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年会費納入のお願い

六稜会報に協賛広告を掲載させていただきます。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
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　昨年の秋、ある経済専門週刊誌から六稜同窓会
に取材の申込みがありました。事務局への話によ
ると、全国の中高一貫校や名門といわれる高校の
特集号の発行を計画しているとのことで、いわく
「最強の高校」と銘打った特集号らしいのです。
その特集号の中で、何人かの有名高校OBのイン
タビュー記事を掲載したいという訳で、私も 1時
間半ほどの取材を受けました。記者の求めに応じ、
私個人の北野高校時代の思い出や印象、現在の同
窓会活動の内容、北野高校の特色、著名な卒業生
など、ざっくばらんにお話をさせていただきまし
た。今回はその一部を披歴させていただきます。

　私の北野高校入学後の最初の強烈な印象は、同
級生の知識レベルの高さでした。今でも忘れられ
ない数学の最初の授業。先生の「君たち、当然知
ってるよね。三角形の五心。」という問いかけに対
して、周りの同級生はみんな「当然！」という反応。
しかし私はといえば、その内の三心（内心、外心、
重心）しか教わっておらず、垂心、傍心の二つは
全く知りませんでした。そしてクラスの連中とい
ろんな話をしても、習ってきた知識の内容にえら
い差がある。「これはえらいこっちゃ。卒業した中
学校のレベルが、えらいちゃうで！」という印象で、
とてもクラブ活動について考えることなどできま
せんでした。案の定、最初の中間試験の結果は、
クラスで25番。全校で言えば550人中300番くらい
といったところでしょうか。中学校ではいつもト
ップクラスでしたので、これは強烈なショックで
したが、今思えば学区内の幾多の中学校のトップ
レベルの生徒達ばかりが集まってきているのです
から、当然といえば当然の結果だったのです。

　もう一つは、授業スピードの速さ。例えば数学
では高校 3年間の科目である数Ⅰ、数Ⅱ B、数Ⅲ
を 2年生までに終了し、 3年生ではひたすら大
学入試問題集に取り組んだ思い出があります。そ

して、浪人中の卒業生も交えた大学入試模擬テス
トとその結果（順位と総合点）の廊下への貼り出
し。この発表までのなんとも言えないドキドキ感
と、発表を見ての落胆 or達成感の繰り返し。こ
の試験結果の公表スタイルは、結構、競争心を掻
き立てられましたし、競争するのはある意味いい
ことだと思うのですが、今の時勢にはあわないの
でしょうか、多分今ではやっていないのでしょう。
そして、私の卒業年の大学入試結果です。浪人も
含めた大学合格者数が、東大30数名、京大、阪大、
神大がそれぞれ100名以上という驚くべき人数で
あったことを覚えています。

　インタビューではその後、現在、経済界ほか多
方面で活躍されているOBの方々をご紹介（中で
も関西財界のトップクラスである大阪商工会議所
会頭と、神戸商工会議所会頭を同級生のOB二人
が務めていることは、たいへん誇らしいことです）
し、また、同窓会活動の紹介としては、同窓会創
立130周年記念事業として建設された六稜会館の
建設経緯や利用内容、会報の発行部数と内容、東
京六稜会の活動、在校生への支援活動内容、そし
て六稜トークリレーとインタビュー当日にも予定
されていた六稜カルチャー講座の開催などをご紹
介しました。六稜トークリレーの延べ聴講人数が
1万人を超えたことや、そのうちの約 1 / 4の方
がOBではなく近隣一般の方の参加であって、さ
さやかながら地域貢献の役割も果たせているので
はないかと感じていることなどは、取材記者も随
分驚かれていました。そしていい機会ですので、
当日の久井先生のカルチャー講座を受講していた
だきました。

　そして発刊された記事では、「大阪における公
立高校の代表格が府立北野高校である」と紹介さ
れています。誇りに思うと同時に、名を汚さない
自覚を持ちたいものだと思います。

六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

北野は大阪府最強の高校

　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。
　校長になり、北野高校生と出会って間もなく
2 年になろうとしております。この間、授業の
ある日は、出張で校内にいない時を除き、正門で
登校する生徒たちを迎えておりますが、続けてい
ると、生徒たちも少しずつですが私との距離感を
縮めてきてくれているようです。先日、11月の
Halloweenの日の朝、一人の男子生徒が登校して
きて、私の顔を見るなり“Trick or treat.”とお菓
子をねだってきました。もちろんあげるはずもあ
りませんが…。「校長先生になんという口を…」
と違和感を覚えられる方もいらっしゃるかもしれ
ませんが、是非は少し脇に置いておいて、ちょっ
とした「遊び心」は大事にしたいと思っています。
人間関係をうまく保つ円滑剤として「遊び」は大
切ですから。
　さて、秋の大きな学校行事の一つに体育大会が
あります。この体育大会で行われる 2年生の「仮
装」は多くの生徒、保護者の皆様が楽しみにされ
ていることと思います。今年も130期生が立派な
パフォーマンスを見せてくれました。しかし、実
は体育大会は 3年生にとっては「高校生活最後
の行事」になります。そのため、 3 年生もこの
行事にかける思いは一入です。部活をすでに引退
している生徒も、1～ 2週間前から「体力を戻す」
ために放課後にトレーニングをしたり、リレーの
練習をしたりして密かに燃えていました。 3 年
女子200mで25年ぶりに、 3年男子100mでは23

年ぶりに新記録が生まれたのも、その思いの現れ
かもしれません。
　そんな中、ある 3 年の女子生徒は、足を負傷
しており松葉杖を使って登校していたので、競技
には出場できませんでした。しかし、高校生活最
後の行事、何としてでも「綱引き」には出たいと

考えていたようです。体育科の教員に出場の許可
を求めに行ったのですが、出場するには「靴を履
くこと」が絶対の条件でした。そこで、体育大会
の二日前に医者に行き、「ギプス」を削って小さ
くしてもらったそうです。「無理やり足を靴に入
れて」、当日はめでたく綱引きに出場することが
でき、他のクラスメートと一緒に思い切り綱を引
っ張っていました。
　ホントに無茶をしますね（もちろんドクターの
許可が出ての話ではありますが）…。でも、これ
ぞ「六稜魂」でしょうか。北野生に受け継がれて
きたスピリットに少し触れた気がしました。
　それでは、今夏以降の生徒の活動状況を報告い
たします。部活動では山岳部の 3 年生及び陸上
部の女子と水泳部の男子（いずれも 3 年）が全
国大会に出場しました。また山岳部 2 年生と陸
上部の 1年生男子 2名が近畿大会に出場してい
ます。さらに野球部は大阪府のベスト 8に入り、
「選抜甲子園大会の21世紀枠に入るか !? 」と、い
い夢を見させてくれました。また部活動以外でも
2年生がずいぶん活躍してくれています。「科学
の甲子園」（大阪府 2 位）、「数学甲子園」（全国
大会出場資格獲得）、「物理チャレンジ」（日本代
表候補）などで優秀な成績を収めてくれておりま
すし、「全国高等学校生徒英作文コンテスト」で
は優良賞を女子 1名が受賞し、 3名が入選とな
りました。
　このように、勉強に、部活に、学校行事にと生
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、一層チャレン
ジ精神を発揮できるように、また、人として大き
く成長していけるように、教職員一同、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

『六稜魂』を受け継いで
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平成28年10月30日の日曜日、穏やかな天候に
恵まれ六稜同窓会が開催されました。259名の同
窓生の出席でした。今年は我々97期が担当の年
にあたり、事務局と96期の先輩方からアドバイ
スをいただき100人態勢で当日の業務を行いまし
た。アドバイスのおかげで大きなトラブルなく当
日の進行が完遂でき、事務局と先輩方には改めて
御礼申し上げます。

北野高校吹奏楽部の現
役の皆さんの素晴らしい
演奏で同窓会は始まりま
した。総会は総務委員長
の徳岡浩二さん（92期）
が司会を担当。会長の上
田成之助さん（ 80期）
から挨拶がありました。
同窓会の現状として、平
成27年度に会計収支の
単年度の黒字化の達成、
会報への協賛・会費納入
の増加、などの紹介があ
りました。同窓会活動の

報告として、在校生の支援として平成28年 7月
にセミナーハウスに冷房施設を設置しました。在
校生の強い希望があり設置しましたが、好評との
ことです。第一土曜日に開催しているトークリレ
ーは 7月に142回の開催となり、延べの参加者は
1 万人を超えました。同窓生だけでなく一般の
参加も多く、有意義なものとなっています。六稜

会館で開催されている六稜カルチャー講座が開催
されていることも紹介されました。
名誉会長の向畦地昭雄

校長先生から現役生の活
動報告がありました。体
育大会に懸命に取り組む
現役生と練習中にケガを
した女子生徒の紹介があ
りました。ギプスがある
と綱引きに参加できないので、ギプスを削って参
加したエピソードや各クラブの活動状況の報告も
ありました。六稜の伝統で勉学だけでなく運動も
積極的に取り組む。昔と変わらず、現役生の一所
懸命物事に取り組む状況と六稜魂がわかりました。
同窓会常任理事の紹介

の後、事務局長の笹川忠
士さん（74期）より活
動報告がありました。観
梅会、トークリレー、カ
ルチャー講座、ゴルフ期
別対抗・クラブ対抗など

六稜同窓会143周年総会のご報告 の定例行事に1960人の参加がありました。国際
交流基金など、基金の紹介。常任理事会と理事会
の運営の紹介がありました。若い世代の交流の場
も作り盛り上がったそうです。
総会の終了後、卓話となりました。卓話の司会

は相原智彦さん（97期）が担当し、卓話の演者
の竹田潔さん（97期）を紹介しました。竹田潔
さんは北野高校を卒業後、大阪大学医学部に入学。
当時の第三内科に入局し内科医として研修後、免
疫の研究を始めました。体内に侵入してくる微生
物に対して認識・攻撃・排除するシステムが免疫
で、これが機能することによって細菌やウイルス

などの感染症に対峙することができます。竹田さ
んは腸管、とくに小腸や大腸の免疫に特化して研
究されています。腸内細菌は以前から知られてい
ましたが、培養することが難しく未知の世界でし
た。これらの腸内細菌を特殊な条件で培養して、
体内でどのような機能があるのか研究しています。
消化管の炎症疾患として潰瘍性大腸炎やクローン

病がありますが、
腸内細菌叢の変化
が分かった、食事
内容の変化も疾患
にかかる方が増え
た原因ではないか、
と解説しました。

慢性関節リウマチ、アレルギー、動脈硬化症でも
腸内細菌叢の変化が見られ、動物の実験で発症す
る原因もわかってきました。免疫のシステム、炎
症の発症機序が解明されれば治療にも役立つと考
えられ、将来につながる研究を話してもらいまし
た。基礎医学の研究は時間がかかり労力のかかる
業務ですが、解明とともに臨床応用できることも
あり、多くの患者さんの恩恵になる可能性があり
ます。
卓話の後、六稜会館 3 階ホールで懇親会が開

催されました。司会は97期の清水潤三さん、志
村美代子さんが担当しました。最年長の阿部源三
郎さん（50期）の乾杯音頭で開宴となりました。
今年卒業した128期の皆さんの紹介がありました。
理事の吉松良さんから SNSなどを通じて同窓会
を盛り上げていきたいとの挨拶がありました。続
いてアトラクションは田中千晶さん（97期）の
バリ舞踊でした。田中さんはバリ舞踊家で、大阪
外国語大学インドネシア語学科を卒業し、インド
ネシアと関わる仕事に就き、その後舞踊の道に入
られました。普段見る機会の少ないバリ舞踊を披
露してもらいました。おたのしみ抽選会は JTBの
旅行券、USJのチケット、食事券など様々用意さ

稲 本　望（97期）
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れました。次期幹
事である98期の紹
介では、今年と変
わらぬ同窓会を行
いたいという決意
表明もあり来年度
も期待大です。校

歌斉唱の指揮は泉佳伸さん、ピアノ伴奏は伊東美
恵子さん（ともに97期）が行いました。エール
は長谷川正一さん（97期）が行いました。
閉会の辞は副会長の野村正朗さん（82期）か
らお褒めの言葉をいただき、苦労が報われました。

来年以降も伝統ある同
窓会が盛大に開催される
ことを祈念いたします。
改めてご協力いただいた
皆さんに感謝申し上げま
す。

トピックス
●北野高校バレーボール部　万歳！

長 谷 部 将 之（122期）

　まだ残暑の残る10月 2日（日）、バレーボール
部創部70周年記念式典がホテル阪急インターナ
ショナルにて開催されました。来賓として、歴代
の顧問の先生方、良きライバルである天王寺高校
桃陰会の方々もお迎えし、OB・OG総勢約200名
が集まる、盛大なパーティとなりました。
　まず、57期 加賀完一会長のご挨拶に始まり、
ご来賓の方々、芝田禮三幹事長のスピーチを頂き
ました。

　特にバレー部の創部メンバーの一人である60

期芝田幹事長のお話には感慨深いものがあり、
70年の歴史の重みをかみしめました。
　また、加賀会長は退任され新会長として78期　
水野一彦さんが就任されました。
　パーティ中は、高校・大学時代・社会人になっ
てからも、日々お世話になっている先輩方はもち
ろんの事、初めてお目にかかるOB・OGの方々
とも幅広く交流ができ、北野高校バレーボール部
のつながりの強さ・深さを再認識した次第です。
　最後は現役生男女を壇上にあげ、現コーチ・キ
ャプテンの挨拶の後、全員での校歌斉唱で大変盛
り上がりました。
　今後はOBとして、できる限りの協力をするこ
とで、この会を100年200年と続けていく事が諸

先輩への恩返しと深く感
じました。
　最後になりましたが、
70周年記念式典の準備に
力を注いで頂いた幹事の
皆様に感謝を申し上げ、
私の報告と致します。

● 六稜バスケットボールクラブ
　第6回定期総会報告

村 中 孝 一（97期）、東 由 希 子（105期）

　六稜バスケットボールクラブは、毎年 8 月と
11月に、男女現役との試合を行っています。こ
れに加えて、 4 年ごと（夏季五輪と同じ）に定
期総会を開催しており、爽やかな秋晴れの平成
28年11月 5 日（土）に、62期から128期までの
OB・OGが集まり、定期総会が開催されました。
　まず、体育館のコート 2 面を使って、男女現
役との試合が行われました。例年、若手OBチー
ムは、現役に勝つか少なくとも接戦になるのです
が、今年は完敗。現役チームの今後に期待が持て
ます。また、女子現役は 6 名と少人数であった
ことから、OGも現役チームに加わり、他のOG

やシニアOBとの試合を行いました。いずれの試
合もけが人も無く無事終わり、その後、恒例のフ
リースロー大会を行い、現役とOB・OGがフリ
ースローの連続成功回数を競い合いました。また、
今回の定期総会のために、創部88周年を記念す
るスポーツタオルを作成して参加者全員に配りま
した。また、現役に対しては、ボールと Tシャツ
を寄贈しました。
　その後、OB・OGは、ホテルプラザオーサカに
移動して、向畦地校長、顧問の宝本、岡本両先生
にも御臨席を賜り、定期総会を開催しました。
OB・OG合計61名が参加する盛会となりました。
　総会では、役員・幹事の改選が承認され、会長
は、坂野勝彦（72期）から西尾耕一（81期）へ
と引き継がれました。その後の懇親会では、現役
が各人の得意技（?）を披露するなどした自己紹
介ビデオレターが上映され、また、現役時代の珍

プレーや、惜敗した試合などの昔話などで、大変
盛り上がりました。　　
　初めて参加した若手OB・OGは、伝統の重み
を改めて実感したとのことでした。今回の定期総

会は、創部 90周年から
100周年に向けて、六稜
バスケットボールクラブ
の伝統を継承することを
スローガンとして開催さ
れたものですが、その成
果を大いに実感するとと
もに、このような伝統を
築かれた諸先輩のご努力・
ご尽力に、改めて深く感
謝申し上げます。

● 第28回六稜クラブ対抗
　ゴルフコンペ
　ラグビー部　昨年の雪辱なる

本 出 肇（90期）
　平成28年 9月25日（日）花屋敷ゴルフクラブ
よかわコースにて第28回六稜クラブ対抗ゴルフ
コンペ（以下クラブ対抗）が開催されました。こ
れはその顛末記です。
　28年は殊の外暑い夏で連日の熱帯夜、仕事を
終え自宅のメールを開く。"Fujimura"　泣く子も
黙るラグビー部OB会長藤村さんからだ「今年は
雪辱せよ、ジンジヲ尽くせ」え？
　ここ数年クラブ対抗の幹事をすることとなり皆
の連絡係をしている。卓球部の連覇、柔道部の逃
げ切り優勝のあと第25回からは我がラグビー部
が ₂ 連覇、特に第26回は野球部との同点優勝、
出場者の合計年齢が高いラグビー部がトロフィー
を勝ち取った。
　第27回はラグビー部同級生の下平君が個人優
勝で一矢を報いたが、野球部が精鋭を集め「リア
ル王者は儂だ」とばかり優勝。そして "Fujimura"

会長の熱帯夜メールに至る。
　勝たねばならぬ、負ければお尻ぺんぺんで済ま
ないのだ。ゴルフ強者のつてを頼り出場の依頼を
する。練習を兼ねて読売パブリックコースで真夏
の事前調整を行う。出場者13名、馬が合いそう
な 2 名をコンビとし、チームを 2 組に分け必勝
チームを B、懇親チームを A（もちろん私は A）
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とした。
　残暑の中花屋敷よかわコースで試合は行われた。
ジンジヲ尽くせと言われたけれど、私は100も切
れなかった。ゴルフコンペの楽しさはハンディの
おかげで結果発表の瞬間まで優勝がわからないこ
とである。果たして天命は下るのか。結果は以下
　団体優勝　ラグビー部 Bチーム
　個人優勝　北岡　和紀　104期（ラグビー部）
　同 2位　　石井　暁　　 86期（ラグビー部）
　同 3位　　河崎　大樹　102期（ラグビー部）
　ベストグロス　河崎　大樹 102期（ラグビー部）
　私は何とか胸を撫で下ろし帰路に就いたのである。
　後日 "Fujimura"会長の｛六稜クラブ対抗ゴルフ
コンペ　完全優勝おめでとうございます｝メール
　「皆さん本日は団体優勝おめでとうございます。
また北岡さんが個人戦 1 位、河崎さんがベスグ
ロ賞と正に豪栄道の全勝優勝にも負けず劣らずの
三賞制覇は凄いことで、今後も破られないと思い
ます。来年も是非連続優勝を目指してください。」
え？来年も

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？

2017年ゴルフコンペのお知らせ

第28回六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2017年 5月14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29回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2017年 9月24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

前67号で期別対抗ゴルフ優勝期の写真が
間違っておりました。
改めて90期の皆様の写真を掲載させて頂
きます。

お　詫　び

2017年
スタジオアリス
女子オープン開催
4月7日（金）～9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

3月15日 「人生一度きりだからこそ　
 ～ミャンマーの無医村でクリニックと菜園を運営して～」
  名知仁子さん（外部講師）
 （ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会　代表理事）
4月19日 「日本初の公立楽器博物館の20年
 ～生きている博物館への挑戦～」
 嶋和彦さん（86期）
  （浜松市楽器博物館館長）
5月17日 「高齢化と公共交通のデザイン」　
 中村豊四郎さん（81期）
 （アール・イー・アイ株式会社代表取締役）
6月21日 「六十の手習いで経済学博士に－私の生涯学習―」

 佐藤達男さん（75期）
 （立教大学　経済学博士）
7月19日 「IR/総合型リゾート (カジノ含む )」
 中山行輝さん（80期）
 （IR＊ゲーミング学会　監事）

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）

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・クラブOBOG会など

3月 4日 「日本のお人形は役に立つしオモシロイ」
 幡鎌真理さん（94期）
 （天理大学附属天理参考館 学芸員）
4月 1日 「アメリカはなぜトランプを選んだか」
 大野和基さん（85期）
 （国際ジャーナリスト）
5月13日 「大阪は“水の都”だった。」
 山本正人さん（旧職員）
6月 3日 「ラグビーの魅力とレフリーの仕事（仮）」
 原田隆司さん（98期）
 （日本ラグビーフットボール協会 元A級レフリー）
7月 1日 「景観保全、自然環境と共生する都市計画（仮）」
 神吉紀代子さん（97期）
 （京都大学 教授）
8月 5日 「女たちのシベリア抑留」
 生田美智子さん（77期）
 （大阪大学名誉教授・雑誌「セーヴェル」代表）
9月 2日 「（演題未定）」
 井奥成彦さん（87期）
 （慶應大学 教授・歴史学）
※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171回】 

【第172回】 

【第173回】 

【第174回】 

【第175回】 

【第149回】

【第150回】

【第151回】

【第152回】

【第153回】

【第154回】

【第155回】

六稜文庫平成28年12月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p= 3

「朝倉数学大系11   保型形式論－現代整数論講義－」 
吉田敬之（78期）

「果樹研究のバイオインフォマティクス」 
藤井　浩（88期）

「ハッブル宇宙を広げた男」 家　正則（88期）
「大阪の注目20社 第 2弾」 佐藤達男（75期）
「越劇の世界　中国の女性演劇」 中山　文（89期）
「卵より先のニワトリばなし」 福井栄一（97期）

「アメリカはなぜトランプを選んだか」
「ドナルド・トランプ、大いに語る」
「2020年　世界経済の勝者と敗者」
「代理出産　生殖ビジネスと命の尊厳」
「知の最先端」
「そして日本経済が世界の希望になる」
「世界が感嘆する日本人」
「マイケル・ジャクソン　死の真相」
「世界で広がる脱原発」
「キス・アンド・クライ」
「ドラッカーの遺言」
「外科の夜明け -防腐法 -絶対死からの解放」

大野和基（85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

平成29年 3月17日（第 3金曜日）
5月19日（第 3金曜日）
7月21日（第 3金曜日）
9月15日（第 3金曜日）

「世界の名作文学と旅」
久井勲先生

平成29年 4月28日（第 4金曜日）
6月23日（第 4金曜日）
8月25日（第 4金曜日）
10月27日（第 4金曜日）
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● 六稜55期「関西の集い」
戸 根 住 夫（55期）

　私共は1942年に卒業し、1968年から全国の同
期生に声を掛け、毎年 ₁回大阪で同窓会を楽しん
できましたが、卒寿を期に、最後の全国的な会を
2013年 5月26日に開きました。その後、関西の
者だけでも集まろうと、2016年 9月15日に「55

期関西の集い」の第 1回会合を JR大阪駅の「ホ
テル グランヴィア大阪の葵の間」で開催しました。
出席者は写真の左から前列に藤井孫兵衛、栗田満
信、中村隆、木戸友三郎、武本達朗、後列に平谷
吉高、松代英二郎、近藤喜治、戸根住夫、小谷恒
之の10名です。
　杖を突く者や難聴者もいましたが、なかでも栗
田は豊中の自宅からタクシーで、ホテル内は車椅
子で移動して現れ、武本は骨折後の療養中のため
令嬢に付き添われての出席でした。一方、近藤は
自作絵画 3 枚の大型額縁を携行して参会し、作
品が世界的レベルに達しているとの自慢話をしま
した。
　 2時間半の会合と限定し、昼食を取りながら、
一人 4分間ずつ所感や近況を話す事にしました。
北野時代を含めての想い出、老人ホームの感想、
デイサービスでの認知症テスト問題、弁護士事務
の近頃の話題や最近多発しているヘイトスピーチ
を含む社会問題の所感等々が述べられ、質問やコ
メントが飛び交い、終始和気あいあいの雰囲気で、
楽しい歓談の一時でした。最後に校歌を全員で斉
唱し、さらに武本が新校歌もと独唱して、散会し
ました。
　第 2回をと盛り上がり、2017年 5月に集まろ
うと計画していますが、参加にご関心がおありの
方は幹事の小谷恒之か平谷吉高へご連絡下さい。

● 北野七〇会
西 田 紘（70期）

　2016年（平成28年）10月29日（土）KKRホテ
ル大阪（馬場町）で、校歌にもうたわれる、名に
し負う大阪の城を借景にした部屋（ 3 階「銀河
の間」）に、恩師浜田啓介先生をお迎えして、生
徒73名が再会を楽しんだ。今年は 3人で司会を
分担する。堀内岳 - 6 組、谷川壽 - 6 組、西田紘
- 7組。
　開会の辞のあと、この 1年に他界された 2名
の方に黙祷を捧げ、次に山路龍天君の卓話「フラ
ンス人作家プルーストと文学」に入る。比喩に富
んだプルーストの文章について話していただき、
文学の時空を超えての共感、慰労、発奮などの働
きを教えてもらえた。続いて浜田先生のご挨拶を
頂く。懐かしい恩師の先生方の昔のご様子を聞か
せていただき、全員じっと耳を傾けて聞いていた。
このような生徒の状態だったらさぞかし授業もし
易かっただろうと思われた。乾杯の音頭も先生に
とって頂いた。会食と歓談、ワイワイ、ガヤガ
ヤ、、。お久しぶりさんと遠隔地からの友小林健治
君、三好郁朗君、河島康子さん、里野龍平君のお
話の後、同期会諸活動の報告に入る。六稜同窓会
(高田早智子さん )、東京の70期会 (釜江常好君 )、
ゴルフ会 (辻康次郎君 )、讃山会 (安場耕一郎君 )

の各氏に話して頂いた。談笑、また談笑・・次い
で2018年度以降の会の運営方法について議論。
次回幹事団（ 8 組、 9 組）の紹介後、いつもの
大谷健二君の音頭で、声高らかに校歌をうたって
盛り上がり、エールを交わして、再会を期し、幕
を閉じた。
　二次会は同ホテル三階「曙の間」で52名の参加。
ここでも話は尽きず熱気は続き、計 5 時間余り
に及ぶ宴会の名残を惜しんだ。
　同期会に先立つオプション行事。有志28名は、
大阪夏の陣による落城から401年目を迎える大阪

Party ReportsProduced by 六稜同窓会 FR 委員会

2017年5月6日（土）行列のできる就活相談所2017＆若手交流会

Produced by 東京六稜会若手の会

東京六稜会 KITANO cafe 発足

　『行列のできる就活相談所＆若手交流会』は今年で10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。

　東京六稜会の中で、我々若手が主催でイベントを行う機会が増えました。何か呼びやすい名前はないか
と考え、【KITANO cafe 】と名付けました。このネーミングの由来は、気楽に立ち寄り、馴染みの顔を見
つけたり、初めて会った人とも話が合ったり、ほっとひと息つけるカフェのような…卒業生にとってそん
な存在になりたいという願いがこめられています。
  また、これまでの東京六稜若手会という名称では、世代で区切ってしまうような印象もあり、ある年齢
以下でないと参加できないのでは？という誤解を招いておりました。 年齢制限はありません！全ての期
の北野卒業生を対象にしておりますので、是非どなた様もご参加ください！

このような企画を今後も続けていくので、お楽しみに！
参加者が何かしらの気付きを得られる会に、また世代を越えたつながりが生まれる会にしたいと思ってお
ります。全世代卒業生の、KITANO cafeへのお越しを、お待ちしております。
〔お問合せ先〕塚本渉（111期）小山真澄（111期）masumintroduce 8 @gmail.com
※東京六稜会の Facebook もご覧ください。http://goo.gl/HDJIaU

★「第 2 回・北野高校卒業生限定カップリングパーティー」も開催予定です。
　第 1回で連絡先を交換したカップルの中から、交際に発展したという報告も入っています。
　詳細は決まり次第、Facebook等でお知らせします。

●第 1 回 KITANO cafe　 5 /30に開催●
　記念すべき第 1弾は、現役若手社会人によるお
仕事紹介。参加者は70期代から大学生までと幅広
く、27名が集まりました。スピーカーとして111
期佐竹宏昭さんから「航空業界の仕事について」
114期浅見晃子さんから「PR業界の仕事について」
をご紹介いただきました。
　夢を実現するためにどうしたか、これからした
い仕事のために、今どのような事を努力している
か等…熱い思いを感じ、刺激を受けました。

●第 2 回 KITANO cafe　11/25に開催●
　82期の三谷秀史先輩にご登壇いただき、日本国
の情報機関、外事警察のことをお話しいただきま
した。スパイになる／ならない方法も教わりまし
たよ！機密を扱う立場ゆえ、私生活にも色々な苦
労がおありだったそう。知
られざる世界に皆、興味
津々でした。イベント本会
35名、二次会29名の参加が
ありました。

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。
〔お問合せ先〕FR委員会　fresh@rikuryo.or.jp　【Facebook】http://goo.gl/ 4 hvmjS

★就活相談所2017★
●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

合同イベント
★若手社会人×就活生　クロストーク★

●対象：新卒・院卒で就活生を含む
　　　　20代・30代（108期以下）の六稜生
●場所：六稜会館 3 階 六稜ホール

13:00～15:00　第 1 部

★若手交流会★
●対象： 20・30代（108期以下）の六稜生
●場所：六稜会館 1 階 六稜サロン

15:15～17:30　第 2 部

※終了後に、十三周辺で懇親会を行う予定です
※詳細は順次、六稜WEB・SNS等でお知らせします
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城をボランテイアガイドと共に散策、現在の徳川
大阪城の見どころを再確認した。さすがは六稜生、
好奇心旺盛で、ガイドにかかわりなく見て回り、
12時30分の受付時間に間に合わないのではと、
気をもむ場面もありました。

● 73期55周年同期会レポート
久 保 禎 男（73期）

　「55周年は十三でささやかに行おう。」と11月
13日（日）同窓会館に集まりました。この 5年
で鬼籍に入った15名と恩師 2 名に黙祷を捧げ、
代表幹事の挨拶に次いで、新しいメールシステム
を紹介し、今後、連絡と交流のための主要なツー
ルとすることを確認しました。
　記念行事の、「愉快な老後の過ごし方」のプレ
ゼンが続きました。
　「グライダーへの再チャレンジ」京大グライダ
ー部卒業を自認する飯田精太さんの数々の体験談。
　「日本の有人の島めぐりをほぼ全島踏破」した
葭谷昭さんの話。
　「真善美を求め、命の危険も顧みずアフリカ、
欧州、地中海の現地から発信」続ける粟田芙仁雄
さんの破天荒なお話。
　「医者の不養生から重病に陥って、日本画に巡
り会い、立派な画集を発行」した榎谷信彰さん。
　「日頃の不養生」と、がん研究の専門家の立場
から、仲間の余生を警告した川西正祐さん。
　記念撮影後、懇親会場のホテルプラザオーサカ
へ移動しました。着席、ブッフェスタイルで、賑
やかかつ和やかに懇談しました。
　米国から駆け付けた、LIM昭子さんの「米国お
ばちゃん事情」の飛び入り話もありました。
　当日の進行動画をユーチューブに載せ、メール
システムに貼り付けて欠席者も共有しました。

● 74期みなわ会総会および懇親会
北 岡 禧 一（74期）

　今年のみなわ会は北岡禧一代表幹事のもと11

月19日（土）にホテルプラザオーサカで開催され、
31名が参加しました。まず藤岡義孝さんの「医
療とどう付き合うか」の講演からスタートしまし
た。ピンピンコロリを願っている年代の我々にと

って時宜に適ったテーマの講
演であり、特に文藝春秋の橋
田寿賀子さんの記事中の「ス
イスの病院で安楽死が認めら
れている」との衝撃的な事実
の紹介に加えて、講演途中の
和歌山地震のおまけまでつい
て大変印象深い講演となりま
した。この講演には昨年亡く
なられた松本章さんの奥さま
にも参加いただきました。講
演終了後総会に移り、最初に

芦田会長より昨年の会計報告と昨年に引き続き今
年も本年の会計の余剰金を同窓会に寄付するとの
提案が満場一致で承認されました。その後笹川事
務局長の六稜同窓会の近況報告と西久保さんの翌
日開催の「54年目のハイキング」の説明があり、
全員で記念写真の撮影を行って懇親会に移りまし
た。懇親会は東京より参加の荻野征生さんの乾杯
の音頭で始まり、同期会初参加の北田さんも交え
て旧交を暖めました。懇親会の終わりに来年の幹
事 1～ 3組を代表して山中さんが挨拶し、お開
きとなりました。二次会は同ホテルの 3 階「バ
ー北野」で開催され、途中からカラオケも始まっ
て大いに盛り上がりました。翌日の「54年目の
ハイキング」は15名が参加、北・山の辺の道を
めぐり、今年は 1 名の落伍者もなく全員が踏破
できました。なお今年のみなわ会余剰金（約 4

万円）は同窓会事務局と打合せ、パソコンを購入
して同窓会に寄贈することとなりました。

● 76期　恒例同期会

奥 田 稔（76期）

　昭和39年東京オリンピックの年に卒業した私
達76期生も昨年古稀を迎え、全員が70歳を越え
ました。
　私達76期生は、毎年11月の最終土曜日に同期
会を開催して、早40回を迎えています。
　昨年は「古稀の会」として、母校より野々村、
中野両先生をお迎えし、約80名の出席で、盛大
に開催することが出来ました。
　今年も昨年と同じ阪急グランドビル「白楽天」
で開催しました。中野先生が昨年に続きご参加下
さり、約50名でしたが、楽しく時間を過ごすこ
とが出来ました。
　以前は母校に隣接する「ホテルプラザオーサカ」
で開催していましたが、交通の便等を考えて、昨
年度より梅田に変更しました。しかし、来年は又、
元の古巣に戻り、「ホテルプラザオーサカ」で11

月25日（土）午後 ₁ 時より開催いたします。多
数のご参加をお願いいたします。

● 103期 卒業25周年同窓会 報告
加 賀 城 雅 人（103期）

　平成28年 8月13日（土）、六稜会館で卒業25周
年記念の同窓会を開催しました。103期はこれま

で卒業15周年、20周年と 5年おきに学年全体の
同窓会を開催してきましたが、今回は恩師の先生
6 名（岡田拓史先生、佐々木利昌先生、正者充
朗先生、平田耕治先生、平田雅子先生、山﨑長生
先生）をお迎えして、前回を上回る101名の同期
生が出席しました。
　幹事の木下真弥君の司会進行で、最初にご出席
の先生方から近況をお話いただいた後、佐々木先
生の乾杯のご発声で歓談が始まりました。
　今回の最初の座席は「あこがれの北野高校に入
学した当時に戻る」という思いも込め、 1 年時
のクラスでテーブルを分けました。また歓談中は、
この日のために幹事が持ち寄った当時の写真、文
化祭・体育大会・修学旅行のしおり、懐かしのプ
リントなどを前方のスクリーンに投影。さらには
当時の文化祭でのバンド演奏や男子ハンドボール
部制作の映画も上映して、出演者の若かりし日の
姿に皆からやんやと喝采が上がりました。こうし
た演出も相まって、そこかしこで「あの頃の思い
出」や「今だから言えること」などに話の花が咲
いていました。
　恒例のビンゴ大会は、景品を同期生から提供し
てもらった品々で取り揃え、こちらも大好評。協
力してくれた皆さんは飲食関係、クラシック音楽、
漫画と本当に様々な分野で活躍していて、改めて
103期生の多士済々ぶりを実感するとともに、30

名近くにおよぶ当選者の皆さんからの近況報告で
も場内大いに盛り上がりました。
　ビンゴ第 2部では 5年後の同期会の幹事団を
決定。ビンゴの司会をしていた森井吾郎君が最後
の最後で 2回連続となる幹事を引き当てるサプ
ライズも（笑）。
　締め括りは出席者全員で校歌を斉唱して、一次
会は大盛況のうちにお開きとなりました。
　卒業から四半世紀が経ちましたが、これほど沢
山の同級生とまた母校で集まり、楽しく交流でき

たことを心からうれし
く思います。今回の同
窓会を一緒に企画運営
した幹事団の皆さん、
そしていろいろとサポ
ートいただいた六稜同
窓会事務局の皆さん、
本当にありがとうござ
いました。
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●111期同窓会
池 田 直 弘（111期）

　去る2016年12月30日に、 4 年に一度の111期
同窓会を開催しました。
今回は SNS（Facebook）を活用することによる案
内状の経費削減と、前回の同窓会で多く聞かれた
「恩師にもお会いしたい」という声を反映させる
ことを実現しました。
　慌ただしい年の瀬にも関わらず、当日は 5 名
の先生方、同期79名とその子どもたちというた
くさんの方にご出席いただくことができました。
飯尾先生、太田先生、鎌田先生、野口先生、三輪
先生にはこの場をお借りしてあらためてお礼申し
上げます。ありがとうございました。
　卒業した18歳の 2倍である36歳の年。あの頃
と見た目が変わらない方、ずいぶんと成長された

方（！）様々ですが、18年前の休み時間のように、
スタートから話に花が咲き会場は大にぎわいでし
た。

　今回はお楽しみイベントとして「先
生の名前ビンゴ」を行いました。「懐か
しい！」「高 2のときお世話になったな
あ～！」「クラブ顧問だった！」など各
テーブルで先生方のお名前とお顔を思
い出しながら大いに盛り上がりました。
　楽しいひとときはあっという間に過
ぎ、約 2時間の同窓会も終盤に差し掛
かったところで先生方お一人ずつにお
話をいただきました。18年前には授業

やホームルームで当たり前のように聞いていた先
生のお話も、今となっては一つ一つの言葉が胸に
響き、大変貴重な時間となりました。
　毎回、同窓会は夢のような時間だと思います。
次は2020年、東京オリンピックの年に開催予定
です。夢の続きは 4年後に・・・。

● 六稜125期同窓会報告
竹 内 悠 里（125期）

日時：2016年12月29日
会場：北野高校六稜会館
　成人式以来初めての同窓会となった今回は、総
勢190人余りの同期生と当時の担任の先生方数名
が参加してくださり、会場の六稜会館 3 階ホー
ルは皆の笑い声と熱気で満たされていました。
　卒業してから 4年の月日が経とうとしている今、
同期生たちは企業や官公庁への就職が決まったり、
あるいは大学院への進学を控えていたり、はたま
た大学で勉強に励んでいたりと様々ですが、集ま
った同期生たちは思い出話や近況報告など、高校

時代に戻ったかのように話に花を咲かせていまし
た。
　1994年に生まれた私たち125期生は、出生直後
に阪神大震災を、小学校に入るや否や 9・11同
時多発テロを経験しました。また北野高校を受験
する年には、日本はリーマンショックによる不況
の真っ只中で、先行きの不透明さに誰もが一抹の
不安を感じていました。そして、高校在学中にあ
の東日本大震災と福島の原発事故が起こり、
2013年の高校卒業まで日本の復興をその目で見
続けることとなりました。さて、2017年となっ
たいまも、日本経済や世界情勢をみるに明るいニ
ュースばかりというわけではありません。しかし
ながら、六稜の星の印のもとに互いに協力しあっ
て、またときに切磋琢磨して文武両道を実践して
きた私たち北野生ならば、必ずやどんな困難も乗
り越えていけると信じています。最後に、この同
窓会の冒頭で中島先生が私たちに向けて送ってく
ださった言葉を借りて、締めくくらせていただこ
うと思います。いままで北野の卒業生たちが日本
を動かしてきたように、この125期生もこの先様々
な分野で活躍し、日本を変えるような人材が生ま
れますように。

初めての同期会
●楽しすぎた同期会

北 條 智 剛（127期）

　 1月 7日、127期初めての同期会を六稜会館に
て行いました。約230人もの仲間が 2年ぶりに聖
地北野高校を巡礼しました。ビンゴや有志による

ビデオ上映、恋ダンス披露、漫才にて盛り上がり、
久しぶりの再会が充実したものとなりました。
　始まる前は、四時間も同窓生の皆さんを拘束し
て、計画通りに行かなかったらどうしよう、皆の
期待しているものと違った同窓会になったらどう
しようと正直不安でした。しかし各クラス幹事の
協力や、彼らの「神ってる」知恵によりその不安
は見事に払拭されました。127期のための銀行口
座の準備により、当日の参加費を集める手間が省
かれたこと、当日進行の分単位でのプログラミン
グ等のお陰で時間の配分は完璧なものとなりまし
た。
　有志で作ったビデオは全国各地の北野生がバト
ンを繋いでいくというものです。モデルはリオオ
リンピック閉会式の安倍マリオの動画とし、バト
ンは北野の「縄」を使いました。北は北海道から
南は福岡まで、撮影には約10人の北野生が協力
してくれました。
　同期会が終わった後、幹事以外のたくさんの同
窓生が「手伝うで！今日はありがとう」と片付け
を自ら進んで申し出てくれたことに感動と感謝の
気持ちで一杯になりました。同期会翌日の朝、
LINEにたくさんのありがとうメッセージが届い
ていたことも幹事冥利です！いい思い出とさせて
もらいました。皆様、こちらこそありがとうとこ
こで申し上げたいと思います。
　この同期会を開催するに当たって、学年主任の
出口先生はじめ、たくさんの方のご協力を頂き、
感謝感謝です。
　今回、参加できなかった127期の皆様、お世話
になった先生方、次回以降は是非ご参加下さい。
次回皆様とお会いできる日を楽しみにしています。 
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同期会予告
●60期同期会（六稜六

ロクマル

〇会）
日　時： 平成29年 5月10日（水）正午～15時
場　所： ホテルグランヴィア大阪 20F

大阪市北区梅田 3丁目 1番 1号（JR大阪駅直結）
TEL：06-6344-1235

光陰矢の如し。本年は卒業70周年に当たります。
大東亜戦争勃発の翌年に入学、中学 4年生の夏に終戦。
在学中の教科・授業、学徒動員など懐かしい数々の思
い出を語り合い、青春時代に戻り、明日への活力とし
ようではありませんか！　
多数の諸兄のご参加をお待ちいたします。
☆詳細案内状は 3月中旬に発送の予定。

代表幹事　大西啓隆
Tel・Fax：［186］-072-761-8278

●66期有志会の予告
有志会を下記の通り開催致します。
日時 ： 平成29年 3月16日 （木） 12時開宴
場所 ： 梅田ゼックスウエスト （XEX WEST）
 梅田ハービス PLAZA ENT 7 F
（阪神梅田駅西改札徒歩 1分・ＪＲ大阪駅桜橋口
徒歩 2分）

開催日まで日数がありませんが、皆様のご意見に従い
秋から春に変更いたしましたので、是非ご出席下さい。

代表幹事　岩崎良和 

●67期同期会
日　時： 平成29年 5月18日（木）
 12時開宴（その10分前に記念撮影）
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

そろそろ皆様のお手元にはご案内が届く頃かと思いま
す。今回は少し趣を変えて会場を変更させて頂きまし
た。新しい雰囲気での皆様とのお出会いを楽しみに、 
是非大勢ご参加下さいますようにお待ち申し上げてお
ります。

幹事　池田正澄・日髙　穂

●88期還暦同窓会
皆様、88期の今年の同窓会の日程が決まりました。
還暦を迎える年度でありますので、還暦同窓会と銘打
っております。
お盆休み後の土曜日ですが、万障お繰り合わせの上、
ご参加いただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
＊詳細はメール・Facebook・ハガキ等でご案内します。

日　時： 平成29年 8月19日（土）16:00～
場　所：ホテルニューオータニ大阪

大阪市中央区城見 1 - 4 - 1
88期学年幹事　村上多賀子・日裏彰人

母校の窓
《文化部》
文藝部
■2016年度
今年度は新入生を迎え、二年生二人、
一年生四人の総勢 6人で活動していま
す。
週一回の定期活動日を中心に、部員全
員仲良く和やかな雰囲気のなか活動し
ています。
お互いに作品の相談をしたり、部誌の
感想を交換したり、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
　　　　上下巻』　六稜祭にて
・ 8月：『幻　甚暑号』
・12月：『六花の旋律』、茨木・北野
　　　　文藝部による合同誌『夢幻
　　　　上下巻』
今後の発行予定は、
　『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）
■2016年度
現在、 2年生 9人、 1年生 6人と ALT、
SETの先生方と一緒に楽しく活動を行
っています。活動日時は毎週火・木曜
日の17時まで、活動場所は LL教室です。
楽しみながら英語に慣れるということ
を目標としており、普段の活動は洋画
や洋楽の鑑賞、ゲーム、スピーチの練
習など様々です。季節行事ごとにはパ
ーティーを行ったりするなど、楽しい
イベントもあります。また、台湾から
の修学旅行生やアメリカの姉妹校から
の留学生との交流パーティーの運営も
行っています。今年度は香港からも留
学生がいらっしゃるなど、海外交流が
より盛んな一年となりました。ネイテ
ィブの先生とディベートをしたり、授
業外で会話をする機会が多くもてるの
で自身の英語のスキルアップにつなが
ります。さらに、今年はスピーチコン
テストにおいて優秀な成績を修めた部
員もいます。

物理研究部
■2016年
物理研究部は現在 8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。
また六稜祭では脱出ゲームを開催しました。

化学研究部
■2016年
2017年 1月現在、化学研究部は 2年生
2人、 1年生 6人で活動を行っており
ます。
活動日は火・木（木は不定期）です。
昨年度は個人各々の研究を主に行って
いました。
毎年 6月にある六稜祭ではさまざまな
実演実験を行います。

生物研究部
■2016年
現在、部員は 2年生 2人です。
今年度は長期休暇を利用して、夏はア
サギマダラのマーキング調査、冬は湖
北で野鳥観察を行いました。

地学研究部
■2016年
私たちは40人ほどの部で屋上の天文台
での天体観測を主な活動としています。
今年度もほぼ全員が兼部での参加とな
っています。 1、 2ヶ月に一度ほどで
天文台での観測会を実施していますが、
今年度は天候に恵まれず、中止となっ
てしまうことが多くなりました。実施
した会では月や火星などの観測を行い
ました。深い知識がなくとも楽しむこ

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。

とができる部活になっています。

美術部
◎活動状況
私達美術部は、2017年 1月現在、 2年
生 1人、 1 年生 3人の計 4名で日々活
動しています。
部長に希望日を伝え、それを基に予定
を決めて活動するので、各自が自分の
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
■2016年
1月 ・年誌表紙作成
2月 ・ブロック展出品（ 1年 1名）
3月 ・キャンドル製作
・ 3年生六稜祭看板製作開始

4月 ・デッサン、油絵、水彩体験
（新入生歓迎）

6月・六稜祭（看板設置、部誌発行、
デッサン展示、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 2名・1年 2名）
優秀賞 1名・奨励賞 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
ムの表紙はすべて美術部員が担当して
います。

コーラス部
■2016年
現在、部員11人 (うち女子 7 人、男子
4人 )で、「心ふるわすハーモニー」を
モットーに、日々楽しく歌っています。
◎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「楓」「よかったなあ」
「This Day」

6月・ミュージカル「オズの魔法使い」
を上演

9月・中庭で新入部員勧誘コンサート
演奏曲目 「青空」「負けないで」
「積水ハウスのうた」
「北野高校校歌 (コーラス部バー
ジョン )」

11月・第一ブロック音楽祭に出演
演奏曲目「青空」「歩くうた」

12月・文化芸術祭舞台発表部門に出演
演奏曲目「サンタが街にやって
くる」「アメージンググレース」
「歩くうた」

◎これからの活動予定
1月・第16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「青空」「歩くうた」

4月・新入生歓迎コンサートに出演
演奏曲目未定

6月・ミュージカル「リトルマーメイド」
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70回定期演奏会
日時：2017年 5月 4日（木）
場所：箕面市立メイプルホール（入場無料）
曲目：モーツァルト　歌劇

「劇場支配人」より序曲
ドビュッシー　小組曲
シューベルト　交響曲 1番など

部員一同お待ちしております。ぜひお
越しください。
■2016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 3日　第69回定期演奏会
6月 5日　Grazie Concert(六稜祭 )
7月20日　フェアウェル・パーティーで演奏
8月 6日～ 9日　合宿
10月21日　体育大会で演奏
11月13日　第一ブロック音楽会
12月22日　文芸祭
2月 5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。
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20名、 2年生28名の計48
名で活動しています。引退した 3年生
を含めると79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
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！
■2016年
1月24日　管打楽器ソロコンテスト

大阪大会　2016
（相愛大学本町キャンパス内 
アンサンブルスタジオ）

2月 1日　第35回大阪府高等学校芸術
文化祭（池田市民文化会館 
アゼリアホール）

※大阪府合同オーケストラ奏者として
一部演奏

3月31日　レインボーコンサート
（ホテルプラザオーサカ）

5月 4日　第19回定期演奏会（池田市
民文化会館 アゼリアホール）

6月 5日　六稜祭（本校多目的ホール）
7月18日　第11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29日　第55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13日　第55回大阪府吹奏楽
コンクール大阪府大会
高校Ａ【銀賞】（大阪国際会

議場）
8月19日～21日　北野ブラス合宿

＠ハチ高原
10月 8日　学校説明会（本校多目的

ホール）
10月21日　体育大会（本校グラウンド）
11月 6日　第13回音の大収穫祭

（本校多目的ホール）
11月13日　第34回第一ブロック音楽会

（千里金蘭大学佐藤記念講堂）
11月20日　第36回近畿高等学校総合

文化祭（神戸新聞松方ホール）
※大阪府合同オーケストラ奏者として
一部演奏

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22日　第18回文化芸術祭（吹田市
文化会館 メイシアター）

12月27日　第42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
■2016年度
活動を再開して三年目でした。
現在の部員は二年生二人で活動してい
ます。人数が少なく、六稜祭でのパフ
ォーマンスはできませんでしたが、文
化芸術祭では二人思い思いに作品を作
りました。
普段は月に一、二回を目安に書道教室
で練習しています。

写真部
■2016年
活動休止中です。

放送部
現在、男子 6人、女子 7人で活動して
います。
主な活動は昼の放送、行事の司会、音
読練習などですが様々な機材が揃って
いるのでやりたいことには何でも取り
組めます。
【2016年度の活動】

6月　六稜祭…司会
学校説明会…プレゼンテーション

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

映画研究部
■2016年
私達は、月に一度視聴覚室で映画を鑑
賞しています。現在部員は 2年生 3人、
1年生 2人の計 5人です。
今年度は「縞模様のパジャマの少年」「ビ
ューティフル・マインド」「マトリック
ス」「ソーシャル・ネットワーク」…等々
を観ました。

囲碁将棋部
◆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
活動日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。
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また、茨木高校などとの交流も行っ
ています。

◆実績
◎個人戦
・第36回大阪府高等学校芸術文化祭
囲碁部門　Fリーグ準優勝

・第34回大阪府高等学校囲碁新人大
会　Cリーグ準優勝、Cリーグ 3
位入賞　他

◎団体戦
・第40回大阪府高等学校囲碁選手権
大会出場　他

ダンス部
2017年 1月現在、 2年生18人、 1年生
12人の合計30人で「感動を、あなたに」
をモットーに、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
番前は土日も練習に励み、イベントや
大会にも多く参加させていただいてい
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。これからも全員で一丸となり、最
高のステージをお届けできるよう頑張
っていきます !応援よろしくお願いし
ます！
■2016年度
6月　六稜祭
7月　学校説明会　発表

全日本高等学校チームダンス選
手権　関西予選　出場
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
11月　ダンスドリル関西秋季競技大会

出場
12月　文化芸術祭　発表
2月　第12回高校生ダンスフェスタ

参加

演劇部
■2016年
現在は 1 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
練習を行っています。
2016年度は、 6月に六稜祭公演、12月
に文芸祭前公演を行いました。また文
芸祭での舞台照明の手伝いをさせてい
ただきました。
ほとんどの部員が初心者ですが、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
■2016年度
私たちジャズ・フォークソング部は、
1 年生10人、 2年生10人の計20人で活
動しています。部員同士、先輩後輩の
仲も良く、毎日楽しく活動しています。
ジャズでは、サックス、トランペット、
クラリネット、フルート、ピアノ、ド
ラム、ベース、ギターの 8 つのパート
で編成しています。 今年度は、「C-jam 
Blues 」、「 Moanin' 」、「 My Favorite 
Things」、「Lullaby of Birdland」、「In 
The Mood」、「Take Five」、「St.Thomas」
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
き語りなどで演奏しています。 今年度
は桐谷健太「海の声」、miwa「ヒカリ
へ」、スキマスイッチ「奏」、星野源
「SUN」など、さまざまな曲を演奏しま

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、高槻ジャズスト
リート、第一ブロック音楽会などでも
演奏させていただきました。 高槻ジャ
ズコンテストへの出場も決定しています。
同好会から部活に昇格してまだ 3年の
新しい部活ですが、さらに活動の規模
を広げるとともに、より素晴らしい演
奏のために練習を積み重ねていきたい
です。応援よろしくお願いします！

クイズ研究部
■2016年
クイズ研究部は現在 2年生 6人、 1年
生18人で活動しています。
主な活動は、「早押しクイズ」です。他
校との交流も多くあり、昨年度に引き
続き今年度もクイズ環境の整備に力を
入れていこうと計画しております。
○今年度の活動実績
　QuarK 27th 準決勝進出
　QuarK 28th 準々決勝進出
　QuarK 30th 準々決勝進出
　QuarK 31st 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14名、 1年女子 8名、 2年男子
18名、 2年女子 6名、マネージャー 1
名の総勢47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。
■2016年
◎インターハイ大阪大会
男子

100m、200m、800m、5000m、走
高跳、走幅跳、走幅跳、砲丸投、
砲丸投、砲丸投、円盤投、やり投、
八種競技、 4 ×100mR（準決勝進
出）、 4×400mR

女子
400m、800m（ 準 決 勝 進 出 ）、
3000m、400mH（決勝 3 位　近畿
大会出場）、 4×100mR（準決勝進
出）、 4 ×400mR、走幅跳（決勝
進出）

◎インターハイ近畿大会
女子

400mH（準決勝進出）
◎木南記念競技会
男子

100m、400mH、 4×100mR
女子

400mH（決勝 4位）
◎大阪選手権
男子

100m、 200m、 110mH、 4 ×
100mR、 4×400mR

女子
100m、走 幅 跳（ 3 位 ）、 4 ×
400mR

◎全国選抜陸上競技協会
女子
七種競技

◎大阪総体

男子
1年

100m（ 準 決 勝 進 出 ）、100m、
200m（優勝　近畿大会出場）、
400m、800m（決勝 3位　近畿大
会出場）、5000m、3000mSC（決
勝 7位）

2年
200m、 800m、 1500m、 400mH、
400mH、3000mSC、走幅跳、砲丸
投、円盤投

共通
4 × 100mR（決勝 7 位）、 4 ×
400mR（準決勝進出）

女子
1年

800m、1500m、3000m、3000m、
400mH、走幅跳

2年
100m、400m、400m、800m（ 決
勝 7 位 ）、 1500m、 3000m、
400mH

共通
4 ×100mR（準決勝進出）、 4 ×
400mR（準決勝進出）

◎近畿ユース陸上競技対抗選手権大会
男子

200m（決勝 3位）、800m（決勝 4
位）

◎日本ジュニア陸上選手権大会
400mH
◎大阪高校駅伝
男子（12位）、女子（11位）
◎大泉駅伝
男子（13位）、女子（22位）

水泳部
現在、 1年生26人、 2年生21人の47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！
■2016年
◎大阪府選手権（ 6月）　
　於：門真スポーツセンター
　標準記録突破多数
◎中央大会（ 6月） 
　於：門真スポーツセンター
　23名（標準記録突破者）　 出場　
男子100ｍ　自由形　 3位入賞
男子200ｍ　自由形　 4位入賞
男子400ｍ　フリーリレー　11位
男子400ｍ　メドレーリレー　12位
男子800ｍ　フリーリレー　　12位
女子400ｍ　フリーリレー　　27位
女子400ｍ　メドレーリレー　28位
女子800ｍ　フリーリレー　　21位

◎近畿大会（ 7月）
　於：門真スポーツセンター
男子100ｍ　自由形　 6位入賞
男子200ｍ　自由形　 9位入賞

◎インターハイ（ 8月）　
　於：広島市総合屋内プール
男子100ｍ　自由形　48位
男子200ｍ　自由形　49位

◎高校対抗選手権（ 7月）
　於：門真スポーツセンター
　出場多数
　男子100ｍ　自由形　優勝
　男子100ｍ　平泳ぎ　 3位入賞
　男子400ｍ　フリーリレー　B決勝 2位
　男子400ｍ　メドレーリレー　B決勝 2位
　女子400ｍ　フリーリレー　25位
　女子400ｍ　メドレーリレー　25位
◎新人大会（ 9月）
　於：大阪プール
　出場多数

　男子50ｍ　背泳ぎ　 9位入賞
　男子50ｍ　平泳ぎ　 6位入賞
　男子200ｍ　フリーリレー　B決勝 4位
　男子200ｍ　メドレーリレー　B決勝 2位
　女子200ｍ　フリーリレー　24位
　女子200ｍ　メドレーリレー　24位

器械体操部
2年生男子 4名女子 1名、 1年生男子
2名女子 1名の計 8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。また、他校との合同
練習などもよく行っています。
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。
■2016年
11月　新人大会
　　　男子 3部　種目別　跳馬 1位　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　鉄棒 2位
　　　男子 2部　団体　 6位
　　　　　　　　個人　 9位
　　　堺選手権大会
　　　男子初級　種目別　床 1位　
　　　　　　　　　　　　跳馬 1位
　　　　　　　　　　　　鉄棒 4位
　　　男子中級　個人　 4位
　　　　　　　　種目別　床 4位
　　　　　　　　　　　　つり輪 5位
　　　　　　　　　　　　跳馬 5位
　　　　　　　　　　　　鉄棒 4位

柔道部
■2016年
現在、 2年生 2名、 1年生 2名の計 4
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。人数は少ないものの、桜塚高校や
北淀高校などと合同練習をし、活発に
活動しています。また、京大、阪大、
神大の練習にも参加させていただき、
自分の技を磨いています。
◎北地区大会（ 1月）
　 1年出場
◎大阪大学柔道部　高校生招待柔道
　大会（ 3月）
　男子団体　出場
◎全国大会大阪府予選　RACTAB
　ドーム（ 6月）
　男子団体戦
　　 1回戦　北野 0－ 5関大北陽
　男子個人戦
　　-66kg　 1回戦敗退
　　-66kg　 2回戦敗退
　　-73kg　 1回戦敗退
◎天高戦　北野高校柔道場（ 7月） 
　点取り戦　　北野 1－ 2天王寺
　勝ち抜き戦　北野 1人残して負け
◎大阪高校総体　大阪市中央体育館（ 8月）
　男子団体戦
　　 1回戦　北野 1－ 2大商学園
　男子個人戦
　　-66kg　 3回戦敗退
　　-73kg　 1回戦敗退
◎公立高校修道館杯　大阪市立修道館（ 9月）
　団体・個人　出場
◎大阪市北地区柔道連盟柔道大会　
　講道館大阪（10月）
　団体・個人　出場
◎新人柔道大会　堺市立大浜体育館（11月）
　男子団体戦
　　 1回戦　北野－登美丘（ 5人残し
　　て負け）

　男子個人戦
　　-60kg　 1回戦敗退
　　-66kg　 2回戦敗退
　　-73kg　 2回戦敗退
　　-81kg　 1回戦敗退

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（2017年 1月現在）★
　 1年生：男子10人　女子 4人
　 2年生：男子 4人　女子 1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、体幹トレーニング、 etc.
★過去の成績★
■2016年度
　◎全国総体予選 ( 6月 )
　　【個人】男子A: 2回戦敗退

男子 B: 2回戦敗退
女子A: 3回戦敗退
女子 B: 1回戦敗退

　　【団体】男子 : 1回戦敗退
女子 : 1回戦敗退

　◎大阪高校総体 (11月 )
　　【団体】男子 : 1回戦敗退

女子 : 1回戦敗退
　◎天王寺高校定期戦
　　【団体】男子A:勝ち

男子 B:勝ち
女子 :負け

　◎北摂大会
　　【団体】男子 : 3回戦敗退

女子 :リーグ敗退
　◎神戸大学招待試合
　　【団体】男子 :リーグ敗退

女子 : 1回戦敗退

合氣道部
■2016年
1年13名、 2年14名の計27名で活動し
ています。
私達は天之武産塾合氣道々場に所属し
ています。時間に余裕があれば、放課
後に吹田市の本道場での稽古に参加さ
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、四條畷高校、春
日丘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の方々が体術・
演武ともに稽古に来てくださっていま
す。今年は京都大学の朝稽古という、
今までにない貴重な経験もさせていた
だきました。

硬式野球部
硬式野球部は甲子園を目指して頑張っ
ています。ひとりひとりが勝つために
どうすればいいかを考え、チームであ
ることを最大限に活かし、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、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、27人全員、全力で取り組んでい
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 10人 1年生 13人　
　マネージャー： 2年生 3人 
　　　　　　　　 1年生 1人 
■2016年 新チーム
<秋季大会 >
　 2回戦　北野 4 - 3  大手前 　○
　 3回戦　北野 5 - 3  茨木工科 ○
　 4回戦　北野 5 - 4  常翔啓光 ○
　 5回戦　北野 5 - 4  大冠　　 ○
　準々決勝　北野 0 - 7  大阪桐蔭 ●
　ベスト 8
<夏季大会 >
　 2回戦　北野 3 - 5  寝屋川　●
< 春季大会 >
　 1回戦　北野 7 - 6  大阪産大附 ○
　 2回戦　北野 9 - 1  懐風館 　　○
　 3回戦　北野 15- 2  生野工 　　○
　 4回戦　北野 3 - 7  都島工 　　●

サッカー部
現在、サッカー部は、 2 年生19人、 1
年生10人、マネージャー 2人の計31人
で活動しています。大阪ベスト32を目
指して、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、応援よろしくお願いします。
■2016年
　 1回戦　上宮太子×　 1 - 1 (PK 2 - 4 )
＜定期戦＞
　天王寺○　 3 - 0
　膳　所○　 3 - 0
＜秋季大会＞
　 1回戦　大阪暁光○　10- 0
　 2回戦　八尾×　 1 - 2

ラグビー部
ラグビー部は昨年 3年生が引退し、休
部の危機でしたが、 1年生 3人が入部
し、現在は茨木西高校・北摂つばさ高
校・山田高校・東淀川高校・北淀高校・
刀根山高校と合同チームを組んで大会
に参加しています。
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12人、マネージャー 3人の
計23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。
■2016年
◎大阪高校新人大会二次予選
　○ 2 - 0　開明
　● 0 - 2　堺東
◎西田杯予選
　○ 2 - 0　金光大阪
　○棄権　北千里
◎西田杯決勝
　● 0 - 2　関大北陽
◎春の部別
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　○ 2 - 1　星光
　○ 2 - 0　興国
　○ 2 - 0　河南
◎豊能大会予選
　○ 2 - 0　千里青雲
　○ 2 - 0　箕面学園
◎豊能大会本戦
　● 0 - 2　西野田工科
　○ 2 - 1　千里青雲
　● 1 - 2　豊中
◎インターハイ予選
　○ 2 - 0　帝塚山泉ヶ丘
　● 0 - 2　常翔学園
◎天高戦
　△ 1 - 1　天王寺
◎総体予選
　● 0 - 2　大商学園
◎大阪新人高校大会（部別）
　● 0 - 2　上宮
　● 0 - 2　常翔学園
　● 1 - 2　茨木西
◎大阪府立校大会予選
　● 1 - 2　吹田東
　● 0 - 2　茨木西
　● 1 - 2　千里青雲

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　 2人　 1年生　 7人
■2016年
◎春季大会一次予選
　○ 2 - 0　布施
　○ 2 - 0　同志社香里
　○ 2 - 0　関西創価
◎春季大会 2次予選
　● 0 - 2　渋谷
◎大阪高校総合体育大会
　● 0 - 2　関大第一
◎大阪高校新人大会
　● 0 - 2　明浄学院
　● 0 - 2　狭山
　● 0 - 2　千里青雲
◎大阪府公立高校大会　地区予選
　● 0 - 2　千里青雲
　● 0 - 2　刀根山
　● 0 - 2　渋谷

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12人、
1年12人、マネージャー 3人の27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！
■2016年
◎インハイ　予選
　一回戦　　北野○－●市岡
　二回戦　　北野○－●東
　三回戦　　北野○－●箕面
　四回戦　　北野●－○関西大第一
◎大阪総体予選
　一回戦　　北野●－○花園
◎北地区公立校大会
　①　北野○－●千里
　②　北野○－●阿武野
　③　北野○－●園芸

卓球部
卓球部は現在 2年生男子 4人、女子 2
人、 1年生男子15人、女子 3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。
■2016年
◎全国選抜シングルス予選（ 2 / 6）
　男子　 2回戦進出
◎大阪64ブロック大会
　男子シングルス（ 4 /29） 3回戦進出
　女子シングルス（ 5 / 1） 4回戦進出
◎春季大阪高校選手権大会
　男子シングルス（ 5 / 3） 6回戦進出
　ベスト64
　女子団体（ 5 / 3）
　　 1回戦　北野 3 - 2関大北陽
　　 2回戦　北野 1 - 3関大一
　男子ダブルス（ 5 / 4） 5回戦進出
　ベスト64
　女子ダブルス（ 5 / 4） 2回戦進出
　　男子団体（ 5 / 5）
　　　 1回戦　北野 3 - 0高津
　　　 2回戦　北野 1 - 3都島工
　　女子シングルス（ 5 / 5） 3回戦進出
◎大阪高校新人大会
　女子団体（ 8 /16）
　　 1回戦　北野 3 - 1桃山学院
　　 2回戦　北野 0 - 3芦間
　男子団体　19位（ 8 /17,18）
　　 1回戦　北野 3 - 0懐風館
　　 2回戦　北野 3 - 1鳳
　　 3回戦　北野 2 - 3山田
　順位決定戦
　　北野 3 - 1吹田東
　　北野 3 - 2長尾
　　北野 2 - 3天王寺
　　北野 3 - 2金岡
　女子シングルス（ 9 /25） 2回戦進出
　男子シングルス（10/ 2） 4回戦進出
　男子ダブルス（10/23） 3回戦進出
　女子ダブルス（11/ 3） 2回戦進出
◎全日本ジュニア予選
　男子シングルス（ 9 /22） 4回戦進出
◎大阪高校総体
　男子団体（11/ 3）
　　 1回戦　不戦勝
　　 2回戦　北野 3 - 2西野田工
　　 3回戦　北野 1 - 3狭山
　女子団体（11/13）
　　 1回戦　北野 0 - 3大阪市立
◎チャレンジカップ（12/23）
　男子 1部リーグ
　　北野 2 - 3北千里
　　北野 3 - 0河南
　 1位トーナメント
　　北野 3 - 2茨木西
　　北野 1 - 3清水谷　 3位入賞

バドミントン部
バドミントン部は現在、 2 年生33人
+ 1年生11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 !!
■2016年
◎第63回大阪高等学校バドミントン

　④　北野○－●刀根山
　⑤　北野○－●茨木工科
　最終結果　グループ 1位　 5勝 0敗
◎公立校決勝リーグ
　①　北野○－●茨木西
　②　北野○－●摂津
　③　北野●－○豊中
　最終結果　北地区 2位
◎公立校チャンピオンシップ
　一回戦　　北野●－○泉北
　最終結果　大阪公立校ベスト 8

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 1人、 1 年生 5人の計 6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。
■2016年
◎大阪総体地区予選
　 1回戦　○　不戦勝　布施北
　 2回戦　●　15-149　柴島
◎北地区公立校大会
　①　●　 3 -156　豊島
　②　●　13-86　 桜塚
　③　●　19-89　 豊中
　④　○　56-33　 北淀
　⑤　●　 4 -127　高槻北
　⑥　●　37-84　 東淀川
◎新人戦
　 1回戦　●　棄権　芥川
◎インターハイ予選
　 1回戦　○　76-30　初芝富田林
　 2回戦　○　92-51　浪速
　 3回戦　●　44-66　柴島

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11人（内マネー
ジャー 1名）、 1年生18人（内マネージ
ャー 1人）計29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。
■2016年
◎春季大会
　（北地区大会）
　　（ブロックリーグ戦）
　　　○北野27-16咲くやこの花●
　　　●北野13-20春日丘　　　○
◎秋季大会
　一回戦　○北野16-14柴島●
　二回戦　○北野19-17鳳　●
　三回戦　●北野18-19枚方○
◎新人大会
　（北地区大会）
　　（ブロックリーグ戦）
　　　○北野31-12芥川●
　　　○北野27- 2交野●
　　（ブロックトーナメント )
　　　○北野23-22香里丘●
　　　●北野15-20枚方　○

女子ハンドボール部
私たちは現在 2年生 7人、 1年生12人、
マネージャー 3人の計22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

　選手権大会（冬の大会）
　男子
　　[ダブルスⅡ部］　 5回戦進出
　　[シングルⅡ部］　 7回戦進出
　女子
　　[ダブルスⅡ部］　 4回戦進出
　　[シングルⅡ部］　 7回戦進出
◎第70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］　　　　　 2回戦進出
　　[ダブルスⅡ部］　 2回戦進出
　　[シングルⅡ部］　 6回戦進出
　女子
　　[団体］　　　　　 3回戦進出
　　[ダブルスⅡ部］　 3回戦進出
　　[シングルⅡ部］　 7回戦進出
◎第71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］　　　　　 2回戦進出
　　[ダブルスⅡ部］　 5回戦進出
　　[シングルⅡ部］　 7回戦進出
　女子
　　[団体］　　　　　初戦敗退
　　[ダブルスⅡ部］　 5回戦進出
　　[シングルⅡ部］　 6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 4年目を迎えました。
2年 9人 1年14人で活動しています。
普段はランニングや天気図を描く練習
などをしています。
また月に 1 回、山に登っています。こ
れまで、六甲山、愛宕山、金剛山、岩
湧山、武奈ヶ岳などを登りました。夏
には夏山合宿に行き、北アルプス方面、
八ヶ岳方面へ行っています。
また、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。
ここ数年は大阪春季大会を連覇してイ
ンターハイに出場しています。
■2016年
第70回高校春季登山大会
　団体 1位
第71回大阪高校総合体育大会
　A隊 1位
第60回全国高等学校登山大会
　A隊出場
第62回近畿高等学校登山大会
　A隊出場
第52回大阪高校秋季登山大会

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！
■2016年度
◎春季　インターハイ予選大会
　ブロックリーグ
　　○14- 9　箕面自由学園
　　●25- 8　柴島
◎秋季大会（南北オープントーナメント）
　 1回戦　● 7 - 9　阪南
◎新人大会
　ブロックトーナメント
　　● 7 - 8　北千里
　　● 3 -23　好文学園女子

男子テニス部
男子テニス部は現在 2年 7人、 1年 3
人の計10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。
■2016年
4月　◎大阪スプリングトーナメント
　　　　シングルス　ベスト32（ 1名）
5月　◎春季大阪総体
　　　　団体戦　ベスト32
8月　◎春季赤坂杯
　　　　シングルス　ベスト 8（ 1名）
　　　◎大阪サマートーナメント
　　　　シングルス　ベスト16（ 1名）　
　　　　ダブルス　　ベスト16（ 1組）　
　　　◎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 ~12月　◎秋季大阪総体
　　　　　　団体戦 2部　ベスト 8
10月　◎大阪公立団体
　　　　団体戦　ベスト16

女子テニス部
現在、 2年生 6人、 1年生 3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！
■2016年
◎大阪ジュニア　本戦出場　
　シングルス 1人　ダブルス 1組
◎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 3人　ダブルス 1組
◎春季団体　本戦出場
◎春季赤坂杯（単）
　本戦出場　 3人（ 1人優勝）
◎池村杯　本戦出場
　シングルス 2人
　ダブルス 1組（ベスト16）
◎夏季総体　本戦出場
　シングルス 2人
　ダブルス 1組（ベスト16）
◎公立個人（単）　本戦出場　 1人
◎田村杯　本戦出場
　ダブルス 1組（ベスト16）
◎秋季赤坂杯（複）　本戦出場　 1組

　個人第 1位
　団体第 1位

《同好会》
茶道同好会
■2016年
現在部員 8名で、毎週水曜日に活動し
ています。また、今年から月に一度外
部から茶道の先生に来てもらって、作
法の基礎から細かく教えてもらってい
ます。
主な活動は以下の通りです。
　2016・ 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
私達百人一首同好会は、現在二年生 8
人一年生 8人計16人で活動しています。
去年創設されたばかりの同好会ではあ
りますが、様々な大会に積極的に参加
し、また入賞者も出るなど、創設 1年
目にして次々と実績を残しています。
今年度は去年を上回るような更なる活
躍ができるように精進していきますの
で、皆さん応援よろしくお願いします。
試合成績
4 / 3　第 4回大津ひかる君杯

3人団体 B　第 5位
4 /24　第24回大阪府高等学校かるた

大会 団体の部　二回戦敗退
5 / 1　第24回大阪府高等学校かるた

大会 個人の部　リーグA　優勝
全国高等学校総合文化祭小倉
百人一首の部大阪代表メンバ
ーに次点選出
第36回近畿高等学校総合文化
祭小倉百人一首の部大阪代表
メンバーに選出

6 /18　第 7回全国競技かるた
丹波篠山大会　D 1の部　準優勝

10/30　第 5回大津ひかる君杯　
3人団体 B　第 6位

11/13～14　第36回近畿高等学校
総合文化祭小倉百人一首の
部大阪代表　第 4位

129期生同窓会クラス幹事
組 担　任 男　子 女　子
1 浜　口 松本　一輝 山本実伶奈
2 岡本利 松田　一真 近藤　佑香
3 桝　田 中田　智也 久保　舞香
4 浜　野 藤本　敦士 瀬戸帆乃夏
5 佐　川 渡邉　　諒 竹田ゆずき
6 西　田 山本祐士朗 芝　菜々美
7 鈴　江 田中　　駿 田嶋　桂子
8 福　井 梅田　　耀 熊野　朱莉
9 大　前 樋口　裕紀 野口　鈴華

129期生同窓会学年理事
男　子 女　子

理事藤本　敦士 3-4 竹田ゆずき 3-5
副理事 松田　一真 3-2 芝　菜々美 3-6
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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

関西経営品質賞受賞

〒530-0043 ⼤阪市北区天満3丁目7番4号
TEL.(06)6356-8484(代) FAX.(06)6356-8400
大 阪 ･ 東 京 ･ 品 川 ･ 横 浜 ･ 名 古 屋 ･ 京 都 ･ 奈 良
枚 方 ･ 伊 丹 ･ 堺 ･神⼾ ･ 姫 路 ･ 岡 ⼭ ･ 広 島 ･ 福 岡

心の通うコミュニケーションＯＡ

平成28年12月 九州支店新社屋完成

（博多駅前Ｃ-９ビル）

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）
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お問合せは info@andeco.co.jpまで

駅前第2ビル

永楽町通り

北新地本通り

堂島上通り

都島タクシー
食道園

リカーマウンテン

エフワン

滋賀BK

点
差
交
橋
桜
至

筋
堂
御

駅前第3ビル

大和証券

梅新
北新地駅 もみじ家

蘆月（ろげつ）
ビル6階

もみじ家
もみじ家丸天神祭

（北新地のラウンジ）

天神祭（日本三大祭りの一つ）船渡御に「もみじ家丸」出します。
花火を見上げる、豪華ハイブリッド船40人乗（すんばらしいトイレ付）。
興味のある方は、浅井由美（77期）携帯080-4392-2157

大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル6階
TEL／06-6344-0444

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/

弁護士法人 米田総合法律事務所

弁護士  米 田 宏 巳（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

法律事務所それいゆ

弁護士  岩 淺 俊 朗（80期）

〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目7番20号 JIN・ORIXビル8階
TEL：06-6316-7500
FAX：06-6316-7501

六稜同窓会弁護士有志

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）

28 六稜会報 第68号（平成29年3月1日発行） 29RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.68(Mar.1,2017)



お悔やみ
 平成28年 6月～平成28年11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） 

 48期 江藤 善七郎 平成28年 9月16日
52期 駒田 盈郎 平成27年11月 6日
 田中 高行 平成27年 3月17日
 槻木 正次 平成28年 6月 8日
 増田 泰男 平成26年 9月25日
53期 菊地 道男 平成28年 6月 2日
55期 赤川 浩爾 平成27年12月 8日
 梅田 敏郎 平成28年 3月10日
56期 内田 克己 平成28年 6月27日
57期 片山 盛造 平成27年11月
58期 高島 學司 平成28年 6月25日
 古川 正 平成28年 7月29日
 山縣 保 平成28年 7月
59期 武村 富治夫 平成28年 5月
 中津 仁秀 平成28年10月22日
 松川 靖 平成28年 8月14日
60期 大田 晴久 平成28年 7月31日
 三島 佑一 平成28年 1月 5日
62期 平尾 元宏 平成28年10月16日
 亀岡 芳彦 平成27年 9月16日
63期 坂内 精次 平成28年11月 1日
 中川 良典 平成28年 7月11日
 佐野 栄子 平成28年 9月22日
64期 小島 哲 平成28年10月 4日
 菅野 章 平成28年10月14日
 脇田 晴子 平成28年 9月27日
65期 沢野 進 平成28年11月23日
 小野 京子 平成28年10月11日
66期 中西 藤和 平成28年 8月 1日
 松本 克彦 平成28年 4月20日

 山崎 健治郎 平成27年 5月
 村頭 周子 平成28年 3月27日
 八代 淑子 平成28年 3月31日
67期 井上 悦宏 平成28年 8月 9日
 一刀 康弘 平成28年 8月 5日
 今井 敏雄 平成28年11月 8日
 檜川 哲次 平成28年 7月18日
 諸橋 敬治 平成28年 1月28日
 朝田 利子 平成28年 8月15日
 松尾 朱實 平成28年 9月27日
68期 越智 俊典 平成28年10月14日
 岡本 崇夫 平成28年 8月
 奥村 斉 平成27年 8月 8日
69期 寒川 忠臣 平成28年 9月 2日
 壇 須寿雄 平成28年 7月26日
 春名 克晋 平成20年 4月 8日
70期 建元 哲郎 平成28年 6月11日
71期 黒澤 清治 平成28年 8月 3日
 笹嶋 以左秧 平成28年 9月 7日
 朝山 登貴子 平成27年 7月13日
72期 亀岡 勝敏 平成28年 3月
73期 成川 雅昭 平成27年12月15日
 堀内 龍太郎 平成26年 5月15日
75期 横山 勝英 平成28年 8月 1日
76期 吉野 智恵子 平成28年 2月20日
77期 山口 冬木 平成27年12月27日
 山口 眞人 平成23年11月 1日
78期 井上 孝美 平成28年 7月23日
79期 森 広三 平成26年
 伊勢 純子 平成16年 4月24日
 岡田 貴子 平成27年12月
87期 奥村 正人 平成23年 8月19日
 水津 智子 平成26年 6月15日
88期 広岡 明子 平成28年 4月29日
89期 石川 士郎 平成27年11月
91期 有満 英彰 平成28年 5月28日
100期 西川 恵理子 平成17年
111期 辻 紀子 平成28年11月

事務局だより
理事会報告
■平成28年 9月17日開催
○ 総務委員会：143周年総会の準備会を開催した。

97期15名、96期・98期も交え熱心に打ち合わ
せをした。
○ 会館催事委員会：六稜トークリレーのスケジュ
ール説明、及び活性化プロジェクトについて今
後の盛上げの為のお願いがあった
○ 名簿委員会：145周年記念名簿は発行しないと
決定。各期は名簿の整理をして、連絡頂きたい。
○ 広報委員会：会報67号を発行。68号原稿依頼
があった。特集は遠足なので、思い出・エピソ
ードなど知らせてほしい。六稜WEBのスマホ
対応の状況報告 (スマホで PayPalによる会費支
払を行えるようになった )。
○  FR委員会：バレンタイン企画 (20代・30代男
女のカップリングパーティ )の報告。

○ クラブOBOG委員会： 9月25日のクラブ対抗
ゴルフ開催の案内。
○ 東京：六稜WEBの東京六稜会 HPを改定。各
委員会の連絡も掲載。各分科会活動も報告され
た。
○ 事務局：会報68号への会報広告のお願い。年
会費納入のお願い。クラブ対抗ゴルフでも会費
未納者に納入をお願いする。

北野のスクールカラーについて
　ある方から「北野のスクールカラーは何？」
との質問を受けました。早速学校に問い合わせた
ところ特に明文化された規定はないとのことでし
た。そこで過去の資料を繙いてみると北野の「創
立百十周年」記念行事目録に記述が有りました。
同誌の「校旗」という記事中に「本校に縁の深い
野田藤の花の色、学校色とも言える藤紫色を地色
とし、黄金色に輝く六稜の校章を中央に置くこの
校旗はまさに六稜の歴史の象徴にふさわしいもの
と言えましょう」とあったことから、校旗のバッ
クに使われている藤紫色がスクールカラーと言っ
て間違いないでしょう。それから上記の「本校に
縁の深い野田藤」については同誌の「記念樹」と
いう記事中に「本校が中学校として発足したのは、
元大阪大学医学部付属病院の地にあった、中津藩
蔵屋敷あとです。この地は、およそ600年以上も
前から続く当地の藤家に守られた、「吉野の桜か
野田の藤」と言われた藤の名所に接していました。
その堂島から移転した芝田町の校内に、野田藤の
大きな藤棚が作られ、生徒の憩い場となっていま
した。110周年を記念して、一時はその絶滅さえ

危惧された野田藤の保存に協力していた村岡有尚
さん（63期）より寄贈の申し出があり、本校（旧
校舎）玄関前のアプローチ部分に野田藤を移植、
藤棚がしつらえられました。」とあります。この
藤棚は新校舎のメモリアルウォールの前に移設さ
れております。

ご寄付のお願い
　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28年12末までに下記の方から34件413千円の寄
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。

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
 旧職員　野々村　博
　　　　本田　豊殆
 54期 平井　正夫
55期 安田　嘉之
59期 松本　和彦
60期 大西　啓隆
 岡田　和夫
61期 古川　能弘
63期 川口　孝義
64期 島崎　誠彦
 河原　昭子
65期 藤　　圭之介
 井上　壽々子
68期 西尾　雅行
  上田　郁子
69期 釜江　尚彦

70期 高田　早智子
72期 河島　洋征
74期 石井　良政
 笹川　忠士
 武藤　勝英
 匿名希望 
77期  太田　省三
 村上　安秀
78期 山澤　倶和
79期 高嶋　雅樹
80期 上田　成之助
82期 野村　正朗
 85期 西川　正一
87期 早嶋　茂
101期 原田　奈津子
 107期 羽月　健司
111期 江本　慎

六 稜 同 窓 会 の 会 員 の 皆 様 限 定

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

 74期よりノートパソコンをご寄贈頂きました。
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