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大阪青凌高等学校　同窓会　役員紹介

名誉会長
大阪青凌高等学校　校長　福力　稔
　同窓会報「青空」初号の発行、誠におめでとうご
ざいます。
　日頃より、同窓会の皆さんには、本校のクラブ
活動への支援金や奨学金の支給、また青凌祭でのジュース販売等々、
物心両面のご支援を頂いています。この紙面を借りまして、まずは
お礼を申し上げたいと思います。そしてこの度、同窓会の会報が発
行されることになり、同窓会活動を卒業生の皆さんに知ってもらえ
る機会が増えることに喜びを感じています。
　来年 4 月、本校は校地を島本に移転することが決まっています。
移転前の本年10月には、現校地の惜別会が同窓会主催で開かれる予
定です。ぜひこの機会に母校を見納めに来てください。多くの人と
の再会を楽しみにしています。

会長　鍜治本　武宏　（17期）
　この度は同窓会報「青空」初号発行を大変うれし
く思っています。この会報を手にされた方々の中
にも、高校を卒業後、同窓会の活動を知らなかっ
た方々もおられるかもしれません。今回これを機
に、改めてみなさまに母校を少しでも振り返って
もらえればうれしく思います。
　私たちとしましては、これまでの同窓会の活動とともに、これか
らの同窓会の活動を卒業生のみなさんに、よりわかりやすく、また
身近に伝えていけたらと思います。
　私は青凌を卒業して、すでに10年以上経ちますが、偶然にも小学
校現場で働く機会を得ました。日々の経験が青凌の為にも活かせな
いか、という意識をはりながら仕事を頑張っています。
　今後も、現役の学生、卒業生、そして学校の為にも、「出来るこ
と」を着々と進めてまいりたいと考えております。
　みなさま、よろしくお願い致します。

会計　瀧ヶ平　真悠　（22期）
　会計を担当させていただいております、22期生の
瀧ヶ平（旧姓 西川）と申します。
　今回、同窓会報「青空」初号の発行に携わること
が出来、嬉しく思います。同窓会は、大阪青凌の
卒業生全員が会員となる団体ですが、多くの方が
どんな活動をしているのかピンと来ないと思います。
　現在は総会の開催、青凌祭でのジュース販売、クラブ活動への助
成金の支給等を通じて、卒業生同士の交流や現役生への支援を行っ
ております。
　また、今年は校舎の惜別会を企画しており、より多くの方に同窓
会を知っていただき、学生時代を懐かしむ場を提供できたらと考え
ております。
　まだまだ未熟な同窓会の活動ですが、卒業生と学校をつなぐ架け
橋となれるよう、頑張って行きたいです。

会計　松岡　美里　（26期）
　卒業して数年経つ今も、このように大阪青凌高
校の活動に関わらせていただくことができ、嬉し
く思います。私は高校3年間剣道部に所属していま
した。その後ブランクはありましたが、今、また
ご縁があって職場の剣道部に所属しています。
　この年齢になり周りで結婚する同級生も増え、嬉しい報告を聞く
ことが多くなりました。行事等で集まる機会が増え、高校の頃に
戻ったような懐かしい気持ちになります。
　この度、校舎が移転することとなりました。友人としょうもない
ことで笑い転げたこと、受験勉強で悔しい思いをしたことなど、た
くさんの思い出がつまった校舎がなくなってしまうことを寂しく思
います。しかし校舎移転に際して、卒業生みんなで集まれることを
嬉しく思います。多くの方に参加していただき、楽しいひと時を過
ごせたらと思います。この会報を通じて大阪青凌の繋がりを長く維
持できればと思います。

会計監査
大阪青凌高等学校　前事務長　白須　和平
　同窓会の皆さまには日頃より、本校の教育活動
にさまざまなご協力をいただき誠にありがとうご
ざいます。
　本校の経営母体である学校法人浪商学園が、2021
年学園創立100周年を迎えます。その記念事業のひとつとして本校の
島本町への校地移転があります。卒業生にとって母校の発展はとて
も喜ばしい反面、思い出が一杯つまった現校地が移転するのはとて
も寂しいことではないでしょうか。今秋には前島校舎の惜別会も予
定されているようです。卒業から足が遠ざかっているかたは是非、
母校に遊びにきてください。
　同窓生の皆様には、今後とも変わらぬご支援とご協力を賜ります
ようお願い申し上げますとともに、同窓会の今後のますますのご発
展を祈念申し上げます。

副会長　川上　俊行　（11期）
　私には青凌高校および同窓会に一つ大きな恩義
があります。高校 3 年生当時、同級生に誘われて
軽音楽部に参加し、人生初のバンドを結成、初ス
テージを青凌祭で踏ませていただきました。数年
後、進路の違いからバンドは解散。なんとなく連
絡もとりあわないまま 8 年の時が過ぎた頃、届いた同窓会総会の案
内をきっかけに青凌を再訪、旧友達との再会の流れの中で当時のバ
ンドメンバーとの交流につながり、卒業から20年以上経過した現在、
また一緒のバンドで音楽活動を共にするに至っています。そのよう
な訳で、好きな音楽や仲間との絆をつないでくれた青凌と同窓会に、
同窓会役員の職務を通じて報いていきたい所存です。
　来年に控えた島本校舎への移転を記念し、今年は前島校舎での惜
別会も計画しています。同窓会活動が同窓生の皆様にとって素敵な
再会や再開の機会につながるよう、精一杯励んで参りたいと思いま
す。

会計監査　内藤　勝也　（22期）
　こちらをお読みいただいている会員の皆さん、

「同窓会」についてどのようなイメージをお持ちで
しょうか。
　同窓会の存在は歴代の諸先輩方のお力で立ち上
げられ今日に至ります。
　私も同窓会役員としてお誘いいただいた時より、お世話になった
学校に何かできないだろうかという想いで活動して参りました。
　そうした中で、このようにして会報の発行、移転にともなう惜別
会の企画と、少しずつ盛り上がりを見せる同窓会の活動、少しずつ
新たに変わっていく同窓会に携われることが嬉しく、何とも言えな
い想いでおります。
　現在は様々な期生の役員が集まるなど新しい風が吹く同窓会、少
しでも卒業生である同窓会の会員の皆さんに興味をもっていただき、

「お！会報が届いたぞ！」「同窓会の集まりに参加しようか！」とご支
援ご協力頂けることを心から願っております。

書記　松村　一輝　（25期）
　卒業して 9 年が経ち、同窓会に携わる事で、大
阪青凌高校での沢山の思い出がつい最近のように
蘇ります。同窓会活動をする事で、自分の原点は
大阪青凌にあるんだということも実感しています。
同窓会報の発行で、より多くの卒業生の皆さんに、
同窓会活動を知って頂き、青凌での出来事を思い出してもらえる
キッカケにして頂きたいと思っています。
　今年度で私達が過ごした前島校舎が最後となります。今年10月に
惜別会を開催します。卒業生の皆さんで、盛大に開催したいと思っ
ております。退職や転任された先生方もたくさん参加して頂く予定
です。この式典で当時の思い出を一緒に振り返りましょう。
　最後になりますが、在校生、卒業生の為に、そして青凌の為に何
が出来るのかを考えて、この同窓会の盛り上げ隊長として頑張りま
す。どうぞよろしくお願いします。



活動報告

2016-2017年度 会務報告

2016-2017年度 決算報告

　同窓会の予算からクラブ活動支援の目的で助成金を交付
させていただきました。

■サッカー部にチームユニフォームを
� 購入しました。

　チームでそろったユニフォームを購入しました。試合の時はいつ
もこのユニフォームを着てゲームに臨んでいます。
　一体感と充実感の両方があり、とても有意義に活用しています。

開催日時 活動 開催場所
2016年
7 月 2 日（土） 平成28年度第 1 回役員会 大阪青凌高等学校応接室

8 月27日（土） 平成28年度第 2 回役員会 大阪青凌高等学校応接室

9 月17日（土） 青凌祭 高槻現代劇場

9 月18日（日） 青凌祭 大阪青凌高等学校本校

11月 5 日（土） 平成28年度第 3 回役員会 大阪青凌高等学校応接室

2017年
2 月17日（金） 大阪青凌高等学校卒業式 大阪青凌高等学校体育館

4 月 7 日（金） 大阪青凌高等学校入学式 大阪青凌高等学校体育館

開催日時 活動 開催場所

6 月10日（土） 平成29年度第 1 回役員会 大阪青凌高等学校応接室

7 月29日（土） 同窓会支援業者との打ち合わせ 大阪青凌高等学校応接室

8 月26日（土） 平成29年度第 2 回役員会 ミスタードーナツ
JR吹田店

9 月 9 日（土） 青凌祭 大阪青凌高等学校本校

2018年
2 月17日（土） 大阪青凌高等学校卒業式 大阪青凌高等学校体育館

2 月22日（木） 同窓会支援業者との打ち合わせ 大枝印刷株式会社応接室

3 月 3 日（土） 平成29年度第 3 回役員会 大阪青凌高等学校応接室

■文化系クラブにプリンターを購入しました。

　カラー、写真、クリアに写る最新の機器を使い、サイエンス部で
は実験の楽しさをプレゼンしています。
　今後も様々なプレゼンを文化系クラブで行っていきたいと思います。



前島校舎惜別会のご案内

日時：2019年 10月12日（土）
場所：大阪青凌中学校・高等学校 （前島校舎）

※ 詳細は大阪青凌高等学校同窓会ホームページ
にてお知らせいたします。

＊ 当日は、自家用車でのご来場はお控えください。上記スクールバスなど
をご利用くださいますよう、お願いいたします。

＊ 現在、ご本人が送付先の住所にお住まいでない場合は、ご家族の方より
新住所をご連絡いただきますようお願い致します。

第9回 同窓会総会のご案内

　この度第 9 回同窓会総会を開催することとなりました。皆様にぜひご参加いただきますよう、ご案
内申し上げます。
　なお、当日のご出席、ご近況につきましては、同封の返信用ハガキにて 5 月 9 日（木）までにご返送
くださいますよう、お願いいたします。また、当日は多数の先生方にもご出席をいただく予定になっ
ております。ご出席をいただきまして、旧交などを深めていただきますよう、ご案内をいたします。

日 時：2019年 5月18日（土） 14：30（受付開始 14：00）
場 所：大阪青凌中学校・高等学校　C棟　エクセルホール

会 費
無 料

議　題
 ・2018 年度　事業・会計・会計監査報告
 ・2019 年度　事業計画・予算案報告
 ・会則変更
 ・役員改選

懇親会　15：30 ～　
軽食（立食形式・ノンアルコール）

スクールバス
高槻センター街　西口 13：45
春日町 13：50
京阪電車枚方市駅　ラポール枚方北側 13：45

初号

大阪青凌高等学校　同窓会　ホームページのご案内

大阪青凌高等学校同窓会のホームページができました。
総会や式典のご案内も随時告知していきます。
ぜひご覧ください。
https://www.osakaseiryo.jp/alumni_association/

大阪青凌高等学校　同窓会
ホームページ　QRコード▶

青凌高校 同窓会 検索


