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wし、うはしのいでレる状iYtと/;J.--，ております

これ力、らの� LI本社会(ま附く人11が減少にrliiじ、契約.派出といっ� 

/riJ窓会会長 た祉はがすくなくな「てくるとJ.!.(われます、� f?の� [1本社会のよう� 

11I本 格� i昭和40年卒) に終身雇mに反りつつあるのではと思われます

そこで仰� Itをもった人問、キラッと吃るオシリーワンニ� rm肢を� 

軌i;Wlfl首、同窓会の符時におかれましては 11ねったオンリーけンが必要な 年代だと思L、ます さて‘[iiJ窓会V)

益々こ{坦'1奇心ことと才J~び 111 しあげます 今後のs課題は今まで以 1:に I，~窓会の紳を iï~め 、 11']窓会事fl純ω充すさ 

n而学問'1'つを ・以内|口j窓、会{土Hff如2G午!こ1E 伐へは献しnむととで'微力なが九*'11)燃に取11(t(1:.と市助のr，f;tI:� 

11ト14i1Fには会制蒜を発行今年でR，¥tT ~ 1'またいたしました!ζ

を迎えることができまし托 こ れも kL~低保山ご協)JV>おかげと

感謝しております

紅、た-t:)Oi1ft!にか込-た尚杭H剖tは、 r{liJ立経済成kJ明()H":-~ ただ 

で‘� f?とはまったく� IE反対本.l あって'tま前述沖々の時代てMt)¥

引にでした11心でさる'IX，も

しかし、� HHOt会では拘そ作っても売れ寸また� 支えしないとJ

売れな1 まさにデフレI;.から、うけでは安くしても売れない11H，、

pスハ� fラル山町代とな-)てお 1)ます� よって待企業はf.lj絡をはき

'11

たv、と思います

、y成22 (fIOnからメーJlアドレスイ2J¥tjEいたしました今?を.

ホームヘーンをのち� 1-げる予定て寸 (f.学'包とが Jやj~のす‘ ソト

ワークのほI授を広め、今後のタイムリーな情報をf普段にf.tf.1でき

るIIIJ窓会でありたいと願っております� 現tf:学校を取りをく1tll売ι

eは年々厳しくなってきています� それにtれとすべきI，t校 ・[iJ!窓会

も?i?に進化していきたし‘と与えています

どうか皆憾のごFll術、ご協力そよろしくお願L礼、たします

平成22年度総会報告

開催日� ‘11:1 :)1J(191JJ22{f6 ，日
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紅、lよ人 Tサq~fを rilìよ.'; II試験に台椛‘叶i1:.:!}"上iJ 
f寺内lを間段LIR(壬iこL、た「てL'ます

ノ?阿紛がありまして[ill窓会的併市として参phjする

ことにな り微}Jではありますが同窓会問動に少しで

も協力出来るようにjifl伝 'Jt:いと思いよす。

西脇慎太郎� (平成15年卒)

植平晋一良� (平成14年卒)

刊まれ11，右先放に聞をしま」たw今!日|初めての総会� 

緊張しましたが立が進行寸るにつれ利主，，1街々と業し

過ごせました ポ{fも足JI参IJlIしたいと訴されて

いました

麗薄情太(平成22年卒 ・新幹事) 

f栄子f専門学悦� l-'f(Ct 1ヰ米はi半fi七として脱稿し
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f而1
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として i'{lをしており� IliJ窓会活動て も少しでも}Jに.f '

なれるよろにし 内l郊の行だけで変わ「たと思うに

f(/まらず外部からも llr面学[~1Uよ変わった良くや J

でいる と，njt引'師そもらえるよ勺手叫ω諸国には

くして写りたいと!よ!っておりますー

{払'f... はよl 2003{年 i江 ;-'1ド~，ほík雫究竜|而引Jつ~; 

美川成義� (平成22年卒 ・新幹事)
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たうよ'ffで話f(W¥*るよう材担Eりたレと話されていま

した
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ム~•• 
温画家11人による� 

rヒトコマ温画の旅』

を LTい~す

「唐辛子」

;7'回~(j:、 rたばこと塩の情物園』
川1IINI~術館 1I1 ミ」ージアムliL(*1，

η� "ll'NalioJhl1CarloOnlSI、:':)ociNV 30日開催し志す� 
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!…クラス会・同期告のおすすめ…� 
旧友との再会は懐かしく楽しいものです。忘却しつつある高校時代の思い出を語り合うのは人生の意義深いひと

ときではないでしょうか。開催に際しては同窓会より鑓励金をお支払いしますので、事務局までお知己せ下さい。
お待ちしています。� 

.卒業年度 ・開催日 ・開催場所 ・参加人数 ・代表者名 ・会名称 ・集合写
・鼠丞銀行名 ・口座番号 ・名 義名 ・コメツト 以上封書lζてお送り下さい。

;"1山本協会 I動向IIWf で2010年12月18日"'"'2011年|月7パ-'!-吋;..><e

I 
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今までは再校の教室を同窓会室として使用 していまし

たか、新九に平成22年度から箕面字圏保育専門学校紅

櫨寮の� 1階lζ事務局を置きましたョ

同窓会横(3階建� 1階部分 玄関写

個
人
情
報
齢

纂田宮圏中学 ・高校同窓会深山会は会員菅理 ・名薄作成 ・会報作成、

発送等につレてはII~Iサラ卜に委託しております、

お預が りしている個人情報は、個人情報の保護に関する法令ぞの他の

規距手虜守して、 目的の範囲内のみに利用いたします

従ってサラ ト以外からの聞い合わせは、「窓会と 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� 

~i*，\サラト TEL079.284・1380 又は岡空会事務局

同君会を，� 1弓に箕面山荘て開催予定していま可

哩師-男子生徒・女子生徒の皆憾て一度大き与輸をもちたいと計繭をしています� c

是非ご参加τ古レ

問い合わぜ・同空会事務局去で� FAX072・724・2188

ワラス告

事務局� 
1J6 

脅お� 願 い

甲骨ご 注 意

食編集室便り� 

敏司肩冒顎U
山会の会員の万ならとなたでも参加出来ます。

絵画・彫刻・書・写真・金工・クラフト・デザイン・陶芸・イラスト・漫画・コラム・俳句・歌等なんでも結構です

お便り下さい(写真提供お願いします)

皆さんのお力で深山会報を盛り上げたいと願っています よろしくお願いいたします札

会員台憾の充実を図るため、別紙住所不明者一覧表の中でと停じの方かあられましたら� FAX用紙にて

こ通知下さいますようお願いし¥たします

己最五宅、改姓¥吉章号、言ト主号、会報についてのご事見等は事務局までと連絡下さじ

rH]空会事務局から会員宅や勤務先に広告・吻品販売等の依頼や閉会は一切いたしでおりませんので、

営引を目的としたとの種の地話にはこ浬慧下さし¥

前号まではB4サイスの4函でしたか今回からはA4サイズの8曲三色制リとなりました

役員・常任幹事等f乃ス々 、yフで編集委員会を立ちあり、編集にあたリました。

皆樗に渇足の頂ける吉正面作りを目指してレまずいご替、見・問い合わrぜ零どんなことでも結構ですので、
，、下記のメールアト レス〆¥どしどしお寄せ下山

務局

郵便香号562・0001 繁面市策面7・7・31 策面学園高等学校内� 

88TEL072-723-6552 FAX072-724-2 




