
※兵庫県民会館　神戸市中央区下山手通4-16-3
　　　　　　　　TEL：078-321-2131

※準備の都合がありますので、出席される方は、
　同封のハガキで５月27日（水）までに
　お知らせください。

皆さまからご支援を頂いております「同窓会運営協力金」は、広く同窓会の運営全般に使わせて頂いています。その内容は、事
務局の運営、総会・理事会開催、会報作成・発送、在校生への支援などです。
さて、神港橘高校同窓会も3年目をを迎え、より多彩な活動を展開していくために運営協力金がまだまだ必要になっております。
より一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。

令和2年度

神港橘高校同窓会神港橘高校同窓会神港橘高校同窓会神港橘高校同窓会

総会のご案内総会のご案内総会のご案内
日時　令和2年６月６日（土）
　　総　会　11時から（受付：10時30分～）
　　　　　　 兵庫県民会館9階 「けんみんホール」にて
　　懇親会　12時から
　　　　　　 兵庫県民会館11階 「パルテホール」にて

会費　５，０００円

※今年の卒業生は、参加無料です。
　お誘いあわせてご参加ください。

龍獅團
吹奏楽部
登場
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ごあいさつ ご　挨　拶

昭和41年卒(兵商9回生)

同窓会長　鍵　　正人

神戸市立神港橘高等学校

学校長　谷口　元庸

　皆さまには、いつも同窓会活動にご理解とご協力をいただき
まして誠にありがとうございます。
　昨年6月に会長に就任して以来、可もなく不可もなく無事に
務めることができたのも、役員の方々をはじめ、会員の皆様方
のご協力のお陰と心から感謝しています。
　私は、この1年間、兵商で学んだ礼儀正しく、驕らず、威張ら
ず、絶えず謙虚で、感謝の気持ちを忘れず『神港橘精神』を信条
に会長職を務めてきました。同窓会は、役員のためではなく会
員のためのものです。会員の皆様の声を少しでも運営に反映し
ていきたいと考えています。イベントを企画するにしても常に
会員中心に考え、気楽に参加でき、神港・兵商の垣根を越えて、
語り合い酒を酌み交わし歓び楽しみ合い、いつまでも思い出に
残るよう知恵を絞って頑張っています。
　同窓会は、神港橘高校在校生を応援したいと、神港・兵商から
の伝統を引き継いだクラブに対し、今年は、龍獅團のボランティ
ア遠征費、野球部には、スピードガン購入の助成を同窓会会計
の在校生関係費として支出しました。今後も在校生を支援して
いきたいと考えています。
私をはじめ役員の多くが高齢者です。いつまでも続けられませ
ん。早く若い指導者が現れ世代交代がなされることを期待して
います。近い将来、神港、兵商、神港橘が3校一体となり、神港橘
の卒業生が役員や会長となって、神港橘同窓会を運営されるこ
とを切に祈っております。
　任期満了まで残り半年間全力で頑張ります。今後も引き続き
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　同窓会員の皆様におかれましては、ますますご清栄の
こととお喜び申し上げます。平素より、本校教育活動に対
して深いご理解と多大なるご支援を賜りまして、厚くお
礼申し上げます。
　本校は、平成28年４月に開校して以来、今年度で早や５
年目を迎えます。本校教育に課せられた使命は、Soci-
ety5.0時代に向けて大きく変革している社会の要請に応
えることができる新たな商業高校として、未来に向かって
大きく羽ばたき、地域に貢献できる人材を育成してくこ
とであると考えております。その使命を果たすために、こ
の４年間で様々な特色ある教育活動を推進してまいりま
した。
　教育活動の柱の一つであるキャリア教育については、
課題解決型道徳教育を基盤とした上で、それぞれの人生
をよりよく生きていく力や、様々な課題を解決しようとす
る姿勢の核としての「人間力」を育成するための取組を、
開校以来継続して進めております。
　そして、企業や大学、地元地域等との連携協定を積極
的に締結(昨年度は４月に兵庫区と締結)する中で、本校を
中心とした「コンソーシアム（連合体）」を形成し、教育活
動における様々な場面で、神戸や地元地域の特性や課題
を生徒自らで発見し、解決する力を育成するための取組
も進めております。
　また、昨年度は、課題解決型体験学習として、10月に神
姫バスツアーズとの共同企画の淡路方面への「高校生バ
スツアー」、11月にはホテル北野プラザ六甲荘の協力に
よるホテル業務体験実習「高校生ホテル」を商業の授業
において実施しました。それぞれの取組に私自身も参加
しましたが、お客様の反応は大変好評であり、生徒にとっ
ては「おもてなしの心」を学ぶ絶好の機会となりました。
今年度はさらに内容を充実させた企画で実施する予定で
すので、同窓会員の皆様も是非ご参加いただき、後輩た
ちの頑張りを体感していただければと思います。
　今年度も引き続き、新たな商業高校としての歩み、具
体的な取組を進めていき、神戸市民の期待に応える教育
が展開できるよう教職員一同努力してまいります。今後
とも、同窓会の皆様には様々な形でご支援をいただくこ
ともあろうかと思いますが、どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
　最後になりましたが、同窓会の皆様のますますのご健
勝を祈念し、ご挨拶とさせていただきます。



　私たち龍獅團（総勢35名）は、12月１日
（日）に岡山県倉敷市真備町川辺地区の復興プロ
ジェクトの一環として餅つき大会に集まった方た
ちの前で獅子舞を披露しました。この地域は昨年
の西日本豪雨で地区全体が水深５ｍの下に沈むと
いう大きな被害を受けました。会場の公民館も屋
根まで沈んでしまったそうですし、隣にある小学
校も校舎が水につかり１年以上たっても休校中で
来年１月８日に再開されるということでした。
　私はその復興支援ボランティアに昨年の冬と今
年の夏に参加しました。ボランティアに行こうと
思ったきっかけは校内でボランティアの呼びかけ
があり、25年前に発生した阪神淡路大震災の際に
は他府県から多くの支援を受けたと聞いたので、
私たち高校生にも何かできることはないかなと
思ったからです。初めてのボランティアで不安で
したが、河川敷での瓦礫の破片撤去作業を終える
と、現地の方たちが本当に感謝してくださって、
私もうれしい気持ちになりました。
　２度目のボランティアに行った際、作業後に現
地の団体「あるく」の皆さんと交流する機会があ
りました。実際の被害の大きさや今の状況、困っ
ていることなどいろいろ貴重な話を聞かせてもら
いました。その場で龍獅團の活動を話すと「ある
く」の皆さんが関心を持ってくださいました。先
生や現地の方たちが話をすすめてくださり、出演

費用はボランティアに行くのならということで同
窓会が気持ちよく出してくださったおかげで、今
回出演することができました。25年前に神戸の
人々が全国の方たちから力づけられたお返しに、
今度は私たちの力で少しでも被災された方々に元
気を出していただければという気持ちで演技しま
した。
　会場には400人以上の方が集まっていました。
中国の獅子舞を見るのは初めての方ばかりで、最
初は大きな音にびっくりしたようですが、獅子の
動きやリズミカルな楽隊の音も楽しんでくださっ
たたようです。明るい笑顔がうれしかったという
言葉も頂きました。その言葉を聞いて私たちも心
が温かくなりました。また、お菓子や飲み物、つ
きたてのお餅や雑煮をごちそうになり、支援に
行ったはずなのに私たちのほうが出演前に現地の
方達の優しさに触れ、元気づけられました。
　生活を再建するのは大変だと思いますが、私た
ち龍獅團の活動が少しでも復興のための助けに
なったならとてもうれしく思います。作業として
のボランティアも大切ですが、実際に部活動を通
して被災地の方々を支援することも龍獅團だから
できることだと思いました。これからも多くの人
たちを元気づけられるような演技ができるよう
日々頑張ります。
　最後になりましたが、神港橘高等学校同窓会の
皆様には今回の出演の実現のために多大なご協力
いただき心より感謝いたします。本当にありがと
うございました。

　「真備町復興支援ボランティア」
２年７組　丸井　綾



２年３組　長瀬　愛奈２年１組　金山　大志
　私は高校生ホテルで色々なことを学ばせていた
だきました。最初は本当にどうしていいかわから
ず、不安でした。そんな時、ホテルのスタッフの
方がやさしく、丁寧に教えてくださったおかげで
よい緊張感をもって本番を迎えることができました。
　本番では、今まで教えてもらったことを出し切
ろうと必死でした。お客様が想像しているサービ
スよりもさらに上質のサービスを実現するにはど
うしたらよいのか。そのように考えながらの接客
はとても難しいものでした。接客中には、前の料
理のお皿を下げ忘れており、常連のお客様にお叱
りをいただくこともありました。その時、おどお
どせず、しっかりと対応することができたのも研
修で丁寧な言葉遣いを学ばせていただいたおかげ
だと思いました。さらにお客様からの質問にもス
ムーズに答えることができ、自分自身の成長を実
感しました。
　今回の高校生ホテルに参加することで、めった
にできない経験をさせていただくことができまし
た。私は、将来サービス業に就きたいと思ってい
るので、お客様への思いやりや、コミュニケー
ション能力を身に付けることができ、自分の強み
になりました。これを機にもっと学んだことを活
かせるように頑張っていきたいと思います。六甲
荘の従業員の皆様、約半年間本当にお世話になり
ました。ありがとうございました。

　今回の高校生ホテルの経験は、私にとってとて
も大きな経験でした。この高校生ホテルでは、
ウェイターの楽しさや大変さなどを学びました。
40時間以上の研修を受けて、お客様への座席の誘
導の仕方や料理の運び方、ホテルマンとしての立
ち居振る舞いなど細かい部分までたくさんレク
チャーしていただきました。最初はお米をこぼし
てしまったり、言葉遣いを間違えてしまうなどさ
まざまなミスをしてしまいましたが、従業員の
方々や友達と練習を重ね、ミスを無くしました。
　本番では、ドリンク係に任命されました。ドリ
ンクを入れるだけでも、一つひとつの入れ方や量
の割合が全然違い、とても難しかったです。中で
も一番大変だったのがビールをサーバーから注ぐ
ことでした。泡がこぼれたり、多すぎたり少なす
ぎたりで大変でしたが、練習を重ね上手になりま
した。従業員の方に「上手になったね。」と言わ
れたときはすごくうれしかったです。
　今回の高校生ホテルを通して、日々の学校生活
で授業を受けているだけでは経験できないことを
経験することができました。社会で実際に働いて
いる方と接したり、お客様と触れ合ったりした経
験は、今後自分の自信となり強みになると思う
し、学んだことを生活に活かしていきたいと思い
ます。

「高校生ホテルを体験して」「高校生ホテルを体験して」



「全国商業高等学校協会検定１級　３種目以上合格者表彰」

神戸市立神港橘高等学校 第2回生　表彰者一覧

◆ ◆

7種目　1組　安立 帆香
6種目　2組　林　 隆太　　3組　時政 南奈　　4組　佐々木美南海
5種目　1組　松本 雅晴　　3組　笹岡 夕莉　　4組　橋本 圭織　　4組　松田 有史　　7組　都志 真子　　8組　坂本 詩歩
4種目　1組　西田 彩葉　　2組　泉 　真由　　2組　市村 海知　　3組　德 　堅斗　　3組　細井 彩花　　4組　尾崎 真秀　　4組　毛見 壮汰
　　　　4組　曲淵 天音　　4組　横山 　翔　　5組　大保 龍平　　5組　佐々木雪那　 　6組　鎌田 晴希　　6組　安尾未来斗　 　7組　岸  さやか
　　　　7組　光野 花音　　8組　吉田七夏海
3種目　1組　亀井智菜津　 　1組　白井 優弥　　1組　土屋 優月　　1組　中井 裕也　　1組　中野 冴香　　1組　花本未都紀　 　1組　藤重 夢奈
　　　　2組　遠藤 理子　　2組　太田レオナ　 　2組　大前 友美　　2組　城木 亮太　　2組　山尾 匡香　　2組　山中 小町　　3組　川島 桜花　
　　　　3組　田崎 佳穂　　3組　山城 和真　　4組　井上 好敬　　4組　坂田 大海　　4組　西部 一輝　　4組　福田 武流　　4組　洞 太玖登
　　　　4組　前薗 祐希　　4組　森岡 龍輝　　4組　山口 拳弥　　4組　芳原 楓香　　4組　酒井 美咲　　4組　谷本 茉菜　　5組　片山 　隼
　　　　5組　松村 琴音　　5組　森田 倖生　　5組　山野 更紗　　6組　井原 　和　　6組　大森 奈々　　6組　鴨川 　萌　　6組　鈴木 彩夏
　　　　6組　髙尾 俊輔　　6組　安富 玲奈　　6組　弓場 大樹　　7組　北村 明睦　　7組　小谷 航輝　　7組　寺岡 健太　　7組　中野 風香
　　　　7組　松川恵二郎　 　8組　澁谷 龍馬　　8組　徳永 嘉人

1組　土屋 優月　　1組　中野 冴香　　1組　西田 彩葉　　1組　花本未都紀　 　1組　松本 雅晴　　2組　市村 海知　　2組　城木 亮太
3組　川島 桜花　　3組　木下美雨子　 　3組　小林莉緒花　 　3組　笹岡 夕莉　　3組　時政 南奈　　4組　井上 好敬　　4組　尾崎 真秀
4組　曲淵 天音　　4組　森岡 龍輝　　5組　松村 琴音　　5組　森田 倖生　　5組　山野 更紗　　5組　和田梨緒奈　 　6組　鎌田 晴希
6組　宮下 風歌　　7組　髙見さくら　 　7組　都志 真子　　7組　寺岡 健太　　7組　中野 風香　　7組　光野 花音　　8組　吉田七夏海

1組　安立 帆香　　1組　亀井智菜津　 　1組　土屋 優月　　1組　中野 冴香　　1組　西田 彩葉　　1組　花本未都紀　 　1組　松本 雅晴
2組　泉 　真由　　2組　市村 海知　　2組　遠藤 理子　　2組　太田レオナ　 　2組　大前 友美　　2組　城木 亮太　　2組　西田 愛曖
2組　林　 隆太　　2組　松本 沙奈　　2組　山尾 匡香　　2組　山中 小町　　3組　川島 桜花　　3組　笹岡 夕莉　　3組　田崎 佳穂
3組　時政 南奈　　3組　細井 彩花　　3組　山城 和真　　4組　井上 好敬　　4組　尾崎 真秀　　4組　毛見 壮汰　　4組　坂田 大海
4組　福田 武流　　4組　曲淵 天音　　4組　松田 有史　　4組　森岡 龍輝　　4組　横山 　翔　　4組　芳原 楓香　　4組　酒井 美咲
4組　谷本 茉菜　　5組　大保 龍平　　5組　片山 　隼　　5組　佐々木雪那　 　5組　松村 琴音　　5組　森田 倖生　　5組　山野 更紗 
6組　井原 　和　　6組　大森 奈々　　6組　鎌田 晴希　　6組　鴨川 　萌　　6組　鈴木 彩夏　　6組　髙尾 俊輔　　6組　安富 玲奈
6組　弓場 大樹　　7組　岸 さやか　　7組　小谷 航輝　　7組　都志 真子　　7組　寺岡 健太　　7組　中野 風香　　7組　松川恵二郎
7組　光野 花音　　8組　澁谷 龍馬　　8組　徳永 嘉人　　8組　吉田七夏海

1組　谷川 愛優　　1組　舩波 伊吹　　1組　松本 雅晴　　2組　泉 　真由　　2組　市村 海知　　2組　大前 友美　　2組　斉藤 香苗
2組　館林 李空　　3組　川島 桜花　　3組　田崎 佳穂　　3組　細井 彩花　　4組　坂田 大海　　5組　佐々木雪那　　5組　日野田 茜
6組　後藤 夏実　　6組　小松 美月　　6組　佐田もえな　 　6組　藤野 瑞生　　6組　宮下 風歌　　7組　大塚 有紗　　7組　杉本 　陸
7組　妙嶋 紀乃　　7組　髙見さくら　 　7組　都志 真子　　7組　寺岡 健太　　7組　中尾 彩音　　7組　光野 花音　　8組　澁谷 龍馬
8組　中垣 美紀　　8組　深澤 美羽　　8組　宮森 彩花

2組　遠藤 理子　　2組　武内寿々花　 　2組　松本 沙奈　　3組　時政 南奈　　4組　曲淵 天音　　4組　松田 有史　　4組　芳原 楓香
4組　酒井 美咲　　4組　谷本 茉菜　　5組　木本 陽愛　　5組　佐々木雪那　 　5組　相馬 聖愛　　5組　藤江 康伊　　5組　松村 琴音
6組　中島 碧泉　　6組　長野 茉優　　7組　岸 さやか　　7組　岸本 創志　　7組　中野 風香

学習成績の部

検定の部

皆勤の部

特別活動の部

みらい賞【学校賞】

「神戸市立高等学校体育連盟賞」
最優秀選手賞

●体　　操 5組　大保 龍平
優秀選手賞

●硬式野球 2組　市村 海知 ●体　　操 3組　神前 風夏　　7組　坂東 優樹

ベストメンバー賞
●硬式野球 2組　三木 和之 　　 ●体　　操 2組　斉藤 香苗　　3組　斉藤 咲苗
● ●ダンス 4組　石橋 汐夏　　8組　齊藤 真央
● ●バレーボール 3組　木下美雨子　 　7組　十七夜月天奈
サッカー 3組　大田 篤志
ハンドボール 8組　中居 美月
● ●卓　　球 1組　前田 大耀　　2組　雑賀 千尋　　8組　澤井 　航
●
バスケットボｰル 2組　金澤めぐみ
ソフトボール 5組　宇治野未唯　 　5組　日野田 茜　　5組　藤田わかな　 　8組　植村 菜々　　8組　中垣 美紀

●陸　　上 7組　中野 風香 ●バレーボール 7組　高見さくら　 　7組　光野 花音
●バスケットボｰル 3組　小林莉緒花 ●ハンドボール 4組　山口 愛桜

「全国産業教育振興中央会御下賜金記念優良賞」
【外部表彰】

7組　中野 風香
「全国商業高等学校協会賞」

1組　安立 帆香
「兵庫県高等学校商業教育協会成績優秀者賞」

5組　山野 更紗
「兵庫県産業教育振興会優良賞」

1組　松本 雅晴 2組　林 　隆太 3組　時政 南奈 4組　曲淵 天音
5組　森田 倖生 6組　宮下 風歌 7組　光野 花音 8組　坂本 詩歩

「神戸市立高等学校産業教育表彰」
1組　谷川 愛優 4組　橋本 圭織 2組　市村 海知 3組　笹岡 夕莉

同窓会理事（代表幹事）　　　　　　　　永江　一紗　　　　垣見　愛
同窓会幹事 1組 小西将太朗 白井　優弥 2組 三木　和之 由元　凌

3組　 磯井　百未 向島麻由香 4組 石本　水泉 山口　愛桜
5組 佐々木雪那　 山本　能安 6組 松尾　颯 望月　美優
7組 垣見　愛 永江　一紗 8組 小林　晏香 深澤　美羽

神港橘高等学校　第2回生　同窓会幹事



平成 31（令和元）年度収支決算書平成 31（令和元）年度収支決算書

科　目 予算
前 年 度 繰 越
準 会 員 会 費
出 資 金
総 会 会 費
事 業 収 入
広 告 料
寄 付 金
受 取 利 息
収　　入　　合　　計

費　目 予算
総 会 費
理 事 会 費
事 業 費
事業費運営費小計
会 報 印 刷 費
会 報 発 送 費
在 校 生 関 係 費
特 別 補 助 費
事 業 費 小 計
人 件 費
通 信 費
備 品 消 耗 品 費
事 務 費 小 計
慶 弔 費
雑 費
予 備 費
諸 支 出 小 計
支　　出　　合　　計
次 年 度 繰 越

科　目 予　算 決　算 比較増減

準 会 員 会 費
前年度繰越金

出 資 金
総 会 会 費
事 業 収 入
広 告 料
寄 付 金
受 取 利 息
収 入 合 計

費　目 予　算 決　算 比較増減
総 会 費
理 事 会 費
事 業 費
事業費運営費小計
会 報 印 刷 費
会 報 発 送 費
在校生関係費
特 別 補 助 費
事 業 費 小 計
人 件 費
通 信 費
備品消耗品費
事 務 費 小 計
慶 弔 費
雑 費
予 備 費
諸 支 出 小 計
支 出 合 計
次 年 度 繰 越

平成31年４月１日～令和2年3月31日 令和2年４月１日～令和3年３月３１日●神港橘高校同窓会
（収入の部） （収入の部）

（支出の部）（支出の部）

【次期繰越金　預金明細】
みなと銀行兵庫支店
みなと銀行兵庫支店（学校）

会　計

以上、適正に処理されていることを確認しました。

令和2年４月 2日 
監査役

3,000,000 3,149,600 149,600
5,080,648 5,080,648 0

2,000,000 2,000,000 0
900,000 397,590 -502,410
1,000,000 940,900 -59,100
520,000 450,000

10,000 10,000
-70,000

0
10 19 9

12,500,658 12,028,757 -471,901

1,000,000 668,800 -331,200
30,000 12,100 -17,900

1,000,000 925,410 -74,590
2,030,000 1,606,310 -423,690
470,000 562,464 92,464
2,000,000 2,577,034 577,034
1,000,000 925,494 -74,506

1,000 0 -1000
3,471,000 4,064,992 593,992
800,000 672,140 -127,860
150,000 329,973 179,973
100,000 130,637 30,637
1,050,000 1,132,750 82,750
50,000 0 -50,000
10,000 8,435 -1,565
100,000 0 -100,000
160,000 8,435 -151,565
6,711,000 6,812,487 101,487
5,789,658 5,216,270 -573,388

800,000
30,000

1,000,000
1,830,000
550,000
2,500,000
1,000,000

1,000
4,051,000
700,000
300,000
100,000
1,100,000
50,000
10,000
100,000
160,000
7,141,000
5,075,280

2,229,842

2,986,428

5,216,270

西銘　睦子　㊞

名村　博昌　㊞

令和2年度  予算（案）令和2年度  予算（案）

5,216,270
3,000,000
2,000,000
500,000
1,000,000
500,000

0
10

12,216,280



平成 31（令和元）年度　同窓会事業報告平成 31（令和元）年度　同窓会事業報告 令和 2年度　活動方針と事業計画（案）令和 2年度　活動方針と事業計画（案）
　会則第２条に記載されている「会員相互の親睦を図り、
母校の発展に寄与し、社会に貢献すること」を目的として、
以下のような活動方針のもと事業を進めて参ります。
１　会員相互の親睦と会の充実に関する事業
　  ①総会、各部会の充実
    ・若い会員、女性会員の参加を増加させる新年交歓会      
　　　など各種会合を企画・開催し親睦を図る
　  ②同期会などの活性化
　　・同期会、クラス会、各活動部ＯＢ会の支援
　　・同期会などの情報提供
　  ③情報発信の向上
　　・会報「神港橘」の発行配布
　　・ホームページの効果的運営
　　・会員情報の収集と発信
　  ④同業・異業種の交流
　　・各種部会・同好会の開催、交流・親睦の場の提供
　  ⑤事務局の体制強化
　　・同窓会運営協力金制度の拡充
　　・同窓会名簿の整備
　　・事務処理体制の向上
2　母校の発展を支援し絆を深める事業
　  ①母校の諸行事への積極的参加
　　・教育活動、講演会、研究発表会などの母校の催事へ
　　　の協力
　　・各方面での優秀生徒表彰
　  ②生徒活動の支援
　　・生徒活動全般にわたる支援体制の強化

31.04.10 神港橘高校入学式出席
31.04.17 第1回　理事会 16名
1.05.07 会報「神港橘」第1号発行
1.05.11 第2回　理事会

　【太平洋クラブ有馬コース】

24名
1.05.15 第3回神港橘ゴルフコンペ 13名

1.06.01 神港橘高校同窓会第1回総会 78名
1.06.19 第3回　理事会 20名
1.07.03 第2回神港橘ボウリング大会

　【ラウンドワン】
18名

1.08.17 第4回　理事会 20名
1.08.10 納涼会　【ミュンヘン神戸大使館】 33名

1.09.21 第5回　理事会 18名

1.10.16 第6回　理事会 15名

1.10.04 第4回神港橘ゴルフコンペ
　【大神戸ゴルフ倶楽部摩耶コース】

14名

1.11.23 第7回　理事会 20名

1.12.18 第8回　理事会 15名
1.12.07 忘年会　【焼鳥・和】 19名

2.01.18 第9回　理事会 17名

2.02.19 第10回　理事会 15名
2.01.25 新年交歓会　【第一櫻】 74名

2.03.21 第11回　理事会 中 止

2.02.25 同窓会入会式 7名
2.02.26 神港橘高校第2回卒業式出席 3名

2.03.28 花見会 中 止



●● 男子ソフトテニス部 ●●

●● 女子バスケットボール部 ●●

部活紹介

No.2

シリーズ

　私たち「神港橘男子ソフトテニス部」は、近畿大
会出場を目標に日々練習に取り組んでいます。挨拶
や礼儀作法はもちろん、組織としての自分の役割に
ついて部活動を通じて学ぶ場としています。
発足４年目にして神戸市で入賞、初の県大会出場を
果たすことができました。ソフトテニスは個人種目
ですが、日ごろの練習からチーム力を大切にしてい
ます。声掛け、役割分担、チームを意識する練習を
取り入れ、部員全員が同じモチベーションを保って
います。また、春と夏には合宿をしています。寝食を
共にすることで仲間意識がさらに芽生え、学校では
なかなか味わうことのできない充実な時間を過ご
しています。合宿終わりには厳しい練習を乗り越え
た達成感と筋肉痛が部員たちを待っています。
　ソフトテニスに限らず、スポーツに熱中し、ここま
で時間を注ぎ込むことができる３年間というものは
なかなかありません。しんどい時期、遊びたいとい
う葛藤にぶつかることも多々ありますが、ひとつひ
とつの壁を乗り越え、部員たちは確実に成長してい
ます。卒業した時に「本当にしんどかった。でも！本
当に楽しかった。」と胸を張って言える３年間になる
ように頑張っています。ソフトテニスを学ぶのでは
なくソフトテニスで学びます。必死に頑張っている
「男子ソフトテニス部」の応援をよろしくお願いし
ます。

　私達、「神港橘女子バスケットボール部」は、開校
当初は「神港高校」との合同チームとしてスタート
しましたが、２年目より「神港橘単独チーム」として
活動を開始しました。神港高校と練習場所を共用
し、市内大会では抽選で対戦相手になるというアク
シデント？もありましたが、互いに仲良く切磋琢磨す
る毎日でした。その結果、平成３０年度には２度県大
会に出場し総体では3回戦に進出することができま
した。
　「君達はバスケットボールプレーヤーである前
に、伝統を継承する神港橘高校の生徒であることを
忘れてはならない。学校生活をおろそかにするもの
には、神港橘高校のユニフォームを着る資格はな
い。」を合言葉とし、何事にも手を抜かず全力で取
り組むこと、感謝と思いやりの心を忘れないこと、
工夫しチャレンジすること、チームのために努力す
ることを心がけています。令和元年度現在、2期生7
人３期生６人４期生１３人で、更なる高みを目指して
奮闘中の「女子バスケットボール部」、応援よろしく
お願いします！！



●● 情報研究部 ●●

　情報研究部は、情報系の検定取得と、競技大会全
国出場を目標に活動しています。活動時間は平日１
５時半から１８時、土曜や長期休業中は９時から１２時
です。現在１、２年生４名が中心となって活動してい
ます。
　活動内容は、目指す検定に向け、問題集や過去問
題を使ったトレーニングが中心です。３級からスター
トし、２級、１級へとレベルを上げていきます。間違え
たところを先輩後輩関係なく、お互い教え合うこと
を通じ、競技大会をチームで戦うことができる集団
を目指します。
　今年度の検定合格実績は、全商検定１級１種類を
１冠とした場合、６冠１名、５冠１名、３冠２名です。情
報系国家試験合格実績は、応用情報技術者試験１
名、基本情報技術者試験１名、ＩＴパスポート試験３名
です。入学したばかりの１年生が２学期中に３冠を達
成し、国家試験にも合格しています。
　今年度の競技大会の成績は、情報処理競技大会
県予選で、個人の部優勝、団体の部準優勝、２名が
全国大会へ出場しました。ＩＴ簿記選手権地区予選
で、個人の部第６位、１名が全国大会へ出場しまし
た。ここ数年全国大会へ連続して出場しています。
　進路先は、関西学院大学商学部、関西大学総合情
報学部、大阪工業大学情報科学部などです。関西学
院大学へは、全商検定１級を７種目合格し、全商協会
特別推薦枠で進学しました。
　検定取得や競技大会を通じ、知識技術だけでな
く、自己肯定感を高め、チームワークを身につけ、進
路を有利にしていく部活動になるよう心がけてい
ます。

●● 書道部 ●●

　私たち書道部は、文字の基本である古典を大切
に作品を作り、県総合文化祭などの展覧会への出展
活動をしています。また、文化祭では、オープニング
セレモニーで、今流行りのパフォーマンス「大書」を
披露しています。アリーナのステージに飾って下
さっている作品はご存知のことと思います。
　神港橘になってからは、大書を書いた後、作品を
すぐに降ろすため、皆さんに見ていただけないのが
とても残念です。
 神港橘の前身である、神港・兵庫商業は、共に全国
総文連続出展という、輝かしい功績のある伝統校で
した。その伝統を引き継げるように、日々錬成を続
け、全国高校・大学書道展では優秀賞、読売書法展
では入選など、高校生では、難しい賞を頂けるよう
になりました。
 活字があふれる世の中で、手書き文字の感情あふ
れる表現を目指し、文字を書くことに集中し、作品
をより良いものにするために、考え、工夫し、書き上
げていきます。
　書道は個人の心と技術を磨くものではあります
が、それだけではなく、部活動という場を通して共
に歩む者が同志となって切磋琢磨できる部活動で
あり続けたいと思います。
応援よろしくお願いいたします。



　「一番の思い出は部活動」
令和2年卒（神港橘2回生） 福本　咲希

　私の高校生活三年間の一番の思い出は、ソフト
ボール部の活動です。中学校の頃からソフトボー
ルをしていたので、一年生からレギュラーで使っ
てもらっていました。周りの先輩たちはとても優
しく、試合中でも声を掛けてくれて、年下の私で
もリラックスして一緒に楽しくプレーできました。
 　一番思い出に残っている試合は、一年生の時に
二年生の先輩たちと出場した新人戦と総体です。
新人戦は県大会目前で負けてしまい、とても悔し
い思いをしました。そのため総体では何としても
県大会まで勝ち残り、但馬ドームでプレーをする
ことを目標にしました。負けたその日から居残り
練習や自主練習など、自分で有効だと思う練習メ
ニューを考案し、厳しい姿勢で練習に励み、努力
を続けました。
　そして迎えた総体では、先輩たちと気持ちを一
つに、一致団結して試合に臨みました。その試合
は一進一退のドキドキ、ハラハラの連続でした。
しかし、日ごろの努力が報われて但馬ドームに行
ける勝利をつかみ取りました。試合後、涙と汗に
まみれたみんなのユニフォームが輝いて見えまし
た。精一杯努力したおかげで、その日は楽しく試
合をすることができました。
　三年間、部活動をしてい
くなかで様々な経験をしま
した。それらも含めて、多
くのことを学びました。中
でも、「目標を立てて毎日
コツコツと努力すると結果
につながる。」ことは、こ
れから社会に出ていく私に
とって日々大切にしたいこ
とです。

「初めての普通科商業科合同同期会」
昭和56年卒（神港33回生） 伊藤　雄康

　２月23日（日）に市神港33回生同期会が、恩
師の山崎先生、石川先生、藤本先生をお招きし
て、総勢47名の参加を頂き、湊川神社内の楠公会
館で行われました。卒業してから39年。普通科商
業科合同の同期会は初めてでしたが、多くの同期
生が気持ちよく参加してくれました。
　2020年オリンピックイヤーで盛り上がりを楽
しみにしていましたが、まさかの新型コロナウィ
ルス感染のニュースが世界中に流れ、開催そのも
のが危ぶまれる中、皆さんのご協力と団結力で開
催が実現しました。
　まず、開始前に全員で記念撮影をした後、22回
生の杉原氏と塩芳氏両名の挨拶を頂き、和やかな
雰囲気の中、あっという間に２時間が過ぎまし
た。会の最後には全員で校歌と応援歌を合唱し大
きな拍手で会を締めくくることが出来ました。
　改めて市神港同窓会のライングループ名「第33
回生市神港同窓会」にも沢山の仲間が参加してく
れました。帰宅後も続々とメッセージが送られて
きて、長い間会ってない友達の中に入っていける
かどうか不安だったのですが、頑張って参加して
ほんとに良かった！会った瞬間に高校時代に戻れ

た！長く付き合いの無かっ
た友人ともライン交換がで
きて嬉しい！同窓会で命の
洗濯が出来ました！などな
ど沢山のメッセージで溢れ
ました。次回の開催は、未
定ですが還暦になった時に
又是非再会したいと皆同じ
気持ちで帰途に着きまし
た。



　「5回目の普通科商業科合同同期会」
昭和41年卒（神港18回生） 西岡　京子

　2019(令和元)年12月8日、楠公会館での市立神
港高校18回生の第5回同期会に参加させていただ
きました。私達は団塊の世代と呼ばれ、普通科と
商業科合わせて480人の人数で卒業しています。
今の時代では考えられない50数名のクラスでし
た。それがこの度の同期会には40数名しか集まれ
ず、ちょっと残念でした。遠方からホテルに2晚
も泊まっての参加、歩けないからと介護タクシー
を使っての参加など申し訳無いと思いつつも嬉し
い参加が有りました。
　会場に入った途端、「京ちゃぁーん」「オーイ
西田久しぶりやなぁ」と旧姓で呼ばれ時間が圧縮
されたような気分です。そして、とても樂しい時
間を過ごしました。「オィ西田、3年も4年も間空
けたら会われんままになるかもしれんから、もっ
と間隔詰めて集まる様にせーよ」と聞いた言葉が
心を占めています。もっと沢山の学友達に3時間
を50数年前にタイムスリップしてもらいたいと心
から思っています。
　次回の会には一人でも多く参加してもらうよう
頑張りたいと思いますので、どうするれば良いか
ご意見を寄せて下さいネ!!今回準備してくれた、
光内さんに感謝します。

ス員が盛り上げてきた賜物と嬉しく思います。
　来年は、傘寿を迎えますが、物故者は、男子のみ
で7名。クラス会への出席者は、毎年20名前後を
キープ。北海道から鹿児島県、長野県、夫夫遠隔地
からも参加者があります。
　因みに私は、鹿児島から出向いています。わざわ
ざ鹿児島から来るほどの魅力がどこにあるのか、
一口では答えられません。幹事から案内が来ると
すぐに予定を調べて即返事を出すことにしていま
す。田舎暮らしで余暇を持て余しているのではと
思われがちですが、田舎も過疎化が進んで、町内の
役職を引き受ける人がなく、一人で3つも4つも役
を受けて、一度受けたらなかなか退くことができ
ないありさまです。
　何をさておいても出席をと駆り立てるものは、
一体何だろうと考えても特に変わったことをして
いることもなく普通の対応なのですが、これかな
と思うことを挙げてみます。
1　幹事が、こまめに準備をし、みんなが楽しめる
　　雰囲気を作っている。
2　クラス員に我儘をいう者がいない。
3　大声を出したり争ったりする協調性のない人
　  物がいない。
4　和気あいあいと、楽しく話をし、酒を飲める。歌
　　も歌える。
5　男女混合も魅力の一つ。
以上、思いつくままです。もう思い浮かびません。
最後になりましたが、母校の発展と永遠の継続を
お祈りします。

　神港12回生普通科3年3組が、卒業以来毎年開催
しているクラス会の喜びと自慢の報告をさせてい
ただきます。
　クラスは、男子32名、女子20名の総員52名で、今
年のクラス会は、11月9日に開かれ19名が参加し
ました。
 3年3組のクラス会は、卒業の年に始まり、以来60
年間休むことなく続けてきたことは、偏に各年の
幹事の並々ならぬ苦労とそれに従う自己顕示欲が
乏しく（賞賛すべきお人好し）仲間意識の強いクラ

　「卒業以来続くクラス会」
昭和35年卒（神港12回生） 中井　壽



令和3年

令和２年 ◎イベントに参加希望の方は、お名前と卒業年
　 (又は卒業回)､メールアドレスを書いて、
　以下のいずれかにお申し込み下さい。
　
◦神戸市立神港橘高等学校同窓会事務局
　 moc.liamg@iakosodanabihcatoknihs ： liam-e
　FAX：078-579-2210
◦竹池　文子 （昭和32年卒･神港09回生）
　TEL：090-3058-8774
◦塩芳　数也 （昭和45年卒･神港22回生）
　TEL：080-6226-3213

◎上記以外にも、皆さんが楽しめるイベントを計画しています。ご希望ご意見などがありましたら、
　お寄せください。
◎お友達をお誘い合わせのうえ、多数のご参加をお待ちしています。
◎詳細は、決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

令和2年度　理事会開催予定　令和2年度　理事会開催予定　

奇数月 第3水曜日18時30分から 母校大会議室(使用不可の場合変更あり)

偶数月 第3土曜日14時から 兵庫区役所・神戸婦人会館

5月19日(火) 第5回ゴルフコンペ

6月  6日(土） 総会・懇親会

7月  8日(水) 第3回ボウリング大会

8月  8日(土) 納涼会

10月14日(水) 第6回ゴルフコンペ

11月28日(土) 忘年会

1月23日（土） 新年交歓会

3月27日（土） 花見会、カラオケ大会

令和2年度　イベント等の予定令和2年度　イベント等の予定



　第３回のゴルフコンペは、第１回と同じ太平洋
クラブ有馬コースで、天気にも恵まれて開催され
ました。月1回程のゴルフを楽しんでいる私です
が、神港橘高校同窓会のコンペの参加を楽しみに
しています。前回よりも良いスコアでラウンドし
たい？と思いながら、なかなか想い通りにならな
いのです。でも、思いがけず良いショットの時、
パットが決まると楽しくなります。しかしなが
ら、いつも帰りの車の中では、反省ばかりです。
　参加の方々と近況を話し合ったり、兵商時代を
懐かしんだりの1日は本当に短く感じます。
神港橘高校同窓会のゴルフコンペは、年２回の開
催を予定しています。日程は会報の行事予定に記
載されていますが、詳細が決まり次第ホームペー
ジに掲載されます。
　近隣には沢山のゴルフ場が点在しますので、
色々なゴルフ場で楽しい一日を過ごせばと思いま
す。友人同士お誘い合わせの上多数のご参加を
待っています。

　「ゴルフコンペに参加して」
昭和41年卒（兵商９回生） 石坪　明美

　「第2回ボウリング大会参加」
昭和40年卒（兵商8回生) 佐藤　博子

　令和元年7月3日(水)、昨年に続いて2回目の参
加でした。前回の参加の時は、もう何十年も動か
していない身体の不安の中での参加でした。ひさ
びさのボウリングは、楽しかったのですが、歳の
せいか、2,3日後に筋肉痛がはじまりましたけれ
ど・・・・！　
　今回は、なぜか不思議です。奇跡のようなもの
でした。人生で初めて、ストライクが2回続き、
その後がスペアだったのでもう少しで3回連続の
ストライクになるところでした。なので、高得点
になり思いがけず、女子で一位を戴けて、賞金と
喜びを孫にお裾分けしてやり、自慢も出来まし
た。ガーターもありのボウリングでしたが、しあ
わせなひと時でした。ありがとうございました。



　「同窓会総会・懇親会を終えて」
平成31年卒（神港橘1回生） 高松　和生

　私は、2019年の6月1日開催の同窓会総会・懇
親会に参加させていただきました。そこで様々な
方々と交流することができ、大変貴重な体験をさ
せていただきました。神港高校や兵庫商業高校が
長い歴史であったこともあり、年配の方々から若
い世代の方々まで、色々な世代の方達が一堂に会
する珍しい機会だと感じました。多くの方々から
歓迎していただき、更に色々なお話も伺うことが
でき、とても楽しい時間だったと思いました。
　同窓会の中では年配の方も多かったのですが、
若い私たちが圧倒されるほどのパワーがあったと
感じました。そのパワーに圧倒されつつも、我々
も負けてられないと思いました。そして、龍獅團
の龍部の演技や、吹奏楽部の演奏も同窓会を更に
盛り上げてくれました。今回の体験を通して、同
窓会というのは、我々が様々な方々と出会い交流
する場所であり、そして一時の憩いの場としても
これから続いて欲しいと思いました。この体験を
我々の世代、そしてこれからの世代の人にも伝え
ていけたらいいなと思います。

　8月10日(土)、ミュンヘン大使館で開催された
納涼会に友達と参加しました。こういう会に参加
すると、多くの先輩方がいるので、色んな話が聞
けてとても面白いし、勉強にもなります。友達も
同じこと言ってました。ビールが美味しいので、
ついつい飲み過ぎてしまいます。もっといろんな
先輩方や兵商卒業の方々ともお話ししたかったの
ですが、楽しいひとときは、あっという間に過ぎ
てしまいました。また参加したいですね。

　「納涼会に参加」
昭和52年卒（神港29回生） 志水　園枝



　令和２年1月25日（土）、同窓会主催の新年交
歓会が三宮の「第一楼」で開催されました。
　旧第一神港商業卒業の大先輩をはじめ、かつて
の校長先生方も参加された文字通り旧交温める盛
大なパーティでした。旧兵庫商業の方々も大勢参
加され、和気藹々としたひとときを過ごさせてい
ただきました。
　思い起こせば、昭和29年に卒業以来、66年の
人生を歩んできたことになります。在校中は、先
生と先輩の見分けもつかない程の大人の中に放り
込まれた感がありましたが、大人と子供の間を
行ったり来たりしながらの楽しい3年間でした。
　当時、女子の大学進学は、少なく、大学へ行け
なかったことが唯一心残りでしたが、57歳の時、
近畿大学法学部へ入学し、4年後無事卒業証書を
手にしました。教育は、いつの時代も必要不可欠
のものです。84歳の現在も英会話レッスンに励ん
でいます。残り僅かな人生を楽しく学び乍ら過ご
し、年間数回開催されるさまざまな同窓会の催し
に参加することを楽しみに生きて行こうと思いま
す。

　12月7日(土)17時から同窓生の経営するお店
「焼鳥　和」で、同窓会忘年会が開かれました。
阪急春日野道駅下車徒歩５分。私の同期の時枝
（旧姓：豊福）さんのお店です。
　様々な年齢の同窓会全体の忘年会に初めて参加
させて頂きました。集合時間少し前に駅に集合し
楽しく会話しながら現地に向かい19人揃ったとこ
ろで乾杯！！
　空腹の皆さんのお腹と心を満たしてくれるとて
も美味しくて暖かいお料理は焼鳥だけではありま
せん。お店ご自慢の鶏の創作料理が次々と並び、
締めのご飯は名物の絶品の卵かけご飯！ お腹いっ
ぱい頂きました。（10頁にお店情報あり）
　いろいろな年代の同窓生の皆さんとそれぞれに
一年間の思いを語りあっという間に２時間が過ぎ
ました。今回初めて参加してくれた33回生の同期
の友人たちとも久しぶりに再会。高校生当時の思
い出や今年一年を振り返り時間を忘れて笑い合う
ことが出来、何年経ってもすぐに高校時代に戻
れ、改めて同級生の有難さを実感。今後も日を合
わせて時間の許す限り会おうと約束し帰途に着き
ました。 「同窓会は楽しい！」

　「忘年会」に初参加
昭和56年卒（神港33回生） 伊井　裕美

「同窓会新年交歓会に出席して」
昭和29年卒（神港6回生） 濱田（鷲尾）　明美



令和元年度 同窓会運営協力金納入者名簿
協力金の納入ありがとうございました。 （会員名簿順）

一神３０
和田 俊雄
一神31
池本 慶一
一神３２
塩﨑（川本）節二
一神３3
馬場 巧
一神３４
上田 祐稔
木村 泉三郎
田中 正夫
一神３５
長田 礼典
児島 孝
高木 彬
一神３６
大西 昭二
川口 昭次
一神38
河合 幸雄
清水 茂三
中島 章
原 一男
一神40
岡田 清
小橋 和夫
吉田 章
高併0１
塔野岡 正次
女商15
河合（岡）丕瑳子
卜部（清水）照子
女商17
吉本（多田）益子
女商19
武田（児島）貞子
女商22
小川 絹子
赤井（垣尾）初枝
女商23
桜田（富山）よしの
女商27
井関 節子
横山（宇気）利子
女商28
川住（山田）妙子
女商29
村上（忠田）伊㔟子

中山（平山）謨子
女併0１
木村 よし子
女併0２
原（幸勢城）尚子
神港01
斎藤 一
三上 実
村脇 邦利
神港02
大島（米津）栄子
神港03
村井（竹内）三和子
関口（立神）幸子
神港04
壺坂 佳世子
名村 博昌
神港05
鈴木（鈴木）達弥
林（黒瀬）満子
福山（福山）一子
八代 尚二
藤木 克尚
藤原 良一
藤井 稔
中島 正晶
中川 隆
大西 良一
増田 清
浅田（鍛治）鞆子
小林（広部）敦子
喜多 良平
永田 猛
神港06
濵田（鷲尾）明美
中村 孝
初阪 啓介
山崎（天野）久美子
三浦 正照
吉田（荻野）致恵子
神港07
菱谷 元治
日向（小林）喜久子
渡部（渡辺）きみ
長尾（原田）喜美子
中野 憲治
中山 忠一郎
前嶋 健二
瀬尾（柴崎）美和子
杉山 耕三

松本（大中）みね子
秋山（林）今子
笹部（久村）都紀子
関谷（小野田）尚代
神港08
浪花（岩倉）冝栄
名村 勝也
神港09
與茂（長手）久栄
有田 宏
藤尾（上田）安紀子
藤岡（前川）暢子
竹池 文子
谷川 郁夫
谷口 孝之
大山 幸徳
村主 德家
西井（植田）泰栄
新美 健治
上村 実
松本 武
阪口（上町）栄
佐藤 昭義
荒木 勇
幸田 穣二
五十川 昌代
古賀（八木）佳子
吉田 誠
岡田（今中）順子
神港10
森田 吉伸
小林 幹生
小川（八代谷）淑子
高井（春名）美智子
神港11
齋藤 喜代恵
福田（藤村）弥生
中谷 繁樹
中川 秀明
池尾 欣巳
山本 順一
岡田（井上）敏子
安藤 公三
神港12
鈴木 将弘
天羽（大迫）正樹
森田 久一
新谷 勉
戎（宮下）八重子
山口 登
横田（鈴木）康生

神港13
桝家（藤原）小鈴
飯尾（橋本）正子
八張（掛川）朋子
徳納 靖久
田窪 洋三
新見（進藤）みつ子
芝田 昭夫
山口（浜田）依子
広田 勇
宮崎（松本）和代
神港14
浜崎（播）タツ子
藤田 安吾
田中（田中）実恵子
水上 昌子
松本（西口）澄子
山中（森田）明美
佐伯 羨民
亀野（渡田）明子
神港15
池田（簑蔭）八重子
増本（宮脇）愛子
前田（大北）勝子
川畑 武臣
三崎 久夫
鵜飼 靖彦
神港16
藤堂（沢谷）信子
中山（村田）千須子
大村（安田）千鶴子
霜手（茶木原）多香子
倉 孝
川崎 善弘
小谷（井口）栄子
坂本 房江
原田 克一
岡本（矢野）三千子
一北 保五郎
神港17
涌井 宏明
北上（西原）保則
藤原（橋本）典子
善本（飯田）正子
川井 修
正木（林）玉子
松尾 碩男
小沢（高木）節子
柴谷（後藤）雅博
山田 定雄
山田 聿男

佐々木（烏野）愛子
郡 義信
神港18
藤井 鶴子
中杉 智
赤西 一夫
井上 幹雄
西本（安藤）節子
瀬尾（芳賀）みどり
常本 芳正
三戸森（上田）芳彦
阪本 治
坂口 義廣
高森（中浜）伸子
光内 治彦
錦織（加古）清美
神港19
上東 文明
箱木 一良
渡邊 俊子
川脇 公明
鹿股（香川）三枝子
笹木（正木）静代
行本 喜美子
加藤（盛）和子
神港20
澤田 憲志
名越 信次
福正（若井）麻里
尼子 秀信
酒井 喜久夫
神港21
山口 高志
神港22
名越（森）たかほ
杉原 守
常峰 一正
佐藤（藤原）美恵子
丸崎 節子
一瀨（平松）千津子
神港23
石井 鏞模
渋谷 朝治
山田（井阪）富美子
神港24
吉本 進
神港25
島田（岡原）守
神港26
髙島 昭彦
石田（前北）三貴子

斉藤 忠一
宮本 隆
伊勢木 雅章
神港27
長永（吉田）恵子
神港28
山本（岡田）博美
神港29
山本 和弘
山本 陽子
神港31
松下 和美
神港33
梅木（鈴木）美弥子
伊井（藤田）裕美
神港34
森田（生田）智子
神港35
長江 佐知子
竹村 佳修
神港37
宮本 康代
神港39
西川（好岡）知佐子
神港40
藤波（白石）知子
神港42
新井 孝志
神港46
村中（川本）寿美代
神港49
名越 麻里子
神港60
指月 恵梨奈
神港61
小川 彩加
神港63
山本 祐毅

蔵本 朗
川畑 龍雄
新井 嘉寿美
常本 明
五味 佳子
験馬 文照
下川 浩一郎
榎本 裕

北神12
広瀬 正保
北神17
竹内 孝士
鈴蘭台03
福井 雄
鈴蘭台04
西谷 実
鈴蘭台07
水田（井手上）紫
兵商01
柿原 蔀
兵商02
阿部 忠志
熊澤（内橋）富美代
奥 保夫
佐伯 武士
塚越 克已
兵商03
藤原（大橋）宏江
大本（大本）由紀子
後藤 秀康
千坂 喜勝
佐々木（林）直美
兵商04
西嶋 一郎
兵商05
上田 孝一
杉山（岡副）芙美子
鈴木（並木）瑞代
兵商06
高見 基夫
藤井 克利
兵商07
藤木（伊藤）節子
前田 勝也
柴田（三成）明子
兵商08
西銘（鎌田）睦子
兵商09
浮田 伸
高階 孝信
武田 安里
西本 幸博
堀井 洋子
石坪（町垣）明美
中川（向井）協子

兵商11
梶原 久
後藤 数馬
山下 敏郎
兵商12
稲田 武
沖野 博
北垣（田畑）チイ子
工藤（田村）和子
村上 輝男
兵商13
山田（西山）和子
兵商14
大迎 洋子
兵商17
橋本（殿勝）鈴子
南前 稔
兵商18
西島（森下）昌子
兵商20
坂口 珠実
白阪 利昭
兵商21
上垣 和伸
兵商23
鏡原 修司
鏡原（杉野）智英子
兵商24
大谷 真二
兵商27
坂上（高森）孝子
兵商31
清水（角田）和穂
兵商33
都倉 浩
兵商36
藤堂 貴之
倉橋（小笠原）初美
兵商44
永吉 純二
千田 大介
兵商58
長田 善仁

木村 潮音
河口 久子
験馬 文照
吉田 利秋

旧職員

旧職員

神　港 兵　商



科目 金額
前 期 繰 越 金
元年度運営協力金
名 簿 販 売
受 取 利 息
収 入 合 計

科目
神港橘同窓会賛助金
協力金手数料
前年度（3/31）会議費

支 出 合 計
残　　　　　金

みなと銀行手数料

平成 31（令和元）年度収支決算書
平成31年４月１日～令和2年３月31日

（ 収入の部） （支出の部）
●神港高校同窓会

上記の通り決算報告いたします。 会　　計 石坪　明美 ㊞

会計監査報告 適正であることを認め報告いたします。

令和2年４月1日 会計監査 千坂　喜勝 ㊞

会長 杉原　　守 ㊞
会計 塩芳　数也 ㊞

【残金明細】
ゆうちょ銀行(協力金) 　左記、残額は神港橘同窓会の

出資金へ繰り入れることとする。みなと銀行兵庫支店  
ゆうちょ銀行
神港高校同窓会残

金額

科目 金額
前 期 繰 越 金
受 取 利 息
運 営 協 力 金
雑 　 収 　 入

収 入 合 計

科目
ホームページ管理費
神港橘同窓会賛助金
卒業生名簿作成
運営協力金手数料

支 出 合 計
令和2年度繰越金

雑　　　　　費

平成31年４月１日～令和2年３月31日

（ 収入の部） （支出の部）
●兵庫商業高校同窓会

金額

1,233,237

2,026,240

788,000
5,000

3

1,000,000

1,048,597
977,643

46,865
1,300
432

5,719,970

5,920,008

38
195,000
5,000

1,000,000
1,500,000

2,554,080
3,365,928

12,000

25,556
16,524

614,903
330,216
32,524
977,643

神戸市立神港橘高等学校
同窓会会則の改訂

現行
第8章　附　　則
第26条 会務運営のために細則の決定及び改廃は
 　　　　理事会の同意のみで行なうことができる。
第27条 会員の中で、本会の体面を汚すような行為
　　　　ある者は、理事会の決定に於いて除名する
　　　　ことができる。
第28条 会員は、その姓名・住所を変更した時は、
　　　　本会に通知しなければならない。
第29条 会則に特に定めのない事項が生じた時は、
　　　　理事会に於いてこれを決定する。
第30条 この会則は、平成30年6月3日（日）より
　　　　施行する。
附　記 第24条を改訂し令和元年6月1日より施行
　　　　する。

第8章　設立日
第26条 本会の設立は、令和元年6月1日とする。
第9章　附　　則
第27条 会務運営のために細則の決定及び改廃は
　　　　理事会の同意のみで行なうことができる。
第28条 会員の中で、本会の体面を汚すような行
　　　　為ある者は、理事会の決定に於いて除名
　　　　することができる。
第29条 会員は、その姓名・住所を変更した時は、
　　　　本会に通知しなければならない。
第30条 会則に特に定めのない事項が生じた時は、
　　　　理事会に於いてこれを決定する。
第31条 この会則は、平成30年6月3日（日）より
　　　　施行する。
附　記 第24条を改訂し令和元年6月1日より施行
　　　　する。
　　　 第26条を追加し令和2年6月6日より施行
　　　　する。

改訂



　「母校に思いを寄せて」
昭和26年卒（鈴蘭台3回生） 福井　雄

　　　　　　　弱冠14歳（昭和20年）、北神商業入
学、グラマンの機銃掃射の恐怖の残るなかで聞いた終
戦の勅旨、それから卒業までの6年間の学園生活は、八
十路半ばを過ぎた今でも、昨日のように思い出します。
　さて皆さん、サムエル・ウルマンの詩「青春」はご
存知でしょうか。多くの人たちに愛唱された詩ですか
ら、覚えている方も少なくないと思います。一部を紹
介いたします。
「青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方をい
う。薔薇の面差し、紅の唇、しなやかな手足ではな
く、たくましい意志、豊かな想像力、炎える情熱をさす。
（中略）ときには二十歳の青年よりも60歳人に青春が
ある。年を重ねただけで人は老いない。理想を失うと
き初めて老いる。青春とは、心の若さである」作山宗
久訳。
　この詩に感動したのは、いつ頃だったでしょうか。
　40歳前半、銀行の仕事にもなれ、この詩のように意
志と情熱をもって、理想を追い求めていたことは確か
です。
　しかし、ある日の事、一人の老人が職場に見え、｢オ
オ福井君か、元気でやってるな｣と明るい声、突然の恩
師の訪問に言葉を失いましたが、聞けば先生は噂を聞

いて吾輩に会いに来てくれたのです。出来の悪い生徒
ほど可愛いと言われるが、ふと卒業式に歌われるフ
レーズ『仰げば尊し』の詩が思い出され、後姿が消え
るまで見送りました。
　この詩には次のように続きます。「頭（こうべ）を
高く上げ希望の波をとらえる限り80歳であろうと人は
青春にして己む」
　ところで80台に突入した吾輩は気力、体力は急激に
衰え、理想や情熱は儚く消え去りました。それでは希望
も楽しみもないのか、といえばそんなことはない、人間
には「ひと昔」と称して十年単位で束ねる知恵がある。お
かげで嫌な思い出は澱となって沈殿し楽しかった記憶
だけが、脳の上部に浮遊する。このようにして恙なく生
涯を終える摂理は偉大である。そして、浮かんで来るの
は、北は北海道から南は屋久島まで山仲間と遊んだ思い
出の数々、山頂での日の出、息をのむお花畑、下山後の酒
の美味しさ、等豊かで自由な風景を見せてくれます。
　今や人生百年時代と言われているが、同窓会の活動に
期待している仲間も少なくないと思います。
　今後のご活躍ご発展を祈念いたします。
　　　　橘は実さへ　花さへ　その葉さへ
　　　　　　枝に霜降れど　常葉の木・　　　　　                                               
　                                                       万葉集より
　橘が永遠に栄える常緑樹であることを歌った　　　
　　　　　　　　　　　「聖武天皇の御製」　





要
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〒652-0043 神戸市兵庫区会下山町3丁目16-1 （母校内）
ＴＥＬ 　078-579-2000 （内線254）　※木曜日10時から15時まで
FAX　078-579-2210　　　　E-mail shinkotachibanadosokai@gmail.com
HOME-PAGE　https://shinkotachibanadosokai.com

編集後記
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　今回の同窓会報を発行するに当たり、会員の皆様

から、多くの寄稿を頂きました。また、広告について

も沢山の申し込みを頂きました。皆様のご協力で無

事に、今年も会報を発行することが出来ました。ま

た、会報やホームページの今後の在り方など大きな

課題を一緒に考えて下さる同窓生を募っています。

　母校の本館２階（正門を入ってすぐ右の階段を上がってガラス扉を開け、右側の2つ目の部屋）に同

窓会事務局があります。毎週木曜日の10時から15時まで、事務局員や役員が詰めています。是非一度

お立ち寄り下さい。また、同窓会に関するお問合わせやご意見は、E-mailやFAXでお聞かせ下さい。

神戸市立神港橘高等学校同窓会事務局




