Akashi 7（市内高校同窓会連絡協議会）からのメッセージ
明石高校「自彊会」
会長 草川雄二様
この度、明石市在校の７高校が東京明石会に入会された事は、故郷の訛
りが懐かしい郷土愛の絆と共に、親睦の絆の輪が広がり心強い限りです。
仲間は、大きな財産です。学校間の垣根を越え、公私共に利害抜きで
仲間としてお互い良い関係を築かれる事を願って止みません。

明石南高校「暁美会」 会長 八木勇蔵様
去る6月11日(土)に明南創立90周年記念事業の記念式典および、祝賀会
を盛大に挙行いたしました。午前9時30分から大西 孝 兵庫県教育長をは
じめ多数のご来賓ご列席のもと厳粛に式典と演奏会を実施、午後12時30
分よりホテルキャッスルプラザで東京明石会からも石五源太郎幹事長の
ご出席をいただき、同窓生中心でにぎやかな祝宴を楽しみました。

明石商業高校同窓会 会長 日置大之様
会員の皆さんいかがお過ごしですか。明石出身の皆様が遠く離れた地で
頑張っておられる事は明石の人間としてとても誇らしいです。『日本の標
準時は東経１３５°の明石にあり』明石の同郷の和を広げる要となり、多
岐にわたり、ご指導よろしくお願いします。

明石北高校「朔風会」
会長 橋本憲一郎様
明石北高は今年創立40周年を迎え、15000人もの卒業生を輩出してきま
した。東京明石会には、3年前より校長先生・同窓会役員などが参加して
います。首都圏にお住まいの明石北高の卒業生のみなさんも是非ご参加
ください。お待ちしています。

明石西高等学校「輝翔会」 会長 日置尚文様
輝翔会は今年で33年目、11000人ほどのメンバーとなり、メンバーの中に
も東京方面で生活し、活動し、活躍している人も増えています。そんなメン
バーが情報交換や親睦をはかれる場として、さらに東京明石会か盛り上
がりますようご祈念申し上げます。

明石清水高校「清湧会」 会長 山田 裕次様
清湧会（清水同窓会）は今年が結成30周年、総勢約1万1千人となり、約
100名の会員が関東地方に在住しています。同じ明石の地で学んだ仲間
が東京で集い、震災の影響が続く中、
今こそ共に支え合い、更なる「絆」を深めて行きましょう。

ちょっとおさらい!
ふるさと明石のプロフィール

明石城西高校「もっこく会」
会長 吉川義宏 様
首都圏でご活躍のもっこく会会員の皆様、こんにちは。
現在、東日本の拠点となる支部を立ち上げる予定で準備を進めておりま
す。今後は支部会や東京明石会で皆さまにお会いする機会が増えること
を楽しみにしております。

歌にこめた永遠のテーマ・・・美しく、
力強く、慰めに満ちた声で歌いたい

まり
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人口： 290,804
世帯： 117,592
（平成23年7月1日現在）
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東京オフィス／大田区南雪谷4-24-1-102
Tel&Fax:03-3726-7502
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一目見ただけで簡単に覚えられてしまう市章は、ご存
知の通り明石の「明」の字を図案化したもの。明治44年
に明石町章として制定されたものを大正10年に市章と
しました。

まり遥

135

市制施行時（大正8年11月）
は3万2千人余りでした。皆さ
んが高校生だった頃の人口
はどのくらいだったか、ご記
憶にありますか？

明石にとって、もっとも馴染みのあるこの数字。そう、東
経135度＝日本標準時子午線ですね。おせんべいや
オーケストラ、飲食店など、市内には「子午線」という名
を冠したものが多数あります。

第4号 2011年8月
発行：東京明石会
東京都港区六本木亓ｰ二ｰ亓 第一鳥勝ビル四階
六本木法律事務所内

今年の東京明石会は10月29日（土）12時半より（受付開始：12時～）
会費：8,000円／おひとり様
場所：東商スカイルーム

（事前振込の場合の会費です。当日お支払いの場合は8,500円）

http://www.kaikan.co.jp/tosho/index.html

【所在地】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 東京商工会議所ビル８階
Ｊ
Ｒ

■東京駅 丸の内南口より徒歩10分
■京葉線東京駅 5番、6番出口より徒歩5分
■有楽町駅 国際フォーラム側口より徒歩5分

地
下
鉄

【電 話】 03-3211-4851

■千代田線 二重橋前駅
■有楽町線 有楽町駅
■三田線・日比谷線 日比谷駅 いずれも、B5, B7出口より徒歩0分

【重要】会費、事前振込のお願い【重要】

♪お楽しみイベント♪

今回より、会費については事前に振込をお願いすることとなりました。
つきましては、下記の口座へのお振込にご協力をお願い致します。

まり遥さん（太寺出身、人丸小学校、朝霧中
学校卒）による歌をお楽しみいただきます。
優しく、あたたかい歌声に、きっと心癒される
ことと思います。
プロフィールやコンサートのスケジュール等
は、こちらをご覧下さい。
東京でもライブ活動をされていますので、是
非一度、行かれてみては!
http://www.mariharuka.com/

＜ゆうちょ銀行 振替口座＞
（ゆうちょ銀行に備え付けの振込用紙にてお振込の場合）
口座番号
００１８０６－６５５４９１
＜ゆうちょ銀行＞
（あなた様のゆうちょ口座からのお振込の場合 手数料無料＞
口座番号
１０５８０－６３８５３８８１
＜その他の金融機関からのお振込の場合＞
店名 〇五八
店番 ０５８
普通口座
いずれも、口座名義は「東京明石会」です。

６３８５３８８

大阪音楽大学短期大学部声楽専攻卒業。 美しく力強いあたたかな歌声と、
ポップス・シャンソン・カントリー・ミュージカルなどの幅広いレパートリーで
活躍中。1984年シャンソンコンクール de KOBE 最優秀歌唱賞受賞。
1996年パリにて在仏日本大使館広報文化センター主催「現代日本ポップス
と高橋晴美オリジナルポップスを歌う」コンサートに出演する等活躍中。

会則の制定にはじまる組織体制の整備と活動内容の拡大と深化を

明石市大蔵天神町21-22
人丸花壇
078-912-1717
http://www.hitomarukadan.com

明石の心で
日本を“明”るく

放射線の安全利用技術を基礎に
人と地球の安心を創造する

池下紙業株式会社
私達は明石高校の卒業生です
代表取締役

山田耕作 （昭和44年卒 21回生）

取締役営業部長 前田貴義 （昭和45年卒 22回生）

東京明石会会長

代表取締役社長 細田敏和
（明石高校 昭和37年卒 14回生）

取締役（非常勤） 池下栄三 （昭和28年卒 05回生）
明石市大久保町八木218

ＴＥＬ/ 078-936-0480
FAX/ 078-934-1114

早くも８月、あの未曾有の大震災と大津波から亓ヶ月が過ぎようとしています。この間会員の皆様にはいかがお過ごし
になられたでしょうか。まずこのことに心を向けたいと思います。
さて本年も東京明石会の総会の季節がやって参りました。
私はここ数年来わが東京明石会に新しい風が吹くことを願い、そのことを予言して参りました。今度こそそれが実現する
こととなりそうです。
東京明石会もそれなりの歴史を重ねて参りました。そしてこの間、年一回の総会を開催することでその活動の糸をつな
いで参りましたが、本来的に期待される姿から云えば、とうていこれにこたえるものではありませんでした。年一回の総会
を開いて関係会員一同一堂に会して楽しく時を過ごすというのはそれなりに意義もあり、楽しいことでもありましたが、わ
が兄弟会とも云うべき東京淡路会などにくらべても大いに物足りないものがあったのは事実です。活動規模とその内容
の充実・拡大、これを支えるに足るだけの会員（特に若手会員）数の確保と財政的基盤の確立、これらの課題を背負って
きたのです。そこでその課題の克服に向けての準備を進めてまいりましたが、とくに最近2年ほど若くて有能かつ熱心な幹事の参加を得て上昇の機
運に乗りつつあったのですが、いよいよ本年はその具体的な成果が見られることになりそうです。正に新しい風が吹くわけですが、単に人的な意味だ
けではなく、会則の制定にはじまる組織体制の整備と活動内容の拡大と深化、財政基盤の確立等に向け集約が図られます。
どうか今度の総会には是非多数御参加くださって新しい風の心地よさを是非お味わいください。当日お目にかかれることを楽しみに。

東京都文京区湯島1-7-12
03-3816-5241

千代田テクノル
http://www.c-technol.co.jp

明石高校 5回生 昭和28年卒

◆ホームページのお知らせ◆
現在、インターネットで「東京明石会」を検索して表示されるホームページは、リニューアルの準備しており、情報が古いままとなっております。
当面は「東京兵庫県人会」のホームページにある、「同郷会・同窓会」のページ（http://www.thk.join-us.jp/association/index.html）をご覧ください。
またFACEBOOKにも東京明石会のページを準備中です（公開しています）。

幹事から一言

伝統ある明石市の市長として、職務の責任の重さを感じています
盛夏の候、東京明石会の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、「東京明石会だ
より（第四号）」が発刊されますことをお祝い申し上げます。
平素より浜口会長様をはじめ、東京明石会の皆様におかれましては、様々な活動を通して、ふるさと明石を広く発信し
ていただいておりますとともに、同郷の友を結ぶ豊かな心の交流を育んでおられますこと、また明石市政に多大なるご支
援、ご協力を賜っておりますことに、深く敬意と感謝の意を表します。
さて、このたび市長選挙におきまして、伝統ある明石市の市長として、市政執行の任に当たらせていただくことになりま
した。この上ない光栄であると同時に、多くの市民の皆様の暮らしを預かる職務の責任の重さをひしひしと感じ、身が引き
締まる思いでございます。
先人が築き上げてきたこの明石のまちを、さらに発展させるため、私の持てる力のすべてを注ぎ、市民の皆様とともにま
ちづくりを進めてまいる所存でございます。皆様におかれましては、今後とも明石のまちづくりに温かいご支援、ご協力を
賜りますようお願いいたします。最後になりましたが、東京明石会のますますのご発展と、会員各位のご健勝、ご多幸を
心からお祈り申しあげまして、ごあいさつとさせていただきます。

明石市長

明石をはじめ、各地域の個性と魅力に磨きをかけて「元気な兵庫」を実現
毎日、厳しい暑さが続きますが、皆様にはお元気でお過ごしのことと思います。
首都圏で活躍する明石ゆかりの方々が集う東京明石会。現在、2000名近くの会員の皆様が、情報交換や親睦を図りなが
ら、様々な機会を通して明石・兵庫の発展を支えていただいています。まさに、明石・兵庫の頼もしい応援団です。
3月11日、東日本大震災が発生し、地震と津波により被災地は広い面的被害に見舞われました。想像を超える惨状です。
首都圏も震度5前後の強い揺れが襲い、停電、交通機関の麻痺、物不足などが続きました。さぞかし不安な日々を過ごされ
たことでしょう。
16年前の阪神・淡路大震災から兵庫が立ち上がることができたのは、内外からの支援と励ましのお陰です。それだけに、
兵庫県はこれまでの経験を生かしながら、現地での支援活動、被災者の受け入れ、復旧復興に向けた国への提案など、被
災地支援に全力を尽くしています。
今後の力強い復興のためには、日本の元気回復が欠かせません。兵庫県は、風光明美な海岸や豊かな歴史・文化をも
つ明石をはじめ、各地域の個性と魅力に磨きをかけて「元気な兵庫」を実現し、日本の再生を先導していきます。
また、11月20日（日）には「神戸マラソン」を初開催します。三ノ宮をスタートし、明石海峡大橋で折り返す都市型フルマラソン大会です。再生を遂げた
街の姿は、被災者をはじめ国民への希望となることでしょう。
皆様には、これからも首都圏での明石・兵庫のＰＲなど、変わらぬご支援ご協力をいただきますようお願いします。
東京明石会の今後ますますのご発展と、会員の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈りします。

兵庫県知事

副会長 ：大場正幸
（明石南高校 6回生 昭和29年卒）
2005年4月、明石海峡大橋開通とともに発足した東京明石会
の幹事として浜口会長を補佐、現在も引き続き奉仕させて頂
いています。この間、多くの幹事が転勤等で入れ替わりまし
たが、発足当時からの会長と長尾幹事のほか、最近新たに４幹事(石五、
森本、亀五、中西)が加わり当会の組織固めが着実に進展していること
は喜ばしい限りです。今後とも、皆さんの熱いご支援により、わが東京明
石会が益々発展しますよう期待したいものです。

幹事：長尾昌男（明石高校 18回生 昭和41年卒）
東京明石会も第１３回目を迎えますが、第４回から会計を担
当しています。今回は東京近郊の在住の多数の方に、ご案
内をさせて頂いています。明石の昔と今を思い、世代を超え
た「東京明石会」を楽しみましょう。

幹事：森本郁徳（明石高校 33回生 昭和56年卒）
2006年より幹事に加わりました。東京に住んで24年が経ちま
すが、風景、食べ物、人情のいずれをとっても明石に優るも
のはないと感じております。「東京明石会」を通じて同郷の
方々の交流の輪が広がることを祈っております。

幹事：亀井るみ子（城西高校 1回生 昭和62年卒）
昨年より幹事に加わり、明石城西の1回生で同窓会の副会
長をさせていただいています。Akashi７（明石市内７校同窓
会）と東京明石会の橋渡し役として東京明石会を盛り上げて
いければと思っております。

幹事：中西豪（明石南高校 44回生 平成4年卒）
高校卒業年度が唯一「平成」の幹事として携わること約5年。
国鉄明石駅の高架下で市バスの券を売っていたお婆さんが
いたことを覚えている方いませんか？是非当日お話をできる
ことを楽しみにしています。

～ふるさと明石にてサポートをしている幹事～
幹事：吉本栄（明石南高校 18回生 昭和41年卒）
26年前、明友会の存在を知り、お世話役も務めさせて頂きました。その
後、菅野さんにご尽力頂き、浜口会長、大場副会長を中心に東京明石
会と名称変更、故郷の多くの方々のご理解とご支援を頂きながら変貌
してまいりました。若い力がないと繁栄はありません。同郷の輪を広げ
たいものです。

ふるさと明石の話題

エネルギー政策を考える
１．福島第一原発事故以降、我が国のエネルギー政策が揺らいでいる。原子力の安全神話が完全に崩れたのである。
２．第一に、原発の新規立地が極めて難しくなった。
第二に、しかし、現実の電力供給の安定を考えると、点検停止中の原発について、徹底的に安全確認を行った上で、再起動
が求められている。突然のストレステストは混乱を呼び、日本経済への影響は図りしれない。
第三に、自然エネルギーの導入拡大を加速することである。私は、経産省時代から積極的に関わってきており、1992年頃に
は、新エネ導入促進法改正の条文をつくり、施策の拡充を行った。そして、明石の対岸の淡路島が、太陽光、風力等に恵ま
れていることもあり、新エネルギー導入は、私のライフワークの一つとなっている。現に淡路島では、19基の風力発電と淡路
市のメガソーラーが稼働している。再生可能エネルギーの「固定価格全量買取法案」についても、基本的に推進すべきであ
るが、一般家庭の電気代や産業界への負担増を見極めなければならない。今回の震災を機に、韓国は、被災地の企業に
対し、「韓国では5年間法人税ゼロ、電気料金も日本の3分の1」と言って、韓国への工場誘致を強めている。電力多消費型
の企業への配慮や、低所得者層への配慮など、一定の修正を視野に、建設的な議論をしていきたい。
第四に、原発の縮小分を補うため、また、新エネルギー導入が進むまでの間、LNG（液化天然ガス）の活用が重要である。従来型の天然ガスに加えて、
米国やカナダの「シェールガス」と呼ばれる、岩に含まれているガスの供給を確保することも必要である。
３．以上のような現実をしっかり認識し、エネルギーの新しいベストミックスの姿を示すことが急務である。その際①安定供給、②コスト、③CO₂排出削
減、の3つの視点が重要であり、今後、地に足をつけた現実的な視点から、日本のエネルギー政策をしっかりと担っていきたい。

ミスタードーナツ 明石ステーション ショップ

取締役社長 石田康次郎
〈明石南高校 昭和29年卒 6回生)

東京都千代田区外神田6-9-5
電話 03-5818-1171（代表）
FAX 03-5818-1174

明石市小久保2丁目7－20
電話：078-926-5600 ＦＡＸ：078-925-5005

明石書店

http://www.akashi.co.jp
手造りを基本に、こだわりの一品として個性ある米の味を
楽しめるお酒等を製造販売しています

明石酒類醸造株式会社
直営店/明石市大蔵八幡町1-3
営業時間/10：30～17：30
（定休日 なし）
電話/078-914-7222

故郷“明石”が大好きで、会社
を興す際にその名を冠しました
定価：1,575円（税込）

明石酒類醸造

http://www.akashi-tai.com

幹事：石島奈々（明石南高校 29回生 昭和52年卒）
東京明石会発足の式典に出席させていただいて以来、翌年から幹事と
して関わらせていただいています。「今年こそ、100名参加めざして！」
と毎年がんばっていますが、これには皆様の“明石への思い”が必要な
のかな？と・・・。懐かしい故郷の話で盛り上げていきましょう！

・ 亀の水（天文科学館近く）は、今も湧いています。
・ 日本各地で話題のご当地戦隊キャラクラー、ふるさと明石にもあるのをご存知ですか？その名も「軌道星隊シゴ
センジャー」。子供たちの人気物です。
・ 明石駅と西明石駅の間に新駅をつくるという構想は、今なお検討が続いているようです。
・ 「明石・タコ検定 達人編」が10月16日にあります。我こそはという方、チャレンジを！
・ 夏季限定で明石市都心循環バス「ちょいのりバス」を運行中です。明石駅前、魚の棚、天文科学館、大蔵海岸を
巡るバスで1回100円。帰省の折に、ぜひ乗ってみては？
・ 市と観光協会の主催により「明石観光大使」を募集中です。応募条件の1つは「明石市在住、在勤、在学又は明
石をこよなく愛する方」とのこと。東京明石会の会員の皆様は、その条件を十分に満たしていますね。
・ 大蔵海岸では10月末まで、美しい明石海峡の景観のもと、バーベキューを楽しむことができます。
・ 明石公園の秋の風物詩「明石公園菊花展覧会」。今年で83回目です。

手にとって読んでみませんか？
オバマ米大統領が、二人の娘に書いたメッセージ

衆議院議員

日扇フーヅ株式会社

幹事長 ：石井源太郎
（明石南高校 9回生 昭和32年卒）
本年6月、母校明石南高校の創立90周年記念式典及び記念
祝賀会に出席致しました。在校時に35周年の記念式典があ
り、あれから55年の歳月が流れたかと思いますと、まさに
「遥けくも来つるものかな」の感慨で一杯でした。昨年より幹事長を務め
ております。東京近郊にお住まいの明石出身者に一人でも多く本会の
存在を知って頂き、一人でも多くの会員が集う楽しい同郷の会にしたい
と努力中であります。

株式会社明石書店
代表取締役社長 石井昭男

活魚料理・季節料理
ランチも
やっています

店主 湯川覚（明石南高校 昭和62年卒 39回生）
明石市本町1丁目14-8
078-911-5057

いずも亭

http://www.izumotei.com

1818年創業以来、明石の地で暖簾にかけて
味と伝統をかたくなに守る

株式会社 藤江屋分大
代表取締役 安藤晋三(明石高校 昭和35年卒 12回生）
明石市本町1丁目12-17
0120-025-355
AM9:00～PM6:00 （火曜日定休）

藤江屋分大

http://www.f-bundai.co.jp

