
「地域の魅力を訪ねる」シリー

ズ第3弾として、H27年10月17日

（土）、美咲町（旧柵原町）にあ

る「月の輪古墳」見学と、総会・

懇親会を行いました。

月の輪郷土資料館で郷土の歴史

家の方に説明をしていただきなが

ら見学し、大平山（標高320メート

ル）山頂に5世紀前半に築かれた古

墳に向かいました。

古墳から周囲を見渡し、古代へ

の思いを馳せた後、津山国際ホテ

ルへ移動して、総会・懇親会を行

いました。

参加者は支部会員7名【産賀俊治

（学20E）葛原[岸本]美幸（学22C）

中岡[難波]尚美（学23E）北原[宮

越]敦美（学24E）鈴木[黒田]昌徳

（Ⅱ22E）谷岡[野條]節子（学30E）

杉井聖（学31E）卒年順】、本部よ

り木村榮一楠ヶ丘会会長と山口治

彦教授・学生支援部長が参加して

くださいました。

和やかな雰囲気でひとときを過

ごすことができましたが、参加者

が少なかったのは残念でした。

谷岡[野條]節子（学30Ｅ）

岡山支部の行事で、今回は久米

郡美咲町（旧柵原町）飯岡（ゆう

か）にある月の輪古墳を見学して

きました。私は生まれも育ちも岡

山県北ですので、月の輪古墳とい

う名前は聞いたことがありました

が、どこにあるのかは知らず、訪

れたのは今回が初めてでした。

はじめ、郷土資料館で１９５３

年の発掘調査の様子を記録した映

画を鑑賞しました。

私はそこで初めて、この古墳の

発掘が研究者だけでなく、住民、

小、中、高校の生徒、教員、大学

生など延べ１万人もの人たちの協

力によって行われたのだと知りま

した。１９５３年といえば、まだ

敗戦後８年しかたっておらず、日

本全体がまだまだ貧しく質素な暮

らしをしていた頃です。そのよう

な時に、こんなに多くの老若男女

がボランティアで発掘作業に関わっ

ていたことに驚きました。発掘の

資金稼ぎに中学生がアイスキャン

ディーを売っていたとか、小高い

山の頂上に作られた古墳に毎日片

道40分かけて歩いて作業に通って

いたとか、当時の人たちの 自分た

ちの歴史を明らかにしたいという

情熱に大変感激しました。また、

当時としてもこの発掘方法は大変

画期的で、その後遺跡の発掘調査

にはこの「月の輪方式」がとられ

るようになったということでした。
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平成27年度の

支部行事の報告

NO.3

月の輪古墳見学に参加して

平成28年度は

神戸へ！
〆切（5月16日）迫る！

平成28年度事業計画
楠ヶ丘会本部より3月中に「楠ヶ

丘総会並びに母校創立70周年記念

行事開催について」という案内が

届いていることと思います。本年

度は母校創立７０周年で、特別に

記念式典、記念講演会、同窓会総

会、ホームカミングデイ等が計画

されています。

その中にも掲載させていただいた

のですが、これに参加することで

岡山支部の行事に代えます。（詳

細は本部からの案内参照）

教室を借りての支部の総会・交流

会も計画したいと思います。積極

的に参加してください。

現地での岡山支部独自の支部総会・

交流会への出欠にかかわらず、こ

の記念行事への参加者には、支部

より一定額（5,000円程度）の補助

をしますので、必ず事前にご連絡

ください。

連絡先：岡山支部長 産賀 俊治

（うぶか としはる）

電話・FAX 0868-54-1525

携帯 070-5673-4119

E-mail：cheese6900@yahoo.co.jp

(PC)

ubuka@pdx.ne.jp(携帯）



映画の後、資料館で様々な形の埴輪

や副葬品の鉾や銅鏡や勾玉の首飾り

を見ました。すべて本物で、細かな

細工が施され、この墓の主がこの地

の有力者であったことを物語ってい

ました。

そのあと、車で大平山の山頂付近ま

で上がり、歩いて月の輪古墳に上が

りました。６２年前に人力で木の根

草の根がはがされて葺石があらわに

なっていた古墳の表面は、長い歳月

の波にもまれ、再びうっすら草に覆

われていました。（今は、年に３回

地元の方 々が草刈りをボランティ

アでしているそうです。）棺が埋め

られていた古墳の頂上から、穏やか

な秋の陽光を浴びた吉備高原の山々

と吉井川を眺め、「この眺めは、昔

も今も変わってないのだろうな」な

どと当時の支配者の気分で下界を見

下ろしました。そして、古代史のロ

マンに浸りつつ、吉井川を遡って、

総会・親睦会の会場に向かったので

した。

見学会を企画してくださった産賀先

生、案内と解説をしてくださった角

南先生、大変ありがとうございまし

た。

1.病気もだいぶ良くなり、要介護

が３から１に変わりました。週２回

ディサービスに通い、他の日は家で

ゆっくり過ごしております。１人だ

けでの参加はまだ無

理のようですので今

回は欠席いたします。

（Ⅱ5E 三川克己）

2.暑中お見舞い申し

上げます。楠ヶ丘会

岡山支部の活動ご苦

労様です。又、会報

１，２回分をお送り

頂きありがとうござ

います。支部会合には出席できませ

んが平成２８年の神戸外大創立７０

周年には健康であれば是非出席致し

たいと思って居ります。その節はよ

ろしく。皆様に会えるのを楽しみに

して居ります。（短大1 浅野道晴）

3.ご案内ありがとうございます。岡

山市での新生活も１年半となりまし

た。この間長男の結婚、母の死とあ

まりにも多くのことがあり、時が長

く感じられる程でした。当日は翌日

に母の一周忌を控えておりますので、

参加ご遠慮いたします。皆様のご健

康と平安を心よりお祈りします。

（学29E 小林[藤原]栄）

4.ご案内有難うございます。相変わ

らず、町内会その他の地域の用務に

追われています。笠岡高校へ引き続

き週２回通っています。主に３年の

ライティング担当です。１０月１７

日、１８日の土・日は町内行事が入っ

ており、残念乍ら参上できません。

盛会をお祈りしております。皆様に

宜しくお伝え下さい。

（学14E 岡田日出巳）

5.ご案内ありがとうございます。私

はこの春卒業し、現在鹿児島県霧島

市で生活しています。今は仕事を覚

えることに一生懸命です。またの機

会に先輩方にお会い出来ることを楽

しみにしています。

（学64E 的場絵里子）

6.いつも連絡して下さりありがとう

ございます。和久は上海へ単身赴任

中です。もう３年ぐらい行っていま

すが、なかなか戻れそうにありませ

ん。（学43C 芦田和久・学42C

[藤川]直子）

7.岡山支部ニュースおよび掲題案内

深謝します。弊員数年前に事故で腰

骨骨折を負って以来歩行に問題があ

りあまり遠出ができません。残念な

がら支部会欠席とさせていただきま

す。現在は 細々ではありますが菜

園で我が国食糧自給に少しでも貢献

すべく努力をしております。会のご

盛会をお祈りします。

（学11P 永宗弘之）

8.ご案内ありがとうございます。当

日は、本校の学校説明会があり、私

は広報部長としてそのイベントの責

任者でもあり、残念ながら参加でき

ません。他の皆様によろしくお伝え

ください。（学31E 三宅克彦）

9.大変ご無沙汰いたしております。

いつもメールや郵便でのおたよりあ

りがとうございます。なかなか返信

できませんで申し訳ございません。

報告が遅くなりましたが、昨年10月

に第1子を出産いたしましてただい

ま育児休暇をいただいております。

なかなか連絡する余裕がなく、先生

には申し訳なく思っておりました。
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参加できなかった方の近況等



先日、楠ヶ丘会岡山支部ニュースを

いただき、楽しく読まさせていただ

きました。毎度先生の精力的な活動

には頭が下がるばかりです。さて、

平成27年度の楠ヶ丘岡山支部会です

が、今回も不参加とさせていただき

ます。もう少し子どもが 大きくなっ

たら外大にも連れて行きたいので、

参加したいと思っております。芳泉

高校の卒業生も今年度は1年生に7名

もおりますので、彼らの在学中に一

度は行ってみたいという思いもあり

ます。その中の一人は、連絡先を知っ

ていますので、もし在学生に連絡を

する機会があれば少しはお手伝いで

きるかもしれません。また何かあり

ましたらご連絡いただければと思い

ます。それでは、まだまだ暑い日が

続きますが、ご自愛くださいますよ

う。メールにて失礼いたします。

（学48E 難波[大西]由美）

10.お早うございます。初めてお便

りします。私は美作市湯郷に在住の

日笠秀記と申します。昭和３９年３

月に神戸市外大を卒業し、ずっと県

北で英語教員をしてきました。退職

後の１０年間は、岡山市の教育相談

員や、就実短期大学で非常勤講師

（教育相談論）をしてきました。今

は無職、ゴルフとか写真などを楽し

みながら、７５歳を迎えようとして

いるところです。私が外大に入った

ころは、岡山県出身の同期生は数人

いたでしょうか。まして県北では珍

しい存在でした。５月ごろでしたで

しょうか。３０人ほどいた同級生で、

関西にいる１０人ほどが集まるので

出てこいと、強い誘いを受けました。

今まで同窓会といっても不参加をを

決めこんでいましたが、重い足を引

きずりながら神戸まで行きました。

というのも、ぐうたらと４年間遊ん

ですごした大学生活で、ほとんど思

い出もない生活だったからでした。

しかし驚きました。メンバーの顔を

見た途端、５０年前に帰ってしまい

ました。そして、私が大学に存在し

ていたことが証明され、安堵と感謝

をした次第です。懐かしい青春時代

の一コマを確認できました。・・・・

以上が近況報告です。どのような時

も、未知の集いに行くにはあまりに

お尻の重い私です。そのうち、参加

してみようか…となるのを期待はし

ていますが…（学13E 日笠秀記）

11.いつも大変お世話になりありが

とうございます。岡山支部ニュース

読ませていただきました。近況報告

です。１０月１７日の会には残念な

がら参加できません。当日用事で東

京に行きます。申し訳ありませんが

欠席させていただきます。なんとか

元気に暮らしております。地域の行

事など役員になっているものには参

加していますが、行動半径は狭まっ

ているように思います。４月に甲子

園に住む長男に初孫（男児）ができ

可愛いものだと喜んでおります。英

会話、ゴルフ、パッチワークなど趣

味は続けています。次の機会にお目

にかかれるのを楽しみにしています。

皆様によろしくお伝え下さい。

（学23E 岡本[西堀]峰子）

12.こんばんは。 ご無沙汰していま

す。本部総会ではご苦労様でした。

今までこうして参加して下さってい

たのですね。何も知らず、すみませ

んでした。そして 支部のいろいろ

な用事をして頂き、本当にお世話に

なります。長い夏休みが終わりまし

た。孫の世話に追われていました。

支部総会の返事が大変遅くなりまし

た。参加するつもりでしたが、より

によってその日に用事が出来て欠席

です。月の輪古墳とよく耳にしてい

ましたが高校を出てから岡山には住

んでいなかったので、何もしりませ

ん。今回が知る良いチャンスだと楽

しみにしていましたが、残念乍ら総

会にも懇親会にも出れません。次回

には 出席できますようにと願って

います。本部の70周年記念式典のホー

ムカミングデイに都合が良ければ参

加したいと思っています。

（学15E 影山[丸尾]田鶴子）

13.ご案内ありがとうございます。

お世話になります。所用のため残念

ながら参加できません。皆様によろ

しくお伝えください。

（学37E 延原[中森]裕子）

14.年を重ねると津山も遠くの土地

になりました。せめて岡山市内の会

合ですと喜んで参加したいです。会

の成功をお祈りいたします。返事が

遅くなり申し訳ありません。

（学14E 日笠永子）

15.神戸市外国語大学を卒業後岡山

市のスーパーに就職しましたが色々

と思うところがあり10/20をもって

退職することとなりました。また一

から、むしろマイナスからのスター

トとなりますが就職活動を始める次

第です。（学64E 山田郷志）
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※ご家族の方へ

会員の方が同居しておられない場

合は、何かの機会にお渡しください。

会員の方の改姓や住所などの異動

がある場合はご本人に確認のうえ、

さしつかえなければお知らせくださ

い。


