2012

No.22

http://www.osaka-gu.ac.jp/ogush/

「現在の校舎」

「昭和 42 年の校舎」

平成 24年5月20日
（日）

月

日

時
会

間 総 会／午前 11：20
懇親会／正午
場 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」 徒歩 1 2 分

会

費 2,000 円（同封の振替用紙をご使用ください）
※ 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。

※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。

大阪学院大学高等学校同窓会事務局

TEL：06-6381-6661/FAX：06-6382-1191
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りまして、微力ではありますが五月会ならびに母校の発展
のため精いっぱい努めてまいる所存です。

就任のごあいさつ
会長

奥村

わが母校も学校創立以来半世紀が過ぎ、五月会会員も
24,000名を数え、卒業生ならびに学校関係者の皆様方のご

一朗（第6期）

尽力により、めざましい発展を遂げてきております。その
折に会長へ就任させていただくにあたり、私の務めとしま
しては、次代へ引き継ぐための懸け橋となることと考えて

五月会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝の

おります。大阪学院大学高等学校が今後更なる発展を目指

こととお喜び申しあげます。

すためには、次代を担う若い世代の方々の活躍にかかって

昨年3月11日に発生した東日本大震災で犠牲になられた方
のご冥福をお祈り申しあげるとともに、被災地の皆様とご遺

おり、その若い世代の皆様が気兼ねなく参加していただき、

族の方に心よりお見舞い申しあげます。被災地の一日も早

母校という言葉をキーワードとして、諸先輩方をはじめと

い復興と、皆様の笑顔の復活を謹んで祈念いたします。

する幅広い世代の方々が集い楽しめる五月会の雰囲気づく
りに努めてまいります。

さて、
「第24回 五月会総会」におきまして、新会長の任を
仰せつかることとなりましたが、まず初めに前任の和田会長

在校生の皆さんは、一人ひとりが「明朗・努力・誠実」の

をはじめ、旧役員の皆様のご尽力に衷心よりお礼申しあげ

校訓のもとに、勉強・スポーツ・クラブ活動・社会貢献等に

ます。

励まれていることと思います。学院生としての誇りを持ち、
一度しかない高校時代を有意義なものとできるよう、自分

歴代会長のもと、副会長を務めさせていただき、この度

の目標に向かって精いっぱい取り組んで行ってください。

の役員改選におきまして新会長に選出されましたが、諸先

最後になりましたが、今後の五月会活動に皆様方からの

輩方が築いてこられました伝統ある五月会会長としての責

ご支援ご協力をお願いするとともに、関係各位のみなさま

務の重さに改めて身の引き締まる思いでございます。

のご活躍を祈念いたしまして、新任のご挨拶とさせていた

不慣れなもので行き届かないことが多々あるとは存じま

だきます。

すが、役員の皆様ならびに学校関係の方々のお力添えを賜

第24回

五月会総会開催報告

平成23年5月22日に五月会定時総会・懇親会を開催しました。
当日は、悪天候にもかかわらず、50名以上の方々にご参
加いただき、また、今年度も退職された神田先生・伊藤先
生がお越しになり、卒業生と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。余興では、1期生の原

平成22年度 五月会会計決算報告書
平成22年４月1日から平成23年3月31日まで

昌

（単位：円）

収入の部

科

嗣さんの大根踊りや園副校長先生にはハーモニカ演奏を披

目

会
費
受 取 利 息
前年度繰越金

露していただき、会を大いに盛り上げていただきました。

合

なお、総会については、次の議題について審議され、承

金

額

4,420,000
9,659
12,851,792

計

17,281,451

目

金

摘

要

会費収入
定期預金・普通預金利息

支出の部

科

認をいただきました。

（単位：円）

事 務 費
慶 弔 費
印刷製本費
会 議 費
総 会 費
通 信 費
負 担 金
生徒奨励費
次年度繰越金

1.平成22年度 事業報告について
2.平成22年度 決算報告について
3.平成22年度 会計監査報告について
4.平成23年度 事業計画（案）について

合

計

額

105,000
120,000
1,007,789
131,600
524,620
1,078,230
40,004
160,000
14,114,208

摘

要

事務用品等
会員の慶弔
五月会だより・会則等印刷
理事会等会議費
定期総会費用
五月会だより等発送費
親睦ゴルフ大会費補助
クラブ、生徒表彰金

17,281,451

新理事 ※平成23年5月で五月会の役員の任期が終了し新役員は次のとおりとなります。

1
2
3
4
5
6
7

卒業期
1
1
1
1
6
2
3

担当役職
顧問
顧問
顧問
顧問
会長
副会長
副会長

氏
髙谷
金田
山下
和田
奥村
山田
放示

名
雅文
次郎
宰
和巳
一朗
義次
貞之

8
9
10
11
12
13
14

卒業期
4
5
6
7
28
1
1

担当役職
副会長
副会長
副会長
会計
会計
会計監査
会計監査

氏
大﨑
髙田
足立
辰野
北村
梅本
前中

名
誠子
純一
英行
守茂
一久
勝
隆

15
16
17
18
19
20
21

卒業期
5
1
5
10
1
1
6

担当役職
会計監査
書記
書記
書記
理事
理事
理事

氏 名
田中
武
小松 照子
山下 信幸
荒川 智幸
畠
成章
中道 正夫
加茂志津男

22
23
24
25
26
27

卒業期
8
10
18
22
29
39

担当役職
理事
理事
理事
理事
理事
理事

氏
上島
森内
冨岡
坪本
高野
工藤

௧୕ࡡ࣒ࣤࣁ࣭࡚㐅ࡴ࡙ཤࡽࡱࡌࠊ
ࡻࢀࡊࡂ࠽㢢࠷࠷ࡒࡊࡱࡌࠊ

名
喜仁
一蔵
浩史
公成
勝正
喜一

五 月 会 だ よ り

平成 24 年 2 月 28 日発行

退任のごあいさつ
直前会長

和田
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ごあいさつ

和巳（１期生）

学校長

佐古

丞

五月会会員の皆様におかれましては ますますこ清栄のことと

昨年3月11日、東日本大震災が日本を襲いました。改めて、亡

お喜び申しあげます。日頃より同窓会活動にご理解とご協力を

くなられた方々のご冥福を心からお祈りし､また、被災された皆

賜り、厚くお礼申しあげます。

様の今後の早期復興を祈念いたします。震災への日本国民の対

間もなく、東日本大震災から一年が過ぎようとしていますが、
震災で亡くなられた方々、そして、今なお多くの不明の方々に
衷悼の意を捧げ、被災された皆様にお見舞いを申しあげます。
さて、平成23年度の定時総会をもちまして、5年間務めさせて

応は世界で賞賛されましたが、リーダーシップの不在が問われ
る中、政府の施策の混乱が指摘されました。残念なことです。
本校では、生徒が中心となり義援金を拠出すると共に救援物
資を送りました。またそれ以外に復興へ向けてなすべきことは、

いただいた同窓会会長を退任いたしました。この間に役員の

自分たちの本来の任務をしっかりと果たすことであると生徒諸

方々をはじめ、多くの会員、学校関係者の皆様方にご支援と激

君に伝えました。

励をいただき、5年間なんとか務めることができましたことに感
謝申しあげます。
母校も50歳を超え、世の中も大きく変化しており、現在では

このときに当たって本校は､校訓をもとに教育の原点である
「智育・徳育・体育」
に立ち戻り､生徒諸君が将来、地域のリーダー
として活躍できるような教育を施すことが大切と考えておりま

インターネットを用いて、簡単に連絡や情報交換等ができるよ

す。高校教育を取り巻く環境は相変わらず厳しいものですが、

うな時代となりましたが、やはり、たまには暇を見つけて集まっ

様々な方面で本校の特色を出す工夫をし、所期の教育目標を達

て、仲間と交流を深めてください。

成していく必要を痛感しております。

同窓会の使命は、同窓生が気軽に集まり易い環境・体制を整

クラブ活動では、昨年も本校生徒諸君が様々な分野で活躍し

えることでありますが、後輩達が育った環境や背景を考えると、

てくれました。ゴルフ部は、全国大会で女子が準優勝、男子が

今までのやり方では難しいかもしれません。今後は、視点を変

一昨年の優勝には届きませんでしたが4位と健闘しました。弓道

えて私たちが後輩達の感覚をもっと理解し、同じ目線に立って

部、日本拳法部も全国大会に出場し、テニス部女子も全国大会

同窓会の素晴らしさや大切さを伝えなければならないと思いま

出場権をほぼ手中にしております。文化部では書道部が国際高

す。また母校と共に発展するために、役員人事を活性化して対

校生選抜書展に入選者を出しました。文化部は運動部のような

応していかなければなりません。幸いにも人格見識にすぐれ、

大会が少ないせいもあり､対外的にあまり目立ちませんが、活発

広い人脈を持ち、今まで副会長で長年ご活躍いただいた、奥村

に活動してくれております。これからも、生徒諸君が心豊かな

氏が会長に就任されました。新会長のリーダーシップのもと、

高校生活を送れるよう、クラブ活動の一層の活発化に力を入れ

会員一同が母校発展のため団結していくことを願っています。

ていく所存です。

最後になりましたが、在任中皆様方からいただいたご厚情に

五月会会員の皆様には、今後とも本校の教育にご理解を賜り、

感謝し同窓会の発展を祈念して、退任の挨拶といたします。あ

機会をとらえてご来校いただき、在校生の様子などをご覧くだ

りがとうございました。

さり、ご助言を頂戴できれば幸いに存じます。

五月会表彰式
五月会では、成績優秀およびスポーツ・芸術活動・社会活動な

全国高等学校ゴルフ選手権大会
（男子５名・女子３名）
出場賞
結果：男子 山本 太郎くん ６位タイ
女子 八上ひかるさん 14位タイ

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

日本ジュニアゴルフ選手権競技（男子５名・女子２名）
出場賞

います。平成23年度の表彰クラブは次のとおりです。これからも更

結果：男子 宇都宮正暉くん 23位タイ

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24年1月21日(土)】

女子 濱田 茉優さん 27位タイ
日本拳法部

弓道部

全国高等学校日本拳法選手権大会
（男子２名・女子１名）
出場賞

全国高等学校総合体育大会

結果：男子 森田 元樹くん

（男子団体の部）出場賞
ゴルフ部
全国高等学校ゴルフ選手権大会
（男女団体の部）
出場賞
結果：男子 ４位
女子 準優勝

ベスト16
全国高等学校日本拳法選抜大会
（女子団体の部）出場賞
※出場選手の上位成績のみ記載
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て総会で会いたいものです。まだ

同窓 生 からの 便り
第 24 回五月会総会出欠回答ハガキより
「便り」は、昨年 4 月に事務局へ郵送していただいたものです。

小鹿野 隆徳（旧職員）
3月11日の東日本大地震、今まで
にない大きな揺れにはびっくりしま

樋口 昭夫（第1期生）
1. 野菜作りに専念しています。
2. 自治会役員等

した。今なお余震が続いております。 久米（旧姓・吉岡）要子（第1期生）
西田 一郎（旧職員）

最初に、3月11日の東日本大震災

まだ現役で頑張って、仕事に趣味
（旅行）に東奔西走。
峯松 博（第3期生）

平成 24 年 2 月 28 日発行
淡野 正明（第6期生）
頑張っています。
前山 敏且（第6期生）
日本拳法部第5、6、7期生、そし

月〜金は現 役でまだ仕事で頑

て伊藤賢蔵先生。みなさんお元気

張っています。ですから土、日は3人

ですか。自分は、西淀川区の祭で

の孫に会うのが楽しみな毎日です。

地車の役員をして祭を楽しんでい

橋本 正実（第3期生）

ます。

義父介護の為申し訳ありません
が‼ 五月会だより有難度う‼
塩崎 美一（第3期生）

小賀野 純一（第6期生）
兵庫県警察を退職し、現在、私
立梅花東幼稚園で元気に勤務して

小学校の校務員をしています。 います。

80歳。元気です。

はあまりの大きさに涙と震えが止ま

今年で3年目デス。毎日元気にして

東元 真澄（旧職員）

りませんでした。一日も早い復興を

います。

あいにく5月22日は、私が幹事を

心よりお祈り申しあげます。私自身

横山 一己（第4期生）

する同窓会があり、欠席させていた

は、大きな病気もせず毎日を過ごし

学校卒業以来、長年のレンタカー

だきます。田舎の小さなお寺の住職

ています。5月22日は息子が引っ越

業の営業から「選挙レンタルのヨコ

をしております。元気でバイクに乗

しのため、孫を預かることになり、 ヤマ」で独立します。

り、走りまわっております。

総会には出席できません。

青谷 正麿（旧職員）

鈴木 裕（第1期生）

大元 亘（第4期生）
先日、介護保険被保険者証が送

有本 明久（第7期生）
仕事もまだ現役でガンバッテい
ます。
田中 武雄（第7期生）
まだ会社勤めをしています。今
年62歳になります。元気でスポー
ツ等に頑張っています。
弥重 功（第8期生）

近接する府立の農林水産研究所

自分に厳しく、他人には甘く、を

られて来ました。もうそんな年齢に

今回も出席できませんが、8期生

の構内で、マンサク・ウメ・サンシュ

モットーにがんばって働いておりま

なったんやなァーと思いました。で

は大方60歳の定年を迎え、第2、第

ユ・レンギョウが、春を待ち兼ねる

す。

も仕事は、定年（死んだ時）までガ

3の人生に向け私同様「再就職さが

ように咲いているのを楽しんで歩い

山田 義次（第2期生）

ンバルゾー。

し」に、また楽に老後を決める者、

石川（旧姓・平井）経子（第4期生）

それぞれの道を歩んでおります。

2期生で卒業された方の参加が

ています。
伊藤 賢蔵（旧職員）
元気にのんびりと余生をおくって
おります。皆々様にお会いできるの
がたのしみです。
宮田 和明（第1期生）
元気でやっています。
山下 宰（第1期生）
ガンバレ・日本
増岡 守（第1期生）
体調不充分のため、一日でも早く
元通りになるよう、毎日を精いっぱ

少ない。まだまだ元気な年齢なの

ヘルパーに来て貰っています。 学院に栄光を！

でぜひ五月会に参加してください。 足がだいぶ悪くなっています。
山本 勝（第2期生）
毎日忙しく仕事に老々介護に頑

末光 正彦（第4期生）

下奥 景士（第8期生）
今年こそ参加したいと思ってい

幹事の皆様、毎回ご案内を頂き

ましたが、用事のため参加できな

張っております。

ありがとうございます。64歳…まだ

くなり残念です。来年は出席した

遠藤 健一（第2期生）

まだ現役にて頑張ってますよ〜！

いです。

山下 信幸（第5期生）

安田 哲士（第8期生）

自営業でガンバッています。大
阪学院の益々の発展を喜んでいま
す。
野本 武憲（第2期生）
定年後6年を経過し、自宅でゆっ

第2の人生も、3月31日付で退職

今年還暦を迎えました。早いも

予定でしたが、会長の地元豊中に

ので卒業後42年経ちました。昔が

行くように依頼があり、4月1日より

なつかしいです。

豊中で頑張っております。日本海側

真田 民樹（第10期生）

いガンバッております。

くり孫と楽しんでおります。

の福井県高浜で生活する夢が1年

阪口 元男（第1期生）

豊田 武昭（第2期生）

遠くなりました。総会の前に、福井・ 段階へ向けて目標を見つけようと

元気で頑張っております。母校

小さい会社を経営して30年余り、 小浜で開かれるクラシックカー 120

今年で58歳となり、人生も第二
している今日です。五月会の発展

の現況を見たいといつも思っており まだ頑張っています。趣味として海

台集合イベントに行く予定です。

をお祈りしています。

ますが、スケジュールが合わず申し

入江 克彦（第5期生）

野々村
（旧姓・森脇）茂樹
（第10期生）

外旅行に年6回程行って楽しんでい

訳なく思っております。和田会長、 ます。
永年同窓会に尽力され、お疲れ様
でした。

嶋屋 幸彦（第2期生）
3月11日14時45分すぎの地震、出

金田 次郎（第1期生）
古希まで仕事を頑張ります。
「我

五月会便りに自分の名前が載っ

現在、大阪府立泉北高等支援学

ており、大変嬉しく思っています。

校に勤務しています。窯業担当で

米澤 講治（第5期生）

す。定年退職まであと2年です。退

先で遭遇し大変な1日でした。その

銚子でキリスト教会の牧師をし

職後は、再任用教師を希望しよう

時 五月会だより が届き、なんとな

て33年になりました。東日本地震の

と思っています。しかし、私立高

が人生の光と陰、来年古希」

く心が穏やかになり、この文章を書

折は学院時代の友人から多くのお

校で陶芸コースの非常勤講師を募

原 昌嗣（第1期生）

いております。感謝。

見舞、援助を受けました。あらため

集しているところがあれば、申し

放示 貞之（第3期生）

てこの場で感謝します。

込みたいです。

山下 五十三（第5期生）

小南 敏明（第10期生）

懇親会で私の隠し芸の大根踊り
をしたいと思います。
（約10分）

一人でも多くの同窓生に連絡し

子供達3人は結婚し、孫3人に囲

「近況報告」コメント募集‼
「近況報告」に掲載されているコメントは、本誌「五月会だより」に同封の
ハガキをお送りいただいた方の中から、コメントを掲載しておりますので、
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。
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ので、予めご了承ください。

まれて元気にくらしています。
仲 正雄（第5期生）
不況の中、現役で頑張っていま

現在、58歳になり、残すところ2
年で退職となります。退職後は消
防吏員として経験した事を生かし
て、ボランティア活動をしようと

す。

思っています。

塩田 康博（第5期生）

安浦 三男（第11期生）

五月会の益々のご発展を祈念致
しております。
佐々木 憲司（第5期生）
元気な年金生活者です。

一会社員として元気で働いています。
谷 勝規（第12期生）
遅くなり申し訳ありません。同
級生の加納孝彦君も出席します。
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西光 晴彦（第13期生）

西田 将（第33期生）

安岐 隆弘（第23期生）

教師生活30年目。大学学生部長

現在、私はフリーターです。将来、

として日々奮闘中！

高 校 の日本 史 講 師になりたいと

的場 宏行（第14期生）

思っています。未熟な私ですが、今

母の介護にがんばっております。 後ともよろしくお願いいたします。
上田 一郎（第15期生）

髙田 光生（第44期生）

変わらず元気でいます。また、去

御無沙汰をお許しください。光

年5月より国家資格（行政書士）取

生は大阪市消防吏員として頑張っ

得へ向けての勉強を始めました。

ています。

村田 和哉（第34期生）

南尾 悠介（第45期生）

税理士の登録をし、独立に向け

入社して1年が過ぎ、様々な事

教員免許状更新講習をすませ、 て精進しております。学院高校で

を学びました。母校の名に恥じぬ

宮本 洋一（第24期生）

写真業。デジタルの仕事がほと
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んどになりました。

大学院を修了し、専修免許状を取

培った明るさを活かし、人の役に立

よう、日々精進し、立派な社会人

東 康秀（第15期生）

得しました。教え子の中に私と同じ

つべく頑張っております。

となれるよう、頑張る所存でござ

別に変わりはありません。本村

く教師になった者もでてきました。 浜畑 圭吾（第36期生）

先生はまだ大学の方で教鞭をとら

一人は現在の職場で共に働き、もう

れているのでしょうか。

一人は、我が母校で非常勤として

和田 友明（第15期生）

勤めていたとは不思議な縁を感じ

何とかやっています。皆様御元
気で!
仕事をやっている間はなかなか

裏垣 一（第38期生）
ので出席できません。

加藤 康弘（第24期生）

吉田 智史（第40期生）

事情により行くことができませ
んが、みなさまに宜しくお伝えく

大阪まで行けないですが、新幹線

ださい。

が開通したこともあり、今後は、一

平岩 正勝（第24期生）

度は五月会へ行けるように検討し

超平凡なサラリーマン！
五月会だより、いつも楽しみにし

東日本大震災で大きな被害が連

自分自身の未熟な所を補えるよう

鳥居 慎吾（第41期生）

に、これからも勉強を続けていき

（株）ノムラデュオ契約社員→プ

してがんばっています。

早い復興を願っています。

ロパー社員に。3月20日に結婚式を

池村 亮治（第17期生）

梶山 博信（第24期生）

挙げました。

33年、独立して18年、自分でテニ

フェバーの）仕事をしています。
福家 克哉（第28期生）
実家の居酒屋で働いています。3

地震などがおきると、すぐ連絡をく

ます。
中村 友美（第46期生）
高校を卒業して、早いもので今

伊藤 雅人（第41期生）

年からいよいよ社会人となります。

社会人5年目。製薬会社勤務。
上田 有輝（第42期生）

れるのは、
テニス部の先生、
OBです。 年の時の担任の高橋先生がいらっ

松岡 一輝（第46期生）
今年、4年間の専門学校を卒業

くお願いします。

ススクールをやっています。新潟で

中です。

して企業の方に就職を行いました。

住しています。同窓生に対し心から

今、アメリカで（レストラン、カ

きます。欠席致します。新婚旅行

でとうございます。これからも宜し

日報道されていますが、東日本に在

学院でテニスをやり、それから

出張中、ニューヨーク支店へい

ています。ゴルフ部全国制覇おめ

奥田 一郎（第17期生）

お見舞申しあげますとともに一日も

しくなってきました。
足立 敬（第46期生）

大西 直樹（第40期生）

てみたいと思います。
業務用品総合販売の会社を経営

大学4年になりゼミの研究が忙

ニュージーランドに住んでいる

ています。

清水 周作（第16期生）

います。

4月より母校でお世話になります。 大谷 侑平（第46期生）

昨年の10月に会社内に野球サー

自分が働くことで周囲を幸せにで
きればと思います。自分1人ではで
きないことも、多くの人の支えで

クルが有る事を知り、入部しました。 できると感じているこの頃です。

いい仲間とあえた。

しゃるのでびっくりしました。その

高校以来8年ぶりに野球が出来るよ

山田 文典（第17期生）

節は大変お世話になりました。いつ

うになり、楽しく充実した日々を過

までもお元気で。

ごしています。今後も、仕事に野球

す。

黒河 徹也（第31期生）

と両方を頑張って行きます。

寺山 恭平（第48期生）

京都府警でお世話になり32年勤
務となりました。厳しい治安情勢

東日本大震災で被災された方々

の中、頑張っております。

横田 征一郎（第43期生）

へ、お見舞い申し上げます。お亡く

社会人4年目に入り、業務が変わ

細やかでは有りますが、仕事、 なりになられた方々へ、ご冥福をお

ることになり、不安ですが、精いっ

中島 正剛（第18期生）

健康、
家庭円満に暮らしております。 祈りいたします。この震災で改めて
長西 和久（第19期生）
呉服業で頑張っています。
阿部 義則（第21期生）
いつも御案内ありがとうござい
ます。

感じたことがあります。日常生活、 尾髙 智章（第43期生）

大学で順調に単位がとれていま

勉学に励んでおります。
鎌倉 綾菜（第48期生）
昨年6月に引っ越しました。現在、
医療についての勉強をしています。
松崎 嵩大（第48期生）

仕事ができること、自分の周りにい

昨年、大阪学院大学大学院を卒

る関係者各位、すべてが当たり前

業して、社会人になり仕事にガン

ではなく、感謝の気持ちを忘れない

バッテいます。

おりませんでした。

ことです。1日も早い復興を祈願い

本田 昌利（第43期生）

山名 美貴子（第49期生）

2月から東京にて就職しております。

寺尾（旧姓・山川）恭介（第22期生） たします。
娘が学院高校47期で卒業し、現

ぱい、頑張っていきます。

國賀 裕紀（第47期生）

鎌倉 沙織（第44期生）

吉田 正仁（第32期生）

在、学院大四回生で、同じ学校で

最近はネットなどの普及でクラ

昨年、引っ越しました。現在は

学べた事はうれしく思っておりま

ブ活動の状況はすぐに知る事がで

某ギフトショップにて勤務してお

す。昨年も五月会に出席したおり、

き、全国大会に出場すれば絶対に

ります。

昔お世話になった（恐い）先生が現

見に行きます。

中嶋 健雄（第44期生）

大阪学院大学で2回生として頑
張ります。
笠井 亘（第49期生）
大阪学院大学情報学部在学中。
大江 築（第50期生）

会社員として働いています。

役でおられて安心しました。

無事三回生となりました。親戚、
その他知人にも、被災された方は

おかげさまで卒業し、春4月か
ら学院大学生です‼

廣済堂
文教ソリューション

学校経営を支援する
多彩なソリューションを
ご提供します。

印刷、
IT、
映像、
イベント、
人材等の幅広い事業リソースを活かし、

まずはお気軽にお問い合わせください

学校案内や広報誌の制作をはじめ、
HPや映像制作、
eラーニング、

株式会社廣済堂 文教ソリューションユニット

学生のキャリア教育・就職支援、
同窓会事務局の運営支援等、

〒560-8567 大阪府豊中市蛍池西町2-2-1

円滑な学校経営をサポートします。

TEL 06-6855-9241
http://www.kosaido.co.jp/
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今回は五月会の新会長に奥村氏が就任された年でもありますし、今

五月会親睦ゴルフ大会

大会も第２０回の記念大会でもありました。このような年に参加させ

１期生の穴田浩二さんが貫禄の優勝 !!

ていただき、また良い結果が出ましたこと、私にとりましては心に残
る一日となりました。

＜優勝者穴田さんのコメント＞

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

五月会親睦ゴルフ大会に参加

当役員の方々、学校事務局の皆さまに感謝申し上げますとともに、五

させていただき優勝という結果

月会の今後ますますのご発展をお祈りいたします。

に喜びを感じております。
大会当日の朝は予報通りの雨
でしたが、スタート時にはすっ
かり上がり、良いコンディション
の中でラウンドができました。
また、ご一緒させていただきました元府会議員の畠氏や槙原氏、奥
様との和やかな雰囲気の中、集中してプレーさせていただいたことが
実力以上の好スコアに繋がったと感謝しております。
そして、セルフプレーのラウンドでは、グリーンの芝目を読むのが難
しく思うようにいかなかったのですが、今回、キャディーさんのアドバ
イスがとても参考になり随分助けていただきました。

懐かし の恩師
懐かしの恩師

お元気ですか？先生

「今の私」
平成15年退職教諭

変わらぬ「良き校風」
上野

陽示

卒業生の皆さん
「お元気です
か」
。健康のことは当然として総て
のことに元気でなければ
「幸」
とは

上野先生の作品

先生こんにちは

社会科教諭

川端

則行

昭和63年に講師として奉職以来早くも23年が終わろうとしています。
この間、
担任や生活指導、
生徒会顧問団長、
学年主任を担当し、
こ
こ7年間は入試委員長として生徒募集に力を注いで参りました。

言えませんね。私は今肉体の方に

クラブ活動では、
昨年までラグビー部の顧問を22年間、
チアリーダー

不満を持っています。
まもなく後

部の顧問を 2 年間担当させていただきました。
もっとも印象深いのは大

期高齢者になろうとしていますが、

阪府 10 人制ラグビー大会で 2 回優勝、
チアリーダー部では JAPAN

精神はいたって健康です。常に前向きに生きていますから。小さな喜

CAP( 全国大会 )に出場したことです。勝利を目指し真剣に取り組む生

びも過大評価して喜びを増幅させていますから。

徒の姿は本当に素敵です。生徒たちから、
私はいくつもの感動やパワー

この心身のバランスが大切なのでしょうね。皆さんは卒業されて何

をもらいました。

年になりますか。必ず実感される日が確実に来ますから少しでも早く準

入試委員長としては、
少子化時代の中、
高校を取り巻く情勢は大変

備されるべきだと思います。
といいますのも新聞を見て先ず学院のこと

厳しい状況となっており、
各高校でも生徒確保に頭を抱えながら、
様々

が載っていないか探しますね。
たぶん皆さんと同じだと思います。一喜

な戦略を立てています。

一憂します。過去にできなかったことへの悔いの心が湧き上がってき

しかしながら、
本校では、
卒業生皆様のご協力はもちろん、
入試広

ます。
やり残しに対しての後悔でしょうか。
だからこそ明日への目標に

報業務は熱心な先生たちと事務の方々との絶妙な連携体制で行い、

対し
「できる限り挑戦」
が始まるのではないかと思います。
ここ数年は

また多くの在校生の協力もあり、
現時点では定員を割ることなく志願者

今までにできなかった趣味に生きがいを求めています。写真撮影と

を集めております。

ゲートボールです。被写体が同じでも、
写し方の工夫で何か素晴らし

改めて本校の発展は、
卒業生皆様の熱心なご指導、
ご協力あって

い作品ができないものかと悩みながらシャッターを切っています。
ゲー

のものだと感謝しております。
同窓会という組織の大きさ、
その結束力に

トボールでは、
きっと良い打ち方があるはずだと試行錯誤の繰り返し、

感銘いたしております。

はや十年経ちました。

私は、
本校の伸び伸びとした穏やかな優しい校風が大好きです。

でも諦める気はありません。今日

あふれる笑顔と元気な挨拶が飛び交う雰囲気の中、
相手を尊重する

は昨日よりきっと良いんだからと暗

気持ちを大切にする仲間がいる
「良き校風」
をさらに発展させるために

示をかけ、
楽しく頑張っています。
こ

は皆様のご協力が必要です。

んな毎日が今の私です。

今後も本校発展のために尽力して参りますので、
変わらぬご指導、
上野先生の作品

ご協力の程よろしくお願いいたします。
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第 53 回 学院祭開催 !!
今年度のテーマは「意思相伝」
、皆の思いを一つにし、友情を深め、学院祭を成功させようと開催されました。
グラウンドはクラスごとに工夫を凝らした応援用

体育
大会

の旗が彩る中、熱気のあふれる会場と変わり、午前
は徒競走の予選や綱引き等の様々な競技が行われま

した。午後は、最初に併設大学と本校吹奏楽部の高大連携による

文化
祭

教室では文化会クラブが1年間力を注いで作り上げ
た作品の展示や1年生のクラスによる趣向を凝らした
各種企画やダンス等の催しが披露されました。校内広

場では2、3年生によるたこ焼きや焼き鳥、フランクフルト等の模

合同マーチングが披露され、その後、名物クラブ対抗リレーと続き、

擬店の出店、中庭では有志の生徒、そして卒業生も参加し、ダンス

部員はユニホーム姿で一生懸命走り大会を盛り上げ、結果は陸上

やライブ、漫才が披露され、会場は大いに盛り上がりました。

競技部が勝利し貫禄を見せつけました。

また、体育館ステージでは軽音楽部によるミニコンサートやチ

徒競走の決勝戦では、クラス代表出場者に対して激しい応援合
戦が繰り広げられ、終盤は騎馬戦やマス・ゲームと続き、最後の
スポーツ科学コースによる集団行動では元気な掛け声があがり、

アリーダー部による演技を行い、日頃の練習の成果を思う存分発
揮しました。
クラス一丸となって、一生

複雑に交差する行進、スムーズな隊列

懸命競技に取り組み応援して

の組み替え等、これまでの練習の成果

いる姿が印象的な、若さと活

が発揮され、大きな拍手がわき起こり

気あふれるテーマどおりの学

体育大会が締めくくられました。

院祭となりました。

ゴルフ部 全国大会 大健闘 !!
平成23年8月4日(木)から5日(金)まで、ココパリゾートクラブ白山ヴィ
レッジゴルフコース（三重県）にて開催された「全国高等学校ゴルフ選
手権大会(団体の部)」において、昨年度王者の男子チームが4位入賞、

第 53 回 入学式挙行
平成23年4月6日 第53回入学式
を挙行しました。
当日は、天候にも恵まれ、新しい

女子チームが惜しくも準優勝と

制服に身を包んだ487名の新入生は

大健闘しました。

とても初々しく、活き活きとした表情で正門をくぐりました。また、正
門からは、たくさんの在校生が列をなし、初登校の新入生を温かく迎

ますます目が離せないゴルフ

えました。

部、今後とも応援の程よろしく

緊張感のある入学式でしたが、式終了後は、チアリーダー部による

お願いいたします。

歓迎の演技が行われ新入生や保護者を楽しませてくれました。

【女子団体の部】 26校出場

3年間の高校生活に胸を膨らませる新入生。
今後の活躍が楽しみです。

選手名（学年）

1日目

2日目

TOTAL

優勝

埼玉栄高校（埼玉）

219

210

429

準優勝

大阪学院大学高等学校

211

225

436

平成23年度のオープンスクール・入試説明会・学校見学会は、昨年

439

度に引き続き、多彩な内容で開催され、合計4,749名（保護者1,781名・

順

位

3位

沖学園高校（福岡）

216

223

オープン スクー ル・入試説明会・学校見学会開催！！
中学生2,968名）の大勢の方にご参加いただき大変盛況でありました。

【男子団体の部】 39校出場

ご参加いただいた皆様は、本校の充実した施設環境にとても満足さ

選手名（学年）

1日目

2日目

TOTAL

優勝

沖学園高校（福岡）

217

211

428

準優勝

本部高校（沖縄）

213

217

430

いで高校進学の方がおられましたら、ぜひ

3位

水城高校（茨城）

211

221

432

ともご案内いただきますようよろしくお願

4位

大阪学院大学高等学校

215

218

433

順

位

れた様子でした。
次年度、皆様のご家族、またはお知り合

いいたします。
※高校の資料請求06-6381-6661までご連絡をお願いします。

五 月 会 だ よ り
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野球部OB会開催のお知らせ
日

時：平成24年6月24日（日）午前11時から

場

所：大阪学院大学高等学校

申

込：同窓会事務局（℡06-6381-6661）

ゴルフ部OBの皆様へ
ゴルフ部は平成22年度にOB会を発足し、平成23年6月18日（土）
に第2回のOB総会を開催いたしましたが、残念ながら多くの皆様が連

OB会では府予選スタンド応援や部への寄贈など様々な支援を
行っています。
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17回OB会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 穴田 浩二

絡先不明で案内が返送されてまいりました。次回のOB総会は、一人で
も多くの方にご参集いただき高校時代の思い出話に花を咲かせていた
だければと考えておりますので、今までOB総会の案内がお手元に届い
てない方はぜひとも次のメールアドレスに卒業年度とご連絡先をお送
りください。多くの皆様のご連絡をお待ちしております。
ゴルフ部OB会事務局メールアドレス：gakuin.golf@gmail.com

バレーボール部OBの皆様へ
女子は、春高バレー大阪府予選ベスト16、大阪私学大会では第9位

バスケットボール部OBの皆様へ
平成23年8月14日にOB会を開催しました。新谷・西田・金新・増井・
山口チームと対戦、奮戦しました。行広監督率いる大阪学院大学が関

になり、近畿私学大会出場を決めました。男子は、新人大会で2部昇格
しました。
男女共に、日々練習に精進しておりますので、ぜひ足を運んでいた
だき、応援の程よろしくお願いします。

西リーグで優勝、一部昇格を果たしました。住所が不明な方、至急連
絡下さい。毎年3月と8月にOB会を開催しています。多数のOBの方々
の参加をお待ちしております。詳細につきましては、教員佐々木まで。

軽音楽部OB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。

剣道部OBの皆様へ
この度、剣道部OB会設立準備室を立ち上げる計画がございます。
つきましては、現役学生の応援や稽古会等のご案内をさせていただ
きたいと思っておりますので、下記のアドレスまで卒業年度を明記し
ていただき、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

「五月会だより」への広告掲載のお願い
「五月会だより」では、協賛広告を募集しております。
本紙は、毎年1回・2月発行で、本校が住所の確認できる同窓生全員（現
在約14,000名）に送付し、在校生にも配付しております。

昭和62年度卒 剣道部OB 山田 豊嗣

つきましては、自営業の方、企業にお勤めの方、個人の方を問わず、

PCメールアドレス gideon-yamada@nifty.com

どなたでもけっこうですので、五月会へのご支援の一助とお考えいただ
き、事業・商品ＰＲ広告あるいは求人等の情報広告をご掲載くださいま
すようお願い申し上げます。

特別企画!!
五月会親睦ゴルフ大会のお知らせ

内容（サイズ）
●記事広告〈お店紹介〉
（カラー）
A：1/4頁（ヨコ91㎜×タテ132㎜）…………… 20,000円

恒例の五月会親睦ゴルフ大会も気が付けば、20回を越える歴史ある
大会となり、
五月会創設も平成24年5月を持ちまして45周年となります。
これもひとえに皆様のご指導とご協力のたまものと感謝申し上げます。

※４００字程度の紹介文＋写真2、3枚

●一般広告（カラー）
B：全２段（ヨコ184㎜×タテ88㎜）…………… 20,000円
C：半２段（ヨコ91㎜×タテ88㎜）……………… 10,000円

つきましては、第21回のゴルフ大会は、次の要領で1泊2日の盛大な

D：全１段（ヨコ184㎜×タテ44㎜）…………… 10,000円

大会にし、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

E：半１段（ヨコ91㎜×タテ44㎜）……………… 5,000円

参加したことがない方もこれを機に、ご家族・ご友人をお誘いのうえ、
ぜひご参加ください。皆様のご予定に応じたプランを多数ご用意いた
しておりますので、詳細につきましては、お電話にてご確認の程よろし
くお願いいたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
親睦ゴルフ大会 幹事 足立 英行(6期生)・工藤 喜一（39期生）

日
場

時：平成24年6月11日(月) 〜 6月12日(火)

※同封の挟み込み別紙をご参照のうえ、本紙・表紙下部に記載の同窓会事務
局にお問い合わせください。

五月会だよりはＯＢ会皆さんの交
流のかけ橋です。誌面の感想、近況
報告等何でもジャンルは問いませ
ん。原稿を事務局迄お送り下さい。

所：朝日白浜ゴルフクラブ白浜コース・併設ホテル宿泊(和歌山県）

第24回総会にて任期満了に伴う理事の改選がありました。会長には
6期卒の奥村一朗氏が選出されました。奥村一朗新会長初め新理事役

※現地集合・現地解散となります。

員の皆さん、5年間宜しくお願いします。

金

額：29,300円(税込)※会費（賞品代）別

詳

細：1泊2ラウンド(朝食×2・昼食×2・夕食・懇親会食付)

会

費：3,000円 ※賞品代として

和田和巳前会長、5年間お疲れ様でした。前任の和田会長は就任当初
※12日のみ

その他：食事の有無や1日(1ラウンド)のみの参加等のご要望にも対応いたします。
受

付：参加をご希望される方は、5月19日(土)までにご連絡をお願いします。

申し込み・連絡先：TEL 06-6381-6661
大阪学院大学高等学校 同窓会事務局(前川・藤本)

から五月会が未来永劫盛会を期する為には、財務基盤の強固が不可欠
と言われ強化に傾注され、盤石な礎を築いていただきました。感謝！
今号から紙面を一新し、従来の新聞様式の縦書から情報誌式の横書
にしてみましたが、皆さんの印象は如何でしたでしょうか。また、郵送も
紙封筒から透明ビニールに変え、講読率の向上と経費節減を図りました。
今回、五月会総会も25回目を迎えます。懐かしい仲間と楽しいひと
時を過ごしませんか。今回の五月会に是非来て下さい。

