
2010年7月20日(土)六稜同窓会/六稜会館催事委員会

トークリレーの殿堂（過去の講師陣容）
●2010年
【6月12日】三善英知さん@92期
【5月8日】馬場桂一郎さん@75期
【4月10日】香取由夏さん@109期
【3月13日】岡本　裕さん@87期
●2009年
【12月19日】岩田松雄さん@89期
【11月7日】清野佳紀さん@70期
【10月3日】飯田精三さん@79期
【9月5日】釜江尚彦さん@69期
【8月1日】森南海子さん@64期
【7月4日】林　　巧さん@92期
【6月13日】三好郁朗さん@70期

下平憲義さん@90期
牟田至さん@102期

【5月9日】多田宏行さん@78期
【4月11日】新保義剛さん@87期
【3月7日】樋口庄司さん@69期
【2月7日】尾崎有紀さん@113期
【1月10日】栗原奈名子さん@87期
●2008年
【12月6日】上田成之介さん@80期
【11月1日】国定浩一さん@71期
【10月11日】坂本知美さん@109期
【9月6日】黒飛一志さん@108期
【8月2日】三島佑一さん@60期
【7月12日】間瀬一郎さん@80期
【6月7日】泉　祐彰さん@68期
【5月10日】末廣由夏さん@103期
【4月12日】小林辰夫さん@59期
【3月1日】上山弘子さん@76期
【2月9日】須原浩之先生
●2007年
【12月1日】山田五郎(武田正彦)さん@89期(編集者・評論家)

【11月3日】自見弘之さん@70期
【10月6日】小畑雄治郎さん@61期
【9月1日】松村　博さん@74期
【8月4日】吉川清美さん@80期
【7月7日】石川　勇さん@81期

(大阪大学医学部教授)

(大阪信愛女学院短期大学教授)

(ピアニスト)

(e-クリニック医師、医学博士)

(スターバックスコーヒージャパン・CEO)

(大阪厚生年金病院 院長)

(建築家/共同設計社長)

(元ヒューレット・パッカード研究所長)

(服飾デザイナー)

(作家)

(京都嵯峨芸大学長)

(下平金属工業所社長)

(サントリー神戸支店)

(三井不動産)

(農林水産省 大井川用水農業水利事業所)

(弁護士)

(奈良女子大D1)

(映像作家)

(京阪電鉄社長)

(大阪学院大学教授)

(国際交流基金文化事業部)

(歯科医)

(四天王寺大学名誉教授/作家)

(日本電気(株)宇宙システム事業部)

(I&Fビルディング株式会社 社長)

(開業助産師)

(元ミノルタ常務取締役)

(やまあい工房 主宰)

(保健体育科S39～H13在職)

(開業医/六稜ラガークラブ会長)

(弁護士/近畿人権擁護委員連合会会長)

(大阪市計画調整局理事)

(都立北多摩看護学校非常勤講師)

(IK技研)

「将棋と医学研究の接点」
「もう一つのオリンピック～スペシャルオリンピックス」
「音楽家の試練と情熱～心に届く音楽のために」
「９割の病気は自分で治せる～おいしい患者にならないために」

「キャリアアップ人生2」
「医療崩壊の真相」
「チェロと建築～わたしのルーツと北野」
「アナログからディジタルへ」
「針目に込めた女たちの哀しみ」
「妖怪とSFと小説と」
「文武両道～北野ラグビーで培ったもの」

「21世紀の大阪の街づくり」
「水資源の確保と食糧問題～パン1個2,000,000,000,000ドルの国から」
「いよいよ始まる裁判員制度」
「生き物の楽しさ～ダーウィンが解けなかったフジツボの謎」
「ブラジルから来たおじいちゃん～ドキュメンタリーの愉しみ」

「京阪中之島線の完成と大阪・京都の鉄道ネットワーク」
「日本経済あれこれ～阪神ファン式人生の法則」
「世界すてき発見！」
「僕らが社会のためにできること～子どもたちをUSJに招待するチャリティーを通じて」
「北野の暗黒時代～一被害者の精神遍歴」
「日本の人工衛星開発史～「おおすみ」から「かぐや」まで、そして金星・水星へ」
「カジノ経営の面白さ～ラスベガスから見たアメリカ社会」
「生む 生まれる 生まれ変わる」
「宇宙カメラよもやま話」
「沖縄の大地に生きて～琉球藍との出会い」
「断郊競走よもやま話」

「情報劣化～マスメディアの現状が抱える問題点」
「我がラグビー人生」
「現代社会と人権」
「千年都市大阪のまちづくり」
「硫黄島の兵隊～生還した父が遺していったもの」
「『光学ものづくり』から宇宙へ」

【6月2日】嶋本　喬さん@69期
【5月12日】羽間平安さん@58期
【4月14日】金津博直さん@59期
【3月3日】吉田一実さん@94期
【2月3日】宗田奎二さん@71期
●2006年
【12月2日】(1)笠原健治さん@106期
【12月2日】(2)芝崎文子さん@109期
【11月11日】道浦母都子さん@78期
【10月7日】黄　泰平さん@91期
【9月2日】藤本可芳子さん@92期
【8月5日】(1)三砂栄次さん
【8月5日】(2)津田禎三さん
【7月1日】黒田秀也さん@84期
【6月3日】門　良一さん@70期
【5月13日】松岡信道さん@111期
【4月15日】岩倉哲也さん
【3月4日】コロ・スペランツァの皆さん
【2月4日】玉沖達也さん@78期
●2005年
【12月3日】(1）志甫　溥さん@66期
【12月3日】(2）六島昭治さん@57期
【12月3日】(2）迎田裕輔さん@115期
【12月3日】(2）六稜吹奏楽部OB/OG有志の皆さん
【11月5日】田中秀樹さん@88期
【10月1日】見市泰男さん@81期
【9月3日】嶋　和彦さん@86期
【8月13日】広実輝子さん
【7月2日】大村皓一さん@68期
【6月11日】黒川森夫さん@70期
【5月7日】清原祥恵さん@69期
【4月9日】岡原　進さん@59期
【3月5日】藤岡義孝さん@74期
【2月5日】木戸　湊さん@70期
●2004年
【12月4日】(1）山本雅弘さん@71期
【12月4日】(2）北岡　樹さん@80期
【11月6日】竹山　聖さん@85期
【10月2日】土井陽子さん@64期
【9月4日】脇田　修さん@62期
【8月7日】《夏休み特別企画》映写会「戦争と北野～昭和11年頃の学生生活」
【7月3日】奥真也さん@93期
【6月5日】カレイドスコープ
【5月8日】阿部源三郎さん@50期
【4月10日】林　久男さん@59期
【3月6日】中井克樹さん@92期
【2月7日】平野浩太郎さん@66期
●2003年
【12月5日】岩田松雄さん@89期
【11月7日】安東伸元さん@65期
【10月3日】福井栄一さん@97期
【9月5日】中井正明さん@64期
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(大阪府立健康科学センター名誉所長)

(関西大学最高顧問)

(三井住友銀行 南千里支店長)

(竹中工務店顧問)

(ミクシィ代表取締役)

(MagnetsU)

(歌人)

(日生病院 外科 副部長)

(フジモト眼科院長)

(弁護士)

(くろだクリニック(泌尿器科)院長)

(モーツァルト室内管弦楽団指揮者)

(NPO法人JASSE設立発起人)

(北野高校国語科教員)

(合唱団)

(奈良先端科学技術大学院大学  特任教授)

(東京放送常任顧問)

((独)水産総合研究センター 養殖研究所)

(能面作家)

(浜松市楽器博物館 館長)

(宝塚造形芸大教授)

(歯科医/大阪北区歯科医師会会長)

(薬剤師)

(医師)

(ジャーナリスト)

(毎日放送社長)

(シャンソン歌手)

(建築家、京大助教授)

(劇作家)

(大阪歴史博物館館長)

(レーグル代表取締役社長、東大助教授)

(合唱ユニット)

(医師)

(産業能率大講師)

(琵琶湖博物館主任学芸員)

(神戸芸工大教授)

(株式会社タカラ取締役)

(大蔵流狂言方)

(上方文化評論家)

(なにわことばのつどい代表)

「国民病「脳卒中」を地域に追いかけて40年」
「良き師、良き友～柔道,送球,鎧球に育まれて」
「紙の砦：手塚治虫と通年動員～大阪石綿を共に」
「雇用機会均等法一期生のわたしたち」
「迫り来る大地震に備えて」

「mixiのこれまでと今後」
「MagnetsUライブ2006」
「いのちの言葉」
「医学の進歩に伴う昔の常識、今は非常識」
「眼の健康管理と治療法の最前線」
「爺の遺言～戦争に捧げたボクらの青春」

「『白い巨塔』今は昔～混迷する日本の医療は…」
「250年のモーツァルト」
「25歳の挑戦～こどもとおとなをつなぐために」
「手塚治虫は六陵人!?～無視できない手塚治虫史のウソ」
「声楽室内アンサンブルの楽しみ」
「ゲノム創薬とテイラーメイド医療の現状」

「六稜人の想い出～会ったひと・会っていない人」
六稜ライブステージ2005「ハーモニカ独奏」
六稜ライブステージ2005「ジャグリング」
六稜ライブステージ2005「吹奏楽アンサンブル」
「ウナギをつくる～完全養殖への挑戦」
「能と能面の秘密～キィワードは原人称」
「楽器の街に楽器の博物館～浜松市楽器博物館の挑戦」
「ほむら野に立つ～私を救った北野生」
「最新デジタル映像のすべて(仮題)」
「歯無しにならない話～歯周病との戦い」
「ガマの油はほんまに効いたのか？～漢方薬・生薬の科学性」
「『ある街角の物語』に秘められたもの」
「医者にかかると寿命が縮む？～一に養生、二に環境、くすりは三番」
「終戦60年目の世相を斬る」

「大阪城で何したん？～地域における放送局の役割」
「セピア色の風～北岡樹、北野に歌う」
「建築的瞬間～球体建築の系譜」
「芝居っ気～ドラマづくりを通じて想うこと」
「校歌に因む大阪の歴史」

「医者の選び方 医療の創り方～医療現場の舞台裏から」
「バーバーショップ・カルテット・ショー」
「人生よもやま話～戦艦陸奥から出た北野のバックル」
「手塚治虫と昆虫」
「いま問われる生き物とのつきあい方～『いいとこどり』はあきまへん！」
「IT化時代に生きる」

「岩田松雄のキャリアUP人生」(年忘れ★六稜大名刺交換会 併催)

「古典芸能を体験してみよう～狂言ワークショップ」
「上方学でよみとく陰陽道～映画『陰陽師2』の公開前夜に」
「大阪辯よもやま噺」

※以下のすべての記録を六稜WEB（ホームページ）上↓でお読み戴くことができます。

http://rikuryo.or.jp/talkrelay/hall-of-fame.html

趣旨
とりわけ若手世代の活性化と、世代間の交流を深めるのが狙

い。また、対外的には、参加資格を一般市民にも広く開放する

ことで、六稜同窓会が有する人的資源（ネットワーク）を最大限

に活かした生涯学習講座としての位置づけも狙っている。

経緯
六稜同窓会（府立北野高校同窓会、会長：山本雅弘）では、会員の親睦と社会貢献への拠点

をめざして六稜会館を建設。創立130周年の節目に母校に寄贈した（2003年10月）。

　これを期に、六稜会館催事委員会では、会館利用のパイロットケースとして｢六稜トークリ

レー｣を考案。社会の第一線で活躍する卒業生を講師に招聘し、2003年9月より毎月第一

土曜日を原則として実施している。

六稜会館
R I K U R Y O  K A I K A N

since 2OO3

のすべて 
六稜同窓会がお送りする生涯学習系プログラム 
http://rikuryo.or.jp/talkrelay/ 

六稜 トークリレー Rikuryo Talk Relay


