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学年代表幹事委員会
皐城会の活性化を願って'

学年代表幹事会を皐城会活

新理事会の紹介

平成十三年度･理事会記録
4/‑

｢心を受け継ぐ植樹のバトン｣ 1 6期
が植えたケヤ辛を3 2､3 3期が受け継

学年代表幹事の皆さまの

名簿管理委員会
ご尽力のお陰で､‑001

ぎ､今では見事な緑のトンネルに

年版会員名簿が完成いたし

会計報告
名簿発行の報告
4/2 1 名簿の管理

古川尭次)

心に100名程
度の出席を見てい

これは､総会は同期会でな

ますが､一時は'かなり減
少した時期もありました｡

と恩師の先生方'学校並
びに皐城会本部の御理解
と御支援の賜であり紙面

くり懇談できる形にしたこ
とが良かったのではないか

するため'総会と同期会と
を同一会場で企画し､着席

いう声であり'これを回避

く出席しても面白くないと

をお借りして厚‑御礼申
し上げる次第です｡

さらに総会のイベント等
を話し合う幹事会(‑期毎

と思っています｡

ビュッフェスタイルでゆっ

さて現在700余名の会
員に御通知を出し､毎年2 0
期前後より先輩の会員を中

これは偏えに会員諸氏

ました｡

正木校長'冨田副校長の
御臨席のもと例年通り盛
会裡に終えることが出来

迎え､1 1月の記念総会は､

13年についに二十周年を

草城会の支部として発
足した東京皐城会は平成

まいりました｡

役員幹事は毎年情熱を注
いで会の運営に携わって

ことを至上の喜びとして､

｢東京皐城会はおもし
ろい｣という声が聞ける

L‑1‑ー討.㌔.Ill̲J7i Jlt J7r̲Jli JlrT JlrTJ.市.]1t Jlr̲

ます｡(‑期

変更の折には､皐城会事務
局まで連絡をお願いいたし

みください｡なお'住所等

同封の振替用紙でお申し込

名簿購入ご希望の方は､

T化が大き‑前進しました｡

pcに堪能な若い理事の
参加により､名簿管理のI

いたします｡

ましたことを､ここに感謝

附小の支援

総会について
名簿管理

総会の企画と準備

総会実行委員会

(1 3期 正岡 哲)

思っています｡

各学年の代表幹事と連絡を
密にして進めていきたいと

‑/19

1 2/‑ 総会の企画

1 0/1 3 総会の場所

8/18

6/30 名簿発行報告
ソフトの管理

理事の役割

り､母校発祥の地'池田城
跡公園の訪問をお勧めしま

顧問田中耕二山田輝吉
古屋敷侃中井稔
附中教官山内啓子門脇由美子

4月1 4日の新企画の総会

東点皐城会川部重臣(ll)尾崎敏弘(12)
会計監事淡河武彦(8)

を行いました｡この4月には54期生が加
わり､会員数は8415名になります｡

3年度は3回開催しま

服部由紀子(10)遠山隆重(14)
山本和子(17)松原ひとみ624)
坂井禎之(32)

昭和24年に発足した皐城会は今年55周

動の中心にしようと理事会
で決定しました｡そのため
に結成された委員会です｡

(5期･日山義明)

名簿管理委員会古川尭次(1)能勢隆文(7)

平成1

す｡

祖多克巳(2)山本剛郎(7)
上島洲三(3)鳥井信一郎(5)
総会実行委員会ULl｣義明(5)能勢隆文(7)
関根貴美子(8)春江健二(9)
側島昌子(9)
学年代表幹事委員会正岡哲(13)岸洋子(13)
遠山隆重(14)武口憲子(14)

にぜひご参集‑ださい｡こ
の機会に､同期会を催した

企画総務委員会古川尭次(1)伊藤佐紀(2)

年｡新世紀を迎えた昨年､組織の再整備

した｡今後も､できるだけ
会長松本淳一郎(2)
副会長古川尭次(1)
書記加納邦彦(10)雪原典子を4)
会計奥康右(4)武田憲子(14)

ヽ､‑̲日̲"̲"̲̲"こJ‑̲̲̲̲̲日日̲"̲̲̲一一

｢新生皐城会をめざして｣
‑母校校長室での理事会風景‑

皐城会理事会(平成14年度)

(2)
創刊号
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皐
2002年(平成14年) 2月16日(土)

れている在校生に｢あっ./たなりゅうの住所や
./19期生と言うことは､年齢は‑｣と毎回のよ
うに言われたことは懐かしい思い出です｡

総会案内状発送の際､住所書きを手伝ってく
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あっ./たなりゅうや./ 19期 田中龍三
昭和42年に附中を卒業し､昭和52年に縁あっ
て母校に勤務することになりました｡自分自身
が皐城会の会員だということで､一昨年まで皐
城会の係りを担当させていただいておりました｡

(前会長

高橋敏行

しています｡

10期)

今後はt H期の川部重臣
新会長のもと､サイバー同
窓会の充実や新しい企画も
検討されるものと思われ､
本会のさらなる発展を確信

によるものと思います｡

氏の献身的な御尽力

いる1 2期の尾崎敏紘

まで事務局を一手に
引受けていただいて

り'さらには､今日

会への情熱と愛校心､その
下に諸先輩が一丸となって
支部設立に動かれた
スタート時点のエネ
ルギーが歴代会長､
幹事に脈々と受け継
がれてきたことであ

耕三先生の燃える様な皐城

まいりました｡これも田中

に2名の幹事を選出) が年
2回程度開催され､活発な
意見と情報交換が行われて

附中に勤務する仲間

(3) 2002年(平成14年) 2月16日(土)
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一年生の池田スタディーズ

2年生の｢日本文化にふれる｣

先輩に学ぶ‑絵手紙〜

地域の人に学ぶ
52期生の選択美術
｢ワラぞうりをつくろう｣

池田の自然､歴史な
どについて調べたこ
とを､みんなの前で
発表し､意見交流す
る総合学習

55期生の総合学習週間｢日本的な表現技能に
親しもう｣講師は松浦圭子さん(10期)

城山風景㊥･㊨
城山に｢鵬飛寓里｣の碑

元附中のあった城山は今は下の写真のように池田城跡公
園になっている｡城門のあたりに校舎があり､正門があっ

創立50周年記念事業の一環と

た｡生徒(55期生)がいるあたりは運動場であった｡

して池田城跡公園の完成を祝
し､由緒あるこの地に青少年
の世界雄飛を祈願して記念碑
を建立

一ー

‑

十

ト
日

前田勘治さん(3期)､辻野玲子さん(3
の油絵展

一平成8年6月29日〜7月11

メディアライブラリー掛i]

では卒業生の作品展

｢帆走する雲｣ ‑平成8年11

㍍

所
新宮晋さん(5期)のモ二ュ

㊨と(乳コラボレーション
キーボードアーチスト松田昌さん
(14期)の記念演奏会

‑平成8年9月12日

池田市民文化会館で‑

｢c l知ってる?〜デザイン戦時と
コミュニケーション〜｣

49期生と共に､川部重臣さん(11期)

の授業

一平成8年5月18日一

t
l
H
t
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持
･矧

仲

こと考えまひょ〜
ホテルで懇親会をもったも

定期的に年一回開いていま

で5回｡これらの期は最近､

何かユニークな企画の同窓

や恩師との交流だけでなく'

い増加するものですが'附
属中卒業生としては同期生

同窓会は齢を重ねるに従

のもありました｡

たものもありました｡

今後の同窓会は‑

2期'24期のように小中合
同､30期のように中高合同
5期'7期'9期'13期の

す｡次いで多かったのが､

会があってもよいのではな
いか､というのが今回の調
査からの感想でした｡

は2期'4期､14期の各期

同窓会の国数は‑
この5年間で'同窓会の
開催回数が最多であったの

といった例もあります｡
4回です｡

というのが一般的ですが'

開催の主旨は‑
開催の主旨は'クラスメ

同窓会活動'今後の展望
平成13年1 2月1日開催の

会開催調査を依頼しました｡

学年幹事会において､期ご
との同窓会開催の概略を見
るため'過去5年間の同窓
この結果'今日までに回
イトの懇親が主で､2期の
卒業五十周年記念といった

力社長就任祝賀会｣'14期
の ｢音楽会が終わっての打

例がこれに次ぐ｡また'5

答のあったのは53期中25期
で'回収率は47%｡この回

5期の新宮晋さん
が'環境彫刻｢ウイ

‑工を出発点として'フィ

期の｢藤洋作さんの関西電

開催の場所は‑
会場はほとんどがホテル
ですが､宿泊をして翌日に
ゴルフをしたり故人の墓参
りや城山の旧校舎跡の記念

毎日芸術賞特別賞を

ンランドなど世界の自然環
境6ヶ所を巡回させたアー

には師弟間の強い繋がりと
言った池田附中文化ともい

生活には一貫して自由な雰
囲気や活発なクラブ活動そ
れに異文化との交流'さら

してもらったものです｡

新宮さんに新たに措き起こ

なお'今回送付しました
皐城会封簡のイラストも'

意図でつくられました｡

きっかけを作りたいという

抱える問題について考える

うべき伝統が培われてきた｡

3月8日(金)茨木市民

です｡

お問い合わせは下記幹事まで｡

4期

奥

5期

日山義明℡06‑684ト6991

康右℡0727‑51‑0383

10期

加納邦彦℡0727‑62‑2429

一端は創立五十周年記念誌
﹃皐城会七〇〇〇人の顔﹄

是非お楽しみ‑ださい｡チ

ションライブがあります｡

プチューンさんのコラボレー

寄せください｡

活躍や同期会だよりなど､

と考えています｡同窓生の

たてればと､編集委員一同'
これからも努力を続けよう

〇saka･kyoiku.ac.Jp

Eメールyamakei⑥cc.

FAX 0727‑61‑)104

事務局(担当･山内啓子)

事務局宛に情報や意見をお

盤は､入
会時(附中卒業時) に納め

500円です｡

ケットは大人3000円､

が会員の交流､ひいては同
窓会活動の活性化にお役に

こととしました｡この会報

総会をはじめて校外で開
催する機会に､総会案内状
として本部の情報を掲載し
た創刊号﹃皐城﹄を添える

*編集後記*

いいたします｡協賛金のご
協力には'同封の振替用紙
がお使いいただけます｡

のですので'よろし‑お願

充実･発展の基盤となるも

1000円です｡皐城会の

ることとなりました｡l口

協賛金のご協力をお願いす

ど充実した同窓会活動運営
のために'会員の皆さまに

総会の開催､会報発行な

る終身会費です｡

現在､登録会員は150名､皐城
会員ならば誰でも参加いただけ
ます｡なお､例会は毎年10月頃

障害者'中学生以下は'2

会館ホール(午後6時開演)
にて14期の松田昌さんと尺

皐城会ゴルフ同好会は､平成

の中に見ることができる｡

一読されたい｡

皐城会文化への軌跡｣ の中
に収録されているのでぜひ

八奏者のジョン･海山･ネ

5年7月に第1回目がスタート｡

また平成13年発行の皐城全
会員名簿の ｢附中文化から

生活や社会活動に役立ち'
今日､国内はいう
までもなく広く海
外各地で多彩な活
動をする原動力に
なっている｡此等の内容の

この伝統は卒業後にも皐
城会文化へと発展して学校

この作品は2 1点よ

で

碑を訪問した期もありまし
た｡変わった例としては､

受賞しました｡

休2日制の実施を前に文部

ンドキャラバン｣

ち上げ｣や｢同期生を偲ぶ

1 0期生のように､附中で旧

した学習指導要領によ
るもので'進学を中心

日本の教育は伝統的に反

科学省は自書を出すととも

にしたものではなかっ
た｡このため30年代に
なってこの反動として

に｢学びのすすめ｣を公表
して従来の｢ゆとり教育｣
からの軌道修正をしたが'
このことは現場に大きな混
乱を起こさせるものとの批
判を招いている｡

基礎学力の強化に転向
した｡この結果40年代
になって不登校や落ち
こぼれといった事象が

生活に対する感想は在学時
期によって異なるものがあ
ろう｡しかし､附中の学校

てきたので､卒業生の学校

間に繰り返してきた｡附中
の教育は此等の教育思潮を
大なり小なり実験的に行っ

が'戦後は特にこれを短期

動に反動を繰り返してきた

⑳ 蔑

塁 審 ⑳ 驚 塵
社会問題化して､｢第

ころで､4月からの過

三の教育改革｣が諮ら
れ､50年以後は'生涯
教育の立場から､ゆと
り･個性の伸長･総合
学習･基礎学力等々が
論議され､現在就去に
戸惑った感がある｡と

トプロジェクトで'地球の

師の授業を受け､その後'

皐城会⑳動⑳同好会

会｣'42期生の ｢同期生同
士の結婚を祝って｣といっ

収率の低さは'皐城会に対
する関心の低さを物語って
大きな課題と考えられます｡

おり'幹事の熱意が今後の
同窓会の主催者は‑
同窓会の開催は､クラス
ごとより学年がまとまって

したが､この間､

附属池田中学校
は戦後の教育改革
によって発足して
から∽余年を経過

時代の推移につれ
て学校の教育方法
や内容は変化して
きち

発足当初の
昭和2 0年代は

国民全体が虚
脱状態で親は
飢餓との戦い
の日々であったが'生徒は

新しいスタートの中学校教
育の中で新生の意気に燃え
青春を満喫していて､今か
ら回想すると牧歌的な生活
であった｡当時の教育はア
メリカから導入された生活
経験カ‑キュラムを基調に

附中在職昭和22‑39年)

田中耕三(元教頭

城

皐
2002年(平成14年) 2月16日(土)

