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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。
※「災害等により総会およ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。

2019年5月19日（日）
総　会／11：20〜11：55　　懇親会／12：00〜14：00
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）※58期生（2019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・懇親会のご案内

https://www.ogu-h.ed.jp/

第97回 全国高校サッカー選手権大会
大阪大会 優勝祝
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　2018年5月20日（日）に大阪学院大学高等
学校において、「第31回 五月会定時総会・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・神田美智雄
先生をはじめとし、全国各地から97名の同窓
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。
　議長を田中副会長にお願いし、議事では、
皆様のご協力のもと無事にご報告を終えるこ
とができました。
　懇親会では今回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
過ごされておりました。
　今年度も「ビンゴ大会」を開催し、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。また、恒例の園副校長

先生のハーモニカの演奏も大いに盛り上げて
いただきました。
　園副校長先生をはじめ、学校関係者の皆
様ありがとうございました。
　来年度は、現校舎で行う最後の定時総会・
懇親会になります。また、校舎お別れ会を兼ね
て企画しております。今回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、ますますご健勝のことと
お慶び申し上げます。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誠にありがとうございます。
　また五月会会員の皆様ならびに理事の皆様には、一方ならぬ
ご支援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
御礼を申し上げます。
　さて、思い返せば前会長の奥村顧問から会長の任を受け継ぎ、
今日までの３年間、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願い、我々の世代から若い世代の皆様への
橋渡しならびに五月会の若返りを図るべく活動を続けてまいりまし
た。
　少しずつではありますが、その活動も実を結んできているように感
じております。ここ数年で新しい理事の方 を々多数迎え入れることも

でき、今後はより充実した運営を推進し、若く新しい理事、会員の皆
様の発想を積極的に取り入れていただき、更なる発展に繋がってく
れることを切に願っております。
　現在、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、
２０２０年４月の新校舎への移転など明るい話題も多くありますが、
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よく
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、そして我々卒業生が力を合わせ立ち向かうことが
必要となります。
　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、クラブ活動での活躍はもちろん、多くの場面で素晴らしい成果を
残し、大阪学院大学高等学校の名声を高めてくれています。
　卒業生としまして、皆様のお力をお借りいたしながら、この五月会
活動を中心に、お世話になった母校に少しでも貢献ができるよう、
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、引き続き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発展を祈念申し上げまして、私の
ご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31回 五月会定時総会・懇親会　開催報告!!

2017年度　五月会会計決算報告書
2017年４月1日から2018年3月31日まで

収入の部 （単位：円）
科　目 金　額 摘　  要

会 　 　 　 費 4,020,000 会費収入
雑  収  入 70,000 広告収入
受 取 利 息 967 定期預金・普通預金利息
前年度繰越金 24,059,959

合　計 28,150,926
支出の部 （単位：円）

科　目 摘　  要
事 　 務 　 費 117,180 事務用品等
慶 　 弔 　 費 37,840 会員の慶弔
印 刷 製 本 費 1,015,200 五月会だより・会則等印刷
会 　 議 　 費 165,364 理事会等会議費
総 　 会 　 費 859,380 定期総会費用
通 　 信 　 費 1,232,400 五月会だより等発送費
負 　 担 　 金 83,800 親睦ゴルフ大会費補助
生 徒 奨 励 費 423,168 クラブ・生徒表彰金
次年度繰越金 24,216,594

合　計 28,150,926

財　　産　　目　　録
2018年3月31日

（単位：円）
科　目 金　額 備　考

普 通 預 金 14,106,804 池田泉州銀行吹田支店
定 期 預 金 10,109,790 池田泉州銀行吹田支店

合　計 24,216,594

１．2017年度 事業報告について
２．2017年度 決算報告について
３．2017年度 会計監査報告について
４．2018年度 事業計画（案）について
５．2018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

　30 年余りの「平成」という時代が間もなく終わろうとしています。
「平成」時代を振り返ってみますと、自然災害に悩まされた時代
であったということもできるかと思います。阪神淡路大震災、東日
本大震災を始めとする地震、さらに大型台風や豪雨・豪雪といっ
た記憶が甦ってきます。ただ、こういう苦境にあるときにボランティ
ア活動や寄付といったことが盛んに行われ、互いに助け合うとい
う意識が高くなったことも特筆していいのではないでしょうか。新し
い時代にも人と人との絆を繋ぎ続けると同時に、穏やかな時代と
なることを祈りたいと思います。
　さて昨年、本校生徒達は躍動してくれました。体育系クラブ
では、ゴルフ部男子が全国大会で団体、個人で準優勝を飾り、

100 回を迎えた夏の高校野球では硬式野球部が北大阪大会決
勝戦まで進出しました。締めくくりはサッカー部が全国高校サッカー
選手権大会に初めて出場し、健闘してくれました。応援も見事
だったと思います。今後につながる試合でした。この際、五月会
とOB・OG の皆様から大きなご寄付を頂戴しました。大変有り難
うございました。もちろん文化系クラブも、着実に活動の成果を出
してくれています。
　新校舎の建設も順調に進んでおり、完成時の併設大学との
7年一貫教育を目指して新しい高大連携の形を模索しております。
中学生の人口が減少していき、また学習指導要領も新しくなること
に対応して、生徒達が後々「思い出に残る高校生活だったなあ」
と思えるような学校になるようにと考えております。
　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
校を目指して努力いたします。
　卒業生の皆様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いただきますよう
お願い申し上げます。

＜優勝者のコメント＞
　このたび、第28回五月会親睦ゴルフ
大会に高校を卒業以来、初めて参加を
させていただき、そのうえ優勝までするこ
とができ大変うれしく思っております。また
この五月会コンペには、私が高校3年生
の時に現役ゴルフ部員としてプレーをさ
せていただき、その時にも恐縮ながら優
勝をさせていただいたことを思い出しまし
た。
　当日は、天候にも恵まれ、またゴルフ部

の後輩や現役部員と楽しくプレーをさせていただき、いろいろな話し
をしながら高校時代を懐かしく思い返したり、自分たちの時代のゴ
ルフ部と今のゴルフ部との違いを感じたりと、とても楽しい時間を過
ごすことができました。今回久しぶりに参加させていただきましたが、
今後も時間の許す限り五月会にも参加をしたいと思っております。
　最後になりましたが、今回の親睦ゴルフ大会を企画いただきまし
た五月会幹事ならびに学校関係者の皆様に心からお礼を申し上
げるとともに、五月会の益々のご発展をご祈念いたしまして、ご挨拶
とさせていただきます。

　2019年1月19日（土）に本校昂志館2F
多目的ホールにて「2018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「成績優秀お
よびスポーツ・芸術活動・社会活動において、
本校の名誉を高めた者に対して、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、今年度は弓道部、硬式野球部、
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7クラブと、文化

系クラブから近年はオー
プンスクールの写真撮影
にも協力し、体育大会で
は躍動感あふれる写真
を撮り、文化祭では校外
で撮影したものを写真展として発表している
写真部を合わせた、合計8クラブを表彰しまし
た。
　表彰された各クラブの代表者は、今回の
表彰についてお礼を述べるとともに、来年度
への更なる活躍を誓っていました。

第28回 五月会親睦ゴルフ大会開催
田渕 義和さんが優勝!!

2018年11月3日（土・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28回 五月会親睦ゴルフ大会」を開催しました。

報 告 !!2018年度
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定兼　澄（1期生）現在も現役で、週5日
間和歌山食品卸旭食品和歌山支店内
のオプラスサービスでパート社員として頑
張っており休みにはゴルフの打ちぱなしの
練習をしています。体の方も異常なく元気
です。
前中　隆（1期生）古い自動車同様で、
身体の部品？があちらこちらと経年劣化し
てきましたが。今だ、小さな正義感は持ち
続けています。
金田　次郎	（1期生）そろそろ会社に行
く事を止めようと思う今日此の頃です。平
成29年12月2日には文楽の豊竹咲甫太
夫が六代目竹本織太夫襲名のお練りに
参加しミナミの街を練り歩きました。色 と々
経験させてもらっております。
中小路　司（1期生）日々元気良く日常
生活を送っております。総会出席出来ませ
んが1期生の方々お便り出してください。
長村　繁一	（1期生）一度参加したいで
すが、いつも予定が重なります。次回は
ぜひ。
宮本　定昭	（1期生）最近ボランティアと
して近くの障がい者支援センターでお手
伝いを、また町会の役員をしてつながりを
大切にしています。
樋口　昭夫（1期生） 各種団体役員

（四ツ）の役も退団して今は野菜づくりに
専念しています。
山田　義次	（2期生）古希も過ぎ、健康
長寿でいられるよう、四季折々出来る限り
歩いて近郊の歴史的社寺を訪れ知的
好奇心を刺激しボケ防止に頑張っていま
す。
嶋屋　幸彦	（2期生）いつも五月会だよ
り、ありがとうございます。毎年ゴルフ100回
プレーに挑戦しておりますが、最高92回、
今年こそと〝健康ファースト〟で達成すべく
努力しております。〝元気です〟
竹井　誠（2期生）お蔭様で元気に過さ
せていただいております。
豊田　武昭	（2期生）会社経営から退
いて2年がたち、旅行を楽しんでいます。
在学中は水泳部でした。水泳部の皆さ
ん、連絡ください。
塚田　卓實	（2期生）「五月会だより」あ
りがとうございます。楽しみにしております。
同窓のご健勝とご活躍を祈念し、母校の
更なる発展を願っています。
遠藤　健一	（2期生）毎日朝１時間ほど
散歩しています。学生時代がなつかしく
感じます。益々大阪学院が発展する事を
願っています。
長谷川　隆	（3期生）いつもお世話下さ
りありがとうございます。五月会だより№28
の懐かしい恩師で木村昌司先生の随筆
を拝読させて頂きました。忘れていた当時
の様子が思いだしました。先生もご健勝で
何よりです。いつまでもお元気で！！学院の
益々のご発展と皆々様のご健勝を祈念い
たします。
峯松　博（3期生）五月会創設50周年お
めでとうございます。卒業後54年勤めた仕
事も最後と考えています。もう73歳、第２の
人生を考えている今日です。

酒田　進（3期生）「五月会だより」をいつ
も楽しみにしております。植木の水やりと孫
達の成長を楽しみに、健康に注意して、生
かされている事に感謝して毎日がんばっ
て暮らしています。皆さまによろしくお願い
致します。
橋本　正実	（3期生）現在、病院の患者
送迎の仕事年末年始、盆、祭日休み無し
で頑張っております。学院の発展をお祈り
しております。
嘉糠　隆夫	（3期生）拝啓五月会だより
に掲載していただいてありがとうございま
した。今もリハビリに毎日必死にがんばっ
ています。
塩崎　美一	（3期生） 10年前から住む
街の自治会長をやってます。今回は「法
事」のため出席出来ません。福本憲公先
生や皆様によろしく。
立川　勝文	（3期生）平成32年度新校
舎が完成とのこと。田んぼの畦道をつまづ
きながら通学したことが夢のようです。学
院高校と教職員、在校生皆様の益々のご
発展をお祈りしています。
横山　一己	（4期生）今なおレンタカー
営業と選挙カー営業のプロとして営業の
第一線で指揮を取っています。生涯現
役。
木村　芳郎	（4期生）高校卒業してか
ら、仲間と山に登り、年に4回～5回は日本
の山 を々登っており、最近は足が弱くなりま
したので、卒業の仲間と信州方面に出か
けて、景色、お花、食事、お酒と楽しんでお
り、今年も初夏に計画しております。
山下　信幸	（5期生）5月5日、福井市内
でクラシックカー120台集合と6月17日30台
～50台のクラッシックカードライビング大会
が開催されます。越前市から国道8号27
号を高浜町まで途中の市役所町役場を
表敬訪問し、交通遺児に対し激励費を贈
呈されます。参加するために愛車の手入
れ整備の毎日です。
髙田　純一	（5期生）卒業生のみなさん
お元気ですか？無理をしないで人生を楽
しみましょう。
柴田　勘彌	（5期生） 1年歳をとると月
日の経つのが早いというのを感じるこの
頃です。五月会に参加する楽しみは、例
会での後輩たちのクラブ活動報告です。
懇親会では先輩方、同窓生との懐かし
い会話、後輩達との学院生活等話題に
こと尽きません。惜しむらくは、参加人数
が定員制であるがごとく50名前後です。 

〝学院健児年1回の五月会に参加を希う〟
山下　五十三（5期生）3人の家族と6人
の孫で毎日元気に暮らしております。
大道　一夫	（5期生）希望、目標、いつで
も夢を！元気にシニアライフを楽しんでい
ます。
伊藤　彰（5期生）在宅
米澤　講治	（5期生）団塊世代も70才に
なります。40年前から千葉で牧師をしてい
ます。心を病む方や末期癌の方たちと交
わっています。もう少し頑張ってみます。
池田　敏一	（5期生）3月で70歳になりま
した。木村先生写真なつかしいと思いまし

た。塩釜先生、若くしてなくなった思い出で
す。大阪学院高・大と友達が今も続いてい
ます。通堂君、中西君です。大阪学院に
感謝しています。
小賀野　純一（6期生）今年70歳になり
ます。現在もマンション管理の仕事で頑
張っています。
仲　幸太郎	（6期生）毎回、五月会だより
が届くのを楽しみにしています。森川君卒
業以来の友人の近況を知り懐かしく思い
ます。お互い遠く離れた地で元気に暮らし
ましょう。（追伸　五月会だよりの編集の皆
様ありがとうございます）　
野田　光雄（6期生）長谷工コミュニティ
にてマンションの管理員をしています。〈72
才迄〉
池田　修司	（7期生）青年海外協力隊
の一員として今も現役で仕事をしていま
す。
山口　徹（7期生）地元の加古川市立
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。
井上　富士男（7期生）高校在学3年
間、卒業後大学に通いながら理科の助手
として勤めた3年半、当時の頃が懐かしく
思い出されます。総会には出席できません
でしたが、益々の御発展をお祈りします。
身体はいたって元気です。
西川　勉（7期生）2018年4月から『東海
道53次ぶらり歴史街道あるき』に参加し、
2020年9月、日本橋を目標に月1回のペー
スで頑張ります。
辰野　守茂	（7期生）体調不良にて失
礼します。盛会をお祈り致します。
嶋田　薫（7期生）一昨年は「五月会」
50周年でした。昨年は私が卒業して50年
になりました。すごい？今年は70歳になるの
かー。昨年はピョンチャンオリンピックに行
けたので次は東京オリンピックにいくぞ !
森下　政秋	（8期生）人との出会いを大
切に、これからも健康第一！頑張っていけ
たらいいですね。
遠山　裕平	（8期生）元気にしておりま
す。
弥重　功（8期生）学院創立50年を過
ぎ、様々なところで活躍されている学院出
身の方々、政治・経済・マスコミ他誇りに思
うと同時に、自分もまだ「やれる」と言い聞
かせ前進あるのみ、学院で学んだ徳育が
今も生きてます。当時は、早く卒業したいと
ばかり思ってましたが、先生方、同級生、今
となってはみな、大切な宝物です。学院生
で良かった。
上田　紳吾	（8期生）少子化により私学
経営環境がより一層きびしくなる事をひし
ひしと感じます。一人の悪い態度の生徒
がおればその学校全体と思われます。
下奥　景士	（8期生）毎年出席したいと
思うのですが、予定がかさなってなかなか
出席できません。またいつか行けるときが
あれば出席します。
油野　辰夫	（9期生）職を退いて1年余
り心身の健康管理に努めています。新校
舎の移転先が岸辺だそうですが、かつて
高大隣接の岸辺へ通学していた身として
感慨ひとしおです。
井路端　辰夫（10期生）なぜか、毎年

「五月会だより」が届かないので、その都
度電話しています。昨年、一緒に参加した
同級生のＴ君が12月に亡くなりました。突
然だったので大変驚きました。また今年も

参加の約束をしたのに残念です。彼のご
冥福をお祈り致します。
村井　義明	（10期生）一昨年、初参加
の同期の都筑賢一君が一昨年の11月23
日亡なりました事を報告します。彼は参加
できた事をとても喜んでいて今年もぜひ参
加すると言っていました。一緒に参加出来
ず残念でなりません。合掌。
荒川　智幸（10期生）申し訳ございませ
ん。五月会の皆様によろしくお伝え下さい。
感謝。
野々村　茂樹（10期生） 3月31日付で

「再任用教諭｣（美術科）の満期を迎え
たので退職しました。今、65歳です。昭和
53年から平成25年3月まで美術科教師と
して勤務しました。合計40年の教員生活
でした。聴覚障害がありますが、私が言っ
てることは相手に伝わります。相手が言っ
ていることは分りにくいですが、ゆっくりコ
ミュニケーションすれば可。
柳川　稔（10期生）元気でやってます。
まだまだ働きます。
狩野　秀男（11期生）元気にしていま
す。
沢田　成一（11期生）今大阪学院が見
える所で仕事をしています。最近は女子も
いるのですね。近くまで行きながら、なかな
か行く機会がありません。新聞部はまだあ
りますか？
藤本　直樹（11期生）認知症になった母

（88歳）と2人暮らし、母の面倒を看なが
ら暮らしています。2学年時担当の中村一
郎先生とは今も文通しております。
山本　正植（12期生）サンショウシステ
ム㈱を設立して25年が経ちました。今も、
頑張って経営にいそしんでいます。
畠中　正弘	（12期生）申し訳ありません
が、欠席させて頂きます。ご盛会をお祈り申
し上げます。
森田　力（12期生）元気です。
朝田　和弘（13期生）毎年お世話になり
ありがとうございます。今度新校舎ができ
るそうですが楽しみにしています。今年の
夏の高校野球大阪予選頑張って甲子園
を目指してください。
丸谷　光生（13期生）ゼネコンが和歌山
にやってきた。俺の昭和が去って行く。そし
て、あの人もこの人も。人情を求めて同窓
会へいざいかん。
西村　正美（13期生）年々、学院が進化
しています。将来性いっぱい、楽しさいっ
ぱいの学び舎になっているようです。私は
食生活アドバイザーとして生活習慣病予
防の提案により、メタボでお悩み中高年の
健康の一助になればと努めています。
長束　淳（13期生）会社は定年でその
まま嘱託でそのまま同じ仕事をしているの
ですが、大阪には年２～３回帰ります。
福元　弘文	（13期生） 13期生西光さ
ん、神田さん元気そうですね。65歳まで正
社員でいける事で今のところまで頑張って
います。共立メンテナンス㈱東証一部勤
務。
神田　隆（13期生）再雇用4年目でが
んばってます。あと1年で完全定年です。
大院大で4年間RUGBYをやってました。
Bリーグ残留で今年もリーグ戦観戦を楽し
みにしています。
西光　晴彦	（13期生）奉職する大学の
停年まであと4年。少々疲れてきましたが、
学部長としてやんちゃな教員として頑張り
ます！

同窓生からの便り
第 31 回五月会総会出欠回答ハガキより

「便り」は、2018年に事務局へ
郵送していただいたものです。
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田中　政信（13期生）13期生西光晴彦
さんと同級生です。御立派になられました
ね。現在自治会長で頑張ってます。
石田　昌仁（14期生）セカンドライフも公
務員一筋で歩んでます。余暇はジムトレ等
に励んでます。大阪学院高校の息子は大
学生で就活真っ最中。来年も五月会楽し
みです。
田中　義徳（14期生）今、7年ほど、アル
バイトで勤務。コーヒー会社の運転助手の
仕事をして、のんびりしています。
来福　将（15期生）昭和45年高校入
学。担任教師1年米田三夫先生、2年安
達修三先生（ハンドボール）、3年米田三
夫先生、お世話になりました。
東　康秀（15期生）今のところ元気に
やっています。
髙瀬　茂（15期生）今年で還暦、オリン
ピックで涙、高校野球で涙。なぜだか涙も
ろくなった感じで、全てがなつかしく感じら
れます。今年は正雀をぷらぷらしてみたい
です。
上田　一郎（15期生）本年より気持ちも
体も回復したので再出発です。まだまだ働
き盛りです。みなさん、前を向いて歩きましょ
う。
長田　雅之（15期生）はじめてお便りし
ます。私も還暦を過ぎ、年をとったなあと感
じる今日このごろですが自営業ですので
定年がありません。いつまで出来るかわか
りませんが頑張るつもりです。3人の子供
たちは全員教師になりました。大阪市で
小学校、中学校、末っ子は今話題の名古
屋、至学館大学で教鞭をとっております。
鳶が鷹を生みました。
永木　昭（15期生）元気に生活していま
すが糖尿病の数値が異常なので心配で
す。
天良　晴彦（16期生）毎年の五月会だ
よりで卒業生及び学校の様子等拝読さ
せていただいています。今回初めてお便り
を書きます。早いもので卒業して43年の時
間が流れました。私も昨年度で定年を迎え
ました。在学中は諸先生方には大変お世
話になり感謝しています。また陸上部に所
属していたこともあり、4・5年前に集まりの
会があり、お世話になった藤井先生、近藤
先生とお会することができました。懐かしく
当時のことを語りながら楽しい時間を過ご
しすことができました。
蓬田　一博（16期生）五月会だよりの学
院トピックスで校舎移転、新校舎完成のこ
とを知りました。移転前に一度大阪へ足を
運び、様変わりした正雀、岸辺周辺を見て
みたいと思っております。
渡邊　昭二（16期生）転居しました。盛
会を祈念します。
川本　達哉（17期生）福祉職員になっ
て、はや10年目です。50代になって、社会
福祉士、精神保健福祉士を取得し、元学
院生として「誠実」をモットーに職務に励
んでいます。福祉に「愛の手」を…。
水野　芳孝（17期生）朗読、コンピュー
ターの学習で日商販売士、PC文書作成3
級に、数年前取得した簿記1級を組み合
わせて、社会復帰に向けて努力中です。
池村　亮治（17期生）卒業して40年イ
コールテニスコーチ暦40年です。独立し
て25年です。大阪学院で教えて頂いたあ
きらめない気持ち、前へをモットーに、母校
の名に恥じないテニススクールを目指して
いきます。

竹内　政雄（17期生）同窓のみなさん、
2019年の今年は還暦ですね。元気でが
んばりましょう。
宇山　史郎（17期生）大阪学院大学昭
和58年卒業より今日まで、三井住友海上
火災の代理店を自宅で経営しております。
約35年間。
下田　益民（18期生）準備と反省と挑
戦、また新しい夢に向かって前進！菓子工
房益民山月庵代表・下田益民。
冨岡　浩史（18期生）京都府長岡京市
議会議員（6期目）社会福祉法人向陵会
乙訓ひまわり園理事・管理職としてプライ
ベートではテニス協会・ソフトボール協会・
空手・ボーイスカウトなど会長及び顧問とし
て活動しています。
舘　正人（19期生）ロードバイクを買いま
した。34万円もしました。ローンに苦しめら
れる今日この頃です。若い後輩にもぜひ自
転車の魅力を伝えたいです。
鹿田　松男（19期生）毎日元気でがん
ばっています。皆さん健康には充分気をつ
けてください。
阿部　義則（21期生）いつもご案内あり
がとうございます。懐かしく拝読させていた
だいております。
西川　貴規（21期生）卒業して37年も
経ちました。同級生とも全く連絡とれず、どう
しているかな？と思うことがあります。以前、
この五月会に出席させて頂いた際には、
残念ながら21期生の方々は欠席でした。
昨年は、仕事が入り出席できませんでした
が、21期生の皆さんの出席よろしくお願い
致します。
福田　憲二（21期生）現在、非社員で
大阪市内にある有限会社で1週間に3・4
日勤務しています。
寺尾　恭介（22期生）日頃会長・副会長
ならび学校関係者の方々のご尽力により
五月会がなりたっており、毎年五月会参加
を楽しみにしているのですが、昨年は仕
事の為、欠席になり残念です。次回は参加
します。
上田　卓（23期生）相続協定中。
安岐　隆弘（23期生）毎年、五月会だよ
り楽しみにしています。五月会だよりありが
とうございます。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（24期生）毎年、大阪学院
大学の生涯学習講座を受講しています
が、そのたび高校時代のことが思い出さ
れます。平成32年に校舎が大学の北側に
移転するとの事で、この移転を機に一人
でも多くの人に入学してほしいと思ってい
ます。
栗塚　丈二（24期生）都合がつかない
ので欠席します。
多田　仁（24期生）特に変化なし
前田　為康（25期生）大阪学院高校を
卒業し、大阪学院大学に入学。体育会ス
キー競技部に4年間所属し卒業。現在ス
キー部のOB・OG会長させていただいてま
す。よろしくお願いします。
小山　徹（27期生）4月より、千里中央の
介護施設に異動する事になりました。学校
の発展を陰ながら祈らせていただいており
ます。
安達　正明（28期生）現在、名古屋に
て中部地域の営業の管理者として勤務し
ております。
松本　智宏（30期生）東京に転勤して
早や15年経過しました。大阪を離れました

が、母校の便りは楽しみにしています。
黒河　徹也（31期生）44歳になり、益々
時間の経過が早く感じます。娘もはや6歳、
小学校に入学し成長を目の前で見ている
と、よりそう感じてうれしい反面、数年後に
はどうなるのかなと不安も感じます。とにか
く健康で元気いっぱいの笑顔が絶えない
こと、毎回ですが、感謝の気持ちを忘れる
ことなく日々暮らしております。皆様方、お
体にはご自愛ください。
長谷川　拓郎（32期生）「五月会だより」
が届くと、懐かしさが込み上げてきます。
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7年目となり、クライアント数も増えてきまし
た。社会に税を通じて貢献できるよう精進
します。
白坂　隆三（36期生）昨年引越しまし
た。
芳田　佳紀	（37期生）毎日忙しいです。
健康に注意していきます。
髙瀨　淳志（40期生）先日、長女が1歳
になりました。関東に仕事で来て、10年が
過ぎました。
上田　有輝	（42期生）ドコモで働き14
年目となりました。毎日、毎日、大変ですが、
充実した日 を々過ごせています。今年度
になり、ドコモの草野球チームの練習、試
合に呼んで頂き、体を動かせる日が増え、
仕事、プライベート共に楽しく過ごしていま
す。
重信　孝行	（42期生）名古屋で頑張っ
ています。
中西　慶一	（44期生）㈱アトリエヒロ勤
務。陶芸関係の展示販売企画（近鉄百
貨店系列を中心に）
岩田　健志	（44期生）一児のパパとな
り、日々 、子育て奮闘中です！
山岡　紳吾（44期生）「今、ここを真剣
に生きる」ことを念頭に、日々 を過ごしてい
ます。
李　あかね（46期生）主人がベトナムへ
赴任する事になりました。今年の夏から
はベトナムでの生活が始まります。長女は
1年生になりました。
佐々木　勇（48期生）大学在学中にう
つ病になってからは色々ありましたが、今
は大阪府庁舎のほうで非常勤として働い
ています。困難に出会うたびに高校でのこ
とを思い出しています。それに報いるため
に今がんばっています。
山﨑　凌（48期生）教員生活5年目にな
りました。国際教育係の係長を担当してい
ます。
加藤　将大（49期生）同じような毎日を
すごしています。少しずつ日々 成長していく
ために頑張っていきます。
笠松　オリエ（52期生）2017年4月に入
社してもうすぐ2年になります。入社後人
事部に配属され新卒採用を担当していま
す。大変ですが、同期と仲良く毎日楽しく
過ごしています。
名越　直希（53期生）今年大学を卒業
し、名古屋の方で就職しました。なかなか
大阪に帰ってこれないので五月会は欠席
させていただきます。大阪学院大学・高校
の益々のご発展をお祈りいたします。
山西　廉人（54期生）同窓会のお誘い
ありがとうございます。出席したいと考えて
いたのですが、仕事の都合がつかないた
め今回は参加を見送らせていただきまし

た。次回こそ、皆さんにお会いできるのを楽
しみにしております。
有馬　幸穂	（55期生）アメリカ留学中で
す。
押谷　柾人（55期生） 3年前、浪人の
末、希望の立命館大学心理学科へ合格
し、今年3回生になります。
西浦　臣（56期生）弓道部の後輩の活
躍、大変嬉しく思っております。自分も負け
ないよう頑張っていきます。
大屋　勅樹（57期生）昨年、4月7日より
防衛省陸上自衛隊にて勤務しています。
佃　知穂乃（57期生）4月より同短期大
学に通います。
神田　美智雄（旧教職員）　総会の出席
を毎年楽しみにしています。最初に担任を
された方も70才を超えたようです。大阪学
院高校の歴史の歩みを強く感じます。一
期一会を大切にしたい。
福本　憲公（旧教職員）　一昨年・昨年と
入院生活が続いています。体調不良の為
欠席します。
小柳　道子（旧教職員）　84歳になりまし
た。元気に毎日を楽しく過ごしております。
京大留学生のホームスティを受け入れ、ホ
ストファミリーになり国際交流もやっておりま
す。
杉阪　徹英（旧教職員）　旧職員昭和35
年より4年間お世話になりました。一昨年の
五月会、久しぶりに旧職員や在職中の生
徒さんに会い、楽しい一日でした。
小鹿野　隆徳（旧教職員）　毎日を体力
維持・向上を意識して生活をしております。
髙橋　五生（旧教職員）　平成25年度
卒、大西駿一郎君がキックボクシングの
プロボクサー（リング名：金剛駿）として平
成29年にデビューしました。応援してあげ
てください。また、大西君のお母様も落語
家：桂桜喜（かつらおうき）として、同年にデ
ビューなさいました。
中道　誠（旧教職員）　78歳です。何とか
やっています。
安達　修三（旧教職員）　毎年の総会に
関る事業大変な事です。小生退職し10
年になりますが、これからの高校生、文化、
運動のみならず、全国、日本で活躍でき、
記憶に残る選手をはぐくんで欲しいもので
す。
石井　康男（旧教職員）　旧満州から引
揚げ体験記録を作成（400部）しました。
戦後はまだ続いていることを知って欲しい
と願っています。〔42人の体験A4 100頁〕
戦争体験者が高齢化しているため伝えま
した。

　「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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　大阪学院大学高等学校を退職して早２年。
　今思い返すと、ガクインでご縁のあった沢山の方々に支えられての４２
年間の教員生活であったと、心から感謝しています。
　現在、私は滋賀の田舎の小さな真宗寺院の僧侶をしています。在職
中は二足のわらじで慌ただしい生活を送っていましたが、現在はご門徒さ
んの月命日にお参りして世間話を楽しむことが日課です。在職中から続け
ている日曜学校と毎月の寺報発行は四半世紀を越え、昨年春からは、お
寺に気軽に足を運んでいただこうと、月に一度の「お寺カフェ」を始めま
した。
　普段から日曜学校の子供たちには、仏さまは「いのち」と「ひかり」
の象徴なんだよと話しています。御先祖様から延 と々引き継がれてきた尊
い自分のいのちを大切に。そして自分が今、生きていることができるのは、
まわりのあらゆる人や万物のおかげなんだよと。
　しかし今の日本の社会を見ると、自己中心の人が多く、悲しくなります。
　現在全国には７万７千ヵ寺の寺院がありますが、５０年後には、たった
の６千ヵ寺に減ると予言されています。宗教に携わる一人として、日本人
の心のルーツを無くしてしまうようで残念でなりません。
　どうか皆さん「おかげさま」の心を忘れないでください。
　今の世をぼやきながらも、現在はハスとスイレンの栽培に熱中しています。　　　　
　境内をハスでいっぱいにしようと大切に育てていますので、花が見頃の
６月下旬～７月に、是非お訪ねください。

法蔵寺
〒520-2114　滋賀県大津市上田上中野町 567　TEL 077-549-0044

「おかげさま」
2017 年 3 月退職

藤井　憲誠 

　大阪学院大学高等学校に奉職して、早 16 年目が終わろうとしています。

今年度は、顧問をしているサッカー部が、創部 59 年目にして初の全国高

校サッカー選手権大会に出場しました。出場を祝う連絡を数多くいただきま

した。また、大阪府の決勝戦、千葉県での全国大会の会場に、たくさん

の卒業生が笑顔を見せに来てくれました。この上ない至福の時間でした。

この場を借りて、応援していただいた皆様、本校に関わる全ての皆様に、

心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

　私自身は今年、42 歳を迎え、知らぬ間にずいぶん年を取ったなと

感慨にふけることもあります。しかし、生徒や学校、教育分野への

私の関心は、年々、高まっています。この私の好奇心は、出会う生

徒たちから与えられる、「考える」 機会によって湧き上がります。彼

ら、彼女らは、私たちと一緒に社会を形成する仲間です。経験不足

から、責任感の希薄さを見せたり、多くの失敗をしますが、それらを糧

にして、一歩一歩成長していく姿がまぶしいです。そして、私自身もそ

うしてきて、今があるのだと気づきます。私自身もまだまだ成長段階の

途中だと意識させられ、明日への活力となるのです。考えてみると社

会の変化の中で、本校自体も成長段階の半ばにいると言えます。「生

徒」、「教職員」、「卒業生」、そして、「社会」とともに、未来を創

る仲間たちを育て、世に送り出す、「学院スタイル」の確立を一歩

ずつ進めたいと考えています。先に書いた全国の舞台に立ち、これまでの

すばらしい学院の歴史を体感して、より想いを強くしました。

　人生、折り返し地点です。まだまだ、これから、がんばります！！

 ｢『学院スタイル』の確立｣

日野　貴之
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2020年　新校舎へ移転！　次世代教育の、より良い環境を目指して

駅からのアクセスがさらに良くなります
新校舎建設予定地はJR岸辺駅徒歩3分、阪急正雀駅徒歩5分の好
立地となり、アクセスが一層良好になります。また、新校舎横には新たな
体育館・グラウンドを増設。本校で過ごす生徒の環境づくり強化に取り
組みます。なお、現校舎やグラウンドは2020年の新校舎移転まで使用
し、移転完了後はOGUスポーツパーク（仮称）として生まれ変わります。

校舎お別れ会について　ご案内
　五月会では、新校舎移転前に皆様の思い出と歴史が刻み込まれた校舎に対して、

「46年間」の感謝と敬意を表すために下記のとおり「校舎お別れ会」を企画いたしました。
　「校舎お別れ会」では、多くの同窓生と再会をしていただく機会にもしていただければと
思っております。
　季節柄ご多忙中の折とは存じますが、多くの皆様
のご参加をお待ちしております。
日　程：2020年3月8日（日） 正午から約２時間
場　所：高校体育館
会　費：3,000円
申込み：2020年1月初旬に発送(予定)の五月会だよ

りに出欠ハガキを送付いたします。

　2018年7月7日～30日にかけて開催された
「第100回全国高等学校野球選手権記念北
大阪大会」に出場し準優勝を果たしました。
　決勝戦で敗れましたが、創部初の決勝進出
を果たし健闘してくれました。
　これからの活躍がより一層楽しみになりまし
た。今後ともご声援の程よろしくお願いします。

試　合 対戦校 結　果 会　場
1回戦 箕面東高校 10-9（勝）

万博記念公園野球場
2回戦 大阪市立西高校 16-0（勝）5回コールド
３回戦 港高校 5-0（勝）
４回戦 関大北陽高校 6-3（勝）

準々決勝 香里丘高校 5-3（勝）
準決勝 東海大仰星高校 6-3（勝）

舞洲シティ信用金庫スタジアム
決勝 大阪桐蔭高校 2-23（負）

硬式野球部　第100回全国高等学校野球選手権記念北大阪大会　準優勝 !

ACCESS

学習指導要領の改訂、および2020年度の大学入試改革に向け、新たな教育の場を整備しています。
次代の教育システムを取り入れ、生徒の多様なアクティビティーを支援し、世界から注目される先進的なキャンパスの形成を目指します。

※画像は完成予定図です。実際とは異なる場合があります。
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　今年は4月に統一地方選挙があり、
5月には新元号となる大きな節目の年
です。
　同窓会五月会は、新たな年(亥)を迎

えました。亥年は、新たな成長に備えて、自分を磨いたり、目標に向け
て準備する年といわれています。母校は、校舎の移転・建設を2020年
4月に向けて工事が始まっています。それに伴い、五月会では、新校舎
移転前にお別れ会の開催を企画しています。詳細は、学院トピックスに

掲載していますのでご覧下さい。
　第29号五月会だよりは、誌面の構成、記事内容の表現に工夫を試み
ました。
　如何だったでしょうか。それでは、みなさま方のご多幸とご健勝を
心から祈念し、さらに母校の益々の繁栄を祈念して結びといたします。
　今年の第32回定時総会は、2019年5月19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。

　五月会　田中　武(5期生)

と　き：2019年11月3日（日）
ところ：アートレイクゴルフ倶楽部（大阪府能勢町）
人　数：14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。

第29回 五月会親睦ゴルフ大会のお知らせ

クラブ名 試合名／結果
アメリカンフットボール部 大阪府高等学校アメリカンフットボール春季大会：出場 (2018.04)

弓道部(男子) 大阪高等学校総合体育大会弓道競技   団体   優勝・   個人   優勝 (2018.09)

弓道部(女子) 全国高等学校弓道選抜大会   個人   出場・近畿高等学校弓道大会    団体   準優勝 (2018.07)

剣道部(男子) 近畿高校剣道大会   団体   出場 (2018.07)

剣道部(女子) 全国高等学校剣道大会大阪府予選   個人   ベスト16 に 2 名 (2018.06)

硬式野球部 全国高等学校野球選手権記念北大阪大会：準優勝 (2018.07)

ゴルフ部(男子) 全国高等学校ゴルフ選手権大会   団体   準優勝・   個人   準優勝 (2018.08)

ゴルフ部(女子) 全国高等学校ゴルフ選手権大会   団体   14 位・   個人   69 位 (2018.08)

サッカー部 全国高校サッカー選手権大阪府予選：優勝・全国高校サッカー選手権大会 : 出場 (2018.12)

卓球部(男子) 大阪高等学校卓球選手権学校対抗の部   個人   ベスト32 (2018.05)

卓球部（女子） 大阪高等学校卓球選手権大会 : 出場（2018.5）

チアリーダー部 チアリーディング日本選手権大会：16 位 (2018.09)

テニス部(男子) 大阪高等学校春季テニス大会   個人   シングルス ベスト64・ダブルス ベスト64(2018.04)

テニス部(女子) 近畿高等学校テニス大会   個人   シングルス 出場 (2018.09)

日本拳法部(男子) 全国高等学校日本拳法選手権大会   個人   ベスト32(2018.08)

日本拳法部(女子) 全国高等学校日本拳法選手権大会   個人   出場 (2018.08)

バスケットボール部(男子) 近畿高等学校バスケットボール選手権大会：出場 (2018.06)

バスケットボール部(女子) 大阪高等学校バスケットボール選手権大会 : 出場（2018.08）

バレーボール部(男子) 大阪高校春季大会 1 次予選 :2 勝 1 敗で 2 部リーグ維持 (2018.04)

バレーボール部(女子) 近畿私立高等学校バレーボール選手権大会 : 出場（2018.12）

ハンドボール部 近畿私立高等学校ハンドボール大会 : 出場（2018.12）

ラグビー部 大阪高等学校ラグビーフットボール春季大会 : 出場（2018.04）※他校との合同チームで出場
陸上競技部(男子・女子) 大阪高校秋季陸上競技大会（1・2 地区）: やり投げ競技   個人   6 位・7 位（2018.10）

ソフトボール部 全国高校総体ソフトボール競技大阪府予選会：出場（2018.5）※他校との合同チームで出場
吹奏楽部 第 4 回定期演奏会開催：吹田メイシアター (2018.11)

2018 年度クラブ活動結果報告!!

硬式野球部ＯＢ会開催のお知らせ
日　時：2019 年 6 月 30 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）


