…お世話になります。早

半年が過ぎましたが、まだまだ不安
な毎日です。いつの日か明るい生活
が来ることを願っています｡体調に
気をつけて頑張りたいと思います。
皆さんお元気で!!
末松　延崇…存命中です。節々の痛み

に耐えながら庭いじりや、花菖蒲の
栽培に日を送っています。コロナ
ウィルスの感染を考慮して太極拳教
室が閉館され、運動不足になりがち
です。
田崎　忍…コロナウィルスで外出が少

なくなっただけで生活は大きく変
わっていません。2019年より作って
くれる人がいなくなり稲作を始めま
したが、大変疲れるようになりまし
た。
田所　令子…お世話になります。病院

通いをしながら何とか一人で生活で
きています。
千鳥　安雄…後期高齢者になりまし

た。太極拳で気力・体力を養い、テ
ニスでストレスを発散しています。

22回目のボルネオ植林はコロナウィ
ルスで延期となり、来年はと思って
います｡三重農大・爽風館高校にも
非常勤でお世話になっています。
鳥越　謙造…老いてきた体を労りなが

ら、若き日々に仲間･生徒と共に取
り組んだ特活活動の実践をまとめて
います。皆さまのご健康をお祈りい
たします。
藤田　泰子…78才になりました。「死

ぬまで元気！」を目標に何とか努力
しています。
羽田野　伸夫…みんなから「やめた方

がよい」と散々言われましたが、今
年から稲作を始めました。田舎での
生活が主となりましたが、マイペー
スでやっています。
長峰　理治…失業手当受給中です。
長野　智子…リュウマチ治療の傍ら、

切実に思っています。こんな時だか
らこそ楽しいことを見つけて心豊か
に日々を送りたいと。どうか皆さま
お元気で！
萩原　明子…高退教１年目です。よろ

しくお願いいたします。元気です！
挾間　文男…元気に過ごしています。

６月から合唱活動を再開しています。
平井　好春…囲碁だけの生活です。
平山　知…昨年から民生委員をしてい

ます。そして畑の野菜作りと田んぼ
の世話。それからフルートとリコー
ダーの練習＆数学（代数幾何学）の
勉強。

藤井　涼一…コロナ禍で影響を受けて
います。施設に入所している父の外
出・外泊は禁止となり面会も１週間に
一度、それも５分間だけと厳しいも
のです。改善を要望していますが…。
一昨年開設した障害児放課後等デイ
サービス事業所の第二施設を来年４
月に開所する準備を行っています。
藤原　直代…うっとおしい毎日です

ね。もっぱらいきもの係に専念して
います。夫はテレビを見るたび吠え
ております。
藤崎　薫…５月９日　友人である秋吉

美枝子さん昇天。合掌。

　６月27日　｢悲しみを  深めて梅雨
の  満中陰｣

　私は「コロナ禍に  ゴルフもジムも  
止めにけり」　残された運動は大分
川ウォーキングと伊方原発大分裁判
です。裁判では応援団を募集中で
す。ご協力をお願いします。
藤村　明人…気力でウォーキングと

プールでの水泳に頑張っています。
堀　弘…歳を重ねたお陰でやたらと横

文字が増え、嫌悪感を感じる今日こ
の頃です。ソーシャルディスタンス
よりも間隔の方がどれだけぴったり
か？コロナに見つからないように息
を潜めています。
三重野　修次…高校生協に勤めて４年

目になります。少しでも組合員のお
役に立てればと思って頑張っていま
す。よろしくお願いいたします。
美登　吉亮…相変わらず私学で非常勤

をしながら大分と実家（国東）の二
重生活を続けています｡上下水管の
補修、フローリングの張替、カー
ポート造りなどDIYに精を出してい
ますが、腰やヒザの痛みを覚える今
日この頃です。
三原　襄雄…生かされて生きていま

す。世の中どうなるのか。温暖化の
こと少子化のこと、政経のことな
ど、ボーッとしていたいのですが、
もう暫く元気でいたいです。
森山　賢太郎…テニスは屋外で密にな

らないので続けています。伊方原発
を止める裁判もずっとやっていま
す。コロナで裁判は延期となってい
ます。３号機をずっと止め続けたい
と思っています。
矢野　亨…今年、再任用も終わり講師

の希望を出していたら、中学から講
師の需要。「担任もあるかも」との
ことで、無理かなと辞退したら、そ
の後連絡がなし。未だに連絡無く毎
日フリー生活。テニスと釣りで暇を
つぶしている今日この頃です。

臼津支部
岡松　眞明…相変わらず元気に過ごし
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ています。コロナ禍のお陰で何もか
もが狂ってしまい無念ですね。いつ
になったら元の生活に戻れるのか不
安です｡先月バイクで転倒（自損）
右足を骨折し、現在入院中です。不
注意です。
國次　八重乃…畑をがんばっていま

す。金曜日は踊り、時々病院。元気
です。
佐藤　セツ子…買い物以外はマスクの

いらない田舎暮らし。畑をねらうカ
ラスに顔を覚えられて（？）毎日知
恵比べです。来年オリンピックをテ
レビで見られるかな。
首藤　順子…91歳になりました。脚力

衰え杖をついてヨロヨロ歩いていま
す。
末松　敏子…毎年のお知らせ。今年は

コロナでお忙しい中、有難うござい
ました。自分で出来ることはの心
で、自主トレ、歩くこと、血圧測定
が私の仕事としてがんばっていま
す。皆さまのご健康をお祈りいたし
ます。
添田　俊一…皆さんお元気でしょう

か。定年退職して12年、３月に臨時
講師も卒業して毎日が日曜日を…堪
能しています。新型コロナの折り、
皆さんご自愛下さい。
徳丸　益基…福祉施設でのパート勤務

４年目になります。
内藤　明…小さい畑で野菜を作った

り、草取りしたり、時々ウォーキン
グしたり、家族に迷惑かけないよう
健康維持第一で過ごしています。河
井夫妻買収事件、コロナ禍のなか国
会を閉会してしまう政府、自民党の
PR業務企業電通の持続化、給付金
業務委託料の中抜き。相変わらずの
自民党政治ですね～。
根之木　倫子…ひとり遊び中心に興味

のあることをいくつか続けていま
す。皆さまもどうか楽しくお過ごし
下さい。
峰藤　潔史…早朝のウォーキング、昼

間はガーデニング、夜の晩酌を楽し
みに頑張っています｡

佐伯支部
石田　徹…寄る年波に押し流されなが

ら暮らしています。
岩崎　弥太郎…わりと元気です。皆さ

まによろしく。
江藤　久佐子…畑（天候･草・虫・鳥・

獣）、竹細工（視力・気力）、コロナ
禍、成人病etcとの格闘といったと
ころ。あちらへ行ってしまう人が増
えて、己の行く末を具体的に考えね
ばの心境です。
清水　正敏…毎日一万歩を目標に散歩

しています。
白石　キク子…お世話になっていま

す。今年の７月から免許切り替えで
「もみじ」マークになりました。最
近は子供や孫の運転でドライブを楽
しんでいます。
田島　繁樹…毎年毎年の豪雨の被害に

加えて、今年は新型コロナウィルス
の感染も心配でなりません。時の政
権を信用できないことが国民にとっ
て不幸なことだと思います。
肥川　和市…元気に農業やっています。
宮原　好宏…地区の行事にしても、中

止中止と皆さんと顔を会わせる機会
が少なくなって寂しい思いをしてい
ます。皆さまには健康に十分気をつ
けてお過ごし下さい。
森山　久…80才になりました。残りの

人生をどう生きるか楽しみです。

久大支部
伊藤　博之…退職時に分会の皆さんか

ら頂いた「益者三楽」という言葉を
胸に生活しています。
加藤　賢一…米作りや家庭菜園など、

どうにか続けています。
佐藤　清子…ご無沙汰しています。最

近、体調をくずしている主人の世話
で毎日くたくたです。始まったばか
りですが、老々介護の大変さを感じ
ているところです。
佐藤　初子…退職16年目、社会情勢、

執行部の方々、学校現場の事にも疎
くなってきました。毎日元気に生活
しております。お疲れ様です。

末永　潤一郎…いくつかの合唱団に関
わっているが、コロナのため今はそ
れもできない。楽しみは晩酌の焼酎
や高校の同級生と時々雀卓を囲むこ
と。本誌に掲載される仲間の名前や
メッセージを懐かしく見ています。
宿利　英二…半身不随の障害者となり

四苦八苦の毎日。皆さま、体調に注
意。お元気で。
日吉　弘典…臨時講師として日田林工

高校に勤務させてもらっています。
iPadが全員に配布され授業や実習・
課研に活用しています。持病もなく
元気です。
藤波　正男…現在、高齢となって特に

健康に留意し、適度な運動として
ターゲット・バードゴルフという
ニュースポーツをして頑張っていま
す。一時体調をくずしましたが、今
は元気にしています。
渡邊　茂則…私たちのNPO法人ひた

人権研究センターの通常総会は、い
つもの集会所が使用中止となり、場
所を変えて縮小開催、書面表決とし
ました。同集会所は使用再開直後、
７月初旬の筑後川氾濫により二日連
続で浸水（７/７は床上浸水150㎝）
しました。当会の書類・書籍・資料・
印刷機なども泥水に侵され、廃棄せ
ざるを得ませんでした。また日田市
日本語教室は日田市複合文化施設で
実施していたのですが､同じく使用
中止となり、６月21日に再開するこ
とができました。しかしコロナ禍の
ため事業不振に陥った勤務先から解
雇され、日田を離れなければならな
い技能実習生も出てしまい寂しくな
りました。ウィルス・豪雨。自然に
対しては無力です。

豊肥支部
足立　哲範…県人教事務局、５年目で

す。残念ながら部落差別に関わる高
校での事象は毎年のように起きてい
ます。部落問題にも関心を持って下
さい。
荒巻　みき子…医療費が２割になった
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とたん病院に行く機会が増えました
が、暑さに負けず頑張ります。皆さ
まもご自愛ください。｢高教組情報｣
を楽しみにしています。
上好　温…久住町で｢久住高原を守る

会｣を結成し、野焼きの継続をする
ために行動しています。ホームペー
ジを見て下さい。
鎌田　和子…久しぶりに来訪した小１

の孫。家に入りマスクをはずすと、
手で口を覆い小声で話す。こんな幼
子にまで徹底した｢コロナ｣教育。自
由で伸びやかである子ども時代を奪
い消失させた今を憂いている昨今で
す。
高野　祐司…草刈り・詩吟・囲碁・ゴ

ルフ…。今、力を入れている順番で

す。
竹下　邦子…いつもお世話になりま

す。大変な世の中ですが、気をつけ
ていきたいと思います。ご自愛な
さってください。これからもよろし
くお願いいたします。
羽田野　みず子…老後のために少し町

の方に引っ越しいたしました。竹田
市役所の横の方です｡夏の
草刈り等は通いで行ってお
ります。なかなか大変です
が、やる事があるのは幸せ
なことでしょうね。

直轄支部（県外）
石井　利光…元気にしていま

す。毎朝、１時間のウォー

キングでスタートです。週１回、陶
芸愛好会のサークルで作陶に励んで
います。（９：00～16：00）
中村　龍彦…ご無沙汰しております。

私は週３日非常勤講師として私立の
高校に勤務しています。またボケ防
止に卓球を週１～２回やっておりま
す。

お名前 支部 退職年度

阿南　　彊 様 大分 1986

岩本　孝之 様 中津 1992

勝見　信𠮷 様 宇佐 1993

岡本　宗重 様 日田 1995

滝口　宏哉 様 宇佐 1997

木本　節子 様 大分 1992

馬場　直木 様 国東 2000

お名前 支部 退職年度

花宮　成美 様 大分 2004

光門　恒忠 様 宇高 1999

渡辺　道子 様 大分 1989

小犬丸　豊 様 宇佐 1991

本田　千春 様 県外 2004

秋吉美枝子 様 大分 2011

田川　智之 様 別府 2019

高退教会員物故者
昨年の総会以後ご逝去が判明した、会員物故者の方々です。高退教独自では調査ができず、会員のご逝去の情報は、ご

家族、友人、知人からの連絡で知る状況です。報告が遅れましたこと、ご容赦下さい。改めてご冥福をお祈り致します。

☆2020年度の会費未納の方は、振込用紙で納入をお願いいたします。
☆退職後再任用で高教組組合員として継続している方は、高退教の会費の納入は必要ありません。

今回の役員改選では、副会長の木村謙次郎さん
が退任されました。副会長に中村英代さん、新た
に幹事として萩原明子さんが選任されました。

また、高教組本部執行体制の変更に伴い、事務
局長に仁木史絵書記次長が選出されました。

本年度の役員体制は、右の通りです。

役員改選
役　職 名　前
会　長 藤嶋　弘史
副会長 森山賢太郎
〃 中村　英代

幹　事 後藤　幸治
〃 甲斐　真弓
〃 前澤　茂樹
〃 渋谷　弘文

役　職 名　前
幹　事 湯浅　陵一
〃 梶原　　悟
〃 宮永　英次
〃 萩原　明子

事務局長 仁木　史絵
顧　問 尾島　保彦
〃 大野　真二

2020年度 高退教役員
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

発送作業の様子
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