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　いまだ新型コロナウィルス感染症の猛威は治ま
らず、この1年で世の中の有り様は大きく変化しま
した。六稜同窓会においても、147周年総会をはじ
めとして、多くの行事を中止せざるを得ない状況と
なりました。また会議、行事運営のあり方もリモー
ト化へ進化しつつあります。ただ私個人としては、
早くマスクをはずし、大いに語らい、会食し、笑い
合える時を迎えられるよう、一日も早いワクチン等
の有効な薬の開発もしくはウイルスの弱毒化を願っ
てやみません。
　そして、このコロナ騒ぎで顕在化したことが「分
断」という現象です。世界がグローバル化した反動
としての分断、つまり国家、民族、宗教、イデオロ
ギー、貧富等の対立構造がより尖鋭化してきてい
ます。本当に不安定で予測困難な時代に入ったと
言えます。
　一方、人の分断も「集団」から「個」と進んでいま
す。昭和、平成、令和と時代が移るにつれ、高度
成長時代を支えた集団組織から、価値観の多様化
が求められる個へ、若者を中心としてその意識変
化は顕著になってきています。このことはむしろ個
人のセンスや能力がのびのびと発揮できる社会が
到来したのではないでしょうか。このコロナ禍でも
家族や様々なコミュニティの仲間同士で助け、助け
られるという繋がり、絆が育まれています。
　さて、六稜同窓会として今年は、募金活動に邁
進する年となります。あと2年後の2023年に迫っ
て来ました創立150周年記念事業のキックオフの
年であります。
　事業内容は、お送りしました募金趣意書、募金
要項に記載の通りです。
　①六稜倶楽部の建設 1.8億円
　②六稜会館 ICT化 0.4億円
　③社会貢献事業（うめきたの森） 0.4億円
　④記念式典／記念誌 0.4億円
　募金総額は3億円で、④は税控除の対象です。
　今、母校北野高校は「豊かな個性・高遠な理想・
社会への貢献」をテーマに学習と学校行事・部活
動を両立し、知・徳・体のバランスのとれた自律性
のある生徒を育てることを基本方針としています。
また令和元年から「ワールド・ワイド・ラーニング構
築支援事業」の拠点校として、文理の垣根を超え
た新しい学びの開発に取り組んでいます。この実

現のために同窓会として
サポートすべく、文武両
道の拠点として六稜倶楽
部の建設は後輩生徒達にとり、大切な財産となる
はずです。
　また、社会貢献事業の大阪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「桜」の植樹は、100周年記念で行われた
大阪城内の梅林植樹に倣うものです。20・30年後
の春には、観梅会やお花見を楽しむことができる
でしょう。またこのグランフロントの地は、元々北
野と呼ばれていた場所でもあり、我々と縁の深い所
です。
　是非とも本記念事業の趣旨にご賛同いただき、
募金をお願い致します。個人1口1万円ですが3口
以上を、また法人は1口10万円以上をお願いする
次第です。出来れば今年の12月末を目処に募金へ
のご協力を頂ければ幸いです。
　どうか六稜同窓会の「太い絆、団結力」を見せ
てください。クラス・学年（期別）・クラブの仲間
に声をかけ合ってください。また地域・会社・様々
なコミュニティの六稜仲間を募って、募金活動に
参画していただきたいのです。よろしくお願い致
します。
　終わりに、アップル社創業者であるスティーブ・ジョ
ブズ氏の最後の言葉の一節をお届けします。
　「今、やっと理解したことがある。人生におい
て十分やっていけるだけの富を積み上げた後は、
富とは関係のない他のことを追い求めた方が良
い。もっと大切な何か他のこと。それは、人間関
係や、芸術や、または若い頃からの夢かもしれな
い。終わりを知らない富の追求は、人を歪ませて
しまう。私のようにね。神は誰もの心の中に、富
によってもたらされた幻想ではなく、愛を感じさ
せるための『感覚』というものを与えてくださっ
た。私が勝ち得た富は、（私が死ぬ時に）一緒に持っ
ていけるものではない。私が持っていける物は、
愛情にあふれた思い出だけだ。これこそが本当の
豊かさであり、あなたとずっと一緒にいてくれる
もの、あなたに力を与えてくれるもの、あなたの
道を照らしてくれるものだ。」
　募金活動を通じて皆で愛情あふれた思い出を育
んでみませんか。

募金活動、いよいよスタート！
六稜同窓会　会長　野 村 正 朗（82期）
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　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。引き続きよろしくお願いいたしま
す。
　さて、前号（第75号）の私のあいさつ「未知な
るもの」の中で『第2波第3波が来ないとも限りま
せん。（この原稿執筆時では少なくともまだ来て
いません）』と書いていました。7月初旬に寄稿し
ていましたので、ちょうど第2波が来る少し前で
したでしょうか。現在（これを書いているのは12

月下旬です）、全国的に新型コロナウィルスの爆
発的感染、いわゆる第3波が起きています。この
第3波がこれまでで最も強烈な波となっており、
大阪ではいわゆる「大阪モデル」の赤信号が灯り
ました。
　このような状況ですが、私は「コロナのせいだ
から、何事も仕方ない」と極力生徒たちに思わせ
たくはありません。むしろ「コロナでたいへんだっ
たけど、今まで通り、今まで以上に頑張った」と
思わせたい。人生の中でもひときわ輝きを放つ、
高校時代は一度きりだからです。
　そのため、本校は感染防止の徹底をしつつ、「普
段の北野の教育活動」を継続すべく奮闘しており
ます。北野の教育は「知・德・体」のすべてを高
いレベルで実践してこそ、なのです。
　夏以降の北野の様子です。まず、臨時休業のた
め夏休みは1週間に短縮されました。加えて、令
和2年の夏は記録的猛暑で、さすがの本校生も消
耗していました。さらに、授業を補うための土曜
授業で生徒のみならず教員も一時期はへとへとで
した。
　しかし、生徒たちはへこたれませんでした。9

月以降の水泳大会、遠足、体育大会を予定通り実

施しました。
　水泳大会では、密になるのを避けるため、更衣
や応援の仕方を工夫して実施しました。
　また、体育大会ではいくつかの接触を伴う競技
（棒倒しや騎馬戦など）は除外しましたが、ほぼ
例年通りの競技種目で行いました。恒例の「米騒
動リレー」もまだ続いています。そして、「仮装」
も健在です。今年大ヒットした「鬼滅の刃」を仮
装に取り入れたクラスもありました。何より感動
したのは、臨時休業の影響などものともせず、大
会新記録が続出したことでした。これぞ北野の底
力！
　一方、WWLをはじめとする「グローバルでイ
ノベーティブな学び」については、海外での研修
ができず、オンラインでの学びを余儀なくされ
ました。12月19・20日には即興型英語ディベー
ト全国大会に3名の生徒が出場し、画面の向こう
にいる他校の生徒たちと熱い論戦を交わしまし
た。12月20日はもう一つイベントがありました。
WWLとSGHの全国の高校生が（オンライン上に）
集まり、全国高校生国際フォーラムが行われまし
た。本校からは4名の生徒が参加し、SDGsに関
連して行った各自の発表を題材に他校の高校生た
ちと英語で意見を交わしていました。できれば対
面で全国の生徒たちと交流させてやりたいところ
ですが、オンラインにはオンラインの良さがある
ことも再認識しました。
　3年生は年が明けるとセンター試験から移行し
た初の「共通テスト」です。受験が近付いてきた
この時期ですが、頼もしい表情をしています。きっ
とやってくれると信じています。
　最後に、前号でも申し上げた通り、北野高校は
どっしりと構えていきたい。今こそ、北野の底力
を見せましょう。
　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。

コロナニモマケズ
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
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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）
費　用◎会館維持協力金500円
主　催◎六稜同窓会（会館催事委員会）
共　催◎各期同期会 or クラブOBOG会など
問合せ◎TR@rikuryo.or.jp

日　時◎6月までは毎月第3土曜日14：00開始、
　　　　それ以降は未定
会　場◎6月まではオンライン開催、それ以降は未定
会　費◎6月までのオンライン開催は無料、
　　　　それ以降は未定
主　催◎東京六稜会事業委員会
幹　事◎ tokyo@rikuryo.or.jp

3月 6日
第189回

【ZOOM開催】
「太陽系形成論と「はやぶさ２」
藤本正樹さん@95期（JAXA宇宙科学研究所・副所長）

4月 3日
第190回

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

5月 8日
（第２土曜日）
第191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）

6月12日
（第２土曜日）
第192回

「（演題未定）」
掛谷嘉則さん@81期
（白馬ハイランドホテル代表取締役）

3月20日
第219回

「建設業の課題と使命」 
印藤正裕さん＠87期
（清水建設（株）専務執行役員生産技術本部長）

4月17日
第220回

「未定」
圀府寺　司さん＠88期
（大阪大学文学研究科教授、ファン・ゴッホ研究家）

5月15日
第221回

「主婦ほどクリエイティブな仕事はない！」
山口　あゆ美さん＠98期
（AYU FRIENDS主宰）

6月19日
第222回

「未定」
田中秀樹さん＠88期
（近畿大学水産研究所教授、ウナギの完全養殖）

7月
第223回

仮題「三浦按針と徳川家康」
藤田浩一さん＠77期
（物流コンサルタント）

7月 3日
第193回

「X線で観る天の川銀河」
信川久実子さん@119期
（近畿大学理工学部理学科物理学コース講師）

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
 2021年 3月26日 （第4金曜日）
 5月21日 （第3金曜日）
 7月16日 （第3金曜日）
 9月17日 （第3金曜日）
 11月19日 （第3金曜日）

 2021年 4月23日 （第4金曜日）
 6月25日 （第4金曜日）
 8月27日 （第4金曜日）
 10月22日 （第4金曜日）
 12月17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

「コロナ後の世界」 大野　和基 （85期）
「関西弁アレコレばなし」 土井　荘平 （60期）
「ビギナーズラック」 阿波野巧也（123期）
「東南アジアのスポーツ・ナショナリズム」 早瀬　晋三 （86期）
「昭和の子」 大岩　重雄 （86期）
「明るい入院 洋酒メーカー元社員のアル中闘病記」 井上　眞理 （83期）
「夕陽ヶ丘 －昭和の残光ー」 土井　荘平 （60期）
「酵素標的・増感放射線法KORTUC

－最新の進歩，英国臨床治験も含めて－」 小川　恭弘 （83期）

六稜文庫 2020年12月末までのご寄贈受付分
http://www.rikuryo.or.jp/activity/books/?p=3

「道―自伝 全著作 森繁久彌コレクション 1」 植田　伊織 （73期）
「人―芸談 全著作 森繁久彌コレクション 2」 植田　伊織 （73期）
「情―世相 全著作 森繁久彌コレクション 3」 植田　伊織 （73期）
「愛―人生訓 全著作 森繁久彌コレクション 4」 植田　伊織 （73期）
「海―ﾛﾏﾝ 全著作 森繁久彌コレクション5」 植田　伊織 （73期）
「英語で説明する『日本』
発信力強化法とトレーニング」 星野　隆子 （99期）
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●68期「北野31句会」報告
　福 島 有 恒（68期）

　68期（昭和31年卒）の俳句仲間はインターネッ
トを介して俳句を楽しんでいます。
　今回は令和2年6月～ 10月の句会よりメンバー
の自選句をご紹介します。
　68期で当句会に参加を希望される方は、下記
の作者にお問い合わせください。経験不問です。

十薬や一隅照す人の居て　　　　　　 石井　登
人と会ふことのうれしき梅雨晴間
秋日傘さし合うてゐて良き間合

さくらんぼ豊かに盛りて誕生日　　　 中院俊子
バス曲るごとの夜景や梅雨明くる
伸びをして猫歩き出す夜長かな
葛餅や吉野の深き谷思ふ　　　　　　 畑田孝子
朝一番コロナ忘るる蝉時雨
骨折の病棟の夜の長きこと
コロナ禍の地球はなれて夏の月　　　 福島有恒
梅雨明や常より高き今日の空
竹林を行けばかそけき秋の声
桐の花昭和ははるかむかしかな　　 邑上治兵衞
常宿の世間ばなしや茗荷汁
とるべきやとまどふマスク神迎え

●同窓生3名が日本学士院会員に！
事務局

　令和2年12月14日開催の第1144回日本学士院総会において10名の方々が新会員に選定されましたが、
その内下記の方が六稜同窓会会員でした。
〇吉野　彰さん（78期）ノーベル賞受賞の旭化成（株）名誉フェロー
　従来の鉛電池やニッケル水素電池より小型で軽く、高い電圧をもち、安全性の高い、繰り返し充電
可能なリチウムイオン電池を発明。モバイル -IT社会の実現や地球環境問題の解決への貢献など、さ
まざまな分野で社会に大きく貢献した。
〇家　正則さん（80期）天文学者で国立天文台名誉教授
　米ハワイ島のすばる望遠鏡の建設計画に貢献し、すばる望遠鏡の視力を10倍にする補償光学を開発。
完成後には130億光年の初期宇宙を観測し、人類が観た最も遠く最も昔の銀河を発見した。
〇金水　敏さん（87期）日本語学者で大阪大学教授
　日本語における存在表現の歴史的変化を解明した。また、「役割語」という概念を提唱して新たな言
語研究の領域を切り拓いた。

　学士院会員は優れた業績を上げた研究者の中でも特に顕著な功績を上げた人が選ばれる特別職の国家
公務員で、現在の会員総数は139人です。日本で最高の研究集団に六
稜同窓会から3名も選出されるとは素晴らしいことではありませんか。
既にお三方ともトークリレーで講師を務めていただいております。

家　正則さん（80期） 金水　敏さん（87期） 吉野　彰さん（78期）
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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

2021年
富士フィルム・
スタジオ アリス
女子オープン

4月9日（金）～11日（日）
よかわコース

花屋敷
ゴルフ倶楽部

●バスケットボール部　初制覇！

森 瀬 英 司（85期）

　第31回六稜クラブ対抗ゴルフコンペが2020年
9月27日（日）花屋敷ゴルフクラブよかわコース
で開催されました。今回は混成チームを含め10

チーム64名とやや少なめの参加でした。
　バスケットボール部は85期丸山・森瀬、86期
山口、88期前田、91期寶来、94期小畠の6名で参戦。
　「今回こそ優勝だ！」と口ではいつも言うものの
我々は「参加し続けることに意義がある」として
誰もがせいぜい飛び賞狙いでした。
　しかし、結果は第31回目にして初優勝をやっ
と飾ることができました。　
　今回は新型コロナ感染拡大防止策として例年の
終了後の表彰式はなく、成績発表はZOOMで行
う異例のもの。帰宅後メールで送られてきた個人
成績表を幹事なので念のため確認すると、2位に
寶来、7位に森瀬、13位に前田の名前がありました。
　これはひょっとしたら上位に食い込んでいるの
では…とあわてて団体戦の成績表を見ると何と
…！我がバスケットボール部が優勝ではありませ

んか！信じられません。
　しかも優勝スコアが対象5名のグロス506（全
体8位）、ダブルペリアで出た合計ハンデ135.6（全
組で最多）、差し引きネット370.4と2位のチーム
に7.2打差をつけての圧巻優勝でした。
　ハンデに恵まれた、ラッキーな優勝の一言で、
グロススコアの良いチームには申し訳ない気持ち
でいっぱいでした。
　しかし、折角優勝したので表彰式で「優勝はバ
スケットボール部」と告げられ、メンバー共々初
優勝の歓喜の中、賞品を高々と掲げた写真を撮影
できなかったのが本当に残念でした。
　これもコロナ禍でかなわぬことで、来年こそ
ラッキーでないスコアで連覇を狙いメンバーと一
緒に喜びを分かち合いたいと思います。

クラブ対抗ゴルフコンペ成績
■チーム戦 

優勝 バスケットボール部
2位 硬式テニス部　3位 ラグビー部
■個人の部 

優勝 小若さん（90期）硬式テニス部

2021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：2021年5月23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32回六稜クラブ対抗ゴルフコンペ
日時：2021年9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

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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68期　髙松 孝之



六稜同窓会会長の挨拶にありますように、創立150周年記念事業の
一環として「六稜倶楽部」が建設されることが決まりました。
それに伴って、昭和の時代から使用されてきた部室長屋（ながや）は
解体されることになりました。
建設時期は1979〜1980年頃。
40年以上活躍してきた部室長屋。
これまで何人の生徒が、この部室長屋で青春の日々を過ごして
きたのでしょうか。
また、すでに姿を消した部室たちもあります。
あなたにはどんな想い出がありますか？

…というような、小説にでもなりそうなとっておきの逸
話を募集します！

あ〜、今から考えたら青春そのものやったなぁ。
今だからこそ文章にできる青春の想い出。
小説、散文、詩、短歌、俳句...。何でも結構です。
「部室長屋」にまつわる貴方の想い出をお待ち
しています。

　※あなたの想い出、写真は、六稜同窓会事務局
　　までお送りください。
　　締切は、2021年5月末日とさせていただきます。

旧校舎の1階にはラグビー部、水泳部
などの部室が。1987年の花園出場の
時はＴＶ局の取材も受けました。

1961年に建設されたクラブ部室。
現体育館建設時に撤去されました。

旧グラウンドの北東端、テニスコート
の奥には、野球部と山岳部の部室が。
物置のような部室が並んでいました。

水兵リーベ…今も忘れない… ブロックの壁は格好のキャンバス床の仕上、照明はＤＩＹで汗の臭いも染みつくはず.. .
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マメニモマケズ、アザニモマケズ　　　
冬ノ寒サヤ夏ノ暑サニモ、暗闇ニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテイバラズ
後輩タチノ活躍ヲ見守リナガラ
イツモシズカニワラッテヰル
一日ニ六稜うどんト、早弁ト、
少シノチョコバリヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ...

募金は出しても口は出さない
そういう格好の良い先輩に
わたしはなりたい

あなたもそんな になりませんか？

　創立150周年を える202 年には、この 和の時代に
しい立 な「六稜倶楽部」が することでしょう。

のない部屋、もち ん などあるは もなく、
の部活 わりには ながら部室長屋で
えたことが い出されます。

なる 室ではなく、 、 、あるい
は 想を らせる として、それ れに があるので
はないでしょうか。

や は、 人 の 。 きも文 か。
今ならそんな にも えます。

時代という 切な時期を過ごす生徒たちにとって
ここが に まれる な となりますように。
六稜倶楽部の を楽し にしています。

14 六稜会報 第76号（令和3年3月1日発行）
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◆◆◇ 選ばれるクリニック ◇◆◆

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

レーシック・白内障・IC L・ドライアイ
多焦点レンズ・緑内障・硝子体・眼険下垂

<選定療養取扱い>
全ての手術は日帰りです
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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6名、1年生5名
で活動しています。活動は主に毎週木
曜日、部室にて部誌発行へ向けての作
業等を行っています。2020年1月～ 12

月に発行した部誌は以下の通りです。
1月：星月夜 -Rigel-

6月：幻－桜－、星月夜 -Spica-（4月に
インターネット公開）

　 　幻－橘－
　 　〈以上を六稜Monthで校内配布〉
9月：星月夜 -Antares-

12月：夢幻
　 　〈茨木高校との合同誌、文芸祭で配布〉
　 　幻－椛－
　 　（北野文学は２月に発行予定）
ESS部 　　　　　　　　　　　　　　    

現在、ESS部は2年生7人、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7人、1年
生6人で活動しています。活動場所は
2階LAN教室で、平日活動しています。
日々、プログラミングなどのスキルを
向上させるために努力しています。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10名で活動してい
ます。石鹸、プラスチック、金属樹に
ついて研究しています。今年は大阪サ
イエンスデイにも参加しました。
生物研究部 　　　　　　　　　　　　   

現在、生物研究部は、1年生4人で不定
期に活動しています。今年は、ツルグ
レン装置を用いての校内の土壌生物の
調査、ティランジア属の無菌播種の試
み等を行いました。
地学研究部 　　　　　　　　　　　　  

今年度はコロナウイルスや天文台のト
ラブルもありましたが、OBさん方のご

支援の下、活動を続けております。定
期的に観測会を実施し、木星・土星の
再接近などの天体イベントも観測して
おります。
美術部 　　　　　　　　　　　　　　  

私たち美術部は、現在、2年生3名、1

年生6名の計9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。今年は新入部員の数が例年よ
り多く、活動の幅が広がりました。展
覧会に向けての作品制作（主に油絵）、
部誌の発行・配布、各行事のプログラ
ム表紙・看板作成、デッサンなどに楽
しく取り組んでいます。
■2020年活動内容
 1月　コンクール展出品（現 2年生 2

人、うち1人入選）
 2月　ブロック展出品（現3年2名、2

年2名）
 7月　六稜monthでの黒板アート・作

品展示、部誌発行
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1年生4人、2年生3

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
いただ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。
■2020年
 2月　第19回ヴォーカルアンサンブル

コンテスト＜銅賞＞
 7月　六稜Month（六稜祭振替コン

サート）
10月　校内中庭コンサート
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。）
■2020年度
・第74回定期演奏会

　日時：2021年5月3日（月）
　場所：箕面市立メイプルホール
　　　　（入場無料）
　曲目：モーツァルト　歌劇「劇場支配

人」序曲、フォーレ「マスクと
ベルガマスク」組曲、シューベ
ルト「交響曲第3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：10　男：1）
　1年13名（女：5　男：8）
■2020年の主な活動
 2月 2日　大阪府立高等学校芸術文化祭
10月16日　体育大会にて演奏
12月23日　文化芸術祭
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、2020年12月現在、1年生34名、2

年生27名の計61名で活動しています。
学校行事などの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
ただけるよう日々練習に励んでいます。
部内でのレクリエーションも充実して
おり、新年会などを通じて部員同士の
親睦を深めています。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。
■2020年
 2月 2日　三木楽器主催管打楽器ソロ

コンテスト大阪大会2020

【ゼネオン賞】Ob

 2月11日　第29回管打楽器ソロコン
テスト大阪大会2020

【金賞代表】Ob、Per

 3月 1日　第24回全日本中学生・高校
生管打楽器ソロコンテスト
関西大会2020

【銀賞】Ob、Per

 6月25日　六稜month（本校中庭）
10月 6日　体育大会（本校グラウンド）
10月18日　夢の大収穫祭（豊中市立文

化芸術センター大ホール）
12月23日　第22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（吹田メイシアター大
ホール）

母校の窓

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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12月27日　大阪アンサンブルコンテス
ト
【銀賞】木管8重奏

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2年生3人、1年生3人の合計6

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・滑舌を中心とした基礎練習や、即
興劇・朗読などを行っております。
2020年の主な活動は、
 6月　六稜Month公演
10月　学校説明会（昨年度制作のビデ

オを使用）
11月　学校説明会（今年度制作のビデ

オを使用）の3件でした。
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
声練習などをしています。
 9月　水泳大会（アナウンス・実況）
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2年生5人、1年生2

人で活動しています。活動場所は二階
LAN教室で、平日を活動日としていま
す。楽しく指して強くなることが目標
です。将棋では、大阪でも有数の成績
を残しています。
■2020年
・第40回NHK杯争奪大阪府高等学校将
棋選手権　団体三位
※2019年囲碁将棋部の活動について、
下記の内容が74号に掲載されていま
せんでした。訂正の上、追加掲載い
たします。

■2019年
2年生1人、1年生5人の合計6人で活動
しました。
・第16回高等学校将棋選手権夏季大会 

団体戦　大阪府大会準優勝
個人戦　大阪府大会準優勝
　　　　全国大会ベスト16

・第32回全国高等学校将棋竜王戦
個人戦　大阪府大会優勝
　　　　全国大会出場

・第39回NHK杯争奪高等学校将棋選手
権　団体戦 大阪府大会　準優勝
全国大会　新人戦ベスト16

ダンス部 　　　　　　　　　　　　　  

2020年12月現在、2年生12人、1年生
14人の合計26人で「感動を、あなたに」
をモットーにいつも練習に励んでいま
す。
活動は基本的に月曜日から土曜日の週6

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。
これからも部員全員で高めあい、最高
のダンス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！
 7月　校内中庭発表
 8月　日本高校ダンス部選手権　近畿・

中国・四国大会　出場
 9月　校内中庭発表
10月　日本高校ダンス部選手権　公式

Web戦全国大会　出場
11月　ダンスドリル関西秋季大会　男

女混成HIPHOP部門　出場
12月　日本高校ダンス部選手権　冬の

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3人、
1年生11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。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。3年前から、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
いただいています。今年は、コロナウ
イルスの流行により、思うように練習
することができない時期もありました
が、部員一同団結して頑張ってきまし
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。
 1月　たかつきスクールジャズコンテ

スト
11月　中庭発表（校内）
クイズ研究部 　　　　　　　　　　　  

クイズ研究部、通称「クイ研」は、毎週
火、水、金曜日に物理教室で、主に早
押しクイズを中心に練習しています。1

年生10人、2年生4人で楽しく活動し
ています。
茶道部 　　　　　　　　　　　　　　  

現在、茶道部は、2年生4人、1年生7

人で活動しています。毎週水曜日に作
法室で、お茶を点てたりお点前の練習
をしたりと、先輩後輩の隔てなく和気
藹々と活動しています。また、月に一
度は外部の先生にご指導いただき、季

節によって異なるお点前を練習するな
ど更なる技術の向上に励んでいます。
競技かるた部 　　　　　　　　　　　  

現在、競技かるた部は2年生2人、1年
生3人で、週に3回活動しています。今
年はコロナウィルスの影響で大会の開
催が少ないため、他校との練習試合や、
OB・OGの方々に指導をしていただく
など、積極的に練習に励んでいます。
これからも精進していきますので、応
援よろしくお願いします。

《運動部》
陸上競技部 　　　　　　　　　　　　  

現在、陸上競技部は2年生33人、1年
生28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。
◎大阪総体
　男子2年：3000ｍSC　7位
　男子3年：800ｍ　1位
　女子2年：400ｍH　5位
　女子2年：砲丸投　7位
　女子2年：ハンマー投　2位
◎近畿ユース
　女子2年：ハンマー投　4位
◎大阪駅伝
　男子：12位　女子：9位
水泳部 　　　　　　　　　　　　　　  

北野高校水泳部、RSCです。現在、2年
生9人、1年生12人で活動しています。
今年は、コロナウイルスの影響で、泳
ぎだしが遅くなり、例年と変わった形
でスタートしたシーズンでした。その
中でも、昨年と同様に、「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
スローガンを掲げ、切磋琢磨しながら、
活動をし続けました。また、近畿新人
大会の遠征費や、練習道具の購入など
のさまざまなご支援をいただき、あり
がとうございました。インドアシーズ
ンに入った現在は、来シーズンのそれ
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。
◎中央大会（8月）
　於：大阪府門真スポーツセンター
　10名（標準記録突破者）出場
　男子400m　フリーリレー　37位
　男子400m　メドレーリレー　36位
　男子800m　フリーリレー　28位
　女子400m　フリーリレー　33位
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　女子400m　メドレーリレー　28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　35位
　男子400m　メドレーリレー　31位
　女子400m　フリーリレー　40位
　女子400m　メドレーリレー　37位
◎近畿新人大会（10月）
　秋葉山公園県民水泳場
　出場者1名
　男子100m　自由形　67位
器械体操部 　　　　　　　　　　　　  

現在私たちは、2年生男子4人女子2人、
1年生男子2人女子3人で活動していま
す。部員同士でお互いにアドバイスし
あったり、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
技を増やしていっています。昨年はOB

会が床のばね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」で検索していただくとご覧にな
れます。
 9月　高校総合大会　男子2部個人総

合10位　
10月　堺大会　男子中級個人総合4位 

平行棒3位
11月　新人大会　男子2部個人総合5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。
第10回大阪高等学校新人柔道大会
男子団体Ⅱ部　第3位
剣道部 　　　　　　　　　　　　　　  

現在、剣道部は2年生6人、1年生6人
で活動しています。私たちは文武両道
をモット－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。
2020年
大阪府大会
＜男子団体＞：ベスト16

その他にも様々な大会で活躍していま

す。
合氣道部 　　　　　　　　　　　　　  

現在、合氣道部は、2年生13人、1年生
10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。
硬式野球部 　　　　　　　　　　　　  

現在、野球部は、2年生9人、1年生14人、
マネージャー 2人の計25人で活動して
います。
我々は応援してくださる皆様のご期待
に応える為にも、25人全員、全力で頑
張っています。
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＞中止
＜夏季大会＞
　2回戦　常翔学園○　12－1

　3回戦　早稲田摂陵○　3－2

　4回戦　興國●　0－2

＜秋季大会＞
　1回戦　狭山○　6－1

　2回戦　高石○　12－2

　3回戦　関大北陽●　0－10

＜学区大会＞
　阿武野○　11－1

　園芸○　11－0

　豊中●　5－6

　二次リーグ
　準々決勝　摂津○　8－7

　準決勝　槻木○　9－8

　決勝
　　福井・箕面東合同チーム●　2－4

サッカー部 　　　　　　　　　　　　  

現在、サッカー部は、2年生13人、1年
生21人、マネージャー 1人の計37人で
活動しています。大阪ベスト32を目指
して、意識高く日々の練習に取り組ん
でいます。サッカーができるというこ
とに対する感謝の気持ちを忘れずにプ
レーしていきますので、みなさん、応
援よろしくお願いします。
■2020

＜選手権大会＞
　1回戦　金岡高校●　2－3

ラグビー部 　　　　　　　　　　　　  

現在、ラグビー部は、2年生7人、1年
生11人で活動しています。昨季は強豪
私立に苦しめられましたが、今季はそ
の経験を生かして公立高校トップを目
指します。
 9月　天王寺高校定期戦

天王寺●　12－24

10月　第 100回全国ラグビーフット
ボール大会大阪府予選
1回戦　
住吉○　22－7

準々決勝　
東海大仰星●　0－143

男子バレーボール部 　　　　　　　　  

男子バレーボール部は現在、2年生9人、
1年生9人、マネージャー 1人で活動し
ています。日々の練習で基礎を磨くほ
か、他校との練習試合も多く設けるこ
とで実戦経験なども学んでいます。今
年度は一部残留の目標を達成できまし
た。北野の名に恥じぬようこれからも
努力していきます。
＜部別＞1部3位
＜公立校大会＞2回戦突破
＜大阪総合体育大会＞1回戦突破
＜北大阪バレーボール大会＞
　2回戦突破
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2年生5人、1年生4人、マネー
ジャー 1人の10人で週6日活動してい
ます。秋の部別では3部に残留しました。
高校から始めた人も多く、毎日みんな
で頑張っています。来年の新人戦、春
の部別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
5人、1年生11人、マネージャー 2人で
活動しています。大阪府ベスト8を目
標に、体育科の先生の熱心な指導の下、
日々練習に取り組んでいます。応援よ
ろしくお願いします。
＜新人戦＞
　1回戦　星翔●
＜大阪選手権地区予選＞
　1回戦　野崎○
　2回戦　柏原東○
　3回戦　金光大阪○
　4回戦　河内野○
　5回戦　信太○
　6回戦　箕面自由学園●
＜北地区公立校代替大会＞
　優勝
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5人、1年生4人で活動しています。
1戦1戦勝ち進むことを目標に、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　成美○　111－51

　2回戦　千里●　44－63

＜北地区公立校大会＞
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　北摂つばさ○　25－18

　箕面●　18－24

男子ハンドボール部 　　　　　　　　  

現在、男子ハンドボール部は、2年生6人、
1年生12人の計18人で活動しています。
部員一同、大阪府北地区ベスト4を目指
して日々練習に取り組んでいます。
＜令和2年度特別大会＞
　・2回戦
　　三島●　13－22

＜秋季大会＞
　・グループリーグ
　　昇陽○　17－14

　　大阪学院○　23－19

　・1回戦
　　箕面自由学園●　14－10

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
ボールコートで元気に活動しています。
現在部員数は2年生10人、1年生7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 !

・特別大会（夏）
　生野高校●　6－11

・秋季大会　兼　新人大会
　摂津高校○　16－5

　豊中高校○　13－4

　桜塚高校●　8－10

男子テニス部 　　　　　　　　　　　  

現在、男子テニス部は、2年生17人、1

年生19人で活動しています。コロナ禍
の中で試合が少なくなり、不自由な中
での活動になっていますが、テニスを
楽しみながら練習することができてい
ます。公立団体近畿大会出場という目
標には届きませんでしたが、引退時に
後悔することがないように一生懸命に
練習に励んでいきたいと思います。応
援よろしくお願いします。
 8月　スピンオフ大会

ベスト4（1チーム）
 9月　秋季赤坂杯

本戦ベスト4（1名）
本戦出場者（3名）

 9月　大阪高校秋季団体
1部　本戦ベスト32

2部　ベスト16（2チーム）
11月　大阪公立個人

本戦ベスト16（2名）
本戦出場者（4名）

女子テニス部 　　　　　　　　　　　  

現在、女子テニス部は、2年生7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。応
援よろしくお願いします !

◎秋季赤坂杯（複）　本戦出場2組
　ベスト4　1組
◎栗田杯　本戦出場
◎スピンオフ大会　ベスト16

◎公立個人　本戦出場2名
卓球部 　　　　　　　　　　　　　　  

現在、卓球部は、2年生7人、1年生11

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。
男子
◎64ブロック（個人）　ベスト8

◎ジュニア予選（個人）　ベスト16

◎大阪府新人戦（団体）　9位
◎大阪府新人戦（個人）　ベスト8

◎1年生大会（個人）　ベスト8、ベスト32

◎普及大会（個人）　1位
◎大阪総体（団体）　ベスト16

山岳部 　　　　　　　　　　　　　　  

山岳部は、2年生 9名　1年生 12名で
月～木曜日にトレーニング、ランニン
グをする、金曜日には山の知識の勉強
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、例年、春・
夏休みに合宿をしています。
登山記録
 7月　勝尾寺にて通常山行
 9月　妙見山にて通常山行
10月　六甲山にて通常山行
11月　秋季登山大会に出場。男子個人

3位入賞。女子団体2位入賞。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29人、
1年生22人で活動しています。日々感
謝を忘れず、創意工夫を重ね、練習に
取り組んでいます。これからも応援し
てくださる皆様の期待に応えられるよ
う、部で一丸となって励んでいきます。
◎第75回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］　2回戦進出
　［ダブルスⅡ部］　ベスト8

　［シングルスⅡ部］　6回戦進出
女子
　［団体］　1回戦敗退
　［ダブルスⅡ部］　1回戦敗退
　［シングルスⅡ部］　2回戦進出

◎2020年度大阪府公立校バドミントン
大会

男子
　［団体］　準優勝
女子
　［団体］　2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5人、2

年生4人、1年生3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 　　　　  

こんにちは！即興型英語ディベート同
好会です。私たちは2年生3名、1年生
13名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、1年に2回ある全国大会で良い成績
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。

●133期同窓会
学年理事

男　子 女　子

理 事 桑原  昌澄 3-2 中川      陽 3-8

副理事 鴛淵  友祐 3-6 青木  七海 3-4

 クラス幹事
組 担任 男　子 女　子

1 相沢 有澤　　翼 永野　　蘭

2 井上 桑原　昌澄 吉見　桜子

3 吉岡 前　　駿佑 黒川　祐海

4 工藤 橋本駿太郎 青木　七海

5 濱田 竹中　一真 真田　恵実

6 中尾 鴛淵　友祐 後潟　十萌

7 宝本 吉田　健太 水谷あまね

8 仁科 笹記　僚真 中川　　陽
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事務局だより
理事会報告（2020年9月12日）
総務委員会：6月に総務委員長が交代。今年の総
会が中止となり、次回の担当期を調整中。
会館催事副委員会：トークリレーの予定について
説明があった。
広報委員会：会報75号はなんとか24ページで発
行できた。学校のコロナ禍の状況を書いていただ
いたり、東京六稜会のZoom利用についての記事、
広報としても周年行事をまとめたりして発行するこ
とができた。
FR委員会：イベントが中止となり、今年は全く活動
できていない。体制作りができていない。委員の
候補があれば紹介いただきたい。
クラブOBOG委員会：9月のクラブ対抗ゴルフは、
64名10クラブ以上の参加予定。表彰式はZoomで
発表する予定。
東京：東京六稜会も行事中止が続いているが、東
京六稜倶楽部や北野カフェは、Zoomで開催してい
る。大阪からも参加していただける。
学内理事：水泳大会が終わり、体育祭、遠足が無
事に開催されることを願っている。
事務局：六稜倶楽部の建設について、概算見積り
を行い、最終的には業者見積りを取って工事を行っ
ていく。
＜承認事項＞
150周年記念事業の件
1．募金方法：個人は１口１万円、学生は１口5000円 

法人は1口10万円。最低口数についてはこれか
ら検討。

2．組織作り：学年理事の方には募金委員になって

いただきたい。
3．スケジュール：10月中に国税局への申請手続き
を済ませる予定だがかなり大変。国税局の許可
取得後、募金開始、その後六稜倶楽部の工事
入札、契約、着工、竣工。2023年10月28日に
150周年記念式典。

＜依頼事項＞
名簿の整備をやりたい。配布した名簿の職業欄を
参考に、弁護士、医者、会計士、上場企業の役員、
個人企業主など、大口（10万円以上）の寄付をして
いただけそうな方を教えていただきたい。

■会報に同封された払込票が少し変更になりまし
た。変更箇所は、以下の通りです。
　〇個人情報：携帯電話番号とE-mailの欄を追加

勤務先のFAX番号欄を削除
「六稜同窓会会員情報の変更」にリ
ンクするQRコードを表記

〇コンビニ払込票：納入済みの金額欄が「0」では
なく「＊＊＊＊＊＊」と表示される

■「六稜同窓会会員情報の変更」は、以下からお願
いいたします。
　URL：https://forms.gle/Q3Y8MF7XfFSDq8As8

　QRコード：

■記念碑の会、中止となります。
　2月の大阪城公園での観梅会に続き、4月の済生
会中津病院前での「記念碑の会」も中止とさせてい
ただきます。同窓会の活動が早く活発になること
を願っております。

ご寄付　（敬称略）
59期 藤澤 友吉郎
60期 澤西 博
63期 3年7組 

 大江 正則
 木村 健次
65期 佐々木 健一
 田中 嗣也
 藤 圭之介

68期 宮内 喜美子
69期 黒岩 正幸
71期 鈴木 美重
72期 坂野 勝彦
73期 奥村 康
 牧 武志
74期 斎 文章
 北川 邦一
75期 角田 晃一
 中村 大二郎

76期 名和 基之
 西川 沃
 匿名希望 

77期 太田 省三
 松田 道男
80期 小方 申陽
 安藤 律子
81期 友田 博
82期 野村 正朗
83期 栗尾 尚孝

84期 岡田 春夫
87期 紫冨田 薫
97期 関川 勝雄
99期 星野 隆子
　 井上 光生
　 赤松 政彦
　 拜郷 隆志

101期
105期
107期

ご寄付いただき、ありがとうございました。

66期 山田 晋作
73期 梶本 興亜
74期 大倉 春子

77期 平康 洙太
80期 上田 成之助

教育環境基金寄付者　（敬称略）

ご寄付いただき、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いただきます。

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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お悔やみ
　2020年7月～12月末日までにご連絡いただきました方々
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。次号で訂正させていただきます。　

（敬称略）
期 姓 名 他界日
45期 森島 重勝 2020年11月12日
51期 清水 俊夫 2013年11月29日
55期 菱谷 政種 2020年6月14日
 劉 善夫 2016年6月19日
57期 山口 道博 2020年1月28日
58期 高橋 伸郎 2020年7月21日
59期 鈴木 四郎 2020年10月17日
 林 久男 2019年9月25日
 森澤 博 

 山本 達雄 2020年7月25日
60期 飯田 賢之 2020年3月17日
 片岡 庄文 2020年7月10日
 阪本 亮二 2018年6月4日
 堀 清三郎 2020年3月2日
61期 池川 朗 2020年2月1日
 香河 英和 2020年10月31日
 小林 英夫 

 下平 嘉昭 2020年11月3日
 田辺 聡 2020年5月16日
 多田 彰造 2020年11月1日
 多田 慶三 2018年1月2日
 成實 哲郎 2020年8月22日
 森本 忠夫 2019年6月29日
 吉川 直昭 2019年12月
62期 田原 裕 2019年8月5日
 長谷川 誠 2020年8月25日
 三木 知憲 2018年3月28日
 湯浅 敏弘 2020年5月29日
 嘉山 高光 2019年10月25日
63期 木村 健次 

 竹脇 喬 2020年3月27日

 政井 栞 2020年9月1日
64期 入江 米蔵 2018年8月25日
 髙橋 一三 2020年6月17日
 今井 芙美子 2020年11月19日
 牧野 亮介 2017年5月14日
65期 坂本 尚弘 2020年5月28日
 武藤 和夫 2020年9月2日
67期 関山 守洋 2020年11月19日
 高橋 省一 2020年6月22日
 三谷 卓 2020年11月9日
 飯島 栄子 2019年12月30日
 岡本 和 2020年11月15日
 田中 黎子 2020年8月6日
68期 奥村 正信 2020年9月10日
 森岡 脩 2020年4月2日
69期 於勢 昌樹 2020年10月30日
 善積 武典 2020年8月1日
71期 俵 源二 2020年2月16日
72期 岡本 肇 2018年
 合田 平 2020年4月27日
 杉山 稔恵 2020年11月4日
73期 伊井 英夫 2019年9月6日
 鎌田 明浩 2020年4月6日
74期 斎 文章 2019年12月15日
 宮里 倫正 2020年6月20日
75期 鈴木 十郎 2020年8月7日
 中村 暢雄 2020年4月7日
 古田 明子 2020年6月9日
76期 野村 庸二 2020年11月17日
77期 苅田 弘展 2018年6月3日
 小林 秀和 2020年9月21日
78期 阿間 和明 2020年11月13日
81期 石田 元一 2020年12月12日
 加納 英年 2020年7月1日
 酒井 博 2020年10月13日
 大萱 清志 2019年6月30日
 松尾 吉高 2018年10月19日
82期 稲田 隆司 2019年9月15日
　 木村 佐知子 2018年2月28日106期

＜お申込書のご請求は 三井住友トラスト・カード㈱まで＞ 詳細およびオンライン申込については同封のチラシをご覧ください。
注 ①郵便番号②ご住所 ③お名前 ④フリガナ⑤お電話番号⑥「六稜同窓会」の会員様である旨 をお伝えください。

●お電話の方 （受付時間： 時～ 時（土・日・祝日・ ～ 休））●メールの方

六稜同窓会の会員の皆様へ キャンペーン実施中！（ 年 月 日まで）

ご入会にあたっては所定の審査がございます。いただいた個人情報は申込書発送業務のために利用します。

ロードサービスＶＩＳＡゴールドカード
通常年会費 円 税込

円 税込
年目以降も年会費割引が続きます

家族会員年会費： 円 税込 ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽが付帯されております

キャンペーン期間中にご入会された方（本会員様、家族会員様）全員に 円キャッシュバック
＜詳細につきましては、同封のチラシをご覧ください＞

通常年会費 円 税込 が
三井住友トラストＶＩＳＡゴールドカード

円 税込
年目以降も年会費割引が続きます

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

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

　　 tel：06-6551-6854　fax：06-6551-0288

事務局  月・水・木・金 10：00～17：00（祝日を除く）

六稜同窓会14 8周年総会
日　時：2021年10月25日（日）13時から
場　所：北野高校多目的ホール・六稜会館
担当期：101期・102期合同　時間等詳細は77号にてお知らせします

協賛広告のお願い
　六稜会報に協賛広告を掲載させていただきます。是非会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。また、お知り
合いの同窓の方で協賛広告をお願い出来る方がいらっしゃいましたらご紹介をお願い申し上げます。

「六稜会報」　B5版・次回発行2021年9月1日（年2回3月と9月に発行）
●発行部数： 24，000部　●原稿締切日： 6月30日
●掲載協力金： 1ページ（150×210） 200,000円 1／2ページ （150×100） 100,000円
 1／3ページ （150×65） 70,000円 1／4ページ （150×50） 50,000円
 1／8ページ （73×50） 25,000円 名札サイズ (30×50) 10,000円
●申し込み先：〒532-0025  大阪市淀川区新北野2-5-13

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

　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。クレジットカードでの納入もできますので、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。

年会費納入のお願い

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。


