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平成24年

午後 7 時開宴
会場：ウェスティンホテル大阪

平成24年1月28日（土）

山桜会 新会長就任のご挨拶

「さらに連携を
深めよう 山桜会」
川原 新理事長
田口 山桜会新会長

P2・P3

対談

連携の力

復興の源

わん・椀・ONE

レクイエム・プロジェクト 東京・佐用町

架け橋コンサート

被災地で誕生

東日本大震災会員被災者支援について
P4・P5

これまで山桜会会長を務めてこられた川原俊明氏が、平成23年7月1日、学校法人追手門学院理事会にて、理事長
に選任されました。
そしてこれに伴い、同月21日、山桜会第3回理事会にて、川原氏から、学院理事長と山桜会会長の
兼務が困難であるとの理由から、山桜会会長辞任の表明がありました。山桜会としては、川原氏のこれまでのご尽力
を感謝すると共に、
われら卒業生初の理事長を全力で応援し、学院の発展に繋がるように期待するところです。
山桜会は、川原氏の会長辞任のため、上記第3回理事会にて、新会長の選任を行い（会則第10条-1）、副会長で
あった田口順一氏（小78期）
を新会長に選任しました。
また、同理事会にて会則第10条-2に則り、田口新会長が、副会長であった北村氏、同平泉氏を引き続き副会長に
選任し、理事の藤村氏を新副会長に選任しました。

7月21日、川原前会長が任期の途中でありますが、追手門学院
の理事長に就任され、山桜会会長を辞任されたため、新たに会長
を務める事となりました田口でございます。
この春より私を含め、副会長・委員長それぞれが新しいメンバー
に替わり、
「連携を深めよう」
を合言葉に各事業をスタートしたとこ
ろでありましたので、今後の基本方針は今までのものを継承し、
「さらに連携を深めよう 山桜会」
と致しました。
先日の総会では、40歳同窓会も同時に催されたため、今年
40歳になられた卒業生の方々とお会いできる機会がありました。
皆さん久しぶりに会う同期の方々と目を輝かせて歓談され、大変
盛り上がった様子でした。私は、
これが卒業生の会の原点である
と思います。懐かしい恩師、同期生、先輩、後輩と会い、お互いに

山桜会の皆様には、追手門学院の発展のために多大の
ご支援、
ご協力を頂き誠に有り難う御座います。私こと、去る6
月末を以って理事長を退任致しました。
2001年12月、戸塚元理事長のご退任により、理事長を引
受けましてから9年半、多くの方々のご支援により、何とか
役目を果たさせて頂き、最後の４年間は、常勤として、追手門

励まし合い、慰め合い、刺激し合って大いに元気づけられる。
そんな有意義な場を作り上げるのが、私たち山桜会の本来の目
的であります。
同世代の絆を作り、
さらに世代を越え、性別を越えて連携を深め、
強い連帯感を作り上げましょう。
また、学院各校の教職員の皆様、
学生やPTAの皆様との連携も強化し、オール追手門の掛け声ど
おり、すべてが一体となって母校追手門学院の発展を力強く応
援してまいりたいと考えます。
会員の皆様におかれましては、同期の皆様方とお誘い合わせ
のうえ、新年会など各事
業に積極的にご参加い
ただきますとともに、山
桜会に対しさらに温か
いご支援をいただきま
すよう宜しくお 願 い申
し上げます。

学院のマネジメントの安定とガバナンス確立のため仕事を
させて頂きました。誠に有り難う御座いました。
そして、何より
嬉しいことに、初の卒業生理事長として、私のあとを山桜会
の川原さんに引き継いで頂けることになりました。
いま、多くの私学は逆風の中、生き残りをかけて経営改革
を進めています。我が追手門学院も教職員一丸となって競
争を勝ちぬかなければなりません。それには、同窓会やご父
兄のご支援が不可欠です。永い歴史を背に、日々活発な活
動を続けておられます、山桜会の強力なパワーをどうか追手
門学院にお与え頂き、川原理事長をお支え頂きたいと存じま
す。
賜わりました数々のご厚誼、
ご高配に心から感謝申し上げ、
退任のご挨拶と致します

卒業生初の理事長誕生を祝う

追手門学院 理事長

川原 俊明

川原理事長：

川原理事長・田口会長：

山桜会はボランティアであり、限られた時間で活動していただ

本日は、よろしくお願い

いておりますので、学院がその活動をバックアップし、
より正確

します。

で詳細なデータが把握できる協力体制を築きたいと思います。

川原理事長：

田口会長：

さて、私、卒業生として初

山桜会総会において４０歳同窓会などを併設することで会員

めて学校法人追手門学

院の理事長に就任しま

した。山桜会という同窓

の参加率が向上すると考えています。

理事長室

会組織の枠を超えて、学院全体の運営に関わることになりまし

た。私立学校法のもとで理事会主導体制を強化し、学院改革
を徹底的に進めていきたいと思います。大学改革を中心に追手

門学院ブランドを高めていくこと、学院のステイクホルダー

（利害関係者）
である卒業生・保護者・学生・教職員と一体とな
り、追手門学院を発展させたいと考えています。

特に大学の思い切った改革が必要です。学生の募集力を強化

山桜会１００周年に向けて
川原理事長：

山桜会の総会・新年会だけでなく、
４０歳あるいは還暦同窓会、

さらに３０歳同窓会も開催されるとのことで、個々の同窓会の
開催が、
山桜会の活性化に繋がると考えます。

山桜会会員の裾野を広げていただくことを期待しています。

し、就職力を高める。
さらに大きな構想として、新キャンパスを

また、山桜会も５年後に１００周年を迎えられことになります。

めた新しい追手門学院を早急に作り上げたい。
また、現在の幼

会館の建設も視野に入れていただけるよう期待しています。

確保し大学新学部を設置、茨木中高・大手前中高の再編を含

稚園から大学院という総合学園から、
さらに、認定こども園を

設立し、
０歳児からの人材育成体制の確立を理事会で決定し

ました。

さらに、理事会主導体制の一貫として理事長室をつくり、理事

会決定事項の早期実施、企画立案体制の確立を図ることにし

ました。

学院としては、
山桜会の同窓会活動を全面的にバックアップし

たいと思います。田口会長から、
山桜会の今後の活動計画をお
聞かせください。

１００周年記念事業は、今か

らのことですが、準備期間を

設け計画していきます。多く

の会員と一緒に祝える記念
式典を考えていきます。

川原理事長：

同窓会という観点でいうと、現在、小・中・高と大学の同窓会が
課題と考えています。

田口会長：

大学校友会とは相互に行事に参加する体制をとりたいと考え

田口会長：

ています。

現在、
山桜会会員の中で、住所

川原理事長：

不明者が９千人程度おられま

また、同窓会組織のない幼稚園を山桜会に取り込むことも

す。
これを調査して、
できるだけ

一つの課題だと考えます。

多くの会員が山桜会の活動に
参加していただけるようにした

川原理事長：

田口会長：

別個にありますが、二つの校友会の連携強化が非常に大きな

山桜会活動計画

いと思います。

卒業生のシンボルとして同窓会の方々が気楽に集まれる同窓

田口会長：

幼稚園に対してもしっかりアピールしていきます。

追手門学院大学1号館

住所不明者など卒業生の実数把握は同窓会組織にとって

大事なことです。
それは学院においても同様です。理事長室に

おいて、卒業生のデータを山桜会とともに共有したい。そして

川原理事長：

現在、幼稚園に同窓会組織はありませんが、山桜会加入も視

野に入れていただき、幼稚園から大学まですべてが追手門の

学院として、卒業生が学院の人的財産であるという観点から

データ補足を共同管理したいと思います。

いただきたいと思います。

ぜひ、
山桜会創立１００周年に向け

て、
ますます頑張っていただきたい

田口会長：

卒業時点での住所を管理し、移動先の住所を把握できるよう
協力体制をとれば、双方の情報交換がスムーズにできると考え

ます。

対談日時：2011年10月3日

仲間であると認識できるようにして

対談場所：追手門学院大学1号館

と思います。

川原理事長・田口会長：

ありがとうございました。

理事長室
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程 一彦 （中４期）
9月10日
（土）〜9月11日
（日）、宮城県気仙沼へ行ってきました。
前日金曜日の夕方４時、大阪駅から大学生5人を含むスタッフ４０数
名とバスで出発、翌朝９時半に到着、実に１７時間のバスの旅です。
東日本大震災の被災者を医療と食事、
メンタルケアの３つの要素で
支援していこうと、関西の専門家らでボランティア団体「医・食・心
ワンピース実行委員会」
を立ち上げ、医師や炊き出し隊のほか、人間の心を癒やすために訓練された
「セラピー犬」
などと共に現地に向かいました。
阪神淡路大震災で４０数回、計２万食を提供した経験から、今回のメニューは≪卵入り野菜たっぷりスープ餃子≫です。到着早々、大きな鉄鍋で湯を沸
かし、具材を切り入れ、
スープの素と塩、醤油、酒、
ごま油で味付けし、食中毒防止に
「皮つき生姜のすりおろし」
をたっぷりと入れ、卵と餃子を入れて程さん
のスープ餃子が完成！ 私たちがお渡しするスープ餃子を受け取る避難所と仮設住宅１７００人の
人々の
「ありがとう」
の言葉に胸がキュンと熱くなりました。
文章にするとスムースに進んだようですが、多くのトラブルと問題を残して反省をしてい
る矢先、美味なサンマ３０尾と
「気仙沼を忘れないで」
のメッセージが届き、
ボランティア
の意義深さを学びました。
来春再び気仙沼で私の料理をお渡ししようと思います。

連携の
チャリティ

架け橋コンサート
ウィーン在住ソプラノ歌手 宮本フォスターあき子

チャリティ 架け橋コンサートvol.1 と題して催された宮本フォスター
あき子さん
（茨高35期）のコンサート。
ご友人の風間友香子さんが友情
出演して下さった美しく温かいコンサートになりました。
また、
ピアニストの
青山洋子さんが美しく、
やさしい音でお二人の声に寄り沿ってくださいました。
この度のコンサートでは、冒頭でも述べましたように、
３月に東日本を
襲った大震災、大津波、原発の事故、
その被災地の復興への切なる思
いを込め、少しでも支援の手伝いが叶うならばという願いから計画された
ものでした。
そういう意味からも、
この度のコン
サートでとりあげられたモーツァルト、
シューベルトのよく知られた歌曲、
そし
て第２部で歌われた日本の童謡、秋
の空からの美しい日本語の歌の数々

元教諭

池内 光宏

力

は心に染みるものでした。
彼女の声は高音になればなる程美しく澄んで響
き、透明に輝いてゆきます。
ソプラノの声の中でも超高
音、
また、超絶技巧を駆使するコロラトゥーラソプラノと呼ば
れる声質です。美しいドイツ語の発音と
声に一層の磨きをかけられたものでした。
これからのますますの努力と精進、成長に期待
が膨らむ思いが致します。

9月29日
（木） 川西市みつなかホール
架け橋コンサートで集まった義援金は
陸前高田市へ送られました。

東 北の皆様 の復興を心よりお祈りいたします

川原 俊明
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桂 知伸
小71・中高14期 渕端 猛 小59期

寳來 扶佐子

小91期・大中高34期 寶来 郁子
渕端 弘子 大中高30期 寶來 順子

小77・大中高20期
小79・大中高22期
大中高25期

行田 貞生

小68・中高11期

88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。
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代

表

副代表

上田 益（大 高 ２３ 期）
高田 薫（大中高２４期）

REQUIEM PROJECT

レクイエム・プロジェクト東京2011
２０１１年１０月２９日土曜日、TOKYOFMホールで
「レクイエム・プロジェ
クト東京２０１１」
が、昼・夜２回公演で行われました。東京では、今回３回目
となるコンサートです。
今回は、福島県在住の詩人・和合亮一さんをゲス
トにお迎えしました。上田益作曲の
「レクイエム〜あの
日を、
あなたを忘れない」
を被災者自らが歌い、心
を寄せあい、励ましあい、後世に伝え、未来
に向かって歩むという趣旨に賛同して

くださった和合さんが、
このコン
サートのために書き下ろしの詩
を提供して下さいました。
この詩に上田益が曲をつけ、
新作合唱曲「黙礼」
が生まれ、
初演されました。和合さん本人が朗読したあと、合唱が始まると会場全体
が大切な方々への想いでいっぱいになり、心が重なり合いました。
コン
サートは表現できないほどの感動を呼び幕を閉じましたが、
これからも、長く
広く続けていくことが最も大切だと考えております。
すでに、東日本大震
災・被災地での活動準備も始まっています。
皆様にも末長く応援いただきますようお願いいたします。

レクイエム・プロジェクトin 佐用町
上田益作曲の
「レクイエム〜あの日をあなたを
忘れない〜」の演奏などを通して、
「 大切な い
のち への思い」
をテーマに参加者が思いを重
ね合わせていく、営利を目的としない、市民参
加型の合唱コンサート・プロジェクト
「レクイエ
ム・プロジェクト」
が、去る８月２８日、兵庫県佐用
町で行われました。佐用町は、
２００９年８月９日、
台風９号による豪雨災害のあった町です。誰もが
心の中に想像する美しいふるさとの風景は、水害
によって傷つき、
たくさんの方が犠牲になりました。亡く
なられた方々の追悼と今を生きる人が前向きに歩んでい
けるようにとコンサートを開催。公募で集まった佐用町の合
唱団とレクイエム・プロジェクトと共に立ち上げられた神戸いのり
のとき合唱団が、心を寄せ合い、励ましあい、未来への希望を歌に込め大

復興の

源

きな感動を生みました。特
に、佐用町のために作られ
た曲「大切なふるさと」が
歌われたときには、会場全
体が涙でふるえました。
こ
のコンサートで集まった義
援金と合唱団員からの募
金で、津波でピアノが流さ
れてしまった岩手県野田村の合唱団「コールわさらび」
に、電子ピアノを
贈呈しました。
このプロジェクトのコンサートは、今後も東日本を始めさまざまな地域で
開催する予定です。次回は、
１月１７日火曜日、神戸松方ホールで、午後７
時開演です。入場料は無料（要整理券）。
お問い合わせは、
メールにて
composer@neo.nifty.jp までお願いいたします。

被災地で誕生

息子の陽生が生まれて、
もう８ケ月になります。元気
に生まれ、特別本人に何かあったわけではありません。
ただし、
３月１１日−あの大震災の最中、被災地で誕生
川口 貴司 （小101期）
したことを除いては。
今まで大きな怪我も病気もなく順調に育ち、
もうすぐ
無事に生まれてきてくれたことへの感謝を込めて。
このまま元気に育ってくれ
「生きる」 ハイハイができるくらいです。
名前の由来 この日、たくさんの方が亡くなったので、
という文字を入れたいと思いました。
ることを願っています。

このたびの台風12号により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
山桜会義援金受付け口座

東日本大震災会員被災者支援について

陽生くん
はるき

追手門学院校友会山桜会 会長

田口 順一

三井住友銀行 天満橋支店
普通預金口座 № 1539917
【口座名義】 山桜会 東北地震義援金

3月11日に発生致しました東日本大震災に対しまして、山桜会としては、震災発生後早々に義援金活
（やまざくらかい とうほくじしんぎえんきん）
動を始め、
５月に日本赤十字を通じて3,647,000円の寄付を致しましたが、今回の震災は未曾有の災害
で、復興には長く険しい道程であり、
引き続き会員の皆様に義援金のご協力をお願いしております。
また、山桜会会員の被災者に対しまして、同じ学び舎で学生生活を過ごした同窓生として、今どの
様な支援ができるかという強い思いから、今回の震災で特に被害が大きい地域に居住の会員に対しまして、学院理事長・恩師の方々・山桜会役員からの
応援メッセージを色紙としてお送りすることにいたしました。
また、今後3年間の年会費の免除措置をとらせていただくことにいたしました。
被災されました皆様、地域の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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志・人財・グローバル
大志を育む追手門学院
学校法人 追手門学院 学院長

竜田 邦明 （小67・中高7期）
最 近 、教 育 の 柱として「 一 貫 教 育・志 の 教 育・自校 教 育 」を
提案しました。
「一貫教育」の実現に向けた第一歩として、両高等学校において、
追手門学院大学
（追大）
への進学を目指す追手門コースが展開され
ており、彼らは、
いずれ追大のみならず社会においても、中核になって
くれると期待しております。
私立学校には創設者と建学の精神が明確に存在するので、志を
立てる
「志立学校」
でもあります。在校生が、人生において何を目的
にするのか、何を目標とするのか、学院は、
その「志の教育」
を担う
使命があります。
「志」は、Boys, be ambitious ! （青年よ、大志を抱け）
と
クラーク博士が札幌農学校
（現北海道大学）
の第一期生に発したと
いわれる有名な言葉に通じます。二期生で、
この教えに触発された
新渡戸稲造氏は、
「我、太平洋の架け橋とならん」
とアメリカに留学し、
日米のみならず国 際 的に活 躍されました。
学院の「志の教育」
を受けて、第２、第３の新渡戸稲造氏が生まれ
ることを願っております。
その一つの施策として、経営戦略室の発案で、

学内外を問わず、世界で活躍し
たいという強い意志をもった高
校１．
２年 生を対 象 に 、本 年
1 0月１日から毎週土曜日、合
計11日をかけて、
「グローバル
人財育成塾」
を開講し、好評を
博しました。
一貫教育と志の教育を支え
るのが、
「自校教育」
であります。
今年度、
「 追手門の歩み」
を出
版し、既に教科書として使用し
ていますが、
自分の学校を知り、
誇りを持つことは、教育理念の
理解と実践につながります。

学院長小学校入学のお写真

そこで、
「 高島鞆之助賞」の制定とともに、追手門学院に３代に
わたって入学された家族に、感謝の気持ちを表すことにし、約10組の
ご家族に感謝状を贈呈しました。
追手門学院は、創立125周年を目前にしており、
日本でも有数の
同窓会である山桜会の役割は、学院の発展のためにますます重要
になってきております。

追手門の将来像
アライアンス・フォーラム財団 代表理事
（合衆国公益法人、
国連承認非政府機関）

原

述べ相手に理解して貰う能

丈人 （小76期）

力｣が最も重要な素養とな

今世紀大きな変化が起きる。2050年迄に地球人口の85％は、

る。
この目的貫徹の為には、

アジア、
アフリカ、中南米など途上国に住む様になる。一方、米国、欧

中途半端に外国語を学ぶ

州、
日本、
ロシアの先進国は、全部足しても15％以下なのだ。人口が

より日本語で物事を考え表

減り、国内市場だけに頼れない中で日本の企業、学校の組織は、途

現する能力を鍛える事が最

上国との関わりをどのように作っていくかが最重要課題となる。著名

重要だ。小学校では一般教養が理解できる為の読み書き、算数を行

な大企業でも、途上国に作った子会社が、売上高や利益で本社を凌

動的に教える。何れの学年でも｢同一でない人の考えを聞き理解しよ

ぐのは時間の問題だ。
こんな時代に｢世界に羽ばたく為の必要な素

うと努める事｣の大切さを、骨の随迄染込む様 言葉、気持ち 行動で

養｣とは何であろうか？これは｢異文化を受け入れる事の出来る能力｣

感じさせるのだ。中学以降 歴史、地理、文学、科学の一般教養を其

である。
ここ数年世界中で頻りに使われている｢多様性｣の意味を解

々の子供の好奇心を目覚めさせる形で学ばせるのだ。高校・大学で

り易く記してみよう。

は実際に途上国で現地の人と共に活動し、地球の貧困問題を解決

国連加盟国193ヶ国中、先進国は約30ヶ国で大半は途上国なの

する実地経験をアジア、
アフリカ、中南米で身につけるのがいい。そ

だ。言語、文化習慣が異なる150ヶ国以上の途上国には その何倍

の暁には、我が母校の卒業生が政府、国際機関、
グローバルに発展

の民族

する会社で活躍する事は間違いない。

何十倍の部族がいる。多様性が特殊ではなく当たり前の時

代がもうすぐ来るのだ。彼等が地球規模で交流する為には｢違いを認
め、相手の考えを聞き理解しようと努める事。自分の考えを論理的に

6

（財務省参与、首相諮問機関委員、国連機関大使、
ザンビア共和国大統領特別顧問を歴任）
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平成23年度 山桜会定時総会・懇親会
平成23年6月26日
（日）今年も大阪城天守閣が一望できる追手
門学院大阪城スクエア・大手前ホールにおいて定時総会・懇親会が
開催されました。
小生の司会進行のもと、
まず開会点鐘に先立ち、東日本大震災の
被災者を偲ぶ黙祷が行われました。
続いて山桜会会長川原俊明氏※
（小71、大中高14期）
が挨拶され、
今年度方針・新役員体制・義援金について触れられました。
特に新役員について、先の理事会に於いて新副会長・新委員長に
若手や女性を中心に抜擢なされた人事から、前例にない新鮮さがう
かがえます。
就任挨拶として、新副会長の田口 順一氏
（小78）
、北村 寿彰氏
（小79・大中22）
、平泉 憲一氏
（茨高25）
が抱負を語られました。
続いて会長が議長を担い、各担当役員から事業報告・事業計画の
報告がありました。
東京山桜会の活動やのれん会の報告もありました。
閉会前の質疑応答では、会費納入者の増強に関することや、義援
金、
スクエア・ホールの会場使用に関する熱心な意見交換が行われ
ました。
そして総会終了後には、中高６０周年記念スライド上映が実施され
ました。
解説をなされたのは吉村茨木高等学校教頭先生。
補佐役の園村先生とのチームワークのおかげで、
テンポ良くスラ
イドが流れ、視聴者の方々にとっては思い出やノスタルジーに浸りや
すく、非常にいい時間を過ごせたのではないでしょうか。
そして休憩後、第二部と
して恒例の懇親パーティー
が同ホールで開催されま
した。
今回も前回に引き続き
「40歳同窓会」
（ 対 象：
小95期、大中高38期、
茨中18期、茨高38期）
を
同時開催。

同時開催の40歳同窓会

dental

設計施工

営業品目

加 藤 歯 科

（06）
6762-9661

東三洋株式会社
天川 裕三

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-11

電話
（06）6762-4758㈹
FAX（06）6762-9123

〒543-0028
大阪市天王寺区小橋町14-46

取締役会長

学校法人 加藤学園

代表取締役

☎06-6771-6300

大阪歯科衛生士
専門学校

森田和明

藤原武士

佐藤 文一郎
佐藤 元信

〒543-0028
大阪市天王寺区小橋町14-51

0120-418029

E-mail：higashisanyo@higashisanyo.co.jp

天川 裕三

応援しています

医療法人 加藤歯学研究会

休日・夜間専用電話

代表取締役社長

今西 良介 （小103）

40歳同窓会 ６８名
（前年
比＋２７名）
を含む、総勢１６７
名（前年比＋６名）の盛大な
会となりました。
司会は小生と同期の長瀬
雄一郎氏（小103・茨中26・
茨高46）
。
追手門学院 大木理事長 ※
による挨 拶 、顧 問の吉 本 晴
彦氏
（尋常小47）
による乾杯
に続き、各テーブルで歓談が
繰り広げられました。
同窓会組織運営サイドとし
ては、最も有意義である諸先
輩や同 窓との懇 親が、本日
当会場にて満たされたことは大いに喜ばしいところです。
最後になりましたが、
ご参加いただいたご来賓、会員の皆様、
そして
事前準備と当日の運営にご尽力いただいた総会実行委員・運営委
員の皆様に心よりお礼申し上げます。
取り急ぎ総会反省会を実施し、次期総会実行委員長に「総会・懇
親会で求められているエッセンス」
を引き継いでまいりたいと考えて
おります。
ありがとうございました。
※総会開催時当時のご役職です。

東北の皆さんのねばり強さで、一日も早い復興を!!
空調換気設備
給排水衛生設備
電 気 設 備
電化製品販売

総会実行委員長

加藤 信次
大中高27期 加藤 周

小71期
小104期

88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。

加藤
加藤

尚 小103期
侑 小107期 佐藤 文一郎

小63・中高6期 森田 和明

小72・中高15期
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小学校近況ご報告
東日本を支援し続けます

追手門学院小学校長

津田 克彦

中庭が人工芝生に

3月11日に東日本を襲った地震、
さらに大津波、
そして原発の事故
と重なり、多数の方がお亡くなりになりました。
まだ、行方が分からない
方も多数おられます。お亡くなりになられた方、
そしてそのご家族の皆
様には心からお悔やみ申し上げます。私たちの仲間である私立の小
学校も大きな被害を受けた学校があるとの報告がありました。一刻も
早い復興を祈るばかりです。
その震災に際し、追手門学院小学校としてできる限りの支援をし
続けたいと思っています。
まずは児童会
役員の子ども達が3日間の募金活動を
2回行いました。約15万円の募金は赤
十字を通して被災地に届けました。
また、
ＰＴＡの実行役員の皆様の呼
びかけで私学の復興を目的とした日本
私立小学校連合会の募金活動にご協
力をいただきました。約400万円と言う
多額の募金を日本私立小学校連合会
を通じて被災した私立小学校に届けら
れ、清水良一日私小連会長より感謝の
言葉と感謝状を頂戴しました。
姉妹校であるハワイ・マノアスクールから
も約１０万円の募金を、
オーストラリア・ホーラ
ンドパークステイトスクールからは全児童の
写真入りの応援メッセージを頂戴しました。
それらも本校から被災地に贈る予定をして
います。そして、東日本への支援は、
これで
終わることなく今後もし続けるつもりです。
1日も早い復興を心より祈っています。

夏休みの期間を利用して
中庭を人工芝生にする工事を
行い、2学期から中庭が美し
い緑の人工芝生に生まれ変
わりました。
早速、1・２年生の子ども達
は人工芝生の上を走ったり、
転がったりしながら楽しそうに
人工芝生の上で遊ぶ子ども達
遊んでいます。これで、今まで
のように１階の教室に砂が上るようなこともなくなりました。卒業生の
皆さんも小学校に来校された際は、
ぜひ中庭の様子を見て、触って
みてください。

放課後活動と放課後預かり開始
本年度より２・３年生の希望者を対象に、英会話・フットサル・体操
の放課後活動を始めました。参加人数が多く、開設教室と対象年齢
を増やすことも検討しています。
また、全学年を対象にして放課後最長６時30分までの居残りが
出来る『ピロティクラブ 』
も
始めました。専用室を設け、
追手門学院幼稚園の前副
園長である山田先生と元TA
の中谷先生（元TA、保育士
資 格 取 得 ）が 子どもたちを
笑顔で迎えています。

復興を祈るバッジ

運動場でのフットサル

東北の力、日本人の力、信じています。 頑張れ東北!!
心地よい

介護

充実した

安らげる

生活

住まい
安心の

医療

介護付有料老人ホーム

ケアリビング

楽寿

大阪市天王寺区生玉前町2番23号

Tel 06-6776-6700

辻 翔太郎 107期

8

辻 有希子 109期 塩見 啓二

林田 隆行
小85・大中高28期 林田 栄三

小72・中高15期
小78期 辻田 四郎

小67・中10期

88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。
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卒業生の活躍

〜臨海学舎編〜

小学校教諭（体育部長）

酒井 道太

伝統ある二大体育行事の一つである臨海学舎。平成１５年度より和歌山県白浜町にある白良
浜海水浴場に場所を移して実施し、９年が過ぎました。毎年３００名超の５・６年生児童が参加し
ているこの行事で欠かせないものの一つが卒業生の力です。
指導者は教職員だけで５０名を超えますが、水泳訓練中だけでなく宿舎内での生活を含む４日間
の安全に万全を期すために、毎年助教として参加している卒業生がどれだけ貢献してくれているか、
感謝してもしきれません。
水泳訓練の為の準備、訓練中は各水泳班に付き安全確保、訓練終了後は後片付け、そして
宿舎での指導、と休む暇もなく後輩の為に尽力しています。最近５カ年だけを
振り返っても、１０６期生２名、１０７期生３名、１０８期生１名、１０９期生１２名、
１１０期生１名、１１１期生５名、１１２期生２名、１１４期生７名の延べ３３名の
卒業生が活躍しています。
今後も、後輩の為に「臨海学舎で力を貸そう」という卒業生の協力を必要と
しています。多くの卒業生の連絡をお待ちしております。
助教の感想

本年度助教

遠泳に挑む六年生の強さと一生懸命さに本当に感動しました。また、卒業生として参加して、先生方が深い愛情を持って、私達
を支えて下さっていたことを知る事が出来ました。助教のお仕事を通して、改めて母校を誇りに感じました。
（順不同・敬称略） １１２期 越智朋香、１１２期 片伯部紗紀、１１４期 井上大輝、１１４期 笹井大義、１１４期 乾

浩子、１１４期 近藤有美子、１１４期 朴 美香

◆ 助教の感想は山桜会ＨＰ
（http://www.yamazakurakai.com/）に掲載しています。

生
國祭
枕太鼓来訪！
ま くら だ い こ

日本一の学童保育

ピロティークラブ
追 手 門 小 学 校の放 課 後 預かり
（ピロティークラブ）の
特徴は、皆が利用できる事です。
個人懇談時の待ち合わせ、急な用事ができた保護者や仕
事を持った保護者など、必要な時に当日申し込んで利用でき
る事が素晴らしいです。子供たちも他学年のお友達と宿題を
したり、遊んだりして有意義な時間を過ごしています。心細く
なりがちな放課後、ゆっくり向き合ってくださる先生方と過ごす
ことは子供の精神的な成長にもつながると感じます。

小曽根 真喜雄

（茨高２６期）

い く た ま

母校が氏子にあたる生國魂
神社の夏祭り初日、枕太鼓の
皆さんが手打ちに訪れました。
７月１１日巡行一番目、津田
校長先生や教員の皆さんが待つ
がんじん

小学校正門内にたたき手願人
６人が乗った枕太鼓を載せたト
ラックが到着、６人の一糸乱れぬ太鼓の音があたりに響き、揃いの法被
を着た祭りの方々
（担い手）と一緒に手打ちが始まります。
打ちましょう・・も一つせ・・祝うて三度・・・めでたいな・・本決まり・・
毎年７月１１、１２日の夜には、たくさんの担い手に曳かれた枕太鼓が境内
を走り回り横倒しになる勇壮な催しがあるそうです。

大阪ハイドンアンサンブル
1994年、同志社交響楽団OB有志で結成。
１８世紀古典音楽を演奏したいという
メンバーを集め、活動する室内管弦楽団として発足したアマチュアの団体。1995年
3月から追手門学院小学校音楽室に練習場を移し現在に至る。
毎月1回の練習、年一回の定期演奏会を行い、2011年7月に17回目をドーンセ
ンターで開いた。定期演奏会のほか、各依頼演奏を行い、平成１７年度山桜会総会
において、追手門学院小学校記念ホールで演奏している。
また、2008年4月、大阪
城スクエアの落成記念にも参加した。
山桜会員は、過去に4名が所属。2009年から小学校108期生 生川夏乃子氏
（小学校音楽講師）
をヴィオラトレーナーに招聘する。元小学校教諭・幼稚園園長
の吉田茂先生は、発足時からのホルンパートの団員である。指揮者は、小学校教諭
の杉田圭一先生が務め、
これまでのすべての演奏会の指揮をする。
団員募集に関するお問い合わせはこちらから。http://www008.upp.so-net.ne.jp/haydn/
9
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中学校2年生 沖縄学習旅行

― 改めて平和の有り難さを思う ―
追手門学院大手前中・高等学校長

校友会山桜会の皆様には、
日頃より本校の教育活動の推進にご支援
を賜り心より感謝申し上げます。
先ずは、本校南館
（中学校棟）
の改修工事が終了し、10月26日から美
しくリニューアルした校舎で生徒は気持ち良く勉学に励んでおります。
この
たびの改修では、外装、屋上防水、内装に加え、1階に和室（作法室）
を
設けました。今後、主に茶道を中心に生徒たちが日本文化に触れる学習
機会を設けたいと考えております。

南館全景

和室
（作法室）

教室

洗面所

さて、今回は本校の学校行事の一部を紹介させていただきたいと思います。
第64期生は10月30日から11月2日までの3泊4日で沖縄へ学習旅行へ
行ってきました。南国沖縄 。大阪との気候の違いを実感しました。滞在
中にたびたびスコールのような雨にあいました。
さっきまで強い陽射しを受
けハンドタオエルで汗を拭ってバスに乗り込み、動き出した瞬間に大粒の
雨。学習地点や観光地では雨は上がっていたことは幸いでした。
1日目の夜、比嘉よし子さんの戦争体験のお話をお聴きしました。1925
年
（大正14年）
、読谷村生まれの86歳の方でした。高齢とお聞きしていま
したので、正直、不安もありましたが、講話の前に少し本校のことを紹介し
お話をさせていただいて、
あまりにも明瞭なお話に驚きました。沖縄第一高
等女学校を卒業され学校の教員をさていたとのことでした。
「昭和20年読谷村から山原
（ヤンバル）
へ疎開している途中、母と川辺
で顔を洗っていました。顔を上げると米兵が立っていました。母は、私に向
かって ナビノヒスグ＊「かまどのススを顔に塗りなさい」クビカレナイデ＊
「連れて行かれないように」、
と言ったのです。
「ガマの中では、敵に見つか
ることを恐れて、母親が泣き止まない自分の赤ちゃんの口と鼻を押さえて
窒息死させたのです」
「これが、人間のやることですか」
「 戦争が人間を人
間でなくするんですよ」
・
・
・様々な体験を語っていただきました。

原田 哲次

また、弟さんは14歳で予備通信隊員として戦地にあり、手榴弾で自決さ
れました。
その遺書を大きく模造紙に書き取ったものを涙して読んでくださ
いました。
「あなた達の1歳上のお兄ちゃんが書いた遺書ですよ」。私は文
書を正確には覚えていませんが、これが最後の手紙になると思います。
私は元気で過ごしています、
ご安心ください。
・
・
・お母さん、
お姉さん、弟に、
くれぐれもおばあさんを大切にしてください・
・
・、
このような内容だったと思
います。
（後で聞いたのですがお父様はアメリカに出稼ぎに行っていてア
メリカで捕虜収容所に入れられ、戦後帰国されたそうです。）
「 命は一つ。
二つ無いのよ！」、
「 平和を大切にしないといけないよ！」、
と、全身で生徒に
語っておられました。言葉や文書では語りつくせない重い一言一言でした。
生徒たちは、本当に神妙に聴いておりました。涙している生徒もおりました。
比嘉さんは大正区に友達がおられ大阪に来られることもあるということで、
「是非、学校にお寄りください」
と申し上げると、大層喜んでおられました。
「本当にお行儀のいい生徒さんですね」
とお褒めの言葉を頂き、少々気恥
かしい思いをしました。

比嘉よし子さんのお話

翌日は、
クラスごとに艦砲射撃を避け
ガマの入り口
て避難生活をしていたガマ内でガイドさ
んからの当時の悲惨な生活実態の話をお聞きしました。
翌日は班に分かれ１日民家でお世話になりました。最終日、学年企画と
して、
糸満市公設市場で現地の「糸満自慢博覧会」実行委員会とのタイ
アップで市場ウオークラリー
〝まちぐゎ〜散策クイズ〟
を行いました。生徒の
活動の様子の写真入りで11月５日の沖縄タイムズに掲載されました。
（注）
「＊」
：私に聞こえた音をそのまま活字にしたものです。

東日本大震災により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます
司法書士は、
法的手続を通じ権利や財産を
守るために仕事をしています。

市民共同司法書士事務所
司法書士

大和証券

重里 欣孝
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大高24期 贄田

肇

大高19期 栗岡 宏行

谷 嘉浩

大阪司法書士会常任理事
全国青年司法書士協議会副会長
追手門学院大学非常勤講師

●日本成人矯正歯科学会認定医

〒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（代）
FAX.06-6361-2626

大中高37期 谷

嘉浩

大中高41期

88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。
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就任のご挨拶

大手前高等学校 教頭

渋谷 幸美

山桜会の皆様には、平素より多大なご理解とご支援を賜りまして有難うございます。
今年度４月より、教頭に就任いたしました。中高創立６０周年を終え、原田校長の下、新たな第一歩
となるこの年に、教頭職に就かせていただく重責に身の引き締まる思いです。井倉教頭と共に原田校長
を支え、学院の発展のために、微力ながら全力で職に取り組む所存でございます。
私は大手前中・高の卒業生です
（大中高 26 期）。大手前中・高の教育力・ブランド力をより一層高め、
卒業生にお子様を入学させて頂けるような学校づくりに日々努めて参ります。
今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

全国大会
場
決勝戦出

〜青春と友情の力〜
８月２１日、武道館で行われた高校生ダンス甲子園決勝大会に、大手前中高62期生（現在、
大手前高1年生） 河村直緒君が出場されました。チーム名は≪Beat-tick≫。2人組で、相棒は
ダンス仲間の高校２年生。全国から集まったダンスを愛する高校生346組の中から、見事に決勝
戦最終6組に残りました。選曲・振付はいつも自分たちで考えるそうです。
「自分たちのダンスを見
て、
たくさんの人にHappyな気持ちになって貰えたら嬉しいです」
と答えてくれました。
5歳の頃よりダンスを始め、今も週に３日はレッスンに
通い、毎日の練習も欠かしません。小学生の時から数々の
大会に出場し、有名な大会での優勝経験もあり、指導者とし
てのお呼びもかかるほどの実力の持ち主。小さい頃からの
夢を叶えるべく、彼らの目は既に世界へと向けられているよう
でした。
（「大学受験も頑張ります」
と高校生らしく、
とても礼儀正しい
受け答えにこちらも膝を正して取材させて頂きました）
大手前中・高ＰＴＡ応接室にて

右

河村直緒君（大手前高１年生）

左

橋本唯斗君（滋賀・高校２年生）

2011 JAPAN CUP
チアリーディング日本選手権大会にて

中学生部門で第５位に!!

２０１１年６月２０日に開催されました 第２０回関西チアリーディング選手
権大会にて、中学生部門 第３位・高校生部門第４位の成績を収め、
２０１１
JAPANCUP チアリーディング日本選手権大会への出場権を獲得しました。
この出場を祝い山桜会より記念の横断幕を寄贈しました。
結果、
２０１１年９月１日に開催されました ２０１１ JAPANCUP チアリーディング日本選
手権大会にて 中学生部門で第５位の成績を収めましたので、
ここにご報告申し上げ、
チア
リーディング部のさらなる活躍を期待します。

寄贈した横断幕
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茨木中高 近況ご報告
追手門学院中高等学校（茨木） 総務部長
初冬の候、山桜会の皆さまには、何かにつけ、お世話・ご助力
をいただいておりますこと、深く感謝いたしております。
さて、今年も中学校、高等学校ともに 2 学期までの大きな行事
を終え、みんなで充実した時間を過ごすことができました。また、１０
月のＰＴＡスポーツ大会では、山桜会の皆さま方による恒例イカ焼き
の出店もいただきました。競技参加者が多く、盛大で活動的な楽し
い一日となりました。
学習面では、コース編成も進み、個々の学力に応じた学習指導
体制も軌道に乗りつつあります。一方、クラブ活動面でも、外部コー
チがつくようになり、チアリーディング、茶道・華道、囲碁・将棋、
バドミントンのサークルも新しく立ち上げました。今年度からガンバユー
スのメンバーが本校に入学したことから、来年度はアメリカンフット
ボール部、女子サッカー部を含めて、スポーツコースも充実させてい
く予定です。
近 年の異 常 気 象へ
の 対 応 の 一 つとして、
昨年度から、夏場の１
学期終業式と２学期始
業式を、教室での一斉
放 送に替えています。
担 任の先 生が 教 室に
着くと、スピーカーから、
校 長 の 式 辞、挨 拶が
一斉に流れます。先日、８月２５日には、始業式に続いて、学院
で行われている文章表現コンクール「青が散る Award 」のエッ
セイ部門、最優秀賞の受賞生徒による作品の朗読からはじまり、
文化祭の実行委員から取り組みの呼び掛けと、選抜選手として遠
征するサッカー代表選手の挨拶など、生徒たちの元気な声を各教

薗村 栄子

室に届け、全 校に活
気を伝えるいい機会に
なりました。その後も、
国体にサッカーの部で
大 阪 代 表 選 手として
出場した５人の披露が
できたのも、明るい話
題です。
なお、行 事 のたび
に、保護者の方々にご覧いただけるようにと、その様子をホームペー
ジに掲載し、紹介するようにしています。画像を添えていますので、
皆さま方も是非ご覧ください。新しい取り組みが増えていますが、
生徒の手で作り上げる行事の伝統は、今でも確実に引き継がれて
います。卒業生の皆さまにとりましても、きっと懐かしい思いで、
ご覧いただけるものと思います。
また、週に 1 度、朝礼時に一斉放送で先生方に交代で、「３分
間スピーチ」をしていただいています。学院理念の「独立自彊・社
会有為」にまつわる、個性あふれるお話です。力強く、また、温かく、
どのお話も、一つ一つが心に残るものとなっています。全校一斉に
「いい話」を聞く時間が持てるって、ちょっといい話でしょう？
日常のことですが、教室棟の各フロアに設けている交流スペース
で、懐かしい卒業生の人たちの姿が見られます。先生たちと腰を降
ろしてゆっくり話ができる空間にもなっていて、そばを通りがかる在校
生たちも挨拶をしてくれているようです。校舎が変わり、制服も変わ
りましたが、先輩の皆さま方から受け継いだ伝統はいたるところに息
づいています。学力の向上、夢の実現に向けてみんなで頑張って
いる、愛くるしい後輩たちの様子もご覧いただければ、きっとリフレッ
シュしていただく機会にもなるのではないかと思います。

東 北の皆 様の復興を心よりお祈りいたします
がんばれ。
日本！ がんばれ。東北！

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

暮らしのエネルギーを、
ご家庭へ安全にお届けする。

（豊中市）

ライフ
サービス

元気の追い風、
関西から。

株式会社

辻中

株式会社

北千里
ガスセンター

TSUJINAKA
GROUP

（寝屋川市） （吹田市）
（大阪市）

株式会社

医療法人

リブオール
山階産業

代表取締役 辻中 弘敏
専務取締役 辻中 徳一

辻中 弘敏
武井 真治
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茨高24期 辻中 徳一

株式会社

（茨木市）

よこい歯科・小児歯科

【本 社】 大阪府茨木市島3丁目12番25号
TEL（072）637-3000㈹ FAX（072）637-3007

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

阪食グループ生鮮センター／第2低温センター
ヨーカドー事業部大阪生鮮センター／市場発送センター
北大阪集配センター／関東事業所／中国事業所
四国事業所／（株）
アイランド／整備工場

茨高21期
茨高23期 横井

徹

茨高25期 茨中29高49、茨中39高59期 PTA
88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。
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ガンバ大阪ユース選手を
受け入れています。
追 手 門 学 院はガンバ 大 阪 のオ
フィシャルスポンサーですが 、本年
度より、高校（茨木）
にコースを設けて
ガンバユースの選手を受け入れること
になりました。授業や行事は同じで、
一緒に高校生活を送っていますが、
校内の球 技 大 会や体 育 祭での活
躍は、
さすがに目覚しいものがあり、
行事は活気にあふれます。

７月には「2011年 日・
中・韓Ｕ−１6 サッカー大
会」大阪代表選手として6
名が選ばれて上海で活躍
本年度入学のユース選手
（高校１年）
し、10月に開催された山口
国体には、大阪府代表選手として５名が選ばれました。
ガンバユース
のメンバーには、
これからの活躍がおおいに期待されています。
本誌表紙は、8月24日(水）に行われた ≪追手門学院スポン
サーDAY≫ から。
Ｊリーグ
「ガンバ大阪 VS 柏レイソル 戦」の エス
コートキッズは本学院小学校の児童が務めました。
この日は、
Ｊリーグ
の試合に先立ち、小学生約200名を対象に「追手門学院大学
PRESENTS ガンバ大阪ジュニアサッカースクール」
が開催され、
参加した小学生をはじめ、本校サッカー部員たちみんなが、
ともにさわ
やかな汗を流しました。

実行委員長

市川（木原）美紀

Love In Again 2011

（茨高32期）

追手門の卒業生やそのご家族・山桜会さんなどの沢山の方々にご来場いただきまして、8月13日に
『Love In Again 2011』
は大盛況の元、無事に幕を閉じることができました。
当日は、150名ものお客様に来て頂き追手門同窓会とも言うべき賑やかさで、開場中の追手門は中
年になったことも忘れたかのように音楽に乗り、歌い、踊り、熱気ムンムンで会場中がひとつになれた…
まるで高校生にタイムスリップしたかのようなとても感動的な復活ライブとなり、
「まだこんな情熱があっ
たのか!?」
と自分達でも驚くような感動的な夏の思い出を作ることができました。
これも貴重なお盆の休暇に観に来て下さった追手門の皆様のお蔭であります。
お忙しい中を本当に
ありがとうございました。
今回携わってくれたライブのメンバーの方々のご協力や温かい支えによって成功に導けたことと実行
委員として心より感謝しております。
出演メンバー紹介や詳細なご報告につきましては、山桜会HPの
『卒業生のイベント』
の
「Love In Again」
にてご覧ください。
※ 携帯電話では、写真のスライドショー及び動画の再生が出来ません。

ＰＴＡ親睦スポーツ大会
10月8日
（土）、茨木ＰＴＡ親睦スポーツ大会が
とりおこなわれました。当日は晴天にみまわれ、
スポーツの日にふさわしい一日でした。午前中の
模擬店で、山桜会が提供したイカ焼きは大好評で長蛇の列ができ、
休む暇もなくただひたすらイカとタマゴのミックスを焼いていました。
テントの中で、
日陰であったにもかかわらず、焼いている人は鉄板の
熱さと熱気で汗びっしょりでした。
あちこちでおいしいという声が発せら
れるのを聞くと、
イカ焼きは大成功であったと山桜会の参加者はみな
思ったことでしょう。午後からは、
スポーツ大会です。

テニス優勝者
田中裕美子・梓 親子ペア

広報委員

廣瀬

晋 （茨高24期）

スポーツ大 会 終 了 後は、山 桜 会とＰＴＡと先 生 方との懇親会
及び懇談会がありました。10月８日の追手門学院高校茨木学舎での
1日の出来事は大成功に終わりました。追手門学院の下で、学院の
先生方、
ＰＴＡ、
そして校友会である山桜会が縁あって、
この一日を通
して共に楽しんだことは、
それぞれの参加者の心に刻み込まれたこと
でしょう。
また、子供たちからみても、
このように大人が仲良く懇親を
深める姿をみて、社会性とは何かを学んだのではないかと思います。
来年のスポーツ大会が待ち遠しいです。
山桜会の会員の皆様にお願いがあります。
スポーツの秋にふさわ
しい一日は、大変たのしい
行事です。若い方がたくさん
参加されて、
いつの日かすべ
ての競技に優勝を勝ち取れ
るように積極的に、
ご参加
お願い申し上げます。母校
で汗を流すことは大変楽し
い事ですよ。

（小80・大中23・茨高23、茨中38・茨高58）
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飛翔 ! 活躍する山桜会員

MANABU MAKIME

作家 万城目 学氏 追手門学院小学校99期生
ま

き

め

今春、ベストセラー作家 万城目学氏の『プリンセストヨトミ』が大ヒット上映
されました。
作品は万城目氏が毎日追手門学院小学校の教室から見ていた大阪城が題材となっています。
校舎の地下にある大阪城の抜け道の話も出てきます。又、大阪府庁舎を借りての作品は「ブラック
レイン」以来の映画だそうです。奇想天外なストーリー、エキストラ５０００人を府庁前に集めて
の撮影、真っ赤にライトアップされた大阪城、豪華キャスト、大阪の食文化など私たちにとって
親近感を覚える話題性のある映画でした。
新刊には『偉大なる、しゅららぼん』（集英社）を発表されています。

第１回 高島鞆之助賞・親子三世代追手門ファミリー
7月9日
（土曜日）
、
追手門学院後援会の集いにおいて、
第１回高島鞆之助賞を、
芥川賞作家 宮本 輝氏
（大学第１期生）
、
アドベン
チャーサイクリスト中西大輔氏
（大学第２３期生）
の2名が受賞されました。
また、
親子三代にわたる入学者１０組のファミリーに感謝状が贈られました。
先日、栄えある追手門学院小学校の親子三世代在校生として
表彰していただき、大変光栄に存じ、
また面映ゆくもありました。ありが
たく心より感謝する次第でございます。
私どもは、私が第75期生、息子たちが100期生、101期生、106
期生で、100期生の息子の子供たちが現在、小6
（双子）
、小4、小1、
と大変お世話になっております。
さて今秋の孫たちの運動会に、久しぶりに時間がとれ、拝見する機
会を得ました。私自身が参加した運動会から50年の歴史があるにも
関わらず、学院の伝統、子供たちの規律正しさ、明朗さ、
力強さなどな
ど、
ちっとも遜色せず、非常に感激しました。特に、造形体操は見事と

しか言いようがありません。先生
の笛の合図に微動だにせず整
列し、演技をし、
まさに追手門学
院生の誇りといえるものでした。
常日頃からの先生のご指導、
ご鞭撻の賜物と存じます。
私自身、
この学院で学んだことが人生の原点となり、大いに影響を
受けました。孫たちもまた、
かけがえのない経験をし、
この学院で学んだ
ことを誇りに思う日がくるのでしょう。
これからのますますのご繁栄とご発展を心よりお祈りいたします。

松本

淳（小75・中学18期）

●追手門学院では、
２０１１年度より卒業生を対象とした二つの表彰制度を実施することになりました。
１ 創設者の名を冠した高島鞆之助表彰制度は、卒業生が学院の一員である意識と一体感を醸成し、卒業生一人ひとりの励みとなるよう、社会に貢献し、顕著な業績をあげ、
学院の発展、名誉及び信用の向上に寄与された方を表彰する制度です。
２ 親子３代にわたる入学者に対して感謝状を贈呈する制度は、学院が親子３代
（直系の親・子・孫の３世代。
ただし、
申請時において孫が本学院の在籍者であること）
にわたる
入学者に対して感謝状を贈り、感謝の意を表するものです。

東北の皆さんのねばり強さで、一日も早い復興を!!
なら何でもおま
かせ
いの事
ま
住

応援しています
創業以来82年
「素材を知れば
モノづくりが変わる」
̶ ユビキタス社会を創造する ̶

小さな工事もお気軽に！
取締役社長

箕面電設株式会社
代表取締役

http://www.kobayashi-ind.com

庄司 修二

〒543-0054
大阪市天王寺区南河堀町10-14
TEL.06-6775-2555
mail : takenori@kobayashi-ind.com

〒562-0001 箕面市如意谷１-７-４５

TEL.072（723）1181
田口 順一
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小78期 茨高61期 PTA

小林 武則

西川 良彦

茨高18期 小林 武則

小81・大中高24期

88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。

88

第一回

第二回 募集要項

※携帯電話では、写真のスライドショー
及び動画の再生が出来ません。

テーマ

追手門

発表

山桜会報89号にて

応募方法

締切日

平成24年3月末日

作品、
お名前、卒業校・期、
ご住所、
お電話番号をご記入いただき、
山桜会事務局までFAXか郵便でお送り下さい。お一人様１作品まで。

この度、
川柳を通じて、追手門学院の生徒、卒業生の思いを共有したいと考え、追手門川柳の募集を始めました。
第1回追手門川柳は、追手門学院小学校の皆さんに募集し、たくさんの秀作をお送りいただきました。誠にありがとうございました。今回の応募作品を
読んでいて、微笑ましい大変かわいらしいもの、元気いっぱいが感じられるものや、追手門らしい厳しさや楽しさ溢れる川柳がいくつもありました。
どれもこれも
生徒の素直な気持ちが読み取れて、楽しく見せていただきました。
※詳細については、
第２回は、卒業生の皆様より募集致します。上記応募方法をご参照のうえご応募ください。
たくさんのご応募をお待ちしております。 山桜会ＨＰをご覧ください。

金賞

２年 い組

作品講評

銀賞
銅賞

清水 悠衣 さん

追手門学院小学校ならではのものの一つが、生徒の行進です。今年の体育大会でも元気いっぱいの行進を見せていただきました。
追手門小学校の行進は日本一です。この川柳は、読んだ人まで元気にさせるすばらしい作品だと思います。

いつだって えがおの先に 大阪城

２年 は組

井上 謙心 さん

制服に 視線をおくる 卒業生

４年 に組

碇石 公輝 さん

屋上で おしろをみながら ひらおよぎ

３年 に組

長谷川 隆人 さん

夏の空 両手つないだ かげ三つ

２年 は組

内田 なでしこ さん

桜咲く 思い出の庭 追手門

３年 ろ組

黒岩 純奈 さん

Bowlingボウリング大会

会長

【選者】 川原 俊明 田口 順一

林田 隆行

田口 順一 （小78）

８月６日、会員交流委員会主催のボウリング大会が行われました。桜橋ボウルのワン
フロアー貸切りで、たくさんの方にご参加いただきました。シニアの方、また女性でも
若い男性に負けない位のスコアをだしておられる方が多く、山桜会はまさ
に年齢、性別関係無しだと思いました。ちなみに私は一回目、７０台の
スコアで恥ずかしい限りでした。しかし、ボールを代えていただいてから、
二回目、三回目とスコアがもどり１２０台になり、ほっとしました。ボール
の選択は大事ですね。

※ 携帯電話では、写真のスライドショー及び動画の再生が出来ません。

搬送機器の専門メーカー

N

Y

S

山中車輌株式会社
取締役

山中 雄嗣

本社 大阪市浪速区日本橋4-11-3

TEL.06-6641-1825
FAX.06-6631-8507
工場 大阪市鶴見区今津北4-6-26

山中 雄嗣

忘・新年会

ご予約承り中

東北の力、日本人の力、信じています。頑張れ東北!!
進路にお悩みの皆様に
（株）MEDIA-JACK 研究所

才能遺伝子検査
6 分野 41 項目

・JR大阪三越伊勢丹店

マスコミで話題の

／JR大阪三越伊勢丹10F

・ヒルトンプラザWEST店

才能遺伝子検査

／ヒルトンプラザウエスト5F

・大丸心斎橋店／大丸心斎橋店8F
・阿倍野賓筵 ／近鉄百貨店阿倍野店10F
・新中国料理青青
（せいせい）

英才教育に！
進路選択に！
隠れた才能が判ります

／なんばダイニングメゾン9F

フリーダイヤル 0120-300-262

小103期・大中高46期 小107・109・113期

PTA

山桜会会報を
見たと提示して
ください。

八木 妙子

http://science-eye.co.jp/
小86期 池田 賢八郎

大中高47期
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偕行社附属小学校５７期同窓会

2011年7月5日（火）

思えば、我々は激動の世代を過ごしました。恰好の良い征服に胸を張った瞬間に、
額田や箕面での集団疎開で、食べ物もなくシラミに刺され、原子爆弾を受けるや
敗戦・
・
・大変な小学校時代でした。
（敬称略）
後列左より 川島 弘、
本多奎典、作田共平、成山賢仁、平井信三、
角谷 正、小泉三千夫
前列左より 中井昭禎、
平井公夫、山本修滋、山口

茂、榎並誉夫、櫻井 明、小山武俊
（於 ＫＫＲホテル大阪）

中高１４期

橋本定也先生喜寿御祝

２０１１年５月２１日（土）

２０１１年５月２１日
（土）
、荏原製作所の熱海来宮荘で中・高等学部１４期卒業生の有志によ
り、橋本定也先生の喜寿のお祝いを行いました。
当日は午後から大阪、東京の男女同級生１２名が集まり、温泉に浸かった後で乾杯と先生の
ご挨拶に始まり、記念品の贈呈から二次会に移っても四方山話に花が咲きました。
還暦を３年過ぎた一同も気持ちは学生時代に戻り、夜更けまで楽しく賑やかに過ごしました。
皆さん、有難うございました。
橋本先生いつまでもお元気にお過ごし下さい。
幹事 松村清一

小75期・大中高18期・茨高18期

還暦同窓会

２０１１年10月15日（土）

♪春がまた来るたびに♪ひとつ年を重ね♪
目に映る景色も♪少しずつ変わるよ･･･
♪I say itʼs ﬁne to be 60♪『竹内まりや』
の音楽に合わせ、小学校75期と大手前中
高18期・茨木高校18期の卒業生と恩師
の先 生 方 8 名を加えて、総 勢 1 5 2 名の
還暦同窓会を平成23年10月15日
（土）
ウエスティンホテル大阪にて無事開催す
ることが出来ました。全国各地から宿泊
覚悟で来ていただいた方から、最終電車
を気にする方まで、別れ惜しむのか二次
会も100名に達し、夜更けまで追手門学院始まって以来の最大且つ楽しい還暦同窓会になりました。
これからも私達は同じ歳に楽しい時も悲しいときも
『人生の扉』
をひとつひとつ開けていくのですが、
これからも末永く仲良くお付き合いさせ
ていただきましょう。
（当日の楽しい写真は、webアルバムにて、見ることができますので、下記にメールして下さい。
ただし、本人確認のため、必ず氏名と最終学年
の担任の先生のお名前をお知らせ下さい。 アドレス：otemon.kanreki.2011@gmail.com）

代表幹事

生川紳一郎

茨木高40期同窓会開催告知
開催予定日：2012年10月頃
開 催 会 場：大阪城スクエア
（予定）
会
費：最大8000円
（下がるよう努力します）
連 絡 先：oiko40ki@gmail.com
幹
事：清田、山田、中村
（文）
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卒業後20年の歳月が流れました。
茨木高40期生同窓会を下記要領にて開催いたします。当日は、恩師の先生方をお迎えし、楽しい時間
を過ごしたいと思います。詳細案内は来年6月の会報に掲載します。案内状は2012年7月下旬頃に
山桜会事務局にある住所録を基に発送予定です。転居先不明の方には案内状を送付する事が出来
ませんので、現在も連絡を取り合っている同級生にはお手数ですがお声を掛けください。転居先不明者
になっていないか確認は山桜会のHPから可能です。一人でも多くの、40期生の方に参加頂ければと
思います。
ご協力お願い致します。

88

大手前中高34期生

同窓会

2011年6月19日（日）

6月19日午後1時より、大阪城スクエアにて大手前中高34期生の同窓会が行われました。
稲葉好孝先生、山本昌治先生、西浦誠先生、山本直子先生をお迎えし、二次会三次会ま
で含めると60名以上の同級生が再会し、盛大な会となりました。久しぶりの校歌斉唱や学
校見学などもあり、卒業以来25年ぶりに、皆で楽しい時間を過ごすことができました。会の
終了時には、毎年34期忘年会を開催する約束が出来ました。
これからもみんなでずっと連絡を取り合って、仲良くしていきたいと思いますので宜しくお願い
いたします。

幹事

多田 博資

中田 裕昭

中川 一美

大手前高３７期 １組 ２２年後の誕生会

2010年10月30日（土）

３７期生が２２年前に私の４０歳の誕生日を祝ってくれた時に約束した、
４０歳（不惑・強壮）
の誕生
会が実現した。会場は、
この時の卒業生が勤務する帝国ホテルである。
「事実は小説よりも奇な
り」
で、
この年は私が教壇に立って４０年目になる。縁の深さを痛感する。当日のプログラムで、
「４０
歳の生徒」
を対象として実に心地よく楽しい講義をさせてもらった。準備してくれた記念品はバームクー
ヘンで、人生の年輪を表現している。箱には、卒業文集の表紙・当時のクラス写真・新聞に掲載さ
れた誕生会を紹介した文章が載っている。私にはかけがえのない「絆」
であり、保護者の協力と支え
にも感謝する追手門学院での貴重な学級担任活動である。
元大手前中高担任 池田 晶一

追手門学院小学校95期生

同窓会

2011年６月4日（土）

2011年6月4日
（土）
ホテルグランヴィア大阪にて、追小95期生の3クラス合同同窓会を開催しました。当日は、
恩師である伊勢田義昭先生、森義和先生、津田克彦先生、東田充司先生、吉川昭一先生、岡本善美先生と
共に卒業生46名、計52名が参加され、40歳の節目となる年ということもあり、盛大な会となりました。在学中の
写真をスライドショーにしたり、懐かしい思い出話
は尽きることがなく、2次会、3次会と夜遅くまで盛り上がりました。今回、残念ながらご
参加いただけなかった同窓生の方も、次回はお会いできることを楽しみにしています。
最後になりましたが、
ご多忙の中お越し下さった先生方、参加いただいた95期生の
皆様、開催にあたりご協力いただいた山桜会のスタッフの方、幹事の皆様に御礼
申し上げます。
代表幹事 的場佳代
（旧姓：小西）

追手門学院小学校９９期生

同窓会

2011年7月31日（日）

平成23年7月31日
（日）ANAクラウンプラザホテル大阪にて、小学校99期生の同窓会＆田辺副校長、東田教頭就任祝いを開催いたしました。
40名強の同窓生と田辺先生、東田先生はじめ瀬崎先生までかけつけてくださり、23年分を埋めるのに時間はかからず、
あっという間の２時間でした。
東田教頭が現在の小学校の校舎をスライドで見せて下さり、
たいへん盛り上がりました。
同窓会の記念としてみんなに配った追手門キューピーのストラップも好評でした。次回は
5年後に、山桜会40歳会で今回参加できなかった同級生にも会いたいと思っております。
今回の余剰金3200円は、東日本大震災義援金として山桜会の方に振り込む予定です。
最後に、
ご多忙のなかお出でいただいた先生方、同窓生の方々、
そして多くのご協力を
いただきました山桜会のスタッフの方々にも御礼申し上げます。

幹事 田中 麻紀（旧姓：三原）

ミニバスケ同窓会

2011年10月8日（土）

2011年10月8日 OBPスカイレストランにて開催しました
※携帯電話では、写真の
スライドショー及び動画
男子バスケットボール部のミニOB会は、23、24、25期の集まりでした。
の再生が出来ません。
出席者は、顧問の黒田稔先生をはじめ20名。みんな元気に集合！
出てくる話題は、苦しかった練習のこと、試合のこと、
まるで昨日のように35年前の
思い出がよみがえってきました。やっぱり苦労して頑張った仲間は、
いつまでも仲間
です。4時間、大盛り上がりでした。
茨木高校２４期 神代繁近
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http://www.yamazakurakai.com/

R E N E W A L

会員紹介のコーナー
会員同窓会開催情報
災 害 地 情 報など

山桜会 HP 12月1日よりTOP記事の前に写真が入りTOP画面が見やすく成りました。
広報委員会では、皆様からの記事を募集して居ります、会員の皆様の為に成る事なら全般！
！

oﬃce@yamazakurakai.com
同窓会サポート委員会
からのお知らせ

大阪城スクエアで、同窓会を開催してください！

同窓会サポート委員長

長瀬 雄一郎

（小103･茨中26･茨高46）

大手前中高6階にある学院施設・大阪城スクエアのホールが、条件を充たせば無料で同窓会にご利用いただけます。以下の手順でお申し込みください。
❶ 平日のご利用を基本としています。
日・祝日ご利用の場合は、
５０人以上の同窓会に限ります。
❷ 大阪城スクエアの受付で、ホールの空き日時をご確認いただき、仮予約してください。 （大阪城スクエア TEL.06-6942-2788）
❸ ホールを利用して同窓会を開催する旨を、山桜会事務局へお申し出ください。
（山桜会事務局 TEL.06-6940-3481）
❹ 山桜会から、大阪城スクエアへ正式に申し込みを行います。
＊申し込みについては会長名での書類の提出が必要になります。山桜会の同窓会に限り、無料でご利用いただける事になりましたが、大阪城スクエアでは、一般の会合にもホールを開放しており、
山桜会の同窓会かどうか確認できない場合があります。上記手順でのご利用に限り無料となることをご了承ください。
＊ホールを利用した同窓会では、飲食についてケータリング業者をご紹介いたします。幹事の方は合わせて山桜会事務局へご相談ください。

（順不同・敬称略）

渉外交流委員

横井

徹（茨高25）

恒例の「将来を考える日」が追手門学院中･高等学校（６月
１８日実施）と大手前中学校（７月１６日実施）に於いて開催
されました。今年で中･高が５回目、大手前中が６回目の開催と
なりました。本学院卒業生の中には、各界で活躍なさっている多
士済々な方が大勢おられます。その中から延べ２５名（茨木１９名、
大手前６名）の方を講師としてお迎えしご講話いただきました。
中･高等学校では、中学生並びに高校１年生を対象に生徒各自、関心のある職業を選択し職種別
に教室で、大手前中学校では学年単位で講話を聴きました。
内容は、追手門学院在学時代の話から職業の紹介、将来の展望、職務上の喜びや苦労話、人生
哲学、ひいてはアロマ、ケーキ作りの実演まで、多種多様でした。
講師の先生方は生徒に対し、学院の後輩の為にという思いを
込めて我が子を諭すように熱弁をふるわれ、生徒は先輩の話を真
摯に受け止めるというスタイルで終始和やかな雰囲気の中で行わ
れました。
今回、快く講師をお引き受け下さいました皆様方に厚く御礼を
申し上げます。今後とも教育支援活動に、ご理解ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

中高等学校
（茨木）
職種・業種
氏
名
程
一彦 料理研究家
寶 來 扶佐子 工芸作家
平 泉 憲 一 弁護士

卒業期
大中4期
小77・大中高20
茨高25

金 田 正 英

追手門大学国際交流教育センター アドバイザー
写真スタジオ経営

大中高34

神 谷
徹
谷
康 平
加 島 幹 也
足 立
尚
笠 井 和 憲
門 井 貴 弘
釣 千賀子
改 正 淳 子
北 尾
悟
西 林 律 子
深 田
壮
細田 みぎわ
木 山
寛
安 藤 眞 代
木 下 さひ子

一級建築士

茨木高39

医師

小76

監督、演出家

小79・大中高22

歯科医師

茨中4・茨高24

市会議員・柏原市

茨木24期

社会保険労務士

茨木24期

スティールパン演奏者

茨高24

アロマセラピスト

茨中5・茨高25

管理栄養士

茨高25

ピアノ講師

茨高25

司法書士

小82・大中25・茨高25

建築士

茨高25

パティシエ

小85・大中28

インテリアデザイナー

茨高31

保育士

茨高31

大手前中学校
氏
名
程
一彦
寶 來 扶佐子
平 泉 憲 一
武
木綿子
金 田 正 英
神 谷

職種・業種

卒業期

料理研究家

大中4期

工芸作家

小77・大中高20

弁護士

茨高25

ボイストレーナー

小88・大中高31

追手門大学国際交流教育センター アドバイザー
写真スタジオ経営

大中高34

徹 一級建築士

茨木高39

大阪城スクエア開設3周年を迎え、

来場者10万人達成！

大手前センター 参事

追手門学院大阪城スクエアは、学院創立１２０周年を記念し、学院関係者や企業の
皆様からの寄付金を充当し、２００８年４月に開設してから3年が経ちました。また、皆様
のご協力のお蔭をもちまして１０月８日には、来場者１０万人を達成しました。
昨年より校友会山桜会の会員様には、ホール・会議室の賃貸し、および有料セミナー
を20％ご優待させていただく
「校友会カード」
を発行し、山桜会会報に同封させていただきました。
そのことにより、
同窓会や講演会などのご利用が増えております。
今年度の講演会や催し物の特徴は、「東日本大震災」への鎮魂意識を旨とした催し物、大阪城スクエア
3周年・大学４５周年を記念したもの、
「芸術する学問」を課題に
「落語と講演」、
「クラシック・コンサートと解説」
などを取り入れたイベントも展開しています。今後の催し物につきましては、会報と同封の「大阪城スクエア
Neｗs Letter ２０１１」をご覧ください。多くの皆様のご来場をお待ちいたしております。
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宮本 幸治

第１回追手門学院大阪城スクエア
ファミリークラシックコンサート
「アンドリュー・メイヤー オペラの楽しみ」
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第54回 東京山桜会 総会報告
平成２３年５月２１日(土)、東京會館東商スカイルームに於いて、
２９名
の参加で、第５４回東京山桜会総会を開催しました。今回は、例年と違っ
て、
３月１１日の未曾有の恐ろしい東日本大震災が発生したため、東京や
関東周辺にも影響があり、余震や節電、原発事故の放射能とてんやわん
やで、総会も規模・内容を縮小し行いました。はかりしれない被害に遭われ
た方々にお見舞い申し上げます。物故会員とともに、震災に遭われ亡くな
られた方々に黙祷させていただきました。総会の中で、川原山桜会会長の
お手紙を読み上げました。講演はありませんでした。記念写真を撮り、
おい
しい食事をとりながら、人数も少ないので、各々自己紹介をゆっくりしました。
ほとんどの方が地震の体験を語られました。皆様各々たいへんな思いをし
て地震から自分の身を守り、家族を守られた体験談でした。東京も震度５
強のすごい揺れで、震源地かと思うぐらいでした。
私は、東京駅の丸の内中央改札口でスイカ
（共通乗車カード）
を押そう
とした時に、
「 貧血かな？後ろに引っ張られる･･･」
と思った瞬間、誰かが
「地震だ!!逃げろ!!」
と叫んで、皆んな速足になり走り高跳びみたいに

平成24年 新年会
平成24年2月１９日
（日） 11時30分〜14時30分

佐伯 文子 （大中高19期）

出る人や、改札口のバリケードをくぐる人、私も工事中の東京駅から外に
出て、頭の上の方で高層ビルやクレーンが揺れるのを目の当たりにし、頭
を手で覆いながら皇居の松林へ一目散に避難しました。立っていられない
ので、松の根元に座り、揺れが治まるのを待ちました。堀の水もチャプンと
少し水面が浮く感じでした。東京駅方面の高層ビルから背広姿の外国人達
アメリカ人ヨーロッパ人日本人が出てきて、私の周りは２０分ぐらいでいっ
ぱいになり、公衆便所は列ができ、泣いてしまう外国人女性がいて、
それを
介抱する３〜４人の外国人男性がいたり、
「日本沈没か･･･」
「もうあかん。」
と頭の中で思いました。
「じっとしていても寒くなって夜になってしまう。明る
いうちに帰ろう。家、大丈夫かな？ネコ大丈夫かな？」 ３時間半歩きました。
まるで民族大移動でした。電車は全面ストップ。バス・タクシーは渋滞、
歩いている方が早いぐらいでした。足にマメができました。何が何だか、
コン
ビニで水と食料を確保しました。おにぎりが売り切れでした。
どこのコンビニ
もすぐに売り切れ状態でした。肩を寄せ合い歩いて行く光景は、戦時中を
知らない私を想像の世界に運んで行くのでした。私は、主人に
『鉄砲女』
と言われるほどよく外出しますが、当日も連絡が取れないので、家族は
大変心配したそうで、夜８時４０分頃やっと帰宅でき、家もネコも無事で
ホッとしました。知人とは、
９時ぐらいに連絡がとれ、
「 大きな声を聞いて
安心した」
とのこと。皆、無事でした。テレビで、宮城、福島の津波が家々
や全てをのみこんでいく映像を観てショックでした。津波が真っ黒なことを
知りました。東北が震源地で悲惨な状態になかなか寝付かれず、
テレビに
かじりついていました。
総会で和やかに励まし合い、無事であることに感謝して、
お互い確認し
合い楽しく過ごしました。本当に無事でよかったです！
！
！
７月１７日、
なでしこジャパンが優勝して世界一になり、
日本中が明るく
盛り上がり、元気になりました。すごい団結力で、最高でした。
『ガンバロウ！
！ 日本！
！』

第55回 総会・懇親会

平成24年５月１９日
（土） 11時30分〜14時30分

東京山桜会事務局（荒川） TEL＆FAX 049-283-7343

東日本大震災により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます
大阪のご宴会は中華料理の大成閣へ

代表取締役

前田 建司
一級防水施工技能士

中国料理 大成閣
06-6271-5238（代）

亡夫が追手門学院理事をさせて頂いた
ころから早くも３０数年、
数多くのご良縁
のお世話をさせて頂きました。
初婚、再婚ご良縁をお探しの方、
まずは
お電話を。
このたび追手門卒業生同士のカップルが
誕生しました。おめでとうございます！
各種防水 合成樹脂塗床 外壁塗装 樹脂工事全般

大阪市中央区東心斎橋1-18-12

本 社：〒562-0003 箕面市西小路1-9-2
phone 072-725-0520 fax 072-725-8111

◆営業時間／11：00〜22：00
◆定 休 日／年中無休
（年末年始除く）

事業所：〒562-0001 箕面市箕面6-9-47

http://taiseikaku.jp/
小126期 PTA

池田 公利

88号の広告掲載料は一部を義援金とさせていただいております。

茨高17期 茨高60期 PTA

嶋野 義夫

高17期
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日時
場所
会費
料理

平成 24 年 1 月 28 日（土） １８：１５受付開始
１８：３０開場
ウェスティンホテル大阪 2 階 ローズルーム
１０,０００円（中、高、大学生５,０００円
小学生以下無料）
完全予約制とさせて戴きますので、必ず事前の申込をお願い致します
着席式 各テーブル毎の配膳と成ります

１９：００開宴

◆ お問い合わせは山桜会事務局ＴＥＬ０６−６９４０−３４８１まで ◆
■ プログラム
１９：００

司会 寺谷一紀（小88） ・ 高田 薫
（大中高24）
プロローグ
いのりの時「朗読」 ・ヴァイオリン演奏
（横井真理子）
年代別歌合戦（カラオケ）
♪♪
70歳同窓会（同時開催）
大抽選会
豪華賞品は誰の手に！！ 全員にお土産あります！

年代別歌合戦
ソウルウェスティン
2泊ペアー旅行券

掃除ロボット
ルンバ １台

期単位出場者募集中

ウェスティンホテル東京
１泊ペアー宿泊券

ご飯でパンが出来る
ゴパン １台

☆大抽選会☆
集中
協賛品も大募

ｉPad２ 1台

その他豪華賞品

新年会会費振込先

りそな銀行 大手支店
（普通）
００１２１９９
追手門学院校友会山桜会

追手門学院校友会山桜会事務局
ウェスティンホテル大阪
TEL 06−6440−1111

TEL 0669403481
FAX 0669403482

第12回

会員交流委員会 副委員長

山桜会
ゴルフというスポーツを通して、
オール追手門の仲間達が世代を超えた
交流を目的に今年も
「第12回山桜会チャリティーゴルフコンペ」が9月
25日
（日）大阪府豊能郡能勢町アートレイクゴルフ倶楽部において山桜
会主催で開催されました。
山桜会会員、歴代の小・中・高PTA関係の方々など幅広い年齢層から
の参加を頂き１０８名
（うち女性3４名）
の参加者があり、当日は幸い天候
にも恵まれ、初秋の秋風が清々しく、楽しい気分でプレーが出来るコン
ディションでした。
同級生や先輩後輩、PTAで共に汗したお友達が和気あいあいとラウ
ンドを楽しむ様は日頃のラウンドプレーではない雰囲気がありました。
そして
今年も数々の好プレー・珍プレーが続出したものと思われます。参加者
全員が揃う大懇親会まで、
パターゲームで楽しんでいただき、田口新会長
（7月ご就任）
の挨拶でスタートした大懇親会も、辻中理事の乾杯の発声
で交流タイムに入り、会場は一気に和やかな雰囲気になり親睦が深まり
ました。
熱戦の結果は男性の部は巽 英一さん
（大中・高18）、女性の部は
竹渕和子さん
（小82・大中高25）
が見事に優勝され、
ニヤピンやドラコン
など数々の表彰の賞品を受賞した後、一日の楽しい思い出と日焼けした
笑顔をお土産に散会しました。

岡本 昭治

（大中25期）

また、参加費の一部をチャリティーとして、今年は私達の身近である近
畿地方の和歌山県が先の台風12号の豪雨で甚大な被害を受け、特に
山間部の過疎地では今も住民が困難な生活を強いられています。中でも
熊野川沿いの勝浦町の子供たちは学校が水没し学業品などが水に浸
かり授業がまともに受けられない状態です。
そこで、当山桜会の理事でも
ある寳來扶佐子 福島天満宮宮司さんから、現地の教育支援の一括窓
口になっておられる、和歌山神社庁 庁長である熊野那智大社 朝日
芳英宮司を通じて被災地の小中学校に寄付をさせていただきました。
最後に今回も多数の参加を頂きまして大変ありがとうございました。
そして当日に賞品を寄贈頂きました方々にはこの場を借りましてお礼申し
上げます。

巽

英一 さん

竹渕 和子 さん

