
今回の欠席者から届いた近況報告等の一言集

A 組 の方 々か ら C 組　 の方 々か ら

体調不 良 （脳梗塞）のため欠席 します。　　　　盛岡市 （旧姓 t長澤 ）平館 徹 体調不良のため欠席 します。　 仙台市　 一宮　 禎孝

体調不 良のため欠席 します。　 盛 岡市　 駒井　 蓉－

体調崩 して お りますので欠席 します。大和市 晴山 一正

体調不良の為宿泊に不安があり欠席。盛岡市 小野 尚美

今回は予定が あ り参加出来ません。その うちお会 い

したい と思 ってお ります。 元気です。東京都 長谷川守

腰痛に悩んでお り現在療養中です。 岩手町 滝本 巌

体調不良の為、残念なが ら欠鼠 八幡平市 道坐博之

3／11は老人クラフ●の仲間で矢 巾温泉に入浴中で飛び出 し

ま した。国鉄OB会 で今 回欠席です。 矢巾町 山本充夫

米内保弘は去る 3 月 2 日逝去致 しま した。長年の

お付き合 い有難 うございま した。 市川市 米内史子

予定があ り参加出来ません が喜寿祝 いには参加すべ く

健康に留意 して生活 します 。千葉県習志野市　 田鎖朝夫

八戸市 に住んで25年 にな ります。今 回は出席出来ません

が、足澤先生は じめ皆 さん、特にA観の皆さん方、 よろ

しくお願 い します。 八戸市 （中島）石 田茂－

大震災では我が家で も瓦屋根が崩れ落ちた り箪笥が倒れ

た りしま したが、預金は異 状な し。今回は欠席です。

喜寿祝いではお会 い しま しょう。松戸市　 藤舘 眞三郎

現役中で市仕事 を休 めぬ為、欠席 します。　　　　　　横浜市 八重樫 柴 皆 ととても会 いたいのですが、雑用が あり欠席 します。

心身ともに元気です。　　　　 東京都 峯　 信夫

B 組 の方々か ら

体調不 良のため欠席 します。 盛岡市 熊谷 寿郎

喜寿には元気で参加の予定です。 盛岡市 田村 秀柾

背丈は縮み、爪 と白髪だけが伸びる今 日この頃です。

次回の喜寿祝で お金いするのをを楽 しみ にしています。

諸兄のご健康 とご盛会 を祈る。　 盛 岡市 熱海 宏 倍

出席予定で したが急に黄門様の入院治療のため欠席です

将来 は米寿まで付き合い願 います 。滝沢村 五日市 荘

元気か と思われ るほ ど家の中でいぼ ってお りますが、

体調 は無理 の為残念 です。盛岡市　 吉田圭治 （夫人筆）

6／3か らロサンセ●損 に旅行の為残念なが ら欠席です。後期

高齢者 に幸多かれ と祈 ります。 花巻市 堀 田 保夫

皆様 に大震災のお見舞 いを申 し上げます。生涯最大の

揺れを経験 しその後 も心配 してお ります。健康も良好で

過 ごしてお ります。　　　　 千葉市 酒井 正雄

平成17／10／30 に死去致 しま した。今 日まで本 当に

有難 うございました。 紫波町 藤田勲 （敬子 筆 ）

少々耳が遠 くな りま したが元気に余生を送 っており

ます。　　　　　　　　　 東京都　 昆尾　 一男

入院 中につき欠席致 します。 盛岡市 深澤 均

体調不良 （歩行困難）のため欠席。紫波町 高橋暗部

永年の内臓 疾患に先月更に椎間板へに了を患い療養中。

そんな訳で残念なが ら欠席です。盛岡市　 村上　 猛

田野畑村は三陸大津波で壊滅状態ですが 、拙宅は山手で

無事で した。全国の支援に惑乱 田野畑 村 菊地 純 一

現役で勤 めて お りますが、片道 2 時間の通勤は体力の

限界に近 づいた感 のこの頃です。横浜市　 村田　 篤司

今、震災復興 に若干の協力 をしています。ゴルフの

練習で体力維持 を心がけて います。 盛岡市 横澤 茂雄

当初出席 の予定で したが膝が調子悪 く断念です。遠藤

先生の ご冥福 と諸 兄の健康 を祈 る。新座市　 吉田柴一

現在、福祉関係の仕事 をしています。喜寿祝いには

是非出席 したいとおもいます。 Jtl崎市 鹿内 健

少々体調 を崩 し入院中の為欠席 です。皆様 と一献酌み

交わ したい気持ちで一杯です。 東京都 村井 庫吉

体調不 良を題に作詞 中。前立腺肥大は 「男の奥の細道」

旺門の異常 は 「こ う門の前 で会 おう」 と馬鹿なことで

どんな時で も人 生は楽 しむぞ。欠席コ◆ル 盛岡市 小林隆

3 1 年卒に出席 してお ります。 これか らもその予定です

ご盛会 を祈 る。　　　　　　　 盛 岡市　 熊谷　 貫


