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ご挨拶

会 長

赤鹿 正剛 （３期）

本年は長い暑い夏もやっと過ぎて、朝夕が多少過ご
しやすい季節になりました。（１１月初旬での執筆）
私達のＯＢ・ＯＧ会も発足（創立）以来１４年を経過しま
した。平成１０年には、寝屋川高校ハンドボール部創立
６０年の記念事業も、昨年残念にも逝去されました顧問
の望月先生のご指導の下に、会員皆様の努力と協力
により立派にさせることができました。また、会員数も７０
０人を超えました。毎年の事業も定着し、最近は若干若
手の参加が増えたのではないでしょうか！
本年は私から皆様に次の２点についてご協力をお願
いしたいと思います。
その１、本年は会の財政が切迫していることです。本
年度の事業計画を完遂すれば、来年度への繰越金は
創立以来最悪となります。これの解消は、当初から私の
希望している会費納入者が、現在まで１００人を超えて
いないからです。昨年度は会費の納入者が若干減少
いたしました。今年度は是非１００人を達成して、少しで
も、ゆとりある財政にしたいと思います。会報に記載され
ている納入者の周りで欠けている人には、一度声を掛
けてみてください。
その２、２０１０年には、創立７０周年を迎えるということ
です。来年度には、本格的な７０周年事業の企画、立
案と実施に入ることとなります。その際は、会員各位の
総力を結集して成功に導きたいと思います。委員会の
設置により、各担当の依頼があれば、快く分担を引き受
けて頂く様、お願い申し上げます。
本年４月からはホームページも設置しています。どん

どん利用し会員相互の為に役立ててください。
今回は前述２点に力点をおきました。私の希望を是
非結果が出るように努力していきたいと思いますととも
に、皆様のご協力宜しくお願い申し上げます。

現役の状況

顧 問

赤星

明

第６２回高校秋季総合体育大会
夏期大阪大会 ８月４日〜７日
男子
寝屋川 １１ ‐ １６ 関西大倉
寝屋川
９ ‐ １１ 三島
リーグ戦敗退
女子
寝屋川
８ ‐ ７ 桜塚
寝屋川
５ ‐ １０ 東豊中千里青雲
トーナメント
寝屋川
５ ‐ ３ 北野
準々決勝
寝屋川
４ ‐ ８ 箕面
新人戦 １０月２８日 １１月３，４、１０日
男子
寝屋川 １３ ‐ ２２ 関西大倉
寝屋川 １０ ‐ ２６ 芥川
女子
寝屋川
８ ‐ １０ 北千里
寝屋川
６ ‐ １７ 大冠

男子は、７月より文部科学省の委託により、運動部活
動における外部指導者制度ということで、本校の卒業
生である加堂政則氏（１４期）に指導を受けることになり
ました。夏の合宿にも参加頂きました。週に１回程度指
導していただいています。私のほうも大助かりで練習試
合などは女子に専念して指導できるようになりました。メ
ンタル面も技術面も指導していただき徐々に選手達は
変わりつつあります。
女子は夏期大会に３年生キーパーが１人残ってくれま
した。苦しい試合続きでしたが、中央大会進出をかけて、
箕面高校と対戦いたしました。箕面高校は１０日前の近
畿大会に出場しており、ベスト８に入っていました。その
３年生が全員残っていたので、ボロボロの試合になるの
だけは、嫌だなあと思っていました。しかし、結果は３年
生キーパーが７Ｍスローを止めるなどの活躍で引き締
まったゲームになりました。試合終了後、キーパーが
「先生！本当に残ってやっていて、よかったです。」と言
ってくれました。
新人戦はフィールドプレイヤーが残っていたのですが、
１年生でトップを守って速攻の要の選手が中学から痛
めていた足の手術の為退部いたしました。その為もあり、
ポジションに迷いがありました。センタープレイヤーを１
年生にしていましたが、やはり荷が重く、公式戦１ヶ月
前にサイドの２年生をセンターもできるようにしました。フ
ォーメーションをやるためでしたが、フリーの攻撃もでき
ず、フォーメーションも中途半端になってしまいました。
不本意な戦いになり勝てませんでした。部員の気持ち
を切り替えてがんばろうと思っています。
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第 1５回

総会報告

寺西

啓三（２０期）

今年度の OB・OG 総会が、８月１１日(土)ナイターハン
ドボールに先駆けて、午後 3：00 から寝屋川高校セミナ
ーハウス 3 階で 95 名の参加(含む、委任状)のもと開催
されました。
総会では次掲載の第 14 期の活動報告・会計報告・
監査報告、及び、第 15 期の活動計画・予算案が討議・
承認されました。
今年度も例年通りの活動が主体で、現役部活に対す
る援助が中心の一年でした。
ＯＢ・ＯＧ会としては冒頭の会長の挨拶にあります活
動の基盤の会費納入者 100 名をめざしていますが、今
年度も 74 名と逓減状態が続いています。又、一部学生
ＯＢ・ＯＧより会費 3,000 円の負担が大きいとの要望が
あり、日常の現役活動への協力・参加をより増やしても
らいたいとの期待を込め、当面学生ＯＢ・ＯＧの会費
3,000 円は免除とすることしました。（但し、正月・8 月ナ
イターの参加費 500 円を徴収）
今後の活動の安定化に対しまして、会員皆様の旧来
にまさるご協力よろしくお願い申し上げます。
［平成１９年度役員］
会
長 赤鹿正剛 (3 期)
副 会 長 寺西啓三(20 期)
総
務 深水汎代(17 期)
木村慶次(18 期)
田中裕一(31 期)
稲葉清志(43 期)
田村弘美(56 期)

前田香菜美(５７期) 北崎千咲子（５９期）
川村早紀（５９期） 中山めぐみ（５９期）
田村英明（５９期）
会
計 井上武久(２３期)
会計監査 中田順子(１７期) 今堀太逸(２１期)
相 談 役 加堂政則(１４期) 新堂達夫(１６期)
大森孝志(３１期)
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日時
2006/7/8
〃
8/5
〃
10/14
11/26
12/2
〃
2007/1/6
〃
5/19

活動
役員会
クラブ会報発行
第 14 回 OB・OG 会総会
ナイターハンドボール
役員会
第 21 回ゴルフコンペ
クラブ会報発行
役員会
新年ハンド
新年会
役員会

会場
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
グランド
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
かさぎ CC
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
グランド
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ

参加者
13 名
･･･
74 名
50 名
8名
10 名
･･･
5名
45 名
50 名
8名
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久木久美子(33 期)
谷村千津子(18 期)
南 智治(29 期)
大塚万里子(33 期)
恒松直子(55 期)
朝倉佐知(57 期)
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以上、平成 18 年度の収支報告を致します。
寝屋川高校ハンドボール部 OB・OG 会
会計 井上武久○
印
上記の収支報告書は、平成 18 年度の収支の状態を正しく表示
していると認めます。
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平成 19 年 7 月 7 日
会計監査 今堀 太逸○
印
中田 順子○
印
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「中出先生をかこんで」新堂達夫（１６期）
８月１１日（土）ＯＢ・ＯＧ会の総会後、「中出先生を囲
んで」の催しがあり、参加しました。

参加者は、会長の赤鹿正剛さん（３期）、副会長の寺西
啓三さん（２０期）、役員の木村慶次さん（１８期）・井上
武久さん（２３期）、先輩の平井謙二さん（１３期）、現顧
問・監督の赤星先生、そして新堂でした。
８０歳を越えるご高齢にもかかわらず、暑いさなか京都
からわざわざ寝屋川高校まで足を運んで下さった中出
先生には、集まりが少なく大変申し訳ないという気がし
ました。
「囲む会」は、寺西さんが大阪高校ハンドボール歴代
の戦績一覧表を用意しての話題提供から始まり、参加
者が中出先生からお聞きしたいことを質問の形で出し
合いながら進行していきました。寝屋川高校を何度も全
国制覇に導かれた先生ならではの貴重なお話を伺うこ
とができ、有意義な時間を過ごすことができました。
今年、私が中出先生にお会いできたのは、実はこれ
が２度目でした。
３月２４日（土）、京都で有志の方々と一緒に先生を囲ん
での「昼食会」があり、それに参加したのです。この「昼
食会」は、加堂政則さん（１４期）が色々とお世話下さっ
て実現したもので、平井さん、加堂さん、木元計司さん
（１５期）、柴田重勝さん（１６期）、深水汎代さん（１７期）、
私の６名が参加しました。
この時は、中出先生の近況と寝屋川ハンドボール部
の指導に関することや先生自身の学生時代の話を聞く
ことができました。まるで昨日のことのように、さまざまな
場面での出来事を懐かしく・楽しそうに話されたことが、
とても印象に残っています。
そして、最後に参加者全員がそれぞれの近況を報告し
合って、お互いに元気に過ごしていることを喜び合った

ものです。
間もなく、望月先生の一周忌です。（２００６年１１月１
６日没）
寝屋川高校ハンドボール部でお世話になった先生
方がお元気な内に、ＯＢ・ＯＧ会としてさまざまな取り組
みが展開されることを期待します。その際には、世代を
超えての参加者があるよう、事前準備が、必要になって
くると思います。
そのことを通じてお互いに色々と学ぶこともあることで
しょうし、参加者同士の有意義な交流会にもなることで
しょう。
末筆ながら、中出先生の益々のご健康とご長寿をお
祈りいたします。
以上、自由気ままなことを書かせていただきましたが、
どうぞお許し下さい。（２００７．１０．２５ 記）

ﾅｲﾀｰﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

田中裕一（３１期）

総会にひき続き、母校のグランドで恒例の現役との
親睦試合を行いました。私自身は残念ながら、怪我の
為選手としては参加できませんでしたが、審判をして、
試合には参加ができました。猛暑の続くこの夏でしたが、
この日は比較的涼しく、いい天候に恵まれた中、男子
はグランド、女子は体育館でおこないました。
ＯＢチームは、体力が現役には劣りますが、気迫と個
人技で現役に先輩たる姿を見せつつ、肩で息をし楽し
んでハンドボールと戯れていました・・・。
笛を吹きながら印象的だったのは、卒業するとなかな
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かハンドをする機会などないＯＢ・ＯＧの方々の笑顔で
した。やはり青春の真っ只中の時代に過ごしたこの母
校でのプレーは、いいものですね。
今回は同期の相良君が、転勤で戻ってきたと参加が
あり、前顧問でもあり同期の大森先生とのプレーが再現
し、懐かしく思いました。
皆さんも、同期を誘い合わせの上、参加してください。
いいものですよ。

この用紙には通信欄もありますので、会の
運営に対してのご意見や近況報告など、
お気軽にご利用ください。
■銀行振込利用
振込銀行 三井住友銀行 川西支店
口座番号 普通預金 1011226
口座名義 寝屋川クラブ 井上武久
※会費 ： 社会人 5,000円

会計よりの御礼とお願い 井上武久(２３期）
会員の皆様には、平素より本会の運営につき、ご理
解とご協力いただき、まことにありがとうございます。
後掲させていただきました平成 19 年度年会費納入
済の方にはあらためて御礼申し上げます。
尚、平成 19 年 11 月 19 日現在で作成しておりますの
で、以降に納入の方の未掲載につきましてはご容赦願
います。
今後とも、本会の発展並びに円滑な運営を行うため、
年会費の払い込みにつきまして、会員各位のご協力を
よろしくお願いいたします。
払い込みには、同封の郵便振替払込書又は
銀行振込みでお願いいたします。
■郵便局利用
口座番号
加入者名

01100-6-73829
寝屋川クラブ

（注）金額欄には「￥」を書かないで下さい。

会費納入者＜敬称 略 07.11.19 現在＞
3期
5期
6期
7期
9期
子
12期
13期
14 期
15 期
16 期
17 期
18 期
20 期
21 期
22 期
23 期
24 期

森広洋子 大槻明子 村田芳子 赤鹿正剛 梅垣修三
中嶋直彦
松本由紀子 樋上重夫
多田恵美子 岸本操 中野彰三 東宏 望月滋乃
金馬桂子 桑原芳子
高島美世子 根本清子 長澤邦子 岸本悦子 太田敦
尾亀敬子
平井謙二
吉田育弘 加堂政則
小倉裕子
木野実 大西武三 新堂達夫 多賀谷博康
中田順子 深水汎代
津熊美智子 木村圭子 谷村千津子 木村慶次
寺西啓三 山中恵子
松尾信一郎 今堀太逸
古本まみ 菊地澄子 小森園多恵子 川原誠
井上武久 名賀三希子
小合省三

25 期
27 期
29 期
31 期
33期
35 期
41 期
43 期
47 期
55 期
58 期

寺前富士子
渡部安晴
吉田雅子 小野千秋 久松俊美 南智治
田中裕一 相良孝太郎 大森孝志
久木久美子
泰間 伸明
安田郁
小林恭子 稲葉清志
尾張京子
恒松直子
井本実和
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新年ハンドボールのご案内
新年ハンドボールを下記のとおり開催します。現役生
とＯＢ・ＯＧの親睦練習試合、セミナー会館での新年
会・懇親会を予定しています。（恒例のビンゴゲ‐ム・飲
み物・軽食・スナック等を用意します。）
また、二次会をがんこ寿司で予定しております。現役
への応援の意もこめより多くの皆様のご参加をお願いし
ます。尚、スポ‐ツの服装と着替えもお忘れなく！
日
時
親睦試合
新 年 会
二 次 会

：
：
：
：

平成 20 年 1 月 5 日(土)
12:30 〜 ハンドコ‐ト
15:00 〜 北水会館
寝屋川がんこ寿司

リ レ ‐ 伝 言 版
24 期 坂本 庄司
お久しぶりです。坂本庄司です。
まず望月先生、衷心よりご冥福をお祈りします。
28 年間勤務していた会社が 2000 年に破綻して、2005
年より実家の家業に携わって現在に至っております。昨
年より左膝に水がたまり、唯一の趣味であったゴルフか
ら遠ざかっております。体型も変化し、ハンドボールをし
ていた学生時代が嘘のようです。
河合先輩とほぼ同時期に 6 ヶ月ソウルに出張してい
ました。先輩も大変だったようですが、私は 10 ㎏痩せ
て帰国しました。ここ数年韓流ドラマにハマっています。
映画も合わせて 100 本以上観たと思います。４年ほど
前に「ホ・ジュン」を観たのが始まりです。友人が良い物
語だからと全編を貸してくれたのですが、３ヶ月位手を
つけませんでした。返却を催促されて観始めると止まら
なくなりました。以後どっぷりとハマってしまいました。韓
流ドラマコレクションなる本も購入し、観たいドラマや映
画を選び借りました。時代劇などはもともと歴史小説が
好きなので非常に興味深く観る事ができます。現代劇
もお決まりのシチュエーションが多々ありますが、どうし
ても理解し難い感情や行動、ストレートで攻撃的な感情
表現、儒教に基づく親に対する孝行心や家族愛、過度
の学歴偏重社会等々、国民性や文化の違いが感じら
れなかなか面白いですよ。あと泣けるドラマがストレス解
消に役立つのを知っていますか？昨今何かしら大小に
かかわらず不満にガマンして生活している日常、ドラマ

を見ながら思い切り泣くと、涙で洗われたようにスッキリ
します。自分自身以外のことで泣けるのは、まだ心にゆ
とりがあるということでしょうか。ただ、あまり泣きすぎると
目も腫れ、少し頭痛もしますが・・・
いつの間にか趣味の一つに加わりました。もしこれか
ら韓国ドラマを観ようかなと思っている方には是非、字
幕スーパーで観ることをお勧めします。文字が出ると理
解しやすく、心に響くセリフが結構ありますよ。最後に、
たくさんありすぎて悩みましたがお気に入りの作品をご
紹介します。「復活」、「ホ・ジュン」、「商道」、「カシコギ」、
「私の名前はキム・サムスン」、「公共の敵」、「猟奇的な
彼女」e.ｔ.ｃ・・・・・とにかくたくさんあります。

31 期 西河 英明
「心の時代（為せば成る？）」
先ずは最近偶々目にした科学誌で特に印象に残っ
た記事のエッセンスを披露したいと思います。内容は、
ニュートン以降の理論物理学の変遷と人間の心との関
係に触れたものです（少々堅苦しい入り方になってしま
いましたがご容赦を。ちなみに私は高校時代に物理Ⅱ
が全く解らなくて理系を諦めた経緯があります。そんな
に難しい話にはなりませんのでお付き合い下さい）。
この中で、現代理論物理学の基礎を築いたニュート
ンの「自分は偉大な５人の先人達の肩に乗っていた」と
いうフレーズが紹介されています。偉大な先人達とはケ
プラー、コペルニクス、ブルーノ、デカルト、ガリレオの５
人です。ご存知の通り、デカルトは「われ思う。故に我あ
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り」と述べた哲学者であり、他の４人は宗教裁判による
思想的弾圧と闘いながら観測・仮説・実証という物理学
の礎を築いて行った科学者です。詳しい方もいらっしゃ
るかもしれませんが、ニュートンはこれら先人たちの偉
業（思想、観測・仮説・実証）の集大成として「決定論」を
確立し、現代理論物理学の枠組を完成させることとなり
ます。彼の登場により、現在の状態（物質の位置と運動
量）を正確に観測することで、将来の状態も正確に予測
することができるという考えが主流となった訳です。
ニュートンの「決定論」は「機械仕掛の世界観」を広く
浸透させることになりました。そしてこの結果、私達人類
は、それまでの「占い」や「呪術」「妄信的な宗教」といっ
た非科学的な迷信等から開放され、「観測」「仮説」「実
証」という科学的な進歩の道のりを確実に歩み始めたの
です。
ところがこの後、一旦はニュートンが極めたかに思わ
れた理論物理学はさらに進化をとげ、相対性理論を経
た後に量子力学の「不確定性原理」へと発展し、結果と
して深いところではむしろ人間の心や哲学との繋がりを
深めて行くこととなります。詳しい説明は省きますが、相
対性理論によって、時間と長さ（距離）は万人共通のも
のではないことが証明されました。また、量子力学によ
って、物質の存在という基本概念自体が問い質されるこ
ととなりました。⇒興味がある方は量子力学に関する書
物をどうぞ。光子の二重性（波であって粒子でもある）に
ついての説明が代表的で比較的判り易いと思います。
やや話が難しくなりましたが、要するに、私達の世界
は私達自身の意思に影響されているということが物理
学的にも証明されているということであって、この結果、

ニュートンが確立した「機械仕掛の世界観」は、より高い
次元で人間の心や哲学との繋がりを深めているというこ
とです。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、ここで話題
をハンドボールに切り換えたいと思います。
ハンドボールを始めたのは高校に入ってからのことで
す。1 年生の時、当時日本代表チームの主将を務めら
れた木野実先輩（当時湧永薬品主将）が 76 年のモント
リオールオリンピック出場ご挨拶のため来校されました。
その時のご挨拶は私にとって印象的なものでした。ご
自身がハンドボールを始められた経緯について「先輩
に食堂できつねうどんをご馳走になって断れなくなった
から」と切り出され、「ところが、やっているうちにのめり
込み、少しでも上手くなりたい、少しでも強くなりたいと
思うようになり、気がついたら日本代表チームの主将に
なっていた」と述べられました。
要するに「そもそものきっかけには何の志もなかった
けれど、向上心が芽生えるに従って研鑽に励むように
なり、いつのまにか自分自身の想定を超えて大きく飛躍
していた」という趣旨のお話しだったと思います。
私は、このお話しに強く惹かれてハンドボール部に
入部しました。これがハンドボールを始めたきっかけで
す。そしてハンドボール部に在籍していたおかげで、地
理のテストで年間を通じ一度も 40 点以上取れなかった
にも拘わらず、当時の北岡先生の後押しで何とか 2 年
生に進むことができました。もしハンドボールとの出会い
がなければ、私は高校 1 年生を 2 度やっていたことで
しょう。
また、もう一点良いことがありました。それは、もう一人

の偉大な先輩と出会えたことです。前回原稿をお書き
になられた西村周祐先輩であります。
西村先輩は寝屋川高校では 2 年年長でいらっしゃ
ったためちょうど入れ替わり年次にあたり、また私の入
部が夏休み以降とやや遅かったこともあって、あまり直
接お話しする機会がありませんでした。ところがその後、
私が共通一次テスト元年のコンピューター採点ミスによ
り同じ大学に進学できたことから、同大学のハンドボー
ル部でも後輩として親しくお付き合い頂けることとなりま
した。
なんと申しましても、入部の経緯が鮮烈でした。実は
高校時代、少なくとも身を削ってまではハンドボールに
打ち込んでおりませんでしたので、大学で続けるつもり
など毛頭なく、野球部の先輩から強く勧誘されていたア
メリカンフットボール部に入部するつもりでした。ある日、
同部に入部する目的でジャージを用意し部室に向かっ
ていたところ、その数メートル手前のハンドボール部の
部室前で西村先輩に偶然お会いし、そのまま連れ込ま
れてしまいました。勿論、相当抵抗したのですが、先輩
は全く聞く耳持たず。それどころか「ジャージまで用意し
てきたのか」とその日から無理やり練習に参加させられ、
結局この日以降、大学生生活を通じて全身全霊を注ぎ
込んでハンドボールに明け暮れることとなりました。
今振り返ってみますと、心身共にハンドボールにのめ
り込んだ大学時代が、私の人格形成に大きなウェイトを
占めていることは間違いありません。もともと私は軽薄で
怠け者な性格です。もし西村先輩の薫陶の下で「知力」
｢気力｣｢体力｣を充実させたこの時期がなければ、また、
多くの先輩方や友人、後輩からの温かいご指導・ご鞭
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撻がなければ、自分は今でも軟弱なお調子者であった
であろうことは想像に難くありません。
そして、身を削るまでの本気を通じて自分の中にある
程度しっかりした軸を持つことができた（アイデンティテ
ィーを持つことができた）結果、学業は惨憺たるもので
あった、4 年間で「優」僅か６個、卒業も危うい状況にも
拘わらず、なんとかちゃんとした会社に就職することが
できました。また、就職してからも現在に至るまで、学生
時代に培った自分の軸に沿って、甚だ微力ではありま
すが、組織人として正しいと思うことを正しいと思うやり
方で実現してこれたのではないかと自負しています。
私は、ハンドボールを通じて、自分を見つめ、自分を
認識し、そして現在の自分に「飛躍できた」のだと勝手
に納得しています。そう、自分的には「為せば成った」
のであります。
再度話は変わりますが、日本経済は高度成長期から
その後のバブル期及びその崩壊を経てようやく巡航速
度に落着きつつあるようです。しかしながら、その一方
で少子・高齢化や年金制度崩壊等、これまで前提とし
てきた社会構造に軋みが生じていることに加え、犯罪の
件数増加、凶悪化や低年齢化等が社会問題となりつつ
あります。世界屈指の「豊かな国」となった日本が直面
している新たな課題といえるでしょう。
このような現状は、私達が物質的豊かさから精神的
豊かさへの飛躍を必要としているように思われます。現
状の閉塞感の打開に向けては、今後ますます気持ちの
持ち方が重要になってくるに違いありませんし、そういう
意味で「心の時代」を迎えようとしているといえるのでは
ないでしょうか。

このことは、冒頭の理論物理学の変遷に例えるなら
ば、「事実をよく観測しなければ真実は見えてこない」
「但し、積み重ねた事実から生じる事象の起こりようは、
全て決定論に支配されるのではなく、人間の心の在りよ
うと無関係ではない」ということと少なからず一致する部
分があります。言い換えれば、気持ちの持ち方が現実と
して結果に影響するということであり、量子物理学のエ
ッセンスにも重なっています。
希望と元気を持って明るい明日へ邁進して行きたい
ものです。私には「その存在を見ようとしない人にとって
量子は存在しない」という量子力学の説明は非常に素
晴らしいものに思えます。何故なら、「思いが現実を決
定する」ということが、単なる精神論にとどまらない事実
であることが科学的にも立証されているのですから。
そうです。「為せば成る」のです。
この原稿を無理やり大学のハンドボール部に連れ込
んで頂いた恩人であり、且つ原稿担当に指名頂いた西
村先輩に捧げます。内容は西村先輩のご意向に沿うよ
うに？書かせて頂きました。
西村先輩、私の原稿はうまく書けていますでしょう
か？
北岡先生、2 年生にして頂いたご恩は忘れておりませ
ん。

思います。読みやすいように会話形式にしたいと思いま
す。高校２年の石田くんと今の石田くんということで。

今の石：よお、現役、がんばってるかぃ！？
高２石：いや、大変ですわ。北岡先生も怖いし、合宿も
めちゃしんどいですし。試合もでてもすぐしんど
なるし、点決められへんかったらまわりに申し訳
ないし・・・。
今の石：なるほどね〜。大変やね。でもなんでがんばっ
てんの？
高２石：だってみんながんばってるし、自分だけでけへ
んのもなんかかっこ悪いし。
今の石：なら、みんながんばらんかったら、自分もがん
ばらんの？
高２石：そやな〜。みんなでサボってなんとなく楽しくあ
と１年過ごせたらえーな。
今の石：そんなんやったら、やめてもたら？ 自分、何
のためにハンドやっとるん？
高２石：・・・・。何のためって・・・。
今の石：まぁ、責めてるわけやないで。そんなヤツが多
いと思う。今、何のためにハンドをやってんの
か？なんて語れるヤツはよっぽどのハンド好き
か、北岡先生くらいやで。でもな、そこに一番大
切なことがあんねん。全てを動かす原動力が。
高２石：原動力？
45 期 石田 宗久
今の石：そう、原動力。いつまでたっても苦しいことでも
大阪を離れ、はや１５年ということで、久しぶりに大阪弁
笑顔で乗り越えられる原動力。
でかいてみよと思います。読むことによって現役の方も、
高２石：そんなんあるの？
ＯＢ・ＯＧの方も元気になっていただけたらありがたいと
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今の石：あるんやで。その答えは簡単や。「何のために
ハンドするのか」の答えがそうやねん。もちろん、
その答えは人によって違う、千差万別でええね
ん。
高２石：ようわからん。何のためにって、所詮、クラブは
いっとかな帰宅部かっこ悪いしとか、体力づくり
とか、友達づくりとか、そんなもんちゃうん？
今の石：そやな。そんなもんかも。それでもええねん。で
もな、例えば、体力づくりのためにハンドやって
るとしよう。でもそれやったら有る程度適度なと
ころまで練習したらある程度体力できてるから、
もう休んでもええとおもわん？それ以上練習し
たないやろ？
高２石：そやね。それ以上はしんどい。
今の石：でもな、それやったらハンドは永久に上手くな
らんで。上手くなることが目的やないからな。上
手くならんけど、無難な３年間のクラブ生活でお
わってええんかな？
高２石：なんかつまんないかも。じゃあ、上手くなるため
にハンドやるとしたら？
今の石：そやね、上手くなることが目的やったら、上手く
なるためにがんばるやろうから、当然さっきよりは
上手くなるやろね。でもな、それやったらハンド
は永久に上手くならんで。
高２石：ん？何故？上手くなるためにがんばってんねん
で。なんで上手くならんの？
今の石：そりゃ、有る程度は上手くなるよ。でも上手くな
るってどのへんのレベルまで？大阪大会ベスト
４？近畿地区選抜？全国レベル？プロレベ

ル？世界レベル？どないやねん？上手くなると
いうレベルをきめておかな、ちょっとスカイプレイ
できたら俺上手なったなぁ、ゆうてさっさと練習サ
ボるようになるで。いわゆる自己満レベルってや
つや。そこで成長はおわり、それ以上、上手くな
らへんやろ？
高２石：そんなん、ウエみてたらきりないわ。そこまでや
る必要ないし。
今の石：そうそう、そこやねん。自分それやからいつまで
たってもダサいねん。自分はそこまでやりたいと
決めてないから、いつまでたっても、しんどいし、
先生怖いし、点決められへん・・・。というわけや
ねん。例えば、絶対に全国一番のレベルになら
んかったら高校卒業でけへん、全国一番のレベ
ルなるまで毎年留年することに校則で決まりまし
た、となったら絶対上手くなってはよ脱出したろ
う思わん？それとも一生ハンドする？
高２石：そりゃ、きついですわ。一生高校生はでけへん。
はよ脱出したい。
今の石：それやで。「何のためにハンドするのか」の答え
は「はよ脱出して高校卒業したいから全国一番
のレベルになるまでがんばる」となるよね。
高２石：そうなったらそうですね。そんな校則はないけ
ど・・・。
今の石：ここが大切やねん。全国一番のレベルになって
やる！というのも目標には違いないねんけどそ
れだけやったら不十分やねん。何のために全国
一番になるのかということもしっかりと腹から語れ
るようにならんと続かへんねん。校則でしばるも

んやない、何のために全国一位になるというそ
の答えが、自分の楽しい願望であったら、その
夢は絶対にかなうねんで。
高２石：もう少しくだけて説明して。
今の石：例えば、「自分で自分を誉めてやりたい」と名言
を残したマラソンランナー有森祐子さんは、何の
ために走り続けてきたと思う？
高２石：わかりません。天才やから？
今の石：体力なく生まれた有森さんは中学頃から本格
的に陸上はじめたものの、結局社会人になるま
で国体なんかもレギュラーになれんかった程、
ずーっと結果が出せなかった人生やってんで。
天才ではないねん。じゃあ、何で走り続けること
ができたのか？それは、「今まで何もできなかっ
た自分やったけど、走るくらいはできる。唯一自
分ができることで周りから認められたい！！！」
と強く願ったそうや。その自分の願望が原動力
やったんや。そして、それでも高校の時、その自
分の願望という原動力だけでは足りなくて、結果
が出せず陸上をあきらめようとしたとき、有森の
努力を影からずっと見ていた顧問の先生が涙な
がらに有森が走ることをやめることを悲しんだ。
その涙をみて、有森ははっと気づき、「走ること
で、この先生に恩返ししたい！！！」と思ったそ
うや。それからはその気持ちで走り続け、結果オ
リンピックでメダルを獲得したんやね。
高２石：ええ話ですね・・・・
今の石：要は、周りから認められたい！という「自分の願
望＝自分の笑顔」と恩返ししたい！という「他人
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への感謝＝他人の笑顔」の二つが走る原動力
になり続けていたわけやねん。つまり彼女にとっ
て何のために走るか？その問いの答えはこの二
つってわけなんや。
高２石：なるほど。じゃあ、今自分は何のためにハンドや
るのか？という問いには、まずは大阪地区では
最高の逆サイドになりたい！なることによってみ
んなからちやほやされたい！そうなったら○子
に告白できるなぁ。(*^。^*)
今の石：ええね〜！ちやほやされるという自分の願望や
ね。そして、感謝は？高２石：うーん。難しいなぁ。
でもそうすることによって、家族とか先生とか喜ん
でくれると思うし、表彰されるときに先生にみん
なで御礼言えたらすごい先生よろこんでくれるか
も・・・。胴上げなんかしたりして。そんな想像して
みたら・・・なんかすごい楽しくなってきた！
今の石：そうそう。それが何のためにハンドをやるの
か？という君の答えやね。その答えがでたらた
だひたすらその楽しいイメージを毎日もって練
習しいや。つらい練習のたびに「自分の成功し
た姿の笑顔」と「他人に感謝したときの他人の笑
顔」を思い出せればずっとがんばれるし、そうす
れば絶対にその夢は叶うんや。そして、その叶
った感触はこれから社会人として生きていくため
の人生の夢の叶え方に必ず結びつくんやで。今
から夢の叶え方を練習して体得しときぃ。絶対豊
かな人生が送れるから。今、社会人でも「何のた
めに仕事がんばってるんですか？」との問いに
答えられない人はたくさんいる。ただ、家族のた

めにがんばっている、それも重要やけど、プラス
自分の願望を満たす仕事をやっていれば、人
生は思いのほか思い通りに発展していくんやで。
高２石：なんか親父の小言っぽいけど、なんとなくわかり
ました。明日から全国一位狙ってがんばりま
す！感謝感謝！
今の石：・・・俺って昔から単純やったんやね・・・^̲^;がん
ばり続けることができるには、それ相応の「自分
の願望＝自分の笑顔」「他人への感謝＝他人の
笑顔」が必要ということは、ずっと学歴社会という
レールを走り続け、昨年転職して個人事業主と
なった私が痛切に感じたことです。なんでもかん
でも思い通りになるというわけではありませんが、
すべてが着実にその方向に進んでいることを
日々感じます。皆さんは、それぞれ今「何のため
にがんばっていますか？」あきらめない限り失敗
ではない。続けさえすれば必ずその夢は叶うと
信じています。現役のみなさんもＯＢ・ＯＧのみ
なさんも自分の夢を今からでも叶えてください。
一緒にがんばりましょう！
読んで頂き、ありがとうございます。次は、同期の大池
和幸君にバトンタッチします。大池よろしくね！^̲^;
４６期 吉田（旧姓 山下） 慶子
『近況報告』
皆様お元気ですか？旧姓山下慶子（あずき）です。こ
こ数年会報を見ることもなく、すっかりハンドボールとも

縁遠くなっていたのですが、田中綾さん（お久しぶり
ー！）からバトンを受け取り、書かせてもらうことにしまし
た。「浜ちゃん結婚したんやねぇ。ご結婚おめでとう！び
っくりしました。」私の近況ですが、ずっと忙しく仕事をし
て、4 年前に結婚、今では２才半のかわいい坊ちゃんが
います。気づけば私も 32 歳。こころはまだまだ高校
生！今では、パートをしながら育児、そして夫と学区の
ソフトバレーボールを始め、時には遠くへ大会に出かけ
たりと充実した日々を送っています。（ハンドボールを裏
切ってごめんなさい！）家の近くには全国大会優勝（女
子）の洛北高校があり、時々コーチに行っています。
うそです。冗談ばかりでは実がないので
今スポーツをして思うことは、高校時代は勉強とハンド
の両立でどちらにも全力投球できず、不完全燃焼だっ
たということです。そして、夫と一緒にスポーツをする中
で気づいたことは、視野を広くもつこと、その余裕をもつ
ために個々の技術を磨くこと、そして相手の動きをよく
見て判断、動くこと。フォーメーションも形どおりやるだ
けではなく、位置取りや体の向きなどなど、先生や仲間
に意見を聞くことが大切だと思います。当たり前やと言
われるかもしれませんが、あえて書いてみました。やる
からには勝ちたいですもんね！現役生の皆さん頑張っ
て下さいね。
では、私からのバトンは一人で私たちを引っ張ってく
れた、４５期のピンキーさんに渡したいと思います。お元
気ですか？ぜひバトンを受け取ってくださーい！
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ぁ うん、頑張ってた(笑)。この頃には練習試合で勝つ
こともあり、負けたときはちゃんと悔しいと思うようになっ
『今宮崎にいますが東国原知事のことにはあえて触れ
てました。でも勝てない。大本命だった春も負けてしま
ません』
い、公式戦ではまだ１回も勝ててない。
私が寝屋川高校を卒業して１年半ちょい、部活を引
これじゃ今までの頑張りは何だったんだということで、
退したときからは２年以上経ってるんですね〜、ホントあ
同じ３年のもっちゃんと夏まで残ることにしました。夏の
っという間です。リレー伝言板
何を書いたらいいの
合宿での練習試合ではたくさん勝つことができ、今回は
か正直分かんないですけど、とりあえず高校のときの思
行けるんじゃね！？というテンションで公式戦へ。 ブ
い出と私の近況を書いていこうと思います。あ、リレーな
ロック大会初戦で敗北。もうホントに後がない！
んでちゃんとバトン渡しますよ！誰にしようかな〜。当た
こんなところで負けたくない！という思いで迎えた２戦
った人はちゃんと受け取ってくださいね。とりあえず題
目。 勝てた！！公式戦初勝利！！そして１敗のままト
名ふざけてすみません。
ーナメントに進出してそのままブロックで優勝してしまい
私とハンドボールとの出会いは高１春、バレー部を見
ました。
学しようかと外を覗いてたら、ハンド部の先輩に声をか
トーナメントで前半かなりの点差で負けててもうダメだ
けられて仮入部することになったところです。
と思った試合も、みんなが頑張ってくれたおかげで逆転
そのまんまずるずると本入部しちゃいました。１年のと
を果たすことができました。もう十分だ、これで心置きな
きは人数が足りなくてずっと１人足りずに試合に出てま
く引退できると思っていたら、公式戦初勝利の後無敗で
した。大森先生や井手口先生が一生懸命指導をしてく
れていたけれども勝てなくて、負けて悔しいというよりも、 来た勢いと、運もあったのでしょう、その後の中央大会
でベスト４に入ってしまいました。
どうせ負けるし試合行くの面倒くさいなって感じでした。
最後には準決・３決で四天王寺と宣真に当たって砕
ただ最後は試合に勝つことができ、先輩を悔しい気持
けたというオマケつきでした。高校最後の大会の思い出
ちで引退させずに済みました。
としては十分な程の量です。
２年は赤星先生の指導の下、みんなで練習＆試合の
一緒にハンドしてくれた同期、先輩、後輩、先生には
日々でした。すごく強かった時代の先輩方からは「何を
本当に感謝しています。今現在、私は宮崎大学の農学
これしきで」と笑われそうですが、軟弱な現代っ子には
部で水族館の飼育員になるために勉強中です。この職
結構きつかったんですよ。私キーパーでしたけどね。
に就くのは結構難しいらしいのですが、出来るだけ頑
３年の春には奈良の添上高校に合宿しに行ったりも
張ってみようと思っています。
しました。添上と初芝橋本と試合したのはいい経験にな
また、学園祭の実行委員をやっているので 11 月は
りました。そういえば城南にもよく練習試合しに行ったな
大忙しでした。ちなみにゲストは桜塚やっくんでした。宮
58 期 福丸 菜美

崎もまだまだ捨てたもんじゃありません。肝心のハンドは、
部がなくて他の人たちと創ったのはいいんですが、バイ
トと学園祭の実行委員会でバタバタしてるうちに行かな
くなっちゃいました 。あ、モンテローザでバイト経験の
ある方、是非語り合いましょう！！(笑)そろそろバトンを
渡すことにします。
何故か「男子の先輩にしてくれ」という要望があった
ので、キーパーつながりで 57 期の栗林先輩！お願い
します！！今回の OB 会は私も行けそうなので、すごく
楽しみです。ではまた冬にお会いしましょう。
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「リレー伝言板」では、OB・OG の皆様に近況やハンド
ボールへの思い（現役の時の思い出、ご当地での最近
のスポーツについて）などを自由に語っていただき、同
期、先輩、そして後輩へリレー形式でつないでもらって
います。
また、掲載された内容についての感想、コメントをお
寄せください。会員の皆さんにも紹介をし、輪を広めて
いきたいと思っています。次回はあなたが指名されるか
も 。
新規の「リレー伝言」も随時募集しています。是非こ
の伝言板を利用して、なつかしい方々へあなたの熱い
メッセージを送ってください。
宛先は、編集後記の OB・ＯＧ会事務局までお願いしま
す。
会員からのお便り ＜振込み用紙＞
５期 松本 由紀子
ＯＢ・ＯＧ会発足以来、会費納入を続けている人達の中
に、社会人一律 5,000 円は高いので辞退したいと言う
声を聞いています。会員も高齢化に伴い、例外を除い
て年金生活を送っているものが増えていく中、金額に
ついて検討の時期を迎えているのではないでしょうか？
６期 望月 滋乃
この度は主人を偲んで、中出先生、北岡先生、教え
子達に色々の思い出を綴っていただいて有難うござい
ました。いつまでも忘れずに思い出して下さい。
１６期 木野 実
この度住所が変更になりました。

２０期 山中 恵 子
ホームページを覗きますので、会報等の郵送は不要に
してください。
２１期 松尾 信 一郎
現役の皆様のご活躍と寝屋川クラブの益々の発展を祈
念申し上げます。
２２期 川原 誠
「望月先生を偲んで」を読み、なつかしい思い出がよみ
がえりました。
２９期 吉田 雅 子
モッピークラブは今年、富山県氷見大会に参加します
（ハンドボールマスターズ）。練習には、今年卒業したザ
ッキーとカッキーの二人も来てくれて、若いエネルギー
をもらいました。皆さんも、一度練習に来て下さい。
４３期 小林 恭 子
事務局のみなさま、いつもお世話になりありがとうござい
ます。
会員からのお便り

＜総会返信はがき＞

中出先生
数年前より、一身上の都合（健康上）により、欠席ばかり
で申し訳なくお詫びいたします。今回は皆様に会える
喜びでいっぱいです。
北岡先生
元気に晴耕雨読（吹）ですが、畑、庭木の手入れに多
忙です。８月１１日は月法事とお盆法事の為、少し遅れ
て参加いたします。
3 期 大槻 明子

梅雨明けと共に今年も暑い夏がやってきました。ご案内
有難うございます。会報もとても懐かしく楽しく読ませて
いただきました。
お世話いただく皆様のご苦労感謝しております。
高年者になり、気持ちは変わりませんが、身体のほうが
駄目で、参加できませんが皆様よろしく盛会であります
ようにお祈りいたします。共に、望月先生のご冥福を皆
様と共にお祈りいたします
５期 松本 由 紀子
本会の役員の方々いつも会のお世話を下さり有難う存
じます。今回寄せられた、亡き望月先生を偲んでの追
悼文を読みながら、先生のお人柄を偲び、その存在感
の大きさと、数知れぬ足跡に府立高の一教員として赴
任された当時の若さ溢れ溌剌となさっていた頃のお姿
を懐かしく思い浮かべながら、この紙面をお借りして心
よりご冥福をお祈りいたします
６期 中野 彰 三
会社（貸しビル）を経営しています。
5 期 樋上 重夫
元気に活動しております。総会が盛会となるようにお祈
りいたします。
5 期 松原 桂子
いつもお世話様です。雑用に追われて一日一日が過
ぎていくのが早く感じられてます。
主人の体調を気遣いながら過ごしております。どうか皆
様宜しくお願いいたします。
5 期 多田 恵美子
会報の送付有難うございます。
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今回は紙面が沢山ありましたが、一枚ずつは面倒です。
いつものように二枚、三枚ずつくらい重ねてもらったほう
が読みやすいです。
6 期 望月 滋乃
梅雨もあけて大変本格的な夏の到来です。いつもお世
話ご苦労様です。先日の会報では主人を偲んで中出
先生、北岡先生、多くの人たちの思い出を書いていた
だき本当にありがとうございました。
夫が生前より親しくご厚誼頂きましたことに深く御礼申し
上げます。今後とも宜しくお願いいたします。
7 期 金馬 桂子
お世話様です
現役、ＯＢ・ＯＧの皆様方有難うございます。望月先生
の悲しみもありますが、会報をいただく毎に我が母校ハ
ンドボール部は不滅の感を新たにします。がんばってく
ださい。
7 期 桑原 芳子
ご連絡有難うございます。今後とも宜しくお願いします。
7 期 山根 裕子
何時もお世話になり申し訳ありません。この度は出席す
ることができません。皆様に宜しくお伝えください。
9 期 長澤 邦子
表裏１０枚にもなる会報を編集したり、印刷したりするだ
けでも大変なのに、それを一枚ずつ折りたたんだりして
いるのを見て、誰がこんな作業をしてくださっているの
かと考えてしまいました。お世話本当にご苦労様です
12 期 小川 満貴子
毎回ハンドボールの発展の為、労力を惜しまず、お世
話をしていただいている方々には、感謝をしております。

近いようで遠い寝屋川に帰ることができず残念に思って
います。どうぞ皆様に宜しくお伝えください。
13 期 平井 謙二
お盆の予定が未だなのですが、なんとか出席するつも
りです。
14 期 加堂 政則
通信費節約に協力します。会報を発送したときにでも
「ＨＰ更新」のメールを一斉配信してもらえないでしょう
か？ホームページを見るものなら、メールアドレスをお
持ちでしょうから・・・いつか考えてください。
14 期 吉田 育弘
宮崎県の高校ハンドボールは非常にレベルが高いよう
です。大阪も負けないようにがんばってください。寝屋
川万歳！
1６期 鈴木 寿 一
望月先生のご逝去については、驚きました。私も中出
先生と望月先生の教えを受けたものの一人として、当
時の思い出を思い出し“モッちゃん”と呼ばれた人柄を
偲びながらご冥福をお祈りさせていただきました。大
西・木野両氏のご活躍頼もしく思っています。
1６期 木野 実
この４月より岡山県の環太平洋大学に勤務しています。
ハンドボール部（男子）の監督をしていますので、いい
選手がいたらご紹介ください。
1６期 大西 武 三
ＯＢ・ＯＧ会のお世話ご苦労様です。毎回記事を作るの
が大変だと思います。望月先生がお亡くなりになり、寂
しくなりましたが赤星先生も子供からのハンドホール育
成で、寝屋川ハンドボールも新しい体制になっていると

思います。現役を含めハンドボール文化の発展をお祈
りします。
1６期 多賀谷 博康
会報の送付有難うございます。いつもなつかしく拝読さ
せていただいています。今後はホームページで皆様の
ご活躍読ませていただきます。
1９期 平井 晴 美
いつも会報ありがとうございます。ご無沙汰ばかりでもう
しわけありません。
２０期 香西 安 勝
社会保険労務士として年金の相談でがんばっています。
いつも会報有難うございます。
２０期 山中 恵 子
望月先生の特集を読んで、生前に先生に感謝の言葉
を述べることができなかったことが、悔やまれます。
２１期 松尾 信 一郎
会報楽しみに見ています。職場では都工のＯＢもいて、
会報を見せました。飲めばいつもハンド談義に華をさか
します。
２２期 川原 誠
望月先生の生前の様々なエピソードや思い出を読み、
私なりに偲ばせていただきました。
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２９期 小野 千 秋
「特集・・・望月先生を偲んで」ありがとうございます。亡く
なられて、生前思っていたよりもずっと望月先生の存在
が自分の中で大きかったと思い知りました。先輩方の文
章を見て共感いたしました。また、同期の西村君の文章
にも触れ嬉しかったです。ありがとう。
２９期 久松 俊 美
望月先生を偲んでのお話、懐かしく読ませていただきま
した。私達２９期も望月先生の自宅に行かせて頂いたこ
とを思い出しました。今は残念ですが、ハンドと縁のな
い日々です
３０期 福井 真 由美
私も１年ですが、望月先生にお世話になりました。追悼
記事を読んで望月先生の暖かいお人柄が偲ばれ、胸
が熱くなりました。ご冥福をお祈りいたします。
３０期 青木 延 之
事務局の皆様いつもご苦労様です。今回の望月先生
の特集を拝見して、改めて先生の偉大さを感じました。
先生がＯＢＯＧ会に参加されたとき、自ら癌と付き合っ
ていると話されていたのを思い出しました。私は何とか
健康を保っています。
３０期 松川 悟
北海道の為、なかなか参加できず残念です。
３０期 鄭 秀紀
幹事の皆様、いつもご苦労様です。タイミングがなかな
か合わず、参加できません。調整できるときは是非参加
いたします。私も現役の時：新２年生の時は、１年生が
少なく「スリークロス」などは１本すむとすぐまた順番が回
ってくるような状態だったし、３年生の時は、４人で後は

後輩というでしたが、練習でも、試合でも絶えず声を出
し合って技術で負けても、気持ちでは負けないように自
分達なりに頑張って、大阪府ベスト１６まではいけたつも
りです。現役の皆さん最後までベストを出せるように元
気を出していってください。
３４期 勝間 香 緒里
３４期前後はどなたもいなくて残念です。１つ上の先輩
の名前は見かけますが・・
３９期 杉山（BECHTEL） めぐみ
いつもお便りありがとうございます。我が家の双子も４歳
になり、大きなボールでキャッチボールくらいはできるよ
うになりました。とはいえまだまだ右や左に飛ばしてくれ
るので、走り回っています。ハンド時代に鍛えた筋肉は
役に立っています。
４０期 澤田 かおる
望月先生の訃報に驚き、また皆さんの心温まるメッセー
ジに生前の先生のお人柄やハンドボールに掛ける姿勢
を伺えることができました。私も医療関係で仕事をして
おりますが、皆様も体調管理には、十二分にされること
をお願いいたします。いつも懐かしい気持ちで心暖まる
思いで拝見しています。ありがとうございます。
４１期 安田 郁
いつもお世話ありがとうごさいます。
４３期 小林 恭 子
ホームページ早速見ています。なかなか参加できずす
みません。卒業生の皆さんのご活躍すばらしいですね。
これからもがんばってください。
４５期 後藤 新 悟
日々忙しさに過させて頂いており、総会等に参加できま

せんが、母校寝屋川高校及びハンドボール部の発展を
心よりお祈りいたしております。
４７期 尾張 京 子
淡路島から東京への転勤辞令が８月中旬に出される予
定です。これからもホームページをみて、この遠距離を
埋めたいと思っています。私のシュート写真を乗せてい
ただき有難うございます。とても懐かしいような、嬉しい
ような、恥ずかしいような・・・
5２期 西堀 大 輔
転勤で静岡に移りちょうど一年が経ちました。今回は都
合で参加できませんが、次回を楽しみにしています。
5９期 藤森 敏 行
無事に大学１年生になることができました。会報を読ん
で後輩達の戦う姿がかなり伝わってきました。僕も負け
ないようにがんばろうと思いました。
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＜

編

集

後

記

＞

① OB・OG 会では、ホームページ（以下 HP）を運営していま
す。つきましては HP 関連の知識をお持ちの方、また興味をお持
ちの方を募集しております。ご一緒にいかがですか。HP 委員会
に参加ご希望の方は下記事務局か、下記アドレスまで電子メー
ルをお送りください。
② アドレス http://www.neyagawahandball.net/
住所や連絡先が変わられた方は、下記の OB・OG 会事務局ま
でご一報ください。
③ 会員の親睦と目的に年２回を目標に開催してきました。ＯＢ・
ＯＧ会ゴルフコンペも１９９３年８月より２１回の開催を数えましたが、
メンバーの固定・加齢現象により最近２回は流会となり存続の危
機に瀕しています。今回のリレー伝言板の坂本のようにゴルフを
される方の参加をいただきコンペの存続を願うところです。次回
は２００８年３月に計画しています。懐かしい仲間とのプレー、ゴ
ルフをされる方は、下記にお知らせください。ご案内させていた
だきます。
・ホームページアドレスまで
・寺西啓三（２０期） 090-5887-8777
・深水汎代（１７期） 090-3970-5567

＜事務局連絡先＞
〒572-0832
寝屋川市本町 15 番 64 号
寝屋川高校 ハンドボール部 OB・OG 会事務局

mailto：neyagawahandball@yahoo.co.jp
HP: http://www.neyagawahandball.net/

