
74
2020.3.1

02 会長挨拶
03 名誉会長挨拶
04 146周年総会報告
06 ゴルフコンペ報告
07 FR委員会
 ・六稜進路相談室＆若手交流会
 ・130期はじめての同期会
08 六稜トークリレー
 東京六稜倶楽部
 六稜カルチャー
 六稜文庫
09 創立150周年記念事業
　 Party Reports1
10 同期会報告
 （66、68、70）
11 同期会報告（71、74、76）
12 同期会報告（81）
13 同期会報告（88）
　 特集
14 吉野彰さん講演会・インタビュー
18 会館催事
21 同期会予告
 （62、82、96、98、101、102、113）
　 母校の窓
 クラブだより
25 132期学年理事/クラス幹事
　 事務局だより
30 理事会報告/教育環境基金/ご寄付
31 お悔やみ
32 147周年総会開催のご案内
 年会費納入のお願い
 協賛広告のお願い
　 広告
06.13.20.26～29.31



2 六稜会報 第74号（令和2年3月1日発行）

創立150周年記念事業を目指して
六稜同窓会　会長　野 村 正 朗（82期）

　いよいよ、この夏に東京オリンピック、パラリン
ピックが開催されます。
　昨年は、ラグビーワールドカップにおいて、日本
代表チームがベスト8に進出するという快挙を成し
遂げ、日本中がONE TEAMとなり、「令和」という
御代にふさわしいスタートとなりました。
　さて、今年はどのような盛り上がりある年になる
のでしょうか。
　六稜同窓会にとりましては、素晴らしい幕開けと
なりました。それは、1月28日母校に於いて、昨年ノー
ベル化学賞を受賞された吉野 彰氏（78期）の講演
会が催されたからです。
　当日は、生徒・PTAの人達と共に、600名を超え
る多数の同窓生が参加されました。会場の体育館
に入り切らずに同窓会会館の臨時モニター会場に
て聴かれた方も多く、色々とご無理をお掛け致しま
した。吉野氏のノーベル賞受賞は、同窓会として
大変名誉なことばかりでなく、そのご功績や講演内
容が、現役生徒にとりまして、必ずやこれからの勉
学や生き方への大きな糧となったはずです。私も受
賞発表時に吉野氏がご発言された「研究者は頭がや
わらかく、最後まであきらめない心―柔軟性と執
着心―が大切」という言葉と共に、講演の中でおっ
しゃったノーベル賞を受賞した者の責務として、環
境問題を解決し、サスティナブル社会の実現に向け、
自らがET（エネルギー・テクノロジー）革命の担い
手となり、また発信者となられている姿に深い感
銘を受けました。本当に嬉しい出来事でした。
　さらに、もう一つ嬉しいお知らせがあります。
　それは、150周年記念事業の先行事業としての
奨学金制度の設立です。68期の髙松孝之氏から、
経済的理由により修学が困難あるいは海外留学へ
の参加等が困難な生徒に対し、それに要する資金
の一部を給付することにより、有為な人材やグロー
バルな人材の育成を図ることを目的とする寄付「髙
松孝之奨学基金」を昨年末に受けました。
　髙松氏ご自身も学生時代に経済面で大変ご苦労
をご経験されたがゆえに、若い人達には少しでも
学業に集中してもらいたいとの思いから、本奨学
金を考えられました。
　今後さらに経済的格差が拡がっていく社会にお
いて、公的支援もあまり期待できない中、このよ
うな基金は、益々有意義なものになっていきます。
お互いが協力して支え合う社会・コミュニティ作り
の大切さを改めて思い、大変嬉しい限りです。

　三つ目の報告は、創
立150周年記念事業がス
タートとなります。
　既に、学校、PTA、同窓会による準備委員会で7
回の協議を重ねてきましたので、ここに報告させて
いただきます。

創立150周年記念事業について
【事業内容】
　（1）母校の教育環境整備
　　①六稜倶楽部の建設

・老朽化したクラブ部室の建替に留まら
ず、生徒・教師・OB・OG、地域との
交流が図れる場としての施設の建設

　　② ICT環境整備
・校内Wi-Fi敷設
・六稜会館ホールのプレゼンテーション
用設備の更新（デジタル化）

　　③奨学金制度
・髙松孝之奨学基金の先行設立

　（2）社会貢献事業
桜（笹部桜）の森…大阪梅田北ヤードに建設
中のグランフロント2期に予定されている「う
めきたの森」への植樹（2026年度完成予定）
（100周年記念事業の社会貢献事業として
は、大阪市に梅林を寄付。現在、大阪城
公園の梅林として市民・観光客の憩いの場
となっている）

　（3）記念誌
　（4）記念式典　2023年10月28日（土）開催予定
【事業規模】
　　寄付金額　3億円
　　　内訳　①六稜倶楽部建設　1.5億円
　　　　　　② ICT環境整備　　0.4億円
　　　　　　③社会貢献事業　　0.8億円
　　　　　　④記念式典他　　　0.3億円

　ここで同窓会全会員の皆様へのお願いがありま
す。具体的には、寄付金へのご協力です。
　同窓会一人一人のご支援が母校並びに六稜同窓
会の発展に繋がります。どうか、一人でも多くの同
期、先輩、後輩の方々に呼びかけていただき、「ONE 
TEAM六稜魂」を遺憾なく発揮され、本事業を成
功に導いていただきたく存じます。
（尚、本事業への寄付については税額控除の対象
になる予定です）
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令和も北野の時代に
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亘る多大なるご
支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　私は、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。よろしくお願いいたします。
　さて、私が赴任してもうじき一年になります。
これまで様々な場面で、北野の「素晴らしさ」を
感じることがありました。まずは生徒たちです。
私は全教員の授業を年2回見に行くことにしてい
ます。本校の教員は「授業第一主義」の下、アカ
デミックで質の高い授業を行っています。生徒た
ちは真摯に授業を受けているのですが、その表情
がいい！ 新たな知識に触れた時の驚きの表情や、
英語でのやり取り、またペアやグループで自分の
アイデアをお互いに伝え合う表情は本当にキラキ
ラしています。学問に対するあくなき好奇心・探
求心において、本校生徒はずば抜けて高いと思い
ます。
　そんな生徒たちは、行事や部活動ではまた違っ
た一面を見せてくれます。六稜祭では各クラスが
創意工夫に溢れた出し物を競っていました。2年
生の演劇では大いに笑わせてもらいました。各文
化部も日頃の活動の成果を存分に発揮し、レベル
の高い演技や作品に感動しました。文芸部では特
別ゲストとして、本校卒業生で小説すばる新人賞
を受賞された増島拓哉さんも来られていました。
　秋の水泳大会、体育大会でも北野生の「本気」を
ひしひしと感じました。水泳大会では水泳が得意
な者は高いパフォーマンスを見せ、苦手な者も全
員が泳ぎ切り、名高き「北野の50メートルプール」
の壁を超越していました。体育大会では大会新記
録の連発に驚きました。夏の酷暑でも負けない体
力が身についていることを証明してくれました。

　部活動では陸上部や山岳部、剣道部が近畿大会
出場を果たしました。野球部も秋の府大会5回戦
まで進みました。また、陸上部と囲碁将棋部の各
1名が全国大会に出場しました。大阪ではやはり
私学の壁が厚いのですが、そんな中にあってまさ
に文武両道を体現する北野生の活躍ぶりは各方面
に大きな反響を呼んでいるのです。
　北野の「素晴らしさ」を感じたもう一つは同窓
生の皆様のご活躍です。146年脈々と続く「六稜
魂」ここにあり、と感じることが多々ありました。
　「にわか」ではないラグビーファンを自称してい
る私は、廣瀬俊朗さんのドラマでの熱演に涙し、
またW杯での理知的かつわかりやすい解説に感嘆
しました。
　10月には吉野彰さんがノーベル化学賞を受賞
されました。生徒たちは数名がマスコミのインタ
ビューを受け、喜びを素直に表していました。本
当に生徒たちに勇気を与えていただきました。
　11月、毎日新聞が「私の母校」シリーズに北
野高校を取り上げてくれました。6名の卒業生の
方々が高校時代を振り返り、語っておられました。
中には現在の生徒には絶対真似てほしくない（笑）
ようなご自身の高校時代のお話をされていた方も
いらっしゃいましたが、皆、北野が今の自分を作っ
てくれた、と母校愛に溢れるコメントを残してお
られました。
　このように令和元年は北野高校にとって特別な
一年であったように思います。新たな時代の幕開
けにふさわしい、北野の躍進です。この勢いのま
ま、「令和も北野の時代」となるよう教職員一同努
力を続けてまいります。六稜同窓会の皆様には引
き続きご支援のほど、どうかよろしくお願いいた
します。
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六稜同窓会146周年総会のご報告
文責・中 川 博 文（100期）　 写真・岡 田 文 夫（100期）

　2019年（令和元年）10月27日（日）、北野高校に
おいて、六稜同窓会146周年総会が開催されました。
幹事は、100期（1988年（昭和63年）卒業）が担当
しました。当日は、秋晴れのさわやかな天候に恵
まれ、約200名の同窓生を迎えて、盛会のうちに
お開きとなりました。総会の運営に当たり、アドバ
イスをいただきました99期の先輩方及び事務局に
は、厚く御礼申し上げます。
【第１部　総会】
＜挨拶，祝辞及び活動報告＞
　第1部の総会は、多目的ホールにおいて、行われ
ました。
　在校生オーケストラ部により、北野高校校歌「六
稜の星のしるしを」や葉加瀬太郎「情熱大陸」など、
力のこもった素晴らしい演奏が披露されました。
　司会の徳岡浩二総務委員長（92期）による開会
の辞の後、野村正朗同窓会会長（82期）
からご挨拶がありました。目下の同窓
会活動として、創立150周年記念事業
に向けて、2020年（令和 2年）2月ま
でに教育施設設備の拡充予定、社会貢献事業の内
容及び記念式典の概要を取り決めること、吉野彰
氏（78期）のノーベル化学賞受賞を受けて、本校に
おいて記念講演会を開催することなどが検討され
ているとのことでした。

　続いて、名誉会長の萩原英治校長先
生から祝辞を賜りました。北野高校は、
文部科学省により、WWL（ワールド・ワ
イド・ラーニング）コンソーシアム構築支

援事業における拠点校に指定され、イノベーティブ
なグローバル人材を育成するための支援を受けると
ともに、剣道部、山岳部及び陸上部が近畿大会に
出場し、陸上部員1名がインターハイの砲丸投げ部
門で4位に輝くなど、北野高校の文武両道の伝統
が脈々と引き継がれているとのお話がありました。
　その後、常任理事の紹介をはさみ、笹川忠士事務
局長（74期）から活動報告がありました。六稜同窓会
の会計収支が4年連続で単年度の黒字決算を達成

したこと、新入会員として131期318名を迎え、同窓
会員は通算で4万人を超えたこと、会員親睦、学校
支援及び社会貢献の各分野において、幅広い同窓
会活動が展開されていることなどが報告されました。
＜卓話＞
　司会は多田裕史くんが務め、ユー
モアを交えながら卓話者である牛尾
知雄くんの人となりが紹介されまし
た。牛尾くんは、北野高校を卒業後、大阪大学工
学部に進学し、大阪大学大学院工学研究科博士課

程を修了しました。アメリカ航
空宇宙局（NASA）マーシャル宇
宙飛行センター研究員として
活動した後、大阪大学大学院
工学研究科准教授、首都大学
東京教授を経て、2019年（令和

元年）に大阪大学大学院工学研究科教授に就任しま
した。本日は、「ゲリラ豪雨を瞬時に把握～フェーズ
ドアレイ気象レーダーの研究開発」の題目で講演が
されました。これまでの気象レーダーでは、雲の大
きさなどの観測に5～10分間を必要としていたとこ
ろ、積乱雲などは10分で大きく成長するため観測
スピードが追い付いていなかったのですが、牛尾く
んを中心とするグループが開発した最新のフェーズ
ドアレイ気象レーダーによれば、観測時間が10～
30秒に短縮され、何分後にどの場所で雨が降るか
を予測でき、数分程度の非常に短い時間で生成す
るゲリラ豪雨の予測につながるデータを提供できる
ようになるとのことでした。これらの研究開発によ
り、近年頻発する豪雨災害に対して安心安全な社会
を構築することができれば、これほど素晴らしいこ
とはないと感じ入った次第です。今後も、牛尾くん
には我々の社会に役
立つ研究を継続され
ることをお祈りして
います。
　講演の終了後、牛
尾くんと3年生の時
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にクラスメイトであった森下玲子さんから花束贈呈が
され、質疑応答の際のマイク係を務めた大中絵里さ
んとともに、牛尾くんとの記念撮影が行われました。
【第２部　懇親会及び１３１期歓迎会】
＜オープニング＞
　第2部の懇親会及び131期歓
迎会は、六稜会館3階ホールに
おいて、行われました。
　司会は佐藤栄哲くんと森仁美さんが務めました。
お二人とも元気一杯に自己紹介をした後、最年長91
歳の金津博直さん（59期）による乾杯のご発声とと
もに開宴となりました。その後、新たに同窓会会員
となった131期を代表して、大森裕梨香さん及び中林
彩佳さんら4名の方からご挨拶をいただきましたが、
それぞれ若くてフレッシュですがすがしく、31年後の
六稜同窓会の幹事は安泰であると確信しました。
＜アトラクション＞
　今回の懇親会のテーマは「笑顔（smile）」です。ア
トラクションでは懇親会史上初めての試みであるラ
イブペインティングが行われましたが、その実演者
である武内祐人くんが「I wish you are always smiling.
（笑顔がたくさん見つかりますように）」とのテーマ
でイラストを描いていることに由来するものです。

　武内くんが上記の
テーマで描く笑顔の
動物や子どもたちのイ
ラストは、雑貨アイテ
ムや広告などで多数使

用され、2015年（平成 27年）からは小学2年生国
語の教科書（東京書籍）の表紙にも採用されていま
す。武内くんは、普段は静かな場所で90分程の時
間をかけてライブペインティングを行うのですが、
本日は、少々騒がしい場所で40分のショートバー
ジョンで描いてくれました。BGMを背景に、急ピッ
チで汗びっしょりとなりながら、白地のカンバスに
かわいらしい動物のイラストを描いていく武内くん
に皆さんの視線が集まり、中には写真や動画を撮
影される方もいらっしゃるなど、注目度は抜群でし
た。完成した折りには拍手喝さいとなり、会場は
大いにわき上がりました。
＜お楽しみ抽選会＞
　毎年恒例のお楽しみ抽選会では、多数の賞品が
提供されました。北浦力くんが経営する北浦酒店
のお食事券、中井美紀さん提供の阪神タイガースT
シャツ、西野香苗さん夫婦が経営する北海道網走
のオーベルジュ「ノーザンロッジカント」ペア宿泊
券、本庶元くんのお父様でノーベル医学・生理学
賞を受賞された本庶佑さん直筆のサイン色紙、そ
して、武内くんが先程完成させたライブペインティ
ングの作品などです。当選された方々は大変喜ば
れ、とりわけ武内くんの作品が当たった方は、作

品の前で武内くんと一緒に記念撮影されるなど、
会場の雰囲気は最高潮に達しました。皆さん、本
当に笑顔でお楽しみ抽選会に参加されていました。
＜エンディング＞
　来年度の幹事学年の紹介では、桝井貞次さんと
古木賀子さん（ともに101期）からご挨拶がありまし
た。桝井さんからは、ラグビーワールドカップで活
躍した日本代表のようにワンチームとなって100期
から101期にボールをつなげていきたいとの意気込
みが語られました。
　校歌斉唱では、高校
時代にハンドボール部で
活躍した美人で美脚の辻
本ゆき子さんが特注のタ
クトで指揮を執り、昨年の100期同期会でも演奏し
た大谷歩くんがピアノ伴奏を担当し、在校時にコー
ラス部に所属していた坂田渉くんにリードされなが
ら、全員で歌い上げました。

　次は、毎年恒例の
応援エールです。今
年は、高校時代にソ
フトボール部であった
メンバー 8名が応援

エールを行いました。道家祐子さんを筆頭に、喜多
悦子さん、木村知子さん、上田留美子さん、伊藤由
紀さん、加賀久美子さん、戸下智子さん、有森るみ
さんが、これまた特注のオリジナルTシャツを着用
して、応援エールを切り、会場の皆さんも「フレーフ
レー北野」と手拍子を送りました。会場全体が、先
輩も後輩もなく、一体となったと感じる瞬間でした。
　最後に、早嶋茂同窓会副会長（87期）
から、懇親会へのお褒めの言葉と、懇
親会のテーマどおり皆さんが笑顔で懇
親会から帰宅することを確信したとの
総括をいただきました。そして、全員で記念撮影
を行い、無事に閉会となりました。
　来年以降も六稜同窓会が盛大に開催されること
を祈念するとともに、改めて諸先輩方及び事務局の
皆様に御礼申し上げます。なお、最後になりました
が、100期の皆さんには、大変忙しい中、献身的に
準備に参加していただき、本当にありがとうござい
ました。今回の準備の過程は、私にとって大変心に
残るものとなりました。また機会があれば、ぜひ集
まりましょう。その時を心より楽しみにしています。



6 六稜会報 第74号（令和2年3月1日発行） 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。

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
女子オープン開催
４月１０日（金）～１２日（日）

よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部

●2019年　第30回　六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
　ラグビー部3連覇なる

ラグビー部　本 出 肇（90期）

　ラグビー部は2016年の団体、個人、ベスグロ
すべて1位という完全優勝、2017年は90期下平
君が新会長に就任、お祝いを兼ねる年に2連覇致
しました。2018年は台風に伴いコンペ中止とな
りましたが、2019年はラグビーワールドカップ
開催と、またまた決して負けることができない六
稜クラブ対抗ゴルフコンペが9月29日花屋敷ゴル
フクラブで開催されました。
　前日ジャパン対アイルランド戦が静岡であり、
「これは奇跡ではない」とアナウンサーが絶叫し
たジャパンの勝利に深夜まで勝利の美酒に酔いし
れ、参加選手全員アルコール臭い息と寝不足によ
る血走った目で集合、なんと下平会長は静岡での
試合を現地観戦後とんぼ返りでの出陣でありま
す。厳選8名体制で総勢80名を超えるクラブOB

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。　
　ラグビー部は卓球部との2対2での組み合わせ、
和気あいあいとラウンドを進めますが、昨日の疲

れが出たか、なかなかペースが上がりません。午
後になり、わがラグビー部が誇る巨砲103期蜷川
君が300ヤード越えのドライバーを披露し（個人
戦で2位）ショットメーカーの86期石井先輩のア

プローチが決まり（3位）まずまずの
手ごたえの中大会は終了しました。
　結果ラグビー部は3連覇を達成す
ることができました。なんと2位か
ら7位までが5点差以内の接戦、なか
でも2位のサッカー部と3位の卓球部
は同点でありました。下平新会長　
満面の笑みの3連覇達成です。
　これで過去6年間優勝5回、準優
勝1回と、抜群の成績を収めること
となりました。今年は東京オリンピッ
ク開催の年、再びTVの見過ぎで腰の
痛い中での対戦となることでしょう。

クラブ対抗ゴルフコンペ成績
■チーム戦 
優勝 ラグビー部
2位 サッカー部　3位 卓球部
■個人の部 
優勝とベストグロス賞　引網さん（89期） 水泳部

2020年
ゴルフコンペのお知らせ

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
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　2019年4月～ 2020年1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
を主催しています。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。

※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

※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」を定期開催しています。
　https://www.facebook.com/groups/kitano.cafe/

Produced by 六稜同窓会FR委員会
2019年度　FR委員会活動報告

●5月12日　六稜進路相談室＆若手交流会
　毎年開催している「行列のできる就活相談所」をリニューアルし、今回は「六稜進路相談室」として開催
しました。参加した128期の大学生より、感想が届きました。

　私は今回初めてこのイベントに参加しました。就職活動
が中盤に差し掛かり、不安や焦りが募ってきていた時期に
このイベントの存在を知り、友人と共に参加を決めました。
　ご参加いただいた社会人の方々は多種多様な業界で活
躍されており、志望業界をかなり絞った状態で参加した私
も、また改めて職業に対する視野を広げることができまし
た。社会人の方から様々な経験談やアドバイスをお聞きす
るのはもちろんですが、逆に学生側の話をたくさん聞いて
いただきました。そこで自分の仕事に対する考えや、“将来どうしたいのか”について引き出してもらうこ
とができました。こうして自分の将来を見つめ直し、自分の意思をより明確に持つことができたことがこ
のイベントに参加して一番良かったことだと感じています。また、懇親会では就職に関する話だけでなく、
高校時代の話から世間話などで盛り上がり、幅広い世代の先輩方と親睦を深めることができました。
　このイベントは、就活前・就活中・就活後、どんな状況の学生に対しても役に立つ機会であると思いま
す。私自身、就職活動を通じて社会人の方々とお話しすることがいかに大切であるか身を持って感じまし
た。このイベントのように一度にこんなにも多くの社会人の方々とお話できる機会はかなり貴重です。皆
さん是非、参加してご自身の就職活動に活かしてみてはいかがでしょうか。

●1月12日　130期　はじめての同期会

　今年の1月12日に、130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で大阪に帰
省している方も多く、約270人の方
にご参加いただきました。六稜ホー
ルを借り、立食形式で行いましたが、
人数が多く、少し身動きが取りづら
い状態となってしまいました。途中
さまざまな企画があり、ビンゴ大会
ではディズニーチケットや黒毛和牛を当てた人もいました。事前に参加者に回答してもらっていた
｢〇〇な130期｣アンケートの結果発表も非常に盛り上がりました。在学中から人気だった有志バンド
の復活や、高いクオリティの漫才も大盛況でした。また今回の同期会では、在学時にお世話になった担
任の先生方にもお越しいただきました。先生方や友人たちと、お互いの近況を報告しあったり、懐かし
い話をしたりと、各々交流を楽しむことができました。
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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18日

第207回
「レオナルド・ダ・ヴィンチ、空飛ぶ機械の夢」
米田洋さん@89期
（帝京大学　航空宇宙工学科　教授）

4月15日
第208回

「Industry4.0時代の建築　
―羽田クロノゲート・豊洲市場を読み解く―」
五十君興さん＠88期
（株式会社日建設計執行役員）

5月20日
第209回

未定
山口あゆ美さん@98期（AYU FRIENDS主宰）

6月17日
第210回

未定
平尾　啓さん＠92期
（公益財団法人日本オペラ振興会オペラ歌手育成部）

7月15日
第211回

未定
未定

日　時◎2020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

3月 7日
第181回

「考古学からみる「百舌鳥・古市古墳群」の時代」
上田直弥さん@121期（阪大・埋蔵文化財調査室）

4月 4日
第182回

「笹部桜を知ってますか？
～桜男・笹部新太郎が遺したもの」
弾正原佐和さん（白鹿記念酒造博物館・副館長）

5月 9日
第183回☆

「隣の芝生はなぜ青い！？
～神経科学から見たヒトの性向と脳のしくみ」
則武　厚さん@106期（生理学研究所・助教）

6月13日
第184回☆

「人生100年時代のオーラルケア～簡単だけどとても重要なこと」
福池久恵さん@98期
（サンスター財団千里歯科診療所・歯科衛生士長）

7月 4日
第185回

「アンチ・ドーピングの光と闇」
萩原　聡さん@91期
（日本陸上競技連盟・医事委員／医療法人ひまわり会・理事長）

※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

 2020年 3月27日 （第4金曜日）
 5月15日 （第3金曜日）
 7月17日 （第3金曜日）
  9月18日 （第3金曜日）
  11月20日 （第3金曜日）

 2020年 4月24日 （第4金曜日）
  6月26日 （第4金曜日）
  8月28日 （第4金曜日）
 10月23日 （第4金曜日）
  12月18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

「薔薇色のアパリシオン」 冨士原清一（40期）
「未完の資本主義 テクノロジーが変える経済の形と未来」 大野　和基（85期）
「お礼まいり」 徳岡　孝夫（60期）
「ヒマラヤ」 徳岡　孝夫（60期）
「「民主主義」を疑え！」 徳岡　孝夫（60期）
「舌づくし」 徳岡　孝夫（60期）
「みおつくし」 左近　葉子（84期）

六稜文庫 2019年12月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3
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●昭和29年卒66期生
　　　　　卒業65周年記念同窓会

　松 岡 茂 雄（66期）

　卒業 65周年記念同窓会を令和元年9月26日、
大阪キャッスルホテルで開催。大阪メトロ谷町線天
満橋駅ごく近くの便利なロケーションもあって、男
女合わせ約50人の同級生が集合、ひとときの歓談
を楽しみました。各人の近況報告、毎日TVちちん
ぷいぷい「学校にいこう北野高校篇」録画上映、来
る2023年の開校150周年記念行事予定報告、「高
校三年生」など懐かしい昭和の歌のカラオケにつづ
き、校歌を斉唱。全員84才、健康寿命をとっくに
過ぎて集まれた幸運をよろこび、可能ならば再会す
ることを約束して散会しました。

●68期「北野31句会」報告
福 島 有 恒（68期）

　昭和31年卒業（68期）の俳句仲間は北野31句会
と称してインターネット俳句を楽しんでいます。今
回は令和元年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。
　68期の方で当句会に参加を希望される方は、下
記の会員（作者）にお問い合わせください。経験不
問です。
母と子と猫も覗き見金魚槽 石井　登
万葉の旅西海の大夕焼
七坂の七つの秋に出会ひけり
ボサノバの低く流るる夕薄暑 中院俊子
虹の足片方は見えず海の青
港の灯眼下に満ちて月昇る
何事も無かった様にメロン切る 畑田孝子
それぞれに果てしいのちや遠花火
格子戸に新酒の文字や匂立つ

吊橋の揺るる隙間に夏の川 福島有恒
野仏に二つ皿ある夕焼道
行く秋を寄り来る猫と惜しみけり
目が合ふて金魚は緋色をひるがえし 邑上治兵衛
末期がん告ぐる友来て夏惜しむ 

ふるさとに人なき生家木守柿

●70期同窓会
　高 田 早 智 子（70期）

　2019年10月10日、70期の同窓会が大阪市北区
のマルビル内大阪第一ホテルで開催された。70期
の同窓会は従来 2クラスが幹事として担当してき
た。1、2組から始まり2クラスのセットで勤めると
9クラスあるから最初の1、2組へ戻るには9年を要
する。2017年の時点で78才に達していた70期で
は、8、9組へ廻ってきたのをきっかけとして、幹事

クラスを中心に
今後のあり方が
検討された。ま
ずこのまゝ同窓会
を続行するのか、
否か…。終わる
にはまだ心が残
り、続行すること
になった。但し、
従来の会で毎年

催してきた講演会、演奏会、ウォーキング等の催事
は、企画と準備に労力を要することから取り止める
ことにした。こうして2018年から歓談のみを楽しむ
会へ移行した。このような経緯で、2019年も集合
写真すら撮ることもなく、幹事長の開会の辞、逝去
された仲間を偲んでの黙祷、遠来の友の挨拶、乾
杯、会食へと進み、会食中の歓談は賑やかに続いた。
13時から開始された会合は14時45分頃に至り、諸
活動報告へと移った。学年理事による六稜同窓会
の報告、大阪のメンバーによる讃山会、東京のメン
バーによる芋煮会等の活動報告がなされた。閉会
に近づき恒例の大谷健二氏によるエール、校歌斉
唱で締めくくり、閉会した。会場は二次会の「キン
グオブキングス」（大阪駅前第一ビル地下―六稜同
窓生の経営店）へ移り、ここでも途切れることのな
い歓談でまたたく間に2時間を経過した。本年の出
席者は78名であり、従来から毎年80名前後の出席
を得ているので、当分の間はこの状態が続くことを
願っている。従来欠席されてきた方も時には若き日
の友と語らう一刻（ヒトトキ）を持ちませんか。

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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●71期東京六稜会の活動
　永 田 正 照（71期）

　71期東京六稜会は、昭和59年11月に当時44、
5歳、現役バリバリの首都圏在住者を中心に63人
が集まって第１回の懇親会を開いたのが始まりで
す。その後毎年の総会を原則11月
の第二土曜日に連綿と開催し続け、
80歳も間近になった本年は、5月に
写真の通り北野卒業60周年記念と
銘打って第35回総会を開きました。
　これまで総会は、メンバーの誰か
から学会、業界などの専門分野の話
題や書道、絵画など趣味の話を聞い
た後懇親会を行うことを原則とし、適宜関東近辺
の観光地への一泊旅行、観劇、美術鑑賞、ピアノ

演奏などのイベ
ントを組み合わ
せて実施してき
ました。
　 こ の 35年 間
で 印 象 的 な の
は、クルーズ船

を借り切っての東京湾巡り (H元 )、博本先生夫妻
にご参加を頂いた山梨ワイナリー見学バスツアー
(H3)、東西中間地点燒津での大阪組との合同懇親
会 (H4)、観光と
ゴルフの北海道2

泊3日旅行(H24)、
同じく2泊3日の
旧蹟観光と海鮮
料理の長崎雲仙
の旅 (H26)、ネモ
ヒラと文豪史跡を訪ねた常陸旅行（H 28）などな
ど、いずれもワイワイ楽しく過ごした思い出に残
る行事です。（写真は帆船日本丸の総帆展帆と常
陸海岸）
　又平成15年に構築したグループメール網は、会

の案内やお知らせに使うだけでなく、メンバー相
互で手軽にメールや写真のやり取りをしていて、
会の纏まりと持続性に大いに貢献しております。
　令和2年の次回は、傘寿を祝う記念大会を、本
会が出来るだけ長続きすることを願いながら盛大
に行う予定です。

●74期同期会（みなわ会）報告
　山 田 宏（74期）

　74期生が1962年に卒業して57年、ほとんどが76

歳です。卒業当時の在籍者数は443名、うち66名の
方が故人となられました。（2019年1月27日現在）　
同期会は卒業時の1・2・3組、4・5・6組、7・8・9組が
持ち回りで幹事を担当し毎年、秋に開催しています。

　昨年は、11月11日（月）に東京など遠来からの方
も含め28名（男性17名、女性11名）で行いました。
　難波宮跡側、NHK隣接の大阪歴史博物館に集
合、古代から中世、近世、現代にいたる歴史を改め
て勉強し、大阪城公園へ。1974年に開校100周年を
記念して六稜同窓会が植樹した梅林を散策。当初
880本だった梅の木は現在では1270本以上とさらに
充実していました。そして到着したのは地上150mか
らの眺めが望めるＯＢＰツインタワービル38階「TʼS 

GARDEN東天紅」。今でも仕事を続けておられる方
の実績報告、大病から生還した体験談、趣味の話な
どに笑いと拍手がわきました、盛り上がったのは恩師・
野々村博先生（1934年6月生まれ85歳）のラグビー
談義。ラグビーの歴史、昔はなかったジャッカル、今
の高校生選手の体格の良さ、メディアがスポーツに
及ぼす悪影響などを若々しくお話いただきました。

●卒業55周年76期同窓会
　奥 田 稔（76期）

　私達76期生は昭和39年、東京オリンピックの年
に卒業して、早いもので55年が過ぎました。約40

年前から毎年、11月の最終土曜日に同窓会を開催
してきましたが、開催日のアンケートをとったとこ
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ろ「平日に」という要望がありました。それで今年
は初めて平日に新阪急ホテルで開催しました。
　当日は恩師の
野々村先生が御出
席下さり、ラグビー
のワールドカップ
の熱気も冷めやら
ぬ中で約30分間、
ラグビーに対する
先生の情熱を熱く
語って下さいました。
　その後、シアトルから参加してくれた小林君のロ
シアにおける日本庭園の話があり、また、高校時
代のなつかしい写真も披露され、皆が高校時代に
戻って和気あいあいとした雰囲気の中で、楽しい3

時間があっという間に経ちました。
　次回の76期同窓会は、令和2年11月28日（土）
午後1時から同じく新阪急ホテルで行います。1人で
も多くの皆様の御参加を心よりお待ちしています。

●81期卒業50年記念同期会の報告
　北 村 泰 孝（81期）

　令和元年11月9日から10日にかけて1泊2日で、
長野県白馬村にある「白馬ハイランドホテル」にて、

私達81期の卒業後50年記念同期会
を開催いたしました。関東、関西か
らバスを仕立てて総勢81人の賑やか
な記念同期会になりました。初日は
夕方から記念パーティ。全員集合の
記念撮影に始まり、久し振りの遠方
からの友との語らいや、卒業時のク
ラス仲間ごとの紹介など、和気藹々
の時間があっという間に過ぎて行き
ました。その後の2次会も数部屋
に分かれて大盛り上がりで、深夜ま

で、歓談の声が飛び交っていました。この羽目を外
す楽しさはやはり泊りでないと味わえないものです。

友との心の距離がギュッと縮まった夜でした。翌日
は、岩岳ハイキングなど5つのプランを用意して、
それぞれが興味のあるプランに参加し、白馬の自然
と仲間との交流を満喫しました。最後は、フェアウェ
ルセレモニーとして、みん
な一緒にランチのカレー
を食べ、記念の植樹と共
にホテルの玄関前で全員
集合の撮影。又の再会を
誓い、愉しかった二日間
の思い出を胸にそれぞれ
帰途につきました。
　尚、今回は、卒業後50年
と言う大きな節目に当たるので、同時に「記念誌」
を制作しようと言う事になり、編集委員諸氏の

獅子奮迅の努力によ
り、北野81期卒業50

周年記念誌「それぞ
れの道―北野からの
旅」という 143頁に
及ぶ素晴らしい記念
誌が出来上がりまし
た。事務局に 1冊お
渡ししてありますの
で、是非皆さんご覧
になって下さい。
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●一生に一度じゃない。二年に一度だ！
　楠 本 圭 子（88期）

　2年前、「還暦記念」の同窓会を123名参加とい
う、めでたくも賑々しく開催した時、会の幹事で
もあり図らずも次期学年理事に内定していた私
は、心ひそかに「やった！」とほくそ笑んでいま
した。88期の学年理事は男女2名、任期二年で同
時交代、学年同窓会は二年に一度というのが慣例
です。しかし、100名を超える参加者の絶えるこ
とのないおしゃべり（喧噪とも言う）の中で、こ
んな盛大な同窓会の後はもうしばらく開催しなく
ていいよね、ってことは、私の任期中に同窓会無
しかも！
　この時、同窓会開催についてアンケートを取っ
ていましたが、その結果については闇の中（笑）。
呑気に過ごしていたある日、突如先代理事から
知らされたアンケート結果のうち「開催希望周期」
のトップ回答が「二年に一度」だった時の衝撃た
るや！え？なんで？こないだあんなにしゃべった
やん、還暦記念やん、もうしばらくええんちゃう
のん？という心の叫びを押し込んで…の今回。さ
すがにもう多くて70名かなあ、と会場選びに難
航しつつ、結局やっぱりあそこか！の十三プラザ

オーサカ。「北野高校の同窓会をしたいのですが」
の問いに速攻で「何期ですか？」の対応ぶりに、
ホテル勤務三十有余年の私もびっくりでした。
　それがふたを開けたら、このトシになって初
参加という方も複数いらして、一次会90名と
いう大人数。まさかの理事2名今日お席なし！
という盛況ぶり。返信はがきにはラグビーワー
ルドカップのボランティアのためとか、観戦
のためと不参加理由が書かれていた時期、しか
も、当日は日本対アイルランドという好ゲーム
開催にも関わらず、大阪十三でこの賑わいぶ
り。途中試合経過をアナウンスしようにも、声張
り上げないといけないおしゃべり（喧噪とも言う、
二度目）に「百年目の不作」我が88期の衰えない
パワーを感じた夜でした。
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吉野 彰さん ノーベル化学賞受賞 おめでとうございます！
徂徠千代子・松田典子（95期）

　2019年度ノーベル化学賞を78期の吉野彰さんが受賞されました。
意外なことに、長い北野の歴史では初めての快挙です。
　今回の受賞理由が「リチウムイオン電池の開発」という私たちの生活
に非常に密着したものであること、直面する環境問題に今後大きく寄
与するものとして世間の関心も高く、メディアへの露出も多い「あの吉
野さんが同窓」という事実は、ある種の誇りを六稜生の心に一層燃え上
がらせてくれたのではないでしょうか？

　2020年1月28日（火）北野高校体育館において、
在校生に向けて吉野さんの講演会が開催されました。
　当日は726名の在校生に加えて、640名もの同窓
生のほか、PTA役員、来賓、報道各社が集まりました。
　体育館の定員は1300名、入りきれない同窓生
200名強が六稜会館3階ホールでのパブリックビュー
イングとなりました。これを支えたのが、六稜同窓
会会館催事委員会が日頃、六稜トークリレーで培っ
たライブ中継のノウハウ。100mLANケーブルをプー
ル上空に敷設して…の大胆不敵な荒技でした。
　加えて六稜会館1階では、ストックホルムでの受
賞式の模様や、同窓生歴代の文化勲章受章者を称え
る展示なども準備され、吉野さんも講演前にご覧に
なられました。

　講演の内容は、昨年12月8日からストックホル
ムで行われたNobelWeekでのレクチャーと同じ内
容の日本語バージョンということでした。
　講演は「気恥ずかしいのですが〈〈私の生い立ち〉〉
から…」で始まりました。白黒写真の少年はどこに
でもいるような無邪気な笑顔。手付かずの自然が残
る千里山でのびのびと遊んだ少年時代。小学校の先
生に勧められたファラデーの「ロウソクの科学」に
知的好奇心を揺さぶられた話は有名になりました。
水泳が好きだった中学時代。北野高校へは、当時学
区の変更があり入学できたこと。京都大学には、福
井謙一先生がいらっしゃる工学部石油化学科を希望
し、進学されました。
　当時では夢のような、使い捨てでなく容量も大き
い充電可能な『二次電池』は、その福井先生の基礎
研究が元になっています。もちろん海外の研究者も
その後の開発を進めましたが、1976年白川英樹先
生が電気を通すプラスチックであるポリアセチレン
を発見。その素材を負極に用い、正極にリチウムカー
ボンを用いるという、当時の学会の常識では考えら
れない吉野さんの発想の転換があって、リチウム電
池が具現化されました。さらに、より小さく軽く安
全にという問題は、同じ旭化成グレープでVGCF※

という新素材が開発されていたという偶然も重な

り、これを1％混入したカーボンを使ったことで、
第1号の完成を見ます。それが1985年、まさにエポッ
クメーキングな年。ここから数多い問題点の中でも
最も重要な「安全性」の問題をクリアできた1986
年の延岡市での実験内容もご説明頂きました。これ
が携帯電話の出現を可能にし、さらには、EV電気
自動車の実現に繋がって、サスティナブル社会の幕
が開けたのです。以上が今回の受賞理由となりまし
た。
　この化学分野における日本のノーベル賞受賞が、
1981年に福井先生、2000年に白川先生、そして
吉野さんが2019年と、ちょうど19年ずつの間隔
なのも「そうなっていたんでしょうね。」と感慨深げ
に振り返られていました。まるで襷を引き継ぐ駅伝
です。
　そして更なる未来に向けて、サスティナブル社会
の未来予想動画が続き、2025年の大阪万博はその
スタートとなる、大変重要な年になるだろうと在校
生を鼓舞されました。
　50分にわたる講演の後に質疑応答の時間が設け
られました。司会の3年3組吉川あゆみさんの問い
かけにさっと十数名の生徒の手が上がり、それだけ

※VGCF：気相成長法炭素繊維（Vapor phase Grown carbon Fiber）

2019年　吉野彰さん
「リチウムイオン電池開発」

リチウムイオン電池
開発の源流

1981年　福井謙一先生
「フロンティア軌道理論」

2000年　白川英樹先生
「電気が流せるプラスチック

ポリアセチレン発見」
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吉野 彰さん ノーベル化学賞受賞 おめでとうございます！
でも流石！と思いきや、3年6組柏木亮宥さんが「論
文を拝読しての質問です」と技術的な質問2点を挙
げました。「グラファイト中の6つの炭素原子の中
で…云々」のくだりで会場からは「おお」というどよ
めきが。「難しい質問ですね」と吉野さんも苦笑しつ
つ簡潔にお答えになられました。
　次の質問は1年2組の立野貴章さん。「プレッシャー
に打ち勝つモチベーションは？」と1年生らしく真っ
直ぐな発言は堂々として爽やかでした。その答え

は「ゴールの設定」にあり。TVの収録で、駅伝を走
り終えた選手にも同じことをおっしゃられたそうで
す。しんどさはゴールに近づいている証。設定した
道のりの中で、常に「今」何をすべきなのかを意識
する、これは人生も同じですね。と、15 〜 18歳の
若い魂にどう響いたのかは定かではありませんが、
ふと我を顧みる同窓生には、心に染み入るエールに
なったのではないでしょうか。
　もう少し質疑応答を続けていただきたいところでし
たが、吉野さんのタイトなスケジュールや、受験直前
の3年生も参加していたこともあり、質問は2名で終

わりました。自治会長1年5組中埜貴文さんの高校生
らしい初々しい謝辞に会場がほぐれ、続く花束贈呈
は1年3組植松綾音さん。文字通り舞台に華を添えて、
鳴り止まぬ拍手と共に吉野さんは退出されました。

　当日は78期の方々は13名も出席されました。
　78期は、吉野さんがノーベル賞候補にその名
が挙がった2014年には大阪、東京で同期会で
の講演会を開催し、吉野さんを応援するなど固
い結束の同期生です。同期会立ち上げ当初に慶
弔費が話題になった際、「78 期は皆偉いから、
賞受賞のたびにお祝いしていては、すぐ会費が
底をついてしまう。お祝いはノーベル賞だけにし
よう」と書面に記さなかったものの、出席者の総
意となったとか。まさか現実のものとなるとは！
現在78期での祝賀会を計画中、とのことです。

　その後のお見送り時、正門前は吉野さんが乗られ
たタクシーを取り囲むように黒山の人だかり。手を
振る人、シャッターを切る人、これぞ「ノーベル賞
ラプソディ」と呼ぶにふさわしい光景でした。
　関係者の皆様、特に準備から片付けまで限られた
時間の中で成し遂げられた職員の先生方、同窓会事
務局、学年理事の皆様、本当にお疲れ様でした。
　しかし「4年に一度じゃない、北野史150年に一
度だ！」の僥倖にもろともお祝いできる、ある種の
おまつりでした。ありがとうございました。

六稜会館3階ホールを訪問された吉野さん

2019年　吉野彰さん
「リチウムイオン電池開発」

リチウムイオン電池
開発の源流

1981年　福井謙一先生
「フロンティア軌道理論」

2000年　白川英樹先生
「電気が流せるプラスチック

ポリアセチレン発見」

具現化

電極への応用
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Q．北野高校名物？水泳はお得意だったとか？
　中学生のころ、各中学校にプールが建設され始
めた時代でした。同好会的に泳いでいました。高
校時代も泳ぐことは好きでしたね。

Q．京都大学では水泳部に入部されるも一週間で
退部されたお話は本当でしょうか？
　プールの水がとても冷たかったのです…4月で
すよ！
－　本当だったのですね。

Q．北野名物といえば断郊競走も。断郊に思い出
はありますか？
　2年生の断郊競走ではランナーズハイを経験し
ました。苦しくて苦しくて、もう途中で帰ってし
まおうか、と思うくらい苦しい状態から、折り返
し地点辺りで急に楽になったのです。後にも先に
もその一度だけ。もう一度経験したいのですが。
－　吉野さんが2年生で走られた三年前（昭和36
年度）の走路略図を、とても懐かしそうに、身を

乗り出してご覧に
なりました。赤川
の貨物線をゆびさ
し、「ランナーズハ
イを経験したのは
このあたり。」と教
えてくださいまし
た。

Q．その断郊競走の順位は覚えていらっしゃいま
すか？
　ランナーズハイになるまでは、後ろのほうだっ
たと思います。その後どんどん抜かしていき、真
ん中より前でゴールしたと記憶しています。
－　ランナーズハイは、そんなに大きな力をもた
らすのですね。

Q．放課後の過ごし方を教えてください
　友達の家で麻雀をしたり、十三界隈に繰り出し
たりしていましたね。コンパと称して、中華料理
の『珉珉』では女子生徒たちと餃子でワイワイ。
もちろんアルコールはなしですよ。
－　麻雀って！古き良き時代、でしょうか。女子生
徒とのコンパは、さぞ楽しかったことでしょう！

Q．得意だった科目を教えてください
　化学ですね。実験はやはり好きでした。率先し
て取り組んでいました。
－　同期の西村立雄さんからも同様のお話を伺い
ました。普段はおとなしい吉野さんでしたが、実
験では別人のように目立っていた、と。

Q．京都大学は、工学部石油化学科へ進まれます
　福井謙一先生に憧れて、当時最先端であった石
油化学科へ進むことに決めました。大学では福井
先生の孫弟子にあたりますが、研究のスピリッツ
は受け継いでいます。

Q．高校時代で印象に残っている先生はいらしゃ
いますか？
　地理の村川先生ですね。当時、田能遺跡※1発掘
の調査団長をされていました。

Q．京都大学では考古学研究会で活動されました。
なぜ考古学を？
　大学の教養課程の間は好きなことをやって過ご
そうと、逆に一番古いところをやろうという単純
な理由でした。北野の 村川先生の影響もあった
かもしれません。

Q．研究と考古学に共通点はあるのでしょうか？
　考古学で学んだことは、研究にとても役に立っ
ています。
　一つは、発掘のやり方にあります。研究も考古
学もある意味宝探しです。トレンチ（溝）を四方に
掘ることを繰り返し、全体の様子を把握してから

　16時からの講演に先立ち、校長室にてインタビュー
させていただき、高校在学中のお話を中心にうかが
いました。

インタビュー

赤川貨物線を指す吉野さん
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アプローチしていくところです。
　もう一つは、研究開発において5 〜 10年先を
見極める際のプロセスです。現時点を基準に考え
るのではなく、過去の事実から紆余曲折を経て現
在に至る大きな流れを読み取ることが大事です。
これは考古学から学んだことです。
　
Q．高校時代に読んでおられた本は？
　化学や歴史の本が多かったと思います。
　
Q．高校時代の失敗談があれば教えてください
　2年生の時に、数学の試験で零点を取ったこと
があります。難しい問題に、頭が真っ白になって前
に進めなくなってしまったんです。人生に一度だけ。
－　驚きの事実です！なぜか勇気が湧いてきます！

Q．高校時代の一番の思い出は？
　やはり、断郊競走でのランナー
ズハイの思い出はずっと残っていま
す。あの経験があったから、研究
でもなんでも、苦しいことがあって
も、これを乗り越えると楽になる、と思えました。

Q．ひらめきはどんな時ですか？
　問題にぶち当たった時、まずは徹底的に悩まな
いといけません。その先には二つあると思うんです。
一つは、火事場のバカ力的に、一生懸命に考えた
末にポコっと出てくるとき。もう一つは、息抜きし
ているときに、フッとエアポケットに入ったとき。
　経験からというと、後者のほうが多いように思いま
す。いずれにしても、問題意識を持つことが大事です。

Q．バズワード※2は実現する、とおっしゃっています
　1995年にWindows95の出現でIT革命がス
タートしました。その10年前には、『マルチメディ
ア』というバズワードが出ていました。世界中の
人と情報を共有することができる、というイメー
ジがありました。結果的にはスマホのことをいっ
ていたんですね。

Q．今、気になっている言葉を教えてください
　『サスティナブル』※3 という言葉は、15年ほど
前から出てきました。しかしながら、その意味は
ぼやっとしていて、よくわからない。
　しかし、確実に言えることは、今は絶対ありえ
ない、信じられない、と思われていることが実現
されていくということです。

　吉野さんは質問の一つ一つに、じっくりと真剣
に答えてくださいました。インタビューを通じて、
優しく柔和な雰囲気の中にも、研究に対する真摯
なお姿を垣間見ることができました。お忙しい中
を、本当にありがとうございました。

　正門前の柵に掲げられた吉野さんの受賞を祝う
横断幕。六稜同窓会依頼の下、93 期の森田淳二
さんが作成されたものです。現在の幕は二代目で
あることをご存知ですか。初代は、なんと受賞が
発表されたその日（2019 年10月9日22時ごろ）
に取り付けられました！作成者は同じく森田さん。
どうしてこんなに早く初代が誕生したのでしょう。
その秘話は次号に！

　吉野さんのノーベル化学賞受賞は、私たちに多
くものを届けてくださいました。また、六稜同窓
生の底力も感じました。これからのサスティナブ
ル社会実現のために、私たちのなすべきこと、で
きることはきっとある、そんな思いを強くしまし
た。いろいろな場所で、これまでも、これからも、
六稜生は活躍していくことでしょう。

　改めまして、講演会、インタビュー実現にご協
力いただきました吉野彰さんと旭化成株式会社広
報室の皆様、ご尽力いただきましたすべての方に
感謝申し上げます。

※1田能遺跡：兵庫県尼崎市田能にある遺跡。昭和44年6月
に国の史跡に指定される。一般市民や学生な
どの多くの有志による発掘調査が行われた。

※2バズワード：明確な定義があいまいなまま世間に浸透し
ている言葉（buzz word）

※3サスティナブル：sustain（持続する）とable（〜できる）か
らなる言葉
持続可能な（sustainable）
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■クラブだより

《文化部》
文藝部
現在、文藝部は2年生2名、1年生4名
で活動しています。活動日は主に毎週
木曜日で、部誌発行へ向けての作業な
どを行っています。2019年1月～ 12月
に発行した部誌は以下の通りです。
・2月：幻　冬号
・4月：幻　新入生歓迎号
・6月：幻　六稜祭号／北野文学
　　　＜六稜祭にて配布・販売＞
・9月：星月夜 -Antares-
・11月：幻　－椛ー
・12月：夢幻

＜茨木高校文芸部との合同誌。文芸祭
にて配布＞
ESS部
現在、ESS部は2年生11人、1年生7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していま
す。現在、部員のほとんどが兼部して
います。楽しみながら英語に慣れるこ
とを目標とし、普段はボードゲームや
洋画鑑賞をしています。
また、留学生との交流パーティーを運
営したり、ハロウィンやクリスマスの
際にはパーティーを開いたりとイベン
トも多く実施しています。
物理研究部
現在、物理研究部は、2年生9人、1年
生8人で活動しています。活動場所は
二階LAN教室で、平日活動しています。
六稜祭では、毎年自作ゲームを体験し
ていただいています。スキルを向上さ

せるために日々精進しています。是非
応援よろしくお願いします。
化学研究部
現在、化学研究部は1年生4人で活動し
ています。毎週火、金曜日に化学を軸
に科学の範囲でそれぞれが実験をして
います。6月の六稜祭では演示実験を行
いました。
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。
地学研究部
現在、地学研究部は2年生32人、1年
生63人で、屋上の天文台を使って天体
観測をしています。また、ほとんどの
部員が兼部しています。今年は、近隣
の中学校や他高校の生徒を招待して観
測会を行ったり、地学クラブ発表会で
PM2.5 について発表したりするなど、

同期会予告
●六稜62会（昭和25年卒）
日　時：2020年5月4日（月）12時開演
　　　　（11時30分受付開始）
場　所：大阪新阪急ホテル　2F「宙（そら）の間」
　　　　大阪市北区芝田1－1－35

　　　　TEL：06-6372-5101

　数年前に打ち止めになっていた62会、卒業後70年
を記念して、久し振りに米寿を過ぎた無事を確かめ
合う機会をと企画しました。
　体調不良もなんのその、是非とも多数の参加を期
待しています。
　3月頃に詳細を案内します。

呼びかけ人代表　新原健市　松本善秀

●82期同期会（昭和45年卒）
日　時：2020年（令和2年）5月16日（土）17時から
場　所：ホテルグランヴィア大阪20階宴会場
会費（予定）：一次会10,000円、二次会3,000円
　卒業して50年になります。
　多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

学年理事：西亨、笹野太佳子

●96期（昭和59年卒）55歳記念同期会
日　時：2020年11月21日（土）13：00～ 16：00

場　所：ホテル阪神大阪10階ザ・ボールルーム
　詳細は六稜同窓会WEB、Facebook、LINE（北野
Friend）に掲載します。
　同期の皆さん今から予定してください。
問合せ先：kitano2015@gmail.com

96期幹事会

●98期　学年同窓会
日　時：2020年10月31日（土）17：30～ 20：30

場　所：新大阪ワシントンホテルプラザ
2次会：同じホテルの別室で20：40～ 22：10

　2016年に続く2回目の全体同窓会です。当面は五
輪開催年に行う予定です。詳細は、案内状を各クラ
ス幹事から電子メールやSNSなどで各位にお届けす
るほか、FB「六稜98_2013」などでも告知します。

学年理事：岩崎日出雄、井上知恵

●101期の皆さまへ
　今年6月及び10月に開催される東京六稜会及び六
稜同窓会の総会・懇親会後に同期会を開催します。
東京は6月20日（土）、大阪は10月25日（日）に開催
です。詳細はメーリングリストで配信します。FBと
LINEグループでも配信予定。未登録者は登録依頼を
こちら（kitano101@gmail.com）に送信願います。

学年理事　桝井貞次・古木賀子

●102期生　卒業30周年記念全体同窓会
日　時：2020年11月21日（土）12：30～
場　所：六稜会館（受付12：00～）
2次会：15：30～＠プラザオーサカ
3次会：18：00～＠プラザオーサカ
　10年ぶりの全体同窓会です。参加登録や会費の振
り込み方法などの情報は、同窓会webをご覧ください。
（https://kitano102.jimdofree.com/）

同窓会企画運営委員会　幹事長　上村敏之

●113期卒業20周年学年同窓会
日　時：11月29日（日）13時～（予定）
場　所：ホテルグランヴィア大阪（JR大阪駅前）
会　費：10,000円（予定）
※詳細は決まり次第、お知らせします。

幹事：早川慶朗・和田 (尾崎 )有紀

母校の窓
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充実した活動をすることができました。
美術部
私たち美術部は、現在、2年生2名、1
年生3名の計5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。
■2019年活動内容
 2月　ブロック展出品（現3年4名、2

年1名）
3、4月　六稜祭の準備（看板制作、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2名、1年3名）
10月　体育大会看板制作
12月　文芸祭部誌発行
コーラス部
コーラス部は現在男子3人、女子4人の
計7人で活動しています。兼部しやすい
ように主に平日の朝と昼休みに練習して
います。OBさんやOGさんに指導して
頂いていているので楽しいだけでなく歌
の上達を感じることができます。練習
する曲は合唱曲から Jpopなど様々です。
これからも応援よろしくお願いします。
■2019年
 1月　第18回ヴォーカルアンサンブル

コンテスト＜銅賞＞
 6月　六稜祭
10月　モトイマハロウィン
11月　第一ブロック音楽祭
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
に部員一同日々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。）
■2019年度
●第73回定期演奏会
　日時：2020年5月3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

歌劇「絹のきざはし」序曲、
フォーレ　「マスクとベルガマ
スク」組曲、モーツァルト「交
響曲第40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11名（女：9、男：2）

　・1年10名（女：10、男：0）
●2019年度の主な活動
　 5月　4日　第72回定期演奏会
　 6月　9日　Grazie Concert（六稜祭）
　 7月17日　フェアウェルパーティー

にて演奏　
　 8月　9日～ 12日　合宿
　10月18日　体育大会にて演奏
　10月22日　第一ブロック音楽会
　10月27日　六稜同窓会総会にて演奏
　12月20日　文化芸術祭
　 2月　2日　大阪府高等学校芸術文化祭
合宿では来てくださったOB・OGさん
にご指導いただきました。
文化芸術祭では、吹奏楽部の有志とと
もに2年学年合唱「レ・ミゼラブル」の
伴奏をさせていただきました。
吹奏楽部
北野高校吹奏楽部、通称『北野ブラス』
は、2019年12月現在、1年生29名、2
年生13名の計42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
ように日々練習に励んでいます。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。OB・OGとの交
流も活発に行っています。
活 動 内 容 は、公 式 サイト・Twitter・
Instagram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。
■2019年
 2月 3日　管打楽器ソロコンテスト大

阪大会 2019
【10位】B.sax
【ノナカ賞】Tp（豊中市文化
芸術センター小ホール）
大阪府高等学校芸術文化祭
音楽三部門（吹奏楽、器楽・
管弦楽、合唱）（岸和田市
立浪切ホール）

 3月28日　レインボーコンサート
（ホテルプラザオーサカ）

 5月 1日　第22回定期演奏会
（池田市民文化会館アゼリアホール）

 6月 9日　第21回六稜祭
（本校多目的ホール）

 7月13日～ 7月15日　合宿
　　　　　（岡山いこいの村）

 7月28日　第58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10日　第58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　5日　本校学校説明会
（本校多目的ホール）

10月12日　淀川警察防犯大会
（台風により中止）

10月13日　PTA総会
（本校多目的ホール）

10月19日　体育大会
（本校グラウンド）

10月22日　第37回第一ブロック音楽会
（箕面市立市民会館グリーンホール）

11月　5日　CN60周年記念例会祝宴
（帝国ホテル大阪）

11月10日　大阪動物愛護フェスティバル2019
（大阪城公園太陽の広場）

11月17日　第16回音の大収穫祭
（本校多目的ホール）

12月20日　第21回文化芸術祭
レミゼラブル合同演奏吹奏
楽部とオーケストラ部によ
るスペシャルオーケストラ
（豊中市文化芸術センター
大ホール）

書道部
活動休止中です。
写真部
活動休止中です。
演劇部
現在は1年生3人で活動しています !普
段はセミナーハウス3階の和室で、発声・
滑舌などを中心に基礎練習を行ってお
ります。
2019年度は、
・6月　六稜祭公演
・12月　文芸祭前公演
の2回の公演を行いました。
学校説明会では、北野高校での生活を
寸劇風のビデオにして、リアルな日常
をお伝えしました。来て頂いた方々に
大好評だったようです！
全員が初心者ですが、切磋琢磨しなが
ら日々練習を積み重ねています。
放送部
現在、放送部は、2年生2人、1年生2
人で活動しています。昼の校内放送の
ほか、学校行事での司会、アナウンス
などをしています。また、週に1度、発
声練習や実況練習をしています。
■2019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）
12月　文化芸術祭（司会進行）
映画研究部
活動休止中です。
囲碁将棋部
現在、囲碁将棋部は主に2年生女子1
名で活動しています。活動場所は2階
LAN教室、水木の週二日が活動日です。
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。
■2019年
・第39回大阪府高校芸術文化祭囲碁部
門個人戦　Eリーグ　優勝　Bリーグ
出場

・第37回大阪府高校囲碁新人大会個人

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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戦　Cリーグ出場
ダンス部
2019年1月現在、2年生8人、1年生14
人の合計22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 !
■2019年
 6月　六稜祭

とよなか祭り
 7月　日本高校ダンス部選手権　近畿、

中国、四国地方大会　出場
箕面祭り

 9月　校内中庭　発表
10月　阪急3番街　発表
11月　ダンスドリル関西秋季競技大会

男女混成HIPHOP部門　3位
12月　校内中庭　発表
■2020年
 3月　第15回高校生ダンスフェスタ　

参加
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
ジャズ・フォークソング部は、2年生9
人、1年生4人で活動しています。普段
は平日の放課後5時まで、本番前は6時
まで練習しています。ジャズは今年か
らボーカルが加わり、音楽の幅を広げ
つつ楽しんで演奏をしています。フォー
クソングはギターの弾き語りで自分の
好きな曲を演奏しています。一昨年か
ら、ワールドツアーも行っているプロ
ベーシストの蓑輪裕之先生からすばら
しいご指導を頂いています。今年の12
月7日には同窓会の方からご依頼を頂
き、六稜トークリレーの前座として演
奏させて頂きました。少人数ではあり
ますが、楽しみながらより良い演奏を
目指して練習していきます。
■2019年
 1月　高校留学生の発表会／たかつき

スクールジャズコンテスト
 6月　六稜祭
 7月　ケントウッド高校生のフェア

ウェルパーティー
 8月　ミナミ学生音楽祭
 9月　南千里丘ロックミュージアム
10月　高槻ジャズストリート　食の文

化祭／第一ブロック音楽会
12月　六稜トークリレー
クイズ研究部
現在、クイズ研究部、略称「クイ研」は、
早押しクイズを主として合同練習など
も行い、他校とも積極的に交流してい
ます。毎週火・水・金曜日の放課後に
物理教室で楽しく活動しています。

 2月　Quark 51st　準決勝進出
 3月　Quark 54th　3位入賞
 7月　Quark 56th　主催
茶道部
現在、茶道部は、2年生9人、1年生5
人で活動しています。毎週水曜日に和
気藹々と茶道のお作法の練習をし、月
に一度、外部の先生より茶道の様々な
ご指導を受けています。また、六稜祭
という文化祭ではお茶会を開催し、加
えて10月の芸術文化連盟茶道部会第11
回講習会と1月の第13回学生茶会への
参加など部内だけでなく様々な活動を
しています。
競技かるた部
現在、競技かるた部は2年生5人、1年
生2人（男子2人、女子5人）の計7人で、
週に3回活動しています。今年は念願の
部への昇格を果たし、多くの大会で入
賞しました。これからも練習に励んで
いきますので、応援よろしくお願いし
ます。
■2019年
 3.10　第77回全国競技かるた桑名大

会D級　3位、4位
 4.29　第16回全国競技かるた兵庫大

会D級　準優勝、3位
 5.11　第27回大阪府高等学校かるた

大会（団体戦の部）　ベスト8
 7.21　第41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）　入賞

11.17　第8回おおつ光ルくん杯3人団
体戦B【紫式部】　準優勝

《運動部》
陸上競技部
現在、陸上競技部は1年生33人、2年
生23人で活動しています。OB・OGの
皆様、保護者の方々の支援や、顧問の
先生の熱心な指導のもとで、互いに切
磋琢磨しながら自己ベスト更新を目指
し、日々成長しています。これからも
応援をよろしくお願いします。
◎大阪 IH
　男子：1500m　5位
　男子：800m　6位
　男子：砲丸投　2位
　男子：円盤投　1位
　男子：ハンマー投　4位　
◎近畿 IH
　男子：砲丸投　2位
　男子：円盤投　6位
◎全国 IH　
　男子：砲丸投　4位
◎大阪総体
　男子1年：100m　5位
　男子2年：100m　6位
　男子2年：800m　1位
　男子2年：1500m　6位
　男子2年：砲丸投　2位
　男子2年：円盤投　2位
　女子2年：走高跳　4位

　女子2年：走幅跳　5位
　女子1年：ハンマー投　2位
◎近畿ユース
　男子2年：800m　3位
　男子2年：砲丸投　2位
　男子2年：円盤投　1位
　女子1年：ハンマー投　2位
◎全国選抜
　男子：3000mW　8位
◎大阪駅伝
　男子：10位　女子：12位
水泳部
北野高校水泳部、RSCです。今シーズ
ンは、「安全に」「積極的に」「継続的に」
そして「努力を続けた未来の自分に期待
して」というスローガンのもと、チーム
一丸となって活動し続けることができ
ました。また、プールを冷却するポン
プの購入、近畿新人大会の遠征費など、
多くの温かいご支援をいただきました。
ありがとうございました。現在はイン
ドアシーズンに入り、各部員がそれぞ
れの目標に向かってトレーニングに励
んでいます。これからも応援よろしく
お願いします。
■2019年活動実績
◎大阪府選手権（6月）
　於：大阪府立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 :大阪府立門真スポーツセンター
　17名（標準記録突破者）出場
　男子400m　フリーリレー　　20位
　男子400m　メドレーリレー　17位
　男子800m　フリーリレー　　18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　　28位
◎高校対校選手権（8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　32位
　女子400m　フリーリレー　　41位
　女子400m　メドレーリレー　39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　　30位
　男子400m　メドレーリレー　26位
　女子400m　フリーリレー　　40位
　女子400m　メドレーリレー　34位
◎近畿新人大会（10月）
　於：スイムピア奈良
　出場者２名
　男子100m　自由形　　　　　73位
　男子50m　 平泳ぎ　　　　　53位
器械体操部
現在2年生男子3人女子2人、1年生男
子4人、女子2人で活動しています。部
員同士でお互いにアドバイスし合った
り、OB・OGさんにご指導していただ
いたりして、種目ごとにできる技数を
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増やしていっています。昨年はOB会が
段違い平行棒を寄付してくださったの
で、大会でも結果を出せるように頑張
りたいです。その他詳しいことは「六稜
体操会（りくりょうたいそうかい）」で
検索していただくとご覧になれます。
 8月　2部3部大会

男子3部個人　吊り輪 3位、平
行棒3位
女子2部個人　総合5位、平均
台2位
高校総合大会　男子3部個人　
総合1位、床・平行棒1位　など

11月　新人大会
女子2部個人　総合4位、跳馬2位

柔道部
私たち柔道部は、現在2年生2人1年生
5人の計7人で活動しています。平日放
課後と土曜日に体育館一階の柔道場に
て練習をしています。私たちは公式戦
に向けて、また、基礎、技の研究に重
点をおいて練習をしています。先生方
に指示を仰ぎながら日々研鑽を積むこ
とで、最近では公式戦でも勝ち星を挙
げられるようになってきました。
顧問の先生方、OBの方々の期待に応え
るためこれからも練習に励んでいきます。
剣道部
現在、剣道部は2年生6人、1年生7人
で活動しています。私たちは文武両道
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。
顧問の先生やOB・OGの方々の熱心な
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。
■2019年
＜ 全国総体予選（6月）＞
男子団体：ベスト8
＜第57回近畿高等学校剣道大会出場＞
その他にもさまざまな大会で活躍して
います。
合氣道部
現在、合氣道部は、2年生10人、2年生
16人で活動しています。主に2年生と
1年生がペアになり、互いに教え、学び
合いながら練習に励んでいます。今年
度も週に一回、指導員の先生にお越し
いただき、体術中心にご指導いただい
ています。
他校の合氣道部の皆さんとの交流に加
え、今年はOB・OGの方々との交流も
増えました。多くの方との稽古を通じ
て、より深く合氣道にふれることがで
きたと感じています。
硬式野球部
僕たち野球部は、2年生8人、1年生9人、
マネージャー 3人の計20人で活動して
います。
僕たちは応援してくださる皆様のご期
待に応えられるよう、20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致します。
＜春季大会＞
　2回戦　和泉○　5－0
　3回戦　松原○　16－1
　4回戦　同志社香里●　2－3
＜夏季大会＞
　2回戦　市岡○　8－7
　3回戦　千里青雲○　3－0
　4回戦　大阪偕星学園●　1－6
＜秋季大会＞
　2回戦　精華○　4－0
　3回戦　阪南○　8－5
　4回戦　太成学院大高○　6－4
　5回戦　金光大阪●　1－4
＜学区大会＞
　阿武野○　11－4
　茨木○　7－1
　山田○　11－2
　準々決勝　三島●　6－8
サッカー部
現在、サッカー部は、2年生18人、1年
生15人、マネージャー 1人の計34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。
■2019
<春季大会>
1回戦　太成学院○　1－1（PK4－2）
2回戦　大阪学芸高校●　1－2
<選手権大会>
2回戦　三島高校●　0－4
ラグビー部
現在、ラグビー部は、1年生7人、2年
生10人で活動しています。今季も引き
続き単独チームとして、全国大会予選
に出場することができました !
 9月　第99回全国高校ラグビーフット

ボール大会大阪府予選
北野7－45上宮太子●
北野12－54関西創価●

10月　天王寺高校定期戦
北野27－32天王寺●

男子バレーボール部
現在、男子バレーボール部は、2年生5人、
1年生11人、マネージャー 1人で活動
しています。平日は基礎練をしっかり
とこなし、休日は積極的に他校との練
習試合を行うことで着実に力をつける
ようにしています。今年度は約8年ぶり
に1部2位へと返り咲くことができまし
た。名前負けしないようにこれからも
頑張っていきます。　
<部別>1部2位　
女子バレーボール部
こんにちは、女子バレー部です。私た
ちは、2年生5人、1年生7人で週に6日
活動しています。春の部別で3部に昇格
し、先日の公立校大会では二次予選ま
で勝ち進むことができました。引退ま
で5ヵ月をきり、残る試合もわずかと

なりましたが、新人戦二次予選、春の
部別で2部昇格に向けて日々練習に励ん
でいます。
男子バスケットボール部
現在、男子バスケットボール部は、2年
生8人、1年生5人、マネージャー 1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。
◎新人戦
　1回戦　●福井
◎インハイ予選　一次
　1回戦　○大教大平野
　2回戦　●池田
◎大阪選手権地区予選
　1回戦　○東住吉
　2回戦　○和泉
　3回戦　●大商大高
◎北地区公立校大会・予選リーグ
　○槻の木
　●福井
　○大教大池田
　○東淀川
　●豊島
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8人（マネージャー含む）、1年生5人
で活動しています。大阪ベスト32を目
標に、週6日、一生懸命練習に取り組ん
でいます。
＜大阪地区大会予選＞
1回戦　成城○　94－23
2回戦　四条畷学園●　21－118
＜北地区公立高校大会＞
北千里○　70－54
春日丘●　58－64
刀根山●　62－63
槻の木○　62－52
男子ハンドボール部
現在、男子ハンドボール部は、2年生
11人、1年生11人、マネージャー 1人
の計23人で活動しています。部員一同、
中央大会進出を目指して日々練習に励
んでいます。
＜春季大会＞
　準々決勝vs大阪市立　21－22●
　Vs桜塚　14－16●
＜秋季総合大会＞
　一回戦vs関西福祉科学大　9－16●
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、1年生9人、うち
マネージャー 3人です。毎日来てくだ
さる2人のOBさんのご指導のもと、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！
■2019年度
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・春季大会
　VS箕面自由学園高校　 8－7　○
　VS春日丘高校　　　　19－4　●
・秋季大会
　VS春日丘高校　　　　13－3　●
・新人大会
　VS春日丘高校　　　　11－8　●
　VS千里青雲高校　　　21－2　●
男子テニス部
現在、男子テニス部は、2年生13人、1
年生17人の計30人で週6日活動してい
ます。OBの方々からの日頃のご支援に
感謝するとともに、大変励みになって
おります。今年の最初に立てた目標に
は一歩届きませんでしたが、チーム一
丸となって挑戦できました。これから
も精一杯練習していきますので応援よ
ろしくお願いします。
 6月　◎春季赤坂杯

本戦ベスト8（1名）
 7月　◎大阪高校サマートーナメント

シングルス　本戦出場（2名）
ダブルス　本戦出場（1組）

 8月　◎池村杯
シングルス　本戦出場（1名）

 　　　◎大阪高校総体テニス大会
シングルス　本戦出場（3名）
ダブルス　本選出場（1組）

 9月　◎大阪高校春季テニス大会
団体の部
一部　本戦ベスト16
二部　ベスト32

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（5名）

女子テニス部
現在、女子テニス部は、2年生 5人、
1年生 7人で活動しています。全員が
上達していけるように、互いにアドバ
イスしながら、日々取り組んでいま
す。
◎秋季赤坂杯（複）　本戦出場2組
◎栗田杯　本戦出場
◎スプリングトーナメント（単）
　本戦出場2名
◎春季総体（単）　本戦出場2名
◎春季赤坂杯（単）　本戦出場2名
◎池村杯（単）　本戦出場1名
◎高校総体（単）　本戦ベスト32　1名
◎高校総体（複）　本戦ベスト32　1組
◎秋季団体　本戦出場
◎公立個人　本戦出場2名
卓球部
卓球部は男子19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
練習しています。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ができるようにな
りました。
また、毎年夏休みには高野山で合宿を
行っており、OB・OGの方とのかかわ

りも深いです。
男子
◎北摂大会 (個人 )　　
　ベスト4　2人
　ベスト8　1人
　ベスト16　1人
◎大阪選手権（団体）
　ベスト16
◎大阪選手権ダブルス
　2次進出
◎28選抜記念大会
　ベスト32
◎全日本ジュニア予選（個人）
　2次進出
◎新人大会（団体）
　19位
◎新人大会（個人）
　2次進出
◎大阪総体（団体）
　11位
女子
◎大阪選手権（個人）
　ベスト32
◎大阪選手権（団体）
　ベスト16
山岳部
山岳部は、2年生10名　1年生8名で月
～金曜日に天気図を描く、ランニング
をするなどの活動をしています。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
夏休み　白馬岳にて3泊4日の合宿
 9月　熊野古道にて近畿大会に出場
10月　箕面市にて秋季大会に出場。女

子が3位を獲得
11月　愛宕山にて通常山行
12月　武奈ヶ岳にて通常山行
バドミントン部
現在、バドミントン部は、2年生19人、
1年生31人で活動しています。人数の
多さをいかしてお互いにアドバイスを
したり、自分たちで創意工夫を重ねた
りして、日々の練習に取り組んでいま
す。応援してくださる皆様の期待に応
えられるよう、練習に励んでいくつも
りです。みなさん、応援よろしくお願
いします。
◎第73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Ⅱ部］　　4回戦進出
［シングルスⅡ部 ]　4回戦進出
女子
［団体］　　　　　　3回戦進出
［ダブルスⅡ部］　　4回戦進出
［シングルスⅡ部］　4回戦進出
◎第74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］　　5回戦進出

［シングルスⅡ部］　5回戦進出
女子
［団体］　　　　　　2回戦進出
［ダブルスⅡ部］　　6回戦進出
［シングルスⅡ部］　4回戦進出

《同好会》
数学研究同好会
僕たち数学研究同好会は3年生1人、2
年生5人、1年生4人で月、火、木曜日
に活動しています。数学オリンピック
へ向けて勉強しています。毎日活動で
きるような場所を確保するためにも、
部活への昇格を目指してがんばってい
きたいと思っています。
即興型英語ディベート同好会
私達、即興型英語ディベート同好会は
今年設立したばかりの同好会で、二年
生2人、一年生3人で毎日昼休みに活動
しています。部員全員が初心者からの
スタートですが、全国大会でよい成績
を残すことを目標に毎日練習に励んで
います。応援よろしくお願いします。

●132期同窓会
学年理事

男　子 女　子

理 事 木村　泰士 3-3 吉川 あゆみ 3-3

副理事 橋本　大輝 3-1 佐伯　明音 3-1

（２年交代で各クラス幹事が
理事・副理事を担当）

 クラス幹事
組 担任 男子 女子

1 佐々木 橋本　大輝 佐伯　明音

2 伊藤 金子　大志 乗松　美織

3 鈴江 木村　泰士 吉川 あゆみ

4 玉村 浅木　雄登 太田　美亜

5 竹田 中村　拓海 池添　愛菜

6 村尾 大塚 悠太郎 國田　侑希

7 杭谷 森　　慶太 萬木　毬乃

8 岡本 藤井　瑞樹 渡邉 理紗子

9 人見 木下　　颯 西岡 優里菜
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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

添  田  隆  昭（78期）
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事務局だより
理事会報告（2019年9月7日）
承認事項
総務委員会：146周年卓話者決定。担当期99期と
打ち合わせた。
会館催事委員：トークリレーの12月はクリスマス
仕様にする。多数の参加を期待。
名簿委員会：150周年の名簿発行については、名
簿委員会で結論を出す予定。
広報委員会：会報73号発刊。
ＦＲ委員会：5月に六稜進路相談室＆若手交流会を
開催。会長・副会長と若手幹事との意見交換会を

定期的に持ちたい。20代30代の同窓生にお声が
けいただきたい。
クラブOB・OG委員会：本日、委員会を開く。
東京：東京六稜倶楽部の 200回を記念し、記念
品を作った。
学内理事：体育会系も文科系も頑張っている。先
輩がたくさん指導でかかわってくれているのはあり
がたい。アンケートで学校が自由闊達と答える生
徒が多い。
事務局：創立150周年記念事業準備委員会が行わ
れた。2023年10月28日に150周年の記念総会予定。
教育環境の整備で、ICT環境の整備が課題となって
いる。2020年2月に募金委員会を立ち上げたい。

ご寄付頂き、ありがとうございました。

ご寄付　（敬称略）
56期 平井 龍明
57期 田邊 誠
58期 伴 文夫
60期 大西 啓隆
 澤西 博
 太田 元治
61期 古川 能弘

62期 入江 則嘉
63期 白石 匡延
64期 今井 滋郎
 河原 昭子
65期 生越 久靖
 藤 圭之介
 船曳 正人
67期 田中 壽
69期 匿名希望 

71期 山本 雅弘
74期 笹川 忠士
76期 匿名希望 

77期 太田 省三
 大坂 淑子
78期 森本 正治
79期 三宅 信史
80期 上田 成之助
 安藤 律子

83期 栗尾 尚孝
85期 大江 匡
85期 黒谷 栄昭
92期 徳岡 浩二
94期 渡海 輝雄
95期 森口 真司
 徳永 秀和125期

北野「教育環境基金」へのご寄付のお願い

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。

53期 小石 英夫
65期 船曳 正人
66期 山田 晋作
68期 上田 郁子
69期 釜江 尚彦
 菅 正徳
 小寺 範生
73期 植田 伊織

 梶本 興亜
 久保田 静
74期 松井 三郎
75期 酒葉 美智子
77期 平康 洙太
80期 上田 成之助
86期 渡辺 邦子
92期 徳岡 浩二

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。

　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
る人財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。

六稜同窓会　会長　野 村 正 朗（82期）
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お悔やみ
　2019年7月～ 12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
47期 高田 哲男 2019年5月11日
50期 建部 隼太郎 2018年12月
53期 山添 正也 2019年5月10日
55期 武本 達朗 2019年7月4日
 永田 良 2019年3月15日
 吉波 眞三 2019年7月29日
56期 小賀野 晴一 2019年1月15日
 平井 龍明 2017年2月21日
 平尾 照夫 2019年1月31日
 山本 愛 2019年8月30日
57期 竹田 弘 2019年8月26日
 東門 陽二郎 2019年1月24日
 成瀬 久利 2019年8月17日
59期 葛野  兼一 2019年9月30日
 武田 昭典 2017月12月
 三宅 正人 2017年9月8日
 山本 敏雄 2018年9月5日
60期 伊藤 榮一 2019年1月7日
 大西 啓隆 2019年10月28日
 西村 一男 2019年7月12日
 山崎 孝 2019年10月8日
 山田 茂樹 2019年6月28日
61期 岩田 準一 2019年11月2日
 森   康 2019年6月25日
 森居 葆 2019年4月15日
62期 泉   泰通 2019年4月4日
 植松 治雄 2018年3月7日
 清水 浩明 2019年6月12日
63期 中尾 英夫 2019年8月25日
 中西 喜久子 2018年7月26日
64期 赤川 德行 2019年7月14日
 見市 保 2019年10月16日
 尼子 昌枝 2019年5月24日
 大塚 公子 2019年6月15日
65期 大島 隆雄 2019年9月18日

 高崎 剛 2019年9月17日
 浅田 末美 2019年6月26日
 井上 恭子 2019年1月
 河原 武子 2019年3月8日
66期 中辻 秀訓 2019年10月
67期 木村 敬亮 2019年5月29日
 國田 寛 2019年7月26日
 南   友一郎 2019年9月6日
68期 中田 澄男 2019年11月3日
 吉川 宣一 2019年10月21日
69期 榎並 隆男 2019年9月7日
 松井 幸平 2014年4月20日
 吉岡 貴 2019年10月15日
 猿木 喜代子 2019年8月13日
 下條 道子 2019年10月21日
70期 高橋 幹雄 2019年4月12日
 前田 禎彦 2019年10月2日
 水野 曻 2019年6月23日
 屋良 卍佐治 2019年9月10日
71期 奥嶋  保 2019年12月12日
 加藤 明 2018年12月9日
 若山 紀生 2018年6月15日
72期 大野 亮太郎 2019年2月21日
 新納 清憲 2019年4月10日
 平岡 素子 2019年7月18日
74期 村上 保代 2019年8月24日
75期 服部 勝弘 2019年10月22日
 黒崎 智栄子 2019年6月11日
76期 南部 剛 2019年2月20日
77期 福田 正明 2019年9月26日
 森脇 一恵 2019年1月
 八木  あさ子 2019年10月16日
78期 足立 稔 2019年12月3日
 中村 優 2019年9月20日
 西村 稔 2019年10月28日
 向島 幹男 2019年7月4日
80期 石上 英一 2019年1月30日
 加賀城 孝子 2019年6月9日
83期 上出 一朗 2019年4月25日
 浦田 萬里 2010年3月6日
 藤原 浩史 2018年10月
 吉満屋 豊 2019年7月20日

100期
103期
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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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