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その人生の足跡を辿る

鈴木太郎の足跡
1935 年 （昭和 10）

0歳

父・治郎、母・花子の次男として愛媛県松山市松山町にて誕生。
兄・昭夫、妹・京子、祖母・ハルの 6 人家族

1941 年 （昭和 16）

6歳

松山市立松山小学校入学

1944 年 （昭和 19）

9歳

祖母・ハル死去
（享年 65）

1947 年 （昭和 22）

12 歳

松山市立松山中学校入学

1950 年 （昭和 25）

15 歳

愛媛県立愛媛高校入学

1953 年 （昭和 28）

18 歳

愛媛工業株式会社（愛媛県松山市）に就職

1960 年 （昭和 35）

25 歳

6 月 15 日、田中佳子（22 歳）と結婚
松山市鈴木町の借家で新婚生活開始

1962 年 （昭和 37）

27 歳

５月８日、長女・夕子誕生（体重 3,200g）

1965 年 （昭和 40）

30 歳

12 月３日、長男・太一誕生（体重 3,200g）

1967 年 （昭和 42）

32 歳

松山市湊町７丁目に新居を建築

1973 年 （昭和 48）

38 歳

製造部製造課長に昇進
アメリカ・オハイオ州の関連工場へ１年間単身赴任

1983 年 （昭和 58）

48 歳

製造部長に昇進

1988 年 （昭和 63）

53 歳

長女夕子結婚、東京都世田谷区へ転居

1989 年 （平成 元）

54 歳

８月 25 日、初孫・朝美誕生

1990 年 （平成 2）

55 歳

２月 10 日、父・治郎死去（享年 80）

1992 年 （平成 4）

57 歳

11 月 1 日、夕子の次女・香澄誕生

1994 年 （平成 6）

59 歳

長男太一結婚、松山市愛媛町に新居を建築し転居

生年月日

昭和 10 年 10 月 20 日（82 歳）

1996 年 （平成 8）

60 歳

定年退職

出

生

地

愛媛県松山市松山町５丁目 5-55

1997 年 （平成 9）

61 歳

4 月、自宅リフォームが完了
9 月 30 日、太一の長男・孝志誕生

現

住

所

愛媛県松山市湊町７丁目 1-8

身

長

170㎝

2000 年 （平成 12）

64 歳

7 月 13 日、母・花子死去（享年 86）

体

重

65kg

2001 年 （平成 13）

65 歳

12 月 22 日、太一の次男・敦史誕生

趣

味

釣り・庭いじり・時代劇を見ること

2002 年 （平成 14）

66 歳

妻と四国遍路の旅（3 月 22 日〜 4 月 22 日）

2006 年 （平成 18）

70 歳

2011 年 （平成 23）
2014 年 （平成 26）

鈴木 太郎

大切なもの

家族・釣り竿・時計（親の形見）

好きなもの

甘いもの全般・晩酌・愛犬ジロー

10 月、肺炎を患い松山赤十字病院に入院

嫌いなもの

トマト・高い所・わがままな人

75 歳

東京第一ホテル松山にて金婚式のお祝い

自己の性格

生真面目すぎて融通がきかない

78 歳

兄・昭夫死去（享年 80）

好きな言葉

継続は力なり

生い立ち
生い立ち

皆様のご理解ご協力をいただきまし
動する会員が、心一つに本番の舞台

共に研鑽し、普段は各地で個々に活

この文章はすべてダミーです。県
県文祭にはなかった新たな催しを予

を迎えるということで、これまでの

誕生時
たことを改めて感謝申し上げます。
にのぞむ、協会活動ならではの醍醐

民総合文化祭は、愛媛の秋を彩る文
定しております。文化の素晴らしさ

組んで参りますので、引き続き、皆
「クロスポイントそれぞれの未来へ」

この文章はダミーです。合同作品

幼少時代

味です。

来年度、県民総合文化祭は 周年

化行事として県民の皆さんに広く親
がお）あふれる愛媛県」づくりに貢

を県民の皆様にお届けし、
「愛顔（え

今年度は総合フェスティバル、子
献するため、協会一丸となって取り

しまれてまいりました。
ども伝統文化フェスタ、 周年プレ
イベントのほか、各分野の舞台公演
様方のお力添えをよろしくお願いい
舞台にかかわる全ての人との時間・

や大会・展示など、県下各地で盛大
モダンダンス公演「愛媛ダンスコ
空間の接点（クロスポイント）とな

は、公演当日の場が、観客を含めた

ただきました。運営に携った文化団
ンテンポラリー」は、県民総合文化
り、それぞれの次に繋がるという意

たします。

体の皆様の御尽力はもとより、開催
祭とともに第１回目より 年間の歴

り、開 催 地 の 文 化 団 体 と の コ ラ ボ

移動公演として県内各地をまわ
音楽と書の力も加わったエネルギッ

舞台上には「叶」の墨の文字を吊り、

ピアノと津軽三味線の生演奏で、

味をこめて踊りました。

レーションを積極的に行い、個性あ
県民総合文化祭 周年、文化協会
周年という大きな節目を迎え、愛

協会もその一助を担えるよう努力し

媛の文化の益々の発展を祈念し、当

８年前の合同作品「鼓動～しまなみ
たいと思います。
民謡民舞の部を愛南町御荘文化セ

鼓保存会の皆さんと共演しました。
合同作品では、東・中・南予の県

まず、 月 日（土）に愛媛県美術

ンターで公演させて頂きました。過

中学時代は野球に熱中

内全域から参加して作品に取り組み

平成二十九年度県民総合文化祭

海道 周年によせて」では今治寿太

今回は、今治市で８年ぶりの開催。

した。

も幼児から大人まで出演者が集いま

シュな舞台となりました。
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ふれる各会員の作品とともに、昨年

史を刻んで参りました。

地の市町や文化協会、その他大勢の

て「町内のＰＲが足りないのではな
いか」が一番多く主催する者、考え
させられました。平成七年の時は座
席が足りず困った事を覚えており
ます。近年は地方でも文化祭、祭り、
コンサートなども盛んになり、会場
へ出かける機会が多くなったのも、
「毎週々々行けない」理由なのかも
知れません。
「すばらしかった、この
ような公演を毎年開いてほしい」が
年度の愛媛県での最大の

いつも聞こえます。
平成
ビッグイベントといえば９月から
月にかけて行われた愛媛国体と障が
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とにかく県内では初めての斬新な

したが、来場者に多くの「気づき」を

よりも多くいくつかの課題もありま

行うことでした。

民の皆様に新しい美術鑑賞の提案を

鑑賞をより近づけていくことと、県

い者にとって遠い存在であった美術

目標としては、これまで視覚障が

中学・高校時代

にする美術鑑賞会」を行いました。

館を会場として「視覚障がい者と共
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試みでもあり、当日の来場者が想定

感じていただいたと思います。続い
ての、 月 日（日）は松山市総合福
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い者の愛媛大会だったと言っても過
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者には字幕や手話や要約筆記などに

により解説音声の聴取や聴覚障がい

キャストや音声モニターの貸し出し

当 日 は、視 覚 障 が い 者 に は Ｕ Ｄ

だくことでした。

齢者に映画の楽しさを享受していた

だくことが少なかった障がい者や高

目標としては、これまで見ていた

直美」を上映しました。

リー上映会「映画【光】 監督：河瀬

祉センターを会場として「バリアフ
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言では無かったと思います。常日頃
より県民の皆様に、障がいをお持ち
の方々をより身近に感じていただき
たいと思っていましたので 月末の
障がい者の愛媛大会の直前に「視覚
障がい者と共にする美術鑑賞とバリ
アフリー上映会」を企画しました。
この文章はダミーです。今回、
「県
民総合文化祭企画公募事業」に選出
していただき、多くの県民の皆様に
広報する機会をいただいたことがと
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松山高校入学式の日、校門前で

去には、平成七年と同十八年の二回
この会場で開催させて頂いておりま
す。公演内容は例年通り、民謡（四
国の唄と踊り全国の唄と踊り）と民
舞、三味線合奏、尺八合奏などバラ
エティーに富んだ賑やかな内容とな
りました。残念ながら会場へおいで
頂いた方が例年より少なく、広い素
晴らしい会場にしては物足りない感
も否めませんでした。ただ、おいで
頂いた方々から戴いたアンケートに
よりますと、大変よい評価を頂いて
おり、出演者にとりましては何より
も嬉しい事でした。反省する点とし

よる支援も行いました。
ま た、映 画 出 演 者 に よ る ト ー ク
ショー、最後にお楽しみ抽選会も行
い、盛会の中、終わることが出来ま
した。大型台風接近で風雨の強まる
中、２００人を超す来場者をお迎え
できたことはひとえに県民総合文化
祭事業として広報を県の協力のもと
一貫して行っていた賜物とおもいま
す。今後も、高齢者や障がい者等す
べての人が美術や映画などの文化的
活動に参加できるよう、当法人とし
て取り組んでいく所存ですのでご支
援をよろしくお願いします。
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化行事として県民の皆さんに広く親

化フェスタ、 周年プレイベントの
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演を毎年開いてほしい」がいつも聞

高齢者や障がい者等すべての人が

合同作品では、東・中・南予の県

この会場で開催させて頂いており

こえます。

美術や映画などの文化的活動に参

内全域から参加して作品に取り組

加できるよう、当法人として取り組

み共に研鑽し、普段は各地で個々に

んでいく所存ですのでご支援をよ

活動する会員が、心一つに本番の舞

ろしくお願いします。

台にのぞむ、協会活動ならではの醍

母の十七回忌法要
この文章はダミーです。合同作
品「クロスポイントそれぞれの未来
へ」は、公演当日の場が、観客を含
めた舞台にかかわる全ての人との
時間・空間の接点（クロスポイント）

ます。公演内容は例年通り、民謡（四

平成 29 年度の愛媛県での最大の

国の唄と踊り全国の唄と踊り）と民

ビッグイベントといえば９月から

舞、三味線合奏、尺八合奏などバラ

10 月にかけて行われた愛媛国体と

エティーに富んだ賑やかな内容と

障がい者の愛媛大会だったと言っ

なりました。

孝志の就職祝い
この文章はダミーです。とにか

県民総合文化祭は、愛媛の秋を彩

ても過言では無かったと思います。

く県内では初めての斬新な試みで

る文化行事として県民の皆さんに

残念ながら会場へおいで頂いた

常日頃より県民の皆様に、障がいを

もあり、当日の来場者が想定よりも

広く親しまれてまいりました。

方が例年より少なく、広い素晴らし

お持ちの方々をより身近に感じて

多くいくつかの課題もありました

い会場にしては物足りない感も否

いただきたいと思っていましたの

が、来場者に多くの「気づき」を感

子ども伝統文化フェスタ、30 周年

めませんでした。

で 10 月末の大会の直前に「視覚障

じていただいたと思います。続いて

プレイベントのほか、各分野の舞台

がい者と共にする美術鑑賞」を企画

の、10 月 22 日（日）は松山市総合福

公演や大会・展示など、県下各地で

しました。

祉センターを会場として「バリアフ

盛大に開催され、多くの皆様にご来

リー上映会「映画【光】 監督：河瀬

場いただきました。

夕子一家と東京見物
この文章はダミーです。ただ、

直美」を上映しました。

今年度は、総合フェスティバル、

合同作品では、東・中・南予の県

となり、それぞれの次に繋がるとい

おいで頂いた方々から戴いたアン

目標としては、これまで見ていた

内全域から参加して作品に取り組

う意味をこめて踊りました。ピアノ

ケートによりますと、大変よい評価

だくことが少なかった障がい者や

み共に研鑽し、運営に携った文化団

と津軽三味線の生演奏で舞台上に

を頂いており、出演者にとりまして

高齢者に映画の楽しさを享受して

体の皆様の御尽力はもとより、開催

は「叶」の墨の文字を吊り、音楽と

は何よりも嬉しい事でした。反省す

いただくことでした。

地の市町やその他大勢の皆様のご

書の力も加わったエネルギッシュ

る点として「町内のＰＲが足りない

当日は、視覚障がい者にはＵＤ

な舞台となりました。

のではないか」が一番多く主催する

キャストや音声モニターの貸し出

理解・ご協力をいただきましたこ
とを、改めて感謝申し上げます。

醐味です。

私の宝物

思い出のアルバム
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父・鈴木太郎へ
この文章はダミーです。この雑誌制作をプレゼ
ントした方の寄稿文が入ります。普段からあまり
多くを語ることのなかったあなたは、私たち子ど
もにとって「いつも忙しい人」という印象でした。
腹を割った話をすることなく実家を離れ、人の親
となった私たちは、あらためてあなたの生き方や
考え方を知りたいと思うようになりました。今回
の本制作は、あなただけでなく我々子ども、そして
孫たちにとっても本当に貴重な贈り物になったと
確信しています。
人生はまだまだ続きます。この先も心配ばかり
かけるかもしれませんが、どうか温かく見守って。
そして何より、体を大切にしてください。

夕子・太一より

鈴木太郎

人生の足跡を辿る
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