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　六稜同窓会会員の皆様には、平素より母校の教
育活動に深いご理解と物心両面に亘る多大なるご
支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　私は、一昨年 4 月より、校長を務めさせてい
ただいております向畦地（ムカイアゼチ）でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
　本校の生徒たちに出会い、一年と数ヶ月。本校
の学校行事にも一通り触れることができました。
大きなものでは 6 月の六稜祭、9 月の修学旅行（ 2

年）と水泳大会、10月の体育大会、12月の文化芸
術祭、そして 2 月の断郊競走と、ほぼ 2 ヶ月に
一度の割合で行われています。生徒たちは、これ
らの行事の合間合間に中間テストや期末テストに
取り組みながらも、始業前、昼休み、放課後等を
使いながら、行事に向けての準備や練習などに取
り組んでいきます。
　すごいエネルギーです。
　どこからこのエネルギーが湧き出てくるのかわ
かりませんが、こんな風に集団で一つの事にのめり
込んでいくのは高校生にしかできない特権ですから、
どんどんやればいいと思います。北野は昔からそ
うだったのでしょう。北野生は忙しい。その中でこ
そ、得られるものがあるのですね。先輩たちの姿
勢が今もよく受け継がれているところだと感じます。
　ところで、昨年 9 月初めの修学旅行中、口髭
をたくわえたある 2 年の男子生徒（今は 3 年生で
す）がいました。私自身も大学時代に口髭を生や
していたことがあるので、その時はこういう北野
生もいるんだと思っただけでしたが、実はこの口
髭は、体育大会の仮装に向けた役作りのためのも
の。仮装で海賊の役を演じるために夏から伸ばし
始めていたのでした。そして仮装が終わるとサッ
パリとして登校していました。しかしその後しば
らくして再び髭が…。また何かあるのかと思って
いたら、12月の文化芸術祭で、レ・ミゼラブル
のソリストでした。ジャン・バルジャン役の。
　いいですね、こういうの。

　ちょっとした遊び心というか、何というか。枠
にはまってないという面もあるのでしょうか。も
しかしたら、ご家族からは「髭なんて」と言われ
たかもしれません（私はそうでしたから）。でも「こ
の役を演るから仕方ないねん」とか言いながら抵
抗してみる。誰かに迷惑をかけるわけでもなく、
少し他の人と違うところに自分を置いてみる。そ
んな機会が若者にはあっていいと思います。この
生徒は、本当は私の思うような状況と全然違うの
かもしれませんが、そんなことを感じさせる一コ
マでした。
　さて、今年度のこれまでの部活動の状況を報告
させていただきます。昨年度、12年ぶりに全国
大会に出場した山岳部は、今年も後輩たちが全国
への切符を手にしました。また山岳部の 2 年生
も引き続き近畿大会に出場します。そして陸上部
の女子と水泳部の男子が近畿大会へ進みました。
また、ご心配をおかけしておりましたラグビー部
は、 1 年生が 4 人入部し、歴史をつなぐことが
できました。その他のクラブも日々、熱心に活動
を続けております。
　また、昨年度に大阪府で優勝した「科学の甲子
園」チームはその後全国大会に出場し、女子が
3 人以上含まれているチームの中の最優秀校と
して特別賞「帝人賞」をいただきました。このチ
ームのメンバーの一人は地学オリンピックに出場
し、日本代表の 4 人の中の一人に選ばれ、この
夏に開催される世界大会に出場します。
　このように、勉強に、部活に、学校行事に生徒
たちが全力投球できるのも、日頃から生徒たちに
エールを送ってくださっている六稜同窓会の皆様
のおかげと、心より感謝申し上げます。
　今後とも、本校生一人ひとりが、人として大き
く成長していけるよう、教職員一丸となって取り
組んで参りますので、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

忙しさの中でこそ…

　今年の 4 月14日夜、熊本県を中心に発生した未
曽有の大地震からはや 5 か月が経ちました。余震
が続く中、追い打ちをかけるような豪雨被害もあり、
復興もまだまだの状態のようですし、被災された皆
様方には、あらためて心よりお見舞い申し上げます。
　さて、私事で恐縮ですが、九州 7 県のなかで、
私が今までで一番多く訪れているのが熊本県です。
天草、熊本城、水前寺公園、菊池渓谷、阿蘇山、
阿蘇神社、久住高原、黒川温泉、そして大崩落し
て跡形もなくなってしまったあの阿蘇大橋を通っ
て白川水源にも参りました。その愛着のある熊本
の甚大な被害の様子を目の当たりにして、大変な
ショックを受けました。
　そして地震直後の 4 月23日に開催された六稜
同窓会の常任理事会では、「今回の地震で被災さ
れた六稜同窓会の会員がおられるのではないか？」
との議論がなされ、「もし被災されている方がお
られれば、何かお手伝いできることはないか、と
りあえず同窓会名簿上で熊本県に在住されている
と判明している同窓会会員にお見舞いのお手紙を
出そう」と決まり、熊本在住が判明した12名の
方に 4 月25日にお手紙を発送しました。
　その後、熊本市中央区のマンションにお住いの
会員の方から 5 月 1 日にメールで返信がありま
した。地震直後の避難生活を経験されたようです
が、今はマンションに戻ってなんとか生活されて
いるとのご様子。そのメールの冒頭に『前略、 4

月30日にお便り届きました。応援ありがとうご
ざいます。“今も北野と繋がっているんだ”とい
う思いに励まされています』とありました。それ
からも 5 人の方から「大きな被害はなし」との
お返事があり、また Facebook で「母校からお見
舞いが到着！」と発信された方もおられました。
　このように、母校のある大阪から離れていても

「今も北野と繋がっているんだ」と思って頂けた
ことに、私も含め事務局一同、大変うれしく思い
ました。「同じ北野高校の卒業生だ」ということ

を軸として、いろいろなところで、またいろんな
意味で「繋がっている」ことを感じてもらうのも

「同窓会」の一つの存在意義ではないかと思って
います。現在の活動では、同期会という「横」の
繋がり、クラブ OBOG 会という「縦」の繋がり
の機会はありますが、クラブに入っていなかった
会員もいることですし、世代間を超えた「縦」の
繋がりの機会は少ないといわざるを得ません。そ
ういう「絆・繋がり」をもっと感じてもらえる機
会を作っていくことが一つの課題でもあります。
　そのように感じていたところ、同窓会若手の集
まりである FR（Fresh Rikuryo）委員会の中でも、
そのような「縦の繋がりは貴重で、先輩といろん
なお話をしたい」という意見があったそうです。
例えば、同じ業種・業界の先輩・後輩が気軽に集
まれる小さな集まりがあれば共通の話題もあるし、
同窓会の活性化にもいいのでは？という訳です。
　そこでとっかかりとして、同じ職場・勤務先の
なかで、六稜同窓生の集まりを作っていけばどう
でしょうか？私の職場経験でも、同じ大学の出身
者の会はいろいろありましたが、出身高校の話ま
ではなかなか出ませんので気が付きにくく、随分
年月が経ってから「えっ、あなたも北野高校やっ
たん？」ということになり、急速に親密になった
こともあります。
　ただこれは、同窓会本部が主導して始めるとい
うことではなくて、会員の方たちが自分たちで作
りだしていくものであろうと思います（勿論本部
としてできるお手伝いはいたしますが）。そして、
会社内という小さな集まりが多く出来上がってい
けば、それを繋げて「業界の会」として発展して
いくことも可能になっていくかも分かりません。
　「よし、作ってやろう！」という意気盛んな方
が現れて、早期にどこかで産声があがるのを期待
しております。

（追伸：もしそのような「縦の会」ができたら、
ぜひ本部に伝えて下さい。）

六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

会員の絆、繋がりをもっと広げよう
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会 計 報 告
平成27年度　六稜同窓会一般会計決算報告 

　自：平成27年 4 月 1 日　　　至：平成28年 3 月31日

（円）Ⅰ　収支計算書
平成27年度 予算 平成27年度 決算 備　考

収　入　の　部
1　入会金収入 960,000 957,000 319名×3,000
2　年会費収入 17,100,000 17,024,202 当年度分
3　総会費収入 830,000 1,007,000
4　寄付金収入 0 1,880,700
5　利息収入 0 1,289
6　会館維持協力金 1,000,000 1,005,500
7　同窓会記念品売上他 300,000 247,764
8　広告掲載協力金 1,600,000 1,650,000

収　入　合　計 21,790,000 23,773,455
支　出　の　部

1　運　営　費 11,150,000 11,503,210
（ 1 ）人件費 6,000,000 6,286,500
（ 2 ）旅費・交通費 1,300,000 1,210,770
（ 3 ）通信費 400,000 327,892
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,100,000 1,330,785
（ 5 ）会議費 100,000 76,985
（ 6 ）総会費 1,000,000 1,141,406
（ 7 ）慶弔費 100,000 40,000
（ 8 ）会費払込手数料 800,000 802,167
（ 9 ）同窓会記念品製作費 100,000 183,643
（10）雑費 250,000 103,062

2　広　報　費 6,150,000 6,037,388
（ 1 ）WEB 関連費 700,000 678,064
（ 2 ）会報発行関連費 5,400,000 5,359,324
（ 3 ）広報全般経費 50,000 0

3　各種事業援助費 1,250,000 1,370,086
4　教育環境整備援助費 100,000 100,000
5　同窓会館関連費 1,500,000 1,576,212

（ 1 ）什器備品・設備費 100,000 32,400
（ 2 ）光熱費 1,100,000 1,062,792
（ 3 ）設備管理費 300,000 481,020

6　予備費 1,640,000 0
支　出　合　計 21,790,000 20,586,896
収　支　差　額 0 3,186,559

平成28年 3 月31日現在Ⅱ　貸借対照表
資　産　の　部 金　額 負　債　の　部 金　額

現金 245,777 未払金 180,619
預金 7,687,692 前受金 7,484,000
未収入金 3,606,000

資　産　計 11,539,469 負　債　計 7,664,619
前年度繰越金 688,291

当年度収支差額 3,186,559
合　計 11,539,469 合　計 11,539,469

（円）

以上の通り平成27年度一般会計報告を致します
平成28年 4 月18日　六稜同窓会会長　上田成之助

上記一般会計報告は正確であることを認めます
平成28年 4 月18日　六稜同窓会監事　鈴木　基史

六稜同窓会監事　高濱　　滋

平成28年 3 月31日現在 （円）Ⅲ　財産目録
摘　要 残　高

現　金 245,777
郵便振替口座 3,985,478
普通預金 三井住友／十三 1,185,647
郵便貯金 ゆうちょ 2,516,567

（預金計） (7,687,692)

未収入金
SMBC ファイナンス

（コンビニ払年会費3月払込分） 3,494,000

広告掲載協力金他 112,000
資　産　計 11,539,469

未払費用 SMBC ファイナンス手数料 180,619
前受金 年会費次年度分 7,484,000

負　債　計 7,664,619

以上の通り平成27年度基金会計報告を致します
平成28年 4 月15日　六稜同窓会会長　上田成之助

上記基金会計報告は正確であることを認めます
平成28年 4 月15日　六稜同窓会監事　鈴木　基史

六稜同窓会監事　高濱　　滋

平成27年度　六稜同窓会基金会計決算報告 平成28年度　六稜同窓会一般会計予算
自：平成27年 4 月 1 日　　　至：平成28年 3 月31日 平成28年 4 月 1 日（円） （円）
科　　目 決　　算 摘　要

収　入　の　部
1　利息収入 2,390

収　入　合　計 2,390
支　出　の　部

1　会館空調関係設備費 1,296,000
2　残高証明手数料 432

支出合計 1,296,432
本年度収支差額 △ 1,294,042
前年度繰越金 11,543,155

次年度繰越金 10,249,113
三井住友定期・
普通預金・
ゆうちょ普通

平成28年度予算
収　入　の　部

1　入会金収入
2　年会費収入
3　総会費収入
4　寄付金収入
5　利息収入
6　会館維持協力金
7　同窓会記念品売上他
8　広告掲載協力金

1,074,000
17,400,000

1,000,000
700,000

0
1,000,000

300,000
1,600,000

収　入　合　計 23,074,000
支　出　の　部

1　運営費 11,300,000
（ 1 ）人件費
（ 2 ）旅費・交通費
（ 3 ）通信費
（ 4 ）印刷・事務用品費
（ 5 ）什器・備品
（ 6 ）会議費
（ 7 ）総会費
（ 8 ）慶弔費
（ 9 ）会費払込手数料
（10）同窓会記念品制作費
（11）雑費

6,100,000
1,200,000

350,000
1,200,000

0
100,000

1,100,000
100,000
850,000
100,000
200,000

2　広報費 6,100,000
（ 1 ）WEB 関連費
（ 2 ）会報発行関連費 
（ 3 ）広報全般経費

650,000
5,400,000

50,000
3　各種事業援助費 1,250,000
4　教育環境整備援助費 100,000
5　同窓会館関連費 1,600,000
（ 1 ）什器備品・設備費
（ 2 ）光熱費
（ 3 ）設備管理費

100,000
1,100,000

400,000
6　予備費 2,724,000

支　出　合　計 23,074,000
本年度収支差額 0

（円）

平成27年度　六稜同窓会資金残高一覧
平成28年 3 月31日現在

会計別 摘　要 残　高

基
金
会
計

普通預金 三井住友／十三 247,618

定期預金 三井住友／十三 9,003,588

郵便貯金 ゆうちょ 997,907

合　計 10,249,113
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●�クラブOBOG委員会&懇親会を
開催

委員長　竹�村�哲�也（88期）

　 6 月25日（土）16時より、第三回クラブ OBOG

委員会を16クラブ計28名参加のもとに開催しま
した。効率的に会議を進行させるため、事前にア
ンケートを各クラブより回収した上で、課題・要
望を中心に発表してもらいました。若手 OB の参
画に腐心しているクラブが多い点が確認されると
と も に、会 費 徴 収 方 法 と し て の 口 座 振 替 や
PAYPAL 活用など、各クラブ OBOG 会の運営方法
について幅広い情報交換がなされ、有意義な会と

●教育実習生報告
28年度教育実習生一同

　こ の 度、私 た ち は
5 月20日～ 6 月10日
まで、北野高校で教育
実習に取り組ませてい
ただきました。久しぶ
りに母校の門をくぐ
り、懐かしい居心地と新鮮な気持ちが交錯しなが
ら、現役生と共に学ばせていただきました。
　実習生は124期から126期までの 8 名で、各々
担当教科も異なっていましたが、授業の進め方な
どに関わる様々な工夫を共有することで、連携し
て物事にあたる雰囲気が自然と生まれるようにな
りました。お互いの進路についても話し合いなが

●観梅会のご報告（ 2月24日開催）
事�務�局

　今年の観梅会は 2 月24日（水）に開催されまし
た。今年は、昨年よりも早い開花となりました。
風が少しありましたが、青天のもと、50期から
96期までの79名が大阪城梅林に集いました。11

時に記念碑前に集合、記念撮影のあと、五分咲き
位の梅の花を楽しみました。今年は、NHK の大
河ドラマ「真田丸」の影響もあるようで、多くの
内外の観光客でにぎわっていました。
　その後、懇親会会場に移動し、上田成之助会長

（80期）の挨拶の後、最長老の阿部源三郎さん（50

期）の乾杯の音頭で懇親会が始まり、88名が友情
を深めました。会場の KKR ホテル14階からの大
阪城の眺めは素晴らしいものでした。 午後 2 時
前に今城文雄さん（78期）指揮の校歌斉唱でお開
きとなりました。来年は 2 月22日（水）と決定い
たしました。

●�記念碑の集い（ 4月20日開催）
事�務�局

　北野中学創立記念日の 4 月20日に、昨年と同
数の19名の六稜生が、大阪府済生会中津病院本
館正面前庭にある「大阪府立北野中学校跡　記念
碑」前に集いました。今年は、快晴で暖かい天気
の中、記念撮影後、十三に移動しました。阿部源
三郎（50期）さんが、一中である北野中学の名前
の由来を改めて話してくださり、ホテルプラザオ
ーサカでにぎやかな懇親会となりました。

トピックス ●第33回・岡山六稜会報告
足�立�富�郎（82期）

　今夏はラニーニャ現象の影響で猛暑が予測され
ています。庭の百日紅の蕾も膨らんで、いよいよ
夏到来です。また 8 月にはリオ五輪が開催され
ますが、心配事として中南米のジカ熱や東南アジ
アの新型デング熱の日本への伝播が懸念されてい
ます。どちらもヤブ蚊がウィルスを媒介している
のでヤブ蚊対策が重要です。

　さて、今年度も 6 月 5 日（日）
にホテル・メルパルク岡山にお
いて岡山六稜会を開催しました。
新たに太刀掛俊之さん（106期）が
出席され、総勢20名（男性17名、
女性 3 名）でした。まず最初に笹
川忠士事務局長が挨拶されまし
た。高校入試では受験資格が大
阪府全域に拡大され、優秀な人
材が集まり大学入試でもすばら
しい実績をあげています。勿論、

伝統の「文武両道」も受継いでおります。東京か
らは三谷秀史さん（82期）も来られ、二次会では
旧交を温めました。
　 5 月26日には伊勢志摩サミットが開催され、
美辞麗句に終始しましたが本当の社会問題（政治・
経済）は解決されていません。むしろ世界情勢は
混沌（カオス）の状態です。岡山では三菱自動車の
燃費不正で景気が悪くなっています。しかし人的
被害と違って自然災害は少なく、「晴れの国おか
やま」は面目躍如たるものがあり県外からの移住
者は増加しています。
　最後に、来年は 6 月 4 日（日）に開催します。
今回予告したように次回からは「講話コーナー」
を設けます。第 1 回は久井勲さん（83期）です。
是非、ご出席のほどよろしくお願いいたします。

なりました。またセミナーハウスの有効活用策と
して、スポット空調の設置による夏季合宿が可能
となったことは水泳部・柔道部・ハンドボール部
などにとって朗報となりました。
　委員会終了後、恒例の懇親会が行われ、参加者
から各クラブの近況報告などにぎやかに行われ、
あっという間に 2 時間が経過したという感じでした。
　今後とも各クラブ OBOG 会の交流を通じて、
同窓会全体の活性化につなげられればと思います。

ら、今自分に足りないものは何か、何を改善すれ
ばより良い実習となるか、常に模索することがで
きました。また、先生方には常に的確なアドバイ
スをいただき、教師として生徒の前に立つ心構え
を学ばせていただきました。先生方から私たちへ、
そして現役生へ、連綿と受け継がれる六稜魂のリ
レーの一端を、二週間あるいは三週間という短い
期間ではありましたが担わせていただいたことは、
私たちにとって何より大きな財産となったのでは
ないかと感じています。
　ただし、本実習は教員という仕事に就くにあたっ
て私たち実習生の力がまだまだ不十分であるという
危機感を強く抱く機会でもありました。北野高校で
実習させていただいたという貴重な経験を糧に、正
式な教員として憧れの舞台に立てるよう己の向上に
努め、より一層精進していきたいと考えております。

六稜教志会開催のお知らせ
　26年度の教育実習生の先輩方が中心となって企画さ
れたこのイベントを、 3 年目となる今年も開催する運
びとなりました。教師という職業についてもっと深く掘
り下げたいという思いから発足した教育イベントとして
の主旨を受け継ぎ、今年も様々な企画を準備しています。
教職を志していたり、進路の一つとして迷っていたりす
る卒業生と、すでに教職に就くなど幅広い分野にわたっ
て教育に携わっておられる先輩方の交流の場を提供でき
ればと考えております。
　つきましては、下記の通りイベントを開催いたしますので、
ご興味をお持ちの方や、ご協力をいただける先輩方には、
ぜひご連絡をいただけると幸いです。

日時 2016年 9 月22日（木・祝）
 13時開場　13時30分開始（予定）
場所 六稜会館 3 階ホール
内容 1. 教育に携わる先輩からのお話
 2. みんなでレクリエーション（ゲームなどを考

えています）
 3. 懇談会 

（終了後、希望者で懇親会を予定しております）
　その他詳細につきましては決まり次第ご報告させてい
ただきます。当日のイベントに関しまして、ご参加いた
だける先輩方や、教職を進路としてお考えの方は以下ま
でご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。
kitano_kyoushikai@yahoo.co.jp

松岡信道（111期）／牧野倫子（124期）
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　東京六稜会第59回総会が 6 月18日（土）、東京
神保町の学士会館において開催され、気温30度
を超える猛暑の中約200名もの同窓生が一堂に会
しました。

【総会】
　総会は、フリーアナウン
サーの阪田陽子さん（97期）
の軽快かつ引き締まった司
会により、淀みなく進行し
ました。まず、太田省三・
東京六稜会会長（77期）か
らご挨拶をいただきました。
準備に携わった方々への感謝の言葉と一人でも多
くの卒業生を誘い合わせて東京六稜会に参加いた
だき楽しんでいただきたい旨の呼びかけと、参加
への 3 つのメリット（①これだけ多くの業種、職
業経験、人生経験を持った先輩後輩が集まるグル
ープはなかなか類を見ない、②地位職業に関係な
く平等な立場で話し合い楽しめる関係、③高校時
代を思い出しながら人生を振り返る良い機会）に
ついてお話をいただきました。

　次に来賓の方よりご
挨拶をいただきまし
た。向畦地昭雄・現校
長先生からは、母校の
近況についてお話をい
た だ き ま し た。平 成

26年度からスーパーグローバルハイスクールに
指定されたこと、部員数がゼロとなり存続が危ぶ
まれていたラグビー部に 4 月に 4 名の新入生が
入部したこと、山岳部が 2 年連続でインターハ
イ出場を決めたことなど、また科学の甲子園で特
別賞の帝人賞を受賞、地学オリンピックでも上位
入賞し日本代表として世界大会出場を決めたこと

など、文武両道での活躍が伝えられました。
　野村正朗・六稜同窓会副会長（82期）からは、
東京六稜会への期待と六稜同窓会の活動概況とし
て、熊本の震災で被災された同窓生へのお見舞い、
母校への支援（国際交流基金、クラブ振興基金、
教育環境整備基金）、親睦（トークリレー、ゴルフ
コンペ）についてのお話をいただきました。
　続いて、東京六稜会事務局の伊豆原孝さん（94

期）より、事業報告、会計報告がありました。事
業報告ではトピックとして、会規の改正、年会費
の改定、組織を見直して 4 つの委員会（総務委員
会・事業委員会・会報委員会・会員委員会）、理
事会、常任幹事会を中心に運営されていくことが
述べられました。また会報のリニューアル（カラ
ー冊子化）・年 2 回発行への取り組み、Facebook

ページの立ち上げ、若手主催の東京六稜クラブ（仮
称）など各委員会の活動概況が紹介されました。
会計報告では、平成27年度決算、平成28年度予
算について説明されました。また、三谷秀史会員
委員長（82期）より総会他東京六稜会の催しへの
参加会員数の増加を目指した会員アンケート実施
についての説明がありました。

【記念講演】
　本年は、東証一部
上場・総合アパレル
大手の TSI ホールデ
ィングス代表取締役
社長・齋藤匡司さん

（ 97 期）よ り「 ハー
バードビジネススク
ール留学体験記と実
践 ROE 経営」との演題で講演いただきました。
齋藤さんは北野高校卒業後、京都大学工学部、同
大学院高分子化学科修了。1992年エクソン化学

　東京六稜会
第59回総会のご報告 坂 口 　 誠（97期）

（現 EMG マーケティング）に入社。2005年日本ロ
レアルに入社、ロレアルシンガポール事業本部長、
プロフェッショナル・プロダクツ副事業本部長。
12年健康食品のシャクリー・グローバル・グル
ープ社長。14年12月 TSI ホールディングス顧問、
15年 5 月より現職を務められています。
　講演では、まず、高校時代の文武両道で同級生
と競い合い向上していったエピソード、大学進路
についての化学の尾野先生から受けた影響、そし
て、ハーバード・ビジネススクールに留学しよう
と強く思った動機についての話を、ユーモアに富
んだ語り口で話されました。また、ハーバードな
どへ MBA 留学するための備えについて、具体的
な体験を交えて説明、そして、人生でも最もつら
く、しかし充実したハーバードでの日々を熱く語
り、その経験がその後の経営者としての厳しい戦
いの日々の糧、支えになっていることを話され講
演は結びとなりました。ここまであまりの盛り上
がりのため、プロの経営者の「実践 ROE 経営」
のお話を聞く時間が足りなかったのは少し残念で
した。

【懇親会】
　懇親会は、総合司会 阪田陽子さん（97期）、進
行役 藤井康広さん（97期）を中心に進行しました。
今年度は、従来のスタイルを変え、総会会場から
懇親会会場
に移動され
た方から食
事 を 取 り、
受付時に抽
選で割り当
てられたテーブルで飲食をはじめ、落ち着いたと
ころで改めて乾杯を行うという段取りで行いまし
た。今春大学に入学し上京して初参加の新人 2

名の紹介の後、乾杯は当日の参加者で最も先輩で
あられる大山利雄さん（56期）にご発声いただき
ました。
　今回の懇親会では、「タテのつながりとヨコの
つながりを深めよう」というコンセプトで、懇親
会前半は、各テーブルに
大先輩から若手までが混
ざるようにして、幹事期
である97期が世代間の

「タテ」のつながりを深
める場の盛り上げ隊長に
なりました。後半は、テ

ーブルを移動し
近い世代ごとに
集まり「ヨコ」
のつながりも深
めていただきま
した。各テーブ
ルでは、大いに会話がはずみ、「いつもは話すこ
とない若い世代の子たちといろいろ話せて楽しか
った」など先輩の方々からうれしいご感想をいた
だきました。
　盛況の中、懇親会も終盤を迎え、まず、97期
代表幹事・坂口誠から皆様へのお礼のご挨拶をさ
せていただいた後、10月30日（日）に大阪で開催
される六稜同窓会総会の97期代表幹事・稲本望
さんから開催の案内と東京方面からの参加への呼
びかけがなされました。続いて、東京六稜会総会
当番幹事の引継ぎ式があり、97期坂口から、98

期を代表して大鐘卓也さんへ幹事の印となる襷が
引き継がれました。締めくくりとして、羽石彩子
さん（97期）のピアノ伴奏、小松雄爾さん（97期）
の指揮で、出席者全員で校歌を斉唱しました。最
後は、若手を代表して塚本渉さん（111期）から、
若手交流会活動の案内も交えて、閉会のことばを
いただきました。
　以上で第59回東京六稜会・懇親会も無事盛会
のうちにお開きとなりました。従来の枠にとらわ
れずに、集まられた多くの同窓生同士が、限られ
た時間で、できるだけ密度の濃いつながりを感じ
られる場を提供できたのではないかと、当番幹事
として感じております。来年の第60回総会は 6

月17日（土）開催予定です。今年以上にさらに多
くの同窓生に参加いただき盛会になりますよう、
97期としても来年の当番幹事である98期の皆さ
んをサポートしてまいります。
　最後になりましたが、北野高校関係各位、六稜
同窓会・東京六稜会の皆様、ご多忙の中遠方から
もお運びくださった参加者の皆様に心よりお礼を
申し上げて、報告とさせていただきます。
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FR のイベント情報では、六稜 WEB や Facebook にて順次発表していきます。
また、FR 委員会で一緒に活動していただける方も募集しています。興味がある方は、ぜひご連絡ください。
fresh@rikuryo.or.jp

Produced by 六稜同窓会 FR 委員会

2016年上半期 FR委員会活動報告
　FR 委員会の「FR」とは、「Fresh Rikuryo」の頭文字をとったもので、20代30代の六稜生を中心とした様々
なイベント活動を主に行っている委員会です。

●3/26開催「128期新人幹事歓迎会」
　 3 月26日、本年 3 月に本校を卒業した新人幹事を迎えて、新人幹事歓迎会を開催しました。128期の
新人幹事より、今後の意気込みについて感想が届きました。

●6/25開催「20代30代限定・北野高校卒業生限定カップリングパーティー」

　2016年 3 月に北野高校を卒業し、初めて六稜
同窓生として歓迎会に参加させていただきました。
最初はとても緊張していましたが、輪になって
の自己紹介で、世間話をしたり冗談を言ったり
と和んだ雰囲気が伺えて、とても安心しました。
また、「結婚」や「転職」といった言葉が会話に
出てきて、高校を卒業したばかりの私にはその
ようなことは考えたこともなかったので新鮮に
思えました。同時に私たちも自立した大人にな
るのも遠い未来ではないように感じました。また、
若い世代の会費納入が少ないという話を聞きま
した。SNS の発達により同じ世代の人たちとは
繋がりを保つのは容易になったのかもしれませ
んが、縦の繋がりを意識したことはこれまであ
まりありませんでした。これから大人として社

会に出て行く私達にとって、困ったときなど、
この六稜同窓会の繋がりは心の拠り所として大
きな力になるはずです。だから、128期生全員で、
若い力を合わせ歴史ある六稜同窓会を盛り上げ
て行こうと思います。さらには、若い世代の中
心として支えていけるようになれたらいいと思
います。

●4/29開催「行列のできる就活相談所2016＆若手交流会」
　 4 月29日、 9 回目となる「行列のできる就活相談所2016＆若手交流会」を六稜会館で開催しました。
参加した124期の新社会人より、感想が届きました。

　 4 月29日、『行列のできる就活相談所』が開催
されました。若手会員は頻繁に同期会を開催し、
横の団結力が強い一方で、同窓会全体のイベン
トは敷居が高く、参加し難い印象があります。
その中で、多くの若手会員が同窓会の「縦のつ
ながり」の偉大さや有り難さを初めて実感でき
る企画がこのイベントです。
　昨年は就活生として参加し、志望業界の先輩
から普段の就活イベントでは聞けない業界のお
話をお伺いできました。また公務員や政治家ま
で幅広い業種の先輩方から仕事観を聞かせて頂
いたり、転職活動中の先輩には「来春に入社す
る会社で働き続けるだけがキャリアではない」
と助言頂き、逆に戸惑ったりと、先輩方の飾ら
ないリアルな言葉から自分のキャリアを考える
機会になりました。
　そして今年は社会人の立場として、同期 4 人
を誘って参加しました。昨年就活をした身とし
て経験談を話す立場であるものの、新社会人は
皆「学びや気づきが多かった」という感想でした。
一旦入社すると、目の前の仕事に追われがちで

すが、 1 年前の気持ちを改めて振り返る貴重な
時間となりました。また、懇親会では業種の壁
を越え多方面で活躍中の先輩方と、新社会人と
して 1 年前よりもより深いお話をさせて頂き、
社会人としての流儀を学ばせて頂きました。
　イベント終了後は、124・125期合同で 2 次会
を行い、終電ぎりぎりまで大盛り上がりでした。
このイベントに限らず、今後も若手から縦のつ
ながりを強め、同窓会全体を盛り上げていきた
いと思います。

　今年、FR 委員会の初めての企画として、「北野
高校卒業生限定カップリングパーティー」を開催
いたしました。以前より、時々、同窓会事務局に、

「六稜生限定のお見合いパーティーはないのか」
といった問い合わせがありました。また、各学年
の同窓会やクラブの OB 会をきっかけに付き合う
ようになり、結婚に至るという人たちも数多く見
られます。FR 委員会の対象である20代30代は、
社会人となり、だんだんと活躍すると共に日々の
お仕事に忙殺されている方や限られた職場・職種
での人間関係に終始されている方も多いのではな
いかと思います。しかし、新しい出会いを求めて、
積極的にはいけないという方もいらっしゃいます。
　そこで、FR 委員会では、初めての企画として

「20代・30代限定」「六稜生限定」のカップリン
グパーティーを計画しました。普段とは違う人間
関係を作りたいけれど、「同じ高校を卒業している」
という共通点があることで、なにか参加しやすい

ものができれば、ということを目指しました。会
場は、みなさんの思い出のある「十三」がよいの
ではないか、しかし、高校ではカップリングパー
ティーの雰囲気がでない…と試行錯誤した結果、
ホテルプラザオーサカにご協力をお願いし、プラ
ザオーサカ19階の景色のよい会場での開催にな
りました。
　定員は男女各10名、会費は男性8000円、女性
6000円とし募集を開始したところ、申し込み開始

から多くの申し込みがありました。関西在住の方
だけではなく、関東や四国からの申し込みもあり、
特に女性陣の積極的な申し込みが見られました。
　抽選の結果、男女9名ずつでの開催となりまし
た。カップリングパーティー恒例？の参加者全員
と1：1での3分間自己紹介タイムも時間が足りな
い、との声があがるぐらい盛り上がりました。ま
た、盛り上がりにかけては困る…と FR 委員会で
ゲームも考えていたのですが、ゲームをする時間
もないぐらい盛り上がりました。最後に、1人3

名連絡先を交換したい人を選んでもらい、双方一
致したのであれば、連絡先を交換できる、という
時間を設けました。結果、14組が連絡先を交換
しました。この後、FR 委員会は関与しませんが、

1組でも結婚まで至るカップルが生まれれば、嬉
しいなと思います。
　また、抽選に漏れた方から第2回開催を希望す
る声もあるので、再度企画することも考えています。
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●平成28年度六稜60期会総会報告
太�田�元�治（60期）

　表記総会は平成28年 5 月11日（水）にウェステ
ィンホテル大阪で開催された。
　会は記念の写真撮影から始まった。降水確率
50～80％という予報にも拘わらず、26名の級友
と 5 名の同伴者が相集い、 4 脚の円卓を囲んで

賑々しく話に華を咲かせた。
　宴会は、席の移動が自由なビュッフェ形式とし、
各テーブルに料理を運んでくれるウェイトレスを
配し、足腰の弱い人や面倒がりやの人も楽しんで
貰えるように配慮した。
　今年は東京から馬淵君、とくに横浜からは不自
由な身体をおして徳岡君が数十年ぶりに参加され、
会は一層の盛り上がりを見せた。
　お互いに米寿を迎える齢にはなったが、昔と変
わらぬ友情に支えられ、時の経つのも忘れて歓談
した。お陰で用意した 4 合瓶 4 本の純米大吟醸

Party Reports

ここは是非とも来年も集まりたいとの願いから、
来年の「集い」には 4 月12日（水）に同じ会場を
予約しました。

●�「八十路の女子クラス会」
西�川�幸�江（65期）

　65期は昭和28年卒業で 8 クラスありましたが、
そのなか私達 7 組はクラス全員が女子という特
色ある唯一のクラスでした。
　卒業して数年後の昭和33年に一度だけクラス
会を持ちましたが、その後50年間誰からも開催
の声も上がらず、毎年開催されていた65期の学
年総会に出席することのみで甘えていました。
　卒業60周年を機にこの65期総会も幕を引き、
それも早や二年経過の今「最後となるかもしれな
いクラス会を開きたい」との50年振りの思いに
後押しされて慣れぬパソコンで案内状を作成し、
会場を探し、試食に歩くなど作業を進めて行きま
した。
　爽やかな 5 月24日、ホテルグランヴィア大阪
の21階、「楓の間」に10名ではありましたが集ま
りました。
　会場の前面のガラス窓の向うには青空が拡がり、
淀川対岸の現在の母校を確認するとともに、白い
ボールを追ったあの頃の想い出に浸りつつ空白の
刻の流れを忘れさせてくれました。
　当時 7 組の卒業生50余名は現在大阪を離れて
お住まいの方も多く、今回の欠席へのご返信や、
悲しくも早く旅立たれた友の話、家庭の話、健康
の話、そして現在も続けているゴルフや旅行、謡、
絵画、茶華道、俳句と話は尽きません。弾む話題
をソッと包み込んでくれた和食の味がほんのりと
口に残っています。
　八十路を歩んでいるとは思えない若々しさが感

じられた今回の集い、
「最後のクラス会とし
ないで！」「次回を早
く！」の気持ちを確認
しあった 3 時間、次
はさらに一人でも多く
の友が元気に集まれれ
ばよいねとの想いを胸
に家路に就きました。

酒も殆んど空になった。
　来年は卒後70周年の記念すべき年である。健
康に留意し、全員の再会を願って「六稜の星のし
るしを」を斉唱して散会した。
　今年欠席の諸兄！　明年は是非出席を！！

（因みに我々の熱気に押されたのか、当日は遂に
雨は降らず仕舞いでした。）

●�六稜六四会の集い
今�井�滋�郎（64期）

　平成28年 4 月12日（火）正午、ホテルグランヴ
ィア大阪・鳳凰の間に集まり、足立会長の挨拶・
乾杯で始まった「六稜六四会の集い」は、くじで
引いた席に一旦着いたものの思い思いに 6 卓の
間を往き来しながらの 2 時間半、お料理もそっ
ちのけで積もる話や懐旧談が尽きません。
　今後この集いは？　進行係の白藤さんの問いか
けに「また来年」の挙手が圧倒的で来年の再会が
決まりました。一旦散会のあと 1 階下の喫茶ス
ペースに席を移して、おしゃべりの延長戦。
　返信はがきの出席予定者数は減りに減って当日
参加は47人（男33＋女14）。うち関東からの参加
は 7 人と東京六四会はいつもながら熱心です。返
信ハガキに自分の名前を書き忘れて投函した人も
10人あり後期高齢集団もそろそろ万全ではなく
なってきたようです。
　不調を訴えて医療機関を訪れても「加齢」のせ
いにされることが多い中、「同窓会に出られるの
は元気な人」との一般論ではなく、杖を持ち家族
に送ってもらってでも集まってくる六四会の吸引
力は、最後の北中生として入学してからの 6 年間、
大手前高女から移籍の才媛の 4 年間との誇りを
秘めたものかも知れません。
　去年の写真には写っていた人も今日はいない。

●ラグビー部の新たなるスタート
六稜ラガークラブ　副会長　梅�本�州�一（89期）

　今年、創部93年を迎えるラグビー部ですが、
今春、最大のピンチを迎えました。128期の部員
二人が卒業し、その瞬間部員がゼロになったので
す。（129期、130期は部員がいません。）
　その間、私たち六稜ラガークラブ（OB/OG 会）
も手をこまねいていたわけではありません。近隣
の中学校やラグビースクールを招いての「招待ラ
グビー（廣瀬カップ）」を毎年開催し、勧誘リーフ
レットを作成して配布し、入学希望の中学生に勉
強を教える「ラグビー寺子屋」をスタートさせま
した。
　皆の頭に「休部」の文字がちらついた 4 月、
131期の新入生から四人の入部者が現れました。
私たちは小躍りしながら、この朗報を先輩・同輩・
後輩に伝えたのです。
　思えば、昨秋ラグビー日本代表がワールドカッ
プで大躍進し、キッカーのポーズがブームになり、

国内外での注目度が大きく増しました。
　112期の廣瀬俊朗氏が立役者としてマスコミに
取り上げられることもしばしばでした。
　ある意味で、日本ラグビーが転換期を迎えたこ
の時期に、一度リセットされた北野高校ラグビー
部が、四人の若者たちによって新たなるスタート
を切ることになりました。近い将来、単独15人
のチームになり、花園を目指してくれることを期
待し、応援を続けていきたいと思います。
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●�70期の歩く会「讃
さん

山
さん

会
かい

」の「牛歩」続く
「讃山会」世話人　安�場�耕�一�郎（70期）

　故斉藤建
司君が発案
して、還暦
の歳に「白
馬岳」に登
るためのト
レーニング
の山歩きを始めたのが、1999年 4 月のことだから、
もう17年経ちました。関東からの仲間16名も一
緒に、総員40名が白馬の山麓に集ったのが、つ
いこの間のように思い出されます。同期のプロガ
イド里野龍平君（戸隠で、ペンション「山の庭　
タンネ」経営）の名ガイドで、悪天候の中、15名
が山頂（2933m）を極めました。
　斉藤君が病に倒れ、60回から離脱したあとも、
何とか続けて、この 4 月29日（祝）には、194回目
を、変わった趣向で催しました。
　同期で、元「ガンバ大阪」の社長を務めた乾　
勲君からの提案企画で、「ガンバ＆吹田歴史ミニ
ウオーク」をやりました。JR「岸辺」駅をスター
トに、国の史跡「吉

き

志
し

部
べ

瓦
が

窯
よう

跡
あと

」のある「吉志部
神社」に参拝し、「紫

し

金
きん

山
ざん

史跡公園」を訪ねたあと、
古社「伊

い

佐
ざ

奈
な

岐
ぎ

神社」を経て、万博記念公園に新
装なった「ガンバ・スタジアム」がゴールでした。
　スタジアムでは、乾君がきめ細かく配慮してく
れたシートに固まって座り、ガンバの試合を熱心
に観戦しました。総勢34名の参加というのは、
日帰り行事としては、過去最高でした。信州から
菊澤紀

もと

子
こ

夫妻も参加してもらい、一層盛り上がり
ました。
　終了後は、お定まりの「反省しない反省会」を、
千里中央の居酒屋でやりました。
　この店は、岸田孝之助・道子夫妻（同期）が、事
前に探して下さったお店でした。
　賑やかだったことは、ご想像の通りです。
　なお、以前に東日本大震災のときにも行いまし
たが、参加者から一人500円ずつの義援金を集め、
熊本（日本赤十字）へお送りすることにしました。
これからも、続けます。
　ここに書いたように、「我々の讃山会」は、多
くの同期の仲間に支えられて、続いています。斉

藤君が抜けた後は、岸田孝之助、赤松佳香、大西
堂文、谷川寿の各氏他仲間の人たちが、サポート
して下さっており、感謝しています。
　 5 月29日（日）には、湖北まで足を延ばし、「木
ノ本地蔵」に参った後、「余呉湖」を 1 周しました。
もちろん、「反省会」も楽しみました。（長浜）
　過去の「讃山会」の記録は、大西堂文君が「ド
ーブンの雑記帳」というホームページに写真入り
で掲載してくれています。70期の貴重な財産です。
　http：//dobun.boy.jp/　の「高校時代」をクリッ
クしてもらえば、誰でも見ることができます。
　関東地区でも、同じように、漆戸啓二君が世話
人となり、同期の仲間が寄りあって「山遊会」を
楽しんでいます。
　「讃山会」は、 7・8 月は、「熱中症」にならな
いように、休みますが、このペースで行くと、年
末には200回が見えてきました。何とか、がんば
らなくっちゃ…

●�六稜さんご会総会（昭和35年卒業）の報告
松�村�洋／水�野�寿�子（72期）

　平 成 28 年
度六稜さんご
会総会は、 5

月21日（土）13

時よりホテル
プラザオーサ
カ雅の間で恩師野々村博先生をお迎えし、121名
の同窓生が参加し開催されました。
　総会前のオープニングイベントとして、N ＆ Y

ファミリーの中心メンバーで、同窓生の西森さん、
横溝さんとお嬢さんの美也子さんによるミニ N

＆ Y ファミリーコンサートを開催しました。会員
が会場に足を踏み入れると、生のピアノ演奏で木
川田誠先生に習った懐かしい曲がメドレーで流れ
て、みんなで北野高校時代の気持ちに帰り、総会
を始めました。
　前回以降、ご逝去された方々 8 名に黙祷をさ
さげた後、野々村先生からご挨拶をいただきまし
た。嬉しかったことですが、“私も昭和32年新卒
で北野高校へ赴任したので、六稜さんご会の仲間
です。元気な間は、ぜひこの会に出たい”と言っ
て戴きました。
　船戸さんの音頭で乾杯した後、殆どを自由懇談
としましたがどのテーブルも話が弾んでいるよう
で、皆さんの明るく楽しそうな笑顔が印象的でした。
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まずは同期生の弦楽四重奏の演奏、曲はモーツァ
ルトを始めにシャンソンや「世界の国からこんに
ちは」など当時の曲に続き、最後は「喜びの歌」
を出席者参加の合唱で終わり、次は三味線を弾き
ながらの御祝儀「白扇」の粋な小唄の演奏。満場
の拍手喝采でひとまず終了。ここで、パーティに
先立って実施された「母校・十三探訪」の報告が
行われ、探訪時のエピソードなどが紹介されまし
た。そして、アトラクションの第二部として78

期が誇る北野ボーイズ＆ガールズによるフラダン
スが上演されました。ボーカルも加わり、演技の
レベルも格段の進歩で感嘆の声がしきり…会場は
一挙に盛り上がって、おひねりが飛び交いました。
　実行委員長から卒業50周年は通過点であり、
今後の55周年、60周年と同期生が元気で集える
ことを祈念しますとの閉会の辞の後、記念写真撮
影でパーティはお開きとなりましたが、引き続い
て行われた二次会にも53名もの参加があり、午
後 8 時に無事終了しました。
　なお、当日の記念品として78期同期会 Web 20

年の歩みと高校時代の写真集を収めた CD-R が配
布されました。当日の様子は Web 上でもご覧頂
けます。URL： http：//www.mmjp.or.jp/rk78/

●�2016年やっとう会（北野高校80期）同窓会報告
伊�藤�園�子（80期）

　梅雨とはいえ30度を超える暑さの中、80期同
窓会は、グランヴィア大阪20階、鳳凰 A の間で
行われました。
　まず、亡くなった同窓生の方への黙祷、今年の
実行委員長 2 組の宮本君の挨拶、須原先生の音
頭で乾杯と静かに始まりました。参加者は少し例

　今回のコンセプ
トを“青春時代の
友と人生を語り合
おう”としました
が、 2 次 会 を 入
れても、あまりに
も時間が短すぎま
した。この総会を契機に多くの同窓生仲間たちが
企画するイベントに参加し大いに語り合う時間を
つくっていただきたいと思います。
　次回幹事の 5 組、美坂さん、磯村さん、前川
さん、太田さんのご挨拶があり、次回総会は、平
成30年 5 月19日13時からホテルプラザオーサカ
で実施と発表がありました。
　あっという間に過ぎてしまった楽しいひと時の
締め括りとして南さんのタクトにより校歌を 5

番まで斉唱し総会を終わりました。この後ホテル
の喫茶室を借り切り、107人の方が参加し約 1 時
間半の 2 次会を持ちそれぞれ楽しい時間を持つ
ことができました。
　最後になりましたが、この二年間、あらゆる場
面で、暖かく支援をして戴いた各クラス幹事の皆
さん、オープニングでみんなを懐かしく和やかな
雰囲気にさせてくれたN＆Yファミリーの皆さん、
チームワークよく総会の細部に亘る準備をして戴
いた 4 組準備会の皆さんに、心から感謝を申し
上げて報告と致します。

●�六稜78期同期会卒業50周年記念パーティ報告
今�城�文�雄（78期）

　78期生の卒業50周年記念パーティは91名の参
加を得て、2016年 1 月 9 日（土）午後 3 時から梅
田の新阪急ホテルにて開催されました。開会の挨
拶の後、前回の記念パーティ以降に他界した同期
生に対して全員での黙祷が捧げられました。続い
て高校時代の思い出の写真のスライドショーがユ
ーモアを交えた解説を伴って映写され、会場は一
挙に和やかな同窓会ムードへと移行しました。東
京からの参加者のショートスピーチのあと、乾
杯！会食、歓談に入って会場が一層打ち
解けた雰囲気になったところで、高校時
代の思い出話…十三界隈や阪急電車の変
遷、講堂でテレビ観戦した東京オリンピ
ックなど…があり、参加者それぞれが当
時を懐かしく思い返しました。
　しばらくしてアトラクションとなり、

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。

年より少なく、50名あまりでした。まずお腹を
満たした後は、今年の目玉の健康企画です。
　今年は、健康企画として、「ナンバ歩き」の指
導講師（ミズノ所属、ウォーキン協会専門講師の
上野敏文先生）をお招きして、講演、講習をして
いただきました。ナンバ歩きとは、「難波まで歩
くのかと思った！」などという人もいましたが（笑
い）、江戸時代までの日本古来の歩き方です。 3

年ほど前にこの先生指導の下10キロほど山道を
歩いた人が、まったく、足も膝も痛くならずにど
んどん歩けたので、みんなにも体験してもらおう
と企画したものです。全体指導のあとは、個人的
に、何人もの人が、手取り足取り教えてもらうこ
とができ、有意義だったと思います。
　宴もたけなわになり、 5 人の有志による「よ
さこい　ソーラン」が揃いのコスチュ－ムで披露
され、拍手喝さいを浴びました。そのあとは、着
物姿の人の指導により、みんなで「河内音頭」を
踊りました。つぎは、お待ちかねの、「ビンゴ大会」
です。農園をしている人から提供していただいた
巨大ニンニクや、じゃがいも、高級ワインなども
あり、たいそう盛り上がりました。最後は、恒例
の校歌斉唱で、お開きとなりました。
　また、最近 2 、 3 年間の東京と大阪の同窓会
の写真にそれぞれの人の名前を付けたアルバム（高
校 3 年生時の写真も）をいただきました。
　また、同窓会に先立って 3 時から淀屋橋のミ
ズノ大阪ビルで行われた「ナンバ歩き講習会」に
は、11名が参加し 1 時間みっちり教えていただ
きました。階段ののぼりで、腿の前の筋肉が痛く
ならない、など驚きの連続でした。日常生活に活
かせると大好評でした。

●�卒業30周年。初めての同期会〜50歳を目前に
岩�崎�日�出�雄（98期）

　 6 月 11 日、
98 期 の 学 年 同
窓会を卒業後初
めて開き、新大
阪駅前のニュー
オーサカホテル
に約230名が集
いました。
　準 備 に 3 年
余 り か け ま し
た。同期の女性

が2012年、フェイスブックに98期のグループを
立ち上げ、瞬く間に数十人が参加（今は約150人）。
これが発端になり、在学時代のクラスや部活の枠
を超えて大小様々な同期会が行われるようになり
ました。また、同期生の間に広範な人脈を維持し
てきた男性の活躍もあり、SNS 未加入者を含む同
期会もこの頃から頻繁に開かれるようになりまし
た。
　2013年12月からは 3 年連続で学年忘年会を大
阪で開催し、 3 年目の参加者は約90人に。忘年
会スタッフを中心に学年同窓会の幹事団を編成し、
消息不明者の連絡先調査などを進めました。ハガ
キだけではなく、友人から SNS や電子メール、
携帯電話などで連絡があれば、同窓会参加へのハ
ードルが下がるだろうと考えたのです。途中から
は、各クラスの代表を補充した拡大幹事団（＝ク
ラス委員会、23名）で作業や会議を続けました。
　当日は、三橋賢市先生（数学）、鎌田俊一先生（国
語）、升方清一先生（社会）、藪田実先生（数学）、
松浦賢二先生（社会）にご臨席頂き、当初目標より
大幅に多い同期生が集結。クラス毎の参加者紹介
や在学時の写真のスライドショー、恩師の挨拶な
どを通じ、懐かしい日々を共に回顧しました。会
場には人がひしめき、歩くたびにだれかと至近距
離で顔を合わせ、否が応でもあいさつや会話が続
いていく、そんな状況でした。
　休憩を挟み同じ会場で行った 2 次会にも150人
以上が残り、 1・2 次会合わせて 5 時間が実に短
く感じられました。閉会から30分経っても同窓
生らがロビーを埋めたままで、立ち去りがたい雰
囲気でした。これを機に、同期の交流がさらに広
がり、深まっていけばと思います。参加できなか
った方々も次回、お待ちしております。
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　同窓会理事からの出し物としてのビンゴ大会は、
景品の総額が20万円を超えるとても豪華なものに
なりました。当たった人も当たらなかった人も楽
しんでくれたようでとても良かったです。各出し
物の間の歓談タイムもとても盛り上がっており、

改めて126期の仲
の良さを実感しま
した。
　今回はお昼の時
間に開催されたの
で、ケータリング
とピザを用意しま
した。ドミノピザ

には店舗までピザを取りに行くと半額になるサー
ビスがあったのでそれを利用しました。ピザを
32枚注文したのですがピザを六稜会館まで運ぶ
のに一波乱がありました。タクシーを使って運ぼ
うとしたのですが、タクシーを予約する際に「ピ
ザを32枚運びたい」と言うと、社内に臭いがつ
いてしまうからという理由で多くのタクシー会社
に断られてしまったのです。しかしその中で MK

タクシーさんは「ピザでもなんでも運んでやる」
と快く引き受けて下さいました。とても感謝して
おります。
　最後になりましたが、この同期会を開催するに
あたってたくさんの方の協力を頂きました。本当
にありがとうございました。また、今回参加でき
なかった126期の皆さんと先生方、次回も楽しい会
にしようと思っているので是非参加してくださいね。

初めての同期会
●126期初めての同期会

神�尾�元�樹（126期）

　 1 月 9 日に126期初めての同期会を六稜会館に
て行いました。生徒と先生を合わせて250人を超
える大規模な会になりました。メインの出し物と
して、担任の先生方のスピーチ、思い出のムービ
ー上映、ビンゴ大会がありました。
　先生方のスピーチは皆さんとてもウィットに富
んでいて、僕らが全校集会やホームルームで聞い
ていた話より数倍面白いものでした。次の同期会
でそのクオリティが下がらないことを期待してい
ます。（全クラスの担任の先生方が来られなかっ
たことはとても残念でした。）
　思い出のムービーは、入学式に始まり仮装、体
育大会、修学旅行など数々の思い出を蘇らせてく
れる素晴らしい出来で初めての同期会に大きな花
を添えてくれました。作成してくれた西井優佑君、
また写真や映像を提供してくれた皆さんにはとて
も感謝しています。

同期会予告
●66期 有志会予告 
66期有志会は例年秋に開催して来ましたが、秋は同
窓会総会もあり、季節を変更してほしいとのご意見等
を考慮して今秋はとりやめて来春に開催致します。
詳細な日程、場所につきましては今秋以降に改めてご
案内いたしますので、お一人でも多くご出席頂きます
様によろしくお願いいたします。

岩崎良和（66期）

●67期 同期会
日　時：平成29年 5 月18日（木）11時半より
場　所：ウェスティンホテル大阪 4 階 「花梨」の間 

大阪市北区大淀中 1 - 1 -20

Tel：06-6440-1111

少し早めの予告ですが皆様のご参加をお待ち申し上げ
ております。今回は趣を変えて会場のホテルを変更さ

せて頂きました。来年 2 月頃にはご案内を差し上げ
る予定です。どうぞお楽しみに。

幹事　池田　正澄・日髙　穂

●北野七〇会（ナナマルカイ）70期同窓会
日　時： 平成28年（2016年）10月29日（土） 

13：00～16：00（受付12：30開始）
場　所： KKR ホテル大阪　 3 階「銀河」 

〒540-0007 大阪市中央区馬場町 2 番24号 

TEL：06-6941-1140

連絡先： 西田　紘
TEL/FAX： 06-6398-7230

携帯電話： 090-1672-8061

恒例のオプション行事として、本年の NHK 大河ドラ
マ「真田丸」に因み、大阪夏の陣による落城から401

年目を迎える大阪城をボランテイアガイドと共に散策
する計画を立てています。本年は70期生が喜寿を迎え
る年でもあり、充実した会を…と幹事一同はりきって
います。多くの皆様のご参加を心からお待ちしています。

●�六稜期別対抗ゴルフコンペ優勝報告
福�井�雅�子（90期）

　第27回六稜期別対抗ゴルフコンペが平成28年
5 月22日に花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコースに
て開催されました。晴天の下、171名の方々が参
加され、二回目のショットガンスタートもスムー
ズに進行しました。
　90期の私が優勝報告をすることになるとは、思
いもしませんでした。四年前、私一人で期別対抗
ゴルフコンペに参加して以来、回りにしつこく粘
り強く声をかけ、今回過去最多の 9 名での参加と
なりました。成績は個人上位からの発表でした。

「優勝90期、小若雅彦君」の読み上げに大いに歓
喜するなか、たて続けに、「第三位、90期濱田泰君」
の声に、更に大騒ぎとなりました。それだけに留
まらず、女性の部でも、上位 3 名中、 2 名がこ
れまた、90期からの入賞でした。団体での優勝
は確実なものとなりました。今後右肩下がりにな
らないよう、ぐっと踏みとどまれるよう頑張りま
す。
　同窓会事務局の皆様、いつもありがとうござい
ます。長く期別対抗ゴルフコンペが続くことを祈
ってます。

2016年～2017年ゴルフコンペのお知らせ

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

第28回　六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2017年 5 月21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

●73期卒業55周年記念同期会
日　時：平成28年11月13日（日）14時より
場　所：六稜同窓会館 3 階ホール
懇親会： ホテルプラザオーサカ 17時より 

TEL：06-6303-1000

6 月に往復葉書でご案内しております。お早目にご
返送下さい。

73期学年理事　久保禎男

●74期みなわ会
日　時：平成28年11月19日（土）11：30～14：30

場　所：ホテルプラザオーサカ 19階
講演会：11：30～12：15

演題：「医療とどう付き合うか」
講師：藤岡義孝さん（赤目養生診療所院長）
総会および懇親会：12：20～14：30

会費：7,000円

二次会：14：40～（バーラウンジ北野　費用3,000円）
連絡先：壽榮松　正信
TEL/FAX：06-6301-4040

E-mail：my8m-semt@asahi-net.or.jp

●バレーボール部70周年記念式典
日　時： 平成28年10月 2 日（日）13：00より
場　所： ホテル阪急インターナショナル
連絡先： 辻　孝生 

大阪市中央区淡路町 1 - 3 - 7 キタデビル 

辻会計事務所
TEL：06-6202-4056　FAX：06-6202-4720

大阪府立北野中学校・高等学校バレーボール部は、創
部70周年を迎えます。バレーボール部 OB・OG 各位
には、別途郵送でご連絡致しますが、同期、先輩、後
輩のつながりでも連絡いただき、一人でも多くのご参
加をお待ちしております。

2017年
スタジオアリス
女子オープン
4月開催予定
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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教職員異動（平成28年 4月現在、敬称略）

・退職
　教　　諭　重森　英彦（国語）
　教　　諭　的場　栄子（国語）
　教　　諭　稲岡　慶子（英語）
　再任用教諭　安藤　哲（世界史）
　　　　　　常勤講師として本校に勤務
　再任用教諭　小西　喜朗（生物）
　　　　　　非常勤講師として本校に勤務
　再任用主査　近藤　泰廣
・転出
　教　　頭　寺尾　光弘
　　　　　　府立枚方津田高校校長へ
　教　　諭　大石　貴昭（国語）
　　　　　　府立三島高校へ
　教　　諭　松本　俊明（日本史）
　　　　　　府立清水谷高校へ
　教　　諭　二宮　純（数学）
　　　　　　府立長野北高校へ
　再任用教諭　森下　敏明（数学）
　　　　　　府立池田高校へ
　教　　諭　宮町　修太郎（化学）
　　　　　　府立西野田工科高校へ
　実習教員　田村　睦美
　　　　　　府立港高校へ
　養護教諭　平畑　美樹
　　　　　　府立岸和田支援学校へ

・新着任
　教　　頭　森田　里江子
　　　　　　府立寝屋川高校教頭より

　教　　諭　田村　瑛理子（国語）　新採
　教　　諭　村尾　一樹（国語）　初任
　常勤講師　安田　絹枝（国語）
　　　　　　府立旭高校より
　教　　諭　伊藤　寿章（地理）　初任
　教　　諭　井上　貴暁（日本史）　初任
　教　　諭　竹田　伸二（数学）
　　　　　　府立清水谷高校より
　教　　諭　玉村　唯緒（化学・120期）
　　　　　　府立福泉高校より
　教　　諭　石田　和弘（英語）
　　　　　　府立池田高校より
　実習教員　森下　美穂
　　　　　　府立牧野高校より
　養護教諭　大塚　美幸
　　　　　　府立桃谷高校より
　主　　査　中橋　八重子
　　　　　　府立旭高校より

平成28年度大学合格者・就職者数一覧
国立大学

帯広畜産大学 1
北海道大学 8
東北大学 1
筑波大学 1
宇都宮大学 1
千葉大学 3
東京大学 7
東京芸術大学 2
横浜国立大学 2
富山大学 2
金沢大学 2
福井大学 1
信州大学 2
岐阜大学 1
名古屋大学 2
名古屋工業大学 1
三重大学 2
滋賀医科大学 1
京都大学 62
京都教育大学 1
京都工芸繊維大学 8
大阪大学 57
大阪教育大学 2
神戸大学 43

公立大学
岐阜薬科大学 1
滋賀県立大学 3
京都市立芸術大学 2
京都府立大学 2
京都府立医科大学 3
大阪市立大学 26
大阪府立大学 20
神戸市看護大学 1
兵庫県立大学 5
奈良県立医科大学 1
和歌山県立医科大学 1

合計 65

私立大学
慶応義塾大学 13
中央大学 4
東京理科大学 15
明治大学 8
早稲田大学 19
京都女子大学 4
京都薬科大学 5
同志社大学 172
同志社女子大学 4
立命館大学 145
龍谷大学 4
大阪医科大学 7
大阪薬科大学 1
関西大学 58
近畿大学 27
関西学院大学 69
甲南大学 1
神戸薬科大学 1
武庫川女子大学 2
その他の私立大学 47

合計 606

準大学・専修学校等
準大学 1
専修学校等 1

合計 2

奈良教育大学 1
奈良女子大学 2
和歌山大学 1
鳥取大学 1
島根大学 2
岡山大学 1
広島大学 1
香川大学 1
九州大学 2
熊本大学 1
琉球大学 2

合計 228

　今年は本校から海外
への派遣（シアトル・
ケント地区派遣、台湾
研修、マレーシア・シ
ンガポールフィールド
ワーク）に加え、台湾
の台北市立建国高級中学（以下、建国中学）の受け
入れ、新たに香港の St. Paul's College の受け入れ
を行いました。その中から、ケント地区との交流
と、建国中学、St. Paul's College との交流の様子
を紹介させていただきます。

北野からケントへ
　2016年 3 月24日から31日まで、生徒 4 名と教
員 1 名がケント地区の高校を訪問しました。「大
阪府立北野高等学校国際交流報告集」より、その
様子をご紹介します。

（ケントでの 7日間）
　個人的に嬉しかったのはスターバックス 1 号
店に行けたことです。向こうの人にとっても名所
である一方、いつもすごくたくさんの人がいるの
でマークたちは今回はそもそも行く予定に入れて
いないように感じられたのですが、行きたい！と
頼んでみると快く受け入れてくれました。そして
偶然にも待つ人が少ないタイミングで行くことが
でき、マグカップ、タンブラーなどの限定グッズ
を買い、そして本場のコーヒーの味を堪能するこ
ともできました。万国共通、意思表示って大事だ
な、チャンスをつかもうとすることって大事だな
と感じました。

（中略）

　学校の時間のうち半分ほどは日本語教室
で、自分で作ってきた日本文化である温泉
についてのプレゼンテーションをしていま
した。相手の目や雰囲気をよく見ながら、
身振り手振りや雑談を交えて、プレゼンする。
ただの発表で終わらせないように、自分な
りにベストを尽くしました。向こうの先生
や教頭先生からも「今までのプレゼンで the 

bestだ！」「君みたいな息子がほしかったよ！」

などと最大級の賛辞の言葉を送ってもらい、とて
も達成感がありました。自分の英語で、英語圏で
生活する人たちにプレゼンテーションをする。と
ても貴重で有意義な経験になりました。

ケントから北野へ
　今年は男子 1 名、女子 3 名の生徒と教員 1 名
が来日します。 7 月19日の昼休みに体育館で全
校生徒に紹介されたのち、授業にも参加する予定
です。また、付き添い教員には北野生にプレゼン
をしていただく予定です。

台湾　建国中学受け入れ
　2016年 4 月28日　生徒45名、教員 3 名が建国
中学からやってきました。校内見学の後、授業見
学を行いました。数学や古典の授業を熱心に聞い
たり、英語の授業では本校の生徒と英語でコミュ
ニケーションをしたりしました。歓迎セレモニー
ののち、両校のパフォーマンス（建国中学は太極拳、
本校はダンス部による演技）があり、歓迎パーテ
ィが盛大に執り行われました。本校からも60名を
超える生徒が参加し、お互いの国のこと、生活・
文化について盛んに話し合っていました。連絡先
を交換して、交流を続けている生徒もいるようです。

香港　St.�Paul's�Collegeの受け入れ
　2016年 7 月13日　生徒28名、教員 3 名が St. 

Paul's Collegeからやってきました。校内見学の後、
授業見学を行いました。英語の授業では本校の生
徒と英語でコミュニケーションをしたりしました。
お互い知っている物を中国語で書いたり、日本語
で書いたりして、文化の類似点・相違点を確認し
て楽しんでいました。歓迎セレモニーののち、St. 

Paul's College の合唱のパフォーマンスがあり、
有志の生徒による部活紹介ツアーを行いました。
香港の生徒たちは日本の部活を熱心に見学し、質
問していました。本校生も立派にガイドを務め、
有意義な交流になりました。

北野高校国際交流
英語科　若�宮�功（121期）

一度、六稜 Web を経由して amazon.co.jp でショッ
ピングした場合、購入代金の数％がアマゾン社から
六稜同窓会へ「紹介料」名目で支払われます。ぜひ、
ご利用ください！

（書籍以外の商品でもすべて有効です）

←いますぐクリック

ご存知ですか？
あなたのショッピングが同窓会への寄付になる！
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髙松建設
やまと建設（大阪） 日本建商（大阪）

やまと建設（東京） 日本建商（東京）

住之江工芸 ＪＰホーム

金剛組 中村社寺

青木あすなろ建設
あすなろ道路 青木マリーン

東興ジオテック みらい建設工業

エムズ 新潟みらい建設

島田組

日本オーナーズクレジット

（東証一部上場）

68期　髙松 孝之

黒川歯科
大阪市北区梅田1-2-2-200 大阪駅前第2ビル2F
TEL：06-6346-0801
院長 黒川森夫（70期）日本糖尿病協会歯科医師登録医

◦歯科一般
◦歯周病予防相談
◦急患随時
◦健保取扱

診療時間 月 火 水 木 金 土
あさ　9：00〜12：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
よる　2：00〜18：30 ○ ○ ○ ○ ○

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）

六稜弁護士会有志

高橋典明法律事務所

弁護士

髙 橋 典 明
（83期）

事務所　〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目10番14号
西天満あさひビル3階

電話 06-6366-0015 / FAX：06-6366-2172
E-Mail：tenmei-t@nifty.com

 
 
 
 
         アワーズ法律事務所 

弁護士 北岡 満 
 

地下鉄堺筋線、谷町線南森町駅 徒歩５分 

〒５３０－００４７ 
大阪市北区西天満３丁目１３番２０号 AS ビル５階 
ＴＥＬ ０６－６３６５－１３０３ 
ＦＡＸ ０６－６３６５－７８１３  

  Ｈ Ｐ アワーズ法律事務所で検索 

（76期）

弁護士

桑 原 　 豊
（77期）

大阪事務所 〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番7号
中之島セントラルタワー24F

 TEL：06-6227-1954（ダイヤルイン） 06-6227-1951（代表）
 FAX：06-6227-1950
東京事務所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号

有楽町電気ビル南館6F
 TEL：03-5252-7022（代表） FAX：03-5252-7021
 E-mail：kuwahara@daiichi-law.jp
 URL：http://www.daiichi-law.jp

弁護士法人 第一法律事務所

中野・田中法律事務所

弁護士

田 中 康 之
（75期）

〒530-0047
大阪市北区西天満6丁目1番2号 千代田ビル別館6階
TEL：06-6365-7100 / FAX：06-6365-6452
E-Mail：info@n-t-law.com
URL：http://n-t-law.com/

米田総合法律事務所

弁護士  米 田 宏 己（65期）

〒541-0048
大阪市中央区瓦町3丁目5番7号 野村不動産御堂筋ビル8階
TEL：06-6204-1585
FAX：06-6204-1977
H P 米田総合法律事務所 で検索
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北浦康弘
（71期）

喜多村晴雄
（89期）

鈴木基史
（80期）

高濱 滋
（94期）

山本雅春
（84期）

田中久美子
（99期）

寄田和宏
（88期）

守谷義広
（102期）

85期 市川(旧姓柿坂) 緑 

うつわギャラリー月桃 
昨秋開店しました 

貸ギャラリーとしてもお使いいただけますので、 

趣味の作品展にどうぞ 

日月火水 13：30～18：00 OPEN 

〒535-0022大阪市旭区新森 1丁目 4-20椿ハイツ 103 

℡06-7181-0643 

e-mail:gallery_getto@jcom.zaq.ne.jp 
http://www.gallery-getto.com 
京阪森小路から南へ 5分 

地下鉄谷町線関目高殿から東へ 6分 

六 稜 同 窓 会 の 会 員 の 皆 様 へ

ゴールドカード年会費特別優遇

カードの詳しい内容や入会申込書のご請求に
ついては、同封のチラシをご覧ください。

 
（平日 時～ 時）

通常 円＋税 が

２ ５００円＋税

２年目以降も継続優待

年 月現在

六稜同窓会公認会計士有志

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

グ ロ ー バ ル 法 律 事 務 所 
Global Law Office 

  パートナー 弁護士  相  内  真  一 （85 期） 
   所  長 弁護士 礒 川 正 明   パートナー 弁護士 東    重 彦   パートナー 弁護士 礒 川 剛 志 

    パートナー 弁護士 水 口 良 一   パートナー 弁護士 寺 中 良 樹   パートナー 弁護士 天 野 雄 介 
  弁護士 松本史郎  弁護士 村上智裕  弁護士 北村百合子  弁護士 中村美絵  弁護士 谷岡俊英  弁護士 小西宏 

〒530-0047 大阪市北区西天満 2 丁目 10 番 2 号 幸田ﾋﾞﾙ 4 階（受付 3 階） 
TEL：06（6365）6154  FAX：06（6365）6153   

http://www.global-law.gr.jp/ 
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お悔やみ
平成28年 1 月～平成28年 5 月末日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）

44期 村上 芳夫 平成19年
46期 冨田 正文 平成23年
 中村 一 平成24年
 水上 晴雄 平成17年11月
47期 松浦 伯夫 平成24年10月
48期 森西 鉄男 
49期 田崎 四郎 平成28年 1 月 5 日
 竹内 英二 平成27年12月22日
51期 旭 源一郎 平成27年11月15日
53期 市村 和之助 平成26年10月20日
 菅本 一三 
 中島 利助 平成18年 9 月13日
54期 稲本 満寿雄 平成28年 3 月16日
 大原 進 平成28年 3 月19日
 木寺 淳 平成28年 2 月22日
 藤井 一義 平成28年 3 月 9 日
55期 小林 秀雄 平成27年 2 月17日
 疋田 邦夫 平成28年 1 月22日
 森下 吉一 平成28年 1 月27日
56期 上原 脩 平成27年11月 9 日
 大本 益夫 平成23年 3 月26日
 遠山 健次郎 平成27年12月26日
57期 斧原 寅二 平成27年10月16日
58期 伊藤 忠夫 平成28年 1 月18日
 川口 光一 平成27年12月31日
 宮津 佳郎 平成28年 1 月28日
59期 渡辺 時男 平成27年12月 1 日
60期 岩佐 昇 平成27年11月22日
 末岡 章男 平成28年 2 月10日
 松本 進 平成27年 2 月27日
 吉川 正 平成28年 2 月27日
 吉田 東輝 平成27年11月13日
61期 殿内 頴 平成28年 3 月19日

62期 鱧屋 善雄 平成27年 8 月 4 日
 三森 鉄生 平成28年 2 月16日
 山口 宗男 平成26年11月 4 日
 吉村 英夫 平成27年12月17日
63期 木船 悌嗣 平成27年 9 月10日
 黒川 秀史 平成27年12月31日
 陶 英一 平成27年 8 月30日
 堀川 文男 平成28年 3 月 8 日
64期 家近 正直 平成28年 3 月 2 日
 民上 義 平成27年 2 月18日
 森本 光昭 平成23年 9 月
 中井 重光 平成16年
 森 吉晟 平成27年 8 月15日
66期 仲庭 成和 平成28年 5 月19日
 和田 恭三 平成27年11月21日
 俵 徴子 平成28年 1 月12日
67期 尾上 昂 平成28年 1 月27日
 羽尾 清 平成28年 2 月 3 日
68期 安東 晟 平成28年 1 月 7 日
 福原 治 平成28年 2 月20日
69期 浅井 利昭 平成27年11月11日
 内山 清 平成27年10月
71期 石川 博之 平成28年 5 月 7 日
 島田 博次 平成28年 1 月14日
 東口 義仁 平成28年 4 月28日
 久後 晶 平成28年 1 月23日
72期 小関 龍也 平成25年 9 月 5 日
 田中 雅晴 平成28年 1 月 6 日
73期 天尾 勇二 平成28年 4 月 2 日
 井林 洋一郎 平成25年 7 月 2 日
 稲葉 昭 平成27年11月11日
74期 宮崎 伊織 平成17年12月11日
78期 新井 彦哉 平成28年 3 月 8 日
79期 大仲 進 平成24年 4 月21日
 毎田 克 平成20年 6 月13日
80期 蓮沼 雅子 平成27年 5 月19日
81期 西井 秀夫 平成28年 1 月23日
85期 小谷 雅延 平成25年10月26日
92期 田中 和之 平成28年 5 月 3 日
97期 佐野 知仁 平成19年 3 月18日

事務局だより
寄付のお願い
　会費収入以外の収入を増やす方策として会員の
皆様に任意の寄付金をお願いしてきましたが、平
成27年度末までに58件188万円の寄付金を頂戴し、
収支の改善に役立てることが出来ました。
　今回の会報に同封する払込取扱票にも寄付の欄
を設けておりますので、会費納入の際に併せてご
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 会で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。

理事会報告
■平成28年 2 月13日開催
○ 鈴木基史監事、退任のご挨拶。
承認事項
○ 財務委員会：平成28年度予算が承認された。
報告事項
○ 財務委員会：平成27年度決算見通しでは基礎

的な収支は若干の赤字であったが、寄付金と広
告掲載協力金の入金があり、全体では黒字とな
る見込。

○ 会館催事委員会：トークリレースケジュールの
報告。

○ 名簿委員会：各期住所不明者の調査をお願い。
○ 広報委員会：会報67号への投稿依頼があった。
○  FR 委員会：活動報告と今後の予定。
○ 東京：27年 9 月に組織変更、 4 つの委員会を

作り、会員証の発行や名簿の発行をする。東京
六稜倶楽部の活動報告。

○ 事務局：国際交流基金への寄付を頂き、学校側
に贈呈。引続き会報に協賛広告を掲載する。期
別対抗ゴルフやクラブ対抗ゴルフで、参加者に
年会費納入のお願いをする。
クラブ活動振興賞確定。
全国学生スピーチコンテスト 3 位入賞　
祝迫翔子さん。
科学の甲子園　大阪大会優勝チーム。

■平成28年 6 月25日開催
○ 新任監事　岩浅俊朗さん（80期）ご挨拶。
承認事項
○ 財務委員会：平成27年度決算を審議、承認さ

れた。
報告事項
○ 総務委員会：10月30日（日）開催の143周年総会

打合せの報告。
○ 会館催事委員会：トークリレースケジュールの

報告。
○ 名簿委員会：不明者リストを配布、各期の名簿

の充実をお願いした。
○ 広報委員会：会報67号への投稿依頼があった。

記事予約は 6 月末。
○  FR 委員会：活動報告と今後の予定。
○ クラブ OBOG 委員会： 6 月25日（土）第三回委

員会開催予告。
○ 東京： 6 月18日開催の東京六稜会報告。東京

六稜倶楽部の活動報告。
○ 学内：国際交流基金の平成27年度決算及び平

成28年度予算の承認を得た。陸上部女子の近
畿大会出場・山岳部インターハイ出場決定報告。

○ 事務局：熊本地震、在住者12名の内10名と連
絡出来た事を報告。セミナーハウス用スポット
クーラー購入予定の報告。カルチャー講座講師
交代の報告。

年会費納入のお願い

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 4 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。
・郵便局ではなるべくATMからの送金をお願いします。
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

ご寄付
55期 小林 秀雄
 安田 嘉之
 劉 善夫
57期 匿名
60期 大西 啓隆
 太田 元治
63期 阪田 喜秋
 陶 英一

65期 藤 圭之介
66期 志甫 溥
 林 綾子
69期 釜江 尚彦
70期 黒川 森夫
72期 匿名
 船戸 愛正
74期 笹川 忠士

75期 中村 大二郎
76期 西方 達
77期 太田 省三
 桑原 豊
 村上 安秀
78期 小林 京子
79期 福山 治
80期 上田 成之助

 阪田 善信
82期 野村 正朗
85期 西川 正一
98期 徳田 由紀子
107期 羽月 健司
112期 112期同期会 

JR 大阪駅直結  ホテルグランヴィア大阪  宴会場個室プラン

プランA プランB Cプラン

+ お一人様
￥1,000割引！

同窓会・OB会
プラン2017.3.31（金）まで

全プラン
ご利用時間

3時間
ゆったり
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■ 本　社

〒１１３-００３３ 東京都文京区本郷3ー29ー10  飯島ビル
TEL 03-5802-3815   FAX 03-5802-3816

■ 営業所

印刷のご相談は

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

総　　会
多目的ホール

12:00 受付開始
12:45 在校生吹奏楽部の演奏
13:00 総会
 活動報告
 卓話：竹田　潔さん（97期）

Kiyoshi Takeda

竹田　潔
（たけだきよし）氏

1966年生まれ。1985年北野高校卒業。
1992年大阪大学医学部卒業。 2 年間の内
科での臨床研修後、免疫学の基礎医学研
究に従事。1998年大阪大学大学院医学系
研究科修了、医学博士学位受領。1998年
兵庫医科大学生化学講座・助手。1999年
大阪大学微生物病研究所・助手。2003年
九州大学生体防御医学研究所・教授。
2007年～大阪大学大学院医学系研究科・
教授。大阪大学免疫学フロンティア研究
センター・兼任教授

『免疫と私たちの健康について』
　私たちの免疫システムは、感染症を引き起こす病原微生物が身体に侵入してきた際、
いち早く感知し排除することにより私たちの健康維持に大きく貢献しています。病
原微生物のみならず、がん細胞の出現も感知して排除しています。
　その一方で、免疫は諸刃の剣とも言えるシステムで、その暴走により様々な難病
が発症します。近年増加しているアレルギーも免疫の暴走が原因です。
　また最近になると、免疫システムが感知して排除するはずの細菌が、消化管に膨
大な数が存在していることが分かってきています。そして、この腸内細菌を免疫が
攻撃してしまうことにより、炎症性腸疾患と言う難病が発症します。ではどうして
消化管には、腸内細菌が存在しているのでしょうか？
　今回の卓話では、免疫システムがいかに私たちの健康維持に必要であるのか、ま
た最近注目されている腸内細菌がいかに私たち免疫系と共存して健康維持に貢献し
てくれているのかということについてお話ししたいと思います。

懇親会及び
127期歓迎会
六稜会館 3 F ホール

（終了予定）

（終了予定）14:45

15:00 参加費5,000円
 71期（S34卒）以前の方　2,000円、128期（H28卒）の方は無料

16:30 
幹事期：97期

【お願い】ご出席の方は、同封の返信はがきをお送りください


