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※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29年5月21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懇親会／

〈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）※56期生（平成29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。

五月会創設50周年記念定時総会・懇親会ご案内

http://www.ogu-h.ed.jp/
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　平成28年5月15日(日)に大阪学院大学高等
学校において、「第29回 五月会定時総会・懇
親会」を開催しました。
　当日は、五月会にふさわしい五月晴れに恵ま
れ、恩師の石井康男先生・福本憲公先生・杉
阪徹英先生をはじめとし、全国各地から83名
の同窓生にお集まりいただきました。
　定時総会では、皆様のご協力のもと無事に
ご報告を終えることができ、議事終了後、任期
を終えました奥村会長の退任挨拶があり、新
会長に山田義次氏が就任いたしました。また、
9名が新理事として就任され、合計26名の体
制で今年度から会の運営を行う旨を皆様にご
報告しました。
　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
過ごすことができました。
　また今年度も、「ビンゴ大会」を開催、賞品も
多くの業者様にご用意いただき、会員の皆様

にお楽しみいただきました。恒例の園副校長
先生のハーモニカの演奏も会場を大いに盛り
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、五月会創設50周年を迎えます。
例年以上に特別な会に出来るよう理事会で
検討して参りますので、今年に増して多くの友
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。

　五月会会員の皆様におかれましては、益 ご々健勝にてご活躍の
事と拝察いたします。
　平成28年は大変な一年でありました。4月の熊本地震に始まり各
地で地震が多発し、また、台風の再三に亘る来襲による風水害等々
日本列島は数多くの自然災害に見舞われ、多くの方々が被害に遭
われました。被災された皆様に謹んで心よりお見舞い申し上げます。
　さて、平成28年5月に「第29回五月会定時総会」が開催され、理
事会の推薦、会員皆様のご承認を頂き、平成28年5月20日より奥村
前会長の後任として第8代会長に就任致しました。五月会も発足し
て49年、今や会員は27,312名（平成27年度55期生卒含む）を数え、
歴代会長初め役員の皆様方が築かれました伝統と歴史に鑑みそ
の責務の重さに身の引き締まる思いがいたします。
　不慣れで不行き届きの点が多々あると存じますが、皆様の寛容な
お心と寛大な処置でもってご支援とご協力を賜りながら、五月会発
展の為微力ではございますが、精進して参る所存でございます。　
　昨今の経済情勢や少子化問題等により私たちの母校をはじめと
する日本国内の私立高校を取り巻く環境は非常に厳しい状況でご

ざいますが、同窓会といたしましては、会員の繋がりを広げ・深め・強
めていくことで母校の発展に少しでも寄与出来るのではないかと考
えております。
　今回理事会では、理事・役員の改選が行われ21期生から46期生
までの9名の方に新たにご就任いただき、会の若返りになりました。
　今後は若い方の意見も存分に取り入れ、親しみあるOB会として
一体感を持って活動してまいるよう心掛けたいと思っております。
　また、会員の皆様の中には五月会に対して様 な々ご要望、ご意見
があるのではないかと存じます。その内容を理事会で話し合い、改
善出来る事は改善していき、少しでも多くの方に関心を持っていただ
きたいと思っておりますので、忌憚のないご要望やご意見をお待ちし
ております。ご要望、ご意見に関しましては、会報誌表紙にあるメール
アドレスまでいただければ幸いです。
　活動内容といたしましては、同窓会の本来の目的である会員相
互の交流と親睦を図ることを第一とし、平成29年4月1日をもって五月
会創設50周年を迎える周年行事に取り組んでまいります。
　周年記念の定時総会は、平成29年5月21日（日）に開催いたします。
　この機会に、卒業生の輪をさらに広げていただくとともに、多くの卒
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。
　末文になりますが、5年間会長としてご尽力頂きました奥村一朗
前会長に感謝の意を表しますと共に会員の皆様のより一層のお力
添えを賜りますようお願い申し上げます。

就任のごあいさつ

          山田　義次（２期生）

第29回 五月会定時総会・懇親会開催報告 !! 平成27年度　五月会会計決算報告書
平成27年４月1日から平成28年3月31日まで

収入の部 （単位：円）
科　目 金　額 摘　  要

会 　 　 　 費 5,100,000 会費収入
雑  収  入 45,000 広告収入
受 取 利 息 4,165 定期預金・普通預金利息
前年度繰越金 20,394,485

合　計 25,543,650
支出の部 （単位：円）

科　目 金　額 摘　  要
事 　 務 　 費 108,000 事務用品等
慶 　 弔 　 費 86,200 会員の慶弔
印 刷 製 本 費 982,800 五月会だより・会則等印刷
会 　 議 　 費 113,872 理事会等会議費
総 　 会 　 費 566,316 定期総会費用
通 　 信 　 費 1,164,981 五月会だより等発送費
負 　 担 　 金 96,120 親睦ゴルフ大会費補助
生 徒 奨 励 費 240,000 クラブ、生徒表彰金
次年度繰越金 22,185,361

合　計 25,543,650

財　　産　　目　　録
平成28年3月31日

（単位：円）
科　目 金　額 備　考

普 通 預 金 12,078,569 池田泉州銀行吹田支店
定 期 預 金 10,106,792 池田泉州銀行吹田支店

合　計 22,185,361

１．平成27年度 事業報告について
２．平成27年度 決算報告について
３．平成27年度 会計監査報告について
４．平成28年度 事業計画（案）について
５．平成28年度 会計予算（案）について
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　本校は、昭和 34 年に関西経済学院商業高等学校として開校
し、昭和 38 年に大阪学院大学高等学校に改称して現在に至っ
ております。すでに半世紀をこえる歴史を刻んできました。そして、
本校の発展と共に歩んでこられた五月会は、この 4 月で創設 50
周年を迎えられます。誠におめでとうございます。
　また、昨年 5 月に奥村一朗様が会長を退任され、山田義次様
が会長に就任されました。奥村様、長い間ご尽力頂きまして大変
有り難うございます。今後とも、よろしくお願いいたします。山田会
長には、本校を暖かく、厳しく見守っていただきたいと存じます。
　さて、西暦年の末尾が「7」の年は、このところ波乱の年となっ
ています。1997 年にはアジア通貨危機が発生し、2007 年にはサ
ブプライムローン危機が表面化して翌年のリーマン･ショックへとつ
ながりました。今年はアメリカでトランプ新政権が誕生し、その動向
に世界が注目しております。日本も新政権とどう向き合うのか、重
大な問題が突きつけられています。
　日本の教育の世界でも少子化の中で、学校教育をどのようにし
ていくのかが問われています。今後数年の内に大阪の中学生人
口が激減するという状況の中、本校も将来を見据えて、よりよい学
園を作っていかなければならないと考えております。
　昨年は、本校サッカー部が春の府大会で初優勝し、高校総体
でベスト16という輝かしい成果を見せたにもかかわらず、その後
不手際があり、卒業生の皆様にもご心配をおかけしたことと思いま
す。大変、申し訳ございませんでした。このようなことが二度とない
よう、体制を見直し、気を引きしめてクラブ活動を運営して参ります。
　生徒諸君は、それぞれ学業やクラブ活動に懸命に取り組んでく
れています。先のサッカー部の諸君をはじめ多くの体育系クラブが
全国大会に出場し、文化系クラブでも吹奏楽部が第 2 回定期演
奏会を開催するなど活躍しております。
　五月会の皆様には、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。

ごあいさつ
学校長 　佐古　丞

　五月会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお
喜び申しあげます。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誠にありがとうございます。
　また会長在任中は、五月会会員の皆様ならびに理事の皆様に
は、多大なるご支援とご協力を賜りまして、無事に５年間の任期を
終えることができましたこと、この場をお借りいたしまして、心より御礼
を申し上げます。
　さて、今から５年前に和田顧問から会長の任を受け継ぎ、今日
まで五月会ならびに母校である大阪学院大学高等学校の更なる発
展を思い、我々の世代から若い世代の皆様への橋渡しを胸に活
動を続けてまいりましたが、徐 に々ではありますが、その活動も実っ
てきているように感じております。昨年の定時総会では新しい理事
の方 を々多数迎え入れることができ、我々の考えだけでなく、若く新
しい考えも積極的に取り入れ、今後の発展に繋がってくれることを
切に願っております。
　現在、我が母校は、我々が考える以上に目覚ましい成長を遂げ
ておりますが、これからは中学生の人口も減少し、厳しい時代にな
るということも耳にいたします。その中で生き抜き、更に発展をしてい
くには、学校、保護者の皆様、そして我々卒業生の三位一体となっ
た活動が必要だと感じます。
　皆様もご存じのように、母校の後輩たちは「明朗・努力・誠実」
の校訓のもと、各クラブ活動での活躍をはじめ、多くの場面で素晴
らしい活躍をして、大阪学院大学高等学校の名前を高めてくれて
おります。
　卒業生としましても、この五月会活動を中心としまして、皆様のお
力をお借りいたしまして、お世話になった母校に少しでも恩返しがで
きるよう、今後も活動を続けていただければと思います。私も微力な
がらできる限りのご協力をさせていただく所存です。
　最後になりましたが、卒業生皆様のますますのご健勝とご活躍、
また同窓会五月会と母校の更なるご発展を祈念申し上げまして、
私の退任のご挨拶とさせていただきます。

退任のごあいさつ
前会長 　奥村　一朗

　平成 29 年 1 月14日（土）に本校第
一会議室において「平成 28 年度同窓会
五月会表彰式」を開催しました。
　この五月会表彰事業は、五月会会則第
14 条 3 項（成績優秀及びスポーツ・芸
術活動・社会活動などにおいて、本校の
名誉を高めた者に対しては、賞状並びに
賞品を送ることができる。）に基づき、体
育系・文化系の各クラブを対象として表彰
を行っており、今年度は、全国大会に出

場した弓道部、ゴルフ部、サッカー部、チ
アリーダー部、日本拳法部、バスケットボー
ル部の６クラブと文化部を代表して今年度
積極的に活動を行った家庭研究部を合わ

せた合計７クラブを表彰しました。
　表彰された各クラブの代表者は、表彰
していただいたお礼を述べるとともに、来
年度の更なる活躍を誓いました。
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謹 ん で ご 冥 福 を お 祈 り 申 し 上 げ ま す。
杉村　芳昭　【 6 期生】平成 27 年 3 月
松尾　　努　【 7 期生】平成 27 年 8 月
嶋村　昌年　【14 期生】平成 26 年 5 月

樋口　昭夫（第1期生）野菜作りに専念し
ています。
長村　繁一（第1期生）第1期生の原見
真直さん、佐藤和男さんの消息がおわか
りの方はぜひ連絡お願いします。
定兼　澄（第1期生）食品卸商社　旭食
品㈱和歌山支店内オプラスサービス㈱物
流センターでパート社員として現役でやっ
ています。
池上（旧姓•大黒）春美（第1期生）97才
の義母の老老介護をしています。
久米（旧姓•吉岡）要子（第1期生）4月に
入り九州で地震があり、余震も大きく心が
痛みます。一日も早い復興を心から祈って
います。私自身、今年に入り特に年令を感
じています。あちらこちらがたが来ていま
す。
山口　英樹（第1期生）毎度「五月会だ
より」ありがとう。なつかしく拝見しておりま
す。
中道　正夫（第1期生）一期一会で互い
信頼して、生きて来たが、日常の箸も人の
勝手で、何時捨てられるのか？捨てられな
いのかわからない。出逢いを大切に!!五月
会総会一人でも多く参加を望む。
尾垣　忠治（第1期生）定年退職後10
年、旅行に出掛けたり、登山会に参加
等々、健康に過ごしています。
金田　次郎（第1期生）昨年の5月17日の
住民投票で「投票管理者」に選ばれ、朝
6：30～20:30の14時間拘束され大変疲れ
ました。地域の役を引受けていると色 と々
経験をさせてもらえます。その為に昨年の
五月会の総会は欠席いたしました。昨年5
月27奈良春日大社の第六十次式年造替
に行きました。昨年は平成27年です。
前中　隆（第1期生）体力、知力、動体視
力等が、弱くなって来ました最近ですが。
学校で開催される五月会総会に元気で
出席させて頂く事は、遠き昔の？？青春の1
ページを開いている気分になります。
大垣　高正（第1期生）93才になる母の
介護で毎日頑張っております。
増岡　守（第1期生）次回、必ず参加しま
す。
宮本　定昭（第1期生）五月会関係者の
皆様お世話になります。町会、老人会の役
員、地域安全まちづくり推進員と日々バタ
バタしながら過ごしています。
塚田　卓實（第2期生）元気で頑張って
います。同窓の健勝と五月会、母校の益々
の活躍を祈っています。
遠藤　健一（第2期生）「五月会だより」楽
しみにしています。今年も元気で日々暮ら
していきます。同窓の皆さん、学院の益々
のご発展を祈っております。
嶋屋　幸彦（第2期生）この五月会だより
を読むたびに懐かしい昔の仲間達との3
年間の出来事を思いだします。元気でま
た来年のだより楽しみにしております。
山田　義次（第2期生）昨年（H27)五月
会で恩師石井康男先生に50年ぶりにお
逢い致しました。最近まで中国で日本語を
教えられたとの事ですが、お元気な姿は昔
と少しもかわらず、驚きと感激で一杯でし
た。次回もお逢い出来ることを楽しみにし
ております。是非皆さんも五月会に来てくだ
さい。
塩崎　美一（第3期生）住まいをしている

「自治会」でセフティーボランティアをして

毎日を送ってます。今回「福本憲公」先生
の記事を見て懐かしく思い出しました。
加島　賢一（第3期生）昨年古希を迎え、
まだ現役で頑張っています。五月会だより
を見て武井康浩先生がお亡くなりになっ
た事を知り、驚きました。私達が在学中は
教頭先生でしたが、私は入学時より個人
的に大変お世話になり残念でなりません。
謹んでご冥福をお祈り致します。
長谷川　隆（第3期生）前略何時もお世
話頂きありがとうございます。小生は昨年
古希を迎えもう直ぐ1年が来ます。おかげ
様で元気に趣味の写真撮影を楽しむ日々
を過ごしています。皆様方のご健勝お祈り
申し上げます。
山本　国夫（第3期生）テニス三昧です。
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。
巽　和夫（第3期生）最近やる気が出な
くて、日々を重ねております。学院及び五
月会の益々のご発展をお祈り致しておりま
す。
立川　勝文（第3期生）五月会だより毎号
ありがとうございます。母校のめざましい発
展ぶりに卒業生としても誇らしいものがあり
ます。今後とも、学院のご発展と、皆々様の
ご健勝をお祈りしております。
大西　一（第4期生）私も近く70才になりま
す。まだ仕事に行っています。仕事に行っ
てる方が、身体を動かし調子がいいです。
又、会社の友達と会って、たまにお酒を飲
みます。楽しいです。五月会も何年か前に
行かせて頂き、昔の旧友と会えると思った
が、誰も居ませんでした。相当昔の事なの
で、みんなおじいちゃんになったと思いま
す。これからも五月会として頑張って下さ
い・・・
大元　亘（第4期生）70才になり運転免
許証の高齢者の講習を受け、無事にゴー
ルドをもらいました。
菊地（旧姓•樽井）スエ子（第4期生）昨年
出席させて頂き、楽しいひとときを同期の
方 と々共にしました。又今年も同じメンバー
と他の同期の人と出席させていただきま
す。
石橋（旧姓•小林）智子（第4期生）平成
27年度の五月会に友人と初めて出席しま
した。正雀の駅を降りた時から浦島太郎
状態？昔とは全然違いました。お陰でなか
なか会場には着きません。ようやく着いたそ
こには・・・大学も出来て立派な校舎が！！母
校が大きく、大きく発展していて、とてもうれ
しく思いました。
下出（旧姓•永田）鶴子（第4期生）同級
生仲良し4人で毎月1回食事会の後、カラ
オケに行って、歌ったり踊ったり一日楽しい
ひとときを過ごしています。
谷（旧姓•池永）美智子（第4期生）いつも
お世話になりまして、ありがとうございます。
昨年は骨折して、断念しましたが、今年は
参加させて頂きます。どうぞ、よろしくお願
い申し上げます。大変、楽しみにしておりま
す！
米澤　講治（第5期生）在学中はあまり勉
強はしませんでしたが、恩師や友人には恵
まれました。現在、千葉県銚子市でキリス
ト教会の牧師をしながら、心を病んでいる
方たちと関わりを持ち続けています。もう少
し頑張ります。
大道　一夫（第5期生）呆け防止に今年

4月からシニアパソコンを習い始めました。
同じく今年4月からシルバー人材センター
の会員になりました。又、健康維持の為
に、今年も1日1万歩を目標にしております。
元気が一番。今年も頑張ります。学院並び
に五月会の今後益々のご発展を心よりお
祈り致します。
大橋　均（第5期生）元気で農業をしてい
ます。
入江　克彦（第5期生）毎日我が家の猫
娘3匹に振り回され大変ですが、仲良く暮
らしています。
山下　五十三（第5期生）子ども3人が結
婚し、孫6人と毎日元気に暮らしています。
柴田　勘彌（第5期生）カ…感謝　キ…
興味　ク…工夫　ケ…健康　コ…恋心
カキクケコいずれも大切なものです。皆さ
ん、学院健児、最后の〝コ〟恋心を忘れず、
カッコイイ人生を送りましょう。
田中　武（第5期生）同窓生の皆さん、お
変わりありませんか？五月会の総会・懇親
会でお会いしたいものです。今後も健康に
留意して楽しく過ごしたく思っています。お
会い出来る日を心から願っています。
髙田　純一（第5期生）毎年、総会で同
窓の皆さんと会えるのを楽しみにしていま
す。近況としては“吹田市子ども・子育て支
援審議会委員”を委嘱され、何かと、忙しく
過ごしています。
川内　経三（第5期生）最近痛風で苦し
んでいます。
丸山（旧姓•大塚）雄男（第5期生）愛する
母校を卒業して丸50年、大阪から信州安
曇野に移り住んで丸44年が経ちました。い
つも、母校の発展と活躍を祈っています。
仲　幸太郎（第6期生）同窓生の便りに
載せていただきありがとうございました。同
級生の近況も判明し楽しく見せてもらいま
す。今後も宜しくお願いします。
木下（旧姓•西野）君代（第6期生）日々 穏
やかに過ごしております。
森川　保雄（第6期生）また、皆様とお会
い出来るのを楽しみにしています。福本先
生お元気ですか。
坂西　清美（第6期生）神田先生（1年担
任）小鹿野先生（3年担任）方も元気そう
ですね！小生も68才になり、今年は家も
現在新築中でございます。9月には完成
予定です。今現在も現役で頑張っておりま
す。
西村　賢二（第6期生）五月会だよりで 
恩師の3年担任木村昌司先生や福本憲
公先生のコメント等を見てなつくしく昔の
事が思い出されます。私は当時バレー部
に所属しておりました関係で今では地域
のママさんバレーの監督や地域のボラン
ティアなどをして定年後を楽しく過ごしてお
ります。
山口　徹（第7期生）地元の市民ギャラ
リーで仕事をしております。毎年五月会だ
より楽しみにしております。ありがとうござい
ます。
水田　裕文（第7期生）伊藤弘海君　優
勝おめでとう。OBとしてうれしいです。私も
身体を鍛えてます。
嶋田　薫（第7期生）この時期、花粉との
戦いです。つらい毎日を送っています。群
馬へ来てから花粉症になりました。
有本　明久（第7期生）高校3年生の同じ
クラス数人は現在も連絡はありますがそ

れ以外の方もなつかしく思います。会いた
いな・・・
池田　修司（第7期生）私の方は定年
後、海外青年協力隊の一員として仕事を
しています。もう少し現役にこだわります。
田中　武雄（第7期生）今まだ元気に働
いております。
西川　勉（第7期生）65歳定年退職後、
午前中は15～20kmの爺散歩。午後は主
夫しています。孫3人の成長と年2回の国
内・海外旅行を楽しみにしている今日この
頃です。
弥重　功（第8期生）毎年、会報紙楽しみ
に読ませてもらってます。なつかしい同窓
生のコメント、顔が思い出せます。
上田　紳吾（第8期生）年金で生きていま
す。毎年1回家から少し遠くにある大学の
応援団の年1回の乱舞祭を見て、男の血
潮を漲らしています。
平岡　康夫（第8期生）第8期生のみなさ
んいつまでも元気で頑張ってくださいね。い
くつになっても、オシャレで学院最高 !!
森下　政秋（第8期生）野球部OBです。
昨年末で嘱託満了。現在、毎日日曜日の
生活をエンジョイしております。
大西　信昭（第8期生）自営業も閉店して
65才になり、孫のもりしてます。
段　純一（第8期生）65才になっても頑
張って仕事しています。
中西　保（第8期生）元気に頑張っており
ます。
筒水　正道（第8期生）平成27年7月より
ワンルームマンション引継ぎ、現在大阪学
院大学生常に7-8名入居者有り。毎日マン
ション管理で日々過ごしています。学院高
校前の阪急踏切りのすぐ前です。通学路
にもなっています。
近藤　弘幹（第9期生）64才になります。
会社を退職して4年になりました。同年代
の皆は元気ですかネェー。
油野　辰夫（第9期生）五月会だより、い
つもありがとうございます。なつかしく拝読
しています。外出時に大阪学院の制服姿
に接すると、在学中のことが思い出されま
す。母校の益々の御発展をお祈りいたしま
す。
小南　敏明（第10期生）私は、平成25年
に芦屋市消防署を退職し、その後、再任
者として同消防署に勤務してきましたが、
今年の3月末をもって再任用の期間も満期
をむかえます。退職後は、元消防吏員、防
災士として現在も地域の防災活動を行っ
ています。この4月からは、路線バスの運
転手として第2の人生を歩むことになりまし
た。ガンバリマス！
景山　多千雄（第10期生）1952年（昭和
27）5月3日生れ。当年、生きていれば64才

（28年3月23日現在になるはずです）。日
本アクセス定年
土井　美和（第10期生）婦人服店を経営
しております。
斉藤　肇（第10期生）元気に生活してい
ます。
井路端　辰夫（第10期生）今回が初参
加です。何年も前から連絡通知が来ませ
ん。息子も卒業しておりますので、開催を知
りました。45年ぶりに母校に来ました。
森田　力（第12期生）元気です。
山本　正植（第12期生）五月会に参加し
て10数年になります。五月会では見慣た

同窓生からの便り
第 29 回五月会総会出欠回答ハガキより

「便り」は、平成28年に事務局へ
郵送していただいたものです。
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同窓生も多くなり。懇親会も楽しみになりま
した。私も年齢を重ねる度に母校の為に
何かお役にたちたいと思う様になりました。
これからも五月会が盛大に末永く続くよう
に協力できればと思います。
須谷　幸正（第13期生）菱谷先生・足立
先生には大変お世話になりました。教官
室での正座が思い出されます。
西村　正美（第13期生）毎日、歩く事を心
掛けています。いろいろな世代の人とお話
するのも人生の勉強になります。体力的に
は、徐々にしんどくなってきましたが、心で
ガッツしています。
丸谷　光生（第13期生）いつも‘五月会だ
より’をありがとうございます。小生入学後
直ちに西本先生に校歌の意味を教示され
ましたが、近ごろ漱石の『創作家の態度』
を読むや否や作品（校歌）にかける金子
又兵衛氏の期待が玲瓏と頭の中をかけ
廻りました。もしや氏は藤野古白への拘泥
もおわしたか。
神田　隆（第13期生）昨年60才で定年、
現在再雇用で働いてます。ゴルフは息子
がシングル！（バックティー）私は「フロント
ティー」（トホホ！）？でもアプローチは負けへ
んでェ～孫はかわいいですなア～がんば
ります！孫のために
木谷　正明（第14期生）久 に々同窓会か
らの便りを拝見し、担任だった上野陽示
先生の近況が掲載されてあり、懐かしく思
いました。それぞれ年令を重ね、体力も衰
えてきていますが、頑張っていきましょう。
石田　昌仁（第14期生）昨年、息子が学
院高を卒業して、早いもので今年2回生に
なります。私は今年60才ですが、もう一度
青春を楽しもうと思ってます。
東　康秀（第15期生）自分も来年還暦と
なります。現在も現役でがんばってます。
本村先生はどうされていますか。
北條　義夫（第17期生）元気でやってお
ります。
竹内　政雄（第17期生）数年前に電信を
マスターし、アマチュア無線でモールス信
号の交信を楽しんでいます。
志野（旧姓•湯川）正己（第17期生）子供
達2人は1人暮らし、家は妻、祖父、と私の
3人暮らしになりました。寂しくなりました。
酒井　博史（第17期生）八尾鉄工㈱代
表
奥田　一郎 （第17期生）大阪府茨木市
で業務用品総合店を展開する会社を経
営しています。
小島　雅幸（第17期生）毎年「五月会だ
より」お送り頂き、ありがとうございます。昨
年、秋、友人が、シアターブラバにて、とり行
われていた、松本幸四郎主演・ミュージカ
ル、ラマンチャの男に出演していることを知
り、鑑賞し、その後37年ぶりに再会しました
ので、その友人をご紹介させて頂きます。
氏名 美濃良光（17-12）日本拳法部 数々
のミュージカル等出演、美濃くんご存知の
方ぜひ彼のＨＰごらんいただけたらと思い
ます。本人の了解得てますのでよろしくお
願いします。
山田　文典（第17期生）京都府警に奉
職し37年になります。長男が大阪学院大
学でお世話になり喜んでおります。
日置　文雄（第17期生）シャープ㈱で13
年間勤務後、税理士として17年が経過し
ようとしています。子供2人が適齢期を迎え
る様になり、5月に国税局に勤める息子が
結婚します。
宮脇　繁昭（第17期生）元気にしておりま
す。何時も案内ありがとうございます。
池村　亮治 （第17期生）大阪学院!!いい
響です。母校、心のささえです。新潟で毎
日、戦えるのは、テニス部の恩師、先輩の
おかげです。まだまだ戦い続けます。

下田　益民（第18期生）「菓子工房益民
山月庵」の下田です。かりんとう饅頭 門真
香琳（かどまかりん）毎日手づくりで頑張っ
てます。
仲野　喜規（第18期生）大阪市旭区で
保護司をさせて頂きまして社会貢献してお
ります。
冨岡　浩史（第18期生）社会福祉法人
向陵会事業推進室長として、元気に頑
張っています。
福本　敦司（第18期生）建築パースデザ
イナーとして仕事をしております。興味は自
転車であります。
鹿田　松男（第19期生）障害者就労
支援Ａ型の施設庁を2ケ所しておりまして

（北区東天満・淀川区西中島）一般の会
社で一人でも多く就職できます様、日夜が
んばっています。
大西　充展（第20期生）平成14年から
個人事業主となり早14年目。今年の5月か
ら法人設立へとステップアップします。事
業内容は、主に、工作機械の売買・中古
機械も取扱ってます。屋号：テクノマシン
清田　義晴（第20期生）54歳で20年勤
めたブラックな会社を辞め、現在求職中で
す。バレーボール部の後輩たちの活躍を
願っています。
原田　道昭（第20期生）元気でがんばっ
てます。毎年五月会だよりを楽しみにしてま
す。
西川　貴規（第21期生）特別養護老人
ホームで介護の仕事に携わっています。
毎日、笑顔で「一日一日を大切に」をモッ
トーに過ごしています。
栗谷　信之（第22期生）お世話になりま
す。毎年五月会だよりありがとうございま
す。昨今は、登山にハイキングと体力づくり
にがんばっています。
寺尾（旧姓•山川）恭介（第22期生）50代
になり最近は身体の事を考える様になりま
した。この先も10～20年五月会に参加で
きるようガンバリます！
安岐　隆弘（第23期生）大阪市の中学
校でボランティア活動をしています。未熟
な私ですが、今後ともよろしくお願いしま
す。
平岩　正勝（第24期生）卒業時の担任
でした野村文雄先生が逝去され寂しいで
す。時がたつのが早いと感じずにはいられ
ません。
竹内　豊（第26期生）遅ればせながら子
供をさずかり、楽しく子育てしております。
阿部　元昭（第26期生）現在、三菱東京
ＵＦＪ銀行の緊密会社である㈱Ｔ＆Ｔアド
に勤めております。当初、入社時は広告代
理店がメインでしたが最近は建設系の業
務がメインとなっております。
藤田　道昌（第26期生）高校を卒業して
30年目になります。今回、初めての「五月
会」参加です。教職員の先生方を始め同
窓生の皆さんに会える事を楽しみにしてい
ます。
渡邊　康夫（第26期生）知り合いの子が
学院高に入りアメフト部です。卒業から約
30年、母校健在を感じ嬉しく思います。
三浦　武志（第27期生）長女が小6になり
ます。
小山　徹（第27期生）ケアマネジャー試
験に合格しました。
吉田　浩之（第28期生）元気です。
鈴木　信隆（第30期生）また、時間があ
れば参加します。
黒河　徹也（第31期生）毎年、五月会だ
よりを送付いただきありがとうございます。
毎年、この時期に到着するのを楽しみにし
ています。親バカといいますか、4歳になる
娘の成長がとても早く、昨年の今頃は会
話ができるかどうかでしたが、今はコミュニ

ケーションもとれて、日々 楽しく過ごしており
ます。これからも何事もなく、すくすく育って
くれることを願うばかりです。日々の暮らし
に感謝の気持ちを忘れないように・・・。
森川　晃夫（第33期生）｢五月会だより」
いつも楽しみにしています。
西浦　裕一（第33期生）内牧先生・浅利
先生に支えられ、母校で勤務させて頂い
ています。
村田　和哉（第34期生）税理士として開
業4年目となりました。この仕事を通じて、
母校に恩返しができるよう頑張ります。
澤田　直己（第35期生）皆様からの応援
もいただきまして、吹田市議会議員として
の一年目が無事終わりました。今後も吹田
市発展の為尽力して参ります。
福西　啓介（第35期生）趣味で始めた
コーヒーの焙煎でしたが、今では、近所の
欲しいという方にお分けするまでになりまし
た。ご希望の方がいらっしゃいましたら、Ｆａ
ｃｅｂｏｏｋからお問い合わせください。“ＦＵ
ＫＵＮＩＳＨＩ　ＰＲＩＮＴＣＯＦＦＥＥ”
井田　公一郎（第36期生）また、引っ越し
をしましたので、ご報告します。
上田　有輝（第42期生）ドコモで勤務し
て10年目となった平成27年度は10年で最
高の1年になりました。ドコモが提供するク
レジットカードの販売で、上半期に関西全
体で6000人程のスタッフがいる中で2位に
なり、下半期には、関西全体で6000人程
のスタッフがいる中で、1位になりました。そ
して、その実績を認めて頂き、上半期と下
半期と2期続けて社長賞を受賞しました。
平成28年度は、更に、良い1年に出来る様
に頑張ります。
高橋　健太郎（第42期生）去年結婚し
て、今年2月瑛太が生まれました。これから
もよろしくお願い致します。
山岡　紳吾（第44期生）元気に過ごして
います。私の今の目標は「人間性を高め
る」ことです。誰に対しても、優しく接するこ
とができるように心がけています。
芝野　雄一郎（第45期生）只今、私は京
都仏眼医療専門学校を2015年3月に卒
業して、1年目となりました。今年はもみ屋さ
んで、国試勉強をしながらアルバイトをしま
す。
助野（旧姓•上浦）萌恵（第46期生）平成
28年2月5日に男の子が産まれました。今
年、美容学校を卒業して国家試験に受
かることが目標です。子育てと勉強を頑張
り、海外に美容留学することも考えていま
す。
金井　佑介（第47期生）現在尼崎中央
卸売市場にてセリ人になる為 日々 奮闘し
ています。国際的セリ人になれるようがん
ばります。
笠井　亘（第49期生）毎日、仕事頑張っ
ています。今よりもっと充実した日 を々送る
ための機会・タイミングを模索しています。
加藤　将大（第49期生）社会人になり毎
日、いそがしい毎日を送っています。
田中　友理（第49期生）今年で社会人
3年目になります。ご縁もあって、大阪学院
大学職員として日々精進しております。私
を育てて下さった、高校の先生方、大学
の教職員方には大変感謝しています。大
好きな大阪学院で働くことができ、幸せで
す。
中井　里帆（第50期生）ドコモショップに
勤務しています。日々の応対では常に笑
顔を心がけています。
速水　美貴子（第51期生）引越系の会
社に就職（予定）
松山　晃明（第51期生）4月1日より就職し
ます。
松﨑　真優（第52期生）大学生活も3年
が過ぎ、ゼミやクラブ活動もあと1年です。

所属する吹奏楽部では昨年10月の全国
大会で念願の金賞を受賞しました。
衣斐　考輝（第53期生）大学生活をエ
ンジョイ！してます。スキューバーダイビング
の資格もとって今年2月にパラオまで行き、
潜ってきました。
名越　直希（第53期生）大阪大谷大学
の3年生になりました。学院大高では野球
部に入部していました。現在も野球を続
け、近畿学生野球リーグで、春季リーグが
始まりキャッチャーとしてがんばっています。
これからも益々の発展を！
金地　黎旺（第54期生）大阪学院大学
情報学部（2回生）
杉　隆人（第54期生）大阪学院大学に
進学し、日々 勉学に励んでおります。
松田　真毅（第54期生）一浪していた大
学がようやく決りました。あと、英検準二級
にも合格しました。今はTOEICに向けて
勉強中です。
杉阪　徹英（旧教職員）昭35年～39年
の四年間お世話になりました職員です。
52年ぶりでお世話になります。
石井　康男（旧教職員）旧職員の杉阪
先生からお電話があり同窓会でお目にか
かる約束をしました。在職中の生徒たちは
定年を迎え、立派に社会貢献されたと思
い、その姿を拝見することを楽しみにして
います。
青谷　正麿（旧教職員） 八十五歳で車
を止めましたが、電動アシスト自転車で動
いています。八十八歳になりました。
髙橋　五生（旧教職員）4月から自治会長
を務めるため、日々 忙しい毎日を送っており
ます。
本村　輝夫（旧教職員）84歳になりまし
た。自分の脳の活性化のため、蛍池公民
館で「シニアのための英語クラス」を担当
しています。皆さん海外旅行に役立つと
熱心です。慢性腰痛ですが、趣味の水彩
画もやっています。五月会のご発展を願っ
ています。
伊藤　賢蔵（旧教職員）毎年五月会便り
がたのしみで、懐かしく読ませて戴いており
ます。80歳をむかえます。元気に孫とケンカ
しながら日々 を大切に過ごしております。
木村　昌司（旧教職員）昨年は何十年ぶ
りかに出席させていただき楽しい一日を過
ごすことができ有難うございました。OB、
OGの皆様方のご多幸とご健勝及び同窓
会の益々の発展を祈念し、結びとさせてい
ただきます。
小鹿野　隆徳（旧教職員）元気です
藤本　務（旧教職員）元気に過していま
す。
岸　孝一（旧教職員）傘寿になり、体力・
気力が急におとろえてきました。
渡辺　悦男（旧教職員）大阪学院大学
高等学校の益々の繁栄を祈り上げます。

　「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@
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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（21期生）

祝 五月会50周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。

旬の魚を中心とした美味しい料理を
ご堪能ください…
■営業時間　17：30～23：00　■定 休 日　月曜日＆第３日曜日（Pあり）

TEL 075-925-0246

旧

校京都府向日市寺戸町初田21
岡崎ビル２F　岡崎　正（21期生）

（21：30入店 L.O／22：30）

　関西経済学院高等学校に赴任したのは昭和 36 年 4 月､ 新設 2 年目

で私も教職最初の勤務であり新鮮であった｡ 新設高校のため設備や組織

も整備をしている途上であった｡ 全て目新しい環境だったから意欲が湧い

てきた｡ しかし､ 小学校 4 年生を2 回履修し､ 6 年生の秋､ 中学校に

飛び級をしたために卒業証書が授与されなかった｡ 中高では数学と英語

で落ちこぼれた私｡ 大学では理工学部から文学部に転部して国語の教

員免許を取得した｡ 高校の教師になった当初は授業準備で苦労しながら

3 年間勤務｡ その後､ 浪速高校に勤務（10 年）して､ 38 歳で大阪府

立高校教員に採用され､ 三校に勤務し旭高校長で定年｡ その後金光

大阪高校に 2 年間勤務｡ 62 歳で日本語教師として遼寧省瀋陽市の遼

寧大学に赴任した｡ この大学に 7 年間勤務し､ その後浙江省寧波市の

寧波工程学院 ･ 湖州師範学院 ･ 浙江万里学院で 6 年半勤務し､ 合計

13 年半勤務｡ 帰国後は日本に留学してきた学生の支援活動｡ 大学院

研究生 ･ 修士 ･ 博士課程に在籍している学生を支援 ･ 交流している｡

　現在は伊丹市で中国帰国者と交流する市民の会の日本語学習の講師

などをしている｡

　中国の学生たちの日本への興味 ･ 関心は非常に高く､ 大学で日本語

を学習する学生は増加している｡ 多くの大学は全寮制であり､ どの大学

も1 万人から2 万人が在籍している｡ 日本語能力試験 n1 受験準備で

は､ 毎朝 7 時から特別講座を開くと100 名前後の学生が参加した｡ 学

習意欲は旺盛であった｡

「そして今、現役です」

石井　康男

　卒業生の皆さん､ お元気ですか？ 3 年前に無事定年を迎え､ 3 年間

の延長期間を経て､ 平成 29 年 3 月31日をもって､ 退職の時を迎えようと

しています｡

　私が大阪学院大学高等学校に赴任して早 40 年以上が過ぎました｡

　私の教師生活は､ 生活指導とともにありました｡ ｢しんどい｣ 思い出もあ

りますが､ 良い意味で ｢やんちゃ｣ な卒業生の皆さんと過ごせたことは、

私にとって大きな財産となっております｡ そして､ 何より､ 卒業生の皆さん

から絶大なパワーを頂いておりました｡ 自分でいうのも何ですが､ 私を含

め、本校で勤務する同世代の教員は世間の同年代よりもはるかに若いよう

に思っております｡ それは､ 常に高校生というこの先の時代を､ 未来を創

造していこうとするエネルギッシュな世代と本音でぶつかってこれたからだと

思います｡私に叱られたことを記憶にとどめておられる皆さんも多いことでしょ

う。

　しかし､今だからこそここに想いを綴りますが､それは私からの｢愛情｣だっ

たと受け止めて頂ければ幸いです｡ 実際､同窓会の席にお招き頂いた際、

｢あの時､ 先生が怒ってくれたから今の自分があります !｣ と言って頂いたこ

とがありました｡ 本当に嬉しく思い､ 教師冥利につきると感じました。

　今､ 退職の時を迎え､ 皆さんに ｢ありがとう｣ と言わせてください｡ 今後

も皆さんとはどこかでお会いする機会もあるかと思います｡ これからも宜しく

お願いしますね ! そして､ 共に大阪学院の今後益々の発展を祈念します｡

 ｢退職のごあいさつ｣

内牧　孝行
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学 院 ト ピ ッ ク ス

在学中は硬式テニス部でお世話になりました。卒業生です。お声かけください。

祝 五月会 50 周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。

　本校公式のインスタグラムの運用を始めました。
　インスタグラムとは、無料のアプリケーションサービスで、スマート
フォンなどで撮影した写真を共有できるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）で、最新の学校情報やクラブ活動の様子を配信
していきます。
　興味のある方は、ぜひご覧いただき登録をお願いします。

※URL→https://www.instagram.com/osakagakuinhighschool/

　本校卒業生の大堀 裕次郎プロ（49期生）、森井 菖プロ（51期
生）、濱田 茉優プロ（53期生）、高木 萌衣プロ（54期生）の4名が、
平成29年シーズンのプロゴルフレギュラーツアー競技にフル参戦す
ることになりました。大堀プロは平成28年JGTO賞金ランキング第41
位となり、本校卒業生として初めての賞金シードを獲得し、平成29年
JGTOレギュラーツアー競技の出場権を獲得しました。
　また、女子の森井プロ、濱田プロ、高木プロの3名は平成28年12
月に行われたファイナルクォリファイングトーナメントにおいて、それぞ
れ上位の成績を収め、平成29年JLPGAレギュラーツアー競技の出
場権を獲得しました。プロゴルフレギュラーツアーでの初優勝を目指
す4名の卒業生に、温かいご声援をお願いいたします。

ゴルフ部卒業生 4 名が
今季レギュラーツアー出場 !!

インスタグラムの運用を始めました！

大島崇敬氏が、ニンテンドー3DS『ポケット
モンスター』シリーズ最新作で一部音楽の

レコーディングエンジニアを担当
　平成28年11月に日本国内・北米等で発売された、株式会社ゲー
ムフリーク開発のニンテンドー3DS『ポケットモンスター』シリーズ最
新作『ポケットモンスターサン・ムーン』にて、本校卒業生の大島崇敬
さん（37期生）が、ゲーム中で流れる一部の音楽のレコーディングエ
ンジニアを担当されました。

大堀 裕次郎プロ 森井 菖プロ 濱田 茉優プロ

♯　大阪学院大学高等学校

高木 萌衣プロ

大島崇敬さん プロフィール
　サウンドクリエイターとしてJ-POP、ゲーム
音楽、CM音楽など様 な々音楽制作や、サウ
ンドプロデューサーとしてアーティストのプロ
デュースにかかわる。代表取締役を務める
株式会社OM FACTORYでは、プロ向け
の音楽制作専用PC開発・販売、プライベー
トスタジオの環境プロデュースやコンサル
ティングなども手掛けている。

吹奏楽部「第2回定期演奏会」開催
　平成28年12月19日に吹田メイシアターにて、吹奏楽部の第2回定
期演奏会が開催されました。演奏は、ジブリやJ-POP曲など幅広く、工
夫を凝らした演出や楽しい司会進行に笑える場面もあり、12月ならで
はのクリスマスの演出に来場者
も思わず和む素敵な演奏会とな
りました。第3回は、平成29年8月
29日(火)18:30～豊中アクア文化
ホールで開催しますので、多くの
ご来場をお待ちしております。

※ニンテンドー 3DS は任天堂の商標です。

祝 
五月会50周年を
迎えられましたことを、
心よりお祝い申し上げます。
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　同窓会五月会は、創立 50 周年を
迎えました。
　第 27 号五月会だよりは、半世紀に
至る歴史を写真と年号で感じる周年

記念誌として、表現を試みました。今年は、酉年で易学では、新しい
物事に挑戦すると、さらに追い風が吹き、スムーズに進めることが出

来ると言われています。是非挑戦したいものです。同窓会の皆様に
対して、益々の活躍を祈念いたすと共に、創立 60 周年に向かって学
院高校の繁栄を祈念いたします。
　今年の 50 周年記念総会は、5 月 21 日皆様方お誘いのうえ多数の
参加をお待ちしています。
　以上、よろしくお願いいたします。　　　　　　　　五月会　田中

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　河上　一平

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22年が経過しました。プログラミングなどのパソコン部
の伝統を引き継ぎつつ、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サイトと公式Instagramでお伝
えしていますので、ぜひご覧ください。また不要なプロジェクター
等の機器がございましたら寄贈いただけると幸
いです。[webサイト] https://pc.ogush.net/  
[Instagram]
https://www.instagram.com/ogush_pc/

吹奏楽部OB&OGの皆様へ
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。

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 29 年 6 月 25 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22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）

と　き：平成29年11月3日（金・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：10組～15組
会　費：2,000円　※プレー費は別途必要となります。

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（代）
多数のご参加お待ちしております。

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、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。

卓球部
毎年、1 月 3 日の午後から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

＜優勝者のコメント＞
　この度は、26回の歴史ある五月会ゴル
フ大会に初参加でありながら優勝するこ
とができ、大変嬉しく思っています。
　当日は天候に恵まれ、また同級生と後輩
との組み合わせということで終始リラック
スしてプレーできたことがハンディキャッ
プにつながり好成績を修めることができ
ました。
　前回優勝された方が四連覇中とお聞き
していたので、当日は周囲の友人たちの
期待も熱く、それを励みに頑張れたことが
いい結果に繋がり、決して自分一人の力で
は出来なかった優勝だったと思うと有り難

い気持ちでいっぱいです。
　次回も是非参加したいと思いますので
皆様よろしくお願い申し上げます。
　最後になりますが、今回このような機会
を与えていただきました五月会担当役員
ならびに学校関係者の皆様に感謝を申し
上げますとともに、五月会の益々のご発展
を祈念いたします。

第26回 五月会親睦ゴルフ大会開催
21期生   藤田一男さん初参加・初優勝 !!

平成28年11月3日（木・祝）に
兵庫県の花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコースにて、
恒例の「第26回 五月会親睦ゴルフ大会」を開催しました。

第27回 五月会親睦ゴルフ大会のお知らせ


