
 

 

 

 

 

                                                       

第 15回学友会定期総会が 4月 21(日)にネスタリゾート神戸に於いて、新加入の 30名を加えた会員 399名の

うち、62名の参加と高大新学長の井上京子先生をはじめお二人のご来賓をお迎えして開催されました。 

議長に 25期の戸田幸子氏が選出され、第 1号議案（2018年度事業報告）から第 5号

議案（2019年度予算案）までが満場一致で承認されました。 

その後、同会場で三木前会長の乾杯の音頭で懇親会が始まり、26 期の小林敏之理事

から新入会員代表の挨拶と参加された 6名の方の紹介がありました。 

日頃から地域や施設などでも活躍されている、民謡踊りや大道芸(せせらぎ会)による

アトラクションに手拍子を打ちながらの賑やかな会食となりました。 

同期生や先輩・後輩との会話に花が咲き、お互いに？歳かずつ若返ったような和やか

な雰囲気の中で楽しいひと時を過ごし、互いの健康と再会を期しての閉会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

新緑が芽をふいた近隣の山々、こ

の四月、毎年自然のめぐみは変わる

事がなく、気持ちの良い時候です。

この度、第十五回学友会定期総会に

於きまして会長に就任致しました

濵渕でございます。 

今年度は平成から令和の時代に変わる事で、気持ち的

に前向きの考えになります。「人々が美しく、心を寄せ合

う中で文化が生まれ育つ」と言う意味がこめられるそう

です。私達も人と人との心を開いた絆がなければ世の中

楽しく生きる事は出来ないと考えられます。 

高大学友会は発足十五年の歴史と伝統の文化があり、

会員相互が社会への貢献を通して親睦が図れるように努

力しなければなりません。今年は新元号の令和となり、

十六回目に向かって私達役員一同頑張っていきます。 

皆様方は地域の活性化になくてはならない人材です。

その為にも健康で長生きをしてください。 

皆様方のご協力をもってこの学友会を支えたいと考え

ます。温かいご支援をお願いして、就任のご挨拶とさせ

ていただきます。 

会長 濵渕 徹（24期生） 

歳月が過ぎるのは早いもの、学友会にお世話になり

3年にもなっていました。着任の挨拶にもありますが、

同窓会とは「継続が力なり」という信念から、G.G大

会や秋のバス旅行なり、春の総会・懇親会という大き

な行事を通じ、相互の絆を強めることに愚直に専心し

てまいりました。 

ときあたかも、平成から令和に

元号が新たになるこのときに退

任するというのも、自分にとって

は思い出の 1 ページをめくるよ

うでなにか時の移ろいを感じる

次第です。高大・大学院・学友会

にわたり会長という役職を体験

させていただきました。それぞれの時期で会得した思

い出を胸にいだき、これからの残されたわずかな人生

に少しでも生かしていきたいものと考える所存です。 

最後になりましたが、役員・先輩・同僚の皆様に感

謝を述べつつ退任させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

前会長 三木 清（23期生） 

令和元年 5月 11日 
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学友会会長就任挨拶  前年度会長退任挨拶  
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2019年度事業計画 

 

 

1. 基本方針 

(1) 本年度は恒例により 24 期を中心の運営になるが、これまでと同様に 25 期生 26 期生と連携して 

円滑に推進を図る。 

(2) 出会いを大切にし、支え合い、会員相互の親睦を図る。 

(3) 本会の目的に沿い、地域社会への参加及び在校生との交流を深める。 

2. 主要実施要項 

(1) 学友会だよりの定期発行 

年 3 回の発行を予定し、総会報告、親睦旅行の案内、次期総会案内等を主要掲載内容とする。 

(2) ホームページの更新 

主要行事の都度、ホームページの更新に努める。 

(3) 高大行事への参加。 

高大行事には積極的に会員の参加を促す。 

(4) 会員名簿の整理 

会員名簿を整理し、PC メールの積極的な利用の推進を図る。 

(5) その他 

第 16 回定期総会は 2020 年 4 月 19 日(日)に予定する。(場所等は未定)  

2019年度新役員紹介 

第 12回グラウンド・ゴルフ大会 

開催のお知らせ 
日 時：6月 3日（月） 集合時間 9時 

場 所：三木総合防災公園 G・G コース 

競 技：1チーム 6人による団体戦 

参 加 費：500円（当日徴収） 

そ の 他：雨天の場合は 9月 25日に延期 

詳細は別紙配布の案内書をご覧ください。 

第 11回清掃ハイキングのお知らせ 

令和元年最初の行事、清掃ハイキングを 5月

20日（月）10時から教海寺境内で実施します。

青空の下若葉の香りを楽しみながら、 

境内や心身をリフレッシュ 

しませんか？ 
清掃後、住職の法話をお聴きします。 
詳細は別紙配布の案内書をご覧ください。 

開　催　日 行　　　事 主　催 場　　　所 備　　考

 4月21日(日)  2019年度総会(第15回) 学友会  ネスタリゾート神戸  実施済

 5月 6日(月）  第1回準備役員会 学友会  緑が丘町公民館

 5月11日(土)  第1回役員会 学友会  三木市中央公民館

 5月17日(金)  高大スポーツデーG.G大会 高　大  グリーンパーク  予備日　6月14日

 5月20日(月)  清掃ハイキング 学友会  教海寺(細川町脇川)

 6月 3日(月)  第12回学友会G.G大会 学友会  三木総合防災公園G.Gコース  予備日　9月25日

 6月21日(金)  高大春季清掃活動 高　大  まなびの郷みずほ

 9月 7日(土)  第2回役員会 学友会  三木市中央公民館

 10月 4日(金)  高大体育祭 高　大  三木勤労者体育センター

 10月18日(金)  高大秋季清掃活動 高　大  まなびの郷みずほ

 11月15日(金)  親睦日帰りバス旅行 学友会  湖東方面(予定)

 12月 7日(土)  第3回役員会 学友会  三木市中央公民館

 1月16日(木)  学友会入会説明会 学友会  まなびの郷みずほ

 2月23日(日)  高大大学祭 高　大  まなびの郷みずほ  パネル担当 25期

 3月 8日(日)  第4回役員会 学友会  三木市中央公民館

 濵渕 徹(24期) 副会長  山口 仁朗(24期) ・ 竹野  一美(24期) 会計  松澤 道子(24期)

総　務

 学友会だより

 ホームページ

会　　　長

幹
事

 岩瀬 源太郎(25期) ・ 戸田 幸子(25期) ・ 西畑 種嗣(26期) ・ 高橋 富子(26期) 

情　報
 松浦 賀代子(24期) ・ 板東 和己(25期) ・ 重光 仁(26期)

 小池 正憲(24期) ・ 小阪 信之(25期) ・ 野間 久美子(26期)

顧　　問  井上 京子(学長)・藤原 良一(教務主任)・岩波 孝昭(前学長)・井上 達夫(前教務主任)

 石原 修(23期) ・ 高階 末子(23期)

理　事　長  藤原 敏行(19期)

理　　事

 津賀 清(12期)・池町 耕一(13期)・下川 博(14期)・舟木 俊彦(15期)・佐藤 徹(16期)

 久内 奎吾(17期)・ 松田 正信(18期)・藤原 敏行(19期)・川端 昭延(20期)・上田 勝正(21期)

 安川 一夫(22期)・三木 清(23期)・池町 敏彦(24期)・荻田 俊一(25期)・小林 敏之(26期)

会 計 監 査
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