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朝からの雨も上がり､清々しい秋晴れのもと｢先輩の授業を受けよう｣が､
平成20年9月13日午後2時から､在校生全員を対象にPTAにも公開され

(42期)

建築家

大嶋

(21期)

明

さん

高津和彦(19期)スピーチインストラクター
話し方で人を引きつけよう./
大嶋 明(21期)建築家

これからのあるべき暮らし一西洋と日本を比較して‑
Jl‖コ実理千(24期)ソーシャルワーカー(済生会吹田病院福祉医療支援室)

｢先輩の授業を受けよう｣は､50周年の時に企画され'回を重ね

さん

て今年で7回目となるものです｡今年からは､皐城会も後援させて

聡

いただくことになりました｡

梅村

今回は'各方面でご活躍の19期生から帥期生までの講師の方々2
人による1 7講座が開催されました｡在校生は､学年に縛られず希望
の講座を聴講するので､普段の授業とは違い少し緊張した面持ちの
生徒たちも見受けられました｡1年生には'附中の伝統の力を知る
良い機会にもなるでしょうLt S年生には､将来のことを考え始め
る良い機会になると感じました｡
この素晴らしい授業を末永く続けてい
くためにも､講師としてのご協力をよろ
しくお願い申し上げます｡(東野佳名子)

参議院議員･医師

｢ソーシャルワーカーつて何をするひと7‑ひとの生活を支えるということ〜｣

美濃部五三男(30期)獣医師(小動物医院開業)
｢人と動物の幹｣ ‑ヒューマンアニマルポンド(HAB)とは?

動物医療､

憲さん㈲

ピーツ･アップ

のメッセージを､この

とめることが出来まし
た｡以下､生徒さんへ

前田

いただきました｡

今回初めて､｢先輩の授業
を受けよう｣を担当させて

3

(

ただきたいと思います｡

どうかご容赦ください｡

感想文に変えさせてい

タイトルもちょっとやわら

｢皆さん'先日はあり
がとうございました/
一緒に合奏できて'と
ても楽しかったです♪

｢出来るかな〜㍗｣と､

かくして､内容も｢打楽器
で遊んだらいいや｣と言う
ことで､楽しむこと中心に

最初はドキドキでしたが'

臨みました｡

スポーツで夢を追いかける人々
中塚肇奈(38期)特定非営利活動法人食とJtの研究所理事･事務局長､京都精華大

皆さんは､僕が﹃自分
の昔を聴いて/﹄とい

打楽器で遊ほう

日下部大次郎(36期)プロバスケ｢bjリーグ｣の運営

生徒さんは皆'本当にい
い子達で､逆に僕自身が

蕎(35期)ドラマー､音楽プE)ダクション経営

ミュージシャンってどんな生き物?

﹃人の昔を聴いて/﹄

｢ひとりの意見｣と｢みんなの意見｣､どっちが正しい?
前田

の音を聴き､﹃自分の音も'

八尾曹史(34期)岐阜県立森林文化7カデミ‑故il

といえば､自然に周囲

TV業界を目指す君たちへ
第一編集部ミーツ･リ‑ジョナル

や､ミュージシャンの生態

13歳の‑ローワーク･

｢素直な心の大切さ｣ を教
えられたような気がしてな
りません｡また､業界用語

鼻蔵 玄(31期)朝日放送ニュース情報センター
酋長美和(36期)カメラマン
関根友美(40期)フリーアナウンサー
金馬由佳(34期) (樵)京阪神エルマガジン社
編集室 編集長
雑誌を作ってみよう./

等'ちょっとキワドイおは

なしも予定していたのです
が'あまりにもみんな上品

君はどちらを選択する?

学非常勤講師

自分の免疫力で癌を治す./

研究科大学院生

〜メスや抗癌剤を使わない新しい癌の治療法〜

中西良介(49期)豊中市立寺内小学校教諭
目指せG. T. N. (グレートティーチャーナカセン)俺色の風を吹かせ./

青柳万乗(49期) NHK高松放送局キャスター
橋詰絢子(48期) NHK青森放送局ニュースティ レク,̲)
鋤納麻衣子(50期)鼓技かるた6段(第51期準クイ‑ン)､

｢アナウンサー｣って‑?

(財)日本漢字能力検定協会
勝負を支える力とは?

〜競技かるたから見た"勝負の世界"〜

だったので､今回は見
送り〜おかげ様で｢ま
じめなお話｣中心にま

准教授

｢法律学･法律家･司法改革｣
森本創世子(49期)大阪大学大学院医学系

えばちゃんと聴き'

上田健介(42期)近畿大学法科大学院

そして､そのときのアン

聡(42期)参議院議長(大阪選挙区) ･医師(内科)

いのちの現場からEg会へ

サンブルは本当にステキな
ものでした｡そして何より

絵本の出来るまで
梅村

人の音も聴いて/﹄といえ
ば､両方ちゃんと聴いて演

一農業とカラグのおもしろい関係一

功(40期)ひかりのくに株式会社取締役

も'いい意味で肩の力が抜

岡本

奏できていました｡

食と農をデザインしよう

け'昔がとても若々し‑､

しまいました｡素直な心と'

思わず僕もうれし‑なって

を持っていることに'ワク

音楽家としての素質'能力

ワクです♪
音楽家になる人も'別の
道を歩む人も'きっといい
仕事ができ､前向きな人生
が送れると思います/

またお会いできることを､
本当に楽しみにしていますご
私自身､このような形で､

微力ながら母校のお役に立

てたこと'大変うれし‑､
光栄に思っております｡ま

た､先生方､ご父兄の環

そして先生として来られた
oBの皆様､本当にあり

がとうございました｡

森本創世子さん
スピーチインストラクター(1

美濃部五三男さん

9期)

(49期)
大学院生

橋詰絢子

日下部大次郎さん5

ピーツ･アップ(35期)

さん(48期)

小学校教諭

那

中西良介さん㈹

さん

玄

11hリ

期

で夕方のニュースキャ

青柳万美です｡

久しぶりの母校は変わっ

れ多い･･･)

よう｣は私が在学していた
頃に始まった企画です｡ま
さか私が話す立場になろう
とは当時は思ってもいませ
んでした｡(多方面で活躍
する先輩方と共に並んで恐

この ｢先輩の授業を受け

49期生

スターをしています｡

県)

NHK高松放送局(香川

青柳万美さん細

ニュースキャスター

豊蔵

(31期)

朝日放送

アナウンサ‑ (40期)

ほしいと思います｡

今の生徒の皆さんには､
自由･自主･自律を大切に
する環境を精1杯活かして

じました｡

含めて非常に恵まれた環境
で過ごすことができたと感

していましたが'それらも

当時はあがいたり悩んだり

出来ました｡

私自身の中高生時代を今
回の授業で振り返ることが

ながっています｡

(それしか出来ませんでし
たが) それが今の仕事につ

たことは何でもやってきて､

とです｡中高で好きだと思っ

でもやってみる｣というこ

｢好きだと思うことをなん

二人共に強調したのは

の出会いなどを話しました｡

画面からわからないアナ
ウンサーという仕事につい
てと'この仕事に就くこと
ができ頑張れている恩師と

話しました｡

詰絢子先輩とともに90分弱

さて'授業｡映像制作の
仕事をしている‑期上の橋

です｡

気は変わらず懐かしかった

たところもありつつ'校舎
内に流れるおおらかな雰囲

関根友実 さん

プロバスケリーグの運営

ソーシャルワーカー

川口真理子さん御

さん(42期)
上田健介

(30期)
獣医師

高津和彦さん

競技かるた6段

0

潤

鋤納麻衣子さん伽

さん
憲
前田

准教授
大学院
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ニュースディレクター

さつき会

高連峰に感無量｡新平湯温
泉に一泊､夜中中降ってい
た雨も出発時には上がり上
高地へ出発､ぬかるんだ遊

還暦記念
同窓会

同同窓会を1 1月1日宝塚ホ

我々1 6期生は本年還
暦を迎える記念すべき年に
あたり'附小52期生との合

含蓄あるご挨拶を頂戴し､

り後期高齢者一歩手前のメ

その後上高地バスセンター

歩道の中'明神池を往復｡
景色に圧倒されたこともあ

配されましたが晴天で無事
に一同高山到着｡1 1台の絢
欄豪華な屋台が曳き揃えら

附小･附中両校の恩師であ
る'内山先生のご発声で乾
杯後､団塊の世代と嚇され

組みともども同一列車で確
保｡あとは当日の天候が心

れた八幡社で高山祭りの見
物'夜は飛騨牛など郷土料
にて来年の再開を約束し東
京組み･大阪組に分かれて
二泊三日の楽しい旅は終わ

アッパレ｡

柴田昌男)

私の属する阪急仁川テニ
スクラブは'昭和49年に阪
急電鉄や百貨店等現在の阪
急阪神東宝グループの各社
が共同で設立開設し35年程

｢楽し

正岡

泊りが最高

也･は日ソ

(記

夕食会を行っています｡

ニスの会と引き続いて

1 3期は､毎年1 1月にテ

激動の60年を生き抜いた'

その昔セ‑ラ‑服･詰め襟

けもせず3時間にわたり昔

の制服を着た美少女･美少
年は､せまり寄る年波に負

話･近況報告に大いに盛り

松村先生の指揮で校歌を

上がりました｡
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令‑ての大宴会が始まりま

は'ホテルの一室に全員集

楽しい夕食を済ませた後

す｡

さい｣とおっしゃっていま

全クラスの面倒を見てもら
います｡先生も｢まかせな

(16期 宮本佳男)

附小のみ卒業生3名

28名､附中のみ卒業8名､

同期生‑附中･附小卒業生

直原先生･松村先生
(附中･附小)内山先生
(附小)谷先生

恩師⁚(附中)藤原先生･

<参加者∨

淑女も数多くいたとか｡

2次会から3次会へと時
間と歳を忘れた万年青年･

集合写真を撮影し中締め｡

初めての中部地区で開催

理で酒を酌み交わしながら
りました｡(記

面を含め全体で1 8面あり､

山川峯夫)

斉唱'谷先生の万歳三唱後

することになり'日本三大
祭の一つ､｢秋の高山祭り｣

の早めの夕食'その後宵祭
昭和3 5年に附中を

日や祝日に年間70‑80日程､

約500名の会員が

‑'仲良‑'気品よ‑｣を
モットーにプレーを楽しん

でおられます｡同窓の牛島

仁川ピクニックセンター

内の五ケ池の辺､クラブと

いてみようと思われる方は､

してこれ程の緑に囲まれた
自然環境は他にはないと思
いますが同好の方で一度覗
ビジターでも大歓迎ですの
(記

で是非ご一報ください｡

恩師の方々のお元気かつ

(1 0月9日･1 0日) の観光

二次会で近況報告･昔話に

1 0才の頃から始めた趣味の
テニスをしております｡高

志津子さんが､

テル菊の間で開催しました｡

5名の

遅くまで盛り上がりました｡

卒業してから帥年程
になりますが､仕事
勤めの傍ら土･日曜

ンバー全員完走｡アッパレ･

を企画したところ､1

翌朝朝市で買い物を楽しみ'

の観光

参加で実施しました｡
人気の高い観光スポッ‑
で宿の確保が心配でしたが

二日目の祭りを見物後高山
駅で一応解散となりました｡

校･大学の7年間は体育会

(根本)

になりますが'貸コート4

企画でバスに乗ること1時

の

間半､新穂高温泉へ向かい

その後｢アフター高山｣

すぼらしい紅葉に染まる穂

義行さん岸洋子(旧姓岡井)

なりました｡

2 5名が参加して'又違っ

HPも開設しております｡

食も味気ないので郷土料理
の店｢寿々や｣も予約'い
ずれも半年前からの交渉で
したがまずは一安心｡次は
列車の予約も大阪組･東京

に属しそれなりに入れ込ん
で釆ましたが'今は健康の
為の体力作りと多‑の仲間
に囲まれたクラブライフを

さんも会員です｡

田

普

りも見学してホテルへ帰り､

ト｣を予約'ホテルでの夕

｢ホテルアソシア高山‑ゾ‑

｢秋の高山祭り｣

URL http://www3.ocn.ne.jp/〜nigawa/

満喫しています｡

た趣の中での楽しいひとと
二次会はアクアラ

きを持てました｡

〒662‑0811西宮市仁川町6丁目15番22号

宝塚にて
9日'

旧交を暖め
2007年7月2

中沢さんのお世話で宝塚

イナ‑に乗っての大
阪城中之島めぐり｡

にて一泊､三十

気が付いたら7年も開催し

前列左から

｢対嵐荘｣

六名の参加､武庫川を望み

〜6月2日は一泊の

(杉本､中沢'新海)

います｡

バス旅行を予定し､
再会を楽しみにして

‑009年6月1日

乍ら'庭でのバーベキュー
を楽しみ､二日目は､絵画

鑑賞､宝塚散策'ゴルフ組
へと'旧交を暖めました｡
メーカーの第7

2008年10月には､

｢魔法瓶｣

人者として､六年前に紫綬
褒章受賞､今春にも叙勲さ
れた田中信守さんが､オー
スト‑アのシェンブルン宮
｢ザ･ゴールデンパレ

殿をイメージして'建てら
れた

が同窓会の舞台と

戸村さんと島田さん

互rv.'AJをRJを()()()()()().♂.rut.hJn)rv+A)'AJ^)()()()()()()rJnJrv+A)()()()A).^JR)rv+?

ス大阪｣

7LH+辰日ソ

野村

後列

夕食会

1
1
0789‑53‑32
℡

山川峯夫)
阪急仁川テニスクラブ(12期

後列左から 野村､鮫島､鍬形､牛島､金子
前列左から 浅野､岸(岡井)､浅野(尾上)

浅野(尾上)､柏木(山下)､岸(岡井)

::活動報告

城

皐

7年振りの

開催
9期生は東京

近郊に約30名在住し
ており'現役のころ

た｡ところが'還暦

ていない事が分かりました｡

気が付いたら7年も開催し

有志の発案で､昨年1 0月に

田(根本)志津子さんが､
そして関西からは林邦一君
が遠路駆けつけて頂き在京
の参加者を喜ばせて‑れま

した｡参加者の中には中学
卒業以来半世紀ぶりの顔合
わせもあり一同びっ‑り｡

初めに名前と顔の確認作業
を行い､それでもイメージ

が繋がらない場合には､薄
くなった頑を手で隠して目
鼻立ちだけを確認してお互
いに合点するなど抱腹絶倒

過を感じるセンサ‑

を過ぎると時間の経
が鈍‑なるのか'アッ

家族の事や趣味などを交え

半世紀の
節目を迎え
卒業以来半世紀の節
目を迎え､附小の同期生も
交え､みのお山荘
｢風の杜｣ にて総勢
5 1名の参加を得て､
平成20年3月16‑17

た微笑ましい近況報告を一
人ひとりが行い､皆納得し
たり､同情したりで'予定
された1時から5時までの
4時間が瞬‑間に過ぎまし

た｡更に有志は自分たちの
歳や体力も忘れて'2次会
へ流れたのは申すまでもな
い事でした｡(記石黒潔)

近況を短く報告した頃には､

が進みましたが､食事中参
加者1人一人がそれぞれの

た後､牧野君の名司会で会

いただきました｡(記進藤)

の紹介で附中に出入りの植
木屋さんに責木蓮を植えて

ということになり松浦さん

同窓会開催/

故者1 0名(全て男性) の名

前を読み上げ､黙祷を捧げ

どこの親父かと思っていた
隣の人も､50年前の
顔に戻ってまいりま
した｡翌日は数台の

その後城山の旧校舎
跡の公園を訪れまし

生にご案内いただき､

車に便乗し'現在の
附中の校舎で山内先

還暦同窓会には､若

1月3日に4 8期全体

の同窓会を卒業後はじ

めて開催しました/
なるべく多‑の方にと思
い新年早々の開催となりま

したが､約半数が参加して

りがたくて､感動でした｡

くれました/当日は辻本先
坐(灰本先生) が来て‑だ
さり､当時のことを思い出
し話しながら近況を話した
りと大盛り上がりだったよ
うです｡大人になってから
の先生のお話はとってもあ
あります｡久しぶりに会っ
ても隔たりを感じず､安心
していろんな話ができるの

毎年の定例行事になりつつ

43期の石橋での忘年会は､

が同級生のよさ/お近‑に

省されるご予定の方は､ぜ
(記

西川輝美子)

ひ次回ご参加‑ださい｡

私たちも大人になったもの
です｡卒業後1 3年ぶりの再
会なので､各クラス幹事は

お住まいの方､年末年始帰

いひとときを過ごしました｡

時の流れを感じっつ､楽し

高橋君の提案で今

た｡

回の同窓会を記念し
母校に植樹をしよう

忘年会の
ご報告
2月

ラス附小･附高の同級生)
の忘年会を実施しました｡
附中43期だけで16名が集ま
り'大いに盛り上がった会
となりました｡結婚報告や
子供の話'マイホームを購
入した話などを聞きながら

29日､石橋にて'43期(プ

去る2008年1

林先生､柴田先生に
もご参加いただきま
したが､今回は両先
生とも病床に臥して

日一泊泊まりで､附
中10期生同窓会を催
しました｡五年前の

おられ､残念ながらお顔を
拝する事はできませんでし
た｡夜の宴では､初めに物

モ●￠‑モ●〜▼■ellを■‑方1モモ‑1●くさ●■‑◆‑11〜●‑ll‑‑1‑11ぐ●Jll1‑●■‑■1‑Jll‑1●‑●‑(1●‑1‑1▲‑▼●〜‑●〜●●‑1‑●●そ■く()●‑▼■〜●■く●￠●1♂●■〜■●〜●1♂●

の騒ぎの中で開幕しました｡

と言う間に開催の間
隔が延びてしまい､

は数年おきに｢五月
山会｣と称して同期
会を開催していまし

2009年(平成21年) 3月2日(月)
(5)
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す｡たぷん､他のお客さん

舎しての大宴会が始まりま

かと思うほどのドンチャン

が迷惑していたのではない

を勝川君と

騒ぎで'その中心で先生は

1緒に踊っていました｡先

｢おてもやん｣

(記

木村

博)

触れあえなかったのですが､
全員が満面の笑顔だったの
で楽しんでもらえたかと満

ね｡

生'お疲れ様でした｡今年
のタイガースは残念でした

誰かわからないかも‑と危
供していましたが'みんな
当時の面影が残っていて'

足しています｡
今回はうれしい&申し訳

(記

中野理絵)

ありがとう/残念だった方'
またの機会をお楽しみに/

みです｡参加して‑れた方､

いるのか'そのときが楽し

みんなどんな人生を歩んで

で来てくれた方がいたので'
次回は子どもが大き‑なっ
た40歳‑らいで‑と考えて
いましたが'｢それでは遅
すぎる｣といううれしい声
も頂いたので35歳‑らいで
開催したいと思っています｡

ないことに幼子を預けてま

すぐに打ち解けました｡幹
事としてはあまり同窓生に

藤原先生がお元気な間は､

クラス会がないようなので'

初参加の人や､他のクラス
からの参加者もいて'懐か
しい顔ぶれがそろいみんな
大興奮です｡他のクラスは

そろいました｡また､今回

ス会には総勢2 1名が浜松に

お元気で､6月28日のクラ

たが'幸いにも藤原先生が

とうとう実現しませんでし

昨年に山田先生が闘病の
末亡くなられたので､山田
先生をお連れしての旅行は

りました｡

2 0期A組山田､藤原
学級は在学当時からやけに
クラスの仲が良‑て'卒業
直後から不定期ではありま
すが同窓会を開いてきまし
た｡子育てに忙し‑なって
からは少しの中断がありま
したが､40歳を過ぎたころ
から再び集まり､クラス会
を泊りがけでするようにな

..モノ.ぺ≧ノ.1し｡′モノ.1ゝ′′モノ.1ヒ′.･tJ｡.モノ′モノ｡1ゝ′().1ゝ′pI‑､ぺゝ′′ミ′｡^J･'てン●･1ン●･′ミ

大盛況｡会の最後には､三
村学校長から｢山内啓子先

｢啓子先生を困
附中一筋に35年間'数学
の教鞭をとられておられた
山内啓子先生が昨年度を持

部が贈呈され'それを別れ
際に､啓子先生自らが参加

生定年退職記念誌｣300

ちまして､退官されました｡

そこで啓子先生にお世話に
なった卒業生有志が中心と

今年は附小の東

コンサルタントの吉野真由

は似顔絵を書いてもらった
人が傑作を披露｡また経営

た｡

登壇して近況を報告しまし

(20期) のピアノ伴奏で懐

最後は｢みんなで歌おう＼
芸大教官の茂木真理子さん

の田中利周さん (35期) が

田香子さんが登場｡今回の
ゲストはみやち治美さん

美さん (3 1期) や文京区議

恩師の皆さまのご

ソーラー版画家というパワ

(14期)､詩人でボクサー･

京イベン‑の影響
で出席返事が少な
‑､先輩役員･各
期の幹事､そして

日(日)'いつもの東

協力を頂いて'1 1月1 6

ドームハウスを自力で建て

フル女性｡尾道市生口島に

(記

川部重臣)

するか'今後の課題です｡

出席して頂‑ためにはどう

唱｡多くの会員に､もっと

かしい歌と校歌を楽しく合

京ガーデンパレスで'

作品が続々映画化されてい

て楽しい,､⁚l同期会｡最近

第四部は期別に席を変え

先生にもご挨拶頂きました｡

ら伺った後で乾杯｡元校長
の松村直行先生･上原昭三

第三部｢世代を超えて語
ろう｣は抽選で各期バラバ
ラに席について懇談｡母校
の近況を石田品大副校長か

た｡

たという話など､生き方そ
のものが｢闘う詩人｣ でし

約80名が参加して開催
されました｡

総会は前谷宗扶副会
長(16期) の総合司会

で始まり'定例の事業
会計報告が藤木豊会長
(14期) から行われて

ん (3 1期)を紹介､今

承認｡また新副会長と
して若手の北川一也さ

回は氏の協力で'総会
プログラムのデザイン

を一新し好評でした｡
第二部は勝田前会長
(13期) のご令嬢の勝

送信アドレス 《期の数字》

なり'｢啓子先生を囲む会｣

た｡

者全員に手渡されていまし

なお､今回の会は｢同窓
会ネット｣という企業にお
手伝いをお願いしました｡

会の概要や画像など'同サ

永田浩章)

ビス｡アピールコーナーで

る漫画家さそうあきらさん
(28期)が恒例の似顔絵サー

【32期 板井さんの場合】

を企画｡当初は､啓子先生
が3年間クラス担任をされ
た30期生の同窓会を行い､
なるよう'シークレットに

先生にはサプライズ企画に

こは啓子先生の人徳､OB

企画していたのですが､そ
やpTA､教職員の輪があっ
という間に広がり､直前に

イトにアクセスすれば'当
(記

日の様子を知ることができ
ます｡

附中との関わりは､昭和

護者の方々､自主自律の校
風で培われた判断力や行動
力をもった卒業生の皆様か
ら'学校教育の魅力と奥深

tfひ､いますぐ､送信をお原凱＼しますI

啓子先生の耳にも入ってし
(莱)0

平成20年3月9日(日)'

まいました

会場はホテルグラングィア

今回'

43年5月の教育実習が最初
です｡縁あって､翌44年の

｢ひと｣､そのた‑さんの宝

さ'感動や活力をいただき
ました｡附中の宝ものは

春に赴任｡とりあえず結婚
まで'とりあえず子供を産
で･･･が､どんどん教え

ものに巡り合えたことは､
最高に幸せな教師生活であっ
たと感慨無量です｡

むまで､とりあえず30歳ま
ることが楽し‑なり､｢附
中生｣'｢附中｣が好きで'

気がつけば40年の永さにわ
奇しくも附中と私は同じ

たっておりました｡

､i<

メールアドレスは複数件の登環が可能です｡複数のアドレスをお持
ちの方は､ぜひ複数のアドレス登録をお願いします｡
※上記の送信アドレスはメールアドレスの収集専用です｡こ意見等
を頂戴してもお返事ができませんことをL=承知おき願います｡

山内先生よりのご挨拶
このよ

うに立
派な会
の開催
にご尽
力ご協賛いただきました皆
様に心より感謝いたします｡

そして退職記念誌にご協力
いただいた皆様'ご多忙の
中'ご参会の皆様､また'

無事に送信できましたら､しばらくすると自動応答メール
が返信されます｡自動応答メールが返って来なかった場合
は､いまいちど宛先を確認の上､再度送信してください｡
なお､携帯電話等で着信制限を設定している場合は､自動
応答メールを受信できないことがあります｡

大阪の鳳風の間｡その前か
ら行われていた30期同窓会
からそのまま流れた62名
(恩師5名+同期57名) に

加え'各期の有志の皆様に

なりました｡

(40

お集まり頂き'参加者は総
勢200名の'盛大な会と
司会は関根友実さん

(24期) が作成され､解説

今後､これまでの貴重な
体験と数多‑の出会いを忘
れることなく新たな教育活
動に生かしていこうと考え

32@kojokai.gcd.org

送信アドレス‑

期)が務め､三村学校長の
挨拶で始まり､福鳥教偉氏

お便りやメールを､さらに

いました｡

ております｡皆様'ほんと
うに長い間ありがとうござ
期生といっしょでした｡こ

の間､7000人を越える

昭和22年生まれ｡私の22歳
から飢歳は'22期生から飢

生徒の皆さん､魅力的な保

山内啓子

は言葉に尽‑せません｡

手持ちのパソコンや携帯電話から下記のアドレスに電子メー
ルをお送りください｡
お送りいただく際には､本文1行目に漢字で｢氏名｣を､
2行目に｢ふりがな｣を記載してください｡ 3行目以降は
空欄で結構です｡

OURL I http･//www.dousoukamet.com/login.htm1 0lD I lkeda‑k

学校まで訪ねて‑ださった
皆様等々､教師冥利に尽き
る思い出をいただいた感動

‑‑ 板井 禎之
‑ いたい よしあき

本文1行目
本文2行目

しながらのスライドショー

し､その後は各年代毎に'

｢啓子先生回顧録｣を鑑賞

そして集合写真を撮るなど

啓子先生を囲んで団禦Lt

東京皐城会では､パソコンや携帯電話を用いた電子メール
の一般化に伴い､ご案内や各種個人情報のアップデートな
どを含め､電子メールを情報伝達ツールとして活用してい
くことを検討中です｡
つきましては､会員の皆さんにお願いがあります｡
現在､お使いの電子メールアドレスを確認するために､お

<附中合同同窓会(啓子先生を囲む会)ホームページ>
826110
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思い出一 杯 の 附 中

でも

薗圏圏圏⑧娼侍謂柑〜蔓年)
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私は'昭和44年4月附中
へ転勤し､22期生の3年学

のテレビで見る

初の月面遊歩の様子を｢一
の越山荘｣
3度目は'昭和63年夏'

ことになりました｡

42期生と立山･黒部へ行っ
た時です｡これは､前年ま
で実施してきた2年生の臨
海が無‑なったからです｡
生徒達はさぞ寂しいだろう
と安全で手早く実施できる
このような訳で､私の附

中での思い出といえば立山
と言うことになります｡

附中を出てからは､池田

第‑部の懇親会では'先

をいただきました｡

音楽を効果的に使った演出
に出席者一同､大きな感動

楽家｢勝本章子｣様の映像･

躍されている､8期生の声

恒例の講演は世界的に活

盛り上がりました｡

西山､樋口､藤原'松村
各先生の閥達なお話に会も

れました｡

を中心に各期の幹事の皆様
のご協力で成功裡に行なわ

の期｣ということで'8期

当年度の担当幹事は｢八

に開催されました｡

名の会員様の出席で､盛大

ションホールにて､107

池田市民文化会館コンベン

(日)午後1時〜3時30分

2008年度皐城会総会
は'例年どおり4月13日

おります｡

おわりに､卒業生の皆様
の益々密なるつながりと皐
城会の更なる発展を願って

｢おまえの世界ほど美しい世界はない｣

早
第
年担任(副担任)に始まり'

以後平成2年3月まで'数
限り無い楽しい思い出と暖
かい出合いや触れ合いを頂

と自負しておりましたが､

年月を重ねるとともに懐か
しさが増す一方で'当時の
自分の未熟さなどに気づき'

この行事を急過行いました｡

一番の楽しい思い出は臨海
ですが､最も印象深い思い
出は｢立山｣なのです｡
赴任年度の3年生は夏に
立山登山をすることになっ
ており'山内篤先生のガイ
ドで下見を行い'引率にも
市教委'プラハ日本人学校､
呉服小学校'渋谷中学校'
非常勤嘱託員など勤めて職

の舞台は付か
ず'またもや

邑塊会亀会

きました｡その間､懸命に

申し訳ない気持ちにもなり
当たりました｡登山の前夜､

を退きました｡

いた床もきれいにコーティ
ングされたフローリング材

仮設です｡体
育の授業や部

す｡

活動で使用す

で､実に気持ち良さそうで
ただ'残念なことに念願

るのがメイン

とは言え､講

堂がない以上

‑ 107名の参加で､盛大に開催‑

愛情をもって指導してきた

ます｡

アポロが月面に到着､人類

ところで､私の附中での

新装の体育舘
‑サブアリーナも増設‑

昨年の六月末､待望の体
育館がようやく新装になり
ました｡建て替えとまでは
いかなかったのですが､増
築が認められ'一階にはバ
レーボールが一面取れるサ

る体育館｡何

入学式等の儀
式や文化祭な
のどの発表の
場にも使われ
とかしたいも

ブアリーナが出現しました｡
ルームも完備｡今までなかっ

のです｡

男女の更衣室にはシャワー
たトイレも設置されていま

さん､新装なっ

卒業生の皆

す｡二階には､中高の保健
体育の先生方の研究室と附

てください｡

た体育館､ぜ
ひ一度見に来

高生用のウェ‑トトレーニ
ます｡

石田晶大)

(副校長

ングルームが設えられてい

武道館の壁､床もピカピ
カになりました｡波打って

勝本章子さん(8期)の講演に感動./

城
皐
2009年(平成21年) 3月2日(月)

詳細は事務局(Office@kojokai.com)嘉でO

をお原凱＼します｡

方々にお礼申し上げます｡

代表幹事様はじめ多数の

会長･事務局長･各学年

ご支援いただきました､

当日の開催にご協力･

で閉会しました｡

分が名残惜しく感じる中

｢校歌斉唱｣ で2時間30

輩･後輩･同期の旧交を
温め'最後はなつかしの

<皐城会事務局からのお知らせ>
皐城会ではホームページの作成(Perl
/CGl)､クラス会･同期会の記事の投
稿､ ｢先輩の授業を受けよう!｣の講師
を募集しております｡特に｢先輩の‑｣
は生徒たちの進路選択の一助として皐城
会ならではの活動でありますのでこ■協力

∩
胤
=
鳳
∪

先生

昭和29年〜昭和32年まで

若藤正芳

昭和32年〜昭和59年まで

国語を担当｡

は附属高等学校池田校舎
に勤務｡(この間､附中
に書道の講師として兼務)

平成20年3月20日ご逝去｡

先生

享年86歳｡

昭和28年〜昭和34年まで

柴田福l

平成20年9月9日ご逝去｡

英語を担当｡

享年79歳｡

上げます｡

謹んでご冥福をお祈り申し

*スペシャルサンクス*

永田 浩章さん (30期)'

亜希子さん

史江さん

[ヤマト

(30期)､

東野任名子さん (30期)､

中尾

住

運輸] (37期)'

野崎印刷所(編集) のご
協力に感謝いたします｡

昨年の会報の訂正とお詫び
昨年会報7面の総会案内

の演題は誤りで､｢おまえ
の世界ほど美しい世界はな
い｣が正しく'ここに訂正
し､お詫び申し上げます｡

