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出欠者の状況（５月１０日現在で修正） 

種別 現員 
回   答 

備考 
出 欠 

欠席 

委任 

欠席非

委任 
無回答 

陸上 124 38 54 54 0 32 現員数は案内ハガキ送付

時の数 

ハガキ回答により逝去が

判明した野島達雄君は欠

に含む       

差出人不明回答２通あり 

海上 42 11 18 17 1 13 

航空 30 10 11 14 0 9 

小原台 6 2 2 2 0 2 

特別会員 29 0 19     10 

計 231 61 104 82 1 66 

 

 

総会参加者名簿（６１名） 

陸上（38名）      海上（11名） 航空（10名）  小原台（2名） 

相澤 昭彦   志摩 篤   浜口 守男 今野 克己  安藤 堅一 天野 靖一 

東   俊  関谷 道春  樋口 和彦 岡田 毅 安 伊藤 巌 神子田 正人 

阿部 順二   大東 信祐   前川 清 小西 忠  高橋 恆清    

荒武 良弘   高比 康之  宮中 正壽  佐藤 保 田中 憲明    

磯谷 幸三   竹田 凱光   深山 明敏   菅沼 祐亨  常川 晃  特別（無し） 

上田 愛彦   田崎 英之   向吉 長門 平岡 克躬  中島 政広    

大木 實    床井 徹男    村杉 秀夫 平間 洋一  法性 弘    

笠松 徹三   冨田 定幸   元島 英海   深野 俊  堀田 恵彦   

河村 和甫   中川 彪    守屋 保    藤井 勝利  堀内 強定    

河村 和彦   中島 傅吉   矢吹 集作   三浦 衛   松山主一郎    

木原 昌彦   薙野 俊一   山口 恰    水本 幾男     

桐畑 民雄   新島 章一    山本 晃三     

陸井 益三   野村 栄一           

             

 

 

前年総会以降の逝去者名簿（８名） 

区分 氏名 逝去日 区分 氏名 逝去日 

陸 中園 照之 H29.5.23 陸 林  嘉彦 H29.10.2 

陸 中山 栄男 H29.5.24 空 石原 隆 H29.10.18 

陸 小野原 亨 H29.7.30 海 森園 繁 H30.1.10 

陸 鈴木 吉高 H29.9.25 小 野島達雄 H30.3.13 

 



平成29年度決算報告書

( H29.5.1 - H30.4.30 )

総務委員 堀 内 強蓬聴た警

1.前期繰越資産

(1)定額貯金

(2)総合口座

(3)振替口座

(3)現  金

2.収  入

(1)年 会 費 (今期内納入分)

(2)総会費集金

(3)寄付

(4)通常貯金利子

3.支   出

(1)懇親会費支払

(2)慶弔費

(3)会報関係経費

(4)助成費

(5)会議費

(6)交通費

(7)事務費

4.決算時資産

(1)定額貯金

(2)総合口座

(3)振替口座

(4)現  金

上記の報告は会計監査の結果適正と認めます。

(単位 :円 )

7,162,118

6,6181000

266,807

141,146

136.165

7661767

174,870

366,000

32,000

193,897

963,842

341,969

283,279

208,178

72,104

6,000

42,080

10,232

6,965,043

6,000,000

628,704

1441564

191,775

平成30年4月 30日

監事 山 口



浅井　忠夫
本年に入り体力及び抗菌免疫力の低下からか「カゼ」を引いたり歯に激痛となったり、口内炎を発症する等連
日通院受診する日が多くなりました。人生健康の大切さを痛感しています。

甘利　富重 大腸がん手術をしてから約４年が過ぎ、転移の可能性が低くなったと思います。

安藤　揮一
出席を予定していましたが、横浜在住の妹が末期がんのため余命1～2週と告知され、当面身動きが取れなくな
りました。来年の総会を楽しみにしています。4/27

伊左次　達
１．瞬間忘却・作業遅延・注意散漫は重症ですが、五臓六腑は健調で投薬は睡眠導入剤のみです。２．多用多
忙に追われてドタバタ、頭も身もこなれてない昨今です。

磯貝　武
お世話を頂き有難うございます。幸い元気一杯明るく日常を過ごしております。生涯現役の看板は堅持しつ
つ、後進に道を譲る形で少しづつ社会的な存在を消しにかかっています。

井上　武
何とか健在者の仲間か、脳梗塞・頚椎症・皮膚病と相応の難儀の毎日。食べられるのが唯一の幸い。仏様はも
う少し生きてみてはと聞こえるような気もするが。

岩田　一明 ボランティアの日々、皆様のご健勝を祈念いたします。

岩坪　宏 現在町内会の役員２年目です。最近脳梗塞の前兆のようなものを感じましたので、用心しているところです。

上野　怜 疲れたよ！

江戸　満
都合により欠席しますが、来年は一期生会閉幕の年必ず出席します。昨年末妻が他界し独居老人となり孤独を
味わっている。総会の盛会と参加同期の皆様の健康を祈っています。

内山　實人
体調（心臓）が悪く動けなくなりました。従って、今後総会などは一切出席できません。宜しく、皆さん元気
の様で何よりです。盛会を祈ります。＊視力も弱り拡大鏡なしでは生活できなくなりましおた。

大村　了
週二日はデイケアで歌を唄っているほか、週一程度1,000～1500m泳いでいますが、大腸ガンと腰と二度手術を
して、歩くのはほとんど無理で水の中は有難いです。孫８人中４人は既に道外で徐々に淋しくなっています。

岡　靖人 元気でいます。今年も家内介護のため欠席させていただきます。

織田　稔夫 体調、いろいろと不安で会合等への出席も自信がない状況です。

遠茂谷　博之 広島の方へ子供と出かける予定なので欠席させていただきます。

鹿屋　茂記 体調がすぐれず欠席します。

川崎　年夫 元気で日々を過ごしております。

河原　正義
小生多病なれど当面息災、２年前から老人ホームに、家内の方は認知症のためグループホームにそれぞれ入居
中。今一日今一日と長生きをしたかと思う昨今です。

河村　末久
いつも欠席すみません。相変わらず体調不良につき、今回も欠席させていただきます。出席される諸兄によろ
しくお伝え下さい。

北村　揮一 薬漬けの生活ですが、年齢相応の生活を維持しています。

久保田　裕士 出席予定でしたが,急用が生じ欠席します。（5/7)

好田　一俊 熱海で元気にくらしています。皆様によろしく！　Tel 09025579831

菰田　康雄
五年前の左脚帯状疱疹と四年前の心筋梗塞以来、歩行能力が激減し時々目まいを起こすようになりました。残
念ですが欠席させていただきます。諸兄のご多幸、ご健勝をお祈り申し上げ、盛会を祈念いたします。

齋藤　元行 ご盛会を祈ります。老々（糖尿、腎合併)進み、健康管理で精一杯です。

三宮　啓典 高血圧に加え血小板が少なくなり、毎月輸血を受けている状態です。

杉本　泰隆 老々介護の日々を穏やかに送っています。

高橋　勲人 一人暮らしの生活におちいっています。遅れましたが皆様の益々のご健康をお祈りいたします。

高橋　清

欠席せざるを得ないこと誠に心苦しく思っています。本人は年相応に健康で、一病息災と思っています。客観
的には元気は口先ばかりでボケ老人よろしく失敗続きの日々です。家内の介護に専念の日々とはいえ、本人は
何もしてなく、内科医・歯科医の往診、看護師の来宅、ディサービスの利用等多くの人に支えられ、感謝の
日々です。在宅介護の限界を超えていないかと心配をしながらも一日伸ばしにしています。

竹井　溥
小生、身体的には何ら問題はないのですが、歩行能力が衰え老醜をさらしたくないことから失礼させていただ
きます。ご盛会を祈ります。

田中　康之 年齢相応に元気です。総会・懇親会のご盛況をお祈りいたします。Tel 08038833182

中尾　時久
1.最近は腰痛で鈍痛とシビレを感じるが、日常生活に支障ない。2.老化・劣化を抱えながらも、夫婦揃って自
助・自立して暮らしている。3.来年は最後の総会になるから、万難を排して参加するつもりだ。生きていたら
ね・・・・・。

長尾　司 皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

中田　壽美夫 体調不良の為欠席致します。

成田　壮 ご盛会を祈念いたします。

西久保　剛 心臓病と付き合いながらなんとか元気に過ごしています。耳が遠くなり電話には不自由しています。

萩野　昭朗 体調不良のため、残念ですが欠席します。病院通いの日々です。

欠席者の近況
（陸上）



長谷部　敏郎
歳相応にあちらこちらが故障し、医者通いとスーパーへの買い物を仕事にしています。皆様によろしく。お元
気で

秦　政美 ご盛会を祈念申し上げます。足腰おぼつかなくなりましたので、この度は失礼します。お許し下さい。秦拝

原　善昭 長期入院のため欠席します。

原田　宜夫 元気で暮らしています.。皆さんのご健勝をお祈りします。

人見　五郎 体調不良のため残念ながら欠席します。役員の皆様に感謝致します。

細谷　集三
ご連絡を頂き有難うございました。本人現在車椅子の生活で、行事など出ることができません。署名につきま
しても書くことなどできない状態のため代筆を致しました。何分よろしくお願い致します。乱文乱筆にて失礼
いたします。(ご夫人から)

前田　利昭
80有余歳にして、私事多忙。“「悠々自適」には程遠い日々”と一人呟くと“自分で自分を忙しくしている”
と陰の声。半分は当たりですが、それにしても忙しいことです。

馬来　基成
去年一月に脳梗塞を発病し10日程入院しました。なんとか元気になりましたが、歩くのが一寸不自由になりま
した。

松尾　捷太郎
実りの多い総会でありますように！ 呼吸器系疾患治療中で、残念ですが欠席します。ご盛会をお祈り申し上
げます。

松本　信義 体調不良につき欠席します。（静かに終活中です）ご盛会を祈っています。

水野　智之 元気です。妻介護に専念中。

水野　雅幸
傘寿から始めた中学校の同窓会、今年で５回目、元気をもらっています。愛知偕行会で余生を充実していま
す。お会いできる日を楽しみにしております。

宮本　直躬
体調不良（脊柱管狭窄症）のため欠席します。昨年11月の北京、今年1月のポルトガルの旅を楽しんだだけに、
突然の落とし穴に仰天目下治療に専念中です。

宮本　宏 何とか元気で生きております。

森野　安弘
出席の予定でしたが、親戚に不幸があり葬儀の日程と重なり、森野家を代表して参列しますので、やむを得ず
欠席します。皆様に宜しくお伝えください。(5/5)

矢田部　稔
いろいろな方々にお世話になりながら穏やかに過ごしております。会報38号に記載された電話番号は04-7170-
1044と訂正ねがいます。

和才　剛
別の用件があり欠席いたします。体調は通院が欠かせませんが、何とか頑張っていきています。ご盛会をお祈
り申し上げます。

和佐田　勗 記載なし

上田　誠也 年を重ねるに従い、ボケが進み、まわりの人々に迷惑をかけています

岡部　義信 年齢相応に元気に暮らしています。

小賀　正條
会長を始め役員諸兄にはいつもお世話になり有り難う御座います。自分、四国の片隅で元気で過ごしておりま
す。

加藤　俊明 耳も相当に遠くなりましたが一日一日を感謝しながら老いを生きています

印牧　武次
ここ8年間横須賀を離れた事はありません、家族が次々に病気になり困っています。一山超えれば出席できるよ
うになると思います。皆様に宜しくお伝え下さい。

倉田　光雄 欠席させて頂きます

小西　峯生
寒い季節に不整脈が激しく、現在は医者の観察付仮釈放と言った状態です。外観は元気に見えるようですが足
腰の衰えを実感しています。

佐々木 保
月2回の詩吟教室への参加、毎日の自宅周辺の散歩等により、生活習慣病の予防に努めています。なお本日(4月
1日)は詩吟教室のグループで大阪城公園での櫻の花見に参加しました

高橋　定雄 散歩と畑仕事で、身体を動かすよう努力しています。

高山　雅司 妻の在宅看護に加えて私の体調不良があり、残念ながら欠席します。ご盛会をお祈り致します。

田村　 昭 週1回の福祉麻雀を楽しんでいます。車は、来年の車検を機に止めるつもりです。

中　 典之
住所変更しました、220-0072横浜市西区浅間町5-375-1 グランドマスト横浜浅間町1007号　電話050-5576-2762
携帯080-3177-5877　メールnori_naka@ac,cybrhome.ne.jp

中山　清 元気にしておりますが4、電車に乗ったり遠出が出来なくなりました4.

沼田　良穂
年相応に老化が進行し、気力体力とも衰え、特に聴力・視力がひどく不便をきたしています。後しばらくは孫
達の活躍を期待しながら生きていきたいと思っています。総会の御盛会をお祈りします。

新居　洋一
早死にも長生きも自分の心のままにはならない。ひたすら自己の修養に努めて、あとはすべて天命に任せよ
う。　吉田松蔭「講孟剳記」

藤井　尚昭 「年相応に日々を過ごしています」役員の方々の労を謝します。

真木　和男 欠席させて頂きます

山下　昌宏
社会貢献は朝のゴミだしのみ、トクホ・サプリ等は利用せず八種類の投薬を受け生きのびています。今後は訃
報以外は報告いたしません。よろしく。

（海上）



阿部　博男
体調不良での入院後、体調が回復すえば出席したいと思っていたが、今回は無理のようで残念ながら欠席しま
す。来年の総会へ出席できるよう回復に努めます。

池田　謙 元気です

大塚　久信 昨春以来、体調不良により、病院通いの為

奥原　廣人
（代筆）

防一会のお世話をいただき、有難うございます。目下、夫は要介護２で週４日、デイサービスに通っていま
す。主として車イス生活で心疾病、肺炎などで毎年入院を繰り返しておりますが、気持ちは明るく前向きで介
護する私も助かっています。終始、防大時代をなつかしんでおる様です。良き日々を！かしこ

勝山　満 最近、運動不足、明日からウオーキングでも始めるか、を毎日繰り返しています。

北村　哲三 （近況記述なし）

末次　信正 同期生会の世話役、本当に御苦労様です。数年来、常時めまい、ふらつきのため歩行が不自由になりました。

鈴木　昭雄 元気です。同窓会テニス参加のため欠席します。

高橋　弘 大動脈瘤にかかり心臓の血管を全て人工血管に交換、手遅れにならず静養中です。

二宮　隆弘
腰椎圧迫骨折による長時間起立困難と中程度心房弁膜症に加え suite 大動脈症候群による心狭バイパス手術の
予後リハビリの為、残念ながら欠席します。会の終活が進んでいることで同慶の至りです。

政狩　圭亮
今回は父は、諸事情により欠席させていただきます。欠席ではありますが、父は元気に暮らしております。ご
出席の皆様にはよろしくお伝えください。また近いうちに皆様におあいできるのを心待ちにしております。
（お嬢様から）

松村　嘉夫
残念ですが、欠席します。年相応に隊長はじゅうぶんではありませんが一応元気です。孫が大学生になりまし
た。何か楽しみがなくなったと強がっています。皆さんのご健康を祈念しております。いろいろお世話いただ
きありがとうございます。

村岡　英之 元気でおりますが、足は弱ってきました。次回は出席します。

森　弘喜 家内の体調不良のため、急遽ではありますが、欠席します。（5/10)

渡　正明 リウマチ治療中。皆様によろしくお伝え下さい。

篠永　茂夫
腰痛の他、多病ながら日暮にて余命を頂きおります。同期の方々で早逝された諸兄の在りし日を想い、遥かに
偲びおります。

浜野　守也 （近況記述なし）

石原　京子
夫敬之が平成１０年５月１９日に亡くなりまして、はやいもので２０回忌となります。息子の方も東京大学を
卒業しましたが父よりはやく他界しまして３０回をむかえます。大変お世話になりました。皆々様のご健康と
おしあわせを心よりお祈り致しております。

石松　早智子
夫茂毅が生前中は皆様方に大変お世話様になりましたこと心より感謝申し上げます。皆様方の御健康を心より
お祈り申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。

大橋　由紀子
この度は会報をお送りいただきまして有難うございました大変参考になりました。あおざくら（防衛大学校物
語）は７冊まで読ませていただきました。私は皆様のお蔭で日々元気に過ごしております。

小出　トヨ子
会報を懐かしく楽しく拝読いたしました。本年８７歳（故知幸同年令）になります。お陰様で元気に過ごして
おります。皆様によろしくお伝え下さいませ。

近藤　玲子
御連絡有難う御座居います。当日は、自治会活動の一つと重なっておりまして、残念ですけれど欠席させてい
ただきます。会の繁栄と会員の皆様の御健康をお祈り致しております。

西田　紀美子
お陰様で平穏な日々を過ごしておりますが、年を重ねるごとに友人との会話も健康に関する話題が増えた気が
致します。総会の御盛会を祈念いたしております。

林　かおる
今回をもって「第一期生会」を退会いたします。亡夫則行を含め、長い間、おつきあいいただき、ありがとう
ございました。皆様の御健康をお祈りいたします。

林　美津恵
１期生の活動は３１年度で終了しますとのこと特別会員としてお世話になり感謝いたしております。私は毎年
奄美大島へ帰郷したり、細やかな生きがいを探りながら元気に過ごしております。皆様方の御健勝を祈念いた
します。

馬渡　敏子 （近況記述なし）

水上　静江

会報興味深く読ませていただきました。残念ですが、町内会の総務の雑用におわれ欠席させていただきます。
昨年の夏休みには長男家族と５人でイギリス湖畔地方を旅しました。若い人はスマホを使って、外国でも自由
に過ごせることを知りました。８１歳を過ぎましたが毎日１万歩以上歩けました。健康に感謝する毎日です。
御盛会を祈願します。

湯浅　登志子
毎日趣味に追われならがら元気に活動しております。皆様方もくれぐれもくれぐれも御自愛の程お過ごしくだ
さいますよう。会報拝見させていただきました。ありがとうござしました。

（航空）

（特別会員）

（小原台）



江澤　章子

今年も自然の息吹をひしひしと感じるころとなりました。毎年「会報」をお送り頂き、有難うございます。う
れしく拝見させていただいています。御逝去者の頁の存じ上げるお名前にびっくり致しご冥福をおいのりいた
しました。私は４月１５日亡主人の２７回忌の法事を子供孫全員そろって営みました。おかげさまと感謝いた
しています。総会の御盛会と皆々様のご健康を心からお祈り申し上げます。

尾坪　匡子
近くの一期生会に伺わせて頂いております。老人会で茶の湯、手芸など病院、治療院にお世話になりながらし
ています。

高橋　美晴
おかげ様で元気で過ごしております。来年は主人の１０年祭を迎えます。皆様の御健康をお祈り致します。
（会報、いつも届けて頂きありがとうございます　感謝して居ります）

田村　由紀子 ８０才という年令の重さを感じつつ後輩の自衛官の方々の御活躍を心より祈っております。

林　緋佐子 元気に過ごしております。一年に一度近況報楽しみ拝読させていただいております。ありがとうございます。

林　友子 元気です。庭の雑草抜き、花植え　野菜栽培に精を出しています。皆様の健康をいのります。

平山　郁子
お役目御苦労様でございます。長男家族と５人で元気に過ごしております。家の周りの花作りと、コーラスを健康のバロ
メーターに日々過ごしております。



平成 30 年度第一期生会総会及び懇親会について 

                                文責 陸担当陸井 

平成 30 年度の総会及び懇親会は、5 月 10 日 GH 市ヶ谷において、陸 38、海 11、空 10、

小原台 2 合計 61 名の参加を得て盛大に開催されました。 

１ 総会 

 総会は添付の総会式次第に従い大東事務局長の卓越した進行により無事終了しまし

た。開会の辞、出欠者の状況、会長挨拶、逝去者への黙祷と進行し 

（１） 会長挨拶 会長は会報 38 号巻頭に述べた懸案事項を要約して挨拶とされ特

に明年の同期生活動の終焉について挨拶されました 

（２） H29 年度の事業報告 逝去者(8 名)への処置、同窓会への参加、及び会報 38

号の発行、31 期との交流、記念碑の建立を説明されました。 

（３） 議決事項 会計報告、同監査報告、に引き続き⓵保安大学校記念碑事業に一期

生会から資金を提供、⓶期生会活動の終了時期(明年の総会時)、⓷活動終了時

の財産の取り扱いについて諮問され全会一致で承認された。 

（４） H30 年度役員 現在の会長他全役員が引き続き継続勤務する。 

（５） 連絡事項 一期生会 HP 内の掲示板についての説明 

 の細部項目が報告審議された。 

2 懇親会 

 北海道から参加された笠松兄の開会の辞で開始、今回は緩やかな交流の初めとして

陸・海・空幕の中枢で活躍されている 31 期の将官 5 名の参加を得て、懇親会が始ま

った。一年ぶりの再会，解逅に談話が続き賑やかな会場となり、最後は総務の堀内兄

の吟詠で締めくくった。 



総会及び懇親会

３１期生代表参加者

向かって 左より 海幕防衛部長 酒井良海将補
海幕人教部長 園田直紀海将補
陸幕防衛部長　 前田忠男　陸将補
空幕防衛部長 内倉浩昭空将補
空幕総務部長 荒木哲哉空将補

向かって左より 東・深山・前田陸将補・志摩・磯谷
前列 笠松

（H３０年５月１０日）

会長挨拶

懇親会の状況



各中隊別写真




