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お知らせ2012年6月号 
 

○第14 回日水製薬社友会出席予定者 
平成24 年7月1日（日）開催の第14回日水製薬社友会をご案内させていただきましたと

ころ、下記の方より出席のお返事をいただきました。当日お会いできることを楽しみにし

ております（社友会事務局）。 
 

第14回日水製薬社友会出席予定者（敬称略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏　　名 氏　　名

1 浅賀　篤 29 柴田  恭博

2 赤間　勲 30 富本　善久

3 伊藤　成禧 31 並木　耕二

4 伊東　壽邦　 32 新田　通夫

5 市川　文雄 33 服部　順吉

6 伊藤　哲也 34 花田　郁生

7 上野　義則 35 原　　利男

8 太田　五郎　 36 日野  正男

9 大沼  康彦 37 平岡　祐一郎

10 岡村　政美 38 福田　　正

11 緒方　裕夫 39 藤川      浩

12 小澤　義和 40 船橋    進

13 尾関　弘之 41 本田　徹朗

14 金井　偉夫 42 中山　信義

15 金子　肇 43 安元　俊明

16 亀山  富夫 44 山岡  照子

17 川幡  信行 45 山口    修

18 栗原  常道 46 山下　　肇

19 小林　冨佐子 47 山本　一夫

20 佐久間　勝久 48 加藤　良一

21 佐藤　光男 49 吉見  泰亮

22 嶋村  英紀 50 和田     實

23 清水  孝二 51 堀込　保次

24 進士  禎治 52 元島   賞子

25 鈴木     繁 53 影山　道子

26 高木　晨次郎 54 近藤　繁美

27 橘     圀臣 55 藤本　祐三
28 田中    満
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【社友会メンバーからの近況報告】 
今回の社友会のご案内にあわせて、メンバーの皆様から寄せられました近況を掲載させ

ていただきました。 

赤間　勲 本田　徹朗

宜しくお願い致します。お世話になります。ご苦労様
です。

右股関節、左股関節、左足膝の人工関節置換手術
をいたしました。まだ膝の手術はこの5月中旬です
ので不安定な状況です。7月1日は出席出来るよう
に頑張ります。

伊藤　成禧 山岡  照子

今日が来て明日が来ての変わりない毎日です。
寄る年齢なみにパソコンを開くと目が疲れて遠のい
ております。よろしく。

伊東　壽邦 山本　一夫

ここ2年間は何かと忙しくしておりましたが、一段落
しましたので社友会へも今年は出席出来ると思い
ます。皆さんとお会い出来るのを楽しみにしておりま
す。会社も利益が出ており安心しました。

思いもかけず5月に古希を迎え現在バイトしている
埼玉県健康づくり事業団の診断止めるつもりでした
が「健康で元気だから継続しろ」といわれしばらく頑
張って勤めるつもりです。栗原さんに誘われて今も
元気に山登りです。

岡村　政美 加藤　良一
スーパーの勤務も2年余りになりました。新しい人と
の出会いやパートの方達との接し方など楽しんで勤
務しております。なじみのお客様も増えました。体調
も良く元気でおります。

退社して1年強　元気でやっています。

緒方　裕夫 和田     實

事務局ご苦労様です。宜しくお願いします。
今年77才になりましたがボランティア活動(キーボー
ド演奏)で結構忙しい日々を過ごしています。

小澤　義和 松下　俊雄

地域の老人会旅行係　毎月2回あちこち歩け歩け
で歩き廻っています。

90才になり年相応の状況です。介護状況でもあり、
出席出来ません。社友会の益々のご隆盛を祈念し
ております。

亀山  富夫 三好　正紀
進学塾臨海セミナー(生徒数35128人)でヤングパ
ワーを吸収しながら老働しています。日水さんのお
陰です。感謝申し上げます。

一度大阪地区での開催を希望します。

小林　冨佐子 村野　八蔵
いつもお世話様ありがとうございます。佐々社長、
宗像様に久しぶりお会いできます事、楽しみにして
おります。よろしくお願い申し上げます。

毎日元気で楽しく過ごしています。

進士  禎治 中川　英夫
薬局で販売者としてのサポート　野菜果実の自家
栽培

検査で前立腺癌(ステージＢ)が見つかりまして、今
月末2週間の入院予定で手術になりました。

鈴木     繁 近藤　紀元
昨年7月より月2回作曲の勉強に入り6月7月は作
品の発表で終了の予定です。11月下旬タイのグラ
ビへ行く予定。(3年続いていますが15年前を含める
と4回目)

毎日散歩それに時々ゴルフの生活です。

福田　　正 堀米　一己
総務部の皆様ありがとうございます。私は日々忙し
く働いております。

相変わらず母親の介護で動きが取れません。社友
会のご盛況を祈念致します。  
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石井　義則 小田　多美恵

細々と年金生活をしています。時々老人福祉施設
へ歌と踊りのボランティア活動の一員として参加し
ています。

毎回社友会ご案内を頂き有難うございます。皆様と
お話できる時間がもう少し長く3年に1回ぐらいでも
宿泊してゆっくりする様にして頂ければと思います。
今のところ家で「飯炊き」です。みなさんも頑張って
くださいね。

石川　武夫 川合　恵三郎
生憎法事（富山）と重なりましたので欠席です。なん
とか元気でやっています。

アクティブキャップとして仕事に培ってます(土日も仕
事）目標68才までは楽しく仕事を続けたい

井上　祥夫 川口　博文
町会役員の為、町会行事と重なりました。皆様のご
活躍をお祈りしています。

再就職して3年目になりました。

井上  隆男 小林　泰明
体力の衰えを感じ乍らも元気にやってます。当日自
治会役員の仕事があり出席出来ません。皆様に宜
しくお伝え下さい。

残念ながら歩行が良くなく行動も制限されて出席で
きません。老兵は消えていくしかないかもしれませ
ん。社友会の発展を祈ります。

今井　稔男 隈  孝之郎
おかげさまで元気にしています。皆様に宜しくお伝
え下さい。

病後退院1年経過しました。25年度は元気に参加さ
せていただきます。

井町　典夫 榊原  勝美

元気にゴルフ、山登り、ソフトボールに精を出してい
ます。いつまで続くかわからないが・・・・。

5月20日1泊にて大阪名古屋広島福岡OB会を開催
で温泉で開催。第1回は平成3年。21年より毎年開
催中

一色　いづみ 小林　真理
ごぶさたしております。3人の子育ても一段落したの
でそろそろ出席したいのは山々なのですが若い人
達も出席しやすくしていただけると助かります。

スカイツリー見たいなあ

瓜生　岳彦 斎藤  昭治
コンビニもおかげ様で順調です。６月に長女が結婚
します。

昨夜大腸癌手術しました。現在元気です。日水製
薬の発展をお祈り申し上げます。

今村　武則 笹井　英彦

元気で農作業しています。

いつもご案内状いただきありがとうございます。私
事でここしばらくは多忙で欠席ばかりとなり申し訳
ありません。また落ち着きましたらご案内状をお願
いしたく思います。

遠藤　明 佐々木　和夫
三匹の犬を毎日散歩しています。1週間に1回市内
に行き合奏の練習をしています。(市内=鹿児島)

元気でやってます

大野　重敏 笹部　秀昭

4月に白内障の手術を行いメガネなしで大変よく見
える様になりました。

父母の世話の為6月末より新大阪に行きますので
残念ながら出席出来ません。大阪と埼玉往復の
日々が続いてます。

奥野　久義 沢井　政敏
色々去年から今年OB会が多いので欠席をします
が来年は出席しますので宜しく出来れば8月がいい
です。

いろいろと忙しく元気にやってます。

加藤　英夫 出口     勉
連絡が遅れて申し訳ありません。親戚の法事と重
なり出席出来ません。JCCLSの事務所が神田に移
転しました。

同窓会の為欠席します。
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端野  米幸 藤平  泰宏
体調不良と出事が重なり残念です。今年も状況で
きません。

毎日家の近くを散歩したり日帰り旅行に参加してす
ごしています。

滝澤     保 村上    茂

ご出席の皆様によろしくお伝え下さい。
今の所潰瘍性大腸炎が再発して居り7月1日まで快
復と思いますので出席予定→H24.6.6欠席電話有り

針谷  美紀 野々川　靖
当面出席できないと思いますので案内の郵送は止
めてください。必要になったらご連絡します。

健康で過ごしております。社友会に出席出来ます日
を楽しみにしております。

田中　芳裕 山村　玲子
元気でおります 3月にタイから本帰国しました。
津田  和彦 渡辺　幸二
母92才の介護・同居でしばらく出られません。 返信遅くなりました。申し訳ありません。
出口     功 中野　光雄
5/11より入院中です。遅くなりました少し元気にな
りました。皆様方に宜しく申し上げます。

5/20日水製薬大阪・広島・名古屋・福岡OB会出席

水町　俊昭 西村　和夫
いつも案内ありがとうございます。当日は他に所用
があり欠席致します。社友会の盛会を祈ります。

旅行を予定していますので残念ながら欠席いたしま
す。

増山　けい子 真砂  久實

今回は残念ながら雑用があり欠席させて頂きま
す。次回を楽しみにしております。

昨年12/26急性心筋梗塞で12/28～1/21迄入院
今は元気に風蘭シンピジューム育ててます。歩くこ
とも一日の仕事にしています。

山見    章
元気です。今回は所用の為、欠席となります。ギリ
ギリで出席することもあるかもしれません。  


