


６月４日（土）

第２８回 高槻・島本支部

総会・懇親会



総 会 風 景

山城支部長

山城新支部長 の挨拶で総会がはじまります。

支部の若返りを目指し、「平成会」発足の年に！



総 会 風 景

古澤 新事務局長

古澤 新事務局長、緊張しながらの司会です。



懇 親 会 風 景

乾杯の音頭は、
口羽同窓会副会長

乾 杯 ～ ！



♪アトラクション♪

懇 親 会 風 景

関西学院応援団吹奏楽部の
木管演奏グループによる木管６重奏



懇 親 会 風 景

よく知っている曲も交えて、楽しい演奏でした。

♪アトラクション♪



懇 親 会 風 景

♪和気あいあいと、楽しい語らい♪



懇親会風景 ♪和気あいあいと、楽しい語らい♪



♪和気あいあいと、楽しい語らい♪懇親会風景

支部の綺麗どころ集合！



♪和気あいあいと、楽しい語らい♪懇親会風景



♪和気あいあいと、楽しい語らい♪懇親会風景

平成会のテーブルは
活気にあふれ

こちらは長老席



♪和気あいあいと、楽しい語らい♪懇親会風景



ゲームの始まり。
とにかく、つないで、つないで・・・

懇親会風景

藤田さん、
ネクタイも手も伸びました！



懇親会風景 楽しい語らいも、幕を閉じました

そろそろお別れの時間、
山谷さんのリード、
木管の伴奏で校歌を
歌います。



♪「空の翼」全員で斉唱♪懇親会風景

司会の柿島さん、お疲れ様でした。



６月４日（土）

第１７回 市民公開セミナー

「学校教育の国際的動向と

関西学院大学」

講師：関西学院大学学長 村田 治 氏



具体的で分かりやすくお話していただきました。

「学校教育の国際的動向と
関西学院大学」



「教育の質保証」が重要
その成果として、

関学は５０００人以上の大規模大学の中で

村田 治 学長

就職率３年連続 NO.1！



具体的なお話に、皆熱心に耳を傾ける

「学校教育の国際的動向と
関西学院大学」



８月６（土）、７日（日）

高 槻 ま つ り

屋台を出店！



昨年と同様の

猛暑！



準備万端、さあ頑張るぞ！



お揃いのＴシャツを着て、
張り切って行きましょう！



お揃いのＴシャツを着て頑張ってます！



テントの中では、最長老が売上に貢献

「やっぱり國乃長の生ビールはうまい！」



遠方からも、ご来場

森本さんのお孫さんは、
バンクーバーから駆け付けて

関学校友課の岡田課長



若者ご招待！
藤井副支部長も、

満面の笑みで、勧誘です。



若者に優しい高槻・島本支部！

支部期待の星の佐竹さん
支部長みずからうちわで扇いで、大サービス！



暑さと忙しいで、疲労もピーク！



暑い！暑い！ 生ビールが飛ぶように売れ

新旧2人の会計は、笑いが止まりません！

残念ながら、
ぼろ儲けにはなりませんが・・・



今年の高槻まつりは、
８月５日（土）、６日（日）です。

去年のように、皆で楽しく屋台で
盛り上がりましょう！
今年は、
冷やしスイカも販売。

前売りチケット買ってくださいね。



１０月１３日（木）

秋の日帰りバス旅行

「湖東の彦根城と長浜を訪ねて」



彦根城で全員集合



彦根城で全員集合



好天に恵まれた秋の一日、

彦根城から琵琶湖を望む



玄宮園散策

綺麗どころ集合！



玄宮園散策

天主が池に映った玄宮園



お城を望むホテルで昼食

美味しそ～～。早く食べたい！



長浜散策

長浜曳き山博物館前で



１１月２７日（日）

第２５回 関西学院グリークラブ

高槻コンサート

於：高槻現代劇場 大ホール



全日本合唱コンクール６連続金賞受賞



全日本合唱コンクール６連続金賞受賞
いよいよ開場です。



第１ステージ Gospel and Spiritual 

第２ステージ ふるさとの四季

第４ステージ 日本民謡集

第３ステージ じゆびれえしよん



新月会と合同演奏で、総勢１２０名の大迫力

素晴らしいメンタルハーモニーを
聞かせてくれました。



新月会（平均年齢６３歳）と４年生の
合同ステージ



新月会と合同演奏で、大ホールいっぱいの聴衆を
魅了しました。



今年の

「グリークラブ高槻コンサート」

１２月３日（日）

に開催いたします。

多数のご来場をお待ちしております。



２０１６年
１月２１日（土）

新春親睦パーティー



支部会員だけの気楽な新年会です。

総勢 78名

画面では表現できない、賑やかな会。
でも、関学卒業生の品位は保ってますよ。



山城支部長 挨拶

１月２１日（土）新春親睦パーティ開催

司会 柄 敦郎さん



アトラクション Part１ バグパイプ演奏



♪♪♪♪♪
♪♪♪

アトラクション Part１ バグパイプ演奏

団長の河合鈴世さん 岡部ヒロシさん
（関学大４年生）



アトラクション Part１ バグパイプ演奏

スコットランドの
踊りも披露



アトラクション Part２ 津軽三味線演奏

高槻在住 徳田恵美さん



アトラクション Part２ 津軽三味線演奏

２００２年津軽三味線に出会い、始める。
数々の受賞歴

♪♪♪♪♪
♪♪♪



乾杯の音頭 中山弘恵さん

若い力で「平成会」を引っ張っていってくださ
い。お願いしますよ！

「三日月〈関学の校章〉が満月になるように
人間も成長していく、、、、」と立派な挨拶



初参加の方 紹介

國松 比呂史さん 陳 允陸(ｲﾝﾘｸ)さん 水野 元二さん



お楽しみ 豪華賞品をかけた○×クイズ

今年も、寿酒造さま、清鶴酒造さまからご提供をいただきました。
ありがとうございます！

マジ真剣！



○×クイズ テーブルごとの団体戦

団体優勝

賞品は支部ゴルフコンペで見事ホールインワンを
された信貴さんからご寄付いただいた、

沢山の缶ビール



○×クイズ 続いて個人戦

一等賞の野村さん「一等賞なんて、小学校の
運動会以来ですので、感激しています。」



○×クイズ 続いて個人戦

二等賞の平山さん
”あの問題が正解やったら、

一等賞やった！”？

三等賞は山谷さん



その他の活動内容

同好会として気の合う仲間が
楽しく集う会として・・・



ゴルフコンペ

・支部主催 春・秋ゴルフコンペ

・大阪府下支部対抗懇親ゴルフ会

・関関同立同窓会親睦ゴルフ会



第５８回 春のゴルフコンペ
４月8日

満開の桜の元で開催



第５８回 春のゴルフコンペ
今回はプレーはされない
山城支部長が激励に！

優勝者の池田忠信さん
「ハンディのお蔭で優勝」と謙遜

山城支部長



第５９回 秋のゴルフコンペ

４月8日



第５９回 秋のゴルフコンペ

優勝者の石川 宏 さん

副賞のゴルフバッグを受け取る
大上 千恵子 さん



府下支部対抗親睦ゴルフ
１０月６日



関関同立親睦ゴルフ
１１月１日

参加者全員集合写真



関関同立親睦ゴルフ

昨年度は、我が支部が幹事のため、
優勝は譲りました。 (>_<)

今年は、Ａ、Ｂチームダブル優勝
という快挙を成し遂げ、本来の関学
の実力を見せつけました。



•史跡探索グループ

・向日神社から長岡京大極殿跡への散策

・成合春日神社（雨乞い神事）祭具虫干し

・秋の嵐山散策と京料理を楽しむ

・上宮天満宮 宮周辺清掃作業

・伊勢寺かるた会

・磐手杜神社とんど焼き



「向日神社から長岡京大極殿跡へ」
５月１４日（土）



竹林公園

竹林を新緑の爽やかな風が吹き抜けます。

「向日神社から長岡京大極殿跡へ」



「向日神社から長岡京大極殿跡へ」

男性の平均年齢８０歳。
炎天下を１０キロ歩きました。



「秋の嵐山散策と京料理を楽しむ会」
１０月１日（土）

大本山天龍寺前にて



「秋の嵐山散策と京料理を楽しむ会」



「秋の嵐山散策と京料理を楽しむ会」

いつものように、男性の平均年齢８０歳。
お疲れの様子です。



酒を楽しむ会
・第１０回 ８月２２日

京都先斗町 いずもや １６名

・第１１回 １１月１４日
河内ワイン １４名

・第１２回 ２月７日
清鶴酒造の酒蔵見学 ２７名



第１０回 ８月２２日 京都先斗町 いずもや
加茂川の床での納涼会。最高！



第１１回 １１月１４日 河内ワイン
おしゃれなワイナリー



第１１回 １１月１４日 河内ワイン



第１１回 １１月１４日 河内ワイン



第１２回 ２０１７年２月７日清鶴酒造の酒蔵見学



清鶴酒造見学 ２０１７年２月７日

搾りたての新酒、楽しみ！早く飲みたいな～



清鶴酒造見学

待ちに待った搾りたて新酒を頂く
至福の時です。



２年に一度の海外旅行



２年に一度の海外旅行を行ってきましたが、昨

年世界情勢を考慮し、翌年に延期。

負傷者続出で、少人数になりましたが、

６月２０日から元気な方々が出発します。

「気を付けて行ってらっしゃ～い。

お土産話しを楽しみにしています。」

２年に一度の海外旅行



以上で2016年度の活動報告は終わりです。

高槻・島本支部では、

毎年このような楽しい支部活動を、

みんなで助け合って行っております。

今年度も、「楽しい同窓会」を目指して、

いろいろな行事を企画しています。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。


