
私たち龍谷大学テニス同好会 Tips のメンバーは、あまりにも急な別れに悲しく、そし

て寂しい思いでいっぱいです。 

誠実に精一杯生き尽くした正英さんに、あなたを心から愛する仲間たちからのメッセ

ージを贈ります。 

 

7 期（同期） 

堀内正次 ７期（同期）  

私より早く逝ってしまうなんて悲しく寂しすぎます、よくカラオケで中島みゆきの[時代]

を歌っていたのを今でも思い出します、また飲みに行こうと言っていたのに、心よりご

冥福をお祈り申し上げます。 

 

細川誠 ７期（同期）  

あんなに呑んで、あんなに食べてたお前が・・・ 

今でも信じられません。 

カラオケ好きで、十八番の「くちなしの花」を何回も聞いたなー。 

花言葉は「喜びを運ぶ」だそうです。 

Tips みんなにそうしてくれました。これからも頼むわ！  合掌。 

 

浅田剛 ７期（同期）  

突然の訃報にびっくりです。日頃の忙しさを言い訳にして、長らく会って無かった事に

悔いが残ります。 

また皆で、貴君の懐かしい想い出話をする機会があればと思います。 

ご冥福をお祈りします。合掌。 

 

ポン(奥野早苗) ７期（同期）  

練習のあと、京阪組でいつも一緒でしたね。 

京橋までのトークタイム、いつも楽しかったです。照れながら笑っていた小林くんが思

い出されます。 

楽しい思い出をありがとうございました。 

 

コマ(橋本絵美) ７期（同期）  

一昨年久しぶりに同窓会に参加した時に、今度は同期で集まろうね！と約束してて、

小林くんとの再会を楽しみにしていたので、突然の訃報は本当に残念でなりません。

いじられキャラで憎めない、小林くんは周りの人を笑顔にしてくれる存在でした。楽し

い思い出をありがとう。どうか、安らかにお眠りくださいね。 

 



蔭山由紀子 ７期（同期）  

真面目でシャイで、いつも控えめな小林くんの笑顔を思い出します。謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。  

 

寺脇(亀井)圭子 ７期（同期）  

「大学時代、色々あった中でも Tips での思い出が沢山あります。 

個性豊かなメンバーが揃った 7 期でいつも話題にあがる小林くんの存在は大きかっ

たように思います。物静かな中に、1 本筋の通った芯の強さが思い出されます。 

卒業後、就職先の同期で小林くんの知り合いがいて、話が盛り上がったのが思い出

されます。残念です！早すぎます！」    

 

カジケン（梶原健司） ７期（同期）  

小林はみんなの人気者やったね。おおいにモノマネをさせてもらいました(^^) 

「俺、ほんま、そんな感じか？」そう言って笑いながら何度も聞いていた小林が目に浮

かびます。 

会ってなかったけど、楽しく生きてたんか。 

また会えると思ってたのに....、早すぎるで！  

心よりご冥福をお祈り申し上げます<(_ _)>   

 

植田真奈美 ７期（同期）  

小林君、遠くから、毎日大学に通学していましたね？ 

頑張りやさんで、ガッシリした体格に、ちょっぴりシャイではにかんだような笑顔を思い

出します。 

もう会えないと思うと、寂しい気持ちでいっぱいです。 

どうぞ、安らかにお眠り下さい。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

カイちゃん（小田垣和江） 7 期（同期） 

小林くん。 

とても真面目で、一生懸命にテニスをしていた姿、時々見せてくれる笑顔が素敵でし

た。ご冥福をお祈りします。 

 

角倉淳一 ７期（同期）  

見た目は強面だけど、話すと小林節全開でしたね。 

少し右肩上がりの姿勢を皆が真似したら、怒っているようで笑ってる顔で、皆を和ませ

てくれました。チップスだったから、出会う事が出来ました。 

この先、同期の皆で会っても小林節が聞けないのは寂しいです。 

ご冥福をお祈りします。 

 

 



4 期 

西川雅三 ４期  

正英君 

早すぎるなあ。残念です。 

卒業以来お会いできてなかったのが、悔やまれます。 

でも、妹さんからのご連絡で、いい御家族に囲まれて幸せだったんだろうなあーと拝

見させて頂きました。 

出来るなら、あの頃に戻ってみたいと思う気持ちにチップスメンバーがなったと思いま

す。ご冥福をお祈りいたします。 

 

村田嘉昭 4 期  

小林君 

君が入学した時、私は 4 回生ですでにチップスは私の一つ下の学年が運営していた

ので、たまに練習に行くくらいでしたので、それほど君と話をしたことはなかったと記憶

していますが、君が後輩を、そしてその後輩がチップスを受け継いでくれたから 50 年

もの歴が形成されました。 

あちらに行っても、私の素晴らしい後輩で、君の頼れる石橋君と一緒にチップスを誕

生させておいてください。20 年後になるかもしれませんが必ず行きますので、素晴ら

しい同好会を作っておいてください。 

 

飯尾一重 4 期  

あの時きみは若かった 

これだけミーハーの集まりなのに君は誠実な青年だった 

早すぎる天国への導きにご冥福をお祈り申し上げます。 

 

5 期 

土坂恭司 5 期  

小林へ 

あの頃は本当に楽しかったねぇ大学時代から会う機会はなかったけど、写真を見てる

と昨日のように思い出すよ、髭の剃り跡が濃〜い小林の顔をまたいつか天国ででも

会いたいもんやね。ご冥福をお祈りしています。 

 

春名浩司 5 期  

いつも君は独特の雰囲気を持っていて、喋らなくても存在感有ったよ。ある意味ちょっ

と俺と似た世界の奴(男)かなって想ってました(笑)。 

今は別な世界に行っちゃったけど、あっちでも、小林らしさを発揮してください。 

 



桜井誠 5 期  

この度の小林君の早い別れは残されたご家族も無念であったと思います。 

学生時代はあまり前に出て積極的に行動する方ではありませんでしたが、 

顔、しぐさ、声等、はっきりと覚えています。 

学生時代を思い出して一緒にバカ話ができないのは非常に残念です。 

しかしながら記憶の中にはこれからも生き続けているので、小林君を偲んでみんなと

語り合いたいです。ご冥福をお祈りいたします。 

 

清水聖一 ５期  

今までの人生の中で、短い時間ですが、チップスで出会えたみんなに感謝です！小

林くんとは学年が離れて、あまりお話しできませんでしたが、同じ時代にチップスで過

ごせた仲間として、いつまでも私には誇らしい思い出です！しかしあまりにも早いです

よね！小林くんとも、同世代集まりワイワイやりたかったね！ご冥福をお祈りいたしま

す！ 

 

6 期 

古藤俊彦 6 期  

小林くんは、照れ屋さんで、とても心の優しい後輩だったことを記憶しています。 

 そしてみんなに好かれるキャラクターでした。 

 かなり早い旅立ちでしたね。 

 僕たちにも、いつかはそちらに行きます。 

散る桜、残る桜も、散る桜  合唱  

 

中田輝美 6 期  

自身より若い人の訃報には、切なさとさみしかありません。学生時代の思い出は、山

のようにありますが、全てが Tips での思い出。 

小林君との出会いもその一つ。30 数年も前のことなのに、楽しいことしか、残ってない。 

卒業後のあの日私の勤めていた薬局に来られて、帰られてから『ん？Tips の？』と、

思いながらも、仕事に流されてしまったことを今更ながら心残りです心よりご冥福をお

祈りしております。 

 

山村宗浩 6 期 

小林正英さんご逝去の報を聞き、本当に驚きました。 

Tips50 周年イベントの折には『当たり前』にお会い出来ると思っていましたが、決して

当たり前ではなかったですネ。寂しい限りです。 

楽しかった龍大での学生時代。同じ時代を歩めた出会いに感謝いたします。ありがと

うございました。 

ご遺族の皆様のご心痛、いかばかりかとお察しします。ご自愛の程、念じ上げます。 



為永欽二 6 期  

小林君の訃報を受け何十年ぶりかで物置の引越し荷物から学生時代のアルバムを

出してきました。 

何故か無性に楽しく活き活きとした日々が甦って来ました。 

その中に小林君もいました。 

お世話にもテニスは上手い方では無かったけど、コツコツ一生懸命練習していた姿が

思い出されます。 

寡黙ですがしっかりと自分の意思で行動していた彼にとっても楽しかった思いでなの

かな？ 

安らかにおやすみください。 

 

8 期 

安永寿代 ８期  

「無口でいつも真面目で、近寄りにくい印象でしたが、優しい笑顔で話をしてくださって、

照れ屋で純粋な方でしたね。賑やかで活発な同期の先輩の中で、うまく Tips のバラン

スをとってくださってました。私たちはどれだけ長い年月を隔てても、その年月を一気

に越えられる心のつながりがありますよね。今でも我々の心の中に、照れて笑ってい

る小林さんが生きています。」 

 

岸本しず ８期  

小林さんは 1 期上の先輩でした。 

左利きの男性の先輩が多い学年で、その中のお一人でしたね。 

たくさんお話しをする方ではなかったけれど、いつも穏やかに笑っていらしたと思いま

す。 

またお会いできる機会があればと思っていましたが、突然の訃報にとても残念です。 

 

萩原尚美 ８期  

いつもニコニコされていて、優しく声かけてもらった姿が思い出されます。 

突然の訃報に本当に驚きました。ご冥福をお祈りします。     

 

岡田良彦 岡田浩子 ８期  

先輩の訃報にただただ驚き、残念に思います。 

私達は Tips 同士の結婚ですので昔話では先輩の名前も時々出ていつも懐かしく思っ

ていました。 

今は心よりご冥福をお祈り致します。 

 

圓山 建ニ ８期  

「長い間お会いしてない中での訃報を聞き悲しい限りです。ご冥福をお祈りします  



田中幸男 ８期  

小林先輩 

素朴で口数少なく、優しい先輩でした。 

「きょっきょ」ってボソッと呼んでもらった時は嬉しかったです。 

あの頃は真剣にテニスに打ち込みましたね。 

小林先輩と堀内先輩のペアは最高でした。 

どうか安らかにお眠り下さい。 

 

9 期 

戸村幸世 9 期  

突然の悲報に接し、大変驚いております。心からお悔やみ申し上げます。 

小林さんとは 練習後にみんなと一緒に帰るとき、同じ大阪組ということでよくご一緒し

ました。ポンさんと小林さんと藤田さんの楽しい掛け合いは本当に絶妙で、いつも笑

いが絶えなかったのを覚えています。私たち後輩にいつも優しく接してくださった小林

さん。心よりご冥福をお祈りいたします。 

 

堀越佐登美 9 期  

小林さんへ 

私には、小林さんの楽しい思い出がたくさんあります。 

１回生の神鍋の夏合宿が同じ班で、ラッキー！と嬉しかった記憶があります。 

テニスがとても上手で、とても面白い先輩でした。 

練習後の帰りの京阪電車は本当に楽しくて、いつも笑い転げてました。 

いつも楽しい話題を提供して下さり、楽しい時間を過ごさせて頂きました。 

ありがとうございました。 

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

感謝の意を込めて。 

 

辨野久美子 9 期  

小林さんへ最後にお会いしたのはいつだったか思い出せませんが、久しぶり会うと、

きっとはにかんだような優しい笑顔で声掛けして下さると思います。 

チップスを支えて下さり、私は楽しい時間を過ごさせて頂いた事、本当に感謝してます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



今川健次 9 期  

私が昔若かりし時大学でのテニスサークルで本当にお世話になりました。 

特に大変ユーモアのある小林先輩でいらっしゃったので私はいつも小林さんと同じ同

期の先輩方のそばにいて楽しいひとときをすごさしていただき、私にとっても大切な思

い出です。 

今度先輩方と会う時は小林先輩との思い出を語り合うと思います 

心よりご冥福をお祈りいたします。 

 

 友谷浩 9 期  

私が一回生の夏合宿 3 回生の小林先輩とは同じチームで色々とアドバイスして頂き

ました。先輩の生真面目さ真っ直ぐな所 私は好きでした。本当に残念です。心よりご

冥福をお祈り致します。  

 

 松山隆裕 9 期  

突然の悲報に際し、心からお悔やみ申し上げます。小林さんのイメージは素朴で天然

なところが、どこか憎めない存在であったと思います。 

その言動が周りの人を笑いに誘っていた印象で、ほのぼのとした人柄がそうさせたよ

うに思います。 

ご冥福を心からお祈り申し上げます。 

 

山谷広一 9 期  

いつもいつも笑顔で優しかった。。。 

ご冥福お祈りします。 

 

徳田浩章 9 期  

小林さんの突然の訃報に際し、大変驚いております。 

OB 会の時に、藤田さんに小林さんにも会いたい話をしていたので、とてもとても残念

でしょうがありません。 

小林さんとはテニスの帰りに、京阪電車でよく話をしたことを思い出します。 

小林さんはリュックにラケットをさしていて、身振り手振りで話をすると、他人に当たり

そうでいつもヒヤヒヤしてました。ユニークで楽しかった印象と、はにかんだ笑顔を思

い出されます。 

心よりご冥福をお祈りいたします。 

 

谷村守敏 谷村千鶴 9 期  

ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。小林さんはとても物静かで優しい目を

されていた方でした。またお会い出来る日を楽しみしていましたのに残念です。 

安らかにご永眠されますよう、遠く高知から手を合わせて、ご冥福をお祈りしておりま

す。 



 

三宅昌江 11 期  

小林先輩は 7 期の先輩だったのですね、ご卒業で私たちが入学で、ご一緒できなか

ったのですが、Tips というテニスサークルは大家族のようなものです。 

Tips が続く限りみんな小林先輩がいらっしゃったことを思い出し懐かしい話ができるこ

とと思います。 

また集まれた時には空から覗いてみてください。 

 

藤田公彦 7 期（同期） 

小林！ 

目立ちたがり屋ばかりの集団の中で、いつも控えめながら確実に話の中心に居た

ね！ 

そして、カジケンがする小林のモノマネはコンパの花形でした！ 

チップスのアイドルがいなくなるのはとても寂しいです。 

 

 

 

あなたはご両親から授かった、その心と体を使って立派に世のため人のために尽くさ

れました。 

今回３９人の仲間で持ち寄った正英さんとの思い出の写真は、どれもが笑顔いっぱ

いで、この思い出は私たちの宝物であると、あらためて気付かせてくれました。 

この宝物は永遠で、その中にあなたはずっと生き続けます。 

 


