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会場　リーガロイヤルホテル2F 山楽の間新年会

90周年記念90周年記念 講演会

学院120周年記念事業総合募金にご協力を！学院120周年記念事業総合募金にご協力を！学院120周年記念事業総合募金にご協力を！



校友会　山桜会　
会長　川原　俊明

■はじめに
　会員の皆様には、いつも山桜会活動にご支援ご協力いただき、誠に

ありがとうございます。おかげさまで、母校の教育改革支援を目標に

掲げた山桜会活動により、山桜会と母校との連携が一層強固なもの

となり、山桜会が母校の教育改革にとって強力な牽引力の一つとなっ

たことを自負しております。

■90年の歴史
　さて、母校・追手門学院は、2008年に創立120周年を迎えます。

　卒業生の同窓会組織である校友会山桜会も、2006年には、創立

90周年を迎えることになりました。

　山桜会は、母校・追手門学院とともに、着実な歩みを続けてまいりました。

　1916年（大正5年）、当時の片桐校長のご尽力で「桜会」が結成さ

れ、今日の山桜会に進化を遂げたのです。そして今、90年目を迎えよ

うとしています。

　本学の多くの先輩方による努力の積み重ねと、輝かしい社会貢献

により、今日の山桜会があります。

■山桜会の活動指針
　この歴史と伝統をふまえて、山桜会は母校と一心同体の関係にあ

る、ということを再認識する必要があります。

　この位置付けの中、志を同じくする同窓会仲間として、山桜会は、さら

に母校の教育支援を推し進め、活動範囲を広げていく必要があります。

　私学・追手門学院の将来は、ひとえに卒業生の活躍にかかっている

のです。

　将来、世界で活躍できる人材を育てることが母校・追手門学院の役

割であり、その母校を支えるのが卒業生のつとめです。

　すなわち、卒業生の同窓会組織である山桜会は、必然的に母校の

発展に寄与すべき責務がある、ということになります。

　母校に対する教育改革支援活動。これもまた、同窓の親睦活動とと

もに、山桜会活動の根幹をなすものであると考えています。

■90周年記念事業の位置づけ
　この考えからすると、2006年に予定されている山桜会の90周

年記念事業は、山桜会単体の記念事業ということではなく、学校法

人追手門学院としても、母校創立120周年記念事業の一環としてと

らえ重要な記念事業であるという認識を持っていただく必要があり

ます。

　その意味で、学校法人はもとより、大学校友会、ＰＴＡ、教育後援

会、父母の会を含め、全学で支援していただけるような盛大な記念

事業を開催していきたいと考えています。

　山桜会創立90周年記念事業として、すでに具体化された企画は、

いずれも母校創立120周年記念事業としても、目玉になるようなも

のばかりです。

　2006年1月28日（土）の記念新年会から始まり、10月29日（日）

の記念パーティー（リーガロイヤルホテル）を中心に、9月の記念ゴ

ルフ大会などがあります。

　特筆すべきは、3月18日（土）開催の日本銀行総裁福井俊彦氏の

記念講演会。講演内容は「活力ある日本経済の実現に向けて」。経済

に関心のある大学生や実業家の会員には特に関心があるのではな

いでしょうか。

　また、本学卒業生で、世界的に活躍するオーケストラ指揮者湯浅

卓雄指揮にかかる大阪フィルハーモニー交響楽団記念コンサート。

11月8日（水）ザ・シンフォニーホール。湯浅氏は、現在、英国アルス

ター管弦楽団首席客演指揮者として、世界を駆けめぐっています。

■山桜会の将来像
　山桜会の90周年記念事業は、あくまで母校と山桜会にとって、将

来の発展をめざす一里塚に過ぎません。教育改革支援活動を追い

求めながらも、追手門学院の特質ともいえるアットホームな雰囲気

を持続させ、後輩に受け継ぎながら、追手門ファミリー結束の中心組

織となることが、山桜会のあるべき将来の姿だと考えています。皆

様のご健勝をお祈りします。

山桜会
創立９０周年に向けて
山桜会
創立９０周年に向けて
山桜会
創立９０周年に向けて
山桜会
創立９０周年に向けて
̶̶̶̶　学院とともに歩み続ける山桜会　　̶̶̶̶
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山桜会90周年記念事業委員会
委員長　秋山　陽彦

山桜会の90年と
90周年記念事業

山桜会の90年と
90周年記念事業

山桜会の90年と
90周年記念事業

　追手門学院が創立120周年を迎える平成20年に先立って、平成
18年があたかも山桜会の創立90周年にあたる事に着目し、当会と
しては初めての周年事業を学院120周年に先駆けて行うことになり
ました。ほぼ1年間にわたり、別記のように多彩なイベントを用意し、
担当者一同全力をあげて取り組む所存です。会員並びに学院関係各
位の絶大な御協力を紙面を借りて御願い申し上げます。
　御存じの通り、追手門学院は偕行社付属小学校の創立に端を発し、
次第に隆盛を極め今や幼稚園から大学院までを擁する学校法人に成
長しました。120周年を機に、オール追手門、追手門は一つという機
運が更に高まることでしょう。

　小学校卒業生のための同窓会「桜会」として発足した当会も、永い
曲折を経て今や約3万人の会員を持ち、単なる親睦団体の枠を越え
て積極的に学校に関わり、物心両面からこれを支援していこうという
新しい路線を歩みつつあり、オール追手門に向けて大きく飛躍しよう
としています。この視点からみると、山桜会90周年は学院120周年
の一環であり、しかもその引き金となるべきであると考えます。また
此の際、先輩たちが営々と築き上げてこられた当会の本来の目的で
ある会員の親睦、会員の為の山桜会という基本をしっかりと踏まえて
行かなければならないと思います。

1 90周年記念新年会

藤井 良郎

1
平成18年1月28日（土）
リーガロイヤルホテル

月日

場所
主担当者

2

主担当者

90周年記念講演会　日本銀行総裁　福井俊彦氏2
平成18年3月18日（土）
追手門学院小学校110ホール

月日

場所

秋山 陽彦

3
主担当者

90周年会報発行及び関連事業 （HPリニューアル他）3
平成18年6月、12月他月日 松本 暁子

4
主担当者

90周年記念総会・懇親会4
平成18年6月25日（日）月日 壷内　豊

5

巽　英一主担当者

90周年記念ゴルフ大会5
平成18年9月
三田C27

月日

場所

6

小林　太郎主担当者

90周年記念パーティー6
平成18年10月29日（日）
リーガロイヤルホテル

月日

場所

7

岡本　敬子
鷲見　文子

主担当者

90周年記念コンサート
大阪フィルハーモニー交響楽団 演奏会7
平成18年11月8日（水）
ザ・シンフォニーホール

月日

場所

山桜会 90周年記念事業一覧山桜会 90周年記念事業一覧 山桜会90周年記念事業委員会

指揮者　湯浅卓雄氏（小73期）
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財産目録
（平成17年3月31日現在） （単位：円）

平成16年度　山桜会　年会費収支報告書
（平成16年4月1日より平成17年3月31日） （単位：円）

24,370,399

15,000,000

7,329,000

500,000

500,000

5,000

47,704,399

1,000,000

30,000

250,000

300,000

400,000

350,000

0

0

7,000,000

0

0

900,000

1,500,000

0

0

0

0

400,000

300,000

500,000

0

0

1,170,000

204,410

3,000,000

1,000,000

18,304,410

29,399,989

47,704,399

24,370,399

16,860,000

7,329,000

53,000

200,000

25,000

271

74,507

48,912,177

870,578

0

250,000

243,004

400,115

318,046

136,580

366,440

6,706,218

0

0

896,638

979,055

0

0

1,000,000

200,000

216,822

212,774

0

0

995,400

1,170,000

204,410

3,000,000

1,000,000

19,166,080

29,746,097

48,912,177

0

△1,860,000

0

447,000

300,000

△25,000

4,729

△74,507

△1,207,778

129,422

30,000

0

56,996

△115

31,954

△136,580

△366,440

293,782

0

0

3,362

520,945

0

0

△1,000,000

△200,000

183,178

87,226

500,000

0

△995,400

0

0

0

0

△861,670

△346,108

△1,207,778

平成16年3月卒業生分
　3万×562名

賛助金　2名
寄付金　2名

小学校文化祭
菓子販売代金他

理事会、評議員会、
各種委員会

会報73号、74号

学校祭、体育大会
教職員への記念品

樒料、弔電　他

平成17年3月卒業生分
を含む

学校事務費　他

東京山桜会25万円

＠5,000×5冊

前 期繰越金

入 会 金

年 会 費

賛助金・寄付金

会報広告料収入

名簿販売料収入

利 息 収 入

雑 収 入

合 計

〈 支 出 〉

事 務 費

交通出張費

支部助成費

総 会 費

会 議 費

IT

会員情報管理委員会費

評議員名簿費用

会報委員会費

総務委員会費

文化活動委員会費

渉外交流委員会費

教育支援委員会費

財務委員会費

改革推進委員会費

茨木中高・週刊誌広告協賛金

天神祭協賛金

雑 費

新 年 会 費

予 備 費

山桜会基金積立金

年会費関連費用

年会費導入費用

年会費入金手数料等

学院120周年積立基金

山桜会90周年式典積立

小 　 計

次 期 繰 越 金

合 計

〈 収　入 〉 予 算 額 決 算 額 差　　異 備　　考

前受年会費収入

前払年会費導入費用等

差 引 総 合 計

6,429,000

339,899

6,089,101

科　目 金　額 内　容

年会費収支残高に付きましては、三井住友銀行
茨木支店　普通口座にて確保しております。

振込手数料等

前 受 年 会 費

差 引 総 合 計

6,089,101

80,368,312

年会費収支計

現 金

普 通 預 金

普 通 預 金

金 銭 信 託

普 通 預 金

普 通 預 金

資 産 合 計

171,846

35,663,352

36,622,215

10,000,000

3,000,000

1,000,000

86,457,413

三井住友銀行　茨木支店

りそな銀行　茨木西支店

山桜会基金引当特定預金

りそな銀行　茨木西支店

追手門学院120周年基金

大阪市信用金庫　高井田支店

山桜会90周年基金

大阪市信用金庫　高井田支店

科　目 金　額 内　容
（資産の部）

（負債の部）

山桜会基金現在高（平成17年3月31日）
前年度末現在高
本 年 度 利 息

〃

46,616,402 円
2,908 円
2,905 円

（前期）
（後期）

今年度末現在高 46,622,215 円

積立金現在高（平成17年3月31日）
追手門学院120周年基金積立
山桜会90周年基金積立

3,000,000 円
1,000,000 円

今年度末現在高 4,000,000 円
ペイオフに伴い一部預金金額を、預金の安全性を確保する為、普通預金口座へ入金をしています。

平成16年度の山桜会収支計算書、年会費収支報告書、財産目録を監査し
た結果、適正に作成されているものと認めます。

平成17年6月1日

監　事

監　事

監　事

平成16年度　山桜会収支計算書
（平成16年4月1日より平成17年3月31日） （単位：円）



大手前中高等学校において開催
されました、後輩たち在校生に
将来を考えてもらう「将来を考え
る日」の開催と成功にあたり、窓
口としてお手伝い致しました山
桜会教育支援委員会から、一言
ご挨拶と御礼を申し上げます。

　私達山桜会々員は、追手門を卒業し、経済社会の中でさまざまな仕
事に携わっております。在校生たちは、卒業した後に、自分がどのような
社会人として社会に貢献していくべきかは、学生時代に、それもできる
だけ早く自分の人生目標を設定することが有益です。それは、目標設定
により、勉学にも、将来の人生設計にも、より積極的な関心が深まるこ
とになるからです。
　その意味で「将来を考える日」において、皆さんが、さまざまな体験
談や御識見を在校生にお話ししていただき、在校生たちが自分の目指
すべき目標を少しでも早く見つけるきっかけつくりの一助を行ってい
ただけた、と思います。
　講師をお引き受けくださいました20名程の皆様方、時下ますます御
健勝のこととお慶び申し上げます。
　平素は山桜会教育支援活動にご理解御協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。
　さて、大手前中高等学校の「将来を
考える日」におきまして、公私御多忙
中にも関わらず講師を努めていただ
き誠にありがとうございました。
　突然のお願いをし、準備期間が少
ない中での講演で御座いましたが、
在校生たちに追手門学院を卒業した
先輩として、さまざまな体験談を延べ26の講義内容として意見をお話
していただき、後輩たちが自分の目指すべき目標を見つける、きっかけ
作りをして頂けたと思います。
　同じ学び舎で学んだ先輩が、経済社会の中のさまざまな仕事で活躍
し、社会に貢献している姿やお話に後輩たちは大変勇気付けられ、心強
く思った事でしょう。

　校長先生をはじめ先生方からも、講
義を受けた子供たちからも、大変熱い
感激と感謝のお言葉と御礼の感想文
を頂いております。また、学院理事の
皆様方からも、今回の催しは大変好評
で、他校でも是非との協力のご要請を
受けております。

　私達、校友会山桜会は、たえず、追手門学院の教育改革に協力させて
いただき、後輩在校生の皆さんがよりよき教育環境で勉学に励めるよ
う、これらを活動目標の中心に置いています。今後も御理解・御協力賜
りますようよろしくお願い致します。
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財務委員長　川口　正弘　
　会員の皆様方いかがお過ごしですか。…皆様方のご理解のもと、
年会費制を導入させていただき3年目を迎えました。毎年お振込
いただいております皆様方には、紙面を借りて厚く御礼申しあげ
ます。本当に有難うございました。
　昨年度より財務委員会では年会費をお支払いいただきました
会員の皆様へどのようなメリットをつけられるか。…またどの様なメ
リットを付ければより多くの会員の皆様よりお振込をいただける
かと、考えてまいりました。今具体的に話を進めている一つに追手
門のれん会(仮称)の結成があります。山桜会会員及び会員の保護
者が営む飲食店を我々が応援し、店からは会員になにかメリットを
いただけないかと、いうものです。のれん会結成の方向で理事会
の承認もいただき、只今論議を重ねております。次号の会報にご
報告できるよう頑張ってまいりたいと思っております。
　この会報に振込用紙が同封されていましたら、今年度の会費が
未納ですので、是非コンビニか郵便局でお振込いただきますよう
お願い申し上げます。

▲…弁護士　中高15期…森田和明

▲…中高29期…北山しお

▲…自動車ディーラー　中高34期…角田昌也

財務委員長　川口　正弘　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
財務副委員長　石津　良行　

　平成16年度山桜会収支計算書及平成17年度予算書につい
て、以下報告致します。
　収入の部において16年度から導入致しました年会費収入につ
きましては、導入初年度、2年度と経過致しておりますが、やや減
少傾向を示しております。会計を預る財務委員会としましては、財
務を適正に運営するべく努力を致しておりますが、最終的には、山
桜会会員の皆様方のご支援ご協力をお願いせざるを得ない状況
であります。
　その為には山桜会運営の為の支出を厳格に、そして効率的に考
慮していく必要があります。その点を踏まえ、財務委員会におき
ましては、次年度の予算措置を組み立てる時期において、山桜会
組織を構成する各委員会から当委員会に提案されました予算案
を精査し、且つ各委員会の委員長等々と意見を積極的に取り交わ
し、考えうる最良の支出、予算額を計上する事と致しております。
　又、当初予算に計上されていない支出項目については、理事会
において、真剣な討議がなされ、熟考された意見のもとに決定さ
れて実行されております。
　以上のように山桜会の財務状況は前述しました如く厳格且つ効
率的に運用されております事をご報告させて頂きます。

年会費お振り込みに対する御礼とお願い

平成16年度収支計算書
平成17年度予算書について

教育支援委員長　贄田　肇

大手前中高等学校



　ついこの間の8月に、

村井先生がお亡くなり

になりました。大先輩の

先生と再びお会いでき

ないのかと思うと、悲し

さと寂しさで一杯です。

思えば、昭和35年に初

めてお会いしてから今

日まで約45年間お世

話になりました。

その間、特に昭和37年

から昭和45年までは、

同じ学年（16期生と19

期生）を担当し、同僚として、あるいは学年主任として私を本当にやさ

しく指導していただきました。それ以後の数年間も、教頭、校長とし

て、私を暖かく見守ってくださいました。

　先生が大手前中高から本部事務局に移られてからも、お会いする

たびに声をかけていただきました。私自身が教頭、校長を務めている

時は、評議員会や理事会でよくお目にかかれました。私が追手門学院

を退職してからは、ご無沙汰がちになりましたが、毎年正月には年賀

状をいただいたり、16期生や19期生の同窓会や、たまたまの学院関

係の方のお葬式などでお会いできました。ちなみに、村井先生と最後

にお会いしたのは阪本紋九郎理事の告別式の場でした。久しぶりと

のことで、1時間近く、二人っきりでお話しすることができました。まさ

か、それが先生との最後のお話になるとは夢にも思いませんでした。

　村井先生は上司として最高の人だったと思います。心配りや心やり

がいきとどき、人の長所を見抜く力とそれを伸ばす方法を見つけるの

に優れておられました。それに諸状況の判断が的確で、わかりやすく

事情を説明していただけるので、私たちは安心して働けたように思い

ます。今まで私は先生の悪口を聞いたことはありませんが、それも当

然でしょう。

　先生との思い出は数えきれません。19期生や21期生の修学旅行

で北海道へ行った時、いっしょに「毛がに」をたくさん食べましたね。

先生は私によく「おごって」くれました。最初は上本町からのタクシー

代でした。普段は市電で通っていたのですが、時々タクシーに乗せて

もらいました。小学部の林先生と三人でタクシーに乗ったこともあり

ましたね。先生が事務局長で私が副組合長の時、腹をわってボーナ

スの交渉をしたこともありました。中谷先生が校長で私が教頭だった

時、理事だった先生が大手前中高のことをとても心配してくださって

いたことも、よく思い出されます。何よりも忘れられないのは、先生が

大手前中高の校長になられて「さあこれから大手前中高がよくなって

いくぞ。」と希望に満ちていた時に、体調不良で急にお止めになった

時のことです。私は信じられず、長い間何がなんだかわからないよう

な状態でした。今になって考えてみると、先生もその時どんなに残念

だったことでしょうか。でもその時、事務局長としてそして追手門学院

理事として先生らしさをフルに発揮されたのでよかったですよ。

　最後に、先生が亡くなられた今となっては、ただ「長い間大変お世

話になりました。本当に有難うございました。」と言えるだけです。

…「村井先生、さようなら。」

平成17年10月16日
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大先輩の村井司先生を偲ぶ
元大手前中高等学校校長　竹内　孝治

　村井先生謹んで哀悼の意を捧げます。

　在りし日のお若かく颯爽とした先生のお姿は卒業し45年経った今でも鮮やかに目の奥に焼きついております。

右も左もわからないやんちゃな私たちを時には厳しく時には優しくご指導いただき本当にありがとうございました。

心よりご冥福をお祈り致します。

合掌
昭和40年卒業中学16期生
阿部仁子　　岡　寛子　　荻野瑠美　　北口明孝　　窪田好子　　阪本和子
清水昭則　　玉井慶子　　中島健次　　水野真美　　渡辺麗子　　　他一同

追　　悼
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　9月16日の理事会に於て、「新校舎の基本設計図」が了承されたことをうけて、9月
24日（土）に、新校舎の建設決定を喜ぶとともに、長年にわたって使ってきた校舎に感
謝する、新校舎建設決定「校舎お別れ会」がもたれました。
　今回は在校生と現PTAの方々を中心とした内輪の会でしたが、学院からは山中常
務理事の挨拶をいただき、また山桜会からは川原会長の挨拶をいただきました。

　10時からの式典につづき、第2部としてPTA教養進学講演会が催され、歌手の
桑名正博氏の歌とお話をきかせていただきました。
　昼食は現PTAの中1から高3までの各学年の委員さん方による模擬店で生徒た
ちや来校者の方々に食べていただきました。
　山桜会にはいつものようにイカ焼で協力いただき有難うございました。また、「追
手門の味」として、「英国屋」「自由軒」「さと」「（有）黒潮惣菜店」「（株）松本警備保障」
「桃林堂」の協賛をいただき感謝しています。

　2008年、学院創立120周年にむけ皆様のおかげをもちまして新校舎の建設が決
まり、生徒たちにより良い学習環境を提供できることを喜ばしく思います。
　この度の新校舎建設は、老朽化した体育館（1949年＜昭和24年＞建設、築後56
年）や北校舎（1955年＜昭和30年＞建設、築後50年）、西校舎（1964年＜昭和39
年＞、築後41年）の建替で、教職員一同の長年の大望であり、今進めている教育改革
の大きな支えとなるとともに大いに励みともなります。教育改革をさらに充実させ、伝
統ある名門校にふさわしい重厚な新校舎の早い完成に期待しています。

　尚、来春に予定されている起工式の日程は未定ですが、決まり次第山桜会のホーム
ページ等でお知らせさせていただきます。
　卒業生の皆様や退職された教職員の方々、そして旧保護者の方々にも広く御参加
いただき、思い出に花を咲かせ懐かしい一刻を共にもちたいと思っています。

PTA教養進学講演会（歌手、桑名正博氏コンサート）

理科準備室と横井先生

懐かしきかな！？教室

いつもお世話になっていた購買部平成20年完成予定　新校舎

大手前中高等学校校長　亀井　哲夫
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　大阪の私立中学61校は、それぞれ独自の教育改革を推進、昨春の入試
では、61校中の45％が定員を充足。厳しい入試の中、お陰様で本校は志
願者も順調に伸び、ほんの少しレベルも上昇しています。
　今年の入試での変更点は、中学での「特進・進学」クラスでの募集。入試科
目も「国語・算数」型の入試、高校でも、専願入試のみではなく、本年より茨
木との提携も解け「併願入試」を導入する事となりました。
　外部や学部での入試説明会も好調。塾などでも入学時は低いが伸ばす
学校と言われ、志願者も20％増。163名入学の新中1の模試などでの好

成績が理解されつつあるようです。
……昨年度、定員を遥かに超える歩留まりには、卒業生のご師弟や在校生の弟・
妹の増加があげられます。心強いリピーターと言えます。
… …ただ、本年は勝手なことをする一校は除いて、1月14日の「中学統一入
試」となりました。受験回数が1〜2回程度減り、各校が合格者を多く出すこ
とも予想できるため、なかなか厳しい入試となりそうです。
……今後とも皆様の更なるご支援をお願い申し上げます。

大手前中学校・高等学校　入試について 

あなたの輝きを大切に育てる

高等学校入試
専願・併願　本年度より「併願」も導入……
●募集クラス・募集人数……外部より併せて約30名
………………①特進クラス… … 国公立大学進学
………………②進学文理クラス… 難関私立大学進学
………………③ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（国際留学）クラス
………………④ｴｸｼｰﾄ（゙総合文系・起業家育成）クラス
●入試日程
　高校入試　…1次…… 2月10日（金）、11日（土）………………
………………………出願… 1／23〜2／3　　事務室のみ郵送不可
… … 午前9時〜午後3時　日曜可
………………………発表… 2／11（土）夜　書類郵送
●入試科目………国語・数学・理科・社会・英語
　　　　　　〔45分／各100点／500点満点〕・面接

●1．5次　2月16日…
　　　　　　国語・数学・英語
　　　　　　〔45分／各100点／300点満点〕・面接　　　
●2次　　　…3月25日…
　　　　　　…国語・数学・英語　
　　　　　　〔45分／各100点／300点満点〕・面接

中学校入試
●募集クラス・募集人数
　特進　約35名1クラス　進学　約35×3クラス
●入試日程・出願・発表………………
　中学入試　Ａ日程………　1月14日（土）……　　9：00〜
………………………出願　……………………………　…1／5〜1／13　事務室のみ郵送不可
……………………………………………………………………　　……午前9時〜午後3時　土日祝日も受付　
………………………発表………………………………………………1／15　午前10時〜午前11時　学校手渡
　中学入試　Ｂ日程　　1月16日（月）……15：00〜
………………………出願　………………………………………1／5〜1／16　事務室のみ郵送不可…当日15時
……………………………………………………………………　　……午前9時〜午後3時　土日祝日も受付
………………………発表………………………………　　1／17　午前10時〜午前11時　学校手渡
…………中学入試……Ｃ日程　　1月19日（木）…　9：00〜
………………………出願　………………………………………1／5〜1／18　事務室のみ郵送不可……当日9時
……………………………………………………………………　　……午前9時〜午後3時　土日祝日も受付
………………………発表………………………………　　…1／19　夕刻電話
●入試科目………………
　全日程……
…………………………①国語…………………………45分・100点
…………………………②算数…………………………45分・100点
…………………………………面接

大手前中学校・高等学校教頭　南登章生

教頭　南　入試対策室長　渋谷　入試対策部長　歌丸まで
〒540−0008　大阪市中央区大手前1−3−20……06−6942−2235　http://www.otemon-js.ed.jp/

お知り合いの御方がいらっしゃいましたらご紹介下さい

 お問い合わせは

　鹿児島で初代が明治8年より日本茶の畑から製
造卸売を始め3代目の両親が昭和26年に大阪で
卸・小売の商売を始め私も継いで25年になります。
最近は緑茶ブームでペットボトル茶がもてはやされ
ていますが、はたして中味はどうなんでしょう？ 確
かにとても便利で加糖されていませんが、私として
は ①一体100gいくらぐらいのお茶が入っているの
か？ ②どこの産地のお茶なのか？ ③空ペットのご

みは最終段階でどう処理されるのか？ 等、問題点があります。500cc空ペット
ボトルに湯ざました水を入れ家にあるどんなお茶でもいいから5gぐらいお茶
パックに入れて軽く振って30分もすると経済的で香りのあるお茶が飲めるの
で一度試して下さい。
　私の店では主に鹿児島茶が中心ですが、静岡（本

ほんやま

山・菊川・天竜川・川根）産　

宇治（和
わ す か

束・宇治田原）産　福岡（八
や め

女）産　等のお茶を扱い、毎年畑を見に
行きます。それは毎年各産地で出来が違うんで昨年は宇治がおいしかった今
年は鹿児島がおいしいとか毎年気候によって農産物は大きく左右されます。新
茶時期（4〜5月）には各産地に出向き大阪の水に合うブレンドをするんですが、
これが結構大変な作業なんですが楽しみでもあります。
　祖父と父が鹿児島で紅茶も栽培していたので紅茶も大好きで紅茶の講
習会で紅茶研究家としても知られるティーハウス「ムジカ」の堀江俊樹さんと
知り合い2001年11月にインドダージリンのラングリー・ラグリオット茶園に同行し
紅茶の摘採から製造まで視察体験し「ムジカ」の紅茶を扱わさせて頂くきっ
かけになりました。
　今日本ではお茶（緑茶・紅茶・ウーロン茶）は多種のペットボトル茶が氾濫し
ていますが改めてキュースやポットを使って茶葉を正しく消費する事が人と
人とのふれ合いや環境保護にはかかせないものだと思います。

小原 義弘 さん 大手前　中・高22期（昭和49年卒）
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　昨年度までは高校入試広報の責任者として仕事をしてきましたが、今年度か
ら相馬先生の後を引き継ぎ、入試委員長となりました。高校入試の責任者とし
ては住谷先生、中学入試の責任者は谷川先生となり、入試関連の業務としては
非常に若いメンバーとなっています。私自身、昨年度までの経験を踏まえての
仕事になりますが、今まで自分の気づかないところで相馬先生がどれほど多く
の仕事をこなされていたのかを痛感する毎日です。三人の若さから来る未熟さ
が仕事に出てしまうこともありますが、今まで築いてきた事を守るということで
はなく、新しく追手門をつくるという気持ちを持って取り組みたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願いします。
　さて、来年度入試に向けての最大の課題だと考えていますのは、中学入試で
多くの志願者を集め、両コースで定員を確保することです。昨年度入試におい
て、1次・2次合わせて146名の志願者（前年度比1.4倍）があり、ダイナミック
コースの合格最低点は、一次試験で25点アップしました。アカデミックコースで
は、1次・2次合わせての実質競争率が2.7倍という厳しい入試になりました。そ
の結果、両コースとも、五ツ木模試での評価が上昇しています。高校の大学合格
実績ばかりが目立っていましたが、中学に対する外部評価が高まってきたことは

とても喜ばしいことです。
　さらに、現在高2の段階にいるコース制の第1期生のがんばりも目をひきま
す。昨年度お知らせしたとおり、高校入学の英数・理数の生徒たちに負けない成
果を出しており、京大などの難関国公立大学への合格が有望視されている生徒
もでてきています。また、中学段階の生徒たちの成績も、五ツ木模試の結果を見
ると年々確実に上昇しています。このような生徒たちの様子を学外にも積極的
にお知らせし、プレテストや本番の入試での志願者増につなげていきたいと思
います。
　高校入試においても、前年度と比較すると、志願者数は若干減少したものの、
北摂地域での生徒数減少が著しい年度であったことを考えると、健闘したと思
います。併願者の戻り率が13％を超え、今年の高1も10クラスの編成になりま
した。これは、私立入試で追手門に合格した併願の受験生が、公立の入試では
チャレンジをしている結果だと思われます。併願受験生の間でも、本校の評価が
高まったことの表れでしょう。
　高校のコース制3期生の生徒たちも、過去2年に負けない成果をあげました。
現役のみで国公立大には32名、関関同立には197名（現役合格率73.2％、前
年度63.9％）の合格者を出し、近隣の他私学や公立高校に負けない実績を上げ
ました。中でも顕著なのは総合文理コースの生徒のがんばりでした。関関同立と
産近甲龍の8大学に108名が合格し、後輩の生徒たちにも希望を与えてくれま
した。今後は、ますます高まる期待に応えられるよう、若い先生方のアイデアも
活かしながら広報活動に取り組んでいきます。ご支援のほどよろしくお願いいた
します。

http://www.yamazakurakai.com/ 9

中学校・高等学校（茨木）　入試について 

　　　　　　　　　　　　　　

　高校生活を振り返ってみると、やはり友達の存在が一番
大きいです。追高では高校で終わることなくこれからもずっ
と付き合っていきたいと思える友達に出会えました。個性豊
かでおもしろく、一緒にふざけたり、ときには相談にのっても
らったり、みんなといると毎日が本当に楽しかったです。受
験勉強も後半になってくると精神的にも体力的にもつらく

なってくるのですが、まわりの友達の頑張っている姿を見ると私も頑張ろうと思えたし、何よ
り一緒に頑張れる友達がいることが本当に心強かったです。
　追高には、放課後のアドバンスゼミや長期休暇中の講習、自習室の開放など、勉強しよう
と思えばいつでも始められる環境がありました。先生方も非常に熱心で、嫌な顔ひとつせず
質問に応じてくれたし、遅くまで残って勉強していると声をかけてくれました。諦めてしまい
そうになったときも最後まで励ましてくれうれしかったです。
　高校3年間、たくさんの出会いや出来事を通して、勉強だけでなく、周りのたくさんの人
の支えがあるおかげで自分があるんだということを学ぶことができました。私を支えてくれ
たみなさんには感謝の気持ちでいっぱいです。これからはさらに大きな世界に進んでいく
ことになりますが、追校で学んだことを忘れず、成長していけたらと思います。
　本当に楽しい3年間でした。ありがとうございました。

高等学校 平成18年度入試要項
◆募集人員… 240名（男女）
… … 英数コース… ……80人（男女）
… … 理数コース… ……40人（男女）
… … 総合文理コース… 120人（男女）
… … （含　六カ年一貫コース　42人）

◆入試日… 2月10日（金）

◆入試科目… 英・国・理・数・社（各100点、各45分）

◆面接… 専願… 一人3〜5分、全員行います
… 併願… 必要に応じて行います

◆出願期間… 1月23日（月）〜1月26日（木）（午前9時〜午後3時）
… … … (郵送-不可)
… … （①専願・併願いずれかで受験してください）
… … （②英数コース・理数コース志願者は、第2、第3志望を記入可……
……………………………………………………………………………………………………………ただし、第2志望が総合文理コースの場合、第3志望は出せません）

◆合格発表日…2月14日（火）郵送

◆2次募集… 府立高校合格発表日に決定

◆入学手続き締切日… 専願　　2月17日（金）
… … 併願　…………府立高校合格発表日（3月23日（木）午後1時〜3時）

◆入学者登校手続日… 専願　　2月18日（土）10：00〜および府立高校合格発表日
… … 併願　　府立高校合格発表日（3月23日（木）午後1時〜3時）

◆必要書類… 願書、個人報告書、写真2枚（横3.5〜5×縦4.5〜5cm）
… 受験料…20,000円（郵送料410円別途）

◆入試説明会…12月3日（土）10時〜12時　※予約が必要です
… 阪急石橋　8時50分　千里中央　9時10分　北千里　9時15分
… 阪急茨木　9時10分　JR茨木　……9時20分

中学校 平成18年度入試要項
◆募集人員… アカデミックコース35名（男女）、ダイナミックコース35名（男女）
… … ……A・B両日程で… 約60人（男女）（両コース合わせて）
… … ……C日程で… 約10人（男女）（両コース合わせて）
◆入試日… A日程… ：1月14日（土）
… B日程… ：1月15日（日）
… C日程… ：1月18日（水）
◆入試科目… A日程… ：アカデミックコース… 国・算（各100点、各50分）、
… … … 理・社（各……50点、各30分）
… … ：ダイナミックコース… 国・算（各100点、各50分）
… B日程… ：両コースともに… 国・算（各100点、各50分）
… C日程… ：両コースともに… 国・算（各100点、各50分）
◆面接… あり… （面接官2人と受験生1人）
… … （出願の際には保護者面談も行います）
◆出願期間… A・B日程…：12月21日(水)〜12月27日(火)、1月6日(金)〜1月11日(水)
… … (午前9時より午後3時まで)
… C日程… ：1月10日(火)〜1月17日（火）（午前9時より午後3時まで）
… …… ……(ただし、日・祝日を除く）
◆合格発表日…A日程：… ：1月15日(日)電報
… B日程：… ：1月15日(日)電報
… C日程：… ：1月18日(水)電報
◆追加募集… 未定
◆入学手続き締切日…
… A日程：… 1月17日（火）　（午後3時まで）
… B日程：… 1月17日（火）　（午後3時まで）
… C日程：… 1月20日（金）　（午後3時まで）
◆入学者登校手続日… 1月28日（土）…10時集合（本人が保護者同伴で登校）
◆必要書類… 願書、写真2枚（3×4cm）
… 受験料…20,000円（郵送料410円別途）

中学校・高等学校（茨木）教諭　入試委員長　木内淳詞

入試広報便り
〜今年度の取り組み〜

高53期　赤土　綾希
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弁護士　中村信仁
弁護士　尾熊弘之
弁護士　稲永泰士
弁護士　中橋　敦
弁護士　杉本智則

弁護士 川原俊明
（小71・中高14期）

〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号　幸田ビル8階
 TEL：06-6365-1065（代表） FAX:06-6365-7265

E-mail:kawahara@e-bengo.com
http://www.e-bengo.com  

弁護士法人

平成17年7月10日（日曜日）

　我々の小学校時代は、ちょうど第二次世

界大戦の真只中にあり、校舎も住居も分散

し、総員50名の内、行方不明者が20名、

そして年令も古希を過ぎて来ると死亡者

が10名、病気療養中の者が3名、残り17

名の健在者で都合がついて出席出来る者は、毎回10〜12名といった状況であ

ります。

　今回は11名の出席があり、みんな年1回の再会を楽しみにしており、会が始ま

る前からそれぞれ笑顔一杯で賑やかなことであります。乾杯のあと食事もそこそ

こに昔話に花が咲き、わいわい・がやがや、頃合いを見計らって、一人づつ近況報

告を行いましたが、お互いにあいの手が入ってなかなか進まず、時間もオーバー

してようやく閉会となり、次回の再会を約して散会し、大変楽しいひとときであり

ました。（弥谷）

代表幹事　間宮　規勝
　2004年11月3日、文化の日「カジュアルで女

性に優しい同窓会」をテーマに、南船場のレストラ

ンで午後3時より開催しました。

　神楽岡先生、岩田先生、松宮先生、石川先生、古川

先生、薗村先生に出席を頂き、卒業生45名の参加

で出席総数51名！今回はテーマの甲斐もあり、女性

の出席が多く、男性はワクワク。抽選会では、先生方に当日書いて頂いた色紙を景品にさせて

頂き、当たった人は大喜び。懐かしく、楽しい時間を過ごし、2次会を合わせて7時間にも及ぶ会

となり、大盛況でした。

　次回の同窓会は、学院創立120周年に当たる2008年に開催する予定です。この

年は私達の卒業30周年にも当たり、一段と盛り上がると思いま

す。それまでの間は、幹事を中心に有志で集まり『卒業30周年同

窓会』の構想を話し合う連絡会を年に1〜2回開催していきたいと

考えています。同窓生の皆さん、次回2008年をお楽しみに！

　月例となりなしたボーリング大会。4月から毎月開催しておりま
す。手軽に参加できるこの大会に皆様は、もうご参加されましたか？…
この月例大会の参加者は、月ごとにスコアが良くなってきていま
す。かつてのボーリングブームを支えた、会員の方々　是非腕

前をご披露下さい。
まだという方もご安心下さい。
初めての参加でも　アット言う間に溶け込むことができます。そ
れが山桜会の良いところ。
校友関係を広げたい方！…体を動かしたい方！…懐かしい学生生
活にタイムスリップしたい方！…どしどしお集まり下さい。
大会の開催日は、山桜会のホームページでお知らせしており
ます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

追高（茨木）26期同窓会 小58期い組同窓会

ジュニア部会委員長　馬場耕一郎

月例ボーリング大会月例ボーリング大会山桜会山桜会
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　ゴルフというスポーツを通して、オール追手門の仲間達と世代を越えた
交流を目的に山桜会・ゴルフ部会の企画と運営による「第6回山桜会チャリ
ティーゴルフコンペ」が、平成17年9月18日（日）三田カントリー27で開催
されました。今年も山桜会会員及び小・中・高ＰＴＡ関係の方々など幅広い年齢
層から、過去最多の113名（うち女性24名）の参加者があり、当日は幸い天
候にも恵まれ、大阪市内ではまだまだ厳しい残暑が続くなか、高原ゴルフ場特
有の秋風が清々しく、楽しい気分でプレーが出来るコンディションでした。同
級生や先輩、後輩を交えて和気藹々とラウンドを楽しむ様は、日頃のゴルフプ
レーにはない雰囲気で、あたかも同窓会総会が三田の地へ移動してきたと思
わせるものがありました。そして本年も数々の好プレー・珍プレーが続出した
ものと思われます。
　参加者全員がホールアウトして大懇親会開催まで、パターコンテストゲー
ムで楽しんでいただき、川原会長のご挨拶で始まりました大懇親会も、藤村副
会長の乾杯のご発声で交流タイムに入り、会場は一気に和やかな雰囲気にな
り親睦が深まりました。
　熱戦の結果は、男性の部は巽…英一さん、女性の部では杉垣育代さんが見

事に優勝され、ニヤピンやドラコンなど数々の表彰の賞品を受賞した後、一日
の楽しい思い出と日焼けした笑顔をお土産に散会しました。今年も参加者全
員が会費の一部を恒例のチャリティ基金、世界中で子供の権利の実現をめざ
して活躍しているNGO団体＝『セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン』に寄贈いたし
ました。なお、このコンペの模様は、月刊誌『GOLF＆Ｇｏｌｆ』に(11月号)紹介さ
れておりますので是非ご一読ください。　
　山桜会ゴルフ部会はゴルフを愛好する有志が集い、年1回のゴルフコンペ
を開催しています。4月からゴルフコンペの企画と実施に向けて月1回以上
のペースで部会を開催してまいりました。次年度以降もさらなる内容の充実
を図り、多くの方々に参加していただけます様、山桜会会報誌、ホームページ
等を通して積極的にＰＲし、オール追手門の交流の一助となるべく、部員一同
努力してまいります。特に来年度は山桜会創立90周年記念事業の一環とし
て、記念ゴルフコンペを担当させていただきます。山桜会の皆様には是非こ
の節目となる記念ゴルフコンペに多くのご参加を賜り、また協賛品などのご支
援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

11http://www.yamazakurakai.com/

http://www.wadahachi.co.jp
0120-888012フリーダイヤル

新通店・尼セン店・なんばウォーク店・尼崎武庫店・
高島屋大阪店・高島屋京都店・大丸梅田店・大丸神戸
店・阪神百貨店・千里大丸プラザ店・その他有名百貨
店等で販売しております。地方発送も承っておりま
す。詳しくはお問合わせください。

〒558-0051　大阪市住吉区東粉浜2-8-3
TEL: 06-6671-9090　FAX: 06-6671-8600

〒587-0012　大阪府堺市美原町多治井267
TEL: 072-362-8433　FAX: 072-362-9160

株式会社フォルム

代表取締役

島澤　俊文
Toshifumi   Shimazawa

ファクトリー

（茨高25）

歯科・矯正歯科・小児歯科
健康保険取扱い

西川歯科医院

院長　西川 義公
－歯学博士－
（大中25・茨高25）

河内長野市西之山町4-8
TEL（0721）52-2202

月 火 水 木 金 土

午
前

午
後

9:30
～1:00

3:00
～8:00

5:00
～9:00

休
診

休
診

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

診療時間

●シャディ
   サラダ館

     ●
岡記念病院

●福田石材紳士服のコナカ●

メガネ屋●

←至冨田林
外環状線

河
内
長
野

市
役
所

河内長野
保育所前

市役所前
交差点

西川歯科医院 P 有

休診　水曜午前・土曜午後・日祝
終了15分前までに受付お願いいたします。

新ペリア　カット：PAR×2／ハンディーキャップ上限：男子：40、女子：40、シニア：40

【男性の部】
順位

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

EAST

３３

－

－

４１

４１

－

４０

－

４１

－

WEST

－

４１

５０

４０

－

－

４９

４１

４８

４１

SOUTH

３４

４２

４４

４７

３９

４１

５１

－

５３

－

GROSS

６７

８３

９４

８７

８０

８２

１００

８１

１０１

８２

HDCP

０．０

１３．２

２４．０

１６．８

　９．

６

１０．８

２８．８

９．６

２８．８

NET

６７．０

６９．８

７０．０

７０．２

７０．４

７１．２

７１．２

７１．４

７２．２

７２．４

氏　名

巽　　英一

大塚　俊裕

巽　　二郎

助永隆比古

小田原　宏

鷲見　　修

見野　宗和

北見　　康

岡本　昭治

松井　　薫

【女性の部】
順位

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

EAST

５０

－

４１

５３

－

－

５３

５５

５６

４１

WEST

－

５１

５１

－

５３

５４

－

－

５０

４６

SOUTH

５３

５８

－

５６

５２

５６

４７

５８

－

－

GROSS

１０３

１０９

９２

１０９

１０５

１１０

１００

１１３

１０６

８７

HDCP

２７．６

３３．６

１５．６

３２．４

２７．６

３２．４

２１．６

３３．６

２６．４

７．２

NET

７５．４

７５．４

７６．４

７６．６

７７．４

７７．６

７８．４

７９．４

７９．６

７９．８

氏　名

杉垣　育代

阿部眞理子

荻原美津子

徳岡　久美

阿部　仁子

阪本　春代

上田　明美

佐藤久美子

越智　佳余

斉藤　浩身

上位成績表
競技方法

山桜会文化活動委員会・ゴルフ部会　　総括幹事　岡本　昭治



　前回の北海道の田舎暮らし、自宅＆工房建築そして養蜂の話が

都会に住む皆様方には、あまりにも突拍子で珍しかったのかどうかわ

かりませんが、続編の依頼をいただきました。貴重な誌面にこんな事を書

いていていいのかな？とも思うのですが、しばらくの間、おつき合い下さ

い。

　さて、「ゲンバ」（工事現場）と呼んでいた我が家も、窓を入れ、木の外壁

を張り、塗装してドアを仕込んだらすっかり家らしくなってきました。北海道

は春夏秋の6ヶ月と冬の6ヶ月なので、普通に暮らしていてもなんだか慌た

だしいのに、工事に、養蜂。それに加えて、5反（1500坪）の畑を借り、野菜

作りも本格的に始めたので、体が3つ欲しいくらいです。

　そもそも、友人のパン屋さんがパンの仕込みに使う蜂蜜を自分の手で採

ろうということから始まった養蜂。それまで蜂蜜を仕入れていた養蜂家の

ところで何回か作業を手伝って、去年の7月我々のところへミツバチがやっ

てきました。はじめはおっかなびっくり。当たり前の事ですが、巣箱の中はハ

チだらけ。穏やかな気持ちで作業するとハチ達も殺気立たないそうなので

すが、なかなか師匠のようにはいきません。しかし、何回か刺されながらも、

100キロもの蜂蜜が採れました。ところでご存知ですか？1匹の働き蜂が

その短い一生の間に集める蜜の量。なんとティースプーン1杯ほどなので

す。それを知ってから、蜂蜜を食べる時には「ありがとう、いただきます」と

思わずにはいられません。

　6月から8月の間は、採蜜以外の作業はほとんどありません。ハチ達は自

立しているので、人間は何もしなくてもいいのですが、8月の後半から10

月にかけて、スズメバチが現れる頃は忙しくなってきます。スズメバチは肉

食で、ハエなどを捕まえているのですが、巣が大きくなるこの時期には大量

のえさが必要となり、手っ取り早くミツバチの巣箱を狙いにやってきます。

集団で襲われると全滅ということもあります。秋になるとスズメバチに襲わ

れるニュースをよく聞きますが、この時期は警戒心も強くなっているので、

気付かずに巣の近くを通ったりすると襲われる事もあります。

　もちろんミツバチも

自衛手段に出ます。巣の入

り口に、年老いた働き蜂が重

なってバリケードを作って、スズ

メバチがやってくると一斉に飛

びかかって追い払おうとするの

です。1匹のスズメバチをやっつ

けるのに何百匹もやられてしまいます。スズメバチ捕獲器もあるのですが、

完璧とはいきません。スズメバチも必死なのでしょうが、花を探して羽根が

擦り切れるまで飛び回り、蜜を集めてくれるミツバチのことを思うと、やは

りミツバチの味方をしてしまいます。そこで、飛んでくるスズメバチを網で

捕まえることにしました。5〜6匹捕まえると全く現れなくなるのですが、観

察していると木の上の方に止まって人がいなくなるのを待っているようで

した。敵もさる者です。こっちも1日中、網を振り回している訳にはいきませ

ん。今は白いシャツを巣箱に近い木に引っ掛けていますが、いつ見破られる

ことか・・・。

　田舎暮しというと、「のんびりと木陰でティータイム」などと、優雅な生活

をしていると思われがちですが、自給自足的田舎暮しは、そうはいきませ

ん。基本的に曜日の感覚はありません。平日でも早朝5時から採蜜をし、そ

の後に堆肥用の馬フンを乗馬クラブへもらいに行き、トラックに積み込ん

で帰ってきて堆肥場に降ろし、畑を片付け、自分の仕事に戻るという日もあ

ります。自分の仕事をしながら、仕事以外にやらなくてはいけない事に時間

を割り当て、こなしていく。物質的にも、精神的にも自給自足できなければ、

本当の田舎暮しとは呼べないと思います。まだまだそんな仙人のようなと

ころへは到達していませんが、まずは引っ越しを済ませて生活の足場をしっ

かり固めていこうと思います。皆さんがこの記事を読んでおられる12月に

は、私達も新しい我が家で会報を読んでいるはずですが・・・。
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大手前中学校・高等学校…30期　河合…伸明　佳奈子



　拝啓　時下ますますご清祥のことと存じ上げます。山桜会の活動にご理

解・御協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

　さて、皆様方の暖かいご支援のもと6月26日（日）には大変な盛上がりの

中で平成17年度の山桜会総会を開催することができました。今回は、追手

門学院小学校での総会開催ということでイベントとして、現小学校教諭の

杉田先生が指揮される「大阪ハイドンアンサンブル」（メンバーの中に山桜

会員も含まれております）によるクラ

シック音楽の演奏会を開催して頂き

ました。ご来場の皆様も300名を超

え立ち見の方もおられました。

　内容は、楽器紹介・ハイドン作曲交

響曲第103番ホ長調「太鼓連打」より

第1楽章演奏・1分間指揮

者コーナーその他・・・とい

う楽しいもので演奏が終わっても拍手が鳴り止まずアンコール演奏がおこ

なわれました。

　演奏会の後の懇親会は、その実力全国で20位以内という追手門学院大

学チアーリーディングクラブ：ソルジャーズの華麗な演舞で幕を開け恩師の

先生方を初め100名を超える皆様のご参加をたまわりなごやかな雰囲気の

中で執り行われました。東京山桜会からの書の贈呈もおこなわれ、皆様の笑

顔に花を添えておりました。来年は山桜会90周年でございます。ますます山

桜会が発展いたしますことを祈念致しまして今年度の山桜会総会のご報告

を終わります。
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平成17年度総会実行委員長　　出口　公夫

　平成17年5月14日、東商スカイルームに於いて59名の会員の方々が集まり東

京山桜会総会が行なわれました。追手門学院理事長大木令司氏によると、2008年

の120周年記念事業が着実に順調に進んでいるとのことです。2、3年前から幼小中

高の質の向上には、目を見張るほどめざましく、大々的にリニューアルされた施設設

備ができつつあり週刊誌でも紹介されるほど脚光をあび、太鼓判をおせる質の向上

だそうです。伊勢田義昭小学部校長先生によると、数学全国大会で1位に輝いた生徒

や、囲碁全国大会で1位に輝き優勝した生徒がいるそうです。めきめきと優秀な生徒

がでできているそうです。先生方も研鑚され素晴らしい実力のもった先生方である

とのことで、相乗効果に、皆様とても喜んでいらっしゃいました。『安心して下さい。』

とのことでした。大木氏によると、あと心配なのは大学の質の向上だそうです。後藤

幸男学院長先生によると、大学図書館が5月にリニューアルオープンされ『宮本輝

ミュージアム』が開設され、地域文化の核として本校関係者はもちろんのこと利用し

て頂きますます知名度を高めることを期待されているとのことでした。川原俊明会長

から120周年記念事業に向けてさらに一層母校追手門学院の繁栄にぜひともご協力

をお願いしますとのことでした。偕行社の大先輩達は品のよい笑みをされながら安心

されて誇らしげに皆様うなずかれてました。皆様母校の発展躍進、質の向上に喜んで

おられました。幸せ気分でいっぱいでした。

　故斎藤理（大手前中・高2期）さんのご遺族から書画（斎藤理さんが書かれた）『春風

寿酒に酔う』という漢文の書と、『ぼたんの水黒画』の絵画が追手門学院に寄贈されま

した。とてもすばらしい書と絵でした。ありがとうございます。講話は、樋口順三氏（小

51期）医師が『客船クルーズの楽しさ』について20年来の経験、醍醐味をお話しして

下さいました。お勧めは、ヨーロッパのリバークルーズの14日間の船旅で、アムステ

ルダム乗船でドナウ川170kmで64の閘門を通り川風がそよぎ川辺の船に帰る爽や

かさがあり『心がなごんでとてもいいですよ。これはお勧め！ぜひどうぞ!!』とのことで

した。竹野弘之氏（小58期）日本郵船役員がつくられたクリスタルハーモニーは、来

春飛鳥Ⅱになります。この船はシルバーの日本人の方々に良く船員が慣れていて小

笠原途中の鳥島が素晴らしいとのこと。超高級船は3万ｔ以下で、シルバークラウド、

シーボンスピリット、セブンシーマリナーズで、高級船は5万ｔ以下でクリスタルハーモ

ニー（来春飛鳥Ⅱ）など20隻が有ります。クイーンメリーⅡは別格で15万1千ｔあるが

高級船です。大部分の客船は大型船で8万ｔ以上あるとのこと。服装は、大型船では、

タキシードは殆んど着ないでダークの背広と蝶ネクタイで十分、女性は着飾って楽し

み、高級船では、タキシードが殆んどで女性はロングドレス、和服が最高です。船長や

オフィサー達もきりっとした制服礼装でかっこいいそうです。日常生活では体験でき

ない船だけの別世界の雰囲気でとても楽しいとのことでした。竹野氏や樋口氏いわ

く小さなクルーズ10日間で30万円と費用もリーズナブルとのことでした。その後お

いしい食事をしながら話しに花を咲かせ和気合い合いと盛大に心楽しくもりあがりま

した。追手門学院の繁栄に皆様うれしく喜んでおられ、ますます繁栄するよう願って

おられました。皆様時節柄くれぐれもお体を大事にご自愛下さい。健康が1番です。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐伯記）

皇居前東京会館に於て第49回東京山桜会総会を開催致します。
在京の方々のご参加をお待ちしております。

東京山桜会事務局　萩原正民
〒216-0023  川崎市宮前区けやき平1の54の101　TEL／FAX 044-877-2138

平成18年5月13日（土） 午前11時開場
会場 東京会館 東商スカイルーム

懇親会 会費10,000円
関東地方に転居・転任・就学された方は是非下記迄ご連絡下さい。
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　平成17年8月13日(土)秋
山副会長の職場である桜之宮
クリニックにて第2回の会合を
もちました。お盆前にもかかわ
らず、亀井哲夫大手前中高校
長も参加していただき有意義
なひと時をすごすことができま
した。

　淡水魚の権威である亀井校長は、銀塩カメラ最期の巨人といわれるニコ
ンの最新機F6を持参されました。主に水槽の中の淡水魚をマクロ(接写)撮
影されているようで、その撮影実例も見せていただきました。魚は目にピン
トを合わすのが大切で、それ以外は多少ピントが甘くても大丈夫。とのレク
チャーもいただき、まさに目からウロコが落ちる思いでした。
また、本日欠席のメンバーの櫻野さん(茨中14、茨高36)から、ニコンがマ
ニュアルレンズ(ピントを手動で合わす方式のレンズ)の一部製造をやめた。
との衝撃情報を頂きました。
日本光学おまえもか!!
　さて最近クラシックカメラ道に目覚めた馬場さん(大中高37)は最近購入
されたパールⅢ型を持参され、ジャバラのカメラにはデジカメにはない魅力
がある。とすっかりクラシックカメラウイルスにかかっているようです。秋山
さんは、診察室の引き出しから続々と美品のライカをとりだしては、それぞ

れのカメラの特徴を、そしてライカのもつ魅力を語っておられました。また
ハッセルブラッドもご披露いただき、カールツアイスのレンズとスウェーデン
鋼を用いたボディのすばらしさには参加者一同とても興味を示し、馬場さん
も「次はハッセルがほしくなりました。」と洩らしていました。30年くらい前
は、ハッセルブラッドはとても高価なカメラで一式70万円以上していました
が、今ではプロが手放すようになってきたため、我々アマチュアでも安価に
手にはいるようになったことはうれしいことです。
　私は、コレクションの一端としてコダックのレチナとレチネッテを持参しま
した。
1935年製の初代レチナから1960年製のⅢCまで、17台を披露しました。
小型カメラなので大した重さにはなるまいと思っていましたが、これだけの
台数になるとさすがに重く持ち歩くのに疲れました。しかしレチナの持つコ
ンパクトさと手になじむ形は魅力的であり、その種類が多いためついつい台
数が増えてしまったことなどを皆さんに力説してしまいました。(笑)西田尚子
さん(小85・大中高28)には前回同様、今回もなにかとお世話いただきまし
た。お いしいお菓子も差し入れていただき感謝してい

ます。同好の士の話は尽きることなく、近くの
小料理店での二次会でもビール片手にカメ
ラ談義がいつまでも続きました。

　女性部会の今年度第１回催し「色彩
とフラワー、本格イタリア料理を楽しも
う！」を7月7日（木）11時半からイタリ
アンレストラン「カプリッチョ・ダ・アモー
レ」で開催いたしました。
　まずはカラーカウンセラーのただ
みよこ先生による簡単な2種類の心理

テストを皆さんにしていただきました。そのテストからは自分自身に隠れているメッ
セージを知ることができ、また何気なく選ぶ色が深層心理を投影しているそうです。
心理テストの後は「これから頑張りたい人のいいとこ気付き」というテーマでお話を
していただき、心理テストに基づいた自分の癒される色を認識し、それを日常生活に
取り入れる方法などを学びました。自分のいいところに気付きもっと自分らしく元気
に生きる、そして、これからより魅力的に自己成長していく上で少しでもお役に立て
たのではないでしょうか。
　カラーカウンセリングの後は、茨木24期の中川厚子先生と恒川鈴子先生にご指導
していただき、フラワーアレンジの作成です。ただ先生から学んだ色彩を参考にそれ
ぞれ自分にあった色のバラを選んでいただき、ハート型の小箱の中に今流行のプリ
ザーブドフラワーを入れてステキなアレンジメントが出来あがりました。
　昼食は「カプリッチョ・ダ・アモーレ」の本格イタリア料理。特製ランチに舌鼓を打ち、
心もお腹も満たされ、花の小箱のお土産付きで楽しく会は終了しました。
　今回は37名の皆様にご参加いただきましたが、女性部会の催しを毎回楽しみに来
てくださる人も増えてきました。これからもますます山桜会の輪が広がるよう楽しい
企画をしていきたいと思います。
　さて、次回の女性部会催しは講演会を行います。「家庭の中の風水〜風水を利用し

て運気を上げよう！〜」と題し、鶴見神社宮司で神明流易学宗家の花谷幸比古先生に
風水について講演していただきます。どこに何を置いたら運気が上がるか、子供の成
績を上げるには・・より健康になるには・・お金を貯めるには・・などを楽しく講演していた
だきます。男性の方にも喜んでいただけるよう、商売繁盛の秘訣なども教えていただ
きます。
　風水学を学び、お部屋の中から運気をアップしましょう！　運気を上げたい方、是非
お聞きください。
　また、講演会会場の大手前中・高は
2008年の創立120周年記念事業の一
環として北館・西館・体育館が建て替えら
れます。来年春（予定）から第１期工事に
入りますが、この機会に思い出の詰まった
校舎をもう一度、目に焼き付けてはいか
がでしょうか。
　講演会参加の方は、人数確認の為、必ず山桜会までお申し込みください。皆様のご
参加をお待ちしております。

香山　恭慶（小83・大中高26)

文化活動委員会副委員長
女性部会　鷲見　文子

「 家庭の中の風水　～風水を利用して運気を上げよう！～ 」「 家庭の中の風水　～風水を利用して運気を上げよう！～ 」
講師講師

日時日時

場所場所

神明流易学宗家　花谷幸比古先生
平成18年2月18日（土）　15時～17時
追手門学院大手前中・高等学校　視聴覚教室

詳しくは山桜会ホームページをご覧いただくか、山桜会事務局までお問い合わせ下さい。

H  P  www.yamazakurakai.com/
TEL  06-6940-3481

平成17年度第2回催し

色彩とフラワー講習風景



皆様には、益々御清栄の事と御慶び申し上げます。御承知のように山桜会は平成18年に創立90周年を
迎えます。この記念行事の一環として、下記の通り講演会を開催致します。
皆様奮って御参加下さいますよう御願い致します。

主催

協賛

日時

会場

追手門学院校友会山桜会

学校法人　追手門学院

平成18年3月18日（土）　
午後3時開演（受付午後2時より）

追手門学院小学校110記念ホール
入場無料

講師 日本銀行総裁　福井俊彦氏
演題 活力ある日本経済の実現に向けて
講師 日本銀行総裁　福井俊彦氏
演題 活力ある日本経済の実現に向けて

プロフィール

昭和 33年 3月  東京大学法学部卒業
昭和 33年 4月  日本銀行入行
昭和 45年 4月  パリ駐在
昭和 52年 5月  総務部企画課長
昭和 55年 3月  高松支店長
昭和 56年 8月  大阪支店副支店長
昭和 58年 1月  総務局次長
昭和 59年 5月  人事局次長
昭和 60年 10月  調査統計局長
昭和 61年 9月  営業局長
平成 1年 5月  総務局長
平成 1年 9月  日本銀行理事
平成 5年 9月  日本銀行理事再任
平成 6年 12月  日本銀行理事副総裁
平成 10年 3月  日本銀行理事副総裁退任
平成 10年 11月  （株）富士通総研理事長
平成 13年 4月  経済同友会副代表幹事
平成 15年 3月 20日 日本銀行総裁

往復ハガキに、講演会に参加する旨及び住所、氏名、年齢、職業、所

属学校名、卒業年度、学校との関係（上記参加資格の中の番号）を明

記し、山桜会事務局までお申込み下さい。定員に達し次第締め切ら

せて頂きます。申込み多数の場合は抽選にて決定させて頂きますの

でご了承下さい。返信ハガキにも参加者の住所、氏名をご記入下さ

い。参加して頂ける方には返信ハガキを入場証と致しますので、当

日必ず御持参下さい。

電話、FAX等による申込みは出来ません。講演当日の急な参加は、

整理の都合上お断り致します。

申込み方法

1.山桜会会員　2.追手門学院教職員　3.学校法人追手門学院役員

4.追手門学院学生　5.追手門学院大学校友会会員　6.PTA会員

7.卒業生父母の会会員　（定員、約500名）

参加資格

締切り日

平成17年12月31日（当日消印有効）

なお、会場及びその周辺での取材行為は、講師並びに主催者の意向に
より堅く御断り致します。又、上記以外の一般の方のご入場は御遠慮下さい。

申込み先
〒540-0008
大阪市中央区大手前1-3-20
追手門学院小学校内　山桜会事務局宛

日本銀行総裁
福井　俊彦氏
ふ く い 　 　 としひこ

50

往信

（往信用宛先面）

（返信用裏面）5 4 0  0 0 0 8
大
阪
市
中
央
区
大
手
前
1-

3-

2
0

追
手
門
学
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● 講演会に参加する旨
● ご　住　所
● ご　氏　名
● ご　年　齢
● ご　職　業
● 所属学校名
● 卒業年度
● 学校との関係
　 [参加資格]内の番号
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加
者
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■ 生年月日･･･昭和10年9月7日生
■ 出 身 地･･･大阪府

■ 経　　歴

返信ハガキは入場証
となりますので必ず
ご持参下さい

お申込みは
往復ハガキで

講　師 日本銀行総裁　福井俊彦氏
演　題 活力ある日本経済の実現に向けて

日本銀行総裁　福井俊彦氏
活力ある日本経済の実現に向けて

山桜会90周年記念講演会山桜会90周年記念講演会
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ご案内ご案内

これからの山桜会の担い手であり、そしてこれからの追手門学院の良き伝統の継承者である、今一番若い山桜会会員（追手門
学院小学校日本太鼓倶楽部OB有志114期115期116期生）によるお祝いの太鼓演奏です。午後5時30分スタートのオープニング
イベントです。どうかお見逃しの無い様に！

福島県相馬市出身。日本では希少な楽器アルパの若手No.1奏者。現在、日本各地でコンサート・ツ
アーを行ない、持ち前の明るさとユーモラスなトークで聴衆をアットホームな雰囲気で包みながら、
洗練されたテクニックと叙情豊かな表現力で、人々の心に感動と喜びを与えています。日本人には
未知のアルパ普及のため、ジャンルを越えた音楽にも挑戦し、アルパの可能性を追求することに夢
と情熱をかける。また、ボランティアの一環として、全国各地での公演
にあわせて施設などを回り、慰問演奏する活動を続けています。

日　時

（大阪市北区中之島5-3-68　TEL：06-6445-0111）
リーガロイヤルホテル 2F  山楽の間場　所

※チケット販売中（会報に同封の出欠葉書にてお申し込みお願い致します）
10,000円　（中、高・大学生 5,000円　小学生無料）会　費

お問合せ

平成18年～山桜会生誕90年。　大正5年に当時の片桐校長先生のご尽力で“桜会”として誕生して以来、多くの先輩諸氏の努

力により90年の歴史を経て、現在会員数約3万人の素晴らしい同窓会組織に成長し、平成18年山桜会90周年を迎えることになり

ます。追手門学院の良き伝統を今後も心に刻みつつ、そして100周年110周年と新しい素晴らしい伝統の創造を目指し、山桜会

90周年事業のスタートイベントとして山桜会90周年記念新年会を開催することになりました。今回の新年会は、恒例のイベント（ラ

テンアメリカ伝統楽器～アルパ奏者の志賀昭裕氏による演奏）、そして90周年記念オープニングイベント(日本伝統～日本太鼓によ

るお祝い太鼓の演奏など)、そして豪華お楽しみ抽選会を企画致しました。新春のひととき、追手門学院の良き伝統そして温かさ、

楽しさに満ち溢れたこの空間を是非お楽しみください。　　

多くの皆様の参加をお待ちしております。

平成18年1月28日（土）　午後5時受付　午後5時30分開宴

プロフィール

山桜会事務局迄　TEL：06-6940-3481  FAX：06-6940-3482
　　　　　　　　ホームページ　http://www.yamazakurakai.com/

山桜会90周年記念オープニングイベント ～ 日本太鼓によるお祝い太鼓の演奏山桜会90周年記念オープニングイベント ～ 日本太鼓によるお祝い太鼓の演奏

アルパ奏者若手No.1～志賀昭裕氏による演奏アルパ奏者若手No.1～志賀昭裕氏による演奏

岡田浩安氏（Zampona、Quena、Guitar）とのコラボレーションもお楽しみに！

アルパとは…西洋人がラテンアメリカに持ち込んだハープを現地のインディ
オが真似て作ったと言われており“インディアン・ハープとも呼ばれていま

学院120周年記念事業
総合募金のお願い
学院120周年記念事業
総合募金のお願い
学院120周年記念事業
総合募金のお願い

母校創立120周年を迎えるにあたり、山桜会は母校への教育支援を大きな活動目標としてきました。
そして今、財政面からの支援も求められています。母校120周年記念事業の成功、
そして母校のさらなる発展のため、総合募金への卒業生の積極的なご協力をお願い申し上げます。
校友会　山桜会　会長　川原俊明

■会報75号の訂正とお詫び
会報75号表紙コンテンツ　大手前中・高等学校教諭富来豪先生のお名前の文字が富木となっておりましたが、正しくは富来です。訂正し、謹んでお詫び申し上げます。　

90周年記念90周年記念

平成18年3月18日（土）午後3時開演
会場　追手門学院小学校 110記念ホール

平成18年1月28日（土）午後5時30分開宴
会場　リーガロイヤルホテル2F 山楽の間新年会

90周年記念90周年記念 講演会

学院120周年記念事業総合募金にご協力を！学院120周年記念事業総合募金にご協力を！学院120周年記念事業総合募金にご協力を！


