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母校への支援の輪を広げよう
　

六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

　六稜同窓会の活動目的は、会則の第3条に謳わ
れているとおり「会員間の親睦をはかり、母校の
発展に寄与し、あわせて、社会公益に貢献するこ
と」という3本柱でなっています。
　一番目の「会員間の親睦をはかる」ためには、
総会の開催や同期会の開催援助、会報発行、ゴル
フコンペをはじめとする親睦行事の開催など、会
員の皆さんが参加していただける行事を行ってい
ます。
　二番目は後で述べるとして、三番目の「社会公
益に貢献すること」の実行はなかなかむつかしい
ものですが、毎月定例的に開催している「六稜トー
クリレー」と「カルチャー講座」は、会員だけでは
なく一般の方の参加もお受けしていることから、
その一翼をになっているものと考えていいと思い
ますし、先輩諸氏が昭和48年の創立100周年記念
事業として大阪城内に梅林を造成し、大阪市に寄
贈されたのは、その最たるものだと思います。
　そして二番目の「母校の発展に寄与する」ため
に、①「国際交流基金」②「文化・体育活動振興基
金」③「教育環境整備基金」という3つの基金を設
け、その基金からの資金を使って母校への支援を
行っており、その概要は以下のとおりです。

①「国際交流基金」は平成5年の120周年記念事業
の一つとして基金額1000万円で設立されました。
当初は姉妹校であるアメリカのケントウッド高校
との国際交流・研修の補助に使われていましたが、
その後大阪府や国からSSH（スーパーサイエンス
ハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイ
スクール）の指定を受けたことから、台湾や香港、
シンガポールの学校との国際交流やハワイ大学で
の研修などと充実していくにつれ補助額が膨らん

でいき、基金が底を尽きかけたのですが、平成28

年に篤志家の方から500万円の寄付をいただき現
在は何とか運営できています。しかし、大阪府の
支援は既に終了し、今後は国の支援がなくなるこ
とから、事業の大幅な見直しを迫られています。

②「文化・体育活動振興基金」は平成19年に篤志
家の方からご寄付頂いた770万円を基金として発
足し、毎年、文化体育活動に顕著な成績を収めた
在校生個人や団体に奨励金として交付しています
が、1件当たりの奨励金はそんなに多額ではない
ので、今のところ差し迫った状況ではありません。

③「教育環境整備基金」は平成23年に篤志家の方
からご寄付頂いた2000万円を基金として発足し
ました。教育環境を充実させるための設備購入や
運営費等のうち、公費では支出しづらいものや時
間がかかるものについてこの基金から支出（同窓
会の一般予算からも支援）していますが、比較的
高額になる設備等もあり、昨年度末の残高が90万
円弱と枯渇してしまい、今年度の運営も大きな制
限を受ける状況に陥っています。

　このような状況に対処するため、同窓会として
できることは何かといえば、資金的な援助しかあ
りません。そのため、同窓生の方に広くご寄付を
呼びかけてお願いしたいと思い、本会報の記事に
も掲載させていただいている『北野「教育環境基
金」へのご寄付のお願い』をすることに致しまし
た。どうか同窓会会員の皆様におかれましては、
現在の窮状をご理解いただき、後輩の北野高校生
が学業に十分な力を発揮できますよう、絶大なる
ご支援を賜りますようお願い致します。
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数字で紐解く北野高校
大阪府立北野高等学校　校長

六稜同窓会　名誉会長　恩 知 忠 司

　六稜同窓会の皆様には、平素より母校の教育活
動に深いご理解と物心両面にわたるご支援を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　着任2年目を迎えました。生徒たちは益々意気
軒昂で、勉学に、部活に、進路実現に、高大・地
域連携活動にと、北野生に相応しい成果を挙げて
くれています。どうぞご安心ください。教職員も
アカデミックな教育環境の創出に向け、日々、頑
張る生徒たちをサポートしています。
　さて、去る6月2日（土）に六稜同窓会の名物イベ
ント「六稜トークリレー」で、「北野高校の『いま』
と『これから』」と題して講演させていただきまし
た。本校吹奏楽部の演奏とともに、多くの同窓生
の皆様、現役のPTAの皆様に聴いていただき本当
に感無量でした。本稿では、その中の「数字で紐
解く北野高校」の一部をご紹介します。
　一つめの数字は「1h18m」です。1時間18分、
これは、ある生活アンケートで判明した、北野高
校1、2年生の平日の学習時間です。皆様はこれ
をどう思われますか。
　「自分たちの頃もそれくらいだった」「いや、
もっとしていた」「少なすぎる」「でも部活して
いたら仕方ないか」…。先生方は一様に少ない
と感じたようで、会議で話題にすると、学習時
間増強方策がいくつも出てきました。私も、高
校生の学習時間は「学年＋ 2時間」が持論です
ので、この数字自体は少ないという印象を受け
ます。しかし、生徒たちの普段の様子を見てい
ると、1時間 18分にしては、授業の予習や復
習、提出課題なども結構しっかりとやっている
なあ、と感じるのです。どうこなしているの
か。どこで補っているのか。そう考えて、私た
ちは、休み時間、登下校や部活の合間の「すきま
時間」、部活のない「休日」の使い方、「塾・予備
校」の3つをキーワードに、北野生の学習状況を
より詳しいデータで探ることにしました。秋に
は、そのデータをもとに、ロングホームルーム
でクラス討議「北野生の文武両道の実態に迫る！」

を行う予定です。果たして、どんな結果が出るの
か、機会があればまた報告したいと思います。
　続いて、二つめの数字は「44.2％」です。これ
は今春卒業した130期生の「第一志望現役合格率」
です。今春の場合、現役合格率は約60％でした。
また、学校の進路希望調査で書いた大学（第一志
望校）を初志貫徹でそのまま出願した生徒が75％
弱でした。この二つの数字を掛け合わせたものが
「44.2％」というわけです。この数字はいかがで
しょうか。
　本来、学校は100％をめざすべきでしょうが、 
大学入試という難関においては、現役生が浪人生
に交ざって結果を出す（＝合格する）こと自体が
難しいことです。かつて、卒業生の半数以上が「浪
人」した時代があった、と聞いています。今春、
その現役大学進学率（私立含む）が70％に迫り、
うち、東大と京阪神3大学の割合が約70％を占め
ました。北野生の「行きたいところに行く」強い
信念と頑張る姿勢は昔と変わっていませんが、そ
こに「しかも現役で！」が加わった、それが今の
彼ら彼女らのメンタリティかもしれません。
　では、ラストの数字「13」です。もちろん、北
野高校の最寄り駅は「十三」という点は外せませ
んが、さらに、お伝えしたかったことは、北野高
校にはOBOG先生が13名いる、という事実です。
みな、後輩たちのため、未来の北野高校のために
粉骨砕身頑張ってくれています。ですから、皆様
方も何かの機会にぜひ母校をお訪ねください。「六
稜会館」は皆様方のものです。心からお待ちして
おります。
　北野高校はこれからも生徒たちをしっかりと育
て、公立の雄として、世界の中の日本を背負って
立つSGH（スーパーグローバルハイスクール）と
して確かな歩みを続けたいと思います。六稜同窓
会の皆様にはこれまでにも増して温かいご支援を
賜りますよう心よりお願いいたしましてご挨拶と
いたします。
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（円）
科　　目　 平成29年度予算 平成29年度決算 備　考

収　入　の　部
1 入会金収入 960,000 951,000 317名×3,000円
2 年会費収入 17,400,000 16,831,000 当年度分
3 総会費収入 1,000,000 1,132,000
4 寄付金収入 700,000 1,779,500
5 利息収入 0 85
6 会館維持協力金 1,000,000 1,030,012
7 同窓会記念品売上他 300,000 311,842
8 広告掲載協力金 1,600,000 2,055,000

収　入　合　計 22,960,000 24,090,439
支　出　の　部

1 運　営　費 11,050,000 12,006,995
（ 1 ）人件費 6,200,000 6,754,750
（ 2 ）旅費・交通費 1,150,000 1,112,100
（ 3 ）通信費 350,000 382,047
（ 4 ）印刷・事務用品費 900,000 1,010,568
（ 5 ）会議費 100,000 98,575
（ 6 ）総会費 1,100,000 1,316,193
（ 7 ）慶弔費 100,000 0
（ 8 ）会費払込手数料 850,000 833,875
（ 9 ）同窓会記念品製作費 100,000 426,600
（10）雑費 200,000 72,287

2 広　報　費 6,100,000 5,668,069
（ 1 ）WEB関連費 650,000 678,064
（ 2 ）会報発行関連費 5,400,000 4,990,005
（ 3 ）広報全般経費 50,000 0

3 各種事業援助費 1,300,000 1,187,913
4 教育環境整備援助費 100,000 100,000
5 同窓会館関連費 1,600,000 2,183,523
（ 1 ）什器備品・設備費 100,000 153,180
（ 2 ）光熱費 1,100,000 1,154,715
（ 3 ）設備管理費 400,000 875,628

支出合計 20,150,000 21,146,500
収支差額 2,810,000 2,943,939

Ⅰ　収支計算書

資 産 の 部 負 債 の 部
現 金 126,949 未 払 金 154,288
預 金 9,311,106 未払費用 202,662
未収入金 4,302,000 前 受 金 7,790,000

資　産　合　計 13,740,055 負　債　合　計 8,146,950
前年度繰越金 7,649,166
当年度収支差額 2,943,939
基金会計へ振替 △5,000,000
次年度繰越金 5,593,105

Ⅱ　貸借対照表 平成30年3月31日現在 （円）

会 計 報 告
平成 29年度　六稜同窓会一般会計決算報告
自：平成29年 4月 1日　　至：平成30年 3月31日
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摘　要
現　金 126,949
郵便振替口座 00990-4-　68025 902,390
普通預金 三井住友 /十三　No1077672 2,089,976
郵便貯金 ゆうちょ   No 19435741 6,318,740
（預金計） （9,311,106）

未収入金

SMBCファイナンス
3,969,000（コンビニ払年会費3月払込分）

PAYPAL 33,000
広告料 300,000

（未収入金計） （4,302,000）
資　産　合　計 13,740,055

未払金 WEB管理費 154,288
未払費用 SMBCファイナンス手数料 202,662
前受金 年会費次年度分 7,790,000

負　債　合　計 8,146,950

Ⅲ　財産目録 平成30年3月31日現在 （円）

平成30年度  六稜同窓会一般会計予算

収　入　の　部 予　算
1 入会金収入 960,000
2 年会費収入 17,100,000
3 総会費収入 1,000,000
4 寄付金収入 800,000
5 利息収入 0
6 会館維持協力金 1,000,000
7 同窓会記念品売上他 250,000
8 広告掲載協力金 1,600,000

収　入　合　計 22,710,000
支　出　の　部

1 運　営　費 11,600,000
（ 1 ）人件費 6,500,000
（ 2 ）旅費・交通費 1,100,000
（ 3 ）通信費 350,000
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,150,000
（ 5 ）什器・備品 50,000
（ 6 ）会議費 100,000
（ 7 ）総会費 1,200,000
（ 8 ）慶弔費 100,000
（ 9 ）会費払込手数料 850,000
（10）同窓会記念品制作費 100,000
（11）雑費 100,000

2 広　報　費 5,930,000
（ 1 ）WEB関連費 680,000
（ 2 ）会報発行関連費

（71号） 2,600,000
（72号） 2,600,000

（ 3 ）広報全般経費 50,000
3 各種事業援助費 1,310,000
4 教育環境整備援助費 100,000
5 同窓会館関連費 1,700,000
（ 1 ）什器備品・設備費 150,000
（ 2 ）光熱費 1,150,000
（ 3 ）設備管理費 400,000

支出合計 20,640,000
本年度収支差額 2,070,000

平成30年4月1日現在 （円）

以上の通り平成29年度一般会計報告を致します。
平成30年4月20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30年4月20日　六稜同窓会監事　岩浅　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

（円）

以上の通り平成29年度基金会計報告を致します。
平成30年4月20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30年4月20日　六稜同窓会監事　岩浅　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

平成29年度  六稜同窓会基金会計決算報告

科　　目 決　　算 摘　　要
収　入　の　部

1 一般会計より 5,000,000
2 利息収入 783
収　入　合　計 5,000,783
支　出　の　部

1 残高証明手数料 432
支　出　合　計 432

本年度収支差額 5,000,351
前年度繰越金 10,250,694

次年度繰越金 15,251,045
三井住友定期・
普通預金・
ゆうちょ普通

自：平成29年 4月 1日　至：平成30年 3月31日

平成29年度　六稜同窓会基金会計残高一覧

会計別 摘　要 残　高

基
金
会
計

普通預金 三井住友 /十三　No1124334  246,758

定期預金 三井住友 /十三　No 803553  9,006,263

普通預金 ゆうちょ　No  9272121  5,998,024

合　計 15,251,045

（円）平成30年 3月31日現在
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トピックス
●観梅会の報告

事務局

　今年の観梅会は2月21日（水）に開催されまし
た。曇りで肌寒い日でしたが、50期から102期ま
での76名が大阪城梅林に集いました。外国人の
観光客の多さにびっくりしながら、 11時半に記念
碑前で記念撮影を行いました。その後、懇親会会
場のKKRホテルまで歩いて移動しました。会場で
は、野村正朗副会長（82期）の挨拶、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、70名が友好を深めました。 午後2時ごろ
に元応援部の南　尚三さん（72期）の指揮でみん
なで校歌を歌いました。本年も多くの方に参加い
ただき、ありがとうございました。

●記念碑の会の報告
事務局

　北野中学創立記念日の4月20日に、50期から 

67期までの14名の六稜同窓生が、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。青空で暑いくら
いの日差しがさしていました。この1年の間に、
記念碑の横に、「梅田東のむかしを知ろう」という

シリーズで「府立北野中学校跡」という碑が新た
に建てられていました。記念撮影後、プラザオー
サカに移動し、阿部源三郎（50期）さんの乾杯の
もと、昼食をいただきました。旧制中学から新制
高校への移行の時の様子を聞くなど、新旧の話題
が混じった楽しい懇親会となりました。

●第35回・岡山六稜会報告
　足 立 富 郎（82期）

　今年の梅雨入りは6月5日でし
た｡ 雨に濡れて咲き誇る多種多様
なアジサイが満開となり､ その中
でも｢アナベル｣ は本当に見事で､
デリケートな白い花ですね｡ また､
畑の中では花菖蒲やアヤメも美し

く､ 凛々しく咲いています｡
　さて､ 今年度も6月3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｡出席者
は12名（69期～ 90期）でしたが､ 会話は非常に弾
みました｡ まず最初に笹川忠士事務局長（74期）が

ご挨拶されました｡ ｢六稜トークリレー（163回　恩
知校長）｣の説明がありました｡ 北野高校の｢いま｣ 
と ｢これから｣ そして ｢これまで｣ を築いてくだ
さった皆様へのメッセージになっています｡
　AI（人工知能）の普及・進歩により私たちの生活
スタイルに激変がおこっています｡ ｢定年後・60歳
（団塊世代およびそれ以前）｣と｢定年前｣とは全く
異なった人種であり世代です｡ つまり､ ｢定年前｣は
AIを用いた【e-Remode】という家電をスマートフォ

ンで集約し、快適？横着？な生活を過ご
しています。
　そして【AIスピーカー（アマゾン社のア
マゾン・エコー etc.）】は人の言葉を理解
し、それをAIによって行動できるように
なりました。
　さらに北野高校は学区制の廃止と教
育カリキュラムの取組みにより、とくに
SGH（スーパーグローバルH）、GLHS（グ
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ローバル・リーダーズH）、骨太の英語力養成事業
や国際交流（米国や台湾研修）、高（校）大（学）連
携・アウトリーチ活動などを通じて北野ブランドを
高めているとのことです。29年度の東大＋京大＋
難関国立8大学の合格率が全国4位になりました｡ 
ViVa！！北野高校、頑張れ。
　最後に「定年後－60」も来年からは世話人を久井
勲（83期）に交代し、斬新な発想をもって岡山六稜
会を発展させます。是非、若い世代の卒業生も参
加されて全体のレベルアップを共に図りましょう。

●メキシコ六稜会
為 澤 麻 実 子（117期）

　こちらメキシコ。日本からするとほぼ地球の裏
側に位置するこの地でも六稜生は頑張っていま
す。先日メキシコシティに住む六稜生がなんと6

人もいることが分かり、日本を懐かしみながら和
食屋さんで同窓会を開催しました。
　参加したのは、99期の志村正弘さん、113期の下
里陽介さん、117期は服部直人さん、為澤浩史、為
澤麻実子（旧姓 :手島）の3人、そして120期の五十嵐
悠治さん。日本を離れ、ここメキシコで生活してい
く中で体験したこと、感じていることなどを話し合っ
たり、駐在歴の長い先輩からは海外で生きていく術
をアドバイスしていただきました。
　また、世代が違うとはいえ、同じ
学び舎で過ごした仲間。当時受け
持っていただいた先生や断郊競走、
プラスチック製ではない本物の縄
での後ろ二重跳びの話など、沢山
の共通の話題で盛り上がりました。
　最後は北野高校の校歌を全員で
熱唱してお開きとなり、メキシコ
らしい熱い会となりました。今回
の参加者の中には現在帰任された
方や別の国に異動された方もい
らっしゃいますが、まだ他にも

メキシコシティ在住の六稜生がいらっしゃるとも
伺っています。今後もメキシコ六稜会の盛り上が
りが楽しみです。

●第5回 Dream Concert開催、そして…
森 　 大 地（124期）

　吹奏楽部（通称“北野ブラス”）の卒業生で作る
北野高校吹奏楽部OBOG楽団は、2006年に結成
されました。在学期間の重ならない広い世代と交
流できることが大きな魅力の一つです。現役生と
の共演や交流をはじめ、楽器から遠ざかった卒業
生も再び吹奏楽を楽しむことができる合奏会の開
催など、様々な活動を続けています。
　2013年には、念願であった卒業生単独での演
奏会“Dream Concert”（通称“夢コン”）を開催する
に至りました。昨年開催しました第5回“夢コン”
は、16世代100名を超えるメンバーが集い、600

名以上のお客様をお迎えしての盛大な演奏会とな
りました。今後も“北野ブラス”の輪を広げ、卒業
後もこうして吹奏楽を楽しめるかけがえのない機
会を10回、20回と続けていきたいと思います。我々
の活動を支えて下さっている現役生・顧問の先生
方、また応援して下さっている皆様には、心より
感謝しております。本年9月には、第6回“夢コン”
の開催も決定致しました（下記参照）。
　皆様ぜひお越しください！ 

第6回 Dream Concert
日 時　2018年9月30日（日）
　 　　　13:30開場　14:00開演
場 所　豊中市立文化芸術センター
　 　　大ホール （阪急宝塚線「曽根」駅）
曲 目　歌劇 「トゥーランドット」より 他
入場無料！
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東京六稜会
第61回総会のご報告 神宅 謙 一 郎・小 國 陽 子（99期）

　第61回東京六稜総会が6月16日（土）格式豊か
な日本工業倶楽部で184名の同窓生を迎えて開催
されました。
　今回、当番期 99期が掲げた企画テーマは
『TSUNAGU（つなぐ）』。99という最後の2ケタ期の
我々が、諸先輩の皆様の想いを100期以降のこれ
からの世代へ、卒業生から在校生へ、東京から大
阪へと、さまざまなリレーがこの会を起点に行わ
れることをこの言葉に込めて企画させていただきま
した。

【総会】

　はじめに東京六稜会会長
（77期）太田省三さんからご
挨拶いただきました。来る創
立145周年に向けて、東京六
稜会の面々が北野OBとして
の誇りをもって関東でも引き

続き母校の名前を世に響かせ続けていきましょう
との、お言葉を賜りました。
　次に、ご来賓のご挨拶として現北野高校恩知忠
司校長先生より現役生の近況についてお話しいた
だきました。京都大学・大阪大学の入学数はがぜ
ん公立高校トップであったこと、部活動でも山岳部
のインターハイ出場を筆頭に様々な部活動が活躍
している事、縄跳び、50ｍ水泳、断郊競走は行わ
れている事など、いまだ変わらぬ六稜魂について
明るくお伝えいただきました。

【記念講演会】

　第一部の卓話は『グローバル』をキーワードに、
国際協力専門員（シニア・アドバイザー）として国
際協力機構（JICA）本部に勤務し、駐在中のカン
ボジアから一時帰国した99期辰巳知行が「平和構
築支援」の現場からというタイトルで行いました。 

「平和構築支援」とは、紛争終結後の国づくりにお
ける平和維持、復興、再発予防等に係る様々な協
力のことで、彼が行っているのは新政府づくりの根
幹をなす「選挙制度設計」の支援。ニュースでは知
ることができない実情やありえない選挙妨害の話
などを、時には笑いを交えながら語りました。国
を治める人々を公平な選挙で決めるという日本に
おいての当たり前が世界の一部では特別であるこ
と、平和がいかに素晴らしいことかなどを学ぶ良
い機会になりました。
　また彼は滞在する先々で野球を教えるという国
際交流も行っており、20年前に滞在したセルビア
では野球というスポーツが根付き、ヨーロッパでも
戦えるメンバーも育ってきているとか。ひょっとし
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たら自分が育てた選手たちが2020年にTOKYOへ
やってくるかもしれないという夢のある話で締めて
くれました。

【懇親会】

　 第 二 部
は『温故知
新』をキー
ワードに、
金管楽器に
よる『鉄腕
アトム』の

生演奏でスタート。大先輩の手塚治虫先生の代表
作の主題歌を演奏してくれたのは、99期川上央が
教授を務める日本大学芸術学部音楽学科のみなさ
ん。北野の歴史を未来へ『TSUNAGU』のにふさわ
しい曲だと、実行委員一同で決めさせていただき
ました。続けて、参加最年長の山根義夫さん（65期）

と最年少の祝迫翔子さ
ん・上西邦々佳さん（と
もに130期）のお３人
が乾杯のご発声。懇親
会のスタートが切られ
ました。

　参加者の皆様には昨年好評だった自己紹介カー
ドを首から下げていただき、「出身中学」「部活」「近
況」をきっかけに世代を超えたコミュニケーション
が繰り広げられました。
　メインイベントはテーブル対抗の『北野クイズ王
決定戦』。司会の99期瀬戸家愛が「遠足で最も人
気のあった場所はどこか？」などマニアックな4問
を出題。いつの時代も「競い合う」「負けたくない」
という六稜魂は変わらないのか大盛り上がりで楽
しい余興となりました。

　歓談時間中には懐かしい母校の思い出を投影し
ました。99期鳥居計美が撮影した『解体前の旧校
舎』の写真、各期の卒業アルバムの最後のページ
に書かれていた『未来へのメッセージ』を映像に加
工。談笑中に学生時代を思い出していただけたの

ではないでしょうか。
　ほかに第一部の『グローバル』にひっかけた全員
参加での「六稜世界探訪ぬりえ」も実施。白地図上
の国々を訪れていれば塗りつぶしどこまで色がつ
くかを楽しみました。
139か国を制覇してい
たという結果もさるこ
とながら「辰巳くんの
赴任地は50か国らし
いが、私は60か国に
赴任した」などというさりげない自慢が挟まるな
ど、ここでも“らしい”会話があちらこちらで行われ
ておりました。
　瞬くように時は過ぎ、当番期を代表して99期神
宅謙一郎、小國陽子が挨拶。
　100期の代表である横山ちひろさん、宮崎英津
子さん、工藤憲二さんへ総会幹事の印となる襷
をバトンタッチ。三谷秀史さん（82期）から応援歌 

「澱江の水」斉唱によるエールがサプライズでプレ
ゼントされました。

　最後に再び日本大
学芸術学部の金管楽
器演奏をバックに全員
で校歌を斉唱したの
ち、98期・99期・100

期代表が想いをつなぐ
一本締めを行い、第61回東京六稜会はお開きとな
りました。
　今回、総会の準備をきっかけに関東に生活圏を
移した同期と改めて母校での想いを語る時間を持
てました。総会に来場された方々にも、当日の会
場で懐かしい想いをよみがえらせていただきたい
という想いが企画・運営の根底にありました。ご参
加いただいた皆様が楽しい時間を過ごしていただ
けましたとしたら幸いです。
　最後になりましたが、北野高校関係者各位、六
稜同窓会・東京六稜会の皆様、ご多忙の中遠方か
ら足をお運びくださった参加者の皆様には心より
御礼を申し上げて、報告とさせていただきます。
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Produced by 六稜同窓会FR委員会
2018年前半　FR委員会活動報告

※FR委員会が開催するイベント情報は六稜WEBやFacebookにて発信していきます。
　Facebookグループ「【六稜FR】北野高校若手OB.OG！（20代・30代）」⇒http://goo.gl/4hvmjS

　2018年1月～ 6月のFR委員会の活動報告です。
　「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
ト活動を行っている委員会です。若手会員が参加しやすい同窓会を目指し、活動を行っています。

●2/10　行列のできる就活相談所＆若手交流会
　今年で11回目となる「行列のできる就活相談所＆若手交流会」を六稜会館で開催しました。参加した125
期の大学生より、感想が届きました。

　私が就活関連のイベントに参加したのは今回が初めてでし
た。就活をすること、また大学卒業後のことを考える上での知
識がほとんどなく、更に進路について考えるのはまだまだ先
の話だと楽観的に考えていた自分が、少し焦りを感じていた
時期にこのイベントの存在を知り、参加を決めました。
　様々な職種の先輩方がいらっしゃり、現段階で自分が目指
している分野はもちろん、関心のある分野以外の話も沢山聞
くことができ、職業に関する視野が広がりました。就活中のス
ケジュール、面接でのアピール方法など様々なパターンの話を
聞くことでより具体的に就活の流れをイメージすることが出
来ました。
　就活に関することの他にも、今後の将来のプランを考える
上で参考になることを沢山聞けて本当に良かったです。また、
懇親会では学年の違う先輩方との北野にまつわる共通の話
題で会話も弾み、とても楽しい時間を過ごすことが出来まし

た。将来に関する悩みや不安も相談しやすく、とても的確なアドバイスを沢山いただくことが出来ました。
まだ就活の準備が全く出来ていない、公務員志望で就活をするか分からないという方々にも参加してほ
しいと思いました。
　今回のイベントで学んだことを活かして、残りの大学生活で自分の将来についてしっかりと考えていき
たいと思います。

●3/24　130期新人幹事歓迎会
　本年3月に北野高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。130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。

　3月に北野高校を卒業し、六稜同窓会の会員とし
て歓迎会に参加させていただきました。
　六稜同窓会について分からないことが多く不安
な上に、初対面の先輩方ばかりで緊張していまし
たが、先輩方が気さくに話してくださり、とても有
意義な時間を過ごすことが出来ました。今まで縦
の繋がりといっても、部活の先輩や後輩ぐらいしか
意識してきませんでしたが、六稜同窓会において縦
の繋がりをしっかりと築いていくことで、これから
の人生をより豊かにできる、そんな気がしました。
　また、この会に参加したことで、北野高校の歴史や伝統、そして諸先輩方の凄さを改めて実感するととも
に、私たち130期生も卒業生として、これからも北野高校の看板を背負っていくことに身が引き締まる思い
がしました。
　一方で、集まりに若い世代があまり参加していないというのが現状のようです。130期生も六稜同窓会
の一員として、六稜同窓会を更に盛り上げていくためにも、若い世代がもっと参加しやすい雰囲気作りに
貢献していきたいと思いますので、これからどうぞよろしくお願いします。
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●クラブOBOG委員会&
懇親会を開催しました

竹 村 哲 也（88期）

　4月21日、恒例のクラブOBOG委員会を開催。
17クラブの代表が集結し意見交換を行いました。
会議では、各クラブより現状と課題、要望が出さ
れ、学校側に伝えるべき事項を整理し要望するこ
ととなりました。各クラブとも世代継承の問題や
若手OBをどう巻き込んでいくかが共通課題のよ
うに感じました。会議のあとは場所を移して懇親
会となり、意見交換に花が咲きました。

●教育実習生報告
渡 辺 悠 平（126期）

　本年度、126期から128期の私達8人が母校である
北野高校で教育実習をさせていただきました。母
校に戻るという懐かしさと、実習をさせていただく
という緊張感を持って、初日の校門をくぐりました。
　実習の初めの方は、教員の仕事について教えて
いただくことや、授業の資料などを作成すること
が多く、授業の裏側の苦労というものをひしひし
と感じることができました。プリント1枚にこれ
ほどの労力と時間が注ぎ込まれていることに驚
き、先生方のプリントにはこんなにも多くの工夫
がなされているのだと強く感じました。
　また、自分の担当科目以外の授業も見学させて
いただきました。高校生の頃には気づかなかった
様々な工夫が、授業の隅々に散りばめられており、

プロの教師の授業というもののレベルの高さを目
の当たりにしました。
　実習も本格的になり、実際に教壇に立たせてい
ただくと、高校3年間通った見慣れた教室が、全
く違う世界に感じられました。北野高校は1時限
65分と他校より少し長いため、65分間の授業を
組み立てる難しさを肌で感じることができまし
た。北野高校の生徒はレベルが高く、質問も高度
であるため、事前の予習もより深く行う必要があ
り、大変苦労しました。しかし、だからこそのや
りがいも強く感じることができました。
　教育実習を終え、教員という仕事の難しさや奥
の深さ、そして何よりやりがいの強さを学ぶこと
ができました。一人一人違う生徒を相手にすると
いうことの面白さ・難しさ。そして生徒の人生に
強く関わるという責任の重さ。こういう経験は教
員でなければすることができないと思います。
　最後になりますが、お世話になった北野高校の
先生方、関係者の皆様、短い期間でしたが本当に
ありがとうございました。この経験を活かし、そ
れぞれ邁進していきたいと思います。

●六稜教志会開催のお知らせ
伊 藤 結 芽（128期）

　教職について関心を持つ学生と実際に教育に携
わっておられる先輩方の交流の場としての「教志
会」を今年も実習生が中心となって開催すること
となりました。教育の現状を考え意見交換をし、
縦のつながりを持てる機会です。教育現場で働い
ておられる先輩方、教職志望の学生をはじめ、た
くさんの方の参加をお待ちしております。

日時　2018年10月13日（土）
　　　13時開場・13時半開始・17時終了予定
場所　六稜会館3階ホール
内容　1．教育関係の仕事に就かれている先輩か

らのお話
　　　2．レクリエーション（ゲーム）
　　　3．親睦会（教志会終了後、希望者で懇親

会を予定しております。）
参加費　200円（茶菓子代）
申込先　kitano_kyoushikai@yahoo.co.jp

　　　　127期　藤野立紘
　　　　128期　伊藤結芽
　　　　111期　松岡信道
　　　　 73期　梶本興亜
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■各種お問合せ先E-mail :
六稜トークリレー（催事委員会）……TR＠rikuryo.or.jp
東京六稜倶楽部（東京六稜会）………tokyo@rikuryo.or.jp
その他お問合せ（同窓会事務局）……office@rikuryo.or.jp

日　時◎原則、毎月第1土曜日
　　　　13：30開場 14：00開演（約2時間）
会　場◎六稜ホール（六稜会館3F）
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

日　時◎毎月第3木曜日
　　　　11：30～ 14：00（開場11：00）
会　場◎THE BAGUS PLACE

会　費◎2,500円
主　催◎東京六稜会
共　催◎牧武志@73期

 9月20日
第189回

「短歌朗読――無常の風に抵抗して」
辰巳泰子さん＠96期（歌人）

10月18日
第190回

「わが国の防災：昔と今とこれから
―レジリエントな社会をめざして」

中島正愛さん＠82期
（鹿島建設（株）顧問・
（株）小堀鐸二研究所代表取締役社長）

11月15日
第191回

「未定」
掛谷嘉則さん＠81期
（（株）不動産システム研究所代表取締役・
白馬ハイランドホテルを経営）

 9月 1日
第165回

「挑戦～ヘルスケアの進化と神戸の未来」
家次恒さん@80期
（シスメックス（株）代表取締役会長兼社長CEO）

10月 6日
第166回

「パーソナルゲノム 時代が拓く未来」
高橋祥子さん@118期
（（株）ジーンクエスト代表取締役社長）

11月10日
第167回

「患者と家族に寄りそう在宅医療」
大井道正さん@76期
（医療生協八尾クリニック所長）

12月 1日
第168回

「（演題未定）」
石井純さん＠86期
（パナソニック（株）元取締役常務執行役員）

※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。

●68期「北野31句会」報告
福 島 有 恒（68期）

　私達、昭和31年卒業（68期）の俳句仲間はイン
ターネットを通じて句会を開き俳句を楽しんでい
ます。今回は平成29年12月、平成30年2月、4

月の句会よりメンバーの自選句をご紹介します。
　68期の方で当句会に参入を希望される方は、下
記の会員にお問い合わせください。

大方の売り子早口年の暮　　　　　石井　登
浮き沈みして春寒の池の河馬　
飛花落花鼓の音の乱れ打ち

牡蠣船の営業中と淀屋橋　　　　　大橋　明　
立秋の光まばゆき狭庭かな
加茂川の飛石伝ひ風光る

挿む紙片増え膨らめる日記果つ　　中院俊子
節分の夜道子の声父のこゑ
花万朶六甲山麓晴れつづき

時を止め淀川覆ふ冬茜　　　　　　畑田タ加子
風花や石の兎の蹲る
堀染めて風に途まどふ花筏

相応の終の住処や北塞ぐ　　　　　福島有恒
湯治場の桶のひびきや春寒し
朝練の子らの掛け声風光る

怠か忙か広き余白の日記果て　　　邑上治兵衛
マネキンの首もがれ脱ぐ黒セーター
辛夷さくスイッチバックの国境
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●73期が期別対抗ゴルフを制覇

久 保 禎 男 （73期）

　平成30年5月20日（日）に花屋敷GCよかわコー
スで行われた155名参加の第29回の期別対抗ゴル
フコンペは、全員後期高齢者チームの73期が、4

年ぶり5度目の団体優勝を果たしました。
　73期生は高齢ゆえに、それぞれが運転免許返上・

腕が上がらない・腰が悪い・内臓に問題ある等々
で、貴重な有力戦士が身を引かざるを得ない状態
となりつつあります。それでも今年3月、奥村康順
天堂教授のトークリレー時に、ミニ同期会を開き、
期別ゴルフ参加を確認しました。そして、例年「命
の洗濯」として、20年途切れることなく続けてきた、
5月連休明けの木曽駒ゴルフ合宿で、今回は特別に
「ゴルフ力、団結力の強化」を誓いました。
　結果は、上々。1，2，3，5，7位の合計点では
グロス合計462点（2位は88期 489点）、同じく、
団体表彰対象となるネット合計では375.6点（2位は
82期379.0点、3位88期379.8点）と、余裕の優勝
となりました。「今年で最後」と密かに決めていた
メンバー達は、来年の表彰プレゼンター故、「よし！
もう一年、それも連覇でね。」と奮い立った次第で
す。
　なお、植田伊織君が個人優勝し、団体、個人戦
を73期が完全制覇しました。

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。

ひろのコース
〒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

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

2019年

スタジオアリス
女子オープン開催

４月開催予定
よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部

2018年～2019年
ゴルフコンペのお知らせ

第29回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2018年9月30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30回六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2019年5月26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30回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2019年9月29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

期別対抗ゴルフコンペ成績表（団体）

優勝　73期 375.6
 2位　82期 379.0
 3位　88期 379.8
 4位　混成C 379.8
 5位　混成A 380.4
 6位　78期 381.4
 7位　80期 382.4
 8位　77期 384.2
 9位　81期 385.0
10位　97期 386.0

NET TOTAL

　　　　　　　　 　　　　GR　HD　 NET
優勝　植田　伊織　 73期 95 24.0 71.0
 2位　引網佐登司　 89期 73 1.2 71.8
 3位　小若　雅彦　 90期 91 19.2 71.8
 4位　田中　裕史　102期 97 25.2 71.8
 5位　柴原　弘一　 88期 78 6.0 72.0

期別対抗ゴルフコンペ成績表（個人）



15RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.71(Sep.1 ,2018)

 
●六稜六四会の集い　第4回

岩 本 裕 子（64期）

　Party Reports欄を毎回見て、先輩の同期会の報
告が有る時は心強く喜ばしく拝見しています。
　64期も傘寿を以て正規の同期会を打ち止めにし
たのですが、その後も元気な内は自由な“集い”と
云う形で毎年気楽に顔を合わせて楽しい時を過ご
すようにと集まります。
　日　時：2018年4月11日（水）
　会　場：ホテルグランヴィア大阪（孔雀の間）
　集いの参加者は48名の予定が、急病などで45

名になるが他は持病とうまく折り合いをつけ男
（27名）女（18名）が晴れやかな笑顔で再会を喜び
合いました。
　会長としてこれまで六四会を纏めてきた足立氏
が昨年逝去されたが、最期まで気に掛けていたそ
の遺志に添うべく残る幹事も励みました。出欠の取
り纏めと当日司会の白藤幹事、足立氏の後を継ぎ
代表幹事を務める田中幹事、当日の受付会場案内
は津田・河渕・興津・内芝・岩本が務めました。グ
ランヴィア大阪に太いパイプのある荒木幹事のお蔭
もありサービスが我々高齢者に優しく快適でした。
　去年鬼籍に入られた方々（足立一郎・辻井正雄・
佐藤信哉・山本
英樹の四氏）に
黙祷を捧げて始
まるのが慣わし
という会です
が、案外参加者
の数は減らな
い。自分と旧友
が会う機会はお
互いにもう限ら
れているのだと

の思いを抱いてこの集いに来ているのかも知れま
せん。
　今年も東京から７人の元気な方々の参加を得ま
した。会場の写真を撮られたのも東京からの後藤
志郎氏です。
　別れ難い思いは二次会の席に移つてもなお続き
ましたがまた来年にも此処で会うと希望を託して
お開きとしました。

●72期 六稜さんご会 総会
前 川 正 子（72期）

　2年前と同じ十三のホテルプラザオーサカで、5

月19日（土）13時から開催しました。
　開会の挨拶に続き、物故者への黙祷、ご出席の
体育・野々村先生からは、日大アメフト部の話も
織り混ぜて、お元気なご挨拶をいただき、高校
時代を思い出したひと時でもありました。そし
て整形外科医の早石雅宥氏による「健康について」
の講話、乾杯の後は、いつものように会食をしな
がらの懇談懇親会となりました。
　宴たけなわ、小西英明氏と仲間6名による「ギ
ター演奏」を3曲、続いてギターの伴奏により青
春時代の懐かしい曲「上を向いて歩こう」、「青い
山脈」、「高校三年生」を全員で、青春に戻り合唱
しました。歌の評価はまちまちですが、皆が一緒
に歌い、心が一つになれたと嬉しい言葉もいただ
きました。
　結びは、恒例の応援団・南尚三氏の先導で校歌
「六稜の星のしるしを」全員で熱唱し、閉会となり
ましたが、隣の喫茶店に場所を移しての二次会も
大変盛り上がり、二年後の再会を確認して散会い
たしました。
　なお、東は東京から、西は韓国からご参加いた
だき、計118名で盛り上がった同窓会となりまし
たこと、皆様に感謝を申し上げる次第です。
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●84期同窓会報告

池 田 雅 文（84期）

　平成30年6月17日（日）に、84期の学年同窓会
を新阪急ホテルで開催しました。平成25年以来5

年ぶりとなる同窓会です。今回は日曜日の開催と
あって、午後0時半の早い時間帯での開催になり
ましたが、全国各地から130名を超える多数の参
加者で会場はいっぱいになりました。
　まず、3グループに分かれて、記念写真の撮影
の後、いよいよ秋吉一郎さんの司会のもと、黒田
秀也さんの開会の挨拶でスタートしました。ご参
加いただいた、野々村博先生、須原浩之先生から
は、昔を彷彿とさせるようなご挨拶をいただき、
須原先生のご発声で乾杯となりました。
　その後は歓談に移りましたが、やはり、高校入
学後50年もたち、60代半ばということで、仕事が
変わっていたり、生活にもいろいろな変化が生じて
いたりして、今までにない話題に花が咲いていたよ
うです。最初はクラスごとに分けたテーブルでした
が、時間がたつとともに歓談の輪があちこちに広
がり、席もどんどん移動して、久しぶりの再会に話
は尽きませんでした。お世話になった先生方のまわ
りにも、近況報告に訪れる人が絶えませんでした。
　あっという間に時間が過ぎ去り、いよいよ閉会
が近づいてきたところで、元コーラス部の皆さん
のリードで、大きな声での校歌斉唱と相成りまし
た。最後に、六稜同窓会84期新旧理事の引継ぎ
を行い、次回は3年後の再会をということで、お
開きとなりました。
　しかし、今回もこれで終わるはずもなく、2次会に
もほとんどの人がそのまま移動し、110名を超える
参加者で会場が満席になり、さらに話が盛り上がっ
て、午後6時前に名残を惜しみつつ散会しました。

同期会予告
●66期同期有志会
　毎年行っている同期会は、半年前から色々と案を練り、少
し目先の変わった場所を探し、楽しい会を願って当日（6月
18日）を迎えるのですが――今年は「ドン」と突き上げられ、
次の瞬間左右に激しく揺れる地震――その日に当たってしま
いました。
　時刻が8時前だったことが、まだ不幸中の幸だったと、も
し会が始まっている時間帯だとしたらと思うとぞっとしま
す。
　地震の揺れは大きかったものの、有志会の開始までには時
間的に余裕もあり、何とかなるのではないかと思ったのも束
の間、電車は完全にスットプ・電話は全て繋がらない・それ
よりも遠方から参加される方々の現状はどうなっているのか
等々、大体の様子が掴めるまで混乱の半日を過ごすことにな
りました。
　皆様がご無事であったことが一番安心いたしましたが、滅
多にない不思議な巡りあわせの一日でした。
　再度計画を立て直し、9月27日（木）に大阪駅前のヒルト
ンホテルを予定しています。
　改めてご案内を致しますが、お一人でも多くのご参加をお
願いいたします。

水野瑛子（66期）

●67期の皆様へ
　来年2019年5月か6月頃に同期会を開催する予定です。
　詳細が決まり次第、皆様にはご連絡させていただきますが、
どうぞ楽しみになさっていてください。

池田正澄・日高穂（67期）

●70期同期会
日　時：平成30年11月18日（日）12：00～ 15：00

場　所：スーパードライ梅田
　　　　大阪市北区西天満4丁目15-10.

　　　　あいおいニッセイ同和損保　フェニックスタワー B1F

　　　　Tel：06-6311-2829

　今年は、皆さんの声を反映し、「気楽に集えて懇談、親交
を中心にして」をコンセプトに開催します。是非お誘い合わ
せのうえ多数ご出席くださるようお待ちしております。

1・2組幹事代表　乾　勲

●74期同期会（みなわ会）
日　時：平成30年11月17日（土）11：00

　　　　・散策（自由参加）　万博公園中央口　集合
　　　　　11：00～ 12：00　
　　　　・総会および懇親会　ホテル阪急エキスポパーク

（万博公園内）集合
　　　　　12：30～ 15：30（会費8,000円）
　　　　・二次会（同ホテル）
　　　　　15：40～ 17：40（会費2,000円）
日　時：平成30年11月18日（日）10：00～ 17：00

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。
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　　　　・山崎先生を偲んで「56年目のハイキング」
　　　　　北・山の辺の道コース（企画　西久保氏）
連絡先：壽榮松　正信
Tel&Fax：06-6301-4040

E-mail:my8m-semt@asahi-net.or.jp

●75期学年同窓会
日　時：平成30年11月11日（日）
　　　　写真撮影　11：30　一次会　12：00～ 15：00

　　　　二次会　15：10～ 17：00

場　所：ホテルプラザオーサカ　
　　　　一次会　19階「YODO」　二次会　１階「雅」
　　　　写真撮影　地下1階
　　　　〒532-0025　大阪市淀川区新北野9－15

　　　　電話　06-6303-1000

会　費：一次会　8,000円　二次会　3,000円
　前回の学年同窓会から3年経ちました。多くの同期の皆様
の参加をお待ちしています。既に6月に案内状を送付しまし
たので返信用ハガキに「出欠の回答」をお願いします。学年
幹事宛の連絡は、nakanomasahiro1206@gmail.comまで。

学年幹事　中野雅博　松岡直子

●80期卒業50周年記念同窓会のご案内
日　時：10月20日（土）、午後1時受付、午後2時開始
場　所：北野高校内の六稜会館3階ホール
会　費：10,000円
　今年は北野高校を卒業して50年になります。
　上記の日程で同窓会を開催します。
　50周年を記念して、参加者の皆様の思い出に残る、楽しい
企画をいっぱい考えています。参加された方には、記念品と
して、50周年記念アルバムを進呈します。
　ぜひご参加をお願いします。

幹事　和田芳郎

●85期同期会のご案内
日　時：平成30年11月23日（金・祝）
　　　　同窓会　14：00～ 16：45

　　　　二次会　17：00～ 18：30

場　所：ホテルグランヴィア大阪（同窓会、二次会とも）
会　費：同窓会＋二次会… 15,000円

　　　　同窓会のみ……… 12,000円
　　　　二次会のみ………　5,000円
多くの皆さんの出席をお待ちいたしております。ご返事がま
だの方は、お急ぎください。

　代表幹事　：相内真一（3組）
　副代表幹事：深谷　繁（5組）

●101期予告
日　時：平成30年11月23日（金・祝）　15：00～ 17：00

場　所：六稜会館３Fホール
会　費：2,000円（原稿作成時6月末時点での予定であり変更 

　　　　の可能性あり）
　詳細は FBまたはメーリングリスト、ハガキにて既にお
知らせしています。連絡が来ていない方がもしおられれば
kitano101@gmail.comにご連絡ください。
　出欠のお返事をいただけていない方は是非今からでも返信
をお願いいたします。
　二次会は十三がんこ寿司本店にて18時から。こちらのみの
参加でもOKです。
　出欠返信最終締め切りは10月31日です。ふるってご参加
ください。

101期理事　桝井貞次、古木賀子

●北野高校ソフトボール部
～創部70周年の集い～

日　時：2018年11月25日（日）
　　　　OB OG戦　12：30～15：00　於　北野高校グラウンド
　　　　懇親会　15：30～ 17：00　於　六稜会館3階ホール
※出欠確認ハガキを9月に送付いたします。
☆創部70周年の記念誌・記念DVDを作成しています。
記念誌へのご寄稿、記念DVD掲載用の写真などをお寄せく
ださい。※9月末必着
原稿・写真送り先：
〒533-0032　大阪市東淀川区淡路2丁目13-8　
　　　　　 　辻田外科クリニック　久徳美樹　宛
送り状宛先専用TEL：06-6322-2830

メールアドレス：softbu70＠yahoo.co.jp

お問合せ：080-3204-4617（時森）　

通常年会費 円 税が
年目以降も

＜まずはお申込書をご請求ください（大阪営業推進部 今井・土屋）＞注①ご住所②お名前③「六稜同窓会」の会員様である旨 をお伝えください。

●お電話の方 （受付時間： 時～ 時（土・日・祝日・ ～ 休））●メールの方

VISAｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ 
家族カード
お 人様

円 税

円 税

 六稜同窓会の会員の皆様へ  キャンペーン実施中！（ 年 月 日まで） 

ご入会にあたっては所定の審査がございます年月作成

ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽVISAｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ 

通常年会費 円 税が
年目以降も

円 税

プラチナカード 

キャンペーン期間中は新規ご入会（本会員様、家族会員様）で
ギフトカード 円分をプレゼント

※ロードサービス ゴールドカードは別途 年会費として 円＋税
（初年度無料）がかかります。但し、 年間に 回以上 利用の請求が
あれば次年度は無料です。

キャンペーン期間に新規ご入会、も
しくは弊社ゴールドカードから切り
替えられた場合は
初年度の年会費を

円＋税
とさせていただきます。
（ 年目以降は 円＋税）

年会費 円 税
（家族カード無料）

家族カード
お 人様

円 税

新規に提携させていただきました
（ワンランク上のサービスご希望の方へ）
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北野高校国際交流
若宮 　 功（121期）

　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、ハワイ大学スタディ
ツアー、シンガポールフィールドワーク）に加
え、台湾の建国高級中学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、台湾研
修、建国高級中学、昨年度実施した香港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
　2018年3月23日から31日まで、2年生（現3年生）
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。

　研修を通しての一番の思い出は高校です。
学校生活をしているとアメリカの文化がよく
分かり、また、いろんな人と喋ることができ
て楽しかったからです。Kentwood高校の始
業時間は北野よりずっと早い7時40分。これ
でも以前より遅くなったのだと聞き、驚きま
した。学校までは Eleinの運転する車で。ワ
シントン州では16歳から運転できるらしく、
自分の車で登校する人が多かったです。Elein

がとっていた授業は英語、日本語、将来につ
いて、子どもと仕事、生物、統計学。私はほ
とんどの授業を Eleinと一緒に受けたのです
が、その他にもオーケストラや陶芸、料理の
授業も受けました。［中略］授業中は、生徒が
たくさん発言していたことと、先生と生徒の
距離がとても近かったことが印象的でした。
また、授業中の飲食は当たり前で、ほとんど
の人の机の上には食べ物か飲み物が置いて
あったことに衝撃を受けました。しかも、そ
れが生徒だけではなかったんです。生徒がテ
ストを受けている間に昼ご飯を食べている先
生を見たときにはアメリカならではだと思い
ました。（ケントでの生活）

ケントから北野へ
　今年は男子2名、女子2名の生徒と教員1名が
来日します。7月17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。

台湾研修
　2018年3月26日から3月29日まで、1年生（現
2年生）20名、2年生（現3年生）2名計22名と教
員2名が台湾研修に参加し建国高級中学と第一女
子高級中学を訪問した。同報告集より、その様子
をご紹介します。

　歓迎セレモニーは生徒2名の司会で進行した
が、建国は中国語と英語で、第一女子は中国
語と日本語で行われた。英語力の高さについ
てはすでに述べたが、第一女子の司会の生徒
の日本語もすばらしく、声だけを聞いている
と日本人が話しているのではないかと思うほ
どであった。日本語を学ぶきっかけについて
質問してみると、日本のアニメに興味があり、
中学生の時から自分で勉強していたそうであ
る。B&Sプログラムで案内をしてくれた台湾大
学の学生の中にも日本語を流暢に話す学生が
いたが、やはりきっかけは日本のアニメで中
学生の時から勉強していたこともまったく同
じであった。台湾の外国語教育のレベルの高
さを実感させられた。

台湾　建国高級中学受け入れ
　2018年4月19日　生徒33名、教員3名が建国
高級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。数学や物理の授業を熱心に
聞いたり、英語の授業では本校の生徒とコミュニ
ケーションをしたりしました。食堂での昼食会で
は台湾研修に参加した生徒やESSの生徒など30人
ほどが参加し、旧交を温めたり、お互いの国のこ
と、生活･文化について盛んに話し合ったりする
様子が見られました。

香港St. Paul’s College受け入れ
　2017年7月20日　生徒30名、教員3名が香港
St. Paul’s Collegeからやってきました。4限目の校
内見学、5限目に授業見学を行いました。放課後
には六稜ホールで歓迎セレモニーを行いました。
香港の生徒による恋ダンスのパフォーマンスなど
があり、その後、本校生有志がガイドを務め部活
動見学ツアーを行いました。

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。
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教職員異動
（平成30年4月現在、敬称略）
・退職
　指導教諭　小林　正樹（英語）
 樟蔭高校へ
　S  E  T　Mary O’Sullivan（英語）
 常勤講師として本校に勤務
　常勤講師　大野　比鶴（国語）
　養護助教諭　稲井　亜紀
 広島県立東城高校へ
　実習教員　黒田　祐子
 臨時実習教員として本校に勤務
・転出
　教　　諭　仁科　瑛理子（国語）
 府立天王寺高校へ
　教　　諭　細江　敦子（国語）
 府立なにわ高等支援学校へ
　教　　諭　牧野　聡子（国語）
 府立池田高校へ
　教　　諭　村上　明日香（数学）
 府立交野高校へ
　教　　諭　山本　洋士（物理）
 府立豊中高校へ
　実習教員　森下　美穂
 府立芦間高校へ

・新着任
　常勤講師　大川　雅史（国語）
 府立豊島高校より
　教　　諭　岡崎　龍（国語）
 府立福井高校より
　常勤講師　鎌苅　千華（国語）
　教　　諭　田丸　智理（国語）
 初任
　教　　諭　岩崎　隆司（数学）
 府立箕面東高校より
　教　　諭　宮崎　剛（数学）
 府立池田高校より
　教　　諭　辻川　義弘（物理）
 府教育センターより
　常勤講師　大井　道志（体育）
 本校非常勤講師より
　教　　諭　武田　亮（英語）
 初任
　養護助教諭　吉川　美夏
　実習教員　筆保　洋子
 府立芦間高校より
・訃報

平成30年度大学合格者・就職者数一覧
国立大学

旭川医科大学 2

帯広畜産大学 1

北海道大学 4

千葉大学 1

東京大学 7

東京外国語大学 2

東京芸術大学 1

東京工業大学 1

一橋大学 2

横浜国立大学 1

福井大学 2

山梨大学 1

信州大学 1

岐阜大学 1

静岡大学 1

名古屋大学 1

三重大学 3

滋賀大学 1

滋賀医科大学 1

京都大学 84

京都工芸繊維大学 4

大阪大学 79

大阪教育大学 2

神戸大学 26

公立大学
国際教養大学 1

首都大学東京 1

名古屋市立大学 2

京都市立芸術大学 2

京都府立大学 2

京都府立医科大学 4

大阪市立大学 15

大阪府立大学 18

神戸市外国語大学 2

兵庫県立大学 2

和歌山県立医科大学 2

合計 51

私立大学
慶應義塾大学 12
中央大学 9
東京理科大学 21
明治大学 4
早稲田大学 23
京都薬科大学 15
同志社大学 190
同志社女子大学 2
立命館大学 111
龍谷大学 1
大阪医科大学 3
大阪薬科大学 3
関西大学 33
関西医科大学 2
近畿大学 19
関西学院大学 41
甲南大学 2
神戸薬科大学 1
その他の私立大学 30

合計 522

準大学・専修学校・就職等
準大学 4
専修学校 2
就職 0

合計 6

奈良女子大学 2

和歌山大学 1

島根大学 2

岡山大学 2

広島大学 2

香川大学 1

高知大学 1

九州大学 3

琉球大学 1

合計 244

他界日 氏名 在籍期間（職務・教科）
平成29年12月1日 泉　　悌二 S35～ S58

（英語・教頭・校長）
平成29年12月 中野　祐二 S36～ H3（地理）
平成30年2月4日 藤森　完治 S38～ 44（国語）
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68期　髙松 孝之
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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 村上智裕　パートナー弁護士 天野雄介
弁護士 松本史郎 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 弁護士 永田守

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

http://www.global-law.gr.jp/　 E-Mail : ainai@global-law.gr.jp
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レーシック・白内障・永久コンタクト・眼瞼下垂
多焦点レンズ・緑内障・硝子体・日帰り手術

院 長　医学博士 （92期）藤本 可芳子
■  天六 本院：地下鉄天六駅スグ（火祝休）

tel.06-6351-1880

■  天王寺 MIO 分院：MIO８F（年中無休）
tel.06-6775-8011

■  ルクア大阪分院：ルクア大阪９F（年中無休）
tel.06-4799-7033

先進医療認定施設
全ての手術は日帰りです
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北野「教育環境基金」へのご寄付のお願い
六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

　北野高等学校では、普通科・文理学科併設から
文理学科への一元化を受け、先生方も一段と生徒
たちの教育に力を入れ、生徒たちもこれに応えて
とてもよく頑張っています。校内を見ても、生徒
たちは生き生きとクラブ活動や課題研究（自主的
課題を決めての研究）に取り組み、先生方も教科
の指導研究を熱心にされています。
　これらの活動を経済面から支えているものの一
つに、SSH（スーパーサイエンスハイスクール）、
SGH（スーパーグローバルハイスクール）、GLHS

（グローバルリーダーズハイスクール）など、文部
科学省や大阪府からの公的助成援助があります。
生徒たちはこれらの助成のお蔭で、国外を含む他
高校との交流、種々の施設の見学、国内の高校生
間のフォーラムやコンテストへの参加、諸大学と
の交流などを行い、また、課題研究における必要
機器の調達や調査活動を行うことが可能となって
います。しかし、SSHは既に終了し、SGH援助も
本年度で終了しますので、今後の活動に支障を来
す可能性に直面しています。
　さらに深刻なのは、文理学科が一部のクラス
（4クラス）であったときには実施グループが少な
かった課題研究を、全クラス（8～ 9クラス）で行

うことになったために、課題研究を支援する先生
方の数と時間が足りなくなってきたことです。先
生方は過重労働とも言える環境を甘受して頑張っ
ておられますが、この状態が続けば、先生方の教
科研究や生徒指導の時間がなくなり、長期的には
教育の質が落ちる恐れもあります。これを緩和す
るためには、卒業生の有志による指導援助が必要
であり、既に若干名の有志者がお手伝いをされて
いますが、そのための交通費や謝礼金を準備する
必要があります。
　以上の事情に鑑み、同窓会として、経済的に北
野生の教育を少しでも支援するために、「教育環
境基金」を同窓会内に立ち上げ、継続的なご寄付
を募って、毎年一定額を助成できるようにしては
どうかと考えます。後輩たちが大きく成長して羽
ばたき、「北野高校」が将来の日本を支える人材を
生み出せるように、同窓生全員で応援しようでは
ありませんか。

ご寄付の口座
振込口座：三菱UFJ銀行十三支店　普通預金
　　　　　口座名義　教育環境基金　笹川忠士
　　　　　口座番号　0079975　　　　　　　
•本寄付金は、税控除の対象とはなりません。

六稜カルチャー講座のお誘い
「世界史の旅」 佐々木利昌先生

 2018年 9月21日 （第3金曜日）
 11月16日 （第3金曜日）
 2019年 1月18日 （第3金曜日）
  3月22日 （第4金曜日）
  5月17日 （第3金曜日）

 2018年10月26日 （第4金曜日）
 12月21日 （第3金曜日）
 2019年 2月22日 （第4金曜日）
 4月26日 （第4金曜日）
 6月28日 （第4金曜日）

「世界名作文学と旅」 久井勲先生

○日時：毎月第3 or 第4金曜日　14:00～ ○会館維持協力金：500円
○会場：六稜ホール（六稜会館3F） ○お問合せは　同窓会事務局まで

「文化を支えた企業家たち「志」の源流と系譜」 伊木　稔（76期）
「ウソだらけの健康常識「不良」長寿のすすめ」 奥村　康（73期）
「グローバル化する靖国問題」 早瀬晋三（86期）
「未来を読む　AIと格差は世界を滅ぼすか」 大野和基（85期）

六稜文庫 2018年6月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3
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事務局だより
理事会報告（平成30年2月17日）
決議事項
財務委員会：30年度予算は、ほぼ前年並みの予算
で大幅に変わる項目はないことから承認された。
報告事項
会館催事委員会：トークリレー 160回～ 164回は
ホームページを見て欲しい。6月2日 (163回 )は恩
知校長にお願いした。
トークリレーに各期で講師を推薦していただき、
同期の皆様方の動員をお願いしたい。
ビデオオンデマンドを実験中である。
名簿委員会：同期の名簿の充実の為、住所不明者
の調査協力をお願いする。
広報委員会： 会報70号を発行。3月1日以降、ご
自宅に届く。
次号71号の原稿を募集する。原稿が毎回ギリギリ
となるので、6月末という締切日を守って欲しい。
FR委員会：10月8日、超若手交流会（124期～ 126

期）を開催、89名が参加。2月10日、就活相談所・
若手交流会を開催。委員が人材不足で、120期以降
の30歳未満の委員を募集している。協力願いたい。
総会は会費（新卒者のみ無料）が高いことがネッ
クで、集まりにくい。総務委員会で考えて貰う。
クラブOBOG委員会：若手OBの参画・会費の確
保に腐心している。30年度は委員会を4月21日
開催に変更する。
クラブ対抗ゴルフコンペに11クラブ・82名が参
加した。今年は9月30日 (日 )の予定。
学内理事：317名が3月1日に卒業し、六稜同窓
会に入会する。
センター試験を頑張って、全国平均は平年並み
だったが、本校は十数点アップした。
強気の出願をしている。

国際交流でケントウッド高校へ3月末に派遣。ホー
ムステイし、授業も体験する。
台湾研修に3月末22名が同窓会の支援で出掛ける。
文化・体育活動振興賞 (八木賞 )の受賞者が決定し
た。（古屋翔梧君・中江優介君）
事務局：文化・体育活動振興賞 (八木賞 )の規約改
正が承認された。
同期会開催助成金制度の規約改正が承認された。

理事会報告（平成30年6月23日）
決議事項
財務委員会：29年度決算について財務委員長より
報告があり、承認された。
教育環境基金：寄付を提案、承認された。
報告事項
総務委員会：145周年総会に向けて99期と細部の
打合せを本日済ませた。
総会の懇親会費を卒業2年は招待、3年～ 5年の
若手は2,000円とする。
会館催事委員会：トークリレー講師の推薦をお願
い。ライブ中継の報告。
名簿委員会：145周年名簿は発刊しないが、各期
理事は同期会員の住所等の充実をお願いする。
広報委員会：9月1日発行の会報71号についての説
明。ページ割の為、原稿予約を早めにお願いする。
71号の特集は「十三界隈今昔」で在中の界隈アン
ケートを募集中。
FR委員会： 昨年は124期以降の交流会開催。今年
も社会人向けにミニ交流会を検討中。
会長・副会長との意見交換会を定期的に持ちたい。
クラブOBOG委員会：4月開催の委員会で、各ク
ラブより学校宛て要望が諸々あった。P11ご参照。
東京六稜会：6月16日開催の総会報告及び、事務
局住所移転の案内。各委員会活動報告。

＊＊＊オレオレ詐欺多発＊＊＊
　大阪府警本部から学校を通じてオレオレ詐欺の被害が増加し続けているので、被害防止の啓発
を行って欲しいとの依頼がありました。昨年のオレオレ詐欺被害は486件で被害金額は18億円に
達したとのことです。また被害者の7割以上は65才以上の高齢者とのことです。
　犯人は、同窓会名簿を利用して電話番号や息子さんの名前等を入手し、電話してきます。最近
は「オレオレ」ではなく最初から名前を名乗ったり、警察官、銀行員を装ったりして騙してきます
ので十分注意してください。普段から留守番電話に設定しておくなどして、知らない電話に出な
いようにしましょう。
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ご寄付　（敬称略）
54期 鈴木 潔
58期 伴 文夫
59期 藤澤 友吉郎
60期 大西 啓隆
61期 甲田 敬一郎
63期 白石 匡延
64期 島崎 誠彦
 河原 昭子
65期 犬飼 一夫
 海野 晴男
 藤 圭之介

68期 福島 有恒
 匿名希望 
69期 釜江 尚彦
71期 森本 和郎
72期 小畑 俊弥
 坂 幸夫
74期 岩橋 邦彦
 笹川 忠士
75期 清水 盛明
76期 瀧口 正興
 西方 達
77期 桑原 豊
 平康 洙太

 藤田 充也
 村上 安秀
 西村 敏子
78期 小林 京子
 山本 圭子
79期 福山 治
80期 小方 申陽
 阪田 善信
 粟屋 美知代
81期 中井 加明三
82期 野村 正朗
83期 栗尾 尚孝
84期 熊谷 仁人

 中村 仁
 藤原 敬三
 坂本 敦子
85期 浅野 敏行
 西川 正一
 谷藤 慶一
88期 中澤 美子
92期 徳岡 浩二
94期 松井 真梨
98期 徳田 由紀子
 前田 早智子
 上村 敏之
 徳永 秀和125期

102期
100期

お悔やみ
　平成29年12月～平成30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）

期 姓 名 他界日
45期 高山 捷一 平成29年3月5日
52期 長谷川 洋 平成28年1月23日
53期 蔭山 育造 平成29年10月1日
 堀尾 治雄 平成29年8月24日
54期 大垣 繁一 不明
 山本 信一 平成30年3月6日
55期 北村 孝雄 平成30年1月29日
 小島 成彦 平成29年4月12日
 安田 嘉之 平成29年11月7日
56期 上小澤 敏行 平成30年2月1日
 菅原 誠 平成30年1月15日
57期 守山 史生 平成30年2月23日
 山内 昌雄 平成29年12月21日
58期 上小澤 道弘 平成30年4月3日
 幡野 茂明 平成29年2月22日
 藤村 宏 平成30年1月18日
59期 加藤 和夫 平成29年2月20日
 源 昭雄 平成29年12月15日
60期 荒冷 稔 平成29年5月
 尾崎 敏 平成29年7月22日
61期 上田 敏夫 平成29年12月24日
 福部 隆 平成30年1月5日
62期 伊藤 精久 平成30年5月8日
 道家 和彦 平成29年4月23日
 廣田 龍三 平成29年1月26日
 脇田 修 平成30年3月7日
63期 竹内 寿一 平成30年1月23日
 徳岡 幹子 平成30年1月2日
64期 古塚 儀一 平成30年4月21日
 山本 英樹 平成30年3月25日
 杉浦 一郎 平成30年2月11日
65期 古山 剛 平成30年4月30日
 竹尾 信男 平成29年12月30日

 塚口 順亮 平成30年2月28日
 松本 睦雄 平成30年3月1日
 森田 孝子 平成29年11月21日
67期 鷺島 敏憲 平成29年6月16日
 田中 敏雄 平成29年9月
 山仲 晃実 平成29年9月22日
 大井 美佐子 平成29年12月2日
 下房 道子 平成30年5月10日
68期 長谷川 健一 平成24年
 横山 博一 平成30年2月21日
 山田 すなお 平成29年7月
69期 土崎 敏夫 平成29年12月25日
 松本 文雄 平成29年10月22日
 村井 忠雄 平成30年1月9日
70期 高橋 保雄 平成30年2月5日
 池田 洋子 平成29年11月18日
71期 柴田 嘉栄子 平成30年2月26日
72期 加藤 公庸 平成29年11月28日
 城口 安弘 平成30年2月1日
 田中 秀佳 平成29年7月11日
73期 北浦 久義 平成30年1月22日
 西中 務 平成30年2月1日
 泉田 郁子 平成29年9月22日
75期 宇佐美 道之 平成29年12月29日
76期 尾上 雄三 平成29年5月17日
 村上 一雄 不明
77期 井上 日出子 平成29年10月4日
78期 林 一 平成29年12月25日
79期 長﨑 憲二 平成29年12月17日
80期 内山 直樹 平成29年10月31日
82期 松山 隆司 平成28年12月12日
83期 田中 総司 平成29年12月8日
84期 佐々木 幸子 不明
 中本 千枝子 平成29年11月15日
85期 神保 正 平成27年5月20日
86期 大川 尚男 平成29年6月8日
88期 谷本 明美 平成30年2月11日
90期 佐藤 真琴 平成29年11月5日
 青木 隆博 平成30年2月15日101期
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年会費納入のお願い
　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。
　　　　加入者名：六稜同窓会
　　　　口座番号：00990-4-68025
・出来るだけATMでお払込み下さい。
・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。
　　　　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

・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。

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。

2018.4.1（日）～2019.3.31（日）22001188.4..4.11（日（日））～22001199.3.3.3.311（日）（日）

同窓会・
OB会プラン

プランA
プランB

Cプラン

お一人様 ￥6,300
お一人様 ￥7,300
お一人様 ￥8,300プランプラン

全プラン

ご利用時
間

3時間
ゆったり

プラン

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

￥1,000割引！お一人様 

曜日割引お得な

+ お一人様 ￥2,200

35周年
記念

特別プラン特典付



六稜同窓会14 5周年総会
開催のご案内日　時：2018年10月28日（日）13時から

場　所：北野高校 多目的ホール・六稜会館

No.71

発 行 日 2018年9月1日
発行責任者 上田成之助（80期）
編 集 六稜同窓会
 広報委員会
広報委員長 千種康一（88期）

発行 六稜同窓会　http://www.rikuryo.or.jp/
　　 〒532-0025 大阪市淀川区新北野2-5-13大阪府立北野高校内
　　 tel：06-6306-0374　fax：06-6306-1335
　　 E-mail：office@rikuryo.or.jp

印刷 株式会社国際印刷出版研究所
　　 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東3-11-34
　　 tel：06-6551-6854　fax：06-6551-0288

事務局  月・水・木・金 10：00～17：00（祝日を除く）

協賛広告のお願い
　六稜会報に協賛広告を掲載させて頂きます。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。

「六稜会報」　B5版・次回発行3月1日（年2回3月と9月に発行）
●発行部数： 24，000部　●原稿締切日： 12月31日
●掲載協力金： 1ページ（150×210） 200,000円 1／2ページ （150×100） 100,000円
 1／3ページ （150×65） 70,000円 1／4ページ （150×50） 50,000円
 1／8ページ （73×50） 25,000円 名札サイズ (30×50) 10,000円
●申し込み先：〒532-0025  大阪市淀川区新北野2-5-13

 大阪府立北野高等学校内　六稜同窓会事務局
 TEL 06-6306-0374  FAX 06-6306-1335　E-mail office@rikuryo.or.jp

総　会
多目的ホール

12:00

12:45

13:00

15:00

16:30

受付開始
在校生吹奏楽部の演奏
総会
活動報告
卓話：水口　裕之さん　（99期）

参加費 5,000円

『遺伝子、ウィルス、iPS細胞と“くすり”』
　薬学とは単に薬剤師を養成するだけでなく、ヒトの健康に焦点を絞って幅
広く生物、化学等を学ぶ学問であります。例えば生物薬学領域では、遺伝子や
細胞、動物を用いる基礎生物学の研究を通して、病気のメカニズムを解明し
たり、創薬ターゲット分子等を検索し、将来“くすり”になるかもしれない『種』
探しを行う最も基礎的で重要な研究を行っています。また最近では、従来ま
での低分子化合物や抗体等をベースにした“くすり”とは異なり、遺伝子やウ
イルス、細胞そのものを“くすり”にするための研究も盛んに行われ、医薬品と
しての認可が進んでいます。
　今回の卓話では、遺伝子やウイルスを“くすり”にする遺伝子治療やウイル
ス療法の開発の歴史や状況、さらにはiPS細胞の医薬品開発への応用に関する
研究動向について紹介したいと思います。

73期以前（S36年卒）以前の方、126期～128期・・・2,000円
129期・130期・・・招待

懇親会及び
130期歓迎会

Hiroyuki Mizuguchi

1968年生まれ。1987年北野高校卒業。1991年大
阪大学薬学部卒業。1996年大阪大学大学院薬
学研究科博士課程修了（薬学博士）。1996年大阪
大学微生物病研究所学振特別研究員。1997年
米国ワシントン大学シニアフェロー。1998年国
立医薬品食品衛生研究所研究員・主任研究官・
副プロジェクト長。2005年独立行政法人医薬
基盤研究所プロジェクトリーダー。2008年大阪
大学大学院薬学研究科教授（現在に至る）。大阪
大学国際医工情報センター教授（兼任）、国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所招へい 
プロジェクトリーダー（併任）。

水口　裕之（みずぐちひろゆき）氏




