


同窓会会長　　山本　裕 昭和４０年（１９６５年）

同窓会会員の皆様方に置かれましては益々ご健勝でご活躍のことと拝察いたします。日頃より母校の発展に

対しまして深いご理解とご支援を賜わり御礼申しあげます。学園も創立７０周年を終え、同窓会も平成３０年に

７０年を迎えます。７０年の礎から来る８０周年～100周年に向けて力ずよく歩み、学園と同窓会の協力のもと

教育・スポーツにと、支援を強化して参りたいと思います。さて、同窓会の７０年として、このあたりで一度

ホームカミングデーとして、卒業生の参加を呼びかけ、学園の食堂（リニューアルされました）にて開催したいと

思っております。皆様にお集まり頂き当時の懐かしい話や近況等をお話し頂ければいいと思っています。

時期、場所等は後日お知らせいたしますので、その説には是非ご参加くださいますようお願い申しあげご挨拶と

いたします。

平成２９年度総会報告

開催日 平成29年6月17日（土）午後６時開催

場所 阪急宝塚線石橋「がんこ池田石橋苑」

議案

第１号議案 平成28年度活動報告の件

第２号議案 平成28年度決算の件

第３号議案 役員任期改正の件（役員・常任幹事）

第４号議案 平成29年度活動計画（案）の件

第５号議案 平成29年度予算（案）の件

第６号議案 新幹事選任の件

第７号議案 その他

上記議案につきまして承認されました。

★ 平成２９年６月１７日に総会を開催しました。

時間の都合により退席された方々もおられましたが最後に記念写真撮影をし、３月卒業された

新幹事の参加をいただき委嘱状を渡しました。

★ 当日は宮城福三顧問(高校長)山村博和（校長補佐）河野育郎（事務長）先生方とクラブ顧問の先生方

にも、ご多忙のなかご出席いただき、また、事務長から校庭の全面人工芝になる経緯、報告を受けま

した。終始和やかな中にも活発な意見交換をし深山会と母校の発展を誓い閉会しました。

★ 総会での挨拶 柔道部顧問 水谷先生 昨年も参加させていただきました。

1１月春の全国、近畿大会予選３年瀧川君

大阪私学大会にて３年乾君優勝。今後も頑張ります

サッカー部顧問 喜多先生 目標を見据えて頑張ります。

バレー部顧問　　　　赤松先生赤松先生 今年は4月ベスト8、インター予選では敗退。

放送部顧問 西尾先生 昨年も参加させていただきました。テレビ部門予選6月4日。

決勝6月18日、2位に入れば全国大会に出場できる。頑張りたい

カヌー部顧問 三好先生 カヌーについては素人ですが齊藤先生と頑張る。

近畿大会女子カナデアン3位に松田さん入賞、期待の星である。

今年8月「Ｊ；ＣＯＭジモスポ北摂」にてテレビ放映がある。

平成２９年度役員紹介

役　　員 卒　年 氏名 卒　年 常任幹事 新幹事クラス代表（Ｈ29.3卒） 事務局

会長 Ｓ４０卒 山本裕 Ｓ27卒 西中卓義 林　　稜人 宮崎　祐世 事務局長 喜多宣彦

副会長 Ｓ３８卒 松浦勉 他１６名 大庭健郁 松田　和也

副会長 Ｓ３８卒 森政彦 西川遼太郎 原　　真慈

副会長 Ｓ３８卒 前田益男 永野　広大 林　　智希

副会長 Ｓ４０卒 神岡千代美 古城　裕麻 与那覇敬秀

副会長 Ｓ４９卒 喜多宣彦 川崎　湧磨 谷野　研太

会計監査 Ｓ2６卒 中西健治

会計監査 Ｓ44卒 前田末広



協力金のお礼 （H28・4～29・3）

会報協力金のご協賛有難うございました。厚く御礼申し上げます。
平成28年度中にご協賛賜りました方々のご芳名は下記のとおりです。

協力金 賛助者名 (敬称略)

卒　　年 氏名 卒　　年 氏名 卒　　年 氏名

旧教職員 岡本和彦 Ｓ56 後　裕之 Ｈ11 合田　誠

旧教職員 築山良彦 Ｓ56 樋口　勉 Ｈ12 山下伸吾

Ｓ27 西中卓義 Ｓ56 寺尾雅哉 Ｈ12 上川亮一

Ｓ38 前田益男 Ｓ57 久保田直宏 Ｈ16 西脇慎太郎

Ｓ38 松浦　勉 Ｓ58 紙谷幸弘 Ｈ22 景山翔宇

Ｓ40 神岡千代美 Ｓ58 森脇弘志 Ｈ25 木村香織

Ｓ43 福西和雄 Ｈ元 西尾浩一 Ｈ27 内山朝来

Ｓ44 前田末広 Ｈ3 柴田奈美

Ｓ48 宮尾勇夫 Ｈ4 林　昌彦

Ｓ48 上野有三 Ｈ4 松下幸司

S49 喜多　宣彦 Ｈ8 梶木雅仁

★ グラウンド人工芝竣工御祝金

山本会長より同窓会名誉顧問、高等学校理事長大長先生
に金一封を贈呈いたしました。

★同窓会からクラブ援助金授与 ★クラブ奨励金授与

野球、カヌー、バレー、サッカー、柔道５クラブへ 会長から各入賞者へ
会長から顧問に授与し、今後の活躍に期待しますと 柔道部（個人の部） 乾　君

激励されました。 柔道部（団体の部）　水谷顧問

写真左上段から柔道水谷、同窓会事務局長喜多 放送部　大阪大会 弦本さん

カヌー齊藤、サッカー喜多、左下段バレー赤松、 美術部（個人の部） 本種君・江藤さん

野球和田、同窓会会長山本の各氏

★ご冥福をお祈り申しあげます。

氏名 卒　年 死去年
滝山千恵子 Ｓ27、中 Ｈ29・1
村上正明 Ｓ38 Ｈ29・6通知



同窓生コーナー

黒田清隆氏
（Ｓ32年高卒）

地元小学生がイチゴの収穫体験

黒田清隆さんの畑において小学生がイチゴの収穫体験を

おこないました。約15年にわたり地元・豊中市の小学生を招き

無農薬栽培のイチゴ収穫の体験学習を実施しています。

黒田さんは、体験を通じて農業に理解を深めてもらおうと毎年

地域の小、中学生への食農体験への協力を続けておられます。

ーあおぞら朝市開催中ー

平成２９年４月２０日から毎月２０日、豊中市内で栽培・収穫された新鮮野菜を販売。

開催日　　 　：　毎月２０日

開催時間　　：　午前９時３０分～ （売り切れ次第終了）

開催場所　: 大阪北部農協麻田支店　南側駐車場

　　～昭和３８年（第１２回）卒業生　同窓会の集い～

日時 平成29年10月9日
場所 居酒屋　真　下
人数 １１名

秋の紅葉が少し色付きはじめた祭日の月曜日、午後1時より開催しました。

卒業より半世紀が過ぎ、高期高齢者の仲間入りも真近ですが皆、若く

元気です。高校生活の友と一緒に過ごした昔を語り合い楽しい幸せな

青春時代を懐かしみました。　幹事　前田益男

★野球部 平成２４年度卒業　　　床田寛樹さん

平成29年4月5日

中日ー広島戦デビュー7回途中まで先発登板。

平成29年4月12日

巨人戦では初勝利されました。

★カヌー部

平成２３年度卒業　　　山田夏生さん　　　

武庫川大学時代はカヌー部に属し大活躍されました。

現在は大学の後輩たちとともに練習をし、多方面にと活躍

されています。

平成２９年９月８日～１１日開催された全日本選手権出場。

（平成２９年度ＳＵＢＡＲＵ日本カヌースプリント選手権大会）

５００ｍがＡ決勝５位、２００ｍＢ決勝９位の成績でした。

もっと良い結果を皆さんにお伝えできるように頑張りますので、

今後とも応援よろしくお願いいたします。山田夏生



平成28年度 収支決算書　　 平成29年度 予　算  書　　

　自:平成28年４月　１日 　自:平成29年４月　１日

　至:平成29年３月３１日 　至:平成30年３月３１日

１、  一般会計 １、  一般会計

収入の部 収入の部

（単位：円） （単位：円）

   科　　　目  予　算　額 決　算　額    科　　　目  予　算　額 前年度決算額

入   会　  金 2,550,000 2,535,000 前年度 繰越金 2,249,889 2,028,673

同窓会 協力金 100,000 81,000 入   会　  金 2,850,000 2,535,000

利　　　 　息 300 14 同窓会 協力金 100,000 81,000

雑 　 収　 入 0 30,000 利　　　 　息 300 14

前年度 繰越金 2,028,673 2,028,673 雑 　 収　 入 0 30,000

合計　　　　　（１）　 4,678,973 4,674,687 合計　　　　　（１）　 5,200,189 4,674,687

支出の部 支出の部

（単位：円） （単位：円）

  科　　　目  予　算　額 決　算　額   科　　　目  予　算　額 前年度決算額

会　　議　　費 250,000 191,092 会　　議　　費 250,000 191,092

慶　　弔　　費 50,000 0 慶　　弔　　費 20,000 0

事 務 整 備 費 350,000 177,320 事 務 整 備 費 250,000 177,320

印　　刷　　費 50,000 11,190 印　　刷　　費 20,000 11,190

文　　具　　費 25,000 1,160 文　　具　　費 20,000 1,160

通　　信　　費 200,000 123,012 通　　信　　費 200,000 123,012

事　務  局　費 240,000 240,000 事　務  局　費 240,000 240,000

クラブ援 助 金 550,000 650,000 クラブ援 助 金 650,000 650,000

雑　　　　　費 30,000 31,024 雑　　　　　費 35,000 31,024

特 別 会 計 へ 1,000,000 1,000,000 特 別 会 計 へ 1,000,000 1,000,000

計　　　　　　　（２） 2,745,000 2,424,798 計　　　　　　　（２） 2,685,000 2,424,798

次年度繰越金(１－２) 1,933,973 2,249,889 次年度繰越金(１－２) 2,515,189 2,249,889

合          計 4,678,973 4,674,687 合          計 5,200,189 4,674,687

２、特別会計 ２、特別会計

各種事業費の積立金 各種事業費の積立金

（単位：円） （単位：円）

科　　　目 収　入 支　出 次年度へ繰越 科　　　目 収　入 支　出 次年度へ繰越

預　金　利　息 675 0 前年度 繰越金 7,187,849 0

前年度 繰越金 6,187,174 0 預　金　利　息 1,000 0

一般会計から繰入 1,000,000 0 一般会計から繰入 1,000,000 0

積立金 0 0

合 　　　　計 7,187,849 0 7,187,849 合計 8,188,849 0 8,188,849

　監査の結果、適正かつ正確であると認めます。

平成29年4月20日 総会にて承認

平成29年6月17日

会計監査 中西　健治 ㊞

会計監査 前田　末広 ㊞



学園状況
学校法人箕面学園　　理事長　　　　大長庸祐
同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 また、沢山の同窓生が多方面で

活躍されていることは、非常に心強い限りであります。
平成24年度箕面学園高等学校卒業の床田寛樹（とこだひろき）君が広島東洋カープに入団することになったことは
昨年お伝えした通りですが、この春巨人戦にて初勝利をあげました。今後ますますの活躍を願っています。
さて、今年までに耐震工事、全トイレの全面改修、食堂のリニューアルを行ってまいりました。今年の夏の工事で、
グランド全面を人工芝にいたしました。2学期に入りまして、体育の授業やクラブ活動等で使っておりますが、

これまでのように雨が降ったら使えないという状況から、多少の雨なら体育の授業、クラブ活動で十二分に使用

できるようになっています。人工芝になって雰囲気も変わっておりますので、そのグランドで生徒たちが躍動する姿

をぜひ見に来ていただきたいと思います。ますます学園内にパワーが溢れてきたと実感しており、非常に嬉しく

思っています。学園創設者の塩川利員先生の「生徒には親切に丁寧に」この言葉を大切にして、今後も学園運営に

努めて、学園全体で卒業生が帰ってくる学園を目指して日々努力してまいります。同窓生の皆さんも是非学園に

来ていただいて、ご自身の目で現在の学園の様子を見ていただきたいと思います。

箕面学園高等学校　　　　校長 宮城福三
同窓会の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

７０周年記念式典から、早や2年が過ぎました。８月末に、校庭が人工芝となりました。明るくすばらしい環境となり、

大きく変わりました。生徒の皆さんは、大変喜んでいます。このようなすばらしい人工芝が完成したのは、ひとえに

同窓会の皆様方の温かいご支援のお蔭であります。これからも、同窓会が益々のご発展されますように

お祈り申し上げます。

平成２９年度在校生数（Ｈ29・5・1現在） 進路状況
平成２８年度卒業生　（H29・3・31現在）

学年 男子 女子 合計     進 路 区 分 男子 女子 合計

1年 116 12 128 進 大学 52 3 55

2年 168 16 184 学 短期大学 3 1 4

3年 168 22 190 専門学校 38 10 48

合計 452 50 502 就 公務員 4 0 4

職 企業 35 7 42

★退職された教職員（平成２９年3月31日付） その他 2 0 2

西脇慎太郎 9 5 14

松橋　　晃 143 26 169

グラウンド整備

グラウンドが全面人工芝になりました。 校門正面にあった校祖塩川利員先生の

碑「初心忘るべからず」は北向きに移設されました。

また校門正面から体育館まで新しい通路ができました。

★カヌー部 取材を受けました。
６月「Ｊ；ＣＯＭジモスポ北摂」の番組でカヌー部が取材を受けました。

カヌー部の魅力や楽しさ等を伝えた。

放送時間；２０１７・８・毎週月、水、金8.30・火、木19；30北摂エリアにて放映されました。

   合   計

   未   定



クラブ紹介＆活動報告
運　動　部 ★大阪府高校野球春季大会大阪予選２０１７結果 １回戦 箕面学園-早稲田摂陵

硬式野球部 ５月 ４回戦出場、上宮高校に4：5で惜敗。 ２回戦 箕面学園-大塚 6-3

３回戦 箕面学園-三国丘 10-5

１０月 ★大阪府高校野球秋季大会大阪予選２０１７結果 ４回戦 箕面学園-上宮太子 4-5

１回戦 箕面学園-早稲田摂陵

２回戦 箕面学園-藤井寺 3-0 秋季大会大阪予選では近大付属高校に

３回戦 箕面学園-港 9-0 準々決勝で惜敗しましたが今後の活躍に

４回戦 箕面学園-八尾 6-0 今後期待します。

５回戦 箕面学園-豊中高校 4-2

準々決勝 箕面学園-近大付高校 2-3

カヌー部 ８月 山形総体（インターハイ）出場個人の部佐々木浩人・城山嵩広・百田陸人君等３名出場。

８月 文部科学大臣杯200ｍWC-1松田菜々美さん６位

９月 全日本選手権大会500ｍJWC-1松田菜々美さん３位

柔　道　部 ５月 大阪高校私学柔道大会男子個人の部90kg級3年乾将太君優勝、73ｋｇ級ベスト8・３年砂川優聖君。

団体の部ベスト8

５月 第５７回北摂４市対抗柔道大会（豊中・箕面・池田・吹田）一般の部参加、箕面市として優勝。

6月 インターハイ・・団体1回戦・個人3年生乾将太君ベスト８。

7月 金鷲旗大会3回戦出場。

国際交流チニジア代表と合同練習を本校柔道場にて行う。

8月 大阪府高校総合体育大会柔道の部男子団体2部優勝。個人3年生乾将太君3位入賞。

国際交流ドイツのクラブチームと府内外より７０名の参加をいただき本校で合宿を行う。

サッカー部 ４月 第72回大阪高校総合体育会１回戦出場

９月 第９６回全国高校サッカー選手権２回戦出場。私学大会３回戦出場。

陸　上　部 ５月 大阪高体連インタ－ハイ地区予選 １０月大阪高校第一北区記録会等に出場。各種目に

検討しています。中、長距離走の練習に部員7名で練習に取り組んでいます。

卓　球　部 学内での練習です。経験者も初心者でも気軽に参加できるスポーツです。

バスケットボール部 ４月 第７２回大阪高校総合体育大会大阪予選出場。

９月 第７０回大阪高校バスケットボール部選手大会１次予選２回戦出場。

現在９名の新チームですが粘りずよさと強気の姿勢で攻めています。

剣　道　部 男子インターハイ個人ベスト16・女子インターハイ予選団体ベスト16・個人ベスト8

バレ－ボール部 １月 大阪府高校新人大会ベスト8

９月 近畿私学大会出場権獲得。

ハンドボール部 休部

ボクシング部 休部

文　化　部
放　送　部 ６月 NHK杯放送コンテスト大阪大会テレビ部門に出品し３位になることができました。

表彰状を授与されました。

美　術　部 ７月 第６６回大阪私学美術展立体部門で優秀賞・絵画部門奨励賞受賞。

第３７回近畿高等学校総合文化祭大阪大会美術工芸部門大阪代表に選出された。

Home economics部 週１回放課後に活動。

音楽部 毎日放課後に練習。

吹奏楽部

パソコン部 放課後週４回練習。

写　真　部 週１～２回放課後に活動。

漫画研究部

和太鼓部 休部

同　好　会
ダンス同好会 HIPHOPを主に練習し文化祭での舞台発表をしました。

勉強部同好会 週４回放課後の活動。



在校生の活躍

★柔道部

大阪私学大会
平成２９年度大阪私学大会にて個人男子９０キロ級
３年生　乾　将太君　　優勝

柔道部３年生の乾です。この度５月６日に行われました
大阪私学柔道大会・男子個人90ｋｇ級におきまして優勝
いたしました。また団体戦におきましても5位という結果を
残せました。今まで柔道部の歴史を作ってこられたＯＢＧの
皆様に恩返しするつもりで練習に励み、今回の結果を出す
事が出来ました。今の僕があるのはここまで支えて下さった
方々のおかげだと思っています。ありがとうございました。
今後とも柔道部をよろしくお願いします。

高校総体
平成２９年８月２日高校大阪総体２日目個人戦９０キロ級
３年生　　乾　将太君　　３位

団体戦・・ベスト８

大阪府高校総合体育大会柔道の部
男子団体２部優勝。

活動
★合同合宿
日本スポーツ少年団の毎年行われる日独交流イベントでドイツのクラブチームが参加してくれました。

クラブのレベルも高く、女子の１人は国内王者だそうです。生徒たちも日頃味わえない海外の柔道や

文化交流を経て大きく成長してくれたと感じました。またこの交流に関わってさまざまな方にご尽力
いただき、誠にありがとうございました。今後とも箕面学園柔道部をよろしくお願いいたします。



在校生の活躍

★美術部 平成２９年８月第６６回大阪私学美術展立体部門で３年本種榛也君優秀賞・
絵画部門２年江藤沙那さん奨励賞受賞。１１月第３７回近畿高等学校総合文化祭、
大阪大会美術工芸部門大阪代表として３年本種榛也君の作品を出品予定。

　　　本種榛也君（3年生）

　　　　僕は今回の作品が最後の作品制作だったので
　　　　絶対に後悔しないような作品にしたい、という思い
　　　　で作品をつくりましたが、製作途中で嫌になったり
　　　　することもあったのですが、先生や親の支えが
　　　　あったので無事、私学展に間に合い、その結果
　　　　優秀賞を頂けました。そして、近畿総合文化祭
　　　　出展という結果も頂けて高校生活最後の部活で
　　　　このような結果を残せたので後悔はありません。

　　　江藤　沙那（２年生）

　　　　今回の私学美術展において奨励賞を受賞できたこと
　　　　大変嬉しく思っています。今回の「ウツルアナタハ」は
　　　　先生にも助けてもらって一生懸命描いた作品なので
　　　　努力が報われて良かったです。絵を描く励みにもなり
　　　　ました。美術展は学ぶことが多く作品ひとつひとつに
　　　　思いがこもるのが分りました。タイトルからも学ぶこと
　　　　もあり、今回学んだことを生かし、次の美術展にも
　　　　精一杯頑張ろうと思います。

★放送部 第６４回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト大阪大会テレビ部門３位入賞

　　　今回入賞できたのは、協力してくださった企業や学校の先生やみんなのおかげだとおもいます。
　最初は、入賞できるとは思っていなかったので、とても驚きました。大変なこともありましたが、
　このドラマ制作で学んだことを糧に今後も頑張っていきたいと思います。 　　弦本和佳奈（放送部長）



ク　ラ　ス　会　・　同　期　会　の　お　す　す　め

旧友との再会は懐かしいものです。
忘れつつある高校時代の思い出を語りあうのは人生の ・開催日 ・会名称 ・口座番号
意義深いひとときではないでしょうか。 ・開催場所 ・卒業年度 ・領収書コピー
開催に際しては同窓会より援助金をお支払いしますので ・参加人数 ・集合写真 ・名義名
右記内容をご記入のうえ、封書にて下記同窓会事務局まで ・代表者名 ・振込銀行 ・コメント
送付下さい。お待ちしています。

★　同窓会事務局：〒562-0001　　箕面市箕面7-7-31　　箕面学園高等学校内
　　ＴＥＬ：072-723-6551 　　　　　　　　　ＦＡＸ：072-724-2189

「同窓会協力金」払込のお願い

この協力金は、同窓会活動の経費にさせていただいております。
何卒一人でも多くの会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
★　　協力金は郵便局の払込用紙にてお振り込みをお願いいたします。

　

お願い

会員台帳の充実を図るため、住所不明の方の情報をご存じの方はＦＡＸまたはメールにて
ご通知くださいますようお願いいたします。ご転宅・改姓・吉報・訃報等は事務局までご連絡
下さい。

個人情報

箕面学園中学・高校同窓会深山会は会員管理・名簿作成・会報作成、
発送等については（㈱）サラトに委託しております。
お預かりしている個人情報は、個人情報の保護に関する法令その他の
規範を厳守して、目的の範囲のみに利用いたします。従ってサラト以外からの
問い合わせは、同窓会と一切関係ございません。
会員様の個人情報に関する確認・変更・削除等のお問い合わせは
㈱サラト　　ＴＥＬ　079-284-1380　　又は同窓会事務局

ご注意

同窓会事務局から会員宅や勤務先に広告・物品販売等の依頼や照会は一切いたして
おりませんので営利を目的としたこの種の電話にはご注意ください。

★ 同窓会事務局：〒562-0001　　箕面市箕面7-7-31　箕面学園高等学校内
　　ＴＥＬ・072-723-6331　　　　 　　ＦＡＸ・072-724-2189

メールアドレス；　ｍｉｇａｋｕ－ｄｏｕｓｏ＠ａｃｅ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ


