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ご利用の皆様へ

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

http://www.facebook.com/yamazakurakaihou

平成25年1月26日（土） 会場：ウェスティンホテル大阪午後6時15分開宴
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　この４月に追手門学院に赴任したばかりの新参者ですが、
竜田前学院長の跡を承けて、栄えある追手門学院の学院長を
仰せつかりました。
　先日９月21日の山桜会理事会にご挨拶にあがった足で、隣
のスクエアで開催されていた、学院OBの土居年樹さんの講演
を途中から拝聴いたしました。土居さんは学院中高の卒業生
で75歳、繁盛亭の建設で功労のあった有名な方です。土居さ
んのお話も話芸もほれぼれするものでしたが、講演に一区切り
ついたところで、質問の時間に移り、会場から立ち上がった方
が、千林商店街で理事長をなさっていて、土居さんとは学院で
同級だとおっしゃる。自分が追手門学院に入ってよかったのは
「土居と出会えたことなんや」と。追手門学院をこよなく愛され
ている方々の熱弁、まことに感銘を深くする光景でした。「後期
高齢」の域に入られた方々に、半世紀前の中高の時代を自分
の人生の核をなす、かけがえなきものと懐かしまれている追手
門は、疑いなく、地元に深く息づいている「栄えある学院」との
感をあらたにしました。

　この日のおふたりのような、手堅く地道な卒業生の活躍が
あって追手門学院の今日の社会的評価があります。
　７月末には学長も併せて拝命することになりました。大学が
学院生にとって、
あこがれの最上
位校となるよう
に、卒業生の「母
校」は時価評価
であることを肝に
銘じて、改革に微
力を尽くす所存
です。ご支援ご鞭
撻をたまわりま
すように。

栄えある学院
追手門 
学校法人  追手門学院  学院長

坂井 東洋男

　皆さまこんにちは。秋から冬になり、朝晩が肌寒い季節と
なってまいりましたが、皆様お元気でしょうか。
　今年の秋には恒例の事ながら、各校において、文化祭・体育
大会が盛大に催されました。特に、中学校・高校においては、単
に学校での勉強だけでなく、これらの催事を自主的に制作して
いく事も一人一人にとっての大きな学びになると思います。安
威祭、錦城祭など皆で力を合わせて準備して、大きな成果を作
り上げていくことこそ、本来、学校の団体生活の中で学び取っ
ていかなければならない心の勉強であります。

　錦城体育祭に出席しま
した。プログラムに「主役
は自分」と書いてありまし
た。その通り、正に能動的
に参加した者ほど大きな
感動と多くの学びを得る
事になります。各クラスご
とに協力して作りあげた
旗やリーダーシップを発
揮している後輩たちを見
て、大いに頼もしく感じま
した。
　また、今年も還暦同窓
会をはじめ、各同窓会が
盛大に開催され、懐かし
い恩師や旧友に会った喜

びの声をたくさんお聞きしております。ご参加いただけなかっ
た方々も、来年はぜひお
越しください。
　そして、2013年の新年
会は、１月26日に、今年同
様ウェスティンホテル大阪
で開催予定です。豪華
ゲスト　綾戸智恵さんの
コンサートもあり、大手前
中高62期現役高校生の
ハイスクールマンザイも
飛び入り参加の楽しい会
になりそうです。皆様ぜひ
お誘い合わせのうえご参
加くださいますよう宜しく
お願いします。

元気はつらつ
我が後輩たち
校友会  山桜会  会長

田口 順一  （小78期）
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錦城体育祭

錦城文化祭

安威体育祭

安威文化祭

photo:M.Kaneda
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平成24年度山桜会総会  報告
　平成24年６月24日（日）大阪城天守閣が一望できる大阪城ス
クエア・大手前ホールにおいて山桜会定時総会、川原学院理事
長講演会、懇親会・40歳同窓会が開催されました。
　11時よりの定時総会におきましては、23年度事業報告・決算
報告、田口会長より24年度基本方針が報告されました。基本方
針は　～絆の輪を広げよう　山桜会～　昨年までの連携をさら
に進化させ、オー
ル追手門で事務
作業の効率化に
も取り組み、楽し
い活発な行事・活
動を計画してい
ると、力強く話さ
れました。　各委
員長より24年度
事業計画の報告
並びに予算の報告に引き続き、予算報告に引き続き、東京
山桜会、のれん会からも報告がありました。承認事項として  
川原山桜会前会長顧問就任の件  の承認を頂きました。
　そして、総会終了後に追手門学院卒業生初の理事長となられ
た川原俊明様より『追手門学院の良き伝統の継承と改革につい

て』のタイトルで。「追手門を日本一に！」特に大学の徹底改革に
取り組まれ、志願者数１万人を超える、偏差値を上げる「変わる
もん　おうてもん」と力強いお言葉で時間枠一杯45分…熱弁を
振るっていただきました。追手門学院卒業生として大変心強く、
改革の騎士として先頭に立ち必ずや追手門を日本一にしていた
だけるとの確信を持てるお話でした。
　その後の懇親会で
は恒例となった40歳
同窓会の方々ととも
に、飛び入りのピアノ
演奏や歌もあり大い
に盛り上がりました。
　総会・講演会には、
来賓の方々、山桜会
会員をはじめ188名、
懇親会では196名もの多くの方の参加をいただくことが出来ま
した。卒業年度や校舎が違えども皆、偕行社、追手門の卒業生で
す。ＡＬＬ追手門の大きなパワーを感じることができた懇親会
となりました。

総会実行委員長　小林 武則  
 （小81・大中高24期）
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川原 俊明 小71・中高14期

永木友雪

永木 友雪 小108・大中高51期 田口 順一 小78期 嶋野 義夫 高17期西川 良彦 茨高18期
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小学生からの夢を叶えた卒業生
ロンドン五輪シンクロコーチ吉田美保さん

アテネ、北京、そしてロンドンパラリンピック
　ロンドンで開催されたパラリンピックの射撃競技に出場しました。
種目はエアーライフルと22口径ライフルの２種目です。両種目、
75分の間に60発を撃たなければならず、技術もですが、集中
力、精神力が必要となります。また風や光の影響など外的要素を
読まなければいけません。
　今回はアテネ、北京と続き3回目の出場ですし、今までは入賞
止まりでしたので、今回は敢えて自分にプレッシャーをかけて挑
みましたが、結果はエアーライフルが44位、22口径ライフルが
22位と今までで一番悪い結果となりました。両種目ともいつも
の練習の点数よりもかなり悪く、本当に悔しかったです。ただ、射
撃は相手がいる競技と違い相手はいつも同じ標的です。そして
個人競技です。良い点を出すのも、悪い点を出すのも全部自分
の責任です。だから今回のこの点数も自分が出したもの。これ
が、今の実力なんだと思います。

　ロンドンパラリン
ピックでは観客の
多さに驚きました。
そして、さすがは“紳
士”の国！応援のマ
ナーも良く、自国の
選手にだけでなく、

素晴らしいプレーや記
録そして試合後やセレ
モニーでは、どの国の
チームや選手に対して
も惜しみない称賛の拍
手が送られていました。
また、「ゲームメーカー」
と呼ばれるボランティア
が、各試合会場内外に

たくさんいました。大会がスムーズに運営されるよう、そして観客
が楽しめるようにするために手伝いをしてくれているのです。そ
の名の通り単なるボランティアではなく、彼ら自身、主催者と共
に試合、大会をつくっているという誇りを持っていました。そんな
「ゲームメーカー」の言動
にも感動しました。
　ロンドンパラリンピック
出場に際し、皆様には応
援頂き、本当に有難うござ
いました！

田口 亜希  （小94・大中高37期）

吉田 美保  （小95期）

　この夏、ロンドン五輪に入賞したシンクロナイズドスイミングのコーチ
吉田美保さんは、本学院小学校の卒業生です（小95期）。五輪終了後も、次の国際
試合に向けて多忙な日々を過ごされています。なお、シンクロのチーム競技に
は、追手門学院大学３年生の吉田胡桃さんが選手として出場されました。
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（小学校コンセプトブックより）

小さい頃から泳ぐことが大好きだった私は、シンクロナイズドスイミング
で世界に臨むアスリートたちのナショナルコーチをしています。国際試合
で競う『たった一つの作品』は、いつも大きな感動を生み出しています。
夏休みの水泳特訓や臨海学舎３㎞遠泳、大阪城のマラソンなどの厳し
い行事を大好きな友人と一緒に成し遂げた自信が、今の自分を支えてい
ると言っても過言ではありません。素晴らしい環境と一生付き合える友、
そして何よりも、かけがえのない恩師に出会える追手門学院小学校で、
自分の道を見つけてみませんか。

国立スポーツ科学センター　日本水泳連盟　シンクロ担当コーチ
吉田 沙保里さんと閉会式にて

吉田 胡桃さん達ナショナルチームのメンバーと
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第2回高島鞆之助賞
～芥川賞作家　三田誠広氏（小72・中15期）受賞～
　去る７月７日、大阪城スクエアで開催されました「追手門学院
後援会の集い」で山桜会からも推薦いたしました三田誠広さん
が平成24年度の高島鞆之助賞を受賞されました。誠におめで
とうございます。今年は一名のみの受賞となりました。
　三田さんは、1961年追手門小学校卒業（72期）、1964年追手
門学院大手前中学校を卒業（15期）されました。高校生の頃より
執筆活動を始められ、たくさんの著書を出されておられます。
「僕って何」で芥川賞を受賞されました。また、追手門学院大手
前中･高において何度も講演をされており、学院の発展にも大い
に寄与されておられる方です。
　私は、早速、アマゾンドットコムで「僕って何」と「西行　月に恋
する」を購入し、読んでみました。
　「僕って何」はとにかくストーリーが面白くて、３日間で読んで
しまいました。人に流
されやすい性格の主
人公が、強い個性の
人たち、とりわけ強引
な性格の女性に引っ
張られて大学紛争に
のめり込んでいく話
です。実は草食系男
子学生であった私自

身とそっくりであり
まして、主人公に自
分の学生時代を見
た気がしました。
　「西行　月に恋す
る」の主人公、佐藤
義清（後に西行）は、
流鏑馬（やぶさめ）
の達人で、蹴鞠（け
まり）もこなし、和歌
の天才で、正に文武
両道のすごい男です。しかし、それより遥かにわがままで強い性
格の絶世の美女、待賢門院璋子という女性が登場します。どうも
三田さんは、こんな強い女性がお好きな様です。その二人の恋
愛歴史ドラマであります。映画を見るような気持で、この本を読
みました。
　この二冊以外にも、い
ろんな本を書かれておら
れます。皆様もこれを機
会に三田さんの本を読ん
でみられてはいかがで
しょうか。

田口 順一  （小78期）

西口 重秋 （茨木高32期）
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　8月25日、大
阪千日前のライ
ブハウス「アナ
ザードリーム」
にてラブインア
ゲインライブを
行いました。今
年で二回目にな
りますが、出場
バンドは茨木

30期、32期、34期、ヤンカミバンド、32期個人のダンス、それか
ら新しく追手門高校生の２世バンドが結成され出場いたしま
した。親が追手門、高校生も追手門在校生というメンバーです。
２世バンドは昨年10月より活動開始し、練習は30期のセミプロ
メンバーにプロデュースしていただき、本番では他のバンドに負
けない演奏でした。親子でラブインアゲインに出れたのが感
動し、出場バンド全員すごく満足感があり、最後は神谷先生の
教員30周年おめでとうサプライズもありと、大成功のライブと
なりました。

Love In Again2012
秋山 陽彦 （小59・中2期）

『音楽の内に生きる』を聞いて
　演者の湯浅卓雄氏は追手門小出身（小74期）である。指揮者
として主として英国を中心に世界中で活躍しておられる。
　幼少より多くの楽器に親しまれ、早くから海外、とくにウィーン
に留学され、才能を伸ばして来られた。
　現在、演奏活動のかたわら、東京芸大で講義をしておられる。
氏がとくに強調されたのは、近ごろの日本人留学生は「教わる」
のは巧いが、「学ぶ」ことをしない、という事である。
　教わって巧くやるだけでは不充分である。ベートーヴェン
の第５の冒頭を例にとり、「タタタ、ターン」にするか「ダダダ、
ダーン」にするか、それとも「ズズズ、ズーン」にするか、譜面に
は書いてないが、自分はこうでなければならないと考えて主張
を出すことが必要
であると、ユーモア
を交えて話された。
　私見だが、どうも
これは世界的傾向
の様に思われる。か
たくるしくなく、たの
しい一刻であった。 10月19日　大阪城スクエア大手前ホール 
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　本校に給食制度が出来たのは、今から62年前の昭和25年
です。本校の給食調理室で調理し、温かいものを子どもたちに
提供していました。給食調理室は、西館の老朽化に伴い、
120周年記念事業として建て替えを行いました。工事期間中は、
ケイタリングシステムを導入して続行しました。

　2010年、待望の西館が完成し、４月から新しい給食調理室
で、学校給食に実績がある専門業者に調理を委託して給食を
再開しました。当初は、西館建て替え前と同じように、大阪市
学校給食協会から食材を仕入れ、給食協会の献立表にもと
づいて調理していましたが、昨年から大阪市の給食から離れ、
食材調達からメニュー設定に至るまで、本校独自のオリジナル
給食となりました。（もちろん、栄養士による子どもの栄養バラ
ンスを考えた上でのメニューです。）
　それまでの献立は、ラーメンにパンなど、主食とおかずのミ
スマッチがあったり、毎回飲み物は牛乳で、ごはんのときはお
茶にして欲しいという要望もありました。独自給食になり、ごは
ん時にはお茶、パン食には牛乳といった組み合わせや、中華
の日、和食の日、イタリアンの日など、特色あるメニュー展開
も可能になりました。60年の自校調理のノウハウを活かし、さ
らに工夫したメニュー作りに努めていただいています。

　また、アレルギー対策も行っており、えび、たこ、いか、かに、
ほたてなどの魚介類と、乳、卵の七品目を除去した給食も提
供可能です。小麦アレルギー児童に対しては、主食がパンの
ときのみ、米粉パンで対応しています。
　人気メニューは、何といっても「カレーライス」で、「ビビンバ」
や「ハンバーグ」も好評です。また、学期に1回ですが、セレ
クト給食も導入しました。
　給食は、みんなで食べるから、嫌いな物も食べられるように
なり、また、食事が遅い子も、だんだんとみんなのペースに合
わせられるようになる効果があります。
　すばらしい景色のスカイホールで、２クラスずつですが（隔
週交替）1年から6年まで500名が集い、いただく給食は、追
手門学院小学校の新たな魅力となっています。

追手門学院小学校  教頭  杉田 圭一新しくなった給食

・  ご飯　マーボー豆腐
　ビーフンの炒め物
　れんこんサラダ　お茶

・  うずまきパン　ハンバーグ
　スープ　ブロッコリーサラダ
　牛乳

ご飯  とりの照り焼き  豆腐の赤だし
ほうれん草のソテー  お茶

ご飯　ビビンバ　ワカメスープ
キャベツのサラダ　お茶

カレーピラフ　野菜コロッケ
スープ　お茶

他のメニュー紹介

辻田 四郎 小67・中10期川﨑 裕樹 小99期 秋山 陽彦 小59・中2期小90・103期  PTA

ベローズは、
伸縮する管です。

次報へ続く

ちぢむの び る ま が る
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追手門学院大手前中・高等学校  校長  原田 哲次

近況を報告 “平和と命を守る力をどう育むか”
― 沖縄の学習旅行を通して何に気づいたか ―

　校友会山桜会の皆様には、日頃から本校の教育活動をご支援いただ
き心から感謝申し上げます。本校は、少子化の進む中、厳しい学校間の
競争のもと、教職員が一丸となって、選ばれる学校を目指し、将来の日本
を支える人材の育成に努めております。

　本校は、混沌とした現代社会の中、グローバル化が進む社会において
力強く生き抜く力を育むことを目指しており、その取り組みの一つとし
て、“平和”を大変重要なテーマとして中学2年生の学習旅行を実施して
います。今回は、10月30日から11月2日まで3泊4日で実施しました沖縄
での学習旅行についてご報告させていただきます。
　今年度は例年とは随分意識が異なる中での実施となりました。結団式
で、私が「今、沖縄で大きな問題になっていることは何ですか？」と質問
すると、「オスプレイ」と答えてくれました。様々な報道を通し、中学2年生
全員が知っていると思います。
　31日の夜に沖縄戦当時、国民学校4年生だった中村功さんから1時間
講話をいただきました。「15歳の兄は義勇隊、16歳の姉は救護班で傷病
兵の救護、46歳の父は防衛隊へ。父の亡くなった場所すら定かでありま
せん。兄はちょうどあなた方と同じくらいの歳・・・。疎開地では、落ちてい
るみかんの皮を友達に見られないように拾って食べました。」「先輩の死
に、あなた達は責任があります。命を守り平和を守る責務があるのです。
私はみなさんに期待しています。」と熱く語られ、生徒は静かに聴いてい
ました。

　翌日、全生徒で摩文仁の丘に行き、生徒一人が十羽ずつ平和への願
いを込めて折った千羽鶴を奉納しました。鶴を折ることができなかった
生徒もこの機会に学びました。私たちが子どものころは、鶴や兜を折るこ
とはできていましたが、こうした学びも大切なことと思います。
その後、テーマごとに分かれ1組は「ひめゆり隊について」、2組は「集団
自決について」、3組は「アメリカ軍からみた沖縄戦」、4組は「現在の沖縄

について」、それぞれ現地のお年寄りのガイドさんの案内で各所を見学
しお話を伺いました。日本軍が使っていた豪内を体験した後、“佐喜真美
術館”を見学しました。そこには、「沖縄戦の図」（4m×8.5m）丸木位里・
俊夫妻が描いた巨大な絵が展示されており、その絵には沖縄戦の全て
と未来への願いが描かれていました。作者の思いを館の方からお話い
ただき、説明のあと何人かの生徒が質問に行っていました。衝撃的だっ
たのは、美術館の屋上からの眺めでした。ここは、長年の交渉の末、基地
の一部を返還してもらい、建てられた美術館です。屋上から下を覗くと、
壁に接する距離に金網があり、視野の外まで宜野湾市の面積の25％に
及ぶ広大な普天間基地が広がっていました。基地周辺には多くの家屋
が密集し、正に世界一危険な基地であることを生徒たちも実感したよう
でした。

（建物を囲むように金網）

　その後、基地外にある米軍関係者の住宅街を生徒と歩き、楽しそうに
遊ぶ米軍関係者の子どもたちに声をかける生徒もいました。次に、嘉手
納基地が一望できる“道の駅かでな”に行き、F15戦闘機や空中給油機
が頭上を飛行する様と爆音を体感しました。
　バスに乗車しホテルに向かう途中、並走する米軍の軍用トラックを運
転する兵士を見て、生徒が「かっこいい」と言った言葉に、ガイドさんが
「戦争は、人を殺し、何も生産しないんだよ」と一言言われました。
　莫大なお金を使って軍拡を進める中国。南シナ海での行動、尖閣の問
題、日本を取り巻く状況は大変厳しい現実にあります。大国中国の存在
で、米国と日本の関係も薄くなっているように感じます。戦時中、一番悲
惨な目にあった沖縄が、戦後も多くの基地を抱え苦しい現状を生徒たち
はどう捉えていたのでしょう。今後、日本の安全をしっかりと守る中で、ど
のように、沖縄の基地を軽減していくかは、これから生徒一人ひとりに課
された課題であると思います。

行田 貞生 小68・中高11期 贄田　肇 大高19期池田 賢八郎 大中高47期 重里 欣孝 大高24期
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　初冬の候、山桜会の皆さまには、日頃から、お世話・ご助
力をいただいておりますこと、深く感謝しております。
　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。近年、
PTA 会員の方々の中に、卒業して久しい方と懐かしい出会い
をもてるようになったのは嬉しいことです。みなさんの中高生
時代に培った「絆」が、さらに世代を越えて広がっている感を
強めています。
　さて、今年も保護者の方々の学校祭への関心は高く、大阪
市立中央体育館で行いました高校体育祭の保護者観客数は
523名、文化祭では中高合わせた3日間で1455名という多数
の保護者の方々が来校されました。高校文化祭では全クラスが
バザーに参加し、１・２年生のクラスがすべてクラスアトラクショ
ンに出場できたことも、盛り上がりを見せた一因です。体育館
アリーナのアトラクション会場観客席は絶えず埋まり、出演する
側も、観る側も、楽しめたようです。チアリーディング部の演技
が加わったのも新しいことでした。中学校の文化祭は2日間に
わたって大学の学生会館で行われ、どのクラスも熱のこもった
演技を披露し、客席からは惜しみない拍手が注がれました。
　体育祭が校外での開催でしたので、グランドに完成したクラ
スデコレーションは文化祭の中のイベントとして、お披露目が
行われました。真夏の製作過程を経た愛着のこもったデコレー
ションは、当日、生憎の雨に見舞われましたが、ベランダ越しに、
全員で校舎から見守る形で、愛嬌たっぷりに紹介され、審査も
行われました。ファイアーストームとファイナルステージ、高校

自治会の学校祭閉会
式当日まで残され、
ずっとグランドを飾っ
てくれました。規模
は高さ4メートルで、
以前より小さくなりま
したが、生徒自治会
では伝統として引き

継いでくれています。旧校舎跡の芝生もしっかり育ってきました
ので、中庭のバザー会場としても、ふさわしい空間になりました。
　こんな風にお伝えしてきますと、勉強はどうなってるの？と思
われるかもわかりませんね。もちろん希望の進路・進学という
一人ひとりの夢の実現に向けて、学習には全力を注いでいます。
「授業第一」をかかげ、質の高い取り組みにと、先生も生徒も
大忙しです。
　学院の教育理念『独
立自彊・社会有為』は、
学習でも、行事を通し
ても、学校生活の中で
息づいており、先生方
による週1回の朝礼時
「3分間スピーチ」には必ず触れられるテーマです。
　最後にご報告したいのはスポーツコースメンバーの活躍で
す。昨年度の山口国体に大阪代表選手で本校の生徒としてガ
ンバユース生5名が選抜されたことに始まり、今年の岐阜国体
では7名の追高生が活躍しています。また、今回サッカー日本
代表Ｕ16に選ばれ、イランに遠征した2名の生徒は予選リーグ
を2位で通過し、準々決勝でシリアに勝ち、来年のワールドカッ
プ出場権を獲得しています。スポーツコースの女子サッカーは、
チームとして生まれたばかりですが、コーチの指導を仰ぎなが
ら公式戦で着実に成果を伸ばし、夏の大会では早くも大阪でベ
スト４に入りました。アメリカンフットボールも水野監督の熱心
なご指導のもと、日本一を目指して動き出しています。先日の
体育祭ではスポーツコースの生徒たちの雄姿がひときわ輝き、
対抗するクラスとの白熱した競技を繰り広げており、放課後の
グランドクラブ活動等にも活気をもたらしてくれています。
　卒業生の皆さま方も、頑張っている後輩たちの様子や母校
の空気に、たまには触れてリフレッシュする機会を持たれること
をお勧めします。私たち教職員も、皆様との懐かしい再会を心
待ちにしておりますので、お気軽にお越しください。

追手門学院中・高等学校（茨木）

総務部   薗村 栄子茨木中高  近況ご報告

池田 公利 茨高17期

ご良縁をお探しの方ぜひお電話
下さい。
35年の実績で多くのカップルが
誕生しました。

仲人
み ち こ

結婚

平泉 憲一 茨高25期 大賀 淳行

寿司処・堺　弥 助
堺市堺区大町東1丁1－18
TEL  0 7 2－2 2 1－3 3 5 5
http://www.yasuke.co.jp/

茨高24期

代表取締役　前田 建司
一級防水施工技能士

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

事業所：〒562-0001 箕面市箕面6-9-47

各種防水 合成樹脂塗床 樹脂工事全般外壁塗装

茨高60期 PTA

売り拡めたる所わさかい
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　将来を考える日

追手門学院中･高等学校（6月16日）と大手前中学校（7月28日）にて開催さ
れました。本学院卒業生である講師の皆さまは多士済々、お話しの内容も
様々でたいへん興味深く、生徒達が自分の将来を考える際の一助になった
ことと思います。講師の皆様ありがとうございました。

　茨木PTA親睦スポーツ大会

10月6日、模擬店にて名物のイカ焼きを焼き、その後のスポーツ大会では、ソフトボールで久しぶりに二十代、三十代の方々に
参加いただいたことから万年最下位から脱し、４チーム中３位となりました。スポーツ大会終了後は、食堂で山桜会とＰＴＡと
先生方との懇親会を行い、親睦を図ることができました。

　記念品を贈呈

各校体育大会・文化祭において、児童・生徒の皆さんに記念品を
贈呈しました。錦城文化祭２日目には、山桜会饅頭を販売し、午前
11時過ぎには完売するという圧倒的な人気ぶりでした。
これらの行事を通して、学校、児童・生徒、先生方、保護者の方、そして山桜会が
一体となって楽しく熱心に活動していることが実感できました。まさに「オール追手
門」でした。今年参加できなかった方も、ぜひ来年はご参加ください。

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

渉外交流委員会担当副会長 平泉 憲一 （茨木高25期）
渉外交流委員会

   アルモニー＆Marieコンサート

5月27日、「アルモニー♪＆
Marieコンサート」を鑑賞しまし
た。武木綿子さんは、小88・大
手前中高31期生（元劇団四季
でライオンキングやオペラ座の
怪人、異国の丘など多数作品に
出演）

   ボーリング大会

8月4日、ボーリング大会を開催
しました。評議員、会員、そして、
学生を含む30名の参加で、とて
も楽しくゲームしました。
9月30日、山桜会ゴルフコンペ。
あいにくの天気でしたが、参加
者のほとんどが最後までプレイ
されました。さすが、追手門ピー
プル。パワー満開でした。

   フラワーアレンジとランチの会

10月20日、好評につき、第３回
目の花人赤井勝先生「花と遊
ぶ」を催しました。
毎回、いろんなイベントを考え
ております。
今年も上記のイベントに参加し
てくださった方々、そして協賛
品を頂いた方々に厚くお礼申し上げます。と共に、これからも会員
や関係者の方々に楽しく交流していただける場をどんどん作って
行きたいと思いますので、提案、参加を宜しくお願いいたします。

昨年度から、新たに同窓会サポート委員会が発足いた
しました。
山桜会の目的の一つである会員相互の親睦を深める
イベントが、各クラス会、同窓会を開催することであると
思います。また会員名簿の充実を図るためにも、それ
ぞれの学年で活発に同窓会を開催していただき、住所
不明の会員を掘り起こしていただきたく、同窓会開催を
支援しようとの思いで、この委員会を立ち上げました。
昨年から30歳、40歳、50歳、60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、開催してきました。
学年同窓会開催のご案内が届きましたら、ぜひご出席く
ださい。
また、同窓会開催をお考えの方は、同窓会サポート委員会
へご遠慮なくお声をおかけください。

会員交流委員長

寶来 郁子 （小79･大中高22期）会員交流委員会

50歳同窓会 （4月15日開催）

将来を考える日講師（茨木）

茨木PTA懇親スポーツ大会

ボーリング大会

花人 赤井勝先生「花と遊ぶ」フラワーアレンジとランチの会

70歳同窓会 （1月28日新年会と併設）

同窓会サポート副委員長  林田 隆行 （小72・中高15期）

同窓会サポート委員会

詳細

アルモニーコンサート

委員会活動報告
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戦後のあらゆるものが離散した状況の中から、やっと落ち着いてきた昭和50年ごろ、
故人になった「なか卯」の中野一夫が色々なことに捉われず気楽に集まろうやと言うの
が切っ掛けとなって、偕行社附属小学校50期ろ組のクラス会が発足し、毎年或いは
２年に一度と続けて来ましたが、とうとう今年を最後に幕を引きました。
ところで、これを機会に、現在の校舎を見学することになり、当日は折悪しく土曜日にも
拘らず、杉田教頭先生がわざわざご出勤くださり、改築した校舎のあちこちに今も偕行
社時代の装飾や照明器具を使っているとのことで、近代的な建物にあしらわれた瀟洒
な現場や懐かしい記念館も丹念に案内していただき、充分に往時を回想することがで
きました。
それにも増して、方々を案内していただく途次、体育館で高校のチアリーディング部が
練習をしていて、教頭先生が耳打ちして下さると、コーチや部員の人達も「今日は」と体
育会系の明るい声で迎えてくれ、帰り際も振り返って「さようなら」と送り出してくれた
ので、私達も大声で「がんばって」とエールを送りました。このことが無上に嬉しく、今も
若い後輩たちと強く繋がっているんだという華やいだ実感を抱いて校舎を出ました。
動きの鈍い私共を相手に、辛抱強くご案内頂いた杉田教頭先生に改めて御禮を申し
上げます。 幹事　北邨 正元

追手門同期会ゴルフ部会結成
2012年10月21日(日)

偕行社附属小50期ろ組  終息と校舎見学記
2012年6月9日（土）

昭和22年生まれの同期生（小71期・中高14期）41名は「追手門
同期会ゴルフ部会」を結成し、平成23年10月から半年に1回の
ペースでゴルフコンペを楽しんでいます。加茂カントリー、能勢カン
トリーと回を重ね、秋晴れの10月21日（日）に神戸パインウッズ
カントリークラブで第3回コンペを開催しました。今回は、同期生
のホープ川原理事長も忙しい中を参加され、男性8名女性3名
の賑やかな集いとなりました。熱戦の結果（ダブルぺリア）ネット
69.6で行田（田中）雅子様が優勝、2位に野澤重晴氏、3位は
山本（折田）啓子様となり和やかなうちに散会となりました。次回

は平成25年3月下
旬に再び神戸パイ
ンウッズカントリー
クラブでの開催を
予定しています。

幹事　藤原 昌宏

ご報告 ご報告

中高16期同窓会 2012年5月19日（土）

オリンピックの年に開催している中高16期同期会は、前回との間に華甲を祝う会（還暦
の会）をはさみましたので、今回、24年目８回目の同期会をリーガロイヤルホテルにて
開催いたしました。今回は同期生のみ集まりました。家族の介護や結婚、お孫さんの誕
生等々、皆さん結構お忙しい時期にもかかわらず、62名の出席がありました。感謝です。
会は、御逝去された先生（４名）及び同期生（20名）に黙祷を捧げ、伊藤の司会進行によ
り始まり、西村隆夫氏の乾杯で食事歓談に入りました。学院の60周年及び120周年のＤ
ＶＤ上映では、懐かしい映像の中に同期生を見つけて歓声も上がりました。最後に校歌
を合唱、記念写真を撮って無事閉会。その後、ホテル内のバーにて、43名で二次会が遅
くまで続きました。４年後は67歳ですが、皆さん元気でまた集まりましょう。

幹事　伊藤 友彦

ご報告

詳細

（小71・中高14）

茨木高18期5組同窓会
2012年10月13日（土）

ご報告

「とにかく、みんな、おもろい！」

追手門学院高校（茨木）18期生
３年５組 柴岡クラス －同窓総会（2012.10.13）の記録－
19名参加、なんば銀座アスターにて

茨木高19期生  還暦同窓会 2012年9月30日(日)

平成24年9月30日（日）、茨木高19期生の還暦記念同窓会を開催いたしました。
当日は大阪直撃の台風が接近していたにも拘わらず、橋本先生、池内先生、岡本先生、松
永先生を含み総勢72名にご参加頂き、また２次会・３次会と昔話に花が咲き大いに盛り
あげて頂きましたことを、改めてこの山桜会報で御礼申し上げたいと思います。先生方ご
出席有難うございました。同級生の皆さまも、沢山のねぎらいの言葉を頂いて有難うござ
いました。また今回は都合が悪くご参加できなかった方々も、欠席通知に励ましやねぎら
いの言葉を頂き大変励みになりました。
今回の同窓会を通じ追手門の皆さまの昔と変わらない優しさに触れ本当に心が洗われ、
今後も出来る限りこの大切な輪を守る役目をしたいと思っております。

幹事　内藤　寛

ご報告

担任  柴岡浩平先生

出席者 （旧姓50音順）

柴岡浩平先生、筒井（伊藤）一美、伊崎（稲垣）津也子
桂孝次郎、杉本俊夫、平木（高原）正美、田中祐子
渡辺（寺川）文子、時吉保夫、中西修、濱口修己
森（林田）千賀子、阪口（原口）佳子、府内茂樹、程野勝比呂
宮脇保匡、藪野鉅士、山口素直、今中（山本）富美
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茨木高24期生同窓会 2012年10月20日（土）

2012年10月20日（土曜日）12時よりリーガロイヤルホテル グラントックにおいて、同窓
会を開催致しました。参加者は約60名でした。柴岡浩平先生、橋本定也先生、池内光宏
先生、杵築辰彦先生、平田勝一先生にも参加して頂きました。
卒業して以来36年、名札に印刷された卒業アルバムの写真がなければ、まったくわか
らない方もいました。それでもすぐに高校時代にもどり、あっという間の楽しい同窓会
でした。
次回は2017年の60歳の還暦の年に合わすために、3年後の2015年と5年後の2017年
に開催することになりました。次回の幹事は、女性は徳井（河野）・草田（永田）・西内
（吉原）・西坂・町田・男性は万木・米田・広瀬・上野山・亀井（敬称略）です、よろしくお願い
します。グラントックの谷内様、グランキューブの小島様には大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。

幹事一同

ご報告

大高25期生同窓会・大阪城マラソン
2012年2月11日（土）

平成22年1月に大高25期
生3年3組で先駆けて開催
された「同窓会大阪城マラ
ソン」の輪が、今回より新
たに「大高25期生同窓会・
大阪城マラソン」に発展
し、開催致しました。
当日は、雲ひとつない晴天
に恵まれ、大手前中高の
正門に集合、母校にてストレッチ体操の後、大阪城(ミニ)マラソン、ODU
ウエルネスホールにて入浴、そして大阪キャッスルホテルにて会食。その
後、心斎橋に移動し２次会、と皆で楽しく愉快な一日を笑顔一杯で満喫
する事が出来ました。
次回は、来年6月9日（日）に「2013年　同窓会マラソン＆バーベキュー
大会」を開催する事が決定致しました。
参加した皆様、今回参加できなかった皆様、次回お会いできます事を楽
しみにしています。

幹事　田中聡子（旧姓:冨永）、 神谷  健、 康  祐國（旧姓:康本)

ご報告 茨木高40期生同窓会 2012年10月28日(日）

10月28日（日）午後13:30より大阪城スクエアにて卒業後初となる同窓会を開
催致しました。吉村先生、清水先生、権野先生も御出席下さり、総勢97名の出
席となりました。
清水先生に作成頂いた在学中の写真を基にしたスライドを見つつ懐かしい思
い出話に花を咲かせながら、あっという間の３時間が過ぎ去りました。
来年６月には山桜会総会の後に40歳同窓会が開催され、それにはちょうど私
達が該当します。今回は残念ながら参加出来なかった同窓生の方たちにも、
40歳同窓会でお会い出来る事を楽しみにしております。
今回の余剰金は山桜会に寄付致します。
最後に、ご出席頂いた先生方、同級生の皆さん、そして初同窓会を開催にあた
り、親身にアドバイス下さった同窓会サポート委員の方々に御礼申し上げます。

幹事　清田知宏、山田眞由美、中村文治

ご報告

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

茨木高アメフト部 OB会発足キックオフの開催
2012年6月30日（土）

茨木高アメフト部ランバージャックスＯＢ会発足キックオフパー
ティーが行われ、先生・コーチの皆様、並びに18期から60期の卒業生
が集まり、総勢98名の会となりました。
『勝つ』事を目標に共に汗をかき、涙した仲間が数年・数十年の時
を経て再会し、当
時の裏話等が語
られ、笑いの絶え
ないアットホーム
な雰囲気となりま
した。
近況報告として、ラ
ンバージャックス
が学校よりスポー
ツ強化クラブの認定、前京都大学監督水野先生がコーチとして就任
されたました。
ＯＢ会の目的は、先輩・後輩・同窓生との繋がりを持ち、アメリカン
フットボール界に貢献する事にあります。現役生が我々ＯＢの念願で
あるクリスマスボールへ出場できるよう応援していきます。

結南 俊也（茨木高39期）

ご報告井倉 忠先生・清水一義先生  退任慰労会
2012年6月3日（日）

2012年6月3日（日）ホテルグランヴィア大阪にて、追手
門学院大手前中高サッカー部OBが集まり、井倉先生・
清水先生の退任慰労会が盛大に開催されました。
準備から開催まであまり余裕がなかったこともあり、有
志だけが集まり小規模でと考えていたところ、長く顧問
だったおふたりの慰労会ということで、地元はもちろん
遠く関東方面からもこの日のために、下は47期生の後輩から上は26期生の大先
輩まで総勢80名ほどが両先生の慰労のために集まりました。
先生方にご指導いただいた間には、リーグ戦に勝ち残るときもあれば年間を通し
て負け続けるときもありましたが、いつも変わらず優しいだけでなく、時には厳し
くサッカー部を指導していただきました。
我々サッカー部ＯＢ、そしてマネージャー全員が追手門時代の貴重な時期に両
先生方にご指導いただけたことを改めて感謝する一日となりました。

これからも健康に留
意され、多方面でご
活躍されることを全
員が願っております。

松田 泰光
（大手前中･高29期）

ご報告
（大手前中･高サッカー部同窓会）
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50歳同窓会開催予告

茨木高アメフト部　第２回ＯＢ忘年会開催
開 催 日：2012年12月8日（土）18:00～20:00　
開催会場：千里阪急ホテル　樹林の間
会　　費：１次会 　￥7,000　

出欠につきましては、『facebookグループ：追手門学院高校アメリカンフットボール部』
もしくは『48期井上保 inoue861@gmail.com』まで。
楽しく・明るく、お気軽ご参加ください。

開 催 日：2013年4月14日（日）　
開催会場：大阪城スクエア（大手前中高6F）  TEL06-6942-2788
※詳細につきましては、2月下旬にご案内状をお送りいたします。

開 催 日：2013年6月23日(日）　
開催会場：大阪城スクエア（大手前中高6F）  TEL06-6942-2788
※詳細につきましては、5月中旬にご案内状をお送りいたします。
　同級生にお声をおかけいただいて、ご一緒に、ぜひご出席ください。

開催予告

70歳同窓会 （小学校66期・中高9期合同）

昨年に引き続き、今年も70歳同窓会を企画いたしました。今年は
小学校66期、中高９期の方が対象で、新年会と併設開催です。
同期の方とお誘いあわせの上、ぜひご出席ください。（事前に申し
込みが必要ですので、事務局までおしらせください）

開 催 日：2013年1月26日（土）　17:15受付　18:15開宴
開催会場：ウェスティンホテル大阪 ２階ローズルーム
　　　　　TEL06-6440-1111
会　　費：10,000円
お問合せ先：TEL06-6940-3481（山桜会事務局）

開催予告 （小学校87期・大手前中高30期
　　　　茨木中10高30期合同）

40歳同窓会開催予告 （小97期･大手前中高40期
　　　　　　茨木中20高40期）

昨年の山口国体では、障害飛越に出場しましたが、今年のぎふ清流国
体では、ロンドンオリンピックに出場された法華津選手と同じ馬場馬術
競技に出場しました。少年馬場馬術競技とは、各項目の演技を採点し、
さらにその総合的観察として、馬の歩度・歩調・前進気勢馬の従順・柔
軟ならびに軽快性及び騎手の姿勢・馬の御し方等を採点する競技で、
それは、６位でした。少年自由演技馬場馬術競技とは、音楽付きの演
技の技術性評価の採点を行い、音楽との調和・独創性・難度・表現等を

芸術性の評価として採点する競技で
は７位でした。今回の国体ではご声援
いただきありがとうございました。来年
の東京国体も出場できるように、日々
の練習をがんばります。

僕たちは、大手前高校2年3
組の髙田隆平と松谷流行で
す。今年の夏休みに、DNA
というコンビ名で「ハイス
クール漫才」に出場しまし
た。全国大会を目指して、高
校2年生になり練習時間も
限られるなかで、二人の時
間が許す限り練習しました。
そのかいあって、準決勝に出場が決まった時は、本当にうれし
かったですが、一歩届かず、近畿地区2位という結果で終わって
しましました。コンビを組んで2ｹ月あまりでの挑戦は、無謀だっ
たかもしれませんが、悔しい気持ちでいっぱいです。これから
受験に向けて、ますます練習する時間が限られると思います
が、自分たちで時間を作り出して、「文芸両道」を目指します。

大野 順也 （大手前高63期）〔高1〕 髙田隆平　松谷流行 （大手前高62期）〔高2〕

在校 生の活 躍在校生の活躍

40歳同窓会 （小96･大手前中高39･茨木中19高39期合同同窓会） 2012年6月24日(日）

卒業してから22年ぶりの再会。
恩師の先生方をはじめ、１次会・２次会・３次会と60名近
い同窓生が集まりました。
顔を合わせた瞬間から追高時代にタイムスリップ！とても懐
かしく楽しい一日となりました。
これを機に女子会・男子会などの飲み会をはじめ異業種交流
会・ゴルフコンペなど次々と開催しております。
（連絡手段としてFace Bookを活用しておりますので、「追手門
学院高校」で一度検索してみてください。）
最後となりましたが同窓会を企画運営してくださった同窓会
サポート委員の皆様、本当にありがとうございました。
今後は連絡を取り合い、交流を深めていきたいと思います。

茨高39期 学年代表　北嶋 美砂

ご報告

正確さと美しさを競います ＤＮＡが活かされてます
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安田 ひろ子 （小75・大手前中18・茨木高18期）

　先日は、栄えある追手門学院親子３世代の表彰をいただき、大変
光栄でありますと共に有難く心より感謝致しております。
　私たちは、主人が追高大卒で、私が追小（75期）中高大卒、息子が
追高大卒、嫁が追小（98期）中高卒として、現在は、孫が小３（127
期）としてお世話になっております。
　孫が小学校に入学してからは、学校の様子を聞く機会も増え、在
学当時を懐かしく思い出しております。
　私が通っていた時とは違い、
今は立派になった校舎を見ま
すと少し寂しくはありますが、
今もまだ当時と変わらない制
服や伝統行事、子ども達の規
律正しさなどを見聞きします
と、やはり長い歴史・伝統を重
んじる追手門精神が変わらず

受け継がれている事に
大変感激しております。
　追手門学院で学んだ
事、過ごした日々は私の
誇りであり、宝となって
います。
　そんな恵まれた環境
の下でお互い切磋琢磨
しながら成長を共にした
友人とは今でも交際を続けております。これは、私だけに限らず息子
達もまた同様のようです。
　私たちが過ごしたとても充実した日々を孫も同様に経験し、身に
つくものと確信しています。
　これからも学院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。

　9月30日（日）、「第13回山桜会ゴルフコンペ」がアートレイクゴルフ
倶楽部において開催されました。当日は、台風17号の影響で最悪の
天候でしたが、山桜会会員、ＰＴＡ関係など94名（うち女性32名）
の方が参加くださいました。コンペ後の懇親会は、終始和やかな雰
囲気に満ち、一層親睦が深まりました。参加者の年齢層も幅広く、
「オール追手門の仲間たちが世代を超えた交流を持つ」という目的
が果たせたと思っております。
　今年は、澤谷俊先輩（小59･中高2期）、田上欽也先輩（小59･中高
2期）、辻村賢造先輩（小59･中高2期）、中村健先輩（小59･中高2
期）、水上直治先輩（中高2期）に、喜寿のお祝いとして山桜会より記
念品をお贈りし、一言ずつご挨拶いただきました。
　熱戦の結果は、男性の部は私、前田要之助（小26･大中26期）、女性
の部は岩津知津子氏（小82期）が優勝し、ニヤピンやドラコンなど
数々の賞品の授受の後、一日の楽しい思い出と台風などのハプニング

や笑い話をお土産に
散会しました。
　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、たくさんの賞品を寄贈頂きました方々に、この場を
借りまして御礼申し上げます。

守屋 悠愛 さん高校1年10組

関　萌々恵高校1年10組

佐野 慎三郎

さん

さん高校2年7組

小松 真衣 さん高校1年10組

仲谷 佳紀 さん高校1年10組

太田　 匠 さん高校2年7組

第2回親子三世代追手門ファミリー

第３回追手門川柳は、「体育祭・文化祭」をテーマに茨木中高生の皆様より募集し84 首の応募がありました。
学生生活での思い出の１ページを、川柳を通して表現されています。
学生であった頃の情景が、懐かしく思い浮かんでなりません。次回の大手前中高生の皆様にも是非たくさんのご応募お待ちしております。

金賞

銀賞

作品講評

文化祭  心に残る  大舞台

銅賞

山桜会報第91号にて大阪 発  表

応募対象
第四回
募集要項 大手前中・高  在校生

安威祭で　大きくなった　クラスの絆

安威祭で  みんなの距離が  縮まった

カニの役　大声さけぶ　お母さん

安威祭の　楽しい時は　準備中

まさに文化祭は、クラスみんなで作り上げる最後の大イベントです。それをやり遂げた満足感を感じる良い川柳だと思います。

【選者】  川原 俊明　田口 順一　林田 隆行

グランドの　儚き命　デコレーション

詳細

入賞者副賞 （金・銀・銅賞）
万城目氏サイン入り著作本

参加賞　　
オリジナル携帯ストラップ    

詳細
詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

第三回

13
会員交流副委員長  前田 要之助 （小26･大中26期）

山桜会ゴルフコンペ第 報告回

前田 要之助 さん 岩津 知津子 さん

テーマ

90
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榊原 尚彦 （大中高53期）

自動車工学の大学を卒業
して現在、輸入車ディー
ラーで自動車整備士とし
て、ブランドの名に恥じ
ないお車をお客様に提供
できるよう、日々、油ま
みれになりながら仕事をしています。整備士の仕事がした
いと思って国内外のさまざまな自動車に触れてきましたが、
やはり行き着いたのはメルセデス・ベンツ。世界最高峰の
ブランドだけあって、最新鋭、最先端の技術が搭載されて
いる自動車をさわることができるのでいつも勉強になりま
す。将来は古い車から最新の車、どんなベンツでも修理で
きる“ベンツのスペシャリスト”になれるよう頑張っています。

世界ブランドの一員として
小曽根 真喜雄 （茨高26期）

今年も生國魂神社夏祭り初
日 7 月 11 日 10 時 50 分
に枕太鼓の皆さんが小学校
に手打ちに訪れました。多
勢の子供たちと先生方が迎
え待つ玄関前で枕太鼓の皆
さんと共に大坂締め。

今年は大手前中高等学校も訪れ、
期末試験後の学生たちが窓からも
顔を出し枕太鼓と共に大坂締めをしま
した。

生國魂神社「枕太鼓」が
小中高に！！

い く た ま ま くら だ い こ

世界最大級の『原鉄道模型博物館』が
横浜に誕生しました。
当学院の卒業生である原丈人氏（小76期／副館
長）、原健人氏（小78・大中高21期／副館長）、
原万理氏（小81期）のご父兄である原信太郎氏
が所蔵されている日本及び世界各国の鉄道模型
のコレクション約1000両と巨大ジオラマが展示さ

れています。原信太郎氏は
世界的な鉄道模型製作者・
収集家として知られ、特に
模型は、延べ約380か国を
巡り、鉄道写真・資料を収集
され、緻密に再現・製作され
ています。信太郎氏は博物
館を作るなら鉄道が初めて
日本で走った横浜で作りた
いと思われていたそうです。
信太郎氏は現在93才、館長
を務めておられます。

所 在 地：神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 横浜三井ビルディング2階
問合せ先：045-640-6699（11:00 ～ 18:00） 
HP：http://www.hara-mrm.com/

【若い会員紹介】

塩見 啓二 小85・大中高28期 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/ホームページ

広報委員会

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

ご連絡下さい。

TEL.06-6940-3481
第89号会報では義援金広告にご
協力いただきまして、ありがとう
ございました。お預かりした義援
金は、日本赤十字社を通じて東北
の復旧にお役立ていただきます。
義援金広告は、前号をもちまして
一旦終了させていただきました。
皆様の善意に深く御礼申し上げ
ます。
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した。英国王室の話は､チャールズとダイアナがセントポール
大聖堂で結婚式を挙げた際､日本の皇太子夫妻は、アメリカの
レーガン夫妻より待遇が良かったそうで、この後ダイアナの話が
続きますが紙面の関係で省略いたします。
　記念撮影後､懇親会になり、食事をしながら出席者の方々に
“私の思うこと等”自己紹介がてらお話を頂きました。人前での話
に慣れているようにお見受けできる方､雄弁ではないけど訥々と
話される方などお人柄がよく現れ、また、先生方を囲み話が盛り
あがり、和やかな雰囲気の内に時間は去ってゆきました。
　関東在住の者にとって、リラックスした懇親会は母校の生きて
いる情報を耳にする貴重な機会であり、また、社会生活に必要
な儀礼・道徳を自然体のうちに身につけるように育てていただ
いたた母校への誇りを新たにするのでした。

第55回東京山桜会総会
　平成24年5月19日（土）、「東商スカイルーム」に於いて、東京
山桜会総会を参加者40名弱で行いました。山桜会会長はじめ
役員の方々、学院の大手前・茨木の先生方にご参加いただきあ
りがとう御座いました。校長先生から追手門の近況や今後の方
針などを、また、　山桜会会長から小学校の卒業式・入学式にお
ける感動的な生徒・父兄の様子を話して頂きました。生徒・先生
間の信頼関係もよく、また、父兄・生徒も規律正しく気品よく、今
も明治天皇行幸の記念碑がある正門前で脱帽してお辞儀をす
る習慣が守られていると聞き、我が母校追手門学院を誇らしく
思いました。
　講演は、西海巖氏（小58・大中1期）で、内容は同級生の「三上
泰生（やすお）氏」および「英国王室のマメ知識」でした。三上泰
生氏は追小58期・大中1期、灘高､京大の電気工学科卒業で､音
響効果関連諸仕事に携わり､【ザ・シンフオニーホール】（以下
「ザ・ホール」という）設立に貢献されました。京大生の時、辻久子
氏に師事し大学文化祭でバイオリンコンチェルトを独奏された
そうです。「ザ・ホール」設計にあたり海外ホール視察の途上､西
海氏が駐在していたロンドンに来訪し、西海夫妻でセントポー
ル大聖堂を案内されたそうです。「ザ・ホール」工事が完成したと
き、ホール設計の核心“残響２秒”が気になり、自らバイオリンを
持ち込み残響を確かめたのでした。このあたりの経緯は『残響
２秒―ザ・シフオニーホールの誕生―』（三上泰生、大阪書籍KK､
1983.10.20）に詳しく述べられております。まことに残念です
が、わが盟友三上氏は還暦の頃、病のため幽冥を異にしたので

　なでしこジャパンのワールドカップ優勝
で日本国中が女子サッカーに注目する中、
本校の女子サッカー部も卒業生のみなさ
んを始め、多くの方々に注目をして頂きた
いと考えています。
　現在、部員はスポーツコース生11名と一般クラス生3名の高校1年生14名。
練習は関西電力グランド(天然芝)と大学グランド(人工芝)を利用し日々頑
張っています。
　初年度ではありますが、夏の大阪高校総合体育大会女子の部ではベスト4
まで進むことができ、今後さらなる上位進出を目指し、全国大会出場を果たし
たいと考えています。「大阪に『追手門』あり。」と言われるよう努力して参り
ますので、皆様方の応援をお願いします。

東京山桜会

平成25年 新年会 第56回 総会・懇親会
平成25年5月11日（土）　11:30～　会費7千円
ライオン銀座7丁目ビル

平成25年２月３日（日）　11:30～　会費5千円
横浜ベイシェラトンホテル

東京山桜会事務局 （荒川）　 TEL＆FAX 049-283-7343

佐伯 文子 （大中高19期）

荒川 良雄  （中高4期）

大橋 忠仁
追手門学院中・高等学校（茨木）保健体育科 教諭

女子サッカー部監督

（注　新年会・総会の開始時刻および会費は予定です。細部は案内状をご覧ください。）

今年度より女子サッカー部を
創部しました



【大阪梅田サテライト】
阪急電車梅田駅直結、阪急17番街の16階という
大変便利な場所にあります。
梅田サテライトの利用目的は、学生の就職活動等
を支援するとともに、学院・大学主催の行事、教育
研究活動、産官学連携活動、卒業生の情報交換
や交流の場として活用できる施設です。

http://www.otemon.ac.jp/umeda/
2012年6月1日発行の山桜会報第89号同窓会通信に掲載しました記事「追手門学院高等学校硬式野球部」
の中に、誤植がありました。

　　誤　平間勝一先生　→　正　平田勝一先生
　　誤　橋本一定先生　→　正　橋本定也先生
関係各位にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びするとともに、ここに訂正させて頂きます。

編
集
後
記

　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

平成25年山桜会新年会、参加者募集の季節がやってきました。今年は
ビッグ・アーティストを迎えての大変お得な企画になっております。新年
会は年に一度、追手門学院関係者の皆様、オール追手門で集まり楽し
く、和気藹々と盛り上がれる機会です。歌あり、笑いあり、食事あり、おま
けに飲み放題、お土産ありで、きっと皆様のお心を癒すこと間違いなし
の会です。ご友人、ご家族などお誘い合わせの上是非ご参加下さい。

25年山桜会新年会実行委員長　林　妙子 （小86期）

ジャズシンガー。1957年大阪生まれ。1998年6月
「For All We Know」でプロデビュー。2000年度
の芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。03年 紅白
歌合戦で熱唱した「テネシー・ワルツ」が大きな話
題となる。軽妙なトークと幅広いレパートリーを
巧みにとり入れた個性的なステージは、多くの
ファンを魅了している。また、2011年9月、10月に
は宮城県と岩手県で東日本大震災復興支援チャリ
ティコンサートを行うなど被災地にも元気を届け
ている。2012年初夏からはデビュー15周年コン
サート”Wonderful World”と銘打ったコンサート
で6月21日発売のNewアルバム『Wonderful 
World』を引っさげて、全国に感動と笑いの涙を
届けている。

平成25年

日時 2013年1月26日（土）

全席指定、テーブルビュッフェとなります

受付 17：15　 開場 17：45　 開宴 18：15

締切 12月末日　先着限定300名様
お早目のお申し込みをお願いします

会費
￥10，000
中高大生￥5，000　小学生以下無料

寺谷 一紀 （小88期）

髙田 隆平 （大中高62期）松谷 流行 （大中高62期）

（子ども料理の必要な方は、別途￥3,500です）

フリーアナウンサー
元 ＮＨＫアナウンサー

武  木綿子 （小88・大中高31期）

場所
ウェスティンホテル大阪
　　　2階  ローズルーム
ＴＥＬ.06-6440-1111

司会

高校生漫才 『ＤＮＡ』 出演

シンガー＆ボイストレーナー　元 劇団四季

 ハイスクールマンザイ2012　近畿大会 ２位

http://www.yamazakurakai.com/archives/5771.html申 　込　書

photo by Eishun Ikeda
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お問い合わせ 山桜会事務局　TEL.06-6940-3481  FAX.06-6940-3482
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

お申込み、御入金を確認後、1月中旬頃にチケットを送付いたします。

綾桜
一つの小さな力が集まり
　　　　　   大きな力に

テーマ

ゲスト 綾戸 智恵


