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水泳部員が清掃を始めるのは例年なら4月下旬。
今年は6月20日にやっと練習が始まりました。この
50mプールに満たされた水面を見て厳しい授業
に心が沈む六稜生も少なくなかったのではないで
しょうか。灼熱で足裏に焦げつくコンクリートの床
面は今秋改修予定。25m用の飛び込み台も安全に
配慮し撤去されます。2020年の夏が過ぎました。
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　六稜同窓会の皆様いかがお過ごしでしょうか？ 
　2月以降、新型コロナウイルス感染症に世界中が
震撼させられる事態に陥り、今なお広がりを見せ
ています。また、我が国においては、シトシトとし
たイメージを持つ梅雨が激しい豪雨と化し、大きな
災害をもたらしています。まさに予測不能な事象が
日常茶飯事に起こる時代に入ったと感じています。
　学校は、3月に入り臨時休校となりましたが、そ
のような時節にあっても、母校北野生は大学受験
において輝かしい結果を出していただき、本当に嬉
しく、誇らしく思っております。
　さて、六稜同窓会においては、このコロナ禍にあっ
て、多くの行事を中止せざるを得なくなりました。2
月の観梅会、4月の記念碑の会、5月の期別対抗ゴ
ルフの中止、カルチャー講座、トークリレーの中止
や延期、そして皆様が心待ちにしておられる10月の
147周年総会まで中止決定を余儀なくされました。
　また、150周年記念事業の進捗も半年間ほど遅
れてしまいましたことも同時にお詫び申し上げま
す。
　改めて同窓会の意義、そして行事、会議運営の
あり方など考えさせられました。
　学校が、従来の対面授業と ICTを駆使した遠隔
授業を併用したハイブリッド型に変わっていくよう
に、また、働き方もリモートワークへ移行している
ように、同窓会のあり方も多様化へと進まざるを
得ないと思います。
　また、生徒たちが早く学校へ行って友達と会い
たいと思うように、同窓生と今までと同じように
会って、旧交を深めたいという形を、どのようにす
べきかと思いめぐらせています。
　人間同士の親交は、ICT・AIなどコンピュータ技
術がいかに進歩しようとも、対面によるコミュニケー
ションに勝るものはないと考えます。人間は、他者
を主に言葉、行動を通して理解しようとしています
が、物理的な身体から出る色々なサインを全体的
に読み取る能力を生物の本能として持っています。
だから、ちょっとした仕草や言動に私たちは心を打
たれるのでしょう。
　この社会的生物としてのベースは、機械に置き
変えることは当面難しいと思われます。やはり会っ
て、話をしたい、食事をし、できればお酒でも呑
んでコミュニケーションを取りたいのです。実に
単純ですが、それだけに難しい対応でもあります。
全て自己責任とも言えますが、個人としての主体

性の軸がそれぞれずれて
いては困るということな
のです。
　ここで私個人として、新型コロナウイルスについ
て感じていることを述べさせていただきます。なぜ
この時期にこのようなウイルスが発生したのか、そ
して、それは、あまりにも人間中心主義の考えが
行き過ぎ、地球が悲鳴を上げているのではないか
ということです。
　ウイルスが発生した原因として、1つ目は自然環
境破壊と地球温暖化の影響、2つ目は遺伝子工学
の発達、3つ目として、資本主義・グローバル化の
行き過ぎが考えられます。
　アフリカ等の未開地域の風土病が開発により
文明圏へ広がったり、氷河や永久凍土に閉じ込め
られていた病原菌が発現したり、1980年頃から
AIDS、エボラ出血熱、SARSなどの感染症が多発
してきています。遺伝子工学の発達も同時期から
であり、人間の倫理観では判断できない領域へ科
学技術が侵入してきていると考えます。また、行
き過ぎた株主資本主義や金融資本主義の活動とそ
の帰結としてのグローバルリズムが、急速なパンデ
ミックを引き起こしています。正にウイルスが行き
過ぎた人間中心主義への警告を発していると思え
てならないのです。
　また、人類は、ウイルスによって進化してきたと
も言われています。生物の進化は、その過程でウ
イルスを自分の中に取り込み、それによって進化し
たてきたという学説もあり、ウイルスと生物が共生
し、互いに刺激しながら進化してきた関係にあると
いう考え方です。
　この考え方によれば、コロナ禍を悪的存在とし
て駆遂しようとすると、さらに強力なウイルスの発
現を招くことになるかも知れません。
　このようなことを思うと、自然と共生するととも
にウィズコロナの社会をもっと謙虚に、そして前向
きに生きるべきであり、一人一人がどのような生き
方をすべきか、どのような社会を目指すべきかを考
える時です。大きなパラダイムシフトの時代に入っ
たのではないでしょうか。
　同窓会の皆様におかれましては、この時代に心
を平穏に保ち、免疫力を強化し、乗り越えていた
だき、来る150周年をご一緒に迎えたく存じます。
　皆様のますますのご健勝を祈念致しましてご挨
拶申し上げます。

免疫力を高め、150周年へ
六稜同窓会　会長　野 村 正 朗（82期）
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未知なるもの

　六稜同窓会の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、平成３１年４月に北野高校校長として赴
任いたしました、萩原　英治（はぎはら　えいじ）
でございます。今年度も引き続きよろしくお願い
いたします。
　さて、私が赴任して二年めとなります。一年め
であった昨年は、まさに「令和も北野の時代」（前
号の私のあいさつ文のタイトルです！）を大いに
示すことができました。
　令和2年度大学入試において、今春卒業した
132期生は素晴らしい成績を収めてくれました。
まず、京都大学の合格者が現浪合わせて100名と
三桁に乗りました。三桁の合格者は45年ぶりの
ことと聞いております。これで京都大学合格者数
は3年連続日本一となりました。また、東大11名、
阪大53名、神戸大36名、国公立医学部医学科27

名（いずれも現浪合わせて）等、近年で最高の結
果を残してくれました。これはもちろん生徒たち
の頑張り、そしてそれを支えた教職員の力の結晶
であると思います。後輩たちもぜひ続いてほしい
と願っております。
　1月28日には、六稜同窓会事務局のご尽力によ
り、ノーベル化学賞を受賞された本校78期吉野
彰先生が、生徒や卒業生の皆様に向けてノーベル
賞受賞記念講演を行ってくださいました。吉野先
生の気さくなお人柄や研究に対する真摯な態度、
そして粘り強くやり続けることの大切さなど、生
徒にとっては一言一句心に響いたことと思いま
す。このようなすばらしい、他の学校ではできな
い経験を生徒にさせていただき、改めて六稜同窓
会の皆様には感謝申し上げる次第です。
　吉野先生講演会の興奮も冷めやらぬ2月末、3

月2日からの府立学校臨時休業が発表されました。
ここから誰も経験したことのない、「未知なるも
の」への挑戦が始まりました。
　まず、卒業式は三密防止のため、残念ながら保

護者の参加はご遠慮いただき、卒業生と教職員の
みでの実施となりました。また、高校入試の合格
発表は受験番号50番ごとに10メートル間隔を開
けて掲示しました。例年の歓声がなく、静かな合
格発表でした。
　当初は4月7日までの予定であった休業期間が
5月の連休明けまで延期されました。4月1日に予
定していた入学式や4月末の1年生宿泊研修が中
止となりました。当然授業を行うこともできず、
学習活動の保障が一番の課題でありました。当初
は郵送で課題を配付しましたが、一部授業で導入
していた教育プラットフォームのEdmodoを利用
し、全生徒とオンラインでつながる体制を確保し
ました。このように学校の教育活動に大きく影響
が出始めました。
　さらに、5月31日までの休業延長の通達があり、
オンラインではありますが授業としてカリキュラ
ムを進めていくことに舵を切りました。様々な課
題がある中、生徒たちは我慢強く学習活動に取り
組み、教員も不慣れな動画作成やオンラインでの
質問対応にかなりの時間を割きつつ、何とか北野
の学習活動の質を落とさないよう頑張ってくれて
いました。
　ようやく6月15日から本来の通常授業が始まり、
いつもの北野の日常になりつつあります。しかし、
大学入試共通テストに第2日程が設定されるなど、
この影響はまだ続きます。さらに、コロナの第2

波第3波が来ないとも限りません。（この原稿執
筆時では少なくともまだ来ていません）
　今回のような「未知なるもの」に対し、不安を
感じないようにすることは難しいことです。しか
し、北野高校はどっしりと構えていきたい。むし
ろ、「未知なるもの」へ対応していく力、解決する
力は北野の得意とするところ。今こそ、北野の底
力を見せましょう。
　六稜同窓会の皆様には引き続きご支援のほど、
どうかよろしくお願いいたします。

大阪府立北野高等学校　校長
六稜同窓会　名誉会長　萩 原 英 治
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コロナ禍における北野高校　
大阪府立北野高等学校　教頭　佐 々 木 里 佳（100期）

　六稜同窓会の会員の皆さまには、平素より母校
の教育活動に深いご理解と多大なるご支援を賜
り、厚く御礼申し上げます。
　私は、令和2年4月に北野高校教頭に就任いた
しました、佐々木　里佳 でございます。平成15

年より令和元年まで17年間、母校で英語科の教
員として、教鞭をとらせていただきました。この
4月からは、教頭として、母校の伝統を引き継ぎ、
世のため人のために貢献する後輩生徒たちの教育
に、全力で取り組んでまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。
　さて、この度の新型コロナウイルスによる未曾
有の影響により、六稜同窓会の皆さまにおかれま
しても、さまざまにご苦労、ご心配の多い日々を
お過ごしのことと拝察いたします。一日も早い事
態の終息を祈るばかりでございます。
　ここで私からは、コロナ禍という未曾有の事態
に、北野高校がどのように対応してきたかをご報
告させていただきます。北野高校では、生徒たち
の安全を第一に、教職員で知恵を出し合い、協力
し、4ヶ月あまりを乗り越えてまいりました。
　まず、学年末考査最終日の2月28日に、教育庁
より「3月2日から3月15日までの間を臨時休業
とし、併せて3月16日から4月7日までの期間に
授業または行事等の教育活動等（部活動を含む）
を行わないこととする」との通知がきました。こ
れにより、3月2日に予定していた卒業式は、保
護者、来賓の参列なしで、卒業生と教職員のみ
の式としました。教職員のみが作った花道の中、
132期生が晴れ晴れと卒業していきました。1,2年
生は、予定していた3月5日の答案返却、24日の
終業式も中止。試験最終日にクラスメイトと会っ
たのを最後に、長い春休みに入りました。クラブ
活動も一切中止。3月下旬に予定していた海外研
修（オーストラリア、台湾、アメリカ）も中止と
しました。キャンセル料が問題になりましたが、
旅行業者のご厚意と六稜同窓会の国際交流基金で
補填させていただきました。ありがとうございま
した。3月11日に予定していた高校入試だけは、
何とか予定通り実施できました。19日の合格者発
表は、グラウンド側の校舎の柱に10メートルず

つ間隔をあけて、50番
ごとに掲示しました。
　年度がかわり4月にな
りました。4月1日の入学式は中止となりました。
臨時休業の延期が続き、5月31日まで臨時休業と
なりました。延期の通知が来るたびに、「臨時休
業があけたらどのように学校を再開すべきか」に
ついて、状況が変わる中、何度も教職員で検討し
てまいりました。生徒たちに一度も会えないまま
でしたので、連絡事項や課題を郵送しました。休
業がいよいよ長くなり、生徒の学習活動を保障
する必要も生じました。昨年度、新2年生の英語
科が教育用プラットフォームを使って、生徒のス
マートフォンを介して、課題の提示等を行ってい
たので、これをすべての学年で利用し、今後の課
題等の指示、提出、動画授業の配信やオンライン
授業の実施、質問の応答ができる体制を構築しま
した。これは、初めてのことで、私たち教員も生
徒も不慣れであり、生徒の家庭での ICT環境にも
差があり、混迷する部分もたくさんありましたが、
休業期間中に、生徒と教員が双方向的に「繋がる」
ことはできました。
　5月11日からは、3分割制で「生徒の心身の健
康観察、生活・学習状況の把握のため」週1、2回
程度の登校日の設定が可能になりました。5月11

日、2ヶ月半ぶりに生徒たちが校門をくぐってき
ました。生徒たちの嬉しそうな姿をみて、思わず
涙がこぼれました。
　6月1日からは、3学年とも1クラス2分割で、
午前・午後の2交代制で授業がはじまりました。「新
しい生活様式」下で、さまざまに制限はあるもの
の、長らくの休業期間から本格実施への助走とな
り、リズムを取り戻すのに役立ちました。
　6月15日より、いよいよ通常授業の再開とな
りました。朝の全校集会では、入学式の行えな
かった1年生に対し、歓迎の式をおこないました。
1000人が一同に会することのスケールと有難さ
をひしひし感じました。生徒も担任も、やっと
クラス全員に対面することができました。表情も
徐々にほぐれ、もとの学校生活のリズムを取り戻
しつつあります。北野の日常のありがたさ、授業
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2020年度新役員
 （2020年8月1日現在）

会 長 野村　正朗 （82期）
名誉会長  萩原　英治  （校長）
副 会 長 太田　省三 （77期）
〃  早嶋　　茂 （87期）

監 　 事   岩淺　俊朗 （80期）
〃  高濱　　滋 （94期）

常任理事 

　総務委員長 住山真一郎 （92期）
　財務委員長   桑原　　豊 （77期）
　会館催事委員長  谷　　卓司 （98期）

　名簿委員長  笹川　忠士 （74期）
　広報委員長  千種　康一 （88期）
　FR委員長  上松　　誠 （112期）
　クラブOBOG委員長  坂平　秀雄 （89期）
　東京  三谷　秀史 （82期）
　学内  濵田　典子 （112期）
　常任理事  徳岡　浩二  （92期）
　事務局長  笹川　忠士 （74期）
名誉顧問  稲畑　勝雄 （56期）
〃  山本　雅弘 （71期）
〃  上田成之助 （80期）

顧 問 志甫　　溥 （66期）
〃  鎌田　俊一 （81期）

新役員ご挨拶
　総務委員長　住 山 真 一 郎（92期）

　この度、私こと、常任理事を拝命し、総会の開
催や会則の整備等を担当する総務委員長の任を
同期の徳岡浩二君から引き継がせていただきまし
た。
　就任の打診があった頃、世情は長期的な好景気
の下、東京オリンピックを目前に、近い将来に大
阪万博が予定されるという活況期にあったのです
が、その後、突如として新型コロナウイルスが猖
獗を極めるという想定外の事態が出来し、瞬く間

に社会情勢が一変してしまいました。今や同窓会
のあり方もこれまでどおりの方法を漫然と踏襲し
ていては通用しない厳しい時代に突入した感があ
ります。
　母校創立150周年の大節目を間近に控え、多く
の困難を打破して六稜同窓会の発展を期するため
には、役員のみならず会員の皆様お一人お一人の
同窓会に対するご助力・ご支援が不可欠です。分
に過ぎた大任を仰せつかり、身の引き締まる思い
のもと、微力を尽くす所存ですので、よろしくご
指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

を受けることができる、授業をすることができる
喜びを、教員も生徒もあらためて強く感じさせら
れた4か月間でした。
　6月の六稜祭はやむなく中止としました。生徒
自治会の生徒たちが、引退の場面を失った3年生
のために「六稜month」という文化部中心の発表
の場を放課後に企画してくれました。9月に予定
していた2年生の東北修学旅行は、12月に南九州
へと変更しました。9月以降のその他の行事は予
定通り実施する予定です。

　最後に、最重要課題が休業期間中の学習保障で
す。授業を補うため、月2回土曜授業を実施。夏
休みは8月8日～ 16日と短縮します。
　以上がコロナ禍における北野高校のご報告で
す。コロナ禍を機に得たものもあります。学校の
ありがたさ、物事を前向きにとらえる大切さ。生
徒たちは毎日元気に生き生きと学校生活を送って
います。北野生の逞しさ、底力を感じます。六稜
魂は脈々と引き継がれています。今後とも、生徒
たちの応援をどうぞよろしくお願いいたします。
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（円）
科　　目　 2019年度予算 2019年度決算 備　考

収　入　の　部
1 入会金収入 1,080,000 1,071,000 357名×3,000円
2 年会費収入 17,100,000 18,273,150 当年度分
3 総会費収入 1,000,000 812,000
4 寄付金収入 600,000 851,875
5 利息収入 0 104
6 会館維持協力金 1,000,000 722,000
7 同窓会記念品売上他 250,000 209,207
8 広告掲載協力金 1,600,000 2,145,000

収　入　合　計 22,630,000 24,084,336
支　出　の　部

1 運　営　費 12,350,000 10,995,660
（ 1 ）人件費 6,000,000 5,846,050
（ 2 ）旅費・交通費 1,100,000 1,065,600
（ 3 ）通信費 350,000 303,848
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,261,000 1,366,064
（ 5 ）什器・備品 1,389,000 11,310
（ 6 ）会議費 100,000 150,040
（ 7 ）総会費 1,000,000 956,885
（ 8 ）慶弔費 100,000 175,250
（ 9 ）会費払込手数料 850,000 1,016,576
（10）同窓会記念品製作費 100,000 0
（11）雑費 100,000 104,037

2 広　報　費 6,400,000 6,322,228
（ 1 ）WEB関連費 900,000 936,406
（ 2 ）会報発行関連費 5,500,000 5,385,822

3 各種事業援助費 1,402,000 1,080,877
4 教育環境援助費 100,000 100,000
5 同窓会館関連費 1,750,000 1,753,725
（ 1 ）什器備品・設備費 150,000 190,571
（ 2 ）光熱費 1,100,000 848,513
（ 3 ）設備管理費 500,000 714,641

6 予　備　費 0 0
支出合計 22,002,000 20,252,490
収支差額 628,000 3,831,846

Ⅰ　収支計算書
自 :2019年4月　1日　　至 :2020年3月31日

会 計 報 告
2019年度　六稜同窓会一般会計決算報告

資 産 の 部 負 債 の 部
現 金 137,115 未　払　金 1,576,376
預 金 17,048,780 未 払 費 用 230,566
未収入金 4,588,000 前  受  金 7,851,000

資　産　合　計 21,773,895 預  り  金 10,820
負　債　合　計 9,668,762

純 資 産 の 部
前年度繰越金 8,273,287
当年度収支差額 3,831,846
次年度繰越金 12,105,133

負債及び純資産合計 21,773,895

Ⅱ　貸借対照表 2020年3月31日現在 （円）
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摘　要 残　高
現　金 137,115
郵便振替口座 00990-4-　68025 8,099,035
普通預金 三井住友 /十三　No1077672 4,584,427
郵便貯金 ゆうちょ  14070-19435741 4,365,318
（預貯金計） （17,048,780）

未収入金

SMBCファイナンス
（コンビニ払年会費3月払込分） 4,311,000

PAYPAL 177,000
広告料 100,000

（未収入金計） （4,588,000）
資　産　計 21,773,895

未払金 会報発行関連費 1,576,376
未払費用 SMBCファイナンス手数料 230,566
前受金 2020年会費次年度分 7,851,000
預り金 10,820

負　債　計 9,668,762

Ⅲ　財産目録 2020年3月31日現在 （円）

以上の通り2019年度一般会計報告を致します。
2020年6月19日　六稜同窓会会長　野村　正朗

上記一般会計報告は正確であることを認めます。
2020年6月19日　六稜同窓会監事　岩淺　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

以上の通り2019年度基金会計報告を致します。
2020年6月19日　六稜同窓会会長　野村　正朗

上記基金会計報告は正確であることを認めます。
2020年6月19日　六稜同窓会監事　岩淺　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

2019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 利息収入 814
収　入　合　計 814
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 382
前年度繰越金 15,251,427

次年度繰越金 15,251,809
三井住友定期・
普通預金・
ゆうちょ通常貯金

自：2019年4月1日　至：2020年 3月31日 （円）

2019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 245,898

定期預金 三井住友 /十三 9,007,789

通常貯金 ゆうちょ　 5,998,122

合　計 15,251,809

（円）2020年3月31日現在

2020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 600,000
5 利息収入 0
6 会館維持協力金 800,000
7 同窓会記念品売上他 250,000
8 広告掲載協力金 2,000,000

収　入　合　計 22,710,000
支　出　の　部

1 運　営　費 11,830,000
（ 1 ）人件費 6,000,000
（ 2 ）旅費・交通費 1,300,000
（ 3 ）通信費 350,000
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,800,000
（ 5 ）什器・備品 50,000
（ 6 ）会議費 130,000
（ 7 ）総会費 1,000,000
（ 8 ）慶弔費 150,000
（ 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 6,500,000
（ 1 ）WEB関連費 900,000
（ 2 ）会報発行関連費

（75号） 2,800,000
（76号） 2,800,000

3 各種事業援助費 1,500,000
4 教育環境整備援助費 100,000
5 同窓会館関連費 1,900,000
（ 1 ）設備管理費 800,000
（ 2 ）光熱費 1,100,000

支出合計 21,830,000
本年度収支差額 880,000

2020年4月1日現在 （円）
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　新型コロナウイルスの影響下、「六稜トークリ
レー」が中止やライブ中継のみの開催となってい
る中、東京でも毎月開催してきた卓話とランチの
会「東京六稜倶楽部」が3月から中止を余儀なくさ
れてきました。しかし、このまま中断が続くのは
いかにも残念。そこで最近注目のウェブ会議ツー
ル・Zoomを活用したオンライン特別講演を企画
しました。オンラインによる双方向の講演会とい
う初めてのチャレンジ。不安もありましたが、160

人もの同窓生ほかの皆さまが参加、成功を収める
ことができました。このZoom講演の、準備から
本番までの顛末をご紹介しましょう。

3・4・5月と開催中止、6月はどうする？
　長引く「ステイホーム」の中、東京六稜倶楽部
の運営を担当する事業委員会では、今、話題の
Zoomを活用して何度か会議を行ってきました。3

月から中止が続いているが6月も中止すべきかどう
かを話し合っているうち、「Zoomで講演はできな
いか？」というアイデアが出てきて、さっそく6月の
講演者・平尾啓さんに打診すると、快く承諾してい
ただけました。
　さて、Zoom会議は何度か経験していたものの、
何10人、もしかしたら100人を超える参加者を招
いてのZoom講演。一体どのように準備すればい
いのだろうか？まずは準備事務局を結成し、有志
の皆さんとの試行錯誤が始まりました。

Zoom経験者とZoomのプロが助けてくれた
　非常にありがたかったのが、Zoomに詳しい2人
の存在でした。１人は、東京六稜会で開催してい
る若手向けの集まり『KITANO Cafe』で、すでに
Zoom講演を経験していた伊豆原孝さん（94期）、

そして奇遇に
も、Zoom を
販売している
会社に勤務さ
れている白石
俊己さん（89

期）です。この2人の協力なくしては、今回のオン
ライン講演の実現は難しかったかもしれません。

テスト参加を繰り返し実施して準備
　オンライン講演は開催する方も初めてなら、参
加する方もほぼ初めて。そこで、事前に「テスト
参加」を実施することにしました。
　心配したのは、60期代（80歳代）の皆さまをは
じめ、パソコンは苦手とおっしゃる先輩方に無事
ご参加いただけるかどうかです。そこで、本番ま
でに3回のテスト日を設けるほか個人練習も実施
し、試しにZoomへ参加していただきました。こ
れは実際に入室する手順の確認とともに、「名前
の変更」「ビデオON」「音声のミュート」などの
操作を行っていただき、講演当日のスムーズな
Zoom参加を目指すためです。
　大先輩の中には「アイコンって何？」「クリッ
クって何？」から始まる質問もありました。そん
な時はわかりやすく工夫した自作のマニュアルを
Zoomで見ていただきながら、同時にスマホで通
話をし、「下の方にマイクのマークがありません
か？」などと一人ひとりに対応。ていねいに粘り
強く解決してくれた橋本操さん（73期）のがんば
りには助けられました。
　驚いたのは、慣れないパソコン操作に四苦八苦
しながらも「面倒だからもういいや」とおっしゃ
る方はまずいなかったこと。さすが北野の先輩、

決してあきらめ
ない北野魂は健
在です。

東京六稜倶楽部 

Zoomを活用したオンライン特別講演レポート
牧武 志（73期）・三 條 場 洋 子（84期）・野 田 美 佳（94期）

Zoom会議のホストを担当する牧武志（73期）。東京六稜倶楽
部の企画・運営を統括。牧エネルギー研究所代表

Zoomの達人・白石さん 操作を説明する伊豆原さん

峯和男さん（65期）も入室に成功 新貝康司さん（86期）はご夫妻で
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　藤原歌劇団準団員、日本オ
ペラ協会準会員、アイ・ピーファ
イン㈱取締役常務執行役員。
高校・大学と合唱部に所属。
キリンビール㈱に30年勤務し
たのち夢を捨てきれず、56歳
からオペラを本格的に学び、
2020年プロのオペラ歌手とし
てデビューを果たす。

北野2年生の夏にコーラス部へ
　2年生の夏、同級生にコーラス部へ誘われまし
た。私に声がかかったのは、もしかしたら音楽の
授業で西川先生によく褒めていただいていたから
かもしれません。コーラス部に入って初めて「歌
うって楽しい」と思えるようになりました。
　それからは勉強する時もずっとコーラスを聴い
ていましたが、心を動かされたのは「慶應義塾ワ
グネルソサイエティ男声合唱団」で、この合唱団
に入団したくて慶応義塾大学に進学しました。

「夢」から「現実」へ、そして再び「夢」へ
　大学4年になると、就職するかオペラ歌手を目指
すか悩みました。指導いただいていた先生に相談

すると「これからのオペラ歌手は顔とスタイルが重
要」と言われ、プロへの道をあきらめたのですが…。
アマチュア部門でコンクールに参加すると1位や2

位を獲得。再び夢が膨らみました。
　プロを目指すためキリンビールを退社し、「日
本オペラ振興会歌手育成部」を受験しましたが、
面接で「あなたはついていけないと思う」と楽し
んで学ぶコースへの変更を強く薦められました。
結果はなんとか合格したものの、周りは20代で
専門に学んできた人ばかり、私のようなド素人は
1人もいませんでした。レッスンは挫折の連続で
した。何度も自分の無能さにうんざりしながらも、
2年が終わる頃には、同期のお荷物から一緒にも
がく戦友に変われたのではな
いかと思います。
　そして、いよいよ2年間の
集大成、修了公演へ。と思っ
たら、コロナ騒ぎで無観客公
演に…。しかし先生から「オ
ペラ歌手になれたね、おめで
とう！」と声をかけられた時
は心が震えました。
オンライン講演は新しい集いの形ですね
　今回のオンライン講演は私にとっても大変いい
経験になりました。楽曲はパワーポイントに挿入
した音源を再生しましたが、音質も悪くなく、お
楽しみいただけたと思います。途中で何度かノイ
ズが入ったのは、私が再生中にチャットを見よう
と操作したためだったと途中で気付き、後半はノ
イズなくお聴きいただけたと思います。

オペラ歌手　平尾啓

北野高校コーラス部男声合唱のひとこま

慶応ワグネルでソロを歌う

無観客公演となった修了公演

東京六稜倶楽部　オンライン特別講演　2020年6月20日（土） 

「オペラ歌手 ～自分の可能性を信じて～」　平尾啓さん（92期）
― 58才で夢を叶えたオペラ歌手の歌声がオンラインで響き渡った ―

平尾啓＆松原悠馬デュオコンサート
　　　「テノールの饗宴～愛のメッセージ」
■春日部公演（カフェ音と共に）
　2020年12月20日 (日 )　15：00より
■藤沢公演（レスプリフランセ）
　2021年2月14日 (日 )14：30より
※問合せ先：hiroshihirao@outlook.jp
　090-4544-6545
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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

 2020年 9月18日 （第3金曜日）
 11月20日 （第3金曜日）
 2021年 1月15日 （第3金曜日）

 2020年10月23日 （第4金曜日）
 12月18日 （第3金曜日）
 2021年 2月26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） ○お問い合わせは　同窓会事務局まで

その他お問い合わせ（同窓会事務局）…office@rikuryo.or.jp

「世界史の針が巻き戻るとき」 大野　和基（85期）
「子どもの実感を引き出す 授業の鉄板ネタ54」 中條　佳記（107期）
「授業や学級経営に活かせるフラッシュカードの作り方・使い方」 中條　佳記（107期）
「学級づくり＆職員室の裏ネタ45」 中條　佳記（107期）
「授業づくりの裏ネタ38&使えるアイテムネタ4」 中條　佳記（107期）

六稜文庫 2020年6月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3

ノーベル賞サイドストーリー
桐 野 尚 子（93期）

　森田淳二（93期）が、ノーベル化学賞の発表を
知ったのは、2019年10月9日（水）午後8時過ぎ。
同期の奥真也からのフェイスブックメッセンジャー
だ。奥は、受賞者の吉野彰さんが母校の先輩であ
ることを伝え、「幕を作ったら？」とけしかけた。
　森田は、父親が経営する『黒字看板』（創業1959

年・西淀川区）を引き継ぎ、手書き看板を手掛ける
看板職人である。横断幕は、専門外。北野高校に、
横断幕を作って設置するとなれば、やはりしょぼい
幕では済まないだろうから費用も随分かかるし、学
校と打合せが必要だ。日にちがかかると森田は思っ
た。
　奥には「外注してから出来上がるまで基本二日」
と答えたものの、果たしてそれでいいのか。結果
的に「自分が看板屋で幕を作れるのだから、明日の
校長先生の会見時に幕がないのは避けられる」と
考えた。朝早く北野に届けて許可をもらい、その
上で幕を張ろうと。

　一枚だけあった無地の横断幕を使用して、カッ
ティングシートで製作する。最初、「93期卒業生有
志一同」と記載していたが、現場で、同期に迷惑が
かかるかもと「93期」を外し、さらに「有志一同」も
変だと思い、「卒業生有志」とした。
　実のところ、吉野さんの事より、翌朝登校してく
る在校生や、テレビやネットのニュースを見るだろ
う卒業生（当然同期が主）ばかりを思いながら作っ
ていた。完成して、歩道の柵に仮設置しているとき
「この幕を張りたい」と考えが変わる。森田は、北
野へ向かった。
　午後10時半頃母校へ到着すると、やはり誰もい
ない。門の手前左側におあつらえ向きの柵があり、
作業はあっと言う間に完了。北野高校の誰の許可も
得ていない「張り逃げ」である。事後報告になるが、
翌朝学校に電話しようと決めた。もし問題になる
のなら外せばいい。
　その時の森田の気持ちは、書店内でたくさんの
本を積み上げ、その上に檸檬を置いたままこっそり
外へ出て行く学生と似たものだったかもしれない。
　翌朝6時頃、電話は繋がらず、7時前にやっと教
頭先生と話ができた。幕は基本的に張らないとの
ことであったが、祝いごとなのでと特別に許可が
おりた。この日、登校する現役生徒の姿とともに、
テレビや各新聞にも森田の横断幕が登場する。
　後日、大阪府立北野高等学校と六稜同窓会の連
名でかけ替えられた横断幕は、もちろん、森田の
仕事である。
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花も嵐も踏み越えて...150年の歴史を振り返ろう！
　 ～創立150周年を　3年後に控えて～ 徂徠千代子・松田　典子（95期）

デザイン構成：植田　久（99期）

　3年後の2023年に、北野高校は創立150周年を迎えます。大阪府最古の公立中学校として、常に先頭を走り
最高の教育を目指してきたわが母校。その歴史を簡単に語ることはできませんが、過去の周年行事を振り返り、
改めて歴史の重み、伝統の継承について考え、創立150周年の事業につなげていければと思います。

　創立記念事業は創立40周年から始まりました。10周年の頃はこの種の事業を行う例がなく、20周年
にあたる1893年には芝田町校舎の落成式が挙行され、30周年には明治天皇崩御諒闇中のため挙行に至
りませんでした。40周年は当年に起きた関東大震災のため翌年に延期、1924年4月20日、大阪府最
古の歴史と伝統を誇るにふさわしい記念式典を盛大に挙行しました。

※：80周年までは、1883年（大阪府立大阪中学校開校）が創立年と認識されていました。
1968年の「創立80周年記念図書館」落成式典でのこと。当時の浦野校長が式辞の中で、創立周年の数え方を、校歌
にある通り難波御堂に欧学校を開校した時から歴史を起算していくほうが良いのではと提案しました。満場の拍手
で賛同を得て、このあと1973年が創立100周年として祝われることになりました。

　以来半世紀、毎年新春を彩る梅は今や1270本にも増え、梅林は
府民の憩いの場としてすっかり定着しています。
　そして来たる創立150周年には、グランフロント2期「うめきた
の森」に、本校卒業生笹部新太郎さん（17期）ゆかりの「笹部桜」の
植樹を予定しております。 笹部翁が慈しみ残してくださった山桜が
母校に縁の深い中津北野の地に根を張り、街ゆく人に愛される桜の
園となりますように。 
※笹部桜については、六稜WEB 「笹部桜考」の連載を是非お読みく

ださい。

梅から桜へ　～創立150周年記念事業　『笹部桜の森』
　大阪の梅の名所として知られる大阪城の梅林が本同窓会の寄付から
始まったことはご存知ですか？創立100周年記念事業の目玉として、
緑少ない大阪に地域貢献するべく、1973年10月、880本の梅を植
樹しました。梅は、学問の神•菅原道真の北野天満宮ゆかりの花であり、
別名「此花」ともいい大阪に因縁が深いといった理由でした。 

記念式典

記念行事

記念事業

記念講演

同窓会行事

周年誌

世
の
中
の
動
き

西
南
戦
争

日
清
戦
争

日
露
戦
争

　
　
（
現
・
済
生
会
病
院
敷
地
）

　

＠
北
野
芝
田
町

大
阪
府
立
北
野
中
学
校

大
阪
府
立
堂
島
中
学
校

大
阪
府
第
一
中
学
校

大
阪
第
一
尋
常
中
学
校

大
阪
尋
常
中
学
校

　
　
（
現
・
朝
日
放
送
敷
地
）

　

＠
堂
島
浜
三
丁
目

大
阪
府
立
大
阪
中
学
校

大
阪
府
第
一
番
中
学
校

　
　
　

＠
難
波
御
堂

創
立　

欧
学
校

日
韓
併
合

ペ
ス
ト
流
行

ス
ペ
イ
ン
風
邪

母
校
の
動
き

1877

1873 1883

1894

1902

1904 1910 1923
明治 大正

・・・・・・・
校名4回
変更

◎：周年記念誌については、六稜会報No.62で特集しています。六稜WEB　アーカイブを是非ご覧ください。

笹部桜

笹部翁
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●創立40周年

●

同窓会行事

●創立50周年

●

●創立60周年

●

●創立70周年

●

●創立80周年

●

腸
チ
フ
ス

大
阪
万
博

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

東
京

関
東
大
震
災

太
平
洋
戦
争

朝
鮮
戦
争

　
　
　

戦
争

ベ
ト
ナ
ム

1948 1973

1923 1945 19701964
昭和

《紙面の関係上、行事、事業等は全てが掲載できていないことをご理解ください。表中敬称略》

現
在
地
に
移
転

大
阪
府
立
北
野
高
等
学
校

1924年4月20日
大テントにて

講堂にて
六稜同窓大会

◎：周年記念誌については、六稜会報No.62で特集しています。六稜WEB　アーカイブを是非ご覧ください。

1933年11月1日
講堂にて

1933年7月7日
朝日会館にて
　記念大講演会
　医学博士、
　京都帝大教授、
　陸軍中将
　の卒業生5名

1943年10月10日
講堂にて

朝日会館にて
　佐野秀之助（19期）
「地下資源の探査」

　小川瑳五郎（7期）
「五十年の想出」

　古田俊之助（17期）
「処世訓」

1953年10月17日
講堂･体育館にて

祝賀会
演奏会

1953年4月29日
産経会館にて
「宝塚歌劇雪組公演」

　湯川泰秀（44期）

•創立80周年
記念図書館新築
（落成は1968年7月）
•正門と塀、新館建築

1963年10月5日
講堂･体育館にて

1963年10月6日
フェスティバルホールにて
六稜同窓会記念総会
新大阪ホテル（中之島）
祝賀会

『目で見る北野80年史』
（北野高校）

祝賀会

『創立70周年記念号』
（文化部）

『創立六十周年』
（六稜同窓会）

『創立五十周年』
（六稜同窓会）

　生島遼一（35期）
「北野の思い出」

　森繁久彌（45期）
「手塚治虫と漫画映画」

　八木秀次（16期）
「学校の恩恵」

創立50周年記念式典 創立70周年記念式典（林校長）

•記念図書館の新設

•学校食堂の建設

講演会講師と委員

■周年行事で記念講演を行なった方 （々敬称略）

小川瑳五郎（7期）：医学者	 森繁久弥（45期）：俳優・歌手
古田俊之介（17期）：実業家	 早石修（50期）：生化学医化学者
佐野秀之助（19期）：鉱山学者	 森毅（58期）：数学者
八木秀次（18期）：電気工学者	 手塚治虫（59期）：漫画家
生島遼一（35期）：フランス文学者	 松井三郎（74期）：環境工学者
安井琢磨（39期）：経済学者	 尾崎裕（80期）：実業家	
黒田了一（41期）：憲法学者	 有働由美子（99期）：アナウンサー
湯川泰秀（44期）：有機化学者

上記の方々のほか、昨年ノーベル化学賞を受賞された吉野彰さん（78期・電気化
学者）が、今年1月に特別記念講演を行われたのは記憶に新しいところです。
さて、3年後の創立150周年記念講演はどなたがされるのでしょうか？
もしかしたら、貴方かもしれませんよ。

六稜同窓会設立
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●創立100周年

●

●創立110周年

●

●創立120周年 ●創立130周年 ●創立140周年

● ●

大
阪
花
博

S
A
R
S

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

新
型

大
阪
万
博

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

新
型

1990 1995 20202011 2025

1973年10月6日～
講堂にて

1983年11月2日
講堂・体育館にて

2003年11月1日
体育館にて
•映像で綴る
　北野130年の風景

2013年11月2日
中央公会堂にて

•六稜会館建設	
•六稜天文台の設置	
•記念品（ポストカード、
　ペーパーウエイト）

記念音楽会
（多目的ホール）
記念展示
（六稜会館地下1階）
スポーツイベント
（グランド）
記念祝賀会
（グランキューブ大阪にて）

1993年10月30日	
フェスティバルホールにて
•映像で綴る
わが北野120年の風景
•ベートーベン	
「第9交響曲（合唱付）」

•記念花壇の整備	
•校内整備・改修

図書館にて
•北野120年展
　　-史料と作品-」
ナビオ美術館にて	
•「六稜会展」の開催

校内各所にて
　記念展示
図書館にて
　記念展示

　早石修（50期）
	「バイオテクノロジーの

現状と未来」

1973年9月29日
毎日ホールにて
「大阪府民への

　　感謝のつどい」

『北野百年史』
（北野高校）

『六稜百年	その憶い出』
（六稜同窓会）

•大阪城内に
　梅林880本を寄贈

（六稜同窓会）

阪
神
大
震
災

東
日
本
大
震
災

平成 令和

•記念CD	
「わが母校、北野のうた」
•北野高等学校
　国際交流基金」創設

1973 2023

有働由美子（99期）　
「必ずしもエリート　

が成功するか」
「一流を取材して　　

感じたこと」

　尾崎裕（80期）
「好奇心とおせっかい」

　松井三郎（74期）
「地球環境と私」

•緑化環境の整備	
•記念樹「野田藤」の
　植栽
•古瓦の複製
　（芝田町校舎の飾り瓦）
•記念花器

1983年11月23日
ホリディイン南海
　黒田了一（41期）

「砂漠化の愁い」

『創立百十周年』
（北野高校）

『北野百二十年』
（北野高校）

『六稜百三十年』
（北野高校）

『北野百四十年』
（北野高校）

　森毅（58期）
「時代の流れで」

※創立120周年以降の
　同窓会周年行事は、
　学校・同窓会一体

140周年祝賀会にて創立120周年記念式典

創立110周年記念式典

図書館にて
　「北野百年展」

「
北
野
百
年
展
」
を

鑑
賞
中
の
手
塚
治
虫

150周年

•森繁久彌のトークと歌

フェスティバルホールにて
（文化勲章受章者）

　早石修（50期）
「医学の未来」

　安井琢磨(39期)
「経済学の現状」

安井琢磨 早石修
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●68期「北野31句会」報告
福 島 有 恒（68期）

　68期（昭和31年卒）の俳句仲間はインターネット
を介して俳句を楽しんでいます。
今回は令和元年12月～令和2年 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加希望者は、下記の作者
にお問い合わせください。経験不問です。
菊炭を熾し即位を祝ひけり 石井　登
煮凝や丸き卓袱台ありし頃
春愁真白きままの予定表
しぐれ坂登りのぼりて島の宿 中院俊子
芳香を一気に拡げ梅日和
コロナ禍の家居の日々や草青む
猫逝きぬ一人ぼっちの日向ぼこ 畑田孝子
猫の居ぬ羽毛布団の軽さかな
菜の花の煮浸しのある夕餉かな 

酔ふほどにお国訛やおでん鍋 福島有恒
川波に光は満ちて水温む
花見して打ち明けぬまま帰り道
胼のわが掌しみじみ祖母のこと 邑上治兵衛
春眠やブラックホールを泳ぎいる
春愁や山路にひとり靴の音

●同期会中止・延期のお知らせ
○66期同期生の皆様へ
　開催を予定していましたが、来年に持ち越し、
改めてご案内します。

幹事：松岡茂雄・水野瑛子
○96期同期生の皆様へ
　11月21日 (土 )開催予定の 96期 55歳記念同期
会は、中止とし、改めて企画します。

96期幹事会（kitano2015@gmail.com）
○101期同期生の皆様へ
　10月に予定していました同期会については、中
止いたします。

101期学年理事 　桝井貞次、古木賀子
○102期同期生の皆様へ
　11月21日（土）に予定しておりました102期卒業
30周年記念同窓会は延期します。
幹事長：上村敏之　詳しくは同窓会ウェブサイト
（https://kitano102.jimdofree.com/）まで。

●令和元年度 六稜山岳会総会開催
六稜山岳会幹事長　髙 木 祐 介（115期）

　2019年12月29日（日）、ホテルプラザオーサカ

にて六稜山岳会（山岳部のOB・OG会）の総会を
開催しました。今年度は29名が参加しました。今
年も元顧問の猿田茂先生、西川禎一先生にご参
加いただきました。
　当会代表の尾池行郎さん（94期）からの総会の
開催に関する喜びのご挨拶に始まり、前代表の邑
上治兵衛さん（68期）の音頭で乾杯。当日配布の
資料にはOB・OGによる82名分のメッセージが
記載され、昔懐かしい話は大いに盛り上がりまし
た。68期から129期までの29名は、部室の中で
真剣な議論をしているような熱気と笑い声の中、
それぞれの現況やこれからの山行計画等に関する
話に耳を傾け、刺激を受け、素敵な時間を過ごし
ました。
　会の最後は、副代表の黒田真樹さん（94期）か
らのお言葉で締めくくっていただき、恒例の校歌
斉唱と記念撮影を行った後は、廣瀬貞雄さん（68

期）による伝統の力強い一本締めで、全員の心が
一つになりました。総会後は、これも恒例のお寿
司屋さんでの二次会、さらに今年は、六稜同窓
会OGの方が経営するお店で三次会を開催しまし
た。令和時代に突入しても安定的に楽しいこの総
会（と二次会、三次会）は、やはり、一つ屋根の下（テ
ント）で同じ釜の飯を食ってきた仲間の絆だからこ
そのことと改めて実感しました。
　次回の六稜山岳会総会は、2020年12月29日（火）
に毎年と同じホテルプラザオーサカ19階の「リビ
エール」で行う予定です。美味しい食事と綺麗な
夜景を眺めながら、山と北野と今年一年間の苦労
話を笑顔で楽しみ、よい年越しができればと思っ
ています。ただ、感染状況によっては、今後予定
が変更される可能性もあります。六稜山岳会の皆
様におかれましては、Facebookの当会ページ（「北
野高校　六稜山岳会」で検索してください）で10

月末と11月末にご連絡致しますので、ご確認くだ
さい。開催方法が変わっても、素敵な年末の一時
を過ごせるよう、幹事一同励んでまいります。
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アジアからの
留学生を受け入れて

英語科・WWL推進室主任　松 山 知 紘

　本校は昨年度より文部科学省の「WWL（ワー
ルド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構
築支援事業」の拠点校に選ばれ、管理機関であ
る教育庁のサポートの下、様々な事業を計画・
実施しております。その中の一つとして、AFS

日本協会が実施する「アジア高校生架け橋プロ
ジェクト」を活用し、アジア諸国で日本語を学
ぶ高校生を３年間でのべ８名程度受け入れる計
画があります。その最初の留学生としてインド
からPranav Choudhery（プラナブ・チュドゥリ）
くん、ミャンマーからKyaw Wunna（チョー・ワ
ナ）くんを 2019年 8月 26日から 2020年 2月 28

日まで（当初は３月下旬の予定でしたが、新型
コロナウイルスの拡大により帰国日が早くなり
ました）受け入れることとなりました。簡単で
はありますが、受け入れの様子を紹介させてい
ただきます。

＜学校生活＞
　プラナブは1年1組、チョーは1年5組に所属
してもらい学校生活をスタートさせました。2人
は全ての学校行事に本校生徒と同様に参加しまし
た。また、部活動（プラナブは陸上部、チョーは
バトミントン部）にも所属し、まさに“北野生”の
学校生活を送っていました。

＜授業＞
　日本語での理解が難しい授業の時間は図書室で
日本語の自習あるいは大学生による日本語指導の
時間とし、それ以外の授業はクラスで受講しまし

た。英語の授業はもちろんのこと、数学や理科な
どの授業も本校生徒と一緒に受講し、プレゼン
テーション、グループワーク、ペアワーク等にも
取り組んでいました。一番好きだった授業は2人
とも“体育”と答えていました！

＜学校生活のサポート＞
　WWL推進室より留学生のサポートを行うメン
ターの教員を3名配置し、留学生との面談や日々
の細かな相談に対応しました。また、所属クラス
では留学生の中心的なサポートを担う“バディー ”
という役割の生徒を募り、教室内でのサポートを
してもらいましたが、実際は“バディー ”の生徒
に限らずクラスの生徒全員が2人のサポートをし
てくれていました。

＜日本語のサポート＞
　2名の大学生に10月から計20回程度日本語指
導ボランティアとして日本語指導に来ていただき
ました。留学生にとっても非常に有意義な時間で
あったようです。

＜受け入れを振り返って＞
　本校で留学生を長期で受け入れるのが初めて
のことだったので、どういった準備やサポート
が必要か手探り状態で始まりましたが、先生方
及び生徒の皆さんの協力もあり、必要最低限の
サポートは提供することができたかなと思いま
す。プラナブとチョーは柔軟性があり、すぐに
学校生活に溶け込んでいましたし、本校生徒も
日々の授業でペアワーク、グループワーク等の
活動を通して留学生の視点や考え方に大いに刺
激を受けていました。またプラナブとチョーは
非常に向学心に溢れており、日本語能力も自学
自習、大学生による日本語指導及び本校生徒と
過ごす中で驚くほど上達しました。日本語だけ
でプレゼンを行ったり、日常会話もこなせるく
らいにまでになりました。
　留学生を受け入れることは本校生徒にとって非
常に有意義であったと言えると思います。今年度
は新型コロナウイルスの影響により受け入れが未
定の状況ですが、また受け入れられる日を楽しみ
にしております。
　（なお、2020年3月に予定していたシアトル・ケ
ント地区派遣、台湾研修、オーストラリア研修、及
び7月に予定していた東南アジア研修、ハワイ研修
は新型コロナ流行の影響で中止となりました。）
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教職員異動
（令和2年4月現在、敬称略）
・退職
　教 諭　三宅　恵子（数学）
 非常勤講師として本校に勤務
　常勤講師　大石　州紀（化学）
 和歌山県立新宮高等学校へ
　養護助教諭　吉川　美夏
 摂津市立摂津小学校へ
・転出
　教 頭　森田　里江子
 府立旭高校（校長）へ
　教 諭　出口　学（社会）
 府立槻の木高校（教頭）へ
　主 査　中橋　八重子
 府立大手前高校へ
・新着任
　教 頭　佐々木　里佳
 本校教諭より

　教 諭　髙木　健（社会）
 府立大手前高校より
　教 諭　木島　梨紗（数学）初任
　教 諭　寺尾　有理沙（理科）
 府立天王寺高校より
　教 諭　古平　貴文（英語）初任
　教 諭　德丸　貴恵（数学）
 府立吹田東高校より
　養護助教諭　紅山　千夏
 府立藤井寺高校より
　主 査　山村　葉子
 府立豊中高校より
※訂正
六稜会報73号の本欄で氏名に誤りがありました。
お詫びの上訂正いたします。
平成31年4月 着任
教諭　　繆　尚樹（体育）

・訃報　
　令和元年7月17日
　野々村　朝子（旧姓・羽根）S32～ S36（体育）

令和2年度大学合格者・就職者数一覧
国立大学

北海道大学 9
弘前大学 1
東北大学 2
筑波大学 1
千葉大学 1
お茶の水女子大学 1
東京大学 11
東京工業大学 1
東京海洋大学 1
一橋大学 2
横浜国立大学 1
新潟大学 1
金沢大学 1
福井大学 1
山梨大学 1
信州大学 2
名古屋大学 1
三重大学 1
滋賀大学 3
滋賀医科大学 1
京都大学 100
京都教育大学 1
京都工芸繊維大学 2
大阪大学 53
大阪教育大学 2
神戸大学 36
奈良女子大学 2
和歌山大学 1
岡山大学 1

公立大学
福島県立医科大学 1
名古屋市立大学 1
滋賀県立大学 1
京都府立大学 1
京都府立医科大学 4
大阪市立大学 15
大阪府立大学 17
兵庫県立大学 5
奈良県立医科大学 3
奈良県立大学 1
和歌山県立医科大学 1
国際教養大学 1

合計 51

私立大学
国際医療福祉大学 3
慶応義塾大学 10
上智大学 4
中央大学 3
帝京大学 1
東京理科大学 4

準大学・専修学校・就職等
準大学 5
専修学校 1
就職 0

合計 6

海外の大学
Knox College 1

合計 1

徳島大学 2
香川大学 1
愛媛大学 1
高知大学 1
九州大学 3
佐賀大学 1

合計 250

法政大学 1
早稲田大学 9
京都女子大学 2
京都薬科大学 12
同志社大学 186
立命館大学 123
龍谷大学 5
追手門学院大学 3
大阪医科大学 6
大阪工業大学 3
大阪薬科大学 6
関西大学 59
関西医科大学 3
近畿大学 12
大和大学 2
関西学院大学 36
神戸女学院大学 2
神戸薬科大学 1
その他の私学 35

私立大学計 531
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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　弁護士 田中素樹

〒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-Mai：ainai@global-law.gr.jp

◆◆◇ 選ばれるクリニック ◇◆◆

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

レーシック・白内障・I C L・ドライアイ
多焦点レンズ・緑内障・硝子体・眼険下垂

< 選定療養取扱い >
全ての手術は日帰りです
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事務局だより
理事会報告（2020年2月15日）
総務委員長：創立150周年事業準備委員会で進め
られている六稜倶楽部建設、ICT環境整備（フリー
WiFi）、社会貢献事業（「うめきたの森」に笹部桜の
森）について報告があった。
財務委員長：2020年度の予算について説明し承認
を得た。
会館催事委員長：今後のトークリレーについて説
明、6月は13日（2週目）となる。
名簿委員長：150周年には名簿は出さないという方
向で持っていきたい。
広報委員長：会報74号を現在印刷中、3月1日に発
送予定。特集は吉野さん。
FR委員長：3月末に新人幹事歓迎会を予定している。
クラブOBOG委員長：クラブOBOG委員会として
のメーリングリストを立ち上げる予定。
東京六稜会：創立150周年事業に対し、東京とし
ては大阪と一体感を持って進めていきたい。
学内理事：断郊競走は天候に恵まれた。課題研究
発表会は盛り上がった。
事務局長：吉野さんの講演会では600名を超えた

参加者があり、成功裡に終わった。学年理事の皆
さんのご協力に感謝したい。学年理事就任に際し、
ウィッシュリストを送付したい。

理事会報告（2020年7月17日）
　新型コロナウイルス感染防止対策の一環として6

月27日の理事会を延期し、書面審議による開催と
なった。
　議案としては
•2019年度決算報告承認の件
　6月12日に監事の監査を受け、適正に処理され
ているとの報告を受けた。
•2020年10月25日の総会開催中止の件
　新型コロナウイルス感染の今後の動向が不透明
な状況にあるため開催は困難である。
•常任理事選出承認の件
　住山真一郎氏（92期）が選出され新総務委員長
に就任していただく。
　徳岡総務委員長は常任理事として残留し、六稜
倶楽部建設事業に携わっていただく。

　以上の三案が審議され、いずれも賛成多数で承
認された。

　今回は、新型コロナウイルス感染症予防対策上、
プレー終了後、各組ごとに食事をしていただいて、
その後解散とし、表彰式はZoomにより行います。
賞品は、ゴルフ場より発送とさせていただきます。

2020年
ゴルフコンペのお知らせ

第31回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2020年9月27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

2021年
ゴルフコンペのお知らせ

第31回六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2021年5月23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32回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2021年9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

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

2021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
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お悔やみ
　2020年1月～ 6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
52期 藤本 一夫 2014年2月5日
53期 奈良 信 2018年11月8日
54期 志賀 美夫 2009年1月7日
 松本 昇一 2019年3月14日
55期 亀谷 耕造 2020年2月19日
 木田 幸雄 2020年2月14日
56期 牧野 嘉宏 2020年2月2日
57期 梶谷 健二 2020年1月5日
 髙岸 常也 2020年6月11日
 夏原 賢二 2019年12月18日
 松本 善明 2019年6月24日
 山下 房夫 2017年4月17日
58期 小谷 卓男 2020年2月28日
 高村 光一 2020年1月24日
 築山 正弥 2019年4月
 中出 隆三 2018年12月19日
 米山 徹 2019年12月15日
59期 渥美 和彦 2019年12月31日
 北村 汎 2020年1月28日
 此村 友一 2019年9月
 清水 利孝 2020年5月22日
 真砂 博成 2018年3月29日
 松本 和彦 2019年12月10日
60期 米谷 稔 2019年4月30日
 萩原 理一 2019年11月22日
 馬淵 善弘 2019年12月27日
 宮本 大 2019年10月29日
61期 治田 秀義 2020年2月20日
 星野 勇 2020年1月29日
62期 荒賀 忠一 2019年12月30日
 難波 益雄 2020年6月4日
63期 北島 源太郎 2019年5月23日
 玉野上 秀明 2019年6月5日
 渡邊 康司 2019年9月
64期 岸本 實 2019年10月10日
 山田 通彦 2019年9月29日
 北岡 繁子 2019年8月12日

65期 赤枝 靖介 2018年3月16日
 日比野 武則 2019年6月11日
 松谷 俊彦 2019年2月3日
 山本 尚三 2020年4月18日
 松本 美奈子 2019年6月24日
66期 稲森 芳博 2019年3月29日
 牧野 勝治 2020年3月11日
 吉住 周作 2018年9月11日
 佐藤 よ祢 2020年6月18日
 筒井 八重子 2020年6月15日
67期 川口 優 2020年1月9日
 近藤 靖夫 2013年4月3日
 平井 尭 2019年8月7日
 宮﨑 美子 2017年10月25日
68期 井川 高雄 2019年9月19日
 大工原 恭 2020年4月5日
 前田 房重 2020年2月24日
 梶井 政子 2019年5月29日
 雲井 照子 2020年1月26日
 吉田 昌子 2019年11月23日
69期 田中 渥夫 2020年5月12日
 森内 和子 
70期 別所 義雄 2020年1月23日
 安井 篤 2019年9月18日
71期 五味 和彦 2019年12月16日
 蛭川 克 2020年1月5日
 圓本 武喜 2020年4月1日
72期 大崎 邦夫 2019年9月10日
 小玉 康雄 2020年2月9日
 合田 昌平 2019年12月23日
73期 中村 惣一 2019年12月24日
 森下 勉 2020年3月21日
74期 中田 亨 2018年5月12日
75期 奥田 幸男 2020年1月19日
 金原 正幸 2019年9月
 谷川 達夫 2020年4月9日
76期 森田 與一郎 2019年10月23日
 仲眞 千栄 2019年11月27日
77期 西村 晴夫 2020年4月27日
78期 角間 信健 2020年5月9日
 安原 國裕 2020年4月2日
82期 濵畑 哲造 2019年12月14日
 森 秀隆 
84期 大西 弘致 2020年1月12日
85期 大江 匡 2020年1月31日
 布施 大輔 2019年9月17日109期

ご寄付頂き、ありがとうございました。

ご寄付　（敬称略）
54期 鈴木 潔
58期 築山 正弥
59期 藤澤 友吉郎
60期 大岩 重雄
 太田 元治
63期 白石 匡延
 徳岡 英夫
 桃井 国子
64期 匿名希望 
65期 犬飼 一夫
 藤 圭之介
66期 吉條 孝次

68期 匿名希望 
69期 鵜野 克彦
70期 畑山 正司
72期 服部 豊正
73期 高橋 敏行
74期 岩橋 邦彦
 武藤 勝英
75期 角田 晃一
 簑島 紘一
76期 日下 和信
 西方 達
 森本 俊一
77期 太田 省三
 桑原 豊

 松田 道男
 大坂 淑子
78期 山本 圭子
80期 上田 成之助
 粟屋 美知代
81期 中井 加明三
82期 中西 徹
 野村 正朗
83期 栗尾 尚孝
84期 手島 研一郎
 匿名希望 
85期 大谷 彰宏
 西川 正一
86期 伊藤 良治

88期 浜本 浩
92期 徳岡 浩二
94期 松井 真理
98期 藤井 啓造
 徳田 由紀子
 上村 敏之
 吉村 匡史
 大沼 康宏
 浅田 翔
大阪歯科大学六稜会 
旧職員 野々村 博

102期

105期
120期
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中小企業診断士
探しています

中小企業診断士資格を保有している方、独立・企業内問わず、探しています。
年齢も問いません。北野高校ＯＢであればＯＫです。

気軽にご連絡ください。

参加メンバー
片岡 英明・京島良幸（82期） 上原裕紀子（85期） 奥田啓二（88期） 宮崎勝介（94期）
上田 和範（96期） 藤本正一（98期） 小塚隆久・中本美智子（99期） 林浩史（104期）

五代友明（107期） 大迫雅・坂野圭吾（109期） 石井誠宏（112期）
徳田明子・吉野英知（114期）可部貴之（115期） 北川 理沙子（127期）

Facebookページ→

※中小企業診断士とは…中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う国家資格を持つ専門家です。
私たちのメンバーの中にはコロナ禍による経営面の問題に対する支援を行っているものも多数います。

資金繰り対応・事業計画策定・金融機関対応・廃業・事業承継・補助金活用など、
経営に関するお困りごと、悩み事があれば、お気軽にご連絡ください。六稜の同窓生で対応して参ります。

メールアドレス：info@rikuryo-shindanshi.com QRからは→

フォームでのご連絡→

北野「教育環境基金」へのご寄付のお願い

ご寄付頂き、ありがとうございました。
北野高校の教育環境改善に役立たせて頂きます。

65期 船曳正人
68期 上田郁子
69期 釜江尚彦
 菅正徳
70期 釜江常好

73期 植田伊織
 安田和子
77期 平康洙太
80期 日向敏晴

教育環境基金寄付者 （敬称略）
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。

　北野高校が将来の日本を支える人財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。
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六稜同窓会147周年総会
中止のご連絡

　147周年総会につきましては10月25日開催予定でありましたが、新型コロナウイルス感染の今後の動向が
不透明な状況下では多人数が集まる総会の開催は困難であり、総会後の懇親会についても三密を生むため開
催不可能であると思われます。そこで、6月27日の常任理事会で開催中止について承認をいただき、その後の
理事会の書面審議でも承認をいただきましたので、本年度の総会は中止とさせていただきます。

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。クレジットカードでの納入もできますので、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。

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2021年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




