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中田　兼介（なかたけんすけ）氏
1967年生まれ。1986年北野高校卒業。
1990年京都大学理学部卒業。1995年京都
大学理学研究科修了。博士（理学）。京都
大学研修員を経て1997年日本学術振興会
特別研究員。2000年長崎総合科学大学講師
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大学現代法学部助教授。2011年京都女子大
学現代社会学部准教授。2015年京都女子大
学現代社会学部教授。日本動物行動学会発
行の国際科学誌 Journal of Ethology編集長。
専門は動物行動学・生態学。主な著書に、
「まちぶせるクモ－網上の10秒間の攻防－」
「びっくり!おどろき !動物まるごと大図鑑」
「昆虫科学読本」（共著）「クモの生物学」（共
著）など。

総　会
多目的ホール

懇親会及び
129期歓迎会
六稜会館3Fホール

12:00 受付開始

14:45

15:00 参加費 5,000円
72期 (S35卒 )以前の方　2,000円、129期 (H29卒 )の方は無料

幹事期：98期
【お願い】ご出席の方は、同封の返信はがきをお送りください

12:45 在校生オーケストラ部の演奏
13:00 総会

活動報告
卓話：中田　兼介さん（98期）

『クモの生き方と私たち』
　地球には何百万種もの生き物がすんでいて、長い進化の結果生まれてきた、それぞれ
のロジックに従って生きています。そんな生き物のロジックを多くの人に知って、親しみ
を感じてもらいたい。ひいては彼らの住む環境を大切にすることに繋げていってもらい
たい。そう考えている生物学者は私を含めたくさんいます。
　今回、お話させていただく生き物は「クモ」です。クモは私たちの身近な環境にたく
さんいて、生態系の中で重要な働きをしています。エサを採るために、腹部から出した
糸で繊細かつ複雑な建築物である網を作るクモのことは良く知られていますが、彼女ら
が網を操る技の巧みさには驚かされるものがたくさんあります。また、クモのつがい行
動は、私たち人間の常識からすると目を剥くようなものばかりです。このような魅力的
なクモの自然史に加えて、人とクモの繋がりについてもお話したいと考えています。
　アラクノフォビア（クモ恐怖症）と言う言葉があるように、クモは嫌われることの多
い生き物の一つです。今回の話で、クモに親しみを覚える人が１人でも増えてくれれば、
と願っています。

（終了予定）

16:30（終了予定）

Kensuke Nakata
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協賛広告のお願い
この度六稜会報に協賛広告を掲載することとなりました。是非会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。また、
お知り合いの同窓の方で協賛広告をお願い出来る方がいらっしゃいましたらご紹介をお願い申し上げます

「六稜会報」　B5版・次回70号　発行3月1日（年2回3月と9月に発行）
●発行部数： 24，000部　●原稿締切日： 12月25日
●掲載協力金： 1ページ（150×210） 200,000円 1／2ページ （150×100） 100,000円
 1／3ページ （150×65） 70,000円 1／4ページ （150×50） 50,000円
 1／8ページ （73×50） 25,000円 名札サイズ (30×50) 10,000円
●申し込み先：下記　六稜同窓会事務局　まで

02 会長挨拶
03 名誉会長挨拶
04 会計報告
　 トピックス
06 ・観梅会
 ・記念碑の集い
 ・岡山六稜会
 ・クラブOBOG委員会
 ・教育実習生報告
08 東京六稜会第60回総会ご報告
10 FR委員会
 ・新人歓迎会
 ・行列の出来る就活相談所
  ＆六稜若手交流会
11 超・若手交流会のご案内
 東京六稜会  KITANO café
 会館催事委員会 報告
12 六稜トークリレー・東京六稜倶楽部
 六稜カルチャー・六稜文庫
13 六稜山岳部
 大阪歯科大学六稜会
14 期別対抗ゴルフコンペ
15 六稜ラガークラブ
　 Party Reports 
15 同期会報告（55）
20 （60、64、66）
21 （67、69、80、87、99）   
23 同期会予告 
 （70、74、76、93、95）
　 特集
16 北野高校の今
24 北野高校国際交流
25 教職員異動
 平成29年度大学合格者・
 就職者数一覧
19 広告
26 広告
　 事務局だより
30 寄付のお願い/理事会報告
 年会費納入のお願い
31 ご寄付/お悔やみ
32 144周年総会開催のご案内
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　六稜同窓会が開催する定例的なイベントには、毎
年10月の最終日曜日に開催される総会のほか、原
則毎月第一土曜日に開催される「六稜トークリレー」
や毎月第三か第四金曜日に開催される「六稜カル
チャー講座」、毎年春に開催される「期別対抗ゴルフ
コンペ」、毎年秋に開催される「クラブ対抗ゴルフコ
ンペ」などがあって、どのイベントも継続的に開催
されている。「トークリレー」は2003年に六稜会館
が竣工した年に第一回が開催されて以来、今月（9月）
で14年間、155回を数えているし、「カルチャー講
座」は延べ4人の講師の方々に2004年以来13年間、
先月（8月）まで173回の講座を開催していただいて
いる。ちなみに「トークリレー」には過去に、私も、
野村副会長も登壇させていただいたことがある。
　また一方、ゴルフコンペの方は、「期別対抗」が
1990年の第一回以来今年が第28回だったし、「ク
ラブ対抗」は1989年に始まって以来今年が第29回
とこれらも歴史を重ね、同窓会も母校に負けず劣
らず「文武両道」のイベント開催である。私も時間
の許す限りこれらのイベントには参加させていただ
いているが、今年の「期別対抗ゴルフコンペ」では、
同窓会や同窓会イベントで時たま起こるサプライズ
を経験させてもらった。
　第28回の「期別対抗ゴルフコンペ」は、5月14日
に兵庫県の「花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース」を
貸し切って、40組153人の参加を得て開催された。
このコースは毎年4月に女子プロのトーナメントが
開催されており、私にとってはなかなか手強いコー
スで、参加した過去3回の成績がいずれも100オー
バーと不満足な出来だったので、「よ～し、今回こ
そは何とか100を切って2桁のスコアで！」と目標を
定めていた。
　その後、組み合わせ表が届いた。見ると、我が
80期チームは男7人に女性1人の8人で、私はその
紅一点の女性（○○N子さん）とペアリングされて
いた。ところが私には、困ったことに○○N子さん
の記憶が全くない。しかし、よく考えれば記憶のな
いのは当然で、結婚されておれば姓が変わってい
る筈なのだから、手掛かりは「N子さん」というお
名前のみ。そこで早々卒業アルバムを引っ張り出し
て、N子さんというお名前の女生徒を捜すと4人お

られた。いずれも姓は○
○ではなかったのでやは
りご結婚されているとわ
かったが、当然どの女性かは不明。しかも、その4

人の方の内、お二人は見覚えがあり、しかも1人は
当時の私の「あこがれの君」のお一人であった。さ
て当日はどの女性が現れるのか？（ハラハラドキド
キ）。果たして、私のことを覚えていてくれるだろう
か？（ハラハラドキドキ……）
　そして、コンペ当日。スタート1時間ほど前にコー
スに到着し、練習場で練習をしていると、後ろから
「上田さんじゃありません？」と声をかけてくれてそ
の女性が現れた。振り返ってみると、何とあの「あ
こがれの君」のN子さんじゃありませんか！50年ぶ
りなのにはっきり面影が残っている。しかも私に声
をかけていただいたってことは、多少とも私のこと
を覚えているということで、「こりゃあ、あの当時
も満更でもなかったのかな？」なんて勝手に思い込
み、「プレーでは、ちょっとはいいとこも見せなくっ
ちゃ」とモチベーションは大幅に高揚（今更いいとこ
を見せたって、どうなるものでもないとは思うんで
すが…）、そのおかげか10メートル以上のバーディー
パットは入るわ、グリーン外からチップインはある
わで、目標の100を切るどころか90も切れる望外
の好スコア。50年ぶりに再会した「あこがれの君」
との一緒のラウンド、好スコアも含めほんとに楽し
い嬉しい一日となりました。こういうロマンティッ
クなことがたまに起こるのも、同窓会の楽しさの
一つではありませんか？会員の皆様にも何か面白
いことが起こるかもしれません。お時間があれば、
ぜひ積極的にいろいろなイベントにご参加下さい。
　最後に、簡単に同窓会の現状ご報告を。別稿で
会計報告の記事があるので詳しくはそちらをご覧
いただくこととしますが、平成28年度もおかげさ
まで黒字決算となり、2年連続で剰余金を生み出
せ、以前に取り崩した基金への繰入返済ができま
した。協賛広告収入と寄付金収入の寄与が大きく、
関係各位にはお礼申し上げます。とはいえ、会員
各位からの会費収入が大黒柱であることには違い
ありませんので、皆様方には今後ともより一層のご
支援、ご協力をよろしくお願い致します。

同窓会イベントでのサプライズ
六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）
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　六稜同窓会会員の皆様には、平素より母校の教
育活動に深いご理解と物心両面にわたる多大なる
ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
　私は、本年4月より、向畦地昭雄校長の後を受
け、校長を務めております恩知忠司（オンチタダ
シ）でございます。20年余り府立高校で教鞭を執
り、大阪府教育委員会（現大阪府教育庁）、大阪教
育大学を経て、このたび着任いたしました。改め
ましてどうぞよろしくお願いいたします。
　北野高校は、長く教育の世界に身を置く私に
とっても「憧れ」の学校でした。その学校の校長
として、府教育長より辞令を受けたときは、あた
かも第一志望校を射止めた受験生のように快哉
を叫びました。その重責を感じつつも、むしろ、
144年の歴史と伝統を誇る北野高校の「今」を皆様
方と共有できることの喜びの方が遥かに大きく、
日々、新鮮かつ満ち足りた気持ちで教育活動にあ
たることができていることを心から嬉しく思って
おります。
　さて、先だって、132期の新入生360名に北野
高校の歴史を講話する機会がありました。着任
一ヵ月にも満たない校長に144年の歴史を語れ、
というのも考えてみればご無体な話です。が、校
長にとっては、入学式以来二度目の晴れ舞台です
ので、考え得る限りの準備をして講話に臨みまし
た。明治6年の欧学校に端を発する学校の歴史を
校歌「六稜の星のしるしを」の歌詞で辿り、殉難
の碑、メモリアルウォールや笹部桜をスライドで

探訪し、「創立以来の卒業生の数は？」など、北野
高校に因んだクイズを全員で楽しんだあと、校長
からのメッセージとして、伝統とは何か、につい
て話しました。
　「私たちが先人の築き上げてきた伝統を蔑ろに
する権利はないと思います。伝統を大切にできな
いで、『最近の北野高校、どうなってるの？』なん
て言われたら、それこそ最低ですよね。でも、も
し先輩が、『今の北野の方がいいよ！』って言っ
てくださるような学校にみんなでできたとした
ら、それが北野高校の新たな伝統になるのかもし
れないね！」
　こう話した時の生徒たちの決意に満ちた微笑み
が私には忘れられません。そしてこれからも決し
て忘れないようにしようと思います。生徒たちが
北野高校というすばらしい教育環境の中で充実し
た高校生活を送ってくれることを確信した瞬間で
あり、近い将来、彼らが未来に向けて羽ばたくと
きもきっと同じ顔をしてくれていると思うからで
す。
　北野高校はこれからもこのような優秀な生徒た
ちをしっかりと育て、大阪の公立の雄として、世
界の中の日本を背負って立つ SGH（スーパーグ
ローバルハイスクール）として、確かな歩みを続
けたいと思います。六稜同窓会の皆様にはこれま
でにも増して温かいご支援を賜りますようお願い
いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

「快哉～北野高校長に着任して～」
大阪府立北野高等学校　校長
六稜同窓会　名誉会長　恩 知 忠 司

北野高校の学校経営計画より
【http://www.osaka-c.ed.jp/kitano/educations/
　　　　　　　　　　　　　　H29managementplan.pdf】

１. 高い学力の育成～アカデミックな授業づくり～
２. 豊かな人間性と心身のたくましさの育成
３. 次代のグローバル・リーダーの育成
～コミュニケーション力、議論する力、発信力等
の育成と海外機関との連携、高大連携の充実～

４.【課題研究】北野高校の近未来に向けて
・校内研修の活性化を通した教職員の力量形成
・「知」の世代間継承・発展
・生徒のアウトリーチ活動の充実
・教育環境のさらなる充実

北野生の「凄さ」を「見せる」学校づくりに
オール北野で取り組みます！
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会 計 報 告
平成 28年度　六稜同窓会一般会計決算報告
自：平成28年 4月 1日　　至：平成29年 3月31日

（円）
科　　目　 平成28年度予算 平成28年度決算 備　考

収　入　の　部
1 入会金収入 1,074,000 1,059,000 353名×3,000円
2 年会費収入 17,400,000 16,845,700 当年度分
3 総会費収入 1,000,000 999,000
4 寄付金収入 700,000 1,640,546
5 利息収入 0 472
6 会館維持協力金 1,000,000 1,063,500
7 同窓会記念品売上他 300,000 298,945
8 広告掲載協力金 1,600,000 2,015,000

収　入　合　計 23,074,000 23,922,163
支　出　の　部

1 運　営　費 11,300,000 11,036,617
（ 1 ）人件費 6,100,000 6,359,250
（ 2 ）旅費・交通費 1,200,000 1,040,750
（ 3 ）通信費 350,000 385,678
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,200,000 1,003,695
（ 5 ）会議費 100,000 73,150
（ 6 ）総会費 1,100,000 1,118,291
（ 7 ）慶弔費 100,000 80,000
（ 8 ）会費払込手数料 850,000 817,054
（ 9 ）同窓会記念品製作費 100,000 37,620
（10）雑費 200,000 121,129

2 広　報　費 6,100,000 6,181,447
（ 1 ）WEB関連費 650,000 980,464
（ 2 ）会報発行関連費 5,400,000 5,200,983
（ 3 ）広報全般経費 50,000 0

3 各種事業援助費 1,250,000 1,103,542
4 教育環境整備援助費 100,000 100,000
5 同窓会館関連費 1,600,000 1,726,241
（ 1 ）什器備品・設備費 100,000 127,400
（ 2 ）光熱費 1,100,000 1,110,007
（ 3 ）設備管理費 400,000 488,834

6 予備費 2,724,000 0
支出合計 23,074,000 20,147,847
収支差額 0 3,774,316

Ⅰ　収支計算書

資 産 の 部 負 債 の 部
現　　　　金 304,639 未 払 費 用 187,909
預　 　 　金 11,250,436 前  受  金 7,401,000
未 収 入 金 3,683,000

資　産　計 15,238,075 負　債　計 7,588,909
前年度繰越金 3,874,850
当年度収支差額 3,774,316
次年度繰越金 7,649,166

Ⅱ　貸借対照表 平成29年3月31日現在 （円）
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摘　要 残　高
現　金 304,639
郵便振替口座 2,803,742
普通預金 三井住友 /十三 2,638,000
郵便貯金 ゆうちょ 5,808,694
（預金計） 11,250,436

SMBCファイナンス
3,659,000未収入金 （コンビニ払年会費3月払込分）

PAYPAL 24,000
（未収入金計） 3,683,000

資　産　計 15,238,075
未払費用 SMBCファイナンス手数料 187,909
前受金 年会費次年度分 7,401,000

負　債　計 7,588,909

Ⅲ　財産目録 平成29年3月31日現在 （円）

平成29年度  六稜同窓会一般会計予算

平成29年度予算
収　入　の　部

1 入会金収入 960,000
2 年会費収入 17,400,000
3 総会費収入 1,000,000
4 寄付金収入 700,000
5 利息収入 0
6 会館維持協力金 1,000,000
7 同窓会記念品売上他 300,000
8 広告掲載協力金 1,600,000

収　入　合　計 22,960,000
支　出　の　部

1 運　営　費 11,050,000
（ 1 ）人件費 6,200,000
（ 2 ）旅費・交通費 1,150,000
（ 3 ）通信費 350,000
（ 4 ）印刷・事務用品費 900,000
（ 5 ）会議費 100,000
（ 6 ）総会費 1,100,000
（ 7 ）慶弔費 100,000
（ 8 ）会費払込手数料 850,000
（ 9 ）同窓会記念品制作費 100,000
（10）雑費 200,000

2 広　報　費 6,100,000
（ 1 ）WEB関連費 650,000
（ 2 ）会報発行関連費 5,400,000
（ 3 ）広報全般経費 50,000

3 各種事業援助費 1,300,000
4 教育環境整備援助費 100,000
5 同窓会館関連費 1,600,000
（ 1 ）什器備品・設備費 100,000
（ 2 ）光熱費 1,100,000
（ 3 ）設備管理費 400,000

6 予備費 2,810,000
支出合計 22,960,000

本年度収支差額 0

平成29年4月1日現在 （円）

以上の通り平成28年度一般会計報告を致します。
平成29年4月18日　六稜同窓会会長　上田成之助

上記一般会計報告は正確であることを認めます。
平成29年4月18日　六稜同窓会監事　岩浅　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

以上の通り平成28年度基金会計報告を致します。
平成29年4月18日　六稜同窓会会長　上田成之助

上記基金会計報告は正確であることを認めます。
平成29年4月18日　六稜同窓会監事　岩浅　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

平成28年度  六稜同窓会基金会計決算報告

科　　目 決　　算 摘　　要
収　入　の　部

1 利息収入 2,013
収　入　合　計 2,013
支　出　の　部

1 残高証明手数料 432
支　出　合　計 432

本年度収支差額 1,581
前年度繰越金 10,249,113

次年度繰越金 10,250,694
三井住友定期・
普通預金・
ゆうちょ普通

（円）自：平成28年 4月 1日　至：平成29年 3月31日

平成28年度　六稜同窓会資金残高一覧

会計別 摘要 残高

基
金
会
計

普通預金 三井住友／十三  No1124334 247,188

定期預金 三井住友／十三  No803553 9,005,500

普通預金 ゆうちょ  No9272121 998,006

合　計 10,250,694

（円）平成29年 3月31日現在
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トピックス
●観梅会の報告：2月22日（水）

事 務 局

　今年の観梅会は2月22日（水）に開催されまし
た。久々に暖かい日和で、50期から96期までの
87名が大阪城梅林に集いました。 11時に記念碑
前に集合、記念撮影を行いました。懇親会会場で
は、野村正朗副会長（82期）の挨拶、最長老の阿
部源三郎さん（50期）の乾杯の音頭で懇親会が始
まり、90名が友好を深めました。 午後2時前に
今城文雄さん（78期）指揮の校歌斉唱でお開きと
なりました。本年もたくさんの方に参加いただき、
ありがとうございました。

●北野中学校記念碑の集いの報告
事 務 局

　北野中学創立記念日の4月20日に、50期から 

67期までの15名の六稜生が、大阪府済生会中津
病院本館正面前庭にある「大阪府立北野中学校跡
記念碑」前に集いました。今年も昨年同様暖かい
日和となりました。記念撮影後、ほとんどの方が
歩いてホテルサンルート梅田に移動しました。阿
部源三郎さん（50期）の乾杯のもと、落ち着いた
雰囲気の懇親会となりました。

●第34回・岡山六稜会報告
足 立 富 郎（82期）

　今年の梅雨入りは6月7日でした｡ 晩春に咲い
た芍薬・牡丹の花も終わりを告げています｡
　ところで今年4月27､ 28日に開催された ｢IBM 

Watson Summit2017（東京品川）｣ は近未来を
予測するAI（人工知能）の会議で衝撃的でした｡ 
｢Watson｣ は自然会話を理解・学習し､ 人間の意
思決定を支援する ｢Cognitive Cloud｣ です｡ 膨大
な情報を知見に変えるAIプラットフォームです｡ 
世界中の人々の暮らしは ｢企業革命｣ によって
｢IoT（物のインターネット）｣ として日々生成され
る膨大なデータから新しい知識を学び､ 私たちの
能力を伸ばし､ 知能を強化しています｡
　さて､ 今年度も6月4日（日）にホテル・メルパ
ルク岡山において岡山六稜会を開催しました｡ 今
年度は同日にお子さんの発表会や運動会があり､
また､ 学会出張と重なって欠席の方が目立ち､ 総
勢10名でした｡まず最初に笹川忠士事務長（74期）
がご挨拶されました｡ その中で中央公論 ｢北野高
校（2017.5）｣の資料をいただき､ 前年度（2017.3）
の近況を教えていただきました｡ 新入生は360名
(男子225名､ 女子135名 )､ そして大学合格者は
京大64名､ 阪大81名､ 神大46名でした｡ 東大5

名と岡大2名は少数ですが､ 今後の活躍を期待し
ています｡
　今回は参加者10名でしたが､ 適度な広さの部
屋で机も長方形（1-4-1-4）の配置でした｡ マイク
の必要もなく､ 参加者全員が自由に会話できたの
が印象的でした｡ 前回の予告どおり､ 主たる講談
師は久井勲（83期）が務められました｡ ラジオ出
演もされ､ ｢世界文学の粋｣ と題して朗々と歯切
れよく ｢風と共に去りぬ｣や ｢ロミオとジュリエッ
ト｣など､ 飽きることなく聞かせてもらいました｡ 
勿論､ ｢裏話｣もついていました｡ 最後に､ 来年は
6月の第3または第4日曜日を予定しています｡ 是
非､ ご出席のほどよろしくお願いいたします｡
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●クラブOBOG委員会及び懇親会を開催
竹 村 哲 也（88期）

　6月24日 (土 )16時より、第四回クラブOBOG

委員会を13クラブ計19名参加のもとに開催しま
した。昨年同様、事前にアンケートを各クラブよ
り回収した上で、課題・要望を中心に発表して
もらいました。若手OBの参画に腐
心しているクラブが多い点が確認
されるとともに、OBOG会より寄
贈した機器等の廃棄処分に関する
ルール決めなど、各クラブOBOG

会の運営方法について幅広い情報
交換がなされました。また野球部か
らは新入部員勧誘用のリーフレッ

トが紹介されるなど、有意義な会となりました。
　委員会終了後、恒例の懇親会が行われ、参加者
から各クラブの近況報告などにぎやかに行われ、
あっという間に2時間が経過したという感じでし
た。
　今後とも各クラブOBOG会の交流を通じて、同
窓会全体の活性化につなげられればと思います。

●北野高校教育実習を終えて
勝 又 晴 日（125期）

　北野高校での
教育実習では、
指導教員の岡本
先生を始め、多
くの先生方に大
変お世話になり
ました。また北
野生の皆さんか
らも多くの学びをいただき、忙しくも充実した他
にない経験をさせていただきました。二週間の教
育実習を終えた今、いくつもの思い出を胸に大学
に戻り、未熟な私たち実習生を現場へ受け入れて
くださり、無事に教育実習を終えさせていただき

ましたことへ深く感謝しております。
　様々な思い出がよぎる今のこの心境ですが、母
校に戻り貴重な体験をさせていただいたことは、
やはり卒業生として感慨深く、先生方の生徒に対
する思いは、自分が高校生のころに想像していた
ものよりも遥かに愛情深いものだと気づかされま
した。また、廊下などですれ違う生徒たちが元気
よく挨拶をしてくれたり、球技大会で溌溂とした
姿を見ることができました。校舎風景にも変わり
はなく、改めて北野高校140年以上の歴史が守ら
れていることへの誇り、自分がこの高校を卒業し
ていることへの誇りを感じました。これから自分
たちそれぞれの夢を胸に社会へ飛び立つ私たちで
すが、やはりルーツには大阪府立北野高校があり、
卒業生として六稜魂を忘れずにそれぞれの場所で
活躍していきたいと思います。

　六稜教志会開催のお知らせ
　H26年度より教職に興味のある学生と現役で
教育に携わっておられる先輩方が交流できる場
として開かれていた「教志会」を今年も実習生
が中心となって開催することになりました。教
師という仕事について考え、情報を交換できる
貴重な機会ですので、教職に就かれている先輩
方、教育に興味を持っている学生の方の多くの
参加をお待ちしています。

日　時　2017年9月23日（土）
　　　　13:00 開場、13:30 開始、17:00終了予定
場　所　六稜会館3階ホール
内　容　1.教職に就かれている先輩からのお話
　　　　2.レクリエーション（ゲーム）
　　　　3.懇談会（終了後、希望者で懇親会を 

　　　　　予定しております）
参加費　200円（茶菓子代）
申込先　kitano_kyoushikai@yahoo.co.jp

　　　　  73期 梶本興亜
　　　　111期 松岡信道
　　　　126期 竹下結貴、福地宗太郎
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東京六稜会
第60回総会のご報告

　記念すべき第60回東京六稜総会が6月17日（土）、
昭和の古き良き時代の面影が残る学士会館におい
て開催され、前年を超える242名もの同窓生とと
もに60周年を祝いました。
　東京六稜会から「60周年記念のタオル」が配ら
れ、当番期（98期）からは『六稜の星のしるし、こ
の星に想い出を重ねあの頃に戻ろう！』と、今も変
わらぬ六稜の校章をお渡しして、皆様の胸元につ
けていただきました。お待ちいただく間は、講演
内容、当日のプログラム、東京六稜会の沿革や出
席者一覧などの情報満載の特製しおりをご覧いた
だき、また、黄金糖、サクマのドロップスなど懐か
しい飴ちゃんを用意してウェルカムのおもてなし。
5分前の予鈴のブザー（北野高校で録音した本物で
す）が鳴り、高校時代へとタイムスリップ。そして、
本鈴のチャイムが鳴り総会がスタートしました。

【総会】

　総会は、宮崎県を中心に
多方面で活躍されているアナ
ウンサーの前田晶子さん（98

期）の爽やかな声の司会によ
り進行しました。
　はじめに、太田省三・東京
六稜会会長（77期）からご挨拶いただきました。60

周年と人間で言えば還暦を迎えた本同窓会が、次
の時代に更に発展する
ために、3つのコンセプ
ト（①伝統の継承、②
新しい風、③卓越性の
追求）を示されました。
　次に、ご来賓のご挨

拶として、野村正朗・六稜同窓会副会長（82期）
からは、東京六稜会の60周年のお祝いと、北野
高校の近況として、4月から爽やかでスポーツマ
ンの恩知忠司校長先生を新たにお迎えしたこと、

更に今年の京都大学・大阪
大学・神戸大学の合計の入
学数が公立高校トップで
あったことを伝えていただ
きました。また、六稜同窓
会では、5年後の150周年
記念式典をどのように行う
か議論が進められていると

のお話がありました。
　続いて、藤村吉男・東京六稜会事務局長（84期）
から、事業報告と会計報告がありました。トピック
スとして、東京六稜倶楽部に加え、若手主催で平
日夜に開催しているKITANO caféが昨年度は2回
盛況に行われたこと、また、新しい終身会員制度
のご紹介や個人情報保護法が同窓会組織にも適用
されることが述べられました。

【記念講演会】

　今年は記念の回という
ことで『文武両道と社会
貢献』というテーマで、
文と武の2つの講演を行
いました。「文」の講演者
は、国立感染症研究所
ウィルス第三部長の竹田誠さん（98期）です。長年
の夢であった小児科医を辞め麻疹ウィルスの研究に
心血を注いだ理由と、お子様やお孫様を守るため
に予防接種を2回受ける重要性を、実例を挙げな
がら分かり易く話されました。
「武」は、楽天野球団事業本
部長であった佐野憲一さん（98

期）。今年も優勝するかの勢い
の楽天イーグルスを、何も無い
状態から立ち上げ、東日本大震
災を経て、地元のファンの方々
とともに優勝するまでのお話を

原 田 佳 子・大 鐘 卓 也（98期）

投稿〆切日及び文字数などについては、投稿基準をご参照ください。
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聴かせてくれました。お二人とも今年は2つの講演
を行うという時間的な制約がある中、ポイントを押
えた引き締まった内容で、「もっと聞きたい」という
声が多くあがっていました。続きは東京六稜倶楽
部で計画中と聞いています。ぜひご期待下さい。

【懇親会】

　懇親会会場に移ってすぐに最大のサプライズ。
当番期の「皆さん記念写真を撮りますので前方にお
集まり下さい。」という声に、「みんな写るの？」、「しゃ
がまなくていいの？？」などの戸惑いの声があがる
中、忽然と現れた『ドローン』
に一同大歓声！！　冒頭のい
い笑顔の記念写真が撮れま
した。大成功です！　続けて、
当日の参加者で最年長であ
られる山本修滋さん（64期）
の乾杯のご発声で懇親会が
始まりました。
　懇親会全体のテーマは『笑いと映像の60周年』、
そして当番期のテーマは『一人ぼっちゼロ！』です。
皆さんに楽しんでいただけるように、ファシリテー
ターを各テーブルに配置しました。また、今回皆様
には、ご自身でご記入された自己紹介カードを首
から下げて頂きました。初めのテーブルは各世代ラ

ンダムの配席でした
が、自己紹介カード
に記された、出身、
部活や趣味などの
共通項をきっかけ
に、ファシリテー

ターが不要なほどの盛り上がりを見せていました。
　合間では、『笑いの映像』の上映です。1つはブ
ラタモリ風に、当番期生が現在の十三や北野高校
界隈をぶらりと散策する映像です。皆さん、今もな
お昔と変わらないもの、消えてしまったもの…、映
し出される映像に懐かしさや寂しさの声が上がって
いました。後半では、『北野高校の今』の上映。先
ほどの2人が、授業をしている北野高校へ潜入しま
す。今も当時の名残ある食堂（ティー）やお世辞に
もきれいとは言えない部室長屋、その一方で、近
代的な校舎など、母校から遠く離れた東京にいる
からこそ、よりセンチメンタルな気分に浸るひとと
きとなりました。
　そのような企画のほかに、北野高校の歴史の展
示ボードや、制服のボタンや旧校舎のタイルといっ
た北野グッズの販売所など、昔を思い出す仕掛け

を多数用意しまし
た。また、会場の
あちこちでは、久し
ぶりに再会した同級
生同士や自己紹介
カードで知り合った
人同士で記念写真を撮る姿が見受けられ、会場全
体が笑顔とにぎやかな会話に
包まれました。
　瞬くように時は過ぎ、残さ
れた時間は僅かとなりました。
土曜日の午前授業を終えて急
ぎ駆けつけて下さった恩地忠
司校長の新任らしい溌剌とし
たご挨拶を賜り、続けて、当
番期を代表して原田佳子と大
鐘卓也（ともに98期）の挨拶、
99期の代表である神宅謙一郎
さんに幹事の印となる襷が引
き継がれました。続いて、長
年、東京六稜会を支えて頂い
た黒岩暎一さんと清水知子さ
ん（ともに75期）からの「校歌斉唱！」という掛け声
で、参加者全員で校歌の大合唱を行い、その余韻

が冷めないところで、
三谷秀史さん（82期）
に締めていただき、第
60回東京六稜会はお
開きとなりました。
　お帰りの際には『ド

ローン』で撮った記念写真をお渡しし、最後のサプ
ライズも喜んでいただき、たくさんの思い出をお持
ち帰りいただけたように感じました。
　今回当番期では、第60回の記念総会を大いに
盛り上げたいと毎週のように会議形式で、時には
東京と海外を結び、議論を重ねてきました。議論
を進める中で、母校から遠く離れた東京で開催さ
れる同窓会であるからこそ、北野高校に触れるこ
のような機会の大切さが増すと考えました。北野
高校を軸に、「昔を懐かしむ」、「今を知る」そして
「未来に繋げたい」そのような当番期（98期）の思
いを、参加者の皆様に感じていただけたとしたら
幸いです。
　最後になりましたが、北野高校関係者各位、六
稜同窓会・東京六稜会の皆様、ご多忙の中遠方か
ら足をお運びくださった参加者の皆様には心より
御礼を申し上げて、報告とさせていただきます。
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Produced by 六稜同窓会FR委員会

2017年前半　FR委員会活動報告

●5/6　行列のできる就活相談所＆若手交流会
　今年で10回目となる「行列のできる就活相談所＆若手交流会」を六稜会館で開催しました。参加した125

期の大学生より、感想が届きました。

　2017年3月～ 7月のFR委員会の活動報告です。
　「FR」とは、「Fresh Rikuryo」の頭文字をとったもので、20代30代の六稜生を中心とした様々なイベン
ト活動を行っている委員会です。若手会員が参加しやすい同窓会を目指し、様々な活動を行っています。

●3/25　129期 新人幹事歓迎会
　本年3月に北野高校を卒業した新人幹事を迎えて、新人幹事歓迎会を開催しました。129期の新人幹事よ
り、今後の意気込みについて感想が届きました。

　六稜同窓会の新人幹事歓迎会に参加する前は、六
稜同窓会についてあまり知らなかったですし、初めて
顔を合わせる先輩方ばかりで緊張していました。でも、
いざ参加してみると先輩方が気軽に話しかけてくだ
さり、とても充実した時間を過ごすことができました。
　この会に参加して北野は先輩方の繋がりが強い
ことを改めて認識できました。これから先、社会
に出て行く際に頼もしい先輩方がたくさんいて、
たいへん心強いなと感じました。
　また、同窓会では20代・30代の方たちが中心

となって運営しているFR委員会というものがあり、
その中で、“北野大学”という高校生との対話を通
じて自らの体験を交えながらアドバイスをするとい
うプロジェクトを開催したことを知りました。私た
ちと少ししか年齢が離れていないのに、本当に頼
もしい先輩方がたくさんいて、私たちもこのよう
に成長できたらなと思いました。
　私たち129期も六稜同窓会の一員としていろん
なことに貢献できるように頑張りたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いします。

　このイベントには昨年と今年の計2回、学生として
参加させていただきました。私にとって高校という
括りで行われる相談会には、同じ戦場に立つ大学の
友人たちとの情報交換とはまた違った発見が沢山
ありました。自分があまり注視していなかった業界や
職種を目指す旧友たちの話を聞くのは純粋に面白
かったですし、社会人1年目の先輩から聞くリアルな
就活秘話も、あるある話から中々外では聞けないよ
うなことまで盛り沢山！先輩の話を聞いて、就活で辛
いのは自分だけではなく「皆が通る道なんだ」と考え
を改めるきっかけになり、気持ちも楽になりました。
　相談会では、上記のようなちょっと年上の先輩か
ら第一線で社会を牽引されている大先輩までもが、
私たち就活生の尽きない悩みについて、優しく親身
になって相談に乗ってくれます。例年、学生・社会人
ともに幅広いバックグラウンドを持つ北野OB・OG

が数多く参加しますが、ここまでダイバーシティに富
んだ方 と々気兼ねなく話せる機会はおそらく稀だと
思います。先輩の中には組織の中でご活躍されてい
る方もいれば、コンサルタントとして独立されている
方もいます。大学のOB訪問とは一味も二味も違っ

た「身になる
話」が聞け
るはずです。
　最後に来
年以降の就
職活動を検
討されてい
る皆さんへ。
　就職活動中は、どれだけ気を付けていても心の
どこかで「とにかく目先の内定がほしい」と変な方向
へ必死になってしまいます。視野も狭くなりがちです
（恥ずかしながら実際に私自身そうでした……）。こ
の就職相談会は、そんな迷える若人たちの憩いの
場としてもまさにうってつけです。まったりお菓子を
食べながら交わした先輩方との些細なやり取りも、
就活が行き詰ってしまったりしているときは一つの
道標になりえる筈です。
　気になる人もそうでない人も、まずは同窓会の
ような軽い気持ちで足を運んでみてください！プラ
スになることはあっても、マイナスになることは絶
対ありませんから！
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＜＜超・若手交流会（124,125,126期合同同窓会）のご案内＞＞
日時 2017年10月8日（日）　会場 六稜会館 六稜ホール

　最近は卒業2年後、4年後と同期会は頻繁に開催し、横の結束力が強い期が多いものの、なかなか縦の繋がりを作
る機会が少ないとの声に応えて、合同同窓会を開催することとなりました。
　大学生、大学院生、社会人と状況は人それぞれの今だからこそ、仲良くなれる、相談できる人が見つかるはずです。
　各期から実行委員を募り、皆さんに楽しんで頂ける企画を計画中です。大阪以外にお住いの方も、ぜひこの機会
に帰省を兼ねてご参加ください！
　詳細は各期の学年理事からご連絡致します。多くの方のご参加をお待ちしています。

　竹中一真（124期）※FR委員会が開催するイベント情報は六稜WEBやFacebookにて発信していきます。
　Facebookグループ「【六稜FR】北野高校若手OBOG！（20代・30代）」⇒ http://goo.gl/4hvmjS

●東京六稜会 KITANO café
　東京六稜会の中で若手が主催で行うイベントとして【KITANO café】がスタートし、お仕事紹介イベント
は3回目を迎えました。

　5月18日に開催した第3回は、PR業に携わる
111期の尾上玲円奈君のご登壇。参加者は70期代
から120期代までと幅広く、28名が集まりました。
　まずは、「PR」のことを、よく広告や宣伝と捉え
られてしまう間違ったイメージの修正から、本来
の「PR＝Public Relations」がどのようなものか、
話を伺いました。世界では、PR＝Public Relations
は社会全体との関係づくり、合意形成の意味であ
り、チャンスの時だけでなくピンチの時にも使わ
れる概念、枠組みだそうです。実は日本でも、選挙
戦はもとより、企業不祥事、M&A、外資系企業の日

本市場参入やベンチャー企業の支援業務まで、幅
広い分野で活用されているのですね。
　尾上君が大学で受けた授業、いろいろ考える
きっかけとなった事件、新卒で入社したNHK時
代、そして大学教授とのご縁での今の仕事…。
同期ながら、これまで聞いたことがなかった熱
い思いを知ることができ、現在の活躍を頼もし
く思いました。

小 山 真 澄（111期）
　Facebookグループ「東京六稜会」

⇒http://goo.gl/HDJIaU

会館催事委員会【報告】
六稜トークリレーのこれまでとこれから
　創立130周年（2003年10月）に六稜会館が正式
に母校に寄贈されました。それに先駆けて、2003
年の9月に産声をあげた六稜トークリレー。もとも
とは「会館利用のパイロットケース」となるよう…活
用率先事業として始まりました。時の会館催事委
員長は65期の岡田一彦さん。慧眼でした。
　年に3回や4回では「率先」になりませんから、ご
く自然に「毎月」を掲げたのですが、これが大変でし
た (笑 )。それでも講師は原則として「社会の第一線
で活躍する《卒業生》」ですから、ほとんど二つ返事
でOKしてくれます。問題は客席です。講師の有名
無名以前に、この事業そのものの認知度がゼロス
タートですから、初期の頃は模索が続きました。
　最初、金曜の夕刻に実施していました。仕事帰
りに気軽に立ち寄って貰えるように…という見込み
でしたが、淀川区という立地では…とても金蘭会（大
手前高校同窓会）のようには行きませんでした。校
内でアルコールは慎んで欲しい…という学校側の
要請もあり、ほどなく土曜の午後に変更されます。
これが今も定着しています。
　当初より毎月の実施でしたが、委員会のミーティ
ングを別日に設けていましたので、委員は月に2度、

会館に集まっていました。トークリレーのスタイルが
確立して、ある程度ルーティン化して以降は、現行の
「同日開催」となり、委員の負担軽減が図られました。
　講演の中休みに茶菓を振る舞うのもどうか？…と
いう意見も出ましたが、これは見送られました。も
ちろん、その準備にかかる委員の負担が相当である
ことは、皆の理解するところでしたが。結果として、
茶菓のセルフサービスはトークリレーには不可欠の
要素…という判断に至ったのです。無味乾燥な《レク
チャー事業》ではなく、おもてなしの《文化サロン》
という性格が、現在のトークリレーを形作っています。
　講演の最後に、講師を中心に全員で撮る集合写
真も…恒例のスタイルになっています。写真は数日
以内に六稜webやFacebookページに掲載されてい
ますので、お手数ではありますが、どうか各自ご自
身でダウンロードしてプリントしてください。
◎六稜Web … http://rikuryo.or.jp/talkrelay/
◎Facebook … http://facebook.com/rikuryo/
※紙数の関係で、「これから」に言及できませんでした。
ライブ中継など新しい試みも検討中です。六稜人総
出で作り上げたいです。ご意見お待ちしています。

会館催事委員長　谷卓 司（98期）
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日　時◎原則、毎月 (第1)土曜日
　　　　13:30開場 14:00開演（約2時間）
会　場◎六稜ホール (六稜会館3F)

会　費◎500円（お飲み物を準備しています）
主　催◎六稜同窓会
共　催◎各期同期会 or クラブOBOG会など

9月20日
第177 回

「＜空っぽ＞の想像力」
竹山　聖さん＠85期（建築家・京都大学教授）

10月18日
第178 回

「目からウロコ！ピアニカってこんなに凄い！」
松田　昌さん＠77期（ピアニカ〈鍵盤ハー
モニカ〉奏者　名古屋音楽大学客員教授）

11月15日
第179 回

「人工知能は人間知能を超えるのか｣
北橋忠宏さん＠69期（大阪大学名誉教授）

12月20日
第180 回

「食の科学、あれこれ」
小城勝相さん＠78期
（奈良女子大学名誉教授・放送大学客員教授）

2018年
1月18日
第181回

「未定」
ひろさちやさん＠67期（宗教評論家）

2018年1月より曜日・会場が下記に変更になります。
会　場◎「THE BAGUS PLACE」
　　　　東京都中央区銀座2-4-6 銀座Velvia館 B1F
　　　　03-5524-3991

日　時◎毎月 (第3)水曜日
　　　　11:00開場 11:30開演（約2.5時間）
会　場◎「ライオン銀座クラシックホール」
　　　　銀座ライオン7丁目店 6階
会　費◎2,000円（ランチバイキング付）
主　催◎東京六稜会
幹　事◎牧　武志＠73期

9月2日
第155回

「稲むらの火とその主人公｣
井奥成彦さん@87期
（慶應大学 教授・歴史学）

10月7日
第156回

「親友が語る手塚治虫」
田浦紀子さん（「虫マップ」主宰）

11月11日
第157 回

「(演題未定 )｣
杉山一希さん@124期（NPO法人manavee）

12月2日
第158 回

「楽天イーグルス創設物語～球団創業か
ら日本シリーズ優勝まで（仮）｣
佐野憲一さん@98期
（楽天チケット事業GM）

2018年1月は休講
※予定は変更になる可能性があります。直前に六稜web等で
ご確認ください。

六稜カルチャー講座のお誘い
「世界史の旅」 佐々木利昌先生

 2017年 9月15日 （第3金曜日）
 11月17日 （第3金曜日）
 2018年 1月19日 （第3金曜日）
 3月16日 （第3金曜日）

「世界名作文学と旅」 久井勲先生

 2017年10月27日 （第3金曜日）
 12月15日 （第3金曜日）
 2018年 2月23日 （第3金曜日）
 4月27日 （第3金曜日）

○日時：毎月第3 or 第4金曜日 14：00～ ○会館維持協力金：500円
○会場：六稜ホール（六稜会館3F） ○お問い合わせは　同窓会事務局まで

■各種お問い合わせ先Email :
六稜トークリレー（催事委員会）

……TR＠rikuryo.or.jp
東京六稜倶楽部（東京六稜会）

……tokyo@rikuryo.or.jp
その他お問い合わせ（同窓会事務局）

……office@rikuryo.or.jp

「『患者中心』で成功する病院大改造」 平原憲道（102期）

「テキサス親父、韓国・中国を叱る！」
「コトラー マーケティングの未来と日本」 大野和基（85期）

「親友が語る手塚治虫の少年時代」 谷　卓司（98期）

六稜文庫 2017年6月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3
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トピックス
●平成28年度 六稜山岳会総会開催

六稜山岳会幹事長　髙 木 祐 介（115期）

　2016年12月29日（木）、ホテルプラザオーサ
カにて六稜山岳会（※ 山岳部のOB・OG会）総会
を開催しました。今年度は、40名が参加しました。
　代表の尾池行郎さん（94期）からの総会の開催
と現役山岳部のインターハイ連続出場に関するよ
ろこびのお言葉に始まり、参加者最年長の中馬弘
毅さん（67期）の音頭で乾杯。今回は平成26年度
の42名に次ぐ参加者数で賑わい、当日配布のメッ
セージ集には77名分のメッセージが記載され、
読み応えがありました。
　今年も現役山岳部員の3年生4名（129期）を招
待し、高校3年間の山岳部生活を振り返ってもらい

ました。それに続き、93期の4名、110期・111期・
112期から1名ずつ、117期の女子6名に近況報告
をしてもらいました。山岳部で養った体力や精神
力のこと、現在の職業や住まいのこと（イギリスか
ら参加の方もいました！）、そして山に対する熱い
思い等 、々参加者の心に響くスピーチばかりでした。
私は、山岳部の強みは何と言っても、共にテントで
過ごした絆だと考えています。限られた食料を分担
して携行し、テントの中で調理して食べ、片付けし、
明日朝の食事の用意をし、スペースを分け合って寝
る。大自然の中に張られる小さなテント内で、この
ような生活を続けて培った絆は、60歳以上離れた
先輩後輩関係でも強く結ばれているものだと感じ
ました。その後、恒例の元顧問・猿田茂先生から
お話いただき、副代表の黒田真樹さん（94期）と前
代表の邑上治兵衛さん（68期）からのお言葉で総会
を締めくくっていただきました。今年も大盛り上が
りの校歌斉唱、記念撮影をしたからか、皆別れが
たい様子…。多くの方々が二次会に参加しました。
　平成29年度六稜山岳会総会は、2017年12月29

日（金）に毎年同じホテルプラザオーサカ19階の「淀
の間」で行います。梅田の夜景と北野のグラウンド
が一望できるこの場所で、山と北野の話を楽しみま
しょう！皆様お誘い合わせの上、是非、ご参加くだ
さい。素敵な年末の一時を過ごしましょう！

●大阪歯科大学六稜会四半世紀を迎えて
　黒 川 森 夫（70期）

　 平成4年10月8日大阪歯科大学卒、六稜出身有
志21名により世話人会を開き、同年11月28日発
起人会を経て平成5年2月6日第1回設立総会を開
催して以来早や25年目を迎えました。
　幅広い年齢層53名の会員を擁し、初代会長には
和田茂之会員（51期）が就任、かくして六稜魂に燃え
る歯科医師集団がスタート、年一度の総会・講演会
を重ね、当初は会場確保に苦慮しながら現在は六
稜会館を基地として地道な活動を続けております。
　平成13年度からは、設立発起人でもあり、会
発展に尽くされた岡野博郎会員（61期）が第二代
会長に就任、その後平成24年度からは第三代目
を私が引き継ぎ現在に至っております。
　10周年の平成14年度には「大阪歯科大学六稜
会10周年記念誌」を、次いで平成24年度には「同
20周年記念誌」を発刊、記念講演として大阪歯科
大学口腔外科教授の講演を聴講しました。
　特筆すべきは、平成25年度第21回総会・講演
会ではそれぞれ「トークリレー」にも出演した70

期柏木哲夫大阪大学名誉教授、更には平成26年
度第22回総会・講演会では70期大西堂文山口大
学名誉教授の話を聴き六稜会との関わりを常に意
識していることであります。
　嬉しいことに最近特に会の結束と活性化が増
し、会の運営も極めてスムーズに行われているこ
とであります。また、講演後の講師を囲んでの昼
食会では和やかな雰囲気のなか各自1年間の出来
事、趣味など語り合うひとときは会員にとっては
楽しみのひとつであります。
　これからも私共は肩の張らない和気藹々の流れ
で常に六稜魂と愛校心をもって地域医療推進のた
めに更なる研鑽を積んで行きたいと考えております。

大西堂文氏を囲んで（六稜会館にて）
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●第28回六稜期別対抗ゴルフコンペ優勝報告
～還暦の年に初優勝～

千 種 康 一 （88期）

　私が期別対抗ゴルフに出場して14年になりま
す。その頃は88期の野球部のメンバー竹村キャ
プテン、佐藤君、加藤君に引っ張ってもらい参加
していました。毎年出場資格ぎりぎりの人数で、
最高位は確か3位だったと思います。最近60、70

期代のゴルフ上手世代が参加
されなくなって、代わって
90、100期代に実力で抜かれ
て始めて、もうあかんのかと
諦めかけていたのに、それが
還暦の年に初優勝です。飛び
賞やベスト10位発表にも88

期の名前が少なく、今年もダ
メかと思ったその瞬間、「混
成チームは優勝が有りません
のでグロス2位の88期が優
勝です。」と思わぬ笹川事務
局長の発表がありました。長年広報委員会で六稜
会報を発行してきていた私自身が、この優勝報告
を書くのを夢にしてきたので、感慨無量です。有
力な野球部メンバー不在の中、強力女子メンバー

辻（北川）さん、宮岡（岐美）
さんとシングル柴原君、豪
快社長長尾君、アスリート
前田君、ゴルフドクター日
野君、東京から参加の浦勇
君、万年幹事千種の8名のメ
ンバーで優勝しました。8月
19日には88期還暦同窓会が
行われます。それに合わせ
て長尾社長が優勝記念ブレ
ザーを作ってくれることに

なりました。同窓会にはそれで出席し、来年はそ
ちらを着て連覇を目指したいと思います。
　以下成績です。団体優勝は88期が初優勝、2位
は94期と102期の混成チーム、3位は97期、個
人戦では優勝松井真梨さん（94期）、2位森正男さ
ん（80期）、3位水川秀樹さん（80期）でした。
　来年は2018年5月20日（日）に開催予定です。
大胆にも連覇を狙う88期に是非ご挑戦をお願い
します。

ひろのコース
〒673-1111　三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1
TEL/0794-72-0151　FAX/0794-72-1836

よかわコース
〒673-1113　三木市吉川町福井字小西谷534-1
TEL/0794-72-0111　FAX/0794-72-0490

2018年

スタジオアリス
女子オープン
4月開催予定
よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部

2017年～2018年
ゴルフコンペのお知らせ

第29回 六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2017年9月24日（日）8：00スタート
場所：花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

第29回 六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2018年5月20日（日）8：00スタート
場所：花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

投稿〆切日及び文字数などについては、投稿基準をご参照ください。
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●六稜ラガークラブ

赤 井 知 之（98期）

笹部桜・野本碑説明板の設置
　双方が現校舎の建設につき「殉難之碑」付近に
移設されています。 

　笹部桜考に記される笹部新太郎氏の意志を継い
で、その桜を広く世に伝えた、久野（旧姓劉）友博
先輩（54期）の偉業を後世に伝え続けるものです。 

昭和30年の第32回天王寺高校とのラグビー部定
期戦にて不慮の事故で亡くなった（この事が当校の
背番号1番が永久欠番となり16番を使用している
理由）野本武先輩（68期）を悼み設置された「野本
武君記念樹」の石碑裏にある説明文を風化させる
ことなく後世に残すことを目的として共にステンレ
スにて制作し、六稜ラガークラブより学校に寄贈し

ました。それぞれには更に詳しい説明をご覧いた
だけるようQRコードを施し、笹部桜（http://www.

rikuryo.or.jp/home/column/sasabe.html）
　野本武君記念樹（http://www.kitano-rugby.net/

history/pdf/kitano-rugby-70years4.pdf）へ導くよう
にしてあります。母校にお寄りの際 は是非こちら
を訪れてみて下さい。

現役生のニュージーランド短期留学
　本年3月10日（金）～ 15日（水）の日程で、NPO 

法人No Side R（旧教員：田中伸明先生設立）との
共同事業で現2年生（3名）のラグビー部員をニュー
ジーランドへ送り、生で世界トップレベルの選手を
輩出する環境を体験してもらいました。訪れるまで
は、海外へ初めて出ることへの不安などで消極的
にもとれる言動もみられました。しかし、短い間
でしたが本場の練習など
にふれることでモチベー
ションのアップに繋がり、
新入部員の勧誘にも一層
力が入ったようです。新
しく1年生部員4 名を迎
え、単独チームでの大会
出場に意欲を燃やしてく
れています。

 
●六稜55期「関西の集い」報告

松 代 英 二 郎（55期）

　日時　　平成29年6月8日（木）12時～14時
　場所　　ホテルグランヴィア大阪　
　　　　　19階　和食堂しずく
　出席者　木戸・小谷・近藤・戸根・西川・平谷・
　　　　　藤井・藤田・松代　以上9名
（1）55期会は、生々発展をしております。
　　55期会も、以前は50～ 60名集まりました。

大体同じメンバーですが、毎年誰かが欠席し、代わ
りに誰かが参加します。始めて参加する人も居ます。
　全員の高齢化が進み、交通事情を考え、近年は
「55期関西の集い」として実施しています。今年は、
9名が参加しました。昨年参加の10名のうち、3名
が欠席。昨年顔を見せなかった2名が今年は参加。
55期会は、中身を更新して居ります。
　硬直した保守集団ではありません。出席者の写
真で分かるように、全員背筋を伸ばし、眼光鋭く、
言語明晰です。92歳93歳には見えません。
（2）北野中学入学は、大きな目標でした。
　出席者がそれぞれ近況報告をするなかで、期せ
ずして数名が、「自分の小学校から、同時に何名北
野に入った。確かに生き残っているのは、自分一人」
と発言しました。北野を受けることは、子供にとっ
て目前にそびえる大きな山でした。
　入学したのは、昭和12年 4月。進学率も今より
低く、受験状況も、現在と異なりますが、入学試
験は重苦しい記憶です。だから合格したときの喜
びは、80年経っても鮮明です。一緒に入った友達
の名前も、覚えているのです。
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●六稜六〇会 総会・懇親会

大 西 啓 隆（60期）

　本年は60期生にとって、全員が米寿を超え、北
野中学卒業70周年に当たる記念すべき年である。
今回を以て最終回となる予定の旨を記載した案内
状を住所判明者101名全員（因みに在米者1名、住
所不明者24、物故者173）に送付したが、残念乍ら
回答は75名にとどまった。その内訳は、出席：18、 
同伴：5、欠席：49、死亡：3（住所不明・返戻：3）であった。
　総会は5月10日JR大阪駅直結のホテルグランヴィ
ア大阪で記念撮影に続いて正午から、幹事の岩井
君による司会で始まった。
　昨年の総会以後判明した物故者に対する黙祷、
ついで学年理事の大西（啓）から同窓会本部関係の
報告（名誉会長・校長の交代、寄付受入れ、年間
の催事、年会費納入など）および 本会の庶務・会
計報告があった。
　懇親会は前年度代表幹事の太田君による乾杯で
始まり、歓談は、後期高齢者につきものの体調や
持病の話から、戦時中の学徒動員の苦労話をはじ
め、「ぼうず、ポンプ、かれやん、小松ちゃん、馬さん、
馬珍、マントク、珍トク、伊達中尉、ピンタ、ギョロ、
……」次々と昔懐かしい先生方の綽名が出てきて、
その授業ぶりも話題となった。（中には綽名は出て
も本名が出にくい先生方もあった。）談論風発尽き
ることなく、懇親会の予定時間もあっという間に過
ぎた。幹事の大岩君の司会で、閉会に先立ち、川
井君のリードによる校歌「六稜の星のしるしを」（旧
制北野中学校版）を斉唱して閉会・解散となった。
　今回は全員が超？後期高齢者であることを考慮
して、アクセスの良いホテルを選び、食事も卓盛り
和食（薄味、一口サイズ）とし、しかもホテルスタッ
フが夫々に取り分けてくれたので好評であった。
　なお、米寿ともなれば身体状況から考えてやむ
を得ないこととは云え、出席者は同伴者を含め28

名と寂しく、しかも全員が京阪神在住であった。（近
年は殆どが京阪神在住の30名前後で推移）

　このため、40年以上の長きにわたり毎年実施し
てきた全体総会は、残念乍ら今回をもって一応終了
とし、今後は有志による会合とすることとなった。

●六稜六四会の集い第3回

河 渕 清 子（64期）

日　時：2017年4月12日（水）
会　場：ホテルグランヴィア大阪
　気楽な
集いの場
として再ス
タ－トした
同期会も
今年で3回
目を迎え
た。昨年より参加者はガタ減りでは？の私の懸念
は見事追い払われ、当日は昨年と同数の47名。男
性29名（東京より参加7名）女性18名が集まった。
1年先、いや明日の運命も分らぬ世代の私たちだか
ら、旧友と元気なうちに会っておきたい気持ちは
募る一方なのだろう。
　あの懐かしい「昭和校舎」で、六稜史上では一番
長く学んだ64期の私たちだから、母校への熱い想
いも、旧友との結束度も高いのは当然。参加者の
中には、杖持ち、付添い付き、認知症予備軍など
さまざまでも、往時の学生時代の見慣れた顔には
変わりない。会場となった「鶴寿の間」には、6卓が
用意されていて、着席は籤引き。先ず、司会役の今
井幹事の言葉を皮切りに、足立会長の音頭で「カン
パ～イ！」後、宴は始まった。しばらくするうちに席
を離れて友と談笑する姿があちこちに林立、カメラ
を向け撮られる人。会場は一見、老紳士・老淑女
の場となり時は流れる。思いなしか、昨年に比しパ
ワ－不足？より穏やかさを増した面々とまた逢う日
を夢見つつ二次会へ。二次会と言っても飲み会に非
ず喫茶メニュ－。1階ロビ－ラウンジ「リップル」の予
約済窓際席で、帰宅を急がぬ20人が16時半頃まで
雑談に花を咲かせた。荒木幹事が、来年の「集い」
の場をいち早く予約していたのは言うまでもない。
　1年先の再会を目標に、64期の皆さまの健康を
祈ってやみません。

●66期有志会

水 野 瑛 子（66期）

　今年の66期有志会は、3月16日に梅田ハービス

投稿〆切日及び文字数などについては、投稿基準をご参照ください。
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PLAZA  ENT 7FのXEX  WEST（イタリア料理店）で、
39名が参加して開催されました。
　毎年行う会なので、マンネリにならないように趣
向を考え、今年は幹事の岩崎良和さんの計画で、メ
ゾソプラノの肥田真梨子さんによるオペラのアリア
で幕を開け、懐かしい日本の歌曲も織り交ぜながら
コンサートの雰囲気で始まりました。
　関東・中部・四国・九州と遠路参加した方々にも
好評で、会場の場所が分かりにくかったとのお小言
を頂きながらも、幹事はホットした次第です。
　何時ものことながら、たちまちのうちに高校時
代に戻って、想い出話や近況報告に話は尽きずあっ
という間の3時間でした。
　最後は、山田晋作さんのうんちくのあるお話と、
例年通り松岡茂雄さんの素晴らしいテノールの先
導で校歌を合唱し、年ごとに寂しくはなるものの、
来年を約してお開きになりました。
　66期の皆様方のご健康を願ってやみません。

●67期同期会報告

池 田 正 澄、日 高 穂（67期）

　全員が80歳となったのを機に、2017年5月18日
（木）正午から、ウェスティンホテル大阪で67期同
期会を2年ぶりに開催した。恩師の福田博造先生（物
理）もお嬢様とご一緒にご臨席を賜り、その上、立
派な花束までいただいた。
　私たちの学年は、卒業時には462名（男子：297

名　女子：165名；男女比1.8:1）いたのであるが、
既に他界された方が分かっているだけで、114名（男
性90名：女性24名：男女比3.8:1）おられ、そのほ
かに住所不明者と脱会者が53名もいて、案内状を
出したのは、残りの295名である。返事を頂いた
中で、3名（全て男性）が亡くなっていることがわかっ
た。それでも同期生の参加者は86名であったから
予想以上に多く、世話人としてはホッとした。関東
方面からも20名近くの参加者があった。中には失
明され、奥様に連れられて写真撮影だけに来られ
た川口優君（元大阪市会議員）の姿もあった。
　全員の写真撮影の後、日高による司会進行で、

亡くなられた方々に対する黙祷、世話人代表池田
の開会挨拶に続いて、中馬弘毅君（元衆議院議員、
元大臣）の挨拶と乾杯の音頭、そして会食と進ん
だ。中馬君からは「100歳まで頑張りましょう」とい
う力強いご挨拶をいただいた。時間の経つのは早
いもので、食事もほぼ終わる頃福田先生からスピー
チをいただき、引き続いて各クラスから一人ずつス
ピーチをしていただいた。
　会計を担当していただいている佐野雅祥君から、
次回からの開催方式について、今後は案内状を出さ
ないで、「六稜会報」とWebに開催通知を出し、それを
見て参加者が時の幹事に参加の返事を出すという方
式をとることが提案され、了承された。後日開催した
幹事会で2年後に同期会を開催することになった。
　最後に、スペシャルイベントとして計画していた
「故郷」「学生時代」「見上げてごらん夜の星を」「い
つでも夢を」そして最後に「校歌」を音大出のクラ
ス幹事でもある橋本和子さんのリードで全員が合
唱して会を終わった。
　この後、同ホテル1階のアマデウスで36名の参
加を得て、二次会を行った。終わったのは午後5時
で5時間の長丁場ではあったが、それでも別れを惜
しみつつ散会した。

●69会　卒業60周年記念・傘寿祝い同窓会

上 原 道 子（69期）

　懐かしい青春の日々から60年、我々 69期は傘寿
を迎える歳となり、3月25日に記念同窓会を開きま
した。世話人の予想以上の参加者の107人が阪急グ
ランドビル27階「白楽天」に大集合、詰め込みすぎる
ほどの大盛況でした。受付で渡した名札を付けても
らい、前もって決めた各テーブルに着席、東京から
来られた岡本さんの音頭で乾杯をして始まりました。

　いつも幹事役
を引き受けてい
てくれたあの人
たちがいない寂
しさ、彼岸に旅
立たれた仲間へ
の鎮魂の思いを
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胸に、旧交をあたためる傘寿の会となりました。
　会食や談笑の間をぬって、金田、北浦、黒岩さん
達三人のカメラマンが活躍、各クラス毎の写真撮影
やスナップ。これらは69会報特別号に掲載し発行。
　今回は、楽しく喋ろうということで、特別な趣向
の企画はなく、進行役がアト・ランダムにマイクを
向けて話してもらいました。卒業以来初めて同窓
会に来たという野瀬さん、大阪の会には珍しい森
本さん、本名に戻ったと挨拶の洪さん（泉）等など。
69会での行事や活躍の報告は、東京歩く会の釜江
さん、関西歩く会の門田さん、ふぐの会の岸川さん、
収穫祭の西田さん、69ゴルフの会の瀬濤さん、き
らら会の小林周子さん、東京69会は石垣具子さん、
69ccの案内と勧誘は中田さんから、と本当に多彩
なお話が盛りだくさんにあり、療養中の菅さんにか
わり坂口さんのリードで校歌斉唱し終了。あとは「関
西文化サロン」での二次会へと流れて楽しみました。

●北野高校80期同期会報告

伊 藤 園 子（80期）

　7月1日（土）17時より、80期同期会（やっとう会）
は昨年と同様、ホテルグランヴィア大阪20階で開
催されました。参加者は54名でした。
　まずは、高松さんの司会により、亡くなられた
同期の方々へ黙とうを捧げました。
　その後、朝倉君（今回の幹事団10組代表）から
の挨拶、次いで、六稜同窓会会長の上田君の乾杯
の音頭で、懇親会は賑やかに始まりました。　
　司会は、水川君に替わり、鎌田さんと浪速章生
先生（心身統一合氣道会）による合氣道の演武が始
まりました。これは、目を見張るほど荘厳で華麗
でした。それから「リラックスすることによる効果」
についての実演が行われ、樋高君と近藤さんがモ
デルになって実際に体験しま
した。日常生活をより安全に、
より健康に保つための良い参
考になったと、とても好評で
した。
　つぎに、クラスごとに前に
出て、近況の報告がありまし

た。そののち、古田君の司会で恒例のビンゴ大会
となり、全員がさまざまな賞品を獲得しました。そ
れから今度は、佐野さんの指導の下、全員で河内
音頭を踊りながら会場をねりまわりました。
　そして、最後には、堀君の先導で「校歌」をみん
なで歌い、今年の「やっとう会」は盛会のうちにお
開きとなりました。
　来年、われわれは、高校卒業50周年を迎えます。
大きな区切りの年なので、皆様の期待に添うよう
な50周年記念の同期会にしたいものです。全員が
幹事だという気持ちになって、一人でも多く参集し
ていただき、歓談できることを一同願っています。

●87期学年集会開催

金 水 　 敏（87期）

　去る2017年1月22日（日）に、87期の学年集会
をANAクラウンプラザホテルで実施しました。前
回は2006年10月29日、六稜同窓会総会の後に行
いました。今回は還暦の年ということで、2016年
中の開催を目指しましたが、少し遅れて、ただし年

度内には間に合いました。
　前回は96名集まりましたが、今回
は40～50名も集まればという気持
ちで募集をかけたところ、あれよあ
れよという間に参加希望者がふくれ
あがり、最終的には150名に迫る人数

が集まりました。それに伴って会場候補も二転三転し、
幹事が右往左往する形になりましたが、なんとか参加
者を収容できる会場が決まってアナウンスをしたのが
2016年12月中旬のことでした。
　14時に、再会を喜び、またいろいろな事情でここ
に来られなかったクラスメートの事に思いを馳せな
がら、開宴となりました。関西外からも多数の参加を
得、遠くアメリカ・ユタ州から来られた方もありまし
た。これだけ集まると、一人一人の近況報告だけでも
回すのが大変で、事前に幹事会で流れを相談し、厳し
くスピーチの時間制限（3分）を設け、流れ作業でクラ
ス写真も撮っていって、無事時間内に収まりました。
この歳となりますと、話題は退職、転職、孫の話、健
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康の話、親の介護や看取りの話とだいたい相場が決
まってきますが、宴が進むにつれて立ち歩き、あちら
こちらで思い出話に花が咲きました。二次会も約100

名が参加し、賑やかに打ち上げることができました。
　果たして10年後に学年集会が開けるかどうか、
開いても何人集まれるか何とも言えませんが、それ
ぞれに再会の思いを胸に抱いて、家路に就きました。

●99期卒業30周年同期会

神 宅 謙 一 郎 （99期）

　ご報告が遅くなりましたが、平成28年11月19日
（土）に十三のホテルプラザオーサカにて卒業30年
を記念した同期会を開催しました。３年時の担任
の池田雅文先生、青木三郎先生、八尾隆先生、高
橋昌弘先生、堀部正之先生、野邑公美子先生、平

野修二先生、中野祐二先生にもご出席いただき、
男子68名、女子108名の卒業生は30年前にタイム
スリップした様な懐かしいひとときを過ごしました。
同期会は実は旧校舎が取り壊されて以来20数年ぶ
り（！）ということもあってか、もっとも遠方はアメリ
カからの総勢180名の出席者の盛り上がりはすさ
まじく3時間があっという間でした。
　会だけでは語り足りず、流れで旧クラス、旧部活
動の同窓会が開かれたり、また同期であるNHK有
働アナウンサーの番組ロケともサプライズで接続
があったり、齢の事を考えずそのまま朝までカラオ
ケ（笑）というかたも10数人にのぼり、某G寿司様、
Sポート様をはじめとした十三の街に一夜で多大な
る経済効果をもたらしたイベントになりました。
　身動きが取れないくらい会場は混雑していたため、
全員での記念写真はあきらめて2クラスずつ6回に
分けて撮影しました。この写真はそのうちの1枚です。
　支援いただきました同窓会事務局の皆さま、忙
しい中引き受けてくれた有志幹事の皆さま、そし
てアドバイスいただいた池田先生、感謝の念に堪
えません。有難うございました。

同期会予告
●70期同期会（北野70会）
日　時：平成29年10月14日（土）正午より
場　所：KKRホテル大阪
　　　　大阪市中央区馬場町2－4
　　　　TEL：06-6941-1122
　ご案内の通り昨年と同じKKRホテル大阪で再会しましょう。
今回の卓話は医師の長谷川義尚君がこれからの我々にとって
為になるお話をしてくれる予定です。是非お誘い合わせの上
多数ご出席下さるようお待ちしております。

8組幹事　屋良卍佐治
9組幹事　黒川森夫　

●74期みなわ会
○日　時：平成29年11月11日（土）　11：30～ 14：30　
　場　所：ホテルプラザオーサカ　19階　宴会場YODO
　１．講演会　11：30～ 12：15
　　　演題　「都市生ゴミを電力と有機肥料に変える技術」
　　　講師　松井三郎氏（京都大学名誉教授）
　２．総会および懇親会　　12：20～ 14：30　(会費：7,000円)
　３．二次会　14：40～（3階BARラウンジ「北野」　費用3,000円）
○日　時：平成29年11月12日（日）10：00～ 17：00
　４．山崎馨先生を偲んで「55年目のハイキング」
　　　（場所未定、西久保氏の企画・案内）

　連絡先：壽榮松 正信
　Tel&Fax：06-6301-4040　E-mail：my8m-semt@asahi-net.or.jp

　●76期同期会　お詫びと訂正
　諸般の事情により本年度の学年同期会の開催場所が変わり
ました。
　日時は毎年と同じで、11月の最終土曜日午後1時からです。

日　時：平成29年11月25日（土）　午後1時～
場　所：北野高校　六稜会館　3階ホール
会　費：7,000円
宜しくお願いします。

学年代表幹事　奥田　稔
事　務　局　　北岡　満

●93期生　同期会のお知らせ
日　時：平成29年11月18日（土）14：00
場　所：六稜会館（受付は13：30から）
　　　　（2次会：18：30から　リーガロイヤルホテル

　桂の間　受付は18：00から）
　6年ぶりの同窓会になります。懐かしい話を語り合える楽
しいひと時を過ごすことができれば幸いです。ご多忙中と存
じますが、万障繰り合わせの上、ご出席くださいますようお
願い申し上げます。

幹事代表：竹花一哉
連絡先：関西医科大学　内科学第二講座（循環器内科）

　　　　枚方市新町2-5-1
　　　　takehana@hirakata.kmu.ac.jp

●95期同期会
日　時：平成29年11月19日（日）13：30～ 17：00
場　所：六稜会館
会　費：5,000円
2次会は 18：00～ 20：00
＠プラザオーサカ（Tel 06-6303-1000）3階 ラウンジ北野
会費 3,000円予定
　50歳記念の六稜同窓会総会からはや3年がたちました。そ
の折は93名もの参加ご協力ありがとうございました。打ち上
げの際にあがったご要望にお応えして、初の秋11月開催です。
今回もお誘いあわせの上多数のご出席をお待ち申しあげてお
ります。案内は10月初旬に発送予定です。

学年代表幹事：松本幸久 松田典子
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北野高校国際交流
英語科教諭　若 宮 　 功（121期）

　今年は本校から海外への派遣（シアトル・ケント
地区派遣、台湾研修、ハワイ大学スタディーツアー、
シンガポールフィールドワーク）に加え、台湾の建
国中学の受け入れ、香港のSt. Paul’s Collegeの受け
入れを行いました。その中から、ケント地区との交
流と、シンガポールフィールドワーク、建国中学と
の交流の様子を紹介させていただきます。

北野からケントへ
　2017年3月23日から31日まで、生徒4名と教員
1名がケント地区の高校を訪問しました。「大阪府
立北野高等学校国際交流報告集」より、その様子
を抜粋してご紹介します。

　…こんな感じでたくさんの奇妙な体験をした
後は学校生活が待っていた。毎朝6時半に家を
出て、毎日同じ時間割で授業を受ける。一見単
調に見えるが、僕はこの学校生活がシアトル研
修の一番の思い出となった。というのも、ケン
トウッド高校と北野高校は全くと言っていいほ
ど違うものだったからだ。まず、授業の雰囲気
が自由。授業中にパソコンをいじっている人も
いれば、ご飯食べている人もいたり、しゃべっ
ている人もいたりと、十人いれば十人とも違う
ことをしている。また、授業は自分の好きな科
目を選択することが出来るため、北野高校と
は違って先生が自分たちの教室に来るのではな
く、先生の部屋に僕たちが移動するようになっ
ている。それゆえに、各教室が先生仕様にデコ
レーションされ、授業中は先生の好きな曲が流
れるということもあった。さらに、授業は基本
的にペアワークだから、その分たくさんの人と
会話が出来る。そのため、一日で何十人もの友
達が出来た日もあった。このように全てのこと
が新鮮でどこに行っても何をしても新しい発見
ができたので、僕はこの学校生活が非常に面白
かった。（シアトルでの一週間）

北野からシンガポールへ
　2017年3月5日から8日まで、生徒43名と教員２
名がシンガポールを訪問しました。同報告集より、
その様子を抜粋してご紹介します。

　…なかでも印象に残っているのは、MRTを
乗り継いでの市内フィールドワーク。生徒だ
けのグループ行動だったので、「切符ってどう
やって買うん？」「乗り越し精算ってできるの

かな？」「券売機お札使えへんやん！」と、最
初から最後まで困難ばかりでした。でもその都
度自分たちで試行錯誤して解決したのが、とて
も面白かったし良い経験になりました。また、
貸し切りバスではなく地下鉄で移動して観光し
たことによって、現地の人たちの普段の生活に
触れられたし、日本との違いもたくさん見つけ
られました。（報告集より）

台湾　建国中学受け入れ
　2017年4月21日　生徒45名、教員3名が建国中
学からやってきました。校内見学の後、授業見学
で英語の授業において本校の生徒と英語でコミュ
ニケーションをとりました。歓迎セレモニーののち、
建国中学はダンスとディアボロ（スティックと紐を用
いて空中でまわすコマ）のパフォーマンス、本校は
オーケストラ部による演奏があり、歓迎パーティが
盛大に執り行われました。本校からも60名を超え
る生徒が参加し、
お互いの国のこ
と、生活･文化に
ついて盛んに話
し合う有意義な
会になりました。

ケントから北野へ
　今年は男子2名、女子2名の生徒と教員１名が来
日します。7月18日の昼休みに体育館で全校生徒
に紹介されたのち、授業にも参加する予定です。

また、付
き添い教
員には北
野生にプ
レゼンを
していた
だく予定
です。
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教職員異動
（平成29年4月現在、敬称略）
・退職
　教　　諭　神川　定久（物理）
 再任用教諭として本校に勤務
　教　　諭　岡本　利明（体育）
 再任用教諭として府立春日丘高校へ
　常勤講師　的場　栄子（国語・86期）
 非常勤講師として本校に勤務
　常勤講師　安藤　哲（世界史）
 非常勤講師として本校に勤務
　常勤講師　石井　宏（生物）
 常勤講師として府立泉尾高校へ
　再任用教諭　吉田　要（英語）
 非常勤講師として本校に勤務
　養護助教諭　大谷　実来
　養護助教諭　大塚　美幸
 養護助教諭として枚方市立招提中学校へ
・転出
　校　　長　向畦地　昭雄
 教育庁教育振興室長へ
　教　　諭　浜野　斗紫子（世界史）
 府立三島高校へ
　教　　諭　大前　裕佳（数学・117期）
 府立渋谷高校へ
　教　　諭　向川　慎治（数学）
 府立高槻北高校へ

　再任用教諭　柳田　園子（英語）
 府立池田高校へ
　実習教員　稲垣　公英
 府立東住吉総合高校へ
・新着任
　校　　長　恩知　忠司
 大阪教育大学教授より
　教　　諭　中尾　優作（国語）
 初任
　常勤講師　大野　比鶴（国語）
 本校常勤講師より
　教　　諭　濵辺　章（世界史）
 府立八尾北高校より
　教　　諭　松田　雄貴（数学）
 初任
　教　　諭　吉岡　勉（数学）
 府立千里高校より
　教　　諭　濵田　典子（生物・112期）
 府立西淀川高校より
　常勤講師　浜本　伸也（地学）
 府立吹田東高校より
　教　　諭　渡辺　健士（体育）
 府立大冠高校より
　教　　諭　工藤　和子（英語）
 府立吹田東高校より
　養護助教諭　稲井　亜紀
 府立枚方津田高校より
　実習教員　黒田　祐子

平成29年度大学合格者・就職者数一覧
国立大学

北海道大学 4

筑波大学 1

千葉大学 1

東京大学 5

東京工業大学 2

東京医科歯科大学 1

一橋大学 4

横浜国立大学 1

富山大学 1

名古屋大学 2

名古屋工業大学 1

三重大学 1

滋賀医科大学 4

京都大学 64

京都工芸繊維大学 6

大阪大学 81

大阪教育大学 6

神戸大学 46

奈良女子大学 4

鳥取大学 1

公立大学
首都大学東京 2

岐阜薬科大学 2

名古屋市立大学 1

京都府立大学 2

京都府立医科大学 2

大阪市立大学 14

大阪府立大学 12

兵庫県立大学 8

奈良県立医科大学 1

奈良県立大学 1

和歌山県立医科大学 1

合計 46

私立大学
慶應義塾大学 7
中央大学 2
東京理科大学 15
明治大学 8
早稲田大学 14
京都女子大学 3
京都薬科大学 7
同志社大学 180
同志社女子大学 9
立命館大学 131
龍谷大学 2
大阪医科大学 3
大阪薬科大学 8
関西大学 41
近畿大学 38
関西学院大学 44
甲南大学 2
神戸薬科大学 1
武庫川女子大学 2
その他の私立大学 49

合計 566

準大学・専修学校・就職等
海外の大学 1
準大学 3
専修学校 2
就職 1

合計 7

島根大学 1

岡山大学 2

山口大学 1

徳島大学 2

愛媛大学 1

九州大学 2

合計 245
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68期　髙松 孝之



27RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.69(Sep.1 ,2017)



28 六稜会報 第69号（平成29年9月1日発行）

中野・田中法律事務所

弁護士

田 中 康 之
（75期）

〒530-0047
大阪市北区西天満6丁目1番2号 千代田ビル別館6階
TEL：06-6365-7100 / FAX：06-6365-6452
E-Mail：info@n-t-law.com
URL：http://n-t-law.com/

法律事務所 そ れ い ゆ

弁護士 岩 淺 俊 朗（80期）

〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目7番20号 JIN・ORIX ビル8階
TEL：06-6316-7500
FAX：06-6316-7501

野村不動産株式会社

常任顧問　中井 加明三（81期）

GEMS市ヶ谷

プラウドシティ塚口マークフォレスト

横浜野村ビル

あしたを、つなぐ
私たちは、人、街が大切にしているものを活かし

未
あ し た

来につながる街づくりとともに
豊かな時を人びとと共に育み
社会に向けて、新たな価値を創造し続けます
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グ ロ ー バ ル 法 律 事 務 所
Global Law Office

パートナー 弁護士  相  内  真  一 （85期）
所長弁護士  礒川正明　パートナー弁護士  東重彦　パートナー弁護士  礒川剛志

パートナー弁護士 水口良一　パートナー弁護士 寺中良樹　パートナー弁護士 村上智裕　パートナー弁護士 天野雄介
弁護士 松本史郎 弁護士 北村百合子 弁護士 中村美絵 弁護士 谷岡俊英 弁護士 小西宏 弁護士 永田守

〒530-0047　大阪市北区西天満2丁目10番2号　幸田ビル4階（受付3階）
TEL：06（6365）6154　　FAX：06（6365）6153　　

http://www.global-law.gr.jp/　 E-Mail: ainai@global-law.gr.jp
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事務局だより
ご寄付のお願い
　会費収入以外の収入を増やす方策として会員の
皆様に任意の寄付金をお願いしてきましたが、平
成29年1月より6月度末までに42件1366千円の
寄付金を頂戴し、収支の改善に役立てることが出
来ました。
　今回の会報に同封する払込取扱票にも寄付の欄
を設けておりますので、会費納入の際に併せてご
寄付をお願い申し上げます。また同期会およびク
ラブOBOG会でのご寄付も受け付けさせていた
だきます。寄付を頂戴した方々については次号の
会報にお名前を掲載させていただきますのでよろ
しくお願い申し上げます。

理事会報告
■平成29年2月18日開催
承認事項
〇財務委員会：平成29年度予算が承認された。
報告事項
〇財務委員会：平成28年度決算予想の報告。若
干黒字の見込み。
〇会館催事委員会：今後のスケジュールの報告。
〇名簿委員会：145周年記念名簿は発行しない。
各期で住所不明者を調査し、名簿充実をはかる。

〇広報委員会：会報69号への投稿依頼があった。
六稜WEBのスマホ対応の状況報告。
〇ＦＲ委員会：129期歓迎会など活動報告。
初めての同期会を22歳から20歳に下げる。
〇クラブOBOG委員会：9月24日にクラブ対抗
ゴルフコンペを開催予定。
〇東京：6月17日に60周年総会を開催、特別企
画の予定。終身会員制度の導入。
〇事務局：「クラブ活動振興賞」を「文化・体育活
動振興賞」に変更した。年会費納入のお願い。
■平成29年6月24日開催
承認事項
〇財務委員会：平成28年度決算が承認された。
平成29年度予算が一部修正・承認された。
〇事務局：個人情報保護法の関係で、東京六稜会
との共同利用の改訂が承認された。
　佐伯祐三作品の大阪市への寄贈が承認された。
報告事項
〇総務委員会：10月29日（日）開催の144周年総
会について98期と打合せ。
〇会館催事委員会：トークリレースケジュールの
報告。講師・催事委員募集を依頼。
〇名簿委員会：各期住所不明者の調査を依頼。
〇広報委員会：今年の会報69号の掲載記事を依頼。
〇クラブOBOG委員会：6月24日委員会開催。
〇東京：6月17日の東京六稜会総会を報告。

年会費納入のお願い
　同窓会の活動の原資は皆様に納入していただく
年会費です。このほど納入にクレジットカードの使
用が可能になり納入がし易くなりました。会費納入
がまだの方は次の四つの方法のいずれかで納入を
お願い申し上げます。
1.ゆうちょ銀行での振り込み
　この会報に同封の払込取扱票をお使い下さい。
　　　　加入者名：六稜同窓会
　　　　口座番号：00990-4-68025
・出来るだけATMでお払込み下さい。
・名簿や記念品の申込にもこの票をお使い下さい。
2.コンビニエンスストアでの振り込み
　同じく払込取扱票（右側に付いているコンビニエ
ンスストア用払込票）をお使い下さい。
3.銀行での振り込み
　一般の振込用紙をお使い下さい。
　　　　銀 行 名：三井住友銀行十三支店
　　　　口座番号：普通　1077672
　　　　口 座 名：六稜同窓会

・振込者の氏名の前に必ず会員番号をご記入下さい。
（会員番号が不明の方は事務局にお問い合わせ下さ
い）
・振込手数料は振込者のご負担でお願いします。
4.クレジットカードでの振り込み
　パソコンで決済システムPay Palをお使い下さい。

Pay Pal の URL　http://payment.rikuryo.or.jp
・クレジットカードはVISA,MASTER,AMEX,JCB
がご利用になれます。
・Pay Palの使い方マ
ニュアルは六稜同
窓会公式サイト（六
稜Web）をご参照下さい。
・ご利用の際に会員番号の入力が必要です（会員
番号が不明の方は事務局にお問い合わせ下さい）
・Pay Pal の初回決済時に、自動決済と登録頂
ければ、毎年4月1日に自動引落となり納入忘
れを防ぐことができます。
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お悔やみ
　平成28年12月～平成29年5月末日までにご連絡頂
きました方々をご卒業期順に掲載しております。謹
んでお悔やみ申しあげます。なお、本欄に誤りのあ
る場合は、事務局までお知らせ下さい。次号で訂正
させて頂きます。　　　　　　　　　　　　（敬称略）

期 姓 名 他界日
41期 冨田 勝治 平成28年10月20日
50期 居内 律男 平成28年 9 月30日
 別所 正史 平成28年 5 月
52期 津山 英之助 平成29年 2 月 7 日
 西山 敏之 平成24年11月25日
 林 邦基 平成23年11月11日
53期 笠川 利市 平成29年 1 月19日
 清水 徹 平成26年
 松川 浩 平成17年 1 月17日
55期 北川 俊夫 平成29年 4 月 3 日
 山内 健男 平成26年 8 月16日
56期 室田 一郎 平成29年 3 月11日
57期 髙津 周平 平成28年10月11日
 名和 成介 平成29年 2 月12日
 中津 允秀 平成28年11月26日
 藤本 順一 平成28年 5 月
 森本 元成 平成28年 9 月20日
58期 岩橋 一夫 平成29年 1 月18日
 都筑 竜 平成28年 2 月 7 日
 中原 悌二 平成28年 9 月11日
60期 上杉 博 平成28年 8 月31日
 髙畠 康雄 平成28年10月24日
 橋本 薫 平成 6 年10月 7 日
 長谷川 正治 平成 7 年12月25日
 藤本 喜義 平成26年 5 月18日
 村田 健志 平成 9 年 5 月 4 日
 高橋 達美 平成27年 4 月27日
61期 上田 隆 平成28年12月29日
 津田 忠孝 平成28年 7 月29日
 中田 勉 平成28年 1 月30日
 中野 忠雄 平成28年 9 月25日
62期 長谷川 圭市 平成28年12月
63期 木口 南舟 平成28年 2 月14日
 小出 広邦 平成29年 1 月11日
 西川 吉郎 平成28年 8 月 8 日
 藤木 忠 平成28年 7 月11日
64期 星野 健一 平成27年 8 月31日
 山崎 信三 平成28年 8 月
 中野 優子 平成28年 6 月 1 日
 村上 保子 平成29年 1 月13日
 栗林 秀臣 平成28年 9 月10日
65期 大塩 俶躬 平成29年 3 月 9 日
 笹本 国彦 平成29年 3 月12日
 徳永 重康 平成28年 8 月 8 日

 森本 三郎 平成28年12月22日
 藪 喜好 平成29年 1 月15日
 西村 素子 平成29年 3 月18日
 藤盛 嘉子 平成28年 8 月27日
67期 白木 繁 平成28年 7 月13日
 真常 良次 平成28年12月19日
68期 亀谷 禎 平成28年10月22日
 中𡌛 佐智子 平成28年 5 月26日
69期 稲森 久彦 平成28年12月19日
 岡本 徳明 平成28年12月24日
 嶋本 喬 平成28年12月 3 日
 平島 尚武 平成29年 2 月 2 日
 加藤 せき 平成28年10月
70期 自見 弘之 平成29年 5 月11日
 樋口 安男 平成29年 2 月24日
 上野 百合子 平成29年 3 月22日
71期 植田 稔 平成29年 1 月27日
 国分 嘉博 平成28年12月 1 日
 平島 満城 平成29年 5 月21日
 白石 孝子 平成28年 3 月30日
74期 浜口 貞子 平成29年 3 月24日
 油谷 恵子 平成28年11月29日
77期 飯田 晴巳 平成28年 9 月30日
 岩井 登代子 平成28年 6 月
78期 堀 浩一郎 平成29年 2 月25日
79期 橋口 裕文 平成28年10月28日
80期 三上 敏典 平成29年 2 月 2 日
81期 三島 昇 平成29年 2 月 5 日
83期 宮地 俊郎 不明
89期 二木 亜基文 平成29年 1 月30日
93期 椿 英光 平成28年 4 月 6 日
98期 小林 裕子 平成29年 2 月
99期 庵 佳子 平成13年
 楠山 千穂子 平成28年 5 月17日
102期 黒田 晋吾 平成27年 7 月19日
103期 田中 亜実 平成28年11月28日

ご寄付
旧職員 薬師寺 春雄
60期 大西 啓隆
 中谷 輝男
61期 中田 勉
62期 近藤 信勝
63期 阪田 喜秋
 八木 美恵子
64期 島崎 誠彦
 菅野 正

 山本 英樹
 河原 昭子
65期 犬飼 一夫
 海野 晴男
 藤 圭之介
66期 志甫 溥
68期 匿名希望
 佐竹 時子
 阪田 秀子
69期 釜江 尚彦
72期 河島 洋征

 船戸 愛正
74期 立野 隆資
76期 中西 清
 西方 達
77期 太田 省三
 桑原 豊
 藤田 充也
 村上 安秀
78期 山本 圭子
80期 上田 成之助
82期 野村 正朗

84期 中村 仁
 藤本 幸彦
85期 浅野 敏行
 西川 正一
 谷藤 慶一
92期 徳岡 浩二
 辻本 公子
94期 松井 真梨
96期 村井 正親
98期 徳田 由紀子
 117期同期会117期



六稜同窓会14 4周年総会
開催のご案内日　時：2017年10月29日（日）13時から

場　所：北野高校　多目的ホール・六稜会館

No.69

発 行 日 2017年9月1日
発行責任者 上田成之助（80期）
編 集 六稜同窓会
 広報委員会
広報委員長 千種康一（88期）

発行 六稜同窓会　http://www.rikuryo.or.jp/
　　 〒532-0025 大阪市淀川区新北野2-5-13大阪府立北野高校内
　　 tel：06-6306-0374　fax：06-6306-1335
　　 E-mail：office@rikuryo.or.jp

印刷 株式会社国際印刷出版研究所
　　 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東3-11-34
　　 tel：06-6551-6854　fax：06-6551-0288

事務局  月・水・木・金 10：00～17：00（祝日を除く）

中田　兼介（なかたけんすけ）氏
1967年生まれ。1986年北野高校卒業。
1990年京都大学理学部卒業。1995年京都
大学理学研究科修了。博士（理学）。京都
大学研修員を経て1997年日本学術振興会
特別研究員。2000年長崎総合科学大学講師
（工学部→人間環境学部）。2004年東京経済
大学現代法学部助教授。2011年京都女子大
学現代社会学部准教授。2015年京都女子大
学現代社会学部教授。日本動物行動学会発
行の国際科学誌 Journal of Ethology編集長。
専門は動物行動学・生態学。主な著書に、
「まちぶせるクモ－網上の10秒間の攻防－」
「びっくり!おどろき !動物まるごと大図鑑」
「昆虫科学読本」（共著）「クモの生物学」（共
著）など。

総　会
多目的ホール

懇親会及び
129期歓迎会
六稜会館3Fホール

12:00 受付開始

14:45

15:00 参加費 5,000円
72期 (S35卒 )以前の方　2,000円、129期 (H29卒 )の方は無料

幹事期：98期
【お願い】ご出席の方は、同封の返信はがきをお送りください

12:45 在校生オーケストラ部の演奏
13:00 総会

活動報告
卓話：中田　兼介さん（98期）

『クモの生き方と私たち』
　地球には何百万種もの生き物がすんでいて、長い進化の結果生まれてきた、それぞれ
のロジックに従って生きています。そんな生き物のロジックを多くの人に知って、親しみ
を感じてもらいたい。ひいては彼らの住む環境を大切にすることに繋げていってもらい
たい。そう考えている生物学者は私を含めたくさんいます。
　今回、お話させていただく生き物は「クモ」です。クモは私たちの身近な環境にたく
さんいて、生態系の中で重要な働きをしています。エサを採るために、腹部から出した
糸で繊細かつ複雑な建築物である網を作るクモのことは良く知られていますが、彼女ら
が網を操る技の巧みさには驚かされるものがたくさんあります。また、クモのつがい行
動は、私たち人間の常識からすると目を剥くようなものばかりです。このような魅力的
なクモの自然史に加えて、人とクモの繋がりについてもお話したいと考えています。
　アラクノフォビア（クモ恐怖症）と言う言葉があるように、クモは嫌われることの多
い生き物の一つです。今回の話で、クモに親しみを覚える人が１人でも増えてくれれば、
と願っています。

（終了予定）

16:30（終了予定）

Kensuke Nakata
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協賛広告のお願い
この度六稜会報に協賛広告を掲載することとなりました。是非会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。また、
お知り合いの同窓の方で協賛広告をお願い出来る方がいらっしゃいましたらご紹介をお願い申し上げます
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●発行部数： 24，000部　●原稿締切日： 12月25日
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●申し込み先：下記　六稜同窓会事務局　まで
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