出

6 4期生が

のご支援に感謝申し上げます｡

て大いに総会を盛り上げましょう｡着席ビュッフェ形式で昼食を用意します｡

2の期(2, 1 2, 22, 32, 42, 52, 62期)の皆さん､多数参加し

秤″

ごし下さい｡

時:平成24年4月22日(日曜日)午後12時〜15時
場:ウェスティンホテル大阪 4階 花梨の間

とは､懐かしい当時の思い出
を感じることができる拠所で
もあると思います｡現在の校

ラウンドが昔のままであるこ

皆さんにとって､校舎やグ

ります｡

中学時代の思い出を聞‑度に'
今の生徒達の思い出づ‑りに､
どれほど役に立てているのだ
ろうかと自問し､反省してお

松村直行先生､直原宏明先生､山内篤先生､山内啓子先生､石田晶大先生､樋口
正美先生､篠原(松田)洋子先生､田中龍三先生､辻本(灰本)好孝先生､仲田建一
先生､杉山伸一先生(附中への赴任順)､校長先生､副校長先生と多くの恩師か
ら､ご出席の予定を頂いてます｡ぜひ懐かしい先生方を囲んで楽しい時間をお過
二二

今年の総会は2の期幹事会が担当し､昨年と場所を変えてウェスティンホテル
大阪で開催します｡
恩師､先輩､後輩の｢紳｣の大切さを感じられる総会にしたいと思います｡

のがあります｡日頃の皆さま

TELO6‑6440‑1111 (代表)
大阪市北区大淀中1‑1‑20

2

笑いあり､涙あり､一人の女性の感動の生きざま

間もなく巣
立とうとしています｡この期
の生徒達とともにここへ着任
した私にとって'感慨深いも

<総会第2部の講演は末広真樹子さん(12期)>
皐城会会員の皆さまが'各方
面で活躍されている様子を拝
見し､総会の席で皆さんから

辻(川村)康子さん(22期)
会

会次第:第1部 皐城会 総会
第2部 講演会&パーティー

画家､エッセイスト､ ｢天むす･すえひろ｣経営等

多彩な分野で大活躍｡元参議院議員

主に報道番組を担当)

フリーテレビディレクター(テレビ大阪､ ABC等で

総会参加費: 6000円(大学生､高校生は2 0 00円､新入会員は無料)
賓助金: (一口1 0 0 0円)と一緒に同封の払込取扱票にて最寄りの郵便
局から3月末日までにお申込み､ご送金下さい｡
ぶ顔を楽しみにしています｡
3･11の大津波は多‑の命

じっつ'春に野球部員達の喜

また一つ皆さまの思い出をな
くしてしまう申し訳なさを感

付け替えることになりました｡

うか｡しかし､老朽化が酷く'

またグラウンドのバックネッ
トもその一つではないでしょ

い勝手の悪い状況にあります｡

にとっては､古く､狭‑'使

舎は耐震工事に伴って改修さ
れた部分もありますが'多‑
の教室は昔のままで'生徒達

司

末広真樹子さん(12期)
ゲスト

(6面につづく)
ビール･ソフトドリンクは飲み放題｡

6
2‑7
7
帆(0

6 1
2‑7
7
℡0

千代(2期)

発行者

松本淳一郎(2期)
題

豊田
字

大歓迎です｡

松本

淳一郎

とお慶び申し上げます｡

皐城会会長

皐城全会員の皆様方には'

益々ご健勝でご活躍のこと

ており､別掲のとおり､4

4月の年次総会の日が近
づいてまいりました｡今年
は2の期の会員が総会の懇
親会を運営することになっ

ンホテルで開催されます｡

月2 2日に､梅田のウェスティ

い申し上げます｡

多数の方々のご参加をお願

皐城会は本年64期生1‑0名
を新会員として迎えること
になりますが'附中の卒業

生数は1万1 5名となり､1

なります｡

万名の大台を超えることに

ものになっていくことを心

我々の同窓会が皆さまの
ご協力により益々有意義な

昨年は東京皐城会が創立

から願っております｡

足した東京皐城会は歴代会
長や運営に尽力して‑ださ
る方々のご努力により､毎

和5 7年(1九八二年) に発

30周年を迎えました｡首都
圏在任者が増える中で､昭

年欠かさず総会を開催され､

ばかりではなく､多くの思い

のみ込んでしまいました｡し

出の品や建物を一瞬のうちに

関東在住の会員の相互の親
睦に貢献していただいてい

には消えません｡また､その
〟粁″

の大切さを多‑の人が

後改めて人と人のつながり

なることを願っています｡

再認識しました｡今春には卒
業生も1万人を超えますが'
皐城会はまさにこの附属池田
中学で過ごした人達の秤であ
ります｡秤がますます強固に

お祈り申し上げます｡

皆さまのご健勝を心より

期待しております｡

ます｡東西近く便利になっ
たとはいえ'身近に集まる
場があることは素晴らしい
ことであり'東京皐城会が
大いに発展してい‑ことを

かし､心に残ったものは簡単

帆..1"hr""∫..壬壬.L""fI.Ll"hl..hl"壬...1"呈

♯事前のお申し込みがなくても､直接会場にお越し頂いての飛び入り参加も

学
大
育
教
阪

大阪府池田市緑丘1 ‑ 5

URL http : 〝kojokai.com
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皐城会総会のご案内
平成24年度

〒563‑0026

同窓会報

ウェスティンホテル大阪‑
‑会場

附属池田中学校皐城会

大

く専>
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城
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(1) 2012年(平成24年) 3月1日(木)

2012年(平成24年) 3月1日(木)

城

皐

卒菓直ゐ授業

｢先輩の授業を受けよう｣1 0回目
‑学校･P十示壷嘘牟?中高‑ション‑

1加藤恵美子先生

自然災害について考えよう

+r 人と動物の粋(HAB)を知っていますか? 犬の言葉を知ろう
ｷ駝ﾘｷ霍ﾘ5ｨ985

ﾗX蹌陋乂倬ik

ｨﾆ

怏 Xｧxﾕｨ
hｧxﾏh
助教医師/循環器内科
i Xｬﾚ(*(+ｸ+X*
海上自衛官

16 佇 9tﾈｴr 49 傚ytI 9yﾘ4ｨ4X985ｨ8 ｸ檍 ﾆ

b

ｹYｸ

ｩ+r

蹌

救急医つてどんな仕事?

ノリのいいリズムを､科学する リズム感は､持って生まれたものではない!

hｧxﾗXﾜ
7 (6

Yｹ+xﾉ8ﾗ ､9+r
8ﾉ?ｩgｹ
Y

臨床医から基礎医学研究者まで
H486
x
ｧｨ7 86 ‑ﾈ,X

｢ジエイタイ｣つて､なに?
ｸﾝ
,X4
ﾘ
ｸ5
6(7h+8.ｨ+ﾙ

｢ドラマ｣の授業を受けてみよう一一 〜インプロ(即興曲)を通して､｢YESAND｣の 心‑ポジティブコミュニケーションを知る〜

y

H

が子どもたちから届いてい
ます｡後輩たちは､自主･

42

ﾔ逢x怦ｻ8

てほしい｡

38 冉

X8

阪急電鉄〜走LJ続けた101年の軌跡〜

⁚ ･ * ⁚ ･ * ⁚ ･

H

や進路を考える機会になっ

Xﾞ9Wｹzy(h憖>

5h5

靖/yo

自律の精神を持って挑戦し

饂鰻

78

ﾙk

続ける先輩との交流から､
たくさんの生きる力をいた
だいたようです｡

30

Xｧyyﾘﾔ逢yYB

⁚ ･ * ⁚ ･ * ‑ ･

lT社会を支える半導体技術への誘い ‑コンピュータ､LSlの中身つてどうなっているの?‑

山内啓子)

15 亊igｹH頷ｲ

インターネット広告をつくってみようー

⑥附属学校存続のため､池

27 凛ykﾘｭ

檍

てほしい｡

27 俥8ｷﾙ6I58ｩH

68ﾉｲ 35

14 亶h鈴4駭r

災害時のメンタルヘルス

講師未体験の卒業生の皆
さま､あなたも母校で教壇
に立ってみませんか｡
(元教員･皐城会顧問･

13

9[b

怦

Y,8 j V
￨8ｵｨ
ｼy+r靂HｷｩMX､ 怩 タバコを吸ったらいけないの?
部長医師 壷G
ｨ/
訷
,ﾉz
"ﾒ

ll 儖ﾉEｩYHﾍﾈ蕀&｢ 30 偬( 踪揵:饂 h
12 亊ﾙgｹ

YI+r

子どもたちは今年も｢ど
んな授業があるのかな｡｣
｢どの先輩の授業を受けよ

ﾗ2

485扱ｨ

8ｼb

ﾕ i ｩ58 ｩ+r

⁚ ･ * ‑ ･ * ‑ ･

9nﾉ

騷ﾈﾔ影ｲ一

･

田附中の存在をアピール
する特色の一つとしたい｡

ﾙWb

h6

せたい｡

}

24

ﾈ

③子どもたちに自分のいる
学校に誇りと自信を持た

9 偃

ﾎ

5ｨ985 ｸ ｩ+r ｯ)Xﾈﾊy&ﾙ4

24 仂ｩ
､tT藕巡

iZる hｨ胃驅 ﾊHｸiYIOy iZ xﾎHﾊHｸh ｩ+r 微生物とよい｢お付き合い｣をしていますか?

こんな言葉

8 侘ｹ68

]ｸﾉ)Y

1 0回目となったこの授業
の目的は左の通りです｡
①子どもたちに素晴らしい
体験をさせたい｡

24

ﾉ Xﾞ8 zxﾔ鮎hﾊHｸh ｢

う｡｣｢どんな人かな｡どん
なお話かな｡｣ とワクワク

H廬Wb

超えろ｢売り込み007｣! ‑考えて､話せなきやできないぞ‑

今回の授業でも､｢附中っ

(ﾜb

ｲ

したくなった｡｣ ｢将来､附

7 冕

ﾈ

ｸ6

池田附中の宝物はヒト｡

饑ｹ<izxﾗ9 ﾙd

6x8ﾈ

(､X爾

だ‑｣ ｢附中や先輩を自慢

6 仂ｩ

ｸ6

X*)

ていい学校なんだー｣ ｢附
中にはこんな先輩がいるん

8

秤 ﾉnr 24 弍)Xﾈﾊy

還暦からの海外語学ステイ〜3回目 移民発祥の地｢ボストン｣の体験と失敗談〜

④池田から元気で明るいニュ
ースを発信したいo
⑤開かれた学校にしたい｡

ー9

た1 6講座1 7名の講師の皆さ

4 傅ﾉ} 頡2 20

授業テーマ

x‑ﾘ*ｸ*
ｸ8 86X4(4
絵本の読みきかせ
おはなしひろば一<'りと<'らー所属
ｩ 8/ +ﾘ*ｨ.(+X,H*ﾘ.ｨ.乂

機会にしたい｡

Tb

5

*ｹ9

その宝物から気質や人生
観を学んでほしい｡
②子どもたちの自分探しの

)69 ﾘｮﾈ
小出美智子

3 俘),9

10

4 侏8尨ｧ仆8蹌

俎X踪ﾊ飲

小出美智子先生

業をやるぞ‑｣

2

ﾆ)Oﾈ

期

2

中に戻ってきて､先輩の授

:

俎X蹌鞍蔭ﾈｦﾒ

和彦先生

ろいろな人と交流し育っ

1

番号

高津

学校だけでなく､池田
の地域の人･PTA･卒
業生･OB教職員などい

講座

5

池田多喜子先生

附中での学習や生活を
見つめ直し､自分の特性

3

しなから待っていました｡
その思いに応えてくださっ

ました｡

2

ま､協力いただいたPTA
や教職員､皐城会理事の皆
さま､本当に有難うござい

読みきかせ
ボランティア

超えろ｢売り込みEJ!

藁TL15‑: ‑≡

微生物とよい
｢お付き合い｣
をしていますか?

省吾先生

増えるスピードにびっ‑り

微生物が自然界や人の体
の中に想像以上に莫大な規
模で住んでいることやその

ろい生き物だと思いました｡

てもらっていることは予想
外で､すごいなと恩いまし
た｡私たちよりずっと体が
小さい分､様々な能力を備
えていて､私たち以上にた
くましく生きている微生物
は､とても不思議でおもし

ていましたが､微仕栃に守っ

わっていることは少し知っ

私たちの生活にとても関

しました｡

災害時の
メンタルヘルス

戸田

長漂 瞳(65期2A)

8

伸也氏

走り続けた1 01年の軌跡

丹羽

山内先生はじめ多‑のス
タッフに支えられてこそ出

阪急電鉄株式会社
常務取締役

校の取り組みを誇りに思っ
ておりましたところ､講演

いた中井稔先生が､授業そっ

担任で地理を担当されて

常夫氏

の依頼を受け､喜んで参加

若林

させていただくこととなり

ちのけで常に阪急の話をさ
れていたことを懐かし‑忠
い出します｡今私が阪急で
働いているのもそれがひと

ました｡

お話をさせていただいて
特に印象探かったのは'後

つのきっかけになっている

会いを大切に､志大き‑'

附中生の皆さん､人の出

ろです｡

ながらに実感しているとこ

かも｡先生の偉大さを今更

輩諸君の曇りのない目です｡

27期

来る有意義な取り組みであ
ると卒業生の一人として母

24期

岐阜県精神福祉センタ‑所
長 岐阜県知的障害者更生
相談所長 精神科医

伸也先生

自らの価値観を語れる'社
会に役立つ人間を目指して

1

0

.

.

0

0

0

0

0

0

0

0

救急医ってどんな仕事

.

0

･

.

1

0

糸井理彩(糾期3C)

｢ジエイタイ｣ って､

なに?

航海長

関本

博充氏

海上自衛官

潜水艦｢いそしお｣副長兼

42期

出張する先々で中学校時
代の同級生と会っているこ
とを職場で話すと'同僚は

口をあけてハアハアと息

ることを知ってびっくりし
ました｡

また動物にもしつけをし
て社会性を身につけること

0

‑

0

O

E

)

.

,

O

I

O

0

0

0

0

O

三

.

人間も他の動物も同じな

が大事ということを知り'

0

んだなあと恩いました｡

ております｡

これは､生徒に代々受け継
がれてきたものと､諸先輩
方が講師として母校で後輩
に話されてきた賜物と感じ

なものになっていました｡

諸先輩方が築いてこられ
た附中の精神は､先生方の
教育と生徒の力でより強固

いることを実感しました｡

伝えたいと考えました｡後
輩に接して､予想以上に､
目的や目標を持って学んで

附中での時間は将来にわ

一様に驚きます｡

をしたり'あくびをしたり､

○

たって貴重だということを

,

鼻をなめているといった
よく見る光景においても､
犬はメッセージを発してい

犬の言葉を知ろう

,

はあまり知りませんでした｡

どんなものかといったこと

今の日本に必要な医療とは
僕は救命医療という仕事

た｡

を学ぶとともに､救急医と
いう仕事の尊さ､未来の日
本に求められる医療の形と
いったことを強く感じまし
た｡僕も勉強して人の命を
救えるような仕事に就きた
いと思います｡楽しいお話
を本当に有難うございまし

今回の授業を通して､現在
の日本の救命医療の仕組み

上島広大 (64期3D)

11美濃部五三男先生
に興味があり､ドラマやド
キュメンタ‑‑番組などを

よ‑観ますが､具体的に救
急医とはどのような仕事で

博充先生

関本

15

有香先生

月田

16

憲先生
前田
13

丹羽

頑張ってください｡

伊津野和行先生

哲也先生

5
俊哉先生
玉川
夏夫先生

久田

修先生

味春

正文先生

小林

6

10

岸本
12

常夫先生
若林
9

4

7
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(3)

淡路島の少々高級なホテ

御馳走を食べ'渦潮観潮ク

会が開催されました｡場所

附中3 1期中心の忘年

1 2月3 0日､例年通り

1 2月30日

ルージングを楽しみ､翌日

は､｢うかじ家 心斎橋店｣｡

ルでゆっくりとくつろぎ､

は徳島へ渡って大塚美術館

元阪神タイガース平下選手

哲)

の会ということで集

になりましたので'｢アラ

コキ｣

まりました｡人数はちょっ

と少な目でしたが'卒業以
来の出席者や'ブラジル在
住でたまたま帰国していた
岸田君も加わり､いろいろ
た｡

松村先生はお元気で､皆
が先生を囲んで､楽しい昔
の話に花が咲きました｡一

次会､二次会'三次会と夜
のふけるまで時間も忘れて'
再会を喜びました｡
次回は平成25年(201

｢6 0年振りに参加

ヽ〃r●ヽ〃r●■Jr●■Jr●■ldr●■そ一Jr●●￠PI̲.PI̲.■dr●■JT●

の友を迎えて｣
6月6日､

7日の両日'玉田
篤子(藤井)さん､
森田真理子(峰村)

さん､岩見佳代
(山本) さん60年
振りの3人と共に､

26名が奈良に集合

同会は今年もおそら‑'

りで1 2月30日夕刻より開催

いや間違いな‑､彼の仕切

されます｡(勝手を申して
ス‑マセン)関係者各位は､
特に石田先生と3 1期の皆さ
んは､今からスケジュール

を空けておいて下さい｡私
はずっと先までその日は空

のしゃぶ

島豚｢うかじ豚｣

(記

けております｡

皆様も利用してあげて下さ
い)今回もその日三件の附
中忘年会をハシゴされた､

前教頭の石田晶大恩師も参
加され､和やかにかつ盛会
裏に終了しました｡私は同
会にはぼ毎年出席し'恥ず

かしながら場をお騒がせし
ているのですが､毎年それ

も2 2年連続で､黙々と一人

ます｡いつもはんとうにあ

で幹事をこなしておられる
荒堀善文民には頑が下がり

りがとうございます｡

解けられたのは不思議です｡

で見た ｢東山

玉田さんご推薦の唐招提寺

魁夷｣の襖喝

天にも通じる
様なブルーの

床の間の壁画
には感動を覚

次回は､来

えました｡

年5月21日､

2 2日京都の予

(記 杉本､
中津､新海)

っています｡

定です｡喜寿
を迎えての元
気な再会を祈

と1瞬思った｡

いる｡だからこの同窓会に
絶対来ようと思った｡この

い｡

(記

片山裕介)

51期生の皆さん､次回の
同窓会にも是非ご参加下さ

だなと思いました｡

る話で盛り上がったりと､
卒業後1 2年の月日が経って
も附中の雰囲気は良いもの

新年度が始まったばかり
でお忙しい中'上原先生と
丹松先生が同窓会に参加し
て下さいました｡卒業後初
めて再会した人がいたり､
私たちが在学中の担任だっ
た上原先生が'現在､附中
の教頭先生を務めておられ

同窓会を開催しました｡

カンパーニュというお店で'

生は､梅田東通り商店街の

｢皐城会総会後､5 1期

5 1期生同窓会
を開催しました

田中邦典)

しゃぶ鍋は､甘くコクがあ
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り灰汁が出ないという逸品
でした｡(値段もリーズナ
ブルでした｡よろしければ

のお店で､三元交配種沖縄

を鑑賞しました｡

お互い喜寿を過ぎた後期
高齢者ですが'皆元気で､
集まれば､まるで小､中学

松本淳一郎)

年日月2 0日(日) の午後5

2年半ぶりに平成2 3

同窓会の報告

(記

た｡

たった二日間ですが､旧
交をあたため､お互いに元
気を保って再会することを
約束して別れを惜しみまし

い旅行でした｡

正岡

4月に皐城会総会後

しました｡
暫)

に同期同窓会を開催するこ
正岡

とになっています｡
(記

4月1 0日の皐城会総

ミニ同窓会

そんなにも年月
が､通り過ぎたな
んて'考えられな
い思いを抱き乍ら
の再会です｡でも
兄弟の如‑'打ち

3年)

(記 加藤正明)

もありますが'極めて楽し

な話題で盛り上がって､賑
やかで楽しい時間が過ごせ
ました｡皆元気な者ばかり
で､70という人生の節目に
あたり､日々の生活により
一層の力をもらえたひとと
きでした｡次回は2年後に
開催の予定です｡

生の団体旅行のように賑や
かで'やや世話の焼ける面

.活動報告.
淡路島､徳島

l泊旅行
2期生の同窓会さつ
き会は毎年集まって小旅行
などを行っていますが'今

年も一泊できる有志の人達
に限られましたが'1 2月の

6日､7日の両日､淡路島

と徳島への旅を楽しみまし

参加者は男子8名､女子

た｡

9名計1 7名で'東京から6
アメ

一テニス･栢本(新井)さん

のオペラ鑑賞･夕食会と続
(記

く､‑ニ同窓会が催されま
した｡

の年齢

アラウンド｢古稀｣

時より､大阪梅田の新阪急
ホテルにて､9期会の同窓
会を開催しました｡今年は

ミニ同窓会

‑カから‑名､地方から9

梶山泰男)

1 1月1 2日に例年通り､

名'名古屋から‑名へ

名と盛会でした｡

同期会開催
平成2 3年3月1 7日'

阪急グランドビル1 7階の関
きました｡

西文化サロンで同期会を開
数年前から3クラス合同
の同期会を開くことにしま
したが'前回の集まり(平
成1 9年)から日が経つのを

思い出し､急速開‑ことに
しましたら､懐かしい顔が
40名集まりました｡

(記

あと3年で卒業60周年と
いう年齢ですが顔を合わせ
るとすぐに話の弾むのが嬉
しいですね｡それでも入院
して来れない出席予定者が
何人かいたのが残念です｡
今後はもう少し頻回に集ま
ろうとの意見が多かったで
す｡

聾･ =‑=L‑ ‑T
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東京皐城会 総会

(記

梶山泰男)

附中卒業5 0周年

記念同窓会
私達が懐かしい附中を卒
業して､早50年がたちまし
た｡そして'恩師の松村直
行先生をお招きして､‑ー
ガロイヤルホテルで､平成
23年7月2日に卒業50周年

記念同窓会が開催されまし

2 0日(日) に節目となる30

東京皐城会は､故田中耕
三先生のご熱意と'多‑の
諸先輩方のご苦労により､
附中同窓会･東京支部とし
て昭和5 7年に第一回総会が
開催されて以降､毎年1 1月
に開催を継続し､昨年日月

3 0周年記念植樹(今春
実施予定)と3 0周年記

念誌発行(参加者に配

ミニ同変心AH
4月1 0日の皐城会総

会後､樋口先生'松田
先生(共に体育)小山先生
(地理) にも参加いただき､

30期会と称して1 7名で夕食
にフランス料理をおいし‑
いただきました｡2次会は
バーでお酒を飲みながらの､

近況報告｡一昨年末に柴田
(旧姓馬場) 美喜さんが高
校生の1人娘を残し急逝さ
れた事や東北大震災の話な
ど胸に詰まる話題も多かっ
たのですが'関東から駆け
つけてくれた石田君がとて
も素敵な事を言っていまし
た｡｢俺さ‑大震災のすご
い揺れの中でもう死ぬかも

小中高の垣根を超える存在
を目指したいとの事務局案
の紹介など､36期高瀬雅也
幹事､48期池辺愛さん (モ
エヤン) の息の合った進行
ント‑‑)

でした｡33期烏井信宏(サ

ル討議のテーマとして､東
西皐城会の協業･卒業生同
志の交流促進･卒業生と現
役生との交流促進･sNS
の活用･活動資金の確保･

ずみました｡また､テーブ

どを飲み､2 7期今津彰純幹
事が苦労して持込んだロー
ストビーフを頂きながら各
テーブルで楽しい会話がは

ルやウイスキー､ワインな

さん協賛のビー

ンパレスにて開催されまし

周年記念総会が東京ガーデ

布､次回総会でも配布予定)
について､多くの皆様から

頂いた記念募金､記念誌協
賛広告についてのお礼とと

で懇親会の部が始まり'2 7
校のスライドショーの放映､

期菅原栄幹事が編集した母

東京

と一瞬思った｡でも生きて
いる｡だからこの同窓会に
絶対来ようと思った｡この

と会えるかわからないから｡｣

機会を逃したら今度いつ皆

附高からの参加の横井(旧
姓菊池)純理さ

上りました｡ま

んも附中の皆と
すっかり仲良く
なり大いに盛り

た松田先生はお
手製のおいしい
ケーキをお土産

くださいました｡

にと作ってきて

した｡

先生ご馳走様で

(記河崎(旧姓

.y
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[

′J
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だなと田･jいました｡

い｡

(記

f一･/

.(

片山裕介)

′し

5 1期生の皆さん､次回の
同窓会にも是非ご参加下さ
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を全員で歌い､次回201

期茂木寅理子さんのピアノ
伴奏で'故郷に続き､校歌

フィナーレは恒例の ｢み
んなで歌おう｣'今年も2 0

会長1 6期 前谷宗扶)

宏基(日清食品) さん協賛
のカップヌードル等詰合せ
セットをお土産に頂いて散
会しました｡(東京皐城会

ました｡そして､1 5期安藤

京皐城会の新たな出発を企
画推進してい‑ことを確認
し盛況のうちに閉会となり

2年1 1月3日(土)東京ガ
ーデンパレス (予定) で東

ての抱負を語り､恒例となっ

先生や山川校長も画題になっ
ておられました｡

んの似顔絵ライブでは松村

ている2 8期さそうあきらさ

木星屑)を受賞した5 5期斉
藤美幸さんが授賞式に向け

前田)菊子)

..偏†コ

(詳細は東京草城会のHPをご覧下さい)

た｡母校から山川正信学校
長･上原昭三副校長､恩師
から松村直行先生･直原宏
明先生･林士朗先生･石田
晶大先生･田中龍三先生･
西岡(旧姓秋丸)美穂先生､
皐城会本部から松本淳一郎
会長､そして元東京皐城会
会長として2期坂井靖男初
代会長からH期藤木豊1 4代

60才以上世代ができること･

そして松村先生から'先
生が自ら｢我が人生の集大

ついてご紹介頂きました｡

初中期)﹄ のご本の出版に

もに報告がありました｡
松本皐城会会長のご挨拶'

いに盛り上がりました｡ま

東京皐城会の運営方法､か
ら各自が選んでテーマ別に
席替えLt各テーブルで真
剣に討議してリーダーから
その結果を発表するなど､
会場全体が一つになって大

会長まで8名の元会長はじ
め､多くの卒業生の方々に
遠方からも参加頂き'総勢

セッションで附中の昔に振

歴代会長が登壇したトーク

で新人賞(伊藤美裕⁚六本

た､昨年末のレコード大賞

山川学校長の乾杯のご発声

り返るインタビユIr

成｣とおっしゃる﹃童謡
唱歌でたどる音楽教科書
あゆみ (明治･大正･昭和

長から､30年間の総会出席
状況や今回の期別参加状況
などと共に､現状の課題も

草城会の未来として東西･

1‑ 1名で盛大に開催されまし
た｡49期月田夕香さんの総
合司会で1 6期前谷宗扶現会

紹介がありました｡また､

30周年記念事業の母校への

の

｢一度の人生､一

平成2 3年度

二部は素晴らしい女性お
二人をゲストスピーカーに
迎えた軽食とお茶の会です｡
1 1期から津田塾大学学長の

のあと､｢女性がいっそう

飯野正子さん､当時の担任
の藤原喜代子先生から紹介

(小山)紫緒先生からのご
紹介で登壇｡化学生命工学
という最先端の研究領域で
高い成果を上げて､名だた

ホテルゲランビア大阪

皐城会総会のご報告
第二部のアフタヌーン･パー

平成2 3年4月1 0日 (日) 午後2時〜4時30分

女性が主役の皐城会パー
ティ､昨年はホテルゲラン
ヴィア大阪で賑やかに華や
ティへ｡

信校長の来賓挨拶のあと'
無事に議案審議を終えて､

かに開催できました｡

一昨年は新しい試みとし
て､担当幹事をo期の幹事
と決めて'会場もこれまで
の池田市の会場から､初め
て‑‑ガロイヤルホテルに

会場を変更し､平成2 2年度
の総会は大好評を博しまし

性のエンパワーメントにつ

輝‑ために｣と題して､女

いて'物静かな語り口の中

平成23年度もこの新しい

た｡

試みを継承して､担当幹事

遥しく力強いスピーチが､

に､ご自身の経験を交えて､

は‑の期として､会場をホ
テルダランビア大阪に変更｡

そして会費の縮減を意図し
て､これまでの宴会型の飲
食中心から'午後のティー
パーティにして'女性が主

役という初めての趣向の皐

当日の司会進行はt

NH

KFMのキャスク‑を務め

川部重臣)

ている49期の青柳万美さん
で'壇とした言葉が大きな
会場を見事にコントロール

(報告日期

していました｡

1,074

3,87 1

定刻の午後2時からの一

6, 1 95

その他の収入

前期繰越収支差額
支出の部

城会となりました｡

785

465

部の総会では､2期の松本
淳一郎会長の挨拶､山川正

至平成23年12月31日)

た｡

(自平成23年1月1日

る賞をい‑つも受賞されて
います｡会場内を移動しな
がら若い後輩たちの心を鷲
づかみにするような迫力満
点の講演に､圧倒されまし

収支決算報告書の要旨

賑やかな会場を静寂に包ん
で､若い後輩たちを励まし

負債

=･ST3･e･?A‑ク山中?A‑〃d･3､2･57･岬d･岬･?･昔･5･

もう1人
(平成23年12月31日)

ました｡

のゲストは

貸借対照表の要旨

ンジョイされてます｡

どんな話が飛び出してく
るか楽しみです｡重苦しい

31期の野崎
京子さん､

次期繰越収支差額

ムードが漂う昨今の世の中､

学院教授｡

東京大学大

新入会員記念品葺

いつも前向きに楽しみなが
ら生きる彼女の生きざまが､
でしょう｡

皆さんを元気にしてくれる

金

めいっぱい楽しま
場し､芸能界で一世風廓の
人気を獲得しました｡その

昨年に引き続き今年も女
性ゲストを迎えます｡元気

後はマスコ‑､政治､経済
画'陶芸､ゴルフ､ボラン

附中時代の
郷土研究部
地理民俗班
顧問の石田

莞

2年に1回のペースでIJ‑ガロイヤルホテルのギャラリーで個展を開く(主に水彩画)

の世界で活躍する傍ら､絵

演に全員集合〃⁚

特定資産 免ﾂﾃ3SB

わ･とち･51きっ･ゝ言･ゝ冨･ゝ言･きっ･515っ･ゝ言且っ･57･巳っ･ゝ冨･ゝ言･5･?･5･?･e･つ･5･つ･ゝ盲.さTG･5 75･Ta･eL G ･もち色盲･ゝ75･つ･5･ TG ･5>?･きっ･5> TG ･5･盲･ゝ

老若男女を明るくさせて
‑れる末広真樹子さんの講

6, 1 95

収入の部

所属団体:日本ペンクラブ､日本美術家連盟､大阪商工会議所

ティア活動と､これでもか
という位マルチに生活をエ

"ﾃS唐

正味財産

c
途ﾃ
基本財産

費

雑

費

議

会

助

補

出

支

報

会

葺

会

総

金

入

収

会

総

会

入
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合計

額(千円)

目

科

"ﾃS唐

.合計

づS#2
固定資産

sR
釘ﾃ
流動資産

x冷
ｧ｢
科目 仞

1986年 ｢天むす･すえひろ｣を創業 現在26年目を迎える
1995年 参議院議員6年間務める
2010年 ボランティア事業｢キリンさんのおうち｣を設立 母と子の支援を行う

いっぱい中学1 2期の末広真
樹子さんです｡

性で'マスコ‑の世界に登

皐城会第63期決算報告

精華小学校､大阪学芸大学附属池田中学･高校卒業､同志社大学英文料
在学中にDJオーディション合格､日曜電リクのレギュラーを務める
NHK大阪放送劇団にて､俳優の基礎訓練後､研究生となる
1970年 大阪万博でTVレポーターの草分けとしてデビュー｡半年間､毎日万博会場
のレポートをテレビで生放送する
モーニングショーのTV司会､女優､エッセイスト､画家､陶芸などマルチに活躍､
二科展に十年連続入選
大学在学中から持ち前の
明るさと女性ならではの感

? ･む言･㌢芸･ゝ盲･BTa･5‑3･旦っ･ゝ芸･ゝ言･51旦っ･む盲･巳っ･㌢芸･ゝ
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在職

古屋敷

侃先生

昭和37年4月‑

教科指導だけでなく､楽し

かったクラブ指導でも'食ら

いつ‑ような生徒たちの若々
しいあの顔､その顔が生き生

◆バックネット
の改修工事が始まります｡

昭和57年3月

きと浮かびます｡
二十年間の附中勤務を終え'

遠い附中

突'工場の外見をもつ体育館‑

数年前に黒いやわらかい
土が入り本格的な野球練習
ができるようになったグラ
ンドですが､このたび念願

ソフトボール部が初めて
豊能大会で準優勝し府の大
会に出場したり､野球部･
サッカー部･陸上部･バレ
‑部‑‑全ての部が勝ち進

目立ちます｡

んでいたりします｡中には､

である｡ということを如実に
物語っていました｡

◆今年は､クラブの活躍が

この数年'退職･転勤等
のバックネットの改修が決

と'添え書

のいくつかに｢附中も遠く
なりました｡｣

きをするほどに､私にとっ
て､附属池田中学校は遠い
思い出の中にあります｡し
かし､﹃忘れるにまかせる
ということが'結局最も美
し‑思い出すということな

のだ｡﹄ という川端康成の
初期の作品の中にある言葉
を'附属中学に絡めて実感

もに'校内に商っていました｡

ト面でも､附属特有のユニー
クな教育活動に対して､﹃い
かに鋭心起さざるべき﹄と､
切瑳琢磨する風潮が'師弟と

も多‑行われ'コブシ､ケヤ
キ､サクラなどは'今も亭々
と育っています｡
ハード面だけでなく'ソフ

この時期には'記念樹植栽

の姿になりました｡

ハード面は､私の在任中､昭
和四十年代から､五十年代前
半にかけて､体育館やプール
などが整備されて､ほぼ現在

築されました｡これを機に'

現在の本館が'私が赴任し
て四年目に'旧管理棟跡に新

そこが'かつて軍需工場の跡

で教員がかなり入れ替わり､
まりました｡今回はバック

副校長)

す｡

の頃でもありま

私が'公立
中学高から､

附属中学校へ

た｡特に'四学級になるまで

私が赴任した当初は'三年
生が二学級で'全校八学級の
小規模校でした｡現在のよう
に各学年四学級編成が完成し
たのは､昭和四十五年度でし

一

ま

す

｡

pTAなどで､

｣

⁝

H

で し た 二

｢地球の素晴らしさ表現｣

き
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一

H

⁝ぉ詫びして訂正させていただH

⁝

‖

:皐城会会報1 0号の訂正
:
‖8面の新宮氏の記事の産経新⁝
首紙面では､見出しが ⁝

｢

出は'あれも'これも'美し
いものばかりが'とめどなく
去来します｡

四十五年の国･公･私立の
教職経験の中で'附中の思い

附中の教え子たちに随分と授
けられました｡紙面を通して
お礼を言います｡

した｡この間t

課長や学校長で十年間苦労し
た後､故佐治敬三氏のご招請
を受けて'雲雀ケ丘学園中校
長に着任し､九年間を勤めま

池田市に転任したのは､昭和
五十七年の春です｡行政の部

(睡上部)ような選手もいる

全国大会出場をねらえる
ネットだけでな‑､周囲の

均年齢が37歳と3附属中の
とか｡

防球ネットも高いものに
つけ換わるようです｡ボー

ルが近‑の畑や草むらに

飛び近隣にご迷惑をおか
けすることも少し少なく
なるのではと思っていま
す.それに､ボール探し

上原昭三

がるのではないでしょう

を命じられて苦労してい
た下級生ももっと練習に
集中でき'チーム力が上

(記

か｡

今年も､発送した年賀状

若い先生が増えました｡平
中でダントツに若‑なって
います｡

本校の歴史を
知る人が少な‑
なるのは寂しい
ですが'その分
｢熱い思い｣ で

ちます｡そのせ

生徒たちに関る
先生の姿が目立
いでしょうか､

す｡

今年はクラブの
活躍が目立ちま

山芋8..,筆頴,.

のホームページに載せられて
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書です｡祝賀会のご挨拶の
中で松村先生がおっしゃっ

います｡下記参照)

した｡(その時の様子は大学

ていらしたように､平成1 6

着任したのは､

昭和三十七年
四月｡そこに

は'中庭に聾
える巨大な煙

稲村早希子氏(34期)､住亜希子氏(37期)

そのこともあって'今回

の祝賀会では司会をさせて
いただくと共に､演奏のメ
ンバーにも加えていただき

書は三冊ということで､

一

一

｣..‑=‑..‑..‑‥.‑‥‑‥‑

の国語科は､全学年､全学級
を担当し'しかも教科

ざるを得なかったのが､

週二十四時間の指導教
材の事前研究に没頭せ

垂芸芸ヲ芸霊L:Ef詰ま芸誌印刷所

ました｡200名を越える

様々な所属の方々が参加さ
れ､松村先生を囲んで一つ
の世界になったことは､一

られました｡それでも'

ひどく印象に残ってい
ます｡これで随分鍛え

して接することができ

全校の生徒に授業を通

た'この時期は､とて
も充実していました｡

石田晶大先生､山内啓子先生(旧教官)
会報委員
小林 修(20期)､美濃部五三男(30期)
制作協力者 上原昭三副校長
永田浩章氏(30期)､畑中幸子氏(30期)､

今年の1月8日に､大

任の先生で､私を音楽の
世界に導いて下さった先

人柄があってのことだと'

重に松村先生とご家族のお

田中龍三)

アドバイザー

阪梅田の新阪急ホテル
｢紫の間｣ で'本校旧教
官で校長も勤められた松
村直行先生の出版記念祝

年の1 0月に､大阪教育大学
附属図書館主催で行われた
｢第9回昔の教科書展〜音
楽の巻1‑教育法規に基づ
いた教科書の変遷I｣ で記
念講演のために準備された'
長年にわたる先生のご研究
の成果および資料が基になっ
ています｡その年はちょう
ど私が附属池田中学校教諭

司会をさせていただきなが
ら感じた次第です｡
(1 9期生､附属池田中学校
元教諭'大阪教育大学教授､
校校長

大阪教育大学附属平野中学

成)

賀会が開かれました｡松
村先生は私が昭和39年に
附属池田中学校に1 9期生
として入学したときの担

今回出版されたm里謡･

生でもいらっしゃいます｡

から､大阪教育大学音楽教
育講座の助教授として配置
転換となった年で､私も記
念講演の中で昔の教科書に
記載された曲を演奏するメ
ンバーに加えていただきま

作

報

(会

｢

Y
<http://www.bur.osaka‑kyoiku.ac.jp/kikaku/

い†ックネット

唱歌でたどる音楽教科書
の歩み﹄は､音楽教育の
分野においては学術的な
価値が高く'また､音楽
を愛好する人にとっても
大変興味深‑読めるご著
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