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　毎年10月の最終日曜日に開催される六稜同窓会
の総会は、その年に50歳の節目を迎える卒業期の
方たちに当番期としてお世話願うことになっており、
昨年の144周年総会では98期卒業生の皆さん方に
総会及び懇親会の企画運営を担っていただいた。
　毎年、特に懇親会でのアトラクションやパフォー
マンスでは、当番期の方たちが必死に知恵を絞り、
特色のあるアイデアを盛り込んだ企画を披露してく
れるので、総会当日における私の最大の楽しみと
なっているが、昨年のそれは傑出したものだったと
思う。
　詳しくは本号の記事を参照していただくこととし
て、簡単にご紹介すると、パフォーマンスのテーマ
をミュージカル「レ・ミゼラブル」として、立食パー
ティー中にサプライズ感あふれる演出で（私も、一
瞬いったい何事が起きたのか！とビックリしたが）、
次々に歌い手が現れて、次第に大合唱になるという
演出で、しかもそのプロ並みの歌唱力にも驚かされ
たが（きっと何回も繰り返し練習をされてきたと思
う）、なんといっても私や事務局、理事の皆さんを
喜ばせてくれたのが、アンコールとして披露された
会費「徴収の歌」（レ・ミゼラブルの劇中歌「民衆の歌」
の替え歌として作詞されている）であった。
　母校への支援を含む同窓会活動の維持には、会
員からいただく会費がその源泉であって、会費納入
率のアップを最大の課題として会費納入をあらゆる
機会を捉えて、会員に繰り返し繰り返しお願いして
いる現状であるが、リーダーの方がそのことを我々
に代わって「同窓会活動には会員からの会費納入が
必要不可欠だ」と前振りで訴えてくれ、会費「徴収
の歌」をみんなの合唱へと誘ってくれました。秀逸
な作詞で、あの時の一瞬だけではもったいないし、
総会に来られなかった皆さんにも披露しておきたい
ので、ここで紹介しておきます。

　
「徴収の歌」【作詞：横畠俊夫さん（144周年総会・

懇親会98期実行委員長）】

集める者の歌が聞こえるか？
平成30年3月には
新たな六稜会報とともに
会費振込用紙 来るよ

無視はしないさ たとえ遅れても
払う会費が 潤す活動
納めて行こう六稜会費！

集める者の歌が聞こえるか？
144周年のあとは
新たな会計年度が始まる
春が来た時 そうさ春が

列に入れよ 我らの仲間に
コンビニ 銀行 ゆうちょ Pay Pal

払えよ それが活動原資

列に入れよ 我らの仲間に
老若男女がつながれる世界

みな集えるさ 同窓会には
支えて行こう 明日の六稜

ああ ああ ああ 払えよ
　　
　というわけで、毎年の総会のエンディングとして
恒例となっている「校歌斉唱」の前に、この歌をぜ
ひ披露してもらえないか？と、当番期の方にお願い
した次第です。

（会費）徴収の歌

六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）
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　六稜同窓会の皆様には、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ご支援を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　4月着任以来、この一年間は本当に濃密な時間
でした。生徒たちは、学習に、学校行事に、部活
動にと、熱心に取り組んでくれ、私自身、生徒た
ちの努力やパワーに圧倒された一年と言えるかも
しれません。ハイレベル、ハイスピードの授業の
中で、英語のペアワークが先生の合図とともに間
髪を入れず始まる光景や、社会の授業で、何ペー
ジと指示されなくても資料集を参照しながら話を
聞く生徒の姿に触れると、「主体的、対話的で深
い学び」が実践されていることを感じます。また、
六稜祭、水泳大会、体育大会、文化芸術祭・・と、
どの行事も見応え十分で、行事ごとに活躍する生
徒が変わることが何よりも頼もしく思えました。
部活動や課外活動でも、近畿大会、全国大会等の
大舞台で活躍するものがいくつも出ており、その
いくつかには現場で感動と喜びを分かち合うこと
ができました。教師冥利に尽きるとはこのことで
しょう。
　北野高校の人的教育環境の豊かさにも感服しま
した。例えば、9月の知的世界への冒険、11月のキャ
リアガイダンスという行事です。講師はほぼ全員
が北野高校の卒業生で、皆様、後輩たちに熱のこ
もった講義をしてくださいました。大先輩から「今
日もよく話を聞いてくれた。来年も来るよ！」と
言っていただけると本当に嬉しくなります。課題
研究の指導助言の先生方、研究室訪問に伺う先生
方も同様です。こう考えると、北野高校の歴史と
今が人を介して繋がっていることを改めて実感し
ます。
　さらに、私は、生徒たちには、学校で学んだこ
とを発表したり活かしたりする機会を大切にして
ほしいとも思っています。今年の取組みを３つほ
ど紹介します。
　一つめは、8月に皆様の六稜ホールで開催した
「関西公立高校即興型ディベート交流大会」です。

この大会には、膳所、彦根東、堀川、奈良、神戸、
北野から約80名の生徒が参加しました。この日
は「アイドルは恋愛禁止であるべきだ」といった
論題に白熱のディベートが展開されました。府県
を超えた公立ライバル校の生徒同士が英語で相ま
みえ、試合後はノーサイド、すっかり仲良くなっ
て来年の再会を期していました。大会の模様は
YAHOO! ニュースや朝日中高生新聞で取り上げ
られました。
　二つめは、淀川区の新東三国小学校への出前授
業です。陸上部を中心に1年生の有志8名が参加
しました。ニックネームを書いたお手製の名札を
胸に貼り、グループに分かれて小学生に学校生活
や自分の夢を語ってくれました。「小学生は難し
い！この間まで自分が小学生だったのに…。校長
先生、次はもっとうまくやりますから！」と、次
回を約束してくれました。授業の模様は広報誌「よ
どレポ」に紹介されました。
　三つめは、1月に関西学院大学で開催された「高
校生公開討論会」です。「『経済連携協定（EPA）』
の意義について考える」をテーマに、長田、関学
高等部、千里国際、北野の4校が参加しました。
北野の担当はTPPで、手を挙げて集まった1年生
11名、2年生1名が丸3ヶ月準備して臨みました。
代表3名がパネラーとして、TPPの概要、メリッ
トとデメリット、その意義を堂々とプレゼンし、
チームメイトもフロアから活発に質問を投げかけ
ました。ステージ上での凛とした姿とフロアとの
チームワークに積み上げた準備の成果が表れてい
ました。討論会の模様はWEBページでご覧くだ
さい。
　忙しい生徒たちですが、このような非日常の
「学びの場」を提供するのも学校の役目だと思って
います。北野高校は今後も生徒たちをしっかりと
育て、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
を続けてまいります。これまでにも増しての応援
をよろしくお願いいたします。

「北野高校この一年」
六稜同窓会　名誉会長　恩 知 忠 司
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トピックス
●平成29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）

　 2017年12月29日（金）、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、30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
部員数が多くなった現役山岳部の盛り上がりに関
する喜びのメッセージに始まり、中馬弘毅さん
（67期）と邑上治兵衛さん（68期）の音頭で乾杯。
当日配布の資料にはOB・OGによる54名分のメッ
セージが記載され、昔懐かしい話で大いに盛り上
がりました。今回の総会では、待望の大学生OB

が6名参加し、とてもフレッシュな雰囲気でした。
最近の登山活動の話から大学受験の合格必勝法た
る話まで、様々な話で楽しみました。
　今年も現役山岳部員の3年生4名（130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。現役たちからは、仲間や先生方、そしてOB 

OGへの感謝の言葉が多々あり、一同感激！自然の
偉大さや山の食事の魅力についても語ってもらい、
参加者の心に響くスピーチばかりでした。会の最後
は、副代表の黒田真樹さん（94期）からのお言葉
で締めくくっていただき、校歌斉唱と記念撮影を行
い、毎年恒例のお寿司屋さんにて二次会を開催し
ました。67期から130期までの参加者30名は、山
の中で幕営（テント泊）しているような一体感の中、
それぞれの話に耳を傾け、刺激をもらい、新たな
学びを得ました。私は、六稜山岳会含め、六稜関
係の集まりはまさに「温故知新」といえる貴重な会
だと考えています。是非、まだご参加されておら
れない方々にもお越しいただき、心豊かになる年
末をお楽しみいただきたいと願っています。
　平成30年度六稜山岳会総会は、2018年12月29

日（土）に毎年同じホテルプラザオーサカ19階の
「リビエール」で行います。美味しい食事と綺麗な

夜景を眺めながら、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！

●68期「北野31句会」報告
福 島 有 恒（68期）

　私達、昭和31年卒業（68期）の俳句を趣味とす
る有志は平成16年より、一堂に会することなく、
インターネットを通じて「北野31句会」を年6回、
偶数月に開いています。
　発足当初は65期の大隅徳保氏に、その後は俳句
結社「萌」の副主宰、伊藤康江氏にご指導を受けて
いましたが、現在は指導者なしで句会を続けてい
ます。発足当初のメンバーは7名で、その後増減が
ありましたが、現在も7名で俳句を楽しんでいます。
　今回は平成29年6月、8月、10月の句会よりメ
ンバーの自選句をご紹介します。
　　　　　　
替衣鏡の中の無言劇　　　　　　　石井　登
水うまき里に生まれて今朝の秋　
小鳥来る隠れ里なる棚田にも

近江路を行くや麦秋また麦秋　　　大橋　明　
空蝉の魂なほ残る様にかな
神事果て本宮の上を月昇る

鶯と共に歩むや渓の路　　　　　　白神義久
山頂の日の出待つ間の星月夜
峠越え木道を行く草紅葉

朝採りの曲がり胡瓜を糠床へ　　　中院俊子
片陰を出て片陰へ犬と人
松ヶ枝を出て松ヶ枝へ後の月

岩魚焼く最終バスを待つ親子　　　畑田タ加子
迷ひ子は金魚模様の浴衣着て
ほろほろとまたほろほろと雨の萩

遮断機の大きく跳ねて夏の空　　　福島有恒
言ひ過ぎを詫びずつるりと心太
木洩れ陽の光をまとひ秋の蝶

渡されし地図に径なく夏薊　　　　邑上治兵衛
闇ふかき遠きささやき星月夜
猫の尾のまっすぐ天に秋日和

以上
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●第29回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
ラグビー部連覇なる

本 出 　 肇 （90期）

　2016年の団体、個人、ベスグロすべて1位とい
う完全優勝を成し遂げたラグビー部、2017年は一
段落と思いきや、まさかのラグビー OB会執行部
一新と相成り、同級生の90期下平君が新会長に就
任いたしました。愛すべき下平新会長にとって晴れ
の初回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ、連覇達成は
必須であります。（決して勝てと言わない下平君で
すが、背中に必勝の文字が浮かびます）、ゴルフ賑
やかし係の小生といたしましても連覇達成という難
関に挑むこととなりました。
　8月、夏合宿よろしく猛暑の読売パブリックで練
習コンペを敢行し出場メンバーの選出を行いまし
た。今年は、ラグビー部が誇る２大長距離砲の河
嵜102期、蜷川103期、両君をやんごとない事情
で欠き飛車角落ちの布陣、出場10名A,B２チーム
体制で9月24日総勢80名を超える六稜クラブの猛
者たち（ゴルフ狂）がひしめく六稜クラブ対抗ゴル
フコンペに臨むことになりました。　
　さらに当日　精神的支柱である久保先輩78期が
突然の欠席（前日の23日吐血で緊急入院されると

いう事態、ストレスか？　朝、携帯電話でお元気
な声を確認しております）。急遽9人１チームで参戦
しました。
　花屋敷ゴルフ倶楽部はオンタイムでスコアボード

がカートに表示され、コースを回りな
がら現在の順位が確認できるという先
進設備付き、上位に野球部、硬式テニ
ス部の面々が並びます。小生微力なが
ら挽回しようと力みが入りボールはあら
ぬ方向に飛びあっという間に大会は終
了いたしました。
　成績発表の前、ラグビー部皆沈痛な
面持ちで、来年の捲土重来を誓ってい
たのですが、いざふたを開けてみれば
なんと１ポイント差でラグビー部団体優
勝。下平新会長が満面の笑みの連覇達

成です。ベスグロは硬式テニスに明け渡しましたが、
個人戦は2位北岡104期（昨年個人戦1位）、3位石
井86期（昨年ベスグロ）両君がしぶとく入りました。
　これで過去5年間優勝4回、準優勝１回と、抜群
の成績を収めることとなりました。来年こそ一息つ
きたいよとビール片手に新会長のほうを見ると、な
んとまた背中に必勝の文字が浮かぶではありませ
んか。（だからキャプテンは怖いんや）

2018年
ゴルフコンペのお知らせ

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

第30回 六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2018年9月30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

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
女子オープン開催
4月6日（金）～8日（日）

よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部

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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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OB/OG会など

3月15日
第183回

「JTのM&A」
新貝康司さん＠86期
（日本たばこ産業株式会社　代表取締役副社長）

4月19日
第184回

「アメリカはなぜトランプを選んだか」
大野和基さん＠85期（国際ジャーナリスト）

5月17日
第185回

「認知症を知り、予防をしよう」
森惟明さん＠65期（高知医科大学名誉教授）

6月21日
第186回

「ビットコインについて」
岡田仁志さん＠96期（国立情報学研究所 准教授）

7月19日
第187回

「未定」
中村史郎さん＠81期（カーデザイナー、日産自
動車㈱元専務執行役員チーフ・クリエイティブ・オフィサー）

8月16日
第187回

「未定」
竹田誠さん＠98期
（国立感染症研究所　ウィルス第三部　部長）

日　時◎2018年1月～ 12月第3木曜日
会　場◎THE BAGUS PLACE

会　費◎2,500円
主　催◎東京六稜会
幹　事◎牧武志＠73期

3月 3日
第160回

「心の世紀に向けて」
奥村康さん＠73期（順天堂大学医学部教授）

4月 7日
第161回

「ブロッコリーはカリフラワーのお兄さん」
藤目幸擴さん＠75期（京都府立大学名誉教授）

5月12日
第162回

交渉中

6月 2日
第163回

「（演題未定）」
恩知忠司さん（大阪府立北野高等学校校長）

7月 7日
第164回

「（演題未定）」
家次恒さん＠80期（シスメックス会長兼社長）

※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

 平成30年 3月 9日 （第2金曜日）（変更）
 5月18日 （第3金曜日）
 7月20日 （第3金曜日）
  9月21日 （第3金曜日）
  11月16日 （第3金曜日）

 平成30年 4月27日 （第4金曜日）
  6月22日 （第4金曜日）
  8月24日 （第4金曜日）
  10月26日 （第4金曜日）
  12月21日 （第3金曜日）

「世界名作文学と旅」 久井勲先生

○日時：毎月第3or 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

「未来の景を育てる挑戦－地域づくりと文化景観の保全－」
神吉紀世子（96期） 

「なぜ、ユニフォームは、働く人を美しく魅せるのか？」
長尾孝彦（88期）

「英語の品格」 大野和基（85期）
「マイベンチャービジネス」 奥田光（88期）
「マインドフルネス：沈黙の科学と技法」

松尾正信（79期）

六稜文庫 2017年12月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3

「輪ゴム宇宙論」「プロミネンス」
「地上の生活」「夢宇宙論」　柳内康子（88期）
「風潮に見る風土」「風土工学への道」
「風土工学誕生物語」 竹林征三（74期）
「光いずこに  岸本嘉名男詩集」 岸本嘉名男（68期）
「四国遍路を歩く -70歳代夫婦の札所巡り」

荻野征生（74期）
「犬と猫はどうして仲が悪いのか」 福井栄一（97期）
「『海行かば』を唄う」
「季刊文科セレクション」　 土井荘平（60期）
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Produced by 六稜同窓会FR委員会

2017年後半　FR委員会活動報告
　2017年7月～ 12月のFR委員会の活動報告です。

●10/8　超・若手交流会（124・125・126期合同同窓会）＠六稜ホール
　2017年10月8日、FR委員会がサポートをする形で、124期・125期・126期の3学年合同で『超・若手交流会』
を開催しました。参加された125期近藤広康さんからレポートをいただきました。

　FR委員会主催で毎年開催されている「若手交流会」は
40歳以下が対象とのことで、特に大学生や若手社会人
は参加にハードルを感じる方もいるとの声があり、同時
期（2011年度）に在学していた3学年限定での『超若手交
流会』を開催することとなりました。
　初めての試みではありましたが、発起人の124期竹中
さんを中心に、各学年から数名の実行委員を募り、4月
頃から準備を進めました。LINEグループでのチャットを
中心に準備を行い、実行委員が初めて顔を合わせたの
がイベント当日ではありましたが、北野生ならではの抜
群のチームワークで円滑に運営ができました。
　イベント序盤は学年毎に集まりがちでしたが、125期
竹内くんの乾杯に続いて行われた「Who am I ?」という
ゲーム（自分の背中に貼られた紙に書かれた動物の名
前などを周りの人に質問を繰り返して当てるゲーム）や
ビンゴ大会（「I LOVE 十三」バッジや縄跳びといった北野高校所縁の景品が多く、プレゼントの際は会場
がどっと沸きました）を通じて、終盤には学年の壁を超え、和気藹々とした雰囲気が溢れていました。
　同期会では200名以上が集まることもあるなか、参加者は89名と想定より少なかったものの、その分、
先輩・後輩関係なくじっくりと交流を深められました。私自身も非常に楽しむことができ、また、多くの参
加者からも「良いイベントだった！」との声をいただきました。
　同期だけで旧交を深めることも勿論楽しいですが、今回のような縦のつながりを活かしたイベントは初
めて話す方も多く、交流を通じて自分の世界が広がる気がします。参加にハードルを感じてしまう方もい
るようですが、北野で過ごした3年間という共通項があるだけで、すぐに打ち解け合えるはずです。今後も
こうした機会があれば、ぜひ多くの方に参加して欲しいと思います。

＜FR委員会活動のご案内＞
　FRとは、「FreshRikuryo」の略で、20代・30代の若手六稜生向けにイベン
トを企画、運営していく組織です。
　現在112～129期が中心になって、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。

【主なイベント】
・はじめての同期会
・行列のできる就活相談所
・若手交流会

　打ち合わせはイベント前の数カ月間は月1回程度、十三か梅田で開催し
ています。
　基本的に情報はメーリングリストなどで共有していますので、進学・就
職などで関西以外に在住のメンバーもメールやSkypeで参加可能です。
　興味のある方はぜひご連絡ください！

問い合わせ先：fresh@rikuryo.or.jp

新企画始動　有志募集中！
・面白い飲み会を企画したい！
・学年を超えた交流をしたい！
・人脈の輪を広げたい！
・新しい出逢いをつかみたい！

※ F R委員会が開
催するイベント情
報は六稜W E B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OB.OG！（20代・30代）」または右
のＱＲコードから検索してください
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●傘寿の集まり

伊 藤 誠 三（68期）

　68期生は 2017年 8月 31日、恒例のビアパー
ティを催した。「傘寿を祝う」という冠を付けた
のは全員が満年齢で 80歳と揃ったからである。
昭和31年卒にちなんで8月31日にビアパーティ
を開くことになって既に30年が過ぎた。連絡可
能の同期生は 300余名であるが、当日の参集は
89名の由、3割近くが参集したことになる。今
年は来場順の自由着席で、同クラス、同クラブ、
趣味の仲間、久し振りの再会グループなど、会
場のホテルサンルート梅田オーナーの泉祐彰君
の開会宣言で、改装したばかりの「太陽の間」
にいつもの賑やかな歓談の輪が広がった。この
人気の要は佐野哲郎先生の出席だ。我々と変わ
らぬ若さで貴重なご挨拶を頂いた。例年のこと
で特別なプログラムはないが、はるばる来たと
理由で、関東からの帰阪組が数名、指名を受け
壇上に立った。「簡略に」という注文にも拘らず、
何年ぶりかの再会ともなれば、つい長くなるよ
うだった。大田寛君が在校時の福永先生の漢文
の試験問題等を保存しており、それらを小冊子
にして呉れたのを希望者に配った。映像の専門
家である大村浩一君はお土産に在校時の全員の
アルバムをCDに編集してくれたそうだが、一
部誤りを発見したので後日、修正して郵送する
という説明があった。なかなか終宴できず、２
次会を用意することで切りを付け、恒例の高野
裕士君の閉会の挨拶は「100歳まで生きる 100

の方法」の解説、ポイントは「腹七分目、大股
でしっかり歩け」の由。上條孝二君の「締めの
発声で閉宴、30名近くが同会場での 2次会に残

り、更に 3次会に流れたグループもあったよう
だ。
　この例会の企画で昨年は「卒業後六十周年傘
寿記念文集　―21世紀の光芒―」を発刊した。
同期文集としては第3集目である。「戦禍の記憶」
という特集欄を組み、我々の記憶から去らない
小学 2年生の時の凄まじい記憶を綴って貰った。
同期の文集は第 1集「卒業 35周年記念　―21世
紀への軌跡―」第 2集「卒業 50周年古希記念　
―21世紀の星空―と合わせ、1937年日中戦争
勃発の年生まれの同期生達の敗戦、復興、変革
の激動の人生 3部作の自分史集となり、次世代
に伝える貴重な資料となった。
　他に最近の集まりとしては7月 26日に、落成
したばかりの薬師寺食堂の見学会を催し、14名
が参加した。阿弥陀三尊浄土図及び仏教伝来の
壁画（中国から日本へ　田淵敏夫画伯）を拝観、
合わせて平山郁夫画伯の大唐西域壁画（中国か
ら印度への求法の図）を観て、印度から日本へ
の仏教伝来の図が完結したのを実見した。折し
も解体修理中の東塔も見学、初重が組みあがっ
たばかりの五重塔の構造も見学できた。その他、
西塔内陣、金堂、東院堂も拝観、充実した日を
過ごした。
　今後も適宜、このような機会を作るつもりで
いる。

●70期同窓会
屋 良 卍 佐 治（70期）

　今年の70期同窓会は、10月14日（土）12時に
開会しました。会場は、昨年と同じ森ノ宮のKKR

ホテル3階「銀河西の間」です。ご存知の方も多い
と思いますが同ホテルの特色は、大阪城を中核と
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して大阪城公園を眺望できるそのロケーションの
すばらしさです。今年も8、9組幹事の努力により、
81名（男：53、女：28）もの参加者がありました。
この1年間に逝去された先生方と同期生への黙祷
を捧げました。乾杯は、遠来者を代表してタイか
ら駆けつけた向井俊邦君（9組）によりおこなわれ
ました。
　毎年の70期会の目玉になっている同期生によ
る卓話。今年は、長谷川義尚君（8組）の、演題『高
齢者の健康寿命を延ばすために』（PinPinKororiを
目指して）でした。55枚のパワーポイントを使っ
ての丁寧な説明に、他人事ならずの気持ちで、会
場は真摯な雰囲気につつまれました。終わっての
参加者全員写真と会場スナップは、例によって大
西堂文君（3組）にお世話になりました。量より質
の料理内容をと要請していたことにホテルは応え
てくれたと思います。
　会食は楽しく進みました。締めくくりは、おな
じみの大谷健二君（2組）によるエールと校歌斉唱
です。彼は、創立145周年になる来年の70期会へ
の期待を表明しました。隣接間での二次会は、7

割もの残った者が、久しぶり
の対面をさらに広げ、深める
場となりました。赤ワインの
注文がバカ売れしたのは、直
前の〈卓話〉の内容にあった
赤ワインの健康上の効用を、
ちゃっかり覚えていたものに
違いありません。70期生、ま
すます意気盛んです。

●74期みなわ会総会および懇親会
山 中 　 猛（74期）

　今年のみなわ会は、芦田譲みなわ会会長のも
と11月11日（土）にホテルプラザオーサカで開
催され、34名が参加しました。まず松井三郎さ

んの「都市生ゴミを電力と有機肥料に変える技術」
の講演からスタートしました。副題として――農
業改革の鍵は循環型環境農業の実――と題してお
話いただきました。
　時宜を得たテーマと松井さんの軽妙な語り口で
制限時間を大幅に上回る程大いに盛り上がった講
演会になりました。講演終了後総会に移り、最初
に芦田会長より昨年の会計報告と昨年に引き続き
今年も本年の会計の余剰金を同窓会に寄付すると
の提案が満場一致で承認されました。その後笹川
事務局長から六稜同窓会の近況報告と、西久保さ
んから翌日開催の「56年目のハイキング」の説明
があり、全員で記念写真の撮影を行って懇親会に
移りました。懇親会は東京より参加の竹林征三さ
んの乾杯の音頭で始まり、参加者達で旧交を暖め
ました。懇親会の終わりに来年の幹事4～ 6組を
代表して西久保さんが挨拶し、お開きとなりまし
た。二次会は同ホテル3階のバーラウンジ「いろ
は」で開催され、途中からカラオケも始まって大
いに盛り上がりました。翌日の「56年目のハイキ
ング」にも14名が参加しました

●76期同期会
奥 田 　 稔（76期）

　毎年、11月の最終土曜日に開いているこの会も
40回を重ねるにあたり、20周年の時に旧食堂で
開催して以来の母校での開催になりました。

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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　新しい校舎になって初めて来校される方も多数
おられて、興味深く校内を見学し、昔を懐かしん
でいました。
　毎年、必ず恩師が参加されていましたが、残念
ながら今年はいつも参加していただいていた中野
先生から、4月に大病を患われて参加ができない
旨のお手紙とともに多額のご寄付をいただき、同
期生一同、大感激でした。
　今年は少し趣向を変えて、卒業アルバムの写真
をスクリーンに映し、昔と今の変貌ぶりを楽しむ
という大変楽しい催しになりました。
　食事や雰囲気が大変よかったため、来年もまた
母校で開催することになりました。今年ご参加
くださった方は来年も、ご都合が悪く参加されな
かった方は来年こそぜひぜひご出席くださいます
ようお願いいたします。
日時：平成30年11月24日（土）午後1時から
場所：北野高校　六稜会館（同窓会館）
会費：6000円（予定）

●88期還暦同窓会
日 裏 彰 人・村 上 多 賀 子（88期）

　2017年8月19日、還暦を迎える88期は記念す

べき同窓会を開催しました。1999年より隔年開
催している同窓会ですが、特別な同窓会にしよう
と企画。私たちが入学した創立100周年の年に、
六稜同窓会が「880本」の苗木を寄贈した大阪城
公園の梅林（このことを知っている人はあまり
いなかったのも事実ですが）に隣接する「ホテル
ニューオータニ大阪」で開催することにしました。
　123名と過去最高の参加人数となりましたが、
全員に一言ずつ、なんてやっていたら、いくら時
間があっても足りない、というわけで、2年生時
のクラスごとに壇上に上がり、記念写真を撮るこ
とにしました。壇上で初めてお互いが参加してい
ることを知った人も多く、大変な盛り上がり。初
めて同窓会に参加した人や、仕事を終えたその足
で東京から駆けつけてくれた人からも、「とって
も楽しい」「もっと前から参加しておけばよかっ
た」という言葉をいただき、学年理事として安堵。
　美味しい料理も歓談の時間もたっぷりあったの
ですが、まだまだ足りないと、当日案内にもかか

わらず2次会にも98名参加の大盛況。予定時
間が過ぎても、会場からなかなか出ない面々。
「3次会は予定していません」とアナウンス。
ホテル内のバーに行く人、キタに向かってい
く人、永遠に続くが如くの宴でした。帰宅す
ると facebookの「今、5次会で～す」との投
稿に唖然！
　還暦同窓会という一生に1回しか経験でき
ない日を、42年を経てともに語り合い「気持
ちはいつまでも18歳」を体感した、忘れられ
ないドラマティックなステージとなりました。

●手作りの同窓会
池 田 久 美 子（93期）

　2017年11月18日、私達
93期は6年ぶり4度目とな
る学年同窓会を開催、六稜
会館に120名が集いました。
今回は手作りの温かい同窓
会をテーマに、飲み物と軽
食の手配からテーブルコー
ディネートに至るまで自分
達で準備しました。ワイン
カラーのテーブルクロスに
配置されたお花やオードブ
ルを見た時、上手く行きそ
う！と予感しました。
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　オープニングはキーボード・ヴァイオリン・フルー
ト・ドラムによる生演奏、美しい音色に心を潤しな
がらの入場となりました。有難いことに今回7名も
の恩師に御出席いただき、当時の思い出や現在の
ご様子をそれぞれに語っていただくことができまし
た。また会場には思い出グッズのコーナーを設け、
在学時の学級日誌や修学旅行の栞など、懐かしい
品々を展示してご覧いただきました。歓談中は趣
旨に賛同して下さった方々からのメッセージを壁面
に投影し、最後は応援団演舞のVTRに合わせて校
歌を合唱、盛会のうちに閉幕しました。
　二次会はリーガロイヤルホテルに90名が集い
ました。気の置けない者同士が料理を楽しみなが
らの談笑。思いがけず南京玉簾の余興が始まった
時には、皆が手拍子を打って大盛り上がりとなり
ました。終盤は金屏風の前で撮影大会、再会を固
く誓い合っての散会となりました。
　次回は2022年。大半が還暦を迎える年に再び
溢れんばかりの笑顔でお会いできるよう、これか
らも日々の暮らしを大事にしたいと思います。

●95期同窓会回顧録
尾 西 な ぎ さ（95期）

　度々日本列島を襲った台風も去り、ようやく秋

本番と思いきや真冬並みの
寒波に見舞われた11月19日
六稜会館にて、95期同窓会
が3年ぶりに行われた。
　「ご卒業から35周年おめで
とうございます」乾杯に先立
ち、口村先生から発せられた
言葉はいたってシンプルだっ
たが、月日の流れを一瞬で感
じるのにこれほど洗練された
言葉は無かっただろう。こう

して宴の幕が切って落とされるや否や、此処彼処で
マシンガントークが炸裂し私達は時空を越えタイム
トラベラーと化した。抽選による配席で盛り上がり
を懸念したが杞憂に終わった。そう私達は確実に
齢を重ね、35年前の頑なで尖がった10代ではなく、
それなりに経験を積み円熟味を増した50代なのだ。
過去、会を重ねる毎に組・部活・出身中学等によら
ずとも新たな交流が生まれるのは、長い人生の内
「たった3年されど3年」時間を共有した同士だから
と今更ながら気付かされる。そんな思いの中歓談は
続き、やがて宴たけなわとなった頃、3年振り一夜
限りの再結成『タンバリンズ』の登場で会場のボル
テージは最高潮に。前回入院中で今回リベンジを
果たされた松下先生もご満悦。最後は昨年3月に長
きにわたる教職生活にピリオドを打たれた三橋先生
による一本締めでお開きとなった。初の秋開催で約
100名が参加。初参加者が増えたのは嬉しい収穫。
SNSの繋がりも一因だろう。その後、日曜夜にも関
わらず3次会まで続き十三の夜は更けていった。こ
うやって心地よく帰路につけるのも幹事団の皆様の
働きによるもの。感謝の念に堪えない。
　最後に青天の霹靂で原稿執筆を拝命したが、ご
推挙いただいた方々にご迷惑をかけることなく筆
を擱けるかどうかは読者の皆様の手に委ねるとし
よう。

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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●第4回123期同窓会
水 上 龍 太 郎（123期）

　12月30日（土）に123期同窓会が開催されまし
た。総勢150名を越える同窓生と先生方が集まり、
大盛況のうちに終了いたしました。
　1次会では、久々の再会にみな喜びの声を上げ、
話が弾んでおりました。クイズ大会では、当時の
時事問題や、北野高校にまつわるコアなネタ、さ
らには先生方にもクイズを考えていただき、大い
に盛り上がりました。また、最後にはエンドロー
ル映像を流し、感動のフィナーレとなりました。
　2次会では、インターコンチネンタルホテルに
移動し、お酒を交えて、当時の思い出や、近況報

告などの話に花を咲かせました。非常にユーモア
に溢れる余興もあり、会場は大爆笑の渦に包まれ
ました。2次会終了後も有志で、n次会（n≧3、n

は整数）まで開催されたようです。
　今回の同窓会を経て、改めて北野生のすごさ、
123期の愛の強さを感じました。最初は緊張して
いましたが、いざ話してみると、当時と変わらな
いテンションに少しほっとしましたよね。
　最後になりましたが、集まってくれた123期の
みなさまおよび先生方、忙しい中時間を割いて企
画運営に協力してくれた同窓会委員のみなさま、
事務局のみなさま、この場を借りて御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。
　「123期愛」を込めて。

●126期同期会報告
神 尾 元 樹（126期）

　2017年12月29日に2回目となる126期の同期
会を開催しました。北野高校を卒業してから4年
が経とうとしている日に、先生方、同期生合わせ
て190人余りの出席がありました。
　当日は、西井君が作ってくれた素晴らしいオー
プニングムービーに始まり、先生方の有難いお話、
クイズ大会、抽選会、最後にエンディングムービー
という流れで進んでいきました。撮影、編集に多
大な時間がかかったであろうムービーの完成度は
素晴らしいもので、ムービーの中の自分を福士蒼
汰と見間違えてしまいました。それぞれの出し物

も、同窓会委員の頑張りのおかげでとても盛り上
がりました。西井君、同窓会委員の方々にはとて
も感謝しています。
　また、今回は2回目ということで、大きなトラ
ブルもなく、無事に会を終えることができました。
今回参加できなかった先生方、同期生は次回に
向けてネタを蓄えているものだと思っていますの
で、次回は是非参加していただいて、たまりにた
まった面白エピソードを披露していただければと
思っています。
　今回も同窓会事務局の皆さんに大変お世話にな
りました。最後になりますが、この場を借りてお
礼を述べさせていただきたいと思います。ありが
とうございました。
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■クラブだより
《文化部》
文藝部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年度
今年度も新入部員を迎え、総勢五人で
活動しています。週一回の定期活動を
中心に、和やかな雰囲気で活動を行っ
ています。自分の作品の構想を練った
り時には皆で話に花を咲かせたり…。
活動日の少なさもあってか他の部活と
の兼部率もかなり高い部活です！
今年度発行した部誌は以下のとおりで
す。
・6月：『北野文学』　『幻　六稜祭号』
　　　　六稜祭にて販売、配布

・8月：『幻　甚暑号』
・12月：『六花の旋律』　茨木、北野 
　　　　高校文藝部による合同誌 
　　　　『夢幻　上下巻』
今後の発刊予定は、
『幻　一月号』
『幻　新入生歓迎号』となっています。

E.S.S.（English Speaking Society）・・・・
■2017年
現在、2年生 7人、1年生 5人とALT、
SETの先生方と一緒にアットホームな
雰囲気で楽しく活動を行っています。
活動は週二回で17時までのため、兼
部をしている部員がほとんどです。
楽しみながら英語に慣れるということ
を目標としており、普段の活動は洋画
や洋楽の鑑賞、ゲーム、ディベートな
ど様々です。ハロウィンパーティーや
クリスマスパーティー、またお菓子
パーティーを行ったりするなど、楽し
いイベントもたくさんあります。また、
台湾からの修学旅行生やアメリカの姉
妹校からの留学生との交流パーティー
の運営も行っています。

今年度は香港からも留学生がいらっ
しゃるなど、海外交流がより盛んな一
年となりました。
ネイティブの先生とディベートをした
り、授業外で会話をする機会が多く持
てるので自然と英語が話せたり、リス
ニング力もアップします！
さらに、今年はさまざまな大会に出場
しました。
・PDA関西公立高校即興型ディベート
交流大会2017　ベストディベーター賞

・PDA即興型ディベート全国大会
2017出場

・第57回大阪高等学校英語暗唱＆弁
論大会2017　入賞

物理研究部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
物理研究部は現在7人で活動していま
す。主に情報に関わることを各々が研
究・勉強・制作しています。
例えば、
・3Dモデリング
・自作3Dモデルによるアニメーショ
ン制作（MikuMikuDance）

母校の窓

同期会予告
●80期卒業50周年記念同窓会
日　時：10月20日（土）　午後2時開始
場　所：六稜会館（北野高校内） 
　80期（昭和43年3月卒業）の皆様、卒業して50年が経ちま
した。記念の同窓会を開催します。80期全員集合したいと思
います。 
　幹事団は楽しい、思い出に残る同窓会にしたいと企画を練っ
ています。ぜひご出席をお願いします。

幹事：和田芳郎

●84期同期会
日　時：平成30年6月17日（日）
　　　　一次会　12：30～ 15：30、　二次会　15：30～ 17：30
場　所：大阪新阪急ホテル
一次会　紫の間、　二次会　地下一階　バー「リード」
会　費：10,000円（一次会・二次会参加）、
　　　　  8,000円（一次会のみ参加）
　還暦同窓会以来5年振り、当日は日頃なかなか会えない同
期との歓談のひとときをお楽しみください。皆様のご出席を
お待ち申し上げております。

幹事（事務局）　大沢恭子

●85期同期会
日　時：平成30年11月23日（金・祝）時間未定
場　所：ホテルグランヴィア大阪
　　　　大阪市北区梅田3丁目1番1号（JR大阪駅直結）
　詳細は追ってお知らせします。参加者数の目標は意欲的に
200人！万難を排し、ご出席いただきますようお願いいたし
ます。

代 表 幹 事：相内真一（3組）
副代表幹事：深谷　繁（5組）

●89期還暦同期会
日　時：平成30年9月23日（日）15:30-18:30
　　　　　　　　　　　　　　　（15時より受付）
場　所：ホテル阪急インターナショナル
　　　　大阪市北区茶屋町19-19（阪急梅田駅そば）
　前回の同期会で開催を決めた還暦同期会がいよいよ今秋に
迫りました。前回にも増して、多数の参加をお待ちしています。
共に楽しく還暦をお祝いしましょう。
　二次会も設定します。詳細は6月中旬に往復はがきにて案
内します。

幹事代表：高木直史 

●96期同期会予告
日　時：平成30年7月21日（土）17:00～ 20:00（受付16:30から）
場　所：ガーデンシティクラブ大阪
　　　　大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 6F
会　費：6,200円（お釣りのないようにご協力お願いします）
出欠の連絡は下記のURL（短縮版）で平成30年4月28日迄。
http://urx2.nu/HuMu

幹事代表：高橋　　務
事  務  局：中谷みさこ

（問い合わせメール：kitano2015@gmail.com）

●101期同窓会
日　時：2018年11月23日（金曜・祝日）
場　所：六稜会館　時間は午後から。詳細未定。
　詳細は本誌9月1日号に掲載しますので多数のご参加をよろ
しくお願いいたします。メーリングリストの登録や情報変更
等ありましたら101期理事宛てのメアド：kitano101＠gmail.
comまでご連絡ください。

101期理事：桝井貞次、古木賀子
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・ゲーム制作 (Unity)
・情報系の国家試験に向けての勉強　
…等々です。
また六稜祭では脱出ゲームの開催と、
自作レーシングゲームの展示などを行
いました。

化学研究部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
化学研究部は2年生3人、1年生3人
で活動しております。
テルミット反応、炎色反応、メチレン
ブルーなどさまざまな実験をしていま
す。
そして、毎年六稜祭で実験を披露して
います。

生物研究部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
活動休止中です。

地学研究部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
地学研究部は1年生34人　2年生17
人で、およそ月１回、屋上の天体望遠
鏡を使って天体観測をしています。北
野高校には51MMカセグレン式望遠
鏡という、市内最大、高校設置のもの
では日本最大級の望遠鏡があり、月や
木星・土星、オリオン座などを観察し
ます。
活動は不定期で、しかも放課後の部活
が終わった後なので、ほとんどの人が
兼部しています。

美術部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私達美術部は、2018年1月現在、2年
生5名、1年生4名の計9人で活動し
ています。
毎週火曜日と金曜日が活動日ですが、
部員の意見を取り入れて予定を決め
ているので、自分のペースで制作に
取り組むことができます。春から夏
にかけては高校展を、秋から冬にか
けてはコンクール展を目標に、大き
い画面の油彩画や水彩画の制作を進
めています。他にもデッサンやデザ
イン、木工や彫刻など、先生の指導
を受けながら、各々が興味のあるも
のに挑戦しています。
　年間活動内容　
 2月　ブロック展出品（現2年2名）
 3月　六稜祭に向けての活動（プラバ

ン作品製作、3年生六稜祭看板
製作開始）

 4月　デッサン、油絵、水彩体験（新
入生歓迎）

 5月　1年生、六稜祭に向けて制作
 6月　六稜祭（部誌発行、ポストカー

ド販売、プラバン作品販売、
作品の展示）

 8月　高校展出品（2年3名、1年2名）
奨励賞1名

10月　体育大会看板製作

12月　文化芸術祭での部誌発行
六稜祭や体育大会で使用されるプログ
ラムの表紙の絵は全て美術部員が担当
しています。

コーラス部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
コーラス部は2018年1月現在、男子3
人、女子5人の計8人で、音楽室横小
部屋で主に平日の朝と昼に活動してい
ます。
ボイストレーニングの指導もあります
ので、歌を歌うことが好きな人はもち
ろん、歌を上達させたい人にもうって
つけな部活動です。
 1月　第16回大阪ヴォーカルアンサ

ンブルコンテスト＜銅賞＞
 6月　六稜祭
11月　第１ブロック音楽会
12月　文藝祭への有志参加

オーケストラ部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本的に、演奏、指揮、運営に至るま
で全てを現役の生徒が行っています。
演奏面ではOB,OGの方に指導してい
ただいております。ほとんどが初心者
からのスタートですが、より良い演奏
のために部員一同練習を重ねています
ので、ぜひ演奏会に足をお運びいただ
きますよう、よろしくお願いいたしま
す。
詳しくは「北野高校オーケストラ部」
で検索していただき、公式ホームペー
ジをご覧ください。（2012/1/3より移
転しました。ご注意ください。）
■2017年度
●第71回定期演奏会
　日時：2018年5月6日（日）
　場所：箕面市立メイプルホール
　　　　（入場無料）
　曲目：ロッシーニ
　　　　「セビリアの理髪師」序曲
　　　　ビゼー　「アルルの女」組曲
　　　　ベートーベン　「交響曲第8番」

　など
部員一同お待ちしております。ぜひお
越しください。
●部員
　2年14名（女13、男1）、1年14名（女

10、男4）
●2017年度の主な活動報告
　 5月 4日　第70回定期演奏会
　 6月11日　Grazie Concert（六稜祭）
　 7月21日　フェアウェル・パー

ティーで演奏
　 8月 5日～ 8日　合宿
　10月20日　体育大会で演奏
　10月29日　六稜同窓会総会で演奏
　12月21日　文芸祭
　 2月 4日　大阪府高等学校音楽祭
合宿では、OB、OGさんが来てくだ
さって、指導していただきました。
文芸祭ではオーケストラ部としての演

奏のほか、吹奏楽部、ジャズ・フォー
クソング部の有志とともに ミュージ
カル「レ・ミゼラブル」の伴奏をさせ
ていただきました。

吹奏楽部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018年1月現在、1年生24名、2年生
21名の計45名で活動しています。引
退した3年生を含めると73名となり、
校内の部活動としては最大級の規模と
なります。コンクールや定期演奏会を
はじめとする、数多くの演奏機会に恵
まれています。お客様に楽しんでいた
だくこと、また演奏者自身も楽しむこ
とを目標として、日々練習を重ねてい
ます。また昨年度は東京ディズニーラ
ンドへの演奏旅行も行いました。
部内のレクリエーションも充実して
いて、合宿やクリスマス会を通じて、
部員同士の仲を深めています。また
OB・OGとの交流も多いです。
活動内容は、公式サイト・Twitterで随
時更新中ですので、ぜひ『北野ブラス』
で検索してみてください！
■2017年　
 3月29日　東京ディズニーリゾート・ 

ミュージック・フェス
ティバル・プログラム　
（東京ディズニーランド
内シアターオーリンズ）

 3月30日　レインボーコンサート
（ホテルプラザオーサカ）

 5月 6日　第20回定期演奏会
（池田市民文化会館アゼ
リアホール）

 6月11日　第19回六稜祭
（本校多目的ホール）

 6月18日　吹奏楽フェスタ in 大阪
（ザ・シンフォニーホー
ル）

 7月22日　第12回 奏でよう夏のコ
ンサート　（千里金蘭大
学 佐藤記念講堂）

 7月24日　第56回 大阪府吹奏楽コ
ンクール北地区大会【銀
賞】　
（大東市立総合文化セン
ターサーティホール）

 8月20日～ 8月22日　合宿　（奈良）
10月 7日　学校説明会

（本校多目的ホール）
10月14日　淀川警察防犯大会

（淀川区民センター）
10月20日　体育大会

（本校グラウンド）
10月29日　第35回 第一ブロック音

楽祭　（池田市民文化会
館アゼリアホール）

11月 5日　第14回 音の大収穫祭
（本校多目的ホール）

11月11日　第37回　近畿高等学校総
合文化祭　（ザ・シンフォ
ニーホール）



22 六稜会報 第70号（平成30年3月1日発行）

※大阪府合同オーケスト
ラ奏者として一部演奏

12月21日　第19回　文化芸術祭
（豊中市立文化芸術セン
ター）

12月23日　第43回　大阪府アンサン
ブルコンテスト
クラリネット4重奏【金賞】
（八尾市文化会館プリズ
ムホール）

書道部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年度
現在二年生 6人、一年生 1人で活動
しています。今年は六稜祭で書道パ
フォーマンスを行いました。

写真部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
活動休止中です。

放送部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、男子4人、女子12人で活動し
ています。昼休みの放送のほか、行事
での司会やアナウンス等をしていま
す。また、ほぼ週に一度、昼休みに集
まり発声などの練習をしています。
■2017年
 6月　六稜祭　 司会
 9月　水泳大会　アナウンス
 10月　学校説明会　司会・スライド 
　　　　　　　　　　説明
　　　体育大会　アナウンス・実況
 11月　オータムコンサート　司会進行
 12月　文化芸術祭　司会進行

映画研究部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
映画研究部では、月に一度、視聴覚室
で映画を鑑賞しています。視聴覚室を
丸ごと貸切ることができるので、映画
館のように広々とした空間で映画を見
ることができます。
今年度鑑賞した映画作品は「キャッチ
ミーイフユーキャン」「超高速参勤交
代」「帰ってきたヒトラー」「猿の惑星」
「少林サッカー」「祝福の海」です。

囲碁将棋部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部からの先生の面白く分かりやすい
ご指導の下、3年男子二人1年男子一
人の三人で活動しています。
■2017年
・第37回大阪府高校芸術文化祭囲碁部
門個人戦　Dリーグ　準優勝、3位 
Eリーグ　優勝

・第41回大阪府高校囲碁新人大会個
人戦　出場

・第35回大阪府高校以後新人大会個
人戦　Cリーグ　優勝

ダンス部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018年1月現在、2年生12人、1年生
17人の合計29人で、「感動を、あな

たに」をモットーに、毎日楽しく活動
しています。基本的に練習は月曜日か
ら土曜日で、イベントや大会にも多く
参加させていただいています。
2004年11月にストリートダンス同好
会として発足してから、10年以上が
たちました。これからも全員で一丸と
なり、最高のステージをお届けできる
よう頑張っていきます！
■2017年度
2017年
 6月　六稜祭
 7月　学校説明会　発表
　　　全日本高等学校チームダンス 
　　　選手権　関西予選　出場
　　　箕面祭り
 8月　日本高校ダンス部選手権　近

畿、中国、四国地方大会　出場
　　　とよなか祭り　審査員特別

賞！！！
 9月　校内中庭　発表
11月　ダンスドリル関西秋季競技大

会　出場
12月　文化芸術祭　発表
2018年
 1月　ダンスコンペティション　出場
 2月　第13回高校生ダンスフェスタ 

参加
 3月　日本高校ダンス部選手権　春

の公式大会　出場

演劇部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
現在は2年生5人と1年生2人で活動
しています！ 普段はセミナーハウス
三階の和室で、公演に向けて日々発声・
滑舌・筋トレなどを中心に基礎練習を
行っております。
2017年度は、4月の新入生歓迎公演、
6月の六稜祭公演、12月の文芸祭前公
演の3回の公演を行いました。
文芸祭では、2年生の学年合唱だけで
なく、ダンス部、コーラス部、ジャ
ズ・フォークソング部、吹奏楽部の舞
台照明のお手伝いもさせていただきま
した！学校説明会では、北野高校の日
常を寸劇にして、説明会に来て頂いた
方にリアルな日常をお伝えしました。
ほとんどの部員が初心者ですが、全員
で切磋琢磨しながら練習を積み重ねて
います。

ジャズ・フォークソング部・・・・・・・・
■2017年度
私たちジャズ・フォークソング部は、
1年生8人、2年生15人の計23人で活
動しています。
ジャズでは、「Take Five」「St. Thomas」
「Moanin'」「Take the A Train」「In The 
Mood」 など、コンボからビックバン
ドまで、フォークソングではギターの
弾き語りで様々な曲を演奏していま
す。

出演させて頂いたイベントは、新入生
歓迎コンサート、高槻ジャズストリー
ト、六稜祭、第一ブロック音楽会、文
化芸術祭、高槻スクールジャズコンテ
ストです。高槻ジャズスクールコンテ
ストでは銀賞と宗光氏から特別賞を頂
きました。
2017年4月から、世界ツアーも行っ
ているプロのベーシスト、蓑輪裕之先
生から素晴らしいご指導を頂いていま
す。
Twitterも随時更新していますので興味
のある方は是非覗いてみてください。
同好会から部活に昇格してまだ4年の
新しい部活です。さらに活動の規模を
広めるとともに、より素晴らしい演奏
のために精進してゆきます！

クイズ研究部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちクイズ研究部、略称「クイ研」
は、現在2年生14人、1年生13人で
活動しています。
主な活動は「早押しクイズ」です。合
同練習など、他校との交流も積極的に
行っています。
月・火・金曜日の放課後に物理教室で
楽しくワイワイと活動しています。
■2017年
 1月　QuarK 32nd 準々決勝進出
 3月　QuarK 33rd 準々決勝進出

QuarK 34th 準々決勝進出
 6月　第19回六稜祭にてクイズ研究

部ブースを設置
 7月　QuarK 38th
 9月　第1回大阪杯
11月　QuarK 40th 準々決勝進出

《運動部》
陸上競技部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年も快調に走り続ける陸上部は、一
年男子23名、一年女子12名、二年男
子14名、二年女子8名、マネージャー
2名の総勢59名で本気で陸上を楽しん
でいます。
昨日より今日、今日より明日と自分を
日々成長させ、自己ベストを大切にし
ていますが、その中で近畿大会や全国
大会に出場している選手もいます。
短時間集中で活気のあるムードとス
ピーディーな流れの中でこれからのさ
らなる飛躍を目指してチーム一丸、切
磋琢磨していきます。
■2017年
◎ IH大阪大会
　男子：10種目16名　
　女子：6種目10名
◎大阪ユース
　男子：19種目20名
　女子：15種目16名
◎近畿ユース
　男子：4種目7名

1年1500ｍ(全体7位)、2年200ｍ（全
体1位）、2年800ｍ
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共通4×400ｍR　（準決勝進出）
◎日本ユース
　男子：3種目2名

U18　200ｍ、U18　400ｍ（B決勝
進出）、U18　800ｍ
◎大阪駅伝
　男子：10位　女子：19位
◎近畿駅伝
　男子：29位

水泳部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水泳部は現在、1年生17人、2年生24
人の41人で活動中です。中央、近畿、
インターハイを目指し、日々練習に励
んでいます！
■2017年活動実績
◎大阪府選手権（6月）
　於：門真スポーツセンター
　標準記録突破者多数
◎中央大会（6月）
　於：門真スポーツセンター
　26名（標準記録突破者）　出場　
　男子400m　フリーリレー　15位
　男子400m　メドレーリレー　13位
　男子800m　フリーリレー　16位
　女子400m　フリーリレー　34位
　女子400m　メドレーリレー　32位
　女子800m　フリーリレー　26位
◎高校対校選手権（７月）
　於：門真スポーツセンター
　出場者多数
　男子400m　フリーリレー　32位
　男子400m　メドレーリレー

　B決勝9位
　女子400m　フリーリレー　41位
◎新人大会（9月）
　於：大阪プール
　出場者多数
　男子400m　フリーリレー　28位
　男子400m　メドレーリレー

　B決勝6位
　女子400m　フリーリレー　30位
　女子400m　メドレーリレー　42位
◎近畿新人大会（10月）
　於：スイムピア奈良
　出場者13名
　男子50m　 平泳ぎ　　　　11位
　男子400m　メドレーリレー　32位
　男子400m　フリーリレー　46位

器械体操部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在2年生男子3人女子1人、1年生
男子4人の計8人で楽しく活動してい
ます。今は全員が初心者なのですが、
OB・OGさんたちがたくさん練習を
見に来てくださったり、他校との同練
習をすることで、日々上達していき
様々な技に挑戦していっています！ 
その他詳しいことは「六稜体操会（り
くりょうたいそうは、ひらがなでも可）
で検索していただくとご覧になれま
す。
■2017年

◎7月　公立高校体操技術研修会
　　　　2部　団体4位　個人10位

柔道部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
私たちは、2年生2人、1年生2人の計
4人で、月～金曜日の放課後と土曜日
に、体育館1階の柔道場で練習してい
ます。試合での勝敗より技を磨くこと
に重点を置き、基礎を大切に切磋琢磨
しながら練習に励んでいます。
こうして日々練習に邁進できるのは、
コーチの先生、主顧問の先生や付添を
してくださる先生方、OBの皆様の熱
心なご指導のおかげです。いつも本当
にお世話になっています。
主な大会結果としては、1年生（初段）
が講道館杯第3位、2年生（初段）が修
道館杯2回戦突破、となっています。
日々の練習の成果が大会でいつも発揮
できるとは限りませんが、少しでも柔
道らしい柔道ができるよう、これから
も練習していきます。

剣道部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北野高校剣道部は「文武両道」をモッ
トーに近畿、全国大会出場を目指し
日々熱心に稽古に励んでいます。顧問
やOB、OGの方々の熱いご指導によ
り、心身ともに鍛えることができます。
部内の雰囲気はとても明るく、先輩、
後輩の仲はとても良いです。
■2017年度の主な戦績
◎全国総体予選（6月）
　男子団体：第五位
◎第55回近畿高等学校剣道大会出場 
　（男子団体）
◎大阪高校総体（11月）
　男子団体：第五位
　女子団体：ベスト16
その他にも様々な大会で活躍していま
す。

合氣道部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
1年19名、2年12名の計31名で活動
しています。
私達は天之武産塾合氣道々場に所属し
ています。時間に余裕があれば、放課
後に吹田市の本道場での稽古に参加さ
せていただいています。
今年も指導員の先生に、週に1回体術
を中心にご指導していただいていま
す。
他校の合氣道部との交流もあり、特に
大手前高校とは何度も合同稽古をして
います。今年度は他に、英真学園高校、
春日丘高校とも合同稽古を行いまし
た。夏季休業中にはハチ高原にて、大
手前高校など6校との合同合宿も行い
ました。
また、大学生のOB、OGの方々が体術・
演武ともに稽古に来てくださっていま

す。今年度は豊中にある正泉寺でも稽
古をさせていただきました。
現在、1年生は6月の六稜祭で発表す
る演武に向けて、2年生は昇段試験に
向けて、日々稽古に励んでいます。

硬式野球部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
僕たち野球部は2年生11人、1年生19
人、マネージャー 2人で活動していま
す。
僕たちは甲子園を目指して頑張ってい
ます。ひとりひとりが勝つためにどう
すればいいかを考え、チームであるこ
とを最大限に活かし、日々努力を重ね
ています。
応援してくださる皆様の御期待に応え
られるよう、また、僕たちが野球をし
ている姿を1日でも長くお見せできる
よう、32人全員、全力で取り組んで
いきたいと思います。
これからも引き続き、暖かいご支援・
ご声援を宜しくお願いします。
■2017年 新チーム
＜秋季大会＞
　2回戦　北野 2－3 布施 ●
＜夏季大会＞
　1回戦　北野 5－3 大阪電通大高○
　2回戦　北野 3－0 咲くやこの花○
　3回戦　北野 6－4 常翔学園○
　4回戦　北野 2－8 大冠●
＜春季大会＞
　2回戦　北野 11－2 堺東○
　3回戦　北野 13－0 常翔学園○
　4回戦　北野 1－5 槻の木●

サッカー部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、サッカー部は、2年生 10人、
1年生 24人、マネージャー 3人の計
37人で活動しています。 大阪ベスト
32を目指して、意識高く日々の練習
に取り組んでいます。サッカーがで
きるということに対する感謝の気持
ちを忘れずにプレーしていきますの
で、みなさん、応援よろしくお願い
します。
■2017年
＜春季大会＞
　2回戦　3－0 柴島○
　3回戦　0－2 清風南海×
＜定期戦＞
　0－3 天王寺×
　0－3 膳所×　
＜秋季大会＞
　2回戦　0－1 大阪×

ラグビー部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今季、6年ぶりに単独チームとなり、
1月の新人戦10人制の部に出場しまし
た！
■2017年
2018年1月　平成29年度大阪府新人
大会　10人制の部
＜予選リーグ＞
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　北野 5－7 大阪電通大 ●
　北野 0－26 天王寺 ●
　北野 0－22 開明 ●
今大会での北野高校の記事が毎日新聞
に掲載されました！是非ご覧くださ
い！
[毎日新聞　1月18日朝刊　28面 ]

男子バレーボール部・・・・・・・・・・・・・・・・
男子バレーボール部は、2年が12人、
1年が13人、マネージャーが3人で合
計28人の部員がいます。水曜日以外
は練習していて、休日はOBの方が来
られることもあります。
■2017年
秋の新人大会一次予選にて2部1位。
1部昇格。

女子バレーボール部・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちは二年生6人、一年生6人で、
週6日体育館2階で活動しています。
限られた時間を大切に使い、楽しみな
がら日々練習に励んでいます。
■2017年
◎春季大会一次予選　
　● 淀商業 0－2
　● 平野 0－2
　● 富田林 0－2
◎大阪高校総合体育大会
　● 北淀 0－2
◎大阪高校新人大会
　○ 泉鳥取・伯太 2－0
　● 関大北陽 0－2
◎大阪府公立校大会　地区予選
　● 渋谷 0－2
　● 北千里 0－2
　● 桜塚 0－2

男子バスケットボール部・・・・・・・・・・・・
男子バスケットボール部は、2年12人、
1年3人、マネージャー 2人の17人で
活動しています。金曜は筋トレや走り
込み、火～木曜日、土日は体育館で練
習または練習試合をしています。体育
科の先生が熱心に指導してくださって
います。大阪ベスト16を目指して頑
張っていますので、応援よろしくお願
いします。
■2017年
◎インハイ予選
　一次　1回戦　○大阪朝鮮高級
　　　　2回戦　○河南
　　　　3回戦　○枚方
　　　　4回戦　○都島工業
　　　　5回戦　○賢明学院
　二次　1回戦　●関西福祉科学大学
　　　　　　　　　金光藤蔭
◎大阪総体予選
　1回戦　○三島
　2回戦　●豊中
◎北地区公立校大会
　・予選リーグ　○大教大池田
　　　　　　　　○高槻北

　　　　　　　　○渋谷
　　　　　　　　○槻の木
　　　　　　　　○芥川
　最終結果：グループ1位　5勝0敗
　・決勝リーグ　○山田
　　　　　　　　○北千里
　　　　　　　　○豊中
　最終結果：北地区1位
◎公立校チャンピオン大会
　1回戦　○東住吉総合
　準決勝　●泉北
　最終結果：大阪府公立校ベスト4
■2018年
◎北地区新人戦　
　1回戦　●星翔

女子バスケットボール部・・・・・・・・・・・・
私たち女子バスケットボール部は現在
2年生5人、1年生3人の計8人で活動
しています。
人数こそ少ないですが工夫を凝らしな
がら練習しています。
■2017年
〇大阪総体地区予選
　1回戦　
　VS三島　　　45－86 ●
〇北地区公立校大会
　VS摂津　　　41－122 ●
　VS千里青雲　45－79 ●
　VS茨木西　　51－73 ●
　VS北千里　　34－109 ●
　VS福井　　　60－30 ○
　VS高槻北　　43－83 ●
　VS阿武野　　48－45 ○
〇新人大会大阪地区予選
　1回戦　
　VS茨木　　　52－72 ●

男子ハンドボール部・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちハンドボール部は1年生16人
（内1人マネージャー）、2年生20人（内
2人マネージャー）で活動しています。
練習は部員主体で日々、一生懸命励
んでいます。今年から赴任された経
験者の先生やOBさんにも練習を見て
もらいながら、近畿大会出場を果た
すなど輝かしい成績を納められまし
た先輩方を追い越せるよう、大阪ベ
スト4・近畿大会出場を目標として頑
張ります。
■2017年　
◎第72回　高校秋季総合体育大会　
　1回戦vs 堺東　6－16 ●
◎第69回高校新人大会 兼 第41回
　全国高校選抜予選大会
　（北ブロック予選）
　　vs 茨木　　　24－17 ○
　　vs 都島工業　15－18 ●
　　得失点差でトーナメント進出
　（トーナメント）
　　vs 寝屋川　　15－9 ○　
　　vs 桜塚　　　15－12 ○
　　vs 箕面　　　11－27 ●

　　準決勝で敗れ、三位決定戦
　　三位決定戦
　　vs 三島　　　14－13 ○
　　北地区三位で中央大会進出
　（中央大会）
　　一回戦
　　vs 鳳　14－19 ●

女子ハンドボール部・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちは週6日、グラウンド横ハンド
コートで元気に活動しています。現在
部員数は2年生14人（マネージャー 2
人）1年生8人（マネージャー 1人）で
す。毎日来てくださる2人のOBさん
の指導のもと、夏の暑さにも冬の寒さ
にも負けず、中央大会進出をめざして
日々練習に励んでいます。これからも
応援よろしくおねがいします！
■2017年度
◎春季大会
　vs四条畷高校　25－7 ○
　vs好文学園　　7－24 ●
◎秋季大会　
　vs四条畷高校　13－10 ○
　vs柴島高校　　20－14 ○
　vs宣真高校　　0－45 ●
　大阪ベスト8！！
◎新人大会
　vs大冠高校　　8－9 ●
　vs四条畷高校　9－5○

男子テニス部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
男子テニス部は現在、2年生3人、1
年生20人の計23人で週6回と平日の
昼休みに練習しています。OBの方か
ら頂く用具は大切に使わせて頂いてい
ます。チームとしては大阪公立団体ベ
スト4、大阪総体団体本戦出場を目標
に掲げ、また、個人戦では個々の目標
を達成すべく日々精進しています。
■2017年
 5月　◎春季赤坂杯
　　　　シングルス　ベスト16（1名）
10月　◎大阪公立団体　ベスト32
11月　◎大阪公立個人
　　　　シングルス　ベスト48（1名）
 1月　◎秋季赤坂杯
　　　　ダブルス　本戦出場（1組）

女子テニス部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
女子テニス部は現在、2年生3人、1
年生7人で活動しています！
■2017年
◎大阪ジュニア（単）　本戦出場1人
◎大阪ジュニア（複）　本戦出場1ペア
◎春季総体（単）　　　本戦出場1人
◎春季総体（複）　　　本戦出場1ペア
◎春季赤坂杯（単）　　本戦出場3人
◎春季団体　　　　　本戦出場
◎サマートーナメント（複）
　　　　　　　　　　本戦出場1ペア
◎夏季総体（単）　　　本戦出場1人
◎公立個人（単）　　　本戦出場2人
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◎秋季赤坂杯（複）　　本戦出場1ペア

卓球部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卓球部は男子25人女子5人で活動し
ています。剣道場、セミナーハウスで
水曜日以外の週6日活動しており、団
体戦近畿大会出場が目標です。普段は
部員同士で練習メニューを組んでいま
すが、OBの方々にも指導していただ
いたり他校とも練習試合を多く行って
います。
毎年夏季休業中には他校と合同で4泊
5日の合宿をしており卓球漬けの日々
を送っています。
■2017年
◎64ブロック大会
　男子　シングルス4回戦進出
　女子　シングルス3回戦
　　　　（ベスト64）進出
◎選手権大会
　男子　シングルス3回戦進出
　女子　シングルス3回戦進出
◎全日本ジュニア予選
　男子　シングルス5回戦
　　　　（ベスト64）進出
　女子　シングルス3回戦進出
◎1年生大会
　男子　シングルス5回戦
　　　　（ベスト64）進出
　女子　シングルス1位トーナメント

4回戦（ベスト8）進出
◎新人大会
　男子　シングルス3回戦進出
　女子　シングルス4回戦
　　　　（ベスト32）進出
◎東京選手権大会予選
　男子　シングルス3回戦進出
◎チャレンジカップ
　男子　団体戦2部1位トーナメント
　　　　準優勝
　女子　1位トーナメント4回戦
　　　　（ベスト4）進出
◎新人大会
　男子　ダブルス5回戦（ベスト32）
　　　　進出
　女子　ダブルス4回戦進出

バドミントン部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バドミントン部は現在、2年生10人＋
1年生26人で活動しています。
支えてくださっている先生と保護者の
方々への感謝を忘れず、自分たちで創
意工夫を重ね、日々の練習に取り組ん
でいます。部としての目標である団体
戦男子ベスト8・女子ベスト16を達成
するため、一丸となって励んでいます。
今後とも、バドミントン部をよろしく
お願いします！！
■2017年
◎第64回大阪高等学校バドミントン
　選手権大会（冬の大会）
　男子
　[ダブルスⅡ部 ]　　準優勝

　[シングルⅡ部 ]　　4回戦進出
　女子
　[ダブルスⅡ部 ]　　5回戦進出
　[シングルⅡ部 ]　　ベスト4
◎第71回大阪高等学校春季バドミン
トン競技大会（春の大会）
　男子
　[団体 ]　　　　　　4回戦進出
　[ダブルスⅠ部 ]　　初戦敗退
　[ダブルスⅡ部 ]　　3回戦進出
　[シングルⅡ部 ]　　5回戦進出
　女子
　[団体 ]　　　　　　2回戦進出
　[シングルⅠ部 ]　　初戦敗退
　[ダブルスⅡ部 ]　　4回戦進出
　　[シングルⅡ部 ]　4回戦進出
◎第72回大阪高等学校総合体育大会
バドミントン競技の部（夏の大会）
　男子
　[団体 ]　　　　　3回戦進出
　[ダブルスⅡ部 ]　3回戦進出
　[シングルⅡ部 ]　3回戦進出
　女子
　[団体 ]　　　　　2回戦進出
　[ダブルスⅡ部 ]　3回戦進出
　[シングルⅡ部 ]　4回戦進出

山岳部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
月～金曜日の放課後に河川敷にて活動
しています。また、月一回近畿圏の山
に登っています。新三年13人、新二
年4人で活動しています。
■2017年
　登山記録
　 8月　白山（福井県・石川県）にて

三泊四日の合宿
　 9月　氷ノ山（兵庫県）にて近畿大

会に出場
　10月　武奈ヶ岳（滋賀県）にて月例

山行
　11月　比叡山（京都府・滋賀県）に

て月例山行
　12月　六甲山（兵庫県）にて月例山

行
　 1月　岩湧山（大阪府・和歌山県）

にて月例山行 [予定 ]
　 2月　金剛山（大阪府・奈良県）に

て月例山行 [予定 ]
　 3月　熊野古道（和歌山県）にて一

泊二日の強化練習 [予定 ]

≪同好会≫
女子サッカー同好会・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
女子サッカー同好会は現在、2年生4
人のみで、主に平日の昼休みに活動し
ています。

茶道同好会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■2017年
茶道同好会は現在部員7名でほっこり
楽しく活動しています。活動は週一回
水曜日で、作法を基本から学んでいま

す。また、月に一度外部から茶道の先
生に来ていただいていて、細かく教え
ていただいています！
大きな活動としては、六稜祭でお茶会
をしたり、夏の学生茶会に参加したり
もしました。

百人一首同好会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私達百人一首同好会は現在二年生5
人、一年生6人（男子4人、女子7人）
の計11人で、週に3回活動しています。
大会にも積極的に参加し、経験を積ん
でいます。今年から六稜祭や学校説明
会の部活動見学の時に試合の実演を始
めました。
創設2年目を迎える、活気溢れる同好
会です。来年度も部員一同頑張ってい
きますので、応援よろしくお願いしま
す。
■2017年度
 7.23　第39回全国高等学校小倉百人

一首かるた選手権大会（個人
戦の部）　
Ｄ級　3位

10.29　おおつ光ルくん杯百人一首競
技かるた団体戦
3人団体戦B　（紫式部ブロッ
ク）　チーム常磐色　3位

●130期同窓会
学年理事

男　子 女　子

理事 奥野　広大 3-2 乾　真子 3-4

副理事 鈴鹿　悠太 3-5 山上　深愛 3-2

 クラス幹事
組 担任 男子 女子

1 林 田中　慎吾 畑中　美玖

2 小谷内 奥野　広大 山上　深愛

3 牧野 古澤　周也 平川　　渚

4 仁科 田村　聡真 乾　　真子

5 山本 鈴鹿　悠太 石野　菜結

6 三宅 井上　　匠 平嶋　美月

7 村上 関元　俊哉 浅井　夏美

8 松山 馬場　英寿 牟田　真尋
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会 長 前 田 隆 弘 （６７期）

「期待を超えるサービス」で

快適なオフィスワークの実現をお手伝いします

関西経営品質賞受賞

〒53 0 - 0 0 4 3 ⼤ 阪 市 北 区 天 満 3 丁 目 7 番 4 号
TEL.(06)6356-8484(代) FAX.(06)6356-8400

大 阪 ･ 東 京 ･ 品 川 ･ 横 浜 ･ 名 古 屋 ･ 京 都 ･ 奈 良

枚 方 ･ 伊 丹 ･ 堺 ･ 神 ⼾ ･ 姫 路 ･ 岡 ⼭ ･ 広 島 ･ 福 岡

心の通うコミュニケーションＯＡ

髙松建設
髙松テクノサービス（大阪） 髙松エステート（大阪）

髙松テクノサービス（東京） 髙松エステート（東京）

住之江工芸 ＪＰホーム

金剛組 中村社寺

青木あすなろ建設
あすなろ道路 青木マリーン

東興ジオテック みらい建設工業

エムズ 新潟みらい建設

島田組

日本オーナーズクレジット

（東証一部上場）

68期　髙松 孝之
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高野山真言宗宗務総長
真田坊蓮華定院住職

TEL　0736-56-2233

真田坊蓮華定院住職

添  田  隆  昭（78期）
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Full my heart with your songs.

カラオケ禁煙カフェ AWAWA

営業時間 11 ～ 23 時（年中無休）
〒533-0032
大阪市東淀川区淡路４-７-24
予約電話＆SMS 090-3624-7721 

あ わ わ

●阪急「淡路」駅下車
　西口より徒歩3分

「セット料金なし、明朗会計。お気軽に立ち寄ってください」
オーナー　宮脇道子（85期）

カラオケ料金１曲100円

通常年会費 円 税が

＜まずはお申込書をご請求ください（大阪営業推進部 今井・土屋）＞
●メールの方
●お電話の方 （受付時間： 時～ 時（土・日・祝日・ ～ 休））
注①ご住所②お名前③「六稜同窓会」の会員様である旨 をお伝えください。

VISAｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ 

家族カード
お 人様

円 税

円 税
年目以降も 円＋税です

 六稜同窓会の会員の皆様へ  キャンペーン実施中！（ 年 月 日まで） 

ご入会にあたっては所定の審査がございます年月現在

ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽVISAｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ 

通常年会費 円 税が

円 税
年目以降も 円＋税です

プラチナカード 

キャンペーン期間中は新規ご入会（本会員様、家族会員様）で
ギフトカード 円分をプレゼント

キャンペーン期間に新規ご入会、も
しくは弊社ゴールドカードから切り
替えられた場合は
初年度の年会費を

円＋税
とさせていただきます。
（ 年目以降は 円＋税）

年会費 円 税
（家族カード無料）

家族カード
お 人様

円 税

新規に提携させていただきました
（ワンランク上のサービスご希望の方へ）
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事務局だより
理事会報告
■平成29年9月9日開催
報告事項
○総務委員会：144周年総会の準備会を開催。役
割分担を決めた。来年度当番の99期、再来年の
100期の幹事参加し、熱心に打ち合わせをした。
○会館催事委員会：156回のちらしを配り、学年理
事にも参加を依頼した。告知ちらしを淀川区民セン
ター・淀川図書館などに置いて貰えることとなった。
Facebookには六稜WEBと同じ情報を流している。
○名簿委員会：同期の名簿の充実をお願いする。
○広報委員会：会報69号を発行、広告も予定ペー
ジを超え、収益に貢献できた。70号特集記事は授
業編なので、情報提供をお願いする。広報委員会
委員を募っている。会報発行・WEB作成にご協力
頂きたい。
○FR委員会：5月6日開催の就活相談・若手交流

会は社会人20数名、学生40名で交流した。
7月予定のマッチングパーティーは男性が集まら
ず中止した。
10月の超若手交流会は集客に苦戦。大学生スタッ
フが定着しない。総会は参加会費がネックであり、
若手の集まりが悪い。
○クラブOBOG委員会：9月25日のクラブ対抗
ゴルフ開催案内。委員会は30年4月21日（土）に
開催予定。
○東京：東京六稜倶楽部の講師は30年9月迄決まっ
ている。その先の目途もついている。
○学内：国際交流でケントウッド高校から生徒4

名・先生1名が来校。生徒からデザイン募集のク
リアファイルを作成した。国際交流の記念品とし
て活用していきたい。
○事務局：陸上部の全国大会・近畿大会出場、山
岳部の近畿大会出場の激励金を授与した。会費納
入のお願い。クラブ対抗ゴルフでも会費未納者に
納入をお願いする。

ご寄付　（敬称略）
55期 木戸 友三郎
57期 松本 善明
59期 薄木 卓
60期 岡田 和夫
 櫻井 茂
61期 古川 能弘
63期 白石 匡延

 玉野上 秀明
64期 河原 昭子
65期 犬飼 一夫
 藤 圭之介
 見方 順
67期 富永 勸
 木村 幸子
70期 松山 喜美子
72期 坂野 勝彦

76期 橋本 淳子
77期 倉井 久美子
78期 山本 圭子
80期 上田 成之助
 阪田 善信
81期 中井 加明三
 和田 豊
84期 熊谷 仁人
 藤原 敬三

85期 西川  正一
86期 伊藤 良治
89期 松本 幹
92期 徳岡 浩二
93期 細川 泰史
98期 辰巳 泰弘
 徳田 由紀子
 江越 育代
 柴岡 えみ

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7月より12月度末までに34件373千円の寄付金を
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OB・OG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。
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2018.4.1（日）～2019.3.31（日）22001188.4..4.11（日（日））～22001199.3.3.3.311（日）（日）

同窓会・
OB会プラン

プランA
プランB

Cプラン

お一人様 ￥6,300
お一人様 ￥7,300
お一人様 ￥8,300プランプラン

全プラン

ご利用時
間

3時間
ゆったり

プラン

JR大阪駅直結 ホテルグランヴィア大阪 宴会場個室プラン

￥1,000割引！お一人様 

曜日割引お得な

+ お一人様 ￥2,200

35周年
記念

特別プラン特典付

お悔やみ
　平成29年6月～平成29年11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
局までお知らせください。次号で訂正させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
期 姓 名 他界日
43期 東田 敏夫 平成25年 1 月 9 日
53期 中田 弘 平成23年
54期 福井 巖 平成28年10月 8 日
 森本 基男 平成29年 5 月 3 日
55期 井上 更明 平成28年 4 月
56期 大山 利雄 平成29年 6 月24日
 笹倉 博 平成28年11月16日
 錦 勝郎 平成29年 2 月13日
57期 上島 哲夫 平成21年 1 月 6 日
 黒田 邦彦 平成29年 5 月16日
 師尾 洋 平成25年 6 月20日
58期 築山 浩一 平成29年 7 月22日
 本多 二郎 平成29年 3 月 6 日
 松本 大平 平成29年 5 月16日
59期 阿部 正躬 平成29年5 月20日
 大瀬戸 義昭 平成26年11月14日
 信垣 成正 平成29年 7 月 2 日
60期 中田 順一 平成29年 9 月21日
 中谷 輝男 平成29年 9 月15日
 中橋 清一 平成27年11月29日
61期 河口 靖 平成29年 8 月 7 日
 増田 裕弘 平成29年 5 月
62期 河本 研一 平成29年 1 月23日
63期 上山 敏男 平成29年 4 月 3 日
 多田 清暉 平成29年 5 月26日
 橘 保彦 平成29年 7 月16日
 永原 幸江 平成29年 6 月15日
 山下 永子 平成29年 8 月30日
64期 足立 一郎 平成29年11月5日
 田中 博 平成28年 8 月
 辻井 正雄 平成29年 6 月 3 日
 今井 芳彦 平成28年12月 8 日

66期 瓜谷 清廣 平成29年 4 月 2 日
 無留井 宏昌 平成29年 8 月19日
67期 池上 良寿 平成28年12月
 神田 久吉 平成29年 4 月 4 日
 横山 博 平成29年 5 月 7 日
68期 景山 健二 平成29年 6 月28日
 三谷 貞二 平成29年 9 月16日
 雲雀 澄子 平成28年10月
69期 井筒 淳 平成29年 7 月 2 日
70期 冨田 榮一 平成29年 7 月11日
 松本 邦宏 平成29年 6 月25日
 吉川 速水 平成29年 8 月 9 日
71期 浅沼 隆 平成29年 4 月13日
 君田 興希 平成29年 9 月27日
 小林 紀之 平成29年10月 1 日
 山亀 修一 平成29年 6 月29日
72期 栗原 有史 平成29年 8 月24日
 松本 学 不明
73期 竹村 二郎 平成29年 7 月15日
74期 鴨脚 佐 平成29年 8 月31日
 田中 康夫 平成29年 8 月14日
 村上 治充 平成29年 7 月10日
75期 矢部 嬉子 平成29年 9 月21日
77期 陳 増英 平成29年 5 月 2 日
 山田 経夫 平成29年10月16日
 瀬戸口 秀子 不明
78期 井口 しのぶ 平成29年 7 月18日
79期 山口 俊和 平成29年 4 月 3 日
79期 五十嵐 真知子 平成24年 8 月 6 日
82期 瀬島 雄二 平成29年11月 8 日
 橋本 協久 平成29年11月 5 日
 山元 茂樹 平成29年11月13日
83期 赤井 博 平成28年10月17日
 旭 清光 平成27年 3 月13日
84期 吉川 千雅子 不明
87期 垂水 俊夫 昭和57年10月
 佐藤 知子 平成27年 2 月
88期 古賀 康雄 平成26年 1 月
92期 尾家 正泰 平成28年 2 月 5 日
99期 加藤 昌孝 平成29年 4 月29日



六稜同窓会14 5周年総会
開催のご案内日　時：2018年10月28日（日）13時から

場　所：北野高校 多目的ホール・六稜会館
担当期：99期　時間等詳細は71号にてお知らせします
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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）

協賛広告のお願い
　六稜会報に協賛広告を掲載させて頂きます。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・次回発行9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： 6月30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：〒532-0025  大阪市淀川区新北野2-5-13

 大阪府立北野高等学校内　六稜同窓会事務局
 TEL 06-6306-0374  FAX 06-6306-1335　E-mail office@rikuryo.or.jp

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。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。




