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新しい元号の時代の幕開け
　

六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

　「平成」の時代もあと2か月となりました。新元
号の公表は4月1日になるとのことですが、はたし
てどんな新元号になるのか。巷では頭文字となる
英字の混用を避けるため、明治の「Ｍ」、大正の「Ｔ」、
昭和の「Ｓ」、そして平成の「Ｈ」以外になるはずだ
などと、予想合戦も白熱しているようで、頭文字が
「Ａ」となる「安」で始まる元号になるのでは？との
一説が有力なようです。いずれにしても、私たちの
これからの人生を縁取ってくれる新元号ですから、
どんな元号になるのか、発表がとても楽しみです。
　今号は、平成最後の号となる六稜会報です。平
成の時代の30年間、六稜同窓会がどのように発展
してきたのか、少し振り返ってみたいと思います。

（六稜会報）平成元年10月1日発行の六稜会報は22

号。このころは年1回の発行でページ数は24ページ。
今はご存知のように年2回発行で、ページ数は32

ページ。新世紀の幕開けとなる西暦2000年（平成
12年）から、年2回の発行となったようです。六稜
WEBのアーカイブにバックナンバーが掲載されてい
ますので、ご興味のある方はご覧下さい。

（年会費）平成元年の年会費は2000円でした。こ
のころから会費納入率の向上が課題であったよう
で、郵便振込以外の納入手段として、平成18年に
はコンビニ支払いが、平成24年にはクレジット決
済が可能になりました。また、会費の3000円への
値上げをお願いしたのは、平成7年のようです。

（生徒数）平成元年は1学年14学級で672名。大人
数ですね。直近の平成30年は8学級で、半分以下
の320名。平成元年は、第二次ベビーブームの終わ
りの頃で、全校生徒総数は2000人を超えていまし
た。

（同窓会総会）平成元年の総会会費は4000円。会
場は、六稜会館ができるまでは北野高校の講堂と
食堂を使わせてもらったり、中央区にある日本綿
業倶楽部で開催されています。また5年、10年の
区切りとなる周年の年には、フェスティバルホール

やホテル、中央公会堂などを使って、盛大に開催
されました。

（六稜会館）何といっても平成最大の出来事は、平
成15年3月の六稜会館の竣工でしょう。3年がかり
で3億円以上の寄付を募られ、母校内に念願の同
窓会の基盤ができました。

（文化イベント関係）平成15年の六稜会館の竣工以
降、大いに充実してきました。同年の1月には第1

回の東京六稜倶楽部が開催されていますし、9月
には第1回のトークリレーも開催されました。また、
翌年の4月からはカルチャー講座が毎月開催される
など、会館の利用促進も図られました。

（ゴルフ大会）今では恒例となった期別対抗ゴルフ
コンペですが、その始まりは平成元年に67期～ 72

期の6期で行われた対抗戦でした。それを拡大す
る形で平成2年に60期～ 76期の17期144名36組
で開催されています。これも今では、毎年170人前
後の参加者を数えるまでになりました。また、クラ
ブ対抗ゴルフコンペも平成元年にクラブOB13チー
ム68人の参加で第1回が開催されました。これも
今では毎年80人前後の参加をいただいて、盛大に
開催されています。

　さて、冒頭でも述べましたように5月1日から新
しい元号での新しい時代が始まります。これを機
に、六稜同窓会も新しい時代を新しい体制で更に
発展させていただきたく、この度会長の交代をお
願いしたいと思い、2月の常任理事会・理事会で推
薦・ご承認を頂きました。誠に勝手ながら、私は
会長を辞任させていただき、新年度からの会長を
（現）野村副会長に、新副会長として（株）旭屋書店
会長の早嶋茂さん（87期）に就任して頂きます。5

年間、特に大きな貢献もできず誠に申し訳ありま
せんでした。会員の皆様方への感謝の意を表しま
して、少し早くしかも紙面で失礼ですが、辞任の挨
拶とさせていただきます。
　どうもありがとうございました。
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北野にまつわるエトセトラ
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

　皆様には、平素より母校の教育活動に深いご理
解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
　今年度ほど自然に翻弄された年は思い当たりま
せん。地震、度重なる台風、猛暑を経験し、その
たびに、当たり前の日常がいかに有難いことか、
を痛感しました。その一方で、防災、危機管理な
どの気づきも多くありました。ここでの気づきを
大切にして、安心安全に向けた確かな備えと対応
に繋げるべくしっかりと取り組みたいと思います。
　そんな厳しい状況下でも、生徒たちは勉学に、
行事に、部活に、高大・地域連携活動に全力を尽
くし、より健全かつ逞しく成長してくれています。
私も、トップ校としての使命と矜持を意識しつ
つ、北野高校のあるべき姿を追い求めた一年でし
た。本稿では、北野にまつわるエトセトラと題し
て、ときどきの生徒の印象的なことばを紹介しな
がら、この一年を振り返ります。

「周りの友人がすごいから、自分の当たり前の基
準が高くなって、いつの間にか自分も伸びてい
く。そんな学校。」

　ある卒業生のことばで私の一番のお気に入りで
す。学校説明会では、いつまでもそんな学校であ
りたい、と語っています。

「校長先生、もう一回、やらせてください！」

　科学の甲子園で２位になった時のある生徒のこ
とばです。よほど悔しかったのでしょう。実現さ
せてやりたいですね。

「僕は自主練に来たんです。でも、堪らなくなっ
て。そしたら同じような子が一杯いました。」

　９月の台風の翌朝、荒れた校内を掃除していた
生徒のことばです。この日は早朝七時過ぎから、
100名ほどの生徒が自主的に折れた枝葉を掃除し
てくれました。いつも世話になっている十三の町
も、という彼らの提案で、各クラスから数名ずつ
募って学校周りの掃除をしました。

「夜空はいまの季節の方が絶対いいです！」

　台風で一か月半延期になった北海道への修学旅
行から帰った時のある生徒の第一声です。満天の
星に心を打たれたようです。

「やらされる勉強は嫌いですが、自分でやる勉強
は大好きです。」

　円広志さん（「となりの人間国宝」の取材）の
「君、勉強好きか？」という質問に対するある生徒
の答えです。このことばで、定期考査がなくても
勉強する生徒を育てたい、と思いました。

「上には上がいました！」

　即興型ディベート全国大会に出場した生徒のこ
とば。連勝して優勝候補の私立渋谷学園渋谷と対
戦するも敗戦。新たな目標を見つけました。

「校長先生、北野を勉強だけの学校にしないで下
さいね。」

　これは、同窓会の皆様が最もよくおっしゃるこ
とばです。大学入試は大きな関門ですがゴールで
はありません。入試という関門の先に広がる遥か
なる景色をイメージできるような豊かな教育が目
標です。同時に、高い能力を持つ生徒だからこそ、
それを正しく発揮できる健全なマインドを育むこ
とが大切です。そう考えて、前後期の始業式では、
GritとMindsetの話をし、心の在り方に言及しま
した。めざす全人教育がいまできているか、これ
を常なる問いとして、今後も確かな歩みを進めて
まいります。
　これからの学びは学校で自己完結するものでは
なく、学校と社会を往還しながら構想すべきもの、
と考えます。同窓会からの支援をいただき、この
二年間、学外での発表の場や、高大・地域連携活
動に力を入れてきたのはそのためです。学校で身
に付けた学力が、将来、社会で資質・能力となっ
て生きて働くように、生徒たちにさらなる刺激を与
えることが我々の責務です。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
う心よりお願いいたしましてご挨拶といたします。
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六稜同窓会145周年総会のご報告
文・濱 野 希 世（99期）　 写真・加 治 木 一 彦（99期）

　秋晴れの爽やかな天候に恵まれた平成30年10月
28日（日）、六稜同窓会145周年総会が開催されま
した。幹事を務めたのは我々 99期。一年間じっく
りと準備を重ね、当日は239名の同窓生をお迎えし、
トラブルなく会を遂行することができました。様々
なアドバイスをいただきました事務局と98期の先
輩方には感謝を申し上げます。
【第一部総会】

　司会の徳岡
浩二総務委員
長（92期）によ
る開会の辞に
続き、吹奏楽
部現役の皆さ
んが素晴らし

い演奏を披露。大先輩である手塚治虫先生の代表
作『鉄腕アトム』の主題歌や、『UFO』『魅せられて』
『シクラメンのかほり』『襟裳岬』などの名曲メドレー
に会場が大いに沸きました。

　続いて上田成之助同窓会会長（80

期）からのご挨拶では、六稜同窓会
の会費収支が３年連続で単年度の黒
字決算を達成することができたとい

う報告が。しかしながら、母校の発展に寄与する
ための基金のうち『教育環境整備基金』が大変苦し
い状況にあるため、会員様から継続的な支援をい
ただきたいというお話がありました。
　名誉会長の恩知忠司校長先生から
賜った祝辞では一年生の陸上部員が国
民体育大会に砲丸投げで出場し日本一
に輝いたというお話があり、会場からどよめきが。
北野高校の文武両道の精神が、今でも引き継がれ
ていることが伝わるエピソードでした。
　その後、同窓会常任理事の紹介をはさみ、笹川
忠士事務局長（74期）から事務活動報告がありまし

た。2018年3月の卒業生317名を新た
に会員に迎えたこと、若い方にも同窓
会に参加していただくためのプロジェク
トチームを作ったこと。さらに、150周

年記念行事についても話をされ、学校、PTAと連
携しながら企画を練っていきたいとのことでした。
【卓話】
　司会は99期の笹川顕子さんが務め、今回の卓話
者である水口裕之さんをご紹介。水口さんは北野
高校を卒業後、大阪大学薬学部に入学。卒業後は
同大学大学院薬学研究科博士課程を修了され、国
内外で研究員として活動された後、2008年に大阪
大学大学院薬学研究科教授に就任されました。こ
の日は『遺伝子、ウイルス、iPS細胞と“くすり”』をテー
マに講演。遺伝子の基礎的な説明から、遺伝子と
ウイルスを“くすり”にする遺伝子治療、ウイルス療
法の現況、iPS細胞の医薬品開発への応用に関す
る研究動向について分かりやすくお話ししてくださ
いました。また、血液がんの治療に光明をもたら
した“CAR-T細胞療法”といった遺伝子療法の実例
解説もありました。
　終了後は、水口さんと
陸上部で同期だった孫美
穂さんから花束の贈呈が。
「阪大生の間では年の割
にイケメンだと言われてい
るそうです」という孫さん
の一言に会場から笑いが起こりました。ちなみに、
卓話からひと月も経たない11月22日、水口さんた
ちの研究グループが人の iPS細胞から小腸の一部を
育てることに成功したことが新聞で取り上げられま
した。飲み薬は小腸で吸収され、肝臓を経て全身
に行き渡ります。すなわち iPS細胞で再生した小腸
は新薬開発の際、治療効果を調べるのに大きく貢
献するそうです。
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【第二部懇親会】
　卓話終了後、六稜会館3階ホールに場所を移して
の懇親会、司会は99期の三好鉄弥さんと堀口由紀
さんが担当。そして、最年長91歳の羽間平安さん（58

期）による高らかな乾杯のご発声ととも
に開宴となりました。懇親会は新たに
同窓会会員となった130期の歓迎会で
もあります。新会員を代表し、花田毅
己さんが「素晴らしい先輩方が築いてこられた同窓会

の一員として頑張っていきたい」と挨
拶されました。若い皆さんのパワーで、
今後も同窓会を盛り上げていってい
ただくことを期待します。

〈アトラクション〉
　今回、我々 99期が掲げた企画テーマは『北野流、
変わるものと変わらないもの』。公立高校ながら独
自の路線を貫く北野高校。もちろん、時代ととも
に変わるものはあれど、戦前から連綿と受け継が
るものも数多くあります。それらを後輩たちにも伝
えていきたいという思いをテーマに込め、アトラク
ションを企画しました。
　まずは、今回の懇親会を牽引してくれた、毎日
放送で人気帯番組のチーフプロデューサーなどを
務める村田元さんの編集によるスライドショー『相
変わらずで145年』を上映。このスライドでは“春
の球技大会”“水泳大会”“体育大会”“断郊競争”な
ど北野高校でずっと変わらないものを、現在から
戦前まで、卒業アルバムの写真で遡るという手法
で紹介。各時代における十三のトピックスを挟み、
時代にマッチした音楽挿入するという演出がスライ
ドをいっそう盛り上げていました。
　スライドショーの後は歓談をはさみ、次の企画『北
野高校あるあるランキング』へ。こちらは、第一部

の総会前にあらかじ
め取らせていただい
た「北野高校で一年間
のうち一番しんどかっ
た思い出は何？」など

３問のアンケートの回答の票数を、ランキング形式
で紹介するというもの。そして、各問とも３位から
１位まで紹介した後は、アンケートに答えていただ
いた方対象の抽選会を実施。プレゼントは、北野
高校で使われているのと同じ縄跳びやラジオ体操
のＣＤ、我らが99期の有働由美子さん著「ウドウロ
ク」、手塚治虫先生のグッズなどを用意。少し遊び
心の効いた抽選会となりました。
〈お楽しみ抽選会〉
　毎年恒例のお楽しみ抽選会はまず、北新地 

「ちょいとBar 山田屋」マスターの山田功一さん提
供によるビールと高級缶詰の“ちょい飲みセット”を

２名様にプレゼント。
　次に、兵庫県の但馬を拠点に宿の集客アドバイ
ザーとして活躍する松本裕子さんが用意した“米（武
勇田）”、“但馬の海の幸セット”、“但馬牛「但馬玄」
セット”を計5名様に。当選された方は両手を挙げ
て喜ばれるなど、会場は熱気で包まれました。
〈エンディング〉
　次期幹事学年の
紹介では、100期の
方々 4名が登壇さ
れ中川博文さんが
「来年もいい総会、
懇親会を開催でき
るよう準備を進めてまいります」と意気込みを語られ
ました。
　校歌斉唱では、在校時にバンドでキーボードを

担当していた鵜飼
裕子さんが指揮を
とり、オーケストラ
部出身の川上泰隆
さんがピアノ伴奏を
担当。そして、バン
ドでボーカルを担当

していた前田裕美さんの美しい歌声にリードされ
ながら全員で歌い上げました。
　さて、こちらも毎
年恒例の応援エール。
今年は、様々な運
動部出身のメンバー
が有志となり『エー
ル戦隊！ゴオウエン
ジャー』を結成。メンバーはラグビー部出身の山田
功一さん、野球部出身の辰巳知行さん、バレーボー
ル部出身の木村直照さん、合気道部出身の太田嘉
幸さん、陸上部出身の生田研一さん。各部のユニ
フォームをまとった５名のエールに合わせ、会場の
皆さんも「フレーフレー北野」と手拍子。全員がひ
とつになったひとときでした。

　最後に野村正朗同窓
会副会長（82期）から、
懇親会へのお褒めの
言葉と、来年の幹事
100期への激励をいた 

だきました。そして、全
員で記念撮影をし無事閉会。
　来年以降も同窓会が盛大に開催されることを祈
念するとともに、改めて、同窓会事務局の皆様、諸
先輩方、当日お手伝いいただいた99期の皆様にお
礼を申し上げます。
※99期生は旧姓で表記させていただいています。
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トピックス
●第10回　北野高校中学生招待

ラグビー大会「廣瀬カップ」開催
文・山 田 功 一（99期）

写真・桝 井 貞 次（101期）

　12月9日、六稜ラガークラブ主催・第10回北野
高校中学生招待ラグビー大会「廣瀬カップ」（元日本
代表主将・廣瀬俊朗君112期 )が天然芝のマリンフー
ド豊中マルチグラウンドで行われた。
　廣瀬カップに先立って午前中は、北野高校ラグ
ビー部の練習が行われた。秋に10年ぶりに単独チー
ムで全国大会府予選に出場し価値ある1勝を挙げ
た彼らだが、3年生が引退し、1月に行われる新人
戦は10人制の部に出場する。ちょうど一年前、そ
れまで合同チームでの活動をしていた彼らが、華や
かな中学生大会が行われているグラウンドの隅で、
10人制単独チームで出場に向けて練習していたの
を思い出す。今年は去年と比べスキルもフィットネ
スもアップし、単独チームでやれたという自信もつ
いている。新人戦が楽しみだ。ちなみに、アラフォー
や私も含め50代のOBも現役部員の練習に胸を貸
した。
　午後は100人を超える中学生が集まった廣瀬カッ
プ。協会公認レフリー (1名は北野OB)を招き行わ
れた試合では、スーパー中学生の華麗なプレイ、小
さな選手の勇気あるプレイ、女子選手の活躍、あ

きらめないひたむきな姿に心打たれた。そしてみん
な礼儀正しく気持ちがいい。この中から一人でも北
野高校ラグビー部に入ってくれたら…と思うが、簡
単にはいかないものであろう。しかしながら日本で
W杯が開催される2019年も、OB会は現役ラグビー
部を全力でサポートしていく。
　なお、現役は、2019年1月開催の大阪府新人大
会(10人制の部)で準優勝となりました。おめでとう。

●ソフトボール部創部70周年の集い
山 岡 香・時 森 美 和（96期）

　平成30年11月25日秋晴れの午後、北野高校グ
ラウンドと六稜会館において「ソフトボール部創
部70周年の集い」が開催されました。久々のOG

戦には30代～ 70代の約30名が参加。鎌田先生の
懐かしいノックの後に試合が開始されました。10

年以上休部状態で不在の高校生部員に代わりクラ
ブチーム淡中フレンズのご協力で試合が進行する
につれ、参加者の顔つきが真剣になり現役時代を
彷彿させるプレイも出て、一同気持ちはすっかり
青春時代に戻って熱戦が繰り広げられました。
　懇親会には元顧問の鎌田・近森・太田先生と66

期～ 116期の総勢約80名が参加。66期の先輩方
の乾杯に始まり、懐かしい人との再会に会話も弾
み、自己紹介では入部時の勧誘やポジション決め
など数々の楽しいエピソードが披露されてソフト
部代々の仲の良さが感じられる和やかな素晴らし
いひと時となりました。
　最後にご出席の先生方にOG会より感謝の意を
込めて花束と色紙が贈呈され、現役ソフトボール
部の復活と今後もこの様な集まりが開催されるこ
とを願ってお開きとなりました。
　今回事前に部室を整理して発掘したトロフィー
と賞状は当該期の方に引き取って頂き、鎌田先生
が保管してくださっていた40余冊のスコアブッ

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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クはデータ化して記念制作のDVDに収めること
ができました。念願の記念誌も制作。この事に関
しては改めてご報告したいと思います。

●平成30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）

　2018年12月29日（土）、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、24名が参加しました。
元顧問の猿田茂先生、西川禎一先生にもご参加い
ただきました。
　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
関する喜びのご挨拶に始まり、中馬弘毅さん（67

期）と中田敏夫さん（84期）の音頭で乾杯。当日
配布の資料にはOB・OGによる76名分のメッセー
ジが記載され、昔懐かしい話は大いに盛り上がり
ました。参加者数こそは例年より少なかったです
が、67期から130期までの24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。
　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、廣瀬貞雄
さん（68期）の力強い一本締めで、全員の心が
一つになりました。その後、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。平成最後の山岳会総会を終え、
ホッとしたのもつかの間…、「来年は総会だけで
なく、山行行事の実現を！！」とリクエスト多々
いただき、次の年の企画の構想を練り始めてい
ます（笑）
　次回の六稜山岳会総会は、2019年12月29日（日）
に毎年同じの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 )の俳句仲間はイン
ターネットを通じて句会を開き俳句を楽しんでい
ます。今回は平成30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。
　8月より新たに中出伸一君が参加され、計7名
で句会を開いています。
　68期の方で当句会に参入を希望される方は、下
記の会員にお問い合わせください。

免許証返して歩く街薄暑 石井　登
露けしや君来る席の空きしまま
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明易や四十九日を終へてなほ 大橋　明
集ひ来て四人の孫の夏休み
鶯の一声も乗せバス発車 中院俊子
今年また逢へし友なり蛍の夜
蝉なくや水害受けし地域にも 中出伸一
雨上がり吹き込む風に秋らしさ

紫陽花の紫の露白の露  畑田孝子
連子窓つづく道行く白日傘
雲水の長講釈や牡丹散る 福島有恒
炎昼や静止画となる商店街 

ポケットに去年の小銭夏ズボン 邑上治兵衛
生涯の憂さ一瞬に大花火

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

2019年

スタジオアリス
女子オープン開催
4月12日（金）～14日（日）

よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部

白寿の阿部源三郎先生（50期）
　　　　　心安らかに“ようそろ．．．!!”

　北野会　奈 木 　 進（66期）

　最近の六稜同窓会の主
たるイベント、2月の大
阪城における「観梅会」、
4月の済生会中津病院前
の「北中記念碑の会」、10

月末の「同窓会総会」、毎
月の「北野会」と、その
他「トークリレー」等に
おいて、皆様すでにお気

付きの如く、同窓会の心柱として50期（99歳）の
「阿部源三郎先生」のあの張りのある　響き渡るよ
うな先生のお声に接していたと思います。しかし、
悲しきことかな　平成30年12月3日に突然旅立
たれてしまわれた ...。もう、あの懐かしいお声に
接することが出来なくなってしまった。
　船場生まれの「北中生」であり、旧制松山高校、

阪大医学部、そして海軍兵学校の軍医官として、
まるで不死身であるかの如く戦中を過ごされ、戦
後は伊藤萬と住金物産の産業医を勤められ、社会
のために尽くされてこられたが、白寿にしてこの
世を去られてしまわれた。
　平成30年11月に、阪大病院でお会いした時は、
ベッド上で静かに休んでおられ、少し眼を動かさ
れたが、往年のお元気はなかった。再度「先生 ...」
とお声をかけ、挙手の敬礼をすると、ニコッと微
笑まれて、「おっ !!　海軍や !!」と嬉しそうに挙手
の返礼をして下さいました。これがこの世での最
後のお姿であり、お声になってしまった ...。
　先生のご遺品の「鎮魂　聯合艦隊」を拝し、先
生のご心中をお察し申し上げています。
　先生、心安らかに向う岸の彼岸まで、「ようそ
ろ ...!!」※「帽を振れ ...!!」　

合掌
※操船で、取舵（とりかじ）・面舵（おもかじ）の
必要はなく、真直ぐに進めという場合の命令語
（宜候、良候）

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。

2019年　ゴルフコンペのお知らせ

第30回六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2019年5月26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：2019年9月29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
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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

日　時◎2019年1月～ 12月第3木曜日
会　場◎ライオン銀座クラシックホール
会　費◎2,500円
主　催◎東京六稜会
共　催◎牧武志＠73期

 3月20日
第195回

「歯の話アラカルト～健康は健口から～」
北垣志麻さん＠93期（歯科医師、社会福祉士）

 4月17日
第196回

「石碑が語る淀川物語」
竹林征三さん＠74期 
（富士常葉大学名誉教授・工学博士・技
術士、風土工学デザイン研究所理事長）

 5月15日
第197回

「大学の過去・現在・未来」
木谷雅人さん＠84期
（国立大学協会常務理事・事務局長）

 6月19日
第198回

「もっと幸せに生きるヒントを、
ミャンマーから学ぼう」

倭　昌輝さん＠86期
（コンサルタント（ミヤンマービジネス・投資））

 7月17日
第199回

「ワシントンのロビー活動
―米国のビジネスと政治の関係？」

山田真之さん＠72期
（元城西国際大学　客員教授）

 8月21日
第200回

「未定」
相原智彦さん＠97期

 3月 2日
第170回

「ゲリラ豪雨とともに　早期探知と危険性予測
～夢の基礎観測実験｣

中北英一さん@90期
（京都大学防災研究所教授）

 4月 6日
第171回

「映画を観て語る楽しみ」（仮）
石飛徳樹＠ 91期（朝日新聞記者）

 5月11日
第172回

「碑（いしぶみ）が語る淀川物語」
竹林征三@74期 
（富士常葉大学名誉教授・工学博士・技
術士、風土工学デザイン研究所理事長）

 6月 1日
第173回

「（演題未定）」
未定

 7月 6日
第174回

「（演題未定）」
未定

 8月 3日
第175回

「（演題未定）」
未定

※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

 2019年 3月22日 （第4金曜日）
  5月31日 （第5金曜日）
  7月19日 （第3金曜日）
  9月20日 （第3金曜日）
  11月15日 （第3金曜日）

 2019年 4月26日 （第4金曜日）
 6月28日 （第4金曜日）
 8月23日 （第4金曜日）
 10月25日 （第4金曜日）
 12月20日 （第3金曜日）

「世界名作文学と旅」 久井勲先生

○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
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Produced by 六稜同窓会FR委員会
2018年後半　FR委員会活動報告
　2018年7月～ 12月のFR委員会の活動報告です。 
　FR委員会としてのイベント開催はありませんでしたが、2019年1月のイベント企画を進めています。 
　一緒に活動していただける20代・30代の若手六稜生を募集しています！ 

東京六稜会「KITANO cafe」
　東京六稜会ではOB・OG同士の交流を深めるため、若手が中心となって「KITANO cafe」というイベント
を 定期開催しています。このイベントを昨年7月よりリニューアルしました。

■KITANO cafeとは？
　卒業生による講演と、懇親の場をご用意しています。講演には幅広い卒業生の方にご登壇いただいてお
り、FR世代である40歳未満の講師が多いのもこのイベントの特徴です。
　リニューアル後は、以下のようなテーマでご講演いただきました。（2018年12月末現在）
　　・7月：「LGBTの光と虹と影」（119期　平尾春華さん）
　　・9月：「音楽と映画を支える仕事」（111期　伊藤建介さん）
　　・11月：「コンテンツビジネス視点での地方創生」（111期　矢野晋也さん）

■仕事帰りにぷらーっと立ち寄れる魅力
　基本的に平日19時より、新宿などのアクセスのよい会場で開
催しています。「普段と違うアフターファイブを！」という思い
で始まったこの企画。講演では普段なかなか聞けないようなお
話に好奇心を刺激されたり、懇親会で久しぶりの再会を楽しん
だり、新しいつながりをつくったりと、参加者のみなさんがそ
れぞれのスタイルでこのイベントを楽しんでいます。

■11月は新しい取り組みにも挑戦
　「KITANO cafeには興味があるのだけど、平日は仕事で遅くなるからなかなか参加できない」。 そんな声
をうけて、KITANO cafeは休日の昼にも開催しています。初めての昼開催となった11月は「休日の昼下が
り、おしゃれなカフェに遊びに来ました！」というコンセプトで実施しました。昼開催は18時頃には終わ
るため、そのまま2次会へ行き、盛り上がる方もいらっしゃいました。KITANO cafeではこれからも卒業期
を越えて北野生同士が集い、楽しめる場を作っていきたいと思います。
　初めての方も、お気軽に足をお運びください。今後の開催予定は、東京六稜会のWEBページ(http://
rikuryo.or.jp/tokyo/)やFRのFacebookページでも更新していきますので、ぜひチェックしてみてください。
みなさまのご参加をお待ちしています！！

＜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！

※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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●75期第8回学年同窓会報告
中 野 雅 博・松 岡 直 子（75期）

　第 7回同窓会から 3年目の 11月 11日（日）に
今回も北野高校のグランドを望むホテル・プラ
ザオーサカの 19階の宴会場「淀の間」で開催し
た。学年同窓会は、大阪では昭和38年の卒業以
来55年で8回目である。出席者は一次会74名で
11時から受付開始、11時30分の記念写真撮影後、
12時から学年理事の中野雅博と松岡直子の司会
で始まった。総会の議題は、男女学年幹事の継
続と連絡事務の簡素化でメーリングリストの利
用が出席者一同の賛成で承認された。同期生の
動向では、今回欠席された恩師福田博造先生の
近況報告に続いて、前回以降の他界者4名と75

期英語担当で北
野高校校長を歴
任された泉悌二
先生の訃報とも
に、全員で黙と
うを捧げた。そ
していよいよ懇
親会になり、最
初に新企画でク
ラスごとに全員
が登壇して名前

のみの自己紹介を行った。「同窓会では、出席者
全員が主役」という演出が好評を博した。乾杯
の音頭は、女性活躍の時代を反映してクラス幹
事の金児和子さんにお願いし、75期生の健康と
長寿と幸せを祈念して高らかに酒盃を交わした。
そして、美味しい料理を味わいながら自由な歓
談となった。クラス毎に囲んだ各テーブルでは、
久しぶりに再会したクラスメートや友人たちと
思い出話や近況報告で盛り上がり、あっという
間に校歌斉唱となり、5番までを大きな声で歌っ
て一次会はお開きとなった。同じホテルでの 2

次会へは59名が参加した。あちこちのテーブル
で笑いと歓声の渦が広がった。午後 5時、数年
後の再会を約束しつつ、黄昏の十三の街へ流れ
ていった。

 
●74期同期会（みなわ会）報告

織 田 公 文（74期）

　今年のみなわ会は4~6組が幹事ということで織
田公文代表幹事のもと11月17日（土）に万博記念
公園で開催されました。当日は11時に万博記念
公園駅中央口に集合し、公園内を散策し、12:30

よりホテル阪急エキスポパークで織田公文幹事の

司会で総会が開かれました。まず物故者への黙祷
で始まり、芦田譲会長の挨拶および前年会計報告
が行われ、芦田会長より前年度会計の残額のうち
48,121円を六稜同窓会に寄付したいとの提案があ
り、全会一致で承認されました。その後笹川忠士
君から六稜同窓会の近況報告があり、西久保鉄郎
君から翌日の「山﨑先生を偲んで57年目のハイキ
ング」の説明があって総会終了となりました。総
会終了後加藤千恵子さんの司会で懇親会となり、
埼玉県から参加の竹林征三君の乾杯の音頭でス
タートし、旧交を暖めました。懇親会途中に東京
から駆け付けた沖見勝也君の挨拶があり、終わり
に来年の幹事7~9組を代表して北岡禧一君が挨拶
し、お開きとなりました。懇親会終了後はホテル
のバー「フォンテ」で二次会が開催され、飲み放
題のアルコールと二次会から参加した諸君もあっ
て大いに盛り上がりました。なお翌日の「山﨑先
生を偲んで57年目のハイキング」には17名が参
加者し、山の辺の道北コースを踏破しました。

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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●平成30年76期恒例同期会

奥 田 　 稔（76期）

　毎年11月の最終土曜日に開催しているこの会
も44回を超えていますが、今年は去年に引き続き、
母校の六稜会館で、午後１時から行いました。
　最初に11月13日に亡くなった岡林君を偲び、
黙とうをささげました。
　次に春秋に有志で行っている散策会について、
参加者の楽しそうな写真を見ながら、主催者の説
明を聴きました。
　今回の参加者は例年に比べて少なかったです
が、少ないのは少ないなりに、皆が和気藹々とし
て話が弾みました。そして、皆様からこの会の継
続を望む声があり、幹事一同、また頑張りたいと
決意を新たにしました。
　卒業55年を記念して、来年は1泊旅行をしたら
どうかという提案があり、それに沿って検討して
いきたいと思います。
　二次会は十三の「ジャンカラ」でカラオケをし
ました。ここでは普段見る事の出来ない皆様の一
面を垣間見ることができ、本当に楽しい時間を過
ごす事ができました。
　来年も11月の最終土曜日に趣向を変えて行い
ますので、ぜひ参加してくださいますようお願い
いたします。
　少し遅れて診療を終えた大井君（11月10日の
トークリレーの講師、同期生は23名参加）が参加
してくれて、得意のオカリナを演奏してくれて、
彼のキャッチフレーズである「やさしさは見えな
い薬」をまさに実践してくれました。

●80期 50周年記念同期会 報告
伊 藤 園 子（80期）

　10月20日（土曜日）、50周年を記念する同期会
が、北野高校同窓会館で、催されました。前夜に

降った雨も上がり、秋晴れの中、122名の参加者
でにぎわいました。近畿以遠からの参加者は、35

名に上り、一番遠くはカナダから駆けつけてくれ
ました。
　先ずは、卒業後現在までに亡くなられた同級生
の名前を映しだし、黙とうを捧げました。550名
の卒業生から49名の方々が、鬼籍に入られてい
ます。ご冥福を祈るとともに、元気で同期会に参
加できた喜びを、それぞれがかみしめたことと思
います。
　上田成之助同窓会長からの開会の挨拶のあと、
恩師としてただ一人出席してくださった須原先生
に乾杯の音頭を取っていただきました。
　アトラクションは、「よさこいソーラン踊り」で
す。樋高博則団長の元、男女合わせて11名、揃
いのハッピ姿で、猛練習の勇姿 ?がにぎにぎしく
披露されました。次は、クラスごとの写真撮影や
じゃんけん大会（景品あり）などで盛り上がり、
思い出話のあれこれや現在の暮らしなど、そここ
こで話は尽きませんでした。
　あっという間に3時間。我々の青春時代の歌、「思
い出の渚」「太陽がくれた季節」「高校三年生」を
大合唱。東京からエレキギター持参で駆けつけて
くれた辻孝夫さんの迫力のある伴奏、伊川望さん
のパーカッション、大久保剛さんや東京からの美
女4人組のボーカル先導で、会場の全員が、気持
ちよく歌っていました。最後は校歌の大合唱が響
き渡りました。
　今年は高松晴美さんに加えて、古田晴敏さんの
楽しい司会も加わり、一層にぎやかになりました。
また、同期会を長年にわたって毎年行うことがで
きたのは、和田芳郎さんが幹事代表として尽力し
てくれたたまものです。プロジェクターで歌詞な
どを映し出すのは、岩淵修さんが担当してくれま
した。
　それから、「50周年記念写真誌」をお土産にい
ただきました。卒業アルバムからの抜粋写真、
過去の同期会の写真（大阪、東京とも一部名前入
り）、クラス同窓会や御殿場同窓会、ゴルフの集 

いなどの写真を集 

めて、水川秀樹さん
が編集して下さっ
た 144ページもの
大作です。一人ひと
りの「ひとこと」も
掲載されているの
で、家に帰ってから

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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じっくり見ようと、皆さん楽しみが増えた様子
でした。
　12月15日（土）には、東京の芝パークホテル
で、東京同期会が開催されます。ふるって参加し
ましょうとの呼びかけで、名残惜しさを残しなが
らお開きとなりました。

●第85期卒業45周年同窓会 報告
相 内 真 一（85期）

　平成30年11月23日、大阪市内のホテルグラン
ヴィアで開催、出席者は、藤尾先生、須原先生、
口村先生と卒業生171名（一次会出席者）でした。
先生方にはバイオリンの生演奏の中でご入場戴
き、乾杯の後、クラスごと各テーブルでの歓談と
写真撮影、恩師インタビュー、在校時の画像投影
等が前半の内容でした。
　後半の目玉企画は「サステナブルの仲間たち」
でした、「B級グルメ話 粗にして野だが卑ではな
い」「ご当地グルメで一杯いかが」「温泉大好きゆっ
たりしよう」「アートに浸れば心は豊か」「自然を
愛で、自然を歩こう」「男もすなる料理というもの」
「みんなで素敵になろうよ」「生きてる限り演奏を」
「わが国の少子化を憂える会」の9つのテーマごと
に別れて今後の活動を協議し、各グループごとに
発表をして戴きました。
　最後に恩師の先生方にブリザードフラワーを
贈呈し、一次会
を終了しました
が、二次会にも
多数の皆様が出
席されました。
　多数のご出席
があり大変盛り
上がりました。
幹事の皆様をは
じめとしてご準

備にかかわって戴きました皆様、有難うございま
した。

●89期還暦同期会
中 本 和 夫（89期）

　2018年（平成30年）9月23日（日）、梅田のホテ
ル阪急インターナショナル「紫苑の間」において
89期の還暦（60歳）を記念する同期会が開かれま
した。89期は別名「破竹（はちく）の会」と呼んで
います。北は北海道から南は沖縄まで全国に散ら
ばった170名の60歳になる紳士・淑女が集まり合
計10,200歳の大宴会となりました。
　同期会はこれまでに2012年（54歳）、2015年（57

歳）と3年毎に開かれ、毎回100名以上の出席者
で盛り上がっていましたが、今回は還暦という人
生の節目でもあり更に大勢の懐かしい仲間が集ま
りました。
　進行役は還暦らしく赤い蝶ネクタイでビシッと
決めた梅本君と落ち着いた和服姿で淑やかに決め
た小西さんの御両人です。
　最初に亡くなられた同期の仲間への黙祷がしめ
やかに行われ、幹事クラス（2組）の高木君の開会
の挨拶、住吉君の乾杯で会が始まりました。最初
はクラス毎に定められたテーブルに着席し少し緊
張した雰囲気でしたが、ビュッフェの料理が始ま
るのをきっかけに方々で同窓会の常連を中心に話
の輪が出来上がり、大宴会場が和やかな空間に変
わりました。
　幹事会で見慣れた顔や何十年ぶりの顔が入り乱
れ、話の内容は様々です。失敗談、成功談、孫の
自慢話、親の介護の話など、卒業後40年近く過ご
したそれぞれの大人の年月は各人の人生観にすり
込まれ深い味わいを醸し出していました。恒例のク
ラス写真撮影の他は特に出し物のない歓談中心の
パーティーでしたが、あっという間に3時間が過ぎ
ていました。60歳という年齢を忘れ十代にタイム
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スリップした夢のような時間でした。
　その時突如眠りを覚ます緊張が走ります。次回
の幹事クラスの抽選です。プロ野球のドラフト会
議の様に赤い箱の中から各クラスの代表がボール
を抽出します。1組が次回の幹事です。2020年の
東京オリンピックの年に62歳で再会することに
なりました。最後に北野高校の校歌（1~5番）を
高らかに斉唱しお開きとなりました。
　二次会は同ホテルの「瑞鳥の間」で行いました。
140名程集まっていましたが気持ちよく酔ってい
ましたので詳細はよく覚えていません。こちらも
最後に89期定番の中島みゆきの『時代』を合唱し
お開きとなりました。

●101期同期会開催しました！
伊 藤 道 栄（旧姓志田）（101期）

　平成30年11月23日（祝）に学年全体の同期会
が開催されました。前回（「卒業25年目記念」）の
開催から早くも5年が経ってしま
いました。参加者は約120名。北
は北海道から南は沖縄まで全国各
地から集まりました。今回は多く
の同級生が「年女年男」となる年
で、「私は来年トシオンナ～」と
僅か数か月の若さを自慢する御仁
もおられましたが、皆いい感じに
年を重ね脂ののった紳士淑女の会
となりました。
　会が始まるとまず学年理事から年会費納入のお
願いと2年後に控えている総会及び懇親会の幹事
仕事についての案内がありました。なかなかぬか
りありません。その後の歓談では3年次のクラス
に別れ、それぞれのテーブルを囲みました。男子
は理系、女子は文系、同じ教室で受けた授業は英
語だけ、という「七夕」クラスでは、合コン男女よ

ろしく初々しい挨拶を交わし、学生時代のわずか
な共通話題を必死に探しながらも、今後の交流を
深めるべく、LINEグループを作成しておりました。
一昔前ならメアド交換といったところでしょうか。
また新たな絆が生まれる場を提供できた事は、幹
事冥利につきるというものです。
　二次会は立食会場に場所を移しました。ここで
も特別な企画はありませんでしたが、
　皆そこここに懐かしい顔を見つけては、昔話に
花を咲かせていました。
　次は2年後の大阪・東京それぞれの「総会」の
日に合わせて、総会・懇親会終了後に101期同期
会開催を予定しています。また多くの方にお会い
できることを、楽しみにしています。

●第4回六稜115期同窓会開催
学年理事・第4回115期同窓会幹事

髙 木 祐 介（115期）

　2018年12月30日（日）、ホテルプラザオーサ
カにて六稜115期同窓会を開催しました。4年毎
に開催される本会は、今回で第4回になりました。
LINEやFacebook、前回登録時のメールアドレス
等を駆使し、172名からの出欠登録があり、当日
参加者は69名でした。
　学年理事（兼幹事）の私と糸川真実さんから、同

窓会開催の喜びとホッとする会にしたい
思いをお伝えした後、笑顔が眩しい印藤
恵さんに元気で明るい乾杯の音頭をとっ
ていただき、大盛り上がりのスタート！
高校生の時のような食欲はなくなりまし
たが、代わりに話すネタは恐ろしいくら
いありました（笑）。時間が経つにつれて、
高校時代はお互いに関わりが少なかった
参加者同士も気軽に話し合える場とな
り、何百人いるんや！？っと思いたくな
るくらいの大盛況でした。また、当日配



21RIKURYO KAIHO, Journal of the RIKURYO Alumni Association of Kitano High School-No.72(Mar.1,2019)

布のメッセージ集
には、事前に集め
られた 47名分の
メッセージが記載
され、参加できな
かった友人たちの
近況を知り、次に
会えることへの期
待に胸を膨らませ
ました。私たちは、
勉強（数学）に、部活動に、恋愛に…、高校時代は、
なにかと忙しかったわけですが、今思えば、少な
い時間の中で凝縮されていました。歳をとると「休
憩」が必要になります…よね（笑）。とりわけ、心の
「休憩」は、ホッとする思い、ワクワクする気持ち
にみられます。その気持ちは、気心の知れた友と
の語らいや時間経過を感じさせる現況を聞いた後、
おとずれるものだと思います。
　会の途中で、幹事の杉田峻介さんから会計報告、
さらに、2次会開催への熱い思いも語っていただき
ました。そして、デザートを食べるのも忘れるくら
い、とにかく、皆で歓談を楽しみました。そのため、
「閉会のことば」は当初の20時から20時20分に変
更しました。幹事の安藤裕二さんの力強いお言葉「4

年後、同窓会は必ず行われます！！」で閉会を宣言
した後、校歌斉唱（ほとんど歓談時間に…笑）と記
念撮影を行い、フランスからはるばる本会のため
に帰国してくれた富永直さんの刺激あふれる音頭
で一本締め。その後、幹事で急遽手配した十三駅
付近のお店で2次会を開催し、30名以上が参加！1

次会と同じような盛り上がりをみせました。
　次回の115期同窓会は、2022年12月30日（金）
に今回と同じくホテルプラザオーサカ19階の「淀
の間」で行います。美味しい食事と綺麗な夜景を
眺めながら、かけがえのない友人たちとともに、
今と昔とこれからの話を楽しみましょう！この同
窓会が115期の皆さんの「帰る場所」であり、そ
して、これまでを省み、新たな展開へと変えるきっ
かけになれば、と願っております。

●平成最後の同期会
北 條 智 剛（127期）

　昨年末に我々 127期は同期会を開催しました。
今回は約200名もの同志、4名の先生方が集まり
ました。六稜会館を貸し切り、立食形式の下、沢
山の仲間達と高校3年間の思い出や近況報告など

をし合いました。高校卒業から約4年が経ち、大
きく変わった方もいれば全く変わっていない方も
おり、話は全く尽きませんでした。有志によるダ
ンス、漫才の出し物、さらにはビンゴ大会によっ
て大盛況のまま同期会は終了しました。何事もな
いまま無事に終了したかと思いきや、１つのハプ
ニングが起きました。注文したケータリングの代
金18万円を間違えてゴミと一緒に業者に出して
しまったのです。幹事一同冷や汗を流しました。
ゴミの回収を終えて帰ろうとする業者の車を急い
で止め、途方にくれながら大量のゴミ袋を漁りま
した。しかし、この時周りにいた何人もの方達が
「手伝うで！」と助けを差しのべてくれたお陰でな
んとか発見に成功しました。幹事でないのに、手
が汚れることを厭わず必死のパッチで手伝ってく
れた優しさに大変感動しました。ありがとう。
　現役で大学に進学された諸氏は今年から社会人
になるので、今後一堂に会することは難しくなって
しまうかもしれません。そう考えるとすこし寂しさ
を覚えます。しかし、これからも定期的に同期会を
開催しようと我々幹事は考えています。今回参加で
きなかった同志も次回以降是非参加してください。
　最後になりますが、出口先生はじめ、今回お集ま
り頂いた先生方、127期の皆さん、年末のお忙しい
中お集まり頂き本当にありがとうございました。

同期会予告
●67期（昭和30年卒）同期会
日　時：2019年6月6日（木）12時　開宴

　　（その15分前に記念撮影あり）
場　所：ホテル・プラザオーサカ19Ｆ「淀の間」
　　　　二次会　同「リビエール」
　　　　大阪市淀川区新北野1丁目9番15号
　　　　TEL　06-6303-1038
　おそらく全体での同期会はこれが最後になると
思います。その後の事は皆様との忌憚のない意見
交換をして決めたいと思っておりますので是非
奮ってご参加下さいませ。　　池田正澄・日髙穂 
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■クラブだより

《文化部》
文藝部
文藝部は自由な雰囲気が魅力の部活で
す。今年度は1年生2名、3年生5名に加え、
部外の寄稿者の協力も借りて活動してい
ます。兼部率が高いため部室に部員全員
で集まれる日は少ないですが、発行日前
には連携して作業を行っています。
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
・10月：『幻　秋号』
・12月：茨木、北野高校文藝部に
　　　　よる合同誌『夢幻』
今後の発刊予定は、
『幻　冬号』
『幻　新入生歓迎号』
となっています。
ESS部
現在、2年生 5人、1年生 10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。
活動日時は毎週火・木曜日の17時まで、
活動場所はLL教室です。週二で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、普段の活動は洋楽の鑑
賞、ゲーム、フリートーク、ディベート
など様々です。
季節行事ごとには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、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。
ネイティブの先生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
せるようになったり、リスニング力が
アップしたりします！
物理研究部
物理研究部は、現在一年生8人、二年生
6人で活動しています。今年度は新しい
パソコン一台を迎え、
・C♯・Java Scriptなどを用いたゲーム開発
・Metasequoia・Blenderによる 3Dモデ
リング

・C言語でのOS開発
などの活動を、各々自由に行っています。
現在、一年生チームがUnityインターハ
イへ向けて努力しています。また、六稜
祭では、自作の音ゲーの展示などを行い
ました。
化学研究部
化学研究部は2年生　3人で火、金曜日
に活動しております。信号反応に関する
実験などをしています。そして、毎年6
月に六稜祭で実験を披露しています。
生物研究部
現在、生物研究部は1人で、不定期に活

動しています。 主に生物学に関わる実
験を行っています。今年は納豆菌の培養
や、プラナリアの観察を行いました。
地学研究部
地学研究部は1年生37人　2年生34人
で、月に1,2回ほど屋上の天文台で観測
会を行っています。観測は日が落ちてか
ら行うのでほとんどの部員が兼部してい
ます。今年はあまり天候に恵まれなかっ
たため、活動回数は比較的少なくなって
しまいましたが、月面Xが見られたりと、
活動内容は充実していました。
美術部
私たち美術部は、現在、2年生4名、1
年生2名の計6人で活動しています。主
に火曜日と金曜日に活動していますが、
他の日にも17時までなら活動してもよ
いので自由に制作に取り組むことができ
ます。展覧会に向けての作品制作（主に
油絵）、部誌の発行・配布、六稜祭や体
育大会のプログラム表紙・看板作成、デッ
サン、デザイン画などさまざまなことに
楽しく取り組んでいます。
■2018年活動内容
 2月　ブロック展出品（現3年2名、2

年2名）
3、4月　六稜祭の準備（看板作成、部誌

発行）、新入生歓迎
 6月　六稜祭での物品販売・作品展示
 8月　高校展出品（2年3名、1年1名）

奨励賞1名
 10月　体育大会看板作成
 12月　文芸祭部誌発行
コーラス部
コーラス部は2019年1月現在、男子5
人女子7人の計12人で、音楽室横の小
部屋で主に平日の朝と昼に活動していま
す。
OBさんやOGさんにご指導頂けるので、
楽しさだけでなく上達していくのを感じ
ることもできます。合唱曲、季節の歌、
J popなど幅広い曲を練習しています。
■2018年
 1月　第17回ヴォーカルアンサンブル

コンテスト<銅賞>
 6月　六稜祭
 8月　第9回稜声会合唱団演奏会
11月　第一ブロック音楽祭
12月　文藝祭　有志部門
オーケストラ部
基本的に、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。
（2018/4/22より移転しました。ご注意く
ださい。）
■2018年度
●第72回定期演奏会
　日時：2019年5月4日（土）
　場所：箕面市立メイプルホール
　　　　（入場無料）

　曲目：ロッシーニ
「アルジェのイタリア女」序曲、
フォーレ「ペレアスとメリザン
ド」組曲、シューベルト「交響
曲第2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13名（女：9、男：4）
　・1年12名（女：10、男：2）
●2018年度の主な活動報告
　 5月 6日　第71回定期演奏会
　 6月10日　Grazie Concert（六稜祭）
　 7月20日　フェアウェル・パーティー

で演奏
　 8月11日～ 14日　合宿
　10月19日　体育大会で演奏
　11月11日　第一ブロック音楽祭
　12月21日　文芸祭
2月3日大阪府高等学校芸術文化祭
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
2019年1月現在、1年生14名、2年生23
名の計37名で活動しています。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。私たち
が楽しんで演奏するだけでなく、お客様
にも楽しんでいただけるように日々練習
しています。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
更新しておりますので、ぜひ『北野ブラ
ス』で検索してみてください！
■2018年
 3月29日　レインボーコンサート

（ホテルプラザオーサカ）
 5月 4日　第21回定期演奏会
（池田市民文化会館アゼリアホール）

 6月10日　第20回六稜祭
（本校多目的ホール）

 7月14日～ 7月16日　合宿　（岡山）
 7月23日　第57回大阪府吹奏楽コン

クール北地区大会
【金賞・代表】
（大東市立総合文化セン
ターサーティーホール）

 8月 5日　サマーコンサート
（本校多目的ホール）

 8月11日　第57回大阪府吹奏楽コン
クール大阪府大会
【銀賞】
（大阪国際会議場）

10月 8日　PTA総会
（本校多目的ホール）

10月13日　淀川警察防犯大会
（淀川区民センター）

10月19日　体育大会
（本校グラウンド）

10月28日　六稜同窓会総会
（本校多目的ホール）

母校の窓
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11月 3日　オオサカン秋の音楽会
（服部緑地野外音楽堂）

11月11日　第36回第一ブロック音楽会
（池田市民文化会館アゼリ
アホール）

11月18日　第15回音の大収穫祭
（本校多目的ホール）

12月21日　第20回文化芸術祭
（豊中市立文化芸術センター）

12月23日　第44回大阪府アンサンブル
コンテスト　
打楽器5重奏　【銀賞】
（八尾市文化会館プリズム
ホール）

書道部
私たち書道部は、現在2年生3人です。
作品展への出品に向けて、週一回程度
アットホームな雰囲気で活動していま
す。六稜祭では「挑戦」をテーマに書道
パフォーマンスを披露しました。文芸祭
では個人作品を展示させていただきまし
た。
写真部
現在活動休止中です。
演劇部
現在は2年生3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。
2018年度は、
・4月　新入生歓迎公演
・6月　六稜祭公演
の2回の公演を行いました。
文芸祭では、ダンス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。
放送部
現在、男子2人、女子10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、週に一度ほど昼休みに集まり、発声
などの練習をしています。
■2018年
 6月　六稜祭（司会）
 9月　水泳大会（アナウンス）
10月　体育大会（アナウンス・実況）
11月　オータムコンサート（司会）
12月　文化芸術祭（司会進行）
映画研究部
映画研究部は、3年生4人で活動しまし
た。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。
＜今年鑑賞した映画作品一覧＞
「祝福の海」
囲碁将棋部
現在、囲碁将棋部は主に1年女子1名、
2年男子1名の計2名で活動しています。
活動場所は2階LAN教室、火水木の週三
日が活動日です。外部からお招きしてい
る講師の方に囲碁将棋双方を教わって
おり、どちらも他人へ教えられるように

なることを目標としています。
■2018年
・第38回大阪府高校芸術文化祭囲碁部
門個人戦　Cリーグ　優勝

・第36回大阪府高校囲碁新人大会個人
戦　Bリーグ　優勝　Dリーグ出場

ダンス部
2018年1月現在、2年生15人、1年生8
人の合計23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。
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 !
応援よろしくお願いします !
■2018年
 6月　六稜祭
 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　

 9月　校内中庭　発表
10月　学校説明会　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
■2019年　
 1月　ダンスコンペティション　出場

淀川区成人祭　出演
 2月　第14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
ジャズ・フォークソング部
私たちジャズ・フォークソング部は、1
年生8人、2年生6人の計14人で活動し
ています。
ジャズでは「Take Five」「Moanin’」「Perdido」
「The Pink Panther Theme」など、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。
昨年の4月から、世界ツアーなども行って
いるプロのベーシスト、蓑輪裕之先生か
らすばらしいご指導をいただいています。
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
会から部に昇格して5年の新設の部活で
す。活動の規模を広げるとともに、より
よい演奏のために日々鍛錬を重ねていき
ます！
■2018年
 5月　高槻ジャズストリート
 6月　六稜祭
11月　第一ブロック音楽会
12月　文化芸術祭
 1月　高槻スクールジャズコンテスト
 4月　新入生歓迎コンサート
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23人、1年15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。
毎週火・水・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。

■2018年
 3月　QuarK 43rd　準決勝進出

QuarK 44th　決勝進出
 6月　QuarK 46th　準決勝進出
 7月　QuarK 47th　主催

QuarK 48th　決勝進出
 8月　高校生オープン　準決勝進出
茶道部
今年度から部に昇格しました。現在部員
8名で、毎週水曜日に楽しく活動してい
ます。月に一度、外部から茶道の先生に
来ていただいて、丁寧に教えていただい
ています。大きな活動としては、六稜祭
でのお茶会の開催、ケントからの留学生
のおもてなし、夏の学生茶会への参加、
芸文連茶道部会第10回講習会への参加
がありました。

《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18名、一年女子7名、二年男子24名、
二年女子11名、マネージャー 3名の総
勢63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。
◎ IH大阪大会
　男子：12種目22名
　女子：9種目17名
◎ IH近畿大会
　男子：砲丸投、200ｍ、800ｍ
　　　　（全体6位）
◎ IH全国大会
　男子：800m
◎大阪ユース
　男子：23種目24名
　女子：17種目13名
◎近畿ユース
　男子：3種目2名

1年砲丸投（全体１位）、１年ハンマー
投（全体１位）、2年800ｍ

◎日本ユース
男子：U18　砲丸投、U18　ハンマー投

◎国体
　男子：少年B　砲丸投（優勝）
◎大阪駅伝
　男子：11位　女子：12位
水泳部
水泳部は現在、1年生18人、2年生17人
の35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！
■2018年活動実績
◎大阪府選手権（6月）
　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）
　門真スポーツセンター
　32名（標準記録突破者）　出場
　男子400ｍ　フリーリレー 27位
　男子400ｍ　メドレーリレー 17位
　男子800ｍ　フリーリレー 21位
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　女子400ｍ　フリーリレー 44位
　女子400ｍ　メドレーリレー 52位
　女子800ｍ　フリーリレー 34位
◎高校対校選手権（8月）　
　門真スポーツセンター　出場者多数
　男子400ｍ　フリーリレー 29位
　男子400ｍ　メドレーリレー 29位
　女子400ｍ　フリーリレー 48位
　女子400ｍ　メドレーリレー 46位
◎新人大会（9月）　
　大阪プール　出場者多数
　男子400ｍ　フリーリレー 21位 
　男子400ｍ　メドレーリレー

　B決勝8位
　女子400ｍ　フリーリレー 40位
　女子400ｍ　メドレーリレー 42位
◎近畿新人大会（10月）
　スイムピア奈良　出場者6名
　男子100ｍ　自由形 50位
　男子400ｍ　フリーリレー 73位
器械体操部
現在2年生男子4人、1年生男子1人女
子3人で楽しく活動しています。男子は
全員初心者で、女子は2人経験者がいま
す。OB・OGさんたちが教えに来てく
ださるので、さまざまな新しい技に挑戦
できています。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。
■2018年
 5月　春季大会

3部　種目別跳馬　3位
11月　堺選手権大会

初級　種目別跳馬　2位
柔道部
私たちは2年2人、1年2人の計4人で、
月曜から金曜日の放課後と土曜日に、体
育館一階の柔道場で練習しています。
北野柔道部では試合の勝ち負けより、技
を磨くことに重点を置き、基礎を大切に
日々練習しています。書き出せるような
大会成績はありませんが、大会では少し
でも柔道らしい柔道ができるよう心がけ
ています。
こうして日々練習に精進できるのも、大
会に出場できるのも、顧問の先生方や
OBの皆様の温かいご支援のおかげです。
感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑
張っていく所存です。
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稽古に
取り組んでいます顧問やOB,OGの方々
の暑いご指導により、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、後輩の仲はとてもいいで
す。
■2018年
＜全国総体予選（6月）＞
　男子団体：ベスト8
＜第56回近畿高等学校剣道大会出場＞
＜秋季大会＞
　男子団体：ベスト８
その他にもさまざまな大会で活躍してい
ます。
合氣道部
1年10名、2年19名の計29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。現在、1年生は長年受け継が
れてきた演武を発表する6月の六稜祭に
向けて、2年生は1年生に演武を教え、
また昇段試験に向けて、日々稽古に励ん
でいます。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
手前高校や北千里高校、春日丘高校、四
条畷高校、英真学園高校とは合同稽古や
部員同士の交流も盛んです。
さらに今年は夏季休業中にハチ高原に
て、6校との合同合宿も行いました。ま
た吹田の洗心館や豊中武道館ひびきに
て行われた合同稽古や演武大会にも参
加させて頂いております。
また、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。
硬式野球部
僕たち野球部は、2年生18人、1年生8人、
マネージャー 3人の計29人で活動して
います。
僕たちは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
をしている姿を一日でも長くお見せ出来
るよう、29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、暖かい御支援・御
声援を宜しくお願いします。
■2018年
＜春季大会＞
　1回戦　花園○　　15－11
　2回戦　大阪市立×　6－3
＜夏季大会＞
　1回戦　北摂つばさ×　1－3
＜秋季大会＞　
　1回戦　興国×　0－2
＜学区大会＞
　渋谷○　5－3　千里○　11－1
　大教大池田○　18-0
　準々決勝　北摂つばさ○　4－0
　準決勝　山田○　6－5
　決勝　春日丘○　8－4
サッカー部
現在、サッカー部は、2年生24人、1年
生18人、マネージャー 2人の計44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。
■2018年
＜春季大会＞
　2回戦　東淀川○　　2－0
　3回戦　賢明学院×　0－2
＜定期戦＞
　天王寺△　1－1
　膳所○　　2－0
＜秋季大会＞
　2回戦　牧野×　0－2

ラグビー部
私達ラグビー部は、1年生10人 、2年
生 7人で週に 6回程練習しています。
今季、10年ぶりに単独チームとして、

全国大会予選に出場することができま
した！
 9月　第98回全国高校ラグビーフット

ボール大会大阪府予選
北野31－5合同 J○
北野0－59都島工●

10月　天王寺高校定期戦
北野17－65天王寺●

男子バレーボール部
男子バレーボール部は、2年生12人、1
年生6人、マネージャー 2人の計20人
で活動しています。平日は短い時間の中
で集中して効率よく練習し、休日は時間
があるからこそ普段できない練習をした
り、普段の練習を時間をかけて丁寧にし
ています。
■2018年
<部別>　2部2位
<公立校大会>　ベスト16
女子バレーボール部
こんにちは！
女子バレーボール部です。
私たちは二年6人一年生8人で、週六日
体育館二階で活動しています。
秋の部別大会では、惜しくも3部に上が
ることはできませんでしたが、今は気持
ちを切り替えて、15日の公立校大会に
向けて全員で頑張っています。
1月20日には新人戦二次予選もあるの
で、練習は厳しいですが勝ち上がってい
きたいです。
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2人、1
年9人、マネージャー 1人の12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。
■2018年
◎インハイ予選　一次
　1回戦　○豊中
　2回戦　○香里丘
　3回戦　○東海大大阪仰星
　4回戦　●大阪電気通信大学
◎大阪選手権地区予選
　1回戦　○吹田東
　2回戦　●関福大金光藤蔭
◎北地区公立校大会・予選リーグ
　●大冠
　○箕面東
　○渋谷
　●茨木
　●桜塚
女子バスケットボール部
現在、女子バスケットボール部は、2年
生3人、1年生8人（マネージャーを含む）
の計11人で活動しています。 大阪ベス
ト32を目標に、学年関係なくみんなで、
日々練習しています。
＜大阪総体地区予選＞
　１回戦　三島●　58－79
＜北地区公立校大会＞
　大冠○　58－39
　北淀・淀川清流・箕面東○　81－23
　千里●　51－76
　柴島○　61－49
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男子ハンドボール部
現在、男子ハンドボール部は、2年生13人、
1年生15人、マネージャー 1人の計29
人で活動しています。 練習は部員自身
で練習内容や目標を考えて取り組んでい
ます。また、経験豊かな先生方やOBさ
んに練習をみてもらっています。昨年の
先輩と同じく中央大会進出、ひいては近
畿大会に出場できるように頑張ります。
■2018年
＜春季大会＞
　準々決勝　vs千里青雲　17－23●
＜秋季総合大会＞
　一回戦　vs芥川　19－23●
＜新人大会＞
　予選リーグ　vs淀川工科　18－4○
　　　　　　　vs千里　　　9－20●
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8人（マネージャー 1人）1年生
9人（マネージャー 2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、日々
練習に励んでいます。応援よろしくお願
いします !
■2018年度
・春季大会
　vs刀根山高校　　　11－10○
　vs桜塚高校　　　　25－10●
・秋季大会
　vs大商大堺高校　　　2－44●
・新人大会
　vs大阪成蹊女子高校　5－19●
　vs箕面自由学園高校　9－19●
男子テニス部
男子テニス部は現在、二年生20人、一
年生13人の計33人で週6日活動してい
ます。OBの方々、日頃のご支援ありが
とうございます。今年度初めに立てた目
標には一歩届きませんでしたが、チーム
一丸となって挑むことができました。こ
れからも精一杯努力しますので応援よろ
しくお願いします。
 6月　◎春季赤坂杯

シングルス　3位（1名）ベスト
8（1名）ベスト16（1名）

 7月　◎大阪高校サマーテニストー 
　ナメント
シングルス　ベスト32（1名）
本戦出場（2名）
ダブルス　本戦出場（1組）

 8月　◎大阪高校総体テニス大会
シングルス　ベスト32（1名）

 9月　◎大阪高校秋季テニス大会
団体の部
一部　本戦出場
二部　ベスト16

10月　◎大阪公立団体
ベスト8

11月　◎大阪公立個人
シングルス　ベスト16（1名）
本戦出場（1名）

女子テニス部
女子テニス部は現在、2年生6人、1年
生5人で活動しています。毎日の練習の
最後にはミーティングを行い、一人一人
が上達するためにやるべきことを考えな

がら、また互いにアドバイスしながら、
練習に取り組んでいます。
◎春季赤坂杯（単）　本戦3位1人
◎サマートーナメント（単）
　本戦出場1人
◎夏季総体（単）　本戦出場1人
◎公立個人（単）　本戦出場 2人

卓球部
卓球部は男子20人・女子3人で活動し
ています。ノークラブデーの水曜日を除
く週6日、剣道場とセミナーハウスで活
動しています。平成30年度からコーチ
が見に来てくださるようになり、よりレ
ベルの高い練習をできるようになりまし
た。
毎年夏休みには高野山で合宿を行って
おりOB・OGさん方とのかかわりも深
いです。
◎全国選抜予選
　女子シングルス　ベスト8
◎北摂大会
　男子シングルス　ベスト8　2人
　　　　　　　　　ベスト16　3人
◎64ブロック大会
　男子シングルス　ベスト64
◎大阪高校選手権大会
　女子ダブルス　ベスト32
　男子団体　ベスト16
◎府立高校大会
　女子シングルス　準優勝
　男子シングルス　ベスト8
◎新人大会
　男子団体　13位
◎28記念選抜大会
　男子団体　5位
◎東京選手権
　男子シングルス　ベスト16
◎大阪総体
　女子　9位（近畿大会出場）
山岳部
山岳部は、2年生6人 1年生10人で月～
金曜日に河川敷等で活動しています。ま
た、月に一度近畿圏の山に登り、春、夏
休みに合宿をしています。
登山記録
 9月　京都北山にて近畿大会に出場
10月　大山（鳥取県）にて一泊二日の合宿
11月　須磨アルプス（兵庫県）にて月例

山行
12月　武奈ヶ岳（滋賀県）にて月例山行
バドミントン部
バドミントン部は現在、2年生26人+1
年生20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！！
◎第72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 ] 2回戦進出
[ダブルスⅡ部 ] 5回戦進出
[シングルⅡ部 ] 4回戦進出

女子
[団体 ]　2回戦進出
[ダブルスⅡ部 ] 4回戦進出
[シングルⅡ部 ] 5回戦進出
◎第73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
[ダブルスⅡ部 ] 4回戦進出
[シングルⅡ部 ] 3回戦進出
女子
[ダブルスⅡ部 ] 4回戦進出
[シングルⅡ部 ] 4回戦進出
百人一首同好会
私達、百人一首同好会は二年生6人、一
年生4人（男子3人、女子7人）の計10
人で、週に3回活動しています。昨年に
続き、六稜祭では競技かるたの試合の実
演を行い、たくさんの方に競技かるたの
面白さを知っていただきました。また、
多くの大会に出場し、経験を積んでいま
す。 来年度も部員一同練習に励んでい
きますので、応援よろしくお願いします。
■2018年
4.30　第15回全国競技かるた兵庫大会
D級　準優勝
 7.29　第40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　　入賞

11. 3　第7回おおつ光ルくん杯3人団体
戦B〔上の句〕　入賞

12.16　第72回全国競技かるた京都大会
D級　3位

●131期同窓会
学年理事

男　子 女　子

理事 伊藤　伶真 3-2 福田　果奈 3-6

副理事 相原　大輝 3-3 増田　夢菜 3-5

 クラス幹事
組 担任 男子 女子

1 田中 原　拓己 中村　友紀

2 本城 伊藤　伶真 鈴木　真奈

3 宝本 相原　大輝 中井　友莉

4 稲垣 森下　湧生 布引　沙利

5 津越 徳田　聡 増田　夢菜

6 福井 大塚　颯太 福田　果奈

7 若宮 岩本　涼太 府川　七海

8 吉川 直江　駿 古城　侑季



26 六稜会報 第72号（平成31年3月1日発行）

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）

68期　髙松 孝之
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事務局だより
理事会報告（平成30年9月8日）
承認事項
六稜同窓会会則の改正（教育環境整備基金の廃止
および教育環境基金の新設 )が承認された。
○総務委員会：担当期99期とともに145周年総会
の準備会を開催。
○会館催事委員会：トークリレー講師の推薦依頼。
委員会の手伝いも募集中。当日中止になった場合
の告知方法も考える。ライブ中継のテストも進行
中。
○名簿委員会：145周年名簿は発刊しないが、同期

会員の住所等の充実をお願いする。
○広報委員会：会報71号を発刊予定。特集は「十三
界隈今昔」で、学校周りのアンケートをお願いした。
72号もご協力頂きたい。システムについては見直
す。
○FR委員会：初めての同期会を早めに開催する。
委員不足であり、クラブなどの後輩（20~30代）を
紹介して欲しい。
○クラブOBOG委員会：9月30日、クラブ対抗ゴ
ルフを開催予定（実際には、台風で中止）。
○東京：毎月第三木曜に東京六稜倶楽部を開催。
WEBに当面の行事掲載。
○事務局：教育環境基金への寄付報告。基金委員
会報告。

北野「教育環境基金」へのご寄付のお願い
六稜同窓会　会長　上 田 成 之 助（80期）

　北野高等学校では、普通科・文理学科併設から
文理学科への一元化を受け、先生方も一段と生徒
たちの教育に力を入れ、生徒たちもこれに応えて
とてもよく頑張っています。校内を見ても、生徒
たちは生き生きとクラブ活動や課題研究（自主的
課題を決めての研究）に取り組み、先生方も教科
の指導研究を熱心にされています。
　これらの活動を経済面から支えているものの一
つに、SGH（スーパーグローバルハイスクール）
に対する文部科学省の公的援助がありましたが、
このSGH援助も本年で終了しますので、今後の活
動に支障を来す可能性に直面しています。特に課
題研究を支援する先生方の数と時間が足りないた
め先生方に過重労働とも言える環境を甘受してい

ただいております。これを緩和するためには、卒
業生の有志による指導援助が必要であり、同窓会
として教育環境基金を立ち上げご寄付を募って
おります。後輩たちが大きく成長して羽ばたき、 
「北野高校」が将来の日本を支える人材を生み出せ
るように、同窓生全員で応援しようではありませ
んか。

ご寄付の口座
振込口座：三菱UFJ銀行十三支店　普通預金
　　　　　口座名義　教育環境基金　笹川忠士
　　　　　口座番号　0079975

•本寄付金は、税控除の対象とはなりません。

59期 藤澤 友吉郎
65期 船曳 正人
69期 釜江 尚彦
73期 植田 伊織

 梶本 興亜
 杉之原 三廣
 牧 武志
74期 長村 みどり

77期 村上 安秀
80期 上田 成之助
85期 浦崎 なぎさ
86期 林 麗子

ご寄付頂き、ありがとうございました。北野高校の教育環境改善に役立たせて頂きます。

ご寄付　（敬称略）
58期 田村 芳之
59期 藤澤 友吉郎
60期 大西 啓隆
 櫻井 茂
 太田 元治

64期 匿名希望
66期 桑畑 茂文
68期 塚本 皓一
 中村 雅江
69期 黒岩 正幸
73期 奥村 康
 高橋 敏行

 牧 武志
74期 笹川 忠士
 みなわ会
75期 木村 恵美子
77期 太田 省三
78期 山本 圭子
81期 村上 雅章

83期 栗尾 尚孝
85期 白川 雅一
92期 徳岡 浩二
 水野 文子
99期 田川 晋史
大阪歯科大学六稜会

ご寄付頂き、ありがとうございました。
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お悔やみ
　平成30年6月～平成30年12月15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
46期 岡本 睦範 平成29年10月31日
50期 阿部 源三郎 平成30年12月3日
 永田 幸令 平成30年3月17日
51期 蒲原 義夫 平成30年7月
 田坂 茂 平成29年
 本郷 康基 平成30年3月2日
52期 江幡 敏夫 平成30年6月30日
 米山 三男 平成29年11月3日
53期 中野 藤生 平成21年8月12日
 乘光 博 平成30年7月2日
54期 大石 敬 平成29年10月11日
55期 桝田 果知郎 平成30年2月
56期 奥 信夫 平成30年5月29日
 笹岡 健三 平成29年12月28日
 羽田 良顯 平成30年8月2日
 原 亨 平成29年1月6日
 山本 博司 平成29年3月
57期 寺澤 正史 平成29年9月15日
58期 北田 生男 平成30年4月13日
 橋本 修 平成30年8月18日
59期 岡原 進 平成30年11月21日
 小林 淳一 平成30年9月1日
 松下 昭三郎 平成30年4月19日
60期 相田 茂 平成30年7月18日
 井上 喬之 平成30年8月24日
 生島 幹三 平成30年1月9日
 大北 芳郎 平成30年8月12日
 竹川 俊治 平成29年8月21日
 山田 文一 平成30年9月28日
 渡辺 祐吉 平成29年10月30日
61期 磯田 光彦 平成30年10月29日
 幸田 好順 平成30年1月
 田中 泰一 平成30年3月2日
 成瀬 久則 平成29年9月11日
 細川 令貴 平成30年8月2日
 松本 靖史 平成30年7月27日
62期 可兒 瑞夫 平成30年7月13日
 佐藤 㓛　 平成30年10月2日
 戸川 啓 平成30年2月19日
 仁後 圭助 平成30年6月14日
63期 島田 幸和 平成30年10月26日
 高橋 哲郎 平成30年10月17日
 武智 弘 平成30年2月16日
 坂井 靖司 平成28年6月21日
64期 曽根 亮一 平成30年7月22日
 松本 一三 平成30年10月7日
 宮本 孝祐 平成30年12月7日

 山家 健一 平成30年5月2日
 山口 敏 平成30年10月4日
 笹岡 保宏 平成29年12月18日
 中田 芳男 平成28年2月22日
65期 浅田 敏雄 平成30年
 小川 眞也 平成30年9月27日
 小林 隆 平成30年9月26日
 中村 徹 平成30年11月9日
 日昔 吉武 平成30年6月14日
 松本 淳一郎 平成30年12月1日
 丸本 池鶴 平成30年5月5日
66期 秋山 修一郎 平成29年10月10日
 白羽 誠 平成30年8月30日
 本岡 孝雄 平成29年1月18日
67期 宮副 隆好 平成30年5月9日
 森田 昭良 平成30年8月18日
 北浦 琴 平成30年8月
68期 下井 敏通 平成30年10月15日
 白川 吉一 平成30年7月23日
 高谷 安英 平成30年4月11日
 黒澤 安佐子 平成30年6月12日
 中村 雅江 平成30年4月4日
69期 坂野 勝 平成30年1月29日
 三宅 進 平成30年5月17日
 若林 博和 平成30年8月30日
 西井 淑子 平成30年5月4日
70期 岸本 斎 平成28年10月30日
71期 髙木 卓 平成30年6月2日
 林 三樹雄 平成30年6月3日
72期 芦田 淳 平成28年10月22日
 閑念 利政 平成30年8月8日
 増井 則夫 平成29年2月2日
 山本 博之 平成29年1月14日
 石津 寿万子 平成30年1月10日
 吉住 和子 平成29年11月
73期 厚見 安宏 平成30年6月4日
 佐近 康紀 平成28年12月10日
 寺西 賢二 平成30年6月
74期 市原 晃 平成30年5月26日
75期 楠 哲治 平成28年11月27日
 木村 恵美子 平成30年9月1日
76期 尾上 雄三 平成29年5月12日
77期 杉本 欣也 平成30年3月14日
80期 磯部 茂樹 平成30年7月2日
 小笹 充夫 平成30年6月14日
 築山 富男 平成29年12月3日
 黒田 多美子 平成30年7月18日
81期 傍島 雄三 平成30年4月7日
83期 山本 正芳 平成22年
84期 加藤 秀夫 平成25年
85期 星野 宗弘 平成23年1月14日
88期 森田 恵子 平成30年9月4日
94期 上村 伸一 平成28年
 野中 心 平成30年6月4日103期

71号掲載の76期尾上雄三様のご他界日を訂正させて頂きました。
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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。

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。
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