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藤原 弘邦

平泉 憲一

ご利用の皆様へ

広報委員会では、facebook内 山桜会報のページで山桜会ホームページの更新情報を発信しています。
山桜会報ページ自体の　　　　　を押してフィード購読しておくと便利です。

http://www.facebook.com/yamazakurakaihou

平成27年1月25日（日） 会場：ウェスティンホテル大阪午後6時00分開宴

山桜会ホームページリニューアルOPEN

ＷＲＯ ロボットコンテスト世界大会出場



　本年4月に新体制にてスタートしてから半年余りすぎました。慣
れないことも多々ありましたが、副会長、各委員会委員長をはじめ
会員のみなさまにご協力いただき、楽しく活動をしてまいりました。
　6月の総会では、大手前中・高
の吹奏楽部によるミニコンサートで
開幕し、京大アメリカンフットボール
部を日本一に導き、現在追手門学
院大学アメリカンフットボール部総監
督水野彌一氏に「文武両道の人材
育成」について熱いご講演をいただきました。
　また、8月のボーリング大会、9月の山桜会ゴルフ大会、10月の
ＰＴＡスポーツ大会と次 と々開催した親睦行事に、多くのみなさま
にご参加いただき大盛況でした。ご参加いただいたみなさま、本
当にありがとうございました。
　さらに、山桜会は、前年度に引き続き、現役の児童・生徒の
みなさんへの人的・物的な支援も積極的に行っております。6月に
は、社会で活躍されている卒業生たちが、大手前中高及び茨木
中高の各校において、後輩の生徒さんにお話しをする「将来を考

える日」を開催しました。10
月には、小学校の音楽鑑賞
会開催の支援、その他各校
に必要な備品類等の贈呈な
どを行ってきました。このよう
ななか、大手前中高の生徒
の皆様が国内のロボットコン
テストで優勝など優秀な成果
をあげられ、そのうちのお二

人はロシアのソチで開催される世界大会に出場されることになり、
旅費などの支援をさせていただきました。がんばっている後輩達を
みると、卒業生として今後ともますます応援をしていきたいと思いま
した。

　このほか、山桜会は、追手門学院、大学校友会のみなさまと
定期的に協議を重ね、三者がより緊密に協力連携するための情
報交換を行っております。
　このように山桜会は、われわれ卒業生間の親睦・交流にとどま
らず、後輩の支援、学院、大学校友会との連携を強めつつ、活
動を活性化しております。このような山桜会の活動は、常設の６つ
の委員会（総務、財務、広報、渉外交流、会員交流、同窓会サポー
ト）と特設委員会（新年会実行、総会実行）で行っています。

　2年後（2016年）に迎える山桜
会100周年は、このような活動を続
けてきた山桜会の100年間を振り返
り、私達の原点ともいうべき「追手
門の教育理念」を確認し、さらな
る100年につながる有意義な節目にし、学院や私たちの後輩に還
元していきたいと考えております。100周年事業の具体的計画は、
現在100周年実行委員会にて検討を進めておりますが、みなさま
方のご意見・ご希望も積極的にお聞きしたいと考えておりますので、
ぜひお声をお寄せください。なお、100周年の式典は、2016年6
月26日（日）ホテルニューオータニにて開催する予定です。全学年
を通じた大同窓会でもありますので、ぜひご予定置きください。
　2年後に多くのみなさまとお会いできることを楽しみにしております。
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オール追手門で頑張りましょう
校友会  山桜会  会長  平泉 憲一 （茨木高25期）
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重里 欣孝 大手前高24期

〒541-0052  大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13
                        大阪国際ビルディング30階

http://www.sato-restaurant-systems.co.jp
Tel.06‐7222‐3101

森田 和明 小72・中高15期

藤原武士藤原武士
森田和明森田和明

http://www.morita-lawoffice.jp/http://www.morita-lawoffice.jp/

（06）6 3 6 1 - 8 6 1 3
（06）6 3 6 1 - 8 6 1 7

TEL
FAX
TEL
FAX

池田 賢八郎 大手前中高47期

フィアット・アルファロメオ新大阪フィアット・アルファロメオ新大阪

本社・ショールーム

川原 俊明 小71・中高14期

永木友雪
阪下 慎太郎

永木 友雪 小108・大手前中高51期

100周年に向けて

２０１６年の山桜会創立１００周年の記念事業を盛り上げる
為、伝統在る会にふさわしい記念ロゴマークを募集致します。
奮ってご応募お願い申し上げます。詳細につきましては、山桜会
ホームページをご覧ください。（募集期間平成２７年１月１０日まで）

１００周年記念ロゴマーク募集
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　山桜会のみなさまにおかれましては、日頃から学院運営に多大
のご理解とご尽力をいただき誠にありがとございます。
　さて本学では２０１６年の大学５０周年、２０１８年の学院創立
１３０年を契機に学院改革を徹底的に進めています。大学での
２０１５年４月開設の地域創造学部など新学部設立、スポーツ強化
などがその一連の成果です。少子高齢化ならびに２０１８年から
の大学就学人口激減期を迎え、教学改革を実践し追手門学院と
して次の１５０年、２００年を勝ち取らなければなりません。追手門

学院は、伝統や歴史を重んじ
ながらも、新しい時代に沿っ
た教育を実践する必要があり
ます。そのためには、私学の
発展には卒業生、保護者な
どステークホルダーのご支援
が不可欠です。

　同時に、山桜会のみなさまにも同窓会活動のあり方に新たな観
点からのご理解をお願いしたいと思います。同窓会は母校の存在
が前提です。母校は、現在、全学的改革に取り組み、教学的レ
ベルアップをはかることによって、追手門学院の社会的評価を高め
ようとしています。母校の発展は、在校生に自信を与え、卒業生
に誇りを与えます。学院と卒業生は車の両輪です。山桜会創設１
００周年を機に、山桜会が、卒業生の親睦集団から脱皮し、母
校の支援団体としての大きな役割を果たしていただきたいと思いま
す。本学では、ステークホルダーのベクトルを一つに、との願いか
ら２０１４年７月、教育振興会を設立しました。これは従来の教育
後援会を発展させ結束を強化したものです。すでにすべての各校
園のＰＴＡ・大学教育後援会にご加入いただきました。加盟団体
の自主性を尊重しつつ、学院とベクトルを合わせた強力な支援団
体となっていただきたいのです。山桜会も教育振興会の趣旨をご
理解いただき、早急な加盟を呼びかけます。よろしくお願い申し上
げます。

　平成26年度総会は6月22日（日）に、例年通り追手門学院
大阪城スクエアにて開催されました。
梅雨らしい空模様にも関わらず、224名の方が参加され、賑
やかで暖かい雰囲気の一日となりました。
　幕開けは、大手前中高・吹奏楽部のみなさんに「山桜会スペ
シャル～大阪城をのぞみながら」と題して日ごろの練習の成果
をご披露いただきました。題名どおり大阪城をのぞみながらの
ミニコンサートは、感動的なクラシック楽曲や誰もが知ってい
る時代劇の主題歌メドレーなど、本当に楽しく素晴らしい演奏
でした。暖かくも厳しい
顧問の佐藤先生のご指
導のもと、一生懸命練習
してこられたであろうこと
が感じられ、また、終了
後の規律正しい素早い
撤収など、“流石は追手
門の生徒！” と感動的で
もありました。
　総会は、今期の新役員のお披露目の場でもありました。
平泉憲一新会長から、2年後に100周年を迎える山桜会が、
学院、在校生、ＰＴＡ、大学校友会と連携してオール追手門

で活性化して次世代にバトンを渡せるように活動していきたいと
の挨拶があり、新しい体制でのますますの飛躍が期待される内
容でした。

　また、その後の追手門学院大学客員
教授であられる水野彌一先生の講演
は、京大のアメリカンフットボール部を
日本一に導かれた経験に基づくお話で、
時には感銘、時には笑い、そして会場
全体に元気を与えてくれる講演となりま
した。現在、追手門でアメリカンフット

ボールを指導されている水野先生のアメフットの技術指導、そ
して“心の教育” は、生徒にとって大きな財産となると確信する
とともに、私達にとっても誇りであると感じました。
　懇親会・40歳同窓会は、40歳同窓会の参加者が約100名と
なり、非常ににぎやかな懇親会となりました。暖かい雰囲気で
盛り上がり、楽しい時間を
過ごしていただけたのでは
ないかと思っております。
　ご参加いただきました皆
様、お手伝いいただきま
した皆様、有難うございま
した。
今年は参加できなかった
皆様も、来年の総会はぜ
ひご参加いただきます様
お願い申し上げます。

学院とのさらなる連携強化を
追手門学院  理事長  川原 俊明 （小71･中高14期）

3

平成26年度総会実行委員長

吉田 明子 （茨木高25期）平成26年度山桜会総会 報告 詳細

中央棟２Fで

大手前中高・吹奏楽部のみなさん

新役員の方々平泉憲一新会長

水野彌一先生

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ
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水谷 嘉浩 （小94期）

山桜会  会長  平泉 憲一 （茨木高25期）在校生支援

　在校生支援のご依頼で、平成26年7月14、15日に小学校の多目的ホールに
於いて段ボール迷路を設営し、全校児童に楽しんで頂きました。当初の心配を

よそに高学年も楽しんでくれて“ありがとう！”
の言葉をたくさんもらい大変うれしく思いまし
た。そして1年生、2年生の授業を受け持ち、
私が作る段ボールベッドが被災された方々に
使用され、体の痛みを少しでも和らげる事に役立っていると説明しました。また、追手門の
児童目標である“高い学力、強い体、粘り強い心、親切” のうち初めの3つは自分が頑張る事で、
親切は周りの人に対する事。学校で学んで身に付けた事を大人になって人の為に生かして下
さい、とお話ししました。

段ボール迷路

　73期卒業生で、世界で活躍される湯浅卓雄氏（東京芸術大学演奏芸術セン
ター教授）をお招きし、10月28日に音楽鑑賞会が行われました。湯浅先生
指揮、日本センチュリー交響楽団による迫力溢れる演奏が110記念ホールに
繰り広げられました。山桜会会長である平泉憲一様をはじめとする山桜会員
の皆様、保護者の皆様にもご参
加いただきました。
　「追手門学院歌によるオーケ
ストラ入門」に続いての校歌斉
唱では、50名を超えるオーケス
トラ演奏のもと、全校児童の歌
声がホール一杯に響きました。

学生現役のころ、山桜会の存在すら認識していませんでした、友人から誘われ、
山桜会新年会に参加し、山桜会評議員として参加させて頂く事に成りました。
初めて大手前の校地に足を踏み入てから十数年と成ります。茨木の高等学校の
たった三年間の経験が、今の山桜会への関わりを運命付けている気がします。
今年も昨年に引き続き運動関係の備品として、「姿見」「グランドならし」「グラ
ンド整備用トンボ」を贈呈致しました。現役学生のいろんな分野での活躍を大いに期待し、これ
からも応援させて頂きます。「山桜会って？」と思う学生さんたちも、卒業後また若い現役への応
援が続く事を願っています。

小学校音楽鑑賞会 追手門学院小学校  校長  東田 充司

　山桜会では、2013年から在校生に対する支援活動を
行っております。これは、在校生にとって親しみやすい、
頼りになる卒業生の会であると感じて頂きたいという願い
からです。
　本年度も、各校長先生と相談のうえ、小学校には、「段
ボール箱迷路」「ウォータークーラー2台」の贈呈、及び「音楽鑑賞会」実現の支援、
追手門学院中高（茨木）には、「ジム用姿鏡」「グランドならし（２連式）」「グランド
整備用トンボ」を贈呈いたしました。今後とも在校生にとって有意義な支援を続けて
いく所存です。

現役学生への期待 広報委員長

藤原 弘邦 （茨木高24期）
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広報委員長

藤原 弘邦 （茨木高24期）

追手門学院校友会山桜会活動を皆様にご理解を戴くため、年
2回発行の『山桜会会報』や、会報の情報補完を行う為「山桜
会ホームページ」を立上げ情報の発信に勤めてまいりました。
今回、11月1日より、ホームページのリニューアルを行い、よ
りスピーディーに情報掲載が行えるようにいたしております。

全体の構成も、より分かりやすく整理し、山桜会100周年記念
式典のカウントダウン、Facebookなども配して居ります。
掲載記事では、より多くの写真や動画などの掲載も出来るよう
に成りました。これからもよりよいホームページを目指してまい
りますので、ご意見ご要望をお知らせ頂ければ幸いです。

山桜会ホームページリニューアル

　新着NEWS
左記ページで掲載記事の各カテゴリーごと
に最新記事5項目のタイトルが表示され何
時でも新しい記事を見ることが出来ます。

　お知らせ・報告
卒業生・在校生や、山桜会の各委員会の
ご案内。その他、山桜会会員の皆様への
連絡事項や、役員への連絡事項を掲載し
ております。

　同窓会
山桜会が一番力を注いでいる同窓会に
ついての開催案内・報告・同窓会開催支
援などのページがご覧いただけます。

　会報誌
過去の会報をデジタル化し、画像をクリッ
クすると過去の会報のデーターをダウン
ロードする事が出来ます。毎回お送りして
居ります会報に変えPDFデータのみを希
望される方は、事務局までご連絡頂きま
すようお願い申し上げます。

　山桜会とは
山桜会に関する項目を掲載しています。そ
の中に山桜会会員分布図が在り、地図
の各都道府県をクリックすると、そこに何
人の仲間が居るか分かります。身近な仲
間が集まり支部を作ってみては如何でしょ
うか、山桜会がバックアップ致します。

2

2

3

3

4

4

　山桜会100周年記念式典
　カウントダウン
6

　追手門学院学校リンク9

　年間スケジュール
学校行事や、各委員会活動の催しなどの
予定を閲覧できます。

7

　サイト内検索
過去の記事を閲覧する際に、記事内容に
関連するキーワードの入力を行います。

10

　Facebook
facebook内の山桜会報のページで山桜
会ホームページの更新情報を発信してい
ます。山桜会報ページ自体の　　　　　
を押してフィード購読しておくと便利です。
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5

6

7

8

10

5

1

9

小学校  現校舎

大阪偕行社附属小学校

小学校  旧校舎

下層ページ

大手前中・高等学校  現校舎

大手前中・高等学校  旧校舎

中・高等学校（茨木）  現校舎

中・高等学校（茨木）  旧校舎

1

トップページ
イメージ写真部分

山桜会
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渉外交流委員長　篠矢 裕己（小83・大手前中26期）

職種・業種
料理研究家

コミュニティ通訳・大学准教授

ＡＮＡ（全日空）

スティールパン演奏者

市議会議員

幼稚園教諭

司法書士

管理栄養士

外科医

中高等学校（茨木）
卒業期

中4

大手前中･高22

茨木高23

茨木高24

茨木高24

茨木高25

小82・大手前中25・茨木高25

茨木高25

茨木高27

氏　　名
程 一彦
廣内　裕子
竹 林 　 真
釣　千賀子
神代　繁近
草田　和子
深田 　壮
北尾　　悟
朝井　俊治

職種・業種
ドラマー・マジシャン

ピアニスト

インテリアデザイナー

追手門学院大学国際交流教育アドバイザー

厚生労働省保育指導専門官

建築士

人材派遣

能楽師

卒業期
茨木高29

茨木高29

茨木高31

大手前中高34

大手前中高37

茨木高39

茨中26高46

小121

氏　　名
川上　浩初
田 尻 洋 一
安藤　眞代
金田　正英
馬場　耕一郎
神 谷 　 徹
北村　嘉章
大槻　裕一

（順不同・敬称略）

大手前中学校

講師の先生

氏　　名
程 一彦
谷 　 康 平
竹 林 　 真
田 尻 洋 一

馬場　耕一郎

大槻　裕一

職種・業種
料理研究家

医師

ＡＮＡ（全日空）

ピアニスト

厚生労働省
保育指導専門官

能楽師

卒業期
中4

小76

茨木高23

茨木高29

大手前中高37

小121

追手門学院中・高等学校（6月21日土曜日）大手前中学校
（6月28日土曜日）に各界で活躍なさっている卒業生の方々
に講師をして頂きました。OB講師の皆様と教職員の皆々様
のあたたかいお心により生徒達に将来の光をともすお手伝
いができたこと、大変幸せでした。

将来を考える日

渉外交流委員会  副委員長　畠山 香二 （小84・茨木高27期）

渉外交流委員会

秋晴れの9月21日10時より山桜会饅頭を大手前中高　一階にて販売しました。
前年より1.2倍に増やした700個が飛ぶように売れ、販売開始より　1時間半で売り切れると
いう盛況ぶりでした。
当日お手伝いいただいた皆様本当にお疲れ様でした。

追手門学院茨木中高等学校で、第４０回茨木中高等学校ＰＴＡスポーツ大会が開催さ
れました。
当日は秋晴れの中、午前中は さまざまな飲食店が出店され、午後からは各種スポーツ
大会が行われました。山桜会は例年通り、午前中の模擬店で「いか焼き」を提供し大好評
でした。また午後からのソフトボール大会にも出場しました。他のＰＴＡチームに比べ平
均年齢は若干高かったですが、初戦は８－６で見事勝利を収めました。２戦目では最
終回の表攻撃までリードしながらも、残念ながら逆転さよなら負けを決してしまいまし
た。しかし、１回戦はシードだったため、みごと準優勝を飾ることができました。途中、名
誉の負傷（？）をされた方もおられましたが、参加人数がぎりぎりの中で大検討でした。来
年はぜひ皆様もご参加いただきますようお願いいたします。夕方からは、学校食堂で山
桜会・ＰＴＡ・先生方の懇親会が開催され、和気あいあいの内に閉会となりました。 来
年のソフトボール大会は、是非優勝しようと誓い合いました。

大手前中高錦城祭に山桜会も参加

追手門学院小学校・
中高等学校・大手
前中高等学校の体
育大会において、児
童・生徒の皆様に
記念品を贈呈いた
しました。

各学校からの希望により、山桜会では‘応援横断幕’
を贈呈しています。
今期も現役学生の活躍を大いに応援致します。

記念品の贈呈応援「横断幕」贈呈

茨木PTA親睦スポーツ大会

委員会活動報告 詳細
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去る８月２日土曜日、恒例の会員交流委員会主催 ボーリ
ング大会が大阪梅田・ラウンドワンにて午後１時より開催
されました。計８レーンで繰り広げられた委員会対抗戦
は、大接戦の結果、会長・広報委員会チームが見事優勝さ
れました。
ボーリング大会の後に開催されました山桜会評議員会・懇
親会にて成績発表・表彰式が行われ、参加者はもちろん、
参加されなかった方からも拍手喝采が起こりました。恒例
行事ではありますが、私個人的には「先輩から若い世代ま
で、みんなで同時に楽しめるスポーツ」として、来年以降、
より多くの会員にお声掛けできるよう、広報活動に工夫を

してまいりたいと思っ
ております。参加され
た皆様ありがとうござ
いました。そして本当
にお疲れさまでござい
ました。

山桜会の目的の一つである会員相互の親睦を深めるイベントが、各クラス会、同窓会を
開催することであると思います。また会員名簿の充実を図るためにも、それぞれの学年で
活発に同窓会を開催していただき、住所不明の会員を掘り起こしていただきたく、同窓会
開催を支援しようとの思いで、活動しています。
本年度は35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、65歳、70歳になられる年に、その卒年期の方
を対象として学年同窓会（小中高、大手前、茨木合同同窓会）を企画し、開催しています。
学年同窓会開催のご案内が届きましたら、ぜひご出席ください。
また、同窓会開催をお考えの方は、同窓会サポート委員会へご遠慮なくお声をおかけく
ださい。

会員交流委員長　今西 良介 （小103期）

同窓会サポート委員長　坂井 宏嗣 （茨木高31期）

土居 年樹（中高3期）

会員交流委員会

同窓会サポート委員会

委員会対抗ボーリング大会
今年もアートレイクゴルフ倶楽部で開
催された山桜会コンペは、秋晴れの大
変心地よい一日となりました。おかげ
さまで、計22組・82名がラウンドされ、
明るい雰囲気のなか、表彰式は大変
に盛り上がりました。今回は、会費・
表彰・会食内容など、委員会方針によ
り、かなりの変更が加えられましたが、
表彰中に雄叫びを挙げた入賞者がいらっしゃいまして、その瞬間、ああ、
幹事して良かったと、個人的に嬉しく感じたのを、今でも記憶しております。
　感謝したい方々を挙げればきりがないですが、まずは財務委員会で
す。特に当日会計は、相間様に、早朝からラウンドもせずお手伝いいた
だきました。さらに当コースメンバーの前田様には、ご多忙にもかかわ
らず、準備段階から様々なアドバイスをいただきました。さらに直前週
の暴風雨により、コースへ向かう道に通行止めが（当日も）あることをご
教示いただいた皆様、その他諸々ご指導いただきました先輩、お気遣
い誠にありがとうございました。

第15回山桜会ゴルフコンペ開催のご報告

吉村慎吾さん
（小82大手前中高25期）

追手門学院後援会の集い
第4回 高島鞆之助賞・親子三世代追手門ファミリー 
2014年7月5日、大阪城スクエアで開催された『追手門学院後援会の集い』において、
第4回高島鞆之助賞を土居年樹氏（中高3期） が受賞されました。又 親子３代にわたる
入学者２家族７名の方々に感謝状が贈られました。 親子三世代追手門ファミリー

小林紀子氏（小71中高14期）・二瓶左知子氏（小98大手前中高41期 ）・二瓶七海氏（小127期）・ 二瓶泰亘氏（小131期）
前田利夫氏（小71中14期）・岡本史織氏（大手前中高44期）・岡本隆希氏（大手前中68期）親子三世代ファミリー

追手門学院後援会とは、大学教育後援会、各学校園の PTA、卒業生保護者、小中高卒業生父母の会、大学校友会、校友会山桜会の役員の
皆様が一堂に会し、情報交換を行う場となっているほか、近年ではテーマを定め、テーマに応じた講演会を行っています。

平成26年7月、突然母校追手門学院から電話があった。『高
島鞆之助賞』を贈りたいということである。聞けば、第4回
目で、過去に受賞されたのは有名作家、日本を代表する企
業の社長など錚々たる人々である。私は躊躇した。追手門の
名を汚しては申し訳ないと思ったのだ。受賞をお受けするこ
とを決めたのは、今後幅広い立場から社会に貢献された人々

にスポットがあたる切っ掛けになれ
ばと思ったからである。今、日本の
社会は地域が崩壊している。シャッ
ター通りの商店街に人々の絆を作る
街商人は見当たらない。「社会を活
かす商店街」のあり方に力を注ぎ、

商い、文化、伝統の三位一体の街づくりに成功した事例が
全国に波及することを願いたい。

高島鞆之助賞を受賞して

本年度の学年同窓会は以下のとおりです
　35歳 小学校103期・中高46期・茨木中26期
 平成26年11月9日（日）
　40歳 小学校 98期・中高41期・茨木中21期
 平成26年 6月22日（土）
　45歳 小学校 93期・中高36期・茨木中16期
 平成26年11月9日（日）
　50歳 小学校 88期・中高31期・茨木中11期
 平成26年 4月13日（日）
　55歳 小学校 83期・中高26期・茨木中6期
 平成26年 4月13日（日）
　65歳 小学校 73期・中高16期
 平成27年 1月25日（日） 新年会併催
　70歳 小学校 68期・中高11期
 平成26年 1月25日（日） 新年会併催

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ



　校友会山桜会の皆様には、日頃より本校の教育活動に深い
ご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。今号
では、7月に実施した臨海学舎のご報告をいたします。

〔臨海学舎の歴史〕
　臨海学舎は、大阪偕行社附属小学校時代の昭和10年より和
歌山県田辺町扇ヶ浜にて始まりました。10日間の日程で行わ
れ、当初より3㎞遠泳が実施されました。

　昭和16年より淡路島洲本市に場所を移し、平成3年まで長き
にわたり大浜海岸での臨海学舎が続きました。戦時下での中
断等があったものの昭和23年に復活し、偕行社から追手門と
いう時代を越えて、多くの卒業生の皆様の臨海学舎の場が、
大浜海岸でした。
　平成4年より4学級に児童数が増えたこと等により場所が変わ
りました。若狭和田海岸、伊勢二見海岸等を経て、平成15年
からは和歌山県白浜の白良浜海水浴場で行っています。

〔今年の臨海学舎〕
　全教員にライフセーバーや看護師、警備員に、追手門学院
大学等から水泳能力と子どもたちの掌握能力に優れた学生に
卒業生を加え、引率者総数70数名という体制で行います。
　水泳班は学級毎に泳力別三段階に分け、各班2名の先生で
泳力に合わせた練習をします。5年生は海での水慣れ（海中で
立つことから浮くこと、波への対応など）から海での泳ぎを練

習し、五百メートルテストを目標に次年度の遠泳の基礎固めを
します。6年生は前年の経験を生かし、泳ぐ速さの調整から隊
列を組んでの泳ぎの練習を経て、遠泳に挑戦します。
　生活班は学年
混合で校外班を
中心とした班で
構成し、6年生
から5年生が学
ぶ形態です。上
級生の生活の様
子から様々な事
柄を体感するこ
とにより、伝統
が引き継がれて
いきます。

　今年の遠泳は、臨海学舎3日目、7月3日の午後に二回に分
けて行いました。入念な準備運動と先頭を泳ぐ先生の激励の
後、約150名が5班に分かれ、太鼓の音とともに出発します。
3列で隊列を組み、悠々と泳ぐ姿は圧巻です。向きを変える地
点が一番緊張する瞬間ですが、練習の成果を発揮して堂々と
乗り越えていきます。1時間半近くの後のゴールでは、出発前
の緊張と不安な顔が自信に満ち溢れた笑顔に変わります。体
調等の理由で遠泳に参加出来ない児童もいますが、臨海訓練
を成し遂げた自信は大きいです。これらの貴重な経験は、直接
水泳だけにとどまらず、これからの人生に於ける糧となるに違
いありません。

〔ご寄贈に感謝いたします〕
　音楽鑑賞会支援金（73期湯浅卓雄氏指揮）およびダンボー
ル製迷路（94期水谷嘉浩氏指導）、ウォータークーラー2台を
在校生支援としてご寄贈賜りました。この場をお借りして、厚く
御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

臨海学舎
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遠泳の出発
第2回臨海学舎（昭和11年 48期6年い組）

追手門学院小学校  校長  東田 充司

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

小林 太郎 小75・大手前高18期

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

〒550-0015
大阪市西区南堀江1丁目2番14号
TEL 06（6534）3611

代表取締役　小林 太郎

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

「熱と環境」をテーマに

信頼される技術で

社会に貢献

辻田 四郎 小67・中10期 行田 貞生 小68・中高11期 田口 順一 小78期



　校友会山桜会の皆さまには、日頃より温かいご支援を賜り、
心から感謝申し上げます。殊に、昨年度は吹奏楽部にコントラ
バスを寄贈いただき、11月の WRO（World Robot Olympiad）
の世界大会出場に際しましてもご支援をいただき、生徒たちも
喜んでおります。本当にありがとうございました。執行部の皆
さまには、贈呈式にお集まりいただいた際に、WROの全国大
会で入賞した生徒たちから現在の活動報告をさせていただき、
世界大会に出場するチー
ムの、本番さながらの英
語でのプレゼンテーショ
ンを聴いていただきまし
た。中1の生徒とは思え
ないほど、しっかりと話
せていましたので、執行
部の皆さまも驚かれてい
たように思います。
　さて、本校では年度初めより、教育理念に基づいた教育に
ついて、全体でしっかりと考える時間を持ちました。理念に基
づいて、どんな生徒を育てるのか、どんな力を獲得させるのか、
そしてそれを実現するためにどういう教育プログラムを実践して

いくのか、ということを、
会議を重ねて考えていき
ました。これからの時代
を生きる生徒たちが社会
に出て活躍する姿を想像
しながら。変化が激しく
どういう方向に流れてい
くのか予想が難しい、そ
して唯一絶対の答えを出
すことが不可能な課題が
次から次に現れてくるこ
れからの時代。その荒波

を乗り越えて生きていく、たくましい人財を育てるために、私た
ちはどういう教育をしなければならないのか、それを考え、具
体的な教育プログラムに落とし込み、実践することを今の最大
の課題として取り組んでいます。
　これからの時代を生きる力として、「解決力」（思考力・俯瞰力・
想像力）と「コミュニケーション力」（表現力・協同力・貢献力）
の8つの力を掲げ、その力をつけるために、「質の高い学力教
育」「ロボットサイエンス教育」「グローバルキャリア教育」「コミュ
ニケーション教育」「主体性教育」の5つの教育を推進してい
きます。自らの人生の課題を解決することだけではなく、社会
における様々な課題に対して最適解を考えていく力、そして、
絶えず自らを成長させていくための原動力となるコミュニケー
ションの力、この2つを軸にして、それを支える力を併せて育
みます。最初にご紹介したロボットの教育を実践しているのは、
解決力とコミュニケーション力を養うのに、非常に適したものだ
からです。チームで、あるテーマをもってロボットを組み立てて
いきます。たいていは、うまくいきません。なぜだろう、どうし
たらうまくいくのだろう、とチームで考え、ロボットを改良し、
問題を解決していく、という具合です。担当の福田先生が「ロボッ
ト作りは人づくり」と言われる所以です。
　幸い、入試説明会にお越しになられる保護者の多くの方に、
8つの力と5つの教育は評価をしていただいています。今後、
大学入試の在り方もど
んどん変わっていきま
す。大手前中・高の教
育が今後さらに注目さ
れ、評価いただける
よう、教職員一丸と
なって取り組んでまい
ります。今後とも、皆
さまのご支援をお願い
申し上げます。

追手門学院大手前中・高等学校  校長  木内 淳詞
8つの力、5つの教育
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塩見 啓二 小85・大手前中高28期 向井 和子 大手前中34高35期

Pl LTD
E-8-7, Plaza Mont Kiara,
Jalan Kiara, Mont Kiara,

50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 62032568   Fax: +603 62032569

www.piglobal.net
kmukai@piglobal.net

LOFSA.  Offshore Licence number BS200240.
マレーシア・ラブアン金融庁承認：ライセンス番号 BS200240.

相続税、生前贈与税の対策は立てられて
ますか？
欧米の金融機関を使った、効果的な対策で
節税のお手伝いをさせていただきます。
日本語で対応させていただきます。
ご関心のある方は、ぜひご連絡下さいませ。

中村 嘉孝 小91期 嶋野 義夫 高17期

WRO全国大会入賞者

錦城体育祭 錦城文化祭 
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　初冬の候、平素より山桜会の皆さまには、本校教育に対し、
ご理解とご協力をいただき、深く感謝いたしております。貴会
からは今年度も生徒のために、「トレーニングルームの姿見
（鏡）」・「グランドならし（２連式）」・「グランド整備用トンボ」
を寄贈していただきました。在校生にとって、卒業生の皆さま
からのこのようなご支援は何よりの力づけとなります。大切に
使わせていただきます。
　さて、今回は、高校で新設されたコースの紹介と近況報告を
させていただきます。

■高校「スポーツコース」について
　「スポーツを通して、
人を育てる」ことをコン
セプトに、学習力の定着
を重視しつつ、クラブ活
動に打ち込める環境を整
え、多様な進路に進む
生徒たちをバックアップ
しています。今年度、全学年にスポーツコース生が揃いました。
アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子ラグビー部を
強化クラブとし、さらにこのコースには、ガンバ大阪のユースメ
ンバー全員が在籍しています。指導者も前京大監督の水野彌
一氏を始め、全日本クラスの優秀なスタッフを迎えて、確実に
力をつけ、結果にもつながっています。9月下旬の執筆時点で
アメフトは秋季大会大阪府予選1回戦で箕面高校を42対0で下し、
好スタートを切りました。女子サッカーは「皇后杯」関西大会
ベスト8に進出。女子ラグビーは9月28日に行われた関西大会
で優勝するなど、特筆すべき成績を収めてくれています。また、
ガンバ大阪のユースチームはプレミアリーグ1位、そのメン
バーからは U－16・U－17の日本代表として海外遠征に帯同
する者も数名おり、今後も世界での活躍が楽しみでなりません。
このようなスポーツコース生の活躍は、全校生徒にとっても誇
りと励みになっています。今後のさらなる飛躍をご期待ください。

■高校「表現コミュニケーションコース」について
　社会状況の変化に伴い、コミュニケーション力が一段と重要
視されています。また、求められるコミュニケーション力の質も
変化しているなかで、生徒の表現コミュニケーション力の向上
を図る目的で新設しました。今年度から、一期生となる高1

（27名）の生徒たちに対
して、美術室を改修した
「表現演習室」で、「表
現コミュニケーション講
座」（週8時間）として、
身体表現の授業（4時間）
と演劇的手法を用いた
授業（4時間）を行って

います。指導者の石井路子先生は演劇教育、福岡小百合先生
は舞踊教育を専門とされ、意欲的・精力的に授業に取り組んで
いただいています。７月には「本物」に触れる機会として、プ
ロのダンサーであり振付家の近藤良平氏をお迎えして特別講座
をもちました。身体表現を通して「身体で会話する」ことを主眼
に置いた講座で、生徒たちにとって充実した時間となりました。
　この新しい教育が追手門学院を拠点として、広く認知されて
いくことに期待を込め、学校としても全面的にバックアップして
まいる所存です。

※隔月発行の全国紙「演劇ぶっく」に石井先生がこのコースの
レポートを1年間連載されます。ご一読していただければ幸
いです。

茨木中高  近況ご報告～新コース紹介～
追手門学院中・高等学校（茨木）校長  住谷　研

横井　徹 茨木高25期

よこい歯科・小児歯科
医療法人

〒 547-0032
大阪府大阪市平野区流町4-12-14
電話番号 06-6700-7585

暮らしのエネルギーを、
ご家庭へ安全にお届けする。

大阪ガスサービスショップ・住設機器特約店・ガス内管工事会社

代表取締役 辻中 弘敏
専務取締役 辻中 徳一

株式会社
辻中

株式会社
北千里
ガスセンター

ライフ
サービス

株式会社
リブオール

山階産業
株式会社

（豊中市）

（吹田市）（寝屋川市）

（大阪市）

（茨木市）

TSUJINAKA
GROUP

辻中 徳一
辻中 弘敏 茨木高21期

茨木高23期 平泉 憲一 茨木高25期

平泉 憲一
齋藤 　勝
越智 信哉
黒木 理恵

片山 登志子
村岡 泰行
椚座 三千子
坂東 俊矢

片山・平泉法律事務所
弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

西川 良彦 茨木高18期
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　西村英俊 61歳－東アジア･
A S E AN経済研究センター
（ERIA）事務総長（具体的に
は、世界人口73億人の約半
分の人間が住むアジア地域の
主に経済をテーマにしている
トップシンクタンクのリーダー
です。ASEAN10ヶ国＋日･中･
韓･豪･新西蘭･印の計16ヶ国が参加しています。）
　彼は、追手門学院小学校（76期）を卒業後、新北野中学、
灘高等学校から東京大学法学部を卒業、旧通商産業省に
奉職。愛媛県副知事、日中経済協会専務理事等を経て、
現在インドネシアに本部がある ERIAのトップを務めていま
す。アジア各国を遊軍の如く飛び回って、日本の国益の為
に活躍しているのですが、その姿は正に明治維新に際して、
大混乱の中、新生日本のために欧米を駆け回った志士達
を彷彿させるものです。1844（天保15）年12月18日、薩
摩国鹿児島郡鹿児島府下高麗町で誕生した正二位勲一等
高島鞆之助子爵は、西南の役で西郷南洲隆盛と対峙した
官軍で、別働第１旅団司令長官を務めた後、1888（明治
21）年、大阪鎮台司令官の時に、大阪偕行社附属小学校（現
･追手門学院小学校）を創設されました。（因みに、土佐
出身の我が先祖 谷 干城（たてき）は、西南の役で熊本鎮
台司令官を務めて、高島先生と同郷、郷中教育を受けた
西郷南洲の敵役で、先日、島津義秀･加治木島津家第17
代当主に、私達の天敵だったと言われてました。）
　さて、その郷中教育の真髄は、①自分に負けるな　②嘘
をつくな　③弱い者をいじめるな　という３つの柱です。
その中で成長し、江戸末期から明治を駆け抜けた高島先生
が創立された追手門学院小学校で、人生で最も重要な初
等教育６年間を過ごした訳ですから、現在の西村英俊の活

躍は、至極当然といえるものです。
すでに、会員諸氏はよくご存知の
原丈人（内閣府本府参与／アライ
アンス･フォーラム財団専務理事
／デフタ･パートナーズ会長／国
際連合大使）も私達と同じ１年
い組でした。そして、彼は世界を股にかけて、最近ではバ
ングラデシュやアフリカ諸国等の経済支援をしている事でも
有名ですが、やはり、多感な小学生時代を高島先生の魂
が宿る追手門学院小学校で過ごしたことが、今日の活躍に
繋がっている事は言うまでもありません。
　その原丈人同様、前述の西村英俊は今日も日本のため、
アジア各国で大活躍をしているのです。

（文責：谷康平 － 西村英俊、原丈人とは76期の１年い組
からの同窓で、特に西村とは小唄（堀小勇婦久師匠）の弟
弟子にして、マンガ・プロレスと共通の趣味を持ち、50年
来の親友です。また、西村は我尼吾（がにあ）という俳号
を持ち、元東京大学総長・元文部大臣・物理学者でもある
俳人有馬朗人先生と昵懇です。そして我が豚児 秀真（ほつ
ま）が現在126期でお世話になっております。）

谷   康平　（小７６期）

（小121期）

谷   康平氏（小76期）

山桜会評議員
社会医学環境衛生研究所・所長
（滋慶学園グループ・顧問／評議員）
（医療法人医誠会グループ・顧問）

詳細

詳細

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

高島鞆之助先生の魂が受け継がれた西村英俊氏

観世流シテ方  大槻裕一（赤松裕一）さん
大坂の陣400年記念　「大阪城本丸薪能」

活躍する卒業生

西村 英俊氏（小76期）

　関西能楽界のホープと呼び声の高い  大槻裕一（赤松裕一）さんが、9月23日 能を
愛した豊臣秀吉ゆかりの大阪城天守閣前本丸広場にて「大阪城本丸薪能」に出演されま
した。 幻想的な雰囲気の中　浮かび上がる天守閣をバックに 裕一さんのお母様発案の
移動式舞台で、演目「石橋」を師である大槻文蔵さんと迫力たっぷりに勤められました。 

（昨年4月大阪能楽界の第一人者大槻文蔵さん（小学校66期卒業）の芸養子となり「大槻裕一」を名乗られています。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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詳細

『九春会』（小学校68期･中高11期）同窓会
2014年10月5日（日）

母校見学の要望が叶
い、東田校長に小学校
をご案内していただきま
した。当時の先生方や授
業風景の写真等を展示
していて下さり、「あれは
誰、これは私」と大歓声。また、食堂から大阪城生駒山系を一望し
た時には、一同から感嘆の声が上がりました。学校の成り立ち、
目標、一朝一夕では計れない脈々と受け継がれてきた伝統の重
みなどを熱く語っていただき、その中にひと時身を置いた者とし
ては誇らしくもあり、又、卒業生としての責任も感じ、本当に有意
義な時間を過ごさせて頂きました。その後、キャッスルホテルに
て、珠数、中川、池内、橋本各先生方を囲み、約50名参加の古希
の祝宴同窓会を持ちました。 幹事　石橋道代、森 俊文

10月25日(土)に3年振りに同窓会をしました。1次会は小
学校6階のスカイホールで行い、先生方の挨拶、フラメン
コギター演奏会の後、小学校の校舎見学、中・高の校舎見
学をして2次会会場のKKRホテル迄歩きました。ホテルで
は奇術や南京玉すだれ、そして恒例になりましたビンゴ
ゲームで場は盛り上がり楽しい一時を過ごすことができ、
あっという間の6時間でした。次回は平成28年6月26日
（日）ホテル　ニューオオタニで行なわれる予定の山桜会
100周年の記念式典で会いましょう。

代表幹事　川口正弘

2014年4月27日新大阪ワシントンホテルにて茨木学舎27期同窓会を開催し、恩師7名  
卒業生70名で、再会を楽しみました。
懐かしい音楽にのせた修学旅行の写真の上映、ミニ同窓会の報告など、当時、そして今の、
仲間との繋がりを噛み締めました。二次会はゆっくり旧交を温め、三次会はカラオケで、時
間も歳も忘れて大いにはしゃぎました。
在学中は話す機会の少なかった人とも不思議とすぐに親しくなれる同窓会は、昔を懐かし
むだけでなく、新しい縁を結ぶ会でもあったように思います。
５年後、みんな元気で、また会いましょう!!　　　　　　   　　　　　　幹事：谷口 重久

慣れ親しんだ大阪城が見えるホテルKKR大阪にて、2年ぶ
りの同窓会を開催しました。中学からは「出会って50年」。
笑顔が弾け、あの頃に戻って、はしゃげます。こんな優しい
人達と青春時代を過ごせたんだなあ、と追手門生活を誇らしく
思います。中谷先生、竹内先生、山本先生、清水先生にも
お越しいただき和気藹々、お喋り、お食事を楽しみました。
初めて参加された方もいて嬉しい、懐かしい再会となりました。
今後は毎年8月最終土曜日に開催することになりました。
今回来られなかった方も大勢参加されますように、皆様の
ご健康をお祈りいたします

幹事：相原、有本、斧田、西保、徳田

ご報告 小学校71期・中高14期同窓会
2014年10月25日（土）

ご報告

大手前学舎中高19期生
2014年8月30日

ご報告

追手門学院高校27期同窓会 2014年4月27日（日）ご報告

当日15時に小学校に集合し、杉田教頭先生に新校舎をご案内
いただきました。我々が学んだ校舎教室はありませんが、教室の
黒板の上に飾っていた「たかい学力 つよいからだ…」変わらな
い追手門イズム、すれ違った生徒たちもしっかり挨拶してくれま
した。一次会はＯＭＭ錦城閣にて行いました。珠数先生、瀬崎先
生にお越しいただき、遠方からも駆け付けてくれ、36名大いに盛
り上がりました。44年経っても体型が変わっても、その面影は変
わりませんね。次回4年後は大きな節目となる還暦同窓会です。
健康に留意して一人でも多くの参加を誓いました。

幹事　小林武則

小学校81期同窓会 2014年10月18日（土）ご報告

ＯＭＭ錦城閣にて 小学校玄関前にて
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詳細

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

追演OB・OG会 ～阪本先生ご退職祝賀会～

茨木高演劇部を顧問として長年に亘りご指導頂きました阪本龍
夫先生が、今年3月末をもってめでたくご定年を迎えられました。
つきましては阪本先生にお世話になった25期から65期までで、追
演OB・OG会 ～阪本先生ご退職祝賀会～ を開催したいと思いま
す。たくさんの方にご参加いただきますよう、何卒ご協力をお願い
致します。
連絡用専用アドレス：otemon_engekibu_20150503@yahoo.co.jp

主催幹事：村尾剛志、戸井理恵（茨木高47期）

詳細未定、決まり次第山桜会ＨＰに掲載します。
案内状は年内発送予定

開催予告 茨木学舎高校24期同窓会

【茨高24期幹事】
　亀井、草田（永田）、徳井（河野）、西坂、町田、西内（吉原）、
　上野山、加賀、米田、広瀬、万木

開催日：2015年11月21日（土）
場　所：帝国ホテル大阪23階「ジャスミンガーデン」
　　　　13時15分～16時15分　中華料理の食事主体
　　　　ジャスミンガーデンにて写真撮影　16時30分
　　　　帝国ホテル大阪23階「レインボーラウンジ」へ移動
　　　　17時～19時　軽食付き飲み放題
金　額：15,000円　(記念写真代込)予定

開催予告

平成26年度総会懇親会と併せて40歳同窓会が開催されまし
た。懐かしの恩師6名、卒業生92名と盛大に行われました。旧
交を懐かしく温め、和やかに歓談を楽しみました。全員で学院
歌を合唱し大変盛り上がりました。また、終了時には40歳同窓
会参加者全員で記念撮影を行いました。

同窓会サポート委員長　坂井宏嗣

40歳同窓会
2014年6月22日（日）

ご報告

開 催 日：2015年4月12日（日）　
開催会場：大阪城スクエア（大手前中高6F）  TEL06-6942-2788
※詳細につきましては、2月下旬にご案内状をお送りいたします。

50歳同窓会
55歳同窓会

開催予告
（小学校89期・大手前中高32期
　　　　　　　茨木中12高32期合同）

（小学校98期・大手前中高41期・
　　　　　茨木中21期高41期）

（小学校103期･大手前中高46期･茨木中26高46期）

（小学校93期･大手前中高36期･茨木中16高36期）

ザ･リッツ･カールトン大阪にて第6回同窓会を行いました。
岡本龍治先生、杵築辰彦先生、阪本龍夫先生をお迎えし、総
勢60名で楽しい時間を過ごすことができました。今回はでき
るだけ多くの仲間との交流を深めることを大切にしました。
全員が参加したレクレーションや20秒挨拶、フラダンスタイ
ムでとても盛り上がりました。カメラマンの大川君による写真
撮影では巧みな話術で笑いに包まれました。最後は校歌を
熱唱し、一本締めで中締めとなりました。その後も宴会場を
引き続きお借りして、仲間との懐かしい会話にたっぷりと時
間をとることができました。

第6回幹事　3年6組　寺田恭子、大川哲司、安田雅彦

11月9日（日）14時より大阪城スクエアに於いて、同窓会サポート委員会企画により小学校・大手前・茨木合同35歳・45歳同窓会が
開催されました。35歳同窓会には、恩師6名･同窓生46名、45歳同窓会には恩師2名･同窓生66名の出席がありました。
久しぶりの再会に、初めはぎこちない感じでしたが、時間が経つにつれ昔話に花が咲き、参加者全員がタイムスリップを楽しんでい
ました。45歳同窓会では全員で「追手門クイズ」をおこないました。
2次会は各校に分れて開催され、おおいに盛り上がったようです。

茨木学舎28期同窓会
2013年10月26日

ご報告

35歳同窓会
45歳同窓会

2014年11月9日（日）ご報告

（小学校84期・大手前中高27期
　　　　　　　茨木中7高27期合同）

35歳同窓会 45歳同窓会
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ベーシック部門優勝（万福・藤井） エキスパート部門第3 位（高牟禮・多田）

オープン部門優秀賞（松尾・岩田） 日本代表として世界大会（ロシア） へ

今年4 月に科学クラブを立ち上げた。６名の部員が3 つのチー
ムにわかれ、世界規模のロボコンである Wold  Robot  
Olympiad に挑戦にした。その3チームが大阪予選を勝ち上が
り全国の舞台に。とはいえ、ロボット製作もプログラミングも
はじめて半年。そんな甘い世界ではない。顧問としても、今
年は様子見と期待はしなかった。ところが生徒たちの思いは、
顧問のそれ以上であった。全国大会前は日曜日も1 日中練習
をするようになった。そして、彼らの成長は目を見張るものが
あった。「いけるかも…。」長年、ロボットコンテストに携わっ
てきたコーチがそのように思うようにまで成長した。そして、3 
チームとも全国大会の表彰台にたった。おまけにオープン部
門のチームは、世界大会への切符を掴んだ。
まさにそれは奇跡としか思えなかった。ただただ彼らの底力に
驚くばかりであった。追手門学院の新しい歴史がはじまろうと
している。

11月５日（水）追手門学院大
手前中・高等学校におきまし
て、Wold Robot Olympiad世
界大会（ロシア連邦・ソチ）へ
の出場を勝ち取った生徒２名
に対し、山桜会激励金の贈呈
式を行いました。当日は、顧問の福田先生より科学クラブ設
立からの活動実績やロボコン国内大会の模様、生徒の活躍に
ついてお話いただいた後に、世界大会へ出場する生徒２名か
ら、ソチで行うプレゼンテーションを英語で披露いただきまし
た。世界大会での活躍を期待します。

世界の頂点を目指して！

山桜会より激励金を贈呈！

サッカー部

大手前中高  科学クラブ顧問　福田 哲也

山桜会  副会長　小川 将史 （小106・大手前中高49期）

茨木中高  高校男子サッカー部顧問　山口　優
高校男子サッカー部は部員数
が50名を越え、レギュラー争
いも活発になる中、日々グラウ
ンドで汗を流しています。大阪
ベスト３２を目標に厳しいト
レーニングに励み、9月の高校
サッカー選手権予選では4回戦進出を果たしました。本校でも
伝統あるクラブの一つとして、先輩方が長年かけて築かれて
きたクラブに対する信頼や評価、伝統を汚すことなく努力を重
ね、近い将来良い報告ができるよう、我々指導者も含め、ク
ラブ一丸となり頑張っていきたいと思います。今後ともご支援、
ご協力をよろしくお願い致します。

7月12日（土）夏の高校野球京セラドームでの開幕戦で追手門
が出場。山田高校に8-3で勝利、校歌一番名乗りでした。
2回戦は大阪青陵と延長12回サヨナラ勝利（4-3）、3回戦の
対戦相手は強豪、履正社、善戦するも敗退、3試合の健闘を
讃えたいと思います。

サッカー部
茨木中高  高校男子サッカー部顧問　山口　優

ラグビーの合宿で有名な菅平高原で、本学院の大学生たちと
ともに４泊５日で夏の合宿を行いました。遠征で見つかった
課題の解決を中心にハードな練習を重ね、９月の「第17回女
子ラグビー関西大会」で、見事、優勝することができました。
これからも、さらに練習を重ね、「日本一」を目指して、進ん
で行きたいと思っております。

茨木中高  女子ラグビー部顧問　永阪 昭洋

女子ラグビー部

第96回全国高校野球選手権大会大阪大会
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前列は床に座って頂き、全員収まったぐらい盛大でした。とて
も楽しい一時を過ごさせて頂きました。どんどん参加者が増え
ていってほしいです。大先輩の望みでもあります。どうか気楽
にありのままの自然体でいらしてください。お待ちしております。

追伸
　偕行社出身の私達の大先輩萩原正民氏 (享年86歳 )を5月
26日にお見送りしました。生前、東京山桜会にとても尽力され、
私たち東京山桜会会員たちの無くてはならない存在でした。と
ても支えになっていた大先輩です。その場がパアッと明るくなり、
頭もツルピカ光った元気玉で、皆にビシッと渇を入れたり、笑
いを言ったり、兎に角ユニークな会話がうけました。皆を和ま
せるムードメーカーの達人で紳士でした。総会に行くと、ビシッ
として礼儀正しいとても元気な姿が印象的でした。三宅氏、山
本氏・・・たくさんの偕行社卒業生が旅立たれましたが、萩原
正民氏が賑やかにあの世でもまたユニークに皆様と会話なさっ
ていることでしょう。こちらは少しさびしくなります。本当にお世
話になりました。東京山桜会会員全員が、萩原正民氏に感謝
しています。本当にありがとうございました。

第57回東京山桜会総会
　平成26年5月17日（土）、銀座ライオンクラシックホールに於
いて、東京山桜会総会が参加者69名で盛大に行われました。
大阪からは19名の役員・恩師にご出席いただき、ありがとうご
ざいました。山桜会会長平泉氏、副会長乾氏、学院長坂井東
洋男先生の新しい顔ぶれに加え、中年層の参加者や大学生も
増え、にぎやかに盛り上がりました。偕行社出身の高齢者の大
先輩が少なくなり、寂しい思いもありますが、大先輩たちの意
思を繋いで後輩たちも増えてきているのは、ほほえましいこと
です。皆様、追手門学院の愛校心にあふれていらっしゃいます。
開会の辞があり、東京山桜会会長山根氏の挨拶に続き、山桜
会会長平泉氏の祝辞では、追手門学院の近況、山桜会百周年
に向けての行事計画準備への活動をされているとのことでし
た。学院長坂井東洋男先生も、追手門学院をスポーツや芸術・
演劇方面など多方面にわたり力を入れ、学問はもちろんのこと、
時価評価で有名にしていき、より良く進化してゆく追手門学院
をめざしていく方針であるとの力説でした。サッカーでは、女
子部も結成されました。また、今年サッカー日本代表選手とし
て活躍した柿谷曜一朗選手や、演劇では、映画で賞を獲り『花
子とアン』の次女役の黒木華さんも追手門学院出身とのことで、
皆様から歓声が上がりました。若い20代で頑張られています。
グローバルな人間育成という大きな一貫教育に光明を見い出
し、皆様応援されているご様子でした。
　おいしい食事に舌鼓をうち、ビールやジュースを飲みながら
打ち解けて話に花を咲かせ久しぶりに会う顔々は晴れ晴れして
和気藹々で笑顔満面でした。自己紹介を学年グループごとに
順々にしていき、橋本先生がめずらしく壇に上がって歌を唄っ
てくださり、教え子たちが驚いて喜んでいました。記念写真も

東京山桜会

平成27年 新年会 第58回東京山桜会総会・懇親会
２０１５年５月１６日（土）１２時～１４時半
銀座クラシックホール（ライオン銀座７丁目店）

２０１５年２月１１日（祝日）１２時～１４時
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

東京山桜会事務局   松村 清一 （小71・中高14期）　 TEL：090-9397-2759

佐伯 文子 （大手前中高19期）

時 期

場 所

時 期

場 所

同窓会ライブ  LOVE IN AGAIN 2014のご報告
LOVE IN AGAIN 実行委員長

市川 美紀（旧姓：木原）
   （茨木中12高32期）

第 4回 LOVE IN AGAINも8月30日に無事に終えることが出来ました。
今年は、光るうちわや光るステッィクをご来場の皆様にお配りして、バンドの演奏の盛り上げやムード作りにご協力頂きました。チケッ
トは173 枚のご購入を頂き、会場の中は中高年の集まりとは思えないようなムンムンとした熱気で盛り上がりました。
毎年、このライブは各期の同窓会の場にもなっており、ご来場の皆様も懐かしい同期・先輩・後輩との再会を楽しんでおられました。
また、お子様も追手門に入学され、父兄同士になられている方も多くおられました。
毎年、ご来場の皆様に応援して頂けますことがラブインメンバーの一番の励みとなっております。温かい心でお聴き頂きまして誠にあ
りがとうございました。
ライブの様子は、写真・動画とFacebookでアップしておりますので、良ければご覧くださいませ。

　追手門 Love In Again　　www.facebook.com/otemonLoveInAgain

また、4年間実行委員長をさせて頂きました市川が今年をもって引退させて頂くことになりました。
初年度から本当に皆様にお世話になりましてありがとうございました。この想い出は私の貴重な
財産となりました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。



　いつも山桜会報をお読みいただき、誠にありがとうご
ざいます。読んで楽しんで頂ける会報作りを目指しており
ます。皆さまからのトピックスやアイデアなどお知らせ戴
ければ、出来る限り会員の声として取り上げていきたい
と思っています。連絡先は山桜会事務局までFAX・メール
にてお願い致します。 山桜会広報委員会

編
集
後
記

平成27年

ＹＡＭＡＺＡＫＵＲＡKAI  New Year's party  2015

平成27年1月25日（日）

全席指定、テーブルビュッフェとなります

受付開始 17：00　　開宴 18：00

会費
￥10，000
中・高・大学生　￥５,０００
小学生以下無料  子供料理の必要な方は別途￥3,500

場所 ウエスティンホテル大阪  ２Fローズルーム
ＴＥＬ. 06-6440-1111

～私達だけの場所で～Let It Go
日時

平成27年の新年会も、目標に向かって頑張っている若い山桜会会員の方達による「音楽会」と致しました。
年代の垣根をこえて交流を深め、また若手同士は再会にわくわくしながら、お食事・演奏・お楽しみ抽選会をご堪能頂ければと思っております。
是非、皆様お誘いあわせの上ご参加いただきますようお願い申し上げます。

平成27年山桜会新年会実行委員長　今西 良介 （小103期）

広告募集のお知らせ
会報に広告を掲載しませんか？
ご希望の方は、山桜会事務局までご連絡下さい。

TEL.06-6940-3481  FAX.06-6940-3482

小学校113期大手前中高56期
大阪音楽大学器楽学科弦楽器専攻卒業　同大学音楽専攻科卒業
５歳よりヴァイオリンを始める
松本光世、木田雅子、前橋汀子各氏に師事
現在音楽教室講師、ウェディング、老人ホーム等で演奏活動を行う

谷川 歩依  ～ヴァイオリン～

西田 真由子  ～ソプラノ～ 廣沢 繁司  ～ピアノ～　

テーマ

高田  薫
（大手前中高24期）

司 会

ウォード

大手前中高35期 
大阪芸術大学演奏学科卒業、同芸術専攻科修了
ソロをはじめ、各管弦楽団、また華道家や能楽師、現代
音楽家など多芸術家とも共演、海外でもリサイタルを
開催するなど精力的に活動中
その他、声楽、フルートの伴奏などのアカンパニメントとしても活躍
HIROSAWA  MUSIC  ACADEMY 主宰

小学校113期
4歳よりヴァイオリンをはじめる
同志社大学法学部出身で、大学時代は同志社交響楽団に所属し、
コンサートミストレスをつとめた
現在は関西シティフィルハーモニーに所属している

南尾 真衣  ～ヴァイオリン～

小学校101期
神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻及び声楽専攻卒業
和歌山音楽コンクール第一位及び和歌山市長賞など受賞多数
数々のオペラで主役を務め、第九ソリストとしても活躍している
2014年12月9日には文化庁新進音楽家育成事業の一環で
いずみホールにてリサイタルを行う　関西二期会正会員

写真左より、嶋津義貴（Gt. 小学校115期）、嶋津宗成（Dr. 小学校111期）、山下慎司（Vo&Gt.）、藤林慶之（Ba.）

大阪で結成された４人組バンド。インディーズレーベルより2枚目のmini ALBUM『Essence of the Heart』をリリース、
2013年12月に敢行した自身初ワンマンはSOLD OUT。
『光を探して ～未来の君へ～』が大型CMのタイアップに決定し、晴れてメジャーデビュー。
そして2014年8月20日、今伝えたい【夢】と【希望】、【愛】を詰め込んだ1st ALBUM『Garden of Solace』を発表。
全国各地で勢力的に活動を行っている。

【Official HP】 http://war-ed.com/　 【Twitter】 @war_ed_official　 【Facebook】 facebook.com/waredofficial

65歳同窓会 （小73中高16期）
70歳同窓会 （小68中高11期）

65歳同窓会・70歳同窓会を企画いたしました。山桜会新年会と併設開
催です。皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご出席ください。
詳細は11月末頃にお送りした同窓会案内をご確認ください。

開 催 日：平成27年1月25日（日）　18:00開宴
開催会場：ウェスティンホテル大阪　２Fローズルーム
　　　　　TEL.06-6440-1111
会　　費：10,000円
お問合せ先：TEL06-6940-3481（山桜会事務局）

新年会併設開催

同封の返信はがきにてご出席をお知らせのうえ、会費を下記銀行口座にお振込みください。

お申込み方法
ホームページからもお申し込みできます。　
りそな銀行　大手支店  （普通）  0012199　追手門学院校友会山桜会

山桜会

〔1月10日締切〕
※必ず事前にお振込み下さい。

office@yamazakurakai.com
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