
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
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藤原 弘邦

平泉 憲一
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平成27年6月28日（日） 会場：追手門学院大阪城スクエア 大手前ホール午前11時00分開催

1916年（大正5年）桜会誕生より100年
（1928年山桜会に改名）

「こころのふるさと」
オール追手門で次世代につなげよう!
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　山桜会は、来年2016年（平成28年）に100周年を迎えます。
　山桜会史上最大の節目である100周年を来年に控えた本年度
の基本方針は、ズバリ、「山桜会100周年を成功させるために、
全会員が一丸となってプレ活動や準備活動をがんばろう。」です。
　小中高校の同窓会組織がこのように長期間活発に活動してき
た例は全国でもないのではないでしょうか。これは、母校の発展と
卒業生・同窓会の発展とが相まっての成果ですが、このようなよ
い関係が長期間続いてきたのは、追手門で学んだことが、卒業
後に社会で立派に通用し、卒業生が更に学院に還元するという
循環が確立しているからだと思います。
　私たちが追手門で学んだことは何なのか、追手門の核心は何
なのかについては、昨年来、評議員会、実行委員会等にて検討
してきましたが、「こころのふるさと」ではないかと考えるに至りました。
　「こころのふるさと」とは、場所的な「ふるさと」ではなく、「ここ
ろや考え方の出発点」のことです。「こころ・考え方の原点」は、
小学校～高校までに、「家庭」「学校」での教育による形成され
ると思われます。家庭とがっちりと手を携えた追手門での教育は、
私たち卒業生にとっては「こころのふるさと」ともいえる根源的なも
のではないでしょうか。この具体的内容は、質実剛健や、独立自疆・
社会有為などとして言い表されるものかもしれませんが、私たちは、
追手門で、人として必要な根源的なこころや考え方を学んだと考
えています。
　この「人として必要な根源的なこころや考え方」は、追手門の
中でも、時代や出身校などによっても異なるかもしれませんが、今
後さらに一年間かけていろいろな卒業生のお話や企画などによっ
てより具体化していきたいと考えています。

　具体化の第一弾は、本年度の総会（2015年6月28日開催）時
の追手門学院小学校校長である東田充司先生によるご講演で
す。東田先生には、追手門学院のこれまでの歴史及び今につい
てわかりやすくお話しいただく予定です。私たちは、自分の母校
のルーツを意外と知らないのではないでしょうか。またとない機会で
すので、是非ご参加ください。
　また、６月には、茨木・大手前の各中高において、恒例の「将
来を考える日」を開催します。社会で活躍する様々な卒業生が、
後輩である中高生に対
し、仕事の話、仕事に
就くまでの経緯など講師
としてお話します。現役
生徒にとっても卒業生に
とっても「こころのふるさ
と」を再確認する機会と
なると思います。また、
本年度は、これに加えて、
ＮＡＳＡの本宇宙飛行士
による講演も予定しております。この方は卒業生ではありませんが、
お話しを踏まえて「人として必要な根源的なこころや考え方」を考
えましょう。
　さらに、１０月４日には、卒業生でありピアニストの田尻洋一さん
（茨高29期）に、追手門スクエアにおいて、お城を借景にしてピ
アノ演奏とお話をしていただきます（茶話会形式）。ゆったりとした
異次元空間で「こころのふるさと」を感じましょう。
　このように100周年記念事業は、追手門教育の財産ともいうべき
「こころのふるさと」を、次世代に承継していくための契機にした
いと考えています。そのためには、一部の卒業生だけではなく、
学院や児童・生徒、大学校友会、ＰＴＡなどオール追手門でタッグ
を組んで盛り上げていくことが不可欠です。大きな節目を多くの皆
さまと共に頑張っていきたいと思いますので、是非ご参加いただき
ますようお願いいたします。

「こころのふるさと」
    オール追手門で次世代につなげよう！

平成27年度基本方針 校友会  山桜会  会長  平泉 憲一
（茨木高25期）   

「将来を考える日」の一講義

26年度第2回評議員会

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 西川 良彦 茨木高18期 行田 貞生 小68・中高11期池田 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
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平成27年新年会実行委員長

今西 良介 （小103期）平成27年山桜会新年会のご報告
日時　2015年１月25日（日）　　場所　ウェスティンホテル大阪

　「山桜会の新年会実行委員長をやってみないか？ 」記憶
によればまだ夏真っ盛りの北浜。平泉会長が勤められる弁護
士事務所に呼ばれた私は、その会議室にて、そうお誘いを
受けました。正直言って、新年会に過去出たことがない私は、
過去にどういうテーマで、どういう雰囲気なのかが全くわから
ず、漠然とした問いに対し、すぐには答えられませんでした。
しかし翌週、あらためて会長と昼食を共にしていただいた際
にこう言いました。
　「世の中には、今回のような "お声がけ "を、本当はしても
らいたくて仕方ないのに、（声の）かからない人がたくさん
いる。私は（お声がけを）いただいただけで、大変光栄に思

わなくてはなら
ないと気持ちを
改めました。正
直いまは途方に
暮れているが、
いい機会と捉え
て、なんとか
やってみます」
こんな想いで、
新年会の委員
長を、務めるこ
とになりました。

　テーマは「Let it go」。邦訳は「好きにさせてよ、自由に言
わせてよ」という語意と聞いて、これから100周年を迎える
山桜会が、今後も開かれた場となるよう、命名しました。
　当日は廣沢さんをはじめとする演奏者のみなさんや、小角
さん・池田さんを含めたスタッフの方々、会計では松井さん
や川口さん、何より細やかな気配りでフォローしてくださった
乾さん、あと事務局やホテルも含めて、みなさんのおかげさ
まで、なんとか無事に終えることができました。
　みなさんの笑顔に出会えた、素晴らしい新年会になりました。
あらためて感謝申し上げます。

詳細

西田真由子さん

岡本昭治さん　大阪締めWAR-ED （ウォード）

廣沢繁司さん南尾真衣さん谷川歩依さん

川原理事長 坂井学院長平泉会長

元気な女子学生たち　

大学入試志願者数の増加率（約４５％）は日本一、くわえて入学
手続き率が予想を大幅に超えたとあって、キャンパスは例年以上
に賑わっている。心強い限りである。
追手門学院大学の最近の女子学生の活躍はめざましい。
女子サッカーは参加１年目で見事に関西リーグ一部昇格を果たし
たし、チアリーディングは世界大会で４位に入賞、日本初の快挙と
のこと。また、女子ラグビーは新聞各紙でも取り上げられているよ
うに、西日本では最強。近く、東京に遠征し強豪の立正大学と
一戦をまじえる。昨日たまたま藤尾政弘社長の茨木食堂でグルー
プに遭遇した際、成果をあげてきますと豪語していた。その心意

気やよし。心意気
なくしては何事もな
しえない。ちなみに、
茨木食堂では学生
たちから挨拶され
た。さもなければ、
試合を観戦したこと
はあるけれども、普
段着姿の彼女たち

に気がつくのはむずかしい。歯医者の帰りがけ、愚妻と一つのソ
フトクリームを分けあっている姿に、「ラブラブですね」と。如何
にも今様の軽口を叩かれた。
課外の諸活動でも女性の姿が目立っている。
この傾向は、追手門学院に限ったものではなく、ある世代以下に
共通している。大雑把な印象では、４０歳代以下の傾向と言えま
いか。一般論である。
男子学生は総じて優しい。元気さを内に秘めていることを望みた
いが、うつむき加減の姿が散見されるのが気にかかる。
例外はある。「今日も徹夜帰りです」と自活している学生もいる。
眠くないのかと聞くと、午前の授業を受けてから寝ますと。頼もしい。
学生時代には大言壮語するくらいの元気さがほしい。謙虚さは
怠惰の口実にもなりかねない。誤解を避けて、有言実行と言い換
えてもいい。公言することで自分に発破をかける。本学客員教授
でもある大畑大介氏は学生時代から有言実行。家でもそうであっ
たようで、神戸製鋼時代、試合のあとで母上と立ち話をした際、
また大きな風呂敷を広げているんではありませんかと。
学生時代は大言壮語、社長になったら謙虚に。藤尾社長は出しゃ
ばらず、まことに謙虚な方である。

学校法人追手門学院  学院長  坂井 東洋男

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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100周年記念事業実行委員会            

委員長   平泉 憲一 （茨木高25期）山桜会100周年に向けて
　100周年実行委員会は、来年2016年（平成28年）の山桜会
100周年事業の準備を行っており、本年度4月から、「式典・プ
レ企画部会」「懇親会部会」「記念誌部会」の各部会を設置し、
今後は各部会ごとに企画を具体化・実行していきます。
　テーマは本会報冒頭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！であり、このテーマ
を実現できるように準備をしております。特に、この１年間は
100周年プレ企画として、さまざまな企画をしてまいりますので、
多くの皆さまのご参加いただき、盛り上げていただければ

ありがたいです。
　また、2016年6月26日に開催予定の100周年記念式典・懇
親会は、全学年の同窓会でもあります。各学年の幹事の皆さま、
今後同窓会の開催を検討される場合には，是非来年の「6.26」
に一緒に開催し、単独学年だけでない、先輩・後輩が終結す
る「全学年同窓会」の開催にご協力ください。
　今後の企画や100周年事業自体の情報発信は、適宜、ホー
ムページ、会報、その他イベントの際のチラシなどにて行って
いきますので、ご覧ください。

山桜会100周年を記念して、下記のとおり式典・懇親会を開催致します。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、是非ご参加くださいます様お願い致します。

【山桜会100周年記念講演会】

元NASA宇宙飛行士
ジョン．Ａ．マクブライド氏による講演会

【山桜会100周年記念式典・懇親会】

記念ロゴ、多数のご応募ありがとうございました

希望公演日、氏名、ご住所、ご連絡先、卒業校（期）を御記入の上、山桜会事務局まで
FAX（06-6940-3482）でお送りください。申込み受付後、受講票をお送りさせていただきます。
受講票は入校許可書となりますので、当日、必ずお持ちくださいますようお
願い致します。1週間前までに受講票が届かない場合は、お手数ですがお問い
合わせください。ホームページからもお申込できます。

大型スクリーンにスペースシャトル発射の迫力と臨場感溢れる映像を映し出し、
宇宙飛行士がシャトル内で生活する苦労話などを楽しく講演して頂きます。
小学校、大手前中・高等学校、中・高等学校（茨木）の３校で各々講演会を

開催致します。聴講希望の方は、各会場ごとに受け
付けますのでお申込み下さい。
各々定員になり次第、受け付けを締め切らせて頂きます。
なお、内容は学生向けになっております。

NASA所属ジョン・マクブライド
1984年よりNASA所属ケネディ宇宙センター助管理者
1988年、STS-35（ASTRO-1）任務のクルー
現在はケネディ宇宙センター宇宙飛行士エンカウンター・チームのメンバー兼講師

（お申込み方法）

日時 ： 2015年7月10日（金）9：00～10：30
場所 ： 中･高等学校（茨木） 大学6号館

１回目

日時 ： 2015年7月10日（金）13：30～15：00
場所 ： 小学校　110記念ホール

2回目

日時 ： 2015年7月11日（土）11：30～12：45
場所 ： 大手前中･高等学校　体育館

3回目

山桜会100周年記念ロゴの応募を受け、多数の応募作品が集まりました。応募頂きました方々に
は、感謝申し上げます。
選定にあたり、既存の山桜会ロゴを利用し、「追手門学院のいろいろな卒業生が一つの環に成っ
て、過去百年を築き、次の百年も一つと成って盛り上げていこう。」との思いや、多様な場面で
の使用等を考慮し、100周年実行委員会にて最終選定を行いました。

100周年記念実行委員会

日  時 ： 2016年（来年） 6月26日（日）  総会 10:30～ 、　式典・懇親会 12:00～
会  場 ： ホテルニューオータニ大阪 （大阪市中央区城見 1-4-1　TEL06-6941-1111）

http://yamazakurakai.com/archives/9103.html
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あなたのとっておきの写真を、１００周年記念誌に！

100周年記念事業実行委員会

小川 将史 （小106・大手前中高49期）

平成28年（2016年）、追手門学院校友会山桜会は100周年を
迎えます。
この記念すべき年に、追手門学院ならびに本会の歴史・事業
内容、山桜会員（卒業生）の活躍などを掲載した記念誌を発行
することとなり、担当部会の責任者を仰せつかりました小川将
史でございます。
編纂作業については、今年４月の評議員会にて100周年記念

誌部会を発足させ、活発な議論の下、編纂作業が始まりましたが、
より魅力的な記念誌にするべく、卒業生・在校生・教職員の皆様
方のご理解とご協力を頂戴しながら取組みたいと考えております。
役員・評議員に関わらず一般会員の参加も大歓迎です。アイデ
アが次々と生まれる有意義な部会運営に努めてまいりたいと思
いますので、記念誌の編纂作業に是非ご参加くださいますよう
お願い申し上げます。詳しくは、山桜会事務局へお問合せ下さい。

校友会山桜会では、平成28年（2016年）に100周年を迎えるにあたり、記念誌を発
行いたします。そこで、会報をご覧の皆様から在校当時の懐かしい写真や、山桜会・ 
追手門学院に関係する写真をお貸しいただきたく、お願い申し上げる次第です。 お借
りいたしました写真は、発行後に返却させていただく予定です。詳細につきましては、
お手数ですが、山桜会事務局までご連絡をお願い致します。

TEL.06-6940-3481　 メール：office@yamazakurakai.com

【山桜会100周年記念誌】

100周年記念誌の編纂作業が始まりました！

－大阪城天守閣をバックに
　　同窓生と心潤うひと時を－

世界で活躍されているピアニスト田尻洋一さん（茨木高
29期）による“山桜会100周年記念ピアノコンサート”
が大阪城スクエアで開催されます。大阪城天守閣を
バックに田尻さんによる軽妙なトークと美しいピアノの
音色に包まれて、午後の贅沢なひと時を過ごしません
か？皆様のクラシック
音楽のリクエストにも
応えてくださる予定で
す。お飲み物とお菓子
もご用意しております
ので、皆様是非ご参加
ください。

【山桜会１００周年記念アフタヌーンピアノコンサート】

田尻洋一  ピアノで紡ぐ「こころのふるさと」
美しく青きドナウ（シュトラウス）
別れの曲（ショパン）
ソルヴェイグの歌（グリーグ）
ハンガリー狂詩曲第２番（リスト）  ほか

曲
　
目

日時 ： 2015年10月4日（日）　14：45受付　15：30開演
場所 ： 大阪城スクエア
　　　（大阪市中央区大手前1-3-20　℡06-6942-2788）
会費 ： １,０００円（大学生以下　無料）　ティーセット付き
申込書は、山桜会ＨＰよりダウンロード願います。
お問合せ　山桜会事務局　℡06-6940-3481

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

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

塩見 啓二 小85・大手前中高28期

「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 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

http://yamazakurakai.com/archives/9109.html

95

5



95

渉外交流委員会

総務委員会

同窓会サポート委員会

委 員 会 活 動 報 告 詳細

追手門学院PTAと校友会山桜会との懇親会が、3月24日、追手門のれん会の加盟店で
ある桃谷樓（ヒルトンプラザウエスト店）で開催されました。ＰTAからは、小学校・大手前中
高・茨木中高の、26年度と新年度の会長、副会長、会計、会計監査の19名と、山桜会から
は平泉会長始め、副会長、理事、評議員のメンバー19名の参加でした。美味しいお食事を
いただきながら、お互いに日頃思っていることなど、楽しい会話に時間が流れました。
また、二次会の席も設けられ一層懇親が深まったようでした。

追手門学院PTA・校友会山桜会懇親会が開催されました

楽しく・楽しく・楽しい・総務委員会

小学校・大手前・茨木
　　　学年同窓会を開催しています

総務委員会は、総会や評議員会、理事会等の運営を中心に、山桜会の事業執行を裏から支える活動を行っております。会議の準備
や運営というと、一見「地味」で「退屈な」委員会のように思われるかもしれません。しかし、実際には夏のビアパーティーや、年末の忘

年会をプロデュースしたり、各委員会の事業と連携をとりながら、山桜会を盛り上げるための企画
を検討したり、「派手に」「楽しく」活動しております。特に１か月に１回程度開催している委員会で
は、ほぼ毎回会議後に食事会を開催して、みんなで和気あいあいと楽しい時間を過ごしています。
数ある委員会の中で最も委員会活動を楽しんでいる委員会なのではないかと思います。評議員以
外の会員の方でも、また他の委員会に所属している評議員の方でも、総務委員会の活動（もちろん
食事会も！）に興味をもたれた方は是非ご連絡ください。委員会の見学も大歓迎です。

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。

渉外交流副委員長

土畑 純子 （茨木高25期）

総務委員長　谷　嘉浩 （大手前中･高41期）

同窓会サポート委員長　　　　

坂井 宏嗣 （茨木高31期）

詳細｢青が散る｣Award 受賞者発表
追手門学院  第7回文章表現コンクール

2015年1月31日(土)　大阪城スクエアにおいて第7回「青が散る」Award受賞者が発表されました。
応募総数は、作文・エッセイの部3271作品、短詩の部1496作品で、学内外問わず一般の方から
の作品も多数集まりました。 ≪短詩の部≫

　最優秀作品賞 勝　柚芙子さん 追手門学院高等学校2年生（現3年）
　優秀作品賞 水野 佳奈さん 追手門学院小学校2年生（現3年）
　審査員特別作品賞 鹿村 佳矢さん 追手門学院小学校6年生（126期卒）    他2名

≪作文・エッセイの部≫
　優秀作品賞 徳原 由子さん 追手門学院小学校2年生（現3年）
 山中 詩織さん 追手門学院高等学校2年生（現3年）
　審査員特別作品賞 佐々木 玲奈さん 追手門学院大手前中学校3年生（現高校1年）

絵：追手門学院幼稚園あじさい組
　　池田 乃彩さん（現  まつ組年長）
　　（2013年度 年少時作）
　

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）
40歳 小学校 99期・中高42期・茨木中22期 平成27年 6月28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） 
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

2014年度総会

2015年度50歳55歳同窓会

第８回「青が散る」Award応募要項　http://www.otemon.jp/eri/
他4名
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会員交流委員会

会員交流委員会は、スポーツのほか、グルメや観劇など文化活動を通じて、山桜会会員の交流、親睦を図り多くの会員が参加でき
且つ、楽しい山桜会活動を展開しております。
今後は皆様が趣味仲間と集える、若手同士で交流できる、再会したい会員と会える、母校が出場する大会にて共に応援する企画な
ど委員の方々と考えてまいります。
催しは委員だけ（が参加するの）ではありません。同じく、催しは理事・評議員だけ（が参加するの）ではありません。
会員の皆様が主人公として参加してもらいやすくなるよう頑張ってまいります。

「明日から  当分会えぬ  好き
な彼（こ）の  ぼたん欲しがる 
卒業式かな」
２月15日（日）、総勢32名の会
員交流主催「酒蔵とぼたん鍋
を楽しむ会」一行は、午前８時
半、大阪駅大弘ビル前を出発、道中渋滞もなく、定刻より30分早く
鳳鳴酒造味間工場に到着しました。杜氏による酒造りの工程説明を
聴きながらの試飲は格別。試飲といっても自分で注げるため、午前様
にもかかわらず、皆が吟醸やら、しぼりたてやらに酔いしれました。
あっという間に定刻となり、バスに戻った一行へ、杜氏から最後に
酒造りの唄が披露され、さらに酒粕のお土産もあり、多大なるおも
てなしを頂戴して酒蔵をあとにしました。
お腹がすいた一行が、次に向かったのは「ささやま荘」。いよいよ、
上ぼたん鍋を堪能します。
便宜お図りいただき、鳳鳴のお酒を持ち込んだ一行は、鍋で温ま
る部屋のなか、あっという間のひとときを過ごしました。各テーブ
ルに鍋奉行がいたおかげで、美味しく、段取りよく食べることがで
きました。
帰り「お菓子の里丹波」ではお土産を調達。大した渋滞もなく、ほぼ
予定通りのツアーとなりました。
すべて企画立案は"山桜会の達人"川口さん、バスその他の手配は
岸和田観光様のおかげさまで、充実した会員交流の催しとなりま
したこと、ご報告いたします。

会員交流委員長　今西 良介 （小103期）

お問い合わせは ☎06-6940-3481 （山桜会事務局）

８月下旬にお送りする案内状にてお知らせします。
プレーフィは各自ご精算ください。

日　　時

集合時間

場　　所

競技方法

申込方法

プレーフィ

参 加 費

６時５０分より　各組スタート時間の３０分前（時間厳守）

特別料金 ２０,０００円（昼食付き）

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。

  山桜会事務局  FAX: 06-6940-3482
  mail: office@yamazakurkai.com 

平成２７年９月２７日（日）　７時２０分よりスタート（２４組）

今年も、「オール追手門」の
世代を超えた交流を目的に『山桜会ゴルフコンペ』を開催
致します。山桜会会員はもちろん、学院役員、先生方や
PTAの皆様にもご参加いただく予定です。お一人での参加
も大歓迎です。豪華景品を多数揃えておりますので、皆様
方のご参加を心よりお待ち申し上げております。

〒563-0135  大阪府豊能郡能勢町野間西山95
ＴＥＬ 0727-37-0888
参加者には後日、集合時間・組合せ表・地図等を郵送致します。

アートレイクゴルフ倶楽部

18ホールストロークプレー、山桜会ペリア方式・他ローカル
ルールに準ずる。  個人戦（入賞は当日発表します。）

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

 【ご案内】

『酒蔵見学とぼたん鍋ツアー』開催
【ご報告】

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

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

嶋野 義夫 高17期

大人お１人様

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

山桜会100周年記念山桜会100周年記念

ゴルフコンペ
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追手門学院小学校  校長  東田 充司

高島鞆之助先生
誕生地記念碑と修学旅行
　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、4月に実施した修学旅行のご報告をいたします。

〔高島鞆之助先生誕生地記念碑〕
　平成3年9月4日、「高島鞆之助先生誕生地記念碑」除幕式
が鹿児島市甲突川の河畔で行われました。正確な誕生地から
50ｍ程で河川公園の最も環境の良い場所を、鹿児島市よりご
提供いただきました。創立百周年を記念した修学旅行として、
102期生が創設者の誕生地である鹿児島を訪問した卒業記念

品として建立したもので
す。鹿児島中央駅から
徒歩５分、甲突川右岸
の記念碑の対岸には西
郷隆盛、大久保利通の
誕生地碑があります。

　昭和25年、61期生より中・北九州を中心とした九州修学旅
行を続けてきましたが、前述の通り平成2年に鹿児島を102期
生が訪問しました。記念碑建立後も104・106期生が鹿児島を
訪れ記念植樹等を行い、平成10年には110期生修学旅行で創
立110周年の記念式を鹿児島にて行いま
した。この110期生以降は毎年鹿児島を
訪問しています。
　今年は高島鞆之助先生没後百年となり
ます。記念碑は追手門学院のある大阪に
向けて設置されているのですが、その後
の公園整備に伴い、結果的にナポリ通り
側からは裏側を向いている現状にありま
す。そこで没後百周年の本年、127期生

の卒業記念品として訪問記念碑を建て、除幕式を行いました。
これにより、歩道側からも誕生地の碑の存在が良く分かる様に
なりました。鹿児島を訪問された際には、是非お立ち寄りくだ
さい。

〔今年の6年生修学旅行〕
　127期生は、4月15日早朝に大阪国際空港に集合し、空路
鹿児島に向かいました。到着後、仙巌園、知覧特攻平和会館
を見学し、歴史資料館である維新ふるさと館に向かいます。そ
の後高島鞆之助先生の
誕生地を訪れ、没後百
周年の式典で献花式を
行い、高島先生の碑の
前で追手門学院小学校
児童としての決意を新た
にしました。

　2日目は九州新幹線に乗って熊本へ向かいます。熊本城と水
前寺成趣園の見学の後、フェリーに乗り雲仙岳災害記念館で
の学習を行いました。
　3日目は雲仙温泉地獄めぐりが最初の目的地です。至る所か
ら高温の温泉と噴気が激しく噴出している様子は驚きの連続で
した。午後は長崎入りし、大浦天主堂とグラバー園を訪問しま
した。
　いよいよ最終日。平和記念公園を訪れ、千羽鶴を捧げ、全
員で黙祷をしました。その後、原爆資料館での被爆体験講話
では子どもたちの多くが涙し、平和の大切さを心に刻みました。
学問の神様である大宰府天満宮を廻って福岡空港経由で帰阪の
途に就きました。関西の地を離れ、仲間や先生方と過ごした
3泊4日は、一生の思い出としていつまでも心に残ることでしょう。

維新ふるさと館の高島鞆之助記念企画展
誕生地記念碑への献花

除幕式での没後百周年碑

辻田 四郎 小67・中10期田口 順一 小78期 中村 嘉孝 小91期林田 栄三
林田 隆行 小72・中高15期

小78期
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追手門学院中・高等学校（茨木）校長  住谷　研

追手門学院中・高等学校（茨木）校長

中高創立65周年を迎えて
 ～70周年に向けて走り出します～

中・高（茨木）ブラスバンド部、大手前中・高 吹奏楽部より ご支援のお願い

校友会山桜会の皆様には、日頃より、ご理解とご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。
今年度は中高創立65周年の節目の年度となります。来る2020
年度の70周年に中高の「新しい学び」の成果が発表できるよう
に、今年度を新たな教育活動の出発の年と位置づけ、よりよ
い教育（学び）を生徒に提供できるよう、邁進してまいる所存
です。

折しも2020年度は大学入
試改革実施の初年度とな
り、「21世紀型能力」を
中心に評価する新テスト
が導入されます。「21世紀
型能力」とは、国立教育

政策研究所の報告書によれば「基礎力」「思考力」「実践力」
であり、その中でも中核となるのが「思考力」になります。一
人ひとりが自ら学び、自分の考えを持って他者と話し合い、よ
り良い解や新しい知識を生み出し、次の問いを見つけていく力
です。本校でもすでに、「基礎力」にあたる「基礎学力の定着」
のための反復徹底学習を基本に据えた学習システムを整備し
実践していますが、さらに、「思考力」「実践力」を育むため
の授業内でのグループ学習や「アウトプット講座」「プレゼン大
会 @追手門」などを実践し、推進しております。「こういう時代
だからこそ、こういう人財を育成したい」という建学の精神にのっ
とり「新しい学び」を実践していくことで生徒の可能性をより引
き出してまいります。そして、そのためには、我々教員の教育
力の向上が必須であり、学校を挙げて組織的・個人的な取り
組みを続けています。
2014年度に卒業した生
徒は、京大医学部をは
じめ難関大学への進学
実績において、よく健闘
してくれました。しかし、

学習面において在校生のみなさん、保護者のみなさんの満足
度を十分に満たしているとは考えておりません。現状に満足す
ることなく、さらに生徒の学力・人間力を伸ばすために、われ
われ教職員一同は研鑽を積んでまいります。
また特色あるコースとして「スポーツコース」が4年目を、「表
現コミュニケーションコース」が2年目を迎えました。「スポー
ツコース」の強化クラブは確実に実力をつけ、いずれのクラブ
も全国まであと一歩のところまできております。その一歩を進む
ための壁は厚いですが、高い目標をもって努力する姿勢は、
学校全体に活力を与えてくれています。
「表現コミュニケーションコース」は週8時間演劇的手法や身体
表現を使って、表現力・コミュニケーション力を育んでいく全国
でも類を見ないコースです。その成果発表として昨年度末に「自
画像公演」が学内で行われ、一人ひとりの発表する内容と演
技のレベルの高さに圧倒されました。今後は学外に向けた発
表も予定しております。機会がありましたら、是非一度ご覧い
ただければ幸いです。
　もちろん、伝統ある行事である「修学旅行」「安威祭」「卒業式」
も生徒が主役となって変わらぬ盛り上がりをみせ、既存のクラ
ブも指導者・コーチと共に元気に活動してくれております。
　今年度も「あたたかみのある進学校」として、目の前にいる
生徒諸君のために教育
活動に邁進してまいりま
す。今後とも、皆さまの
ご支援をお願い申し上
げます。

山桜会会員の皆さまには、平素より、ご理解とご協力を賜り、誠にあ
りがたく感謝いたしております。
現在、両中高のクラブは、学内での発表をはじめ、学院関係のイベント・
学外でのコンクールへの参加など活発に活動をしております。ただ、
演奏する際に必要な楽器が老朽化してきているのに加え、種類も不足
しており、そのことでコンクールに参加できない場合もあります。足り
ない機種は多岐にわたり、それぞれが高額ということもあり補充がま
まならない状況です。この現状を踏まえ、山桜会の皆さま
からのご支援をいただければ、誠にありがたく、この紙面
をお借りしてお願いをさせていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

中学3年ニュージーランド修学旅行

追手門学院大手前中・高等学校  校長

住谷 　研
木内 淳詞

中･高等学校（茨木）　TEL072-643-1333 （担当： 大川 稔和 教諭）
大手前中･高等学校　TEL06-6942-2235 （担当： 佐藤 和宏 教諭）

お問合せ先

高校1年生対面式

高校2年北海道修学旅行
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中高オープンスクール：7月18日（土）・9月26日（土）
中学入試説明会（プレテスト）：10月24日（土）・11月21日（土）
高校入試説明会：10月17日（土）・11月14日（土）・12月5日（土）
※いずれも予約が必要となります。詳細は本校HPをご覧ください。

中･高等学校（茨木）　2016年度入試説明会
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追手門学院大手前中・高等学校  校長  木内 淳詞

今年度の取り組み

　校友会山桜会の皆さまには、本校教育にご理解・ご支援を
賜り、深く感謝申しあげます。様々な面からのサポートをいた
だき、教育内容が充実したものとなっています。お近くにおい
でになられましたときは、母校にお立ち寄りいただき、後輩の
学校生活の様子をご見学いただけましたら幸いです。
　さて、新たな年度が始まり、学校はいい意味での緊張感を持っ
て進んでいます。昨年度は計画・準備段階であった教育の取り
組みも本格的にスタートしており、ＨＰ等でもその様子をご報告
しております。今まで更新の頻度が低く、またタイムリーに更新
できなかったことを反省し、学校外の方にも在校生と保護者の
方にも、学校の取り組みの様子をしっかりとお伝えできますよう
に、体制を整えております。私のブログを昨年度に始めた折に、
多くの方から「ブログ見てますよ」と、よく声をかけていただき
ました。他の記事とは棲み分けをしながら、私の視点からの学
校の様子をお伝えいたします。
　今年度、力を入れていますのは、第一に、生徒諸君の学力
を伸ばし、第一志望校に入学できる力を身に付けてもらうこと
です。今年度は4月より高校全学年の放課後の講座（補習）が
始まっています。中学もプレップという放課後の自習の時間に
加えて、5月より放課後の講座が始まりました。学校でのフォロー
の体制をＨＰにもあげて、保護者の皆さまにご確認いただける
ようにいたします。また、高校で受験しているスタディーサポー
ト（学力検査と学習習慣調査）の結果に基づいた分析会とデー
タの活用法に関する研修会を行いました。各担任から学習面
での懇談をさらに丁寧に実施してもらいます。授業では、反復・

定着により基礎学力を鍛え
ていくことを今まで以上に
意識して取り組んでまいり
ます。

 　一方で、2020年の大学
入試改革に備えて新しい学

びの方法を採り入れ、力をつけ
ていく取り組みも進めています。
特に中1から始まった総合学習の
内容は、知識を活用したり、そ
れをアウトプットして周りの生徒
と共有したり、さらに深めたりす
ることが可能になる授業です。
昨年度から推進しています8つの

力（解決力・思考力・俯瞰力・想像力・コミュニケーション力・
表現力・協同力・貢献力）と5つの教育（質の高い学力教育・
コミュニケーション教育・主体性教育・グローバルキャリア教育・
ロボット・サイエンス教育）の取り組みをさらに推し進めてまい
ります。今年度は両中高創立65年。70周年に向けて両中高の
教育をさらにオープンにし、社会的評価を高められるよう、努
力してまいります。
　山桜会の会員の皆さま方に
は、今後も変わらぬご支援を
賜りますよう、お願い申しあげ
ます。
なお、以下のように入試イベ
ントを開催いたします。ご家族
の方やお知り合いの方にもお知らせいただけますと幸いです。

新任紹介
　山桜会の皆さまには、平素より本校教育活動に多大なご支援を賜り、感謝申し上げます。
　さて、このたびの人事で教頭の職を拝命しました。併せて学習推進部長も兼任することになりました。現在、
文部科学省では近年の教育問題、特に高大接続（大学入試）の見直しについて活発な議論がされており、日本
の教育が大きく変わろうとしています。本校では、学院理念である「独立自彊・社会有為」のもと、今日まで様々
な素晴らしい教育活動を行ってきました。とはいえ、従来の教育を受け継ぐだけではなく、十分に検証し、その
教育的価値を広く発信することが本校の課題であるとも感じております。現在の教育活動について、教育方針
と照らし合わせ、より教育効果が上がるよう改善し、６年一貫の「追手門学院大手前の学び」として、世に問うこ
とが私の責務であると考えております。本校教育がより発展し、推進されるよう、微力ではありますが精進する
所存です。これまで同様に本校の教育活動にご理解ご支援をお願いするとともに、今後ともご指導ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。

※前任の栃岡 章先生は、大手前中・高等学校 副校長に就任されました。

ごあいさつ

大手前中・高等学校 高校教頭
福田 哲也

中学オープンスクール：6月20日（土）14：00～・7月25日（土）9：30～
中学入試説明会：9月12日（土）14：00～
 その後2回はプレテストと同時開催
中学プレテスト：10月17日（土）9：00～・11月21日（土）9：00～
高校オープンスクール：9月5日（土）14：00～
高校入試説明会：10月10日（土）・11月14日（土）・12月12日（土）
 いずれも14：00～

大手前中高･等学校　今年度入試イベント
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＜ 前 期 繰 越 金 ＞

＜ 収  入 ＞

入 　  会 　  金

年 　  会 　  費

賛 助 金・寄 付 金

会 報 広 告 料 収 入

利 　 　 　 　  息

総 会 収 入

新 年 会 収 入

ゴ ルフ 部 会 収 入

雑 収 入

未 収 入 金

収入小計

合　　　計

＜ 支 　 出 ＞

事 　  務  　 費

交 通 出 張 費

支 部 助 成 費

総 　  会 　  費

新 年 会 費

会 　  議  　 費

総務委員会（会員情報）

広報委員会（会報）

広報委員会（ＩＴ）

渉外交流委員会（教育支援）

渉外交流委員会（交流）

ゴ ル フ 部 会

会員交流委員会（イベント）

同窓会サポート委員会

の れ ん 会

成人のお祝記念品

在 校 生 支 援

雑 　 　 　 　  費

予 　  備 　  費

年会費入金手数料等

ロボコン世界大会激励金

山桜会100周年積み立て

学院１３０周年記念積み立て

支出小計

次 期 繰 越 金

合　　　計

科　目

現 金

郵 便 貯 金

普 通 預 金

普 通 預 金

普 通 預 金

普 通 預 金

ダイワＭＭＦ

定 期 預 金

定 期 預 金

定 期 預 金

定 期 預 金

定 期 預 金

定 期 預 金

資 産 合 計

予算額 金　額 内　　容 決算額 差　異 備考

平成27年3月
卒業生732名分

平成26年度
年会費

ゴルフコンペ
参加費

グルメ会
参加費残金

東京山桜会
助成金

評議員会

会報
93号、94号

樒料、弔電外

卒業賞状筒、体育
大会の生徒・教職員
への記念品、応援幕

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❷-A

❷-Ｂ

❸

※

❶-A

❶-Ｂ

❻+❼

❶+❷+❸+❹+❺

平成26年度　山桜会収支計算書 平成27年度 山桜会予算
（平成26年4月1日より平成27年3月31日） （平成27年4月1日より平成28年3月31日）

財 産 目 録
（平成２７年３月３１日現在）

《山 桜 会 基 金 現 在 高》　
（平成２7年３月３１日現在）

《積 立 金 現 在 高》
（平成２7年３月３１日現在）

前年度末現在高
本年度利息

今年度末現在高

山桜会100周年基金積立
学院　130周年基金積立
本年度利息

今年度末現在高

平成２6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。

監　事

監　事

円
円

円

円
円
円

円

31,235,701

22,500,000

4,500,000

100,000

720,000

3,000

27,823,000

59,058,701

4,000,000

30,000

300,000

500,000

500,000

540,000

120,000

8,200,000

2,000,000

1,300,000

70,000

－　  

 50,000

370,000

400,000

300,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

350,000

－　 

4,000,000

1,000,000

27,030,000

32,028,701

59,058,701

31,235,701

21,960,000

4,782,000

930,000

2,766

50,000

2,054,500

410,000

3,460

30,000

30,222,726

61,458,427

3,359,613

－　  

300,000

388,935

2,469,457

393,842

120,000

7,975,731

2,000,175

1,326,549

50,429

406,404 

－　  

242,967

392,850

264,096

996,720

152,546 

－　  

264,713

700,000

4,000,000

1,000,000

26,805,027

34,653,400

61,458,427

0

540,000

△ 282,000

100,000

△ 210,000

234

△ 50,000

△ 2,054,500

△ 410,000

△ 3,460

△ 30,000

△ 2,399,726

△ 2,399,726

640,387

30,000

0

111,065

△ 1,969,457

146,158

0

224,269

△ 175

△ 26,549

19,571

△ 406,404

50,000

127,033

7,150

35,904

3,280

847,454

1,000,000

85,287

224,973

△ 2,399,726

＜ 前 期 繰 越 金 ＞

＜ 収 入 ＞

入 　  会 　  金

年 　  会 　  費

賛 助 金・寄 付 金

会 報 広 告 料 収 入

利 　 　 　 　  息

小　　計

合　　計

＜ 支 出 ＞

事 　  務  　 費

交 通 出 張 費

支 部 助 成 費

総 　  会 　  費

新 年 会 費

会 　  議  　 費

名簿管理費・ＩＴ管理費

Ｈ Ｐ 管 理 費

会 報 関 連 費

渉外交流委員会（交流）

渉外交流委員会（教育支援）

会 員 交 流 委 員 会

同窓会サポート関連費

のれん会（クーポン印刷代）

在 校 生 支 援

成人のお祝記念品

雑 　 　 　 　  費

予 　  備 　  費

年会費入金手数料等

山桜会100周年積み立て

学院１３０周年記念積み立て

小　　計

次 期 繰 越 金

合　　計

26年度予算 27年度予算

26年度予算 27年度予算

31,235,701

22,500,000

4,500,000

100,000

720,000

3,000

27,823,000

59,058,701

4,000,000

30,000

300,000

500,000

500,000

540,000

120,000

2,000,000

8,200,000

70,000

1,300,000

50,000

370,000

400,000

1,000,000

300,000

1,000,000

1,000,000

350,000

4,000,000

1,000,000

27,030,000

32,028,701

59,058,701

34,653,400

23,100,000

5,000,000

－    

960,000

－    

29,060,000

63,713,400

4,000,000

30,000

300,000

400,000

500,000

300,000

300,000

650,000

8,600,000

70,000

1,380,000

100,000

300,000

400,000

1,000,000

350,000

1,000,000

3,000,000

350,000

2,000,000

3,000,000

28,030,000

35,683,400

63,713,400

147,561

876,856

1,320,054

2,762,371

7,538,066

21,978,492

20,424,825

32,769,993

20,212,215

10,113,778

40,253,836

20,019,966

2,000,200

180,418,213

123,745,618
29,029

123,774,647

20,017,565
2,000,000

2,601

22,020,166

ゆうちょ銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行　谷町支店

りそな銀行　大手支店

みずほ銀行　天満橋支店

三井住友銀行　天満橋支店

大和証券　大阪支店

三菱東京ＵＦＪ銀行　谷町支店

りそな銀行　大手支店

みずほ銀行　天満橋支店

三井住友銀行　天満橋支店

三菱東京ＵＦＪ銀行　谷町支店

三菱東京ＵＦＪ銀行　谷町支店

皆様から戴いた3,000円は右記の通り使わせて頂きました。
昨年度は教育支援の一環として、小・中・高の在校生に
シャープペンシルをお贈りしました。そして各校には94号掲載
のご報告通り支援させて頂きました。また今年も成人を
迎えられる会員の皆様に記念品として追手門学院
マーク入りのレポート用紙をお祝いのメッセージと
共にお贈りしました。今年度はHPもリニューアル
いたしましたので、是非ご覧下さい。

26年度年会費の使いみち

❶❷収入・支出の両建てにて表示しています。
❸ロボットコンテスト世界大会出場者に対して山桜会
　より激励金として70万円を贈呈しました。
※応援幕作成で予算をオーバーしましたが、理事会の
　承認を得ています。

年会費は便利な自動引き落としを！！
ホームページから申込用紙が 
ダウンロードできます。 

平成     年     月     日

在校生への支援

1,410円同窓会サポート

120円

HPリニューアル

600円

成人のお祝い

120円

会報の一部

450円年会費振込手数料

120円

3,000円

のれん会

180円

入会金１名分
平成27年4月
入金済み
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詳細

偕追会（小61・中4・高4期同窓会） 2014年11月25日

戦時中の昭和19年、偕行社学院入学
から昭和31年追手門学院高等学校卒
業まで小中高のいずれか、または全て
で席を同じくした同期の集まりです。
卒業時の仲間は245名でしたが、喜寿
を越えた現在、物故者と連絡不能者を
除いた140名のうち今回36名が京都嵐山「清遊の宿　らんざん」に集い錦秋
の嵐山を満喫しました。昭和60年代以降、開催頻度を高め近頃は毎年開催が
定着しています。幹事を回り持ちにしてみんなで新しい趣向を楽しんでいます。
今回幹事は野村政司、橋本和昭、平尾嘉道、田川量子、吉川美千代の諸氏でした。
次回幹事は岩城義宏、陣内紀夫、蛭田啓愃、田村千津子、花房貞栄の諸氏です。

次回開催予定　平成27年10月25日（日）12時～　　場所　ホテル日航大阪

平成26年12月7日（日）、大手前中･高21期
還暦記念同窓会を大阪城スクエアにて開催
いたしました。記念ということもあり、辻井先
生、竹内先生、山本昌先生、亀井先生、田中
英子先生にもご臨席いただきお祝いしてい
ただきました。遠方からも多数参加いただ
き、懐かしく心温まる楽しい同窓会でした。
来年、通常同窓会を予定していますので、ま
た皆で楽しい一時を共有したいと思います。

幹事一同

ご報告 大手前中高21期
還暦記念同窓会報告
2014年12月7日

ご報告

55歳同窓会（小84・大手前中高27・茨木中7高27期）
50歳同窓会（小89・大手前中高32期・茨木中12高32期）

2015年4月12日

4月12日（日）午後2時より大阪城天守閣を眺める大阪城スクエアにて、山桜会主催の50歳55歳同窓会が開催されました。約110名
の卒業生と担任を勤められた先生10名にご出席いただき、旧交を温めていただきました。

ご報告

小学校102期生同窓会 2015年1月24日

山桜会主催の50歳同窓会の後、阪急17番街「スカイバンケット阪急ターミナル
スクエア17」にて茨木高32期大同窓会を行いました。
岡本龍治先生、佐々木育子先生、池内光宏先生、神谷健先生をお迎えし
総勢68名で楽しい時間となりました。約５年ぶりとなる第３回大同窓会で
遠方からも参加してくれました。皆でゲームなどをして大いに盛り上がり、
最後は元応援団長の岡本君による応援エールからの校歌斉唱を熱唱し、
一本締めで終了。その後、二次会に43名で宴会をもち、いつまでもお喋りが
尽きない夜となりましたが、名残りを惜しみつつ次回の同窓会を楽しみに
解散となりました。
校友会山桜会様の卒業生管理のお蔭でこのような素晴らしい同窓会を開催
出来ましたこと誠にありがとうございました。追手門出身で私達は幸せだと
感じた同窓会でした。

茨木高32期同窓会幹事　西口重秋・市川美紀

４月12日（日）14時より小学校・大手前・茨木合同
55歳同窓会が大阪城スクエアにおいて開催され、恩
師６名同窓生約40名の出席がありました。合同の同
窓会ということもあり、初めはそれぞれのグループに
分かれていましたが、恩師の先生方の思い出話が進
むにつれ会場が一つに盛り上がりました。また平泉
会長より来年開催される山桜会100周年式典の案内
もあり、またの再会を約束し合いました。あっという間
の楽しい２時間を過ごし、最後は全同窓生・恩師との
全員写真を撮りました。

55歳同窓会代表幹事　畠山香二
（小84･茨木高27期）

ご報告

2015年1月24日に小学校102期生の学年での同窓会を開催いたしました。
約20年ぶりの同窓会の開催となりました。急な開催決定にもかかわらず、多くの
方が参加してくださいました。昼の部では小学校の見学やスクエアでの茶話会、夜の部で
は、大阪キャッスルホテル錦城閣での会食を行いました。夜の部には笹井先生と井上先生
が来て下さり、昼の部も夜の部もともに思い出話に花が咲きました。
36歳になり、それぞれの道を歩んでいることを報告したり、再会を約束したり、良い時間
となりました。次回の同窓会には、今回より多くの方が参加できることを楽しみにしております。
ありがとうございました。 代表幹事　林　道子
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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

大手前中高陸上競技部OB親睦会（りんくうリレーマラソン大会参戦）
2014年11月25日

ご報告

2014年11月2日、りんくうタウンで開催された、りんくうリレーマラソンに今年も大手前中･高陸上部ＯＢ会として参加いたしまし
た。今年で4年連続の参加となり、年々参加人数も増えて、盛り上がったＯＢ会になってきました。今年も22期から45期までのＯＢ
とそのご家族が、恩師田中昭安先生とともに、皆で楽しく
42.195kmのタスキをつなぎ、4年連続の完走となりました。大会
終了後は親睦会も行われ、田中先生を囲んで、当時の思い出話に
花が咲きました。
来年以降も、楽しい会にしていきたいと思います。ぜひご参加をお
願いいたします。

幹事代表　多田博資（大手前中･高34期）

「佐藤良和先生桜花忌おひがんコンサート」
2015年3月21日

ご報告

「佐藤良和先生桜花忌おひがんコンサート2015」（於まつむし音楽堂）をひらきました。当日は佐
藤先生の弟、景昭氏も参加され「出船」「大漁節」など張りのあるバリトンの歌声を聞かせてくださ
り、故人ともども充実したひとときを過ごすことができたのではないかと思います。演奏を予定し
ながらも体調が振るわず参加できなかった同窓生やご関係の方々もおられましたが、大阪府中
学校演劇協会演劇夏季学校の事務局長、板橋恭介様から佐藤先生の著書をご恵送いただきま
したので、参加された皆様にお配り致しました。 おひがん春分の日は奇しくも、桜に思いを寄せ
た西行法師（佐藤義清）の命日でもあります。日本語の「音」と「言詞（ことば）」をたいせつに育て、最期まで創作に意欲を燃やした佐
藤先生の情念は、舞うように散る桜の花びらが、なによりも雄弁に語っているのではないでしょうか。 

おひがんコンサート発起人　和田高幸（追高17期）

小62・中高5期同窓会
2015年4月19日

4月19日（日）にリーガロイヤルホテルのセラバーで小62中高５期の同窓会を開催しました。出席者は30名でした。
毎年、４月の第３日曜日にこのセラバーで開催していますが、今年で喜寿を迎える
年齢となり、今後の同窓会の進め方について検討されました。
今年で「同窓会」という形式の会は終わりにして、来年度からは「同窓会」ではなくて、有
志の方々が集まる会にすることになりました。会の名称は、以前この会を立ち上げてく
れた、故水沢思外夫君の名前をとって「水沢会」とすることになり、毎年新しい幹事のも
とに新しい企画で集まることになりました。一年でも長く続けることができるように、有
志一同努力するつもりです。

幹事　村井紳浩（小62･中5期）

ご報告

大手前中高18期
開催日：2015年6月20日（土）　開場17：30　開宴18：00
会　場：帝国ホテル３階「白鷺の間」　TEL.06-6440-1111
※詳細は追って、案内状をお送り致します。

開催予告 追手門学院高校剣道部OB・OG会開催予告

偕追会 （小61・中4・高4期同窓会）
開催日：2015年10月25日（日）　12：00～
会　場：ホテル日航大阪
幹　事：岩城義宏、陣内紀夫、蛭田啓愃、田村千津子、花房貞栄
※詳細は追って、案内状をお送り致します。

開催予告
40歳同窓会
（小99・大手前中高42・茨木中22高42期）

開催日：2015年6月28日（日）
会　場：追手門学院大阪城スクエア
会　費：無料
※詳細につきましては、５月初旬に発送した案内状をご覧ください。

開催予告

開催日：2015年6月21日（日）　12:00～総会　13:00～15:00懇親会
会　場：追手門学院大阪城スクエア
会　費：8,000円　女性・30歳未満4,000円　学生（年齢問わず）無料
　　　　会長　網干勝裕（茨木高24期）



竜田邦明氏「瑞宝中綬章」受章

活躍する卒業生

私は灘中・高等学校で教諭を
しております。教科は物理を
担当しています。私は教育と
いう仕事において、生徒に勉
強だけでなく学校行事や部活
に熱心に取り組むことを勧め
るようにしています。
追手門学院小学校で特に思い
出に残っている学校行事は
６年生の時の運動会です。造形体操を成功させるために、
熱心な先生方の指導のもと、本番直前まで全員が集まって
練習をしていました。その甲斐もあって、本番では無事成
功に終わりました。そして私たちの学年は、私小連の運動
会で同じ造形体操をもう一度披露するという機会を頂き、
それが終わった後、先生に「よく頑張った！」と褒めていた
だいたのが印象に残っています。
在校時貴重な経験と「追手門魂」を与えてくださった先生
方や、元気に通わせてくれた両親に感謝しつつ、私が提供
できることは何かを日々考え、時には子供たちに教えてもら
いながら、日々奮闘しております。

運動会での造形体操の思い出
今西 雄二 （小105期）

私は現在「佑花」として大阪在住、
大阪発信のシンガーソングライ
ターとして、関西を中心に活動さ
せて頂いております。
そして、4月22日に1stミニアルバ
ム「私」が全国リリースすることに
なりました。デビューのきっかけ
を頂いたのは、山桜会の新年会で歌わせて頂いたことでした。
その後、評議員の林様から事務所の社長（社長も山桜会）を
紹介頂き、全国デビューすることになりました。本当に山桜会の
ネットワークの凄さをひしひしと感じております。
今思うと追手門中学の頃から、校舎の屋上や更衣室で友達と踊っ
たり歌ったりしていました。追手門の校舎にはたくさんの歌や笑
顔の思い出があり、それが私の原点となっております。
現在音楽活動をするにあたり、山桜会の皆様をはじめ本当にたく
さんの人達に支えられ、助けられ、守られて、応援して頂き今の
私があります。
その感謝の気持ちを忘れず、重みを充分に胸に刻み今後の活動
を頑張りたいと思います。これからもよろしくお願い致します。
オフィシャルサイト　http://yukayukayuka.com/

山桜会新年会がすべての始まりでした
辻中 佑花 （茨木中32･高52期）

茨木高22期生　HAPPY NEW STAGE PARTY
開催日：2015年11月8日（日）　受付14：00～　開宴15：00
会　場：ホテルグランヴィア大阪２０階　
　　　　大阪市北区梅田3-1-1　TEL.06-6344-1235
会　費：一次会　9,000円（予定）　安く出来るよう努力中です！
　　　：二次会　4,000円（予定）　上記ホテル内
幹　事：実行委員長　森藤憲嗣、事務局長　上田憲男

開催予告

様々な思い出多い２２期生の学年同窓会を還暦ならぬ「新しき人生
のスタート」と銘打ち、互いに喜び祝う会としての企画をしています。
皆様と旧交を温めながら、大笑いで楽しく充実した一日にしたいと
考えますので、お声掛け頂き一人でも多くご参集いただけますよう、
御協力お願いします！！

35歳同窓会（小104・大手前中高47・茨木中27高47期）

45歳同窓会（小94・大手前中高37・茨木中17高37期）

開催日：2015年11月8日（日）
会　場：追手門学院大阪城スクエア
会　費：無料
※詳細につきましては、追って案内状をお送りします。

開催予告

大手前中・高22期　還暦同窓会
開催日：2015年年8月23日（日）　12：00～
会　場：ラ・フェットひらまつ
（中之島フェスティバルタワー37階　TEL.06-6233-1139）
会　費：10,000円　　代表幹事：小原、北村、中上、木田

開催予告 小学校79期い組  還暦同窓会
開催日：2015年11月1日（日）　12：00～（予定）
会　場：未定
幹　事：山崎、松田（谷口）、豊島（森田）
※開催会場、会費など詳細につきましては、追って案内状をお送りいたします。

開催予告

  竜田 邦明
（小64期・大手前中高7期／前学院長）

国家又は公共に対し功労があり、公務等に長年
にわたり従事して成績を挙げた者に授与される瑞宝章

今回の受章は身に余る光栄であり、また受章者を代表して、天皇陛下に御
礼を申しあげるお礼言上の大役も務めましたので、大変名誉なことと喜んで
おります。これまでご支援をいただいた多くの方々に感謝申しあげます。

竜田邦明氏「瑞宝中綬章」受章
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平成26年11月12日 (水 )、東京山桜会会員20名が参加し、東京八重
洲からバスで埼玉県春日部市の龍Ｑ館と首都圏外郭放水路 (国交省江
戸川河川事務所所管 )の見学に行きました。途中、利根運河畔の『割
烹 新川』に寄りました。色鮮やかな草木が茂るお店の庭とは対照的に、
幹と枝だけの冬景色となった利根運河の桜並木が印象的でした。心も
落ち着くゆったりとした時間を、美味しい会席料理に舌鼓を打ちながら
談笑して過ごしました。
それから、龍Ｑ館、首都圏外郭放水路の庄和排水機場へ向かいました。
今回は特別にガスタービン･エンジンで駆動する排水ポンプ室を見学さ
せていただきました。地下トンネルを流入してきた洪水を調圧水槽か
ら巨大ポンプ、排水樋管を経て江戸川へ排水する役割と各流入施設の
操作と制御をする役割を持つ“心臓部” を見学しました。排水ポンプ室
では、万が一に備えて、停電の時の自家発電機やバッテリーも設置し
てあり、ガスタービンは4台あり重油で動いています。立軸渦巻型とい
う１万４千馬力のポンプの巨大な羽根車で、4台で1秒間に200㎥の
水（25ｍプール1杯分）を地上から6階まで排水する施設でした。荏原
製作所が建設したとのことでした。調圧水槽へは、コンクリートの物置
小屋みたいな入口から116段の階段を下りていきます。地下神殿と呼
ばれる調圧水槽は高さ18m、長さ177ｍ、幅78ｍの巨大空間で、重
さ500ｔもある59本の柱が整然と並んでおり、壮厳で静寂な別世界に
来た感じでした。この59本の柱は地下水で施設が浮上しないための重
しの役割も担っています。｢首都圏外郭放水路｣は、地底約50mに位置
し、第１立杭から第５立杭まで全長約6.3㎞の『地下河川』です。洪
水で増水した水は巨大な5つの立坑と地下トンネルを通り、最後の立

坑とつながった調圧水
槽へ送られ、ここで水
は勢いを弱められて江
戸川へ排水されます。
第１立杭は、深さ約
70m内径30mもある巨

大な円筒状で、自由の女神、スペー
スシャトル、浅草寺の五重の塔が
すっぽり入れる大きさです。水を
江戸川に流す排水樋管は６門あ
り、１門にＪＲ山手線の車両が
楽々納まります。大落古利根川か
ら江戸川までの通水が可能になり、
幾度となく洪水の浸水被害を抜本
的に解消することができました。
埼玉県の中川・綾瀬川中流域は、
地盤が低く高低差が少ない平らなお皿の様な地形で水が溜まりやすく、
台風時の大雨災害で水が引かないところでしたが、今では家も水に浸
からなくなっていて、洪水対策として世界最大級の地下放水路が海外
メディアからも注目されています。一見の価値はあります。首都圏の急
速な都市化の波で上流域へ人口・資産の集中が進み東京から20～40
㎞圏域の市街化率は50％近くに迫り、交通機関・市街化・河川・下水道・
川本来の保水と遊水機能の流域対策の整備開発の進展に、首都圏外
郭放水路は大きな柱として期待されているとのことです。20分ほど地
下神殿の壮厳で静寂な中に身を置き、圧巻のスケールの59本の柱の
間を散歩しながら感動していました。『よくぞ防災対策・洪水対策・安全
対策を考えた !!　日本人は素晴らしい !!』と誇りに思いました。
春日部市というと、『クレヨンしんちゃん』しか頭に浮かんでこなかった
ので、とても勉強になりました。参加した会員はバスで東京丸の内まで
帰り、たくさんの窓が
照明で光っている夜
の高層ビル群を背景
にして、圧巻の地下
神殿の感動を胸に、
それぞれ家路にたど
り着くのでした。

東京山桜会　第16回校外教授
東京山桜会

佐伯 文子 （大手前中高19期）

国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所   写真：西沢 丞

第５回 追手門 LOVE  IN  AGAINライブを
今年もやります!

LOVE IN AGAIN 実行委員長

神谷　健 （大手前高25期）

今年も、追手門 OB・OG の方々にお世話になっております追手門 LOVE  IN  AGAINライブを
開催いたします。
今回は今までのメンバーに加え、少し若い39期のメンバーも出演します。
30数年前 の茨木文化祭“安威祭” でのイベント「LOVE  IN  CONCERT」の復刻版として始めま
した『LOVE  IN  AGAIN』を是非ご覧頂けたらと思います。

日　時：２０１５年８月２９日（土） 　　開場：夕方 ５時 　　開演：夕方 ６時
場　所：アナザードリーム（千日前）　TEL06-6211-5759   http://www.an-dream.com/
チケット：1,000円　（別途：１ドリンク500円） 
★チケットのお申し込みは、各バンド・Facebookにて受付させて頂いております。
詳細は追手門  LOVE IN AGAIN オフィシャルページをご覧下さい。 ◆Facebook　http://www.facebook.com/home.php#!/otemonLoveInAgain

エントリーメンバーの紹介です♪
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）
３９期バンド・・・大橋・安井
ヤン神バンド・・・神谷（25期）・木村（30期）・奥村（32期）・田井・中尾（34期）

日時：８月24日の週で計画中
場所：自衛隊 富士総合火力演習見学
詳細は追ってハガキ及びＨＰでお知らせします。

《お問合せ先》
東京山桜会事務局　松村 清一 (小71中高14期）
TEL.090-9397-2759

「校外教授」 次回のお知らせ
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小学校 99期 （昭和63年3月卒） 茨木中学 22期 （平成3年3月卒）
大手前中学 42期 （平成3年3月卒） 大手前･茨木高 42期 （平成6年3月卒）

40歳同窓会 《会費無料》
40歳を迎えられる卒業期

講演会、コンサート
 懇親会・40歳同窓会 ご案内山桜会99周年総会

総会実行委員長 　嶋谷 優香 （茨木高28期）･･･そして来年山桜会は100周年を迎えます。
初夏の大阪城天守閣が一望できる追手門学院大阪城スクエアにおい
て、ミニコンサートにて始まり、定時総会、講演会、懇親パーティー
＆40歳同窓会を開催いたします。
同窓生が一堂に集まる数少ない機会ですので、会員各位におかれま
しては、山桜会の活動を知っていただく場として、また同窓生・同期
生の語らいの場として、お気軽に参加いただければ幸いです。また、
懇親パーティーでは恒例となった「40歳同窓会」を開催します。
同期の方をお誘いの上、ミニコンサートからご出席賜ります様、
よろしくお願い申し上げます。

PROGRAM

開催日 平成27年6月28日（日）平成27年6月28日（日）
会　場

次　第

追手門学院 大阪城スクエア
大手前ホール （大手前中高本館6階）

（10時30分：受付開始）
11時00分　田尻洋一氏ミニコンサート
11時30分　定時総会
12時30分　東田小学校校長講演会
13時30分　懇親パーティー＆
   　　　　　40歳同窓会  〈会費無料〉

今年の講演会は、来年･･･平成28年に山桜
会100周年を迎えるにあたり、追手門学院小
学校校長東田充司先生に『追手門学院の
ルーツ・歴史、そして今』をテーマにご講演
をいただきます。小学校、そして大手前中高、
茨木中高のルーツ・歴史に関するお話も伺え
る貴重な講演会です。

《東田充司先生プロフィール》
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 修士課程修了。
追手門学院小学校教諭、教頭を経て、追手門学院小学校第21代校長。
大阪府私立小学校連合会副会長。

東田  充司 先生

《田尻洋一氏プロフィール》
コンサートピアニスト。古典・ロマン派の主要作曲家ピアノ作品全
曲演奏という世界初の偉業を敢行。各地でのリサイタル数は900回
を越え、平成22年より毎年欧州公演も継続中。

田尻  洋一 氏 （茨木高29期）

♪ 皇帝円舞曲（J.シュトラウス）
♪ トルコ行進曲（モーツァルト）
♪ 英雄ポロネーズ（ショパン）

田尻洋一氏ミニコンサート

＊駐車スペースがございませんので、ご留意下さい。

東田小学校校長講演会
『追手門学院のルーツ・歴史、そして今』

　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

小学校卒業の大槻文蔵さん（66期）と将来を考える日の講師を
務めて下さっている大槻 (赤松 )裕一さん（121期）が出演されます。
大阪城天守閣をバックに野村萬斎さんも出演される薪能を是非
ご覧下さい。

編
集
後
記

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。

内　容：山桜会に対する100周年のお祝いメッセージ
文字数：200字まで （無料掲載）
締切り：平成27年10月15日
掲載件数に限りがありますので、申込多数の場合抽選とさせて頂きます。
本誌に掲載出来なかったメッセージは、山桜会HPにて掲載させて頂きます。

TEL.06-6940-3481  FAX.06-6940-3482
office@yamazakurakai.com

◆2015.9/20（日）～23（水・祝）
◆大阪城本丸広場  特設舞台

料金
（税込）

各日開演/18：30
開場/17：30
終演/21：00

VIP席 ￥15,000
S席 ￥10,000

円

円

広告募集のお知らせ

100周年お祝いメッセージ募集
大槻 文蔵さん 大槻 裕一さん

『大坂の陣400年天下一祭』の
　　　  “大阪城本丸薪能”に出演
『大坂の陣400年天下一祭』の
　　　  “大阪城本丸薪能”に出演

チケット発売日

10：00AM～
7/25（土）

『大坂の陣 400年天下一祭』
　 http://osakanojin400.com/index.html
『大坂の陣 400年天下一祭』
　 http://osakanojin400.com/index.html
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