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　毎年春 3月の大学受験シーズンになると、48

年前の私にその時起こったサプライズ？！をハッ
キリと思い出します。今では「大学入試センター
試験」が 1 月の中旬に行われるので、受験シー
ズンは既に 1月から始まっているわけですが、私
の受験した当時、国立大学は 1期校と 2期校に
グループ分けされて、 1期校の入試は 3月上旬、
2 期校の入試は 3 月下旬に行われていました。
そして昭和43年、私の受験した大学の入試は 3

月 3日～ 5日の 3日間で行われていました。

　その入試 2 日目の昼休み。工学部の電気系学
科を受験していた私は、校庭の芝生にシートを敷
いてお昼弁当を頬張っていました。昼からの試験
は、化学と物理。物理は多少とも自信がありまし
たが、化学は暗記しなければならないことも多く、
正直、不安でいっぱいでした。 1 時間後に迫っ
た試験、「今更ジタバタしても仕方ないわいな」
とは思いつつも、化学の受験用問題集に折り目を
入れてあったページ（自信のない部分数箇所に折
り目を入れていた）を見直していました。その箇
所は「 6－ 6ナイロンの製造方法」。勿論その内
容はとっくの昔に忘れ去ってしまいましたが、試
験開始となり、配布された試験問題をざっと見渡
してみて、ビックリ仰天！なんと昼休みに見直し
ていた「 6 － 6 ナイロンの製造方法」が、そっ
くりそのまま出題されているではないですか！私
は大急ぎで、つい先程暗記し直した内容を忘れる
前にと、真っ先に書き込んでいき、このツキが大
いに奏功して、無事合格することができました。

　この出来事はまさしくラッキーの一言に尽きま
すが、ただ私がこの時に身に染みて感じたことが
一つ。「ほんとに最後の最後まであきらめたらあ
かんなぁ。できることは最後まで、往生際が悪く
ても、ギリギリまでもがいてやってみるもんだな
ぁ」ということです。「努力は最後の最後まで諦

めずにしてみるものだ」ということと、逆の意味
で「詰めが甘いと、最後の最後で躓くこともある
ぞ」ということです。このことは、私のその後の
人生の中で大いに役立った教訓だったと思ってい
ますし、いい教訓をいただいたと天に感謝してい
ます。
　大学入試や、就職活動、社会人生活の中で、今
もひょっとしたら、いろんな場面で、いろんな
「壁」にぶち当たっているかもしれない皆さん。
たとえ往生際が悪くても、最後まであきらめず、
頑張ってみてください。

　さて、六稜同窓会の近況報告です。平成27年
度の最大目標である「単年度収支の黒字化」は、
事務局をはじめ各位の絶大なるご努力もあり、お
かげさまでほぼ達成できる見込みとなりました（平
成27年12月19日開催の常任理事会での決算見込
み時点）。余程のことがない限り、数年ぶりに赤
字決算から脱却できる見込みであり、各位のご協
力に心から感謝致します。ただ、収支内容を精査
しますと、手放しで喜んでばかりはいられません。
相変わらず会費収入は低迷していますが、今年度
から取り組みを始めました「会報への協賛（支援）
広告の募集」と、「会員からの任意寄付金の受入
れ」が、会員の皆様方のご協力により十二分の効
果をいただいたことによるものです。しかも今年
度は、大口の寄付金をいただいたことが大きく寄
与しての黒字であり、次年度も黒字を継続できる
かどうか、予断を許しません。やはり同窓会活動
の収入基盤となる会費を納入していただくことが
必須条件となりますので、会員の皆様には会費の
納入をよろしくお願いしますとともに、広告掲載、
任意寄付金につきましても、今まで以上のご支援
ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたしま
す。

六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

たとえ往生際が悪くても…

　六稜同窓会会員の皆様には、日ごろから母校の
教育活動に深いご理解と物心両面に亘る多大なる
ご支援を頂戴いたしておりますこと、誠にありが
とうございます。心より御礼申し上げます。
　おかげさまで、生徒たちも学習に、学校行事に、
部活動や様々な課外活動に、真摯に取り組んでく
れております。その中で、今年度、特に大きな成
果をあげたり、関係各所より表彰されたりした活
動等をご紹介いたします。
　まず、部活動の関係です。陸上部では 3 年女
子 1名が近畿大会出場、 2年女子 1名が近畿大
会と、全国大会に 2 度出場しました。また、山
岳部 3年生（団体）が10年ぶり12回目となる全
国大会出場、同じく 2 年生（団体）が近畿大会
出場。水泳部では 2年男子 1名が近畿大会及び
全国大会に出場。部員不足でご心配をおかけして
おりますラグビー部からは、 3 年生男子 1 名が
近畿選抜として全国大会に出場しました（彼は
1月開催の「U18合同チーム東西対抗戦」選手に
も選ばれました）。さらにテニス部では、女子（団
体）が府の公立高校対抗テニス大会に優勝し、公
立高校の近畿大会出場を決めました。
　文化系では、ESS部の 1年女子が「全国高校生英
語スピーチコンテスト」（ブリガム・ヤング大ハワ
イ校等主催）で 3位となりました。また囲碁将棋
部から 2年男子が将棋部門で近畿大会に出場。吹
奏楽部の 2年生 5人（クラリネット五重奏）が大
阪府アンサンブルコンテストで金賞を受賞しました。
　学習に関わる活動では、大阪府の「科学の甲子
園」に 2年生 6 名が参加し、見事優勝（ 3年ぶ
り 3度目）、全国大会（ 8名で出場）に進みます
（ 3月開催予定）。さらに、 2年生の「課題研究」
の取り組みからは、 4名の生徒が京都大学との高
大連携プログラムで取り組んでいる活動を日本霊
長類学会大会でポスター発表し、「第31回日本霊
長類学会大会高校生発表賞」を受賞しました。ま
た 1年生 3 人は「税の作文コンクール」で表彰

を受けています。（以上、平成27年12月28日現在。）
　この他にも本当に多くの生徒たちがその活躍を
称えられております。喜ばしい限りです。
　学校行事では、9月の水泳大会、10月体育大会、
12月文化芸術祭と大きな行事が続きました。
　水泳大会は全生徒がプールサイドに集結し熱心
に声援を送る中、競技が行われ、「北野高校生とし
ての一体感」を強く感じさせられる、素敵な大会
ですね。体育大会では伝統的な米俵リレーをはじ
め多くの競技に燃えました。中でも 2年生による「仮
装」は本当に観る者を楽しませてくれました。そし
て12月の文芸祭。まずは16日から19日の「展示発
表部門」。六稜会館 1階をお借りして、生徒たちが
美術、書道、家庭科等の授業で取り組んだ作品や、
文藝部、美術部、書道部の素晴らしい作品がたく
さん展示されました。その後、24日に吹田メイシア
ター大ホールで「舞台発表部門」が開催されました。
第一部の「授業発表の部」では 2年生女子による
ダンスの発表と、1、2年音楽選択者による課題曲、
自由曲の合唱コンクール、そして 2年学年合唱が
行われました。どれもレベルの高い素晴らしい発表
でしたが、中でも 2年学年合唱はオーケストラ部、
吹奏楽部、ジャズ・フォークソング部の部員による
伴奏の中、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の楽曲
を熱唱し、ホール全体を感動に包み込みました。
続く第二部でも有志による高水準で、また本当に
楽しい発表が行われました。我々にとっても生徒た
ちから贈られた最高のクリスマス・プレゼントでした。
　 4 月に校長に着任して以来、この一年間は本
当にあっという間でしたが、北野生の普段からの
努力、頑張りに圧倒された一年間でもありました。
この生徒たちの頑張りに応えるべく、我々教職員
も一層責任感と使命感を持って取り組んでいかな
くてはならないと意を新たにしているところです。
　今後とも、六稜同窓会の皆様には一層の暖かな
ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、ご
挨拶とさせていただきます。

大阪府立北野高等学校　校長
六稜同窓会　名誉会長　向 畦 地 昭 雄

生徒の頑張りに魅せられた一年間
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　平成27年10月25日、晴天にも恵まれ、六稜同
総会142周年総会が母校北野高校の多目的ホール
において盛大に行われました。今年度の幹事は
96期が担当させていただきました。我々96期の
在学中は、現在は神戸空港につながるポートアイ
ランドにおいて神戸ポートアイランド博覧会が開
催され、また東京ディズニーランドの開園があり
ました。我々の世代は後にバブル世代といわれた
年代でもありました。そんな96期が110名以上集
まり、受付、誘導、会場設営、警備などの様々な
役割を分担し、同窓会総会の運営のお手伝いをさ
せていただきました。

［第一部　総会］
　午後 1時、徳岡浩二総務委員長（92期）の開
会の辞のあと、恒例の在校生オーケストラ部によ
る演奏がありました。校歌「六稜の星のしるしを」
に続き、映画「もののけ姫」より「アシタカせっ
記」、ヨハンシュトラウス「ラデツキー行進曲」
が演奏され、華やかに総会の幕が上がりました。
　演奏の後、上田成之助同窓会会長（80期）か

らご挨拶がありました。
その中で上田会長は、同
窓会の厳しい財政状況を
説明され、六稜会報への
協賛広告、会員からの任
意の寄付金の受付を始め
たことを紹介されまし

た。また同窓会費は六稜会館の維持運営、在校生
への助成金、国際交流活動支援などにも使われる
ため、更なる会費納入向上にも言及されました。
また北野の校是である「文武両道」の武の部分で
ある一部の運動部が廃部・休部の危機にあること
にも触れられました。
　次に、六稜同窓会名誉
会長である向畦地昭雄北
野高校校長先生よりご祝
辞をいただきました。向
畦地校長先生は、平成
27年 4 月より母校の校
長として赴任され、現在
の普通科、文理学科の募集が来年度より文理学科
のみの募集になること、また昨年度から文部科学
省よりスーパー・グローバル・ハイスクールの指
定を受け、多彩な取り組みがなされていることを
紹介され、特に英語教育においては、英語をツー
ルとして使えるようになるためにネイティブ・ス
ピーカーであるスーパー・イングリッシュ・ティ
ーチャーによる授業が行われているということを
紹介されました。また部活動においても近畿大会、

六稜同窓会142周年総会のご報告

全国大会に在校生が出場し活躍していることを紹
介されました。
　続いて、役員・常任理事の紹介の後、笹川忠士
事務局長（74期）より、同窓会の活動について

報告がなされました。そ
の中で、会長の挨拶にも
ありました同窓会の財政
状況について会報65号
への広告、任意の寄付が
あったことを報告され、
また同窓会行事に年間延

べ1500人の参加があったこと、教育環境の整備
や国際交流、クラブ活動など母校への支援を行っ
ていることを報告されました。また 8年後の150

周年に向けての検討を始めていることや、インタ
ーネットで商品を購入される際には六稜WEBを
介して amazonから購入すると手数料が六稜同窓
会へ寄付されることも紹介されました。
　引き続き、恒例である幹事期96期による卓話
が行われました。今年の卓話者は現在近畿大学文
芸学部准教授である小森健太朗さんです。小森さ
んは北野高校在学中の16歳で江戸川乱歩賞の最
終候補にノミネートされ、この記録は今なお最年
少記録として残っているそうです。高校卒業後は
東京大学文学部哲学科を卒業、これまで多くの執
筆、論評をされています。
　当日の卓話は「高校時代の江戸川乱歩賞候補ノ

ミネートと、ミステリ研究の最前線について」と
題して行われました。高校時代の思い出として、
高校の売店で原稿用紙を大量に購入したところ小
説でも書くのかと驚かれたこと、また高校の文芸
部を舞台にした自身の小説が北野高校の文芸部が
モデルであること、在学中は体育で困ったこと、
小峰元氏の小説の中に小森さんが取り上げられて
いること、ノミネートされた小説は高校 1 年生
の冬休みの 2 週間で書き上げたこと、黒岩涙香
が翻案した「幽霊塔」の原作を突き止めたこと、
北野高校の図書室が自身の小説家としての原点で
あることなどを楽しくお話しされました。
　卓話終了後には、同期の吉田晶子さんから花束
の贈呈があり、第一部総会は終了しました。

［第二部　懇親会及び127期歓迎会］
　第一部の総会の後は、場所を六稜会館に移して
懇親会及び127期の歓迎会が盛大に行われました。
司会を担当してくれたのは秋田和孝さんと中谷み
さこさんです。
　まずは当日出席者
の最高齢者である
50期の阿部源三郎
さんから乾杯のご発
声をいただきまし
た。阿部さんは司会
者よりも元気かつハ

髙 橋　 務（96期）
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リのあるお声で、高らかに乾杯のご発声をされま
した。しばしの歓談の後、新たに六稜同窓会に加
わった127期の紹介が行われました。この日は 2

人が登壇され、新たに同窓会員となられた気持ち
を語られました。
　その後、アトラクションとして「クイズ　96

期生　約100人に聞きました」が行なわれました。
景品はホテル食事券、金箔入り清酒・梅酒セット、
六稜グッズなどです。
　 1問目は「あなたにとってバブル時代を象徴
するものは？」の第 3位（答え、株）、2問目は「あ
なたにとって北野高校の思い出と言えば？」の第
5位（答え、先生）、 3問目は「あなたにとって
北野高校出身の有名人と言えば？」の第 2位（答
え、橋下徹氏）をそれぞれ答えるものでした。
　あと特別賞として、前同窓会会長である山本雅
弘さん（71期）より、森繁久彌さんがテレビ対
談された番組「森繁對談」のDVDを提供してい
ただきました。山本さんとジャンケンをするなど
参加者の方々も大いに盛り上がり、楽しんでいた
だけたものと思います。

　その後、次回同窓会総会の当番幹事期である
97期の斎藤晴雄さんから来年の同窓会総会の抱
負が述べられました。97期は毎年100人規模での
同期会をされており、次回は我々よりもさらにす
ばらしい同窓会総会にしていただけるものと楽し
みにしております。
　懇親会も大詰めを迎え、高木和祟さんの指揮、
吉田晶子さんのピアノ伴奏により参加者全員で校
歌を斉唱したあと、司会を務めた秋田和孝さんに
よりエールが行われました。
　最後に、野村正朗同窓会副会長（82期）より
閉会のご挨拶をいただき、先輩のありがたみ、伝
統の中にも多くの同窓会員が集まる、楽しい同窓
会にしていこうと話され、三本締めで懇親会を締
められました。
　今回、この歴史と伝統のある六稜同窓会総会の
運営を手伝わせていただきましたことは大変光栄
なことであるとともに、長い年月を経て再び同期
が結束し、一つのことを成し遂げる機会を与えて
くださったことに感謝申し上げます。また、お世
話になりました事務局の方々にも深くお礼申し上

げます。至らなかっ
た点も数多くあった
と思いますが、お許
しいただければと存
じます。最後になり
ましたが、六稜同窓
会142周年総会にご
参加いただき、私共
とともに総会を盛り
上げてくださいまし
た皆様に心よりお礼
を申し上げて、同窓
会総会の報告とさせ
ていただきます。

トピックス
●稜声会合唱団演奏会開催

岩 谷 美 也 子（92期）

　「ああ母校北野高校、その健児励まざらめやー」
　2015年 8月 2日、豊中市立ローズ文化ホール
に校歌のハーモニーを響かせ、第 8 回北野高校
コーラス部フェスティバル～稜声会合唱団演奏会
が、無事幕を下ろしました。
　この演奏会は、現役コーラス部員が音響の良い
ホールで大人数の合唱を経験できるようにと、 3

年毎に開催されています。今回は14人の現役生
を含む50人を超えるメンバーが参加しました。
　ステージは 4 部構成で、第 1 部では、植松光
一氏（107期）指揮による混声合唱組曲『IN 

TERRA PAX─地に平和を』全 5曲を、戦後70年
にあたる今回、平和への祈りを込めて歌いました。
　第 2 部では、稜声会の活動を楽しく希望に満
ちたものにしてくれる現役生たちが、「私には夢
がある。歌がある」（『ここから始まる』）、「大切
な人生、探し求め登りゆけ」（『すべての山に登れ』）
と瑞々しく 3曲を披露しました。
　第 3 部は、吉村英敏氏（118期）指揮による
「空」のアラカルト。東日本大震災の地で再会を
約束して歌われた『群青』、『Over the Rainbow』
など空にまつわる 3 曲を、それぞれの願いが空
をこえて届くようにと合唱しました。
　第 4部の坂口和彦氏（90期）指揮による「Our 

Favorite Disney World」では、全体合唱のほか、
自主的に結成された混声 5 部・ファミリー・イ

ケメン・ミュージカルのグループなどによる歌や
アリアも交え、世代をこえて合唱を楽しむ稜声会
にふさわしいディズニー・ソングの数々を歌い踊
りました。
　日頃は学業や仕事などで多忙なメンバー達が、
北野高校の音楽室で過ごした日々を懐かしみつつ、
合宿と毎月の練習を重ねてつくり上げたステージ
は、心に残る楽しいひとときでした。

● 2015年 北野高校招待ラグビー
「廣瀬カップ」と懇親会に参加して

中 本 和 夫（89期）

　晴天の12月 5日（土）、第 7回北野高校招待ラ
グビー「廣瀬カップ」が行われた。
　前回優勝の瑞光中をはじめ、摂津一中、市岡中、
長吉西中、東住吉中、豊中 RS、吹田 RSの計 7チ
ームが参加し150名を超える大勢の若いラガーが
色とりどりのユニホームを身にまとい北野高校の
グラウンドを駆け回った。　今年はワールドカッ
プでのジャパンの活躍によるラグビーブームの影
響からか多数の若いラガーが集まり、早朝よりグ
ランドに熱い空気がみなぎった。
　今回の大会は 4チームと 3チームの A・Bの二
グループに分けたプール制で、各プールで12人
制15分間の総当たり戦（ 9試合）を行い、それ
ぞれのプールの 1 位チームが決勝を戦う内容で
あった。　藤村会長（76期）の挨拶で開会した大
会は、各プールで熱戦を繰り広げ、最終的にはプ
ール Aで 1位の吹田 RSとプール Bで 1位の瑞光
中が決勝に進み、吹田 RSが優勝し「廣瀬カップ」
を獲得した。
　今回の大会で目立ったのは各チームに女子選手
が多く見られたことで小柄ながら男子選手に負け
ないプレーを見せていた。全ての選手はそれぞれ
が抱いた快い思い、悔しい思いを汗や涙として北
野のグラウンドの土にしみ込ませてくれたことだ
ろう。白熱する大会は梅本幹事長（89期）の閉

6 六稜会報 第66号（平成28年3月1日発行） 7RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.66(Mar.1,2016)



▲▲いわゆる「生徒手帳」（74期版と95期版）

ご協力お願い
広報委では今後『生活の手引』（生徒手帳）特集に
取り組む予定で、当時の資料を集めています。お持
ちの方は、ぜひ同窓会事務局までご連絡ください。

会の挨拶で無事終了した。
　閉会式後、選手皆が手分けしてグラウンドを綺
麗に整備し、各チーム共に一礼して去っていく礼
儀正しい姿にラガーメンらしい清々しさが見られ
た。この中の何人かが北野生としてまたこのグラ
ウンドでプレーしてくれることを期待したいもの
である。
　大会後に恒例の年末懇親会が天津閣で行われた。
常連の大岩先輩（60期）、下平先輩（61期）、比
山先輩（63期）、長門先輩（69期）、三好先輩（70

期）、南先輩（72期）の熱い大先輩から野々村先
生、橋爪先生（現職）、若いところで池田君（125

期）、土井君（126期）と66年にわたる幅広い世
代間のOB（約40名）が北野ラグビー部再建とい
う共通の思いの下に集まった。
　まず、三好先輩（70

期）の「瑞宝中綬章」受
勲の祝賀が行われた。
　京都大学を中心に長年
に亘るフランス文学の研
究・教育についての功績
をたたえた叙勲並びにラグビーにささげた文武両
道の人生についての紹介がなされた。
　その後、主だった方々のスピーチが行われ、一
様に部員ゼロのため休部となった現役ラグビー部
の現状についての思いを語ってもらった。中でも
池田君（125期）が来年から教育実習で母校に帰
り、部員勧誘に尽力したいという話には期待が高
まった。幹事団からは最近の活動として、有望な
中学生をピンポイントで進学指導する「寺子屋企
画」を進めている旨の報告があった。また、体操
服の首輪の色は何色だったか（緑・エンジ・水色・
黄色・赤）という議論も飛び交った。
　最後に、野々村先生から、北野高校ラグビー部
再建に期する熱い思いが語られた。
　強調されたのは「北野のラグビーはトップリー
グのようなスター選手を育てる場ではなく、ラグ
ビーゲームの本質を教える場である」ということ
でした。そして、グラウンドに天高く聳える12m

の白いゴールポストは「思いを高く」という「発
展の象徴である」とし、今の思いを次の句にこめ
て結びとされた。
　「楕球蹴る　影絶え秋天　指すポール」
　尽きぬ話題で盛り上がるうちに時間となり、皆で
現役ラグビー部の再建を誓って懇親会を終了した。

● 第二回 六稜山岳会総会開催
六稜山岳会幹事長　髙 木 祐 介（115期）

　2015年12月27日（日）、ホテルプラザオーサカ
にて六稜山岳会（山岳部のOB・OG会）総会を
開催しました。今年度は、24名が参加しました。
　代表の尾池行郎さん（94期）からの総会の連
続開催と現役山岳部のインターハイ出場に関する
よろこびの言葉に始まり、前代表の邑上治兵衛さ
ん（68期）の音頭で乾杯。今回は参加者が少な
かったものの、当日配布のメッセージ集は枚数多
く、また、参加者同士が全員と会話できる機会が
ありました。会の途中、総会にご招待した現役山
岳部 3年生 3名からインターハイ出場の報告と
高校三年間の山岳部生活を振り返ってもらいまし
た。それに続き、OB・OGからも『一人一言の近
況報告』を行いました。現役に対するメッセージ
やご自身の現役時代の話、最近よく行く山域等々
…、マイクからなかなか離れず、全員の『詳しい
近況報告』を聞くことができました（笑）。共に
登り、共にテントで過ごした絆を有するメンバー
が集まれば、どれだけ時間があっても話し足りま
せん。近況報告最後は、伝説的顧問の猿田茂先生
に締めくくっていただき、かつて顧問と部員の関
係だった副代表の黒田真樹さん（94期）にバト
ンパス。閉会のことばで、北野高校と山岳部に対
する熱い思いを語っていただき、恒例の校歌を斉
唱しました。二次会では、次回総会のことだけで
なく、登山を行う集いも企画する案が上がり、
2016年への楽しみがますます増えました。
　平成28年度六稜山岳会総会は、2016年12月29

日（木）にプラザオーサカの19階「淀の間」で
行います。広いお部屋で、梅田の夜景と北野のグ
ラウンドが一望できます。皆様、同期や先輩・後
輩をお誘い合わせの上、是非、ご参加ください。
素敵な年末の一時を過ごしましょう！

● “北野会”の紹介
若 林  穣（56期）
尼 崎 孝 雄（58期）
三 島 佑 一（60期）※
奈 木  進（66期）

　六稜会館が新設されて以来、六稜同窓会も「同
窓会総会、大阪城の観梅会、北中記念碑の会」、
そして毎月の「トークリレー」等を通じ、先輩後
輩の交流が活性化されて来ました。そして従来の
北野中学以来の同期会、運動部文化部等の各クラ
ブの活動も一層活発化して来ました。
　その様な背景の下、今回は少し趣を異にする「北
野会」なる集いを紹介させて頂きます。
　この「北野会」なる集いは、淵源は戦時中の送
球部にあるが、長年の間に諸先輩方も少なくなり、
当時の極少数の先輩方を核として、メンバーは広
範囲の分野の方々の参加を募り、旧制中学卒の外、
新制中学卒業後、北野高校入学者（65期生以降）
も含め「北野会」として平成21年秋に発足しました。
　以来、毎月第一木曜日を集合日として、現在は
大阪駅前第一ビル B 1 の「King of  Kings」に集
うことになっています。

　現在のメンバーは、50期～74期の約30名であ
り、常時20名前後の方々が正午頃の昼食時に、
三々五々自由に参加しています。特に50期の阿
部源三郎先生は、今や96歳で健康そのもの、我
が同窓会のシンボル的存在で、我々の生きる大き
な目標になっています。
　参加メンバーは、各方面で活躍して来られた方々
なので、話題はその時その時の国内外の社会情勢、
歴史、哲学、文学、教育、音楽、医学、科学技術、
国家安全問題等々　誠に多岐にわたります。
　そしてここに参集された先輩、後輩の間に個人
的関心の程度により、私的な小グループで　更に
深い情報交換、趣味等によって交流の場は広まっ
て行きます。このサロン的交流の場、雰囲気は正
に【益者三楽（えきしゃさんごう）】の感を深め
ます。
　この集いも70数回に達しており、会の活性化
の為、定年後の自由な時間のある方の参加を希望
致します。なおこの集いは、現在ある同窓会のク
ラブ組織には繋がっておりません。

※本稿投稿後の平成28年年初に急逝されました。

六稜文庫2015年12月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p= 3

「BOROBUDUR as Cultural Landscape」
 神吉紀世子（96期）
「おさるの大合戦　炎の十番勝負」
 福井栄一（97期）
「消費税は本当に必要なのか？」
「税と社会保障負担の経済分析」
 上村敏之（102期）

ご寄贈有り難うございました。

六稜カルチャー講座のお誘い
日　時◎毎月第 3 /第 4  金曜日 14:00～
会　場◎六稜ホール（六稜会館 3 F）
費　用◎会館維持協力金500円
※お問い合わせは…同窓会事務局まで

「世界史の旅」 
佐々木利昌先生

「英文学の名作の旅」 
佐野哲郎先生

平成28年
5月20日（第 3金曜日）
7月15日（第 3金曜日）
9月16日（第 3金曜日）
11月18日（第 3金曜日）

平成28年
4月22日（第 4金曜日）
6月24日（第 4金曜日）
10月28日（第 4金曜日）
12月16日（第 3金曜日）
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● 東京六稜会若手の会忘年会
上 松 誠（112期）

　12月 9日（水）、東京・新宿にて、東京六稜会若
手の会の忘年会を開催いたしました。90期から124

期までの14名が参加し、FR委員会からも参加して
世代を超えて交流をおこないました。今回、初め
て参加した124期女性の方から感想が届きました。

　12月 9日、東京・新宿で北野高校卒業生の集ま
りがありました。Facebookでお声をかけていただき、
同期（124期）を誘って 4人で参加しました。 4人
とも大学が東京で、高校卒業後に東京に出てきま
した。このような機会がなければ同期ともなかな
か会えないので久々の再会が嬉しかったです。さ
らに、東京に来ることがなければ会う機会もなかっ
たかもしれないであろう先輩方とたくさんお話が
できて貴重な時間となりました。私たちより30年
ほど前に卒業された方もいて、高校時代の話をし
てもいろいろなことが変わっていて面白かったです。
特に盛り上がったのが、数学の授業のことでした。

　一生懸命黒板
を写していたと
いう先輩方に対
し、ケータイの
カメラで黒板の
写真を撮って画像をメールで送り合っていた私たち。
時代の流れを感じました。私は就職活動を終え、こ
れから社会に出ることになります。その前に、社会
人の先輩方にお会いして名刺をいただき、仕事の
話をお聞きして「これから私も社会に出て頑張るこ
とになるんだなぁ」という実感が少しわきました。
　いつも思うことですが、北野高校の卒業生に会
うと意識が高まります。あの体育の断郊競走と縄
跳び、水泳を乗り越えた体力があるからでしょう
か。みなさん、自分の生活・仕事がとても充実し
て、キラキラ輝いていて「私も頑張ろう !」とい
う気持ちになりました。
　大学 4 年目にして初参加でしたが、もっと早
くから参加すればよかったと感じました。素敵な
機会を作ってくださった先輩方に感謝しています。

一度、六稜Webを経由して amazon.co.jpでショッピングをした場合、購入代金
の数％がAmazon社から六稜同窓会へ寄付されます。
本を売価で買って、著者を応援し、同時に母校への還元にもなる……ちょっと「い
い気分」なプログラム。ぜひ、ご協力ください！（書籍以外の商品もすべて有効
です。）http://rikuryo.or.jp/books/amazon-associate/

いますぐクリック→

ご存知ですか？

● クラブ対抗ゴルフコンペを 
開催しました
クラブOBOG委員長　竹 村 哲 也（88期）

　 9 月 27日
（日）好天の
もと、花屋敷
ゴルフ倶楽部
よかわコース
に て、第 27

回六稜クラブ
対抗ゴルフコ
ンペを開催。

11クラブ・86名が参加し、熱戦が繰り広げられ
ました。団体戦（各クラブの上位 5 名のネット
合計）では、野球部とラグビー部が奇しくも 2

年連続で同ネット 1 位となりましたが、両部の
第 6 位のネットを比較すると、野球部が上位の
ため、8年振りの優勝に輝きました。個人戦では、
ラグビー部の下平憲義さ
ん（90期）が優勝。なお、
ベストグロスは孫徳弘さ
ん（野球・96期）が79

で受賞されました。今回
は、前年に比べ21名も
参加者が増えて盛況とな
りましたが、来年も各ク

2016年ゴルフコンペのお知らせ

第27回六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時： 2016年 5月22日（日） 

8：00スタート
場所： 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

第28回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時： 2016年 9月25日（日） 

8：00スタート
場所： 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

ラブの精鋭方が腕を磨かれ、より多くのクラブが
参加されることを期待しております。

Produced by 六稜同窓会 FR 委員会

2016年4月30日（土）行列のできる就活相談所2016＆若手交流会
　『行列のできる就活相談所＆若手交流会』は今年で 9回目を迎え、学生・社会人合わせて100名近くの
方にご参加いただける FR委員会主催の大イベントにまで成長しました。
　このイベントは、「就職活動」を通して、就活生は今までの自分や将来の自分に目を向け、初めて「仕事」
について真剣に考える機会に、社会人は改めて「仕事」について見直す良い機会になっていると好評です。
ぜひみなさんの参加をお待ちしております。

【イベント最新情報は六稜WEBまたは Facebookのコミュニティまで】
〔問い合わせ先〕FR委員会　fresh@rikuryo.or.jp

●対象：新卒・院卒で就職活動中の六稜生
●場所：六稜会館 3 階 六稜ホール
様々なテーマについて、内定者や若手社会人
1年目の先輩からアドバイスを受けられます。

就活相談所2016

●対象： 20・30代（107期以下）の六稜生
●場所：六稜会館 1 階 六稜サロン
様々な業界で活躍している同年代の同窓生
と交流できる場となります。

若手交流会

第
1
部

13：00

15：00

※終了後に、十三周辺で懇親会を行う予定です（参加費：実費）。

第
2
部

●対象：20代・30代（107期以下）の六稜生
●場所：六稜会館 3 階　六稜ホール
就活生の皆さんが社会人へ、仕事をしていてのリアルな感覚を聞ける場です。就活生にと
っても社会人にとっても刺激のある場となると毎年好評です。

合同イベント 若手社会人×就活生 クロストーク 15：15

17：00

2016年
スタジオアリス女子
オープン開催

4月8日（金）〜10日（日）
よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部
〒673-1111 三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1
TEL/0794-72-0151　FAX/0794-72-1836

〒673-1113　三木市吉川町福井字小西谷534-1
TEL/0794-72-0111　FAX/0794-72-0490

ひろのコース

よかわコース
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● 六稜58期・59期合同同窓会報告 
（卒業70周年記念）

尼 崎 孝 雄（58期）
金 津 博 直（59期）

　平成27年11月22日（日）私達58期生（22名）・
59期生（10名）が母校を眺められる「ホテルプ
ラザオーサカ」19F（淀の間）で明るく愉しく顔
を合わせお蔭様で盛会で喜ばしい限りです。
　私達は終戦の年、昭和20年 3月28日当時の国
策により58期生（ 5年生）・59期生（ 4年生）が
同時卒業となりました。茲後戦後の幾多の苦難を
乗り越えお陰様で何とか達者で米寿を迎えられ、
こうして思い出に残る愉しい合同同窓会を共に迎
えようと合同で開催した次第です。
　返信はがきによりますと過去の病歴による体調
不良・脚力の衰え・車椅子生活・介護施設に入居
中等高齢者に避けられない人生です。出席者の中
にも数人杖が必要な方々がありました。
　不明者を含み他界された約 2 / 3の物故者の慰
霊に黙祷を捧げ、その後阿部源三郎先輩（50期）
（大正 8年生まれ96歳）（六稜同窓会最年長）の
「死神につかれた潜水艦軍医官」というテーマで
約30分に亘り太平洋戦争末期、軍命により自ら
死を決して潜水艦乗船、アメリカ軍と戦って奇蹟
的に生還された生々しい貴重な戦争体験を拝聴し
本当にありがとうございました。96歳で今尚健
脚で毎日3000歩以上歩いて鍛えておられ100歳を
目指して御元気で私達の人生の目標として御長寿
を心から祈念致します。
　その後阿部先輩の乾杯音頭で開宴し、それぞれ
が談論風発・和気あいあい賑やかに懐旧談と健康
寿命の話題に花が咲き、最後に校歌斉唱で閉会し
ました。記念撮影後、来年の再会を期して散会し
ました。

　新聞によりますと日本人の85歳以上が約500万
人、90歳以上が約100万人、100歳以上が約 5万
人生存しているそうです。私達も一応 5 年先の
東京オリンピックを目指して相応に頑張りたいも
のと念願します。

● 第66期平成27年有志会の記
山 田 晋 作（66期）

　第66期は、平成23年から、それまでの同窓会
に代えて、有志会を行っており、その第 5回を、
平成27年11月 7日（土）トラットリア・アル・
ポンピエーレ（阪急百貨店梅田本店13階　北イ
タリア・ヴェローナの老舗レストランの日本店）
で行った。
　出席者は41名で、男性女性ほぼ半々、遠来者
は関東から 5 名、九州から 1 名であった。会合
は遠来者と言う事で、私が開会の挨拶を行った後、
黒澤真澄君の乾杯の音頭で早々と懇談に入り、料
理のピザを頬張りながら、回顧談、近況報告等で
賑やかに歓談が続き、上田武雄、八木可通浩両君
の尺八合奏、松岡茂雄君の独唱もあって、会合は
盛り上がった。
　会合の中で本年春の叙勲で小松彦三郎（東京大
学名誉教授）、秋の叙勲で平野浩太郎（神戸大学
名誉教授）の 2君の瑞宝中綬章受賞が披露された。
ちなみに、66期では、これまでに政、官、労の
分野で受賞者を出している。
　また、六稜同窓会の学年理事であり有志会の世
話をしてくれた三吉隆裕君が亡くなられたので、
代わって岩崎良和君に、水野瑛子さんと学年理事
を務めていただくことで、ご本人と出席者の賛同
を得た。
　最後に出席者全員で記念撮影と校歌斉唱を行
い、再会を期し名残を惜しみつつ散会した。
　なお、関東では、66期在京者の新年会を、毎
年 1月第 3金曜日に、銀座 7丁目の銀座ライオ
ン 6 階クラシックホールで行い、毎回20数名が
参加して懇親を深めている。

Party Reports ● 69期「第26回収穫祭」
小 寺 範 生（69期）

　69会は多くの活動を行っていますが、この「収
穫祭」は伊丹市の西田嘉男君宅で春秋 2回行う
ガーデンパーティーです。
　今回の「収穫祭」は2015年10月31日（土）、27

人が集まりました。10時ごろから手分けして食
材などの買出しや会場の設営を始め、11時過ぎ

には全員が揃い、仕入れた食材でバー
ベキューや焼きそば、ダッチオーブン
を使ったローストビーフなどめいめい
が得意の腕を揮います。手のあいた人
から順に「食べる人」、「飲む人」に。
参加者からの手作りの料理や地方の特
産の持ち込みも楽しみの種です。にぎ
やかな談笑が続くうち、午後 3時過ぎ

には終宴、後片付けも全員で手馴れたもの。毎回
ほぼ同じことの繰り返しですが、晴天の一日、郊
外のさわやかな空気の下で過ごす雰囲気がいいの
か相変わらず人気があり、現在まで続いています。

　さて「収穫祭」の名の由来を一言。2002年、
区画整理から外れた西田家の一枚の農地を耕作し
ないかと提供されたのが始まりで、69期の有志
やその知人たちが分担して野菜作りに励んでいま
す。最初の収穫期を迎えたその年の秋、作物を使
ったパーティーをやろうということになり、これ
まですでに26回を数えることになりました。実
際に畑から提供できる食材はごくわずかですが、
名前だけは立派に引き受けています。今回提供で
きたのはサツマイモ、オクラ、エダマメ、ハツカ
ダイコンでした。ハロウィーン当日でしたが、カ
ボチャは欠場です。
　なおこの集まりはご家族・友人の参加も歓迎し
ていますので、興味のある方はどうかご一報くだ
さい。

3月16日 「なぜ日本人はそんなにショパンが好きなのですか？」
  西水佳代さん@94期（ポーランド在住ピアニスト）
4月20日 「ワインを楽しむための基礎知識～好きこそものの上手なれ～」
 山崎吉朗さん@84期
  （一般財団法人日本私学教育研究所主任研究員、一般社団法人

日本外国語教育推進機構 JACTFL理事長 東洋大学非常勤講師）
5月18日 「未定」
 佐藤英丸さん@84期
  （Btrax（サンフランシスコが拠点）シニアアドバイザー、早稲

田大学理工学部機械工学科、Stanford Univ.計算機械学修士）
6月15日 「トルコのボスポラス海峡の架橋…」
 麻野純生さん@79期（㈱ IHIインフラシステム 元社長）
7月20日 「パリの佐伯祐三をゆく旅」
 勝村義和さん@71期（作家、画家）

日　時★ 毎月（第 3）水曜日 
11：00開場　11：30開演（約2.5時間）

会　場★ ライオン銀座クラシックホール 
（銀座ライオン 7丁目店 6 F）

会　費★ 2,200円（ランチバイキング付）
主　催★ 東京六稜会
事務局★ 牧　武志＠73期

東西講演会

日　時★ 原則、毎月（第 1）土曜日　☆印は第 2土曜開催月 
13：30開場　14：00開演（約 2時間）

会　場★ 六稜ホール（六稜会館 3 F） 
※ 1 Fロビーも同時使用可

会　費★ 500円（お飲み物を準備しています）
主　催★ 六稜同窓会
共　催★ 各期同期会 or クラブOBOG会など

3月 5日 「骨・筋肉・こころのたもち方～骨・関節を治し続けて見えてきたこと」
 橋本淳さん@89期
 （独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター 免疫疾患 センター部長）
4月 2日 「難波宮はどこまで姿をあらわしたのか？」
 栄原永遠男さん@77期
 （大阪歴史博物館 館長／大阪市大 名誉教授／東大寺史研究所 所長）
5月14日☆「人工知能は人間の知能を越えるか（仮）」
 北橋忠宏さん@69期
 （関西学院大学 理工学部 教授）
6月11日☆「（演題未定）」
 添田隆昭さん@78期
 （蓮華定院住職／宗教法人高野山真言宗 宗務総長）
7月 2日 「（演題未定）」
 中島正愛さん@82期
 （京都大学防災研究所 教授）
8月 6日 「終戦。そして引き揚げ（仮）」
 ※講師人選を含め企画を検討中
9月 3日 「日本財政は大丈夫なのだろうか～歳出の無駄と消費税」
 上村敏之さん@102期
 （関西学院大学 経済学部 教授）
※予定は変更になる可能性があります。直前に六稜Web等でご確認ください。

【第159回】 

【第160回】 

【第161回 】

【第162回 】

【第163回 】

【第138回】

【第139回】

【第140回】

【第141回】

【第142回】

【第143回】

【第144回】
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● 「歩き」、「食べ」、「語る」
　　　　　 70期80人、今年も集う

曲 直 部 健 朗（70期）

　「アメリカ人工衛星打ち上げに成功」、「国立競
技場、東京タワー完成」、「 1万円札発行」。70期
455人が学び舎を後にした
1958（昭和33）年のこと。
卒業後絆は深まり、同期の
集いはほぼ毎年。2015（平
成27）年10月 3 日、恩師
の野々村博先生、浜田啓介
先生、福田博造先生をお迎
えし、昨年に続き大阪市・
船場地区の国指定重要文化
財「綿業会館」本館大会場に80人が集まった。
　出席者全員「今年の姿」で写真に納まり、幹事
グループ安場耕一郎君（卒業時 4組）、石伏保子
さん（ 5 組）の司会で会が進行。前年から 1 年
間に他界した同期生 9人の物故者への黙とう。続
く卓話にはサッカーファンから熱い声援が集まる
J 1「㈱ガンバ大阪」の社長を2000（平成12）年
から約 4年間務めた乾勲君（ 2組）が登壇した。
　これまで経済人の登場は少なかった。しかし披
露された内容には出席者の耳目が集中、思わず引
き込まれる。J 1が生まれた経過、各チームの経
営環境、チーム自立への試みと提言、ヨーロッパ・
サッカー界チーム事情など、熱弁が続いた。幹事
代表、佐野信三君（ 4 組）の挨拶。先生方から
は70期生の思い出、含蓄のある言葉をいただく。
　食事と談笑、遠来の友の紹介、同期同好会の活
動報告、飛び入りのスピーチ。予定の 3 時間半
も瞬時に過ぎる。締めくくりは恒例の大谷健二君
（ 2組）の指導による校歌斉唱。名残を惜しむ出
席の大半は綿業会館地下の二次会会場へ。ここで
もグループやテーブルごと、話題は各方面に及ぶ。

　同期会に先立ちオプション行事。有志28人は
束の間の大川下りと御堂筋伝統ビル探訪も楽しむ。

● 74期みなわ会総会および懇親会
織 田 公 文（74期）

　今年のみなわ会は 4～ 6組が幹事ということ
で織田公文代表幹事のもと11月 7日（土）に梅
田の関西文化センターで開催されました。当日は
熊谷道彦君の司会で総会が開かれ、まず物故者（高
橋宏彰君・松本章君・潟岡隆士君）への黙祷で始
まり、芦田譲会長の挨拶、加藤千恵子会計幹事の
前年度会計報告、石井良政新学年理事の挨拶、笹
川忠士事務局長の六稜同窓会近況報告が行われた
後、芦田会長より六稜同窓会への 5 万円の寄付
の提案があり、全会一致で承認されました。総会
終了後加藤千恵子さんの司会で懇親会となり、東
京から初参加の松山正之君の乾杯の音頭と織田代
表幹事の挨拶で懇親会がスタートし、久し振りに
お互いの近況を話合い、旧交を暖めました。懇親
会の終わりに来年の幹事 7～ 9組を代表して北
岡禧一君が挨拶しお開きとなりました。懇親会終
了後は寿栄松正信君の案内で北野中学の名前の元
になった旧北野村を散策、綱敷天神社御旅社、珍
しい歯神社やお初天神を参拝し、最後の大阪駅ノ
ースゲートビルまで約 8 kmの長丁場でした。ニ
次会場は新阪急ホテル　バー「リード」で、飲み

放題のアルコールと二
次会から参加した諸君
もあって大いに盛り上
がりました。なお翌日
の西久保鉃朗君計画の
「山﨑先生を偲んで　
53年目のハイキング」
は天候不良の予報のた
め中止となりました。

● 75期第 7 回学年同窓会報告
中 野 雅 博・松 岡 直 子（75期）

　前回の第 6回同窓会から 3年半、今回は古稀
記念と銘打って11月 6日（金）に北野高校のグ
ラウンドを望むホテルプラザオーサカの19階の
宴会場で開催した。東京75期同窓会は毎年開催
されているが、大阪は昭
和38年の卒業以来50年
余りで 7回目である。出
席者は一次会 80名で、
11時から受付開始、11

時45分の記念写真撮影
後、12時から学年理事
の中野雅博と松岡直子の
司会で始まった。総会で
は、同期生の動向の報告
に続いて、前回以降の他
界者および他界判明者合計19名の名前を読み上
げ、全員で黙とうを捧げた。議題では、今後の事
務の合理化と次回の開催について承認した。続い
て75期の新メーリングリストについて谷川達夫
君が説明し、東京75期同窓会からの報告を田中
昭君と山下玲子さんが行って総会を終え、いよい
よ懇親会となった。先ず来賓としてご臨席を賜っ
た福田博造先生（物理）から卒寿のスピーチを頂
戴した。いつまでもお元気で教え子を励まし続け
られる先生のお話に感動し、我々も頑張らねばと
気持ちを新たにした。次に、東京から夫人同伴で
出席した宮下英雄君の音頭で乾杯し、美味しい料
理を味わいながら自由な歓談となった。クラス毎
に囲んだ各テーブルでは、久しぶりに再会したク
ラスメートや友人たちと思い出話や近況報告で盛
り上がり、あっという間に校歌斉唱となり、 5

番までを大きな声で歌って、一次会はお開きとな
った。同じホテルでの 2次会へは58名が参加した。
あちこちのブースで笑いと歓声の渦が広がった。

午後 5時、 3年後の同窓会での再会を約束して
終了した。まだ、しゃべり足りない連中は十三の
町へ流れて、三次会、四次会へ消えていった。

● 88期同期会報告
山 中 伸 一・仲 江 川 千 鶴（88期）

　平成27年11月 7日（土）大阪・堂島ホテルに
おいて、 2 年に一度の開催が恒例となっている
88期の同窓会を開催いたしました。
　80名を超える参加者が集い、春に黄綬褒章受
章の横山慶子さんご発声による乾杯で始まった会
は、第 1部・ 2部合わせてあっと言う間の 5時
間でした。
　今回はイベント的要素を極力控え、普段なかな
か会えない友との「語らいの場」を提供する事を
第一に考え、会の進行を計画しましたが、唯一の
イベント（余興？）「One・One・Oneコーナー」
で全員に one-word, one-phrase, one-sentence の
いずれかで自分の近況報告をしていただきました。
　ルールを気にしながらの慎重かつ大胆？な発言
は本当に興味深いもので、なかには 2 -phrase以
上になってしまってペナルティー（チャリティー
募金）を取られた方も…。会場内爆笑の場面も多々
あり本当に楽しいものとなりました。
　最後に全員で校歌斉唱、記念撮影にて第 1 部
は無事お開きとなりました。
　同じホテル内で場所を移した第 2 部にも
ほぼ全員が参加、思い思いに席を移しながら、
時間の許す限り旧友との歓談を楽しんで下さ
った事が私たちにとっては嬉しい驚きでした。
　最後になりましたが、ご協力いただきまし
た幹事会諸氏、有志諸氏にこの誌面をお借り
し改めて御礼申し上げます。
　さて、次回はいよいよ「還暦同窓会」です！

投稿〆切日及び文字数などについては、投稿基準をご参照ください。14 六稜会報 第66号（平成28年3月1日発行） 15RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.66(Mar.1,2016)



16 六稜会報 第66号（平成28年3月1日発行） 17RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.66(Mar.1,2016)



18 六稜会報 第66号（平成28年3月1日発行） 19RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.66(Mar.1,2016)

●�89期「破竹の会」同期会報告
新�比�惠�智�子（89期）

　 9月連休の19日（土）と20日（日）を利用して、
89期「破竹の会」同期会が開催されました。今
回は橋本淳幹事長のきめ細かで強力なリーダーシ
ップの下、102名が箕面観光ホテル「大江戸温泉
物語」に全国各地から集合し、大宴会に展望露天
風呂、聖天の森での鷹渡り観察、箕面の滝ハイキ
ングなど、爽秋の休日を修学旅行気分で満喫しま
した。全員が幹事長手作りの在学当時の写真付き
名札を首から下げて、当時の面影と今の顔と見比
べながら、昔話に花を咲かせました。50代後半
となった現在の色々な苦労話に共感し、新たな刺
激を受け、お互いにたくさんの前向きな気持ちを
交換できたように思います。
　一次会は梅本州一君と植田京子さんによる軽妙
な司会で始まり、宴たけなわで、オクラホマミキ
サーの音楽に合わせ、思い思いに趣向を凝らした
プレセント交換、大屋知嗣君指揮による校歌斉唱、
ロシアンルーレットによる次回の幹事決めなど。
二次会は坂平秀雄君と新比惠智子の司会により在
学当時の懐かしいエピソードに関する
勝ち抜きクイズやクラス毎のカラオケ、
最後は中島みゆきの「時代」を輪にな
って合唱しながら、北野高校で出会い、
共に 3 年間を過ごせた喜びを改めて
噛みしめました。二日目の鷹渡り観察
と箕面の滝ハイキングでは、高田尚子
さんの案内で珍しい鷹柱（註：上昇気
流に乗って複数の鷹が竜巻状に旋回上
昇をしている状態）も観察でき、貴重な思い出と
なりました。
　 3 年後の次回は記念すべき還暦同窓会。髙木
直史・新幹事長と 3年 2組を中心に各クラス幹
事が知恵と力を結集して素晴らしい会を企画し、
一人でも多くの皆様と元気でまたお会いできる日
を心から楽しみにしています。

●�112期同期会�開催報告
蓮�池�隆（112期）

　 2015/12/30（ 水 ）、
112期同窓会の 2次会
がホテルプラザオーサ
カで開催されました。
前回の同窓会も同会場
で開催したことから、
懐かしさとともに旧友
と久しぶりに会える嬉

しさでいっぱいの気持ちで参加いたしました。 1

次会でクイズ大会等の余興が行われたため、 2次
会は歓談が中心でしたが、会って話すのが高校卒
業以来という旧友もたくさんおり、高校時代の懐
かしい話に花が咲きました。もちろん、今どこで
生活しているか、どのような仕事をしているかと
いった話にもなりましたが、どの旧友も国内外問
わず、各分野のそれなりのポジションで活躍して
いる様子で、北野高校のすごさを改めて感じる 2

次会でした。司会の笹川君（笹川先生？） の絶妙
な司会で、あちらこちらで笑顔溢れる素晴らしい
会になりました。
　今回も大阪での開催になりましたが、関東で活
躍している同期も多いことから、関東でも同期会
を開催できればと現在企画中です。今回参加でき
なかった旧友もぜひ参加いただければと思います。
　最後になりましたが、今回の同窓会の運営・取
りまとめをしてくれた幹事の皆さんに感謝の意を
表します。

1次会

2次会



同期会予告
●60期同期会
日　時： 平成28年 5月11日（水）11時半～14時
場　所： ウェスティンホテル大阪　 ₁階

大阪市北区大淀中 1 - 1 -20
TEL：06-6440-1111

同期諸兄の多数のご参加をお待ち申し上げます。
特に昭和 4 年組は米寿（数え齢）です。元気なお顔
を期待しています。
なお、詳細は 4月頃に各人宛ご案内いたします。

平成28年度 幹事　太田元治

● 113期学年同窓会
恒例となりました 4年に 1回の同窓会を下記の通り
開催いたします。
今回は初めて日曜日に開催します。

日　時：平成28年 9月18日（日）午後
場　所：北野高校内　六稜会館
二次会も企画中です。
詳細は、 8月上旬ごろにメール・Facebook・ハガキ等
でご案内します。
奮ってご参加ください。
幹　事：早川慶朗・和田有紀　kitano113@gmail.com

母校の窓

《文化部》
文藝部
■2015年度
今年度は新入生を迎え、総勢 6人で活
動しています。
週一回の定期活動日を中心に、和気藹々
とした雰囲気の中で楽しく活動してい
ます。お互いに作品に向けての相談を
するなど、充実した時間を過ごしてい
ます。
部誌は以下のようになっています。
・ 4月： 生徒会発行　年誌（協力）
・ 6月： 『北野文学』『幻　六稜祭号』　

六稜祭にて
・ 8月： 『幻　八月号』
・12月： 『六花の旋律』、茨木・北野文

藝部による合同誌『夢幻』
1月16日以降の発行予定は、
『幻　一月号』
『幻　新入生歓迎号』　となっています。
今後の活動指針、部員の精力源となり
ますので、部誌の感想、ご意見などあ
りましたら是非、北野高校文藝部宛て
にお寄せください。

E.S.S.（English Speaking Society）
■2015年度
現在、 2年20人、 1年 7人と ALT、SET
の先生とアットホームな雰囲気で楽し
く活動しています。活動日時は毎週火
曜日と木曜日の17時まで、活動場所は
LL教室です。
台湾の修学旅行生やアメリカの姉妹校
から来た生徒の歓迎パーティの運営を
行うなど、海外の学生との交流も盛ん
です。また、季節行事ごとにパーティ
を行ったり、洋画や洋楽の鑑賞、ゲー
ムを通じて英語に触れる機会を多く設
けています。英検やスピーチコンテス
トに挑戦しやすい環境もあります。

物理研究部
■2015年
物理研究部は現在 5人で活動しています。
物理及び情報に関わることを各々が研
究・勉強・制作しています。
例えば
・ゲーム制作（Unity）
・情報系の国家試験に向けての勉強
・情報理論の勉強（高校範囲で扱わない）
・プログラミングコンテストへの参加
…等々です。

化学研究部
■2015年
2016年 1月現在、 2年生 1人・ 1年生
2人の計 3人で毎週火・木曜日に活動
を行っています。
毎年 6月の六稜祭では演示実験に加え、
今年は展示も行う予定です。
昨年はそれぞれの興味ある実験をおの
おの研究していました（メチレンブル
ーや金属樹など）。

生物研究部
■2015年度
現在、部員は 2年生 1人、 1年生 2人
です。

長期休暇などを利用して、野鳥の観察、
施設見学、六稜祭には展示などを行っ
ています。

地学研究部
■2015年
地学研究部は 2年生21人、 1年生22人
で主に地学教室や屋上の天文台で活動
しています。
今年の部員はほぼ全員が他クラブと兼
部しているため、日常的に活動するこ
とはあまりできませんでしたが、その
代わりおおよそ 1ヶ月に 1回ほど実施
した屋上の天文台での観測会では、学
年、男女を問わず、多くの部員が参加し、
天体観測を楽しみつつ、普段できない
ような交流も楽しむことができました。

美術部
◎活動状況
私達美術部は、2016年 1月現在、 2年
生 1人、 1年生 1人の計 2名で日々活
動しています。
部長に希望日を伝え、そのときに活動
するので、自分のペースでじっくりと
制作に取り組むことができます。
ジャンルは基本的に自由で、絵画やデ
ザイン、木工、彫刻など、先生の指導
を受けながら、各々が興味のあるもの
に挑戦しています。
◎活動内容
■2015年
1月 ・コンクール展出品 
・年誌表紙作成

2月 ・ブロック展出品
（ 1年 4名・ 2年 4名）

3月 ・キャンドル製作
4月 ・デッサン、油絵、水彩体験

（新入生歓迎）
6月・六稜祭（看板作成、部誌発行、

抽象作品の展示、手作り絵葉書
販売、手作りキャンドル販売）

8月 ・高校展出品（ 2年 1名）
10月 ・体育大会看板作成
12月 ・部誌発行

六稜祭や体育大会で使われるプ
ログラムの表紙のすべて美術部
員が担当しています。

コーラス部
■2015年
現在、二年生 3人、一年生11人の計14
人（うち、女子10名、男子 4 名）で、
楽しく歌うことを第一目標に日々励ん
でいます。順調に部員も増えてまいり
ました。まだまだ少人数合唱ですが、
だからこそ作れる音というものを目指
してまいりたいと思います。
～今年度の活動～
4月 ・新入生歓迎コンサートに出演 

演奏曲目：『Ev'ry Time I Feel the 
Spirit』 『共演者』

6月 ・ミュージカル『サウンドオブミ
ュージック』を上演

8月 ・コーラス部のOBOG会のコンサ
ート『稜声会フェス』に出演

演奏曲目：『IN TERRA PAX』 『群青』『Over 
the Rainbow』 『茜色の約束』『ホール・
ニュー・ワールド』 『チム・チム・チェリ
ー』 『星に願いを』『プレゼント』 『ここか
ら始まる』 『すべての山に登れ』　ほか
9月 ・中庭で演奏会
演奏曲目：『ボクノート』 『ここから始
まる』 『北野高校校歌』
12月  ・文化芸術祭舞台発表部門に出演

演奏曲目：『あわてんぼうのサンタクロ
ース』『Songs of Nature』より「Melodies 
Steal into My Heart」「This Day」
～これからの活動予定～
1月 ・第15回ヴォーカルアンサンブル

コンテストに出場予定
演奏曲目：『よかったなあ』 『Songs of 
Nature』より「This Day」
6月 ・六稜祭でミュージカル『オズの

魔法使い』を上演予定

オーケストラ部
基本的に、演奏、指揮、運営に至るま
で全てを現役の生徒が行っています。
演奏面ではOB・OGの方に指導してい
ただいております。ほとんどが初心者
からのスタートですが、より良い演奏
のために部員一同練習を重ねています
ので、ぜひ演奏会に足をお運びいただ
きますよう、よろしくお願いいたします。
詳しくは「北野高校オーケストラ部」
で検索していただき、公式ホームペー
ジをご覧ください。
（2012/ 1 / 3より移転しました。ご注意
ください。）
●第69回定期演奏会日時：2016年 5月
3日（火）
場所：箕面市立グリーンホール（入場無料）
曲目： モーツァルト オペラ「魔笛」序曲

ブラームス セレナーデ 第 1番 ニ長調
ブラームス ハンガリー舞曲 第 5番
ビゼー 交響曲 1番 ハ長調など

部員一同お待ちしております。ぜひお
越しください。
■2015年度
●部員
　 2年…24名（女：19、男 5） 
　 1年…16名（女：15、男 1）
●主な活動報告
5月 4日  第68回定期演奏会
6月 7日  Grazie Concert（六稜祭）
7月10日  フェアウェル・パーティー

で演奏
8月 8日～11日　合宿
10月16日  体育大会で演奏
10月25日  六稜同窓会総会で演奏
11月 3日  November Concert
11月15日  第一ブロック音楽会
12月24日  文芸祭
2月 7日  大阪府高等等学校芸術文化祭
合宿では、OB、OGさんが来てくださ
って、指導していただきました。
11月 3日には2004年以降開催されてい
なかった第 2 回 November Concertを
行いました。
文芸祭ではオーケストラ部としての演
奏のほか、吹奏楽部、ジャズ・フォー
クソング部の有志とともにミュージカ
ル「レ・ミゼラブル」の伴奏をさせて
いただきました。

吹奏楽部
現在、 1年生27名、 2年生31名の計58
名で活動しています。引退した 3年生
を含めると81名となり、校内の部活動
としては最大級の規模となります。
コンクールや定期演奏会をはじめとす
る、数多くの演奏機会に恵まれていま
す。お客様に楽しんでいただくこと、
また演奏者自身も楽しむことを目標と
して、日々練習を重ねています。
部内のレクリエーションも充実してい
て、合宿や各種イベントを通じて、部
員同士の仲を深めています。
活動内容は、公式サイト、Twitterで随

● 2 年ぶりの124期同期会
田 村 梓（124期）

　12月28日に卒業 4年後の同期会を開催しまし
た。私たち124期は成人を迎えた 2年前にも同期
会を開催していたので、どれほど集まるか少し不
安でしたが、総勢186名の参加があり、今回も大
成功でした。
　六稜会館での昼の部は、高校時代の仲間たちと
の久々の再会に話が弾みました。後半は参加者の
約 3分の 1が景品を貰えるという、高確率のビン
ゴ大会を開催しました。喜八洲のみたらしだんご
など十三らしいものから、野球部の有志がチョイス
してくれたユニークなものまで、何が出てくるのか
わからない展開に笑いが絶えませんでした。夜の
部は、梅田のパーティー会場で開催し、お酒も入
ってさらに盛り上がりました。昼も夜もお世話にな

った先生方が参加してくださり、近況を報告する
など高校時代とはまた違ったお話ができ、改めて
大人になったと感じました。
　来年からは就職する人も多く、住む場所もます
ますばらばらになっていきますが、高校時代に共
有した濃い時間はいつまでも変わりません。これ
から先も、会うと元気が出るような仲の良い124

期でありたいです。集まってくれた124期の皆、
一緒に同期会を作ってくれたクラス幹事や協力し
てくれた皆、本当にありがとう！　お越し頂いた
先生方やサポート頂いた事務局の皆さんもありが
とうございました。
　次回は 6年後！（ 3年後に東京でという話も
ありますが。）各方面で活躍する皆と会えること
を楽しみにしています！

投稿〆切日及び文字数などについては、投稿基準をご参照ください。20 六稜会報 第66号（平成28年3月1日発行） 21RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.66(Mar.1,2016)



時更新中ですので、ぜひ『北野ブラス』
で検索してみてください！

■2015年
1月25日  管打楽器ソロコンテスト　

大阪大会　2015（相愛大学
本町キャンパス内 アンサン
ブルスタジオ）

2月 2日  第34回大阪府高等学校芸術
文化祭（大東市総合文化セ
ンター サーティーホール）

※ 大阪府合同オーケストラ奏者として
一部演奏

3月26日  レインボーコンサート（ホ
テルプラザオーサカ）

5月 3日  第17回定期演奏会（池田市
民文化会館 アゼリアホール）

6月 7日  六稜祭（本校多目的ホール）
7月18日  第10回奏でよう夏の吹奏楽

コンサート（千里金蘭大学
佐藤記念講堂）

7月27日  第54回大阪府吹奏楽コンク
ール北地区大会 
高校A【金賞・代表】（大東
市総合文化センター サーテ
ィーホール）

8月15日  第54回大阪府吹奏楽コンク
ール大阪府大会 
高校A【銅賞】（大阪国際会
議場）

8月19日～21日　北野ブラス合宿（福井）
10月10日  学校説明会（本校多目的ホール）
10月16日  体育大会（本校グラウンド）
10月18日  防災キャンペーンのオープ

ニングによる演奏（新大阪駅）
11月 3日  第12回音の大収穫祭（本校

多目的ホール）
11月15日  第33回第一ブロック音楽会

（千里金蘭大学佐藤記念講堂）
11月23日  大阪府高等学校音楽会（大

東市総合文化センター サー
ティーホール）

※大阪府合同オーケストラ奏者として
一部演奏
12月24日  第17回文化芸術祭（吹田市

文化会館 メイシアター）
12月26日  第41回大阪府アンサンブル

コンテスト 
クラリネット 5重奏【金賞】
（大東市総合文化センター 
サーティーホール）

書道部
■2015年
活動を復活して二年目の年でした。 1
年生が入部し、現在は 2年生 3人と 1
年生 2人の計 5人で活動しています。
2015年度の大きなイベントは、六稜祭
での書道パフォ -マンスでした。中庭で
音楽に合わせて、大きな作品を書きま
した。
文化芸術祭では、八つ切りサイズの作
品に取り組みました。

写真部
■2015年
活動休止中です。

放送部
現在、男子 3人、女子 4人で学年に関
係なく、仲良く活動しています。
主な活動は、お昼の放送、発声や読み
の練習と学校行事の司会、アナウンス
です。そのほか、各種コンテストにも
参加しています。

【2015年度の活動】
6月　 六稜祭…司会
9月 　校内水泳大会…進行アナウンス
10月 　体育大会…アナウンス、実況
12月　文化芸術祭舞台発表部門…司会

進行アナウンス
朗読劇「賢者の贈り物」

映画研究部
■2015年
現在部員は 2年生と 1年生計11人で月
に 1回、視聴覚室で活動しています。
今年度は「TIME」「天使と悪魔」「おお
かみこどもの雨と雪」「ローマの休日」
…等々を見ました。

囲碁将棋部
■2015年
◆ 部員 2年男子 4人 

1年男子 2人　計 6人
◆活動日　火・水・木の放課後
◆活動場所　LAN教室
◆活動内容
水・木の放課後には外部から講師の方
がいらっしゃって、指導を受けています。
また、茨木高校などと交流も行ってい
ます。
◆実績
大阪府高等学校囲碁新人大会B級準優勝
大阪府高等学校将棋選手権夏季大会 A
級準優勝、 3位入賞
近畿高等学校総合文化祭（近畿大会）
ベスト 8　他

ダンス部
私たちダンス部は、2016年 1 月現在、
2年生10人、 1年生19人の合計29人で
「感動を、あなたに」を目標に、日々仲
良く楽しく活動しています。基本的に
平日は毎日、本番前は土日も練習して
います。
2004年11月にストリートダンス同好会
として発足してから、10年が経ちまし
た。これからもたくさんの人に感動を
届けられるよう、頑張っていきます。
応援よろしくお願いします！
■2015年度
2015年
6月　 六稜祭
7月　 箕面祭り
8月　 日本高校ダンス部選手権

近畿・中国・四国大会　出場
9月　校内中庭　発表
10月　学校説明会　発表
11月　ダンスドリル秋季競技大会
12月　文化芸術祭　発表
2016年
2月　第11回高校生ダンスフェスタ　参加

演劇部
■2015年
現在は 2年生 4人で活動しています。
普段は、セミナーハウス三階の和室で、
発声・滑舌・筋トレなどを中心に基礎
練習を行い、公演に向けて日々努力し
ています。
2015年度は公演を一度打ち、文芸祭に
おける舞台照明にも関与させていただ
きました。
部員の大半は初心者ですが、全員で切
磋琢磨しながら練習を積み重ねています。

ジャズフォークソング部
■2015年度
私たちジャズフォークソング部は、 1

年生12人、 2年生 8人の計20人で活動
しています。部員同士、先輩後輩の仲
もよく、毎日楽しく練習しています。
ジャズでは、サックス、トランペット、
トロンボーン、ピアノ、ドラム、ベース、
ギターの 7つのパートで編成していま
す。ビッグバンド編成で、「A列車で行
こう」、「Moanin'」などの曲を、少人数
編成では、「Lady Madonna」、「いつか
王 子 様 が 」、「Take Five」、「C-jam 
Blues」などの曲を演奏しました。
また、フォークソングではギターの弾
き語りや、ギターとピアノのデュオな
どで演奏しています。今年度は Oasis
「Don't look back in anger」、中島みゆ
き「糸」、THE BLUE HEARTS「終わら
ない歌」、SHISHAMO「がたんごとん」
など、様々な曲を演奏しました。今年
度は、主に部活動紹介、新入生歓迎コ
ンサート、六稜祭、文化芸術祭などの
学校行事のほか、老人ホームやライブ
ハウスなどで演奏させていただきました。
同好会から部活に昇格してまだ 2年の
新しい部活ですが、これからも技術の
向上は勿論、活動の規模も広げていき
たいと思っています。応援よろしくお
願いします！

クイズ研究部
■2015年
クイズ研究部、通称「クイ研」は現在
2年生約 6人、 1年生 5人で活動して
おります。
我々の活動は主に早押しクイズです。
本年より「クイズ研究部」として新た
なスタートを切り、これからもより幅
広い活動を計画しております。
○今年度の活動実績
　QuarK 19th 準々決勝進出

《運動部》
陸上競技部
今年も快調に走り続ける陸上部は、 1
年男子18名、 1年女子 6名、 2年男子
23名、 2年女子 7名、マネージャー 1
名の総勢55名で本気で陸上を楽しんで
います。
昨日より今日、今日より明日と自分を
日々成長させ、自己ベストを大切にし
ていますが、その中で近畿大会や全国
大会に出場している選手もいます。
短時間集中で活気のあるムードとスピ
ーディーな流れの中でこれからのさら
なる飛躍を目指してチーム一丸、切磋
琢磨していきます。
■2015年
◎インターハイ大阪大会
男子
100m、200m、200m、5000m（決勝
8位）、走高跳、走幅跳、三段跳、砲
丸投、砲丸投、砲丸投、円盤投、円
盤投、やり投、やり投、八種競技、
八種競技、4×100mR（準決勝進出）、
4×400mR 
女子
400m（準決勝進出）、400m、800m、
3000m（決勝 6 位　近畿大会進出）、
3000m、3000m、400mH、走幅跳（決
勝 4 位　近畿大会進出）、走幅跳、
4 x100mR（準決勝進出）、 4 x400mR

◎インターハイ近畿大会
女子
走幅跳（決勝 6位　全国大会出場）、
3000m
◎インターハイ全国大会

女子
走幅跳
◎木南記念競技会
男子
100m、400mH、 4×100mR
女子
三段跳（決勝 3位）
◎大阪選手権
男子
4 x100mR、 4 x400mR
女子
100m、400m（準決勝進出）、400m、
1500m、OP3000m（ 5 位）、走幅跳
（ 8位）、三段跳、 4 x100mR、

4 x400mR
◎大阪ジュニア選手権大会
男子
100m、100m、200m、走高跳、砲丸
投（ 8位）
女子
100m、400m（ 6位）

◎大阪総体
男子
1年
100m（ 4位）、800m、1500m、110H、
400mH、400mH、3000mSC（ 決 勝 進
出）、3000mSC（決勝進出）、5000mW
（ 5位）、走幅跳、三段跳

2年
100m、100m、1500m、5000m、110mH、
400mH、3000mSC、5000mW、走 高 跳、
三段跳、砲丸投（ 7 位）、砲丸投、円盤
投、円盤投、やり投
共通
4 x100mR（準決勝進出）、4 x400mR
（準決勝進出）
女子
1年
100m、200m、3000m、400mH、400mH
2年
100m（準決勝進出）、200m、400m、
800m、3000m（ 7位）、3000m、走幅跳
共通
4 x100mR（準決勝進出）、4 x400mR（ 7位）

◎大阪高校駅伝
男子（16位）、女子（ 8位）

◎大泉駅伝
男子（10位）、女子（10位）

水泳部
現在、 1年生22人、 2年生16人の38人
で活動中です。中央、近畿、インターハ
イを目指し、日々練習に励んでいます！
■2015年
◎大阪府選手権（ 6月）於：なみはやドーム
　標準記録突破多数
◎中央大会（ 6月）於：なみはやドーム
　22名（標準記録突破者）　出場　
　男子100m　自由形 6位入賞
　男子400m　フリーリレー 12位
　男子400m　メドレーリレー 13位
　男子800m　フリーリレー 11位
　女子400m　フリーリレー 22位
　女子800m　フリーリレー 13位
　女子400m　メドレーリレー 16位
◎高校対校選手権（ 7、8月）於：なみはやドーム
　出場多数
　男子100m　自由形 準優勝
　男子200m　自由形 4位入賞
　男子400m　フリーリレー B決勝 1位
　女子400m　フリーリレー 21位
　男子400m　メドレーリレー B決勝 3位
　女子400m　メドレーリレー B決勝 9位
◎新人大会（ 9月）　於：大阪プール
　出場多数

　男子100m　自由形 3位入賞
　男子50m　バタフライ 9位、10位入賞
　男子200m　フリーリレー A決勝 9位入賞
　男子200m　メドレーリレー A決勝 8位入賞
　女子200m　フリーリレー B決勝 9位
　女子200m　メドレーリレー B決勝10位
器械体操部
2年生男子 1名、 1年生男子 4名女子
1名の計 6名で活動しています。部員
が増え先輩後輩の仲も良く、 OB・OG
さんもたくさん練習を見に来てくださ
います。
器械体操部についての詳しい情報は、
「六稜体操会（りくりょうは、ひらがな
でも可）」で検索していただくとご覧に
なれます。
■2015年
10月　 新人大会

男子 3部　個人　 4位
種目別　ゆか 3位
あん馬 4位

11月　 堺選手権大会
女子初級　個人　 1位

種目別　ゆか 2位
段違い平行棒 1位
平均台 1位
跳馬 2位

柔道部
■2015年
現在、 2年生男子 2名、 1年生男子 2
名の計 3名で活動しています。
平日の放課後は毎日練習に励んでいま
す。人数は少ないですが、土曜日は桜
塚高校や北淀高校などと合同練習をし
ています。また、京大、阪大、神大の
練習にも参加させていただき、充実し
た練習をすることができています。
◎第33回北地区学年別大会（ 1月）出場　
◎第64回全国高校柔道大会大阪府予選
　なみはやドーム（ 6月）
　男子団体戦　 1回戦　北野 0 - 4鳳
◎天高戦（ 7月）
　点取り戦　　北野 0 - 3天王寺
　勝ち抜き戦　北野 3人残して負け
◎大阪高校総合体育大会（ 7月）
　北野 1 - 2門真なみはや
◎大阪高校新人柔道大会（11月）
　男子団体戦　北野 -大産大

（ 4人残して負け）

剣道部
北野高校剣道部は「文武両道」をモッ
トーに、近畿大会、インターハイ出場
を目指し、日々稽古に励んでいます。
剣道部の雰囲気はとても明るく、先輩・
後輩とても仲が良いです。一緒に頑張
る仲間がそばにいるので、勉強にも集
中することができます。
★部員数（2016年 1月現在）
1年生：男子 4人　女子 1人
2年生：男子 5人　女子 5人
★活動場所・内容
［剣道場］　基本稽古、応じ技の練習、
かかり稽古、追い込み、地稽古 etc.
［屋外］　走りこみ（河川敷 ,学校外周）、
素振り etc.
★過去の成績
■2015年度
◎全国総体予選（ 6月）
　【個人】男子A: 2回戦敗退

男子 B: 1回戦敗退
女子A:ベスト16
女子 B: 1回戦敗退

　【団体】男子 : 2回戦敗退

女子 :ベスト16
◎大阪高校総体（11月）
　【団体】男子 : 1回戦敗退

女子 :ベスト16
◎天王寺高校定期戦
　【団体】男子 :勝ち

女子 :負け
◎北摂大会
　【団体】男子 : 2回戦敗退

女子 : 1回戦敗退
◎神戸大学招待試合
　【団体】男子 :ベスト 8

女子 :リーグ敗退
◎京都大学招待試合
　【団体】男子 : 3位

女子 :リーグ敗退

合氣道部
■2015年
部員は現在 1年15人、 2年17人の計32
人で活動しています。
私達は天之武産塾合氣道々場に所属し、
時間に余裕があれば、放課後には吹田
市の道場での練習に参加させていただ
いています。
今年も指導員の先生に、週に 1回体術
を中心にご指導していただいています。
他校の合氣道部との交流もあり、特に
大手前高校とは何度も合同稽古をして
います。今年は他に、春日丘高校、北
千里高校、桜塚高校とも合同稽古を行
いました。
さらに今年は夏季休業中にハチ高原に
て、大手前高校など 6校との合同合宿
も行いました。
また、大学生のOB、OGの方々も練習
に参加してくださることがあります。
現在、 1年生は 6月の六稜祭で発表す
る演武に向けて、 2年生は昇段試験に
向けて、日々稽古に励んでいます。

硬式野球部
硬式野球部は甲子園を目指して練習を
頑張っています。
互いに励まし合い、時には良いライバ
ルとして切磋琢磨し合い、日々努力を
重ねています。
応援してくださる皆様の御期待に応え
られるように、また、僕たちが野球を
している姿を 1日でも長くお見せでき
るよう、29人全員で、これからの練習
に全力で臨んでいきたいと思います。
これからも引き続き、暖かいご支援・
ご声援を宜しくお願いします。
【部員構成】
部員： 2年生　15人　 1年生　11人　
マネージャー： 1年生　 3人
■2015年 新チーム
〈秋季大会〉
　 1回戦　北野 10- 4  城東工科○
　 2回戦　北野 9 - 1  英真学園○
　 3回戦　北野 3 - 5  金光大阪●
〈公立校大会〉
　 2位リーグ優勝

サッカー部
現在、サッカー部は、 2 年生 8 人、 1
年生20人、マネージャー 3人の計31人
で活動しています。近年、成し遂げら
れていない大阪ベスト 8 を目指して、
人数が少ないながらも部員全員が意識
高く日々の練習に取り組んでいます。
サッカーができるということに対する
感謝の気持ちを忘れずにプレーしてい
きますので、みなさん、応援よろしく
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128期生同窓会クラス幹事
組 担　任 男　子 女　子
1 長谷川 和田　博貴 古賀　涼花
2 黒　田 吉松　　良 岡本あすか
3 若　宮 髙橋　悠介 松本　一紗
4 人　見 新留　　海 篠崎　稚奈
5 向　川 和田　遥樹 髙濱　愛恵
6 宮　町 棚原　　渉 平嶋　美咲
7 本　城 八木田智哉 筧　みなみ
8 二　宮 中谷　直登 齋藤　礼佳

128期生同窓会学年理事
男　子 女　子

理事吉松　　良 3-2 松本　一紗 3-3
副理事 髙橋　悠介 3-3 岡本あすか 3-2

お願いします。
■2015年
〈春季大会〉
　 2回戦　大手前○　 1 - 1（PK 7 - 6）
　 3回戦　上宮×　　 0 - 4
〈定期戦〉天王寺× 0 - 3

膳所×　 0 - 1
〈秋季大会〉
　 1回戦　成城○　 2 - 1
　 2回戦　池田×　 0 - 1

ラグビー部
2015年秋までは茨木西高校・北摂つば
さ高校・山田高校と合同チームを組ん
で大会に参加していました。 3年生 1
名は少人数選抜近畿代表及び西日本代
表に選出され、第 7回U18合同チーム
東西対抗戦に出場、花園第一グラウン
ドでプレーしました。
3年生が引退し、部員がゼロになりま
した。新入部員を大募集中です！
ラグビー部について詳しくは「北野高
校ラグビー部」で検索していただき、
公式ホームページをご覧ください。

男子バレーボール部
現在、男子バレーボール部は 2年生 8
人、 1 年生 8 人、マネージャー 3 人の
計19人で活動しています。日々、僕ら
を支えてくださっている先生方やOB
の方々への感謝の気持ちを忘れず、そ
れに応えるために、自分たちで考えて
実践する練習を行っています。近畿大
会出場を目標に頑張っていきますので
応援よろしくお願いします。
■2015年
◎大阪高校新人大会二次予選
　　● 0 - 2  大阪朝鮮高級
◎西田杯予選
　　○ 2 - 0  刀根山
　　● 1 - 2  桜塚
◎春の部別
　　○ 2 - 0  岸和田
　　● 0 - 2  河南
　　○ 2 - 0  富田林
◎豊能大会予選
　　● 0 - 2  刀根山
　　● 0 - 2  大教大池田
◎インターハイ予選
　　○ 2 - 1  大手前
　　● 0 - 2  精華
◎天高戦
　　● 0 - 1  天王寺
◎総体
　　● 0 - 2  西野田工科
◎大阪新人高校大会（部別）
　　○ 2 - 1  早稲田摂稜
　　● 0 - 2  四條畷
　　○ 2 - 0  桜塚
◎大阪府立校大会予選
　　● 0 - 2  茨木西
　　● 1 - 2  山田

女子バレーボール部
私たちは、高い目標に向かって日々練
習に励んでいます！
少ない時間を大切にして、協力してく
ださっている方々への感謝を忘れず、
全力でバレーを楽しみたいと思います！
今後とも応援よろしくお願いします。
部員　 2年生　 9人　　 1年生　 3人
■2015年
◎春季大会 1次予選
　　○ 2 - 0  阪南
　　○ 2 - 0  常翔啓光学園

　　● 1 - 2  東大谷
◎春季大会 2次予選
　　● 0 - 2  長尾
◎大阪高校総合体育大会
　　● 0 - 2  高槻北
◎大阪高校新人大会
　　○ 2 - 0  堺上
　　○ 2 - 0  懐風館
　　● 1 - 2  枚方津田
◎大阪府公立高校大会　地区予選
　　○ 2 - 0  山田
　　○ 2 - 0  北摂つばさ
　　● 0 - 2  豊島
◎大阪府公立高校大会　中央トーナメント
　　○ 2 - 0  狭山
　　● 0 - 2  成城

男子バスケットボール部
男子バスケットボール部は、 2年 7人、
1年14人、マネージャー 2人の23人で
活動しています。金曜は筋トレや走り
こみ、火～木、土日は体育館で練習ま
たは練習試合をしています。体育科の
先生が熱心に指導してくださっていま
す。全員仲が良く、練習に前向きに取
り組んでいます。中央大会出場を目指
し頑張っていますので応援よろしくお
願いします！
■2015年
◎インハイ　予選
　 1回戦　北野 ○ -● 泉大津
　 2回戦　北野 ● -○ 三国ヶ丘
◎大阪総体予選
　 1回戦　北野 ○ -● 槻の木
　 2回戦　北野 ● -○ 柴島
◎北地区公立校大会
　①北野 ○71-55● 園芸
　②北野 ○54-49● 豊島
　③北野 ○68-41● 桜塚
　④北野 ○20- 0● 箕面東
　⑤北野 ●60-74○ 北千里
最終結果
　グループ 2位 4勝 1敗

女子バスケットボール部
私たち女子バスケットボール部は、現
在 2年生 6人、 1年生 1人、マネージ
ャー 1人の計 8人で活動しています。
月曜日と金曜日は体育館が使えないの
で、月曜日はオフで、金曜日は筋トレ
等をしています。それ以外の日には体
育館で練習できます。
■2015年
◎大阪総体地区予選
　 1回戦　○106-37 北淀
　 2回戦　●69-91 淀商業
◎北地区公立校大会
　①　●46-75 千里
　②　●85-88 豊中
　③　○83-64 福井
　④　●67-73 東淀川
◎新人戦
　 1回戦　●47-56 槻の木
◎インターハイ予選
　 1回戦　●32-51 生野

男子ハンドボール部
僕たち男子ハンドボール部は指導者の
いない中、現在 2年生21人（内マネー
ジャー 1名）、 1年生19人（内マネージ
ャー 2人）計40人で活動しています。
OBさんに練習を見てもらいながら日々、
キャプテンを中心に一生懸命練習に励
んでいます。
近畿大会出場を果たすなど、輝かしい

成績を納められました先輩方を追い越
せるよう、大阪ベスト 4・近畿大会出
場を目標として頑張っています。
■2015年
◎春季大会（北地区大会）
　（ブロックリーグ戦）
　　●北野 12-16 千里青雲○
　　●北野 18-19 同志社香里○
◎秋季大会
　 1回戦
　　○北野 26-15 三島●
　 2回戦
　　○北野 29-20 上宮●
　 3回戦
　　●北野 18-25 関西大倉○
◎新人大会（北地区大会）
　（ブロックリーグ戦）
　　●北野 10-20 春日丘○
　　○ 北野24-17 寝屋川●

女子ハンドボール部
私たちは現在 2年生14人、 1年生 7人、
マネージャー 2人の計23人で月～土曜
日にハンドコートで活動しています。
2人のOBさんの指導のもと、中央大会
を目指し、夏の暑さにも負けず、冬の
寒さにも負けず、元気いっぱい声を出
して練習に励んでいます！これからも私
たち女ハンをよろしくお願いします！
■2015年
◎春季　インターハイ予選大会
　ブロックリーグ
　　○11- 7  寝屋川
　　○25- 8  大冠
　ブロック決勝トーナメント
　　● 8 -15 箕面
◎秋季大会（南北オープントーナメント）
　 1回戦　○21-16 鳳
　 2回戦　○17- 9  富田林
　準々決勝　● 5 -36 城南
◎新人大会
　ブロックトーナメント
　　○11- 7  寝屋川
　　○14- 7  牧野
　ブロック決勝トーナメント
　　●10-21 箕面

男子テニス部
男子テニス部は現在 2年10人、 1年 7
人の計17人でほぼ毎日活動しています。 
OBのみなさんからのボールやガット張
り機はいつも大切に使わせていただい
ています。
大阪総体団体の部ベスト 8以上、近畿
公立団体ベスト 8以上という目標に向
かって高い意識で日々練習に取り組ん
でいます。これからも男子テニス部を
よろしくお願いします。
■2015年
7月　◎春季赤坂杯
　　　　 シングルス　ベスト16（ 2名）
　　　　出場（ 3名）
　　　◎大阪サマートーナメント
　　　　シングルス　出場（ 1名）
8月　◎夏季大阪総体
　　　　シングルス　ベスト64（ 1名）
　　　　ダブルス　ベスト64（ 1組）
9月　◎秋季大阪総体
　　　　団体戦 1部　ベスト16
10～11月
　　　◎大阪公立団体

　団体戦　ベスト32
　　　◎大阪公立個人

　シングルス　ベスト64

女子テニス部
現在、 2年生13人、 1年生 6人で 毎日
楽しく、元気いっぱい活動しています。
厳しいときは厳しく！楽しむときは楽
しむ！をモットーに 一人一人が目標を
持って練習に励んでいます。
今年もOB・OGさんから練習球やテニ
ス用品をいただきました。大切に使わ
せて頂いております。ありがとうござ
います。
これからも応援よろしくお願いします！
■2015年
◎大阪ジュニア
　本戦出場　シングルス 1人
◎スプリングトーナメント（単）
　本戦出場　 2人
◎春季総体
　本戦出場　シングルス 2人
　　　　　　ダブルス 2組
◎春季団体
　本戦出場
◎春季赤坂杯（単）
　本戦出場　 5人
◎サマートーナメント（単）
　本戦出場　 2人（優勝）
◎夏季総体
　本戦出場　シングルス 4人（ 1人ベ
スト16）
ダブルス 1組
◎公立個人（単）
　本戦出場　 4人　（ 2人ベスト 8）
◎秋季団体
　本戦出場
◎大阪公立高校団体　優勝
◎田村杯
　本戦出場　シングルス 2人
◎近畿公立高校団体
　 5位タイ
◎秋季赤坂杯（複）
　本戦出場　 2組

卓球部
卓球部は現在 2年生男子 3人、女子 3
人、 1年生男子 4人、女子 2人で活動
しています。
体育館またはセミナーハウスを借りて
ほとんど毎日練習しています。近畿大
会出場を目指して部員全員が真剣に練
習に励んでいます。
■2015年
◎全国選抜シングルス予選（ 1 /12）
　男子
　 5回戦進出（ベスト16） 6回戦進出
　（ベスト 8）
◎春季大阪高校選手権大会
　男子団体（ 4 /26）
　 1回戦　北野 3 - 2  清水谷
　 2回戦　北野 3 - 2  富田林
　 3回戦　北野 2 - 3  鳳
　女子シングルス（ 5 / 3） 3回戦進出
　男子ダブルス（ 5 / 4） 2回戦進出
　男子シングルス（ 5 / 5） 4回戦進出
　女子ダブルス（ 5 / 5） 3回戦進出
◎大阪64ブロック大会（ 4 /29）
　男子シングルス 5回戦進出
◎全日本 Jr予選（ 8 / 4）
　男子シングルス 4回戦進出
◎大阪高校新人大会
　女子団体戦（ 8 /17）
　 1回戦　北野 3 - 1  樟蔭
　 2回戦　北野 0 - 3  和泉
　女子シングルス（ 9 /13） 3回戦進出
　女子ダブルス（ 9 /19） 2回戦進出
　男子シングルス（ 9 /21） 2回戦進出
　男子ダブルス（10/11） 2回戦進出

◎大阪総体
　男子（11/ 3）
　 1回戦　北野 3 - 0  芦間
　 2回戦　北野 0 - 3  精華
　女子（11/15）
　 1回戦　不戦勝
　 2回戦　北野 2 - 3  四條畷学園

バドミントン部
バドミントン部は現在、 2年生23人＋
1年生38人で活動しています。
支えてくださっている先生と保護者の
方々への感謝を忘れず、常に工夫しな
がらコートの外でもバドミントンにつ
ながるような練習をしています。部と
しての目標である団体戦男子ベスト 8
女子ベスト16を達成するため、一丸と
なって励んでいます。
今後とも、バドミントン部をよろしく
お願いします！！
■2015年
◎ 第62回大阪高等学校バドミントン選
手権大会（冬の大会）
　男子
　　［ダブルスⅡ部］　　 3回戦進出
　　［シングルⅡ部］　　 5回戦進出
　女子
　　［ダブルスⅡ部］　　 4回戦進出
　　［シングルⅡ部］　　 5回戦進出
◎ 第69回大阪高等学校春季バドミント
ン競技大会（春の大会）
　男子
　　［団体］　　　　　　 1回戦敗退
　　［ダブルスⅡ部］　　 2回戦進出
　　［シングルⅡ部］　　 4回戦進出
　女子
　　［団体］　　　　　　 1回戦敗退
　　［ダブルスⅡ部］　　 3回戦進出
　　［シングルⅡ部］　　 7回戦進出
◎ 第70回大阪高等学校総合体育大会バ
ドミントン競技の部（夏の大会）
　男子
　　［団体］　　　　　　初戦敗退
　　［ダブルスⅡ部］　　 4回戦進出
　　［シングルⅡ部］　　 7回戦進出
　女子
　　［団体］　　　　　　 4回戦進出
　　［ダブルスⅡ部］　　 6回戦進出
　　［シングルⅡ部］　　 4回戦進出

山岳部
山岳部が復活して 3年目を迎えました。
2年 4人 1年 5人で普段は活動してい
ます。
普段は、月、火、木曜日に体力作りと
してランニングや階段昇降をし、水、
金曜日には勉強としてガスを使って料
理しています。
また月に 1 回、山を登っています。こ
れまで、六甲山、愛宕山、金剛山、岩
湧山などを登りました。夏には夏山合
宿に行き、上高地に行きました。
OB、OGさんにも登山に付き添いとし
て参加してもらったり、テントの張り
方や天気図の書き方を教えてもらった
りしています。
昨年は大阪春季大会で優勝してインタ
ーハイに出場しました。
〈活動実績〉
■2015年
　第69回大阪高校春季登山大会
　　団体 1位
　第59回全国高等学校登山大会
　　A隊36位
　第61回近畿高等学校登山大会

　　A隊10位
　第51回大阪高校秋季登山大会
　　団体 5位
　　男子A 3位
　　男子 B 6位

《同好会》
女子サッカー同好会
■2015年
女子サッカー同好会は現在 1年生 3人、
2年生 1人で活動しています。
主に火曜日から木曜日の昼休みにグラ
ウンドで練習をしています。兼部も可
能です。
前年度は柴島高校や東住吉高校と合同
練習をさせていただきました。

茶道同好会
■2015年
茶道同好会は現在部員10名でほんわか
楽しく活動しています。活動は週一回
水曜日で、作法を基本から学んでいます。
主な活動は以下の通りです。
　2015・ 1　設立
 6　六稜祭でお茶会
 7　交換留学生をおもてなし

百人一首同好会
■2015年
百人一首同好会は2015年12月に創設さ
れた新しい同好会で、現在部員は一年
生のみで、男子 6人女子 6人計12人で
活動しています。
部員の級の獲得を近い目標として見据
えており、各々が高い意識を持って日々
練習に取り組んでいます。
かるたの試合に積極的に参加していき
たいと考えており、「北野」の名を背負
って頑張っていきますので、みなさん
応援よろしくお願いします。
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会  長 前   田   隆   弘  （６７期） 

「期待を超えるサービス」で 

快適なオフィスワークの実現をお手伝いします 
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添　田　隆　昭（78期）

TEL.0736-56-2233

高野山真言宗宗務総長
真田坊蓮華定院住職

 

 

株式会社旭屋書店 代表取締役社長 早嶋 茂（87 期）  
〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1
大阪駅前第一ビル B1
TEL 06-6345-3100

劉　由紀（81期）

上 谷 秀 子（94期）

（株）上谷商店
〒530-0041
大阪市北区天神橋4-6-17
TEL 090-6329-3350
営業日／月曜〜金曜日
営業時間／16：00〜21：00

理事長 森 本 義 晴（ 期）

ＩＶＦ大阪クリニック

東大阪市長田東 丁目

ＩＶＦなんばクリニック

大阪市西区南堀江

ＨＯＲＡＣグランフロント大阪クリニック

グランフロント大阪タワーＢ Ｆ

（不妊症専門）（不妊症・体外受精専門）
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お悔やみ
平成27年 6月以降、平成27年12月までにご連絡頂きました
方々をご卒業期順に掲載しております。謹んでお悔やみ申
しあげます。なお、本欄に誤りのある場合は、事務局まで
お知らせ下さい。次号で訂正させて頂きます。 （敬称略）

49期 木村 孝彦 平成27年 8月 7日
52期 津田 禎三 平成27年11月24日
53期 鈴村 基 平成27年10月15日
54期 天野 正一 
 加藤 友彦 平成27年 6月 4日
 齋藤 整督 平成27年 1月 4日
 潮田 峰治 平成27年 3月 7日
55期 奥田 至 平成27年12月 9日
 杉浦 慶之助 平成26年 4月26日
56期 青木 博 平成27年11月 4日
 石上 佳春 平成27年 4月26日
 大西 伊一 平成27年 3月 3日
 加藤 義郎 平成27年 8月12日
 螺良 英郎 平成27年 3月14日
 中田 宏 平成26年12月 4日
 西 義弘 平成27年 8月 8日
 細見 弘 平成27年 8月12日
 前田 稔 
 宮本 幸夫 平成26年 9月30日
 吉田 隆彦 平成26年 9月18日
57期 来馬 増夫 平成26年11月 5日
 小竹 正男 平成27年 3月16日
58期 尾木 俊一郎 平成27年 2月22日
 出口 庄佑 平成27年 8月 2日
59期 金田 正道 平成27年 1月10日
 木村 卍 平成24年11月20日
 小林 辰夫 平成27年 4月30日
 後藤 武久 平成25年12月 8日
 高坂 照男 平成26年 8月22日
 高橋 悠紀夫 平成27年 2月
 中須賀 澄 平成26年 4月28日
60期 貫名 茂治 平成27年 4月17日
 前田 悠紀人 平成27年10月 5日
 若松 昭衛 平成26年 1月17日
61期 大石 善惟 平成27年 3月31日
 岡 博 平成27年 7月31日
 木原 宣郎 平成27年 3月29日
 汐見 昌夫 平成27年
 関本 博 平成27年 7月15日
 津田 宗孝 平成27年 7月13日
 西畑 恵治 平成27年12月16日
62期 岡 源郎 平成27年 7月 3日
 澤田 正造 平成27年10月21日
 辻 彰 平成27年 7月 2日
 鶴田 康 平成26年 9月 5日
63期 浦西 正雄 平成27年 9月 8日
 綿村 勝 平成26年 4月19日

64期 片山 國彦 平成27年 9月20日
 西山 潤 平成27年 4月 2日
65期 安藤 博文 平成27年10月21日
 加瀬 和夫 平成27年 4月 9日
 葛原 順一 平成26年 9月28日
 馬場 建三郎 
66期 三吉 隆裕 平成27年10月14日
 小西 貞子 平成27年 6月14日
 志甫 昭美 平成27年 9月 2日
 中井 美智子 
 林 スミ子 平成26年 9月10日
67期 青木 彰 平成26年12月 2日
 清水 金彦 平成27年 9月29日
68期 今中 幸男 平成26年10月10日
 小倉 哲也 平成27年 8月 8日
 下田 洋二 平成27年 7月21日
 橋本 志郎 平成27年 6月 3日
69期 竹口 清市 平成27年 8月13日
 脇阪 隆三 平成27年 3月18日
70期 五十鈴川 浩兒 平成27年 6月25日
 石原 博 平成27年11月17日
 加藤 博明 平成27年 9月30日
 郡 俊彌 平成27年 9月18日
 坂本 雄二郎 平成27年 7月25日
 瀬島 宏一 平成27年 6月 5日
 棚橋 得 平成27年 7月26日
 南 恵一郎 平成27年 9月 8日
 山口 徹 平成26年12月
71期 田中 淳之 平成27年 8月24日
 田村 穣二 平成27年 7月13日
 友行 久昭 平成27年 9月 5日
 中田 實 平成27年 6月 6日
73期 前田 宏治 平成27年11月 1日
74期 潟岡 隆士 平成27年 5月21日
 松本 章 平成27年 6月 6日
75期 木村 敏彦 平成27年 3月
 白井 美二 平成25年 8月 2日
 三輪 順彦 平成24年 3月 3日
 宮崎 史康 平成26年 4月25日
 佐藤 睦美 平成27年 7月21日
76期 安東 利彦 平成26年 1月29日
 角田 譲 平成27年 8月27日
 川池 和彦 平成26年12月23日
 神野 宏 平成27年 3月14日
 吉川 順康 平成25年 8月
77期 杉田 直順 平成27年 6月30日
 寺崎 俊夫 平成27年 7月 8日
79期 伴 達夫 平成27年 8月25日
 吉藤 幹雄 平成27年 4月23日
 渡辺 登美 平成27年 6月21日
80期 菅川 和俊 
 塚本 新生 
81期 木下 鉄矢 
83期 野尻 知里 平成27年11月13日

事務局だより
理事会報告
■平成27年 9月12日開催
承認事項
○ 総務委員会：142周年総会についての第二回打
合せをした。当番期の96年理事から趣向を凝
らすなど報告があった。
○ 財務委員会：会報に広告ページが増え、予定の

1,600千円が順調に入金している。年会費納入
はまだまだで、其々の学年で工夫願いたい。
○ 会館催事委員会：トークリレー134～139回予
定報告。
○ 名簿委員会：整理は充実して来ているが、各期
の不明者を把握し、年会費の納入増に繋げたい。
○ 広報委員会：会報65号を 9月 1日発送。66号
原稿予約は11月末、原稿集めは年内とする。 
クラブ・同期会報告・予告など写真と記事をお
願いする。いろいろなご意見を頂くが、同期の
推薦など報告記事に限っているので、個人の論
文などは受付けない。
○  FR委員会：活動報告と今後の予定。
○ クラブOB・OG委員会： 6月理事会終了後に
各クラブの現状や課題をヒヤリング。年次のギ
ャップや現役とのギャップが問題。セミナーハ
ウスの空調は、府の予算では難しいので同窓会
で検討する。
○ 東京：東京六稜会会長太田氏より報告。東京の
会員は3,600名。目的は会員の親睦・母校発展
の為の支援。財政的基盤を確立させ、先進的な
事業に取り組んで行く。
○ 事務局：三井住友トラスト VISAゴールドカー
ド入会パンフレットを会報66号に同封する件
が承認された。
会費の納入状況及び寄付の状況報告。寄附のお
願い。会報協賛広告のお願い。その他行事報告。

三井住友トラスト 
VISA ゴールドカード入会のお願い
　今回の会報66号送付時にパンフレットおよび
入会申し込み書を同封しております。
　通常10,000円会費のゴールドカードに2,500円
（税抜）で入会できます。またこのカードを使っ
てパソコンでの決済システム Pay Palを利用して
会費を納入できます。

国際交流基金へのご寄付のお礼
　創立120周年記念事業の一つとして、創設され
た「北野高校国際交流基金」（基金 1千万円）に
基づいて今日まで北野生の国際交流が続いてきま
したが、近年基金残が減少してきたため、今般髙
松孝之氏（68期）にご寄付を依頼したところ快
くお引き受けいだきました。それによって今後益々
活発になっていく国際交流活動をバックアプでき
る体勢が整いました。心より感謝申し上げます。

ご寄付のお礼とお願い
　会長が巻頭で述べておられるように、同窓会の
単年度収支の黒字化を目標としておりますが、今
年度は下記の通り多数の皆様から多額のご寄付を
頂戴し、お陰様で目標を達成できる見込みとなり
ました。誠にありがとうございました。引き続き
会報に同封する払込取扱票に寄付の欄を設けてお
りますので会費納入に併せてご寄付をお願い申し
上げます。また同期会およびクラブOB・OG会
よりのご寄付も受け付けさせていただきます。寄
付を頂戴した方々については次号の会報にお名前
を掲載させていただきますのでよろしくお願い申
し上げます。

同期会開催助成金をご利用下さい。
1. 助成金制度の目的
　これまで同窓会事務局では同期会の開催にたいして種々
支援を行ってきたが、助成金を交付することにより定期的
な同期会の開催を支援し、同窓会活動への関心を深めると
ともに不明者の発掘を進め、ひいては会費の納入率アップ
に繋げる。

2. 助成金制度の概要
①助成金交付対象同期会
毎年開催される同期会に対して年 1回助成金を交付する。
但し100期以降の卒業生で卒業後30年までとする。

②支援金の額
30,000円

③申請の手続き他詳細は事務局までお問い合わせ下さい。
六稜WEBにも掲載しています。

ご寄付
53期 北村　博一
 匿　名
54期 匿　名
57期 東京六稜57期クラス会
60期 60期 同期会
 神畠　　稔
 中谷　輝男
62期 戸川　　啓
63期 桃井　国子
64期 山本　英樹
65期 久下　英子
66期 匿　名
69期 釜江　尚彦
70期 高田　早智子
73期 高橋　敏行

74期 みなわ会
 笹川　忠士
 匿　名
77期 太田　省三
 桑原　　豊
79期 伴　　達夫
 福山　　治
80期 上田成之助
82期 野村　正朗
85期 西川　正一
94期 松井　真梨
95期 平井　克昌
96期 勇　正一郎
97期 斉藤　康子
101期 求馬久美子
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六稜同窓会143周年総会
開催のご案内日　時：2016年10月30日（日）13時から

場　所：北野高校 多目的ホール・六稜会館
担当期：97期　　詳細は67号にてお知らせします
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協賛広告のお願い

年会費納入のお願い

この度六稜会報に協賛広告を掲載することとなりました。是非会員の皆様
のご協力をお願い申し上げます。また、お知り合いの同窓の方で協賛広告
をお願い出来る方がいらっしゃいましたらご紹介をお願い申し上げます。
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Pay Pal の URL　http：//payment.rikuryo.or.jp
・ クレジットカードは VISA,MASTER,AMEX,JCBが
ご利用になれま
す。
・ Pay Pal の使い方
マニュアルは六稜
同窓会公式サイト（六稜 Web）をご参照下さ
い。
・ ご利用の際に会員番号の入力が必要です（会
員番号が不明の方は事務局にお問い合わせ下
さい）
・ Pay Palの初回決済時に、自動決済と登録頂け
れば、毎年 4月 1日に自動引落となり納入忘
れを防ぐことができます。

・ 振込者の氏名の前に必ず会員番号をご記入下さ
い。（会員番号が不明の方は事務局にお問い合
わせ下さい）

・ 振込手数料は振込者のご負担でお願いします。
4. クレジットカードでの振り込み
　パソコンで決済システムPay Palをお使い下さい。

　同窓会の活動の原資は皆様に納入していただく
年会費です。このほど納入にクレジットカードの
使用が可能になり納入がし易くなりました。会費
納入がまだの方は次の四つの方法のいずれかで納
入をお願い申し上げます。
1. ゆうちょ銀行での振り込み
　この会報に同封の払込取扱票をお使い下さい。

・名簿や記念品の申込にもこの票をお使い下さい
2. コンビニエンスストアでの振り込み
　同じく払込取扱票（右側に付いているコンビニ
エンスストア用払込票）をお使い下さい。
3. 銀行での振り込み
　一般の振込用紙をお使い下さい。

加入者名：六稜同窓会
口座番号：00990- 4 -68025

銀 行 名：三井住友銀行十三支店
口座番号：普通　1077672
口 座 名：六稜同窓会


