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会長就任のご挨拶　
六稜同窓会　会長　野 村 正 朗（82期）

　「令和」という元号に改まり、六稜同窓会も新し
い時代を新しい体制で行ってほしいという上田成
之助会長の命を受け、このたび会長という大役を
仰せつかりました。若輩ではありますが、六稜同
窓会の発展のため尽力して参りますので、3万名の
会員の皆さま、どうかよろしくお願い致します。
　同窓会に関係させていただくことになった切っ掛
けは、副会長就任時にお話ししましたが、平成15年、
私がりそな銀行社長の時、多額の公的資金を受けた
ことに始まります。お陰様で、国民の皆さまのご支
援により再生することが出来たわけですが、その過
程でお取引先には優先株式の早期償還や保有株式
の売却など多大なご迷惑をおかけいたしました。お
取引先から取引解消の申し出もありうるわけですが、
当時「北野」の先輩方が関西財界の重鎮をなされ、
駆け出し社長の私に対し、「仕方ないね。取引を続
けるから頑張れよ」と本当に温かいお言葉を頂戴し
たことは忘れられません。感謝の思いで一杯でした。
　この時に皆さま方に「生かされている」というこ
とを痛感いたしました。いつかお返ししなければと
思い、銀行を離れてからは、頼まれ事は出来る限
り引き受けて参りました。そして5年前に山本雅弘
名誉顧問からお声がけいただき、上田会長のご指
導を得ながら今日に至っております。
　上田会長は、同窓会の継続、発展のためには、
何をおいても「財政基盤の確立」が急務であるとこ
の問題に取り組まれました。同窓会の一般会計収
支は赤字が続いていましたが、4年前から黒字を確
保していただいております。六稜会報への広告掲
載協力の新設、寄付の増額、運営費の見直しなど
色々と知恵を出された成果です。後を引き継ぐ身と
して、感謝の念に堪えません。
　さて、今、私が思っている新会長として対処すべ
き課題を2つ挙げさせていただきます。
（1）北野高校創立150周年記念事業への取り組み
（2）六稜同窓会活動の活性化
の2点です。（1）と（2）は関連しており、（1）を通じ
て（2）の方向性が見え展開が図られるものと思って
おります。
　まず（1）についてですが、北野高校は1873年 (明
治6年 )に創立され、2023年に150周年を迎えます。

あと4年後です。このた
め学校、PTA、同窓会で、
この3月から「創立150周
年事業準備委員会」を発足させ、協議を開始した
所であります。北野の歴史と伝統にふさわしい記
念事業、記念行事にすべく、同時に同窓会としての
立ち位置を十分認識しながらその役割を果たさな
ければと思っております。
　その役割とは100周年、130周年でもなされた母
校発展への寄与そして社会公益への貢献と考えて
おります。具体的内容については現在検討中であり
ますが、記念事業には資金が不可欠です。いずれ
会員皆さま方に寄付という活動で、この事業にお
力添えをいただくことになると思いますので、ぜひ
ご協力賜りますことを今からお願い申し上げます。
　ここで心強い味方（仲間）の存在がございます。
それは東京六稜会です。太田省三会長のすばらし
いリーダーシップの下、強固な組織作りと母校への
支援強化、社会貢献への取り組みを展開されてお
られます。既に150周年事業特別委員会も設立さ
れ、六稜同窓会と連携を図りながら強力に推進す
るという表明をいただき、本当に嬉しいかぎりです。
　次に（2）についてですが、同期としての横の繋が
り、先輩・後輩としての縦の繋がり、この2つの繋
がりの活性化です。私の場合、先ほどもお話しした
ように、本当に縦の繋がりの有難さを実感してい
るがゆえ、若い後輩達にも縦の繋がりの素晴らし
さを感じていただきたいと思っております。その思
いから、特に大阪にある六稜同窓会としては若手
の方々の活性化が大切と考えます。FR委員会、ク
ラブOBOG委員会のサポートを軸に、各委員会の
活動を堅実に行っていきたく思います。
　そして現在、母校は以前にもまして、グローバル
リーダーズハイスクールとして教育改革の中でトッ
プを走り、在校生達は次代のリーダーたるべく人
間性に磨きをかけておられます。この母校、後輩
の頑張りに応えるべく、私もこの素晴らしい六稜同
窓会を次世代により良く進化させて、バトンを繋ぐ
ことができればと考えております。どうか会員の皆
さま、引き続き温かいご指導、ご鞭撻の程、よろ
しくお願い申し上げます。
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2019年度新役員
 （2019年 4月1日現在）

会 長 野村　正朗 （82期）
名誉会長 萩原　英治 （校長）
副 会 長 太田　省三 （77期）
〃  早嶋　　茂 （87期）

監 事 岩淺　俊朗 （80期）
〃  高濱　　滋 （94期）

常任理事
　総務委員長 徳岡　浩二 （92期）
　財務委員長 桑原　　豊 （77期）
　会館催事委員長 谷　　卓司 （98期）
　名簿委員長 笹川　忠士 （74期）
　広報委員長 千種　康一 （88期）
　FR委員長 上松　　誠 （112期）
　クラブOBOG委員長 坂平　秀雄 （89期）
　東京 三谷　秀史 （82期）
　学内 濵田　典子 （112期）
　事務局長 笹川　忠士 （74期）
名誉顧問 稲畑　勝雄 （56期）
〃  山本　雅弘 （71期）
〃  上田成之助 （80期）

顧 問 志甫　　溥 （66期）
〃  鎌田　俊一 （81期）

新役員ご挨拶
副会長　早 嶋 茂（87期）

　このたび副会長を拝命致しました87期の早嶋でご
ざいます。仕事柄六稜同窓会の大先輩の皆様にご
指導いただく機会があり、先輩方が同窓会の要職を
歴任されているのを横目で見て、六稜同窓会の概要
について多少は把握しておりましたが、まさかこのよ
うな日がこようとは夢にも思っておりませんでした。
　そんな六稜同窓会との関係が身近なものになっ
たのは2016年の12月に講師を務めた六稜トークリ
レーでした。「少しでも母校に恩返しを」という気持
ちからお引き受けしたのですが、そこから少しずつ
同窓会との距離が縮まっていったように思います。
　野村会長のご指導の下、会員の皆様のお力を拝借
して副会長の務めを果たす所存でございます。どう
ぞご支援、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

クラブOBOG委員長　坂 平 秀 雄（89期）
　この度、六稜同窓会OBOG委員長を務める事に
なりました野球部89期、坂平秀雄でございます。
今や、131期生が卒業して令和の時代となって隔世
の感を覚えます。
　さて、委員会を運営するに当たり、各クラブの
近年の課題であります若い世代のOB・OGの参画

を増やし、スムーズな世代交代をテーマとして情報
交換及び情報共有を実践して参りたいと考えてい
ます。その為には、各クラブ代表の方はもとより
OB・OG皆様のご協力が必要となりますので、何
卒宜しくお願い申し上げます。

東京　三 谷 秀 史（82期）
　10年先輩の船戸愛正理事からバトンを引き継ぎ
ました。
　高校入学と同時に始めたラグビーの関係で関西
に戻って来る機会が多いことがどなたかの目にと
まったようです。また、これを機会に、東京におけ
る母校創立150周年記念の準備責任者もお引き受
けすることと相成りました。
　東京と大阪の架け橋となるべく、誠心誠意努め
させていただきますのでどうぞよろしくお願いいた
します。
　東京ではここ数年、従来の昼食付卓話の会「東
京六稜倶楽部」に加えて、夜の卓話と交流の集い
「KITANO　Café」や各種見学会等活動の幅を拡げ
てきました。今年に入って新たにOBOG連絡会を
スタートさせました。今後、同窓生の親睦と学び
の場の提供にさらに力を入れるとともに、母校へ
の支援と社会貢献にも目を向けて参りたいと考え
ております。とりわけ、母校創立記念事業について
は、六稜同窓会の皆様と共に知恵と汗を出してい
きたいと存じます。

　学内　濵 田 典 子（112期）
　昨年より学内理事を担当させていただいてい
ます、112期の濵田典子です。高校時代の恩師で
もある前任の冨山一紀先生にはとても及びません
が、一生懸命務めたいと思います。
　六稜同窓会の皆様方には、毎日の授業の場面
でも、大変お世話になっています。課題研究の授
業や、高大連携の実習で、普通は高校では行えな
い専門的な内容についても、六稜同窓会のご支援
のもと、大学の先生方が北野高校まで出向いて講
義や実験指導をしてくださり、生徒達にも大きな
刺激になっています。府の予算では修理が追いつ
かない教室プロジェクターの補修のためのご支援
には各クラスとも本当に感謝しております。
　現役の生徒達のために、外からも見えやすい
分野だけでなく、彼らの日々の学習や成長につ
ながる分野にも本当にいつも多大なご協力をい
ただき、大変感謝しています。学内理事として
良い仕事ができるよう、頑張りたいと思います。
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北野高校へ赴任して
大阪府立北野高等学校　校長
六稜同窓会　名誉会長　萩 原 英 治

　六稜同窓会の会員の皆様、はじめまして。平成

31年4月に北野高校校長として赴任いたしました、

萩原　英治（はぎはら　えいじ）でございます。

明治6年の創立以来、輝かしい歴史を有し、現在

も大阪の教育をリードする北野高校の校長に任ぜ

られましたことはこれ以上ない栄誉でありますと

ともに、使命の大きさをひしひしと感じておりま

す。微力ではありますが、北野高校のますますの

発展のために、そして日本の、世界のよきリーダー

を北野高校から数多く輩出すべく頑張ってまいり

ます。六稜同窓会の皆様におかれましては、今後

とも母校を応援いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　さて、本校は、平成31年3月末に、「Society5.0」

（超スマート社会）に向けた人材育成を目的とした

文部科学省の「WWL（ワールド・ワイド・ラーニ

ング）コンソーシアム構築支援事業」の拠点校と

して、全国で10校のうちの1校に選ばれました。

WWLでは文理の垣根を越えた新しい学びの開発

をめざし、本校以外のGLHS（グローバル・リー

ダーズ・ハイスクール：天王寺、大手前、三国丘等）

9校や海外の高校、さらには大学、企業と連携し、

「健康・医療」と「幸福」をテーマにした課題研究

を中心に進めていきます。また、アジアから留学

生を受け入れて相互理解を深めるとともに、多様

な視点を取り入れて研究を充実させます。事業は

まだまだ緒に就いたばかりですが、2021年（令和

3年）には、本校を中心に、海外の高校も招いて

連携校による国際会議を開催予定です。このよう

な機会を通し、これからの時代を担う、人間的魅

力のある骨太なリーダーとして成長してほしいと

思っています。

　正解が1つではないこれからの時代には、一人

一人がそれぞれの答えを見出す力が求められま

す。〝多様で質の高い学びの機会〟を提供すること

で、①文理の垣根を越え、さまざまな視点から考

えて新たな価値を創り出せる力②未知の状況にも

柔軟に対応でき、失敗しても粘り強く自分なりの

答えにたどり着ける力③価値観や文化の異なる人

たちと理解し合い協働できる力、を持った生徒を

育みたいと思っています。こういった力は、まさ

に先輩方が百有余年にわたって培ってこられた力

と相通ずるものであり、これからの北野生がさら

に進化、熟成させていく力だと考えます。

　4月に赴任して以来、校長が生徒たちに直接話

す機会が多くありました。その度ごとに、私は「君

たちは将来日本の、世界のリーダーになる人たち

である。しかし、ただのリーダーでなく、世のた

め人のため、いいリーダーになってもらわないと

いけない。そのためには人間力をしっかり磨いて

ほしい。」と言い続けています。

　北野の生徒たちが将来社会に出、引っ張ってい

く素晴らしい世界を見てみたい。本気でそう思っ

ています。そのために教職員一同、これからも全

力で取り組んでまいります。六稜同窓会の皆様、

今後ともご支援のほど、どうかよろしくお願いい

たします。
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（円）
科　　目　 平成30年度予算 平成30年度決算 備　考

収　入　の　部
1 入会金収入 960,000 954,000 318名×3,000円
2 年会費収入 17,100,000 16,916,000 当年度分
3 総会費収入 1,000,000 903,000
4 寄付金収入 800,000 745,751
5 利息収入 0 74
6 会館維持協力金 1,000,000 1,109,122
7 同窓会記念品売上他 250,000 239,575
8 広告掲載協力金 1,600,000 2,095,000

収　入　合　計 22,710,000 22,962,522
支　出　の　部

1 運　営　費 11,600,000 11,574,934
（ 1 ）人件費 6,500,000 6,710,900
（ 2 ）旅費・交通費 1,100,000 1,106,050
（ 3 ）通信費 350,000 337,108
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,150,000 1,271,289
（ 5 ）什器・備品 50,000 9,936
（ 6 ）会議費 100,000 91,099
（ 7 ）総会費 1,200,000 1,096,356
（ 8 ）慶弔費 100,000 26,578
（ 9 ）会費払込手数料 850,000 818,668
（10）同窓会記念品製作費 100,000 0
（11）雑費 100,000 106,950

2 広　報　費 5,930,000 6,116,700
（ 1 ）WEB関連費 680,000 624,071
（ 2 ）会報発行関連費 5,200,000 5,492,629
（ 3 ）広報全般経費 50,000 0

3 各種事業援助費 1,310,000 1,128,141
4 教育環境援助費 100,000 100,000
5 同窓会館関連費 1,700,000 1,362,565
（ 1 ）什器備品・設備費 150,000 0
（ 2 ）光熱費 1,150,000 893,670
（ 3 ）設備管理費 400,000 468,895

6 予　備　費 0 0
支出合計 20,640,000 20,282,340
収支差額 2,070,000 2,680,182

Ⅰ　収支計算書

会 計 報 告
平成30年度　六稜同窓会一般会計決算報告
自：平成30年 4月 1日　　至：平成31年 3月31日

資 産 の 部 負 債 の 部
現 金 146,555 未 払 金 154,288
預 金 11,815,404 未払費用 210,384
未収入金 4,341,000 前 受 金 7,665,000

資　産　合　計 16,302,959 負　債　合　計 8,029,672

純 資 産 の 部
前年度繰越金 5,593,105
当年度収支差額 2,680,182
次年度繰越金 8,273,287

負債及び純資産合計 16,302,959

Ⅱ　貸借対照表 平成31年3月31日現在 （円）
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摘　要 残　高
現　金 146,555
郵便振替口座 00990-4-　68025 675,888
普通預金 三井住友 /十三　No1077672 2,908,795
郵便貯金 ゆうちょ　No 19435741 8,230,721
（預金計） （11,815,404）

未収入金

SMBCファイナンス
4,113,000（コンビニ払年会費3月払込分）

PAYPAL 78,000
広告料 150,000

（未収入金計） （4,341,000）
資　産　計 16,302,959

未払金 WEB管理費 154,288
未払費用 SMBCファイナンス手数料 210,384
前受金 2019年会費次年度分 7,665,000

負　債　計 8,029,672

Ⅲ　財産目録 平成31年3月31日現在 （円）

以上の通り平成30年度一般会計報告を致します。
平成31年4月19日　六稜同窓会会長　野村　正朗

上記一般会計報告は正確であることを認めます。
平成31年4月19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30年度基金会計報告を致します。
平成31年4月19日　六稜同窓会会長　野村　正朗

上記基金会計報告は正確であることを認めます。
平成31年4月19日　六稜同窓会監事　岩淺　俊朗

六稜同窓会監事　高濱　　滋

平成30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 814
収　入　合　計 814
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 382
前年度繰越金 15,251,045

次年度繰越金 15,251,427
三井住友定期・
普通預金・
ゆうちょ通常貯金

自：平成30年 4月 1日　至：平成31年 3月31日 （円）

平成30年度　六稜同窓会基金会計残高一覧

会計別 摘　要 残　高

基
金
会
計

普通預金 三井住友 /十三　No1124334 246,328

定期預金 三井住友 /十三　No803553 9,007,026

普通預金 ゆうちょ　No9272121 5,998,073

合　計 15,251,427

（円）平成31年 3月31日現在

2019年度  六稜同窓会一般会計予算

収　入　の　部 予　算
1 入会金収入 1,080,000
2 年会費収入 17,100,000
3 総会費収入 1,000,000
4 寄付金収入 600,000
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 250,000
8 広告掲載協力金 1,600,000

収　入　合　計 22,630,000
支　出　の　部

1 運　営　費 12,350,000
（ 1 ）人件費 6,000,000
（ 2 ）旅費・交通費 1,100,000
（ 3 ）通信費 350,000
（ 4 ）印刷・事務用品費 1,261,000
（ 5 ）什器・備品 1,389,000
（ 6 ）会議費 100,000
（ 7 ）総会費 1,000,000
（ 8 ）慶弔費 100,000
（ 9 ）会費払込手数料 850,000
（10）同窓会記念品制作費 100,000
（11）雑費 100,000

2 広　報　費 6,400,000
（ 1 ）WEB関連費 900,000
（ 2 ）会報発行関連費

（73号） 2,750,000
（74号） 2,750,000

3 各種事業援助費 1,402,000
4 教育環境整備援助費 100,000
5 同窓会館関連費 1,750,000
（ 1 ）什器備品・設備費 150,000
（ 2 ）光熱費 1,100,000
（ 3 ）設備管理費 500,000

支出合計 22,002,000
本年度収支差額 628,000

2019年4月1日現在 （円）
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トピックス
●観梅会の報告

　事 務 局

　今年の観梅会は2月20日（水）に開催されまし
た。前日は雨で、当日の朝の天候も曇天でしたが、
徐々に陽の光もさし始め、穏やかな日となりまし
た。観梅会というには梅の開花はまだまだでした
が、梅林公園のボランティアの方によると、昨年
の台風の影響でかなり花芽が減ってしまったとの
ことでした。参加者は例年より少なかったものの
58期から86期までの65名が大阪城梅林に集いま
した。
　11時半に記念碑前で記念撮影を行い、その後、
懇親会会場のKKRホテルまで歩いて移動しまし
た。会場では、野村正朗副会長（82期）の挨拶、
本年の最長老の羽間平安さん（58期）の乾杯の音
頭で懇親会が始まり、なごやかに友好を深めまし
た。午後 2時ごろに今城文雄さん（78期）の先導
でみんなで校歌を歌い、散会となりました。本年
もご参加ありがとうございました。

●記念碑の会の報告
　事 務 局

　北野中学創立を記念して4月19日に、59期から
67期までの六稜同窓生が、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。本年は9名の出席者でした。
記念撮影後、ホテルプラザオーサカに移動し昼食
をいただきました。マント、高下駄の旧制高校の
お話を聞くなど和やかな懇親会となりました。

●第36回岡山六稜会
　久 井 勲（83期）

　今年は､ 69期、72期～若手まで計
12名が、いつものメルパルク岡山に集
まってくれました。六稜同窓会からは笹
川事務局長にもお越しいただき、母校
の動きを教えていただきました。
　今年はカラ梅雨か？そんなことを思

いながら、50年前の記憶を手繰り出しました。歓
談が酣になって、「さて、皆さんから近況報告を」
と求めたところ、ぼつぼつと懐かしいことばが出
て来ました。̶̶きららかな先輩のほかに、各人
の記憶の引出しから静かにわいてきたものとして
は、風雅な笹部桜、しんどい淀川堤、繁閑逆転
の正門／裏門、やっぱり人材豊富を感じさせる文
化祭での記念講演（講師）、重厚な旧講堂、追っ
かけもい
る 梶 井
基次 郎、
十三駅ア
ンダーパ
スの手塚
ワールド
などでし
た。
　私は、いまときどき、ＪＲ神戸線の塚本駅で下
車し、母校に向かうことがあります。一度、淀川
堤を歩いていきました。むかし古文で、「春風馬
堤曲」（与謝蕪村）を溝脇先生の授業で習ったこと
をおぼえていますが、歴史的に場所は違って
いても、情感は同じに感じています。50年前
と、空間としての距離感、遠景の具象は変わっ
ていますが、心象は変わっていません。蕪村
だって、堤上に、『嬋娟』(せんけん )たる容姿
の娘を幻視しています。
　思うに、フラッシュバックという感覚プロ
セスがありますが、卒業50年を経ると、こん
なことが、日常の中でも時々起るのでしょう。

　歓談にもどって”校歌斉唱”、そして再び現実の
世界にもどりました。
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東京六稜会 第62回総会のご報告

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。

工 藤 憲 二 、宮 﨑 英 津 子 、田 中 ち ひ ろ（100期）

　令和元年6月22日、日本工業倶楽部において、
総勢200名の参加者をお迎えして第62回東京六稜
会総会が開催されました。
百花繚乱
　今回の当番期は100期。テーマは、100にちな
んで「百花繚乱」としました。百花繚乱とは、様々
な種類の花が色とりどりに咲き乱れる様子から転
じて、多数の優秀な人々、独創的な人々が一堂に
会する状況を言い、年に一度、いろんな分野で活
躍する六稜生が集う本総会にふさわしいと考え
テーマに選びました。
　また、我々 100期は昭和最後の卒業生であり、
北野高校を卒業後、それぞれに平成という時代を
駆け抜けてきました。このことから、サブタイト
ルを「昭和、平成から令和に時代を超えて進化し
続ける六稜魂」とし、時代の流れを感じていただ
ける企画やお土産を準備しました。
総会

　総会においては、東京六稜会会長太田省三さん
（77期）による母校150周年への思いを込めた開
会ご挨拶に続き、現北野高校校長の萩原英治先生
（六稜同窓会名誉会長）よりご祝辞をいただきま
した。本年4月1日に着任されたばかりの萩原校
長先生からは、着任当日10時に始まった入学式
など、母校の現状を楽しくお話しいただき会場に
は笑いが溢れていました。次に、東京六稜会事務
局長藤村吉男さん（84期）から、東京六稜倶楽部、
KITANO cafeなどの活動について事業報告があり

ました。
記念講演
　百花繚乱のごとく文武両道さまざまな分野で
活躍する六稜生ですが、今回は、「文」と「武」の
２つの分野で活躍する 100期生が記念講演を行
いました。女性が武、男性が文を代表するとい
うことで、あらゆる分野で女性の活躍が進んだ
平成という時代の流れを象徴する記念講演にな
りました。
「武」代表：宮﨑英津子さん

　宮﨑さんは、現在、日本サッ
カー協会で指導者養成グループ
長として活躍中。「サッカー界
で歩んできた平成時代から令和
時代へ」というタイトルで、イ

タリア、マレーシアでの経験、なでしこジャパン
に同行し国民栄誉賞を受賞したことなど、サッ
カーに明け暮れた平成時代について語りました。
イタリアの人はおしゃべり好きで他人との距離感
が大阪に似ていている！という持論で笑いをと
りつつ、なでしこジャパンの今後の試合予定も
ちゃっかり宣伝していました。
「文」代表：石崎竜司さん

　石崎さんは、現在、静岡県立
こども病院脳神経外科の医長と
して活躍中。「最新の小児脳神
経治療」というタイトルで、ド
クターヘリによる迅速な搬送、

ナビゲーションや内視鏡による治療など、小児脳
神経外科の最先端医療を紹介しました。脳内探検
風のリアル動画に息をのむ会場。「皆さん、大丈
夫ですか？」の声掛けにどっと笑いが起こる場面
もありました。頭蓋縫合早期癒合症の最新治療法
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など、第一線で活躍するドクターならではの情報
満載の講演で、この後の懇親会でも多くの方から
話しかけられ大人気の石崎さんでした。
懇親会

　懐かしい行事を集めたオープニング映像に続
き、司会の吉野宣子さん（100期）が開会を宣言し、
楽しい懇親会がスタートしました。
大阪から

　冒頭、大阪からお越しいただいたご来賓の方々
をご紹介。母校からは、萩原英治校長先生、首席
の出口学先生。六稜同窓会からは、会長の野村正
朗さん、常任理事の徳岡浩二さん、上松誠さん、
事務局長の笹川忠士さん。ご来賓を代表して野村
会長からご挨拶をいただきました。
最年少の参加者は、平成最後の卒業生
　乾杯の音頭は、当日参加者の中で最年長の
嘉山高光さん（62期）と最年少の川村十和さん
（131期）。川村さんは今年3月に北野高校を卒業
したばかりの平成最後の卒業生で、年の差69歳
のおふたりの乾杯により和やかに歓談が始まり
ました。
前半は、同世代の方々と

　懇親会の前半は、卒業年次順のテーブルで、
同世代の方々との歓談を楽しんでいただきまし
た。上の写真は、左側が最年長（73期～ 75期）、
右側が最年少（101期～ 131期）のテーブルで
す。
　歓談中には、校舎の建替えという平成における
母校の大きな変化を感じていただけるよう、懐か
しい旧校舎と現在の新校舎の映像をスクリーンに
映し出して、新校舎を設計された竹山聖京都大学
教授（85期）のコメントと併せてお楽しみいただ
きました。

後半は、世代を超えた交流を
　後半は、現在お住まいの地域毎にテーブル分け
を行い、世代を超えたご近所ネタなどの歓談、テー
ブル対抗クイズ大会で大いに楽しんでいただきま
した。
　後半のはじめには、100期生橋下徹さんからの
ビデオレターを紹介しました。相変わらずの歯
に衣着せぬ橋下節を披露した後、照れながらも
クイズの第１問を出題してくれました。問題は、
橋下さんがラグビー全国大会で決めたトライの
数。解答映像で橋下さんのトライシーンが一つ
ずつ映し出されるたびに「おおっ！」「あーあ」
と声が上がるなど、各テーブルが一体となって、
続く母校にちなんだクイズ大会も大変盛り上が
りました。
また来年！

　最後に、「東京六稜会総会幹事」の襷を100期代
表から次回当番期である101期代表に渡す恒例の
引継式を行った後、参加者全員で肩を組んで校歌
を熱唱するなど、大盛況の中、楽しい宴はお開き
となりました。
　お帰りの際には、お土産として、在学中体育大
会で配られていた懐かしい手ぬぐいをリメイクし
「六稜魂」「令和元年6月 東京六稜会」とプリント
したものをお配りしました。
　高校卒業後、平成の30年を経ても変わらない
もの、時間が変えたもの。それぞれの分野で腕を
磨いてきた同期たちと総会の企画・運営をするこ
とは、貴重で幸せな経験となりました。
　末筆となりましたが、六稜同窓会・東京六稜会
の皆様、ご多忙の中足をお運びくださった参加者
の皆様に心よりお礼を申し上げて、報告とさせて
いただきます。

当番期（第100期卒業生）一同
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　2019年1月～ 3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
ト活動を行っています。若手会員が参加しやすい同窓会を目指し、活動を行っています。
●1月12日　129期　はじめての同期会
　本年1月に成人式を迎えた129期が「はじめての同期会」を開催しました。学年幹事より開催報告をいた
だきました。

　今年の1月12日に、129期はじめての同
期会を開催致しました。成人式を迎える
直前ということもあり、大阪に帰省して
いる方も多く、約260人の方にご参加いた
だきました。六稜ホールを借り、立食方式
で行いましたが、人数の多さゆえに、窮屈
になってしまい、少し身動きが取りづらい
状態となってしまいました。会の後半では
ビンゴ大会を催し、一等クラスのものでは、旅行券やディズニーペアチケットなどを獲得した人も、中に
はしゃもじを獲得した方もいました。また、462という129期生で構成されたバンドグループによる演奏
や、前日準備のみとは思えないクオリティを見せてくれた漫才などで、同期会はより盛り上がりを見せま
した。同期会では、オードブルや口惜しくも閉店となってしまったドン・キホーテ十三店で購入したペット
ボトルジュースのみが並んでいるだけでしたが、頻繁に連絡を取り合う人とも、卒業以来初めて会う人と
も、談笑し、各々同期生たちとの交流を楽しむことができました。

●3月30日　131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。131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。

　2019年3月に北野高校を卒業し、六稜同窓会の新人幹事歓迎会
に参加させていただきました。六稜同窓会に関して無知であるこ
とに不安を抱いていただけでなく、先輩方のほとんどが初対面で
あったので緊張していました。しかし、輪になっての自己紹介や、
気さくな先輩方との他愛ない世間話などのおかげで、2時間とい
う短い間ではありましたが、とても有意義に過ごせました。
また、この歓迎会に参加して、北野高校のつながりの強さを改め
て認識することができました。これまではつながりといっても部
活の先輩後輩にとどまるものでしたが、就活相談会やお見合い
パーティーなど様々な企画を通じて、横だけでなく世代を超えた縦のつながりを築くきっかけを作り
出していると知り、たいへん驚いたのと同時に、これから社会へと出て行くにあたって、頼りになる先
輩方がいらっしゃるということが分かり、安心しました。
　さらに、最近は若い世代の集まりへの参加が減っているというお話も伺いました。「昭和」から「平
成」、「平成」から「令和」へと続いていく六稜同窓会が活気あるものになるよう、私たち131期もその一
員として精進していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。

※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）」
　https://www.facebook.com/groups/fresh.rikuryo/ 

　問い合わせ先：fresh@rikuryo.or.jp

Produced by 六稜同窓会FR委員会
2019年前半　FR委員会活動報告
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●教育実習生報告
　西 尾 真 知（128期）

　本年度、
111期から
128 期 ま
での12人
が、教育
実習をさ
せていた

だきました。久々に母校を訪れる懐かしさと、教壇に
立たせていただくという緊張感を胸に、実習をスター
トさせました。
　授業を担当させていただくにあたり、私たちは授業
準備に励みました。扱う教材についての研究や授業展
開はもちろんのこと、生徒への問いかけの内容やタイ
ミングなど、事前に練っておくべき計画は山ほどあり、
1コマの授業を準備することの大変さを痛感しました。
しかし、いくら事前準備をしても、授業当日は生徒と
のやりとりの中で進めていきます。生徒の回答をキャッ
チし、それをうまく活かして授業を展開させていくこ
とは想像以上に難しく、改めて先生方の偉大さに気づ
かされました。
　授業後には、先生方から多くのアドバイスをいただき
ました。実習生間でも、担当教科を超えて互いの授業を
見学し合ったり、情報交換を行ったりすることで、修正を
重ねて毎回の授業に臨むことができました。
　実習を通して気づいたのは、教室という1つの空間
で、教師と生徒が集まって授業や活動を行うことの意
義です。友人と協力し合って難しい課題に取り組んだ
り、自分とは異なる意見を持つ友人の意見を聞いたり、
クラス全員で発見や感動を共有したりするなど、「教室」
でだからこそ経験できる学びがあることを実感しまし
た。今回、実習生として｢先生｣という立場に立ったこ
とで、改めてその意義に気がつくことができたと思い
ます。
　多くの気づきと学びを得た今回の実習は、私たちに
とってかけがえのない経験となりました。ご多忙のな
か熱心に指導してくださった先生方、本当にありがとう
ございました。この経験を糧に、実習生一同、それぞ
れの進路に向かって邁進します。

六稜教志会開催のご案内
　教師を志して教育実習を修了した私たちですが、こ
れから採用試験を控え、進路選択の岐路に立たされ
ます。「公立か私立か」「高校か中学か」「どの自治体
を選ぶか」など、一言に先生といっても働き方は様々
だと思います。そこで、すでに教育の現場にいらっ
しゃる先輩方と直接お話をさせていただければ幸い
です。先生方、教職志望の学生をはじめ、教育に関
心のある同窓生が繋がっていける機会にしたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。
日　時　2019年9月16日（祝・月）13時開場、
　　　　13時半開始、17時終了予定
場　所　六稜会館3階ホール
内　容　講話、ディスカッション、歓談
　　　　※教志会終了後、十三周辺で懇親会を
　　　　　予定しております。
講　師　新居　真　氏
　　　　「（仮題）私の教育を実現するために

～教員、議員、塾講師の人生～」
参加費　200円（茶菓子代）
申込先　kitano_kyoushikai@yahoo.co.jp

逢坂（123期）　平野（126期）
松岡（111期）　梶本（73期）

●ソフトボール部70周年記念誌・
記念DVD　完成

元ソフトボール部顧問　鎌 田 俊 一（81期）

　昨年創部 70

年を迎えたソフ
トボール部です
が、記念事業と
して2017年から 

準備を進めてい
た「記念誌」と
「記念DVD」が、

今年1月に完成しました。
　「記念誌」は、20年来の懸案でした。恩知前校長先
生の巻頭言に続き、旧顧問の先生方のお言葉、その後
の構成は二部に分かれ、前半は各期から寄せられた「試
合・合宿の思い出」「今だから言えること」「顧問の先
生へ」など、思わずホロッ、ニヤッの楽しく懐かしい読
み物になっています。後半は各期別に、まずは卒業ア
ルバムのクラブ写真を借りての「ナイン紹介」、秘蔵の
スナップが彩りを添えています。スコアブックの現存す
る期は、一期に一試合のスコアを載録、実況風のコメ
ントを添えました。
　「記念DVD」には、「70周年の集い」でのOG戦や懇
親会の楽しげな風景、公式戦の実録ビデオや合宿の記
録ビデオも収録していますが、圧巻は現存する47冊の
スコアブック（創部期～昭和42年分は散逸）の記録を
デジタルデータとして収録できたことでしょう。
　「記念誌」と「記念DVD」の制作にあたり、多大な尽
力を戴いた97期津田郁子氏・98期谷卓司氏に、ご協
力いただいたOB・OGの方々とも併せて、ここに紙面
を借りてあらためて御礼申し上げます。
　ソフトボール部は、残念ながら現在休部状態ですが、
いつの日か復活した時にこの記念誌と記念DVDが過
去と未来を繋ぐものとして大きな意味を持つことを信
じてやみません。
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●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12月、平成 31年2月、4月の
句会よりメンバーの自選句をご紹介します。
　68期の方で当句会に参加を希望される方は、下
記の会員にお問い合わせください。経験不問です。

寒の星よき師よき友との出会ひ 石井　登
初稽古電車に長き弓袋
その昔蘇我の館や飛花落花
遠景の明石大橋冬晴れて  大橋　明

老人と老犬の息冬星座 中院俊子
大樹より大樹へ鴉春驟雨
老女医の諸手やわらか水温む
凍て星の下に輝くイルミ多々 中出伸一
春光に　輝く花芽　膨らみて
枇杷咲くや昨日も今日も余震なし 畑田孝子 

春光や窓一杯の今日の幸
さくらさくら廃炉のまちを染めて咲く
大方は遊びの記録日記果つ 福島有恒
春光を掬ひ上げたる四手網
平成の果つるお濠や春の鴨
飲み藥ひとつまた増え十二月 邑上治兵衛
冴え返る隣る空家のくぐり門
六甲の山かげとける春夕焼

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9月～12月第3水曜日
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

 9月18日
第201回

「『森繁久彌全集』出版にあたって―時代の
先覚者・後藤新平と最後の文人・森繁久彌―」
藤原良雄さん＠79期（藤原書店　社主）

10月16日
第202回

「僕が芝草から学んだこと―芝生から日本
を見ると―」
宇城正和さん＠84期
（埼玉工業大学先端科学研究所客員教授
　日本芝草学会評議員・理事）

11月20日
第203回

「ビバ高齢化社会～余生はお笑い芸人で」
西山　博さん＠79期
（＋東稔子さん（お笑いコンビＴ137））

12月18日
第204回

「未定」
高橋祥子さん＠118期
（株式会社ジーンクエスト　代表取締役）

 9月 5日 お休み
10月12日
第176回

「Die革命～人生100年時代の生き方」
奥　真也さん@93期
（エドワーズー（外資系医療機器メーカー）
戦略部長、東京大学医学部元准教授）

11月 2日
第177回

「白血病、碁と正岡まつり～私の87年と
これから」
正岡　徹さん@63期
（日本骨髄バンク顧問、関西棋院理事長、正岡会会長）

12月 7日
第178回

「（演題未定）」
大江　匡さん@85期
（建築家 /株式会社プランテックアソシエイ
ツ会長兼社長）

※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。
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●第30回六稜期別対抗ゴルフ コンペ結果報告

中 松 篤 志（91期）

　令和元年5月26日、第30回六稜期別対抗ゴル
フが、68期から99期まで16チーム140名（うち
女性22名）が参加して花屋敷ゴルフ倶楽部でおこ
なわれ、令和最初の大会は91期が初優勝を遂げ
ました。
　卒業後20年の同期会を機に（1999年だったと
思います）初出場してからおよそ20年。途中不
参加の年もありましたが、同窓会総会での幹事を
機に再び盛り上がり、2010年（この時は91期の
メンバー構成が男性よりも女性の参加が多かっ
たと話題になりました）以来10年連続出場を果
たす中での快挙となりました。上位に名を連ね
るメンバーのいない91期ですが、ダブルペリア
のハンデに微笑んでいただけるようグロス108以
内でラウンドしようと皆が練習を重ねてきまし
た。（今回は12名中9名が達成）今回の優勝も上

位の者がチームの成績を引き上げたというより
は下位の者がチームの成績を押し上げた結果だ
と思います。

　次は全員がグロス108を切れるよ
うに練習して連覇できるよう頑張り
たいと思います。 

　尚、結果は次の通りです

期別対抗ゴルフコンペ成績

■チーム戦 
優勝91期
 2位88期　3位90期

■個人の部 
優 勝　　谷口さん（76期）
女子の部優勝　　松岡さん（91期） 
グロスの部優勝　　引綱さん（89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。

2019年～2020年
ゴルフコンペのお知らせ

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

第31回六稜期別対抗ゴルフコンペ
日時：2020年5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31回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2020年9月27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

2020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
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●吹奏楽部OBOG楽団報告

南 侑 花（126期）

　こんにちは、北野高校吹奏楽部OBOG楽団です。
［第6回Dream Concert 終演！］

　写真は今年2月17日に開催しました、OBOG

単独演奏会「第6回Dream Concert（通称“夢コン”）
振替公演」での一枚です。
　例年“夢コン”は秋に開催しているのですが、昨
年の開催予定日は9月30日、台風24号が大阪へ
上陸したまさにその日でした。安全面を考慮し、
中止を決定。自然相手にどうすることも出来ず、
団員一同とても悔しい思いでした。
　しかし、その後、吹奏楽部 顧問の仁科先生・後
輩たち（現役生の皆さん）にご協力いただき、今
年2月に開催出来たのが冒頭の写真でご紹介しま
した振替公演です。お迎えしたお客様は467人、
参加した奏者・スタッフは114期から130期まで
97人。楽団設立以来最大のピンチを乗り越え、実
現した“夢コン”は心に強く残るものになり、楽団
としても成長の機会となりました。
［第7回Dream Concert 開催！］
　現在は9月22日に開催する“第7回夢コン”に向
けて、団員一同練習に励んでいます。
第7回Dream Concert

日　時　2019年9月22日（日）
　　　　13：30開場 /14：00開演
会　場　豊中市立文化芸術センター大ホール
　　　　入場無料
　歴史の長い北野高校の中で、吹奏楽部は1993

年に同好会として発足、1997年に部に昇格とい
う新しいクラブで、OBOG楽団に至っては、今
年が活動13年めです。これからも「北野ブラス」
の活動の輪を広げ、繋げていきたいと思ってい
ます。
　今後ともOBOG楽団、現役生吹奏楽部ともに、
どうぞ応援よろしくお願いいたします。

●第5回 六稜六四会「集い」
　今 井 滋 郎（64期）

◉ 平成31年4月9日 (火 ) 晴 12～ 14時
◉ ホテルグランヴィア大阪
　集まった32人（男20、女12）は、それぞれ思い
思いに5卓の丸テーブルに着き、白藤さんの司会、

田中代表の乾杯で5回目となる六稜六四
会「集い」が始まりました。
　2時間たっぷりしゃべり合い、関東から
の参加者4人が現況報告。
　宴会終了後には1階下のラウンジに移
動、ほとんど全員参加のここでもお喋り
の延長。
　4年前の「集い」発足時には、参加希望

者百人に送った案内で60人が集まり、その後も50

人近く参加していたのが今年の32人はいささかさ
びしい。けれども昭和27年春に卒業した426人も
67年後には267人。この1年だけでも11人が鬼籍
とあれば、やむを得ません。
　8年前、東日本大震災直後に亜紀書房から『原子
力に未来はなかった』（5/30）を上梓し、6月4日に
開かれた六稜六四会総会に東京から駆けつけ、翌
年6月10日の六四会最後の総会にも参加してくれ
た槌田敦君のショートスピーチでは北野放校となっ
た経緯説明と原発の問題点指摘があり、理化学
研究所在職中も正義派論客として活躍していた彼
だったが、目下病気療養中の今は己の身体維持が
精一杯でとても以前のような活躍はムリとの本人の
言葉が山本修滋さんから伝えられました。
　これが本日出席の私たちも含めた同級生みんな
に共通の状況でしょう。
　さらに云うなら、昭和8、9（早）年生まれの私た
ちは5月に上皇となられた平成天皇と同学年で、戦
中の疎開生活も戦後の苦労も共通の体験。六稜同
窓会のなかでもそろそろ引退組に属する世代になり
ました。
　来年も4月13日（月）に同じ会場に集まることを
約して散会。
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●67期同期会　報告

池 田 正 澄 、日 高 穂（67期）

　令和元年6月6日（木）、ホテルプラザオーサ
カで67期としては最後の同期会が行われた。会
場となった19階の「淀の間」の窓から見える景色
は素晴らしく、母校の校庭も見えた。2年前の同
期会の参加者は福田先生を含めて90名であった
が、今回は71名で前回に比べて19名の減となっ
た。ほぼ予想の範囲内ではあったが、2年前と違
うのは開催日の数日前からキャンセルが入り始
め、当日朝まで続いたことである。大抵が突然の
病気や入院といった体調不良が原因で、他人事で
はないと思った。福田先生はお嬢さんに連絡した
ところ「元気にしておりますが、高
齢のため今回は遠慮させていただき
ます」ということであった。集合写
真を撮ってから、いよいよ開会。日
高さんの司会のもと、既に亡くなら
れた同期生約160名（卒業生は462

名）を偲んで黙祷を捧げてから、池
田の開会挨拶、中馬弘毅君の「大阪
万博（1970年・2025年）を2度見よ
う」という元気のいい乾杯の挨拶が
続いて順調にスタート、その後は各
テーブルでは食事と楽しい雑談が続
いた。一段落した頃、司会者が話題
のありそうな人を指名して、マイク
の前で簡単なおしゃべりをしていただいた。また、
橋本和子さんのリードで「いつでも夢を」「見上げ
てごらん夜の星を」「故郷」を全員で合唱、そし
て最後に「北野高校校歌」を歌ってほぼ3時間に
わたる一次会は無事に終了した。引き続いて、場
所を同じフロアのリヴィエールに移して二次会に
入った。参加者は30数名で、カラオケと雑談であっ
という間に2時間が過ぎてしまった。　　　　　
　　（池田正澄）
　皆さんがこの文章を眼にしてくださるのは、9

月の初め、まだまだ暑さ厳しい頃と存じます。先
日ははるばる遠方から、またお忙しい中をやりく
りしてご参加くださった皆様、そして体調やその
他の事情でご参加していただけなかった皆様もそ
の後如何お過ごしかと気にかかっております。今
回が最後などと申しましてお別れいたしました
が、元気でさえあれば何度でもこうした会を開い

てお会いできたらとどんなに思うことでしょう。
ただ現実は厳しくそんな約束をして実行できるの
かと悩みます。その節ちらっと申し上げましたよ
うに毎年10月に開かれています同窓会総会や、2

月の大阪城公園での観梅会などにご参加頂けまし
たら、大勢の中に67期生もおり、もちろん私も
元気ならば参加しております。例年67期は数名
ですが、数十名になって下さればうれしいことで
すね。その他近辺にお住いの方でしたら同窓会館
での毎月のトークリレー、カルチャー講座などワ
ンコインで参加出来る会もございますので是非ご
活用いただけたらと思っております。では67期
生の皆様、どうぞいつまでもお元気でご活躍くだ
さいますように心よりお祈りいたしております。
　わが心のふるさと・北野高校が永

と わ

遠に栄えあら
んことを！！　　　　　　　　　　　（日高　穂）

●北野高校入学40周年
　55＝GO！GO！＝94期
　～昭和⇒平成⇒令和～学年同窓会報告

　牛 島（旧姓 齊藤）聖 子（94期）

　2019年4月13日（土）六稜会館、ホテルプラザオー
サカ（二次会）で開催されました。
　一次会参加108名、二次会参加104名の大きな
集まりとなりました。
　司会の方の開催の挨拶に始まり、事務局の方、
海外在住の方、関東方面の方々のお言葉と続き、
皆さん、機知に富み、楽しい話が展開されました。
出席してくださった恩師の猿田先生と寺井先生か
らもお話を頂き、皆、姿勢を正し、学生当時の授
業のように熱心に拝聴しました。猿田先生からは、
全くお変わりのない Saruta先生 smileで毎日、忙
しく外出されているお話などを、寺井先生からは、

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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全くお変わりないTerai先生 soft voiceで当時の泉
校長、そして授業のお話などをして頂きました。
　幹事の方からは、昔懐かし、1年次 2年次のク
ラス名列、そして昭和55年3年時の時間割
表をざらばん紙でお土産 (粋なお心遣い！ ) 

に頂き、こんなに勉強していたのかしら！？
と感慨深いものがありました。
　関東方面からもたくさんの方が帰ってみ
えていて、東京でしか手に入らない、東京
人（？）にも珍しいかもとの、美味しいお菓
子をたくさんお土産に頂き、皆さん、頂き
ながら、仲間との再会にワクワクし、思い
出話や近況報告に夢中になっておりました。
　一次会のエンディングには、心にしみる曲が流れ、
スクリーンには、懐かしい映像も映し出され、いろ
いろ皆様のたくさんのお力の上にこの温かい同窓
会が無事に開催され、今回参加出来て幸せだなあ
と思いました。
　ところで、私たち94期の卒業アルバムの最後の
ページに、編集委員一同による名文があります。
『はじめて訪れた時には、
まるきり肌にもあわなければ
これという楽しみも　なさそうな…
そんな気がした。
それなのに　いつのまにか　この場所が
こんなにも　心地よく感じられるようになった。
途中略
ここで 人生の何分の一かを　共にすごした
その記念として。』
　この文を又思い出してしまい、この同窓会が、
明日への活力になり、毎日をていねいに生きて、
又5年後、還暦同窓会時に、共に元気で、楽しく、
皆さまにお会いしたいと思いました。
　最後になりましたが、すべての皆さまに、お礼
を申し上げます。
　ありがとうございます。

●124期初めての同期会in東京
　竹 中 一 真（124期）

　我々 124期が北野高校を卒業し、早くも7年が経
ちました（ちなみに124期が卒業した2012年といえ
ば、夏はロンドン五輪で盛り上がり、山中京大教
授がノーベル生理学賞を受賞、東京スカイツリー
が開業した年でした）。大学院進学した人も多くが
社会人となり、それぞれの道を進み始めています。
卒業後は関西の大学に進学した人が多かった印象
ですが、その後首都圏で就職したという話も多く
聞き、今回初めての試みとして、東京で同期会を
開催しました。出欠アンケートと共に在住エリアを
質問したところ、関西が半数、首都圏が4割と割
れていることが分かり、「関西からも参加しやすく、
かつ首都圏在住者の帰省を邪魔しない」との考え
で、GW10連休初日の4月27日夜に東京駅目の前
の会場で開催することに。狙い通りに関西から駆
けつけてくれた人も多く、総勢79人が集まり、平
成最大の思い出（？）である高校時代の仲間たちと、
平成最後の土曜日を大いに盛り上がりました。
　同期会としては今回で4度目でしたが、「東京お
るんやったらおいでよ」との声に押されて、今回初
めて参加してくれた人もいるなど、東京で開催した
意義もあったようです。
　次回は卒業10周年記念として、2022年初めに大
阪での開催を画策しています。これから、それぞ

れのライフステージ
も大きく変わってくる
と思いますが、我々
124期には、どんなと
きも、どこにいても、
同期会があると聞け
ば、駆け付けて一緒に
盛り上がってくれる仲
間がたくさんいると信
じています。

ホテルプラザオーサカでの二次会
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北野高校国際交流
佐々 木 英 晃（120期）

　北野高校では現在、シアトル・ケント地区派遣、
台湾研修、ハワイ研修、東南アジア研修、台湾・
建国高級中学の受け入れを行っており、今年度
からオーストラリア研修も行われる予定になっ
ています。その中から、ケント地区との交流、
台湾研修、建国高級中学との交流の様子をご紹
介します。

北野からケントへ
　2019年 3月 22日から 30日まで、2年生（現 3

年生）生徒4名と教員1名が姉妹校であるケント
ウッド高校（アメリカ）を訪問しました。その様
子を参加生徒の感想文からご紹介します。

　アメリカに着いて一番衝撃的だったのは、
高校生が自分たちの車を運転して通学してい
ることです。毎朝電車に揺られるのが当たり
前で、自分が運転するなどまだ先のことと
思っていたばかりに、僕と同い年または年下
の子が運転席に座っているのを見るのはすご
く新鮮でした。僕のホストであるVictorの車
は二人乗りのスポーツカーで、一生懸命バイ
トをして貯めたお金で買ったそうです。車の
中で僕たちは爆音で流れるBruno Marsや Ed 

Sheeranの曲を一緒に熱唱したり、話をした
りして、本当に楽しい時間を過ごせました。
〔中略〕このケント派遣の一週間は僕の人生で
最も幸せな一週間でした。形容する言葉が見
当たらないぐらい充実していて、何事にも代
えがたいものを得られました。過ごした時間
があまりにも素敵すぎて、それを伝えられる
ほどの文章を書くことはできなかったですが、
もしもこの報告書を、まだケント派遣に行く
チャンスのある人が見てくれているのなら、
英語力がどうとかの不要な心配を一切捨てて
応募することを強くおすすめします。最後に、
このケント派遣に関わってくださったすべて
の方々、本当にありがとうございました。

ケントから北野へ
　2019年 7月、ケント地区の高校（ケントウッ
ド高校・ケントレイク高校）の生徒4名（男子1名、
女子3名）と教員1名が来日する予定です。7月
12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。

台湾研修
　2019年 3月 26日から 29日まで、1年生（現 2

年生）14名と教員 1名が台湾研修に参加し、建
国高級中学と第一女子高級中学を訪問しました。
その様子を参加生徒の感想文からご紹介します。

　第一女子の授業の後半は班に分かれての話
し合いで、どんどん案を出し、それに対して
意見を言い、話が進んでいくのが印象的でし
た。先生が話している時とは授業に対する姿
勢が全く違うのも驚きました。同世代の非英
語圏の人がこんなに英語を話せるのか、そし
て自分はこんなにも聞き取れないのか、話せ
ないのか、と感じ英語に対する意識が高まり
ました。そして自分を成長させられるチャン
スが来るのを待つのではなく、自分から積極
的に動き、チャンスを作り、そこでどれだけ
のことを吸収できるかが大切だと思いました。
現地の学校に行けたことで感じたことを忘れ
ずに、いつか台湾で出会った友だちと胸をはっ
て英語で話せるように、大阪を案内できるよ
うに努力していきたいです。

台湾　建国高級中学受け入れ
　2019年4月24日、建国高級中学の生徒30名、
教員3名が本校を訪問しました。校内見学の後、
授業見学を行いました。数学や理科の授業を熱
心に聞いたり、英語の授業では本校の生徒とコ
ミュニケーションを取ったりしていました。食
堂での昼食会では希望した生徒30人ほどが参加
し、旧交を温めたり、お互いの国のこと、生活・
文化について盛んに話し合ったりする様子が見
られました。

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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教職員異動
（平成31年4月現在、敬称略）
・退職
　校 長　恩知　忠司
　教 諭　鎌苅　千華（国語）
 府立三国丘高校へ
　教 諭　佐川　昭（英語）
 大阪国際滝井高校へ
　教 諭　福井　清文（数学）
 再任用教諭として本校に勤務
　実習教員　葛城　実樹
 再任用実習教員として本校に勤務
　常勤講師　大井　道志（体育）
 非常勤講師として本校に勤務
　実習教員　黒田　祐子
 実習教員補助員として本校に勤務
・転出
　事 務 長　山内　義雄
 府立港高校へ
　教 諭　本城　華乃子（国語）
 府立茨木高校へ
　教 諭　東　慎太郎（数学）
 府立池田高校へ
　教 諭　冨山　一紀（数学）
 府立芥川高校（教頭）へ
　教 諭　田中　宏之（理科）
 府立成城高校へ
　教 諭　小谷内　和宏（体育）
 府立和泉総合高校へ
　教 諭　若宮　功（英語）
 府立夕陽丘高校へ

・新着任
　校 長　萩原　英治
 府立芦間高等学校より
　事 務 長　富本　佳成
 府立東淀川高校より
　教 諭　大川　雅史（国語）　初任　
 本校常勤講師より
　常勤講師　田中　唯斗（国語）
 府立清水谷高校より
　教 諭　山中　淳史（国語）
 東大阪市立日新高校（定）より
　教 諭　野﨑　貴子（国語）
 府立八尾北高校より
　教 諭　中畠　一明（数学）初任
　教 諭　山岸　真郎（数学）
 府立かわち野高校より
　常勤講師　大石　州紀（化学）
　教 諭　川副　弘二（体育）
 府立かわち野高校より
　教 諭　繆　　尚紀（体育）
 府立香里丘高校より
　教 諭　國里　晴子（英語）
 大阪教育大附属平野高校より
　教 諭　山本　美里（英語）初任
　実習教員　田中　直美
 府立東淀川高校より
　事 務　橋本　智子
 府立柴島高校より
・訃報

宗平大三郎 H1～ H10（英語）

平成31年度大学合格者・就職者数一覧
国立大学

北海道大学 3
東北大学 2
群馬大学 1
千葉大学 2
東京大学 3
東京外国語大学 1
東京工業大学 4
一橋大学 2
金沢大学 1
福井大学 1
山梨大学 1
信州大学 1
名古屋大学 3
三重大学 2
滋賀医科大学 1
京都大学 72
京都工芸繊維大学 4
大阪大学 58
大阪教育大学 2
神戸大学 42
奈良教育大学 1
和歌山大学 1
鳥取大学 3

公立大学
国際教養大学 1
岐阜薬科大学 1
名古屋市立大学 3
京都府立大学 1
京都府立医科大学 1
大阪市立大学 12
大阪府立大学 21
神戸市外国語大学 1
兵庫県立大学 1
奈良県立医科大学 3
和歌山県立医科大学 3
下関市立大学 1
山口東京理科大学 2

合計 51

私立大学
慶應義塾大学 13
中央大学 3
東京理科大学 13
早稲田大学 13
京都薬科大学 8
同志社大学 149
同志社女子大学 6
立命館大学 87
大阪医科大学 9
大阪工業大学 3
大阪薬科大学 4
関西大学 28
関西医科大学 4
関西外国語大学 3
近畿大学 17
大手前大学 3
関西学院大学 39
その他　私立大学 22

合計 424

準大学・専修学校・就職等
準大学 5
専修学校等 0
就職 0

合計 5

岡山大学 3
広島大学 2
山口大学 1
香川大学 1
愛媛大学 1
高知大学 1
九州大学 1
琉球大学 1

合計 222
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68期　髙松 孝之
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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　弁護士 田中素樹

〒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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レーシック・白内障・永久コンタクト・眼瞼下垂
多焦点レンズ・緑内障・硝子体・日帰り手術

院 長　医学博士 （92期）藤本 可芳子
■  天六 本院：地下鉄天六駅スグ（火祝休）

tel.06-6351-1880

■  天王寺 MIO 分院：MIO８F（年中無休）
tel.06-6775-8011

■  ルクア大阪分院：ルクア大阪９F（年中無休）
tel.06-4799-7033

先進医療認定施設
全ての手術は日帰りです



28 六稜会報 第73号（令和元年9月1日発行）

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 9月20日 （第3金曜日）
  11月15日 （第3金曜日）
  2020年 1月17日 （第3金曜日）
  3月27日 （第4金曜日）
  5月15日 （第3金曜日）

 2019年10月25日 （第4金曜日）
 12月20日 （第3金曜日）
 2020年 2月28日 （第4金曜日）
 4月24日 （第4金曜日）
 6月26日 （第4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

「詩ごよみ　岸本嘉名男詩集」 岸本嘉名男（68期）
「患者と家族に寄りそう在宅医療」 大井　通正（76期）
「お金の流れで読む日本と世界の未来  世界的投資家は予見する」 大野　和基（85期）
「バルーン・ジャンクの伝言　思索生活の生天付図より」 國米恵美子（63期）
「京都から見た、日本の老舗、世界の老舗」 松岡　憲治（81期）
「Die革命　医療完成時代の生き方」 奥　　真也（93期）
「ブレードランナー証言録」 大野　和基（85期）
「なにわことば遺跡2ことばといっしょに歴史を歩く」 山本　正人（旧職員）
「免疫療法を超えるがん治療革命」 小川　恭弘（83期）

六稜文庫 2019年6月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3

同期会予告
●66期　卒業65周年記念同窓会
日　時：9月26日（木）　11:30受付　12:00開始
場　所：大阪キャッスルホテル
　ご案内は送らせていただいておりますが、皆様が
集える機会を楽しみに、ご参加頂きます様に心より
願っております。
幹事：松岡茂雄　水野瑛子

●74期同期会（みなわ会）
日　時：2019年11月11日（月）11:00

・散策　大阪歴史博物館見学~大阪城公園内梅林めぐり
　11：00～ 12：00　
・総会および懇親会　
　OBPツインタワービル38階T’SGARDEN 東天紅
　12：30～ 15：30（会費8,000円）
・二次会（同ホテル）　15：40～17：40（会費2,000円）
日　時：2019年11月12日（火）
　　　　　74倶楽部ゴルフ　能勢カントリー
日　時：2019年10月29日（火）10：00～ 17：00

・山崎先生を偲んで「57年目のハイキング」
　北・山の辺の道コース（企画　西久保氏）
連絡先：壽榮松正信

Tel&Fax：06-6301-4040

E-mail:my8m-semt@asahi-net.or.jp

●88期同窓会のお知らせ
日　時：2019年9月28日（土）
場　所：ホテル プラザオーサカ
　　　　（大阪市淀川区新北野1-9-15）
◆16：30～　　　　受付開始
　17：00～19：00　一次会　19階淀の間
　19：00～　　　　二次会　1階宴会場
◆一次会¥7000円、二次会¥3000円
お問合せは、学年理事：中田雅章、楠本圭子まで

●100期同期会
日　時：2019年（令和元年）10月27日（日）
　　　　18時から
場　所：ホテルプラザオーサカ
　　　　（新北野1丁目9番15号）1階
　2018年（平成30年）2月24日の同期会に出席する
ことがかなわなかった方も含めて ,多数の参加をお待
ちしています。笑屋「同窓会グラフ」及びLINE「六稜
会100期 in大阪」もご参照ください。

幹事代表　中川博文
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事務局だより
理事会報告（平成31年2月16日）
承認事項
・上田会長が退任し、新会長に現 野村副会長が就任す
ることが承認された。
財務委員長：2018年度決算予想は、予算を上回るこ
とができ、黒字の見込み。2019年度予算が審議、承
認された。
報告事項
会館催事委員長：トークリレーについてはホームページ
を見て欲しい。ライブ中継も行っている。各期で講師
を推薦して頂き、同期の皆様方の動員をお願いしたい。
名簿委員長：同期の名簿の充実を各期でお願いしたい。
広報委員長：会報72号を3月1日に発行。十三シリー
ズをもう少し続ける。
次号73号の原稿を募集する。原稿が毎回ギリギリとな
るので、6月末という締切日を守って欲しい。
FR委員長：3月30日に新人幹事歓迎会を開く予定。は
じめての同期会を22歳から20歳に早期化する事を検
討中。委員が人材不足で、120期以降の30歳未満の委
員を募集している。協力願いたい。
クラブOBOG委員長：各クラブとも若手OBの参画・
会費の確保に腐心している。委員長が４月から交代す
る。昨年のクラブ対抗ゴルフコンペは台風接近により、
中止。
東京六稜会：六稜倶楽部に参加いただきたい。クラブ
OBOG委員会を東京でも立ち上げた。150周年に備え、
特別委員会を立ち上げた。　
学内理事：150周年記念事業として、部室の建替えを
検討している。そのため、生徒に部室への希望をアン
ケートでたずねた。
文化・体育活動振興賞（八木賞）の受賞者が決定した。
（海原央翔君）
事務局：教育環境基金への寄付をいただいた。奨学
金制度も検討中。
150周年記念事業について、学校・PTA・同窓会で実行
委員会を立ち上げる。
記念事業として、学校より、クラブ部室の建替え、校

内 ICT環境の整備の提案があり、検討していく。記念
行事プロデューサーを決定。同期会の折に、特に若い
期には、会費納入をお願いしたい。
カルチャー講座（久井先生）の日程変更あり。ホーム
ページを見て頂きたい。

理事会報告（2019年6月15日）
・野村会長、早嶋副会長、萩原名誉会長（校長）の挨
拶があった。
承認事項
財務委員会：平成30年度決算について財務委員長よ
り報告があり、承認された。決算報告は正確である旨
の監査報告があった。
報告事項
総務委員会：146周年総会に向けて100期と打ち合わ
せをした。卓話者は、牛尾知雄さんで、「ゲリラ豪雨を
瞬時に把握」がテーマ。
名簿委員会：150周年の記念名簿について検討する。
会館催事委員会：トークリレーは12月まで決定。7月
はワールドカップにあわせて、ラグビーのことを取り上
げる。9月は開催しない。催事委員を募集中。
広報委員会：会報73号は、引き続き十三今昔特集。
Web：高い精度のセキュリティ対応のため、4月に新し
いサーバーに乗り換えた。広報委員募集中。
FR委員会：初めての同期会を20歳への早期化、社会
人向けのミニ交流会、会長・副会長と若手幹事との意
見交換会が検討課題。
クラブOBOG委員会：クラブOBOG委員会 9月の理
事会後に開催予定。
東京六稜会：6月22日に東京六稜会総会を開催。200

名ほどの参加となりそう。
150周年企画委員会を開催した。東京でも企画する。
学内理事：2019年から文科省のWWLの拠点校として
北野が選ばれた。ハワイ、シンガポールでの研修に課
題研究のフィールドワークをいれたい。剣道部は近畿
大会、陸上部砲丸投げはインターハイへ、囲碁将棋も
好成績。
事務局：教育環境基金への寄付、創立150周年記念事
業準備委員会、国際交流振興会審査委員会の各報告。
会費納入では、若い世代の納入が一けたで推移。

北野「教育環境基金」へのご寄付のお願い
六稜同窓会　会長　野 村 正 朗（82期）

　北野高校はこのほど文部科学省の「WWL構築
支援事業」の拠点校に選ばれました。それに伴っ
て高大連携、海外留学等生徒の学習を深めるため
に要する経費が増大してきます。これを支援する
ために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。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。
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ご寄付頂き、ありがとうございました。

ご寄付　（敬称略）
54期 鈴木　潔
55期 匿名希望
58期 田村　芳之
 伴　　文夫
59期 薄木　卓
60期 大西　啓隆
 太田　元治
64期 栗岡　豊
 匿名希望

65期 犬飼　一夫
 海野　晴男
 藤　　圭之介
67期 67期同期会
68期 匿名希望
69期 黒岩　正幸
72期 小畑　俊弥
 古市　逸郎
73期 高橋　敏行
74期 笹川　忠士
75期 花房　令子

76期 西方　達
77期 太田　省三
 桑原　豊
 村上　安秀
78期 匿名希望
81期 中井　加明三
82期 野村　正朗
83期 栗尾　尚孝
84期 中村　仁
85期 黒谷　栄昭
 西川　正一

 谷藤　慶一
92期 徳岡　浩二
94期 94期同期会
 松井　真梨
98期 佐野　憲一
 徳田　由紀子
 井上　光生
 上村　敏之
 匿名希望

101期
102期

お悔やみ
　2018年12月～平成2019年6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
43期 青木 靖 不明
49期 苗村 六郎 2011年3月8日
50期 戸井 郁郎 2019年1月28日
52期 兒山 俊郎 2017年5月17日
53期 岩井 誠之助 2018年
 北村 博一 2018年12月6日
 鈴木 宏 2013年
 堀部 純男 2019年1月19日
54期 植村 益次 2017年6月21日
55期 岩根 弘 2019年2月24日
 木戸 友三郎 2019年6月19日
 林 眞一 2017年12月10日
 森脇 省一 2019年3月12日
56期 江川 隣之介 2018年11月28日
 緒方 正名 2019年6月10日
 福田 尚 2018年12月5日
 横山 嘉司 2019年2月19日
57期 奥田 亘 2019年2月11日
58期 松丸 哲也 2018年10月20日
 吉野 進五 2019年1月6日
59期 大立 博己 不明
 菅沼 良治 2018年12月4日
60期 大原 安窮 2018年1月19日
 河野 英通 2019年4月8日
 堀 秀康 2019年3月22日
61期 佐竹 利雄 2018年9月29日
 乃村 昌臣 2019年2月11日
62期 井上 昭良 2018年3月9日
63期 大池 敏子 2018年10月4日
 大隅 進 2018年10月
 奥村 啓介 2019年1月29日
 津田 治 2019年1月26日
64期 浅野 高弘 不明
 岡 佑光 2019年3月9日
 神村 正彌 2019年1月18日
 菅野 正 2019年5月26日
 伊藤 寿美子 2019年2月15日
65期 明石 仁 2019年2月21日

 岩田 省治 2018年11月8日
 米田 宏巳 2019年3月25日
66期 三宅 淳子 2019年1月1日
67期 岡本 恭介 2019年2月5日
 下村 匡哉 2018年4月
 富 雅男 2017年7月13日
 三輪 和邦 2019年1月6日
 和田 正美 2018年7月31日
 原田 優子 2017年2月7日
 芳浦 律子 2018年9月21日
68期 髙田 亘 2019年3月27日
 樋口 昭治 2018年12月7日
 山上 燎介 2019年2月23日
 室井 君江 2019年1月30日
69期 浅田 寿生 2014年
 沖 伸一 2018年11月12日
 片山 義康 2019年2月21日
 川端 清旦 2018年3月
 髙橋 武 2018年8月19日
 菊地 松子 2017年3月
 山本 隆子 2019年3月12日
71期 中嶋 康夫 2018年11月22日
 松田 博映 2018年12月31日
72期 矢倉 一央 不明
73期 吉田 喬 2017年6月1日
 今野 泰子 2019年3月7日
 吉田 実奈代 2018年4月
74期 高塚 龍之 2019年1月1日
 守武 秀憲 2018年4月20日
76期 岡林 忠弘 2018年11月
77期 白藤 晴雄 2019年3月26日
 滝尾 武 2019年2月18日
 津田 慶子 不明
78期 北岡 知 2018年9月
 中林 秀一 2019年4月26日
79期 日下 洋史 2018年7月24日
80期 豊原 隆一郎 2018年9月23日
 藤川 隆司 2018年7月17日
82期 佐々木 英一 2019年2月14日
84期 藤谷 伸一 2018年12月28日
85期 安部 文敏 2018年12月3日
86期 笠木 伸昭 2018年12月31日
 濱田 義幸 2019年5月23日
96期 村元 さやか 2018年7月21日
 多田 健一 2018年12月21日
 山口 祐樹 2018年11月30日

100期
122期
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￥2,300
お一人様+ お一人様+

担当 :上田まで
[受付時間 ]10:00～18:00

JR大阪駅直結の宴会場個室プラン

プランB
Cプラン

お一人様

お一人様

お一人様

￥6,500
￥7,500
￥9,000

プランA

2020.
3.31（火）まで

TEL.06-6345-2581

￥1,000割引！お一人様 

月～水曜日のご利用又は
日・祝日の17時以降のご利用がお得！

曜日割引お得な

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。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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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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 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

総　会
多目的ホール

12:00

12:45

13:00

受付開始
在校生オーケストラ部の演奏
総会
活動報告
卓話：牛尾　知雄さん　（100期）

『“ゲリラ豪雨”を瞬時に把握』
　夏季の夕方に、突然の大雨、ゲリラ豪雨に遭遇されたことのある方も多い
のではないでしょうか。このゲリラ豪雨は、河川の氾濫、鉄砲水などをもたら
し、都市の機能を麻痺させ、時には人命にも関わります。今回の卓話では、こ
うした大雨を高速に分解する世界最高性能の気象レーダをはじめとするリ
モートセンシング技術を中心に、背景となる地球環境問題から最先端の試み
まで概観し、自然災害に強い、安心安全な未来の社会像を紹介したいと思い
ます。

大阪大学工学部卒、同大学院工学研究科博士
前期及び後期課程修了。博士（工学）。アメリカ
航空宇宙局（NASA）マーシャル宇宙飛行センター
National Space Science and Technology Center/
USRA研究員、大阪府立大学大学院工学研究科
助手、大阪大学大学院工学研究科准教授を経て、
現在は首都大学東京（東京都立大学）教授。

牛尾　知雄（うしおともお）氏
Tomoo Ushio

15:00 懇親会費 5,000円

74期（S37年卒）以前の方、127期~129期・・・2,000円
130期・131期・・・招待
【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。

懇親会費の事前振込みにご協力ください。

懇親会及び
131期歓迎会
六稜会館3Fホール 16:30

（終了予定）




