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10歳ずつ年の離れた6つ
の期が力をあわせて平成1 7
になった｡68のおじいちゃ

年度の総会を企画すること
んから高校生までの幅広い
年齢層である｡
議論の末15期の千葉大学
教育学教授の鈴木彰氏に講
演をお願いすることになっ
た｡小学校時代からの ｢き

た

｢むしゃむしゃ

な雰囲気の中､藤
川さんが講談社絵
本新人賞を受賞し

とともに朗読｡そ

武者｣を絵の紹介

気から一変して､

のやわらかい雰囲

シャンソンの名曲

須山公美子さんは

の数々を
大人の魅

力と情感
たっぷりに歌い上
げてくださいまし

び込み企画の｢先輩に聞‑｣

コーナ‑では若い同窓が将
来の夢を語り'その夢をか
なえている先輩がアドバイ
スをするという'皐城会な
らではの縦のつながりを感

‑ころ｣を全員で

｢すみれの花咲

た｡

歌うころには会場

大西彩子)

た｡

じることができた一日でし

(32期

つの輪になり'飛

もすっかりとひと

する科学や日本のきのこ栽
培の今後の発展は'鈴木博

｢五の期｣ のみならず'

士の手にかかっている｡

で花を咲

｢きのこの話題｣

全ての期の同窓生が集い

(15期 水野一彦)

かせたい｡

マは､｢きのこ･かびに関

｢きのこの栽培技術に関わ
る基礎研究｣｡きのこに関

する生理学および生態学｣'

中学校
時代､すでに自宅におびた
だしい数のきのこの標本が
アルコール付けにされて並
んでいた｡現在の研究テー

ある｡

のこ博州
士｣で!

30期の藤川智子さんは自作の

1

5

平成十六年度の皐城会総会が四月十一日に池田市

歌手の須山公美子さん (2 8

食事をしながらの和やか

期) のお二人｡

費を送金してください｡

きのこ博士を迎えて

封の振替用紙でお近くの郵便局から参加

0期)とシャンソン

ただきます｡世代を超えて'
各期の代表幹事が手を結ぼ
うという新しい試みで､幅

広い年
代の同

でいた

恵を絞りながら企画してい

だけるようにそれぞれの知

参加をご希望の方は､ 3月25日までに同

8

民文化会館で行われました｡

総会後は会員によるシャンソンとトーク､自作の

(3

立食パーティ
ください｡

絵本の朗読

絵本朗読で会場は華やかに盛り上がりました｡

さん
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平成十六年度総会のゲス
トは'絵本作家の藤川智子

講演｢きのこ:人の敵か味方か?｣

ます｡皆様ふるってご参加

須山公美子さん(28期)のシャン 三
ソンとトークで大いに盛りあがる

大阪池田市緑丘

1

今年度から､総会後のイ
ベントを1 0年ごとの学年代
表幹事に依頼することにな
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1...活動報告
今年も各期の同窓会報告が寄せられました｡場所もホテ
ル､お寺から海外まで｡みなさん楽しいひと時を過ごされ

‑

バーの友人や家族
のご好意で'とて
も貴重な体験をす
ることができまし

一年分の楽しみ

た｡

日間に詰め込んだ'

とおしゃべりを1 0

参加者は'伊藤､

70歳のパワー全開

*

‑

*

‑

*

‑

*

‑

*

‑

｢マ

よいよニューヨークへ到着｡

スはランカスタ‑を経てい

‑ミッシュの村を通ってバ

海軍兵学校の士官さんと記

‑

の旅でした｡

*

念撮影したアナポリス'7

たようです｡4月現在の会員数は8898名となりました｡

*

*

‑

*

‑

*

伊藤佐紀)

(2期･

‑

‑

ス代表による附中時代の思
い出トークに続いて'お元
気な前野先生と福田先生に
お話を聞かせていただき'
私たちは感動とともに大き

1 1名への黙祷から始まり､
各々の一分スピーチ､クラ

真などを掲示して'物故者

*

松本の1 1名｡

‑

岩橋､北田､栗原､
神藤､祖多､高井'
宿中､肥後､松尾､

*

ハーレムの教会でのゴスペ

‑

ル｡ビレッジのジャズライ

*

アメ‑カ在住の恭ちゃん

‑

とともに､旅は首都ワシン

*

ンマ･‑ーア｣等々｡メン

‑

ブ､人気‑ユージカル

*

トンから始まりました｡歴

‑

史村ウィリアムズバーグ､
*

生

私たち附中第6期生が池

田の城跡の校舎を巣立って
半世紀へ卒業50周年を記念
して､全クラス合同の同窓
会を開きました｡

90歳を超えられた国語の

前野博先生'当時新卒で初
めて教壇に立たれた英語の
柴田福一先生をお迎えして､

東京や広島'その他遠‑か
らも55名の同窓が集いまし
た｡年月の長さを超えて'
だんだんと昔の面影が見え
てきて､懐かしいひと時を
過ごしました｡

会場には現在の城跡の写

ました｡

なパワーをいただきました｡
元気でまたの

二次会はクラス別のティー
タイムとLt

石川澄子)

て盛会裏に終了しました｡

再会を期待して'校歌を歌っ
(6期

なりけり｣

警る秋の一日｡

｢久症葉もっとひかる日
⁚≠

㌻都圏在住のわれら

んと降り注ぐ深山幽谷は､

禅寺･最乗寺に参集しまし
た｡晩秋の日差しがさんさ

よ‑手入れされた古木の森

れさせ､身も心も清めて‑

と､カエデや桜の紅葉が見
ごろの古寺境内が俗生を忘

れるようでした｡

!八附同人1 2人は､箱
める小田原大雄山の

i根外輪山の一角を占
i

都圏在住同人の集い
原･大雄山､最乗寺を訪ねて

早
第

城

｢どうせやるなら' 小 中
高合同で大同窓会をやろう

た当日は'30年ぶりに会う

加いただき数十名が集まっ

恩師の先生方も多数ご参
0人がロコ‑で久しぶり

や/｣ 1 4年の年初に'卒業
生2

ー‥‑‥ー‥‑‥ー‥‑■●｢l

｢先導は墨染めの友紅葉寺｣

で泊まり込みの雲水修行中｡

同人'梶山くんが全道和
尚となって昨年からこの寺

墨衣姿の和尚に導かれ'山

木漏れ日が'山門にかか

主様の書院や高貴の客人を
接待する貴賓室など'普段
は見ることのできない場所
を見学できたのでした｡

る朱葉や黄葉をいやがうえ
にも映えさせ一同はうっと

り｡遅い午餐は参道沿いの
茶屋でいただ‑という豪華

3期生は'毎年テニスや

句･写真中村亮)

版でした｡
(8期･文島崎道彦'
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加しナハ･riTU光女T41カ月ヌーヨ一

た当日は'30年ぶりに会う

ノ.｣

バーして盛り上がり'次回
は50才の大台前の再会を期
し'不良中年‑の会は散会

妻が久しぶりに参加して‑
れて､いつもながらの楽し

毎年'お盆
と正月の休み

‑プして'思い出話

朋

今年の年末は東京州

に花が咲きます｡

組に帰省できない人W
が多く参加人数は 州
W

少なかったのですが､⁝
唯lのカップルであ州

九州在住で附中同期

る谷君･森田さん夫⁝

した｡

最後にこれまで長い間飲
料の提供を頂いていたサン
ト‑‑相談役の鳥井信1郎

l

1
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3期生は､毎年テニスや

(11期 川部重臣)

定しています｡最近は同期
会の盛り上がりで大阪から
のご参加も大変に多‑なっ
ています｡ぜひお誘い合わ
てのご参加を/

1 1月5日土曜日の開催が決

なお来年の会場は今年と
同じ東京ガーデンパレスで

をいただきました｡

今年も楽しいお土産の提供

藤宏基さん (15期) からは

て全員でご冥福をお祈りし
ました｡また日清食品の安

さん (5期)がご逝去され
たことに対して謝辞を述べ

｢:云垂蓮

Jr

生20人がロコ‑で久しぶり

同窓の顔に'恐る恐る名前
を確かめ合う場面もありま

に集まり'大同窓会を開催
することになりました｡

したが'すぐに昔話に花が

成14年'1 5年と連続してお

咲き､予定時間を大幅にオー

卒業して約30年'現住所
が不明の卒業生も多かった
のですが､有志の努力でか
なりの方の消息が掴め'平

ここ数年は若々しい参加

さんの教え子たちの参集に
両先生に大変喜んでいただ

卒業生達が次々にステージ

今年の新機軸は各年代の

けました｡

の28期漫画家さそうあきら

に上がって近況報告したこ
と.なんと2期から胡期の

から次へ休む間もな‑2 0名

を超える見事な作品に皆さ
ん大喜び｡母校池田附中で
の在任期間の長かった松村
直行先生･山内篤先生をお
招きしましたところ､た‑

大学生まで､実に幅の広い
年代が参加する楽しい会で

関西オペラ界の歌姫の名唱で
格調たか‑､そして心境まる
楽しい会でした

で似顔絵ライブを提供'次

さんが今年もボランティア

りでピアノ連弾をプレゼ
ント'先生のお蔭で音楽
の楽しさを教えていただい
たと壇上から挨拶されまし
た｡そして手塚治虫賞受賞

(3 2期 大西彩子)

い会となりました｡

附中32期'附高27期の
有志で｢飲み会｣を ハ

にあわせて､

会の皆さんから沢山のこと

いしるドラ

者の増加で全体的に活気に

病院医師の浅沼史樹さんと

今年で不惑の歳を⁝

しています｡

マ科の授
業､柔軟

京皐城会｡今年は1 1月20日

あふれる会になってきた東

な視点を

土曜日午後5時から8時ま
で､お茶の水に近い東京ガー

デンパレス平安の間で開催
されました｡参加者は今年
も90名を超える盛況でした｡

今年のゲストは13期の栢本
淑子さん､関西オペラ界きっ
ての歌姫を大阪からお招き
して､日本の四季の歌とオ

の意味をよく理解して‑れ

ペラのアリアをたっぷり楽
しませて頂きました｡ゲス
トの松村先生に19期の大学

母校在職27年間に､生徒

は､やはり､実践

のような先進的な
実践ができる附属
池田中学校の財産

わってきます｡こ

の目標と大きく関

アを活用した国際
共同学習は､これ
からの音楽の授業

とのマルチメディ

ホ 1 ‑ ‑ ク ロ ス 校

つことができる

ージや気
持ちを感

なるイメ

付けされたものになってい
ます｡特
に音楽表
現の基と

す｡その際'授業改善のア
イデアや基になる考えは附
属池田中学校での実践に裏

を学ばせていただきました｡

仁)

深秋の小田原･

迎えた私たちですが､⁝
集合した次の瞬間か W
ら精神年齢1 5歳にワ⁝

足立

首都圏
八附会

今'音楽科教員養成のカリ
キュラムの在り方について
研究し'次代を担う先生を
育てる授業を担当していま

(25期

しました｡

窓会を開催することができ

盆の時期に小中高合同の同

‑平成16年10月

わかる‑｣
と協力して‑れ､嬉しかっ
た思い出があります｡

年生も｢先
生､私誰か

その時の3

覚えました｡

前を必死で

3年生の名

率があり､

学旅行の引

年は3年生の学年担任で'
いきなり修

和52年4月でした｡その

私が'母校附属池田中
学校に赴任したのは､昭

した｡

として配置転換になりま

世話になった附属池田中
学校から､大阪教育大学
教員養成課程音楽教育講
座に､音楽科教育の教員

昨年の1 0月､27年間お

昭和52年4月

20期の東京芸大の先生であ
る茂木真理子さんが飛び入
さんだと思います｡

東京皐城会

附中在職

る､共同研究者の生徒の皆

｢NHKわくわく授業｣のHPより

龍三
田中
の皆さん'先輩や同僚の先
生方､保護者の方々､皐城

第23回

皐
2005年(平成17年) 3月1日(火)
(3)

豊中高校か
ら津田塾大学
卒業後､フル
ブライト奨学
生としてシラ
キュース大学

大学院に等
博士課程終了U

議会委員'日本カナダ学会
会長'政府諮問委員会｢日
加フォーラム｣委員､日本

周辺が緑にめぐまれ美しく
好きな場所でした｡その頃
のことは'今でも楽しい思
い出として時折思い起こさ

中学時代は'スポーツに

城山校舎
から現在
の校舎に
移転があ

事で'在学中に池田城跡の

エポックメーキングな出来

り組んでいます｡

全人教育を目指し'日々取

マギル大学客
員助教授､ア

昨年夏'｢ココロ

の底で理解することこそが

ニュアルではな‑､人を心

伸びる｣ (総合法令

役･大阪商工会議所評議委
員｡平成十六年秋の叙勲で
旭日双光章を受章されまし
た｡東京皐城会のために'
事務所等お世話になってお
り'皐城会にとっても功労

取締役相談

者です｡

ル‑｣をテーマカラ‑に､

｢‑ラクルブ

ニッキー株式会社社長｡
｢業務に精励し衆民の模範
である｣として黄綬褒章の

て開発された

栄に浴されました｡

られます｡

の復活､普及をめざしてお

･色女･11台･11☆･色女･11☆･〜.

下さんは､単なるマ

出版)を上梓｡学生
時代から学習塾で指
導に携わってきた木
している皐城会員の近況を紹介します｡

様々な実験的手法の作品が
展示されました｡みやちさ
んは'日本ソーラ‑版画協

皐城会事務局)

オザックス株式会社(東京

でわかると必ず人は

32期生･木下晴弘さん

りんごの木に復興を願って

会役員'日本移民学会役員､

れます｡

財団法人かながわ学術研究
交流財団理事'日本アメリ
られます｡

カ学会常務理事を務めてお

打ち込みました｡というよ

りました｡

国際政治学会評議員等を歴
任され､現在日本カナダ学

現在､教育の現場で働い
ていますが､附中時代を振

りは'勉強嫌いだったと言
うほうが正しいかもしれま
せんが‑｡本当に各種のス
ポーツに夢中だった三年間

城山校舎

り返りながら､｢幅広い教
養と豊かな人間性を育む｣

こと体育の山

一九六九年よ

‑ケイディア大学客員教授､

で､｢ゲタ｣

は運動場
が極端に

とのこと｡

いやすい
作品制作
と並行し
て子供た
ちへの指
導もされ
ていて'

附中は人材の宝庫｡卒業後､各界ですばらしい活躍を

り津田塾大学
にて教育研究

カ‑フォルニア大学バーク
りました｡おかげさまで'

田先生には大変お世話にな

ですが､

狭かった

で感光腐食させ､題材はフィ

｡‑女.色女‑l☆ヽ‑･:(ヽ‑☆11☆･く☆･〜ふ(‑l☆‑l☆･色女･色女‑l☆･色女(l

みやちさんは'日本では

ルムに描いた絵や写真､植
物などあらゆる物を使いま

す｡無害なので子供でも扱

教育現場
でも注目
を集めています｡

過日'福山しぶや美術館

同窓生(皐城会員)
にて開催された展覧会では
瀬戸内海の青をイメージし

熱いハートで子どもの心をつかめ

レー校客員研究員などを歴

でおります｡もうひとつ'

今でも山田宏君はじめ同級
生諸氏とスポーツを楽しん

活動に携わり'

任｡二〇〇四年十一月一日
同大学長に就任｡
公的機関における活動と

津田塾大学学長に

しては､外務省海外移住審

飯野正子さん(11期生･旧姓松村)
めずらしいソーラー版画家
で'二〇〇〇年から瀬戸内
海の小島で制作続けておら
れます｡従来の化学薬品を
使わず､太陽光(紫外線)

各界で活躍する

会を立ち上げ､日本の版画

阪神大震災から川年目の

1月1 7日'29期生の平山さ

んの依頼で小中高生らが協
力して34本のりんごの木を
植えました｡震災を風化さ
せずに人々に命の大切さを
継承させるためです｡りん
ごには｢再生｣という意味

集に参加してくれる会員を
募ります｡また､ご意見へ
会員情報など多‑寄稿いた
だきますようお願い致しま
す｡(秦､美濃部'大西)

記事をお寄せいただいた
皆様'ありがとうございま
した｡第4号をお届けしま
す｡今後とも､充実した紙
面を目指した‑､会報の編

いい汗を流しました｡

の皆さんが池田市清掃デー
に参加し､地元の皆さんと

りました｡9月にはpTA

を強化する動きが盛り上が

附小が元校舎に戻ったの
を機に小中高や地域の連携

があるそうです｡

池田市清掃デー参加メンバー

フルプライ

(4)
第4号

城
皐
2005年(平成17年) 3月1日(火)

