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‑感謝致しております｡

とりわけ､平成十八年度の
本校創立60周年記念事業の
推進にあたりましては､多

一

･

I

i

校庭の芝生化と中庭のウッ
ドデッキ費用等にあてさせ
ていただきましたことを'

この紙面をおかりしご報告

ニ

大阪池田市緑丘1 ‑

お寄せいただき'お蔭様で'

り'四百名を越える方々か
ら､多額の貴重なご芳志を

昨年､

立6 0周年

母校が創

I i.'細れ緋幣

学校が今おかれている状況
に鑑み'皐城会としても周
年事業にできるだけのご協

リン㌦皆様のご

昭紺:.':‑7 皐窒会長

募集をさせていただきまし
た｡この結果'別掲のとお

の芝生を贈呈することがで

ドデッキと校庭内各所の縁

V

′

▲ ⊥

l ′ ■ T

卒業生に
よる生徒
諸君への

轟に感謝13.I:..];:I

一郎

て､喜んでもらうこ

特別事業にも'1 5名の方々
が講師として参加していた
ださ'本校ならでは
の有意義な試みとし

とができました｡

た次第でございます｡

同窓生の方々の母
校に対する熱い愛情
に'深い感銘を受け

礼を申し上げます｡

皆様に対し'厚‑お

60周年の記念式典

に行われましたが'

は､大学当局､近隣
地域の教育長'その
他関係の深い来賓各
位の臨席の下で盛大

のしっかりした､そ

生徒達による会の運
営や演出は際立って
おり､母校の生徒達

ました｡

して溌刺とした様子
を見て､心強‑感じ

教員の資質･能力の向上と
施設･設備の充実が欠かせ

す｡

同窓会になるよう引き続き
熱いご支援をお願い致しま

皆様の皐城会が益々良い

いいたします｡

ません｡今後共'ご理解と
ご支援を賜りますようお願

パス小中高の有様を求めて
青写真を描きはじめていま
す｡優秀な人材の育成には'

昨年の日月1 1日の記念式典
の日に､総額四百万円相当
の､中庭の憩いの場のウッ

を迎える

l

は一〇'〇〇〇人を越えま
す｡附属中学校が増々発展
するために､私は今から五
年後の附中の'池田キャン

にあたりへ

本文学･文化を論じるなか
で日中の国際交流にも大い
に貢献されました｡その折

山本)

皐城会の協賛金で張った芝生
の上で食事する在校生

りの貴重な経験に基づ‑'
とっておきの

面白いお話し
が聞けるもの
と､当日が待
(7期

ち望まれます｡

きます｡

させていただ
さて､草城
会の会員数も

｢車上の昼食｣

磁器1 10
二〇〇七年度の総会後の

され､日本語はもとより日

王持田
至空ラ尊

された後､二〇〇三〜六年
の問､中国ハルビン理工大
学に日本語教師として赴任

至言t̲‑i=享

7･

皐城会

協賛金と一緒に同封の振替用紙にて最寄り
の郵便局からご送金ください｡

7･3

これぞ国際ボランティア./

野崎印刷所
刷

7･2

演題

℡072‑76
7

イベントは7･1

講演
講師

時校発展に一朗の'.lJ支嘘を. ､再両月㌧

一定年後､中国の大学へ

4 7･5 7の各期の卒業生が､

第2部

〒563‑0026

鼻扱

担当いたします｡第二部の
講師を務めます永井勇吉さ

総会

の松本会
長はじめ

5,000円(53期生以降は2,000円)
費

℡072‑761‑8811
池田市天神1 ‑ 7 ‑ 1

徒歩8分
阪急宝塚線石橋駅下車

会員の皆

り

平成19年4月15日(日)午後1時〜3時

平素は本校の教育活動
に対しまして絶大なる
ご支援を賜りまして深

ご

ら心が芳

◆会

なのと志

立食パーティ
第3部
さの

日本語の教師として一

場生に大

の徒あの

永井勇吉さん(7期)
第1部
◆会次第

コンベンションルーム
池田市民文化会館
所
◆場

時
◆日

皐城会総会ご案内
平成19年度

附属池田中学校
◇◇◇編集委員◇◇◇

印

〒664‑0002伊丹市荻野4 ‑29
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知っていますか｣

｢ヒューマンアニマルポンド

美濃部五三男さん㈲

(3)

<先輩の授業をレポートして>
各教室の生徒代表が､校長室へ担当の
講師の先輩を迎えに来ることから､卒業
生による授業が始まりました｡ ｢○○先
生､いらっしゃいますか?｣ ｢あっ‑イ

〝｣講師陣もいっもと勝手が違う様子で､
とまどいがちに､また少々はにかみなが

ら､校長室を出て行かれました｡

授業が始まると､先輩方の附中に対す

弁護士

る熱い思いが伝わってくるようで､後輩

生命科学研究科.医学研究科教授
◆l･■■ I.･.■･1

東野佳名子)

落語家･林家竹丸前田仁さん(33期)

̲1̲̲

渡辺先生の受講生

渡辺大さん(30期)

キノコ博士

鈴木 彰さん(1 5期)

セミナー

やる気の出る

〜成功するための
7つの法則〜

都市システム工学の

伊津野和行さん(2 7期)

木下晴弘さん(3 2期)

神経･精神･薬理学の

酒井規雄さん(28期)

｢母親になるってどんなこと?｣

助産師多賀佳子さん(24期)

いかける姿に後輩の在校生
も熱い声援を送っていまし

(30期

今回の講師人は医学系'

とだなぁと感じた一日でした｡

田仁さん (3 3期)｡夢を追

来ることでしょう｡このようにして､伝

統が受け継がれていくのは､ステキなこ

中でも異色なのは'公務員
を脱サラした林家竹丸の前

何年後かに､今回授業を受けた附中生が､
きっと講師として授業をしてくれる目が

材派遣のプロなど多士済済｡

織りまぜていただいたり､附中生にとっ
ては有意義な経験になったと思います｡

芸術･芸能'弁護士から人

く=トくニ, ☆くつく〇 ☆ 】C==,･･･=･☆ ･‑二･･ 〇･女,こ=‑ニ,女.二〇‑=･☆ ･二･く○ ☆C‑〇･

小説家･我孫子武丸

達は各教室とも熱心に耳を傾けていまし
た｡最先端の内容をわかりやすく説明し
ていただいたり､業界の裏話を興味深く

今回の講師:左から美濃部､田中､鈴木､一人おいて渡辺の
諸氏とレポーターの東野(4人目)､ 30期の担任山内先生

鈴木哲さん (3 0期)た｡

田中厚さん(30期)

まるで30期の同窓会

)

4
(

同期会としては､平成十
五年古稀を機に田中恩師と

共に食事会を行い又今回二
年ぶり十八年九月二十日に
豊中アイボ‑‑ホテルにて
開催｡27名の出席があり､

冒頭に古川君より附中60周

年記念行事､概要説明があ

画をし､11月29

今年は紅葉に
合わせて紅葉の
場所で集まる計

した｡

あう事になりま

気な顔を確認し

毎年お互いに元

昨年の有馬での
集まりにて'今
後は出来るだけ

が大部分となり'

今年で還暦を更
に一周越える者

くのメンバーは

第‑期生の多

0にかけて'箕面山荘

(錦水亭1光明寺1勝持寺)

｢風の杜｣ に宿泊後､翌日
は懐かしい箕面瀧から洛西

〜3

箕面山荘｢風の杜で｣

｢さつき会は｣

り又同期生'物故者の話に
始まり､出席者全員1人1
人からの近況､昔話に花を
咲かせお年に合った和食､
ほどほどのお酒で盛り上が
り旧交を深めました｡途中
次回幹事の決定もあり､最
後には年一回の開催を目標
に全員'健康を誓い合い'
寄せ書き､記念撮影を三時
間の大いなる盛り上がりで
終了｡(‑期･大坪洋五)

ll.､ぐ･*.･ぐ..1ぐ.*lF.｡Jr.*｡‑Jヽぐ.*P(.lr.*ヽぐ.●､ぐ.*ヽぐ.■∂,.

在の会員数は9218名になりました｡

今年も各期の同窓会報告が届きました｡皆さん大いに
楽しまれたようです｡寄稿される期が固定されています
ので､他の期の代表さんも､ぜひ一報ください｡4日現

=活動報告
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号
第

城

へと｢紅葉とグルメ三昧｣
を過ごしました｡東京'名
古屋からも含めて23名の出
席でした｡

面山荘で3期会を持ちまし
た｡東京から6人､広島か

対嵐荘一泊の予定をしてい

沢弘さんの御世話で宝塚'

ン館を見学しました｡

絵を見ながら昼食｡ラーメ

ら1人'37名の参加に｡翌

5月28日新し‑なった箕

日は池田城跡の旧学舎跡に

ます｡(3期･杉本三郎

･新海和子)

来年は7月29日(日)中

50数年前に思いを馳せ､同
期の前田､村上'両画伯の

伊藤先生､附中から藤原先

1年がかりで準備｡
平成18年5月20日｡梅田
のホテルグラビア大阪､附

我々14期もいよいよ還暦
を迎えて､久し‑開いてな
かった同窓会を小中合同で
開こうという企画が持ち上
がり､附小50期と合同の同

だき､小中会員1 25人の内､

生へ

あり'物故者の黙祷から始

送れと｡東京､静岡､岡山､
愛知など遠方から参加者も

半数の60人が出席｡参加で
きなかった人も写真だけは

松村先生の出席もいた

小から河内先生､中島先生､

窓会を開きました｡先ず'

散しました｡
(2期･

小中から川名の幹事を選び､

90歳を迎えてご健在の恩
師の田中･島田両先生とア
メリカ在住で参加者への贈
物を送付頂いた同期の女性
へ皆んなのサ
イン会も行な
い､来年は関
東方面での再
会を決めて解

坂井靖夫記)

手鰐や

く ら い ｡ ア ト ラ ク シ ョ ン に

めたが､何十年ぶりかの再
会も多‑'時間が星らない

皐
3月1日(木)
2007年(平成19年)
(5)

生の初赴任の年｣という奇

元気l杯の東京皐城会でし

高校を卒業以来'年末に

1期･川部重臣)

た｡

お礼を言いたいとはるばる
大阪から二名､高松から一
名の遠距離参加に加えて'
会期中の国会から教え子議
員さんや中学生時代の問題
児も参加｡舞台では教え子

重ね'1 2月30日は｢同窓会

開催される同窓会も20回を

(1

しき因縁とか｡山内先生に

んでの思い出トーク｡舞台

代表の五人が啓子先生を挟

した｡今年は池田に返り咲
き'懐かしい通学路の途中

の日｣｡歴代幹事の努力に
より､継続する事が出来ま

的でした｡イベントの後は

を見守る会場に集まった教
え子たちもおお喜び｡暖か
い空気が会場に溢れて感動
是非見て頂‑ようお勧めし

く歌い上げて､来年の再会
を約束｡若々しく賑やかな

nifty.com

連絡先･momoka73)@

8115まで｡

もしくは090‑8167‑

･附高2 9期･末田良介)

(附小7 2期･附中3 6期

ます｡1990年から関西

呼ばれる同窓会を開いてい

くらい｡アトラクションに

会も多‑､時間が足らない

は､松田呂君のユーモラス
などアニカ演奏で大いに盛
り上がりました｡‑次会に

も57人が参加'夜の更ける
のを忘れて旧交を温め'ま
たの再会を約束して散会し
ました｡会費の残り7部は

た｡

(1

4期･秦

博文)

60周年の協賛金に送りまし

小中高が‑エゾンした集ま

通貫の学友もいることから'

阪急池田駅近‑の｢かき峰｣

(31期･荒堀善文)

hotmai‑.comです｡

連絡先は'‑in‑inarahori⑥

も1巽を担えればと切に思
います｡この記事を読まれ
てランデブーしていただけ
る方は是非ご連絡下さい｡

昨今'小中高の連携'世代
を越えたALL附属池田の
校友の輪が広がっていくこ
とを夢見て､本会が微力で

同窓会も毎年同じ日に開催
しているとか｡附属学校の
存続が取り沙汰されている

りを目指しています｡聞く
ところによると'36期生の

ときを楽し‑過ごしていま
す｡同窓の中には附小67期･
附中3 1期･附高24期の一気

もちろん恩師も最後まで熱
唱/懐かしい思い出話や近
況報告を肴に年の瀬のひと

は深夜26時と相成りました｡

1 9名が集い'二次会の終演

に帰省する級友もいる盛況
振りで､恩師も交えて総勢

や外国からこの会を楽しみ

数えました｡最近では東京

に始まり'今回で1 8回目を

在住者を中心に自然発生的

で通称｢かき峰忘年会｣と

3 1期では毎年1 2月30日に

大いに語り明かしましょう｡

で30名の参加｡石田先生も
ご参加を頂きました｡再来
年の同窓会は､40歳の節目
として盛大に開催したいの
で､今まで参加できなかっ
た人もぜひ来て下さい｡年
次を超えた同窓会にして行
きたいので'ともに附属池
田で過ごした仲間で年末は

(サ‑ユ)｣

ことしも東京皐城会は1 1

では､35期の

お別れは芸大
でピアノを教える20期茂木
真理子さんのピアノ演奏c

つけた教え子2 4期の多賀佳

Sa‑ut

のおしゃれなレストラン

田中利周さん
と冨本卓さん
が登壇､二人
とも東京の区
議会議員とし
て頑張ってい

Dで､もみじ･ふるさと･

集めました｡

るという歓送会｡山内先生
は初赴任から定年までなん

そして校歌とみんなで美し

提供頂いてきた28期さそう

と3 8年間'附中一筋という

大人気の似顔絵サービスを

賞の漫画｢神童｣の映画化

ご経歴｡当日大阪から駆け
子さんは｢入学年が山内先

あきらさんの手塚治虫賞受

話を楽し‑聞かせて頂きま

紹介｡映画化にまつわるお

ろの公開ということなので､

した｡映画は今年の三月ご

｢Cafe

恒例の席替えで｢同期と語
のミニ同窓会｡和や

ます｡そしてもう一つのイ

ろう｣

月1 8日土曜日の午後5時か

かな歓談が続き､副校長の
石田晶大先生からは母校の

近況が報告さ
れました｡さ

ンパレス･天空の間で'約

らに飛び入り

るとアピール｡

ピールコーナ‑

拶と会計報告が行われ､併
せて次期役員を遠出｡これ
までの年次を追っての役員
就任という慣習にこだわら
ず､来年から副会長に20期
の田村晴生さんと27期森本
啓太さんにお願いして'役
員の大幅な若返りを果たし

大きな拍手を

歓迎の会員ア

一つは'これまで会場内で

ました｡今年のイベントの

1 3期の勝田和行会長から挨

80名の参加を得て賑やかに
開催されました｡総会では

い文京区湯島の東京ガーデ

ベントは､長い間東京皐城
会のお世話を頂いてきた山
内啓子先生が定年退職され

13期の同窓会が2006年10月21日(土)に宝塚ホテノ

ら､前会長1 2期小嶋典子さ
んのご尽力で御茶ノ水に近

催された｡全大会の前に有志でテニスに興じ､その長
大会に馳せ参じた者も多かった｡ 25名の参加者は､ 1
附中時代にもどり楽しく語り合った｡ (3期･正岡

ました｡

第1部総会では松本会長
の挨拶で､母校創立60周年

記念式典参加と､協賛金の
協力を要請されました｡三
村校長からは学校の現況が
報告され'60周年記念行事
を皐城会とともに実施した
第2部では､

いと話されました｡

明らかにして､夫婦円満の
秘訣が示されました｡
第3部､立食パーティで
は母校での ｢先輩の授業｣

梶山泰男

6期)

かしい交歓で盛り上がりま

風景が紹介されたほか､会
員同士'さらに恩師との懐

(文責

した｡

今春卒業の58期生も皐城会の仲間入り

6期生の吉田

謙二君(同志
社大教授'池
坊短大学長)
の講演があり
ました｡｢夫

唱婦随の知恵
は本当に正し
いのか｣を題

材に哲学が現
実の生活にど
う役立つかが

平成1 8年度皐城会総会は

厳粛､アットホームな雰囲気に

い一日となりました｡

囲気で執り行われ感動の多

感動した型止6 0周年記念式典･祝賀会
平成18年1 1月1 1日 (土)

本校創立6 0周年記念式典･

祝賀会が池田市民文化会館

<創立60周年記念協賛金の報告>

本当:=正しいか‑ <背>

平成1 8年4月2 3日､池田市

中庭のウッドデッキ建設の費用にあてて頂きま
したので､ここにご報告申し上げます｡

ウンサ‑で初めて甲子園の
高校野球の実況放送をした
関根友美(40期)'記念講

演は理化学研究所教授で

｢網膜再生医療研究｣ の第
1人者'高橋政代(29期)､

期)

の皆さんでした｡

ラム演奏の前田憲(35期)､
ピアニストの鹿田重美(44

指揮する船曳圭一郎(27期)'

記念演奏の指揮は関西二期
会'京都市交響楽団などを

贈呈

で開催されました｡

まことに有難うございました｡

祝賀会を盛り上げたのはド
より記念:
品目録の:

やさしく述べ

祝辞を述べる4期生の中馬弘毅衆議院議員

皆様方からお寄せ頂きましたご芳志は､従来
よりの繰越金と合わせて合計400万円とし､創
立60周年記念式典におきまして松本会長より記
念品目録を学校へ贈呈し､校庭の芝生化資金､

卒業生の支援､協力もす
ぼらしく､改めて池田附中
の人材の豊かさを実感しま

ご協賛金を頂戴いたしました｡

した｡総会司会は女性アナ
方々より366万1千円(19年1月末日現在)の

式典は厳粛に'祝賀会は

今般附中創立60周年にあたり､記念事業への
ご支援をお願い申し上げましたところ､同窓生
の皆様並びに現旧教職員の先生方合計407名の

温かく'アットホームな雰

松本会長:

られました｡
みろ

⊂HHH一一一l

記念講演は吉田謙二さん(6期生)

常識を疑って

｢創立60周年を

平成18年度総会
民文化会館にて開催されま
した｡第2郡以降は6期な
ど六の期の担当で運営され
さつり

完成したウッドデッキで昼食を
とる在校生

に別
の面
から
どう考えると良い

か､実は夫唱婦随

盛り上げよう｣
とあいさつされ
る松本会長

あるという論理を

の知恵も夫が唱え
ない方が常に真で

総会で

J二.,.‑.毒一室一一一=‑..p毒

｢夫唱婦随の知慮は

(6)
第6号

城
皐
2007年(平成19年) 3月1日(木)

附属中学校1 6期生の原田
憲治さん (58歳) が昨年8

月'衆議院大阪9区の補選
で初当選し､自民党の新人

議員として国会で活躍が期

衆議院議員だった父､原田

当選｡議員人生を歩み始め､

憲氏の元で政治を勉強｡平
成7年に大阪府議会議員に
補選では自民党の公募にチャ

きだった｡‑‑ダーシップ

レンジ､選ばれて立候補し
ました｡同期生の評は｢け
んかをしたことがないので
はないか｣という温厚な人
柄ですが'｢何事にも前向

ていると思う｡｣

があり､政治家の資質を持っ

大学紛争の嵐にもまれた
団塊の世代｡現在は財務金
融と国土交通の両委員会に
所属し､｢運送業を支える
人たちの労働実態を勉強し
て改善したい｣と､社会の

弱者へ眼差しを注いでいま

として､夏休みの巡検で各
地に出かけ'今でも楽しい
思い出となっています｡
すぼらしい先輩達に見守
られての記念式典に参加し､

ますます発展する附中を知

れたそうです｡

⑳薗からの倫⑧

卒業以来､ひさ
しぶりに母校を訪

岐にわたり､大変ユニークな人柄です｡とにかく｢おもろ

い｣人物です｡以下略歴を紹介します｡

本興業に入社｡ 1999年､同社化成品営業部長で定年退職｡
2003‑2006年､中国ハルビン理工大学にて日本語教師を務

附属中学(7期)､豊中高校､京都大学法学部を経て椿

記念講演は永井勇

ません｡張り切って

(‑)､

慨深いものがあり
ました｡内容に関
しては､少し背伸
びが必要であったかもしれ

うことが出来て感

すが､実は着任し
たばかりの新米で
す｡生まれて初め
ての授業を､想い
出の多い附中で行

大学の ｢教官｣ で

ていただきました｡私は'

脳の研究を中心にお話させ

生命科学の面白さについて'

今回の授業では､医学'

す｡

容が多かったように思いま

平成19年度の皐城会総会後の第二部は｢七｣の期が担当
します｡記念講演は七期の永井勇吉君にお願いすることに
なりました｡彼は中学時代から人の面倒見もよく趣味も多

いました｡少しでもサイエ

医学生向けの講義と同じレ
ベルの内容をお話してしま

中学時代から文武両道に優れ､いわばクラブ活動の｢王

のほか､新聞部､音楽部で活躍｡豊高時代は生徒会議長､

新聞部､音楽部(コーラスとチェロ)に加えて､器械体操
部ではインター‑イ(秋田)に出場｡大学時代は日本学生
報道連盟で活躍し､その代表にも｡会社時代にウエスタン

バンドを組織し､バンドマスターを務める｡

政治･経済から芸能まで多方面に通じている博覧強記の

(30期･渡辺

大)

‑ ･ * ⁚ ･ * ⁚ ･ * ⁚ ･ * ⁚ ･

*

8･7･4享年70歳

⁚ ･ *

⁚ ･ *

‑ ･ *

‑ ･

特集号､お楽しみいただけ

な協力'支援を行いました｡
これも附中ならではのこと｡

り組みに同窓生がさまざま

母校の創立六十周年の取

▽編集後記△

･ ⁚

福をお祈り申し上げます｡

にて逝去されました｡ご冥

去るH1

副校長として在任｡

S39‑S63まで社会科担当'

∩胤且中井稔先生

す｡

いただけれとすれば幸いで

ンスのエッセンスを感じて

者｣だった｡その一例をあげると､附中時代は､生徒会長

(会報委員会)

ましたでしょうか｡

(7期･樫本･山本)

士｡

待されています｡

原田さんは附属小学校の
出身で'日大三高から日本
6期･坂田)

す｡

(1

大学法学部に進学｡卒業後'

元体育教官

樋口正美

｢光陰矢の如し｣柁観鮎鏑鑓叩
石橋駅を出る頃には､あ

創立60周年記念式典･祝賀会で

の懐かしい制服があちらこ

りを強‑感じさせられた1

り安心する反面'物故者の
数が目立ち時代の移り変わ

れることが出来ま
した｡私達の学年

させていただきました｡

経ちます｡創立三十周年と
四十周年を教官で勤め'五
十周年と今回はお客で参加

は､30期ですので'

エッセンスのこめられた内

るようなプラスアルファの

してさらに深く考えた‑な

なります｡当時私
たちが受けた附中
の授業には'少し背伸びし
て考えることが必要な､そ

ど折り返し地点と

の中では､ちょう

60年の附中の歴史

日でした｡

ちらに｡いつもながら頼も

部にも力を注ぎました｡文
化部では鉄道研究部の顧問

武両道が必要と思い､運動

部の創設や体育大会があり
ます｡体育の授業では毎回
男子に八百メートル走を強
制して､ずいぶん嫌われた
と思います｡附中生には文

大山登山ですo次にサッカ‑

私の若い頃の思い出の第
一は'白浜での臨海学舎と

しい附中生達です｡
年月が経つのは実に速‑､

池田を去ってもう二十年が
白浜臨海学舎で昭和50年
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