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時　間
会　場

会　費

No.252015

※参加ご希望の方は同窓会事務局へ同封のハガキまたはお電話にてお申し込みください。多数のご参加をお待ちしております。
※「災害等により総会及び各催しが実施できないと予想される場合」は各自で事務局にお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。

平成27年5月17日（日）
総　会／午前11時20分　　懇親会／正午
総　会／大阪学院大学高等学校　昂志館2階多目的ホール
懇親会／大阪学院大学高等学校　体育館1階食堂
〈最寄り駅〉JR京都線「岸辺駅」・阪急京都線「正雀駅」各下車　徒歩12分

2,000円（同封の振替用紙をご使用ください）※54期生は無料
※一度ご入金された会費は返金いたしませんのでご了承ください。
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　平成26年5月18日（日）に大阪学院大学高
等学校において、「第27回 五月会定時総会・
懇親会」を開催しました。
　当日は、6年ぶりの五月晴れに恵まれ、恩師の
神田先生・福本先生をはじめとし、学校関係か
らは15名の先生方にご参加いただき、また、全
国各地から63名の同窓生が集まりました。
　総会では、髙田副会長が司会を行い、奥村
会長のご挨拶で始まりました。
　議長を山田副会長にお願いし、議事では、
皆様のご協力のもと無事に報告を終えること
ができました。
　懇親会では今年も川﨑食堂さんにご協力
いただき、皆様に昔を思い出しながら、楽しい
時間を過ごしていただきました。
　今年は、園副校長先生が自ら企画・提案さ
れたビンゴ大会が開催され、賞品も本校限定

グッズをご用意いただき、会員の皆様にお楽し
みいただきました。また、恒例の園副校長先生
のハーモニカの演奏ももちろんお願いし、会を
大いに盛り上げていただきました。
　学校関係者の皆様ありがとうございました。
　来年度は、今年度に増して多くの友人をお
誘いの上、皆様のご参加をお待ちしておりま
す。
　なお、総会については、以下の議題に基づ
いて審議・承認いただきました。 

１．平成25年度 事業報告について
２．平成25年度 会計決算報告について
３．平成25年度 会計監査報告について
４．平成26年度 事業計画（案）について
５．会則変更について
６．理事の選出について

　五月会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝でご活躍

の事と存じ上げます。

　平素は五月会の活動ならびに母校の発展にご理解とご協力を賜

り、この場をお借りいたしまして心よりお礼申し上げます。

　また、残念なことに今年度も８月の広島市豪雨災害や９月の御

嶽山噴火など数多くの自然災害が発生し、多くの皆様が被害に遭

われたことと存じます。被災された方々に心よりお見舞い申し上げ

ます。

　さて、私が会長の任を受けてから、次の総会で丸４年を迎え、

任期も残すところあと１年になろうとしておりますが、ここまで務めら

れましたのも、ひとえに多くの皆様の支えによるものと深く感謝申し

上げます。

　この五月会も昭和４２年５月に創立以来すでに４７年を数え、間も

なく半世紀を迎えることとなります。今日に至るまでには、多くの先

輩方や同窓生の皆様のご苦労ご努力があり、ここまで大きな会へ

と発展を遂げてまいりました。また今年度も多くの同窓生を新たに

迎えようとしております。

　少子高齢化が叫ばれて久しくなりますが、わが母校は年々入学

者も増えているとのことで卒業生の一人として非常にうれしく思うの

ですが、母校と同様に同窓会も新しい世代へと発展・変化を遂げ

る時期になってまいりました。

　会長就任時にも申しましたが、私どもの使命は、母校の発展は

もちろんのことですが、我が同窓会の益々の発展のために、次代

を担う世代との懸け橋となり、次の世代へと襷を繋ぐことが大切だ

と考えております。年々増えていく新たな同窓生と力を合わせ、「母

校」というキーワードで繋がった皆様に、定時総会・懇親会を中

心とした五月会行事に一人でも多くご参加いただき、盛り上げてい

ただけることを切に願っております。

　今年も５月には恒例の「定時総会・懇親会」を開催いたします。

この機会をご利用いただき、卒業生の輪をさらに広げていただくと

ともに、昨年以上の卒業生の皆様にお集まりいただき、母校談義

に花を咲かせていただけることを楽しみにしております。

　最後になりましたが、皆様のご健康とご活躍を祈念し、併せて

母校のますますの発展を願い、挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

会長 　奥村　一朗（第 6期）

第27回 五月会定時総会・懇親会開催報告 !! 平成25年度　五月会会計決算報告書
平成25年４月1日から平成26年3月31日まで

収入の部 （単位：円）
科　目 金　額 摘　  要

会 　 　 　 費 4,700,000 会費収入
雑   収  入 70,000 広告収入
受 取 利 息 3,491 定期預金・普通預金利息
前年度繰越金 16,789,249

合　計 21,562,740
支出の部 （単位：円）

科　目 金　額 摘　  要
事 　 務 　 費 105,000 事務用品等
慶 　 弔 　 費 108,536 会員の慶弔
印 刷 製 本 費 911,400 五月会だより・会則等印刷
会 　 議 　 費 115,900 理事会等会議費
総 　 会 　 費 467,920 定期総会費用
通 　 信 　 費 1,097,535 五月会だより等発送費
負 　 担 　 金 117,600 親睦ゴルフ大会費補助
生 徒 奨 励 費 290,000 クラブ、生徒表彰金
次年度繰越金 18,348,849

合　計 21,562,740

財　　産　　目　　録
平成26年3月31日

（単位：円）
科　目 金　額 備　考

普 通 預 金 8,246,179 池田泉州銀行吹田支店
定 期 預 金 10,102,670 池田泉州銀行吹田支店

合　計 18,348,849
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　毎年恒例の第 24 回五月会親睦ゴル
フ大会を開催しました。
　今年度も、本校ゴルフ部がお世話に
なっている、花屋敷ゴルフ倶楽部で開
催させていただき、女子ゴルフ部員が
キャディーを行い、卒業生と在校生との
親睦も深めることができました。　　　
　今年度は、大会史上最高の参加人数（31 名）となりました。
　次回も多くの皆様のご参加をお待ちしております。
平成26年11月2日（日）
花屋敷ゴルフ倶楽部　よかわコース（兵庫県三木市）にて開催
＜優勝者文さんのコメント＞
　24 回の歴史のある大会で、初の三連覇を達成し、非常に嬉しく
思うとともに、少し恐縮もしております。
　大会当日は、心配されていた天候もあまり崩れることなく、ご一緒

させていただきました諸先輩方に引っ張っていただき、リラックスした
中でラウンドすることができました。
　そして、女子ゴルフ部員が、昨年に続きキャディーをしてくれたこと
も、今回の「優勝」に大きくつながったと思っております。
　次回は、25 回の記念大会。ここでも四連覇を狙っていきたいと
思います。私の連覇を止めてやると思う先輩方・後輩の皆様のご
参加をお待ちしております（笑）。
　最後になりましたが、この機会を与えていただきました五月会の担
当役員・学校事務局の皆様に感謝申し上げますとともに、五月会の
今後ますますのご発展をお祈りいたします。ありがとうございました。

　成績優秀およびスポーツ・芸術活動・社会活動などにおいて、
本校の名誉を高めた在校生を表彰する事業を行っており、平成
26 年度の表彰クラブは次のとおりです。これからも更なる母校の
発展、活性化に繋がるように願っています。
【表彰式：平成27年1月24日(土)】
●ゴルフ部
ゴルフ選手権大会（団体）：男子/女子4位
アジア競技大会　1年生松原由美さんが日本代表選手に選出
日本チーム4位/個人14位
●チアリーダー部
チアリーディング日本選手権大会 10 位
●バスケットボール部（男子）
インターハイ：ベスト16　　ウィンターカップ：1 回戦敗退

●日本拳法部
日本拳法選手権大会（団体）：準優勝
日本拳法選手権大会（個人）：ベスト16
●美術部
本校の学校行事に積極的に協力し、在校生への模範となり、母
校の発展に寄与されましたので、今回の表彰対象クラブとさせて
いただきました。

　このところ、「嬉しい」と思ったことをご報告しようと思います。
まずは、入学試験のときの経験です。本校の入学試験に際して、
私も専願の受験生に面接を行っています。本校への志望動機な
どを聞いていますが、それについていろいろな理由を挙げてくれま
す。たとえば、「親御さんを含めて親族が卒業生であったり、在
学中なので薦められた」とか「○○部が強いから」、「設備がい
いから」などなどです。
　どれも嬉しいものですが、もう一つ嬉しい理由をご紹介したいと
思います。それは、「在校生たちが親切で明るいから」ということ
です。本校では、中学生に対してオープンスクールと入試説明会

を実施していますが、この時に在校生たちが手伝ってくれていま
す。校内の様子やクラブ活動の案内などをしてくれているのです
が、これが中学生たちに大変好評なのです。もちろん、付き添い
の保護者の皆様にも。本校の校訓「明朗、努力、誠実」を在
校生たちが身をもって表現してくれているものだと思います。
　次に、後援会の皆様からも嬉しいお話を耳にします。あちこち
の地域での本校の評価が高いというお話や、生徒たちが学校生
活が楽しいと言っているというお話です。
　これも卒業生の皆様が育んでこられた「良き伝統」の上に実っ
たことだと考えます。
　これからも、われわれ教職員一同、より良い大阪学院大学高
等学校を目指して努力していきたいと考えております。
　卒業生の皆様方におかれましても、本校を変わらず温かく見
守って頂き、今後ともご助言などをお寄せ下さいますようお願い致
します。

ごあいさつ
学校長 　佐古　丞

第24回 五月会親睦ゴルフ大会
38期生　文 孝彦さんが三連覇達成!!

※実績は一部抜粋
大会名等は、誌面の都合上、割愛しております。詳細につきましては、
本校ホームページ→「卒業生の皆様へ」→「活動報告」をご覧ください。
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石井　康男（旧教職員）昭和36年4月、
関西経済学院商業高等学校に国語教師
として着任。私の教師生活のスタートでし
た。平成8年3月、大阪学院大学高校を定
年退職し、その後13年来、中国の大学で
日本語教師として勤務。現在78歳となり、
伊丹市の中国帰国者日本語学習の講師
をしており、年2〜3回ほど中国の大学へ
行って交流をしています。
本村　輝夫（旧教職員）五月会のご発展
をお祈りします。81歳になりましたが、地域
の公民館で、シニア対策の「英語クラス」
で教えています。皆さん熱心で、私もやり甲
斐があります。語学の勉強は老化防止に
なるそうです。
加藤　祥一（旧教職員）学院高を退職し
て18年、八十路にさしかかり、あえぎながら
もなんとか日常の生活を送っております。
学院高と五月会のご発展を願ってやみま
せん。
安達　修三（旧教職員）高校の卒業生、
今後のご健勝、ご活躍を。
新庄　慶昭（旧教職員）平成25年度秋
の叙勲で、「旭日双光章」を授与されまし
た。現在、保護司として活動しています。
大出　幹雄（旧教職員）盛会を願ってい
ます。
小鹿野　隆徳（旧教職員）元気です。
杉阪　徹英（旧教職員）旅行が楽しみ
で、年5、6回出かけます。
神田　美智雄（旧教職員）退職後、悠々
自適の生活を送っています。畑仕事、読
書、孫の世話と妻の話し相手、呑み会、ハ
イキング、旅行と規則正しい生活です。
西田　一郎（旧教職員）83歳となりまし
た。
町田　司郎（旧教職員）高校の事務職
を辞して39年目になりました。77歳の今、
健康状態も思わしくなく、お招きいただいて
も残念ですが出席できません。五月会の
益々の発展と関係者各位のご健勝を祈
念致します。

〈卒業生の方〉
山口　英樹（第1期生）尾垣忠治さん（1
期）と、卒業後同じ会社に入りずっと今ま
で一緒です。月に1〜2回会って遊んでい
ます。今年6月に中国に1ヶ月間一緒に旅
します。
鈴木　裕（第1期生）古希を迎え、和田
氏、金田氏の写真を見て若いという思い
です。五月会の益々のご発展と皆様のご
健康をお祈り申し上げます。
樋口　昭夫（第1期生）野菜作りに専念
しています。また、地域の防犯自治会（役
員）で活動しています。
田原　順一（第1期生）1月に左ひざのお
皿を骨折して手術をしました。リハビリ中で
す。来年までには早く元気になり、出席した
いと思います。
中村　信明（第1期生）役員の方には、い
つもお世話いただきありがとうございます。
よろしくお願いします。
金田　次郎（第1期生）平成25年度「10
月花形歌舞伎」で片岡愛之助さんと松

竹座で共演いたしました。外題は「夏祭り
浪花鑑」で、高津神社が舞台の芝居です。

“祭りの若い者”の役で2日間出ました。高
津宮の氏子延べ76名と区長が参加しまし
た。ちなみに私は、高津宮の責任総代をし
ております。7月には、第62回神宮式年遷宮

「お白石持奉献」に参加しました。
前中　隆（第1期生）既に70歳を超えまし
たが、総会の時節。何となく気持ちは青春
時代にタイムスリップして。高校生時代の
出来事が、日々 蘇ります。
塚田　卓實（第2期生）五月会だよりをい
つも楽しみにしています。同窓のご活躍を
お祈り致しております。
山本　勝（第2期生）元気ですよ〜。毎週
スポーツジムにて22年泳いでます。現在、
100万mに挑戦中。今、97万mにまで達し
ています。後、3万m頑張ります。
山田　義次（第2期生）卒業して50余年、
70歳になりました。老いて益々元気、健康
長寿を目指して頑張っています。
遠藤　健一（第2期生）今年で70歳にな
りますが、元気で自営業でガンバッていま
す。ますます学院が発展することを祈って
おります。
山本　国夫（第3期生）テニス三昧の
日々 。
橋本　正実（第3期生）義父、義母の介
護が昨年終わり、今年からアルバイトに頑
張っております。3期生の友と会うのが幸
せです。加島、放示、立川。
放示　貞之（第3期生）パナソニック•グ
ループ通算45年勤務！昨年末、アマチュ
ア無線免許取得。只今、アナログの世界
を満喫中‼︎今回、三期生の学年！連絡
を取れる仲間に声をかけ…卒業して50年

（半世紀）になり？集合したいです。
峯松　博（第3期生）学院を卒業しては
や50年。元気に会社勤めに頑張っており
ます。学院五月会の益々の繁栄を‼︎
山添　時彦（第3期生）まだまだ現役で
頑張っています。野菜作り、また、世界のボ
ランティア援助と、忙しい日々 を送っていま
す。学院の益々の発展をお祈り申し上げま
す。
加島　賢一（第3期生）五月会総会に初
めて参加することになり、50年ぶりに会う同
窓生の顔が分かるのか、少し心配です。
塩崎　美一（第3期生）住んでいる所の
自治会長をしています。福本先生にお会
いしたいです。
谷（旧姓•池永）美智子（第4期生）いつも
五月会だよりをお送りくださいまして本当に
ありがとうございます。毎年、届けていた
だく度に母校を懐かしく思い出しておりま
した。今年こそ出席と思っていたら、用事
ができ残念です。今でも4期の友人達5人
で月に1度お食事、カラオケに行っておりま
す。来年こそ、出席したいです。
大元　亘（第4期生）病気に負けず命あ
る限り仕事に頑張ります。
一井（旧姓•一樋）和彦（第4期生）毎日、
元気に過ごしています。学院が立派にな
り、うれしく思います。母校の益々のご活躍
と発展を祈っております。

木村　芳郎（第4期生）元気で年金生活
を送っております。
菊地（旧姓•樽井）スエ子（第4期生）昭和
40年に卒業致しました。思い出せばいろ
んなことが甦ってきます。もう67歳になりまし
たが、気持ちは昔のままです。一度出席致
しましたが、本当に懐かしかったです。年
末、楽しみにしております。
吉谷　太作（第4期生）先輩、同期の友
人達が亡くなって寂しく思います。しかし、
長寿には余り関心はありません。
末光　正彦（第4期生）チョイワルオヤ
ジ！これからはチョイワルジジィ… ‼︎に。
一笑一若！
奥　貞夫（第5期生）年金生活、楽しんで
います。
中野（旧姓•梶谷）裕子（第5期生）第5期
生の松岡一司さん、連絡してあげてくださ
い。硬式テニス部でした。娘の友達の娘
が53期生で学院に行っています。
大道　一夫（第5期生）増税時代到来、
節約志向で年金生活をエンジョイします。
最後に、五月会の益々のご発展を祈って
おります。
池田　敏一（第5期生）五月会だより、いつ
もありがとうございます。高校時代はクラブ
に入っておりませんでしたが、兵庫県の新
聞に大阪のスポーツ記事はあまり載ってい
ませんので、いつも大阪学院の後輩の成
績を楽しみにしています。今も学院の友だ
ちと会っています。後輩の生徒達にも一生
の友達ができますように。釣りが趣味です。
伊藤　彰（第5期生）在宅、趣味他に興
じ、ゆっくりしています。
大橋　均（第5期生）元気でいます。1年
が過ぎるのが早いですね。
竹田　建一（第5期生）退職後はボラン
ティア等を行っています。
入江　克彦（第5期生）毎年同窓生から
の便りに載せて頂き、ありがとうございま
す。今の自分にとって母校と接する機会
は、野球部の公式試合の応援です。母校
の試合が一試合でも多く観戦できますよう
に頑張ってください。応援しています。
田中　武（第5期生）定年後、農園芸業
に従事し、自然を相手に楽しく過ごしてい
ます。五月会の皆様のご多幸とご健康を
祈念し、総会でお会いしたいと思います。
竹中（旧姓•金本）正（第5期生）昨年リタ
イアし、現在やんちゃな孫の世話、そして、
楽しみは車での日本全国への旅行、海外
へとチャレンジ、登山、冬は山スキーと青春
をエンジョイしています（人生は後半が楽
しい‼︎）。池永、花岡、宮内、矢野兄妹、西
村、元気ですか。TELヨロシク‼︎
柴田　勘彌（第5期生）近代日本の基礎
をつくられた明治天皇御陵に、毎月第1日
曜日に参拝しております。時間に余裕のあ
る方（OBがほとんどでしょうが）は、近鉄•
桃山御陵前、京阪•伏見桃山に毎月第1
日曜午前10時集合です。是非の参加を。
片道20分、散歩がてらにどうぞ。
山下　五十三（第5期生）子ども3人が結
婚し、孫5人と元気に暮らしています。次
男のお嫁さんに今年の9月、3人目の子ども

（孫）が生まれます。
山下　信幸（第5期生）海上自衛隊の同
期会の準備と、5月5日に行われる福井クラ
シックカー•ミーティング参加のための車両
の整備に今月中かけて、4月30日から福井
県高浜町の自宅にいく予定です。
髙田　純一（第5期生）同窓生の皆さん、

お変わりありませんか？五月会（副会長）
•校友会（会計）•吹田商工会議所（監事）
と、忙しく過ごしています。
米澤　講治（第5期生）2年生の夏休み、
仲間5人と自転車で琵琶湖一周を試みま
した。懐かしい思い出です。2人は空の向
こうに行きましたが、3人は未だ健在です。
僕は37年目の銚子での牧師生活です。
尾崎　正芳（第6期生）野球部OBです。
今も元気に焼肉店をしております。江夏と
同期で、今でも店の方へ寄ってくれていま
す。約50年の友です。
大北　幸司（第6期生）6期生で、13名ほ
どで同窓会をしています。
中川　利昭（第6期生）運送業を、現役で
もう少し頑張ろうと思って毎日を送っていま
す。
嶋田　薫（第7期生）同窓生からの便り
の、本村先生の「80歳になりました」にびっ
くり（自分も64歳ですが）。先生は、3年生
の時の担任でした。友人と一緒に先生の
家へ遊びに行ったことを思い出します。一
度、お会いしたいです。いつまでもお元気
で！
辰野　守茂（第7期生）引越しました。家
族6人で住んでいます。幸福な日々 を過ご
しております。
山口　徹（第7期生）五月会だより、いつも
楽しみにしております。
池田　修司（第7期生）私の方は、定年後
も元気に仕事をしています。学校創立55
周年はうれしいことです。五月会の盛会を
祈っています。
下奥　景士（第8期生）毎回出席できなく
て、申し訳ないです。この時期はいろいろ
な予定があり出られませんでしたが、来年
こそは、何とかして出席したいです。
段　純一（第8期生）元気に仕事していま
す。
德永　吉信（第8期生）昨年独立し、

「Real Estate德永」の屋号で日々頑
張っております。
弥重　功（第8期生）今年こそ出席と思っ
ておりましたが、定年後の職場で教育係を
しており、5〜9月はちょうど教育期にて、35
カ所の事業所へ出張しなければならず残
念です。五月会の発展を祈ります。
近藤　弘幹（第9期生）元気に無職を楽
しんで、退屈男を地でいっています。
油野　辰夫（第9期生）母校の益々の発
展をお祈りします。
来田　力三（第9期生）卒業して数十年
経ちます。今は孫もできて、おじいちゃんで
す。今は地区の役員をして家の仕事、地
区のためにガンバッてます !
足立　敬（第10期生）出張中。
狩野　秀男（第11期生）元気で、頑張っ
ています。
今津　正雄（第11期生）いつも会報をあ
りがとうございます。
川口　辰巳（第11期生）60歳になり孫と
毎日楽しくやってます。息子も学院でお世
話になってました。
森田　力（第12期生）元気です。
山本　正植（第12期生）サンショウシステ
ム（株）を創業して21年が経ちました。これ
からも頑張って、会社を大きくしていくつもり
です。
朝田　和弘（第13期生）五月会だよりの
近況のところに、僕が書いた文章が載っ
ていてびっくりしました。今回は、大学の野
球の金田投手がドラフト6位で阪神に入っ

同窓生からの便り
第 27 回五月会総会出欠回答ハガキより

「便り」は、平成26年に事務局へ
郵送していただいたものです。
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てから一軍で投げているので頑張ってほ
しいです。大阪学院大学高校の発展を祈
ります。
酒匂　保博（第13期生）手技療法に興
味があり、リフレクソロジーをはじめ、いくつ
かの手技をマスターしました。これからも、
疲れた体や不調を癒していきたいと思い
ます。
栂　章夫（第13期生）株式会社ジェイ
アール西日本総合ビルサービスにて、最後
の職場として頑張ってます。五月会の活躍
をお祈り致します。
丸谷　光生（第13期生）〈Rogos&Pathos　
身に負へる若き血潮の友よいざ、学びの
道は遠くとも手に手を取りて行かんかな。
学院学徒ここに在り〉これぞホレーショの
哲学！等々、考察しもって生き長らえており
ます。おぅ〜い、松本先生達いかがはべら
ん。
石家　正徳（第14期生）社会人になって
35年になります。在学中に校舎が変わった
のを思い出します。五月会だよりいつも、楽
しみにしています。
石田　昌仁（第14期生）返信が遅れて
すみません。昨年に続き、今年も出席させ
ていただきます。14期の方とも一緒になれ
ばいいなと思います。第2の人生を歩み、
最近はトレーニングジム通いをしています。
田中　義徳（第14期生）今年の5月で58
歳になります。現在、業務コーヒー会社で
運転助手のパートをしています。
東　康秀（第15期生）現在は介護の仕
事をしています。学校の現況は五月会だよ
りでしか分からないので、一度時間があ
れば学校にでも伺えたらと思います。中井
先生はお元気ですか？怒られた時のゲン
コツグリグリが懐かしいです。
滝本　清之（第15期生）今、精神科病院
のデイケアに行っています。習い事を作業
しています。米田先生、正岡先生、松本先
生にお世話になりました。友人も、村上大
治郎君、馬場真一君、土田芳則君に、やさ
しく厳しくしてもらいました。良友でした。
和田　友明（第15期生）元気です。皆
様、お元気で。
勝間　和雄（第16期生）東京都中央卸
売市場鮮魚仲卸会社に勤務しています。
昭和49年4月に入学した福本先生はお元
気ですか？（元陸上部）
竹久　延之（第16期生）連絡が遅れまし
たが、竹久から高井に名前が変わりまし
た。
藤根　充（第16期生）大阪南港インテック
ス大阪の近所で働いております。
池村　亮治（第17期生）まだまだ、テニス
コーチとして生きています。今年からある
高校のテニス部をあずかります。大阪学院
テニス部のようにしようと思います。なお、五
月会だよりに私の近況を載せていただき、
旧友と会えました。ありがとうございました。
田中　芳明（第17期生）住所が変わりま
した。NPO法人を立ち上げ頑張っていま
す。
志野（旧姓•湯川）正己（第17期生）長男
が大学3年生で就活をしています。
山田　文典（第17期生）京都府学に勤
めております。堀先生の剣道部送別会に
出席しました。
下田　益民（第18期生）毎度おおきに。か
りんとうまんじゅうの益民山月庵です。ホー
ムページを見てください。
冨岡　浩史（第18期生）京都府長岡京

市議会議長（5期目）として、元気に頑張っ
ています !!
布川　雅一（第18期生）ベネッセの老人
介護福祉事業の仕事をしています。人の
命、生き方を考えさせられます。
池端　敏治（第19期生）（株）フリーダム、
アパレルの会社経営をしております。
五十嵐　庸公（第19期生）息子（大地）
は平成23年3月卒業し、来年3月（留学で
1年休学）に大学を卒業します。共に大阪
学院です。
川島　夫（第19期生）引っ越ししました。
阿部　義則（第21期生）いつも、ご連絡あ
りがとうございます。毎回、五月会だよりを
拝見する度、高校時代を懐かしく思い出し
ております。
頓名　公文（第21期生）「OG21クラブ」、
盛り上げて行きたいです！
福田　憲二（第21期生）現在定職に就
いておりません。求職活動中です。
小林　亨（第22期生）五月会が益々発展
していきますように願っています。
岩田　孝三（第22期生）東大阪市にて、
輸入車販売をしています。
木村　康彦（第22期生）今の福祉の仕
事を楽しんでいます。
西村　利夫（第22期生）独立して建築板
金業を営んで、11年以上になります。不況
にもめげずにやっています。
寺尾（旧姓•山川）恭介（第22期生）しば
らく会っていない友だちから、五月会だより
を見て連絡がありました。去年は4名、今
年はもう少し集める予定です。22期生集ま
れ！追伸：堀先生、長い間お疲れ様でし
た。親子共々お世話になり、感謝しておりま
す。
安岐　隆弘（第23期生）五月会だより、い
つも楽しみにしています。母校を卒業して
30年になります。未熟な私ですが、今後とも
よろしくお願い致します。
柳井　裕二（第23期生）4月に、茨木市に
引っ越しします。
金澤　浩司（第24期生）先日、20数年ぶ
りに、数名で同窓会をしました。懐かしさと
共に元気や刺激を受け、改めて同窓生の
貴重さを体感しました。
平岩　正勝（第24期生）用事で阪急京
都線を利用する時、母校を見ますと懐かし
い思いがこみ上げてきます。同時に、クラ
ブ活動で入賞の幕がかかっているのを見
ますと、うれしくなります。これからの活躍を
心から期待しております。
井田　一生（第25期生）毎日元気に、頑
張っています。
川口　俊嗣（第26期生）太陽セメント工
業株式会社に勤務中。
阿部　勝（第27期生）いつも楽しく拝見さ
せていただいてます。あの頃の仲間が一
同に集まるのは難しいですが、機会があ
れば参加させていただきます。
小山　徹（第27期生）この度、介護福祉
士の国家試験に合格しました。学院は心
の古里です（昨年秋に引っ越しました）。
中西　敏夫（第28期生）3人の子どもの
親になり、頑張っています。
山口　和浩（第28期生）引っ越しいたしま
した。現在の勤め先は、コスモ建物管理
株式会社となっております。
山下　朝慈（第29期生）息子が2年生

（平成26年度）でお世話になっておりま
す。私もスポーツ指導員資格（弓道競技）
を取得し、OBとして後輩達への指導のお

手伝いをさせてもらっています。他部に負
けないようインターハイを目指し、後輩達も
頑張っています。
黒河　徹也（第31期生）消費税がUPす
る駆け込み需要で多忙であります。気が
つくと、今年40歳。あっという間であり、実
感は全く湧いてこず、まだまだ若手には負
けてられません。役職も上げていただき、
娘は2歳3ヶ月と大きな病気もせず、皆様に
感謝の気持ちで一杯です。今の状況が
幸せであることを忘れず、日々過ごしてい
ます。
吉田（旧姓•池田）正仁（第32期生）今、
広島に住んでいます。今の学院のスポー
ツは、バスケットボール、ゴルフ部、チアリー
ダー部などが強いみたいですね。全国大
会でも優勝を目指し頑張ってください。
西田　将（第33期生）相変わらず元気で
います。行政書士試験の挑戦は、まだまだ
続いています。
西浦　裕一（第33期生）母校で勤務させ
ていただいています。
村田　和哉（第34期生）税理士として、
開業2年目となりました。1年目の反省を踏
まえて頑張っております‼︎
沢田　直己（第35期生）来年4月の吹田
市議会選挙に挑戦します‼︎
大喜多　眞吾（第36期生）只今、東京に
勤務しております。大阪に帰るのは盆と正
月だけ。嫁と娘、息子と4人暮らしです。
白坂　隆三（第36期生）奈良へ引っ越し
て農業をしています。
浜畑　圭吾（第36期生）2年間、教員とし
てお世話になりました。現在は高野山大
学で教えています。
裏垣　一（第38期生）ニュージーランドで
待っています。皆様、遊びに来てください。
佐古　健介（第39期生）2014年3月16日
に、万博記念公園に行きました。国立民
族学博物館の東アジアの展示がリニュー
アル中だったので見ることができませんで
したが、今度行くときは、リニューアル後の
東アジアの展示を見たいと思います。
大西　直樹（第40期生）いつも五月会だ
よりを楽しみにしています。私は現在、郵
便局の窓口社員として働いています。これ
からも頑張っていきます。
滝川　裕也（第41期生）元気に過ごして
います。
高橋　健太郎（第42期生）五月会だより
を楽しみにしております。世の中、さまざまな
ことになっておりますが、変わりなく家から
勤務して、感謝して、いろいろチャレンジし
ております。
北川　貴久（第43期生）建築設計事務
所「Yaad Design」（ヤードデザイン）を設
立致しました。今年もバスケ部の活躍を期
待しています。
今泉　史花（第44期生）2014年度から新
しい職場で心機一転頑張ることになりまし
た。子どもも3歳。まだまだ、子育てに仕事、
家事と両立していきます。
向　孝文（第44期生）この1年、能勢町で
農家の手伝いをしていましたが、今は退職
し再び転職活動中です。
酒井　茂樹（第45期生）株式会社鈴木
合金の東京営業所にて勤務中。江戸川
区在住です。
芝野　雄一郎（第45期生）①今年の4月
より、仏眼は3回生へと進級②来年3月1
日、柔道整体師国家試験受験予定、卒業

（来年3月）見込み③本年11月23日、認

定実技審査受験予定。※②については、
③が合格すれば受験可、卒業
中村　友美（第46期生）社会人生活にも
ようやく慣れてきました。皆さん、お元気で
すか？
内　茜（第46期生）大学卒業後、東京

の会社で働いて、この4月で4年目になりま
す。先生方によろしくお伝えください。
土井　佑輔（第48期生）音楽に携わって
います。
山﨑　凌（第48期生）英語での修士論
文作成に向けて、日々 先行研究を大量に
読んでいます。
加藤　将大（第49期生）3月24日に追手
門学院大学を卒業して、無事内定ももらっ
て4月から社会人となります。
笠井　亘（第49期生）現在も就活中であ
ります。なかなか厳しい状況ではあります
が、諦めずに自分に合った就職先を探し
ていこうと思います。
栗林　千聡（第49期生）兵庫教育大学
大学院に進学。
西山　大貴（第49期生）電車整備士をし
ています。
竹谷　和真（第50期生）現在、大学4回
生で就活中です。高校時代を懐かしく思
い出しております。先生方、お元気でご活
躍ください。
石野　早也圭（第50期生）2013年3月、
大阪スクールオブミュージック専門学校を
卒業しました。今はバンドでメジャーを目指
しています。今年中には、インディーズ契約
をするつもりです。
八木　佑介（第50期生）大阪学院大学
に通っています。
田中　花通（第51期生）ハンドボール部
のOB会を、毎年楽しみにしています。
長井　佑樹（第52期生）北海道の気候
や寮生活にも少し慣れ、ゲームも全て封印
して瀑大な勉強量に日々あっぷあっぷで
頑張っています。
笠松　オリエ（第52期生）大阪学院大学
経済学部2回生。
濵本　一真（第52期生）おかげ様で、元
気にしています。ちょっと事情があって行け
ません。
藤本　悠真（第52期生）大学に入って、
勉強を頑張っています。
谷　拓樹（第52期生）司法書士試験に
向けて勉強しています。
堤　健祐（第52期生）大阪学院大学2回
生になります。

　「近況報告」に掲載されているコメント
は、同封のハガキをお送りいただいた方
の中から、掲載をしておりますので、ぜひ
ハガキのコメント欄に近況や母校の思
い出、または住所変更等の連絡など、一
言でも結構ですので、ご記入のうえお送
りください。
　また、五月会専用メールsatsukikai@
hot.ogu-h.ed.jpからでも受け付けており
ます。よろしくお願いします。
※誌面の都合上、いただいたコメントを
すべて掲載することができません。編集
部で選ばせていただきます。
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　今年度末で巣立っていく三年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

卒業は終わりでなく、新しい道への始まりです。

私も、退職したからといって、人生が終わったわけではありません。第二

の人生、いや、第三かな？　第……かな？　とにかく、私にも新しい人生

が始まりました。

　思えば、昭和四十七年に大阪学院大学高等学校に奉職し、昨年三

月に退職するまで、実に四十二年間、よく続いたものと我ながら感心して

います。在職中、同じ職場で働く方 に々、時には生徒の皆さんに、多くを

学びました。教員は、生徒を教え、指導するのが職業ですが、逆に高

校生から学ぶことも多々ありました。長かった教職員時代の思い出は数え

きれないほど多く、退職後、いろいろな場面に出くわしたとき、あんなこと

があったなぁ、こんなこともしたなぁ、などと思い出します。

　今は、古寺の落ち葉散り敷く石畳、親鳥の小鴨を導く湖の畔、白鷺佇

む青田の畦道、青葉茂る山の道、日光に映える紅葉の隧道などを、毎日

のように散策。そこには季節ごとに新しい発見があり、心も和みます。

　また、俳諧連歌抄の研究、古典文学や漢籍の読書など、働いていた

ときにはじっくりできなかったことに時間を費やし、楽しんでいます。老爺に

なっても勉強の連続、知らないこ

と、分からないことが多すぎます

ねぇ。

　末筆ながら、大阪学院に関わ

る全ての皆様の、益々のご健康と

ご多幸を祈念致します。

「新たな始まり」
髙 橋  五 生

　今年度めでたく卒業する三年生のみなさん、ご卒業おめでとうご

ざいます。

　思えばみなさんが入学した平成二十四年に私も奉職し、この学年

の担任として、また理科の教科担当として、みなさんと三年間を過

ごしてきました。クラブ活動では、昨年までの二年間はサッカー部

の顧問を担当させていただき、本年度からは女子バレーボール部の

顧問をさせていただいております。

　私が日頃から生徒のみなさんに関わるときに、心掛けていること

があります。それは、「面倒を見過ぎない」ということです。スマー

トフォンやタブレットの普及により、デジタルネイティブと呼ばれ

る世代の子供たちにとって、欲しい情報はインターネットで簡単に

手に入ることが当たり前になってきています。しかし、勉強で分か

らない問題を考え続けたり、スポーツで同じ練習を繰り返して身体

に覚え込ませたり、すぐにゴールにたどり着けない「過程」の時間は、

到底無駄だとは思えないのです。大人が答えを教えてしまうのは簡

単ですが、厳しい世の中を乗り越えてゆく力を養うために、助言を

することはあっても、解決してしまわないように心掛けています。

　かく言う私ももちろん、何でも自分で解決できるような人間では

なく「過程」の人間ですので、感

謝の心だけは忘れないよう自身に

言い聞かせ、毎日を送っています。

　末筆ながら、五月会会員の皆様

のご健勝とご多幸を心よりお祈り

申し上げます。

「日々 精進」
井出　征宏

平成 26 年退職



五 月 会 だ よ り平成 27 年 2 月 28 日発行 第 25 号 7

　本校の髙橋 渉先生が、「学
校教育における実践等に顕著な
成果を挙げた者」として推薦さ
れ、平成 26 年度の文部科学大
臣優秀教員表彰を受賞しました。
　髙橋先生は、1991 年から 6
年間日本バスケットボールリーグ
で選手として活躍し、1997 年
からは、国民体育大会の大阪府
代表チームの選手としてプレー
され、2001 年より監督として
活躍されました。そして、本校
へは 2004 年に体育教諭として
奉職され、今日まで生徒への熱
い教育指導と、バスケットボー
ル部では監督として、男子チー
ムを全国大会に 6 度の出場（最
高成績ベスト 8）に導くなどの
実績が評価されました。

　41 期生の西 裕一郎さんが、
COCOPA RESORT CLUB 白
山ヴィレッジゴルフコース（三重
県）で開催された「2014 elite 
grips challenge」に出場し、トー
タル 9 アンダーで回り一流プロ 4
人との壮絶なプレーオフを制し、
みごとプロ初優勝を果たしました。
　同じく、46 期生の谷河枝里子
さんが、リージャスクレストゴルフ
クラブ（広島県）で開催された、
「2014 エディオンレディース
カップ」に出場し、トータル 3 ア
ンダーで回り、2 位に 4 打差の
大差をつけて、プロ初優勝を果た
しました。
　一流のプロに仲間入りした二人
に、今後とも温かいご声援をお願いいたします。

日本拳法部（男子団体）が、激戦の関西予選を勝ち上がり、
3 年ぶりに東京武道館の全国キップを手に入れました。大会で
は、春の全国優勝校を撃破し、見事準優勝の好成績を残しま
した。また、個人の部では、伊藤弘海君が大会優秀賞を受賞
しました。

プロゴルフツアー初優勝!!

日本拳法部 全国大会で大活躍!!

－ 対戦校 結果
1回戦 豊橋中央高校（愛知） 4勝1引
2回戦 関東選抜チーム 5勝

準決勝戦 東大阪大学柏原高校（大阪） 3勝2敗1引
決勝戦 大阪商業大学堺高校（大阪） 2勝3敗1引

髙橋 渉先生が
文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞

準優勝

大会名：「第59回全国高等学校日本拳法選手権大会（平成26年8月）」
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　次年度は第 25 回大会を記念して開催いたします。
　五月会では、会員相互の健康増進と親睦を深めることを目
的として例年開催しており、今回は、25 回を記念して盛大
に行い、皆様とより一層の親睦を深めたいと考えております。
今まで参加したことがない方もこれを機に、ご家族・ご友人
をお誘いの上、ぜひご参加ください。
　ゴルフ場には、宿泊施設が併設し、周辺には白浜の魅力あ
る観光スポットやお子様でも楽しんでいただけるアミューズメ
ント施設等がたくさんあり、お父様はゴルフを、ご家族様は
観光など、皆様のご希望に応じたプランを多数ご用意してお
りますので、詳細はお電話にてお問い合わせください。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。　

　五月会だより２５号をお届けし
ました。昨年でわが校は５５周年、
この少子化の近年にあって５００人

超の入学があり、これも先生方、職員の皆様方のご尽力、活気あ
る在校生の活動が魅力ある学校づくりとなっているからにほかあり
ません。
　毎回、近況を同封のはがきでお寄せ頂き、その文章は「同窓生
からの便り」というコーナーで紹介しています。今号を見ましても

１期生から５2 期以降の方まで、幅広い年代の方からお便りを頂い
ています。
　同時に総会や懇親会、ゴルフ大会にも若い方々の参加が増えて
きました。これからの６０周年に向け、学院の、「五月会」の輪を
ともに大いに広げましょう！
　追伸　１期生で元大阪府議会議長も務められた畠成章さんが昨
年９月、逝去されました。畠さんには長年、五月会にも理事として
ご尽力頂きました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。

軽音楽部 OB&OG の皆様へ
ギター、ベースおよびアンプで処分しようかなと
思っておられる楽器がありましたら軽音楽部に寄
付をお願いします。連絡先　顧問　清水　広治

パソコン部OB&OGの皆様へ
平成 6 年にコンピューター同好会として発足した本校パソコン部も
創部して 20 年が経過いたしました。プログラミングやゲーム制作
などといったパソコン部の伝統を引き継ぎつつ、今年度からは瞬く
間に進化する情報技術に対応すべく、Web サイト制作や映像・ア
プリ制作なども開始しました。パソコン部の活動の様子は、パソコ
ン部公式 Web サイトでお伝えしておりますので、ぜひご覧ください。

URL. http://pc.ogush.net/

吹奏楽部OB&OGの皆様へ
吹奏楽部は近年徐々に成長し、校内外での演奏活動が活発にな
り部員も増えてきました。昨年のコンクール地区大会では小編
成ながら 2 年連続「優秀賞」をいただき、演奏レベルも上がっ
てきました。これもひとえに OB・OG の皆様方の作ってこられ
た基盤があってこそと感謝申し上げます。今後も学校の HP を通
じて演奏会情報等を発信していきますので、ご声援をよろしくお
願いします。また、秋の文化祭ステージでは毎年 OB・OG と
の合同演奏曲を入れていますのでふるってご参加ください。

サッカー部OBの皆様へ
今年度、サッカー部は61名の新入部員を迎え、総勢147名で全国大会
出場を目指し、活動してきました。しかしながら、悲願の全国大会出場は
なりませんでした。現在は、新チームが目標を引き継ぎ、全国の舞台で
応援してもらえるよう、懸命に取り組んでいます。ぜひとも、学校のHP
で試合予定をご確認いただき、応援の程よろしくお願いいたします。 

硬式野球部ＯＢ会開催のお知らせ
日　時：平成 27 年 6 月 28 日（日）午前 11 時から
場　所：大阪学院大学高等学校　昂志館２階多目的ホール
申　込：同窓会事務局 TEL06-6381-6661（代表）
　OB会では、府予選スタンド応援や部への寄贈などさまざまな
支援を行っております。OB会の活動はOBの皆様よりいただい
ている会費によって運営されています。第20回OB総会を上記
の要領で開催しますので、皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご参加
ください。

会長　沖野　孝史（２６期生）

畠　　成章  　【 1 期生】　平成 26 年  9 月
（旧名　政俊）
山下　孝一  　【 1 期生】　平成 21 年  4 月
森嶋　明美  　【 1 期生】　平成 25 年 11 月

（旧姓　向井）
樋口　重男  　【 2 期生】　平成 25 年  3 月

第25回 記念 五月会親睦ゴルフ大会のご案内
日　時：平成27年7月3日(金)～7月4日(土)
場　所：朝日ゴルフクラブ白浜コース・併設ホテル宿泊(和歌山県）
　　　　※現地集合・現地解散となります。
詳　細：1泊1ラウンド(7/3夕食、7/4朝食・ラウンド・昼食・会食を含む)
金　額：25,000円(税別)
会　費：3,000円(4日のゴルフ大会にご参加される方のみ) 
            ※商品代として
その他：上記は基本プランになっております。前日の練習ラウンドや、

食事の有無、観光のみなどのご要望にも対応いたします。
受　付：参加を希望される方は、6月20日(土)までにご連絡をお願い

いたします。
連絡先：℡06-6381-6661（代表）
　　　　大阪学院大学高等学校 同窓会事務局(担当 藤本・前川)

福利　真砂子  【 2 期生】　平成 25 年  8 月
（旧姓　乾）　
西岡　幸一  　【 3 期生】　平成 23 年  4 月
村尾　健一郎  【 4 期生】　平成 25 年 10 月
刀祢　志津代  【 5 期生】　平成 25 年 11 月

（旧姓　北口）
若山　博満  　【21期生】　平成 26 年 12月


