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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29年1月28日（土） 会場：ホテル日航大阪（5階）午後6時 開宴

総勢1200人の大同窓会100周年記念
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　校友会山桜会設立100年を心からお喜び申し上げます。
 1916年（大正５年）、大阪偕行社附属小学校第八代校長・片
桐武一郎先生が桜会という同窓会を結成され、それが山桜会
に承継。今日の隆盛につながりました。同窓会が100年続くと
いうのは、極めて珍しい現象です。同窓会組織を維持するため
に、平泉会長をはじめとする執行部のみなさん、そして先輩方
の並々ならぬご努力の賜と感謝申し上げます。
 それにしても、6月26日、ホ
テルニューオータニで開催
された記念式典・懇親会に
1200名を超える卒業生が
一堂に会したのは開学以
来のこと。まさに歴史的な
パーテイでした。
　学院も、創立130周年を
2年後にひかえ、全学的な
教学改革を徹底し教育力
を向上させます。そして大
胆に挑戦します。新キャン
パス地の確保です。茨木市
のJR新駅近くに約２万坪
のキャンパス地を確保。大学２キャンパス体制 茨木の中高全
面移転 2019年４月開校をめざします。
　小学校も、悲願が実現します。キャンパス拡充に成功しまし
た。小学校北側に用地を確保したのです。グラウンドは、昨年か
ら人工芝になりましたが、今度はキャンパスそのものの拡張で
す。東館も建替えます。時代の潮流に合わせ、英語教育の完全
見直しで勝負します。
　学院130周年のスローガンとして「現代未聞　追手門」を
掲げました。
　「前代未聞」と違います。「現代未聞」です。新しい造語です。
改革路線を突き進む今の追手門学院にふさわしいスローガンです。
　130年の伝統を尊重しつつも、伝統の殻を打ち破り、未来社
会に対応する学園を築きます。山桜会のみなさんとともに母校
を発展させましょう。
　山桜会100周年、誠におめでとうございます。

歴史的な
　記念式典

つぎの100年に向けて
「オール追手門で」
進んでいきましょう！

記念式典・懇親会へのご参加ありがとうございました！

追手門学院　理事長

川原 俊明  （小71･中高14期）

　100周年を迎えた山桜
会は、6月26日に、ホテル
ニューオータニ大阪にて
記念式典・懇親会を開催
いたしました。この度はで
きるだけ多くの会員にご
参集いただきたく、恩師の
先生や一部の来賓の方々を除き、参加者を卒業生である
会員に限らせていただいきました。にもかかわらず1200名を
超える方々にご参加いただき本当にありがとうございました。
　このように多くの卒業生が一同に会したのは山桜会の歴史
の中でも初めてとのことで、会場は写真のとおり熱気に溢れ、
さらなる100年に向けて大きな契機となったと感じております。

　式典では小学校太鼓ク
ラブによる「桜太鼓」、西田
真由子さんに国歌を斉唱
いただきました。また懇親
会では各校の先生方に合
唱いただき茨木中高・大
手前中高の約100名の合
同ブラスバンド部の皆さ

まにも演奏いただきました。皆さまありがとうございました。
　さらに山桜会評議員も100周年記念合唱団を結成し、会員
である上田　益さん（大手前高23期）作曲の「大切なふるさと」
を合唱、私も含めて１年以上前から練習を重ねた渾身の熱唱
でした。そしてフィナーレは偕行社附属小学校校歌、追手門学
院学院歌を10代から90代までの世代を超えた1200名の大合
唱は本当に圧巻でした。
　100周年記念式典・懇親会は、それ以前の様々なプレ企画
を含めて追手門で「人としての原点」を学んだ私たちがこれを
「こころのふるさと」として再確認しオール追手門で未来へ繫
げることを目的として行ったものです。
　準備・実行に際しては、山桜会理事・評議員の皆さまを
はじめ多くの方々から多大なご尽力を賜りました。母校や
山桜会のために献身的な活動をいただいた皆さまを心から
敬服するとともに、このような皆さまと大きな節目に一緒に
準備できたことを光栄に思います。本当にありがとうございま
した。
　今後はこの山桜会パワーをさらに発展させるとともに、
学院、大学校友会の皆さまと連携を深めて、オール追手門
で未来へ繋げていきたいと考えております。追手門及び山桜
会のさらなる100年後に向かって、みなで楽しく頑張っていき
ましょう。

校友会  山桜会  会長　平泉 憲一 （茨木高25期）   



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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総務委員長  谷　嘉浩
（大手前中高41期）   

竹林　真 （茨木高23期）   

平成28年度山桜会総会 報告
　100周年記念式典が開催された６月２６日の午前、平成２８年度
の総会を開催致しました。この日は１２時より記念式典が開催され
るため、式典会場と同じホテルニューオータニ内での開催となりま
した。午前10時からという早い時間からの開始にもかかわらず、
会員はもちろんのこと、来賓の皆様にも多数ご参加いただきました。
　総会は、国歌斉唱の後、平泉会長による点鐘（てんしょう）によっ
てスタートしました。点鐘とは、授業の開始の合図がチャイムにな
る前に使用されていた鐘による合図で、毎年総会ではこの鐘を鳴
らして議事を開始することが慣例になっています。とりわけ今回の
総会は、100周年として行う総会でしたので、鐘の音も一際威厳
を感じさせる響きがありました。

　その後、会長挨拶、平
成２７年度事業の報告があ
り、平成２８年度の方針と事
業計画、予算、そして東京
山桜会の活動報告がおこな
われました。記念式典前の
独特の緊張感の中でした
が、皆様のご協力により、無事終了いたしました。
　100年という大きな区切りからさらに未来に向かって歩み始めると
いう意味で、今年の総会は非常に意義深いものであったと思います。
次の100年に向けて執行部一同気持ちを新たに致しました。

「平成28年熊本地震災害」
義援金のお礼とご報告

｢山桜会百年志｣
お譲りします

　熊本地震災害により被害を受けられた方 を々
支援するため、 記念式典会場にて義援金の
募集を行ったところ、

　 総額 ￥５９,６５５
の義援金が寄せられたことをご報告申し上げます。
　義援金につきましては、全額、日本赤十字
社を通じて被災地へ寄付をさせていただきました。皆さまの温か
いご支援、ご協力に感謝申し上げるとともに、被災地の一日も早い
復興を心よりお祈り申し上げます。

西川 優子
（大手前中高38期）100周年コーラス

　『山桜会100周年記念合唱団』は山桜会評議員で結成。小学
校や大手前での10回の練習は歌唱指導もピアノも卒業生によるも
ので、皆さん毎回とても楽しく参加されていました。当日は、こち
らも卒業生が作詞作曲し全国で歌われている『大切なふるさと』
の 歌詞を一部追手門バージョンに変更し、私達の大切な心のふ
るさとである追手門学院への思いを込めて精一杯歌わせていた
だきました。そして『偕行社附属小学校校歌』と『追手門学院学
院歌』の参加者全員での大合唱は、会場が一体となる大感動
の結びとなりました。

　一度だけで終わるのは惜し
いという声があがり、11月
6日の大学校友会総会にもお
招きいただき、今後も合唱
団は続いていく予定です。

　平成28年6月26日に開催いたしました
山桜会100周年記念式典に合わせ、追手
門学院・山桜会の歴史や逸話、活躍す

る卒業生などを掲載した記念誌を作成させていただきました。
式典後、記念誌を譲ってほしいとのお問い合わせが多いこと
から、一冊1,０００円（送料込、実費相当分）にて受付させ
ていただくことになりました。

●お申込み・詳細のお問い合わせは
　山桜会ホームページをご覧下さい。

　去る6月26日（日）、初となる 大手前＆茨木、小中高全校合同
の還暦同窓会が開催されました。構想1年半。最初は「全校を纏
めるなんて無理とちゃうか？」との声も出ましたが、山桜会100周年
という記念すべき年に還暦を迎えたこの宿命。「誰もやっていないの
なら、やったろうじゃないか。」という気持ちが徐々に高まり、当日
会えるみんなの笑顔を想像して、何度も夜の作業に集まりました。
当日は98名が参加、大手前の田中先生、茨木の石川先生、黒田
先生にも来て頂いて2時間の宴会はあっという間にお開きの時間に。

サプライズプレゼントとして作ったネーム
プレートも皆さんに喜んでもらえ、ほっ。
これを機会に、今後も大手前、茨木
合同の同窓会が開かれることを祈り
つつ、家路に着きました。

山桜会100周年記念合唱団

大学校友会総会に出演

100周年記念式典初！ 全校合同の
還暦同窓会
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追手門学院小学校　教頭

杉田 圭一小学校新東館（特別教室棟）建設について
　創立90周年記念事業でテニスコート跡地に建設した現東館（特別教室棟）
の北側隣接国有地（約1100㎡）を取得いたしました。ここを含めて創立130周
年記念事業として、新東館（特別教室棟）を建設します。
　現在では最も古い校舎ですが、1985年の竣工当時は、最先端の各種設備
を取り入れた特別教室棟として新聞各紙にも広く取り上げられました。現在の
東館は、1階に習字室、ピロティクラブ室（預かり保育）、２階は図書館、３階
はイングリッシュルームと教育工学室があります。それらの機能を持つ教室に加
え、2020年から施行される新指導要領の内容を踏まえた新しい英語・ＩＣＴ教
育等を担うべく、また、常に時代をリードする最先端の技術や教育機器を取り
入れた、小学校のシンボルになるような特別教育棟にいたします。また校地拡
大により永年の念願であった運動場の拡大も出来ます。2019年4月の竣工を
目指します。

茨木市に駅チカの新キャンパス用地を確保
　学校法人追手門学院は、東芝大阪工場跡地（茨木市）を大学および中・高等学校の新キャンパス予定地として取得。東芝側と合意書
を締結した。敷地面積はおよそ２万坪。

　大学は現キャンパスから一部学部を移して２キャンパス化に。中・高等学校
は全面移転する。開学は２０１９年を目標にしている。
　場所は18年春開業予定の新駅「（仮称）ＪＲ総持寺」駅から徒歩約12分の立地。
現キャンパスからも約２キロと至近距離にあり、２つのキャンパスを結ぶことで
新たな教育展開を図るとともに、利便性の高い立地を生かして国内外から
多彩な人材を呼び込み、多様性のある教育・研究の場を構築する計画だ。

学校法人 追手門学院
周年事業推進オフィス総合募金へ皆様のご協力を！

　いよいよ「新キャンパス」が動き出しました。茨木の地では中･高等学校移転と大学の新キャンパス、また、小学校では新たな隣接地獲得
を含めた新東館建設です。大手前中･高等学校においても、施設設備の充実をより一層進めて参ります。そのため、学院全体では建設
資金確保のために経費の節減や外部資金の獲得に努めておりますが、卒業生の皆様からのご支援が大きな力となります。

　インターネットからでもクレジットカード決済で、簡単にご寄付いただけます。
　詳しくは、http://www.otemon.jp/kifu/application/internet.html
　どうぞ、引き続き 「追手門学院 総合募金」へのご協力をお願い申し上げます。

「追手門学院 総合募金」にはこんな募金もあります
「追手門学院古本再生募金」―本活プロジェクト―

皆様の読み終えた本への愛着が、追手門学院への寄付に変わります！
詳しくは、http://www.otemon.jp/kifu/type/book.html

ご存知
ですか？

新キャンパス予定地の概要
■住　　所／大阪府茨木市太田東芝町の一部
■面　　積／ 64,400 ㎡
■活用予定／追手門学院大学の2キャンパス化による機能拡充
　　　　　　追手門学院中・高等学校の全機能の移転
■開学目標／ 2019年4月開学を目標



詳細
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任期満了に伴う山桜会役員の改選が行われます
　現山桜会役員（評議員、監事）の任期が平成29年3月31日で満了し
ます。会則第10条4項に従い、任期中に次期評議員、監事を選出する
必要があります。下記の要領で次期評議員、監事の候補者を募ります
ので、正会員の皆様にはよろしく御推薦下さいますよう御願い致します。
　次期評議員、監事にふさわしいと思う方を、出来るだけ多くの学年から
推薦して下さい。自薦（自ら立候補）も歓迎します。

つの6
評議員の

“お得”

仲間や先輩と会える

学院や卒業生の
ニュースが入りやすい

委員会活動を通じて
より深く交流できる

学院に“恩返し”できる

新たな先輩・後輩ができる
（経営者仲間・遊び仲間など）

評議員として、校友会の
運営にかかわれる

山桜会役員任期満了に伴う選考手続について

29

任期満了に伴う山桜会役員の改選が行われます　現山桜会役員（評議員、監事）の任期が平成29年3月31日で満了します。会則第10条4項に従い、任期

中に次期評議員、監事を選出する必要があります。下記の要領で次期評議員、監事の候補者を募ります

ので、正会員の皆様にはよろしく御推薦下さいますよう御願い致します。
　次期評議員、監事にふさわしいと思う方を、出来るだけ多くの学年から推薦して下さい。自薦（自ら立候補）

も歓迎します。

正会員の皆様へ

自薦・他薦
OK

正会員の皆様へ

会報到着日より
［受付期間］推薦受付

※同封の推薦票を使用のこと
平成29年1月31日必着

あなたと再会したいひとがいる

WORK & SAFETYWORK & SAFETY

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

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

株式
会社生川商店

http://www.narukawa-co.comhttp://www.narukawa-co.com

シンタック合同会社

谷　嘉浩 大手前中高41期

市民共同司法書士事務所
～くらしの法律家～

不動産･商業登記･裁判書類作成
相続･企業法務

権利の保全を支援します

市民共同司法書士事務所

〒530-0047
大阪市北区西天満５丁目９番５号
谷山ビル７階
TEL.06-6365-8135
FAX.06-6361-2626

司法書士　谷  嘉浩
（追手門学院大学非常勤講師）

～くらしの法律家～

不動産･商業登記･裁判書類作成
相続･企業法務

権利の保全を支援します

嶋野 義夫 高17期 広報委員会

広告募集のお知らせ

ご希望の方は、山桜事務局
までお問合せ下さい。

TEL.06-6940-3481

「オール追手門」の絆
会報誌に広告を
掲載しませんか?

発行　年２回
（6月1日・12月1日）
発行部数　約30,000部
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同窓会サポート委員会

会員交流委員会

　まだ暑さの残る秋晴れの心地よい日、今年もアートレイクゴ
ルフ倶楽部で山桜会コンペが開催されました。
　おかげさまで、計２３組・８４名による盛大なラウンドでした！
表彰式の特色は、男女の部表彰・正副会長からの協賛品・

参加賞のボールマーカーで
したが、とても明るく盛り上がりました。
　優勝者の松井薫さん、藤井園恵さん、誠におめでとうございました。
次回からの３年間は、私に代わり新委員長が企画されます。小生が務めた計４回のコンペ
幹事経験と反省を引継ぎ、全面的に応援させていただきます。
　最後に、当コースメンバーの前田様をはじめ、多くの方に準備段階から貴重なアドバイスを
いただきました。あらためて御礼申し上げます。

　大阪三大祭りでもある生國魂神社夏祭り初日、７月11日（月）11時に枕太鼓の皆さんが小学
校を手打ちに訪れました。多くの子供たちと先生方も願人と一緒に大阪締めを終え、中・高等学
校へ移動、中・高等学校でも学生
たちと大阪締めを行いました。昨
年が土・日曜のため２年ぶりの巡
行となりました。

※生國魂祭り　毎年7月11日・12日

　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。
　平成26年度から、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周年を迎えた本年度は、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳同窓会を100周年記念式典・懇親会と併催いたしました。大変多くの皆さまにご出席いただき、誠にありがとうございました。
　来年度の学年同窓会は、40歳、50歳、70歳になれれる卒年期の方にご案内する予定です。
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

ゴルフコンペ報告 2016年9月25日（日）

70歳同窓会 （小70・中高13期）
65歳同窓会 （小75・大手前中高18・茨木高18期）
50歳同窓会 （小91・大手前中高34・茨木中14高34期）
40歳同窓会 （小101・大手前中高44・茨木中24高44期）

平成29年1月28日（土）
平成29年1月28日（土）
平成29年5月14日（日）
平成29年6月25日（日）

今後の学年同窓会予定は以下のとおりです

女性の部優勝者
藤井 園恵 氏 （小119、122期PTA）

男性の部優勝者
松井　薫 氏 （小81・大手前中高24期）

小曽根 真喜雄 （茨高26期）

氏神様　生國魂神社「枕太鼓」2年ぶりに小中高へ巡行

広報委員会

委 員 会 活 動 報 告 詳細

同窓会サポート委員長　坂井 宏嗣 （茨木高31期）

がんじ

い　　く　　たま まくら たい こ

詳細につきましては、案内状をお送り致します。
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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）

　曇り空の中、平成28年9月18日㈰10時から、大手前中･高等学校で開催された錦城文化祭で
山桜会饅頭を販売いたしました。
　PTAの皆様には大好評で、1000個の山桜会饅頭は午前中に完売しました。
　PTA会長西川様や茶道部ブースの先生方にもご協力頂き、誠に有難うございました。帰り際には
皆で茶道部ブースに立ち寄り、美味しいお抹茶とお菓子を楽しみました。
　学校関係者を含め多くの皆様やお手伝い頂いたメンバーには、大変感謝しております。

大手前中・高錦城祭模擬店協賛

　平成28年10月1日㈯　雨天からは逃れ
て、予定どおり茨木中･高ＰＴＡスポーツ
大会が開催されました。少しぬかるんだ
グランドでしたが、「いか焼きコーナー」
で200枚を焼き終えることができました。午後からのスポーツ大会は、グランド状態が悪いためソフトボールは残念ながら中止に
なり、山桜会のＶ2は次年度への持越しとなりました。代わりにヨガ、ソフトバレー、テニス等を楽しみ、老若男女、日頃の運動
不足を解消しました。
　最後は、懇親会にて先生方やＰＴＡの皆様と歓談、親睦を深めることができました。ご参加頂きました会員の皆様、誠に有難
うございます。お疲れ様でございました。

茨木中･高PTAスポーツ大会

中高等学校（茨木）
職種・業種

料理研究家
映画監督テレビ番組プロデューサー
大学教員（准教授）、コミュニティ通訳
ＡＮＡグループ勤務

幼稚園教諭
司法書士
税理士

卒業期
中4
中期
大手前中･高22
茨木高23

茨木高23

茨木高24
小82・大手前中25・茨木高25
小83大中26

氏　　名
程　　一彦
康　　浩郎
廣内　裕子
竹林　　真

石井　郁子

草田　和子
深田 　  壯
東　　龍平

職種・業種
医師
歯科医
プロドラマー
薬剤師
追手門学院大学国際交流教育センター
保育士、厚生労働省保育指導専門官
一級建築士
衆議院議員
弁護士

卒業期
茨木高27
小85・大手前中高28
茨木高29
小87
大手前中高34
大手前中高37
茨木高39
小94
小108・大手前中高51

氏　　名
朝井　俊治
石田　裕將
川上　浩初
伊藤 菊久枝
金田　正英
馬場 耕一郎
神谷　　徹
中山　泰秀
永木　友雪

（順不同・敬称略）

大手前中学校

講師の先生

氏　　名
程　　一彦
康　　浩郎
谷　　康平
竹林　　真
田尻　洋一
大槻　裕一

職種・業種
料理研究家
映画監督テレビ番組プロデューサー
社会医学環境衛生研究所・所長
ＡＮＡグループ勤務
ピアニスト
観世流能楽師　シテ方

卒業期
中4

中4

小76

茨木高23

茨木高29

小121

　山桜会では教育支援の一環として、中高の
生徒たちが社会にある職業に関心を持ち、
今後の進路選択を考える一助になることを目
的に、卒業生を講師に迎えてボランティアで講
演を行っております。
　平成28年7月9日（土）は大手前中学1～3年に、平成28年7月16日（土）は茨木中学1～3年・高校1年生を対象にそれぞれ講演を行いました。
　講師の皆様方にはお忙しいところ御協力いただきまして大変感謝する次第でございます。
　受講した生徒の皆様より頂いた感想文は、山桜会ＨＰで紹介しております。

将来を考える日のご報告

応援幕寄贈

　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

シニア野菜ソムリエ、料理講師、
アロマテラピー講師

中高等学校（茨木） 大手前中学校

　毎年、現役学生の活躍に対し、
山桜会では応援幕を作成し各学校で掲示して
頂いています。本年は、「ダンスドリル世界大
会出場」と「女子ラグビー部優勝」と成りました。
次年度以降も皆様のご活躍を大いに期待しています。

山桜会バレーボールチームいか焼きコーナー



　昨年5月、安倍首相の諮問機関である教育再生実行会議か
ら、『これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教
育、教師の在り方について』の第七次提言が出されました。
その資質や能力は大きく下記の①～⑪に分けることができま
す。多くは本校が以前から教育活動の中で育てようとしてきた
ものです。

①主体的に課題を発見し、解決に導く力　 ②志

③リーダーシップ　④創造性　⑤チャレンジ精神

⑥忍耐力　⑦自己肯定感　⑧感性　⑨思いやり

⑩コミュニケーション能力　⑪多様性を受容する力

　そして、今年8月に2020年全面実施される学習指導要領の
方向性が発表されました。この改革は、明治維新、戦後の
民主化と並ぶ大きな教育改革といわれています。本校も不変
の追手門教育を大切にしながらも積極的に改革しなくてはなら
ない部分もあります。そして30年後、子どもたちが社会の中核
になった時、リーダーとして活躍できる人材を育てなくてはなり
ません。
　大きな改革の一つに英語教育があります。現在、追手門学
院小学校では1～6年までのすべての学級を半分に分け、それ
ぞれにネイティブティーチャーと日本人教員を配置しています。

さらに、5,6年生ではそのクラスをレギュラーとチャレンジの
２つの授業内容に分け効果的な授業を行っています。公立で
は5,6年生で週1時間ですが、2020年には5,6年で週2時間、
3,4年生で週1時間の実施がほぼ決まっています。本校では文
科省に先駆けて、１～６年生で週3時間英語に触れることがで
きる時間を設定することを目標にしています。また、英語漬け
の環境づくりやいつでもネイティブと触れ合えるイングリッシュ
ルームなど小学校では珍しい取り組みも考えています。また、
英検などの具体的な目標を設定するなど児童の学習意欲が出
るような工夫も考えています。
　次にアクティブラーニングを取り入れた授業の構築です。
アクティブラーニングとは子どもたちが能動的に活動する21世
紀型の授業です。講義形式の授業から脱却し、主体的・対話
的で深い学びが得られる授業を意味します。単なる子どもが

活動するだけの授
業ではありません。
小学校では夏休み
にアクティブラーニ
ングの一つの手法
であるジグソー法を
用いた模擬授業を
行いました。ジグ
ソー法の研究を進
める竹下教諭が指

導者となり、全教員が児童役となって授業を受けました。その
後の研究会ではジグソー法のメリットや各教科での活用方法な
どが熱心に話し合われました。
　今年度は各教科でのアクティブラーニングの研究授業が行わ
れます。そして2018年までに研究部を中心に「追手門のアク
ティブラーニング」がまとめられる予定です。タブレット端末
を利用した授業も浸透し、有効な活用が見られます。
　追手門学院小学校は新東館建設とともに不易流行の精神で
教育改革を進めています。

『教育改革』
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追手門学院小学校  教頭　井上 恵二

東莞

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 行田 貞生 小68・中高11期

 

塩見 啓二 小85・大手前中高28期



　校友会山桜会の皆さまには、平素より本校教育活動にご理解
とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。本年６月に行われ
ました山桜会１００周年記念式典では、役員の皆さまを始め多
くの会員の皆さまのご尽力により、心に残る素晴らしい式典とな
りましたことを心よりお慶び申し上げます。多くの卒業生と在籍
当時のなつかしい話に花が咲き、私ども教員にとりましても幸
せな時間を過ごすことができました。心より御礼申し上げます。
　今号では、錦城文化祭・錦城体育祭のご報告をいたします。
　錦城文化祭では、平泉会長様を始め山桜会の皆さまに毎年
好評の山桜饅頭の販売をしていただきました。ＰＴＡ役員の皆
さまにも、物品の販売・喫茶のご協力をいただきました。中学
歌唱大会では、今年は、ハーモニーを大切に歌の思いが伝わ

るようにという点
に気を付けて練
習してきた甲斐
があり、心のこ
もった歌声に涙
をこぼされる保
護者もおられま
した。発表する
態度はもとより、

聞く姿勢が大変よく、中学全体としてのまとまりのある歌唱大会
となりました。発表の嬉しさ、優勝の喜びや受賞できなかった
悔しさを共有することで、これから益々クラスの絆が深まってい
くことと思います。中３全員による学年合唱は迫力があり、さ
すが中学最高学年という出来ばえでした。この先輩の姿を見て、
中学２年生は、自分たちは１年後どのようになりたいかを考え
る機会となったのではないで
しょうか。高校生は、各クラ
スでデザインしたお揃いのＴ
シャツを着て、模擬店の運
営です。メニューの決定・材
料の買い出し、値段設定、

お店の飾りつけ、接客など、協力しあって楽しく生き生きと活
動しておりました。他に、吹奏楽部・演劇部の発表、特別教室（華
道・茶道・フォト・書道）の作品展示、中２沖縄学習旅行・高
２オーストラリア修学旅行の研究発表、クラブ模擬店、有志に
よる追手門フェスティバルなど盛りだくさんな１日となりました。
来校してくださったお客さまからは、本校生徒の元気な挨拶に
お褒めの言葉をいただきました。
　錦城体育祭は、広く設備の整ったラクタブドーム（旧なみは
やドーム）で、実施いたしました。開会式では、小川副会長
様にご挨拶とともに記念品の贈呈をしていただきました。今年
度の記念品は、赤と黒の二色ボールペンで使いやすいと生徒
達も喜んでおります。ありがとうございました。思春期の子ども
たちにとって、「一生懸命になる」ことが気恥ずかしかったり、
時にしらけた態度の方がかっこいいと考える風潮もありますが、
本校の体育祭は、「全力」が伝統です。手に汗を握る中２男
子の組み立て体操、華やかでかわいらしい中３女子のダンス、
躍動感あふれる高２全員のＯＴＥＭＯＮソーランでは、会場
がひとつになり大きな拍手をいただきました。徒競走・玉入れ・
ムカデ競争・大縄跳び・台風の目・波乗りジョニー・棒引きなど
多彩な演目に、１日があっという間に過ぎました。紅白に分か
れ、中１から高３までが学年の垣根を越えて応援しあう姿は、
本校ならではの自慢です。
　錦城文化祭・錦城体育祭を通じて、仲間と協力し準備段階
で色々なことを乗り越えてきたからこそ、感動があり達成感が
生まれることを学んでくれたのではないかと思います。本当の
絆を育む場として、今後もより発展させてまいりたいと思います。

錦城文化祭・錦城体育祭
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追手門学院大手前中・高等学校　教頭

宇佐崎 浩美　

木下 博之 大手前高47期

〒552-0007 大阪市港区弁天3-13-1
MEGAドン・キホーテ弁天町店2F
TEL/FAX 06-6576-1876
URL  http://dental-aozora.com

一般歯科  小児歯科  口腔外科
審美歯科  矯正歯科  訪問歯科

                    

池田 賢八郎 大手前中高47期

本社・ショールーム

アルファロメオ
フィアット・アバルト新大阪

アルファロメオ
フィアット・アバルト新大阪

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 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
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　初冬の候、山桜会の皆様には、平素より本校教育に対し、
ご理解とご協力をいただき、深く感謝いたしております。
　今回は今年の生徒の活躍と本校教育の発展などを中心に近
況を報告させていただきます。まずは運動部を代表するビッグ
ニュースといたしまして、４月に行われた「サニックス・ワールド・
ラグビーユース交流大会2016」で本校女子ラグビー部が見事
優勝を果たしました。この大会は海外より各国協会推薦の３
チーム、日本協会により推薦された５チームで争われるもので
す。本校女子ラグビー部は、予選リーグでラグビーの本場ニュー
ジーランド代表で、昨年の優勝チームであるハミルトンガール
ズハイスクールを19 VS 12で破ると、その後全勝で勝ち上がり、
決勝戦では栃木県ストロベリーズを38VS５の大差で降して、
初出場初優勝を飾りました。なお、この大会に先立って４月
24日に花園ラグビー場で開催された「第10回関西ラグビー祭
り」（毎日新聞社、関西ラグビーフットボール協会主催）でも
優勝しています。（別に紹介記事あり）
　また、３年前にスタートした「表現コミュニケーションコース」
では３年生27名が８月５日（金）から７日（日）の３日間、茨
木市にある福祉文化会館文化ホール（オークシアター）で「卒
業公演」にチャレンジしました。ダンス専攻・演劇専攻に分かれ、
ダンス界・演劇界をそれぞれ牽引するアーティスト（山田うん氏・
多田淳之介氏）をお呼びして高校生と作品を創作し、２作品
を上演しました。卒業公演は一般公開され、３日間で760名
を超えるお客様にご来場いただき、会場内は熱気あふれる
ものとなりました。次の文章は HPに写真とともにアップされた
ダンス専攻・演劇専攻それぞれの生徒諸君のコメントです。

「高校3年生、18歳のわ
たしたちは、なにかにな
りたい、なにものでもな
い存在。自分たちの心の
なかで考えていることは
あるけれど、責任があっ
たりなかったり微妙な立ち

位置にもどかしくなったりもする。大きくなったり小さくなったり
する『自分』という存在を、アフリカ楽器を使った無国籍フュージョ
ンに乗せて大地に刻みます。 わたしたちはまだアフリカに行った
ことがない、だけど遠い土地に想いを寄せて。」（ダンス専攻）
　「表現コミュニケーションで学んだ3年間。演劇チームが取り
組む最後の作品は、超超王道のシェイクスピア作『ロミオとジュリ
エット』！ 1595年に上演されたこの作品を、いま僕らがやるって
ことは、江戸時代の歌舞伎の台本を英語にして、イギリスの高
校生がやるようなもの。時代も古いし、原作の台本には難しい
漢字ばかりだし！ ･･･まっ、いまは2016年、ここは大阪ってことで、
まずは漫才から初めてみますか！ 」（演劇専攻）
私も初日の舞台を見せてもらいました。　　感動！でした。
　さて、昨今「学校教育に求められるものが大きく変わってきて
いる。」「生徒がこれからの時代を自分らしく生きるためにはこ
れまでになかった力が必要だ。」といったことがよく言われるよ
うになり「正解のない問いを考える力が必要だ」などとも言わ
れるようになりました。
　すでに20年以上前から所謂「参加体験型学習」が提唱され、
世界レベルでは教育は大きく変化してきていますが、日本の教
育界もやっと重い腰を上げてきています。本校でも、昨年度か
らアクティブラーニング型の授業についての研究をスタートさ
せ、今年度当初に全員で研修会を持って新しい教育の取り組
みを始めています。脳の働きを考え、授業の始めで動機付け
を行う導入を取り入れ、授業の本体では考える・話し合う学び
を取り入れたアクティブラーニング型の授業、そしてリフレクショ
ン（振り返り）で記憶を強化しています。さらには２ヶ月で４回
のリフレクションの機会を持ち、記憶の確実な定着を図ってい
ます。そして、授業を始め学校教育全体で「思考力」「判断力」「成
長力」「表現力」「協働力」「コミュニケーション力」「対応力」「貢
献力」というこれからの時代を自分らしく生きる８つの力をつ
けてゆきます。
　2019年春の校地移転に向けた動きもますます加速し、夢も
膨らんでいく中、益々元気な茨木中･高を今後ともよろしくお願
いいたします。

追手門学院中・高等学校（茨木）　副校長

藤原 秀彦
茨木中高  近況のご報告

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3
    ホテル日航ビルB1F

TEL06-6251-2700　定休日：第３水曜日
http://andb0308.jimdo.com/

榊原 康人 茨木中5高25期

ＷＡＴＣＨ ＧＡＬＬＥＲＹ

世界の高級時計を集めた
ＷＡＴＣＨ ＧＡＬＬＥＲＹ。

他店ではお目にかかれない時計を
ご用意しております。

ベルアンドロス、 ピエールクンツ
バルトレイ、 ヨーロピアンカンパニーウォッチ

取扱いブランド

平泉 憲一 茨木高25期

平泉 憲一
椚座 三千子
加本 美香
坂東 俊矢

片山 登志子
村岡 泰行
越智 信哉
黒木 理恵
松川 正毅

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

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

表現コミュニケーションコース
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　山桜会が100周年を迎えた今年、大学も創立50周年を迎え
ています。
　昭和41年（1966年）茨木市郊外、安威の丘に、追手門学
院大学が開学しました。数えて今年が50周年ということにな
ります。２学部４学科516名の一期生からスタートした大学は、
今や６学部８学科6000名を超える在校生を有する文科系中規
模大学へと発展されました。
　大学校友会では、今年、創立50周年を祝う行事を実施して

きましたが、大川さくらクルーズなど、山桜会さんともご一緒に
楽しませていただいた催しもありました。
　2019年には新キャンパスが開設され、茨木中高とともに
大学も学部移転が行われます。
　今後ますます発展される追手門学院を、山桜会さんと一緒に
なって支えてゆきたいと思っています。追手門学院卒業生の
力を結集させて母校を支援してゆきましょう。ご協力をお願い
いたします。

活躍する

　能シテ方の大槻文蔵さん（小学校66期）が、このたび重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定されました。
　大槻さんの長年にわたる不断のご精進に対し尊敬の念をお伝えするとともに、この栄誉を、卒業生
みなで称え、お祝いを申し上げたいと思います。
　大槻文蔵さん、本当におめでとうございます。今後とも、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

大槻文蔵さんが「人間国宝」に認定されました

卒業 生

　昨年まで開催していた「安威祭復活コンサート Love In Again」 から名称を「Generation 
Live」とし、また時期も夏から秋へと変更し、10月16日（日）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、追手門関係の方だけではなく、各出演メンバーの友人・知人のお客様に多数お越し
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。

【出演メンバー】
茨木高30期バンド・・・平・阿瀬・大野・木村・中川・
 船田（射場）
茨木高31期バンド・・・坂井・上原・三谷・田井（34期）
茨木高34期バンド・・・井出・中尾

同窓会ライブ Generation Live 2016のご報告 坂井 宏嗣 （茨木高31期）

　自然と運動をこよなく愛する山桜会員の皆様からの熱い要望を受けて、今年の４
月、山桜会ハイキング部が産声をあげました。春には桜が咲き誇る山の辺の道を、初
秋には歴史あふれる柳生の里を散策してまいりました。
　比較的平坦なコースを、とりとめもない話をしながら、ときに景色を楽しみ、ときに
お弁当を味わい、ゆったりと流れる贅沢な時間を心から満喫する、そんな和気あいあ
いとしたイベントです。
また、ハイキングのあとには懇親会も行っています。今月予定している京都伏見東山
ハイキングのあとは、伏見の造り酒屋直営の焼き鳥店で、しぼりたての新酒を堪能す
る予定です。
今後も定期的に開催いたします。皆様、ふるってご参加ください。

山桜会にハイキング部ができました！ハイキング部  部長　林　裕悟 （小97期）

茨木高30期バンド

茨木高34期バンド茨木高31期バンド

追手門学院大学 校友会会長 林田 隆行 （小72・中高15期）

追手門学院大学は、今年、創立五十周年を
迎えています

校友会  山桜会  会長　平泉 憲一 （茨木高25期）   

大槻 文蔵さん



詳細

55歳学年同窓会 （小85・大手前中高28･茨木中8高28期）

山桜会100周年記念式典･懇親会の中で、小85・大手前中高28
期合同の55歳同窓会をさせていただきました。68名が参加され、
その後の二次会にも73名が参加し、川人公一先生にもご参加い
ただきました。そして、三次会は京橋カラオケボックスで盛り上
がりました。長い長い楽しい一日でした。次回は60歳還暦同窓
会で、お会いしましょう。

香山 仁志 （小85・大手前中高28期）

　6月26日ニューオータニ大阪で
100周年記念式典が開催され、合
わせて茨木中8期高校28期同窓会
が行われました。100周年の節目
の年に55歳を迎え、思い出に残
る同窓会になりました。中学、高
校の恩師にもお会い出来、懐かし
く話をさせて頂き、久しく会ってい
なかった級友とも昔話に花を咲か
せ、とても楽しい時間を過ごしま
した。還暦でまた会えること願って
います。

清水一朗（茨木中8高28期）

ご報告 2016年6月26日

45歳学年同窓会
（小95・大手前中高38・茨木中18高38期）

幾重にも嬉しく、心踊る楽しい一日でした。私達の学年は、小学校・
大手前中高・茨木中高、合わせて72名の出席。先生方や同級生
と再会した瞬間、周りの空気感や記憶とともに心が在学時に戻りま
した。卒業以来の再会でも、あまり話をしたことがなかった人とで
も、すぐに会話が弾みます。それぞれが歳月と経験を重ねたこと
で追手門で過ごし学んだことをさらに感謝できるようになり、笑顔
溢れるひとときは、いま居る場所で頑張ろうという力になったと、
皆を見ていて感じました。会は大盛会で、お土産の品々や記念誌
も大好評。これからの日々、追手門・山桜会と、そこでのご縁を
より深く、より一層大切にしていきたいと思いました。やはり私達
は追手門が大好きです。

西川 優子 （大手前中高38期）

ご報告
100周年記念式典

100周年記念式典

2016年6月26日 35歳学年同窓会
（小105・大手前中高48・茨木中28高48期）

100周年と言う記念すべき日に35歳同窓会を迎えら
れました。
席に着くと直ぐに高校時代にタイムスリップし、賑々し
い席となりました。また、担任の先生、クラブの顧問の
先生、保健室の先生、校長先生とも当時のお話や近況
報告が出来てとても充実の日となりました。“やっぱり
追手門は良いね。” 
そんな声が沢山聞こ
えた1日でした。
幹事　井上　保

（茨木中28高48期）

ご報告

2016年6月26日

茨木高26期 学年還暦前プチ同窓会開催予告

久々の学年同窓会を開催いたします。今回は還暦前のプチ同窓会で
すので個々へのご案内、出欠等はございません。当日ご都合のよい方
は是非ご参加ください。事前にご参加の連絡をいただければ幸いです。

開催日：2017年1月15日（第3日曜日）　午後３時より
会　場：わがままキッチン きたやま（貸切）
　　　　大阪市中央区高麗橋1-5-6 東洋ビルB1
　　　　TEL.050-5281-4627
会　費：4,000円
お問合せ先：小曽根 真喜雄　090-3702-2934

開催日：2017年1月8日（日）
　　　　受付9時30分～10時30分
式典会場：追手門学院小学校
二次会会場：東天紅（OMMビル20階）

※詳細につきましては、お送りしました案内状をご覧下さい。

成人の日同窓会が近づいて参りました。
皆さんで晴れの門出をお祝いしましょう。
　　　　　　　　　　　　　代表幹事　前田幸貴

開催予告 小学校120期成人の日同窓会

100周年記念式典
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偕追会同窓会（小61・中高4期）

平成28年10月16日、ホテルグランヴィア大阪で開催。出席者は38名（うち
女性11名）で、このところ年に一度の開催にしては予想を上回る出席でした。
偕追会は小61期、中･高4期の卒業生を縦で繋ぐ形で構成される学院では
今や古参の部類と思われる同窓会となっています。今回は大半が傘寿を迎
える節目の会でもあり、関東からも数名駆けつけてくれました。残念ながら
先生方は、いま療養中の平見先生だけとなりました。我々の仲間もわかっ
ているだけで54名が亡くなり、その時の経つ早さと現実に驚かされます。
そんな中で故人を偲びながら、それぞれ学生時代の話に花を咲かす宴の
中、現在も活躍中のクラリネットの柴田君とボーカルの程君の演奏もあり、
再会を約して楽しいひとときを過ごすことができました。

28年度幹事一同

ご報告
2016年10月16日

中学11期3組同窓会
「小桜会」

平成28年5月28日、「小桜会」同窓会を開
催致しました。昨年5月には担任の平見英子
先生の地元であります「河内長野荘」に先生
をお迎えして先生の「白寿」のお祝いを、そ
して今年は「百寿」のお祝いを兼ねましての
同窓会「小桜会」を河内長野荘にて開催い
たしました。私たちが12才で中学に入学し
ましてから今年は60年という節目の年でもあ
り、先生との思い出話などに花が咲き、楽し
いひとときを過ごしました。

桑原　勝子

ご報告

2016年5月28日

茨木高18期 同窓会

平成28年5月28日（土）、中ノ島イタリアンボーングランデアリ
アにて、18期同窓会を、3年ぶりに開催致しました。恩師橋
本先生、柴岡先生、池内先生、岡本先生にもご臨席いただき、
同期60余名が参加しました。数年に一度開催しており、毎回
参加のメンバー多数ですが、久しぶりの参加者もいました。
卒業後50年近くになりますが、顔を合わせれば現役時代に戻
り昔話に花が咲き、二次会も終わり次回の再会を楽しみに散
会致しました。ご多忙の中、恩師先生方、並びに遠方より参
加いただいた同窓生の皆様有難うございました。次回以降も
続けて参ります、多くの方の参加を熱望し… 幹事一同

ご報告 2016年5月28日 茨木高28期 同窓会

平成28年10月16日（日）に大阪新阪急ホテルにて追手門
学院高等学校茨木学舎第28期卒業生の55才記念同窓会
を開催いたしました。今回は三年ぶりで参加者が今まで
の約半数と少なかったのですが、恩師 杵築先生を囲み、
ジェスチャーゲーム等で盛り上り、その後2次会、3次会… 
和気あいあいと楽しいひと時を過ごしました。
久々、高校時代にタイムスリップし同期と過ごす時間を
持てたことを幸せに思います。 幹事一同

ご報告
2016年10月16日

小学校75期生 同窓会

春盛りの4月23日（土）、追小75期生は大阪国際会議場
12階「グラントック」にて、還暦同総会後の一つの節目と
なる65歳同窓会を開催致しました。未だ未だ現役で頑張っ
ている人、勇退後、自分の趣味に没頭している人、また、
孫に時間を割かれていること事を嬉しそうに笑顔で話す人
などなど…男子17名、女子11名、合計28名の同期生の
出席がありました。物故者への黙祷の後、近況報告や卒
業アルバムを片手にした思い出話を肴に、楽しい歓談となりました。全員での校歌斉唱を中締めとし、隣接するホテルのバーに
会場を移し、カラオケ有りの賑やかな二次会と成り、時を忘れ夜更けまで大いに盛り上がりました。

幹事：岡本義輝・杉島忠志・中西耕一・萩原新太郎・木村強・大辻（辻田）育代・小倉武子・鷲見文子

ご報告 2016年4月23日

偕追会  平成28年（2016）10月16日  於：ホテルグランヴィア大阪

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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活躍する

　追手門学院大手前中・高等学校ロボットサイエンス部は、今年度も８万人以上の小中高校生が参加
する世界規模のロボコンであるWROに挑戦しました。本校の４つのチーム（高校ミドル部門・中学ミドル

部門・高校エキスパート部門・中学オープン部門）がWRO大阪
予選を勝ち上がりWRO全国の舞台に。夏休み返上でロボットに
磨きをかけたこともあって、全国大会（9月18日）でも各地方大
会の代表と肩を並べ、大健闘しました。結果、中学ミドル部門は
全国3位、高校ミドル部門は準優勝、そして中学オープン部門の
チームは見事優秀賞（1位）を獲得し、世界大会（インド）への切符を掴むことができました。生徒たちは
日の丸を胸に世界の頂点を目指して頑張っています。これからも応援宜しくお願いいたします。

ロボコン中学オープン部門全国三連覇！
～世界の頂点を目指して！～

在校 生

ロボットサイエンス部　顧問
福田 哲也・太田 直晃

　チアダンス部ＰＩＸＩＥＳは7月28日に東京体育館で行われた「第6回中学校ダンスドリ
ル選手権大会」に出場しました。この大会は全国各地で行われる地区予選に勝ち抜いた学校
のみが出場できます。今年は新入部
員がたくさん入部し、４月から新
チームを組みました。中にはダンス
初心者もいてとても厳しい毎日でし
た。しかし、本番は堂々たる演技を
し、ＰＯＭ部門で優勝を果たしまし

た。また、来年3月にアメリカロサンゼルスで行われるミスダンスドリルチームインターナ
ショナル　in USAに日本代表として推薦して頂く事が出来ました。創部2年目で日本代
表として世界の舞台で踊れることをとても嬉しく思っております。少しでもよい結果を残
せるように部員一同頑張りますので応援お願い致します。

追手門学院大手前中学校  チアダンス部です チアダンス部顧問　田中 佑季

　女子ラグビー部は2014年に創部し、今年で3年目を迎えました。現在は3年生6名、2年生6名、
1年生7名の計19名で活動しています。今年度は4月に開催された全国高等学校女子セブンズ
大会(埼玉・熊谷)でベスト4。その後招待されたサニックスワールドユース(福岡・宗像)で優勝を
果たし、世界一となることができました。
　後藤翔太監督、辻本つかさコーチの元、大学生チームとともに練習することで力を伸ばしてい
ます。現状に満足せず、来年度の全国大会での優勝。そして再び世界一を手にするためにこれか
らも日々練習に励んでいきます。今後とも応援の程お願い致します。

茨木高 女子ラグビー部 World Champion

活躍する

　追手門学院高校では礼儀やコミュニケーション、学業と、人としての基礎を
教えてもらいました。当時、サッカーのことだけを考えていた時期もあったし、学業との両立を大変に思
うこともありましたが、そこで徹底的に勉強を見てもらったり、指導してもらったことで自分自身の意識が変
わったし、高校生活や学業を適当にすることなくプロへ一歩近づけたと思っています。
　学校生活は、共に過ごす時間はあまり多くはなかったですが、友達が試合の応援に来てくれたり、クラス
でも同じように接してくれて多くの思い出があります。
　学院とガンバ大阪の提携あってのことだと思うので、ありがたかったし、あの時間があったことで今ガンバ
大阪でプレーできることに感謝しています。

井手口  陽介 （いでぐち ようすけ）

出身 生 ©GAMBA OSAKA略 歴
中央 FC
ストリートSC
油山カメリアーズ
ガンバ大阪Jrユース
ガンバ大阪ユース

追手門学院中・高等学校（茨木） 副校長

藤原 秀彦
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ました。今回は特別に大阪の71期生中島規夫氏に「マジック＆南京玉
すだれショー」をお願いして、驚いたり笑ったりの中で美味しい料理に
舌鼓を打ちながら話に花を咲かせて楽しい時間を過ごしました。最後
に東田校長先生と甲谷富佐子氏の音頭で偕行社付属小学校校歌と追
手門学院校歌を斉唱して盛会の内にお開きとなりました。なお、平成
29年５月20日開催予定の東京山桜会は第60回目の節目の記念総会と
なりますので、是非皆様奮ってご参加の程お願い申し上げます。お待
ちしております。

第59回東京山桜会総会
　平成28年５月21日（土）銀座ライオンクラシックホールにて東京山
桜会総会が参加者65名で盛大に開催されました。大阪からは役員、
恩師を始め19名の方々に出席頂き有難うございました。学院理事長川
原氏、山桜会会長平泉氏、副会長中川氏に加えて今回から大学校友
会林田会長と同東京支部長島田氏や、小学校長東田先生、大手前中
高校長木内先生、茨木中高校長住谷先生、恩師の橋本先生などの賑
やかな顔ぶれが揃いました。第１部の総会の始めに東京山桜会の山
根会長から挨拶があり、引き続き来賓各位から追手門学院の近況、山
桜会100周年に向けての案内、大学が50周年となったことなどについ
てお話を拝聴しました。臨席の来賓の紹介に続き、今回は東田充司校
長による「追手門学院のルーツ・歴史・そして今」というテーマの講演
がありました。27枚にわたる写真などを１枚にまとめた資料が配布さ
れ、創設者高島鞆之助先生による明治21年の大阪偕行社付属小学校
設立から今日に至る歴史、「国家有意の人材の育成」という教育理念、
ルーツは薩摩藩の「郷中教育」など誇り高き母校の話を、分かりやすく
皆が納得出来るように講演して頂きました。全員の集合写真撮影をは
さんで第２部の懇親会は山桜会中川厚子副会長の乾杯の発声で始まり

東京山桜会

平成29年新年会 第60回東京山桜会総会・懇親会
平成２９年５月２０日（土）１２時～１４時３０分
銀座ライオンクラシックホール

平成２９年２月１１日（土）１２時～１４時
横浜ベイシェラトン＆タワーズ１０Ｆ「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

　土居氏とは追手門学院（大手前）の中学・高校の同窓生で、私達が調度高校3期生で、上級生がこれで1、2、3年全員が揃い
運動部の部活出来ると大変喜んでくださった事を思い出します 。
　真の親友とは、私は追手門学院に行き、彼に会った事が、大親友の付き合いだと思っております。ちょうど昭和から平成
にうつる約30年前のことでしたが、「俺、今度、天神橋筋商店街で理事長になるので、お前も千林商店街の理事長をして、
2人で商店街から大阪の活性化をやって行こうよ！」という誘いを受けて私も千林商店街の理事長に成りました。平成に
入ると「俺、今度大阪商工会議所の議員成ったので、お前も選挙に立候補して議員に成れば」と言う事で土居氏と共に議員
にも成り、その後当時の佐藤会頭（京阪電鉄CEO）から推薦して頂き2人共大阪商工会議所常議員に任命されました。
　商工会議所といえば、初代五代会頭から始まり 現在では3万人からなる法人の会社の方がメンバーでその中でも280名

の方が選挙で選ばれ、その中で28名の方が常議員で、二人で活動しておりました。 もし次回の人事移動の時は、必ず土居氏を推薦してトップの
会頭になっていただく予定でありました。もし、土居氏が会頭に成れば、日本から初めての“小売店から出た会頭として、又、追手門学院卒業生と
して、今迄の大阪の歴史が変わっていくと大いに期待しておりましたが、こんな結果と相成りすごく残念です。 彼程の人望の厚い、心の優しい人
は他におられませんでした。あの天満宮の境内に落語の殿堂「繁昌亭」を行政の力にも頼らず、主になって事業家の手で建てたのも彼でした。
又、大阪の天神祭を日本三大祭まで持ち上げてくださったのも、彼の力に拠るところが多々ありました。このように色々の行事をやり遂げた人
ですから、後はあの世で心置きなくゆっくりとされることを、心よりお祈り致して土居年樹氏の想い出の記と致します。 　合   掌

土居年樹さんとの思い出 宮田 俊志 （中高３期）   

平成26年度高島鞆之助賞を
受賞された土居氏

　中田 武仁さんが逝った。悲しくてやりきれない思いです。
父上は大阪府議会議長として、亦、ご母堂は調停委員の要職を務められた両親の末っ子として、昭和12年
に誕生されました。父上、中田守雄様は偕行社を、兵養成学校と決めつける進駐軍と決然と対峙され、
初代理事長として校名も追手門として我らが母校を残されました。中学部、高等学部時代は多くの時間を
彼の実家で過ごし多く知恵を授かりました。長じて一女、一男を授かり愛息厚仁様は、国連ボランティア員
としてカンボジアに赴き、任務遂行中凶弾に倒れました。
　父武仁さんは毅然とした態度で悲劇と対峙、愛息の平和を願う思いを尊重し、ボランティアのバック
アップとしてより多くのボランティアを輩出すべく、「中田厚仁基金」を創設しボランティアの援助に身を
捧げました。またこの年を　「国際ボランティア元年」として国連に認められ、世界中のボランティア援助
に勤めたのです。
　余人をもって代え難い彼の正義感を多くのボランティアに携わる人々に捧げると共に心からご冥福を祈ります。

中田 武仁さんを偲んで 寺本 隆雄 （中・高4期）

国連ボランティアとしての思い出を
語る中田武仁終身名誉大使。手前
の写真は長男厚仁さん＝東京都渋
谷区の国連大学で２００８年４月

山桜会ホームページでも
ご覧いただけます。



編　集　後　記新年会併設開催 65歳同窓会
（小75・大手前中高18・茨木高18期）

70歳同窓会
 （小70・中高13期）

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。
別途ご案内をお送りさせていただきます。

◆開 催 日／平成29年1月28日（土）　18：00開宴
◆開催会場／ホテル日航大阪（5階）  鶴の間　 ◆会費／10,000円
◆お問合せ先／TEL06-6940-3481（山桜会事務局）

２０１７年１月１１日（水）
りそな銀行　大手支店 （普通）  0012199　追手門学院校友会山桜会

（A）お申込み後、（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、申し込みとなります。
（A）お申込みは２種類（郵送・ホームページ）のいずれかでお願いします。
 ❶会報誌同封の申込みはがきに必要事項を記入し、郵送してください。　 ❷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込みください。
（B）会費のお振込み
 申込み後、必ず下記口座へ会費を振り込んでください。 会費のお振込みをもって、受付完了と致します。事前のお振込がない場合、お席のご用意は致しかねます。
 お振込み確認後、１月中頃にチケットをお送りします。 チケットを忘れずにご持参ください。

●お申込み手順

●最終申込み期限
●お振込口座 山桜会

平成29年1月28日（土）

全席指定、テーブルビュッフェとなります

受付開始 17：00　開場 17：30　開宴 18：00

TEL.06-6244-1111

￥10,000   大学生以下 ￥5,000
（お料理が不要なお子様は無料）

場所 ホテル日航大阪（5階）  鶴の間

日時

松田 陽子 （茨木高38期）

司 会

会費

　平成29年山桜会新年会の参加募集の季節がやって参りました。今回は、オール
追手門で活躍されている学生・卒業生たちという企画で、シンクロナイズドスイミング
2000年シドニーオリンピック・2004年アテネオリンピック銀メダリストの巽樹理さん
（追手門学院大学教員）、2016年リオデジャネイロオリンピック銅メダリストの吉田胡桃
さん（追手門学院大学卒）、大学応援団チアリーダー部、大手前中･高チアダンス部、
大手前中･高ロボットサイエンス部、茨木中･高女子ラグビー部の皆様をお迎えします。
皆様の記憶にも新しい感動をもらえたリオデジャネイロオリンピックでのお話や、オリンピ
アンならではのお話、各クラブで活躍する学生たちの興味深い話をお聞きし交流を深めて
いただければと思っております。
　是非、皆様お誘い合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29年山桜会新年会実行委員長  藤原　亮 （小84・大手前中高27期） 

追手門学院校友会追手門学院校友会
～追手門から世界へ～

7歳からシンクロを始め15歳
でジュニアナショナル、17歳で
ナショナルＢチーム、19歳で
ナショナルＡチームに選抜。
2000年シドニーオリンピック、
2004年アテネオリンピックの
チームで銀メダルを獲得した
（2001～2003年チームキャプテン）。

大手前チアダンス部

シンクロナイズドスイミング

2016年1月 ダンスドリルWinter Cup2016（全国大会） ノヴェルティ部門　第2位
2016年3月 西日本中学校ダンスドリル競技大会
 POM部門1位　中学部門3位　大阪府教育委員会賞受賞
 アメリカ カリフォルニアディズニーランド『Dance The Magic!』出場
2016年7月 第6回全国中学校ダンスドリル選手権大会   POM部門   優勝
 ミスダンスドリルインターナショナルin USA  日本代表認定
2016年10月 JAPAN OPEN  中学部門第3位、ASIA OPEN 日本代表認定

山桜会会報98号を発刊するに当たり、記事掲載にご協力頂いた方々にお礼申し上げ
ます。本年は、山桜会100周年を迎えイベントも多く特に活発な年でもありました。
また、学院全体の広報一元化の構想も進んでいる中、発行時期や方法に変更が
あれば、山桜会ホームページにてお知らせさせて頂きます。
前回97号掲載の山桜会「会計報告」にて年数の表示で誤りが在りました、正解は
ホームページの会報97号にてご覧ください。又、「100周年記念志」にて、大手前中高
校長の大村先生のお名前が木村となっておりました。謹んでお詫び申し上げます。

追手門学院大学学友会応援団
リーダー部・チアリーダー部
2016年4月、リーダー部・チアリーダー部・
吹奏楽団が三部一体となった応援団を結成

【リーダー部】
2016年4月に結成。現在、1年生部員2名。
「応援を通じて大学を明るく元気にする」こと
を目標に、日々活動している。

【チアリーダー部】
1991年4月に結成。現在、部員10名。2016年
11月（ダンス部門）アジアオープンチアリー
ディングチャンピオンシップ出場。2017年1月
世界大学チアリーディング選手権出場決定。

巽　樹理
（たつみ じゅり）

2歳で競泳を始め、小学校4年生
のときにシンクロナイズドスイミ
ングに転向した。 2010年FINA
シンクロワールドカップで日本代
表入りし、2012年ロンドンオリン
ピックではチームで5位入賞。
2016年リオデジャネイロオリン
ピックでチーム銅メダルを獲得。

吉田 胡桃
（よしだ くるみ）

大手前中・高ロボットサイエンス部
2013年 女子ラグビー部創部
2016年2月 関西女子セブンズ大会 優勝
2016年4月 全国高等学校女子セブンズ大会  
 初出場、初優勝
　  同年4月 サニックスワールドユース国際交流大会
 初出場、初優勝
2016年9月 関西女子セブンズ大会 優勝

中・高(茨木）女子ラグビー部

追手門学院校友会平成29年
～追手門から世界へ～

2015WRO国際大会（ドーハ）7位
2016WROロボット全国大会
中学オープン部門　優秀賞（1位）
中学ミドル部門 全国3位
高校ミドル部門 準優勝
2016WROデリー国際大会出場

大抽選会
お楽しみに!!
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