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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28年1月24日（日） 会場：リーガロイヤルホテル午後5時30分開宴

小学校に人工芝運動場完成!!
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いよいよ山桜会100周年です！

　年が明けると、いよいよ山桜会１００周年の年です。
　１００周年事業の目標は、前回の会報で述べましたとおり、
「こころのふるさと~オール追手門で次世代につなげよう！」です。
　私たちが「人として必要な根源的なこころや考え方」を培った
追手門は、まさに私たちの「こころのふるさと」です。具体的には
質実剛健、独立自疆、社会有為などの言葉で言い表されるのか
もしれませんが、追手門の「こころ」は、両親からの躾のように私
たちの体に浸透しているように思います。
　私たち卒業生は、１００周年の大きな節目に、「ふるさと」であ
る追手門で学んだ「こころ」を、今一度再確認し、次世代に伝え
ていきましょう。
　既にご案内のとおり、山桜会では、平成２８年（２０１６年）６月
２６日に、ホテルニューオータニ大阪にて、１００周年の記念式典
及び懇親会を開催いたします。
　記念式典では、山桜会の過去１００年の活動を振り返り、現在
を確認し、将来の展望を考えます。
　また、懇親会は、大同窓会です。これまで各期ごとの同窓会
はたくさん開催されてきたと思いますが、１００周年の懇親会は、
いわば全期の同窓会の同時開催です。同期だけでなく先輩・後
輩との再会もぜひ実現させて下さい。もちろん、お世話になった
恩師の先生方も多数お越しになる予定です。学年単位、クラス
単位、クラブ単位など様 な々同窓会として旧交を温めてください。

　式典・懇親会では、在校生のみなさまにもご協力いただきます。
さらに、現職の先生方にもご主演いただく企画も用意しております。
　式典・懇親会も華美なことはいたしませんが、まさにオール追手門
で１００周年を祝い、「こころのふるさと」を共有し、さらなる１００年
に繋げるための契機としたいと考えています。
　ぜひ、お声をかけあい、多くの方のご参加を心よりお待ちして
おります。

校友会  山桜会  会長  平泉 憲一 （茨木高25期）   

ロボットコンテスト世界大会出場  奨励金授与式
11月３日大手前中高の科学室においてロボットコンテスト世界
大会出場を祝し奨励金授与式が行われました。
３名の中学生が11月７日８日カタールで行われる世界大会
本番同様のプレゼンを披露しました。
「ありがとうございます！ 頑張ってきます！」と力強く挨拶をして
くれました。

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 辻田 四郎 小67・中10期 林田 栄三
林田 隆行 小72・中高15期

小78期

http://www.topdie.jp/代表取締役 岡 田 晶 子

本　社

自動車関連部品を中心に、
多数のプレス金型を設計しています。
金型専業メーカーとして、使っていただく
方の思いを織り込んだ日本のものづくりの
心とともにお届けいたします。

自動車関連部品を中心に、
多数のプレス金型を設計しています。
金型専業メーカーとして、使っていただく
方の思いを織り込んだ日本のものづくりの
心とともにお届けいたします。

行田 貞生 小68・中高11期

祝 !!  100 周年
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卒業生の活躍は、学院発展の要

　山桜会のみなさまにおかれましては、日頃から母校の運営に
ご協力いただき誠にありがとうございます。
　最近、追手門学院の改革のピッチはめまぐるしいものがあります。
大学ガバナンス改革をはじめアサーティブプログラム・アサ－ティブ
入試の導入が全国の大学から注目を集め、学院内外の多くの方々
から「追手門は動いている」との評価を得ています。
　学院創立１３０周年を前に、まさに追手門学院の生き残りをかけた
勝負に挑んでいます。その中で、私は、今年７月から理事長に
加えて学院長を兼任することになりました。よろしくお願いします。
学院のガバナンス確立に伴い、学院長の役割を見直そうと考えて
います。
　卒業生の活躍は学院発展の大きな支えです。ましてや国民を
代表する追手門学院出身の国会議員は、学院のみならず国を
支える役割を担ってくれています。
　最近、追手門学院出身の現役国会議員との対談を実施しました。
　中山泰秀（外務副大臣で衆議院議員）、大塚高司（元国土
交通大臣政務官兼務内閣府大臣政務官　衆議院議員）、室井
邦彦（元国土交通大臣政務官　参議院議員）の３氏と、です。
いずれも副大臣、政務官などの経験者として世界を股にかけて

活躍されています。近い将来、追手門学院出身者から総理大臣
が誕生するのも決して夢物語ではありません。
　３氏からは、在学中の思い出のみならず、後輩へのメッセージ、
母校支援のエールを送っていただき大いに励みとなりました。
　座談会の内容は卒業生対象冊子「ａｉプラス特集号」に掲載さ
れます。
　私学追手門学院は、卒業生・保護者・学生・教職員などステー
クホルダーの支えなしには存在できません。少子高齢化社会を迎
え、私学間競争が激化する中、いまこそステークホルダーの結束
が求められます。ベクトルは一つです。
　山桜会は、来年、創設１００年を迎えます。母校とともに、オール
追手門として、さらなる進化を遂げられることを願っています。

詳細

詳細

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

　平成27年度総会は、梅雨も一休みで、時折晴れ間も垣間見
られた6月28日（日）に、大阪城天守閣を望む追手門学院大阪
城スクエアにて開催され、川原学院理事長、坂井学院長（現
学長）、各校校長先生、PTA、大学校友会役員をはじめとする
来賓の皆様、40歳同窓会の皆様、そして山桜会会員の皆様
など200名を超える方々にご出席いただきました。
　オープニングは、田尻洋一氏（茨木高29期）によるピアノ
コンサート。お祝いの思いが込められたクラシックの名曲･･･
来年の山桜会100周年を祝い、100周年事業の成功を応援す
る素晴らしいピアノの音色での幕開けとなりました。
　定時総会では、来年の山桜会100周年への取り組み、そして
テーマ「こころのふるさと ~オール追手門で次世代につなげよう！」
が発表され、オール追手門で、そしてすべての山桜会会員と
ともに、100周年を祝い、楽しむ、そして事業成功への道筋
が明示された総会となりました。

　その後の追手門学院小学
校東田校長先生の講演会
は、演題「追手門学院のルー
ツ・歴史、そして今」。私達
が今迄知らなかった追手門
のルーツ・歴史に関するお
話に、会場満席の皆様が熱
心に耳を傾ける意義ある講
演会となりました。また、
100周年事業の大きな目的の1つである「追手門の核心とは？」
に辿り着く意味においても、貴重な講演会となりました。
　懇親会では、併催の40歳同窓会の参加者が約90名となり、
卒業アルバムがスクリーンに映し出された時には、懐かしむ
表情、そして笑顔一杯の賑やかで暖かい雰囲気の懇親会と
なりました。

　コンサート ~定時総会 ~講演会 ~懇親会と意義
ある、そして追手門らしい暖かい空間の1日に、
お手伝い・ご協力いただきました皆様、そしてご
参加いただきました皆様に対しまして、心より感
謝申し上げます。有難うございました。
　来年･･･平成28年、山桜会100周年の年となり
ます。6月26日には記念式典・懇親会、そして総
会が開催されます。会員の皆様、是非ご参加い
ただきます様お願い申し上げます。

総会実行委員長

嶋谷 優香（茨木高28期）
講演会、コンサート
 懇親会、40歳同窓会報告総会平成27年度

山桜会

学校法人追手門学院　理事長･学院長  川原 俊明 （小71･中.高14期）
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豊竹 咲大夫 こと 生田 陽三 （小68・中.高11期）

　この度、思いがけず高島鞆之助賞という立派な賞を
頂戴致しました。誠にありがとうございます。
　私が文楽の世界に入りましたのは、父八世竹本綱大
夫（人間国宝）がこの世界におりましたためということに
なりますが、正しく９歳、追手門学院小学校の３年生
のこと、先生方はもとより父兄会、友人たちと、文字ど
おり学校ぐるみで応援していただいての出発でした。

　以来60年を越え、未だにこの世界
に携わっております。技芸の道は深
く厳しく、髪は白くなりましたが、ま
だまだ精進の道は半ばです。
　一つのことをとことん追求する、こ
れもまた一つの生き様ではないかと
考えます。

追手門学院後援会の集い

親子三世代追手門ファミリー
　追手門学院親子三代感謝状贈呈式において、役員の皆様方の前で私共家族を表彰して頂き、大変有り難く光栄に思っております。
　私は小学校から大学までの十六年の間、追手門精神である敬愛・剛毅・上智を学ばせて頂き、そして今でも目に浮かびま
す児童の目標としての「高い学力」「強い体」「ねばり強い心」「親切」に基づいて生活を、又、子育てをして来た様に思います。
三人の子供達　長女（追小105期）次女（追小108期）三女（追幼）も私の時代には無かった幼稚園から学ばせて頂き、規律
正しさ等、長年培われて来た良き伝統や時代に沿った教育を受けさせて頂いたと感謝いたしております。
　現在「課題先進国日本」において少子高齢化社会は緊
急に対策を要する課題です。本学院では社会の要請に積
極的に応えられ、本年度より「幼保連携型認定こども園」
を創設され、伝統を承継されながら時代の変化に対して
新しく挑戦なさっておられます。この事は追手門学院の
卒業生として誇りであり、大いに期待するところです。
　今春より孫も幼稚園に入園させて頂き、感慨深いところ
もあり、又、来年は大学も創立五十周年を迎えられます。
将来の日本を担うリーダーを、世界へ羽ばたく人材を養って
頂きます様、今後、益々の追手門学院のご発展とご繁栄
を心よりお祈り申し上げます。

親子三代ファミリー
（親世代五十音順）

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。

第5回  高島鞆之助賞

有澤 孝子 （小78・大手前中.高21・大学8期）

◆有澤 孝子氏 （小78・大手前中高21・大学8期）　川口 由華氏 （小108期）　川口 凜人氏 （幼47期）

◆加來 隆幸氏 （大学9期）　加來 麻帆氏 （茨木中28高49・大学36期）　加來 蓮太郎氏 （幼47期）

◆額田 晃作氏 （小58期）　額田 和門氏 （小90・大手前中高33期）　額田 嵩也氏 （小132期）

◆吉田 史朗氏 （小82・大手前中高25期）　元地 知里氏 （小103・大手前中高46期）　元地 菜桜氏 （小132期）

◆山本 愛尚氏 （小52期）　山本 真氏 （小87期）　山本 悟氏 （小126期）

平成27年7月4日、追手門学院後援会の集いにおいて、第5回高島鞆之助賞の表彰と
親子三代にわたる入学者5組のファミリーに感謝状が贈られました。
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副会長  小川 将史
（小106・大手前中.高49期）   

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

高島鞆之助先生没後百年記念墓参会
　１０月２４日（土）、追手門学院主催の高島鞆之助先生没後
百年記念墓参会が、東京の青山霊園にて行われ、本会からは
平泉会長はじめ乾・中川・小川の副会長が出席しました。祭事は、

生前に高島先生と親交が深
かった乃木希典を祀る乃木
神社の神職にて執り行わ
れ、川原理事長はじめ参列
者全員で創設者の遺徳を
偲び、追手門学院の益々
の発展を墓前にて誓い合い
ました。昼食を挟み旧高島

邸である上智大学クルトゥルハイムに移動し、同大学担当者なら
びに東田小学校長より聖堂内部や歴史について説明を受けま
した。聖堂内の見学後、記念写真を参加者全員で撮影している
ところに上智大学の高祖理事長がお見えになり、ご挨拶をいただ

きました。オール追手門で学院を盛り上げようとの思いが強くなった
墓参会となりました。

活躍する卒業生

　8月30日に催されました日本舞踊協会主催、第４０回浪速の会（国立文楽劇場）では兄弟で連
獅子を舞わせて頂き、山桜会の皆様方に足をお運び頂きまして、誠にありがとうございました。
　追手門学院小学校に在学中の頃は、先生方にとっては大変世話のかかる子供だったと思います。
今でも東田先生をはじめ、先生方にはお世話をお掛けすることもしばしばございます。

　今、私は日本舞踊の舞踊家
と日本舞踊を皆様に教えさせて
頂いてる先生という立場にあります。古典芸能という代々受
け継いで来た文化に興味を持ってもらい、後世に伝え残して
いけます事と日本人ならではの美意識や立ち振舞など舞踊
を通して沢山の方々に知って貰えますよう、精進して参りた
いと思います。

・井上 陽次郎 （小105期）井上 嘉一郎 （小103期）

　去る4月25日、首都カトマンズを含む国土の35%以上を襲った大地震は、一万人
近い死者のほか、耐震性能が不足する多くの家屋や建物が全半壊し、世界遺産の
80％が崩れ、国民の暮らしだけでなく観光客や登山者にとっても大惨事となった。
　ここまでの事実関係・被害状況はニュースで伝えられたが、震災から半年が経つ今、
目立ったメディアでは全く取り上げられなくなった。
　私が領事館運営の立場として、最も伝えたいことは “Nepal is safe” である。
　10月現在、首都は以前の活気を取り戻し、地方都市についても訪問するに支障は
ない。何らかの支援を考えている団体の皆様には、とにかく現地へ行っていただきた

い。すぐの訪問が難しい皆様には、ご自宅や職
場の近くにあるインド・ネパールレストラン（イン
ドレストランの9割はネパール人経営）に通って
いただくだけでも有難い。
　私としては皆様に“Nepal is safe” とアナウンス
することで、一人でも多くの方に再び訪れてもら
えることを願ってやまない。

Nepal is Safe

伝統芸能を後世に

今西 良介 （小103期）

バルパック村 （ゴルカ地方）

耐震不足・施工欠陥が浮き彫りに（カトマンズ）支援物資（ピンク色は米を表す）

高島鞆之助先生墓参会

旧高島邸の前で
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同窓会サポート委員会

会員交流委員会

　去る8月3日、夏の暑い日にもかかわらず、20名のボウラーが筋肉痛を恐れず、ボウリング
を盛大に行いました。
　今回あらたにチーム戦を追加導入、レーンごとに緊張感が増した白熱ゲームになりました。
　チーム優勝は谷さん、小川さん、中道さん、小傳茂さんの "ヤングチーム"。
　男子個人優勝は上田さん、女子個人優勝は中川さん。

　個人的には筋肉痛がこなくてラッキーでした。
最後に、ボウリングは最近してないとか、スコア
が期待できないからと参加されなかった皆様へ。
　手ぶらで気軽に楽しめるスポーツは、ボウリングです。"球詰まりましたね" "同じポンド
だから借りるね" などのさりげない会話や、ストライクとったあとの "ハイタッチ" が
紳士淑女で気さくにやりあえるのが、山桜会ボウリング大会です。来年の参加を、今、
決めましょう。
　あらためまして、ご参加なされた皆様、本当にありがとうございました。

　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２３組・８３名による盛大なラウンドでした！
表彰式の特色は、男女の部復活・100周年記念参加賞有 など
でしたが、明るく大変に盛り上がりました。
　次回は特別開催「春の100周年記念コンペ」（3月26日）を
企画しております。より多くの若手会員が参加しやすいよう、会
費をおさえる計画です。そこで会場にいる先輩の皆様に、無理
を言ってその場で協賛募らせていただいたところ、なななんと！57,000円 /12口　集まりました。誠にありがとうございます！
　最後に、当コースメンバーの前田様に、準備段階から様々なアドバイスをいただきました。重ねて御礼申し上げます。

チーム対抗ボウリング大会のご報告

山桜会100周年記念ゴルフコンペのご報告

会員交流委員長　今西 良介 （小103期）

　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。
　昨年度からは、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。山桜会100周年を迎える来年度は、
35・40・45・50・55・60歳同窓会を100周年記念式典・懇親会と併催いた
します。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。

学年同窓会開催のご案内 同窓会サポート委員長　坂井 宏嗣 （茨木高31期）

55歳 小学校 84期・中高27期・茨木中7期　平成27年 4月12日（日）
65歳 小学校 74期・中高17期 　平成28年1月24日（日）新年会併催
70歳 小学校 69期・中高12期 　平成28年1月24日（日）新年会併催

35歳 小学校104期・中高47期・茨木中27期  平成27年11月8日（日）
45歳 小学校94期・中高37期・茨木中17期 平成27年11月8日（日）
40歳 小学校 99期・中高42期・茨木中22期 平成27年 6月28日（土）
50歳 小学校 89期・中高32期・茨木中12期 平成27年 4月12日（日）

本年度の学年同窓会は以下のとおりです

女性の部優勝者
下野 裕子 氏 （小82・大手前中25期）

男性の部優勝者
吉川 守 氏 （小69・中高12期）

委員会活動報告 詳細
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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

渉外交流委員会

渉外交流委員長　篠矢 裕己 （小83・大手前中26期）
　平成27年9月20日㈰10時～16時（売切れ次第終了）、大手
前中･高校内1Ｆにて総勢9名で山桜会饅頭を販売いたしました。
販売個数は、1000個（1個-100個、6個入り-50箱、10個入り
-60箱）、前年実績より300個増にもかかわらず、PTAの皆様に
は大好評で、午前中に完売しました。
　また、茶道部ブースの裏千家名誉師範 矢野宗菁先生（お嬢様
は山桜会員）にもご協力頂き、誠に有難うございました。
学校関係者を始め多くの皆様、並びにお手伝い頂いたメンバーには深く感謝いたします。

大手前中･高  錦城祭 模擬店参加のご報告

　追手門学院中･高等学校（茨木）で、第41回中･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。12名の会員参加の下、山桜会は恒例の「特製いか焼き」を提供し大好評でした。昨年準
優勝となったソフトボール大会では、12名が選手登録。元教諭の神谷先生や野球経験がある卒業

生の方々など新戦力に加え、若手会員も奮起して、１回
戦・２回戦と勝ち進み、決勝戦は１点を巡る激しい攻防
戦を展開。試合終了間際、中尾選手のサヨナラホームラ
ンが飛び出し、山桜会史上初の優勝を飾ることができました。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。
毎年好評な「特製イカ焼き」の提供に加え、来年は王者として臨むソフトボール大会、
２連覇に向けて皆様の参加をお待ちしております。

茨木PTA親睦スポーツ大会    山桜会  初優勝!! 副会長　小川 将史 （小106・大手前中.高49期）

渉外交流委員長　篠矢 裕己 （小83・大手前中26期）

中高等学校（茨木）
職種・業種

テレビ番組プロデューサー、ディレクター
料理研究家
大学准教授、コミュニティ通訳
ＡＮＡグループ勤務
市議会議員
幼稚園教諭
フリーアナウンサー
司法書士
医師

卒業期
中4
中4
大手前中･高22
茨木高23
茨木高24
茨木高24
大手前中・高24
小82・大手前中25・茨木高25
茨木高27

氏　　名
康　　浩郎
程　　一彦
廣内　裕子
竹林　　真
神代　繁近
草田　和子
高田　　薫
深田　　壯
朝井　俊治

職種・業種
スタジオミュージシャン  ドラマー
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
外務副大臣（当時）  衆議院議員

一級建築士
領事館経営
観世流能楽師  シテ方               

卒業期
茨木高29
茨木高31
大手前中・高34
小94

大手前中・高37

茨木高39
小103
小121

氏　　名
川上　浩初
安藤　眞代
金田　正英
中山　泰秀

馬場 耕一郎

神谷　　徹
今西　良介
大槻　裕一

（順不同・敬称略）

大手前中学校

講師の先生

氏　　名
康　　浩郎
程　　一彦

谷　　康平

中山　泰秀
林　　裕悟
大槻　裕一

職種・業種
テレビ番組プロデューサー、ディレクター
料理研究家

外務副大臣（当時）  衆議院議員
弁護士
観世流能楽師  シテ方

卒業期
中4

中4

小76

小94

小97

小121

　この事業は、各界でご活躍されておられる卒業生の皆様
を講師として招いて両中･高でご講演頂き、生徒たちが「将
来を考える」お手伝いをするものです。
　平成27年6月20日(土)、茨木中･高、中学1～3年生187名、
高校1年生253名出席。講師17名、1限目･2限目各40分講演。
平成27年7月11日 (土 )、大手前中･高において、中学1～3
年生292名出席。講師6名、1限目･2限目各45分の講演でした。
中学・高校という時期に、自分の将来を考えることの大切さ
を両校先生方から伺っており、各校からは非常に内容の濃い有益な楽しい講演であったと好評を得ております。
　私自身も講師の皆様の大変あたたかい愛校心には頭が下がる思いで聴講させて頂きました。
　ご多用の中、ご講演頂きました講師の皆様には、当事業にご賛同、ご協力を賜りましたこと、誠に有難うございました。厚く御礼申し上げます。

将来を考える日のご報告

　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。

今年度在校生への
贈呈記念品

厚生労働省 雇用均等・
児童家庭局 保育課 保育指導専門官・保育士

社会医学環境衛生研究所・所長（医療法人医誠会ホロニクス
グループ・顧問／学校法人滋慶学園グループ・理事、顧問／
大阪鶴見ロータリークラブ・次年度会長／自由民主党参議
院議員片山さつき外交防衛委員長・関西後援会会長／
民主党参議院福山哲郎元内閣官房副長官・アドバイザー

中高等学校（茨木） 大手前中学校

マイクロファイバークロス



　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
では姉妹校締結10周年を迎えた7月のホーランドパークステイ
トスクール（ブリスベン）訪問と、9月の本校への来校のご報告
をいたします。

〔交流の歴史〕
　ホーランドパークステイトスクールとは、1992年に交流を始
め、今年で23年を迎えます。この間クイーンズランド州政府 教
育芸術省 国際交流課の支援を得て、ケビン・ラッド元首相が
後見人としてご臨席いただく中、2005年には姉妹校締結を行
いました。交流は、学校訪問に授業参加、5泊6日のホームス
テイなどの諸行事を中心としています。約2か月の事前学習会
を繰り返し、積極的に行事に取り組む姿勢や表現力を伸ばしま
す。

〔オーストラリアへの訪問〕
　7月22日から30日まで、7名の教員と4～6年児童24名が訪
問しました。
　初日の博物館見学の後、24日は待ちに待った学校訪問です。
姉妹校締結10周年歓迎式典では、両校の児童発表が行われ、
お互いの国の言葉で合唱し、さらなる交流を誓いました。
　子どもたちは胸を躍らせながら対面式を迎え、ホームステイ
に出発しました。翌日はすべてのホスト家庭と両校児童が集う

バーベキューでした。集まった子どもたちの表情から、全員が
ホストファミリーと打ち解け、有意義な時間を過ごしていること
が分かりました。
　28日からは、ホスト家庭の兄弟姉妹と登校する中で、校外
学習に出掛けたり、様々な学級で図工や体育・家庭や文化体
験学習を行い、お互いが本当の兄弟姉妹の様に過ごしました。
　29日の送別式では、両校児童のリコーダー合奏で友情を確
かめ合いました。ホストファミリーとの涙を流して別れを惜しむ
姿は、この交流の充実さを物語っていると思いました。

〔オーストラリアからの訪問〕
　9月18日秋晴れの下、ホーランドパークステイトスクールの
一行（教員5名・児童27名）を迎え、110記念ホールにて姉妹校
締結10周年歓迎式典を行いました。両校が作成した交流記念映
像が流れ、追手門からはチアダンスクラブの舞台発表が、ホー
ランドパークステイトスクール児童からは合唱が披露されました。
全員での両校交流記念歌（We are friends）合唱がホール一杯
に響き渡る中、お互いの友情を確かめ合うことができました。
　式典の後、運動場にて記念植
樹を行い、バルーンリリースを行
いました。青空に放たれた鳩の風
船は高く舞い上がり、歓声が上が
りました。学級訪問に剣道や習字
の体験授業を行い、対面式の後
は、5泊6日のホームステイが始ま
ります。オーストラリア同様にそれぞれのホスト家庭での多彩
な交流が行われ、充実した日々を過ごすことが出来ました。

23日にはお別れ式で感謝の言葉を述
べ、涙を流して追手門の家族と別れを
惜しむ感動的な姿が見られました。山
桜会の皆様方をはじめ、両校の交流
に係ってくださった数多くの皆様方の
ご支援に感謝申し上げます。

オーストラリア国際交流
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追手門学院小学校  校長

東田 充司

第21回訪問団の集合写真

植樹記念バルーンリリース

習字体験授業

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

中村 嘉孝 小91期

あらゆる糸・紐・ロープ・高所作業用品

〒542-0012  大阪市中央区谷町6丁目1-16
TEL（06）6763-0234　FAX（06）6763-2416

http://www.narukawa-co.com

株式会社
代表取締役
営業部長

生川 紳一郎
生川 琢一郎

生川商店

生川 琢一郎
生川 紳一郎 小75・大手前中高18期

小110・大手前中高53期 田口 順一 小78期

100 周年おめでとうございます



　今年度、65周年を迎え、追手門学院大手前中・高等学校が、
伝統を受け継ぎながら、このように発展できたことは、山桜会
をはじめ本校を応援していただいております皆様方のご厚意・
ご支援によるものであり、あらためて感謝申し上げます。
　さて、本校では、学院理念である「独立自彊・社会有為」を
具現化すべく、8つの力（解決力・思考力・俯瞰力・創造力・コミュ
ニケーション力・表現力・協同力・貢献力）の育成を教育方針
として掲げ、教育活動を推し進めています。そして、従来の教

科学習に加えて、
総合学習を「洪庵
講座」と命名し、
これからの社会
が求める力を互
いに育むことを
実践してきまし
た。実際に中学

1年で行われている洪庵講座では、「社会理解」「国際理解」「表
現コミュニケーション」「ロボット・サイエンス」の4つの分野の
学習プログラムを設定しています。
　今年度、こうした本校の学びを校内で留めるのではなく、広
く発信し、世に問おうと、地域の小学生に対しての特別セミナー
を開催しました。コンピュータを用いた学習と「聴く・話す」を
意識した英会話授業を組み合わせた「イングリッシュチャレンジ」。
学院として連携・推進して
いるチアダンスの面白さを
体験する「ダンスチャレン
ジ」。洪庵講座で行ってい
るロボットの授業を体験す
る「ロボットチャレンジ」。
どのチャレンジも多くの
小学生が参加してくれ、有意義なものとなりました。
　とくに「ロボットチャレンジ」では、追手門学院小学校の児童
をはじめ広く関西圏から多くの小学生が参加してくれました。こ

こでは、教員が直接指導するのではなく、本校中高生徒がロボッ
トづくりやプログラミングの指導を行いました。また、追手門学
院大学の学生もサポートしてくれ、子どもたちが目を輝かせな
がら、ロボットに向き合う様を垣間見ることができました。小中
高大が１つの目標に向かって取り組む学びは、他に類を見な
いものであり、まさに総合学園ゆえにできる教育実践であると
目を細めております。
　また、ロボットチャレンジを指導した中学生は、自らも月の
資源を採掘するロボットを製作し、国際的なロボットコンテスト
である WROに出場し、国内1300チームの中から日本代表に
選ばれ、昨年に続き本年も世界大会に駒を進めることができま
した。11月７日、8日に行われた世界大会の地は、カタールの
首都ドーハ。昨年の悔しさをバネに休日返上で、ロボットに
プレゼンに磨きをかけました。50カ国の代表チームが一同に
集い、しのぎを削り合いながらも、友好を深めました。そして、
見事世界７位入賞を果たすことができ、彼らは満面の笑顔で
喜びを分かち合いました。生徒たちは「努力は実る」ことを証
明してくれました。世界中の人々から賞賛の拍手の中でステージ
に立った生徒たちの目には涙がうかんでいました。本大会を
通して、生徒たちはひと回りもふた回りも成長してくれたことに、
教師としてただただ幸せを感じています。
　世界大会では、ロボット教育に関わるシンポジウムも並行し
て行われており、今年度、洪庵講座のロボットの授業が高く
評価され、本校の教育実践を発表する機会を頂戴しました。
追手門の教育が、広く世界
に発信されていることは、
喜びの極みです。これから
も、さらなる発展を遂げるこ
とができるよう邁進する所存
です。今後ともご高配のほ
ど宜しくお願いいたします。

追手門の学びを発信！
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追手門学院大手前中・高等学校　教頭

福田 哲也　

表現コミュニケーション

WRO世界大会

イングリッシュチャレンジ

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

大人お１人様

嶋野 義夫 高17期塩見 啓二 小85・大手前中高28期

祝 !!  100 周年

桂　知伸 小91期・大手前中高34期

山一精工株式会社
ISO9001/IS014001/医療機器製造許可認証取得

〇 工業用ファスナー
〇 金属プレス部品
〇 樹脂成形部品

〇 航空機  〇 医療・介護
〇 家電     〇 設備

〒５３６-０００７ 大阪市城東区成育５丁目２２-１９
電話：０６-６９３９-２００１（代）　ＦＡＸ：０６-６９３３-１８７９
http://www.yamaichi-seiko.com/

桂　知伸代表取締役社長

製造販売部品 :

分 野 :

◆山桜会ホームページにも関連記事を掲載しております。



「変わっていく大切さ」と「変わらない良さ」
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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。今回は
9月に行われました中学校の文化祭の内容を中心に報告をいた
します。
　今年度より追手門学院中学校は全学年「SSクラス」「Sクラス」
の２つのクラスが揃いました。それに伴い、文化祭の演目も2つ
のクラスの特性を活かした発表となりました。
　現在中学校の文化祭は2日間に分けて行われています。初日
（今年は9月12日）は午前中にバザー参加、午後はブラスバンド
部とチアダンス部の発表の後、1年生のクラスの演目発表、2日
目（今年は9月13日）は2年生・3年生のクラスの演目発表です。
舞台発表は両日とも大学の学生会館で行われています。初日に
発表した1年生は「SSクラス」が寸劇を交えたハンドベルの演奏
とコーラス、「Sクラ
ス」がコーラス・ダ
ンス・郡読と、両ク
ラスとも趣向を凝ら
した1年生らしい演
目でした。
　2日目の「SSクラ
ス」の2年生・3年生については、2年生が舞台上での公開ディ
ベート、3年生が寸劇を交えたプレゼンテーションという今まで
の文化祭の演目のイメージを大きく変える発表でした。2年生の
ディベートのテーマは「人工知能は将来必要なのか」。その必要
性について肯定派と否定派に分かれての討論が舞台上で繰り広
げられました。3年生のプレゼンテーションは「少子化問題」「集
団的自衛権」の2つのテーマについて、始めに問題点を寸劇で
表現し、その後、自分たちの考えをパワーポイントを使って発表

しました。いず
れの学年も、こ
の日のために、
そ れ ぞ れ が
iPadや図書館な
どで調べ学習を
行い、非常にレ

ベルの高い発表となっていました。このようなディベートやプレ
ゼン発表は、文化祭に特別に行ったものではなく、総合学習な
どの時間を使って日常的に行われています。その成果発表の場
として位置づけられた演目でした。
　「Sクラス」の2年生・3
年生については追中文化
祭伝統のクラス劇の発表
でした。2年生は「感謝の
気持ちを言葉で伝える」
ことを主題にした劇、3年
生の2クラスはいずれも「家族の絆」を主題にした劇でした。どの
クラスの劇も見ごたえ十分で、非常に完成度の高い舞台発表でした。
　演目の内容は異なりますが、どのクラスも本番直前に幕が下り
た舞台の中から円陣を組んでの掛け声が客席に届いてきました。
そして本番での精一杯の発表後に、やりきった達成感で涙を流
す生徒の姿を目にすると、文化祭を通しての教育の大切さを実
感します。この達成感は、本番までに取り組む過程の密度により
ます。文化祭後のアンケートでは9割以上の生徒が「満足できた」
「仲間と協力できた」「仲間を思いやることができた」と回答して
います。仲間と創り上げる喜び、達成感、協力することの大切さを

体感できるのは追手門学院中学
校の文化祭ならではのものです。
今後も中学文化祭での教育目
標は、演目が変わっていっても
大切に引き継いでまいります。
最後に「追中通信」に掲載された
3年生の感想をお読みください。

　＜3年 B組＞「as one grows ～成長とともに～」
きつい練習を経て、ついに文化祭の当日を迎えた。練習をして
もやはり本番になるとハプニングは起きた。しかし、それをカバー
して、本番は大成功した。皆泣いていた。中学最後の文化祭と
思うと、僕も涙がこぼれそうになった。僕は文化祭というものを
終えて思ったことがある。それは、皆で何かを成し遂げる難しさ
と、その先にある達成感だ。

追手門学院中・高等学校（茨木）校長  住谷　研

                    

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

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

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

株式会社
ハウゼック

（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

株式会社

西川 良彦 茨木高18期

100 周年おめでとうございます



茨木高63期から一挙4選手  ガンバ大阪へ新入団!!　

96

11

　それまでの運動場
は、水はけが大変
悪く、雨が降るたび
に水溜りがあちこち
にでき、しばらく使
えない状態になって
しまいました。また、
大雨の際には、土
が流れ、でこぼこになってしまい、整地が必要でした。晴れて
いるときは、昇降口に膨大な土が上がり、掃除も大変でした。

この運動場の改修は、小
学校にとっては、念願の
事業でした。３年前から
プロジェクトを立ち上げ、
計画を練ってきました。土
にするかの議論から始め、
中庭の実績から「人工芝」

にすることにしました。理科園を東館屋上に移設し、その部分
にミニバスケットボールコートを設け、ボールを弾ませることが
できるスペースも確保しました。４代目となるコンビネーション
遊具は、お城をイメージしたデザインに生まれ変わりました。
理科園は、昇っていく階段から意匠を凝らし、段差を設け、屋
上庭園の様相になりました。伝声管や、日時計、月をかたどった
椅子、手押しポンプ、星座版を設置し、子どもの夢が広がる
空間に仕上げています。
　この新しくなった施設で、子どもたちの運動量が増え、理科
に興味を持つ児童が少しでも多くなることを祈ります。
　お近くにお寄りの際は、ぜひご覧いただければと思います。

新しくなった運動場・理科園 追手門学院小学校　教頭  杉田 圭一

　追手門を卒業してガンバ大阪に入り一番思う
事は、物事に対する責任感の違いです。高校生
の時は悪いことや人に迷惑のかかることをした
ら、注意されて気づくことができていたけど、今は
自分の行動、言動全てが、自分の責任になり自分
の評価にもつながっていくので、すごく気にして
生活するようになりました。

　これはガンバ大阪に入ったからと言う理由だけではなく、社会人に
なったからということも言えることだと思います。皆さんもいずれは卒業
して大学に行ったり働いたりすることになると思いますが、卒業したら
良い意味でも悪い意味でも、全てが自由になるので、自由になったとき
に責任のある行動を取れるように、高校生活をしっかり学んで、楽しん
で生活していってください。

　僕は今年の1月追手門高校を卒業し、ガンバ
大阪に入団しました。卒業してからと高校
生だった頃とでは、生活が大幅に変わりました。
まずは社会人になると言うことで、本当に一つ
一つの行いに責任を持ちながら行動していま
す。それに「ガンバ大阪」と言うブランドを背
負っているので、さらに周りからの視線というも

のを意識しています。けれど、その考え方を早くから追手門学院で学
ばせてもらいました。勉強だけでなくそういう私生活の部分を一番学
んだと僕は思っています。なので先生方に勉強以外にも色々と言わ
れて、口うるさいように感じますが、それは自分のためと思って、ふて
くされず、一言一言をしっかり聞いて、社会に出たときに必ず生かせ
るので、これからの学校生活を本当に楽しんでください。

　僕がカンバ大阪に入って感じた事は、社会
の厳しさです。ガンバ大阪の一員になったこと
で、僕の行動・言動一つ一つで、「ガンバ大阪」
と言う看板に泥を塗ってしまうこと。そして何よ
りもう学生じゃ無いことです。今までは困った
り、わからないことがあれば学校の先生などに
教えてもらったり、悪い事をすれば注意しても

らっていたけれど、今は違うんです。だから自分の行動・言動に責任
を持たないといけないと思いました。そして自分がいる場所は
スポーツチームなので、運動能力の向上もしなければならないけ
れども、それ以上に社会人として恥じないように、これからも学んで
いかなくてはならないと思いました。
　そして、いつか目標とされる人に、成長していきたいです。

　まず、ガンバ大阪は日本で毎年のように優勝
争いを繰り広げていて、去年はJリーグ、ナビスコ
カップ、天皇杯と国内三大タイトルをすべて優勝
したチームです。僕は今、このガンバ大阪の選手
としてサッカーをできている事に、とても幸せを
感じます。こんなにも、最高の環境でサッカーを
できるチームは他に無いと思いますし、何より日

本代表の選手や、レベルの高い選手と一緒に練習ができて、その日々
の練習の中に吸収できることがたくさんある事が、すごく嬉しいです。
僕はこのような最高の環境に身をおけるようになったのは、自分だけの
力だとは思っていません。たくさんの人たちのサポート、そして高校
時代スポーツコースを作っていただき、サッカーに関わる時間を長く設
けてくださった追手門学院中高に感謝しています。そして自分が活躍す
ることで、恩返しになると思うので、もっと頑張りたいと思います。

林　瑞輝  Mizuki HAYASHI 平尾　壮  So HIRAO

嫁阪 翔太  Shota YOMESAKA 妹尾 直哉  Naoya SENOO

GK ゼッケン「31」 FW ゼッケン「30」

MF ゼッケン「28」 MF ゼッケン「26」
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詳細

　私たち同期
生は卒業当
時、小・中・高
を合わせます
と245名いた
のですが、今
日までの間に
他界された友
51名、消息不明の友60名で、今回出席された友は案内状を差
し上げた約22％に相当する29名でした。
　翌年には傘寿を迎えようとする同朋の集いですので、出席率が
年々低下するのも欠席者の多くのコメントから拝察止む無しか、
寄る年波には勝てないか、といったところが率直な実感です。
席上（今回はホテル日航大阪で昼食時から夕刻まで）では、
コンパクトな集いそれはそれでいいじゃないか・皆で和気あ
いあい盛り上がろうよ・それが欠席された友への励みになる
かも知れないし亡き友の供養になるかも知れないのだから、
と勝手な？ことを云いながら、それはそれは盛り上がって楽し
い思い出に残る集いとなりました。
　来年もお互い元気な姿で再会しようと云い合ってお開きと
しました。 平成27年度　幹 事 一 同

出席者全員若返りを楽しむ！
そろそろ喜寿だ。 生きることに感謝。 後輩よ、健康第一に！！

佐藤 文一郎

後列：北畑、成尾、中尾、森岡、有光、増田、生島、立花、片芝、中野、田中
中列：出石、宮脇、前田章、中川、三好、小濵、田辺、青山、水野、上野
前列：越田、石川、南本、佐藤、本島、前田隆、奥脇、藤本

　山桜会100周年記念式典が開催される2016年６月26日、
図らずも、我々小80期、茨木中3高23期、大手前中・高23期が
還暦を迎える年、と言う事で、同期が一堂に会し、大いに盛り
上がろうと思います。さらにその後は各校での懇親会も。
　100周年懇親会の終了後、ホテル内で場所を変えてスタート
の予定です。詳細については、後日、各校幹事から連絡いたし
ます。　どうぞ、お楽しみに！

小80・茨木中3高23・大手前中・高23期
合同還暦同窓会開催のご案内

開催予告

日　時：2016年6月26日（日）  17：00～19：00（予定）
場　所：ホテルニューオータニ大阪  地下1階アイリスの間
会　費：5,000円（予定）

大手前学舎中.高22期生  還暦同窓会

　平成27年8月23日、大手前学舎中高22期生還暦同窓会を
中之島フェスティバルタワー  ラ･フェットひらまつで催しまし
た。山本昌先生、田中先生、亀井先生がお祝いに駆けつけて
下さいました。総勢40名と賑やかな宴となり、ひらまつの特別
メニューに舌
つづみし、そ
の 後 、赤 い
ちゃんちゃん
こを着用して
の記念撮影、
照れながらも
笑顔いっぱいで、皆様、素敵に輝いていました。飲んで食べて
笑ってとあっという間でしたが、これから一歩ずつ人生を楽しみ
ながら老いに染まることなく後の半生を送りたいと思い、次回
の再会を約束し、おひらきとなりました。　　 幹事　木田朋子

2015年8月23日（日）

大手前学舎中.高19期同窓会

　8月29日に昨年と同様、大阪城が見えるKKRホテル大阪で
同窓会を開催いたしました。有本さんの司会で開会、竹内先
生、山本先生にご臨席賜りスピーチ、乾杯の音頭と花を添えて
いただきました。清水（西川）智子先生は残念ながら脳梗塞の
リハビリ入院
中で欠席。東
京から出席し
てくれた友人
達、レギュラー
陣、今回初め
ての出席者、
和気あいあい
の楽しい同窓会となりました。還暦を越えても気軽に「○○君」
て呼べるなんて楽しい。閉会の挨拶を村橋君が壇上でしてい
ると「村橋も偉くなったなぁ」と笑う友あり。卒業して45年、それ
ぞれ色々乗り越えて味わい深い大人たちになりました。高校
の廊下を走り回っていた時代、忘れられない。来年は山桜会
百周年の総会に出席するようにして、我々19期は再来年の
65歳同窓会を春～初夏あたりに開催予定です。皆さん、宜しく
お願いいたします。

幹事　有本、西保、村橋、徳田

2015年8月29日（土）

ご報告

ご報告

ご報告

於：日航ホテル大阪
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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

50歳合同同窓会 2015年4月12日（日）

　小学校89
期、大手前中
高32期、茨木
中12高32期 
合同50歳同窓
会が大阪城ス
クエアにおいて開催されました。吉田先生、津田先生、竹内
先生、南先生の4名、同窓生は35名、計39名が参加して下
さいました。数十年ぶりに会う人達も多く、合同ということも
あり、最初はぎこちなかったのですが、時間が経つにつれ
和やかな雰囲気になっていったように感じました。終了後
の二次会も急遽用意したにもかかわらず、ほとんどの方達
が参加して下さり、とても楽しいひと時を過ごすことができ
ました。受付を手伝って下さいました田口様、木元様、高崎
様、二次会の場所確保に奔走して下さいました東野様、そし
て、山桜会の皆様、この場を借りてお礼申し上げます。ありがと
うございました。

幹事　錦戸 さゆり （小89･大手前中.高32期）

大手前中.高49期同窓会
2015年9月13日（日）

　大阪城を眼
下に望む『大
阪城スクエア』
にて、同窓会
を開催したと
ころ、多くの卒
業生が集まり、恩師の先生方と和やかな雰囲気の中、在学
当時の話から仕事や家庭の話などで、会場に笑い声が響
きわたっていました。
　イベントでは「今だから聞ける話」を参加者から募り、校
舎に穴を開け名乗り出なかった人は誰だ？など、インタ
ビューゲームで盛り上がりました。二次会も多くの参加者が
あり、追手門の横のつながりの強さが卒業してもなお残っ
ているなと感じました。当日ご出席いただいた皆様に心か
ら感謝申し上げ、報告とさせていただきます。

代表幹事　辻本侑介

第15回剣道部OB・OG会総会
2015年6月21日（日）

　去る6月21日（日）、追手門学
院大阪城スクエアにて第15回
剣道部OB・OG会総会及び懇親
会を開催いたしました。今回は
初めてのスクエアでの開催で、
ゆったりした会議室での総会、
大阪城を望みながらの懇親会と、大変意義深いものとなりました。
また、上は高校14期から下は60期までの幅広い年代のOBが
集い、楽しく和やかなひと時を過ごしました。
　本会は会員相互の懇親や交流、現役部員の支援を目的として
活動しております。総会開催は2年毎ですので次回は2017年の
6月となりますが、OB、OGの皆さま、どうぞお気軽にご参加ください。
心よりお待ちしております。 　　　 　  吉田 明子 （茨木高25期）

40歳合同同窓会

　40歳同窓会が山桜会総会の後に行われました。追手門学院
小学校99期生、追手門学院大手前中高等学校42期生、追手門
学院茨木中学22期、高校42期生の同級生達が80名参加してく
れました。総会では小学校99期の担任でもあった東田校長先生
のお話もありました。田辺先生、中学校では宇佐崎先生や松木
先生、清水先生なども参加して頂き、卒後の長い時間が一瞬で
埋まるような楽しい時間でした。卒業アルバムのスライドを流す
演出をさせていただいたのですが、皆さま懐かしかったようで
喜んでもらえたのではないかと思います。2次会は梅田で開催し
ましたがここにもたくさん参加して頂き、長時間楽しい会になりま
した。来年は山桜会100周年にもなりますので、節目の良い思い
出になりました。ありがとうございました。

田中 麻紀（小99･大手前中.高42期）

2015年6月28日（日）

大手前中.高29期生同窓会

　梅田のザ･リッツ･カールトン･ホテルにて、亀井先生、小椋先生にもご出席いただき、大手前29期生の同窓会を5年ぶりに開催
致しました。先生方からご挨拶をいただき、懐かしい級友たちとあっという間の２時間。初めての参加者や久しぶりの方は顔と名前

が一致しないこともありましたが、時間が経つにつれ次第に盛り上がり、ほぼ全員が
２次会に移動。最後は４次会のラーメン屋へとなだれ込みました。卒業して約34年を
経ても、気持ちだけは10代の頃のように楽しく過ごせる仲間は本当にありがたいもの
です。次回は３年後に開催を予定していますので、今回参加が叶わなかった同窓生も
次回はぜひご参加いただけたら幸いに存じます。
　最後に、ご多忙のなかご参加いただいた恩師の先生方、ならびに遠方からも参加し
てくれた同窓生の皆さまに心より感謝申し上げます。  幹事　松田泰光

2015年8月15日（土）

ご報告

ご報告

ご報告ご報告

ご報告
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同窓会ライブ Love In Again 2015のご報告 LOVE IN AGAIN 実行委員長

神谷　健（大手前高25期）

総務委員長　谷　嘉浩
（大手前中・高41期）

　第5回となりました「安威祭復活コンサート Love In Again」 は8月29日（土）に、
千日前ライブハウス「アナザードリーム」にて開催いたしました。
　今年は、出演メンバーの同期生や家族だけでなく、多数の山桜会会員の方に
もお越しいただき、大変盛り上げていただきました。
　ご来場の皆様、本当にありがとうございました。
ライブの写真をFacebookでアップしておりますので、宜しければご覧くださいませ。

躍進する追手門学院女子ラグビー部
　私は、大学・高校を含めた追手門学院女子ラグビー部として「紀の国わかやま
国体」に出場させて頂きました。普段の試合以上に、責任と緊張を感じました。
当日の試合は、とても苦しくてしんどいゲームになりました。結果は負けてしまいま
したが、本当に大きなものを得ることができました。今大会を経験して、本当に自分
の無力さを感じ、その思いを自分がもっと上手くなるための力に変えたいと本気で
思えた和歌山国体になりました。

　私は、追手門学院女子ラグビー部に入って感謝と責任を学び、試合を通して勝つ
ことの喜びと感動を知ることができました。私の感謝は両親に対する感謝です。責任
は、チームを代表してピッチに立つということです。ラグビーを通じてこのようなこと
を学び、勝つ喜びと負ける悔しさを知ることで、ラグビーの「本当の良さ」を知るこ
とができました。恩返しするため、責任を果たすため、感動を得るためにこれからも
頑張りたいと思います。

３０期バンド……平・阿瀬・大野・木村・中川・船田（射場）
３１期バンド……坂井・上原・三谷・上原Jr（63期）
ヤン神バンド……神谷（大高25期）・木村（30期）・奥村（32期）
　　　　　　　　田井・中尾（34期）
佑花……辻中（茨中32期・高52期）
KOMEI……34期　井出Jr

45歳以下の評議員による食事会
　10月30日に阪急グランドビル17階レストラン「シィーファー」
にて、45歳以下の評議員を対象とした食事会を開催致しました。
　山桜会の事業にあまり参加したことがない若い評議員同士
で親交を深めようと呼びかけたところ、７名の方に集まってい
ただきました。
　山桜会の事業にほとんど参加したことがない人や、異なる委員
会に所属しているため接点のない人同士、大いに盛り上がりました。

　お世話になった先生のことや、共通の友人のこと、お互い知
らなかった共通の趣味のことなど、校友会ならではの話題がたく
さん出てきて、気が付くと３時間を超える長丁場になっていました。
　最後に第２回目も開催しようということを約束して宴は終わり
ました。今後も若い世代を対象とした催しを開きたいと思います
ので、対象者の皆さん是非ご参加下さい。

太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2015 横浜大会
追手門学院大学女子ラグビー部　準優勝

　＜高校生出場選手＞　新﨑 麻未

第 70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）ラグビー
女子 7人制エキジビションマッチ　３位

　＜高校生出場選手＞　新﨑 麻未、平田 七海

戦  

績

若手の会

出
演
メ
ン
バ
ー

追手門学院高等学校２年１０組　新﨑 麻未

追手門学院高等学校2年10組　平田 七海
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一礼する習慣も続いているそうです。行進曲は追手門学院の
校歌に加え、偕行社時代の校歌と金剛石も入っているそうです。
もともと陸軍将校の子息や軍医の子息の学校で、礼儀・礼節は
素晴らしいもので、戦後は男女共学で紳士淑女の学校として有
名で、誇りに思います。
　今年は、大阪偕行社附属小学校創設者陸軍中将高島鞆之助
没後100年にあたり、小学校6年生が鹿児島市に修学旅行へ行き、
127期生で高島鞆之助先生の生誕地近く甲突川河畔に記念碑を
建立し除幕式をしたそうです。お墓は東京青山霊園にあります。
美味しいお料理に舌鼓を打ちながら話に花を咲かせ、賑やか
に盛り上がりました。記念写真も撮り、偕行社の校歌は東田充
司先生と甲谷富佐子氏が模範を示して唄ってくださいました。
私達も歌いやすかったです。そして、追手門学院校歌（八束周
吉先生作詞）を歌いました。≪金城のいらかは高く≫の歌で、
皆様晴れ晴れしたお顔で、より良く進化していく追手門学院に
感激し誇りを持って歌っていらっしゃいました。東京山桜会会
員にとって、とても楽しい充実した一日でした。

第58回東京山桜会総会
　平成27年5月16日（土）、銀座ライオンクラシックホール（銀
座7丁目）に於いて、東京山桜会総会が参加者56名で盛大に
行われました。東京山桜会会長山根氏の挨拶があり、追手門
学院理事長川原氏、山桜会会長平泉氏、副会長乾氏、追手門
学院小学校長東田充司先生、大手前中･高校長木内淳詞先生、
茨木中･高校長住谷研先生や恩師橋本定也先生、川人公一先
生、赤井逸先生、赤井冨美恵先生ご夫婦なども顔を揃えて賑
やかに総会がスタート。『ああ、先生、今年も元気で良かった。』
『先輩達も元気で良かった。』お顔を見れば、その時代にタイ
ムスリップし若返るのは、素晴らしい活力剤であり、偕行社出
身や追手門学院出身の私達には即効薬です。こういう機会に
感謝です。役員の方々、先生の追手門学院の近況に耳を傾け
て『今年は追手門学院大学入学志願者がかつてないほど多く、
他校と比べ群を抜いて一番だった』という朗報に皆さんが喜ん
で微笑んでいらっしゃいました。『すごいね！』『良かったね』
追手門学院の独立自彊、社会有為の教育理念、環境、躾など
を基礎から自然と身に付けたことにより、二代目、三代目、四
代目と今に続いて追手門学院出身がいるそうです。兄弟姉妹
いとこ親戚などで20名という方もいて、素晴らしい事です。『追
手門学院なら大丈夫 !!』『あの学校なら安心して子供を教育し
てもらえる』厳しい世の中、社会の中で子供の学生時代にしっ
かりと生きる基本を身に付け、友達と仲良く豊かに学んでグロー
バルに活躍していく人間をめざし、大きな一貫教育、オール追
手門の方針に皆様納得されているご様子でした。
　平成28年6月の山桜会100周年記念に向けて行事計画も順
調に進んでいるとのことです。今も昔と変わらず、小学校体育
大会では造形体操や騎馬戦をやっているそうです。校門で

東京山桜会

平成28年 新年会 第59回東京山桜会総会・懇親会
平成２８年（２０１６年）５月２１日（土）　１２時～１４時３０分
銀座ライオン6Ｆ　クラシックホール（銀座７丁目）

平成２８年（２０１６年）２月１１日（祝）　１２時～１４時
横浜ベイシェラトン＆タワーズ28Ｆ　スカイラウンジベイビュー

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

東京山桜会レディース会　藤沢で開催
　お約束の女性だけの親睦会を、10月2日に17年ぶりに開催し
ました。関東地区在籍者約400名中、今回は40名の方にご案内
したところ、17名の方にご参加いただきました（40歳～80歳ぐら
いまで）。初参加の方も、さすがに同窓生。すぐ打ち解け、和気
あいあい、楽
しい交流がで
きました。みん
な大切なお仲
間です。先ず
はお出かけを！
　同窓生は素
敵な人ばかり
ですよ！

　さて、今から55年前の1960年（昭和35年）、東京山桜会に
若い女性5名が初参加しました。当時の偕行社出身の大先輩の
皆様を大変驚かせてしまい、話題に！　以来、緒方富雄会長
（32年間）はじめ、皿井長四郎会長（3年間）にお仕えし、
女性部隊長とおだてられ、会計・副会長を仰せつかりました。
　まず、1998年、東京会館で東京山桜会レディース会を開催。
22名参加。その後、音楽会・観劇会・静岡支部訪問10年間・
結婚式・新年会・校外教授・観光ツアー・展覧会など、参加者
も増え、頼もしい限りです。その間、田中稔会長・前田卯一郎
会長・三宅彰会長・山本英二会長をお見送りしました。現 山根
雅昭会長は戦後生まれ、同期の応援団も多勢。女性にも理解
あり、私もお役目を果たせ、これで安心して勇退です。
　来年の【祝山桜会100周年】に共に参加できるように予定しましょうね！

甲谷 富佐子 （中2期）

東京山桜会レディース会　　於:藤沢　善乃園



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

65歳同窓会 （小74中高17期）    70歳同窓会 （小69中高12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。

開 催 日：平成28年1月24日（日）　17:30開宴
開催会場：リーガロイヤルホテル  山楽の間　　TEL.06-6448-1121
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

Email：office@yamazakurakai.com

西田 真由子 & 神戸オペラカンパニー  公演曲（抜粋）
プッチーニ作曲、歌劇 「ジャンニ  スキッキ」より「私のお父さん」
ビゼー作曲、歌劇 「カルメン」より「闘牛士の歌」
グノー作曲、歌劇 「ファウスト」より「宝石の歌」
プッチーニ作曲、歌劇 「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」

カプア作曲 「オーソレミオ」
ヴェルディ作曲、歌劇 「リゴレット」より「女心の歌」
滝廉太郎 作曲 「花」
ヴェルディ作曲、歌劇 「椿姫」より「乾杯の歌」

　スタートの前菜は和と洋の食材を
アレンジして盛り合わせに致しました。
おすすめはじっくりと煮込んだ柔らかな
牛ホホ肉をパイで包み焼きあげた
シチューそしてリーガロイヤルホテル
自慢の海の幸たっぷりのピラフをご用意。
山桜会新年会特別メニューをどうぞ
お楽しみ下さい。

＆ ＆

スペシャル新年会平成28年
追手門学院校友会
山桜会 100周年記念

平成28年1月24日（日）

全席指定、テーブルビュッフェとなります

17時20分 開場　
17時30分 開宴  オープニング
 君が代斉唱、 乾杯
18時00分 ディナー
 西田 真由子 &
       神戸オペラカンパニー
 ソロ、合唱、バイオリン演奏等
 65歳 ・ 70歳同窓会
18時55分 テーブル対抗クイズ抽選会
19時15分 校歌斉唱
19時20分 全体写真撮影
19時25分 会長挨拶 100周年に向けて
19時30分 大阪締め
19時35分 お別れ抽選会　閉宴

受付開始 16：50　開宴 17：30　終宴予定 19：40

￥10,000    大学生以下 ￥5,000
お子様料理なしの場合は無料。子供料理の必要な方は別途お申し出ください。

（￥3,000）

場
所
リーガロイヤルホテル  山楽の間
ＴＥＬ. 06-6448-1121

日
時

浅井 知子（小78期）

司 会

タイムスケジュール

会
費

総料理長
太田 昌利氏

追手門学院
校歌

混声四部合唱

スペシャル演目

《前菜の盛り合わせ》
　きのことシェーブルチーズ、干し柿のキッシュ

スモークサーモンの菜の花巻き
フォワグラムースのピスタチオ飾り  プチブリニを添えて

かさごのから揚げ  カボス風味
温かいかぶらのクリームスープ ブラックタピオカを浮かべて
サーモンのポワレ  ポテトのチーズ焼き  マリニエールソース
やわらか牛ホホ肉の赤ワインシチュー  パイ包み焼き

リーガロイヤルのシーフードピラフ
ホワイトチョコレートのクリームと柑橘のジュレ

コーヒー

2016年1月13日(水)

●お申込み手順
（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。　※事務局にてお振込みを確認後、山桜会事務局よりチケットをお送りさせていただきます。当日ご持参下さい。

●お申込み期限 ：
●お振込口座 ：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

　平成28年の新年会は山桜会100周年記念事業のため特別企画を御用意しました。卒業生の西田真由子さんと神戸オペラカンパニー
の競演により大スケールで聴ける環境を整え、100周年記念特別料理を味わいながら、敷居が高いオペラもなじみ深い曲で楽しんで
頂きます。また以前、校歌には四部合唱が存在していましたが、楽譜が行方不明になっていました。今回はそれを復活させることに
成功し、オペラ歌手による追手門学院校歌四部合唱を初披露いたします。それ以外にも特別企画やサプライズ企画を多数用意して
いますので、このチャンスをお見逃しなく100周年の新年会に参加し、歴史の生き証人になって下さい。

新しいことが起こる予感！ 驚きの連続！

平成28年山桜会新年会実行委員長　塩見 啓二 （小85・大手前中高28期）

西田 真由子
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
数々のオペラで主役を務め、第九ソ
リストとしても活躍

澤井 宏仁
神戸オペラカンパニー主宰
オペラを中心に演奏活動を行い幅広
い音域と豊かな声量でこれまでに
200を超えるオペラに出演している。

ソプラノ

バリトン

美味しいお料理 　よく聴くオペラ　 テーブル対抗クイズ抽選会　
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