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この附属池田中学の一員と

の総会にご招待頂きました｡

なりました｡着任早々の4
月の総会'1 2月の東京支部

そして､会員諸氏の母校へ

‑ガ･ロイヤルホテルで開

催されることになりました｡

多数のご参加をいただいて
賑やかな会になりますこと

今年は10の期の皆さんが
運営に当たってくださるこ
とになっておりますが'既

ました｡9月1 2日(土)に20

｢先輩の授業を受けよう‑｣
は昨年も成功裡に行なわれ

…BS★

皐城会会長 松本 淳一郎

に何度も会合を重ねられて

草城会が後援している

を期待しています｡

お健やかにご活躍のことと

周到な準備を進めて‑ださっ

学校に参集して‑ださり､

名の皐城会員が講師として

夫々の専門分野について中

していただきました｡

学生が興味を覚える講義を

ご協力をいただいた皆様
をはじめ'皐城会員の皆様

皐城会はお蔭様で年々盛

に厚くお礼申し上げます｡

してまいりました｡これは

大になり､活動内容も充実

よるものでありますが､加

偏に会員の皆様のご協力に

していただいている方々､

えて'理事を引受けて活動

毎年総会を盛り上げていた
だいている担当各期の世話
役の皆様のお骨折りによる
処が非常に大きいと思いま
す｡人生の中で最もなつか
しい中学校時代の同窓会を

更に豊かなものにするため'
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若い方々も奮って参画して
いただ‑よう心から願って
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おります｡

で参ります｡

深いご理解とご支援に支え
られていることに教職員一
同感謝申し上げながら励ん

pTAや教育後援会の

います｡しかし､平成16年

がt

常に厳しい条件下での学校
運営を強いられております

の独法化以降'財政的に非

域､関係する諸機関や団体
と連携して取り組んで行か
なければならないと思って

目指すためにも､家庭や地

どもに育てる学校づ‑りを

一人ひとりの子どもが主
人公となり､困難な状況の
中でも挑戦し続ける強い子

います｡

香港など東南アジアの諸国
では国を挙げて取り組んで
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草城会会員の皆様方には､
お慶び申し上げます｡

ております｡今回は初めて
池田の地を離れて大阪の‑
唯

本年の年次総会のご案内
を兼ねて会報をお届けいた
します｡

｣
〜

に取り組んで参りました｡

﹃健康﹄を単に病気や障害
のない状態として捉えるの
ではなく'置かれた環境に
うまく適応し､自己実現を

目指す状態と考えておりま
す｡そのような生徒を増や
す健康な学校づくりをWH
(HPS)と

Oはヘルスプロモーティン
グ･スクール
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3月19日までにご送金ください｡

中でも環境および健康問題

｢いのちを大切にする国に
〜精神科医の視点か
, I .

渡辺

演題

の強い愛着と期待の大きさ
を知り､月日と共にその責
任の重大さを痛感しており

振込用紙にて最寄りの郵便局から

今年の総会は1 Oの掬(1 0･20･30･40･50･

シャトルバス(6分間隔､約10分)

私は長年'公衆衛生学'

ます｡

賛助金(一口1,000円)と一緒に同封の

60期)が担当します｡
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さん(40期)
関根友実
会の司会進行

さん(10期)
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附属池田中学校皐城会

大
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参加への利便性を考え'今回は会場を池田市
民文化会館より大阪市内中之島のリーガロイ
ヤルホテルに移して行うことにしました｡総
会第二部では元日航パイロットの1 0期の境孝
彦氏と精神科医の20期の渡辺洋一郎氏にご講
演していただきます(6両に詳細)0
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. ‑

講演

大阪駅 ロ割経口
一口
2
ﾏｲ
傴阡r
阪神t幸

笘爾竰褪抱ｵI
貞
8r
iY
■F JR真西線

懇親会･ミニ同窓会
第三部

Y
ﾂ
ﾌｹ
ﾉ
ﾌ9
A 俥9

5,000円(56期生以降は2,000円)
費
◆会

総会

第二部

新しい会場で､より多くの同窓生が参加､
再会されんことを願っております｡

めに多大のご支援を賜り'
心より感謝申し上げます｡
私は平成2 1年4月から校長
を拝命し､第6 4期生と共に

また､平素は母校発展のた

こととお慶び申し上げます｡

ご健勝の

様方に昼

皐城全
会員の皆

所

平成22年4月11日(日)午後1時〜3時30分
時

◆場

第一部
◆会次第

桐の間
リーガロイヤルホテル

◆日
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9Uﾈ靖/yo

檠+r

あなたを確実に幸せにする90分
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どう過ごす?附中時代

一緒にミニSLに乗ろう

当日は附属高校の生徒も含
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30 偬(

昨年も9月1 2日(土) に20

休載

yk

､

声を仕事にしたいひとたちへ 〜音声表現の楽しさ〜

32 乘H

｢先輩の授業を受けよう!｣

霹

めて､延べ300人くらいが
‑ニsL乗車を楽し‑体験し

ﾂﾘ69

968ｨ ﾂ 28 傴ﾉ'ﾈｩH 檍 ｭi ﾈ ﾈ YB

19 倬仂ｩ

家を継ぐとは

28期西野氏が｢一緒に‑ニ
sLに乗ろう｣ を企画･設定
してくださいました｡

ﾔ

は'平成8年の母校50周年記

ｩ

40

3ー 儖

名の先輩が講師として母校に
参集､時間を掛けて身に付け
られた高度な専門知識や人生

D扱ｈ,ｸ*ﾂ

ありがとうございました｡
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38 佰i'

40

念事業の一環として企画され'
その年だけで3回開催されま

ﾈ蒴{｢

あさひ高速印刷株式会社 代表取締役

ー3 亊hﾚｩth

ー5 冦

石川達を取材しよう

8ｧyH韆ﾙ ﾙ69> 怏yﾘ駟+r 体の中をのぞいてみよう 〜内視鏡でなにが見えるでしょう7‑
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ました｡運搬や設置など'大
変な作業だったと思います｡

ー2
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こともテーマの一つ

33 冑

集める｣

k

今回は､｢親の後を次いで
会社経営をしている卒業生を

ﾔ

岡達也

7年9月

9

だったそうです｡鉄をつくる

ｩgｸｾ(ﾗ9 Xﾞ8迚5浦ｸ迚5 r 人生をポジティブに生きるためにの ｢文武両道｣のすすめ

に依頼したところ'

27

日

哲学など実体験に基づいた本
物の示唆に富んだ授業を展開

絵本…売み聞かせ 一心をたがやしてくれる楽しい世界一

69 ﾉ

ﾙ69tX R 33

再開'60周年'6 1周年'62周

タバコを吸ったらいけないの7がん手術の兼帯

福島氏(24期)

会社を経営されている西野氏

ｸ8 86X4(4
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締役社長)
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ﾌHｷｨｮﾘ､

勤務医のお仕事
(共永興業株式会社

V

意外に知られていない､勤務医のお仕事

8

10

していただきました｡附中生
たちにとって､年齢的に難解
な部分もあったかも知れませ
んが'この体験は'後輩たち

j

i￨8怏YI+r

が､持って行けないので'ミ

ｷ霍ﾙ

あなたにとって今一番大切なものは何ですか

｢本社には本物のsLがある

Y,8

1 7年以降だけでも各方面で活

Oﾉ'

zyV

Yyﾘ贅

ニsLを走らせ､授業ではな
‑﹃先輩の授業を受けよう‑﹄

24

信しています｡また､個々の

ﾎ
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ｸ8 4 8ｸ ｸ7i+r 地球市民社会づくりへの第一歩 〜阪神タイガ‑スの岩内投手やフイギユ7の 高橋大輔選手とともに､歩む〜

してくださいました｡
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24 價ｩOh

カンボジアで学校を作る

熱く､タフに生きてみよう 〜ランナーとして､町医師として〜
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講座テーマ

を盛り上げましょう｣と提案

5 兀

に附中での学習や生活を見つ
め直したり､自分の特性や進
路を考える機会となったと確

+ﾈ譴

躍されておられる､実に66名
もの皐城会員(卒業生)の方々
に授業をしていただいており

4 傚

心の中に長‑残り'

[b 31 亊i ﾉ Xｧxｧx馼ｼr ﾆ ⅸ 駟k 6

今後歩んでい‑だろ
う'その人生の途上
できっと役立つとき
が来るに違いないと
感じました｡講師を
買って出ていただき

+r

ました皐城会員の方

ﾈ皐餽怦

いました｡
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pTA･皐城会が協

3 俎)g

謦

期

子どもたちの自分
探しのため'学校･

俎X蹣kﾂ

)nﾈ
ﾈ皐ﾊｩ

賛して行ってきた事
業ですが'その開催
継続に協力しようと
平成20年度からは皐
城会が人的な面だけ
でな‑､経費の面で
の後援も担うように

修)

等号

なりました｡このす

小林
1
2

ぼらしい授業が今後

(記

とも続けられますよ
う皆様のご協力をこ
れからもよろしくお
願いいたします｡

講座

石田副校長とO B講師陣

した｡その後'平成1

川井氏(31期)

に60周年プレイベントとして

上田氏(28期)

年､63周年と続き'今回で通
算8回目となりました｡平成

生きてみよう
ます｡

楽しさまで

に出て

｢先輩の授業を受け
よう‑｣
9期 青野達司氏
石田晶大先生からお声を
かけていただき昨年の秋､
｢先輩の授業を受けよう‑｣
に出させていただきました｡

私は建築家です｡附中を
出た後'豊中高校を経て東
京芸術大学で建築の勉強を
しました｡大学卒業後1 0年

でも話したカンボ

とつが｢先輩の授業を受け
よう‑･｣

能団体での対市民活動とか､

ジアで学校を作っているN
poです｡それ以外にも地
元の街づ‑り活動とか'職

います｡

設計活動もなんとか続けて

｢家を継ぐとは｣岡氏(あさひ高速印刷) ･長谷川氏(公智神社) (38期)

ほど設計事務所で仕事をし､
その後独立して自分の事務
所で仕事をして今日に至っ
カンボジアには1997

年から行き始め､昨年で14
回の渡航になりました｡現
地での私の仕事はNPOが
つくっている学校の工事現

し付けないようにというこ
とに気をつけて指導に当たっ
｢先輩の授業を受けよう‑･｣

ています｡

の後､感想文をお送りいた
だきました｡私が気が付か
ないことに言及されたりし
て若者のエネルギーを感じ
ました｡若い人に直接話が
出来るという貴重な体験を

場を回って工事のチェック

建物の設計と工事は現地の
建築業者がやっています｡
発展途上国には自立が必要

させていただいて'私のほ

指導をするというものです｡

をし､必要に応じて工事の

で'なおかつ向こうは日本

うから感謝したいと思いま
す｡(建築家一級建築士
青野設計事務所)

ラマの手術シーンを見てい
るだけではわからない裏話

剣なのか>など'テレビド

するか><汗をいっぱい
かくのか><ずーっと真

こにいきたくなったらどう

に触れてもらいました｡さ
らに'手術中に'<おしっ

話ということで'日常生活
でも使えるハサミの持ち方
を教え､実際に手術に使う
ペースメーカーや人工血管

講義の後半は､手術の裏

事務所

に劣らず文化の伝統のある
国です｡そういう観点から
出来るだけ日本の考えを押

｢先輩の授業を受け
よう!｣に参加して
24期 戸田省吾氏

と書いて‑れていました｡
い人の肺と1日40本吸って

特に､タバコを吸っていな

いた人の肺の写真の違いに
いい意味でショックを受け
てくれたようで'<たばこ
は絶対に吸いません>と書
いてくれていた生徒がた‑
さんいました｡

漬

弘明氏

｢自分の仕事を
考える機会に｣

33期

｢先輩の授業｣ では｢石
川達に取材してみよう｣と

題して'新聞づ‑り一般や
スポーツ取材に関するお話
をさせていただきました｡

既に自分の一番上の子より

も年少である後輩たちには'

らい'｢さすが附中生｣

と

非常に熱心に話を聴いても

私の授業では､まず導入

頼もしい思いがしました｡

部として､新聞づ‑りの流
れを説明しました｡それか

ても興味深そうに聞いて‑

をいろいろしましたが､と

生徒達はみんな礼儀正し

れていました｡

‑､熱心に聞いて‑れて'

呼吸器外科

部長)

さすが附中の生徒だなと嬉
しくなりました｡また機会
がありましたら是非授業を
しに来たいと思います｡
(大津市民病院

ら､新聞の各ページが目的
別に記事を集めて作られて

の後､プロゴルファー･石

いること'配達地域によっ
て締め切り時間が違うため､
地域ごとに少しずつ ｢版｣
の違う新聞が配られている
ことなどを話しました｡そ

川遼選手が優勝した試合の

取材メモやDVDなどから
当時の様子を再現し､｢新
聞記事を書いてもらう｣と

いう授業を始めました｡
多‑の生徒さんは石川選
手のことを知っていたので
すが､ゴルフとはどんなも
のかという部分になると'

このため'熱心に質問し､

かなり個人差がありました｡

自分の言葉で｢記事｣を書

‑ことができた生徒さんと'
もっぱら｢聞き役｣に回り'

大阪本社運動部

副部長)

関係各位に感謝いたしま
す｡(毎日新聞

した｡

そして'私自身がこの仕事
を通して何をすべきかを改
めて考え直すことができま

る貴重な機会となりました｡

きな反省点です｡一方で､
私自身にとっては､自分の
仕事がどの程度認知されて
いるのか､若い人たちの新
聞に対する考え方などを知

知識を与えてお‑必要があっ
た｣というのが､今回の大

レジュメなどを事前に配
布して'｢ある程度の予備

しまいました｡

少々気の毒な現象が生じて

に二分されてしまうという'

執筆にもとまどう生徒さん

石川達に取材してみよう

ています｡

1 0年以上前から設計の仕
事のほかにい‑つかの市民
活動をはじめ､その中のひ

レントゲン写真や手術の写
真やビデオを通じて説明し
ました｡手術のシーンや取
り出した肺の写真を怖がる
生徒もいるかと思いました
が'みんな食い入るように
見つめていて､あとの感想
文でもとても興味深かった

倍‑らいなりやすいことを､

いただきました｡たばこを
吸うと肺がんに6倍から加

<たばこを吸ったらいけ
ないの㍗ がん手術の裏話
‑>をテーマに参加させて

犬となかよくなろう(HAB)
小出氏(10期)

絵本の読み聞かせ
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たばこを吸ったらいけないの?

城

[さ

ボケようが､動きが鈍ろう
が人間業は死ぬまで現役'
笑ってしゃべって食べて明
日に備えよう｣と誼って開
繁日冒宇｣

業3年目に入った浪花の新
天満天神繁昌事では33期

名所｢天満天神

生の前田仁君､芸名 林家
竹丸君(｢ケケマルではあ
の出演と出

りません｡タケマルです｣
とご本人説明)

くわし閉幕後､有名芸人
竹丸君と集合写真をとる光

いう失礼な再会挨拶も､い
つの間にか丸坊主と赤い2
本線入りセーラ‑服の会話
に戻っていまた｡来年再会
を約して8時半ごろ自由解
散しました｡繁昌亭参加19

栄に浴しました｡

夜の部｢グランド阪急白

人'白楽天参加23人､今回

｢スン

哲)

北田喜国)

｢池田かき峰

祝2 0周年記念

(記

島恭子さんも参加されまし
た｡関東からは6人の参加
でした｡(後期高齢者報告)

はサンフランシスコより川

楽天｣ ではクラス会恒例の

乾杯や各自近況報告を一切
省略'寸暇を惜しんで旧交
お久しぶりですネ｣

を温めました｡｢ホントに
マセン'だれでした‑｣と

正岡

した｡心からご冥福を祈る｡
(記

忘年会｣開催!
1990年の年の瀬から
スタートした有志忘年会も
昨年末で20周年を迎えまし

同窓会報告

4月1 2日に開催された皐城会の総
会に合わせ､総会終了後の1 7時より
大阪梅田にて9期会の同窓会を行いまし
た｡今年の総会は｢9の期｣の担当とい
うことで､総会での記念講演をした青野
達司君をはじめ東京からの8名の参加を
含め'全部で30名の多数が梅田に集まり
ました｡卒業以来'初めて会うという人
もあり､にぎやかで楽しい時間を過ごし

ナル5 Fの山吹の間で開かれました｡

ください｡

(記 荒掘善文)

げます｡詳細は7面をご覧

せのうえ'奮ってご参加下
さいますようお撤い申し上

やかな集いにしたいと存じ
ますので'皆様お誘い合わ

ちをこめて'できる限り賑

すが､お祝いと感謝の気持

私たちがお慕いしてきた
石田先生が母校を退職され
ることは誠に寂しい限りで

されます｡

中学校卒業生を対象に開催

加藤正明)

(
記

日でした｡

をもらえた
気がした一

た新しい力

の生活にま

えり､日々

の昔の思い
出がよみが

50年あまり

訪れました｡

ました｡会合は3時間半ほどでしたが'
名残りを惜しみつつ'また近いうちの再
会を約束して散会しました｡
なお'総会にも出席した18名は､移動
の途中の時間を利用して'池田五月山の
旧校舎跡を

なお'この｢集い｣は'

ねて開催しました｡

3 1期生のみならず'先生を

お墓いする各期の附属池田

7月4日､ホテル阪急インターナショ

些｢1 0年ぶりの

石島正嗣)

(記

生のお二人に御来駕いただきました｡
懐かしい話も次々と出て､楽しい3時
間を過ごしました｡東京･九州･沖縄
からも駆けつけて頂いての盛会でした｡
藤原先生の｢おてもやん｣の歌も披露して頂き､最後は山根先生の朗々たるリードで
校歌を歌いました｡

青心会メールアドレス: seishinkai@jttk.zaq.ne.jp

名と恩師の藤原喜代子先生･山根孝先

ま弓LJへこ.︺つ.Aハノユリ.A(L

LJ

さらにそのメールを転送し
てもらう形で網の目を広げ
ていきました｡年末のとて
も忙しい時期にもかかわら
ず'ほぼ10年ぶりの同窓会
に大勢の同窓生や先生達が
参加して‑れました｡最初

同窓会案内のメールを送り'

となり'親しい友人たちに

内田良平君と二人で発起人

されていたので､羨まし‑
なったことでした｡同期の

一回必ず同窓会を開催して
いる｣と楽しそうにお話を

けは'他期の先輩が｢毎年

同窓会を開催するきっか

｢次回は5年後に｣という提案が出ています｡その時は70才ですね｡
元気に再会できることを祈っております｡

.活動報告
[さつき会]
2期生クラス会
つき会] を1 1月1 1日

(水)大阪にて下記の通り
開催しまた｡
昼の部は落語鑑賞｡｢少々

恒例のテニス
会と夕食会
(H2 1･1 0･3 1開催)

13期生は､毎年10月にテ

ニス会と引続き夕食会を開
催している｡テニスで動か

ない身体であるが'夕食会

は極めて様変わりしてしまっ

の同窓がいたり'在学中と

た｡出席者の中には皆勤賞

では口を動かし回り'皆50
年前の中学生時代に戻る｡

私たちが中心となって企画

されますので､そのお祝い
と感謝の気持ちをこめて､

3 1期生で初めて担任を持た
れた石田品大副校長先生が
本年3月に附中を定年退職

加えて今回は､私たち附中

た‑級友がいたりと､今年
も大いに盛り上がりました｡

今回は'東京から野村君も
訪れ'前夜から酒場に集まっ
た者達も多かったらしい｡
このように楽しい一時を過

残念なことに､テニス同

ごしている｡

窓会常連の鮫島義一君が平

されました｡欄小.欄偶9
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成2 1年1 2月22日に癌で永眠

m樹一卒業以来院く

卒業50周年同窓会

参加者は男子21名･女子12名の合計33
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と感謝の気持ちをこめて'
されました｡附小･附高の
同級生も含め30名の仲間が
西はマド‑ツド'東は東京

子の集い｣の決起集会も兼

毎年1 2月3 0日の同窓

恒例の同窓会

どなど約40名が集いました｡

｢200

きっかけは

後にまた同窓会をする事に!

遅‑まで盛り上がり､4年

でした｡ふと参加

共に参加し､卒業以来初め
て再会した懐かしの顔｡皆

してみたくなって'友人と

ティ‑｣

8年の啓子先生の退官パー

卒業以来初め

私たちが中心となって企画
する｢石田晶大先生と教え

｢1 0年ぶりの

(昭33年卒) 同期会

遼遠｣

に大勢の同窓生や先生達が

参加して‑れました｡最初
は男女にしっかり分かれて
話に華を咲かせていました
が､そのうち男女が入り混
じっての名刺交換会が始ま
り'徐々に宴は佳境に｡会
場には小さな舞台があった
ので'くじ引きで順番を決
めて､一人ずつ短い時間で
近況報告｡附中を卒業して
から㌶年'そこにはそれぞ
れの人生の様々なドラマが
詰まっていました｡不惑を

から集結｡途中石田先生も
飛び入り参加‑ださり'大
いに盛り上がりました｡近

卒業以来続く

その後'有志による忘年
会も実施｡東京から帰省中

前にした遼遠に､青春のひ

て真っ最中のママさん､な

の仲間達'新たな参加者も｡

親密感と'心地よい刺激を

て下さり､北海道から参加
してくれた方､4人の子育

同級生の一人が附中HPに
同窓会管理ページを立ち上

同じ思いか'あっという間

少し先ですが､次の同窓

石田先生の赴任当事の写真

のご案内
皐城会総会終了後場所を

替えて親しく歓談した‑､

以下の通り同期の二次会を
開催しますのでご参加願い

のご参加も歓迎します｡

ます｡なお都合で総会に出
席できない方は二次会のみ

4時〜6時頃

日時‑4月1 1日総会後

" . ‑

"

(記
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"

関根友実)
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▽蒜(昭和43年卒)に 仙
同期会開催のご案内i

の｢牡丹の問｣で午後4時仙

同摘4. He4D H:州錆;'eW
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生､技術家庭の直原先生'!
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五人の恩師をお迎えして､一

A組､B組t

(かも‑)

c組のみんな､

ですが'20期の

20期生で大いに旧交を温め
盛り上がりたいと思ってい
ます｡会費はちょっと高め

℡06(6314)2‑40

(記 牧野)

⁚ ･ * ‑ ･ * ‑ ･ * ‑ ･ * ⁚ ･ * ⁚ ･

▽30期ミニ同窓会を

一部は皐城会総会懇親会に
て､二部は午後6時半より

行います｡
詳し‑は､美濃部まで｡
isawo@ain.ah.com

(記

A組

小林)

1日(日)

午後4時〜6時

会葺‑7‑00円

ホテル ｢牡丹の間｣

場所‑‑‑ガロイヤル

日時⁝4月1

い｡

同期会(総会もよろし‑)
に大挙して参加して‑ださ

会費‑3000円位

エポックビル4階

場所‑ブラウンダービー
曽根崎お初天神東側

と時を共に過ごしたという

に年内同窓会実施の話が纏

覚えた夜でした｡

中学の名簿だけが頼りで'

会は2012年の予定です｡

また懐かしの仲間に会える
稲村早希子)

日を楽しみにしています!
(記

第2 8回東京皐城会

.ellヽdrヽll.etくll▲く●enll)■そ｡色をlltくllRllll)ll･∂ヽ･くll

連絡つかない仲間もいまし
たが､8月に母校図書室で
同窓会を実施しました｡石
田先生'仲田先生が参加し

総会が'2009年

公開など'74名が世代を越
えて楽しいひと時を過ごし
1 1月2 9日､東京ガー

ました｡

また今回は､メールとH

デンパレスにて､松

代子先生'母校から'

村直行先生'藤原喜

︻二次会案内︼

げてくれました｡

=‑■■‑●■l

まりました｡

なく続‑3 6期のイベントで'

会は卒業以来途絶えること

‑ドのデ
ジャブ‑

のような
同窓会で
すが､何
ともいえ
ぬこの居

心地の良
さに今年
も予定を
ブロック

す｡

していま
(記
岡野克也)

す｡同じ学び舎で同じとき

を過ごした同級生とは'大
人になっても話がはずみま
す!お近‑にお住まいの方'

(記 北川一也 31期)

同会場で開催予定です｡

2010年は11月9日に

たな取組みもスタート｡

pを中心に参加を呼びかけ
るなど､時代に合わせた新

新校長の山川正信先生､副
校長の石田晶大先生'教務
主任の上原昭三先生をお招
当日は'ピアニカ奏者･

きし開催されました｡

10

ての同窓会!

2月

年末年始帰省されるご予定
の方は'ぜひ周りの方にも
お声がけのうえ'次回ご参
加‑ださい｡
(記 西川輝美子)

の‑ニコンサートをはじめ､

音楽家の松田呂さん(14期)

期

況報告と思い出話オンパレ

忘年会の
ご報告
去る2009年1

30日､石橋にて､43期(プ

ラス附小･附高の同級生)
の忘年会を実施しました｡
43期だけで2 1名が集まった

のですが'同窓会報でこの
忘年会の存在を知ったとい
う方もおり'去年より多‑
の方が参加してくれました｡

当時同じクラスになったこ
とがあるかどうかなんて関
係なく'みんなひとつにな
り'楽しいひとときを過ご
しました｡みんな見た目は
大人へと移り変わっても?)
あの頃持っていたハートは
今も変わらないのかもしれ
ません㍗
43期の石橋での忘年会は'

していきたいと考えていま

毎年の定例行事として継続

▽

今年も石橋の居酒屋で開催

二
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さいます｡また'各期‑ニ

の連絡を頂いている恩師

平成22年度総会にご出席と

なお当日ご都合が合えば､

小山先生)

御夫妻(副校長先生と旧姓

(旧姓松田先生)､石田先生

生'樋口先生'篠原先生

(篤)先生､山内 (香) 先

藤原先生'松村先生､由
良先生､直原先生､山内

同窓会会場としても是非ご

をお話しようと思います｡

nt一1

氏には年間三万人を超える
自殺者を減らすには'どの
ような社会を目指すのかに

た｡退職までの総飛行時間､ 19.000時間の体験

思います｡

ついて､お話をしていただ

きます｡第三部は'お楽し
しております｡

活用'お楽しみいただけれ
ば幸いです｡同窓生のみな
さま'お誘い合わせのうえ
での多数のご来場をお待ち

がら機長昇格の機会を得る事が出来ました｡現

号

今年は､会場を池田から
大阪市内の大阪リーガロイ
ヤルホテルに移して気分を
新たに1 0の期が総会のお世
話をします｡司会進行を7
生方もた‑さんお越し‑だ

みの懇親会です｡恩師の先

在では空の旅はごく一般的となり､誰でも気軽
に利用出来ますが､戦後の民間航空の歩み､技
術発展を､時代と共に身をもって体験できまし

9

第
‑‑アナウンサ‑の40期の

の昇格訓練は厳しかったものの､ 31歳の若さな

過ごし､附高､川崎医科大学
を経て精神科の医師になりま
した｡精神科医になってみる
と､学生時代に良い友人に恵
まれたことと幅広い事柄を経
験できたことは本当に有意義
でした｡川崎医大精神科の講師､病院勤務を経て
昭和63年茨木市で精神科クリニックを開設｡現在
大阪精神科診療所協会会長､日本精神神経科診療
所協会副会長､平成20年からは内閣府自殺対策推
進会議の委員を拝命しています｡現在わが国では
毎年3万人以上が自ら命を落とされます｡なぜこ
んなに多くの人々が自殺されるのでしょうか｡自
殺者を減らすにはどのような社会を目指せばいい
のでしょうか｡精神科医の視点からお話したいと

空港は米軍基地として使用
され､子供心に空を飛ぶも
のに憧れていました｡民間
航空のパイロットになるに
は､国立の航空大学に入る
のが最も確実と知り､日大
3年修了により入学資格を得て受験､運良く入
学しました｡日航入社当時(昭和41年)は､経
験あるパイロットが不足しており､訓練生から

関根友実氏にお願いLt総
会第二部では'元日航パイ

で｢10の期｣がお世話しま音

も多くおられると存じます｡

ご出席‑ださる先生は他に

生方へのご連絡が差しあげ

送稿の時点ではすべての先

4月1

2日(日)午後1時〜

2009年皐城会総会は'

に｢カンボジアで学校を作

でおられる｢青野達司｣様

ア活動にも熱心に取り組ん

る｣というお話をしていた

3時30分'池田市民文化会

だきました｡特に今回は新

会員の方々 (6 1期生)が多
数参加されたこともあり'

館コンペンジョンホールに

当年度の担当幹事は｢9

て147名の会員の出席で
盛大に開催されました｡

国際貢献･交流の実績をあ
げられているお話は､若い

の期｣ということで､9期

を中心に各期の幹事の皆様

方々には特別興味深‑意義

への引き

当日の開催に､ご協
力･ご支援いただき

で閉会となりました｡

継ぎと｢校歌斉唱｣

｢10の期｣

2010年担当の

その後懇親会にうつり､
先輩･後輩･同期とまざっ
て楽しい懇談があり､途中
東京皐城会の藤木会長のお
話もまじえ'最後は

のあるものでありました｡

のご協力のもと行われまし

た｡前校長の三村先生の乾
杯に始まり､松本皐城会会
長､山川新校長の御挨拶の
後'恒例の講演は'九期生

の建築家であり､ボランティ

カンボジアに学校を.ty

られず､お許し‑ださい｡

心よりお待ちしております｡

たくさんの先生方と同窓生
の皆様の総会へのご出席を
(10の期･幹事)

61期の担任の先生方が､総

る｣と呼びかけて‑ださり､

会を盛り上げようと｢美味し
いものが腹いっぱい食べられ

例年になく'新会員の皆さん

てくれました｡(腹いっぱい

が'約60名飛び入り参加をし

できてませんでした‑莱)

(記9期加藤正明)

お礼申し上げます｡

ました多数の方々に

青野氏

ロットの10期の境孝彦様に

総会は
針･‑ガ､Idイ('5'滋養半瀬

一万九千時間にもおよぶ飛
行の中での体験を､また精
神科医の20期の渡辺洋一郎

附中在学中､現在の伊丹
昭和40年から附中で3年間

孝彦氏プロフィール
境
渡辺洋一郎氏プロフィール

‑
にぎやかな会に
裏話‑‑‑

｢新会員の予想外の
多数参加で

食べられるほど'料理が用意

61期の皐城会新会員達

者
講

城
皐
2010年(平成22年) 3月1日(月)

Sid

在職

昭和58年4月〜

に出て附中生の前を通ると'

あちこちの部屋の前で彼等
が神妙な顔をしてきちっと
正座してすわっている光景
に出曾しました｡私はその
様子に大変感激し､部屋に
帰るやいなや､先生方に

山際延夫先生(元校長)

生として過ごしたので'修

ていたよ｡｣

る前に部屋の前にきちんと
座り'一日の行動を反省し

昭和6 2年3月

学旅行の経験がな‑､附中
生と一緒の修学旅行は即私
自身の修学旅行といっても

先生｡彼等が寝床の中でしゃ
べりま‑っていたので､我々

生方は'大笑いして｢校長

というと'先

｢流石附中の生徒達だ｡寝

過言ではありませんでした｡

第一回目の昭和58年5月の

4年間の修学旅行はいずれ
も九州地方でしたが'特に

なつかしき附属池田中学校

画廊風潮t 'g,,.
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私は昭和58年4月から4

園のすぐ近‑です｡80歳に

通学していた現在の城跡公

て買い物をしたりして楽し

街(阪急池田駅付近) にで

山内啓子先生(旧教官)(編集)

スペシャルサンクス

ご協力いただきありがとうございました｡

住亜希子氏(37期)(配送･ヤマト運輸)

永田浩幸氏(30期)(編集･校正)

なった現在､私は朝晩五月
山を眺めながらやり残した

出しなつかしいです｡

‑過ごしております｡街中
では､通学途中の附中生に
出会う事があり'昔を思い

仕事(化石の研究)をぼつ
ぼつとゆったり､付近をぶ
らぶらと散歩したり'近‑
に住む小学生の孫娘達と遊
んだり､時折家内に頼まれ'

している秦氏｡産経新聞2月15日(月)の夕刊

という報

秦 博文氏(14期生)安楽専任職
2010月2月に京都市東山区の浄土宗総本山､
知恩院執事に就任されました｡
<写真>知恩院を見学するマークイさんを案内

せたのですよ｡｣

より東京重大講師も務める｡

が罰として部屋の前に座ら
告をいたしました｡‑‑こ

2009年オーストリア共和国功労金華受章｡

36期生の修学旅行は印象が
強く'このたびはその折の
ます｡いまでも目をとじる

思い出を書かせていただき

の工事からは外れまし
た｡また､北館の生徒
のホームルーム教室

並行してウィーン､パリの劇場などを中心､にヨー
ロッパ各地でコレペティートア･伴奏者･作曲家

年間附属池田中学校校長と
して在職いたしました｡本
職は大学教官でしたので'

です｡

れは私にとってのなつかし
い修学旅行の思い出の1 つ

昭和6 0年4月38期生の修学旅行

(実はこの建物は昭和

聴覚室や図書室､美術
室､音楽室などは今回

たちを説明しているところ｡

で､阿蘇の外鴇山から中央火口
丘を眺め'生徒諸君にそのおい

内部は理科'技術･家

変わりました｡トイレ

庭科関係の教室を中心
に改修され､明る‑倭
いやすい部屋に生まれ
も明る‑清潔なものに

科では初のアジア人専任講師となる｡教育活動と

s45･3まで附

で理科を担当｡

陸上部の指導や地学部

ご逝去されました｡

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡(享年C"h)

(享年96)

去る平成21年10月30日､ の巡検でもご活躍｡
ご逝去されました｡
去る平成21年10月23日､

高で国語科を担当｡

中でt

鈴木康之先生

以降同大学で教鞭を執り､ 1995年には同大学声楽

前野博先生

東京重大作曲料卒､同学大学院博士課程修了｡

S45･4‑S53･3ま

1988年よりウィーン国立音楽大学に学ぶ｡ 1989年

S26‑S31･3まで附

として幅広く活動｡
2008年帰国､武蔵野音楽大学教授に着任､ 2009年

大学で講義'研究や卒論指
導等があり'附中に出勤す

と青の洞窟'阿蘇､雲仙､
長崎'柳川等での附中生と
一緒の楽しい旅を思いだし

教育大学名誉教授となる｡)

私は平成7年大阪教育大
学を定年退職(同時に大阪

年前には長年住んでいた堺

ます｡確か最初の宿泊地だっ

から池田に引越いたしまし

たと思いますが､宿に到着
し､夕食が終わり'旅の疲
れで附中生は就寝時間とな

た｡場所は初期の附中生が
ら㌶年2月までの8ケ

いたしました｡そして'7

りました｡しばらくして､

壁が脆いなど､不安材

明し､平成2 1年7月か

料が多‑ありました｡
本格的な調査の結果'
現在の耐震基準値を満
たしていないことが判

30年代初期のもの) は

んでいましたので､予
算をやりくりしたり教

皆さん'一度リニュー

耐賃基準値を満たして
いるため改修候補にあ
げられる目途は立って
いませんが'卒業生の

なりました｡各部屋の
設備備品も老朽化が進
ネクタイの色･

600万円で実験机､

育後援会からの補助金

てください｡

(副校長

石田晶大)

アルした母校を見に来

マークの色)で

調理台'作業台等が更
新されました｡残念な
がら､予算の関係で視

教育大学のロゴ
統一され､すっ

きりと上品に仕
上げられました｡

に掲載された写真(柿平博文撮影)です｡

るのは週2回ぐらいだった

と記憶しております｡それ
でこのたびは'生徒諸君と
行動を共にし一番印象に残っ
ている修学旅行の思い出を'

私は用事ができ､部屋の外

平成19年嵐山にて

月間の突貫工事で耐震
補強が施され､内装は
壁･床･天井等を中心
に改修されました｡外
壁は薄いベージュ色と
本校のスクール
カラーの濃いえ
んじ色(女子の

拙文ですが思いつ‑ままに
綴らせていただきます｡私
は第二次世界大戦中を中学

耐震工事を
終えて
平成20年度の補正予
算で｢耐震工事等｣ の
象は校舎の南館､西館'

予算が付きました｡対
東館で'これらの建物
は昭和4 1年からS3年に

かけて建てられたもの
です｡校舎全体が附属
中学校側に沈み込んで
いるとかコンク‑ート

三ッ石潤司氏(25期生)
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