【友垣とは校歌三番に出てくる歌詞に由来します】

創立

守山高校バスケットボール部創部五十周年を迎えるにあたり
渡辺好郎︵３期生︶
﹃守山高等学校設立五十周年﹄式典が盛大に執り行わ
れたなか︑我が守高バスケット部も来年 創部五十周年
を迎えます︒振り返ってみますと︑開校と同時に数部は
クラブとして活動されていましたが︑我がバスケット部
は︑当時同好会として活動︑開校三年目にしてクラブと
して承認されました︒部員数男女合わせて二十数名でし
た︒
当初練習は屋外で非常にきつかったです︒その後体育
館の使用も可能になりましたが︑肝心のボールも数個
で︑また創部間もないクラブであり練習試合もままなら
ぬ状況でした︒これらの難関を打破していただいたのは
今ある守高バスケット部を語るに欠かせない熱血先生
︵監督︶がおられたからである︒
辻一彦先生には監督として十数年バスケット部を導い
て頂きその間︑女子部のインターハイ初出場という朗報
にＯＢ全員が感動しました︒その後も躍進をつづけ︑守
山高校バスケット部ここにあり︑とまでなりました︒ま
た︑教えとして﹃心・技・体﹄と﹃精神一到何事不成﹄
をもって文武両道を唱えられ現在もこの精神が受け継が
れています︒
五十周年を節目として今後︑ますます守高バスケット
部が躍進されることご祈念申し上げます︒
感謝

四月五日︵土︶信楽カントリークラブに於いて辻
先生を迎えて一〜十二期生総勢二十一名で開催いた
しました︒前日より天候が心配されておりましたが
皆さんの精進がよかったのかお天気に恵まれ︑ＯＵ
Ｔ３組・ＩＮ３組に分かれてス
タートし楽しい親善ゴルフコン
ペになりました︒
競技終了後コンペルームにて
懇親会並びに表彰式を行い︑ゴ
ルフコンペ運営委員も左記の通
り決まりました︒
第一回優勝は橋本利雄さん
︵２期︶でした︒

同窓会本部役員名簿

泰宏︵6期︶

新治︵6期︶

利雄︵2期︶

利貞︵2期︶

長 太田
秋山

副 会 長 橋本

会
〃
荒川
調 ︵2期︶

〃
友実︵ 期︶

宇野

松永

記 奥野

達朗︵ 期︶

利則︵ 期︶

知子︵ 期︶

光洋︵ 期︶

太田

事 務 局 長 山岡

〃
〃
岳 ︵ 期︶
英夫︵6期︶

辰也︵ 期︶
美香︵ 期︶

山下
太田
沙織︵ 期︶

〃

日比

井狩

〃
〃
査 森

計 駒井

〃

事 高田

事務局次長

書
理

会
監

淳 ︵ 期︶
大 ︵ 期︶
法夫︵1期︶

中村

常 任 顧 問 中川

真二︵3期︶

〃
問 池田

剛

野洲市北野1丁目4-1
ＴＥＬ 077-587-2222

栗東市上鈎173-3
ＴＥＬ 077-552-9559

栗東市蜂屋978-3
ＴＥＬ 077-552-2008

顧

同窓会だより
発行にあたり
この度五十周年を記
念致しまして同窓会だ
より﹃友垣﹄を発行す
ることとなりました︒
同窓会の活動報告や
各クラブＯＢ会︑還暦
同窓会︑各支部の活動
などを記事にして行き
たいと思います︒
広報部会

部長 斉藤

同窓生にお知らせな
どがありましたら左記
の連絡先までお願いし
ます︒

こんにゃく製造卸・直売

動の再構築にしっかりと取り組む
必要を強く感じました︒
一方︑寄贈事業では︑多くの賛
同をいただき︑寄付金は︵六百八
十万円余︶となりました︒
賛同いただいた同志の皆様に改
めて感謝申し上げます︒ありがと
うございました︒
事業は二十六年度には着工し二
十七年春の卒業式︑入学式には新
装になった校門を披露させていた
だきたく取り組みます︒残りの金
額は少額になりますが人材育成基
金といたします︒同窓会活動の活
性化も学年毎の還暦同窓会への支
援︑この広報紙の継続発行︑吹奏
楽部をはじめとするＯＢ部活への
支援等積極的に交流事業の拡大を
図り︑県下に誇れる守山高校が輝
き続けるよう取り組んでまいりま
す︒ただ同窓生皆さんへの郵送費
等活動を充実していく中での出費
負担の取り組みも大きな課題とし
てある事も事実であります︒
次の創立百周年に向け︑第一歩
を歩き出すよう同窓会役員も一致
団結して活動してまいりますが会
員皆さまのご理解ご協力を切にお
願い致します︒

【名刺広告募集します】 一枠 3,000円（詳しくは上記編集協力者まで）

橋本 秀樹（第8期生）
守山市勝部2丁目4-6
ＴＥＬ 077-583-5851

京料理

橋梅楼

JX日鉱エネルギ−株式会社特約店

代表取締役

山下 岳（第25期生）

㈲山下技建

野洲市吉地522-1
ＴＥＬ 077-589-4956

湖南石油株式会社

代表取締役 西村

朝日 矢壽一（第4期生）
草津市南笠東4丁目5-27
ＴＥＬ 077-563-2255

専務取締役

清水 厚芳（第33期生）

㈱清水商店
弘樹（第23期生）

取締役

各種ご宴会・仕出し料理
特定建設業

守山市守山2丁目10-4
ＴＥＬ 077-582-2897

栗東市北中小路5-2 YSKビル2F
ＴＥＬ 077-553-7060

代表

山本 忍（第6期生）

朝日屋セトモノ店

㈱ヤマモト高陽
代表取締役

太田 英夫（第6期生）

山 本

稔（第1期生）

代表取締役

進物品の専門店
総合美容材料卸

スナック ひよこ
昌栄印刷有限会社
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盛 大 に開 催

ゴルフ運営委員
代表幹事 三木 茂︵６期︶
幹事 加賀爪三代司︵ 期︶
事務局
太田 英夫︵６期︶

周年祝賀会

太田 利貞

りました︒講演終了後の質問では
高校生︑中学生各一名が行い︑質
問も非常に高度なものであり︑講
師も生徒の理解度の高さに驚いて
おられました︒
その後︑大津市へ移動し︑大津
プリンスホテルで記念祝賀会︑三
百六十名を超す同窓生が集い︑華
やかで盛大な会を催す事が出来ま
した︒一定の成果を上げられた喜
びと︑絆を確認し︑今後同窓会活

同窓会会長
感謝いたします︒
さて︑守山高校創立五十周年記
念事業は﹁記念式典並びに祝賀会
﹂の開催︑寄贈事業﹁校門の全面
改築・人材育成基金の設立﹂の二
大事業に取り組みました︒
昨年九月二十八日︑守山市民ホ
ールで厳かな記念式典︑記念講演
は︑サイエンスナビゲーター桜井
進先生による﹁驚異の数︑円周率
πの世界﹂について高度な話があ

！
！

第一回守山高校同窓会親善ゴルフコンペ開催！

一昨年の同窓会総会で第四代守
山高校同窓会会長を拝命︑以来守
山高校創立五十周年記念事業の成
就︑及び同窓会活動の再構築に取
組んでまいりました︒その一環と
して今回広報紙﹁友垣﹂が発行で
きた事は無上の喜びであります︒
今後継続して発行する事により多
様な同窓会活動の礎となって行く
と信じます︒創刊に向けてご支援
ご協力をいただいた関係皆さまに
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守山高陸上部五十周年を迎えて！
ＯＢ会会長 廣田仲雄︵３期生︶
我が陸上部蛍友会も創部五十周年記念祝賀会︵会員百二十五
名参加のもとに︶を準備委員二十名で三年間の苦節の準備期間
を費やし昨年六月二十二日ホテルボストンプラザ草津で開催致
しました︒当日来賓に関西大学陸上部総監督 池田 豊先生
︵十年間八〇〇Ｍ日本ランキング連続一位 最近ではロンドン
オリンピックに関大の短距離選手出場に尽力︶元比叡山高校監
督 川幡 善勝先生︵比叡山高を全国高校駅伝常連校に育て上
げられた︶御年喜寿を迎えられ益々お元気な母校三代目元監督
上野 幹夫先生︵全国高校総体 国体出場常連校躍進にご活
躍されました︶︑来賓多数のご出席を賜り盛大に開催できまし
た事を紙面をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます︒
さて初代監督︵故︶山本広次先生の耳にタコが出来るほど教
えて頂いたお言葉に︑グランドに流した汗の分だけ人生強くな
り元気に世の為人の為に働けるから︑今鍛えまくれと︒生きる
とは喜びだが︑みんな欲しいと︑欲しけりゃ︑先に喜びの種を
撒けと︒撒かん人間は悲しい人生送らなあかんのやと︑歴史が
伝えている︒だから人を︑常に心配りのできる人になる為に生
涯磨き続けよと︒また葉っぱと花の絆の関係を大切にしてくれ
と︒葉っぱは常に花に栄養分を送り続けているから︑花はきれ
いに咲いて多くの方を癒し 喜んでもらえ︑長く咲き続けるか
ら︑葉っぱのない花はすぐに散って終わりなんだと教えて下さ
いました︒

滋賀県立守山高等学校
同窓会（螢泉会）

同志の再会
柔道部 清水宗則︵３期生︶
高校生活三年間は素晴らしい環境と恵まれた恩師︑特に柔道
の指南をいただいた堤俊先生︑松下良勝先生︵共に他界︶には
手取り足取り教え導いていただきました︒懸命に汗を流し社会
人としての基礎となる﹁心・技・体﹂を構築させて戴いたと感
謝致しております︒その時の両先生︑先輩︑同輩︑後輩達との
絆を深めたく︑どうしても断ち切れない思いから年間二回の集
いを催しております︒
今年は一月二十五日︵土︶野洲駅前の﹁橋梅楼﹂にて一〜六
回生十六名の同志にて新年宴会を実施︑昔のクラブ活動の想い
出や昨今の生活状況を語り明かして楽しい時間を過ごさせて戴
きました︒又︑六月には一泊二日の小旅行でスーパー泉湯にて
裸の付き合い︑ペンションにて酒を一献酌み交わそうとの計画
です︒
今後も出逢いを大切にすべく年始会や小旅行を実施し︑同志の絆
を深めて行く計画です︒又︑この文章を読まれての感想やよきアド
バイス︑情報提供等がございましたら御一報賜れば幸甚です︒

平成26年５月１０日 発行

滋賀県立守山高等学校同窓会だより

発行者
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写真で見る

還暦同窓会

華 や か で 盛 大 な 記 念 祝 賀 会 が 催 さ れました

同窓会活動の一環として毎年継続して
還暦同窓会を支援していきます
第１期生

第２期生

全員で校歌斉唱

学年幹事で受付を担当しました

開催日：平成21年11月8日
会 場：ライズヴィル都賀山

開催日：平成20年11月29日
会 場：ライズヴィル都賀山

第６期生

第４期生

井原氏より
ビデオメッセージ

京都産業大学フラメンコクラブ

望月氏より
お祝いメッセージ

実行委員会あいさつ

第３期生
河原教育長の
あいさつ

森田氏より
ビデオメッセージ

馬道君のギター演奏

竹内先生と河原先生

開催日：平成25年3月17日
会 場：草津エストピアホテル
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新車・中古車・車検・点検

各種新車・中古車販売・車検・鈑金

㈲カードックヤマモト ㈱オーミランチサービス TAX堅田 ㈲三共自動車

代表取締役 山元

一典（第7期生）

代表取締役

小林 均（第1期生）

専務取締役

仲川 義秋（第3期生）

各種司会・ナレーション・ＭＣ

㈲ハートボイス

取締役

松田 泰子（第11期生）

草津吹奏楽団
副団長

高木 恵壱（第10期生）

滋賀県守山市大林町316-3
ＴＥＬ 077-514-2051

大津市大将軍1丁目17-18
ＴＥＬ 077-545-3957

大津市衣川1丁目12-8
ＴＥＬ 077-573-3930

草津市野村1丁目5-13-301
ＴＥＬ 077-563-2208

草津市上笠3丁目3-21
ＴＥＬ 077-563-6886

一般建築材・土木材・製函・ダンボール・物流資材一式

贈答品の専門店 バラエティーショップ

室谷印刷㈱

えび豆・本もろこ煮・鮎煮・鮒寿司など

サンドブラスト彫刻・記念品トロフィー・各種彫刻

栗東木材㈱

取締役

田中 康人（第16期生）

栗東市下戸山1560番地
ＴＥＬ 077-552-2256

進物の 吉

善

池田 眞二（第3期生）

守山市今宿4丁目15-8
ＴＥＬ 077-582-1856

代表取締役

室谷 義逸（第4期生）

大津市中庄2丁目1-54
ＴＥＬ 077-525-4732

湖国の佃煮店

魚昌商店

國野 晶平（第3期生）

草津市草津3丁目9-25
ＴＥＬ 077-562-0219

三木工房

三 木

茂（第6期生）

栗東市荒張1230
ＴＥＬ 077-558-1971

髙木恵壱

開催日：平成25年12月1日
会 場：草津エストピアホテル
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期生

10

50

ベビー・子供服、切手・印紙

㈲アドバンスオオタ
代表取締役

市民ホールで歓喜の演奏！

10

50

閉会

吹奏楽部ＯＢ演奏会

開催日：平成23年11月26日
会 場：ライズヴィル都賀山

25

80

年3月卒業

第７期生

10

昭和

﹁守山高等学校創立 周年を祝い﹂そして﹁吹奏
楽を通して吹奏楽部OB同士の親睦を深める﹂こ
とを目的に﹃守山高等学校吹奏楽部ＯＢ演奏会﹄
を昨年平成 年2月 日︵日︶守山市民ホールに
て開催いたしました︒演奏会のステージに上がっ
たのは 期生から卒業したばかりの 代の吹奏
楽部ＯＢ総勢 名で︑会場観客席にはＯＢや県立
守 山 中 学・高 等 学 校 吹 奏 楽 部 の 現 役 生 ら 8 6 8
人が駆けつけ盛会に幕を閉じました︒
この演奏会は︑開催の2年前から私が実行委員
長となりOB 名の実行委員会を組織し 回の
会議と7回の練習を重ねて︑守山市・守山市教育
委 員 会・守 山 高 校 ほ か 各 方 面 関 係 者 に お 世 話 に
なり開催準備を進めました︒
演奏会から一年が経過した今︑懐かしく満足を
覚えながらまた機会があれば開催したいと思っ
ております︒
10

開催日：平成22年11月14日
会 場：ライズヴィル都賀山

橋本副会長のバンザイ三唱で
幕をとじました

荒川副会長による
閉会のあいさつ

同志社大学チアリーダー部

太田 賢司（第8期生）

おかげさまで50周年 各種新車・中古車販売、車検、鈑金、塗装

㈱ブラザー商会

代表取締役

𠮷仲 和夫（第8期生）

家庭用品・金物卸 斉藤商事

斉 藤

剛（第1期生）

草津市大路1丁目14-3
ＴＥＬ 077-562-6526

栗東市綣8丁目2-3
ＴＥＬ 077-552-2397

草津市御倉町728
ＴＥＬ・FAX 077-562-3462

滋賀県伝統的工芸品

MUSIC Lover s HAVEN

セブンイレブン 琵琶湖大橋東口店

くみひも

㈲藤三郎紐

太田 浩一（第19期生）

大津市逢坂1丁目25-11
ＴＥＬ 077-522-4065

キタダレコード
代表

北田 照夫（第1期生）

守山市守山1丁目5-10-108
ＴＥＬ 077-582-3251

オーナー 中川

賢次（第3期生）

守山市水保町1358-1
ＴＥＬ 077-585-4321

