


　　　　会報誌「深山会」のお知らせ

山本　　裕

　　　同窓会の皆様お元気ですか。箕面学園高等学校も三年後の平成28年に創立７０周年を迎えます。
　　同窓会として何ができるかを求められていると思います。私は「生徒のために」を念頭におき、学園をバックアップして
　　いけたらと思います。学園が進める事業の一つに校舎の耐震、補強、その完成により安心、安全なキャンパスに
　　なるのは学園にとって最大の資産となります。また卒業生も16,500余名を送り出していることはこれも最高の
　　資産となります。これらの資産を礎にして７０周年へと学園とともに歩み出すことを再確認し、卒業されるときには
　　「箕面学園高等学校にきてよかった」と感じる学園に理事長、校長、同窓会が一枚岩となってお互いを尊重しながら
　　良いコンビネーションを持って行動すれば今後ますます発展していくと思います。どうか会員皆様のご協力の程、
　　よろしくお願い申しあげます。

平成25年度総会報告

開催日 平成25年6月22日（土）午後６時開催

場所 阪急宝塚線石橋「音羽茶屋」

議案

第１号議案 平成24年度活動報告の件

第２号議案 平成24年度決算の件

第３号議案 役員任期改選の件（役員・常任幹事）

第４号議案 平成25年度活動計画（案）の件

第５号議案 平成25年度予算（案）の件

第６号議案 幹事選任の件

1、新加入会員１６９名より12名選任

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。

★ 毎年6月第3土曜日に総会を開催します。

今回も平成25年３月卒業された新幹事12名より7名の参加を頂きました。

懇親会では先輩、後輩の域を超えて和気藹々と交流でき楽しいひと時を過ごしました。

★ 今回初めて下記の三名の先生が総会に参加されクラブへの熱い思いを語っていただきました。

野球部顧問 田中先生

現在硬式野球部員は二年生が２２名、一年生が１７名の計3９名で活躍しています。

授業が終わると箕面駅から専用のバスに乗り込み茨木にあるグランドへ移動します。

専用グランド、トレーニング棟、室内練習場があり、存分に練習できる環境となって

います。秋の敗退から今は来年の夏に向け必死に練習に取り組んでいます。

顧問、生徒一同優勝に向かってを各人それぞれが役割を全うしチームの勝利に

貢献できるよう精一杯頑張りたいと思っています。 （文責　古川先生）

サッカー部顧問 辻村先生

今現在三年生が引退し二年3名・一年７名と、サッカーをする１１名に１名たりないと

いう状況で行っています。朝練から取り組み、基礎から徹底してやり直し「止めて蹴る」

ことに重点をおき、新一年生が入って人数がそろった時には勝てるチームをつくろう

と日々全員の意識を統一し頑張っています。チームの目標は昨年度選手権予選で

大阪ベスト３２だったのでベスト16に入ろうという目的に向かっています。

ハンドボール顧問 西山先生

今年度よりハンドボール部を立ち上げました。。部活動を通じて自信を持って社会に

出ていける「人間力」を身につけましょう。そして　箕面学園高校ハンドボール部の

歴史を一緒に作って行きましょう。

１９６５年（S40 ）卒業



学園便り

学校法人箕面学園　　理事長　　大長庸祐

同窓会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

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。

　さて、今年度も２００名を超える新入生を迎えてスタートいたしました。
今年も入学式で新入生諸君に、今日集まったみんなが揃って、卒業式を迎えようと
お話ししました。
そのみんなが同窓会の会員として皆様の仲間入りをしてくれることを念じております。
そのためには生徒たちの努力と、教職員の熱い思いが必要だと思います。
そのいずれも日々感じるようになった今日この頃です。
　生徒数が増え、体育の授業や盛んになったクラブ活動等において、グラウンドで
生徒たちが躍動する姿を見て、学園内にパワーが溢れていると実感しており、
非常に嬉しく思っています。しかし、これから少子化の波が押し寄せ、厳しい時代に
突入いたしますので、なお一層気を引き締めて努力していきたいと思います。
　国の政策としての公立高校授業料無償化でありますが、政権与党が自民党に変わり、
今までとは違った考え方で取り組んできております。我々も対応すべく、情報収集を行い
素早い対応をしなければなりません。
　私立高校に対する大阪府独自の支援策もどのように変化するか予想が困難な
状況ですが、当面は現状を維持する方向であると思われます。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
学園運営に努めていきたいと思います。
　去る６月２２日に行われました平成２５年度同窓会総会に例年通り出席をさせて
いただいた時に、今年もまた沢山の若い卒業生の姿がありました。非常に嬉しく
心強く思うと同時に、同窓会活動が活発に行われていることを感じさせられました。
今後ももっともっと多くの若い世代の同窓生が出席して、同窓会活動が益々活発に
なることを心から願っております。
　また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います、同窓生の
皆さんも是非学園に来ていただきたいと思います。そし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。
　今後も引き続き、卒業生をどんな時でも暖かく迎えることの出来る学園づくりに
努力していきたいと思っています。
　最後になりましたが、これからも同窓会深山会の皆様と共に発展していきたいと
考えておりますので、今後とも皆様の御支援・御協力をお願い申しあげます。

箕面学園高等学校　校長　宮城福三

同窓会会員の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この夏は記録的な猛暑、９月に入り大竜巻、近畿地方では台風１８号で河川が
氾濫して大きな被害が出ました。気象庁は、異常気象と発表しました。
　明るいニュースは、7年後の２０２０年に東京オリンピック開催が決まりました。
とても明るい楽しみなニュースであります。教育効果も極めて高いものとなります。
日本のスポーツ、文化、経済と、すべてが活気づくものであります。
　学園は今年で６７年目となります。創立７０周年までもうすぐであります。
これからも同窓会の皆々様の暖かいご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。　



学園状況

平成25年度在校生数 ★退職された教員（平成25年3月31日付）
（Ｈ25・5・2現在） 成田　瑛

学年 男子 女子 合計 天谷　登紀子

1年 169 33 202

2年 175 36 211 ★就任された教員（平成25年4月1日付）
3年 145 24 169 氏名 (教科)

合計 489 93 582 飛松　聡 (数学)

出原　卓 (理科)

平成24年度卒業生 （卒生１６９名) 揚井貴子 (養護)

進路状況 （H２5・３・２６現在）

過去3年間の大学合格者数（10～12年度）

進路区分 男子 女子 合計 追手門学院大学 関西国際大学

進　大学 48（1） 7（1） 55（2） 大阪青山大学 岐阜経済大学

 　　短期大学 1 3 4 大阪学院大学 京都学園大学

学　専門学校 40（2） 8 48（2） 大阪芸術大学 京都精華大学

就　公務員 3（1） 0 3（1） 大阪経済法科大学 京都産業大学

　　 企業 32 6 38 大阪産業大学 京都ノートルダム大学

職　その他 7 0 7 大阪体育大学 近大姫路大学

家事手伝い 2 7 9 大阪電気通信大学 甲南女子大学

0 7 神戸国際大学 日本体育大学 大阪人間科学大学 甲子園大学

合計 133（4） 31（1） 164（5） 神戸松陰女子学院大学 梅花女子大学 大手前大学

（）は未定数 市天王寺大学 羽衣国際大学 過去3年間の短期大学合格者数（10～12年度）

主な進学専門学校 主な就職先 鈴鹿国際大学 阪南大学 大阪青山短期大学 神戸山手短期大学

ＥＰＳミュージカルアカデミー 大原法律公務員専門学校 警察官 ㈱　アンダーツリー 相愛大学 姫路独協大学 大阪成蹊短期大学 産業気大学技術短期大学

大阪ＩＴ・会計専門学校 関西保育福祉専門学校 消防官 ㈱　神埼金属印刷 大成学院大学 福井工業大学 大阪産業大学 奈良佐保短期大学

大阪航空技術専門学校 高津理容美容専門学校 自衛官 ㈱　敷島製パン 宝塚大学 プール学院大学 短期大学部 武庫川女子大学

大阪こども専門学校 コンピュター総合学院 警務官 （㈱）　千里丘観光 中部学院大学 武庫川大学 大手前短期大学 短期大学部

大阪コミュﾆケーションアート 専門学校テクニカル 入国警備官 ㈱　大真実業 帝塚山大学 明治国際大学 関西外国語大学

大阪総合デザイン専門学校 　　　　　　　　　　カレッジ ㈱　ダイハツメタル 奈良大学 桃山大学 短期大学部

大阪ビジネスカレッジ 辻学園調理製菓専門学校 ㈱　ハートフレンド

　　　　　　　　　　専門学校 東洋医療専門学校 ㈱　パスコ

大阪物療専門学校 履正社医療スポーツ ㈱阪急オアシス

大阪法律専門学校                       専門学校 ㈱　平山精機 一人ひとりの夢を実現させるために、

大阪法律公務員専門学校 ビジュアルアーツ専門学校 ㈱　双葉産業 きめ細かな「進路指導」で皆さんを

大阪モード学園専門学校 兵庫栄養調理製菓専門学校 ㈱　ライフコポレーション 応援しています。

大阪リゾート＆スポーツ 明治東洋医学専門学校 ㈱　山崎製パン 進路指導部長　　　岸　雅次郎
　　　　　　　　　　専門学校 箕面学園福祉保育専門学校 　　　　　　　　　　　　他

報奨金授与
サッカー部

海外遠征 ＊三年生　奥浜俊太君

（オランダ） 　この度、報奨金を頂きありがとうございました。これからもサッカーと関わり、大学へ行っても上達できるよう日々努力を

　していきます。プロの選手になって箕面学園を有名にし、サッカー部を強くしたいと思っています。

＊三年生　池田圭太君

　この私学選抜で、いろんなことを経験しました。1つめはいろんな強い高校とサッカーをして、自分が全然通用しない

　ということでした。上には上が居てると思いました。2つめは感謝の気持ちです。自分の力だけではきっと成すことが

　できませんでした。家族、先生、友人、部の仲間に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。

柔　道　部
＊男子個人 ＊二年生　荒木佳祐君

１００ｋ級優勝 　この度は報奨金を頂きありがとうございました。今後の目標は箕面学園に貢献し、大阪だけでなく全国で有名になり、

　「箕面学園の荒木」といわれる選手になって、強い後輩たちが入部してくれるような部を作り上げていきたいです。

＊女子個人 ＊一年生　永田敦子さん

78ｋ級三位 　この度は、報奨金を頂きありがとうございました。この事を忘れずに日々の練習を頑張ります。そしていつか今よりもに

　もっと強くなった時に、支えてくれた人に恩返しができるようにしたいです。



クラブ紹介＆活動報告

運　動　部

硬式野球部

第９５回全国高校野球選手権大阪大会

大阪地区予選成績

箕面学園高校　対 緑風冠高校 ７対0

箕面学園高校　対 渋谷高校　 ６対３

箕面学園高校　対 大阪桐蔭高校　 １対４

順調に３回戦まで来ましたが強豪でもある大阪桐蔭高校に善戦するも惜敗した。

サッカー部 　平成２５年７月琵琶湖チャレンジカップに参加。

　海外遠征チームに奥浜、池田両君の二名の選手が選ばれた。

柔　道　部 　平成２５年４月大阪私学柔道の部男子個人100ｋ級で荒木佳祐君(２年)優勝。

　６月全国高校柔道大会大阪府予選女子個人78ｋ級で永田敦子さん（１年）3位。

　男子個人100ｋ級で荒木佳祐君３位。７月大阪府総合体育大会柔道の部

　男子個人100ｋ級で荒木佳祐君（２年）準優勝。

バスケット部 　平成２５年４月第６６回大阪高等学校バスケットボール選手権大会、８月ウィンターカップ

　予選出場するも共に１回戦で敗退。

バレ－ボール部 　平成25年３月西田杯（北摂大会）優勝。4月部別大会の１部で３位。６月インターハイ近畿

　予選ベスト16で近畿大会出場。７月近畿大会２回戦敗退。

陸　上　部 　平成２５年４月大阪高等学校第一地区第１回記録会、６月第２回、８月第４回100ｍ、200ｍ走に

　参加（服部緑地陸上競技場）

カヌー部 　平成２５年６月第６８回国民体育大会大阪府予選兼インターハイ予選（近畿ブロック大会）に

　出場した。今回は近畿勢の壁が厚く出場を逃した。

和太鼓部 　平成２５年７月付属幼稚園サマーカーニバルに参加。８月金光藤蔭高等学校と合同演奏会を

　ケアセンター滋賀と農業公園ブルーメの丘で発表した。

卓　球　部 　平成25年５月大阪高等学校選手権大会出場団体２回戦敗退。

ハンドボール部　　　　大会参加出場はないが校内での練習に頑張っている。

文　化　部

放　送　部 　平成２５年６月第６０回ＮＨＫ全国高等学校コンテスト大阪大会予選にアナウンス部門に3名出場。

　いい経験になった。平素は昼休みに校内放送をしている。

写真部 　参加活動は無し。

美術部 　参加活動は無し。

パソコン部 　参加活動は無し。

同　好　会

ダンス同好会 　クランプというジャンルのダンスを中心に踊っている。大会参加出場は無いが文化祭で

　披露している。

軽音楽同好会 　参加活動は無し。

漫画同好会 　参加活動は無し。

勉強部同好会 　参加活動は無し。



卒業生の活躍・・・カヌ―部

２０１３年度全日学生カヌースプリント選手権大会（石川県木場潟カヌー競技場）で本学ＯＢ，OＧが大活躍

　　　★伊藤太志君（2010年卒業、関西学院大学在学中）が1000ｍ競技でカヤックペアーで三位。
　　　★長谷川拓也君・箕浦大貴君（２０１０年卒業、福井工業大学在学中）　カナデアンフオアーで七位。
　　　★山田夏生さん（２０１２年卒業、武庫川女子大学在学中）がカヤックペアーで見事優勝。
　　　★斎藤　茜さん（２０１０年卒業、武庫川女子大学在学中）が準優勝という偉業を成し遂げた。
　また、伊藤君は引き続き、今年度の東京国体の出場権を得て二年連続出場を果たし、１０月の本大会にむけて
　頑張っている。学生生活最後の試合を「有終の美」で飾ってくれることを顧問・後輩部員一同願って止みません。

カヌ―部顧問 　稲川　鉄男

作品コーナー

伊澤友梨 ●略歴

（旧姓角田悦子） 大阪府豊中市生まれ

昭和２７年中学 １９８８年より木村友禧画伯に師事

　　　３０年高校卒 １９８９年現代水墨画協会入会

画家 上野美術館にて毎年作品出展・入選２３回

豊中市 ●受賞歴

大阪市長賞・京都府知事賞・京都市長賞・現水展賞

現水展４５周年特別賞・現水展50周年特別賞

●個展・参加展示

北京国立芸術大学にて展示

日中国交正常化３０周年記念展示

リーガロイヤルギャラリーにて三人展２回

リーガロイヤルギャラリーにて師弟展１回

池田ギャラリーにて個展５回

現在、池田市と豊中市で墨彩画教室指導

「現代水墨画協会」参事

カサマツヒロシ ●略歴

昭和５１年高校卒 １９５７年大阪府池田市生まれ

漫画家 １９８１年京都精華大学美術学部卒業

千葉市 ●受賞

第２３回日本漫画家協会優秀賞・読売国際漫画大賞

●個展・参加展

「スポーツ・ナンセンス漫画展」ワコール銀座アートスペース

１９９０年「スポーツ・ナンセンス漫画展」電通アートギャラリー

１９９３年「ナンセンス・オン・スポーツ展」ＣＡＳＴ IRON ＧＡＬＬＥＲＹ（Ｎ、Ｙ）

「現代日本漫画展inポラーンド」国立カリカチャア美術展

１９９5年「ナンセンス・スポーツ展」スペースユイ(青山）

「環境漫画展」　環境省など

●コレクション

フロリダ国際漫画美術館・河口湖美術館・川崎市民ミュージアム

●メンバーシップ

社団法人日本漫画家協会　　漫画集団

The Nastional Cartoonists(U、S、A)

医学関係の仕事で使用のイラスト

2013年　上野美術館『現水展』出品作品

『不眠症』

『カラオケ症候群』



同窓会近況報告

敬　弔 ご冥福をお祈り申し上げます。 役員紹介
（平成２４年～平成２５年までのご報告）

役員名

旧教職員 死亡年月日 会員　氏名 会長 Ｓ４０卒 山本裕

〃 平成２３・１・１７ 松房憲司 副会長 Ｓ３８卒 松浦勉

〃 平成２１・８・２７ 池村恵一 副会長 Ｓ３８卒 森政彦

〃 平成２４・６・２３ 桶野博之 副会長 Ｓ４０卒 神岡千代美

卒業年　(組) 死亡年月日 会員　氏名 副会長 Ｓ４９卒 喜多宣彦

昭和52卒 平成２３・９・２８ 頼富　寧 会計監査 Ｓ３６卒 中西健治

昭和31卒 平成平成２３・８・ 福田雍彦 会計監査 Ｓ３８卒 前田益男

平成13-①卒 不明 和田浩明 常任幹事

昭和52-⑨卒 平成２３・６・１３ 藤田至宏 西中卓義 他 16名継続

昭和43卒 平成２３・７・９ 佐々木国安 事務局

昭和38卒 昭和５０・ 中田義三 事務局長 Ｓ４９卒 喜多宣彦

〃 昭和５５・ 岡本啓輔 事務局長補佐 Ｓ４０卒 神岡千代美

〃 昭和５３・ 大西正雄 新幹事 （Ｈ25年3月卒）

〃 昭和５２・ 小城光正 クラス代表

〃 昭和５５・ 栗原照夫 高津綾佳 中村　柊

〃 不明 田中英行 大西純平 森澤　岳

昭和43卒 平成２３・８・３０ 吉井  勲 植田　健 武田清香

平成5-②卒 不明 水口　涼 益田杏樹 水谷由理奈

昭和３６卒 平成２４・１２・２４ 笹川　薫 伊藤瑞生 渡邉雄大

昭和３９卒 平成２５・　４・２５ 本田光子 久保正幸 山口　健

平成２３卒 平成２５・　9・18 國部宏貴

事務局だより

「ご報告」
平成25年2月 卒業式に会長が参列しました。 平成25年4月 入学式に会長が参列しました。

本日、ここに１６９名の若き同窓の旅立ちの１ページに 足元の悪い日ではありましたが箕面学園高等学校の

立ち会えて大変うれしく心から感動しました。卒業生諸君 入学式が行われました・宮城校長先生のもと２０２名の

の新しい門出をお祝い申しあげますとともに今後は本同窓 生徒さんが入学されました。

会を我々と一緒にお支えいただければ幸甚に思います。 我々と同じ学舎で多くのことを経験し成長されますことを

よろしくお願いいたします。 心から願っております。



収支決算書　　 平成25年度 予　算  書　　

　自:平成２4年４月　１日 自:平成25年４月　１日

　至:平成２5年３月３１日 至:平成26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 決算額との差額    科　　　目  予　算　額 前年度決算額 決算額との差額

前年度 繰越金 1,801,830 1,801,830 0 前年度 繰越金 1,732,956 1,801,830 68,874

入   会　  金 2,595,000 2,535,000 △60,000 入   会　  金 2,535,000 2,535,000 0

同窓会 協力金 100,000 187,000 87,000 同窓会 協力金 100,000 187,000 87,000

広　 告　　料 0 0 0 利　　　 　息 300 144 △156

利　　　 　息 1,000 144 △856 雑 　 収　 入 0 30,000 30,000

雑 　 収　 入 0 30,000 30,000

特別会計 0 0

合計　　　　　（１）　 4,497,830 4,553,974 56,144 合計　　　　　（１）　 4,368,256 4,553,974 185,718

支出の部 支出の部

（単位：円） （単位：円）

  科　　　目  予　算　額 決　算　額 決算額との差額   科　　　目  予　算　額 前年度決算額 決算額との差額

会　　議　　費 250,000 162,593 △87,407 会　　議　　費 200,000 162,593 △37,407

慶　　弔　　費 30,000 20,500 △9,500 慶　　弔　　費 20,000 20,500 500

事 務 整 備 費 200,000 166,000 △34,000 事 務 整 備 費 250,000 166,000 △84,000

印　　刷　　費 250,000 213,828 △36,172 印　　刷　　費 50,000 213,828 163,828

文　　具　　費 15,000 14,346 △654 文　　具　　費 15,000 14,346 △654

通　　信　　費 250,000 547,078 297,078 通　　信　　費 150,000 547,078 397,078

事　務  局　費 240,000 240,000 0 事　務  局　費 240,000 240,000 0

クラブ援 助 金 400,000 420,000 20,000 クラブ援 助 金 420,000 420,000 0

雑　　　　　費 20,000 36,673 16,673 雑　　　　　費 35,000 36,673 1,673

特 別 会 計 へ 500,000 1,000,000 500,000 特 別 会 計 へ 1,000,000 1,000,000 0

計　　　　　　　（２） 2,155,000 2,821,018 666,018 計　　　　　　　（２） 2,380,000 2,821,018 441,018

次年度繰越金(１－２) 2,342,830 1,732,956 △609,874 次年度繰越金(１－２) 1,988,256 1,732,956 △255,300

合          計 4,497,830 4,553,974 56,144 合          計 4,368,256 4,553,974 185,718

２、特別会計 ２、特別会計

７０周年記念事業等の予定積立金 ７０周年記念事業等の予定積立金

収支決算 収支決算

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 880 0 前年度 繰越金 4,866,115 0

前年度 繰越金 3,865,235 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

合 　　　　計 4,866,115 0 4,866,115 合 　　　　計 5,867,115 0 5,867,115

　監査の結果、適正かつ正確であると認めます。 総会にて承認

平成25年4月8日 平成25年6月22日

会計監査

中西　健治 ㊞

会計監査

前田　益男 ㊞



協力金のお礼

　　　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24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)

卒業年 氏名 卒業年　（組） 氏名 卒業年　（組） 氏名 卒業年　（組） 氏名

旧教職員 植村　節哉 S43 福西　和雄 S56-① 平塚　佳也 H11-⑧　　 重松　康太

旧教職員 竹政　信孝 S43 河口　保義 S56-⑨ 藤村　泰章 H12-⑧ 岡　孝一郎

旧教職員 小山　昭 S43 内神　幹夫 S57-② 久保田　直宏 H12-⑤ 中村　慎一郎

旧教職員 入江　学 Ｓ43 上野　有三 S57-⑩ 山本　隆 H15-⑧ 青木　寛行

旧教職員 増田　晃子 S44 川本　勇次郎 S58-⑥ 森脇　弘志 H15-④ 西脇　慎太郎

S25（中） 稲野　廣 S44 西原　吉弘 S59-⑨ 井ノ下　敏行 H15-⑤ 小笠原　誠

S27（高） 西中　卓義 S44 前田  末廣 S60-③ 北　典弘 H17-⑦ 福田　和弘

Ｓ36 西山　佳宏 Ｓ44 八木　勝 S61-⑤ 久保　良吉 H19-④ 戸塚　建夫

S38 前田　益男 S45 林　秀光 Ｈ1-⑨ 池田　靖弘 H21-② 栗原　修平

S40 山田　和雄 S48-② 船越　清 Ｈ1-⑨ 坂口　幸輝 H22-③ 桑原　結太

S40 神岡　千代美 S48-③ 宮尾　勇夫 Ｈ1-⑨ 西尾　浩一 H22-④ 杉浦　友香

S40 竹本　輝夫 S43-③ 亀田　偉 Ｈ2-⑧ 能登　健 H24-① 奥野　宏武

S40 山本　裕 S49-⑥ 喜多　宣彦 Ｈ3-⑧ 陰山　忠継

S42 中田　裕康 S49-⑥ 辻　康弘 Ｈ4-⑦ 藤原　広宣 計187、000

S42 芦田　良夫 S49-③ 阪西　義弘 H 7-⑧ 笹木　整

S42 田中　浜子 S53-② 小林　俊夫 H8-⑨ 徳山　記康

S42 越　多美子 S54-② 里　清治 H8-④ 佐々木　暁

S42 時田　正俊 S56-⑤ 樋口　勉 H9-⑥ 山崎　実友

「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。
何卒一人でも多く会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
一口１０００円（２口以上お願いいたします）

郵便局窓口で・・「払込取扱票」通常払込料金加入者負担（手数料不要）の赤色用紙に
下記見本の通りご記入ください。

記入方法 口座記号番号 00910-8-72712
加入者名 箕面学園中学・高等学校同窓会

見本添付



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。

忘却し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奨励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

箕面学園中学・高等学校同窓会深山会は名簿管理、会報作成、発送等に
ついてお預かりするする個人情報は、個人情報の保護に関する日本の法
令その他の規範を厳守して、目的の範囲以内のみ利用いたします。
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
同窓会係までご連絡ください。情報は（㈱）サラトに委託しております。

事務局から ～お知らせ～

７０周年記念事業にむけて

　本学は昭和２１年４月箕面学園高等女学校として開設。昭和２３年学制改革により同年
箕面学園中学・高校としてここ箕面の地に根付きました。
　終戦後のなかでの、食料不足など未曾有の大混乱の中「日本再建の礎は教育なり」との
創設者の強い決意のもと、昭和２１年設立されました。その信念は今も脈々と受け継がれて
います。　教育方針として「豊かな情緒溢れる人材の育成」をめざし「品性高い教養ある近代人」
の育成と穏健な思想、円満な良識等の教育がなされました。
　現在の充実は幾多の卒業生によって刻まれた６０余年に及ぶ本学の歴史によって支えられて
いることは言うまでもありません。
　現在16、500余名の諸氏が卒業され、実社会で活躍されており、同窓会といたしましても
喜ばしい限りです。年齢も環境も違う集団ですが、同じ学舎で、教室で、校庭で過ごしたことを
懐かしむ心情で結び付いた組織であります。3年後の平成２8年には創立７０周年を迎えます。
　学校法人として、また同窓会も高校と連携協力し、記念事業を成功させるべく尽力しております。
最後になりましたが記念事業の詳細につきましては、都度お知らせしたいと思っておりますので
同窓会会員皆様には、今後ともご協力の程宜しくお願い申し上げます。

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
　　お願い 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。

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
　　ご注意 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

個
人
情
報



同窓会 

会報

★ 会報誌「深山会」のお知らせ　　 　　　[ＰＤＦで開きます]

会報誌「深山会」休刊とホームページ移行のお知らせ　　　【PDFで開きます】

箕面学園中学・高校同窓会会報　　深山会第15号　　　深山会第14号　　　【PDFで開きます】

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。

14号 62件 182,000 15号 62件 220,000 　カウントダウン 64件 220,000

深山会のお知らせ 65件 187,000

深山会への寄付のお願い

深山会の運営は会員の皆様のご寄付でまかなっています。

同窓会の年間運営費の内容は、総会・親睦会費用や会議諸費用等です。

会員の皆様のご寄付をお願いいたします。

  一口1,000円（2口以上）

なお、協力金は郵便局の「払込取扱票」通常払込料金加入者負担（手数料不要）の赤色に記入のうえ

郵便局の窓口にて記入の上お払込をお願いたします。

記入方法 口座記入番号 00910-8-72712
加入者名 箕面学園中学・高等学校同窓会
金額
通信欄
ご依頼人住所

　　　　　　記載事項を訂正した場合は、その箇所に訂正印を押してください。
 振替払込請求書兼受領証をもって領収証とします。

http://www.minohgakuen.ed.jp/ob/miyama.pdf

