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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30年5月20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　 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）※57期生（平成30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。

同窓会五月会定時総会・懇親会ご案内

http://www.ogu-h.ed.jp/
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　平成29年5月21日(日)に、五月会創設50周年
を記念し、「定時総会・懇親会」を開催いたしま
した。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・石井康男先
生・神田美智雄先生をはじめとし、全国各地から
100名を超える同窓生にお集まりいただきました。
　定時総会では、髙田副会長が司会を務め、
山田会長の挨拶で始まりました。議長には田中
副会長が選出され、議事では、みなさまのご協
力のもとご報告を終え、承認をいただきました。
　また、白井善康総長先生から、50周年のお祝
いとしてご厚志を賜りましたので、この場をお借り
しましてみなさまにご報告を申し上げます。
　懇親会では、50周年ということで、川﨑食堂
さんからは50種類を超える豪華な料理をご用意
いただきました。
　園副校長先生によるハーモニカ演奏、大阪
学院大学吹奏楽部による特別演奏会も行って

いただき、50周年に華を添えていただきました。
　ビンゴ大会も高校から50を超える豪華な賞品
をご用意いただき、みなさまは目を輝かせながら
ビンゴカードをめくられていました。短い時間でし
たが、昔を思い出しながら、楽しい時間を過ごさ
れておりました。
　来年も例年以上に特別な会に出来るよう
理事会で検討してまいりますので、今年に増して
多くの友人をお誘いのうえ、みなさまのご参加を
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・承認をいただきました。

　五月会会員のみなさまにおかれましては、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。
　また、同窓会五月会が創設５０周年を迎えることができましたのも、
みなさまの永年にわたるお力添えの賜物と重ねて感謝を申し上げ
ます。
　さて、年々月日の流れが早く感じられるようになり、私も会長就任
から早くも１年が経ちまして、昨年５月の創設５０周年を記念した
定時総会および懇親会も無事に終えることができ、会長としてひと
安心をした次第です。
　一言で５０年と申しましても、学校創立から同窓会五月会が設立
されるまで、また五月会設立後も、定時総会の回数を見ていただく
とお分かりいただけるように、途中活動を中断していた時期もあり、
今日まで紆余曲折いろいろなことがございました。
　私も思い起こせば昭和３５年、創立して間もない本校の第２期生

として入学をさせていただき、田んぼに囲まれた舗装もされていない
砂利道の通学路を通っておりました。５７年が経った今でも、真新し
い制服に身を包み、気持ちも新たに母校の校門をくぐった日のこと、
また自然豊かだったこの岸辺の地で多くの仲間と共に、勉強にクラブ
に打ち込んだ３年間を忘れることはありません。これは、この「五月会
だより」を手に取られているみなさまも同じだと思います。
　大阪学院大学高等学校は、今年度第５７期卒業生を加え
２８，０００名を超える卒業生を輩出し、様々な分野で卒業生の活躍
を耳にするまでに発展を遂げてまいりました。今後更なる発展を
続けるためには、今まで以上にみなさまのご理解とご協力が欠かせ
ないことは言うまでもありません。
　同窓会五月会は、毎年５月の第三日曜日に母校の校舎をお借り
して「定時総会」と「懇親会」を開催しております。時間の許される
方は、どうぞこの機会を利用して母校の校舎を訪ねてきてください。
ここにはみなさまの懐かしい記憶が詰まっています。高校生当時に
立ち戻って、懐かしい先生や友と昔話に花を咲かせていただけれ
ば幸いです。我が母校「大阪学院大学高等学校」は、いつでも
会員のみなさまをお待ちしています。
　最後になりましたが、母校後輩の活躍と卒業生のみなさまのご健康
と更なるご活躍を祈念し、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 　山田　義次（２期生）

第30回 五月会創設50周年記念 定時総会・懇親会」開催!! 平成28年度　五月会会計決算報告書
平成28年４月1日から平成29年3月31日まで

収入の部 （単位：円）
科　目 金　額 摘　  要

会 　 　 　 費 5,450,000 会費収入
雑  収  入 40,000 広告収入
受 取 利 息 2,315 定期預金・普通預金利息
前年度繰越金 22,185,361

合　計 27,677,676
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 54,040 会員の慶弔
印 刷 製 本 費 1,015,308 五月会だより・会則等印刷
会 　 議 　 費 147,908 理事会等会議費
総 　 会 　 費 609,772 定期総会費用
通 　 信 　 費 1,200,029 五月会だより等発送費
負 　 担 　 金 172,660 親睦ゴルフ大会費補助
生 徒 奨 励 費 310,000 クラブ、生徒表彰金
次年度繰越金 24,059,959

合　計 27,677,676

財　　産　　目　　録
平成29年3月31日

（単位：円）
科　目 金　額 備　考

普 通 預 金 13,951,025 池田泉州銀行吹田支店
定 期 預 金 10,108,934 池田泉州銀行吹田支店

合　計 24,059,959

１．平成28年度 事業報告について
２．平成28年度 決算報告について
３．平成28年度 会計監査報告について
４．平成29年度 事業計画（案）について
５．平成29年度 会計予算（案）について
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ごあいさつ
学校長 　佐古　丞

　現在、吹田市民病院の吹田操車場跡地への移転といった JR
岸辺駅周辺を大きく変える工事が進んでおります。それにならった
わけではありませんが、本校も新校舎を建設することとなりました
ことをご報告いたします。現在使っている校舎の老朽化、とくに耐
震対策を万全にするという点から新校舎建設が必要と判断いたし
ました。卒業生のみなさまには、みなさまが高校時代を過ごした懐
かしい校舎がなくなるということで、寂しさをお感じになるかも知れ
ませんが、本校の発展としてご理解いただけましたらと存じます。
　平成 32 年度を目途として高校の新校舎建設、移転、および
グラウンドをはじめとする体育施設の整備を計画しております。
新校舎の場所は、大阪学院大学キャンパスの北側、現在、大学
の駐輪場に使っている校地です。その新校舎の南側には新しい
体育館も建設いたします。

　これによって、高大連携の一層の強化を図り、本校の特色
ある教育をさらに進めることができると考えております。
　ところで、学校教育の現場を取り巻く環境は厳しく、「2018 年
問題」ということが指摘されております。これは、「2018 年から
18 歳人口が減少傾向に入る」ということを意味しております。
ということは、高校に入学する人口は既に減少傾向にあり、今後
もその傾向を強めるだろうと考えられます。
　この状況を克服するためには、やはり特色のある教育を提示し、
生徒諸君が「いい高校生活だなあ」と思えるような教育環境を
整えていく必要があると考えております。幸い、昨年の入試説明会
には、これまでで最も多い中学生と保護者の参加を得ることがで
きました。大変、うれしい結果でございました。
　これからも、我々教 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。
　卒業生のみなさま方におかれましても、本校を変わらず温かく
見守っていただき、今後ともご助言などをお寄せくださいますよう、
お願いいたします。

＜優勝者のコメント＞
　まさかの「優勝」にすごく驚きまし
た。歴史ある大会で優勝できたこと
大変うれしく思います。
　今回の大会でも、女子ゴルフ部の
部員たちが一生懸命に我々のお世
話をしていただき、楽しくプレーできた
ことが優勝につながったのではない
かと思います。

　私事ですが同じ年代の娘がおり我が子と遊んでる感じでした。
また、当日は天候もよく半袖でプレーできるほどの暖かさで本当

に気持ちよかったです。
　この大会には、第22回から参加させていただいておりますが回を
増すごとに参加者が増えてきており賑やかになってきていると感じ
ています。
　次回も参加者が増えるようお友達を誘いたいと思います。私事
ですが、毎回この時期にはワイン販売のイベントに参加しており、
ゴルフ大会の場を借りて宣伝などもさせていただき感謝しております。　
　最後になりますが、ご参加させていただいておりますことに感謝
し、五月会担当役員様、学校事務局の皆様に感謝申し上げますと
ともに、五月会の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

　平成30年1月13日（土）に「平成29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項の「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
毎年表彰しており、今年度は、全国大会に
出場した弓道部、ゴルフ部、チアリーダー
部、日本拳法部、バスケットボール部の

5クラブと、文化系クラブ
から、プログラミング・会計
処理・マルチメディア制作な
ど様々な取り組みを行い、
またICTプロフィシエンシー
検定試験の合格者も年々増えている
パソコン部を合わせた合計6クラブを表彰
しました。
　表彰された各クラブの代表者は、今回
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。

第27回 五月会親睦ゴルフ大会開催
22期生 尾川　昭さんが初優勝!!

平成 29 年 11 月 3 日（金・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 27 回 五月会親睦ゴルフ大会」を開催しました。

報 告 !!平成29年度

優勝者の尾川さん（右）
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謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。

教 　員　辰己　檜雄　　H29.7月
5 期 生　野武　秀志　　H28.4月
7 期 生　三谷　日出雄　H29.2月
21期生　植松　繁義　　H28.9月

中小路　司（1期生）板 野ぴょん太ス
ポーツクラブに加入して、ボランティアで
ジュニアのテニス指導を行っております。
また、個人的にはゴルフを月に3回程プレー
をして人との交流を大事にして楽しく交り
健康に気を付けて毎日過ごしております。
樋口　昭夫	（1期生）野菜作りに専念して
います。
尾垣　忠治 （1期生）東京在住で中々
出席できませんが、今年こそ、出席したい
と思います。
山口　英樹 （1期生）50回記念、参加
2回目です。住いが遠い（茅ケ崎）ので…
尾垣さん（第1期生・横須賀在）とは会社

（日本旅行）も同じ、職種は違いますが
（営業・経理）退職後も家が近いので、
仲間との山歩き散歩旅行（国内・海外）と
楽しく日々 過しています。
前中　隆（1期生）五月会総会に出席とい
う目標ができて、またまた、元気が出てきま
す。
増岡　守（1期生）昔程の元気は有りま
せんが、まだまだ、死ねまへん。ボチボチ、
生きていきます。こんな事で申し訳ありませ
ん。
金田　次郎 （1期生）「五月会」創設
50年おめでとうございます。後に続かれる
後輩のみなさま、60年に向けてよろしくお
願いします。町会の総会と重なったため、
欠席いたします。すみません。
定兼　澄（1期生）和歌山旭食品㈱
和歌山支店内オプラスサービス㈱で
パート社員で働いて、休日にはゴルフ打
ちっぱなしで練習している日々です。体は
まだ丈夫です。
長村　繁一（1期生）73才、現役で働いて
ます。1期生の佐藤和男さん、原見貞直さ
ん消息がわかればお教えください。
遠藤　健一（2期生）大阪学院大学高
等学校「五月会だより」を楽しみにしてお
りますので今後ともよろしくお願いいたしま
す。
塚田　卓實（2期生）元気で頑張ってい
ます。母校のご発展と同窓会のご健勝を
お祈りしております。
山田　義次（2期生）卒業して早や
半世紀を過ぎました。〝昨日は今日のいにし
え、今日は明日の昔〟と云い、今日が一番
若い。今日に感謝し一日を大切にしたいと
思います。卒業生の皆さん、五月会にぜひ
来てください。待っています。
二宮　須賀子（2期生）出席したいです
が、足が不自由で年々共に体が不自由な
ため欠席します。
増野　久一（2期生）毎年「五月会
だより」お送りいただき、懐しく拝読させて
いただいております。小生、医療機関を
定年退職後、電子オルテ・メーカーの開発
事業部に微力ですが嘱託として働いてお
ります。また、嗜む程度ですが、仏像彫刻
にはまってます。
立川　勝文 （3期生）五月会創設50周
年誠におめでとうございます。3期生として
誇りを感じております。今後とも、学院高校
の繁栄を祈念いたします。いつも五月会
だよりありがとうございます。
巽　和夫（3期生）最近アマチュア無線
にはまっています。奥の深さにはまってい
て時間がゆるす限り無線に出ています。

毎日が楽しみです。学園の発展と共に
皆様方のご健勝をお祈りしております。
橋本　正実（3期生）現在、病院の
患者送迎の仕事が今年7年になります。
昨年、72歳になり元気にガンバルゾ!年末
より正月、盆、祭日は休み無しの1年間。
塩崎　美一（3期生）JRで「岸辺」駅を
通ると自然と校舎の方に目が向きます。残
念ながらこの日は自治会の「総会」です。
嘉糠　隆夫 （3期生）身体障がいのため、
毎日リハビリで大変です。
末光　正彦（4期生） 70歳になって
少し思う事…!夜の車の運転と自転車が
少し下手になった様な気が…!?しかし
SoftBallの審判中、ボール、ストライクは、
よく見えますが…!
大元　亘（4期生）71歳になり仕事をしな
がら、ボケ防止のために1年間手話教室
に通います。
横山　一己（4期生）生涯現役をモットー
に定年を過ぎ今なお営業の第一線で指
揮を取っています。「選挙レンタルのヨコヤ
マ」選挙カーを取り扱っています。「この道
より我を生かす道なし　この道を歩く」。
谷　美智子（4期生）一昨年、卒業後、
初めて母校に行く事ができました。皆様、
同年齢と感じさせない生き生きと、人生を
楽しんでおられるお姿に、大変、良い刺
激を与えていただきました。また、美しいお
花と、豪華な盛りだくさんのお料理、ビンゴ
ゲーム迄楽しませていただきました。心より
の〝おもてなし〟を御用意して迎えてくださ
いました。関係者の皆様に心より御礼申し
上げます。
米澤　講治 （5期生）これを書いている
時、高校生の雪山登山事故のニュースが
流れました（平成29年3月27日）。2年生の
時担任の伊藤腎蔵先生たちとスキーに
行きました。社会人になって茨木の児童養
護施設で働いていた時、入所児と雪山に
行きあらためて伊藤先生の御苦労を感じ
ました。40年前からは、キリスト教会の牧師
として心を病む方たちと関わっています。
もう少し頑張ります。伊藤先生スキーしてお
られますか。5期生ですが、何組か何年か
忘れました。
山下　五十三（5期生）3人の家族と
6人の孫で元気に暮らしています。
柴田　勘彌 （5期生）一昨年ボランティア
に5回行きました。私より高齢の方が多く
皆さんから〝兄ちゃん、兄ちゃん〟と呼ばれ
ています。その方々全員が〝家にこもった
らアカン。外へ出な〟と言われました。いろ
んなボランティアがあるようです。皆さんも
若さを保つため、ボケ防止のため、なにより
健康のため、ボランティア活動をしましょう。
山下　信幸 （5期生）出席のTELを
電話にてお伝えしましたが、振込しました
ので、4月28日までに着きませんが、出させ
ていただきます。現在、福井県高浜町にお
ります。5月5日に実施される、クラシックカー
大会参加の為です。
髙田　純一 （ 5 期 生） 五 月 会 創 設
50周年おめでとうございます。総会では
杉阪先生（1年9組担任）と53年ぶりに
お会いでき懐かしく昔話しに花を咲かせ
楽しいひとときを過ごしました。また、今年も
同窓の皆様と会えるのを楽しみにしてい
ます。

丸山　雄男 （5期生）愛する母校を卒
業して、一昨年で丸50年の節目に、秋の
叙勲をいただき、妻と共に皇居において、
陸上自衛隊41年余りの勤務に対しての
受章となりました。五月会だよりの誌面を
おかりして報告します。
西村　浩一 （5期生）70歳近くになり毎日
楽しく過ごしています。
塩田　康博 （5期生）五月会創設50周年
おめでとうございます。今後益々の発展を
お祈りしております。
大橋　均（5期生）元気で農業しています
が昨年で70歳になったので足、腰が少
し弱ってきました。
大道　一夫 （5期生）平成29年に70歳
になりました。昨今、体力の低下は隠せま
せんが、今自分がやりたい事は、積極的に
するように心掛けております。そのひとつ
として、平成29年5月～平成30年1月迄
(計8回)ウイークエンド農業塾に参加い
たしました。人との関わりが生きる力をくれ
る（ボケ防止）。
大北　幸司 （6期生）8名ぐらいの同期
生で年に数回食事や旅行に行っていま
す。
小賀野　純一（6期生）私は3年前の春
に大腸ガンになり15時間に及ぶ大手術に
より、無事三途の川の手前でＵターンして
きました。今は元気に色々な仕事をしてい
ます。
秋山　秀和 （6期生）今まだ現役で働い
ております!
森川　保雄 （6期生）五月会50周年
おめでとうございます。仲君、久しぶりです　
お元気ですか。森川です。
山口　徹（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
だよりを楽しみにしております。ありがとう
ございます。
加藤　明（7期生）国外に滞在中のため、
出席できません。皆様によろしくお伝えくだ
さい!
有本　明久（7期生）67歳になりましたが
現役で仕事しています。五人の孫の上が
高校生になりました。
嶋田　薫（7期生）五月会創設50周年
おめでとうございます。五月会だより毎回
楽しく読んでいます。また、在学当時の
思い出にひたっています。なんとか元気に
生きてます。ありがとうございます。
辰野　守茂（7期生）体調不良に付き
欠席いたします。盛会をお祈りいたします。
池田　修司（7期生）私の方は青年海
外協力隊の一人としてもう少し現役にこだ
わっています。
井上　富士男（7期生）日々腰痛に
悩まされながら趣味のテニス・ボウリング・
カラオケと優雅に暮らさせていただいてお
ります。
西川　勉（7期生）今年の抱負として
健康を第一に!三人の孫から更に好か
れる爺やを頂点に!!マチュピチュ旅行を
目標に頑張っています!!!
上田　紳吾（8期生）高校生活3年間は
実に短い。関関同立、産近甲龍に多数合
格を祈る。
下奥　景士（8期生）50周年おめでとう
ございます。ぜひ参加しますのでよろしく。

平岡　康夫（8期生）66歳になっても、
ハーレーでツーリング、スノーボート、カラオ
ケと、元気にエンジョイしています。これも
いきがい‼
弥重　功（8期生）卒業して早50年、
昨年で半世紀、今思いおこせば一番良
い時期であった高校3年間。良き先生方、
良き友、すばらしい学院。この年になり、
学 院を誇りにおもい本当に在 学でき
て良かったとふりかえる今日この頃で
す。街並は変っても当時の想い出は、
今も胸の中にハッキリと残ってます。
中泉　雄司（8期生）腎不全で数年
過し、透析を受け4年目です。60年住んだ
地域から引越をして早2年、平地なので歩
くことにも楽になり、近くを流れる武庫川の
河川敷で散歩しています。透析は1日4時
間で週に3日、月々4日は切手収集家の集
まり、そしてコンサート、忙しい日々 を過して
おります。
油野　辰夫（9期生） 43年間の勤務を
終えて完全リタイアしました。健康管理に
留意して様々な事象に「感性豊かに」を
目標に過ごしております。
井路端　辰夫（10期生）平 成 2 5 年
3月、茨木市役所を定年退職しました。
現在、64歳です。毎朝、散歩がてらに、
ボランティア美 化 活 動しています 。
「五月会」創設50周年とのこと、おめでとう
ございます。同会の益々の発展をお祈りい
たします。同級生に呼びかけ、毎年出席し
たいと思います。
山本　勝也（10期生）卒業して46年に、
日本拳法部にて先生方には迷惑と心配
を…。停学になった人間が教育実習生に
て帰って来たのは、はじめてだと喜んでく
れたのを思いだします。今だに現役にてバ
イクとヨットで遊んでいますが、近年には南
太平洋に出る予定船名「ルラゴン」を見た
らOB3名が乗っています。声を掛けてくだ
さい。
山本　正植（12期生）昨年、63歳にな
り、子供も自立し、夫婦で楽しく生活してい
ます。子供も手が掛らなく次の目的に向っ
てガンバッテいます。今は、自分で設立し
た会社に目的を持って経営に勤しんでい
ます。創業25周年、ガンバルぞ!
畠中　正弘（12期生）返信遅くなり申し
訳ありません。お世話になり、ありがとうござ
います。
西村　正美 （13期生） ｢五月会だより」
毎年、有難うございます。阪急京都線を利
用すると、必ず、校舎が気になります。「皆、
頑張っているな」と勇気付けられていま
す。学院の益々のご発展をお祈りしており
ます。
栂　章夫（13期生）大阪ターミナルビル
に勤務し、大阪駅の北と南にあるビルで
建築施設の管理業務を行っています。
安全・安心のためのメンテを行ってます。
西光　晴彦（13期生）一昨年から奉職
する大学で学部長の任に就きました。
学生相手より個性豊かな教員達の意見
集約に苦心しています。学院健児・五月会
員として頑張ります。
神田　隆（13期生）再雇用で元気に
働いています。昨年1月に19年間居た犬
が亡くなりました。人間でいえば100歳近
い？私もこれからが正念場です。犬を見

同窓生からの便り
第 30 回五月会総会出欠回答ハガキより

「便り」は、平成29年に事務局へ
郵送していただいたものです。

※ご連絡をいただいた方のみ、　掲載しております。



五 月 会 だ よ り平成 30 年 3 月 20 日発行 第 28 号 5

「近況報告」コメント募集‼

習って元気で長生きしたいかな。妻には、
あんたは長生きするわーって!(笑)
朝田　和弘（13期生）神田先生お元気
ですか。お越しを楽しみにしております。
丸谷　光生（13期生）人の世は、言う
者は知らず、知る者は言わず。余計な事を
喋々するほど見苦しき事はなし、一言も時
としては千金の価値ありと思いながら60
年。
堀口　忠雄（13期生）定年退職後

（平成27年）、再雇用にて嘱託契約で働
いています。
石田　昌仁（14期生）一昨年、還暦に
なりましたが、ジムトレ等で落ち着きのない
日 を々送っています。息子は学院高卒業
し、今年3回生になり、来年は就活です。
（私も現職満了のため就活ですが…。）
木谷　正明（14期生）一昨年、定年退
職し、昨年からまた新しい人生を始めまし
た。まだまだ先は長いです。
上田　一郎（15期生）還暦の今年は新
たな出発です!
和田　友明（15期生）何とか頑張ってい
ます。
髙瀬　茂（15期生）今年は還暦です。
最近では昔の事が懐かしくなり、「あ～
年をとったな～」と思う今日この頃です。
東　康秀（15期生）昨年で還暦になりま
した。中井先生・吉川先生はお元気でしょ
うか。15期生もどんどん便り出して‼
西中　則人（16期生）京都に引越して

3年、何とか頑張っています。
舛永　則男（16期生）在学時は中井
勇造先生、中川秀夫先生にお世話にな
りました。部活においては陸上部で藤井
先生に指導していただきました。現在は光
明池自動車教習所で教習指導員をしてお
ります。早いもので今年は定年をむかえま
す。加齢とともに年のいく早さを感じます。
蓬田　一博（16期生）いつも五月会
だよりを拝見しながら当時を思い出してお
ります。卒業して40年、まもなく還暦を迎え
ます。昨年の会報は同期卒の掲載がな
く、今回久しぶりにお便りを書きます。人生
の半分以上が秋田での生活となりました。
只今、こちらでは「もっと秋田が好きになる
キャンペーン」が行われています。地元で
活躍中のキャンペーンソングを歌うケース
ケ&マサの応援に夢中です。
山田　文典（17期生）京都府警に奉職
して39年が過ぎました。剣道部で養った
心が現在の土台となっております。長男
も大阪学院大学でお世話になっておりま
す。
池村　亮治（17期生）大阪学院、母校
のおかげで、この道40年目に入ります。
東京、大阪と修行して、縁あって新潟で
テニススクールを独立して25年目です。
来年のコーチ人生40年独立して25年を
めざし、まだまだ学院魂でやりぬきます。
川本　達哉（17期生）現在社会福祉士
としてがんばっています。
竹内　政雄（17期生）仕事の移動で母
校の姿を見ることがあります。変らない姿
に何故か安堵感を覚えます。
志野　正己（17期生）早朝はパン作り
に行ってます。帰ってくれば家業の酒屋の
配達をしています。夕方からは立呑みの
マスターをしています。忙しい毎日です。
小島　雅幸 （17期生）昭和50年、1年
12組（担任・大橋先生）運動場の見える
教室でいっしょに学んだ皆様お元気です
か？先日、当時の名簿が見つかりました。
皆様と一度集まれたらいいなあと、思って
ます。

下田　益民（18期生）昨年、菓子工房
益民山月庵創業25周年を迎えました。
これからも手作りで頑張ります。
冨岡　浩史（18期生）昨秋は長岡京
市議会議員選挙!6期目の挑戦‼社会福
祉法人向陵会の理事・管理職、長岡京市
テニス協会会長として、日々 元気に活動し
ています。
舘　正人（19期生）一昨年は自転車
で関西の自転車野郎の聖地、琵琶湖と
淡路島を一周しました。おっさん56歳今年
もガンバルぞ‼
大西　充展（20期生）毎日元気で忙しく
やってます。
杉浦　秀樹（20期生）大阪市東淀川
区でケアマネージャーとして勤務し9年目
となります。たまに大阪学院の同級生や
先輩や後輩と一杯やっております。
阿部　義則（21期生）五月会事務局の
皆様、いつもありがとうございます。楽しく
拝読させていただいております。
福田　憲二（21期生） 1週間にわずか
3日だけ勤務する有限会社に勤めてます。

（月・火・水）大阪市北区で（ただし祝日の
ある週は火水木）。
寺尾　恭介（22期生）私は一昨年より
五月会常任理事会に出席させていただ
いていますが、五月会に携わられている会
長及び諸先輩方、学校関係者のご苦労
を知り頭が下がります。私達卒業生も参
加する事で五月会、並びに大阪学院高校
もますます繁栄していくと思いますので皆
さんも参加お願いいたします。
安岐　隆弘（23期生）五月会だより
ありがとうございます。五月会だよりいつも
楽しみにしています。内牧先生、高校時代
たいへんお世話になりましてありがとうござ
いました。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（24期生） 50代をむかえ
趣味の陶芸にこっています。
花嶋　篤俊（26期生）当分、海外出張
中につき、留守のため代理、母より、記入、
後、欠席します。
藤田　道昌 （26期生）2年連続の参加
です。高校時代、お世話になった恩師、
佐々木先生が来年定年を迎えられると聞
きました。本当に永年ありがとうございまし
た。また、当時は担任の口野先生、中川
先生にもお世話になりました。現在自営で
一生懸命頑張っております。皆様どうか
お元気で!
川口　俊嗣（26期生）太陽エコブロックス
㈱関西支店にて、頑張ってます。
中川　一也 （26期生）吹田市の財団
に勤務しています。五月会だよりで、1組の
同級生が出ていました。とてもうれしいで
す。看護・医療の仕事を発展させ、司法書
士を目指してます。昨年は宅建士に合格し
ました。
小山　徹（27期生）桃山台の老人ホーム
で介護の仕事に携わっています。「認知
症ケア専門士」の資格に挑戦中です。い
ずれはこの体験をエッセイにまとめ出版し
たいと思います。
安西　昭人（27期生）中津鋼管工業㈱
大阪営業所所長として勤務しております。
平成28年12月5日に開所致しました。
鈴木　信隆 （30期生）忙しい日々 です。
藤本　清徳 （30期生）遠いところで住ん
でおりますので以後参加することができな
いです。
黒河　徹也 （31期生）50周年おめでとう
ございます。歴史、伝統ある「五月会」がこ
れからも益々のご発展を祈念いたします。
娘も5歳になり時間が経っていることに日々

感じており3歳児の入園式で在園生代表
として、お迎えの言葉を正々堂 と々、大人
数の前でできたことに対し、5才児ではあり
ますが尊敬しました。日々 の出来事、当たり
前の日常に感謝し、これからも平和な日々
でありますように…。
吉田　正仁 （32期生）最近は、昔に
くらべスポーツが盛んなようで全国大会に
出場出来るように頑張ってください。
西田　将（33期生）相変わらず元気で
います。
村田　和哉 （34期生）税 理 士として
開業6年目となり、業界にも馴染んできました。
澤田　直己	（35期生）同級生や先輩に
支えられて、市議会議員として二期目を迎
えることができました。今後も全力で邁進し
ていきます!
南波　大雅 （37期生）一昨年、子供が
生まれました。
倉田　真先 （41期生）常翔学園高校で
の教師生活も12年となりました。いつかは
母校に恩を返せればと思います。
瀧川　裕也 （41期生）不動産売買の
仲介営業をしております。お客様に喜んで
もらえるよう日々 努力しております。
重信　孝行 （42期生）名古屋で頑張っ
ています。
上田　有輝 （42期生）一昨年はヘルプ
で長期出張として1ヶ月半の間、愛知県
に行きました。大阪以外で住むのが初め
ての事だったので良い経験になりました。
公私共に良い経験となり、成長できた1年
だと思います。今後も、さらに上を目指して
頑張ります。
高橋　健太郎（ 42期生）「 五月会
だより」いつも楽しみです。30歳すぎまし
た。頑張って毎日を大事にしています。
山岡　紳吾 （44期生）「自分の弱い心
に負けないこと」を心がけ、日々 過ごしてい
ます。そして、目の前のことをひとつ一つこ
なしながら、前に進むようにしています。こ
れからも、この姿勢を忘れず、何事にも取
組んでいきます。
岩田　健志 （44期生）駅員、車掌を経
て運転士になり3年目。一昨年デビューし
た新型車両323系等、環状線やその周辺
沿線を運転しています。安全・安心にご乗
車いただけるよう今日も走っています。
山﨑　凌（48期生）大阪市内の私立
中高一貫校で英語の教員をしておりま
す。吹奏楽部の顧問で国際教育（留学
など）の担当です。
加藤　将大 （49期生）現在は仕事に
も私生活においても比較的順調で、おか
げさまで彼女もできて、毎日、楽しい日 を々
送っております。大阪学院大学高校で3年
間学んだことは毎日に生かされています。
西尾　明日香（49期生）昨年1月に結婚
し幸せな生活を送っています。妊娠中で
今は自宅安静中ですが、子供が産まれる
日が待ち遠しく毎日わくわくしています。
笠井　亘（49期生）同じような毎日の中
でも少しずつ成長していきたいと思ってい
ます。
加藤　星夜 （50期生）大阪府警茨木
署勤務。
有藤　拓也 （52期生）看護師国家試
験に合格し、4月から看護師として頑張っ
ています。
城間　大河 （55期生）大阪学院大学
榎本　百華 （55期生）学院大に在学し
ています。クラシックバレエのアシスタントを
し、充実した日々 を送っています‼
西浦　臣（56期生） 大学に進学し、
弓道部にて活動のため、欠席させていた
だきます。高校在学中はありがとうございま

した。
山向　雪之丞（56期生）大 阪 学 院
大学に進学しました。次こそは英検に受か
ります。
杉阪　徹英（退職教員）旧職員（昭和
35年～昭和49年3月）。一昨年何十年ぶ
りで学院訪問。第1期生、旧職員再会。
感激・・・・・
宮原　健（退職教員）昭和34年創立時
から3年間珠算の実習助手として奉職し、
事務の仕事や吹奏楽部の指導など懐か
しい思い出があります。木村先生・藤本
先生もお元気な様子を嬉しく思います。
青谷　正麿 （退職教員）足腰を痛め、動
き難くなりましたが、古い本を出してみたり、
草花や蔬菜の僅かな畑を楽しんでいま
す。御盛会をお祈りいたします。
岸　孝一（退職教員）病気もせず、元気で
楽しく過しています。
石井　康男（退職教員）平成29年も中国
浙江省にある浙江万里学院大学と嘉興
学院大学の特任外国人教師として特別
講座を受け持つことになりました。後学期
には広東省佛山大学にも招かれていく
予定です。ただ82歳になり気力はあっても
記憶力の低下を実感しています。
木村　昌司（退職教員）五月会だよりを
いただき有難うございました。「同窓生から
の便り」に目を通し、各OB．OGの活動報
告に元気づけられました。また、教職員の
方々の近況報告を拝見し、歴史の長さを
感じました。昨年は50周年に当たる記念
すべき年、心よりお祝い申し上げます。
創設50周年記念懇親会に出席し、学園
生活の苦楽を共にした皆様方と団欒の
時間を共有したいと思います。よろしくお願
いいたします。
神田　美智雄（退職教員）退職後早や12
年になりますが、同窓会出席を楽しみにし
ています。昨年は止むを得ず欠席しました
が、励ましの電話が沢山あり、今年は何と
しても出席して皆さんと語り合いたい。
小鹿野　隆徳（退職教員）昨年、喜寿を
迎えました。健康に留意しつつ、体力アッ
プにつとめます。

奥村　一朗（6期生）今年、6期生
対象の同窓会を企画しています。
日程・場所などは検討中ですが、参加
をご希望される方は、今年の5月に開
催されます、五月会定時総会にご参加
ください。その際に、詳細をお伝えしま
す。また、定時総会に参加できない場
合で、同窓会への参加を希望される
方は、事務局へご一報ください。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。
　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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　五月会の原稿依頼につきましては、高校での在職年数も短いため辞退を
してきましたが、傘寿も過ぎ、体力、気力ともに自信を持つことが出来なくなっ
てきた今日この頃、高校在職 8 年間の教員生活を披瀝いたしたいと思い、
筆を執りました。
　昭和 34 年、開校の年、大学院生であった私は 1 期生を教育してほしい
との初代校長のお言葉を受けて、9 月の大学院修了まで非常勤という形
で教壇に立つことになり、1 期生も私も新人ということで何事も手探りの状態
で教員生活に入りました。校名は関西経済学院商業高等学校で商業科
中心の学校でしたが、世の移り変わりに従い普通科を創設、昭和 37 年、
短期大学設置時に校名も商業の名称が削除され、昭和 38 年、大阪学
院大学の設置に伴い、現在の校名へと変更されました。3 度の校名変更
により基礎も固まり、成長したように感じます。
　私はこの中で、3 期生と6 期生の担任を受け持ち、厳しく生徒指導に
邁進した結果、木村姓の教員 2 人がそれぞれショート木村、ロング木村の
異名をもらうことになり、これは一番若手の教員で生徒たちと年齢差もあま
りなく、若者の気持ちを上手に受け止めることができた結果のように思いま
す。また 6 期生で忘れられないことは、野球部員で阪神タイガースに入団し
た江夏豊君を送り出したことで、本校の名前が全国の野球ファンに知られ、
大きくアピールできたことです。
　その後、6 期生の卒業と同時に併設大学の専任講師に就任させてもらい、
高校在職 8 年と大学在職 38 年、学院一筋の教員生活を全うさせていた
だきました。大学での思い出は、高橋尚子選手のマラソンでのオリンピック
金メダルで、大阪学院大学の名を世界に広めてもらったことが 1 番でした。
　退職して12 年目、日々 仲間と趣味のゴルフや麻雀で楽しい生活を送って
おりますが、このように、老後を気楽に過ごせるのも学院のみなさま方のご支援
のお蔭であると大いに感謝いたしております。学校法人の各分野が益々
発展し、素晴らしい卒業生を世に送り出していただくことを願い、併せてＯＢ、
ＯＧのご多幸とご健勝を心より祈念し結びといたします。

「生徒たちに恵まれて」

木村　昌司 

　今年度、卒業される皆さん。ご卒業おめでとうございます。
　私も皆さんと同じく大阪学院大学高等学校の卒業生です。
　平成 7 年に卒業した私は、大阪学院大学に入学、そして、平成 11 年
から奉職し、現在 19 年目の教員生活を送っております。
　私の高校時代は、決して褒められたものではなかったと思います。学業
成績は、欠点を採っていたりとお恥ずかしい限りです。好きな野球だけ
一生懸命やっていれば良いという感じで、行動も落ち着きに欠け、色 な々
方にご迷惑をお掛けしていたと思います。
　そんな私を野球部の永井春夫監督や 1 年時担任の米田三夫先生、
2 年時担任の小柳道子先生、3 年時担任の堀 正典先生を含め、多くの
先生方が厳しくも愛情のある指導をしていただいたお蔭で、道を踏み外す
ことなく、ここまで歩んで来られたのだと感じております。この場をお借りし、
お礼申し上げます。
　私の人生の基礎を築いてくれたのは、まさしく大阪学院大学高等学校
での 3 年間だったと確信しております。
　私は現在、社会科教諭であり、生活指導部主任、そしてゴルフ部の
監督として後輩に当たる生徒たちと日々 活気のある毎日を送っております。
高校生の時に受けたご恩を母校発展のためにお返ししたいという思いで、

「生徒たちに伝わる指導」・「生徒たちの将来に焦点をあてた指導」この
二つを基本方針として生徒指導に取り組んでいます。
　そしてこれからも、諸先輩方が築き上げてきたよき伝統を引き継ぎながら
も時代に沿った新しい取り組み等を積極的に行い、今よりさらに、本校で
「学びたい」・「卒業して良かった」と思える学校にしていけるよう全力で
取り組んでいきたいと思います。
　末筆ながら、五月会会員のみなさまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し
上げます。

 ｢母校への恩返し｣

西浦　裕一
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学 院 ト ピ ッ ク ス

　女子チームは、平成29
年3月25日～27日に大阪
府東大阪市で開催された
「第7回全国私立高等学
校弓道大会」に出場し
準優勝を果たしました。
　また、男子チームも負
けずと、同年8月1日から
3日に宮城県仙台市で開催された「全国高等学校総合体育大会
（インターハイ)」に出場し、同じく準優勝を果たしました。
　男子チームは名誉ある「技能優秀校」にも選ばれ、本校弓道部
にとって快挙となる成績を残してくれました。
　今後もご声援のほどよろしくお願いします。

　このたび、大阪学院大学高等学校は、校舎の移転・建設を平成32年
4月に向け計画しています。場所は、大阪学院大学キャンパスの北側です
（岸辺駅からは徒歩約2分の好立地）。
　また、その校舎横には、新たな体育館を建設するとともに、付近3カ所の
グラウンドにも大幅な工事を施し、高大共用の総合スポーツ施設として、
機能強化を図ります。
　この計画は、これからの教育の特色・方向性として、高校および大学との
繋がり、高大連携の一層の強化を掲げており、実質的な高大連携、中等
教育と高等教育の一体化を推進させるものとして計画しています。
　なお、計画概略のご案内については、現在準備を進めておりますので、
整い次第ホームページにてご連絡させていただきます。

平成３２年度　校舎移転・新校舎完成！

弓道部　男子・女子団体チーム
全国準優勝 !

46期生の天良（旧姓：谷河）枝里子さんが
プロゴルフ賞金女王に！

　日本 女 子 プロゴルフ
ツアーで 活 躍 中の 天 良
（旧姓：谷河）枝里子さん
（4 6期生）が平成2 9年度
LPGAステップ・アップ・ツアー
（全21戦）で、「九州みらい
建設グループレディースゴルフ
トーナメント（4月）」、「日医工女
子オープン（5月）」、「かねひで美やらびオープン（10月）」の3試合に
優勝し、見事に賞金ランキング1位（賞金女王）の栄誉に輝きました。
　今シーズン（平成30年度）の前半戦は、LPGAステップ・アップ・
ツアー賞金女王として、LPGAレギュラーツアーに出場することが
決定しており、LPGAレギュラーツアーでの初優勝と賞金シード獲得
を目指しています。
　LPGAレギュラーツアーは、テレビ中継や新聞等、マスコミでも
取り上げられることが多くなりますので、皆様の厚いご声援をよろしく
お願いします。
　なお、同じく2018年度LPGAレギュラーツアーには、濱田茉優さん
（53期生）も出場しますので、強豪選手に交じって奮闘する本校
卒業生のお二人にぜひともご注目ください。

JR岸辺駅東海道本線

新校舎予定地

阪急
正雀
駅大阪学院大学

阪急
京都
線

現校舎

安威川



五 月 会 だ よ り 平成 30 年 3 月 20 日発行第 28 号8

　同窓会五月会は、昨年創設50周年を終えて新たな年
(戌)を迎えました。　
　戌年は「結実」を表す年と言われています。努力が報わ
れる形になるのが、戌年です。また、次なるステップへの
準備の年とも位置づけられています。それを考え動き始
めそんな年にもしたいものです。
　第28号五月会だよりは、誌面の構成にさらなる工夫
を試みました。

　如何だったでしょうか、次号に向かって提案事項等が
ございましたら、ご一報いただけたら幸いです。みな
さま方のご多幸とご健勝を心より祈念し、そして学院
高校の益々の繁栄を祈念し結びといたします。
　今年の総会は、5月20日(日)みなさま方お誘いのうえ
多数の参加を心待ちしています。以上、よろしくお願い
いたします。

　五月会　田中　武（5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
贈をお願いします。

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23年が経過しました。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、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。
URL. https://pc.ogush.net/

顧問　横山　成彦

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。

顧問　宮地　隆嘉

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。

顧問　髙橋　渉

硬式野球部ＯＢ会開催のお知らせ
日　時：平成 30 年 6 月 24 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
のみなさま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、みなさまお誘い合わせの
うえ、ぜひご参加ください。

会長　沖野　孝史（２６期生）

と　き：平成30年11月3日（土・祝）
ところ：ゴルフクラブ四条畷（予定）
人　数：10組～15組
会　費：3,000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。

顧問　府川　昭彦

卓球部
毎年、1 月 3 日の午後からＯＢ会
を開催しています。恒例の 2 人
団体戦を行い、その後、焼肉を
食べに行きます。ご参加の際は、
事前にご一報ください。

顧問　梅原　明史

第28回 五月会親睦ゴルフ大会のお知らせ


