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同窓会五月会定時総会・懇親会ご案内
月

日

平成28年5月15日
（日）

時

間

総

会

場

会

費

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）
※55期生
（平成28年3月卒業生）
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。

※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。
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の世代へと発展していきたいと思っております。

ごあいさつ
会長

奥村

平成 28 年 2 月 27 日発行

私はもちろん現役員一同、残された期間も五月会と母校の発展
のため、 一丸となって努力を続ける所存ですが、 私や現役員の
力だけではなく、会員の皆様のご協力がなければ今後の発展も望

一朗（第 6 期）

めるものではありません。
また、 会員の皆様は五月会に対していろいろなご要望、ご意
見をお持ちではないかと思います。
そのご要望、
ご意見をお伺いし

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
のことと存じ上げます。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。

て、 改善出来ることは改善していき、 少しでも多くの会員の皆様
に五月会に関心を持っていただくことを願っております。
そのためにも、５月に行われます恒例の「五月会定時総会・懇親
会」には、 一人でも多くの会員の皆様に懐かしい学び舎を訪ねて

さて、月日の流れは早いもので、 私が前会長の和田顧問から

きていただければと思います。母校というものは非常に温かい場所

五月会会長の任を受けて、 平成28年度の定時総会で５年間の

であります。時代の変化は目まぐるしく進み、 、私もそうですが世間

任期満了を迎えようとしております。ここまで無事に務めてこられま

の波について行くのが精一杯の日常をお過ごしの方もたくさんいらっ

したのも、ひとえに現役員の方をはじめ、多くの会員皆様の支えに

しゃると思いますが、そんな時代であるからこそ、 高校生当時に

よるものと深く感謝申し上げます。

立ち戻って、 懐かしい先生や友人と昔話に花を咲かせていただ

五月会会長に就任してから現在に至るまで、五月会の更なる発展
と次代を担う皆様へバトンを繋げることを念頭に活動を行ってまいりま
したが、例年の定時総会や五月会行事への参加者は少しずつで

き、 明日への活力と鋭気を養っていただければ幸いです。
わが母校「大阪学院大学高等学校」は、いつでも会員の皆様
を待ってくれています。

はありますが増えてきているように感じております。今後さらに参加者

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

を増やすためにも、
次の役員改選に合わせて新たな役員の方々にも

とご活躍を祈念し、 併せて母校のますますの発展を願い、ご挨

ご就任いただき、新しいアイデアや風を吹き込んでいただいて、次

拶とさせていただきます。

第28回

五月会定時総会・懇 親 会 開 催 報 告 !!

平成27年5月17日(日)に大阪学院大学高等

様にご用意いただき、会員の皆様にお楽しみ

学校において、
「第28回 五月会定時総会・懇

いただきました。
また、恒例の園副校長先生の

親会」
を開催いたしました。

ハーモニカの演奏で会を大いに盛り上げてい

当日は、五月会の名にふさわしい五月晴れ
に恵まれ、恩師の木村昌司先生・神田美智雄

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。

先生・石井康男先生・松本宗久先生をはじめと

平成28年度は、昨年にまして多くの友人を

し、全国各地から84名の会員の皆様にお集ま

お誘いの上、皆様のご参加をお待ちしており

りいただきました。

ます。

定時総会では、
髙田副会長が司会を務め、
奥村会長の挨拶で始まりました。議長を山田

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。

副会長にお願いし、議事では、皆様のご協力
のもと無事に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、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。
今年度も、 学校関係者の皆様が企画され
た「ビンゴ大会」を開催、 賞品も多くの企業

１．
平成26年度 事業報告について

平成26年度 五月会会計決算報告書
平成26年４月1日から平成27年3月31日まで

収入の部
科 目
会
費
雑
収 入
受 取 利 息
前年度繰越金
合 計
支出の部
科 目
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 計

財

２．
平成26年度 決算報告について
３．
平成26年度 会計監査報告について
４．
平成27年度 事業計画
（案）
について
５．
平成27年度 会計予算
（案）
について

科
普 通
定 期
合

目
預 金
預 金
計

（単位：円）
金 額
摘
要
5,350,000 会費収入
30,000 広告収入
3,774 定期預金・普通預金利息
18,348,849
23,732,623
（単位：円）
金 額
摘
要
119,880 事務用品等
60,498 会員の慶弔
968,004 五月会だより・会則等印刷
128,332 理事会等会議費
552,960 定期総会費用
1,130,714 五月会だより等発送費
127,750 親睦ゴルフ大会費補助
250,000 クラブ、
生徒表彰金
20,394,485
23,732,623

産

目

平成27年3月31日

録

（単位：円）
金 額
備 考
10,289,800 池田泉州銀行吹田支店
10,104,685 池田泉州銀行吹田支店
20,394,485
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いるのを見ていると､本当に「よくやってくれているなあ」
と思います。

ごあいさつ
学校長

その時、ふと気がついたのですが、保護者にしては若すぎる、
でもどこか見覚えのある私服の女性が二人、玄関に立っていまし

佐古

た。卒業生がオープンスクールの日に訪ねてきてくれていたのです。

丞

教職員にとって、卒業生が学校を訪ねてくれることほど嬉しいこと

昨年は、パリでの同時多発テロに象徴されるように､ 各地で悲
惨なテロが起こりました。「チョット、海外へ行ってみようか」と、
気軽にいえないような雰囲気になってきました。日本でもテロへの
警戒やその防止策ということに関心が集まっています。
そのためには､ 地域コミュニティをしっかりとしたものにするという
ことが重要だと考えられます。

はありません。中には､ 弟妹や親戚の中学生を連れて､ オープン
スクールに参加してくれる卒業生もいます。
ここには、大阪学院大学高等学校を一つの結び目にした地域
コミュニティが見えてくるように思います。「五月会」の皆様方には、
大切な役割をになっていただいているものと考えます。
われわれは、本校生徒が将来､ 地域コミュニティのリーダーと

このこととは直接関係がないように思われる、本校での嬉しい
出来事についてお話しさせていただきます。

して活躍できるような人材に育って欲しいと願っています。しっかり
した地域コミュニティを作っていくということは､ 安定した日本社会

昨年の秋に開かれたオープンスクールでの光景です。オープン

を維持することに繋がります。

スクールは、中学生の皆さんに本校を知ってもらうために、中学生

卒業生の皆様におかれましては、本校を変わらず温かく見守っ

自身に来校してもらい、在校生が中心になって校内を案内したり､

ていただき､ 今後ともご助言などをお寄せ下さいますようお願い

授業や部活動を体験してもらうという催しです。小グループに分か

いたします。

れた中学生を在校生が引率して､ 本校の魅力を説明してくれて
学 業 成 績 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 27 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 28 年 1 月 16 日（土）
】

日本拳法部

弓道部

日本拳法選手権大会（団体）
：出場

全国選抜大会（西浦 臣君）
：出場

日本拳法選手権大会（個人 2 名）
：出場

ゴルフ部

全日本拳法高校男子個人選手権大会（伊藤 弘海君）
：全国優勝

全国高校ゴルフ選手権大会（団体）
：男子 21 位 / 女子 10 位

吹奏楽部

全国高等学校ゴルフ選手権大会（個人 5 名）
：出場

大阪府吹奏楽コンクール北摂地区予選（団体）
：オール A 評価

日本ジュニアゴルフ選手権競技（個人 4 名）
：3 位

の優秀賞を受賞

チアリーダー部
チアリーディング日本選手権大会（団体）
：7 位入賞

※実績は一部抜粋 大会名等は、誌面の都合上、省略しております。詳細につき
ましては、本校ホームページをご覧ください。

第25回 五月会親睦ゴルフ大会開催

38期生 文 孝彦さん優勝。怒涛の4連覇!!
第 25 回 五月会ゴルフ大会を記念して、朝日白浜ゴルフクラブ
白浜コースにて平成 27 年 7 月 4 日に記念大会を開催しました
＜優勝者のコメント＞

そして皆様に嬉しいご報告がございます。

五月会だよりをご覧の皆様、ご無沙汰しております。もはや、恒

本校ゴルフ部卒業生の横田浩平君・濱田茉優さん・高木萌衣さ

例となりました、38 期生の文です。この度、第 25 回五月会親睦

んが見事平成 27 年度のＰＧＡ・LPGA プロテストに合格し、同じく

ゴルフ大会。その節目となる記念の大会で優勝できましたこと、大

本校ゴルフ部卒業生で、大阪学院大学ゴルフ部の主将をしている

変嬉しく思います。

原田凌君が率いるゴルフ部が、創部初となる団体戦での全国制覇

今回は、第 25 回目の記念大会ということで、ゴルフ大会前日から
朝日ゴルフクラブ白浜で、練習ラウンドを行い、夜には前夜祭となりま
す、バーベキューで楽しい時間を過ごさせていただきました。大会当
日は、前日の大雨もありゴルフ場のコンディションは、お世辞でも良い

を成し遂げました。
原田君も大学卒業後にはプロとしての道を歩んで行きますので、
是非この 4 名の応援をよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、五月会の担当役員の皆様、高校事務局の

とは言えませんでしたが、ご一緒させていただいた奥村会長・田中

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

先輩・高校事務職員の藤本さんとのラウンドは楽しいの一言でした。

を心よりお祈りいたします。

五月会だより
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同窓生からの便り

「便り」
は、平成27年に事務局へ
郵送していただいたものです。

第 28 回五月会総会出欠回答ハガキより
石井 康男（旧教職員）2・3期の卒業生、
当時の放送部の方々と会いたいと思いま
す。次の同窓会に参加してください。
上野 陽示 （旧教職員）
毎日元気にして
いますが、
年々年を取れば外出が難しくなり
ます。皆さん、
元気に頑張ってくださいね。
青谷 正麿
（旧教職員）
腰痛に悩まされな
がら、猫の額のような畑で玉葱や馬鈴薯を
作っています。
木村 昌司（旧教職員）
いつの間にか傘
寿を迎えると、
若い頃のことが走馬灯のごと
く脳裏に映し出され、無性に懐かしくなる今
日この頃です。OBの皆様と再会できる喜
びを切望致しております。
神田 美智雄（旧教職員）隣家に住む3
歳の孫は来てよし、帰ってよしですが、退職
後の総会参加は楽しみで、生き甲斐になっ
ています。
「教え子と 顔を見合わせ 五月
晴れ」
福本 憲公（旧教職員）最近めっきり足が
弱くなり、杖なしでは歩行が困難になりまし
た。元気です。
小鹿野 隆徳（旧教職員）今年、後期高
齢者になります。元気です。
髙橋 五生（旧教職員）在職中は多忙で
したので、
これまで出来なかったことに勤し
んでいます。時間が十分に取れる分、返っ
て多忙になったかもしれません。
伊藤 賢蔵（旧教職員）散歩、趣味などし
ながら孫と楽しく生活しております。皆々様
によろしくお伝えください。
杉阪 徹英
（旧教職員）
「五月会だより」あ
りがとうございます。第1期〜第3期の皆々
様、
懐かしく思っています。
小柳 道子 （旧教職員）
平成26年6月で
八十路に入りました。
堀 正典（旧教職員）週3日、泉大津錬心
館道場にて、少年・少女剣士達と汗を流し
ています。
西田 一郎
（旧教職員） 8 4 歳となりまし
た。諸兄のご発展を祈っております。
田中 正樹（旧教職員）平成24年度、京
都府立乙訓高校にて物理Ⅰ
・Ⅱの講師、平
成25年12月には母が他界、平成26年9月
に京都に転居し現在に至る。
日本拳法部
のご活躍をご祈念致します。
金田 次郎
（第1期生） 平 成 2 7 年の干
支は「未」で、
6回目の廻り年で72歳になりま
した。平成26年の年末に年男に選ばれ、
高津宮の本殿で除夜の鐘が鳴り始める頃
に鏡開きをさせていただきました。
これから
も、
無病息災でいきたいです。
小林 精男（第1期生）
まだ、元気にデイ
サービスの送迎運転をしています。
小松
（旧姓•岩岡）
照子
（第1期生）
理事会
の出席は無理な状態になっております（老
齢につき）。総会には出席できるよう頑張り
ます。楽しみにしております。
多田 守（第1期生）小学校の見守り隊、
老人会の仕事、
ボランティアで毎日忙しく過
ごしています。
田原 順一
（第1期生）
膝の手術をして退
院したばかりです。元気になれば、次回は
出席したいと思っています。皆様によろしく。
中小路 司
（第1期生）
五月会の方々のお
世話、
ご苦労様です。1期生として70歳を
越えて、
日々思い煩いをしないのが元気の
源と思っております。現在は、
ウォーキング、

ゴルフ、
テニスを若い人たちと楽しんでおり
ます。
なかなか出席は出来ませんが、皆様
方も頑張ってください。
長村 繁一（第1期生）71歳になりました
が、
まだ現役で働いています。
中道 正夫
（第1期生） 時の流れの早さ
に驚いています。一期一会の友も古希を祝
う年齢になれば、
それを言葉にする者もなく
なりました。若いつもりならよいですが、終演
までに、同窓会（五月会）
で会っておきたい
ので、五月会に参加してください。待ってい
ます。
前中 隆（第1期生）馬齢を重ねましても、
日々、下学上達で過ごさせていただき、感
謝の気持ちでおります。
樋口 昭夫（第1期生）野菜作りに専念し
ています。
遠藤 健一（第2期生）学院が立派にな
り、卒業生として誇りに思います。益々のご
発展を祈っております。
岡野 晃（第2期生）
いつも
「五月会だよ
り」ありがとうございます。一度、
ゴルフコン
ペに参加させていただきたいと思います。
その節は、
よろしくお願い致します。
嶋屋 幸彦
（第2期生） 元気でスポーツ
ジム通いとゴルフをしています。訃報を見る
と、
お会いできるうちに皆様とまた再会した
い気持ちが強くなります。
山田 義次
（第2期生） 古希を過ぎ、老
いて益々元気で毎日を過ごしています。健
康に感謝し無理をせず、
マイペースに微速
前進です。
塚田 卓實（第2期生）
元気に過ごしてい
ます。同窓のご健勝と学院の益々の発展
を祈念致します。
酒田 進（第3期生）
いつもお世話になっ
てありがとうございます。元気で母（95歳）
の介護を頑張っております。
巽 和夫（第3期生）五月会だよりを見て、
恩師の石井康男先生のことが載っていた
ので懐かしく思い出しました。同じ3期生の
放示貞之君のことも思い出しました。一昨
年、
アマチュア無線の免許を取得されたと
のこと。私も同じく免許を取得して、毎日のよ
うに無線を行っています。放示君もやって
いるのでしたら、電波を送ってください。毎
日、
サンデーの私の近況でした。
長谷川 隆
（第3期生）
お世話くださり、
あり
がとう
！会社を退社後、写真を趣味にして各
地へ出かけています。旅先での出会いも楽
しいものです。
山添 時彦（第3期生）忙しい日々を送っ
ています。仕事に、趣味の野菜作りに励ん
でいます。五月会の益々の発展と、皆様の
健康をお祈り申し上げます。
立川 勝文
（第3期生）
卒業以来50年、古
希を迎えることができました。五月会役員の
皆様、
いつもありがとうございます。同窓の
皆さん、学院の益々のご発展を祈念してお
ります。
石橋
（旧姓・小林）
智子
（第4期生）
平成26
年11月に河原林先生と14名の同級生と会
食しました。実に50年ぶりです。先生はお
元気でお変わりなく、
とてもうれしかったで
す。楽しい、
楽しいひとときでした。
木村 芳郎
（第4期生）
68歳の誕生日を迎
えました。孫5人の5人目で女子が誕生しま
した。毎日元気で歩いております。

佐々木 次郎（第4期生）平成14年に自
動車会社を退職し、現在68歳の年金生
活です。最近はダイエットを試み、半年で
10kg減となり、健康を維持しようと思ってい
ます。
末光 正彦（第4期生）
「リニア中央新幹
線に乗りたい…！」。現在、68歳！東京⇔大
阪、2045年に営業…98歳…無理かぁ〜？
…ならば！東京⇔名古屋間。2027年営業
…80歳…これなら…ムム、
ビミョ〜？
石川 経子（第4期生）
ヘルパーを雇った
り、足のリハビリや病院に通ったりして毎日
を過ごしています。道を歩行する時もありま
す。
一井 和彦（第4期生）元気で年金生活
を送っています。野菜作りをしています。
入江 克彦
（第5期生）
学院を卒業して50
年になります。厳しかったですが、今でも担
任の塩釜先生を自分の心の師と思ってい
ます。戻れるなら、学院で過ごした3年間を
もう一度経験したいですね。
自分の最後の
わがままですが。
大橋 均（第5期生）元気に農業をしてい
ますが、
年々体力がなくなってきます。
大道 一夫
（第5期生）
ハイキング、
史跡巡
り、映画三昧でシニアライフを謳歌しており
ます。
柴田 勘彌（第5期生）
“ 神の思し召し”
。
60歳までは家族のため、60歳から67歳まで
は部下の育成、68歳からは人様のお役に
立つ。平成27年3月末で現在の会社を退
社しましたが、
たまたま健康であるため、
“神
の思し召し”
により、
身体障がいのある方の
仕事をサポートします。
髙田 純一（第5期生）同窓生の皆さん、
お元気ですか？一度、五月会の総会・懇親
会に参加して楽しい一日を過ごしてみませ
んか？
米澤 講治
（第5期生）
2年生の時、3年生
を中心に授業ボイコット事件がありました。
その時、担任の伊藤賢蔵先生が、
「授業
を受けることは君たちの権利だ。
それをボイ
コットするな！」
と言われました。50年前の
ことです。人間としての尊厳を教えられまし
た。今は銚子で牧師をしています。
丸山（旧姓・大塚）雄男（第5期生）愛する
母校を卒業して丸59年、住み慣れた大阪
から信州安曇野に移り住んで丸43年が経
ちました。四季折々の北アルプスを見なが
ら、家族共々平凡に暮らしています。
いつも
「五月会だより」
を送っていただきありがとう
ございます。長野県の地から、
母校のさらな
る発展を祈っています。
竹田 健一
（第5期生） 毎日元気に過ご
しています。
山下 五十三（第5期生）子ども3人が結
婚し、孫6人と元気に暮らしています。次男
のお嫁さんに去年の9月、3人目の子どもで
女の子（孫）
が生まれました。
淡野 正明（第6期生）つぶれた酒屋で
す。
ボケ防止でやってます。
小賀野 純一
（第6期生）
年金生活を楽し
んでいます。
仲 幸太郎
（第6期生）
年金生活で日々過
ごしています。
前山 敏且（第6期生）五月会会長・奥村
一朗君に会いたかったのですが！
森川 保雄
（第6期生）
東京での生活も47
年が経ち、長い間勤めた会社も64歳で退
職。現在は、
自営業でトラベルコンサルタント
として働いています。
鈴木 教人（第6期生）年金暮らし真った
だ中。
池田 修司
（第7期生）
五月会の盛会は何
よりです。私の方は定年後もフルタイムで勤
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務中です。同窓会で会うのが楽しみです。
西川 勉（第7期生）平成26年5月、東京
での単身生活6年4カ月も終わり、現在、午
前中は2万歩（15km以上）の爺散歩と、
時々会う3人の孫に囲まれ充実した日々を
過ごしています。
水田 裕文
（第7期生）
日本拳法部の先輩
として、準優勝はうれしいです。私たちの時
代は、全日本、全関西で好成績を残しまし
た。後輩たちは、
今後も頑張ってください。
有本 明久
（第7期生）65歳ですが、現役
で会社をやっています。
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。
ありがとうございま
す。
竹下 秀雄（第7期生）65歳で退職。
「毎
日が日曜日」かな。
田中 武雄（第7期生）今もまだ元気に、
仕事頑張っております。
井上 富士男（第7期生）平成26年9月
末、65歳で退職致しました。現在は、年金
生活です。週のうち半分以上は、
テニス・ボ
ウリングでエンジョイしています。
筒水 正道
（第8期生）
平成27年、
リタイア
しました。
平岡 康夫（第8期生）元気で仕事とツー
リングしています。
弥重 功（第8期生）校舎もよくなり、昔、汽
車が走っていた面影もなく、素晴らしい学
校になり、
うれしく思います。
安田 哲士（第8期生）38年間勤めた会
社を定年退職してはや4年、楽しい日々を
満喫しております。
上田 紳吾
（第8期生）
2週間に一度 午
後9時5分にラジオで放送される卒業生 山
田雅人氏のグッとライフと言う番組を聞い
ている。高校生に聞かすよう願います。
森下 政秋
（第8期生） 野球部のOBと
して、今年も甲子園を目指して頑張ってい
る後輩たちへエールを贈ります。
ガンバレ
学院！
油野 辰夫
（第9期生）
市役所退職後、
学
校給食に関わる仕事に従事。子どもたちの
食の安全・安心の確保、食育の推進に微
力ながら貢献できたらと思っています。
また、
地域では、
町会長として忙しくしております。
中西 義治（第11期生）第1回五月会総
会以来出席しておりません。還暦も過ぎ、
「五月会だより」が届く度に年齢を感じま
す。
今津 正雄（第11期生）
ラグビー部出身
です。今はドラゴンボートに凝っております。
堀尾 和布
（第11期生）定年退職まで、
中国の深圳に滞在しました。
おかげ様で、
海外滞在は、通年で半分以上は海外にな
りました。
岡本 成治（第12期生）平成27年の3月
で退職し、4月からは再任用職員として働
いています。
これからは、趣味の魚釣りなど
第二の人生を楽しみたいと思います。
中垣内 秀樹
（第12期生）
元気にしており
ます。
松本 利彦
（第12期生）
皆さん、元気です
か？私も元気です。いつも会報をありがとう
ございます。
山本 正植
（第12期生）
今年も、
元気に五
月会に参加でき、学生の時の楽しい話が
出来ることを楽しみにしています。
森田 力
（第12期生）
元気です。
畠中 正弘
（第12期生）
いつもお世話にな
り、
ありがとうございます。一昨年末に左肩
骨折、今年にも肋骨にヒビが入り、植木屋
稼業も大変です。
丸谷 光生（第13期生）前回の「五月会
だより」には、高橋五生先生が登場。先生
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が教鞭をとられた頃の生徒たちは、
きっと
「坊っちゃん」のワンシーンを思い出してい
ることでしょう。
「あたらしき 年のはじめの学
院に 坊っちゃんありて 高橋ありき」
浜田 龍三（第13期生）今年、13期生は
還暦を迎えます。学院健児、頑張ろうぜ！孫
も3歳になります。
神田 隆（第13期生）平成27年8月で還
暦、年男です。元気です。
ゴルフはシングル
を目指して頑張ってます。いつも案内、
あり
がとうございます。
石田 昌仁（第14期生）今春、子どもが
学院高校を卒業し、志望大学に進学しまし
た。大学生活も楽しんでいるようです。私は
ジム通いで鍛錬しているつもりですが、寄る
年並には勝てません。五月会楽しみにして
います。
川崎 和行（第14期生）一昨年末に退
職。以来、
日々、
就活中です！
上田 一郎（第15期生）私、
まだまだ若
輩。健康に気をつけ、仕事を続けたいと
思っています。酒の呑みすぎは厳禁です！
中黒 喜和
（第15期生）
サラリーマン。
髙瀬 茂（第15期生）15期生のみなさ〜
ん
（現在57歳〜58歳頃）、近況分かれば、
Facebookにアップしてみてくださ〜い。
勝間 和雄（第16期生）平成26年1月に、
16期生の陸上部の部員4名で、顧問の藤
井憲誠先生と梅田で再会しました。昭和
51年在学中は、全国高校駅伝の大阪府
予選で10位になった話をしました。
宮内 成仁
（第16期生）
あと4年で定年で
すが、
何とか元気にやっています。
川本 達哉（第17期生）現在、就労支援
所で福祉職員として頑張っております。
“福
祉つながり”
しましょう。
志野（旧姓・湯川）正己（第17期生）長男
が無事就職。
ほっとしています。
竹内 政雄（第17期生）高橋五生先生、
お疲れ様でした。2年生の時、担当をしてい
ただきました。元気でやっています。
池村 亮治
（第17期生）
大阪学院が創立
して50年以上ですね。
いつまでたっても、遠
く離れていても、私には帰るところがありま
す。大阪学院魂で、
テニス部魂でやり抜き
ます。
山田 文典
（第17期生）
京都府警に奉職
して36年頑張っております。長男が大阪学
院大学に入学でき喜んでいます。
糸井 裕貴（第18期生）元気に頑張って
います。
下田 益民
（第18期生）
「菓子工房 益民
山月庵」の下田です。Facebookでつなが
ろう！
畠岡 浩史（第18期生）社会福祉法人
事業推進室で頑張ってます。
ネバーギブ
アップ！
山科 良孝（第18期生）奈良の郵便局に
勤めて30年になります。
鹿田 松男（第19期生）平成23年4月より
自民党大阪府議会議員となり、大阪府政、
地元・城東区のために頑張っております。
平成27年4月、2期目の当選をさせていただ
きました。
阿部 義則
（第21期生）
「五月会だより」
を
拝読していますと、高校時代の楽しかった
思い出が昨日のように思い出されます。
永井 響（第21期生）長崎県五島列島
で、学童保育、学習塾、海のガイドをしてお
ります。母校の発展を西海より祈っておりま
す。
杉本 進（第21期生）現在、単身赴任で
新潟空港内にあるNHK報道ヘリの機長
兼基地長として勤務しております。
福田 憲二（第21期生）現在、求職活動
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中。
栗谷 信之
（第22期生）
子どもたちも大きく
なり、大学生です。私も元気に50歳になりま
した。
西村 利夫
（第22期生）板金業を独立し
て14年になります。
寺尾（旧姓・山川）恭介（第22期生）毎年
五月会に出席するのが楽しみです。私も平
成26年に、
おじいちゃんになりました。将来、
孫も学院高に入ったらいいのにな〜。
安岐 隆弘（第23期生）五月会だより、
い
つもお送りいただきありがとうございます。楽
しみにしています。未熟な私ですが、今後と
もよろしくお願いします。
北澤 孝之（第23期生）家業を手伝って
います。
上村 正記（第24期生）国策である、
ス
マートウェルネス住宅等推進事業を、奈
良、京都、東京で協議会を設立し、国土交
通省、学術（医学・環境工学）
と連携し、省
エネ・健康住宅の普及促進を行っていま
す。
梶山 博信（第24期生）
アメリカで在住し
ています。
平岩 正勝
（第24期生）
一日一日を大切に
しながら頑張ってます。
松井 浩信（第25期生）卒業してはや29
年、
東京海上日動火災保険株式会社に勤
務し、現在は山口に単身赴任しています。
子どもたちも大学生になりました。SNSの普
及により、旧友との距離もかなり縮まった感
はありますが、学院OBとはなかなか巡り会
えません。懐かしい仲間と、楽しく昔話が出
来る日を楽しみにしています。
小寺 達也（第26期生）
1800年代から続
く旅館の第7代目館主として、今年も頑張り
ます。
（代表者）
つるや旅館
中川 一也（第26期生）今も吹田市の財
団に勤務しています。妻も神戸女学院の
評議員となり、夫婦ともに忙しくしています。
高校時代は1組（文系コース）であったた
め、
日本史は得意でした。吉川先生はお元
気ですか？歴史のクイズ正解率20％でも答
えたので、
子どもは驚いていました！
小山 徹（第27期生）
南千里の老人ホー
ムで介護の仕事に携わっております。給料
は安いけど、
幸せな日々を送っています。
石原 慎司
（第27期生）
秋田大学教育文
化学部で音楽科教育・指揮法の専任講師
に就任しました。
安達 正明 （第28期生）現在、名古屋
にて単身赴任し勤務中です。
陳 裕信（第29期生）
いつも
「五月会だよ
り」
を楽しみにしています。
みんな元気です
か？
原田 浩昭（第29期生）高校・大学と大
阪学院で過ごしました。高校1年のときにイ
ギリス夏期短期留学に参加して、本当によ
かったといつも思っています。確か、第1回
目の催しで、伊丹空港から国際線で行きま
した。大変懐かしく、
あの頃の経験が私の
心を強くしてくれたと信じています。
諸藤 正栄（第30期生）大阪学院大学
高等学校で学ばせていただいたことに感
謝します。
黒河 徹也
（第31期生）
平成26年12月に
実家近くへ引っ越ししました。
これもまた、親
孝行できるかなと思います。娘も3歳になり、
幼稚園に通い始め、家族の環境も変わり
始め、
より一層精進しないと思い、
日々過ご
しています。
吉田（旧姓・池田）正仁（第32期生）私が
在籍していた頃は、体育系のクラブは強く
なかったですが、今現在は、全国大会に出
場しているクラブが結構あってうれしいで

す。野球部が甲子園に出場したら、ぜひ行
きたいです。
西田 将（第33期生）相変わらず元気で
す。行政書士試験の挑戦は未だに実らず
です。
村田 和哉
（第34期生）
税理士として、開
業3年目となりました。勝負の一年と思って
頑張っております！
澤田 直己（第35期生）平成27年4月26
日施行の吹田市議会議員選挙に当選致
しました。
福西 啓介
（第35期生）
近所に住む学院
の先輩（珈琲屋さん）の指導もあり、最近、
趣味で珈琲の焙煎を始めました。
白坂 隆三
（第36期生）
秋に第一子が生
まれる予定です。
大喜多 眞吾
（第36期生）
平成25年9月よ
り、7年間の東京勤務から兵庫県尼崎支
店に勤務しています。雨にも風にも負けず
頑張ってます。
佐古 健介（第39期生）平成27年4月12
日、南千里のガーデンモールに買い物に
行ったときに、新登場のマスコット
「ガデも
ん」のパネルがエスカレーター前にあって驚
きました。
野地 貴拡（第39期生）
ディズニーランド
のカストーディアルとして9年間働きました
が、
やはり飛行機に関わる仕事がしたくて、
今は羽田で働いています。飛行機のコー
ディネーターの仕事やカウンター業務で、
デ
ルタ航空で働いています。外国語学部が
役に立ちました。
宮内 寛之（第40期生）現在、上海で仕
事を頑張っております。
大西 直樹
（第40期生）
平成26年の10月
1日に子どもが生まれました。元気な男の子
です。
これからの成長が楽しみです。
上田 有輝
（第42期生）
ドコモに勤務して
10年目になります。すっかりベテランになり、
店を引っ張っていく立場となりました。大変
ですが、
やり甲斐のある仕事ですし、毎日、
楽しく仕事ができています。
これからも頑張
ります。
高橋 健太郎
（第42期生）
いつも会報をあ
りがとうございます。元気で頑張ってます。
お便り楽しみです。
重信 孝行（第42期生）
名古屋で働いて
9年目になります。すっかり名古屋になじん
でいます。中学の友と野球の試合で帰省
するのを楽しみにしています。
伊丹 晶斎
（第43期生）
株式会社同窓会
ネットという幹事代行サービス業者の役員
を務めています。
橋本 由貴（第43期生）元気で頑張って
ます。仕事が忙しくて…
浅沼 登
（第44期生）
平成26年6月より、
日
本政策投資銀行関西支店に異動となりま
した。高校卒業以来、約10年ぶりに関西
生活を楽しんでおります。
山岡 紳吾（第44期生）普段と変わりなく
過ごしています。
芝野 雄一郎（第45期生）京都仏眼医
療専門学校を平成27年3月14日、3年で無
事卒業できました。柔整師の国家試験に
は合格できませんでしたが、今年で何とか
合格できるよう頑張っている次第です。
大東 祐輔（第46期生）
つい先日、1年間
のオーストラリア留学から帰国し、次はワー
キングホリデービザを取り、渡航を計画して
います。
中村 友美
（第46期生）
社会人5年目にな
りました。後輩も入社するようになり、教える
側にもなってきました。
丸田 あかね
（第46期生）大学卒業後、
オーストラリアで出会った韓国人の夫と結
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婚し、現在は、韓国にて3歳と1歳の娘の子
育て真っ最中です。海外移住を目標にして
います。英語を使った仕事をするのが今の
目標です。
笠井 亘（第49期生）
自分にあった職場
で働いていますが、
もうワンランクアップを目
指したいと思います。
加藤 将大（第49期生）毎日、社会人とし
て頑張っています。彼女も出来て、毎日楽し
いです。
大村 美咲（第50期生）先日無事に大学
を卒業し、
4月から社会人となります。
竹谷 和真（第50期生）平成27年春より
社会人としての一歩を踏み出しました。い
ろいろなことにチャレンジしていきたいと思
います。
籠谷 颯星（第50期生）仕事で東京にお
ります。
田中 美緒（第51期生）大手前大学の4
回生になりました。
中嶋 太一（第51期生）大学4回生にな
り、6月に母校にて教育実習に行くことを楽
しみにしています。母校で多くのことを学び
たいと思っています。
笠松 オリエ
（第52期生）
最近は、資格取
得に力を入れています。冬と春にファイナン
シャルプランナー、
Excelを取得しました！
西川 由希（第52期生）学院大学でも吹
奏楽を続け、入学式・卒業式では高校生
の後輩たちと合同で演奏しています。
速水 眞之介（第52期生）大阪学院大
学経済学部3回生になります。高校時代を
懐かしく思い出しています。先生方も、
お元
気でご活躍ください。
松﨑 真優（第52期生）昨年の4月で3回
生になりました。近畿大学で勉学、
クラブと
も順調に頑張っています。3回生からはゼミ
活動も始まり、
クラブでも準幹部となったの
でこれからも頑張っていきたいと思います。
堤 健祐
（第52期生）
今年、大学3回生に
なりました。
近藤 綾音（第53期生）大学で頑張って
います。
また、高校に顔を出させていただき
ます。
芝 岡 拓 夢（ 第 5 3 期 生 ）少 年サッカー
チームのコーチをしています（NPO法人
RESC）。社会人サッカーチームに所属し、
プレーしています。
稼農 健秀
（第53期生）
陸上自衛隊福知
山駐屯地で頑張っています。
田村 宗久
（第53期生）
大阪学院大学に
進学しました。
中田 聖人 （第53期生）大阪産業大学
の2回生、
アメリカンフットボール部所属で
す。
中谷 孝太郎（第54期生）
日本大学に入
学し、
静岡に住みます。

「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、
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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「湯治場に行く」

平成 28 年 2 月 27 日発行

「思いをイメージし、形にするという事」
平成 13 年退職

福本

髙橋

憲公

今年度末で巣立っていく3 年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

渉

昨年私は文部科学大臣優秀教員の表彰を受けました。
このような栄えある賞を頂いたのは、多くの先生方の中から私を推薦して

五月会の皆さんお元気ですか。

下さった佐古校長先生や園副校長先生をはじめ、多くの先生方にご支援

私も退職して 15 年の歳月が過ぎ、年令が 80 才になりました。
そして「五月会だより」には、2 回目の投稿です。前回は平成 12 年
発行の海外教育事情研究視察に参加した紀行文だった。今の私は旅す
ることが好きで最近行った温泉地のことを書くことにします。

して頂いた賜物であると感じています。
平成 16 年、本校に奉職させて頂いた折に、私はバスケットボール部を
3 年で大阪府ベスト8、5 年で全国大会に出場させると宣言しました。よい
選手を育て、勝つ為の練習をすれば必ず達成できるとの信念のもと、毎日

そこは本格的な湯治場温泉だ。日本 1 位、世界 2 位の湧出量を誇る

懸命に取り組みました。結果は指導を始めて 3 年目で大阪府ベスト8、6
年目の春に大阪高等学校選手権大会で優勝し、インターハイ初出場となり

大分県別府八湯（別府温泉・観海寺温泉等）の温泉街。

ました。

その中でも最も多くの温泉源が集中するのが、鉄輪温泉である。
その歴史も古く、鎌倉時代一遍上人が念仏行脚の途、鉄輪の地を訪
れ、湯治場を開いたのが始まりとされている。

しかし、その後は思うような結果を残せず、インターハイにもウィンターカッ
プにも出場することはできませんでした。
私は何が足りないのか、何を変えればよいのかを考えました。見直した

湯治宿には、療養のため長期滞在の人々が多く訪れ、温泉の蒸気で

のは、私自身の考え方です。こうでなければならないという常識に囚われ
ていないか、こうあるべきだという固定概念に縛られていないかを見直しま

蒸す「地獄釜」を使い自炊をしながら時間を過ごしている。
街中に入ると至る所から温泉蒸気が吹き上げ、全国から湯治目的で訪
れる人が後を絶たないらしい。温泉地には「貸間旅館」という独自のシ
ステムがあり、食事なしの部屋を貸すだけの宿屋で料金も安く長期滞在
には手頃である。

した。辿り着いた結論は選手主体の指導方法に変えるということです。選
手の性格を把握し、個々の長所を自覚させて伸ばすことこそが真の指導
者であり、選手の将来を見据えてアプローチすることが私に欠けていたこと
であると思いました。
その後は、選手の思いを達成できるように練習方法や練習環境は勿論

炊事施設など日々の生活に欠かせない設備があり、お風呂は新鮮なか

のこと、保護者会、OB 会、後援会の設立等、自分の持っているイメージ

け流しの湯の大浴場、貸切家族風呂、露天風呂などがあり、泉質はナト

を如何にして形にし、具現化するということに主眼をおきました。指導方法

リウム・塩化物泉のほか豊富な湯が惜しげもなく注がれている。周辺では
「地獄めぐり」などが退屈させないだろう。
これからも、各所を旅しながら楽しんでいきたいと思っています。
末筆ながら、皆様の益々のご健康とご多幸を祈念いたします。

に梃入れをして 3 年目の平成 24 年から、3 年連続でインターハイの出場
を果たし、指導方法の確立の手応えを少し感じました。
どんな物事も思いがなければ形になりません。もっと特色を出して学校を
発展させたい、バスケットボールを通して得た経験を活かし人間として成長
してほしい、今後も強い思いを持って日々邁進していきたいと思います。

。
寺 達 也 です
２６期生 の 小
を
園
子
甲
て
し
高校球児と
い です 。
時代が懐かし
力を
目指していた
教わった人間
の 先 生 方に
す。
ま
今 でも 当 時
い
で
ん
励
進し商売に
活かし日々精

支配人

支配人おすすめ
足湯コーナー

こんぴら温泉で
ご湯 るり と

創業200年…こんぴらさんに守られて今をいきる老舗旅館

江戸末期の創業から息づく、
どこか懐かしさの残る本館

リニューアルした和室

〒766-0001 香川県仲多度郡琴平町 620
TEL：0877-75-3154 FAX：0877-75-3039
URL：http://turuya-ryokan.com/
MAIL：turuturu@turuya-ryokan.com

元学院健児の皆様には

特 別 赤 字 ビッ クリ 価 格 にてご宿泊頂けます。お気軽にお問合せ下さいませ ( 笑 )
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全日本拳法高校男子個人選手権大会!!
全国大会 優勝おめでとう!!
日本拳法部の伊藤 弘海君（3年生）
が、
平成27年9月20日
（日）
に

「税に関する高校生の作文」
で入賞‼
国税庁では、毎年、租税教育の一環として全国の高等学校
生徒を対象に「税に関する高校生の作文」の募集を行っており、

大阪市中央体育館にて開催された、
「第45回 全日本拳法高校男

次代を担う高校生が、税を題材とした作文を書くことを通じて、税

子個人選手権大会」に出場し、
みごと全国優勝を果たしました。

に対する関心を一層深めていただきたいという趣旨で、昭和 37
年度から毎年実施されています。
平成 27 年度は全国 1,611 校から 199,401 編の応募、大阪国
税局管内においても328 校から 47,204 編の応募がありました。
本校からは、1 学年を対象に、夏期課題の一環として応募し、
東出 実久さんが「吹田税務署長賞」を、橋本 和佳さんが「吹
田・摂津地区租税教育推進協議会 会長賞」を受賞しました。

試

合

対戦校

結

果

1回戦

名古屋西高校
（愛知）

2回戦

青翔高校
（奈良）

2-0
（勝）

3回戦

大阪高校

2-0
（勝）

準決勝

大阪商業大学堺高校

2-1
（勝）

決勝戦

大阪商業大学堺高校

2-0
（勝）

会

場

2-0
（勝）
大阪市
中央体育館

左

3名の卒業生が
プロテスト
（ゴルフ）
に合格!!

東出 実久さん 右

橋本

和佳さん

井上尚彦先生が
文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞!!
本校の井上尚彦先生が、
「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、
昨年の髙橋 渉先生に続
いて、平成27年度の文部科学大臣優秀
教員表彰を受賞しました。
井上先生は、平成5年に体育教諭とし

横田 浩平プロ

濱田 茉優プロ

高木 萌衣プロ

卒業生の横田 浩平さん
（42期生）が、2015年度の登別カント
リー倶楽部（北海道）
にて開催された、
PGA資格認定プロテストに
挑み、
みごと合格を果たしプロゴルファーの資格を獲得しました。
また同年で、
濱田 茉優さん
（53期生）
と高木 萌衣さん
（54期生）
が、
こだまゴルフクラブ
（埼玉県）
にて開催された、
LPGA資格認定
プロテストに挑み、
みごと合格を果たしプロゴルファーの資格を獲得
しました。
今季のシード権獲得、
そして初優勝に向け突き進む3名の選手
に、
温かいご声援をお願いいたします。

て奉職されて以来、
ゴルフ部顧問として
熱意のある指導を行い、前任校にて「平
成11年度 全国高等学校ゴルフ選手権大
会・団体の部」で優勝され、
その後、平成
19年に本校へ奉職され「平成22年度 全
国高等学校ゴルフ選手権大会・団体の
部」で全国優勝に導くなど、永年のクラブ
指導において非常に優秀な実績を残して
きたことなどが評価されました。
平成27年度の被表彰者数は、803名（国立21名、公立747名、
私立35名）
です。
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第26回 五月会親睦ゴルフ大会のお知らせ
と き：平成28年11月3日（木・祝）
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
申込先：同窓会事務室（大阪学院大学高等学校）
連絡先：TEL 06-6381-6661
多数のご参加お待ちしております。

卓球部
毎年、
1月第1日曜日午後からOB会を開催しています。
ご参加の際は、
事前にご一報ください。 顧問 梅原 明史

平成 28 年 2 月 27 日発行

バスケットボール部
（男子）
毎年1月4日にＯＢ会を行っています。2月中旬には納会があります。
参加を希望される方は、
バスケットボール部顧問までご連絡ください。
その他、
試合の応援等も大歓迎です。

硬式野球部ＯＢ会開催のお知らせ
日 時：平成 28 年 6 月 26 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 TEL06-6381-6661
（代表）

昂志館２階多目的ホール

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21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

テニス部
テニス部は毎年、10 月中旬に本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会の詳しい詳細は「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ご確認ください。

吹奏楽部OB&OGの皆様へ
昨年の吹奏楽コンクール北摂大会では審査員全員 A 評価での優
秀賞をいただき、文化部を代表するクラブとしてますます成長して
います。これも皆様方が培って来られた歴史と基盤があってのこと
と部員一同感謝しています。また、昨年から部員が増え楽器が不
足していますので、お借りもしくはお譲り願える楽器がありました
らぜひご一報ください。よろしくお願いします。

謹んでご 冥 福をお祈り申し上 げます。
大阪学院大学高等学校 第 2 代目 武井康浩校長先生が、
平成 27 年 7 月 10 日に他界されました。
五月会一同、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

福本

正昌 【4 期生】

磯野

裕之 【11 期生】 平成 25 年 6 月 24 日

中尾
奥野
吉田
武沢
渡部

理一郎【6 期生】

平成 22 年 7 月 3 日
平成 27 年 4 月 11 日

良一 【11 期生】 平成 26 年 7 月 25 日
光宏 【13 期生】 平成 22 年 9 月 19 日
哲也 【14 期生】 平成 24 年 3 月 20 日
幸治 【22 期生】 平成 26 年 2 月 22 日

沖野

孝史（２６期生）

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 21 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. https://pc.ogush.net/

五月会だより 26 号、いかがだっ
たでしょうか？ 今年は申年。 申の
字は「しん」
と読み、
「伸びる」や「申
す」という意味もあり、雷の字源
でもあります。厄が去るという語呂から縁起がよいとして神社にも
祭られている猿。 今年が皆様にとってまっすぐに伸びる、飛躍や
充実した一年となることを願います。そして学院高校の益々のご
繁栄をお祈りします。今年の総会は 5 月 15 日。同級生またはお
知り合い同士、是非多数のご参加をお待ちしています。学院は今
年 57 年目をまもなく迎えます。 新旧問わず語り、母校を懐かし
み、大いに盛り上がりましょう。追伸

第 2 代目の武井康浩校長

先生が昨年お亡くなりになりました。筆者が在学中の校長でもあ
り、突然の悲報に驚きました。また多くの方がお世話になった偉
大な教育者だったと思います。謹んでご冥福をお祈り致します。

