をくぐり︑

新緑まぶし
い棒坂を︑大きな不安を抱き
きの桜と明るくフレンドリー

ながら登り︑校舎前の八分咲

のが︑ついこの前のように田心

な教職員に迎えられて︑校長
としての第一歩を踏み入れた

（参加嚢、賛助金は、同封の振り込み用紙で、郵便局から
3月10日までにお振り込みください。）
＊事前のお振り込みがなくても、直接会場に飛び入りも大歓迎です。
に改めて重責を認識しました︒

初年度は中学と高校の入学式︑

始業式が同
スーツで出

じ日にあれへ

勤した後︑
礼服︑スーツ︑礼服︑スーツ
と一躍売れっ子のタレントに

皐城会会長 松本 淳一郎
同窓生の皆様には︑お元気
でご活躍のこととお慶び申し

上げます︒本年度の会報と4
月7日︵日︶ に開催予定の総

絆を深め

しかし︑現実は︑経済的
爛熟や少子化展望から生じ
る弱気な空気が強く︑日本
の良さを見失いがちになっ
ているのが懸念されます︒
これら日本人の長所を保
持し︑強化する礎は︑中学
校など幼少期の教育に負う
ところが大きく︑その意味

．鴇⁝満開

住亜希子氏（37期）、中野理絵氏（48期）

会のご案内をお届けいたしま

する大学の附属機関であり︑

我々の附中は︑教育大学
という教育のあり方を追求

先端の教育を直接的に享受

永田浩華氏（30期）、稲村早希子氏（34期）

昨今︑世界の中での日本人
の強みは何かという議論が盛
んに行なわれている中で︑高
い教育水準からもたらされる
国民の知識水準の高さ︑言い
換えれば良
識ある人間
の層が厚い
ことや︑本
源的な民族の資質︑完壁を追
求する向上心︑忍耐と努力︑
寛容の精神等日本人の精神的
資質が挙げられています︒

できる学校であり︑益々重
要な立場にあると言えます︒

L．−．．−．．．−．．−…−．．●．．−．．−．．−．．．−．．＿

この学校の同窓生である
我々も︑益々その絆を強く
して︑各々が社会の中で活
動し︑また母校を支えてい

山内啓子先生（旧教官）、辻本堅二副校長
栗田佳子氏（30期）、坪村健司氏（30期）

きたいと念じております︒
今後共︑皐城会をご支援
いただきますようお願い申
し上げます︒

小林 修（20期）、美濃部五三男（30期）

新米校長として一息つく間

儀に文科省

が︑お陰で平成23年正月の宮
中歌会始の

の判らないまま過ごしました

委ねたいと思います︒四年間︑

た︒その間︑本会の総会や東
京支部の総会に毎年ご招待頂
き︑その度に皆さまの眼差し
の中に﹁校長しっかり頼みま
すよー﹂との激を感じていま
した︒果たして皆さまのよう
に社会に役立ち︑充実した人
生を歩むための人間力づくり
ができたかは︑後世の評価に

もなく︑近畿附属学校連盟の
副会長︑そして翌年には同会
長と全国附属学校連盟の副理
事長を務めることになり︑訳

の推薦によ
り陪聴者と
して招待されたことは光栄の
この間︑生徒はじめ︑PT

︒
た

本当にありがとうございまし

至りでありました︒

よろしくお倣い申し上げます︒

今後とも後輩へのご支援を
えられて最終年度を迎えまし

A活動に熱心に協力して下さ
る保護者の方々︑教職員に支

i制産品力妄

新入会員1000円
大・高校生2000円

高校の校舎主任でもあること

司 会：小林祥子さん（43期）TBSディレクター

でもなったかのように分刻み
で慌しく着替えたことも今と
なれば懐かしく思い出されま

石田晶大先生（旧教官・皐城会顧問）

時：平成25年4月7日（日）午後12時〜15時

場：ウェスティンホテル大阪

い出されます︒そして︑ホッ
とする間もなく高校へ赴き︑

会次第：第1部 皐城会 総会
第2部 懇親会パーティー（着席ビュッフェ）
ゲスト：栢本淑子さん（13期）オペラ歌手
：林家竹丸さん（前田仁33期）落語家
︒
す

l会空車早

4F花梨の間

日

会

平成21年

＜平成25年度 皐城会総会のご案内＞

4月に正門

懐かしい恩師の先生方も 、たくさん出席されます。
教職員へ着任の挨拶をして︑

■1

■−

I
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参加費：一般6000円
賛助金：一口1000円

松本淳一郎（2期）
題

字

学
大
育
教
阪

千代（2期）

発行者

大阪府≠也田市緑丘1−5−1

阜由粗

〒563−0026

同窓会報

TEL O6−6440−1111
大阪市北区大淀中1−1−2

附属池田中学校皐城会

大

く専＞
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城
皐
（1）2013年（平成25年）3月1日（金）

＊3の期の会（3、13、23、33、43、53、63期）が、担当します。

2013年（平成25年）3月1日（金）

皐

城

第12号

（2）

「免聾⑳瀧論毎会砂金卦♂三二VOl．11
学校とPTAと皐城会のコラボレーションによる本企画も11回目を迎え、現役の附中生たちも心待ち
にしてくれるようになるほど、おなじみのものとなりつつあります。今年度も、そんな子どもたちの思
いに応えて、16名の卒業生に講師として、ご登壇頂きました。ご協力いただいたPTAや教職員、皐城
会理事の皆様ともども、御礼申し上げます。本当にありがとうございました。そして、今回は初めて同
じ卒業生が、その授業を参観するという試みも行われました。その報告も併せてご紹介させて頂きます。

福島
教偉先生

皇ケ丘厚生年金病院

ドクターズ・ファイルズ；その真実と錯覚

医師

はばたき踪合法律事務所・弁護士、

落語家・林家竹丸

人と動物の絆〜犬のことば〜

〜ここでしか聞けない医者の話〜

あなたが弁護人だったらどうしますか？

〜ロースクールの授業を受けてみよう〜

落語家という職業 〜無形の商品を売るビジネス〜

音楽教室＆プロダクション経営

「ノリがいいね！」っていわれよう

参議院議員／医師（日本内科学会認定内科医）

子

43

TBSテレビ

医療現場から国会へ

「情報の魅力・人に伝えるとほどういうことか？」

（東京放送ホールディングス）ディレクター

〜テレビの「裏側」を知って、君もニュースの編集長に！〜

アナウンサー （フリーランス／昭和プロダクション所属）

首都大学東京・大学院社会科学研究科法学政拾学 専攻准教授（商法専攻）

51

4

人

明先生

森

49

野原

16

49

1

尾 崎 悠 −

楽

乗

今年も3期から刑期まで︑

15

安

万

になって頂きました︒扱う

青

幅広い世代の卒業生に講師

14

小動物臨床・動物病院院長

ジャズドラマー

42

祥

から︑エンターテインメン

柳

林

テーマも︑医療界︑法曹界

小

聡

ト系まで実にさまざま︒社

村

35

を実感できるひとときでも

梅

憲

33

会に出た卒業生の皆様の活
躍が多岐に渡っていること

12

13

田

日本の社会を動かす看護のカ ー1000人以上の看護スタッフの力を活かすリーダーシップー

京都大学法科大学院・特別教授

仁

であるという話に驚きました︒

前

田

放射線被ばくと健康・命・人権 〜ヒロシマ・ナガサキ、チェルノブイリ、そしてフクシマ〜

整形外科（運動器再建外科）部長
31

人工臓器には︑まだ様々な問題
があって︑最終的には移植が理想

11

ニ

学力とは︑勉強のみで身

前

弘

30

につくものではなく︑周囲

藤

長

重症又は末期的臓器不全ってなあに？

あります︒

10

印

尚

〜メッセージを読み取る〜

の人の経験や常識なども大

9

瀬

わかりました︒

中

獣医師

切なのだということがよく

8

30

最も良く現役でできるスポーツ・‥それは剣道。

一人工臓器、再生医療、そして臓器移植について−

聖隷浜松病院 副院長兼総看護部長

五三男

そんな先輩たちの貴重な
体験を︑ほんのわずかな時
間とはいえ︑身近なものに
してくれる本企画は︑現役

美濃部

身につけたい学力って何？

発達障害の豊かな世界

大阪大学重症臓器不全治療学寄附講座教授

兵庫医科大学非常勤講師（遺伝学）・内科医師

30

信雄先生

7

岐阜県精神保健福祉センター所長

心臓血管外科医

27

大芝

勝 原 裕美子

24

授業テーマ

そして70歳代の剣道8段が一番強い

岐阜県知的障害者更生相談所長

偉

2

6

24

の附中生たちもいつも大変

振 津 かつみ

也

ましょう︒テーマに関して

5

（株）トーセン・三栄鋼材（株）・三伸工業（株）顧問

剣道8段

楽しみにしています︒
ここで各講師の皆様の行
われた授業風景を生徒の簡
単な感想を添えてご紹介し

故

剣道の理念は﹁剣の理法

嵐

講師肩書き等

文化学園大学名誉教授、同杉並中・高校名誉校長 教育ジャーナリスト

13

伸

である﹂という言葉が︑一

羽

3

期

の修練による人間形成の道

明

番印象に残りました︒

大 芝 信 雄

福

先生

2

4

伸也

野 原

丹

丹羽

講師（敬称噸）

1

3

2

ことが大切だとわかりまし

多様性の重要さと︑それ
を得るには失敗を経験する

た︒この授業で降がいのあ
る人との心の壁が取り払わ
れた気がします︒
番○

は︑写真の番号と頁下の表
の講座番号と照合のうえ︑

ご確認ください︒

先輩の話に聞き入る後輩︒
今回は65〜67期が授業を受
けました︒
溝

共同通信社・大阪支社

運動部記者

話してけ伝える

大学の法学部で学ぶということ

■好さけを仕事にする 〜スポーツ吉己者の仕事から〜

体験型の授業もいくつかあり、
これも生徒たちには、とても圭
重な体験となりました。

5

振津かつみ先生
8

中瀬

印藤

尚長先生

弘二

先生

医者の一日が診てもらう
側の私たちには想像できな
いような内容で︑まさに
﹁ここでしか聞けない話﹂︑
驚くことばかりでした︒
9

国選弁護では︑どんな凶
悪犯でも無実を叫ぶのなら
ば︑全力で被告人を守る姿
勢を貫くことが正義なのだ
と︑理解できました︒

10前田仁︵林家竹丸︶先生

11

前田

恵先生

ポイントとして挙げられ
た7つの ﹁ながら力﹂ の中

で︑﹁気合いを入れながら

梅村

聡先生

脱力する﹂ということが︑
一番心に響きました︒

12

﹁才能や能力は自分一人の
ものではない﹂ の言葉を聞
き︑今︑自分の学びたいこ
とを︑いい環境で学べてい
る事に感謝し︑それで得た

能力を社会のために使って

小林

祥子先生

いきたいと思いました︒

13

みんなで話し合い︑一番
多くの人に伝えたい事を選
ぶ︑ニュース選択の体験が
すごく楽しかったです︒

14

青柳

尾崎

万美先生

悠一先生

経験になりました︒

ラジオのように声だけで
物事を伝えることの難しさ
を改めて実感でき︑貴重な

15

森安

楽人先生

法律のことをひたすら勉
強すると思い込んでいた法
学部の全体像を知ることが
できました︒大学受験の際
は︑法学部を意識したいと
思いました︒

16

将来の仕事を考えるとき

あなたの体験を後輩た

て

れ

く

ま

終えた後は常に﹁附中には︑
こんなすごい先輩がいたん

えることとなりました︒本
企画を行うと︑いつも子ど
もたちの目が輝き︑授業を

同期の誰かを講師に推し︑

ません︒左の記事のように

えて頂けないでしょうかつ

います︒

だ︑自慢したくなった﹂

う！﹂も︑今回で11回を数

﹁附中って︑本当にいい学

た ﹁先輩の授業を受けよ

つ欲

路を考える良い機会とな

唇

し

た

そこで皐城会会員の皆
まにお敵いです︒皆

卒業生︑OB教職員︑P
TAのみなさまの温かいご
協力のおかげで実現しまし

ち
に

恩て

その授業を参観して︑
まま同期の集まりへと
するという流れがあっ
いいと思います︒

校なんだ︒将来︑自分も戻っ
て 〝先輩の授業〟をやって︑

後輩にそれを伝えたい﹂と
いった声が返ってきます︒
附中生の誇りと自信を芽生
えさせ︑普段の学習を見つ

′ ． ＝ ■ ： − ＝ ■ ： ■ ＝ ■ ： − ． i

岬折かいて﹁削かが酎酎現計

授業参観で
同期会

9月15日︵土︶母校

う﹂というイベントがあり︑

にて﹁先輩の授業を受けよ

同期の野原明君が︑はるば
る東京からはせ参じ﹁身に
つけたい学力って何？﹂と
いうテーマで授業を担当す
るのを知り︑卒業時3年B
組のメンバーを中心に声を

かけ12人が﹁野原教室﹂ の
授業を参観しました︒
は︑﹁好きな事﹂ と ﹁得意

杉本三郎︶

な事﹂の2つを組み合わせ

︵記

使用した教室が3年B組
であったのも嬉しい偶然で
した︒

るといいという話が︑とて
も参考になりました︒

︵2︑3面記 永田浩章︶

た冒蒜冨芸芸…乞冒、警買琵琶芸器還品蒜忘iフ0巻き雪 盲無芸JE畏鮒恵真書 学問隻挙 l

まだまだ講師未体験の轟
業生のほうが断然多いは虻
です︒皆さまからの応募︑
心待ちにしております︒

自薦他薦どちらでも構⁚

貴重な体験を後輩たちに仁

さ

今まであまりよくわかっ

ていなかった放射線の恐ろ
しさと︑人間の思いやりを

勝原裕美子先生

少し知ることができました︒

6

て行えるものだと︑少しわ

看護とは目で観察し︑患
者さんに合う薬や対応をき
ちんとわかった上で︑初め

美濃部五三男先生

かったような気がしました︒

7

動物の殺処分について︑
修行中の弟子の面倒は︑

ました︒

家︒伝統とともに︑人間と
しての温かさをすごく感じ

すべて師匠が見るという噺

が︑一番印象に残りました︒

まだ元気な命も他のたくさ
んの命のために殺さなけれ
ばならないというのは︑聞
いていて心が痛かったです

せ
ん

誓壷
あ曇

同期の野原さんが講師で授業を行うというので、集まっ！

ノ

・

し

生の集まるよい機会にもなっていくことでしょう！

見

以い
上と

ご∵工；●．ノ
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ぎ﹁喜寿﹂を数年過ぎて居
ります︒12期生︑22期生の

圏20
のニ同窓会
恒年
例来
ミ
13期ではもうかれこ

10日土曜日︑快

れ20年来の恒例行事となっ
たミニ同窓会︒ 昨年も11月

の映える仁川テ

晴の青空に紅葉

ーあり︑珍プレーあり︑怪

第23回附属池田

大切に永続されて来

小中高忘年会

ニスを堪能しました︒夕刻
にはさらに数名が加わって︑

た31期生忘年会は︑平成24
年の薯も︑20人程が心斎橋

我はなしの愉快・爽快なテ

を過ごしまし
今年もおそ

芦屋駅ビルで中華の丸テー
ブルを囲み賑やかなひと時
︒
た
らく11月に開

ました事を御礼申し上げま
ニスクラブに︑

︵日︶ に阪急豊中駅前のホ
テルアイボリーにて︑20期

事﹂の労を取っ

克服し更にその上︑音楽活
動で活躍する明石さんを始
め︑皆が皆︑それぞれの身
の丈で人々の害を除いては︑

世の潤益を執り行っている

し
い
︒

次第を見知ると心底から嬉

不惑から天命を知る歳へ
と移ろうこの頃︑あの先生

も見たいと︑

に会いたい︑あの旧友の顔

感慨も一段上

お決まりの12

がる︒今年も

月30日にある

しいカレンダー

はずの忘年会
は︑年初の新

にもう予定が

に深く感謝し

第23回のこ

期会でした！︵記広田裏

ものがありました︒集まっ
たメンバーは全員職業が違っ
て︑弁護士︑医者をはじめ︑
釣りの世界で有名な小川健
太郎くんや建築家︑そして
音楽家など︑多彩な顔ぶれ
で︑附属の個性を感じる同

附高の合同同期会みたいな

同期の永田大介くん
の結婚式後に︑附小︑附中︑

多彩な顔ぶれで
盛りあがる

て破顔一笑し
たくて︒︵記
上島一郎︶

てあなたに会っ

の度は︑古屋
敷侃先生のご

馳せ参じた︒
聴覚の不利を

振りのお礼も
申し上げたく

臨席に︑34年

記されている
のである︒あ
の先生︑そし

ている︒

それに皆勤で
応える東君を
始め︑同窓の
友達のご厚誼

さんのご尺員ペ

に集まって開催された︒例
年ご多忙の中お越し下さる
石田晶大先生の温かいお心
と︑永年お世話下さる幹事
の荒堀君や森

催のはず︒参
加希望者は事

バーが集合︒今
回は例年に比べ
やや少人数で休

てくれている
岸洋子さんま
たは牛島義行
君にご連絡く
ださい︒

む暇なく出番の

実上﹁万年幹

5名の元気シル

皆様には大変御世話になり

︵カリホル

︒
す
総会終了後ホテルの別室
で﹁さつき会﹂を開催しま
した︒アメリカ

ニア︶から川島恭子さんが
東京から8名︑合計24名が
参集してくれました︒佐々

当たり戦でした
が︑それでも約

︵記野村誠︶

還暦同窓会

まわってくる厳
しいダブルス総

5時間︑名プレ

乗船したり︑レストラン

決して順番を間違えて逝く
ような非礼があってほなら
ないとの訓話の後︑近況を
交わし合い大いに盛り上がっ
た︒その勢いでほとんどが
2次会へと移り︑4時間も
カラオケで声を滴らした︒

木均君の ﹁チェロの演奏﹂
に始まり楽しい歓談が続き
ました︒翌日は日頃出掛け
る事の少ない ﹁近江八幡﹂
を選び︑レトロな町並を散
策したり﹁水郷めぐり﹂に

A組︵＋準A組︶ の還暦同

一部はさらに3次会も行い︑

平成25年1月13日

窓会が藤原先生ならびに20

︵20期A組＋︶

﹁浜ぐら﹂ で近江肉を食し
たり︑老人向きの楽しい一
日を過ごしました︒
来年は4月に山梨方面に
出向く予定です︒
︵記 祖多克巳︶

名の同期生が集まって開催
された︒藤原先生の﹁小諸
なる古城のほとり﹂の唄と︑

︵記 小林 修︶

次回同窓会の相談をしたと
いう︵憶えていない︶︒さ
すがに飲み過ぎで不届きの
輩も現れ︑皆を巻き込んで
﹁あのCFカードは何処？﹂
事件が後日発生︑参加者の
記憶に長く留まるだろう意
義深い会となった︒

という手探り状態で始まり
ましたが︑食事とお酒の力
を借りて︑ドンドン盛り上
がり︑3時間があっという
間でした︒お元気な先生方
にも会えて︑少し緊張しな

﹁また〝み鬼な rに会いたい′二
了／づあと2． 年で卒業50周年〜
4月22日の皐城会総会の
後︑松村先生︑古屋敷先生
にも参加して頂いて︑ウェ
スティンホテルの隣︑梅田

に誘われ︑歌あり踊りあり
の賑やかな宴会となりまし
た︒男性12名︑女性13名が

スカイビル39階の中華レス
トラン ﹁燦宮﹂ にて︑16年

集いました︒︵記杉本三郎︶

にて︑名カンジの進行司会

川下りを満喫しました︒
夜はホテル ﹁らんざん﹂

コ亀山﹂ へ行き︑観光船に
乗り︑新緑︑深緑に囲まれ
て嵐山までの2時間の保津

トロッコ列車で﹁トロッ

し﹁嵯峨嵐山﹂ に移動︒

京都駅山陰線ホームに集合

5月21日︵月︶ JR

保津川下りも

新緑の嵯峨野で

附中を卒業して60数年を過

言う事で我等﹁2期生﹂も
力が入って居りましたが︑

﹁2の期の会﹂が世話役と

今年の皐城会総会は

喜寿過ぎても
深まる絆

り活動報告

城

集いました︒︵記杉本三郎︶

杯を重ねる
ごとに饅舌に
平成24年4月22日

68年の夫々の波乱万丈の人

生が年輪の
様に顔と体

念写真を撮

んで再会を期して全員で記
りお開きと

に刻まれて︑

後日談で

なりました︒

ペを行い︑
その日の夜

︵記

結束を固め

ゴルフコン

りました︒

を忘れて2
時間たっぷ
り盛り上が

木村栄次︶

ました⁝︒

も集まって

名残を惜し

︒
た

影と重なり

いものでし

幼い時の面

杯を重ね
るごとに饅

すが11月14

舌になり︑

に同期会を
開催し︑小
学校︑高校
だけの仲間

日に同期の

名も集まる事が出来ました︒

︵日︶皐城会総会の後︑12
期の総会出席者全員がウェ
スティンホテル大阪の花梨
の間から部屋を移して同期
会を開催しました︒
今回の総会は2の期の会
がお手伝いした事もあり︑
同期が誘い合わせて総勢19

時の経つの

笑いに包ま
れて興味深

卒業以来50年余になります
が︑過去に2回同期会を開

自己紹介を兼ねて近況報

催し今回で3回目になりま

︒
す
告でスタートしました︒67︑

制にバト

づき︑前年の当会30周年記

前谷会長︵16期︶から年
間活動状況および会計につ

でたどる音楽教科書の歩み﹄
︵和泉書院︑平成23年11月
発行︶を敷術した︻日本の
音楽教育の歴史を振り返る
︼と題す
る講演を
頂きまし
た︒先生

計38名の参加のもと︑文京

間でした︒お元気な先生方

った前谷氏

とともに︑

新体制の幹
事一同︑会

がら︑どうぞよろしくお頼

の新たな発
展に向けて
尽力してい
きたいと存じます︒皆様の
ご支援︑ご協力を︑末筆な

︵記 菅原 栄︶

い申し上げます︒

︵記

福村亮介︶

35年も会っていない友とも︑

︵記 楠瀬博子︶

ての同窓会︒楽しみです︒

した︒次回は皆が50歳となっ

あっという間に昔に戻って︑
懐かしい話に花が咲きまし
た︒名簿や卒業アルバムを
見ながら︑わいわいがやが
や︑話がつきないひと時で

期生は数名の参加と寂しかっ

次会︑バーでの3次会へは︑
附小66期生︑附高23期生を
含め︑20〜30名が集合しま

また︑とてもとても嬉し

した︒

田中先生が総会に引き続き︑

かったことに樋口先生︑山
内先生︑篠原︵松田︶先生︑

2次会︑3次会へと参加く
ださいました︒卒業以来︑

卒後20年ぶりに

我々45期生全体が集
う会は︑これ
まで開催して
おらず︑この
たび卒後20年
の眠りから覚

12月30日に懐かしい池田の

地︑石橋の音羽茶屋にて無

めて遠方在住

執り行いまし
た︒海外も含

を約束して楽し

また不明者を探
し︑再会する事

いの近況を報告

事旧友と再会し
ました︒思いの
ほか20年前の面
影を残す旧友達
と︑お酒を酌み
交わしながら互

の同朋も多く︑

灰本先生︑杉

まりましたが︑

︵記 寺田晴子︶

しあいました︒

は約30人に留

今回の出席者

く解散となりま
した︒

めて同期会を

山先生のお二人の恩師にも
ご出席いただき︑平成24年

たのですが︑居酒屋での2

城会総会の後︑2次会︑3
次会と︑30期生同窓会を開
催しました︒総会には︑同

平成24年4月22日皐

卒業アルバムも
持参して

した︒

にも会えて︑少し緊張しな

スカイビル39階の中華レス
トラン ﹁燦宮﹂ にて︑16年

て︑﹁ひょっとして∩×︺琴﹂

ぶりの同窓会を開催しまし
た︒総勢31名の中には卒業
以来初めての参加の方もい

がらも附中時代の思い出に
浸ることができました︒あ
と2年で卒業50周年を迎え
る我々ですが︑﹁またみん
なに会いたい﹂という思い
が一層強くなった同窓会で

漫画家︑さそうあきら氏
︵28期︶ の似顔絵コーナー
がいつもながらの人気を博
しておりました︒毎回の同

氏のご協力
に感謝いた
します︒

の音楽教
育にかけ

めてくださ

3年間に
わたり︑会

念行事のひとつとして︑多
くの方々のご協力のもと実
現した母校での記念植樹の

話に加え︑

る情熱の
溢れるお

平成24年日月3日︵土︶︑
第31回東京皐城会総会が︑
4期から謂期まで同窓生35
名︑および来賓3名︵山川
正信校長︑辻本聖二副校長︑
模様が報告されました︒新
たに当会をご担当いただく

り︑興味

長の任を務

辻本先生には︑平安しだれ

松村直行元校長の各先生︶
区湯島の東京ガーデンパレ
ス・ホテルにて開催されま

に感謝と敬
意を表する

いたします︒

周囲の努定までしていただ
いたとのこと︑改めて深謝

続いて︑幹事8名︵菅原

散会となりました︒また︑

の尽きな
い時間でした︒東京垂術大
学音楽学部講師︑茂木眞理
子氏︵20期︶ の伴奏で校歌
を斉唱︑名残を惜しみつつ︑

27＝代表︑今津27︑北川31︑

外︶ に前会長︑前谷監査役
を加えた新体制をご承認い
ただいたのち︑松村直行先

在阪︑米木41︑坂井32＝在

生から︑近著﹃童謡・唱歌

高瀬36︑日下部36︑末田36＝

明治時代
の貴重な
資料を手
に取る機
会まであ
桜の日当たりを確保すべく︑

「日本の音楽教育の歴史を振り返る」

した︒

松村直行先生
記念講演

皐
2013年（平成25年）3月1日（金）
（5）

附中の音楽祭のオペラで主役を演じまし
た。その後、オペラ歌手の道を歩み、現
在では日本を代表する声楽家として広く
世界に知られています。
＜プロフィール＞

応援よろしくお願いしま−す。
中学時代は卓球部、歴史研究部、天文部所属でした。

︶

栢本さんは、附中時代当時の音楽担当

6

の松村直行先生に、その才能を見出され、

司会担当の私は︑冒頭か
ら︑ハラハラドキドキの連

続でしたが︑ここにきて︑
途方にくれてしまいました︒

お願いし︑

スピーチを

そこで︑山川校長先生に

いに効果があり︑
会場の雰囲気は

その後の︑松

一変しました︒

村直行先生の著
作紹介と素晴ら
しいお話︑久し

せん！そして︑〝満腹″

に

思います︒申しわけありま

〝大物″

になって︑先

なった新卒業生たちが︑い
ずれ

輩たちに恩返しをしてくれ
ることを信じています︒
︵記22期 辻 康子︶

〜続き〜

＜年次活動報告＞

学生たちに
するよう

年12月30日に開

卒業以来︑毎

恒例の﹁年末同窓会﹂

﹁行儀良く
⁝﹂呼びか
けてもらっ

たのです︒
これは︑大

催される﹁年末同窓会﹂も
早いもので︑26回を数えま
した︒昨年度末は︑阪急池
田駅近くの﹁太郎兵衛寿司﹂
にて︑総勢62名もの参加を

得て︑3時間にわたり昔話・

︵記 塚本雅代︶
︵旧姓 野口︶

しております︒

再会を楽しみに

ごしましょう︒

会﹂は恒例行事
として継続して
いきたいと考え
ています︒同級
生のみなさん︑
次回もぜひ楽し
いひとときを過

生の﹁年末同窓

今後も︑36期

ります︒

大変感謝してお

て下さいました︒

辻本︶先生︑薮内先生にも
お越しいただき︑盛り上が
りに拍車をかけ

生︑田中先生︑灰本︵現︑

またお忙しい中︑石田先

がりました︒

近況報告にと大いに盛り上

」．．．．・．．．＿…−…−…−．．−

皐城会総会を
期︶が︑お酒落な
装いで登場〜パワ

水嶋山耀先生の拝竜

︵

し⁝又︑欠席の恩師も多く︑

る宴会場からの眺めも台無
フルトークを約30

装いも新たに

号

平成24年皐城会総会は︑

先生方の席には空席が目立
分展開︒

平成24年4月22日 ︵日︶ 12時〜15時 ウェスティンホテル大阪
4月22日︵日︶12時〜15時︑

ちました︒

講演終了と同時
に︑閉まっていた
扉が次々に開き︑

リ小さな体で、大きな笑いを！

1

ウェスティンホテル大阪・

15分遅れで始まった︑第
1部の定時総会では︑松本
会長の挨拶の後︑
新卒業生たち約80

皐城会総会題字を一新！

2

第

た︒この日は︑あいにくの

花梨の間にて開催されまし

議案審議が終わ

大阪の天満天神繁昌亭などを拠点に、主
に関西一円の寄席に出演しています。

悪天候で︑美しい庭が見え

り︑﹁2の期﹂
が担当する第2

＜プロフィール＞

部の講演・親睦

陣取り︑ビュッフェ台に直
行⁝ なんと︑食欲旺盛な

人が乱入︵？︶⁝
新卒業生は︑無料
なのですー⁝・彼ら
は︑追加されたテーブルに

常にモーツアルト、ヴェルディ、プッチーニ等のオペラの主
役を演じ、好評を得る。イタリア、パヴィーアのフラスキー二
歌劇場にて、「蝶々夫人」のタイトルロールを演じ、又、ブル
ガリアのソフィアにてオペラ・ガラコンサートに出演し、絶賛
される。
関西歌劇団副理事長、大阪音楽大学、千里金蘭大学講師。

若者たちに︑料理が食べ尽

脱サラして附中出身者初の落語家となり、

チタレントの末

（前田 仁）さん（33期）

会
へ
︒
第2部では︑
さまざまな分野
で活躍するマル

くされてしまいました︒そ
して︑ザワザワした会場⁝

振りに公の場に
出られた︑とい

う古屋敷侃先生
のお話︑そして︑

石田晶大先生の
ユーモアたっぷ

リの正岡である。この年になってくると、

りのお話⁝どれ

（記 正岡 哲）

らしいものでした︒

心おきなく喋れる同期がいるのは嬉しい。

も︑私たちの心を打つ素晴
最後は︑校歌斉唱〜指揮
は︑松村先生の教え子でも

人増え、今では5〜6名は必ず集まる。
メンバーは、大酒のみの日納、今でもア
ナウンサーをしている口から生まれた西
村聡、妻に先立たれ淋しい坪谷、おじい
ちゃん暮らしの鍬形、そして現役バリバ

新卒業生も多数駆け付け、恩師を囲んで
の幅広い年代参加の懇親会は大賑わいに

2013年は、13期生が皐城会総会の担当
であるので、13期生を集めようと同期の
幹事会を始めた。年に数回の予定であっ
たが、一回集まると「また、集まろうで
はないか。」ということになり、幹事だ
けでなく他の同期も集まってきて、一ケ
月に一度は集まって一献傾けている。最
初は3人だけだったのが、1人増え、2

恩師のお話は、胸を打つ
素晴らしいものでした

大阪音楽大学大学院歌劇専攻修。ドイツ、ケルン音大に留学。
帰国後毎年渡伊し、研鎖を積む。

お洒落な装いの
末広真樹子氏（12期）

ある︑田中龍三先生〜みご
とにラストを閉めて下さい
ました︒
当日︑多くの方が空腹の
ままお帰りになったことと

第2部は、22期辻
康子さんの司会進
行で和やかに

（12期小川範子さんの父君）

ソプラノ歌手 栢本 淑子さん（13期）

広真樹子氏︵12

林家竹丸
家
語
落

城
皐
2013年（平成25年）3月1日（金）

アフガニスタン︑ルワンダ

した臨床研究へ
再生医療の牽引者︒

世界初

iPS細胞を活用

長として︑平成24年6月︑

等︑世界の紛争地域の保健
医療政策の策定及び実施に
関与されました︒
現在︑大学でも︑世界に
通じる看護人材の育成と発
展途上国の医療従事者の受
け入れ︑能力開発に尽力さ
れておられます︒喜多さん
︵
2
9
期
︶

高橋政代さん

これ迄一貫して取り組んで
こられた︑国際貢献並びに
人道支援活動について︑紛
争地や開発途上国での先駆
的活動や人材育成について
の多大な功績が認められ︑
﹃男女共同参画社会づくり
功労者内閣総理大臣表彰﹄
の︑この様な活動並びに成
果は︑我々同窓生にとって

プロジェクトのプロジェク

夕1網膜再生医療研究開発

トリーダーとして再生医療
の臨床研究を行っています︒
平成25年度には世界初とな
る臨床研究として加齢黄斑
変性の治療を開始する計画
であり︑今まさに注目の的

です︒﹁15年前からの計画

が段々現実となってくるの
を見るのはとてもエキサイ
ティングでしたが︑実際の
臨床研究が近づいてくると

﹃世界で初めての治療﹄ は

ゴールではなく一般的な治
療にするための始まりであ

18日︵木︶ご逝去されました︒

葬儀はご親族のみで執り行わ
れました︒
謹んでご冥福をお祈り申し
上げます︒

﹃恩師便り﹄ の ﹁公立中学

して訂正させて頂きます︒

高﹂1﹁公立中学校﹂︒﹁雲
雀丘学園中校長﹂1﹁雲雀
丘学園中高校長﹂︒お詫び

member−Wins−nuClear−free−future

眼科医

を受賞されました︒喜多さ
んは︑昭和63年女性として

高橋政代さん︵旧姓小池
さん︶は︑理化学研究所発
生・再生科学総合研究セン

幾多の難局を越えて﹁激

ることをひしひしと感じま
す﹂と高橋さん︒

松浦伯夫

先生

1「核のない未来賞」を受賞NFFA賞受賞（24年度先輩の授業講師）I
医師で、ICBUW運営委員でもある振津かつみさんが、今年の「核のない未来
賞」を受賞され、平成24年9月29日スイスで授賞式が行われました。この賞は、
今までに、日本人では、平和市長会議＆秋葉忠利・前広島市長（平成19年）や
写真家の樋口健二さん（平成13年）が受賞されています。今年の受賞者は全部
で5名で、振津さん は「教育部門賞」を授与されました。

﹇酬＝鳳﹈

「盲表芸；㌃蒜訂￣蒜￣蒜蒜蒜蒜；蒜妄蒜●忘蒜「蒜蒜「一￣●1

元・附中校長が平成24年10月

http：／／www．bandepleteduranium．org／en／icbuw−SCienceTteam−

﹃内閣総理大臣表彰を受賞﹄
喜多悦子さん ︵7期︶
喜多さんは︑日本赤十

字九州国際看護大学の学

初めて︑紛争地への人材派

も誇りと勇気を与えるもの
として︑ここに報告申し上
げます︒

遣としてパキスタン︑ペシャ
︵記 7期 長谷川能民︶

保健機関︶が根拠に

本校卒業生が著者、もしくは共著、CD
を刊行されました。ご紹介させて頂きます。

ワール勤務を手始めに︑平
成9年からはWHO本部で
上競技大会に出場を決めま
した︒この全国大会は10／

したが︑よく健闘しました︒

26〜28︵会場⁚神奈川県横
浜日産スタジアム︶ に行わ
れ︑決勝には残れませんで

◆祝！陸上競技部
全国大会出場！
7月・9月に︑横断幕を

本年度の陸上競技部の活
躍は素晴らしいですが︑他
のクラブでも地区大会で好
成績をあげるなど︑生徒た

︵記 29期 澤 かおり︶

227Websit，e

しいおばさんになった﹂そ
うですが︑会えば話は弾み
大笑いで盛り上がります︒
網膜再生に弛まぬ努力と情
熱を注ぎ︑偉業に果敢に取
り組む旧友を誇りに思うと
共に︑心からエールを送り
たいと思います︒

on sale！！！

なものも
あり︑昨年の夏︑教育後援
会にご支援いただきスチー
ル製のロッカーに入れ替え

毎週土曜日TV東京系『美の巨人たち』2013
年1月〜3月エンディングテーマで放送中。

ました︒その際︑サイズを
少し小さくし廊下を広くと

では小学校2校︵う

http：／／227tamayuki．com／

ちの ﹁文武両道﹂が輝いて
います︒

ち1校は附属池田小

基づいた持続可能な
学校安全の取り組み
が実践されている学
校を国際的に認証す
るもので︑現在国内
めました︒また︑キャンパ

り︑配置を工夫することで
安全な避難経路の確保に努

います︒

学校︶が認証されて

2271stシングル「227」2013年3月6日

2枚テニスコートフェンス

に掲げました︒
7／23に開催された大阪
中学校陸上競技選手権大会
において︑本校3年の岡本
和茂くんが走幅跳で6m73
皿の記録で見事優勝しまし
た︒この記録で全国大会出
場も決めました︒8／6・

7に行われた近畿総体︵会
場‖万博記念競技場︶でも
好成績で優勝−・8／19・22

﹁安全・安心な学校
は豊かな学びを創造
する﹂ことを確認し︑

のISS認証取得を

本校は平成26年3月
目指します︒

いきなり600点が取れる本」（高橋書店）

▲「くぬぎ坂」見通しよく
ス内にある樹木の大規模伐
採を行い︑見通しがよくな
◆；te⊇atiOコa一safe

りました︒

sch〇〇一認証に向けて
次年度︑本校は
lnternatiOna−safe

「初めての新TOEICテスト

新！生徒用ロッカ
sch00−︵以下ISS︶認証

CD

広田圭美（44期）さん

に行われた全国大会︵会場
⁚千葉総合スポーツセンタ⊥
ではプレッシャーの中︑全

国9位の成績を修めました︒
また︑9／17に行われた
JOC挑戦記録会において︑

辻本堅二先生︶

︵記 副校長

共著
「女性を活用できない会社に未来はない！」
（講談社）
シルパ寿子（31期）さん

▲

に向けて本格始動します︒
ISSとはWHO︵世界

由香（29期）さん
銅侍

1年の北浦詩乃さんが走幅
回ジュニアオリンピック陸

跳で4m85皿の記録で第43

▲横断幕
「祝！全国大会出場！」

（8）
第12号

城
皐
2013年（平成25年）3月1日（金）

