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嶋津亮君、税理士試験合格おめでとう。 
支部長挨拶 

 

 静岡県校友会支部長 後藤正治 

 

 最近の日本大学の評判が落ちており、大変残

念な思いです。アメリカンフットボールの試合

における暴力問題や応援リーダー部、水泳部な

どの問題は、由々しきことです。 

 私たち通信教育部の卒業生からすると、学生

時代は、レポートの作成、科目修得試験、スク

ーリングの日程に苦慮して勉学し、昼間は、仕

事に従事しておりましたので、苦しい毎日でし

た。ですから、アメフトなどのスポーツは、や

っている暇がない、余裕がない、遠い存在でし

た。現在、スポーツクラブで不祥事が発生し、

これが日本大学のフェアプレーの精神の校歌に

反していることを思うと、これらの出来事は、

苦々しいかぎりです。それでも、我々は、日本

大学を卒業したわけですので、日大の名におい

て、より一層の励み、頑張りを示して、社会に

貢献し、人生していきたいと思います。 

 

 そんな中、H28 年 9 月卒業の

嶋津亮君が 34 歳、H29 年度の

税理士試験に見事合格いたし

ました。彼は、副支部長であ

る小松税理士の門下生です。

小松先生の喜びは大きいもの

と思いますが、私も大変嬉し

い報告です。私の在学中、もう５３年前になっ

てしまいますが、これからの人生どうなるのだ

ろうか、と思い人生していただけに、嶋津亮君

の合格は、自分の人生と重なります。彼は、定

時総会に、仕事の関係で欠席となりました。皆

で祝福してやれなかったことは残念ですが、本

人の将来が輝き、同時に、在校生、卒業生に大

きな希望を作ってくれたものと心からお祝い申

し上げる次第です。これに続く、お話が多くの

方々からいただけると嬉しく思います。 

 

 ところで、定時総会に参加する意義は、参加

会員の皆様にとって、楽しい総会、役立つ総会

になることだ、と思います。校友会会員には、

税理士２名、教師、福祉団体の理事長、海事代

理士・行政書士、弁護士など多彩な方々が参加

しております。大いに活用なさっていただける

と幸いです。 

 定時総会の記念講演では、日本大学短期大学

部教授・医学部兼担教授 高橋敦彦先生が、「心

臓病を予防する」との題で有意義なお話をして

くださいました。ありがとうございます。心か

ら感謝する次第です。 

 

 昨年の定時総会で、静岡市在住の鈴野いずみ

さんが「三島校舎 静岡県学習センター 維持

運営」について意見を出されました。鈴野さん

は、14 年間、通教生の持つ履修や学習の進め方

についての悩みなどについて、相談員として従

事されてきましたが、「次第に、相談員の人数や

相談受け入れ回数が減少してきている。在学生

への充実した勉強に学習センターは、欠かせな

い」との意見でしたので、会報で提言させてい

ただきました。この結果は、どうなったのか、

鈴野さんに確認しましたところ、学習センター

は、学生数の減少に伴う費用削減のため平成 31

年度から廃止が決まった、学生からの相談は

SNS でできるようにする、との簡単な連絡があ

ったとのことです。鈴野さんは、「教育が分かっ

ていない」とおっしゃられていましたが、同感

です。 

以上 
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心臓病を予防する－心配すべき症状－ 
 

日本大学短期大学部（三島）食物栄養学科教授 

医師 髙橋 敦彦 

 

今回の講演では、突然死につながりやすい心臓血管

系疾患の心配すべき症状、注意すべき予兆についてお

話します。 

 

心臓の筋肉に酸素や栄養素を運ぶために心臓の周囲

に存在する冠状動脈の血流が①一過性に低下すること

により生じるのが狭心症、②冠状動脈が閉塞して血流

が途絶えて心臓の筋肉（心筋）が死滅し、心臓の機能

が低下するのが心筋梗塞です。狭心症の病態にもいく

つか種類がありますが、器質性狭心症は冠状動脈に顕

著な動脈硬化性の狭窄（内腔が狭くなる）がある狭心

症、冠状動脈が痙攣性に収縮しておこるのが冠攣縮性

狭心症です。不安定狭心症は、心筋梗塞に移行しやす

い危険な狭心症です。 

 急性心筋梗塞は、冠動脈の血流途絶により心臓の筋

肉が死滅し、心臓のポンプ機能が低下し、不整脈や心

不全から突然死に至るような致命率の高い疾患です。

医療技術の進歩した今日では、予兆が出ている程度の

早期に対処すれば大事に至らなくて済むようになりま

した。 

3 層構造をしている大動脈の中膜が裂けて、瘤状に

なる大動脈解離（従来は解離性大動脈瘤と言われた）

では、激烈な背部痛が発生します。 

肺血栓塞栓症は、別名エコノミークラス症候群と呼

ばれ、長期間椅子に腰かけて動かないこと、下肢静脈

の炎症などが誘因となり、下肢静脈に細長い血栓が心

臓に戻る血流にのって肺動脈を閉塞することで発症し

ます。肺血栓塞栓症は、旅行から帰ってから数日以内

に起こることが多く、また、震災後に自動車内に寝泊

まりしていた被災者に多く発症したことでも知られて

います。（表１） 

その他、種々の疾患で胸部の症状がみられますが、

大切なことは症状を自己判断で放置せず、早めに医療

機関を受診することです。（表１） 

 

呼吸困難（表２）は、「息苦しさ」、「息切れ」と感じ

る呼吸感覚が健常者のレベルを超えて病的なもの、と

規定され、種々の心疾患、肺疾患の症状としてみられ

ることがあります。 

心不全は様々な心臓疾患が原因になりえます。初期症

状は労作時の息切れですが、重症になると軽度の労作

や安静時にも呼吸困難を生じるようになります。起座

呼吸は、臥位になり 1～2 時間すると肺に水がたまり

（肺うっ血）、呼吸困難が出現するために水平に寝続け

ることができなくなります。心不全ではピンク色の泡

沫状痰や喘鳴を伴うこともあり、これを心臓喘息とい

います。また、重症な狭心症でも呼吸困難がみられる

ことがあります。 

 

動悸（表３）は、自身の心臓の鼓動を意識するか不

快に感じることをさします。脈の不整による不整脈や

心臓弁膜症、甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、貧

血、心因性など心臓以外に原因があることもあります。 

動悸は、①いつからか、どのくらい続いたか、②反

復するか、③どういうときに起こるのか（労作、安静、

食後、睡眠）、④突然始まり、突然おさまるか、⑤停止

法（深呼吸、息止め、運動など）、⑥随伴症状があるか、

⑦症状があるときに脈を触れたか（脈拍数、規則的か）

などが診断の貴重な情報になります。これらをメモに

まとめて受診時に持参すると良いでしょう。 

 

失神（表 4）は脳の一過性機能障害により意識を消

失することをいいます。24時間 Holter 心電図検査、

イベントレコーダーなどにより発作時の心電図波形が

得られると診断につながります。重症不整脈以外に、

虚血性心疾患、重症弁膜症、神経調節性失神なども原
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因になります。 

近年、AED（体外式半自動除細動装置）が個人でも購

入できるようになりました。心臓血管系の病気がある

方は、こうした機器を個人的に備えるという選択肢が

あります。 

最後に、今までに自覚したことがないような、胸部

症状（胸痛）、呼吸困難、動悸、失神などがみられたら、

我慢せずに勇気をもって循環器科のある医療機関を受

診（救急車を呼ぶ）されることをおすすめいたします。

皆さま、いつまでも健やかにお過ごしください。 

 

表１ 

【胸痛あるいは胸部圧迫感をきたす疾患の特徴】 

〇心臓 

 狭心症   胸骨裏面や左前胸部の圧迫感、絞扼感、焼灼感、重苦感、 

    下顎、心窩部、肩、左上腕への放散痛あり。 

 器質性狭心症  運動や労作により胸痛が出現。労作の中断により 

数分～10分以内に軽快する。 

 冠攣縮性狭心症   早朝、明け方の安静時に発作が多い。 

    寒冷刺激や過呼吸で発作が誘発される。 

 不安定狭心症  発作頻度の増加、程度の増強、持続時間の延長がみられる。 

    安静時にも発作が出現する。 

 急性心筋梗塞  突然発症の左前胸部絞扼感、圧迫感で冷汗や悪心を伴うことが多い。 

    30分以上持続する。 

 急性心膜炎  鋭く持続的な前胸部痛、吸気や仰臥位で増強し、起座位や前屈で軽減する。 

    心膜摩擦音を聴取する。 

 大動脈弁狭窄症     労作性の胸痛、めまいや失神を生じる場合もある。 

    遅脈および収縮期駆出性雑音を認める。 

〇大血管 

 大動脈解離  突然発症の激烈な胸背部痛で冷汗を伴う。 

血圧の左右差、チアノーゼ、ショック、意識障害を生じる。 

 肺血栓塞栓症  呼吸困難を伴う前胸部苦悶感を認め、意識消失、ショックを生じる。 

反復すると呼吸困難の増悪を生じる。 

 肺高血圧症  労作時息切れ、呼吸困難、易疲労感とともに増強する前胸部圧迫感。 

 

表２ 

【呼吸困難】      「息苦しさ」、「息切れ」と感じる呼吸感覚が健常者のレベルを超えて 

病的なものと想定される時、呼吸困難と称する。 

循環器疾患と呼吸器疾患がそのほとんどを占める。   

 心不全   労作時の息切れから始まるが、重症になると軽度の労作や安静時 

にも呼吸困難を生じるようになる。 

肺うっ血が高度になると、呼吸困難が臥位 1～2分で出現するため、 

患者は水平に寝ることができなくなり、起座呼吸を呈する。 

発作性夜間呼吸困難は夜間就寝数時間後に発症する高度の呼吸困難。 

ピンク色の泡沫状痰や喘鳴を伴うこともある（心臓喘息） 

 労作性狭心症  労作時の呼吸困難 → 重症虚血の可能性がある。 
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表３ 

【動悸】 自身の心臓の鼓動を意識するか不快に感じること 

① いつからか、どのくらい続いたか 

② 反復するか 

③ どういうときに起こるのか（労作、安静、食後、睡眠） 

④ 突然始まり、突然おさまるか 

⑤ 停止法（深呼吸、息止め、運動など） 

⑥ 随伴症状があるか 

⑦ 症状があるときに脈を触れたか（脈拍数、規則的か） 

  さらに  

① 血行動態の異常（気分不快、悪心、めまい、失神） 

② 虚血性心疾患、心筋症、心不全など基礎疾患 

③ 服薬中の薬剤 

④ 突然死や Brugada症候群、肥大型心筋症などの家族歴 

 

表４ 

【失神】  脳の一過性機能障害により意識を消失することをいう 

  失神患者のほとんどは受診時にはほぼ回復している 

  原因診断は難しい 

  重症不整脈、虚血性心疾患、重症弁膜症、神経調節性失神など 

2018/09/29 

 

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

静岡県支部校友会定時総会 

 

平成 30 年 9 月 29 日、定時総会が三島校舎

15 号館５F で開催されました。いつも出席さ

れる幹事の方の繁田雅希さん、山口良児さん、

長岡恵子さん、嶋津 亮君のご都合が悪く出

席されませんでしたが、今後、２０人の大台

に入るのではないか、と思います。稲葉知二

さん、渡辺 進さんは、出席予定でしたが、

当日、急用で欠席となり残念でした。 
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 写真前列、左から深澤洋二朗さん、鈴木栄作さ

ん、後藤正治、教授の高橋敦彦先生、石川貞夫顧問、

小松征夫さん、後列、左から山田澄枝さん、杉山秀

夫さん、勝間田健一さん、久保田勝さん、大高貞男

さん、坂田弘明さん、笠井伸子さん、高田和彦さん、

土屋忠得さん、田中由雄さんで、総会の参加者は、

１５名でした。 

静岡市の深澤洋二朗さん、三島市在住の笠井伸子

さんは、初めての参加ありがとうございます。山田

澄枝さん 20 年ぶりの再会です。高田和彦さん、勝

間田健一さんと坂田弘明さんは３年ぶりくらいに

なるでしょうか。このように、ご参加いただき、お

会いできるのは、嬉しい限りです。定時総会は、皆

様との懇親が中心ですので、和気藹々で進めて行き

ました。 

１６時から久保田勝さんの司会で進み、物故者へ

の黙祷、平成２９年度の事業報告と会計報告、平成

３０年度の事業予定の承認をいただき、来年は、浜

松で開催されることの挨拶が小松副会長からなさ

れました。１６時３０分から記念講演として、「心

臓病を予防する」－心配すべき症状－と題して、日

本大学短期大学部（三島）食物栄養学科教授  医

師 髙橋 敦彦先生からご講演を頂きました。この

講演を聞きたくて、参加された方々も多かったです。 

１８時から高橋敦彦教授を交え、６階、教員用レ

ストランにおいて懇親会が開催されました。出席会

員の自己紹介は、意欲的で豊かな人生模様を語るも

のでした。 

 

以上 

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

 

 

 

 

 

 

 

S２９文卒 袴田毬子   

  （茶名 宗毬） 

明けましておめでとうございます。 

いつも御連絡や会報お送り下さって誠に有難うご

ざいます。 

私は，昭和２９年３月に日大通信部を卒業した大

婆々の者です。今から６０年程前になります。スク

ーリングに行った際の夏の富士登山や弁論大会，世

田谷での運動会を思い出します。現在，８７歳にな

りますので、私は，健康を一番に心掛けていますが、

裏千家の茶道を公民館や自宅で教えたり，足腰を鍛

えるために日本舞踊を７５歳から稽古してもらっ

たり，下手な俳句を日記代わりに作句してみたり，

すべて，ボケ防止，健康維持のためにガンバってお

ります。明日の命はわかりませんが，歩けるうちは，

アウトドアを楽しみたいと思っています。 

 ですから、県内での支部総会のお知らせを受けて

も，何かと目がふさがっていてずっーとご無沙汰で

申し訳ございません。今日，住所変更の通知の傍ら

近況をお知らせ致します。 

 孫の方々のようなお若い方の御活躍を心より願

っています。事務局皆様のご健康と日本大学のご発

展を心より祈念しております。今後共，お世話にな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

・どんど焼大きなだるま火の中に 

・ひとりでも雪富士みればファイト湧く 

・愛媛みかん昔の友を思い出す 

・湯豆腐の湯気の向こうに亡夫の顔 

・新年会金色夜叉を寸劇で 

（私はお宮でけとばされました） 

 

拙句（御笑読下さい） 

平成 30年 1月 23日 
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自己紹介 
 

 

笠 井 伸 子 

文理学部文学（英文学）専攻 

平成２９年度卒 

 

入学前に英会話を習っておりましたが，しっかり勉強したくな

り平成 26 年度の春季生となりました。仕事はしておりませんが，

体調を崩し入院をしました。その後も通院しながらでしたので，

挫けそうになることもありました。それでも，勉学だけでなく

様々な方々との交流に恵まれ，続けよう，卒業しようという思い

を保つことができました。また，教職課程では実習に行かせてい

ただき，貴重な経験もさせていただきました。卒業後は，こちら

で素晴らしい先輩方からお話，励ましを頂くことができ光栄で

す。最近は，時々小中学生と勉強や遊ぶ活動に参加しています。

子どもたちから，社会のことを学んでいます。週末は，健康のた

めに JR さわやかウォーキングに参加しています。スタンプを集

めるとオリジナルグッツが貰えるので，コツコツやっています。

よろしくお願い致します。 

 

 

深 澤 洋 二 朗 

商学部 平成１２年卒 

 

静岡市の深澤洋二朗です。昭和 25 年 1 月生まれ、趣味は旅行、

釣り。校友会総会への出席は初めてです。旧清水市出身で地元高

校を卒業後、県職員となり平成 22 年に定年退職しました。現在

は「フカザワ海事法務事務所」で海事代理士と行政書士をしてい

ます。夜間短大を卒業後、通信教育の進学を考えたが、長期間の

スクーリングは無理だと諦めました。その後、土日スクーリング

等を知り、平成 16 年に 3 年に編入学して 2 年で卒業しました。

レポートを徹夜で仕上げ、1 科目だけのために東京で受験したこ

となど苦労が思い出されます。日大通信で学んだことが、私の仕

事や人生に大いに役立ったと感謝しています。これからも学ぶ姿

勢を忘れず研鑽したいと思います。 

海事代理士は、他人の依頼によって、船舶登記や船舶登録、船

員に関する労務など、海事に関する行政機関への申請などを代

理・代行する仕事です。 
 

 

鈴 木 栄 作 

商学部 平成９年卒 

 

私は、昭和 8 年生まれで 86 才です。日本大学通信教育部は、

59 才の平成 3 年ころ入学しました。平成 9 年 65 才で卒業しまし

た。初期の結核で３年間入院したため島田商業高校卒業も遅くな

り、大学も諦めておりましたが、高校卒業後に勤務した会計事務

所の所長に薦められて、大学に入学することができました。苦労

したのは、レポート作成、科目修得試験、スクーリングでしたが、

仕事も休ませてもらい、東京の神田に行くことができました。通

信時代の家族は、妻と子供の二人です。家族の支援もあって卒業

できました。人生訓は、「最後まで頑張り抜く。家族を大切にす

る」です。これからも、この言葉を大切に生きていきます。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%88%B6%E7%99%BB%E8%A8%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%88%B6%E7%99%BB%E9%8C%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%8B%99
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税理士試験への挑戦と合格までの道のり 

 

   通信教育部校友会 静岡県支部 

平成 28 年通信教育部法学部卒 

  

嶋 津  亮 

 

 

 

1.税理士を目指したきっかけと覚悟 

 「あった…!!」平成 29 年 12 月 15 日午前 8

時30分、私はPCの画面の前でそう叫びました。

この日は税理士試験の五科目合格者の発表日で

す。「官報」の平成 29 年号外第 273 号に私の名

前が掲載されるという、私にとって青天の霹靂

と呼べる出来事がありました。 

 私は現在 34 歳になりますが、税理士を目指す

ようになったのは、23 歳、今からちょうど 11

年前です。地元浜松の商業高校を卒業後、浜松

の工場へ就職し、それから 4 年間、自動車部品

の製造に携わっていました。ふとした時に、事

務の仕事にも挑戦してみたいと思いましたが、

当時は事務に必要な資格を全く取得していませ

んでした。そこで、専門学校で集中して資格取

得をし、今後の人生のスキルアップを図ろうと

退職しました。そして、地元浜松にある専門学

校に入学し、私の恩師である税理士の小松征夫

先生（日本大学通信教育部校友会 静岡県副支部

長）と出会い、日商簿記 2 級を取得したことが

税理士を目指すきっかけとなりました。 

 その後、専門学校での就職活動中に我が師で

ある税理士の髙井雅美先生と出会い、税理士試

験を受験することとなりました。髙井先生から

「もし税理士試験を受けるのであれば、全ての

趣味を捨てて、勉強のみに専念しなさい。生半

可な気持ちでは、絶対に合格することできない」

というアドバイスを頂き、実際に全ての趣味を

捨て、ただ、ひたすらに、税理士試験の合格を

目指すべく勉強を始めました。さらに、髙井先

生の会計事務所へお世話になることとなり、勉

強についても税理士講座のある専門学校へ通わ

せて頂くこととなりました。 

 また、恋愛や結婚も勉強に支障をきたす、時

間を取られるという理由から禁止とアドバイス

され、私も合格のためにはそれしかないと思い、

試験に臨みました。ですから、受験勉強から解

放された今も独身生活を送っています。 

 

2.税理士試験の概要と会計科目への挑戦 

 税理士試験は会計二科目、税法三科目を合格

することで官報合格となります。会計科目は簿

記論、財務諸表論、税法科目は九科目の中から

三科目を選択しますが、税法科目には法人税又

は所得税のいずれかを含めなければなりません。

毎年 8 月に試験が行われ、その年の 12 月に結果

発表があります。また、科目合格制を採用して

いるため、一度合格した科目は永久に有効です

ので、社会人の方や学生の方でも挑戦しやすい

試験だと思います。 

私はまず、平成 21 年に税理士試験の登竜門と

されている簿記論を受験しましたが、残念なが

ら、不合格でした。全てを捨てて勉強したのに

も関わらず、不合格でしたので、発表後はしば

らく立ち直ることができませんでした。そんな

ある日「あれだけやっても不合格だったのだか

ら、来年は今年よりもっと勉強しよう」という

気持ちに切り替わり、会計事務所を退所させて

頂き、受験に専念しました。 

 退所後は一切仕事をせずにただ、ひたすら勉

強に励みました。その結果、翌年の平成 22 年に

は簿記論と財務諸表論の会計二科目を同時に合
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格することができました。会計科目合格後は、

いよいよ税法科目への挑戦ですが、その合格の

難しさは他の受験生から聞いていましたので、

就職はせず、貯金を取り崩し、両親の援助を受

けながら専門学校へ通い、税法科目に挑戦しま

した。しかし、税法科目合格の壁は厚く、平成

23 年、24 年、25 年と合格科目の無い年が続き

ました。この時の失望感、人生の絶望感、未来

へ不安は、激しいものがありました。 

 

3.日大通信の入学と税法科目の合格 

平成 26 年は消費税法、相続税法に全てを掛け

て臨みました。どちらの科目も手応えはありま

したが、絶対合格という保証はありませんので、

大学院での二科目免除を視野に入れるようにな

りました。また、これから法律の世界に入って

いくために、基本となる「六法」を勉強してお

きたいと思い、平成 26 年 10 月、日大通信法学

部法律学科へ編入学しました。私は二年制の専

門学校を卒業しておりましたので、三年に編入

できました。 

日大通信での学習は、税理士試験の受験対策

では学習しない論点が多くあり、新鮮な気持ち

で学習することができました。ただ、初めの頃

はレポート作成に苦労しました。今までは覚え

た法律をひたすら書く、ということが多く、課

題について法律や判例を交えて、分かりやすく

まとめて作成することは大変でした。しかし、

この日大通信でのレポート作成とスクーリング

での試験は、後の税理士試験の税法科目の合格

に大きな影響を与えました。税理士試験におい

て、自分が税理士だった場合、お客様に対して

どのように分かりやすく説明するか、さらに法

律を交えてうまく説明することができるかを意

識するようになった点が大きな収穫となりした。 

平成 26 年 12 月、私の悲願であった、税法科

目のうち、相続税法に合格することができまし

た。その一方で、相当自信のあった消費税法は

何と、不合格でした。しかし、平成 27 年には合

格を果たすことができました。 

 

4.日大通信の卒業と税理士試験官報合格 

平成 28 年に所得税法を受験しましたが、日大

通信の単位取得に集中してしまい、結局不合格

となってしまいました。一方で、日大通信の学

習は順調に進み、平成 28 年 9 月に無事日大通信

を卒業することができました。大学院への進学

も視野に入れていましたが、最後にもう一年本

気で勉強することにしました。最後の受験科目

は所得税法で、万全の状態で試験に臨みました

が、手応えがあまりなく、正直、合格は諦めて

いました。しかし、平成 29 年、まさかの官報合

格で、本当に信じられない気持ちです。振り返

ると長い道のりでした。 

平成19年 4月 専門学校入学 

平成20年 7月 髙井雅美税理士事務所入所 

平成21年 3月 専門学校卒業 

簿記論受験 不合格 

   12月  髙井雅美税理士事務所退所 

平成22年      簿記論及び財務諸表論 合格 

平成23年      法人税法 不合格 

平成24・25年  消費税法、相続税法 不合格 

平成26年10月  日大通信法学部3年編入学 

12月  相続税法合格 

消費税法及び所得税法 不合格 

平成27年      消費税法合格 

所得税法不合格 

平成28年 9月  日大通信法学部卒業 

12月  所得税法 不合格 

平成29年12月  所得税法合格 最終合格 

 

5.終わりに 

 税理士試験に挑戦する上で、私が思う最も重

要なことは、諦めずに受験し続ける強い意志だ

と思います。税理士試験は本気で学習に取り組

み、挑戦し続けることで、必ず合格することが

できます。そのためにも、絶対に合格する、と

いう強い意志が必要です。 

 また、私は税理士試験の受験と日大通信の学

習を並行していました。税理士試験の受験を続

けていく上で、日大通信のレポート作成や学科

試験を行っていくことは、大変な苦労が伴いま

すが、日大通信の勉強は、私にとって考える力

や文章力を高めることができ、結果的に税法科

目の合格への大きな礎となりました。諦めずに

続けることによって、卒業や合格だけでなく、
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今後の人生の糧になる何かを手に入れることが

できると思います。 

ここまで受験生活を支えてくれた家族や長い

間応援し続けて下さった方々には、本当に感謝

しています。税理士の登録はまだ先のことです

が、今まで学習してきた知識を活かして世の中

に少しでも貢献したい、と思っております。 

平成 30 年 4 月 11 日 記 

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

スクーリングの友と５３年ぶりの再会 

後藤正治   

 

 ３年ほど前から温泉に目覚め、毎年ゴールデ

ンウイークは、家内と温泉探訪をしている。最

初は北海道知床地方、２年前は青森県、昨年は

秋田県、そして、今年は山形県となった。山形

県には、名湯が多い。銀山温泉、赤倉温泉、蔵

王温泉、赤湯温泉、米沢８湯など目移りがする

ほど豊かな温泉ぞろいである。 

 

 山形県に行くならば、訪問したい人がいる。

米沢市笹野在住の大塚勝衛君である。彼は、通

信教育部校友会会報を見ると、山形県校友会支

部長として長らく活躍されている。彼とは、昭

和４０年７月のスクーリングで知り合った。こ

の時、九州の倉持泰男さん、埼玉県の大塚英樹

さん、そして、私の４人が一緒になった。どう

してこの４人となったのか、全く覚

えがなかったけれど、勝衛君の話で

は、生物か何かの授業の際にチーム

を作ることになり、たまたま４人が

チームとなったと聞いた。 

 

 あの頃、私は、毎日、豆腐を作り、

豆腐を売っていた。どのように人生

を生きていけば良いのか、ただ悩み

っぱなしの人生だった。このような

時に触れ合った４人、大塚英樹君の

案内で新宿の歌声喫茶「ともしび」

へも行った。生ビールのジョッキを

傾け、精一杯の声で歌った。そこには、つかぬ

まではあったが、青春があった。講義における

交流は、短い。４人との交流は、１週間くらい

であったかもしれない。また、地方に散らばっ

て行ったけれど、以来、５３年間、年賀状を交

換することとなった。勝衛君たち３人は、数少

ない貴重な通信教育時代の友人である。 

 

 彼の承諾を得て、平成30年4月29日、ご自宅を

訪問することになった。５３年も年数を経ると、

顔が分らなくなるものと思ったが、若いころの

面影を残していた。ご自宅では、勝衛君、そし

て、奥様の歓待を受けた。ご夫婦とも県の職員

をなさり、今は、退職されている。悠々自適の

毎日かと思ったが、農業をやり、薬を飲むよう

なこともなく、いたって健康そのものとのこと

だ。奥さんは、刺繍で作った子供への絵物語り

の作品を見事に仕上げられていた。雪深い中で、

コタツへ入りながら作られたのかな、と想像し

た。ご夫婦仲良く、過ごされていた。 

 彼は、わざわざ白布温泉西屋旅館に一泊して

くださり、楽しい食事となった。彼の息子さん

は、静岡大学を卒業して、静岡へ就職している

とのことである。一度、ご夫婦で、世界遺産の

富士山を見に、私の居住地三島市にお出でくだ

さるのではないか、と期待している。 

 

2018.06.15 
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会員参加と会費のお願い 

  

 定時総会には、気楽にご参加いただけると幸

いです。会員には、教師、税理士、海事代理士、

行政書士、弁護士など多彩です。大いに活用し

てほしいと思います。 

 静岡県支部会費は年額１，０００円ですが、

会費を支払った以上に有益な話や交流ができる

ものと思います。 

 この会報をお受け取り次第，お忘れの無いよ

う同封の郵便振替用紙を用いて振込んで下さい。

予算は大切に使わせて頂いており，支出にあた

っては，必要最低限度での使用を心掛けており

ます。ご理解とご協力を切にお願いいたします。 

 ご寄付は多少にかかわらず歓迎いたします。 

 

<振 込 先> 

振替口座 ００８８０－７－３５１６４ 

日本大学通信教育部校友会 静岡県支部 

 

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

編集後記 

 

 北朝鮮との問題は、一時、核戦争に至るか、と

思ったほど、緊張感、危機感が高まった。幸い米

朝会談以降、その危機も減じ、朝鮮半島の平穏が

垣間見えたが、北朝鮮の非核化は、宣言どおりに

進まないであろうことを懸念します。 

 国内では、広島など大雨の被害が続き、甚大な

被害をもたらしました。台風も 24 号、25 号と続

き、次第にその規模が大きくなり、温暖化現象の

弊害が高まっています。6 月、大阪に地震があり、

9 月 6 日には、北海道胆振大地震となりました。

山々が崩壊し、家屋が巻き込まれた惨状は、痛ま

しいものです。国外も、国内も大事件が続いてい

ますが、こんな中、ノーベル生理学・医学賞を受

賞した本庶佑博士のニュースは、明るい話です。 

 校友会会報は、２２号となりました。編集する

際、多面的で豊かな会報としたいと工夫しており

ます。①ご講演をいただいた高橋敦彦先生から、

原稿 File を早々に拝受しました。ご講演内容もさ

ることながら、原稿に感謝申し上げる次第です。

②会員の意欲が伝わる記事も欲しい。今回は、嶋

津君の税理士合格原稿をいただき嬉しい限りです。

そして、袴田毬子大先輩から意欲的な近況報告を

いただきました。③できる限り会員の皆様の参加

意欲が出る内容としたい。自己紹介欄を作ったら

どうだろうか。写真の搭載数も増やそう。このよ

うにして、自己紹介原稿をいただきできました。 

 これからの会報について、ご意見いただければ

幸いです。 

 幹事長・事務局長の田中由雄さんには、大変助

けられています。役員会、総会の準備と会報の

発送など事務量は多大で

す。感謝、感謝です。 

  

 みな様の来年も良き年

であることを祈念してお

ります。 

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

広  告 

 

 支部の運営収入の一助にするため広告を掲載す

ることにしております。広告の意味は，文字どお

り会員の広告・宣伝をしていただくわけですが，

それ以上に，ここへ搭載するのは，卒業後の活動

を表したいとの思いです。通信教育在学時，一生

懸命，勉学に勤しみ，他方で，自分の人生がどの

ように展開して行くか，不安を持ちながらの毎日

でした。その在学時からいま，このようなチャレ

ンジをしている，人生を歩んでいると言う自己紹

介の場でもありたい。 

 広告料をいくらとするか、校友会での扱いはい

ろいろです。多くの方の参加を思うと広告料は、

安めでよいと考えます。ご意見を頂きながら考え

て行きたい。今年は、１枠３０００円で進めたい

と思います。みな様の参加をお願いいたします。 

 

発行人 後藤正治 電話 055-941-7000 

事務局 田中由雄 電話 055-987-7880 

    渡辺孝哉 

日本大学通信教育部校友会静岡県支部 

〒411-0044 三島市徳倉 2-29-9  

      田中由雄 方  
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日本大学通信教育部校友会 

フカザワ海事法務事務所  海事代理士・行政書士 深澤洋二朗 

（平成１２年 商学部卒） 
 

 
 

〒420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷 4 丁目 4 番 16 号 

                      TEL/FAX 054-247-9803           Email : yo_ji1950@yahoo.co.jp 

 

 

タイ･山岳民族の子供を支援する 

 ＮＰＯ法人 ＳＨＩＤＡ 

 代表理事   杉山 秀夫 

 

（昭和４６年法卒 

 日本大学通信教育部校友会 静岡県副支部長） 

  

 

小松征夫税理士事務所 
 

税理士  小松 征夫 

 

（平成元年経卒，平成６年法卒  

日本大学通信教育部校友会 静岡県副支部長） 

 

 

 

のぞみ 法律事務所 

所 長  後 藤 正 治 

（昭和４３年 経済学部卒 

日本大学通信教育部校友会 静岡県支部長） 

 

 

弁護士  後藤真希子  弁護士  山本 孝介 
 

弁護士  林  克樹  弁護士 杉山 裕紀 

 

〒410-0831 静岡県沼津市市場町１２番７号 

    TEL（０５５）９４１-７０００ 

 
チャレンジが人生を創る 

 

〒433-8111 静岡県浜松市中区葵西4丁目7番44号 

TEL 053-488-4834 FAX 053-488-4843 

  Email : yk333@mvd.biglobe.ne.jp 

 

 

１番苦労した人が１番幸せになる権利がある 

 

SHIDAはそれを教育の力で実現に挑戦しています 
 
 

〒425-0068 静岡県焼津市中新田８９２－１ 
 TEL・FAX （０５４）６２４－３１９４ 
 URL   http://shida.yu-yake.com 
 Email  hsugiyama58@yahoo.co.jp 

「学ぶ姿勢」が人生の指針 

 

 


