


ご挨拶 同窓会会長　　山本　裕 昭和４０年（１９６５年）

同窓会会員の皆様におかれましてはますます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に賜り御礼申し上げます。

平成２７年に創立７０周年を終え「７０年の礎から輝く未来への躍動」をテーマーとして創立 80周年への

第一歩を踏み出しました。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。学園・同窓会の益々の発展をお祈り申し上げご挨拶といたします。

平成２７年度総会報告
開催日 平成28年6月18日（土）午後６時開催

場所 阪急宝塚線石橋「流れ鮨三代目おとわ」

議案

第１号議案 平成27年度活動報告の件

第２号議案 平成27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28年度活動計画（案）の件

第５号議案 平成28年度予算（案）の件

第６号議案 新幹事選任の件

第７号議案 会則改訂について

第８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28年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た。

柔道部顧問 水谷先生 全国大会予選２年生瀧川淑博君全国大会予選個人ベスト8、

大阪私学大会団体ベスト8、北摂地区学年別大会準優勝。

サッカー部顧問 喜多先生 本年度はインターハイ予選で３回戦出場。

バレー部顧問　　　　赤松先生赤松先生 今年は近畿大会ベスト16。活気あるクラブになってきている。

放送部顧問 西尾先生 今年はＮＨＫコンクール大阪予選3名出場。来年はテレビ部門で出場。

決勝に進出したいと思っています。

カヌー部顧問 齊藤先生 女子カナディアンで2冠達成しました。[近畿大会（滋賀；勢田川）]

日本一を獲れるように頑張っていきます。

平成２8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（Ｈ28.3卒） 事務局

会長 Ｓ４０卒 山本裕 Ｓ27卒 西中卓義 堀田京佑 正岡伸司 事務局長 喜多宣彦

副会長 Ｓ３８卒 松浦勉 他１６名 上村広大 前田久志

副会長 Ｓ３８卒 森政彦 岩名壮馬 永田敦子

副会長 Ｓ３８卒 前田益男 田村智輝 平松彪

副会長 Ｓ４０卒 神岡千代美 笹川瑞生 澤田健司

副会長 Ｓ４９卒 喜多宣彦

会計監査 Ｓ2６卒 中西健治

会計監査 Ｓ44卒 前田末広



　敬　弔 ご冥福をお祈りいたします。

氏名 卒　年 死去年

田中健次 Ｓ40 Ｈ24・12

辰己　穣 Ｓ40 Ｈ25・8

協力金のお礼 H27・4～28・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27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 卒　　年 氏名 卒　　年 氏名

旧教職員 増田　晃子 Ｓ42 三木正美 S43 内神　幹夫 Ｈ6 石渡　剛 Ｈ19 戸塚　建夫

旧教職員 河上宗弘 Ｓ42 加藤　　修 S43 島　　裕人 Ｈ7 森定利充 H23 栄藤正太郎

Ｓ25中 稲野　　廣 Ｓ42 岩本　通子 Ｓ44 前田　末広 Ｈ8 佐々木　暁 Ｈ25 谷口貴洋

Ｓ31 黒田清隆 S42 中田　裕康 S49 喜多　宣彦 Ｈ8 笹木　　整 Ｈ27 石丸健太

Ｓ36 大西　一雄 S42 亀谷　長和 S51 若田　悦男 Ｈ11 菅原健太 Ｈ27 都留康孝

Ｓ37 生瀬俊男 S42 大下　政一 Ｓ57 竹内幸雄 Ｈ12 中村真一郎

S38 松浦　　勉 S42 吉川　明男 Ｓ59 井ノ下敏行 Ｈ13 磯辺　瑠

Ｓ40 山田　和雄 S42 前田登志雄 Ｓ60 細見　学 Ｈ15 森　雄希

Ｓ40 神岡千代美 Ｓ43 上野有三 S62 鈴木　昌光 Ｈ17 中本祐太

Ｓ40 竹本　輝夫 S43 河口保義 H元 池田靖弘 Ｈ17 中澤忠直

Ｓ42 前田　護 S43 米田　晃 Ｈ3 陰山忠雄 Ｈ19 中尾　　隼

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。そんな中、先日の日本プロ野球新人選手

選択会議(ドラフト会議)におきまして平成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

が広島東洋カープから3位指名を受けました。本校で初めてのことで、誠に嬉しい限りであります。

広島東洋カープといえば、今年セントラルリーグを制して日本シリーズに出場が決まりました。床田君に

とって非常に良いタイミングで指名されたということではないでしょうか。今後の活躍を祈っています。

また、体育の授業やクラブ活動等で、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。今年行われた　リオオリンピックでは日本選手の目覚ましい

活躍がありました。柔道、レスリング、水泳、陸上、卓球、カヌー等。該当する競技の本校クラブの

生徒は刺激を受けたことと思います。将来のオリンピアンが誕生することを願っています。

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。

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とも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上げます。

箕面学園高等学校　　　　校長 宮城福三

　平素は高等学校の教育活動の推進にご支援を賜り、厚くお礼を申しあげます。

昨年の盛大な70周年記念式典から早や一年がすぎ、学園の将来が明るく豊かなものになっています。

進学・就職・クラブ活動もよくなったと言われ、学園の伝統を堅持し、教職員一同努力してまいります。



学園状況

平成２８年度在校生数 （Ｈ28・5・1現在）

男子 女子 合計 ★退職された教職員（平成28年3月31日付）

194 16 210 出原　卓

180 27 207 渡辺　 香

144 26 170 ラーバン・マーセル

518 69 587

★就任された教職員（平成２８年４月１日付）

進路状況（平成２８年度卒業生１４６名）（H28・3・31現在） 野口浩章 （理科）

男子 女子 合計 越智洋介 （英語）

大学 42 3 45

短期大学 2 2 4

専門学校 7 49 　　★学食がリニューアルされました。
公務員 0 0 0 　　　厨房も改装されメニューも一新。学食を世代を超えた

企業 32 3 35 　　卒業生が力を合わせ在校生に喜んでもらえるように

その他 8 5 13 　　食育にも力をいれ日々奮闘しております。

126 20 146

在校生の活躍

カヌー部
日本カヌースプリントジュニア選手権大会兼

海外派遣選手一次選考会
文部科学大臣杯（山梨県富士河口湖町）

3年生永野瑞穂さん　２００ｍ第４位、1年生松田菜々美さん５００ｍ８位　　
日本カヌースプリントジュニアコース小松大会にも上記２名が決勝出場。

★平成２８年度インターハイ・　山口国体
永野、城山、佐々木、百田、西尾、古川、松田の７名が出場。
★1年松田菜々美さんが日本カヌー連盟全国8ブロックジューア合宿
への参加権を獲得しました。

また同窓会からの報奨金にて一艇購入いたしました。
有難うございました（齊藤文責）

　　　　　　左から佐々木・百田・城山・齊藤先生

下から２番目

美術部
平成２８年７月第65回大阪私学美術展で奨励賞２名受賞。絵画部門2年浅野竜希君・立体部門2年本種榛也君

受賞作品と浅野君 受賞作品と本種君

私はこの度の私学展にて 僕は2年目にて、やっと奨励賞

二年連続で奨励賞を受賞しました。 を受賞しました。今年は優秀賞

優秀賞にはあと一歩及ばず悔しい には一歩及ばずでしたが来年は

思いもありますが、ひとまずは 優秀賞を目指し手今年よりも

奨励賞が取れたことを嬉しく思います。 頑張りたいです。そして今年は

今回の私学展ではイラスト部門の 絵画にも挑戦したいと思ってい

作品数が絵画部門を超え少し物悲しい ます。最後に高校生活ラストの

思いもありました。作品数が少ない 私学展を良い思い出にできる

こともあり例年に比べレベルの高い作品 ように悔いなく全力を出しきって

が多く感じました。来年こそは優秀賞を 挑みたいです。

狙って頑張ります。 　

合計

就
職

進
学

学年

1年

3年

合計

2年

進路区分



クラブ紹介＆活動報告

運　動　部
硬式野球部 春季大阪府予選・選手権大阪大会・私学大会・秋季大阪府予選等に出場。

カヌー部 文部科学大臣杯２００ｍ４位・500ｍ全国学年別ベスト選出

サッカー部 天理カップ3位・総合体育大会兼大阪府選手権3回戦出場・平成２８年7月けまりカップ準優勝。

バスケット部 年度末リーグ大会・第63回大阪高等学校バスケットボール新人大会・学期末リーグ大会等に出場。

バレ－ボール部 平成28年4月部別大会２部１位で1部昇格。６月インターハイ予選ベスト16・近畿大会出場。

９月私学大会リ－グ戦２位・近畿私学大会出場権（大阪府）獲得。

剣　道　部 平成２８年6月大阪府全国高校総体予選個人の部5回戦出場。

陸　上　部 平成２８年5月第69回大阪高校陸上地区予選会・第７１回大阪高校総体地区予選等参加。

本校グランドを中心に練習。部員男女計10名で練習等取り組んでいます。

卓　球　部 大阪高等学校卓球選手権大会・大阪高等学校卓球新人大会・私学大会・一年生大会等団体戦

個人戦に出場。

柔　道　部 大阪高校新人大会・高槻市民柔道大会団体戦男子一般の部第3位。私学柔道大会・

全国大会大阪府予選・金鷲旗争奪全国高校大会・大阪高校総体柔道の部団体戦・個人戦出場。

ハンドボール部 第７０回高校春季総合体育大会・第６７回インターハイ予選・第７１回高校秋季総合体育大会・第６３回

大阪私立高等学校総合体育大会等出場。

ボクシング部 ３年生４名１年生７名で活動・ミット打ち等練習し能力ができれば試合参加を考えている。

文　化　部

放　送　部 平成２８年６月第63回ＮＨＫ全国高等学校放送コンテスト大阪大会予選に出場。

平素は昼休みの校内放送をメインに活動している。また大阪大会予選突破を目標に頑張っている。

写　真　部 校外写真撮影（神戸市）を文化祭に展示。3万人の写真展に出品した。

美　術　部 平成２８年７月第65回大阪私学美術展で奨励賞２名受賞。絵画2年浅野竜希君・立体2年本種榛也君。

パソコン部 プログラミング語の学習をしています。

和太鼓部 関西福祉大学金光藤蔭高校との合同演奏会を開催。８月介護老人保健施設ケアーセンター滋賀・

道の駅琵琶湖大橋米プラサ「光彩」にて演奏。

9月には蒼い鯉のぼりプロジェクトでは震災被害地支援のためのイベントに参加しました。

音楽部 平成２７年１１月文化祭活動で１０曲発表。平成２８年４月クラブ紹介で2曲舞台発表をしています。

漫画研究部 文化祭において日頃の活動で完成させたイラストの展示。プラ板で作った様々なジャンルの

キーホルダーを制作し販売しました。

Home economics部 週に一回程度の活動。製菓・調理・手芸など生徒が作りたいものを製作しています。グラタン

パンケーキいちご大福など作りました。

吹奏楽部 学内活動をしています。

同　好　会
ダンス同好会 毎週月・木曜日にｈｉｐｈｏｐダンスを中心に練習しています。

勉強部同好会 学内活動をしています。



柔道部
★2年　瀧川淑博君
平成２８年度大阪高校新人柔道大会男子個人の部73ｋｇ級第二位
コメント
この度は、平成２８年度大阪高校新人柔道大会において準優勝することができました。

この結果をもって近畿大会への出場も決まりました。日頃から支えていただいている

先生方はじめ、学校関係者の皆様に少しでも恩返しができるよう、近畿大会では

上位を目指し来年度のインターハイに出場できるよう努力していきます。
今後とも応援よろしくお願いします。

★本学教員　松宮　広先生が第４１回全国教員柔道大会大阪府代表

（５人制）で出場。大阪府が優勝。（於Ｈ28・8・6講道館）

コメント
この度、毎年学校からご支援いただいて出場しています教員大会にて

全国優勝することができました。一昨年から大阪代表として出場し、

二年連続準優勝と惜敗していましたが、何とか今年結果を出すことができました。

ありがとうございました。本来なら生徒の活躍をご報告するところですが、

自分の活動が部員たちの力になればと思い、恐縮ながらご報告させて

いただきます。 体育科　　　　松宮　広

卒業生の活躍

（野　球）
平成２８年度日本プロ野球新人選手選択会議（ドラフト会義）
★平成２５年卒業　　　床田寛樹君　　（野球部）　
中部学院大学４年
　★平成２８年１０月２０日

セ・リーグ　広島東洋カープドラフト３位指名

★平成２５年卒業　　　城　憲輝君　　（野球部） ★平成２７年卒業 福山颯太君　（野球部）
岐阜経済大学４年 大阪学院大学２年
東海大学野球 関西六大学野球春季リーグにてベストナイン初受賞
東海地区秋季岐阜学生リーグにて主将として大活躍。

★平成２７年卒業　　　荒木佳祐君　　（柔道部）
関西大学２年
全日本ジュニア選手権大阪予選100ｋｇ級優勝
　　　　〃　　　　　 　　　　近畿予選100ｋｇ級優勝

平成２８年度第３５回
関西学生柔道体重別選手権大会100ｋｇ級優勝。
平成２８年度講道館杯
全日本学生柔道体重別選手権大会100ｋｇ級出場。

試合明けの１１月１４日に母校を訪問。顧問の水谷先生と談笑しながら
「初戦に実業団と対戦、敗れましたがよい経験・体験をしました。
来年も頑張ります。」と、将来の希望も含め明るく話していただきました。



（カヌー）

齊藤　茜　平成２２年卒業  (本学教員) 山田　夏生　平成２４年卒業生

ワイルドウォーター（激流下り） カヌースプリント（静水）

大阪府予選（和知川・京都）優勝 大阪府予選（浜寺・大阪）優勝

近畿ブロック大会（瀬田川・滋賀）優勝 近畿ブロック大会（音水湖・兵庫）優勝

紀の国和歌山国体（第70回） 紀の国和歌山国体（第70回）

（北山村特設カヌー競技場） （日高川町美山漕艇場）

1500ｍの部…15位 500ｍの部…4位

スプリントの部…14位 200ｍの部…8位

同 窓 会 便 り
箕面学園柔道部　
OBG会長　宮尾　勇夫（昭和４８年卒）
箕面学園高等学校柔道部OB会のあゆみ

コメント
以前から計画していた、OB会の設立ですが、中市陽子をはじめとする女子部員の活躍をきっかけに
平成３年３月１７日発足する次第となり、現在にいたっています。現在約１７人の会員が所属しており(要整理)
行事としては、６月第１日曜日の総会、１１月の現役選手とOB会会員との合同練習(以前はOB戦、練習試合でした。
また、１６〜７年前から１０年余りに大阪野外活動センターでの合同合宿等も行っていました。  
今後は若いOBの力を借りて会のリフレッシュを図り柔道部へのより一層の援助に努めたいと思います。

１１月3日、合同練習のあと、ＯＢG１１名で集まり

箕面市内「喰い」にて同窓会を行った。



平成27年度 収支決算書　　 平成28年度 予　算  書　　

　自:平成27年４月　１日 自:平成28年４月　１日

　至:平成28年３月３１日 至:平成29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 2235000 2,190,000 前年度 繰越金 2,028,673 1,908,010

入   会　  金 2,550,000 2,190,000

同窓会 協力金 250,000 141,130

利　　　 　息 300 174 同窓会 協力金 100,000 141,130

雑 　 収　 入 0 30,000 利　　　 　息 300 174

前年度 繰越金 1,908,010 1,908,010 雑 　 収　 入 0 30,000

合計　　　　　（１）　 4,393,310 4,269,314 合計　　　　　（１）　 4,678,973 4,269,314

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 250,000 173,748 会　　議　　費 250,000 173,748

慶　　弔　　費 50,000 20,000 慶　　弔　　費 50,000 20,000

事 務 整 備 費 350,000 178,965 事 務 整 備 費 350,000 178,965

印　　刷　　費 100,000 18,360 印　　刷　　費 50,000 18,360

文　　具　　費 10,000 20,399 文　　具　　費 25,000 20,399

通　　信　　費 200,000 117,252 通　　信　　費 200,000 117,252

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

クラブ援 助 金 500,000 470,000 クラブ援 助 金 550,000 470,000

雑　　　　　費 50,000 1,917 雑　　　　　費 30,000 1,917

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

計　　　　　　　（２） 2,750,000 2,240,641 計　　　　　　　（２） 2,750,000 2,240,641

次年度繰越金(１－２) 1,643,310 2,028,674 次年度繰越金(１－２) 1,463,310 2,028,673

合          計 4,393,310 4,269,314 合          計 4,393,310 4,269,314

２、特別会計 ２、特別会計

70周年記念事業等の予定積立金 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 1,667 0 前年度 繰越金 6,187,174 0

前年度 繰越金 6,868,072 0 預　金　利　息 1,500 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

70周年記念費 1,682,565 積立金 0 0

合 　　　　計 7,869,739 1,682,565 6,187,174 合計 7,188,674 0 7,188,674

　監査の結果、適正かつ正確であると認めます。

平成27年4月23日 総会にて承認

平成28年6月18日

会計監査 中西　健治 ㊞

会計監査 前田　益男 ㊞



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


