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平成 26年5月18日
（日）

月

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」 徒歩 1 2 分
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。

大阪学院大学高等学校同窓会五月会事務局
メールアドレス

TEL：06-6381-6661

FAX：06-6382-1191

satsukikai@hot.ogu-h.ed.jp
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部が東京ディズニーランド創立３０周年の記念パレードにマーチング

ごあいさつ
奥村

会長

一朗（第6期）

バンドとして参加するなど、
後輩たちの活躍を新聞やメディアなどで
見られる機会も多くなってきたことは皆様も感じておられることと思いま
す。
いずれ社会に巣立つ母校の後輩たちを温かく見守り、
社会の先
輩としてできうる支援を皆様と共に考えたいと思っております。
一方私たち卒業生も地域であるいは団体・企業において中心と

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にご理解とご協力を賜りまして、
この場をお
借りいたしまして心よりお礼申し上げます。

なり、
激動の社会を生き抜く中で人と人とのつながり、
親交を温めるこ
とは重要で不可欠なことです。
学院高校で培った人の輪、
同じ学び
舎を巣立ったことの親近感や信頼は言葉では表せない心のつなが
りと言えるでしょう。
そうしたつながり、
連携の場を提供していける同窓

和田前会長の後を受け、
早くも３年が経とうとしております。
時の流

会として発展を遂げていくことを願っています。
そしてこの五月会と学

れは早いもので、
すでに任期の半分を過ぎようとしておりますが、
これも

校当局とが互いに連携・協力をすることにより、
母校をますます盛り上

ひとえに多くの皆さんの支えによるものと深く感謝申し上げます。

げていこうではありませんか。

さて、
母校大阪学院大学高等学校は学校創立から５５年を迎え、

５月には恒例となりました
「五月会定時総会・懇親会」が今年も開

卒業生も２万５千人を超えてまいりました。
ご子息が母校に入学したと

催されます。
この機会をご利用いただき、
いろいろな年代の方々と交

いう方も数多くおられ、
地域でも職場でも卒業生の輪は広がっている

流をしていただき、
卒業生の輪をさらに広げていただくとともに、
昨年

ことと思います。

以上の卒業生の方々にお集まりいただき、
母校談義に花を咲かせて

また最近は母校の後輩たちの活躍はめざましく、
今年度もバスケッ
ト

いただけることを楽しみにしております。

ボール部
（男子）
が、
昨年８月に行われた全国高等学校バスケッ
トボー

最後になりましたが、母校後輩の活躍と卒業生の皆様のご健康

ル選手権
（インターハイ）
において並み居る強豪校を撃破し、
ベスト８と

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

いう素晴らしい成績を収めたとのことです。
文化系クラブでも吹奏楽

せていただきます。

第26回

総会開催報告

平成24年度 五月会会計決算報告書
平成24年４月1日から平成25年3月31日まで

平成25年5月19日(日)に大阪学院大学高等学校同窓会五月会総会・

収入の部

科

懇親会を開催しました。

会

前日の予報では天候が危ぶまれ、参加人員に影響が出るので

に別れを惜しむかの様に降りだしてきました。当日は恩師・学

モニカ演奏で、会を

校関係者を含め84名の方にご参加いただきました。

大いに盛り上げてい
ただきました。

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

次回は、今年に増

事では、皆さんのご協力のもと無事に報告を終えることができ

して多くの友人をお

ました。

誘いの上、皆様のご
参加をお待ちしてお

合

なお、総会につい

先生にご参加いただき、卒業生と昔を思い出しながら、楽しい

ては、以下の議題に

時間を過ごしていただきました。また、毎年の恒例となりました、

基づいて審議・討論・
承認いただきました。

（単位：円）
要

摘

15,435,470

計

19,898,752
（単位：円）

支出の部

科

目

金

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
合

額

105,000
30,000
913,500
131,100
475,920
1,089,000
94,983
270,000
16,789,249

計

ります。

し園副校長・垂谷教頭・富宿先生・内牧先生・佐々木先生の諸

額

4,450,000 会費収入
10,000 広告収入
3,282 定期預金・普通預金利息

入

前年度繰越金

園副校長先生のハー

食事をいただきながら、恩師の神田先生・福本先生をはじめと

収

受 取 利 息

懇親会が終わるまでは何とか持ちましたが、解散すると同時

懇親会では今年も川﨑食堂さんにご協力いただき、おいしい

金

費

雑

はと心配しておりました。

総会では、副会長の髙田さんに司会をしていただき、奥村会

目

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

19,898,752

財

産

目

録

平成２５年３月３１日

科

目

普 通 預 金
定 期 預 金
合

計

1.平成24年度 事業報告について
2.平成24年度 決算報告について
3.平成24年度 会計監査報告について
4.平成25年度 事業計画
（案）
について

金

額

備

（単位：円）
考

6,688,594 池田泉州銀行吹田支店
10,100,655 池田泉州銀行吹田支店
16,789,249
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募展で優秀校に選ばれています。
他にも優れた成績を収めたクラブが多くあり、これから活躍を期

ごあいさつ
学校長

待できるクラブも日々修練に励んでいます。

佐古

丞

このように、在校生諸君は、各自がそれぞれの分野で充実し
た高校生活を送ってくれているように思います。

このところ、本校校舎の壁面に数本の垂れ幕が常にかかって

昨年から、土曜日を「サタデー・チャレンジ」と位置づけて、

いるのをご存知でしょうか。もちろん、本校の運動部や文化部など

新しい試みを行っています。まずは、学院高校の生徒であるとい

の素晴らしい活躍を顕彰したものです。

う自覚をもつことから始め、各種検定・資格試験への挑戦、コミュ

昨年の活躍を振り返ってみると、ゴルフ部は、関西高等学校

ニケーション能力の向上のためにクラスでグループでの討議や研究

ゴルフ対抗戦で男子が優勝、女子が準優勝し、全国大会の団

を行ったり、各自の得意科目の充実、不得意科目の克復など、さ

体戦にそれぞれ駒を進めました。また、個人でも国体女子の部で

まざまな挑戦ができるものと考えております。まだ、始めたばかりで

個人優勝を成し遂げました。バスケットボール部も北九州総体で

すので、今後、改善を図ってより充実したものとし、一層魅力的

全国ベスト8に輝きました。チアリーダー部は、日本選手権大会で

な学園にしたいと思っております。

過去最高の7位に入賞しています。
女子テニス部も、全国選抜高校テニス大会に2年連続2回目の
出場を果たしました。文化部では、書道部が全日本高等学校公

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、
時にはご来校いただき、在校生の様子などをご覧下さり、ご助言
を頂戴できれば幸いに存じます。

五 月 会 表 彰 式

●テニス部（女子）

五月会では、成績優秀およびスポーツ・芸術活動・社会活動

●バスケットボール部（男子）

全国選抜高校テニス大会（団体の部）べスト32

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

全国高等学校総合体育大会 べスト8

行っています。平成25年度の表彰クラブは次のとおりです。

●日本拳法部

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。 全国高等学校日本拳法選手権
【表彰式：平成26年1月18日(土)】

大 会（男子/女 子 個人の部）

●ゴルフ部

べスト32

全国高等学校ゴルフ選手権大会（男子/女子 団体の部）男子17位 女子10位

●吹奏楽部

全国高等学校ゴルフ選手権大会（男子／女子 個人の部）10位T

大阪府吹奏楽コンクール北摂地区

日本ジュニアゴルフ選手権競技（男子／女子 個人の部）26位T

優秀賞

●チアリーダー部
チアリーディング日本選手権大会 7位入賞
第23回五月会親睦ゴルフ大会

38 期生 文 孝彦さんが二連覇達成 !!
恒例の第23回親睦ゴルフ大会を開催い
たしました。

当日は天気にも恵まれ、そして高校ゴルフ部の女子部員にキャ
ディーをしてもらい、後輩の前で頑張らなければという思いも良
い結果につながったのだと思います。
そしてこの五月会だよりをご欄になられている皆様にご報告が
ございます。

今年は、本校の女子ゴルフ部がお世話

本校卒業生の大堀裕次郎君が平成25年度の日本アマチュアゴ

になっているゴルフ場ということもあり卒

ルフ選手権大会に優勝しました。これからのゴルフ界を背負って

業生にキャディーをしていただき、在校生

立つプロゴルファーになると思いますので、皆様どうぞ応援の程

との親睦も深めることができました。

よろしくお願い致します。
最後になりましたが、この五月会親睦ゴルフ大会を開催してく

平成25年10月27日（日）

ださった五月会役員の皆様、高校関係者の皆様に感謝申し上げま

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

す。ありがとうございました。

＜優勝者のコメント＞
まさかの2年続けて「優勝」という結果に、大変驚いております。
昨年は大先輩方との緊張の中でのゴルフでしたが、今年は普段
から親交のある大学の先輩方とのラウンドでしたので緊張のカケ
ラもないゴルフとなりました（笑）
。まさにお二人に挟まれ楽しくゴ
ルフをさせて頂いた結果の「優勝」だったと思います。
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同窓生からの便り

「便り」は、平成 25 年に事務局へ
郵送していただいたものです。

第 26 回五月会総会出欠回答ハガキより

に毎日を送っております。
（参加台数120

平成 26 年 2 月 28 日発行
ントがあり行けなくなりました。いつか

台）

行けるときができたら行きます。

入江 克彦（第5期生）入学式のシーズ

萩原 英伸（第8期生）五月会同級生か

ンですね。半世紀前（50年前）フェスティ

らの便りの中に、記憶にある名前が！

バルホールで、学院高校の入学式に参

懐かしく当時の記憶が蘇りました。柔

加させて貰ったことを思い出します。そ

道家であった彼は警察官志望だったと

本村 輝夫
（旧教職員）
80才になりました。 り変わっていなかったので安心しました。 の時お話をして下さったのが芦田伸介
螢池公民館で「S・E・S」の名称で、60才

遠藤 健一（第2期生）
“五月会だより”
を （俳優）さんで懐かしい思い出です。

記憶しております。夢かなったかな～
私の方は在校中美術部、部長、副部長

以上の方にボランティアで「英語」を教

読むたびに、自営業をしていますので大

米澤 講治（第5期生）昨年、旧友の訃

を務めさせていただきましたが、当時

えています。皆さんと一緒に楽しみなが

変励みになり楽しみにしています。

報に接し帰郷しました。弔問の後、食

の夢であったか定かではありませんが、

らやっています。五月会の発展を祈りま

塚田 卓實（第2期生）いつも五月会だよ

事しながら次に誰かが亡くなっても、

今も現役でデザインの仕事に日々勤し

す。

りを有難うございます。元気で頑張って

もう集まらない事にしようと話し合い

んでおります。
河内 幹雄（第8期生）卒業以来44年、

西田 一郎（旧教職員）81才、元気です。 います。母校の益々のご活躍と発展を

ました。歳が歳ですし年金生活ですか

宮里 泰永（旧教職員）51年間数学教師

祈っております。

ら。お元気で、でもやっぱり知らせて

9月には退職して年金生活に入る予定

をしてきましたが、去年3月に退職いたし

嶋屋 幸彦（第2期生）総会（第25回）に

下さい。行きます。

です。五月会のご発展を祈ります。

ました。今は家でのんびりと過ごしてい

初めて出席、自分が学んだ場所ではなく、 山下 五十三（第5期生）3人の子供たち

森下 政秋（第8期生）野球部の甲子園

ます。

少しガッカリしましたが、今の方が環境

と5人の孫たちと元気にくらしています。

出場をOBとして毎年期待して応援して
おります。

藤本 務（旧教職員）五月会だより楽し

はいいですね。出席して仲間に逢え最高

大道 一夫（第5期生）年金生活になり

んで読んでいます。ご盛会を祈ります。

でした。

身辺整理と掃除に追われる中、鳩を飼っ

油野 辰夫（第9期生）昨年38年間の教

中村 一郎（旧教職員）3月をもって大阪

福利（旧姓・乾）真砂子（第2期生）介護

て楽しんでおります。五月会の益々のご

育畑一筋の公務員生活に別れをつげま

学院大学を退職致します。

に忙しい毎日を送っています。

発展を祈っております。

したが団体職員として子どもたちにか

杉阪 徹英（旧教職員）毎年ご案内あり

放示 貞之（第3期生）3月末日にて、第

大橋 均（第5期生）元気で農業をして

かわる仕事についております。もう少し

がとうございます。元気です。昭35 ～ 39

二の職場を退職しました。これからは校

います。

頑張ります。

年の4年間なつかしく想い出しておりま

区の仕事をしようと思っております。

塩田 康博（第5期生）元気にしておりま

田中 浩一（第9期生）定年退職し、自

す。

加島 賢一（第3期生）昭和39年3月大阪

す。五月会の発展を祈っております。

由にシニアボランティアをしたり、卓球

岸 孝一（旧教職員）77才になりますが

学院大学高等学校卒業、旧校舎には体

柴田 勘彌（第5期生）年金生活も板に

などをして楽しんでいます。

お陰さまで元気で頑張っています。

育館が無く入卒業式とも共吹田市民会

ついてきた。団塊世代諸君、毎日をどの

近藤 弘幹（第9期生）2011年11月末日

安達 修三（旧教職員）五月会のご活躍

館で行いました。今五月会だよりを見る

ように過していますか？ 私はトレイル

でエース証券を定年退職、37年間の勤

を念じています。

につれ立派になった母校に、学院健児こ

ラン（野山）を走り回っています。同窓会

務終了、元気に遊んでます。
（吹奏楽部

大出 幹雄（旧教職員）盛会を願ってい

こに有り、魂が騒ぎます。

に参加し、青春を語り合おう。
「我々学年

でした）

ます。

塩崎 美一（第3期生）小学校と中学の

の参加が少なすぎます」

野々村（旧姓・森脇）茂樹（第10期生）3

前中 隆
（第1期生）何事も？普通に継続

同窓会の幹事をしています。遊びやボラ

鈴木 教人（第6期生）何とか動いてお

月31日付で大阪府立泉北高等支援学校

ります。

を定年退職しました。35年間教職につ

して行く事の大切さ。仕事も人間関係も、 ンティアでガンバッテます。次回は参加
そして趣味・嗜好も、決して急行や特急

をしたいと思います。

藤井 千秋（第6期生）年金生活で自由

いていました。やれやれ・・・、という感

にならず。 命ある限りと思う今日この頃

峯松 博（第3期生）五月会だより、あり

な毎日です。

じです。あとは再雇用も含めて自由に

です。

がたく拝見させていただいております。 淡野 正明（第6期生）元気に頑張って

久米（旧姓・ 岡）要子（第1期生）いつも

現在もアルバイトとして身体を動かして

お世話になっております。
今年古希
（70才） おります。身体が資本ですので元気な間

生きていきたいです。

ます。

柳川 稔（第10期生）仕事と市内北区

小賀野 純一（第6期生）梅花学園、梅

スポーツ推進委員として元気でやって

を迎えますが、気持は若くこれからも元

頑張るつもりです。これからも五月会の

花東幼稚園で元気に勤務しています。

います。

気で毎日を過して行こうと思っておりま

益々のご発展をお祈り致しております。

夏目 美紀夫（第7期生）すこぶる元気

中西 義 治（第11期 生）東 北に来て、

す。

橋本 正実（第3期生）毎年五月会だよ

で暮らしております。色々と習い事やら

早40年、学舎も大学に変り残念に思い

畠 成章（旧名・政俊）
（第1期生）運転免

り有難度う！！

整体やら外出する事も多く、忙しく毎日

ましたね。遠のいて行く学生時代残念。

許の切りかえで70才を感じました。現職

山添 時彦（第3期生）元気に仕事をし

を過ごしております。又皆様にお目にか

引退後、フリーですが前職関係上、一団

ています。又、近所の畑を3区画借りて

かれるのを楽しみにしております。
悦 治（第7期 生）昨 年 八 月 に40

中垣内 秀樹（第12期生）あおみ建設
（株）
（旧佐伯建設工業（株）
）に勤務し、

体だけはかかわりがございます。大阪エ

野菜作りに励んでいます。学院のます

川村

ヴェッサ後援会の名誉副会長をしており

ますの発展繁栄を心よりお祈り申し上

年間勤務して退職しました。大阪学

水田 末則（第12期生）元気です。

ます。
（尚、今野翔太選手、卒業生。
）貴

げます。次年度はぜひ出席したいと思

院高校、3年間楽しい思い出に残って

朝田 和弘（第13期生）毎年同窓会に
出て楽しく過ごさせていただき有難う

元気にしております。

校のご繁栄をご祈念します。

います。

います。学院が立派になりうれしく

金田 次郎（第1期生）道頓堀の歴史遺

立川 勝文（第3期生）学院の益々のご

思います。神田先生や同期生に会う

御座います。神田先生に出会うのが楽

産「二ツ井戸」の復元を成功させました

発展を祈念致しております。

ことを楽しみにしています。

しみです。

お蔭で「中央区まちのすぐれもん」に認

横山 一己（第4期生）
「選挙レンタルの

山口 徹（第7期生）五月会だより、いつ

西村 正美（第13期生）学校を中心に

定されました。

ヨコヤマ」を立ち上げました。学校卒業

も楽しみにしております。

スポーツ合宿や文化系合宿支援の（株）

樋口 昭夫（第1期生）野菜作りに専念し

以来今日までレンタカーの営業畑で生涯

井上 富士男（第7期生）シニア社員と

ニチレクに勤務しております。兵庫県

ています。又、地域の防犯、自治会（役員） 現役、今なお営業の第一線で指揮を執っ

して（株）朝日オリコミ大阪という会社で

北部ハチ北に「お宿ひさ家」
、うわのビ

現役で頑張っています。

レッジ等の宿泊施設があります。又、
西宮市鳴尾に明和病院内レストラン「無

で活動しています。

ています。そして此度選挙用レンタカー

三木 照男（第1期生）毎日、家の近くを

も始めました。

池田 修司（第7期生）私の方は定年後

５Kｍ程、散歩しています。

末光 正彦（第4期生）卒業して48年！

も単身赴任で生活中です。もう少し今の

糖派ダイニングひさ家」
、心斎橋に和風

定兼 澄（第1期生）食品卸会社に於い

現役正社員にて仕事してます。取りあえ

エンジニアの仕事をやっていきます。

居酒屋「ひさ家」等、飲食業も運営し、

て現役で仕事をしております。

ず70才迄は行きましょうか・・・！

田中 武雄（第7期生）再雇用で現在も

皆様、是非ご利用下さいませ。

山口 英樹（第1期生）月一の山登りとジ

髙田 純一（第5期生）同窓会の皆様お

業務しております。

大西 修二（第13期生）家内と二人で、

ム通いの日々です。

元気ですか？ 毎日、元気で楽しく過ご

弥重 功（第8期生）昨年、新しい職場

飲食店を始めて34年目になります。こ

山 田 義 次（第2期 生）前 会（25回 記 念

しています。

が見つかりせっせと通勤しております。

れからも一日一日を大切に楽しく、ガン
バッていきます。

2012年5月）卒業してから実に49年振りに

山下 信幸（第5期生）5月5日に福井市

安定しそうなので来年こそ参加したいと

同窓生が東京より出席してくれましたの

で実施されるクラシックカーミーティン

思います。

西光 晴彦（第13期生）大学教育の道

でお逢いすることが出来まして、ほんと

グ大会に参加するための準備等で昭和

下奥 景士（第8期生）今年出席予定し

に携わり34年目、社会貢献として全日

うになつかしく、嬉しかった。お互い余

53年のセドリック・ディーゼル車の整備

てましたがボランティアサークルのイベ

本学生拳法連盟事務局長を10年。輝き
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の青春は学院高時代の3年間。これが自

阿部 義則（第21期生）いつも御案内

添田 順造（第27期生）同じ会社で20年

上田 有輝（第42期生）ドコモで、7年

身の人格形成の根幹を築いた時代。感

ありがとうございます。本会の益々の

間頑張っています。良いこともあるし、

目の2012年 度 は、関 西 で5000人 近 い

謝！ 感謝！

御発展をお祈り致しております。

悪いこともある。

ショップスタッフがいる中で、4位の成

東 康秀（第15期生）現在は介護の仕事

頓名 公文（第21期生）以前より同窓会

中西 敏夫（第28期生）自営の酒屋を継

績を取る事が出来ました。8年目となる

いで15年以上経ちました。

2013年度は、更に上を目指して1日1日

で毎日頑張っています。私達の時代は男 「OG21クラブ」で集っていましたが21世
紀！我々の時代と言っていたところ、大

西村 孝光
（第29期生）
4月に結婚します。 を大切に頑張って行きます。

ので何かうらやましいですネ。

震災・・・今はチャリティークラブとし

これからもよろしくお願いします。

尾髙 智章（第43期生）システムエン

町田 賢一（第15期生）現在、和光純薬

てゴルフ、総会、釣り大会と行事の度

上窪 裕之（第29期生）2010年2月から

ジニアをしています。日々残業をして

子校でしたけど今は共学になっている

工業（株）大阪支店勤務 皆様お元気で

に募金し各所に寄付させて頂いており

週一回、”
地域活動支援センター ”
に通っ

ガンバッていますが好きな仕事ですの

お過しでしょうか。次回の再会を楽しみ

ます。気になる方は連絡お願いいたし

ています。

でやりがいあります。

にしています。

ます。

鈴木 信隆（第30期生）自分が何期生

濱田 盛生（第43期生）昨年より新し

加茂野 真（第15期生）産経新聞社生

柴田 哲男
（第21期生）
シバタセスコ
（株） かわかりました。ありがとうございま

い勤め先に転職し、忙しい日々を送っ

活情報センター勤務。

自営、代表取締役社長。

す。

ております。

蓬田 一博（第16期生）五月会だより、 寺 尾（旧 姓・山 川）恭 介（第22期 生）

黒河 徹也（第31期生）昨年、生まれた

今泉 史花（第44期生）とっっても可

毎年楽しみにしております。秋田に移

毎年五月会楽しみにしています。いつ

長女、結菜。すくすく成長している姿を

愛い息子に恵まれ、母歴2年となりまし

住して28年が経ち、こちらでの生活の

も友人と一緒に出席、学生に戻ってま

見て時間が経つのが、以前より早く感じ

た。とっても幸せです。

方が長くなりました。現在は、孫を含

す。それに先生、諸先輩方のお話も聞

ます。病気をせず、このまま成長してい

渡士 剛史（第44期生）就職先を探す

め家族8人と愛犬2匹、賑やかな日々を

けて楽しいひと時有り難うございま

くのが楽しみです。今までと違った時間

べく日々奮闘しております。大阪学院

過ごしております。五月会同窓会参加

す。五月会お世話係の方感謝しており

の過ごし方、ライフスタイルが変わり、

で学んだ事がつい最近のようで懐かし

は一度もなく、いつの日か参加させて

ます。

一段と充実した人生を過ごしています。

いです。

いただきたいと思っています。母校大

木村 康彦（第22期生）今は仕事が変

吉田（旧姓・池田）正仁（第32期生）今現

芝野 雄一郎（第45期生）私は、以下

阪学院の益々のご発展を祈念致してお

わって5年目ようやく軌道にのりました。

在広島に住んでいます。私が高校生の

の4つを近況とし記します。
①2012年3

ります。

三好 徹（第22期生）相変わらず。

頃はスポーツはあまり目立つ活躍があり

月・・・明治国際医療大学鍼灸学部鍼灸

志野（旧姓・湯川）正己（第17期生）朝は

小森 亨（第22期生）五月会をこれから

ませんでしたが、今はゴルフやテニスな

学科卒業 ②2012年4月・・・京都仏眼

パン屋さんへバイト、昼は自営業の酒屋

も続けて行ってください。

どが頑張っておりOBとしてうれしく思い

医療専門学校入学 ③2013年3月・・・

の配達、夜は立ち呑みのマスターと頑

米田 久範（第23期生）フェイスブック

ます。

はり師・きゅう師国家試験合格！免許

張ってます。

で8年後輩と友達になったりしています

西田 将（第33期生）相変わらず元気で

取得 ④2013年4月・・・柔道整復学科

。
池村 亮治（第17期生）テニスコーチと （笑）

やってます。行政書士資格取得の挑戦

2回生（仏眼）進級！
柴垣 智啓（第45期生）柔道整復師免

して、35年。独立して20年を迎えること

岩見 勉（第23期生）お陰様で元気に暮

はまだまだ続いています。

ができました。これもひとえに、大阪学

らしております。母校の繁栄を陰ながら

村田 和哉（第34期生）江坂にて税理士

許を取得し、医療現場に出て、４年に

院テニス部、恩師上野先生をはじめ、先

願っております。

事務所を開業いたしました。思う存分頑

なります。骨折、脱臼、捻挫、打撲等、

輩方の御指導のおかげです。ありがとう

安岐 隆弘（第23期生）五月会だより、 張ります！！

ございます。

いつも楽しみにしています。昨年の五月

平田 晶一（第17期生）五月会だより、 会で内牧先生にお会いできてうれしかっ

急性外傷のプロとして、早期回復・復

川口 智和（第36期生）
自分達の恩師が、

帰のために、最良の処置を心がけてお

近況も解る範囲で載せて頂けると有難

ります。

いつも楽しみにしています。

たです。未熟な私ですが、今後ともよろ

いです。

中村 友美（第46期生）社会人3年目に

竹内 政雄（第17期生）長男が4月より

しくお願いいたします。

中辻 一登（第36期生）結婚しました。

突入です。仕事にも慣れ、日々営業活

社会人となります。恩師の皆様、同級生

森永 啓典（第24期生）学参出版社勤

裏垣 一（第38期生）ニュージーランド

動に奮闘中です。頑張ります！

の皆様、五月会だよりを通じてなつかし

務中。

に住んでいます。皆様によろしく。

大東 佑輔（第46期生）毎日、元気に

く思い出にふけっております。

平岩 正勝（第24期生）今通信教育で

佐古 健介（第39期生）2013年3月17日

過ごしています。

山田 文典（第17期生）京都府警に入っ

学んでいます。仕事の合間をぬってにな

に吹田市立千里山・佐井寺図書館へ東

田中 清人（第48期生）大学を卒業し、

て36年、南丹警察署で管理の仕事をし

りますが自分を見つめ直す大切な機会と

日本大震災の写真展を見に行きました。

ドラッグストアで働くことになりました。

ています。

うけとめてがんばっております。

私の住む吹田市の山田と同じ地名の岩

荒れ狂う社会の中ですが、絶対に負け

奥田 一郎（第17期生）業務用品総合販

宮本 洋一（第24期生）平成25年4月1日

手県の山田町も含め、被災地の復興を

ません。

売会社を経営してがんばっています。

付で兵庫県西宮甲山高等学校に転勤し

お祈りします。

山﨑 凌（第48期生）立命館大学大学

松井 一博（第18期生）今年息子が大

ました。

六車 俊仁（第39期生）昨年1月に1児の

院言語教育情報科で英語教育学の勉

阪学院大学高等学校に入学します。親

中川 一也（第26期生）いつも楽しみに

父となり、4月の転勤にも慣れました。

強と研究をしております。

子でお世話になります。

読ませていただいてます。平成7年看護

大西 直樹（第40期生）4月から勤務先

白羽 弥月（第49期生）白浜アドべン
チャーワールドで働いています。

下田 益民（第18期生）菓子工房益民山

師国家試験に合格後、看護・医療に従事

がかわりました。新たな気持ちで頑張り

月庵、昨年創業20周年迎えました。
ＨＰ

してます。昨年より、吹田市の財団に勤

ます。

見て下さい！ 今年もよろしく。

務することになり、昔なつかしい学生時

宮﨑 健（第40期生）社会人になり、10

上野 詔一（第18期生）医薬品会社で勤

代の沿線をつかっています。

年目になります。

す！！！ 『待てば海路の日和あり』の

務してます。

小寺 達也（第26期生）この度は、五

清水 祐（第40期生）昨年末、司法修習

気持ちで頑張ります！

冨岡 浩史（第18期生）長岡京市議会議

月会における年に一度の「だより」に

を終え、弁護士資格を取得しましたが、

員（4期目）としてがんばっています。

私共を掲載して頂き誠にありがとうご

法律事務所への就職先がなく、只今、厳

忙しい日々が続きますが頑張って来て
ます。偶には学院高校に寄りますけど、

笠井 亘（第49期生）学院大4年となり
「就 活」を 頑 張 って いる 真 っ 最 中 で

岡 竜平（第50期生）勉強に弓道に

糸井 裕貴（第18期生）元気で頑張って

ざいました。野球部OBとして、後輩達

しい就活中です。

います。

の甲子園出場を夢みています。

高橋 健太郎（第42期生）平凡に、変わ

今では、新しい趣味に没頭中です。

長西 和久（第19期生）同窓会のご案内

石原 慎司（第27期生）福岡こども短期

らず、この辺で勤めています。普通の生

田中 花通（第51期生）大学2回生にな
りました。ご盛会お祈りいたします。

ありがとうございます。現在も変わるこ

大学の専任講師（音楽）になりました。 活が、日々おくれて幸せです。京都線に

となく呉服業をやっております。

阿部 勝（第27期生）いつもご案内あり

乗るとき、左右に母校があり、この辺で

松﨑 真優（第52期生）近畿大学経営

丸山 秀文（第19期生）中国大連にて会

がとうございます。子供達も高校入試の

生活できることのありがたさをかみしめ

学部にて学び、中・高校でやっていた

社を設立しました。まだまだがんばりま

年齢になり自分の時よりドキドキしてい

る日々です。母校にありがとうです。

吹奏楽を近大でも頑張っています。良

す！

ます。無事に合格してハッピーな高校生

重 信 孝行（第42期生）高3の担 任で、

き友人・先輩に恵まれ楽しい日々です。

大西 充展（第20期生）いつも案内を頂

活を送ってほしいと思います。

バスケ部で3年間お世話になった垂谷先

森 允哉（第52期生）3年間お世話にな

きありがとうございます。後輩の垂谷君

岩崎 智彦（第27期生）今年、2人の息

生が、昨年から教頭先生になっておられ

りました。

が教頭とは
“ビックリ”
です！

子がそれぞれ大学1回生、高校1年生に

た。先生すごいなぁ！！ 僕も仕事頑張

笠松 オリエ（第52期生）大阪学院大

田中 康夫（第20期生）米国滞在。

なります。

ります。

学に進学しました。
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懐かしの恩師
先 生 こ ん に ち は

お元 気で す か ？ 先 生

「退職後の私」

平成25年退職

堀

「良き伝統を引き継いで」

正典

府川

昭彦

平成25年3月31日をもちまして、大阪学院大学高等学校を退職いたし

平成8年に専任教諭として奉職して、気がつけばあっという間に

ました。在職中は、公私共格別の御懇情を賜りまして誠に有難う御座い

18年が終わろうとしています。気持ちはまだまだ若手のつもりで

ました。奉職以来今日まで大過なく定年を迎え得ましたことはひとえに

すが、年齢的には中堅になってきました。

皆様の御指導と御支援に依るものと存じ厚く御礼を申し上げます。退
職後も変わらぬ御交誼を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

平成25年度から、入試委員長を拝命し、生徒募集の広報担当を

また、多くの生徒・卒業生たちとの良き出会いにも恵まれ、私の一生

することになりました。ほぼ毎日が出張という生活になり、生徒

涯の財産となりました。平成25年2月には、剣道部の卒業生たちから私

たちとのふれあいが少なくなり、さびしい気持ちもありますが、

の退職記念祝賀会を開催していただき、記念品や多くの祝電もいただ

一生懸命がんばっていきたいと思っております。

きました。誠にありがとうございました。卒業生たちも親になられ子供
と一緒に剣道をやり始めた方もおられるとよく耳にします。非常に良い
ことだと思います。
退職してから毎日行っていることは、ストレッチ、素振り、ウォーキン
グで約1時間半から2時間体を動かしております。それと朝日新聞の天声
人語を書き写しています。また、週に2日ほど近くの道場に通い、一般

入試広報では「大阪学院の良いところはどこか」ということをよ
く考えます。
一番は、学院生は優しく気持ちの良い生徒が多いことです。
学校行事の際、多くの生徒たちにお手伝いをお願いしますが、
「先
生まかせといて」と気持ちの良い返事が返ってきます。

の方や少年剣道士たちと一緒に汗をかいています。妻ともよく旅行にも

また、私の授業終了後に男子生徒が近づいてきて、質問？と思っ

行っておりセカンドライフを満喫しております。以上にて私の近況報告

ていたところ、のど飴を私に手渡して一言「先生、声でてなかった

とさせていただきます。

から」と、あまりの優しさに涙が出そうになりました。この他にも、

末筆ではございますが、皆さまの益々のご健勝とご多幸を心よりお
祈り申し上げます。

生徒の優しさ・気持ちの良さがわかるエピソードは山のようにあ
ります。生徒たちの『おもてなし』の心は、昔からの良き伝統を引
き継いでいるものと思います。
こんな優しい生徒たちと共に、本校教職員一同これからも伝統
を大切に守り、頑張って参ります。最後になりましたが、五月会
の皆様、今後もご指導ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、お時間のあるときにはぜひ本校にお立ち寄りください。

五 月 会 だ よ り
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全国大会 大健闘!!
バスケットボール部

チアリーダー部

平成25年7月29日から8月3日まで、
大分県立総合体育館・べっ

平成25年8月24日から25日(日)まで、国立代々木競技場第1

ぷアリーナ（大分県）で開催された「第66回 全国高等学校バス

体育館（東京都）にて開催された「JAPAN CUP2013チアリー

ケットボール選手権大会」に出場し、全国ベスト8の好成績を

ディング日本選手権大会」に出場し、過去最高成績の7位入賞

収めました。

を果たしました。
対戦校

結果

1 回戦

長崎西高校（長崎県）

67 ー 56（勝）

2 回戦

延岡学園高校（宮崎県）

68 ー 59（勝）

3 回戦

金沢高校（石川県）

83 ー 79（勝）

4 回戦

藤枝明誠高校（静岡）

83 ー 99（負）

会場
大分県立総合体育館

また、併設の大阪学院大学チアリーダー部も過去最高成績
の4位入賞を果たしました。

べっぷアリーナ

49 期生の大堀裕次郎さんが
「第 68 回 国民体育大会（ゴルフ競技）
」
日本アマチュアゴルフ選手権競技で優勝。
高木萌衣さん個人・団体優勝！
日本一おめでとう!!
平 成25年9月30日 か ら10
49 期生の大堀裕次郎さんが、平成 25 年 7 月 9 日（火）から

月1日まで、
ＧＭＧ八王子ゴル

13 日（土）の期間で、東京ゴルフ

フ場（東京都）で開催された

倶楽部（埼玉県）にて開催された

「第68回 国民 体 育 大 会（ゴ

日本のアマチュアゴルフ界の最高

ルフ競技）
」に出場し、高木萌

峰である「日本アマチュアゴルフ

衣さんが、二日間合計135ス

選手権競技」に出場し、みごと日

トロークの好スコアで創部初

本一に輝きました。

となる女子の部個人優勝、大

同級生でもある石川 遼・松山
英樹 両プロを追い越す選手にな
ることを願っています。

阪府代表チームの団体優勝と
合わせて二冠を達成しました。

井上吹田市長からあたたかいお言葉と感謝
状をいただきました。

五月 会 だ よ り
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五月会親睦ゴルフ大会のお知らせ
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硬式野球部ＯＢ会開催のお知らせ
日 時：平成２６年６月２9日（日）午後１１時から
場 所：大阪学院大学高等学校
申 込：同窓会事務室（06-6381-6661）

☆ と き：平成 26 年 11 月 2 日（日）
☆ ところ：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース（兵庫県三木市）
☆ 人 数：8 組（32 名）
☆ 会 費：2,000 円

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１９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）

☆ 申込先：同窓会事務室（大阪学院大学高等学校）
☆ 連絡先：℡06-6381-6661
多数のご参加お待ちしております。

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

バスケットボール部からのお知らせ

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。

男子チーム

今年もOB会を開催します。ぜひご参加ください。

「近況報告」コメント募集‼

インターハイ
（千葉）
・ウィンターカップ
（東京）
出場を目指して頑張ります。

女子チーム

「一戦一勝」を目指して、公式戦で一勝でも多く勝てるよう頑張ります。
今後ともご支援・ご声援の程よろしくお願いします。

「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。

テニス部ＯＢ&ＯＧの皆様へ
テニス部ＯＢ&ＯＧ会は毎年、10月中旬に学院高校テニスコートに
てＯＢ&ＯＧ会を開催しております。顧問の先生方や旧友との再会の楽

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。

しみ、現役の生徒達への支援をする事を目的としています。後輩達の
活躍ぶりや、
ＯＢ&ＯＧ会の詳しい日時は「大阪学院高等学校硬式テニ
ス部ob&og会」としてFacebookのページにて掲載しておりますので

第２４号いかがでしたか？ご意

ご確認ください。

見・感想をいただければ編集員
一同励みになります。

謹んでご冥福を
お祈り申し上げます
田主

栄 【1 期 生 ・ 昭和 37 年 3 月卒】 平成 24 年 5 月

近年は「同窓生のお便り」も増えてうれしい悲鳴です。字が小さい
のはご容赦を。
五月会専用メールを設けました。ご意見や同窓生のお便り、住所変
更等なんでも結構ですのでご連絡ください。

井口

昌幸 【2 期 生 ・ 昭和 38 年 3 月卒】 平成 24 年 5 月 29 日

大和

順六 【3 期 生 ・ 昭和 39 年 3 月卒】 平成 24 年 9 月 5 日

※表紙下部にアドレスを載せております。

大﨑

誠子 【4 期 生 ・ 昭和 40 年 3 月卒】 平成 25 年 5 月 30 日

★平成26年４月我が校は創立５５周年を迎えることになりました。

空

信博 【5 期 生 ・ 昭和 41 年 3 月卒】 平成 24 年 11 月 17 日

今年の総会は是非、同期生お誘い合わせの上ご参加ください。とも

松田

安功 【17 期生・昭和 53 年 3 月卒】 平成 23 年 7 月 25 日

鳥元

明之 【17 期生・昭和 53 年 3 月卒】 平成 21 年 6 月 6 日

に五月会を盛り上げましょう。

清水

秀明 【25 期生・昭和 61 年 3 月卒】 平成 24 年 11 月 7 日

追伸

永年五月会業務推進に積極的に取り組んで頂いた副会長

大﨑誠子さんの突然の悲報に接し、ここに謹んで哀悼の意を表します。

