
山桜会100周年記念事業

１００周年・記念式典・懇親会の開催です！
先生・友人・先輩・後輩みんなでお祝いしましょう！

Yamazakurakai 100th Anniversary

　山桜会１００周年記念式典・懇親会・総会を、平成２８年６月２６日（日）に開催いたします。
山桜会にとって１００年という大きな節目を皆さんと祝うとともに、これまでお世話になった先生方を
お招きしての大同窓会でもあります。
　皆さんで楽しく過ごし、追手門学院および卒業生のさらなる発展のための契機といたしましょう。
1００周年記念式典等の詳細につきましては中面をご覧ください。
　また、100周年事業の一環として3月26日（土）に「春のゴルフコンペ」、４月10日（日）には
「大川さくらクルーズ」も企画いたしました。多くの方々にご参加いただければ幸いです。

　１００周年記念式典はホテルニューオータニ大阪「鳳凰の間」にて開催いたしますが会場の大きさ、
お料理の都合上、参加人数を早めに確認する必要がございますので第１次締切りを３月31日（木）
とさせていただきました。第１次お申込人数によりましては以後のお申込をお断りすることもござい
ますので、 早めのお申込みとなりますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

　当日の会費につきましてはご協力金として3,000円と設定させていただきました。
お料理は皆さまにご満足いただける特別メニューを、お土産など含め山桜会がご用意いたします
のでご期待下さい。たくさんの皆さまとお会いできることを心より楽しみにいたしております。

皆様が在学中の懐かしい写真、山桜会のゴルフコンペやボウリング大会での勇姿、さまざま
なイベントでの笑顔など、ぜひご提供ください。山桜会事務局までご連絡をお願い致します。

100周年記念誌を発刊すべく準備を進めています
“求む! あなたのとっておき秘蔵写真!”

山桜会100周年
記念誌

TEL.06-6940-3481　 メール：office@yamazakurakai.com
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20 追手門学院小学校内

100周年記念
事業実行委員会
委員長

平泉 憲一
（茨木高25期）

教え子のみなさん！
当日、お会いしましょう。待ってますよ。



　山桜会は、2016年100周年を迎えます。この大きな節目を記念して、記載のとおり、
記念式典・懇親会を開催するとともに、それまでに諸々のプレ企画を予定しております。
　私たち追手門学院卒業生にとって100年に一度の記念事業ですので、多くの皆様に
ご参加・ご支援いただきますようお願いいたします。

　平成28年度の学年同窓会は、山桜会100周年記
念式典･懇親会と併催します。対象の卒業生の皆様
には、2月頃、ご案内を郵送します。皆様お誘い
のうえ、御出席くださいますようお願い致します。

日　時

場　所

2016 6年 月26日（日） 12：00 ～

ホテルニューオータニ大阪

会　費 3,000円

鳳凰の間

〔着席・テーブルビュッフェ形式〕

山桜会100周年

記念式典・懇親会・総会

平成28年度 学年同窓会のご案内

完全予約制

100周年記念式典・懇親会と併催
35歳  小学校105期・大手前中高48期・茨木中28高48期
40歳  小学校100期・大手前中高43期・茨木中23高43期
45歳  小学校 95期・大手前中高38期・茨木中18高38期
50歳  小学校 90期・大手前中高33期・茨木中13高33期
55歳  小学校 85期・大手前中高28期・茨木中 8高28期
60歳  小学校 80期・大手前中高23期・茨木中 3高23期

懇親会終了後、地下1階 アイリスの間決定!!

～ 冷製料理 ～
Sitting Buffet

洋風前菜盛り合せ

～ スープ ～
緑黄色野菜のクリームスープ

パン ＆ バター
～ 温製料理 ～

鱈のポワレ 南仏野菜添え チリバターソース
牛背肉のロースト ポテトグラタン添え
梅と縮緬の和風ピラフ 紫蘇風味

～ デザート ～
フランス菓子
珈琲

海老のカダイフ包み タルタル仕立て
プロシュートバラエティー ジャーマン風
備長鮪とクスクスのサラダ バスク風

※お料理はイメージ写真です

※お料理はイメージ写真です

2016年3月31日（木）

（A）お申し込み後（B）会費のお振込みをお願い致します。 ※会費お振込みをもって正式申し込みとなります。
　  （A）お申し込みは3種類（FAX・郵送・ネット）のいずれかでお願いします。

① FAX：下記ＦＡＸ申込書に必要事項を記入し、山桜会事務局にＦＡＸしてください。
② 郵送：会報誌Ｎｏ.96号同封の返信はがきに必要事項を記入し、山桜会事務局にお送りください。
③ パソコンやスマートホンで山桜会ホームページからお申し込み下さい。

　  （B）会費お振込み
山桜会事務局へお申し込み後、会場準備のため必ず事前に下記口座へお振込みをお願いいたします。
お申し込みはお振込みをもって正式お申し込みとなりますので、事前のお振込みが無い場合、お席のご用意はいたしかねます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●お申込み期限 ：

●お申込み手順

●お振込口座 ：みずほ銀行　天満橋支店 （普通）  1061341　追手門学院校友会山桜会

山桜会

100周年特別メニュー

（会員のみ）



春のゴルフコンペ

追手門学院校友会山桜会  事務局
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20 追手門学院小学校内

ホームページからもお申込みいただけます
http://yamazakurakai.com/

TEL：06-6940-3481　FAX：06-6940-3482　mail：office@yamazakurkai.com 

　山桜会100周年記念事業の一環として春のゴルフコンペを開催
致します。
　関係各位のご厚意により、比較的参加していただきやすいプレー
フィで企画させていただくことができました。
　多くの方にご参加いただき、会員同士、一層の親睦を深める
機会になればと願っております。どうぞふるってご参加ください。

2016 3
能勢カントリー倶楽部　http://www.nosecc.co.jp/

年 月26日（土）開催日

場　所

参加費

（〒666-0117 兵庫県川西市東畦野字長尾１の３　TEL.072（794）1101 ）

プレーフィ：12,573円　会費：1,000円
組　数 25組
申込方法

参加者には、3月初旬、集合場所・組合せ表等を郵送致します。

（セルフプレー代、昼食＋1ドリンク、軽食パーティ 含む）

春のゴルフコンペ春のゴルフコンペ 告知告知

9：15 スタート

参加者氏名（ふりがな）・性別・卒業校/期・住所・連絡先を記入の上、山桜会事務局までＦＡＸもしくはメールでお申込み下さい。
ご希望の組合せがあれば、お申し出ください。  但し、定員になり次第締め切らせていただきます。

大川さくらクルーズのご案内大川さくらクルーズのご案内
追手門学院校友会山桜会100周年記念事業
追手門学院大学創立50周年記念事業 ■主催：追手門学院大学校友会

　共催：追手門学院校友会山桜会

2016 4 【雨天決行】年 月10日（日）

大川さくらクルーズのご案内大川さくらクルーズのご案内
日　時

対　象

募集人員

申込方法

※集合時間など詳細は、後日お知らせいたします。

同封の申込書に必要事項を記入の上、郵送もしくはファックスにてお申込み下さい。
ご入金方法・その他詳細は後日お知らせ致します。

山桜会会員の皆さま及び、そのご家族・ご友人

天神祭りの舞台であり、さくらの名所である大川を、船上で楽しく会食をしながら過ごすクルーズです

70名  （定員になり次第締め切らせて頂きますので、ご了解ください。）

参 加 費 お一人様 5,000円 （乗船代・お弁当・お飲み物込）

お申込み・お問合せ先



　7月10日に本学院小学校、中･高等学校、7月11日に大手
前中･高等学校で元 NASA宇宙飛行士のジョン.A.マクブライド
氏よる講演が行われました。彼は、Ｊ・Ｆ・ケネディーが「アメ

リカ国民を月に送る」と
言った事に感銘を受け、
宇宙飛行士になりたいと
考え、大学を卒業後、海
軍のテストパイロットを
経て、NASAで宇宙飛行
士の訓練を受けました。
そして、1984年にスペース
シャトル「チャレンジャー」

号にクルーを指揮・監督するコマンダーとして搭乗し、宇宙滞在
時間８日と５時間23分、数多くのミッションを果たしました。
　マクブライド氏は、集まった児童・生徒に対し、将来宇宙が
身近になった時、宇宙飛行士に成りたいと考えてもなかなか

成れるものではない、今から目標
を持って行動すれば必ず実現で
きると話し、英語の講演の中で、
「Benkyou,Benkyou,Benkyou」
と繰り返し日本語を使って、一生
で勉強が出来るのは今しかない。
と力説していました。講演終了後
生徒たちに交っての記念撮影にも進んで応じてくださいました。
　大手前中・高等学校では、この講演の後、ロボットサイエンス部

がマクブライドさんを実験
室に招き、制作中のロボット
を披露したり、昨年ロシア
で開かれたロボットの世界
大会に出場したメンバー
からのプレゼンテーション
を観られました。

元NASA宇宙飛行士講演会

　平成27年10月４日（日）、
秋の陽気に包まれる大阪城
スクエアにおいて、「ピアノで
紡ぐ♪心のふるさと」と題し
て、アフタヌーンピアノコン
サートが開催されました。
　演奏はおなじみの追手門
学院高等学校（茨木）29期
ご卒業のコンサートピアニスト、田尻洋一さん。今回も、クラシック
の名曲を中心に、ときに力強く、ときに軽快に、素晴らしい
演奏をお聞かせくださいました。
　お越しの皆様には、田尻さんのご厚意により、通常のコンサート
では考えられないほど間近で演奏を楽しんでいただきました。

また、演奏の合間には、田尻さんから、普段なかなか耳にする
ことのない作曲者の個性的なキャラクターや作曲にまつわる
エピソードなどの紹介もあり、皆様には、いつも以上に演奏を
身近に感じていただくことができたのではないでしょうか。
　そして演奏終了後のコーヒーと手作りのクッキー。田尻さん
にも会話の輪に加わっていただき、和やかで笑顔にあふれる
ひとときを過ごしました。
　素晴らしい演奏と、
楽しい午後のひととき
をご提供くださった田
尻さんに、心から、感
謝申し上げます。

アフタヌーン ピアノコンサート 林　裕悟 （小97期）

　祭日の午後3時に烏丸今出川に集まり、山桜会主催の歴史
散歩の始まりです。私は同期の人達9名で参加しました。死者
がよみがえった伝説に由来する一条戻橋、安倍晴明の晴明神社
を見学して京都ブライトンホテルへ。ホテルでは美味しい料理
をいただきながら狂言のお話を聞きました。一番印象に残って
いるのは、狂言は日本で一番古いコメディーということでした。
そしていよいよ大学主催の狂言会場金剛能楽堂へ。我々は高校

時代に学校横の大手前会館で狂言を見た事があり、古典の「太
郎冠者」の言葉の響きが昔をよみがえらせてくれるようでした。
新作狂言の「茨木童子2015」は最近の流行言葉を取り入れて
笑いを取ったりして楽しかったです。見所は4人の子供達で、素
人とは思えない位上手で、一生懸命の演技には感心しました。
歴史散歩・美味し
い料理そして狂言
と充実した一日を
過ごすことができ
ました。山桜会も
今後このような企
画をもっとして欲
しいものです。

京都凱旋狂言会に参加して 川口 正弘 （小71・大手前中.高14期）

山桜会 100周年記念事業報告




