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中川 厚子

追手門学院大手前中・高等学校

平成26年度より制服が生まれ変わります。

現制服

中学校

平成26年1月26日（日） 午後6時00分開宴

ご利用の皆様へ

高等学校

会場：リーガロイヤルホテル

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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伝統を
打ち破る

ご挨拶

追手門学院

校友会 山桜会 会長

理事長

川原 俊明 （小71･中高14期）

田口 順一 （小78期）
一年の中でたいへん過ごしやすいシーズンである秋は短く

現代は過去の歴史の上に成り立っています。現在の追手門

感じるもので、 早くも肌 寒 い 季 節 になってまいりました 。

学院は125年の歴史の上に成り立っています。今の輝かしい学

会員の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上

院の姿は多くの先達の努力の結晶です。私も、追手門学院を

げます。

130年、150年、200年と未来永劫の歴史を刻み続ける学院で

スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋･･･。９月、10月には、

ありたいと思います。卒業生の一人でもある立場として。

追手門学院各校において、文化祭が開催されました。各高校
では開催内容運営がかなり生徒にまかされて、主体的に取り
組む内容となっておりました。個性のある展示、劇、音楽な
どの舞台発表。模擬店など、まさに一人一人が楽しみながら
自己実現の場として活用し、今後の思い出に残る活気のある
文化祭でした。
また各校の体育大会においても、力いっぱい競技する後輩
たちを見て、たいへん頼もしく感じました。2020年夏のオリ
ンピック開催都市に東京が選ばれました。ひょっとしたら、こ
の中からオリンピックに出場する選手がでてくるかも？
私たちは茨木 PTAスポーツ大会や山桜会ゴルフコンペに参
加しました。後輩たちに負けないように頑張ろうと思いますが、
結果はこんなはずではないのにと感じる今日この頃です。
今年は一年を通じて皆様方よりご協力を賜り、お陰をもち
まして、たいへん充実した会の活動となりました。誠にありが
とうございました。
来年は恒例の新年会からスタートを致します。『これから
羽ばたく若き後輩達を応援する』をテーマとし、１月26日
（日）
に開催予定です。是非皆様のご参加をよろしくお願い致し
ます。

しかし、伝統の踏襲だけでわが追手門学院が存続できるほ
ど甘い環境にはありません。少子高齢化、
グローバル化、日本
経済の不確定化、大学間競争の激化。追手門学院を取り巻く環
境は少し前の時代と比べて様変わりです。
今の学院に求められているもの。
それは「改革」
です。
「イノベ
ーション」です。新しい発想のもとに、新しい学院を打ち立てる
ことが必要です。
とはいえ私学は建学の精神に基づいた教育こ
そが存立の基盤です。追手門学院の建学の精神である「独立
自彊

社会有為」。
この機軸をぶらしてはいけません。
その上で

過去の伝統にあぐらをかくことなく、新たな伝統を大胆に打ち立
これが伝統を打ち破る意味での改革です。
てていく。
追手門学院では、今年の４月、認定こども園を創設、大手前
中高では数十年続いた過去の制服と決別。茨木中高ではスポー
ツコースに続いて来年４月から表現コミュニケーションコース
の新設。大学にいたっては、１年間留学しても４年で卒業でき
るグローバルキャリアコースの新設。基盤教育機構のもとに学
部横断型教養教育の実施。
さらには2015年から毎年、新学部
を設置していく計画。伝統を乗り越えて改革を突き進めます。
追手門学院に新たな輝きをもたらすために。すべての卒業生
の力を結集して改革を実現しましょう。

在 校 生 支 援
大手前中高にて

日頃、在校生にとっては縁遠い存在である山桜会ですが、もっと親しみやすい、
頼りになる卒業生の会でありたいと思っています。
そこで、今年から在校生支援活動に力を入れております。
各校の校長先生とご相談のうえ、大手前中高には、チアリーディング部用マット
２枚、吹奏楽部楽器購入費用の一部を、追手門学院中高（茨木）
には、トレー
ニング機器とウォータークーラーを贈呈いたしました。
小学校は、まだ具体化できていませんが、何かお役に立てる支援策をと考えて
います。クラブ部長や生徒会長のとても嬉しそうな顔を見ると、よかったなと思
いますし、少しは頼りになる先輩と感じてもらい、山桜会の株が上がったのでは
ないでしょうか。贈呈したものを今後大いに活用していただき、後輩達の活躍
を期待しています。

茨木中高にて

2

田口 順一 （小78期）

92

平成25年度山桜会総会 報告
平成25年6月23日（日）大阪城

プロジェクターを使

天 守 閣 が 一 望できる追 手 門 学 院

用しスクリーンに写

大阪城スクエア・大手前ホールに

真を投 影して行 わ

おいて、山寺由利子氏ミニコンサー

れました 。 引き続

ト・定時総会・坂井学院長講演会・

き、 東 京 山 桜 会 、

懇親会・40歳同窓会が開催されま

追手門のれん会か

した。

らも報告がありまし

今年は例年と趣向を変えて、総会

た。

に先立ち、「音で綴る愛の形」と題
して、大手前中・高40期生の山寺

坂井 宏嗣
（茨木高31期）

坂井学院長講演会

総会終了後には、
山寺由利子ミニコンサート

由利子氏によるミニコンサートを開催いたしました。オペラ入

昨年7月に就任されました追手門学院学院長坂井東洋男様に
『今、大学教育に求められるもの･･･昨今の学生群像･･･』の

門編とも言える楽曲で素

タイトルで、ご自身の様々な経験に基づくお話を交えながら、

晴らしい歌声をおきか

現在の学生像をご紹介いただきました。また、大学改革への

せ いただき、日頃クラ

強い熱意を感じさせられるお話をいただきました。

シック音楽になじみの薄
い方にもご堪能いただ

その後の懇親会では、100名を超える40歳同窓生の皆様に
ご参加いただき大いに盛り上がりました。

けたことと思います。

また、今年の総会・講演会には205名のご参加を頂くことが

定時総会におきまし

田口山桜会会長

総会実行委員長

出来ました。出席者が200名を超えるのは初めての事です。

ては、田口会長より基

ご参加いただいたご来賓、会員の皆様、そして事前準備と

本方針が報告されまし

当日の運営にご尽力いただいた総会実行委員・役員の皆様に

た。3年後に控えた山桜

心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

会創立100周年を成功させるためにも、「オール追手門」の中
核組織として、卒業生だけではなく
学院、学院諸団体そして、将来の山
桜会員である現役学生に対しては
様々な支援を通じて、更に連携を深
めていくとの方針が発表されました。
各委員長よりの24年度事業報告・
25年度事業計画発表は、活動内容
をより解りやすくする試みとして、
「総
会のヴィジュアル化を図る」ため、
40歳同窓会

チアマットの贈呈

ラットプルマシン

シットアップジム

コントラバス

大手前贈呈式

ウォータークーラー

茨木贈呈式
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追手門学院の

歴史発掘

追手門学院一貫連携教育機構
学院志研究室調査員

詳細

横井 貞弘

（中高14期）

幣山紀念碑・碑文 ︵表︶

記念碑 裏面

碑文

︵裏面・該当部分のみ表示︶

建碑賛成

高島鞆之助

司令官陸軍中将子爵

今井兼利

記念碑 表面

旅団長陸軍少将

近畿鎮臺兵對抗運動此地西北負山東南沃野相連可下瞰

明治二十年 車駕西幸二月十六日駐 蹕于此地 親覧

永存遺躅於不朽銘日

六州之山實爲用兵之要地矣地父老榮之相謀作碑銘以

治不忘亂 相地閲兵 我武維場 威震八紘
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不騫不崩 斯山斯丘 聖壽百年 永思無彊

３．耳原公園の明治天皇碑（Newsletter２号記事）
茨木校地は大学開学や高校移転に伴い新たに開発されたキャンパ
スですが、実は古くから学院と関係のある地だったのです。将軍山
会館にも展示がありますが、学院の創設者・高島鞆之助先生およ
び設置者・今井兼利少将らの名前が刻まれている記念碑が、茨木
キャンパスのすぐ近くの耳原公園の山頂に設立されています。この
碑は、高島鞆之助らが司令官として指揮し、明治天皇が明治20
年2 月16 日に耳原の地で行われた天覧野外演習を視察されたこと
を記念するものです。その意味で、茨木・安威の地も学院に縁の
ある場所と言えるでしょう。このことは地元の方々にもあまり知られ
ていないようです。

茨木耳原公園・幣山記念碑

４．井上毅文部大臣の大阪偕行社附属小学校訪問
（Newsletter３号記事）
天野利武学院長が小学校『追手門』誌（1968.2 刊 同50 号）に、
明治27 年4 月17 日に井上毅文部大臣が大阪偕行社附属小学校を
視察していることについて、執筆されておられます。同文献で井上
毅大臣を
「文明の名に価する人物」と評されています。また井上大
臣は旧憲法制定上の実質的な役者であるとともに、明治期に於け
る日本の教育制定を行った人物です。このことは学院の７０年志
ｐ411に
「明治27年４月１７日文部大臣井上毅氏来校、視察せら
れた。」との、わずか一行の記述に注目されたことに由来している。
さらに
「明治２９年４月にも再び来校、視察せられた。」とあるが
これは井上毅大臣が明治２８年３月に没しているので誤りである
と指摘されています。執筆当時これ以上の資料がないので、後日
改めて報告したいとも書いておられます。このこと裏付ける文献を
見つけることができましたので報告したい。
偕行社附属小学校
十七日 午 前八時三 十 分 ︑大 臣は片 岡 書 記 官 ︑小 山
書記官と共に馬車に乗じて︑陸軍偕行社に抵り︑岡
野旅團副官の先導に由りて︑樓上の休憩所に入り︑
此所に於て山根同校幹事長︑上森同校長等と暫時
談話の後︑同校長の案内にて小学校に移り︑生徒の
読書︑作文︑算術︑英語︑器械体操︑中隊教練︑軍歌︑
徒手体操及びその前後に漱芳館の各教 場︑寄宿 舎
等をも巡視し︑夫れより再び偕行社に還り︑休憩中
大臣は同校長に対し︑
同校の教育方法︑其れ当を得
たるは本 大 臣も頗る満 足に思ふ︑特に操 練の規 律
厳格なるは賞賛すべしと語り︑且つ生徒の体量表等
を得たしと求め︑同校長に追って送付せんことを答
へたり︒斯くて大 臣の同 処を去らんとするや︑玄 関
口まで見 送れる各 将 校 等に向かひ︑丁 寧なる挨 拶
をなし ︑且つ同 校 長へは職 員へよろしくとの一言を
残し︑
ただちに東成郡鶴橋村に向ふて出発したり︒
随 伴 は ︑渡 邊 師 範 学 校 長 ︑林 課 長 ︑新 部 属 等 な り
き︒但し︑聞くところによれば︑
同校に於いては︑
文部大臣の巡視は今回を以って実に嚆矢なりとす
と云へり︒

２．李玖殿下の絵（Newsletter１号記事）
戦前から戦後にかけて偕行社付属小学校校長であられた山口一
二校長の御遺族（同三女・大野孝子
氏）が保管されている李王殿下関係
などの資料の寄贈を頂きました。殿
下が山口校長に送られた手紙や，在
学当時に描かれた絵などの貴重な資
料が含まれています。李王殿下は朝
鮮王朝最後の皇太子の子息で戦時
中，小学校（偕行社附属小学校）に
在籍されていました。また李王殿下
の在学当時の様子を伝える当時の映画フィルムが，学院１００周
年記念映画に含まれています。またこの映像（映画）は将軍山会
館にて見ることができます。
絵に李王殿下直筆の解説があります。
「とあみうつ，とうさんの，うでぶりうまいだろう子供は，さかなを
もちながら，ばんざい ばんざい 手を上げる。」

明治二十年歳在丁亥八月 日柳政愬謹撰

１．オーストリアで発見された高島鞆之助の写真付き小物入れ
（Newsletter１号記事）
この小物入れはオーストリアで見つかったもので、高さ２０ｃｍ
程度の大きさです。現物は大学の将軍山会館に展示されています。
注目すべきはその扉に添えられている写真です。写真の左端には
本学創設者・高島鞆之助の３２才の姿が映っています。他にも西
南戦争に従軍した
写真一番左
当時の司令官たち
高島鞆之助
が見られます。そ
の写真には大山 巌
や日本大学を創立
した山田顕義など、
明治維新の重鎮の
人物達が見えます、
西南戦争
高島は西南戦争の 古写真入小物入れ
西南戦争司令官等（官軍写真）1878年
功績により、明治
１２年にフランス・ドイツに出張してウィルヘルム皇帝やモルトケ
将軍と面会しています。その方々に招待された際、贈呈したので
はと想像されます。いずれにせよ１３４年ぶりに日本に戻ったこと
になります。

大阪府知事従四位建野郷三篆額山田孝三郎拝書

本誌前号（９１号）でも予告していただいた様に、大学将軍山
会館の Newsletter（１〜３号）に報告された内容を中心に、その
主な記事を紹介させていただきます。尚記事の全文は、会のＨＰ
にリンクされていますので参照することが可能です。

今回はその石碑の清掃と拓
本を行いました。石碑の表にあ
る銘文は古くは「明治天皇大阪
行幸誌」Ｐ8 〜9（大正10 年大
阪市役所発行）にも掲載されて
います。

「私立大阪教育会雑誌」97号
1894年（明治27）年
P9（原文引用）

井上毅文部大臣の偕行社訪問の時期、当時の社会情勢を反映
するように教育の重要性が鑑みられ、日本各地に色々な教育関係
の雑誌が発行されていたようである。その一つである
「私立大阪教
育会雑誌」（大阪大谷大学所蔵）を調べると、次の様な記事が発
見できた。
この文章をどの様に判断されるかは、天国の天野先生におまか
せする他ないが、少なくとも、大阪偕行社附属小学校を訪問した
事実は証明されたことになる。
追記
その後の調査などにより、学院歴史上興味ある事が判明してき
ている。例えば、大正11年偕行社付属小学校校舎改築記念として、
配布された砲弾薬莢製花瓶が発見されたり、大手前中高理科室に
保存されていた鳥剥製が昭和7年の改築写真に写っていたものと同
じであることが判明されたなどです。機会があればこれらについて
もご報告したい。
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評議員の

6 つの “お得”

1 仲間や先輩と会える
4 学院に“恩返し” できる
2 学院や卒業生の
ニュースが入りやすい
5 新たな先輩・後輩ができる
3 委員会活動を通じて
6 評議員として、校友会の運営にかかわれる
より深く交流できる
（経営者仲間・遊び仲間など）

締切

あなたと再会したいひとがいる。

1/31
自薦・他薦

26

OK

26
へ
正会員の皆様

任期
4項に従い、
。会則第10条
れます
を募ります
日で満了します
の改選が行わ
監事の候補者
26年3月31
う山桜会役員
次期評 議員、
の任期が平成
任期満了に伴
監事）
下記の要領で
（評議員、
補）
があります。
現山桜会役員
します。
自薦（自ら立候
選出する必要
さい。
よう御願い致
員、監事を
下さいます
ら推薦して下
中に次 期評議
くの学年か
ろしく御推薦
だけ多
にはよ
の皆様
を、出来る
ので、正会員
わしいと思う方
監事にふさ
次期評議員、
も歓迎します。

26

26

市川 美紀
茨木学舎 卒業生ライブ
第3回 LOVE IN AGAINのご報告
実行委員

（茨木中12・高32期）

毎年、私たちラブイン会メンバーを応援して頂きありがとうございます。
当日も大きなライブハウスも満席となるようなご来場を頂きました。
ステージに立つバンドメンバーにとって、あのような素晴らしい時間を頂けましたことに感謝いたします。
そろそろ半世紀を生きてきた年齢となり、仕事や家庭での取り巻く環境が厳しい中ですがラブインの
ステージに立ち感動を味わいたいために、仲間たちと１年をかけて頑張ってまいりました。
このように頑張れることは、やはり応援して頂いている皆様のお陰です。
今年も沢山のご来場を誠にありがとうございました。

♪出演メンバー♪
詳細

第４回は
2014/8/30（土）
を
予定しております

トータルマネージャー 神谷 健先生
34期……井出・中尾・田井
30期……平・阿瀬・木村・大野・中川・船田(射場)
61期……石橋勇揮
31期……坂井・上原・三谷
実行委員・・・市川・辻（32期）
32期……奥村・西口・辻坂・市川
33期……拝郷・青野
その他、家族がメンバーとして出場させて頂いたバンドもありました。

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ
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２学期の行事より

追手門学院小学校 校長

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２学期に行われた行事の中で、秋季体育大会と文化祭の
ご報告をいたします。

〔秋季体育大会〕
大阪偕行社附属小学校以来継承されてきた
「剛毅」を伝統と
する秋季体育大会は、10月13日（日）に行われました。125
年間脈々と受け継がれてきた
「規律正しさ」「ねばり強さ」「元
気良さ」を演技や競技の中に発揮していくことを目標として取
り組みました。3千
人を越えるご来場
の皆様方の歓声が
こだまする中、日々
の練習の成果を披
露し、学級対抗で
競 い 合 いました 。
午 後の行 進の後 、
校友会山桜会田口
造形体操
順一会長様より児
童会会長が代表して山桜会記念品を頂戴し、激励のお言葉を
いただきました。本年度は春の体育会に引続き、い組が優勝
しました。
指先まで伸びた
手をしっかり上げ、
一糸乱れぬ伝統の
入場行進は、追手
門学院行進曲にあ
わ せて行 わ れま
す。昨年度より男
女2列の隊形に変
更しました。創立
龍虎相搏つ
100周年を記念し

東田 充司

て音源を新たにし、1・4番が追手門学院歌、2番が偕行社附
属小学校校歌、3番が金剛石によります。この後、造形体操、
龍虎相搏つ（剣道野試合）、綱引き、棒引き、騎馬戦など、伝
統を守り、きびきびとした力強い演技競技が繰り広げられまし
た。平成5年（105期生）から6年女子の種目が新たに加わり、
男子の造形体操のたくましさに対して華やかな演技を披露して
います。また創立80周年を記念して造られた追手門音頭は、Ｐ
ＴＡ演技として続いています。

〔文化祭〕
大阪偕行社
附属小学校時
代に学芸練習会
として行われた
舞台表現活動
の伝統を継承
し、 1 1月2 3日
（祝）24日（日）
に 行 わ れ まし
文化祭劇発表
た。110記念
ホールでは劇発表（2・4・5年）音楽発表（1・3年）クラブ発表
に加えてＰＴＡコーラス、教員有志による職員劇が繰り広げら
れました。図書館等では自由研究発表、クラブ発表、ＰＴＡ文
化教室展示が行われました。加えてＰＴＡの協賛による模擬
店および校友会山桜会の皆様によるいか焼き等のご協力を得
て、オール追手門の文化の花が咲きました。また6年生の音楽
発表は、平成7年（107期生）より卒業演奏会として文化祭から
独立して開催しています。
卒業生の皆様方にも、是非母校の行事にご参加いただけれ
ば幸いです。後輩たちの様子をご覧になり、変わらぬ母校の空
気に触れていただくことを願っています。私共教職員一同も、
心よりご来校をお待ちいたします。

処方箋受付

健やかな生活を応援致します

ゆうき薬局

お薬の事、病気の事など
何でもお気軽にご相談ください。
開局時間
永木友雪

月・火・水・木・金 ／ 9：00〜19：00
土曜日・第1日曜日 ／ 9：00〜13：00
定
休
日 ／ 日曜日・祝日
※第1日曜日を除く

〒581-0802 八尾市北本町2丁目12-24

塩見 啓二
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川原 俊明
小85・大手前中高28期 永木 友雪

TEL＆FAX：072-999-3189

小71・中高14期
小108・大手前中高51期 中川 雄喜

小107・大手前中高50期 田口 順一

小78期
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近況を報告

追手門学院大手前中・高等学校 校長

原田 哲次

●三千メートルへ挑戦
今年も中学65期生が立山登山に挑戦しました。本校は中学
三年生で立山登山を実施しています。今年は７月21日の早朝
に学校を出発し黒部ダムを見学し夕方雷鳥荘に到着しました。
二日目は５時過ぎに起床、７時に宿舎を出発し室堂、一ノ越
山荘を経由し雄山、大汝山を目指しました。今年は生憎視界
が悪く天候が芳しくない中での登山になりました。下山は、
一ノ越えからクラスごとに行いましたが、最後のクラスが出発
するころから雨脚が激しくなり豪雨の中、一時間以上全開のシャ
ワーを浴びながら下山しました。生徒たちは、あの日の経験は
一生忘れないと思います。

●平成26年度より大手前中・高等学校の制服
が変わります
少子化が進む中で、追手門学院が社会的な評価を得てさら
に発展していくために、創立120周年を新たな出発の時とし
様々な改革に取り組んでいます。三つの改革の基本目標の一
つに、全校園での教育力の向上・教員の意識改革〜園児・児童・
生徒・学生の目線に立って〜を謳っています。これを受け本校に
おいても教育の質の向上に向け様々な取り組みを行っています。
学院が大きく変化する時期に、本校においても制服を一新し
“変化する追手門学院大手前中・高等学校を見える化” すると
ともに、私達教職員の意識改革を図る決意を込め一新いたし
ます。また、在校生のアンケートでも制服改訂を求める回答が
圧倒的多数を占めています。

新 制 服 のコンセプト
黒部ダム

立山登山

●錦城文化祭盛大に開催
― 山桜会から楽器を寄贈していただきました ―
今年は９月22日に錦城文化祭を開催いたしました。クラス
やクラブの模擬店や展示、ＰＴＡの喫茶や物販、山桜会の
追手門饅頭の販売など40余りのコーナーが設置され 、正門
エントランスでは立礼のお茶席も設けられました。午前中は中
学生の歌唱大会が開催され、体育館の保護者席は満杯で立ち
見も出るほどでした。元気で清々しい歌声が響き渡りました。
大勢の来客者を迎え大盛況の錦城文化祭でした。体育館で
行われた吹奏楽部の演奏会の直後、田口順一会長から楽器寄
贈の目録を吹奏楽部の部長に贈呈いただきました。ありがとう
ございました。吹奏楽部は、多くの中学一年生を迎え大所帯
の部活動に進化しています。７月26日に大東市総合文化セン
ターで開催された第52回大阪府吹奏楽部コンクールに初めて
出場し銀賞をいただきました。生徒たちにも大いに自信となり、
来年度 のコンクー ル に 向 け
練 習に一層熱がこもっている
ようです。
今年度は後夜祭を開催し、
バンド演奏、ダンスで高校生
が大いに盛り上がりました。

若林紀男 PTA会長ご挨拶

伝統と格式を感じ取れる英国調王道のブレザースタイル
〜グローバルスタンダードとして通用する新制服〜
＜アピールポイント＞
・東京コレクションをはじめ、 世 界で活 躍する石 川 智 恵 氏
がデザインした世界に一つだけの制服。
・世 界 最 高 峰 のタータンチェックメーカーのロキャロン 社
（スコットランド）から選び抜いた気品ある中高のスカート。
・洗練され、考えつくされたカラーコーディネイト。
・女子タータンチェックに合わせたオリジナルエンブレムをブレ
ザーに。シャツやセーターには、エンブレムと連動したオリ
ジナルデザインのロゴを施す。（その他の指定品にも全て
ロゴマークを施す）
・今までの学校概念に無いアイテム
（ロキャロンタータン生地を
使用したウールネクタイ）の採用。
新制服

中学校

高等学校
7
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茨木中高 近況ご報告
初冬の候、山桜会の皆さまには、何かにつけ、お世話・ご協
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。
本校では
「独立自彊・社会有為」の教育理念のもと、さらに
「志
の教育」
を推進しています。中学校は
「特進アカデミックコース
（Ｓ
ＳクラスとＳクラス）
」で、
高校は
「選抜・Ⅰ類・Ⅱ類・スポーツコー
ス」でと、それぞれの進学目標に応じたコースで、毎日の授業・
放課後の学習に取り組んでいます。廊下から、ガラス越しにどの
教室も見渡すことができ、いつでも授業参観ができる体制になっ
ています。
お蔭さまで、今年もクラス数が増え、高1と高2がそれぞれ11
クラスになりました。中学校の8クラスと合わせれば、38クラス
という大規模の学校になってきました。中学のニュージーランド
修学旅行も3クラスの規模で行っています。中学の全体行事は、
高校の学年行事に匹敵する規模になりました。ＰＴＡ保護者の
来校数も年々増え、2学期恒例の安威祭も盛況に開催することが
できました。
高校体育祭は9月に大
阪市中央体育館で行われ
ました。男女ともにスポー
ツコースのメンバーのす
ばらしい活躍に触発され、
全体のレベルがグンと上
安威祭デコレーション
がりました。どの競技でも
見応えのある白熱戦が繰り広げられ、保護者の方々の観覧者数
も650名にのぼる盛大な大会になりました。また、体育祭応援
席の花形であったデコレーションは、今では高3生は学年で１体
を製作するのみになりましたが、それでも1・2年生と合わせると
23体のデコレーションが並び、グランドを見渡した景色は壮観
です。中高3日間の文化祭期間を、高さ４ｍの愛着のあるデコ
レーションがグランドに並び、校舎で活動をしている生徒たちを
見守ってくれていました。
文化祭は、中学生は学生会館を使っての熱演です。高校生は
１・２年生の全クラスがアトラクションに参加し、体育館アリー

大阪国際ビルディング30階

Tel.06‐7222‐3101

http://www.sato-restaurant-systems.co.jp

重里 欣孝

8

大手前高24期 池田 公利

薗村 栄子

安威祭ファイナルステージ

森田和明
藤原武士

関西一円を中心に全国1,000社
以上（会員数合計40,000人以上）
の仲人、
相談所とタイアップ、
35年
の 実 績 で 皆 様 の ご 良 縁 探しの
お手伝いを致します。

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13

総務部

ナの舞台で劇にダンスに、映像にと、各クラスが工夫を凝らし、
表現力やコミュニケーション力を身につける貴重な機会となって
います。バザーでは、中3・高3からも出店し、中庭の芝生のテ
ントを中心に、活気のある、くつろいだ時間を過ごしました。ど
のパートでも自治会五役員やパート長たちが優れたリーダーシッ
プを発揮してくれました。呼びかけに応える生徒たちの動きはと
ても温かく協力的です。明るく豊かな経験を積んでくれている姿
を見るにつけ、「一人ひとりが輝ける
『場』」を提供し、「関係性
の力」を育むことが、学校としての大切なことだと実感しています。
最近のオープンスクールや入試説明会で、受験生や保護者に
向けての学校生活紹介は、このような行事を経験してきた自治
会の生徒たちが担当してくれます。多くの仲間とともに、勉強に、
クラブ活動に、各種行事に、積極的に取り組む様子を、自信を持っ
て紹介してくれる在校生たちの姿はいつも新鮮で好評です。
クラブ活動といえば、ブラスバンド部が、夏のコンクールで
「金
賞」を受賞したことをはじめ、スポーツでも数々の業績が上がる
ようになりました。時には「全国レベル」、「世界大会」の声も聞
かれるようになりました。「仲間とともに」が合言葉のように、放
課後の校舎内では学習に集中して取り組む生徒たち、体育館・
グランドではクラブの練習に励む生徒たちで賑わっています。
来年度からは高校のⅡ類の中に
『表現コミュニケーションコー
ス』が新設されます。現代社会に求められる
「表現力」「コミュ
ニケーション力」を育む先進的なコースとして期待をしています
し、学校がさらに活性化していくことと思います。このように活気
に溢れた校内の
様子を、卒業し
て久しい皆さま
方も、是非一度
時間を作って覗
いてみられては
いかがでしょう？

結婚
仲人

追手門学院中・高等学校（茨木）

み ち こ

TEL（06）6 3 6 1 - 8 6 1 3
FAX（06）6 3 6 1 - 8 6 1 7

http://www.morita-lawoffice.jp/
茨木高17期 森田 和明

小72・中高15期 池田 賢八郎

大手前中高47期
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初心忘るべからず

赤松（大槻）裕一
（小121期）

本年より、赤松裕一から大槻裕一に名乗ることになりました。
名前が変わったことは私にとってとても大きなことです。これま
で単純に能が好きでやってきましたが、これからはそうはいき
ません。責任感が増し
「好き」とい
う気持ちだけでは乗り越えられない
こともあるでしょう。ですが、年を
重ねても小さい頃と同じように
「能を
楽しむ能楽師」でありたいと思って
います。その楽しみを沢山の人に
伝え、時には国境を超えて共有して
いきたいです。

赤松裕一さんの芸 養 父である能 楽 師（シテ方・ 観 世 流 ）
の大槻文蔵氏（小66期）が旭日小綬章を11月3日に受賞
されました。
私がとても大切にしていることは人
との出会いです。追手門学院小学校
で学ばさせていただいた六年間でたく
さんの方と出会うことができました。
人との出会いは各々自分だけが持っている宝物でそれにどれ
ほどの価値を見いだせるか、どのように保管するか、それらは
自分次第です。私はこの先も大事に磨いていきたいです。さま
ざまな方と交流を持ち視野を広げ、見る世界を広げることで今
後、自分の舞台にどう影響していくのか楽しみです。

追手門学院後援会の集い
第3回 高島鞆之助賞・親子三世代追手門ファミリー
2013年7月6日、大阪城スクエアで開催された
『追手門学院後援会の集い』において、
第３回高島鞆之助賞を㈱フジオフード 代表取締役 藤尾政弘氏（大学8期生）が受賞
されました。又 親子３代にわたる入学者三家族 10名の方々に感謝状が贈られました。
親子三世代
ファミリー

親子三世代追手門ファミリー

亀井朝広氏（高14期）・鍛冶寛子氏（小102期 ）・ 鍛冶佑吾氏（小130期）・亀井敬子氏（小98・大手前中高41期）
松矢浩司氏（小66期）・松矢浩暉氏（小96期）・松矢浩史氏（小130期）
松本淳氏（小75・大手前中18期）・松本専氏（小101期）・松本麗氏（小130期）

後援会の集い ピアノリサイタル

田尻 洋一（茨木高29期）
ても気持ちの良い作業です。私が目
指すクラシック
（ ＝ 極上）音楽の世
界が、心の糧となり人を高め幸せに
なる・・・そう信じて皆様のお役に
立ちたいものです。
プロフィール

私の職業はコンサートピアニストですが、それはただ” 少
しでもピアノが上手くなりたい” という一念で続けた結果、運
良く皆様に機会を頂いているに過ぎません。音楽芸術の分
野で” うまくなる” とは” 聴いている人を高めさせて幸福にさ
せる” ことだと私は思います
もちろん私は芸術を“ 極めたい” ので日々努力している訳
ですが、
・・・を極めるには結局“ すべて” が必要になります。
短い一生ではきっと時間が足りないでしょう。ですから益々
ベースアップして毎日研鑽せねばなりません。でもそれはと

｢心から心へ｣をモットーに生演奏のみの活動。世界初となる古典・ロ
マン派主要作曲家のピアノ作品全曲演奏の偉業を達成。
リサイタル数
は850 を超え、毎年欧米でも公演。ハエン国際ピアノコンクール審査
員 スタインウェイアーテイストの称号授与

追手門学院後援会とは、大学教育後援会、各学校園の PTA、卒業生保護者、小中高卒業生父母の会、大学校友会、校友会山桜会の役員の
皆様が一堂に会し、情報交換を行う場となっているほか、近年ではテーマを定め、テーマに応じた講演会を行っています。

●日本成人矯正歯科学会専門医

大和証券

小79・大手前中22期 行田 貞生
詳細

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

小68・中高11期 栗岡 宏行

大手前中高37期 嶋野 義夫

高17期
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詳細

ご報告

大阪偕行社55期い組同窓会

ご報告

2013年11月4日
（月）

我々は昭和13年（1938年）入学、19年に卒業した。4年在学中に戦争
勃発、朝鮮李王朝末裔の李玖殿下が我々の同級のろ組に転入学され
て来た。全国有数の超スパルタ教育であったと思う。い組の同窓会は
毎年続けている。太閤園・六甲山ホテル・美濃吉等でやったが、
ここ3年
間は連続天王寺都ホテル
で15名前後集まっている。
平成16年には5・6年の時、
臨海訓練でご厄介になった
淡路島 洲本・松栄館にも立
ち寄った。
良い学校、良い先生、良い
友達に恵まれ、現在81・82歳の仲間と毎年会って楽しいお喋りをして
いる。天満橋界隈で我々の孫よりも小さい追手門小の児童たちが電車
の座席に座らず、立っているのを見て、偕行社の伝統が立派に生きて
いると本当に嬉しく家内にも自慢をしている次第である。
幹事

ご報告

織田正芳、大西義夫

追手門学院小学校76期ろ組同窓会
2013年5月18日
（土）

新緑に溢れた京都祇園で、5月18日に76期ろ組の還暦を記念する同窓会
が、珠数先生をお招きして開催されました。関東や九州からはるばる来京
した者や、卒業から48年振りに顔を合わす同窓生も2〜3名おりましたが、
終始和やかな和気藹々の同窓会となりました。卒業アルバムや卒業時の
新聞を編集して全員に渡すと、一同はこのサプライズには驚きを隠せませ
んでした。又、珠数先生が76期ろ組の思い出として墨書きされた短冊を持
参され、閲覧させて頂きました事は良い記念となりました。珠数先生と数
名には、
スカイブルーの新撰組仕様の羽織を羽織る様なパフォーマンス
を行いました。その羽織に、出
席者全員の寄せ書きをし、珠数
先生の81歳の半寿祝いと書き
加えて76期ろ組よりの記念品
とさせて頂きました。
幹事 武田憲和

ご報告

大手前中11期生同窓会「小桜会」
2013年5月18日
（土）

毎年５月に「小桜会」を開催しています。今年は、5月
18日に河内長野荘にて、担任で今年95歳の平見英子
先生を囲んで同窓会を開催いたしました。今年も同級
生に加えてお母様の参加もあり楽しいひとときを過ご
しました。
幹事 桑原勝子・岩坂千鶴子・平田啓子

ご報告

茨木学舎高校20期
還暦同窓会
2013年10月12日
（土）

2013年10月12日
（土） 大阪ヒルトンホテルにて、
茨木学舎高校20期の還暦同窓会を開催しました。
当日は40名が出席しました。在学中大変お世話に
なりました生物の志水先生、体育の黒田先生が、
お忙しい中、我々20期のために駆けつけてくださ
り、高校時代の懐かしい思い出に花を咲かせてい
ただきました。黒田先生からいただいた、我々20期
が入学当時に書いた
「高校に入学して」の作文を、
35年ぶりに懐かしく読ませていただきました。代表
で、森 淳一君の作文を木下さん（旧姓）が読んでく
れました。
ライブコンサートのなか、参加者は高校
時代にタイムスリップしながら、
とても懐かしい
４時間の思い出を作ることができました。幹事の皆
さま、参加者の皆さま、
そして、志水先生、黒田先生、
ほんとうにありがとうございました。
森 嘉一

2013年 大高25期生『同窓会ミニマラソン＆バーベキュー大会』
2013年6月9日
（日）

平成25年6月9日、服部緑地バーベキュー広場にて、
『同窓会ミニマラソン＆バー
ベキュー大会』
を、恩師 竹内孝治先生にもご参加頂き、開催致しました。当日は晴
天に恵まれ、約5時間に亘り、思いっきり食べて笑顔いっぱいの愉快で楽しいひと
時を過ごしました。
その後は北新地のスナックへ移動し、最後は
「夜空ノムコウ」
を
輪になり肩を組んで大合唱しました。
あの頃の未来に僕達、私達は立っていない
かもしれませんが、
あの頃の仲間達で過ぎ去りし日々を語り、
これからを語る事が
出来ました。
まさに至福の時でした。余談ですが、
ミニマラソンは参加者が少ない
為、今年は中止しました
（笑）。
幹事（旧姓） 石田リヱ、冨永聡子、大西信義、神谷 健、酒井恵二、鈴木勝之、康本祐国
10
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ご報告

追手門学院小学校84期生同窓会
2013年07月06日
（土）

梅雨も終わりの7月6日(土)、
ホテル阪急インターナショナルにて、
卒後41年目、3年ぶりの同窓会を開催致しました。働き盛りの年
齢でお忙しい中を24名の同期生が出席しました
（二次会にはさ
らに5名参加！）。2010年11月にご逝去された北口敏彦先生に黙
祷を捧げた後、伊勢田善昭先生、梶田幸子先生を囲んで食事歓
談と相成りました。先生方より
「君達は責任のある地位や立場に
ある。頑張って下さい」
とのお言葉を頂いたあと、各々近況報告を
行い、最後に小学校時代の写真のスライドショーを観ながら校歌
を歌ってお開きとなりました。
その後ホテルのバーに会場を移し、
誰もがなかなか去り難く夜更けまで盛り上がりました。
幹事

石川真弓、今泉正徳、松永淳子、北原美佐

ご報告

追手門学院高等学校
茨木37期3年3組同窓会
2013年5月６日
（月）

高校卒業以来25年ぶりに、
フランス料理トゥルヌッソルにて
茨高37期３年３組のクラス同窓会を開催しました。当時46
人クラスのうち13名の同窓生が参加し、担任の松山昭人先
生にも御出席頂きまして、14名での同窓の宴となりました。
「久しぶりー」
「きゃー」などと歓声の中全員が集まり、
クジに
て席を決め、一人ずつ当時の思い出や近況報告をしながら、
おいしいお料理とお酒を頂きました。みなさん昔に戻って楽
しそうにお話されていました。あっという間の３時間でした
が、最後に参加者
1 4 名と同 期 生 の
オーナーシェフも
入って記念撮影を
しました。
また何年
後 かに第 二 回 が
開催できることを
願っております。
世話人

開催予告

佐藤良和先生桜花忌

開催予告

―おひがんコンサ−ト―

大手前高25期生同窓会ミニマラソン
＆バーベキュー大会

日 時：平成26年3月23日
（日）午後2時開演
会 場：まつむし音楽堂（大阪・あべの）
申込不要・供物無用・入場無料

開催日時：平成26年5月25日
（日） 10：00〜
集合場所：地下鉄御堂筋線「緑地公園」駅 西側広場
（西改札出てマクドナルドを右手に見てまっすぐ進む）

※演奏を希望される方はご一報ください。

幹事（旧姓） 石田リヱ、冨永聡子、大西信義、神谷 健、酒井恵二
鈴木勝之、康本祐国

化学、演劇、学校教育、文章教室、生涯学習、
と多岐にわた
る分野で後進を育てた佐藤先生を追想し、身近に接しなが
らも恩師の思いにこころ到らなかった生徒たちの悔悟の気
持ちを香炉に薫べたいと思い立ちました。

連 絡 先：酒井:sakaifoods@softbank.ne.jp

小山 良（追高17期）、高橋（横井）政子（追小74
期、追中17期、追高17期）、堀岡（田宮）初美（追
［発起人］
高17期）、和田高幸（追高17期）
お問合せ：090-3999-9200（和田）

開催予告

年1回、全くマラソンしなくていいですから、皆でワイワイ楽しく過ごしませんか。
ぜひご参加頂きますようご案内申し上げます。
＊服部緑地バーベキュー広場で開催します。屋根付きですので雨天決行です。
ミニマラソン参加者は走るスタイルで参加して下さい。更衣室はありません。

70歳同窓会（小学校67期・中高10期合同）

開 催 日：2014年1月26日
（日） 18:00開宴
開催会場：リーガロイヤルホテル２階 山楽の間
TEL.06-6448-1221
会
費：10,000円
お問合せ先：TEL06-6940-3481（山桜会事務局）
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67期・中高10期の方が対象で、山桜会新年会と併
設開催です。同期の方とお誘い合わせの上、ぜひご出席ください。
（お席の準備をしますので、
ご出席の場合は事前にお申込みを
お願い致します）
詳細

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

村上 修

開催予告

50歳同窓会

（小学校88期・大手前中高31期
茨木中11高31期合同）

開 催 日：2014年4月13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。

開催予告

40歳同窓会

（小学校98期・大手前中高41期
茨木中21高41期）

開 催 日：2014年6月22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。
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委員会活動報告

詳細

会員交流委員会
若手の会

上田 俊道（大手前中高51期）

7月21日に20〜30歳代の若手評議員を対象とした懇親会を開催し、『若手の会』をスタートさせました。
会の名称は現在検討中ですが、決定するまでは『若手の会』として活動していく予定です。会の目的は交
流を深めることで、会員活動に欠席しがちな若手評議員の方に積極的な参加を促し、一般会員の方には
山桜会について知っていただくことです。
当日の懇親会は年齢も近いせいか想像以上に盛り上がり、楽しい時間を過ごすことができました。追手門
学院を卒業してもなお同級生だけでなく、先輩、後輩、また茨木校の卒業生と交流できることは非常に有
難く、素晴しいことだと思いました。
今後の活動は山桜会のホームページに掲載致します。気軽に参加できる楽しい会にしていこうと考えてい
ますので、是非ご参加ください。

伊勢神宮正式参拝
会員交流委員長

第14回 山桜会ゴルフコンペ

寶来 郁子（小79･大手前中高22期）

平成25年５月25日、会員交流のイベントとして
『伊勢神宮正式参
拝』に行ってまいりました。今年は伊勢神宮式年遷宮の年にあた
ります。20年に一度という記念すべきこの年に、有志の方々27名
で伊勢神宮に参拝してまいりました。「お伊勢参りは、弁当忘れて
も傘を忘れるな」と言い伝えがあるくらい雨が多いのですが、
当日は快晴のもと、御垣内参拝（特別）、御神楽、直会と普段では
なかなか出来ない事を体験させていただきました。神宮会館での
昼食会、その後の
『おかげ横丁散策』では会員交流副委員長前田
氏と
『赤福』の社長のお計らいで赤福本店にてお茶をいただき、
参加者と和気藹々とお伊勢さんの清々しい神域で過ごせました。
これからも、もっといろんなイベントを考えてまいります。

会員交流副委員長

9月29日
（日）、「第14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、昨年
のコンペとはうってかわって晴天に恵まれ、まさにゴルフ
日和のなか、山桜会会員、ＰＴＡなど71名（うち女性19
名）の方に楽しんでいただくことができました。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。
熱 戦の結 果は、 男 性の部は山 本 良 和 氏（ 大 手 前 中 高
PTA）、女性の部は杉垣育代氏（小76大手前中19期）が
優勝されました。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。

男性の部優勝者

ボーリング大会

前田 要之助（小83･大手前中26期）

山本良和氏

女性の部優勝者

杉垣育代氏

嶋谷 優香（茨木高28期）

会員交流委員会主催で、8月3日 桜橋ボウルボーリング大会が開かれ、27人が参加。
24期の中川厚子さん中島幸人さん藤原弘邦さんのチームが優勝しました。寶来郁子
委員長は｢年齢、男女関係なく、みなさんが楽しく交流できる場となるよう、毎年開い
ています。
今年も、とても良い雰囲気で開けた事が嬉しいです｣と感想を述べていました。

100周年
特別委員会

山桜会は、平成28年に創立100周年を迎えます。山桜会にとって大きな節目ですので、100周年を契機とし
て山桜会のさらなる発展を期して、特別委員会を設置し準備を進めていくことになりました。
同委員会につきましても、皆様のご意見・ご希望などをいただければ幸いです。
副会長
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渉外交流委員会
将来を考える日

渉外交流委員長

土畑 純子（茨木高25期）

記念品を贈呈
毎年、山桜会から追手門学院小学校、
追手門学院中高等学校、追手門学院
大手前中高等学校
のスポーツ大会の
記念品を贈ってい
ます。今年は、
ファ
イル 3 6 7 5 個を
贈りました。

追手門学院中高等学校で、今回で7回目の
将来を考える日が6月15日（土）に、各分野
の職業で活躍されている追手門学院卒業生
14名に講師をしていただき行われました。
また、大手前では６名の講師を迎え中学生
を 対 象 に７ 月2 7日（ 土 ）に行 わ れました 。
今年で９回目になります。毎回、熱心に講師
の話を聞く生徒の姿が印象的でした

茨木PTA親睦スポーツ大会（10月5日開催）
副会長

平泉 憲一（茨木高25期）

例年通り午前中から、模擬店にて山桜会の「イカ焼き名人」達がふんだんにイカと卵をミックス
して作ったイカ焼きが大好評でした。午後からはスポーツ大会。テニスの部で
は、田中梓さんと松木美織さんのペアが見事優勝され、また、ソフトボールで
は若者達ががんばり、昨年に続いて3位を死守しました。来年はぜひ皆様も
ご参加ください。夕方は、学生食堂で山桜会と PTAと先生方との懇親会を
開催しました。大変若い先生方が多く、みなさん元気一杯でした。 左：田中 梓さん（茨木中38高58期）

山桜会ソフトボールチーム ３位

右：松木美織さん
（茨木高58期）

いか焼き

茨木（ガンバ大阪ユース）の活躍

追手門学院中･高等学校 教諭

追手門学院高校3年生でガンバ大阪ユースに所属する内田裕斗君（DF）
と小川直毅君（MF）
の両名がこの度、2014シーズンガンバ大阪新加入選手として仮契約を締結しました。
2年生でガンバ大阪ユースに所属する林 瑞輝君（GK）がＵ17日本代表メンバーに選
出され、10月17日からアラブ首長国連合で開催された FIFA U-17 WORLDCUP UAE
2013に出場しベスト16に輝きました。
また、9月29日から東京都 で開催された第68回国民体育大会では、ガンバ大阪ユース
に所属する本校の生徒7名（初瀬 亮君・ 松岡秀平君・ 吉岡裕貴君・ 市丸瑞希君・ 岩本
和希君・ 山中海斗君・ 小田垣 旋君）が少年男子の部に大阪府代表選手として出場し、
大阪府を準優勝に導きました。

大手前中高52期PTA
詳細

贄田淳子 辻田 四郎

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

小67・中10期 平泉 憲一

大橋 忠仁

山桜会より応援幕を贈呈

茨木高25期 秋山 陽彦

小59・中2期
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我が母校 追手門学院
株式会社スーパーホテル 会長

【若い会員紹介】

チャレンジ精神

山本 梁介（小65・中高8期）

私は小学４年生の時、大阪から疎開先の大和郡山より追手門
に通う事になり、小学生の私にとっては、かなりの距離であり、のびのび育って
いる私を転校させるのは母にとって一大決心だったと思う。
小学部では、学部長が月一度程度の割合で修身のようなお話をして下さった。
中でも
「人は一つの事柄に精通し、その事に関しては人が相談に来るような人
間になれ」と言われた事。中等部では国語の時間は、剣豪の話に随分時間を
さかれたり、高等部では世界史の授業で年代別の事柄の羅列ではなく歴史の
流れの背景・エピソードを教わり、又それがテストに出たりもした。この様な自
由な形式にとらわれない考え方が、私がホテル業界に入った時、常識であった
チェックアウト業務をなくしたり、当時では考えられなかった電話を部屋から除
くという自由な発想にいかされたのだと思う。
又、私は社員に
「自律型感動人間であれ」と指導しております。これは社員が
自分で考え、行動しお客様が「ここまでやってくれるのか」と感動される。その
感動される姿を見て又社員が感動しそのような輪が社員同
士、お客様、社会人へと広がってほしいのです。
お陰様でスーパーホテルは2009、10年と２年連続ホテル
業界に於いて
「顧客満足度№１」の評価を頂いております。
ふりかえれば「自律型感動人間」は私が追手門学院で
教えられた「社会有為」「独立自彊」の開学の精神に
他ならないという気がしてなりません。学院で育て
著 者：山本 梁介
られた精神を形を変え、次の世代へ引き継いで
発行所：（株）アスコム
いってくれればと願っております。
価 格：1,470円（税込）

追手門学院 第５回文章表現コンクール

｢青が散る｣Award 受賞者発表

詳細

2012年度「青が散る」Award最優秀作品賞 に、感受性・表現力豊かなすばら
しい作品として、追手門学院小学生２名の作品が選ばれ、2013年1月26日
に大阪城スクエアにて受賞式が行われました。
短詩の部 最優秀作品賞
田上大悟君 小学校3年（現4年）
作文・エッセイの部 最優秀作品賞
飯尾充貴君 小学校4年（現5年）
作品は山桜会ホームページに掲載

（小97期）

私はアメリカ合
衆国カリフォル
ニ ア 州 にある
Google本社で
エンジニアとし
て仕事をしてい
本社前にて
ます。医学部を
卒業し、生物学を研究した後、シリコンバレーでソフ
トウェアエンジニアとして働いています。また、仕事
をしながら経営学修士（MBA）を取得するなど、常に
新たな挑戦を続けてきました。海外で仕事をするのは
大変ですが、やりがいの多い仕事です。
追手門学院小学校では、大阪城活動や座禅会、英語
の授業や多くの宿泊行事など、得難い体験を沢山さ
せていただきました。
この経験により、今の自分の
『チャ
レンジ精神』の基礎が確立したと感謝しています。

小林太郎氏 藍綬褒章受章祝賀会

生川 紳一郎（小75・大手前中高18期）

山 桜 会 現 評 議 員 の 小 林 太 郎 氏（ 小
75・大手前高18期）が平成25年春
の褒章で藍綬褒章を受章され、有志
諸氏にて平成25年8月8日に、受章
祝賀会を中国料理「大湖」にて開催
させていただきました。太
郎氏の奥様にもお越しいた
だき、母校とって小林太郎
氏の快挙を会長をはじめ
30名の方々とともにお祝い
させていただきました。
※会報第91号の小林太郎氏の褒章に誤りがありましたので、関係各位に
深くお詫び申し上げます。

左：田上大悟くん（現4年） 右：飯尾充貴くん（現5年）

第五回

「追手門川柳」の応募も今回の第五回が最終回。現役・退職教職員を対象に
「追手門」
をテーマに33首の応募がありました。どの川柳も追手門学院での教職員としての生活の中
でのさまざまな思い出の１ページが詠まれていて、優秀作品の選出に時間がかかりました。

金賞
銀賞
銅賞

伝 統の 息 吹も高し ムカデ 走
作品講評

茨木中高 教諭

薗村 栄子 さん

追手門学院各校の体育大会に参加した方、観客は感動とすがすがしさを感じます。特に小学校の体育大会の
競技種目は、何十年も変わらない伝統が有ります。
その現場での息吹を感じる良い川柳だと思います。

太 閤も 見 下ろす庭で 子らが 舞う

戸田 常雄

さん

東

佳乃

さん

幼稚園 園長

田邊 雅一

さん

童 声 銀 杏を越えて 城の中

小学校 教諭

井上 恵二

さん

追 坂の 桜 見きたる 新 入 生

茨木中高 教諭

板山

さん

伝 統の 造 形にいつかの 自 分 見ゆ

小学校 教諭
追手門学院 職員

何 年 生？ そこから始まる 追 手 門
わらべごえ

恩師の今
（本文抜粋）

い ちょう

「やり遂げる勇気を持つなら夢は叶う」
皆さんの一生懸命を応援しています。

ホームページに小学校の笹井先生から卒業生の方々への
応援メッセージが届いています。
詳細
各学校の懐かしい先生方からもメッセージが届けられる
予定です。是非、
ご覧になってください。
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門脇 嗣郎

繁

詳細

賞品（金・銀・銅賞）
三田誠広氏
サイン入り著作本

参加賞
クリアファイル

【選者】 川原 俊明 田口 順一

い く たま

林田 隆行

生國魂神社 枕太鼓!! みんなで生國魂締め
７月11日、生國魂神社の枕太鼓
が小学校・中高等学校正門内に
訪れました。
詳細
詳しくはHPにて

92

東京山桜会

第56回東京山桜会総会
平成25年5月11日第56回東京山桜会総会が、銀座ライオン
クラシックホールにおいて57名の参加で行われました。まず東
京山桜会山根会長の開会の辞・挨拶につづき山桜会田口会長
の祝辞が有り、東京山桜会の年度報告・「東京山桜会会則」改
正（案）の提示がありました｡田口山桜会会長から追手門学院
の近況や3年後の山桜会百周年の行事に向けて委員会ができ
たこと、グローバルな人間育成のため小学部から一貫教育で英
語にも力を入れているとのお話がありました｡また、学院の校
長および先生方から学校の状況をお話しいただき、会員一人
一人も自己紹介をし、おいしい食事とビールに舌鼓をうちなが
ら、和気藹々と話に花を咲かせ、みな楽しい時を過ごしました。
講話は、荒川副会長の「イスタンブール」でした。2012年
IOC理事会は、2020年オリンピック開催国候補地をイスタン
ブール等３都市としました。本日は、イスタンブールについて
述べます｡
イスタンブールは､19世紀にオリエント急行の終着駅であり、
「アガサクリスティー」が推理小説の構想を練り､また日本・トル
コ友好親善の先達「山田寅次郎」が活躍した場所でした。この
古都は、地政学的重要性のゆえに、古くから民族興亡の舞台
でした。その名称も紀元前７世紀頃ビザンチュウムと呼ばれ、
その後支配者交代に伴い、コンスタンチノーブル、イスタンブー
ルと呼称されました。1923年トルコ共和国樹立以降首都をア
ンカラへ遷都したあとも当該古都は、トルコ最大の商業・経済
都市でありつづけているところへオリンピック開催国候補地とな
りました。
1890年明治の頃オスマン帝國（トルコ共和国以前の名称）
の軍艦エルトゥールル号が親善使節として来日の帰路、紀伊半

平成26年 新年会
時期
場所

佐伯 文子（大手前中高19期）

島串本沖で座礁遭難し生存者69名を串本町は手厚く介護､日
本帝国は軍艦2隻で無事本国へ送り届けました。トルコではよ
く知られている歴史的出来事で､串本町にはエルトゥールル号
殉難将士慰霊碑があります。
日露戦争（1904―1905）に日本が勝利すると、トルコでは
戦火を交えたロシアを打ち破った日本への近親感が増加し、子
供の名前にノギ・トーゴーをつける人が続出したそうです。
1983年の湾岸戦争のとき、トルコ航空は、イランの在外邦人
救出を行いました､このことについてトルコの説明は、エル
トゥールル号の恩返しとのことでした。トルコは親日的な国であ
るとの講話でした。
さて、東京が、2020年夏季五輪の開催地に選ばれ、本当
に良かったです。2020年に向けて、50年100年後を見据えて
グローバルな明るい構想で、世界に示し、未来に希望が持て
るきっかけになってほしいです。
東京山桜会総会もより多くの参加を願っています。ふるっての
ご参加をお待ちしております。

第57回東京山桜会総会・懇親会

2014年2月2日
（日） 11：00〜14：00
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

時期

2014年5月17日
（土） 12：00〜15：00

場所

銀座ライオンビル６F

東京山桜会事務局（荒川） TEL＆FAX 049-283-7343

追手門学院大学 客員教授 受講料無料

三 田 誠 広 講演会
1回目 テーマ

小説って何だろう

2回目 テーマ

小説の可能性／ドストエフスキーの文学
【講師】
三田 誠広（みた まさひろ）
（小72・中15期）

1948年生まれ
追手門学院大学 客員教授
作家
武蔵野大学 文学部教授
詳細

詳しくは山桜会オフィシャルホームページへ

◆開催場所 追手門学院 大阪梅田サテライト

◆第1回目 2014年１月25日
（土） 13：30〜15：00

◆第2回目 2014年２月 8 日
（土） 13：30〜15：00
両日ともお申し込みはコチラ

※お申込み受付後、
メールまたはハガキにて受講票をお送りします。
当日ご持参ください。

メールでお申し込み

下記の受講申込用紙に記載されている必要事項を
ご記入いただき、
メールを送信してください。

FAXでお申し込み

下記の受講申込用紙に必要事項を
ご記入いただき、FAX送信してください。

umedst@oﬃce.otemon.ac.jp
FAX：06-6359-2060

受講申込用紙ダウンロードアドレス：http://www.yamazakurakai.com/mita.pdf

お問い合わせ先 06-6359-2050（追手門学院 大阪梅田サテライト）
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平成26年
平成26年の新年会は、夢を目指し頑張っている若い山桜会会員の方達を応援する企画と致しました。
また、宝塚歌劇団で活躍された花影アリスさんにもご出演頂き、花を添えて頂く事となりました。
年代の垣根を越えて交流を深め、和気藹々とお食事、そしてお楽しみ抽選会等を楽しんで
頂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26年山桜会新年会実行委員長

テーマ

中道 一孝（大手前中高53期）

Ｓ
ｔ
ｅｐＦ
ｏｒｗａｒｄ 夢をめざして 一歩前へ！
濱田 彩子

（日）
平成26年1月26日

日時

開場 17：30

開宴 18：00

山楽の間
場所 リーガロイヤルホテル 2F
ＴＥＬ.06-6448-1121

￥10，
000

会費 中・高・大学生￥5，000 小学生以下無料
（子ども料理の必要な方は、別途￥3,000です）

全席指定、
テーブルビュッフェとなります

〜オペラ〜

小学校113期 大阪音楽大学音楽学部声楽科卒
栢本淑子氏他に師事 現在ウィーンに留学 マリアポンペルガー氏に師事
今後も オーストリア・イタリアへ留学しオペラアリアや宗教曲を学ぶ予定

辰田 有理子

司会

高田 薫

〜ピアノ〜

（大手前中高24期）

小学校116期 4歳よりピアノを始める 夕陽丘高校音楽科卒業
現在 同志社女子大学 学芸学部音楽学科 ピアノ専攻３回生

森

友希

〜ヴァイオリン〜

小学校118期 大手前中高61期 5歳よりヴァイオリンを始める
現在 同志社女子大学 学芸学部音楽学科 ヴァイオリン演奏専攻１回生

辻中 佑花

原田 沙矢

追手門学院中学32期高校52期 神戸女学院大学卒業
現在 東京にて LIVEを中心に活動中

小学校108期
大手前中学51期
芸名 花影アリス
2002年宝塚歌劇団入団
宙組で数々のヒロインを務められた
2010年宝塚退団後は女優に転身し
舞台・テレビなどで活躍された

廣沢 繁司

〜J-POP〜

2010年4月結成
関西で数多くのライヴにおいて活躍中

ウォード

〜ピアノ〜

http://war-ed.com/

大手前中高35期 大阪芸術大学演奏学科卒業
同芸術専攻科修了 各管弦楽団との共演をはじめ
ソロ、アンサンブル、声楽、器楽の伴奏などアン
サンブルピアニストとしても活動 海外でもリサイタル
を開催するなど精力的に活動中
お問い合わせ
お申し込み
新年会 会費
振 込 先

山桜会事務局 TEL.06-6940-3481 FAX.06-6940-3482
りそな銀行 大手支店（普通）0012199
追手門学院校友会山桜会

Ｌto R:Ba.

1月15日締切 お振り込みをもって出席の確認とさせて頂きます

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

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

藤林 慶之

Gt.

嶋津 義貴

（小学校115期）

AERAムック大学シリーズ

Vo.&Gt.

山下 慎司

Dr.

嶋津 宗成

（小学校111期）

2013 年10月28日発売！
by

さまざまなフィールドで挑戦を続ける在学生や、世界
各地で活躍する卒業生、社会との関わりなどをAERA
編集部とスタッフが徹底取材。撮り下ろしの美しい写真
とともに、多角的にご紹介します。追手門学院大学の今を
知るとともに、母校への思いを新たにしていただける
一冊です。
定価880円／A4判変型オールカラー／116ページ
お求めは全国の書店のほか、
ASA
（朝日新聞販売所）
、
ウェブサイト
（http://publications.asahi.com）
、
Amazonからも注文可能。ぜひお買い求めください。

