
※兵庫県民会館　神戸市中央区下山手通4-16-3

※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19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4年目を迎え、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。

●発行／神戸市立神港橘高等学校同窓会　TEL（070）1792-2210　FAX（078）579-2210　●編集／同窓会広報部　●印刷／株式会社佐藤印刷所

懐しいクラスメイト!
 　　　懐しい恩師!
久しぶりに出会える
喜びにひたりたい!
                      M.N

１人が１人の同級生
を誘って参加の
こと!
                  M.I

　今が一番!!
総会でお会い
しましょう
              F.T

お元気ですか？
総会でお会いしたい
ですね
                   K.S

　2年ぶりの総会
お会い出来るのを
楽しみにしています
    　　　　　A.I

なにがなんでも
　　　　総会決行!

「そうかい!けっこうやな!」
                         M.S

・ ・ ・ ・　・ ・ ・ ・ ・ ・

令和3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3年６月６日（日）
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
※昨年及び今年の卒業生は、参加無料です。
　お誘いあわせてご参加ください。
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ごあいさつ ご　挨　拶

昭和45年卒(神港22回生)

同窓会長　杉原　　守

神戸市立神港橘高等学校

校　長　山根　　修

　会員の皆様には、平素より同窓会運営に多大なるご理
解とご支援を賜り、ありがとうございます。厚く御礼申
し上げます。
　昨年１月から丸一年、コロナ禍にて不自由な生活を余
儀なくされた皆様の心痛をお察し申し上げますと共に
我々の仲間で医療関係に従事されておられる方々には心
より感謝申し上げます。また､飲食・旅行それに関わる
全ての方々に同窓会としまして協力をおしみません。
　前年度は、同窓会運営にも多大なる影響があり、２大
行事の６月の総会・１月の新年交歓会そして各種イベン
トは全て中止となり事務局も閉鎖する事態となりました。
皆様方のお手元に、この会報をお届けする頃にはワクチ
ン接種も始まりコロナも収束しつつ希望ある一年になる
よう理事一同祈念しております。
　ホームページでは、前年度６月より第 3 代目の会長と
して経験のある小生が再登板させて頂き、４つの取組を
お約束しておりました。
①同窓会の直通電話の開設（070-1792-2210）
　令和 2年 9月19日から開通
②年代別による往復はがきでの連絡（継続中）
③ホームページのより一層の充実と発信（強化中）
④ＳＮＳの活用（同窓会ＬＩＮＥグループ作成済）
　会員の皆様との親睦を一層図って参りたいと思い、
ホームページとＬＩＮＥのＱＲコードを最終ページに表示し
ておりますので、ご意見ご感想を頂けますようお願い申
し上げます。
　最後になりましたが会員の皆様方の益々のご健勝とご
活躍をお祈りし、6 月の総会に是非ともお元気なお姿で
お会いできますことを楽しみにし、挨拶とさせて頂きま
す。

　このたび、六甲アイランド高等学校校長から、神港
橘高等学校校長として着任いたしました。同窓会の皆
様方には、日頃から本校教育活動に一方ならぬご尽力
を賜っておりますことを感謝申し上げるとともに、着
任のご挨拶を申し上げます。
　「ひと」を「たから」と捉え、神戸を愛し、支える
「人財」を地域とともに育てることをコンセプトとし
て、神港高等学校と兵庫商業高等学校の素晴らしい伝
統を受け継いで神港橘高等学校は創立されました。そ
のような伝統ある神港橘高等学校で教育活動に励める
ことを、たいへんうれしく思います。温故知新、故(ふ
る)きを温(たず)ね新しきを知るという意味の深さを改
めて感じております。伝統や先人から学ぶことで、新
しい意味や価値は創造していくのだと強く感じます。
同窓会の皆様方の知恵から、たくさんのことを学ばせ
ていただきたいと思っております。
　ライト兄弟が人類初の有人飛行に成功してから、わ
ずか66年で人類は月まで到達することができました。
今後、人類は過去に例を見ないほど加速度的に科学技
術が進歩していくでしょう。時代は今、大きく変化を
遂げようとしています。人とのかかわり方や、在宅勤
務等の働き方改革など、数年前では予想もできなかっ
たことが起きています。しかし、すべてのことには正
と負が内在しています。負の部分を抑え、正の部分を
大きく伸ばすことが人類の叡智です。私たちは医療技
術や通信機器や交通機関などで、過去のどの時代の人
達も享受できなかった恩恵を受けています。今、見方
を変えると私たちは可能性に満ちた時代を生きていま
す。どのような時代であっても、希望を持って進んで
いくことの大切さを生徒に伝えていきたいと考えてお
ります。
　昭和の教育哲学者の森信三先生の「人間は一生のう
ち、逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬早すぎ
ず、一瞬遅すぎない時に」という言葉通り、人と人は
絶妙のタイミングで出逢います。こうして皆様方と出
逢うことができましたご縁を心より感謝いたします。
今後とも引き続き神港橘高等学校の教育活動に、ご理
解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



「感謝を忘れずに」
3年3組（神港橘3回生） 財田　絃太郎

　私は、野球部の活動が一番印
象に残っています。入部して、
まず感じたのは、二年生、三年
生の身体が大きかったことで
す。野球というスポーツは、パ
ワーがあるかないかで大きな差
がつくので、パワーをつけるた

めにまず身体を大きくしようと、食事もトレーニ
ングの一つと考え取り組みました。そんな先輩方
のプレーは、迫力があり力強いですが、普段の生
活では、とても礼儀正しく、とてもかっこよく感
じていました。一つ上の二期生の先輩方は、夏の
大会ベスト32の記録を残しました。
　自分たちは、先輩を超そうと新チームが始動し
ましたが、秋の大会を初戦で敗退し、スタートは
最悪でした。しかし、そこから何度もミーティン
グを繰り返し、必死に練習に取り組んだ結果、親
善大会、親善決勝大会、市立高校大会と続けて優
勝しました。そして、春の大会が中止になり、夏
の大会もベスト８で打ち切りと新型コロナウイル
スの影響もありましたが、勝ち続け、ベスト８に
なることができました。
　私が、野球部の活動で改めて感じたのは、「感
謝」です。個性豊かなメンバーと野球ができたこ
と、個性が豊かだったため苦労したと思うが支え
てくれたマネージャー、両親、安田先生をはじ
め、指導してくださった先生方、外部の指導して
くださった方、関係者の方々、野球部での活動以
外でもそうです
が、全て当たり
前ではないと強
く感じました。
これからも私
は、「感謝」を
忘れず過ごしま
す。

新入会員
　「コロナ禍で」

3年5組（硬式野球部元主将）大 　良空
　5月20日、自分達高校三年生の夢は、断たれま
した。幼い頃からの夢であった甲子園が中止に
なった時、今まで積み重ねてきたものが、一瞬に
して崩れ落ちるような感覚がありました。
　その後、兵庫県独自大会の開催が決定し、自分
達はこの大会で「全試合コールドで勝ち切る」と
いう目標を定め、練習に励みました。しかし、練
習試合では思うような結果が出ず、自分自身焦り
を感じていました。そんな中、チームとして一体
感を出すためにミーティングを繰り返すことで、
徐々に勝ちが増えてきました。そして迎えた夏の
大会では、全試合コールドとはいきませんでした
が、ベスト８までいき、最後勝って終わるという
最高の結果で終われました。
　この大会は、自分やチームにとって、とても成
長できた大会でした。この大会を開催するにあ
たって、たくさんの方々の協力があったと思いま
す。携わってくださった全ての人に本当に感謝し
ています。次は自分達が周りから感謝されるよう
な人を目指して頑張りたいです。



２年１組　宮崎　すず２年２組　村田　袈綾
　もともと高校生ホテルに興味があり、やってみ
たいと思った。高校生ホテルで私はレストランを
担当することになった。
　最初は歩き方や椅子の引き方などを教えていた
だいた。椅子の引き方や案内の仕方は「ホテルだ
から」と思っていたが、歩き方までに気をつかう
のは、はじめ「そんなところまで」と思った。高
校生ホテル当日までは実際にお客様がいらっ
しゃったので、毎回が本番だった。どのタイミン
グで皿を引き下げたら良いのかなど分からず動け
なかったりしたが、だんだん自分から積極的に動
くようになっていた。当日は私は先生方のエリア
を担当した。知っている方々のエリアで仕事をす
ることは予想以上に緊張した。そして、個別で来
られていたので、到着が予定より遅くなり時間の
変更もあったりして、てんやわんやだったが、飲
み物の追加を聞きにいったり、業務中に聞かれた
ことに対してすばやく返答したり、自分の判断で
立ち回ることができた。
　この高校生ホテルを通して、人への接し方や話
し方に以前より意識するようになり、ホテルマン
のすばらしさがよく分かった。自分の将来のため
にと思って参加した高校生ホテルは、想像以上の
ことを発見でき、将来の糧になるものだった。参
加して本当に良かったと改めて思う。

　私はフロントに選ばれ、週１回研修に行かせて
いただきました。毎週あってしんどさや不安など
もありましたが、丁寧に教えていただき、できる
ようになると１回１回の研修を楽しく、積極的に
取り組むことができました。フロントは“ホテル
の顔”だということを教えてもらい、身だしなみ
や言葉遣いなど、いろいろなところに気を遣い、
１番にお客様のことを考えていることを学びまし
た。部屋のサービスなど、そこまでするの？と驚
きました。仕事も覚えなければいけないところも
たくさんありました。でも、フロントのメンバー
と絆を深め協力していくことで、本番は良い対応
をすることができたと思います。何よりたくさん
の方に感謝の気持ちを持つことができました。
　コロナ禍で実施できないかと心配していた高校
生ホテルを開催できたのは、かかわってくださっ
たたくさんの先生方のおかげだし、もちろん来て
くださったお客様にも感謝しています。他にも、
今回頑張ったメンバー、そして親も送り迎えして
くれたり、たくさんの協力がなければ成立してい
なかったこの高校生ホテルを成功させることがで
きて本当によかったと思います。今回の経験や最
後に味わった達成感は一生忘れないし、今後に生
かしていきたいと思いました。
　マーケティングの授業で、お客様に何をするか
考えたときに、みんなの意見が参考になったし、
本当に高校生だけでホテルを作っていく感じがす
ごくよかったです。実際に行った中で自分が出し
た案が採用された時はとてもうれしかったし、先
生にも「こうしたらいいんちゃう？」とか頼られ
たりして、やりがいを感じることができました。
　ホテルが終わった後に感動などいろいろなもの
が混じって涙が出たし、学校では学べないことを
たくさん学べて、生かせることしかないから、
もっとこの活動を広めていくべきだと思います。

「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3回生　表彰者一覧

● ●

7種目　8組　兼田 珠里　　8組　村本 暉          
6種目　4組　高橋 颯馬            
5種目　3組　坂野 修太　　3組　平野 拓音　　4組 　木野内朋花　　4組　橋本 樹　　　4組　村上 健　　　4組　内田 彩花　　6組　今村くるみ
　　　  6組　隈元 由佳　　6組　高山 優子　　7組　太田 涼介　　7組　河原 眉月      
4種目　4組　網代 晶　　　4組　尾関 涼香　　4組 　橋本 愛華　　4組　松本 珠怜　　4組　安岡 龍正　　5組　平川 友萌　　6組　藤原 美月
   　　  7組　戎 美咲　　　7組　髙橋 典希　　8組 　清水 心 　　　8組　昌川 愛      
3種目　3組　古川 瑞歩　　3組　一宮 旭陽　　3組 　加藤 潤一　　3組　近藤正太郎　　3組　冨岡 れん　　4組　岡本 翼　　　4組　笠井 泰輔
　　　  4組　小西 陽介　　4組　坂本 琢真　　4組　田中 薫音　　4組　松山 蓮 　　 4組　真野 一颯　　4組　山口 晟　　　4組　岡 明日美
　　　  5組　神田 愛海　　5組　原田百々花　　　5組　前中 優希　　5組　村井 りか　　 6組　池内 結香　　6組　楳本 菜々　　6組　尾上 瑠菜
　　　  6組　黒田 心　　　6組　河野 恵美　　6組　島口 葵 　　　6組　清水 愛華　　6組　森山 貴世　　6組　安田 真碧　　6組　和田 彩菜
　　　  7組　谷﨑 亜海　　8組　浅見さくら　　8組　川本 嵩子　　8組　末吉 愛香　　8組　田中 駿 　　8組　塚田 璃玖　　8組　藤本 望花
　  　　8組　松本 桜野　　8組　三宅 花音　　8組　山中 勇太        

2組　赤井 楓花　　3組　一宮 旭陽　　3組　平野 拓音　　4組　尾関 涼香　　4組　高橋 颯馬　　4組　橋本 樹　　　4組　村上 健
4組　安岡 龍正　　4組　岡 明日美　　6組　今村くるみ　　6組　和田 彩菜　　7組　髙橋 典希　　8組　松本 桜野  

3組　古川 瑞歩　　3組　一宮 旭陽　　3組　加藤 潤一　　3組　近藤正太郎　　3組　坂野 修太　　3組　平野 拓音　　4組　網代 晶
4組　岡本 翼　　　4組　尾関 涼香　　4組　笠井 泰輔　　4組　木野内朋花　　4組　小西 陽介　　4組　高橋 颯馬　　4組　田中 薫音
4組　橋本 樹　　　4組　橋本 愛華　　4組　松本 珠怜　　4組　松山 蓮　　　4組　真野 一颯　　4組　村上 健　　　4組　安岡 龍正
4組　山口 晟　　　4組　和田那奈海　　4組　内田 彩花　　4組　岡 明日美　　5組　神田 愛海　　5組　原田百々花　　5組　村井 りか
6組　池内 結香　　6組　今村くるみ　　6組　楳本 菜々　　6組　尾上 瑠菜　　6組　隈元 由佳　　6組　黒田 心　　　6組　河野 恵美
6組　島口 葵　　　6組　清水 愛華　　6組　藤原 美月　　6組　森山 貴世　　6組　安田 真碧　　6組　和田 彩菜　　7組　戎 美咲
7組　太田 涼介　　7組　河原 眉月　　7組　髙橋 典希　　7組　谷﨑 亜海　　8組　浅見さくら　　8組　兼田 珠里　　8組　川本 嵩子
8組　末吉 愛香　　8組　塚田 璃玖　　8組　藤本 望花　　8組　昌川 愛　　　8組　松本 桜野　　8組　三宅 花音　　8組　山中 勇太

2組　小野田郁奈　　3組　成瀬 茅怜　　3組　古川 瑞歩　　3組　平野 拓音　　4組　橋本 樹　　　4組　橋本 愛華　　4組　和田那奈海
4組　岡 明日美　　4組　岡田 杏紗　　5組　今別府里桜　　 5組　大  良空　　5組　德田 唯　　　5組　松下 友和　　5組　森田 琴水
6組　今村くるみ　　6組　西村 璃乃　　6組　桃津 美香　　6組　和田 彩菜　　6組　渡部 珠未　　7組　天竹 皓大　　7組　金川 純怜
7組　河原 眉月　　7組　谷﨑 亜海　　7組　平山 晴花　　7組　前田 琴美　　7組　三好 一那　　8組　井上 采那　　8組　梅本 真優
8組　梶村 音及　　8組　渋谷 哲矢　　8組　末吉 愛香　　8組　長副 海衣　　8組　藤原あゆり

1組　池田 愛美　　1組　覺田 蘭　　　1組　加治龍之介　　1組　佐藤丈太郎　　1組　苑田 倫子　　1組　橋本 蓮太　　1組　福本 陸人
1組　山田リリィ　　1組　旭 束颯　　　2組　岩井あゆむ　　2組　大牟田 優　　2組　澤田 果奈　　2組　髙田 大地　　2組　松本 尚也 
2組　本岡 将馬　　2組　栁瀬 拓　　　2組　山下虎ノ介　　3組　中村 紅葉　　3組　大塚 藍生　　3組　上領 恭太　　3組　財田絃太郎
3組　能登 智也　　4組　木野内朋花　　 4組　高橋 颯馬　　4組　松本 珠怜　　4組　松山 蓮　　　4組　真野 一颯　　5組　大  良空 
5組　公文 大斗　　5組　武貞 菜月　　5組　德田 唯　　　5組　橋本 開人　　5組　前田真之介　　5組　前中 優希　　5組　丸井 綾
5組　村井 りか　　6組　井關 凛晟　　6組　隈元 由佳　　6組　島口 葵　　　6組　桃津 美香　　6組　森山 貴世　　7組　天竹 皓大
7組　梶原 真伸　　7組　金丸 夢斗　　7組　河原 眉月　　7組　西村 美咲　　7組　花村 優斗　　7組　松元 啓太　　8組　梶村 音及
8組　塚田 璃玖　　8組　昌川 愛　　　8組　松本 桜野        

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

●硬式野球 7組　金丸 夢斗
優秀選手賞

●体　　操 8組　松本 桜野 ●硬式野球 2組　松本 尚也　　5組　大  良空 

ベストメンバー賞
●硬式野球 3組　財田絃太郎 　　 ●サッカー 2組　大西 世夏
● ●バレーボール 4組　寺道 天七
● ●ハンドボール 3組　中島 千咲　　4組　内田 彩花
ソフトテニス 5組　中園 琴音
体　　操 1組　池田 愛美
●
●
柔　　道 8組　梶村 音及
卓　　球 1組　佐藤丈太郎　　6組　井關 凛晟　　7組　藤本 理沙　　8組　塚田 璃玖

●バレーボール 7組　上田 真里 ●陸上競技 4組　中谷 恭香
●ソフトボール 5組　武田 智子　　7組　三好 一那　　7組　道上 里咲 

「全国産業教育振興中央会御下賜金記念優良賞」

「善行の部」

【外部表彰】
【同窓会特別表彰】2組　赤井 楓花

6組　島口 葵
「全国商業高等学校協会賞」

8組　村本 暉
「兵庫県高等学校商業教育協会成績優秀者賞」

6組　今村くるみ
「兵庫県産業教育振興会優良賞」

1組　苑田 倫子 2組　清水 美波 3組　平野 拓音 4組　尾関 涼香
5組　足立ほほの 6組　高山 優子 7組　髙橋 典希 8組　兼田 珠里

「神戸市立高等学校産業教育表彰」
2組　和田明霞里 4組　村上 健 8組　河村 優奈 8組　清水 心

（同窓会では4種目以上合格者を総会で表彰しています）

同窓会理事（代表幹事）　　　　　　　　松本　尚也 川畑　愛莉
同窓会幹事 1組 島田　和哉 中島　千咲 2組 松本　尚也 川畑　愛莉

3組　 高田　瑛介 古田　乃愛 4組 網代　晶 真野　一颯
5組 大 　良空　 平川　友萌 6組 北原慎ノ介 石川　茉鈴
7組 天竹　皓大 西村　美咲 8組 田中　駿 林　見優

神港橘高等学校　第3回生　同窓会幹事



令和 2年度収支決算書令和 2年度収支決算書

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

科　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
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
記 念 事 業 積 立 金
積 立 金 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
協 力 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

ホームページ維持管理費

令和2年４月１日～令和3年3月31日 令和3年４月１日～令和4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）
ゆうちょ銀行（協力金口座）

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3年４月 1日 
監査役

監査役

※

※
※

※

3,000,000 3,122,600 122,600
-45,592

5,216,270 5,216,270 0

2,000,000 1,954,408
ー 3,330,987 3,330,987

1,000,000 0
5,000 -495,000

500,000

500,000

490,000
0 0

-10,000
-1,000,000

0
10 36 26

12,216,280 14,119,301 1,903,021

800,000 5,000 -795,000
30,000 11,300 -18,700

1,000,000 0 -1,000,000
-1,813,7001,830,000 16,300

550,000 515,680 -34,320
2,500,000 2,537,921 37,921
1,000,000 769,000 -231,000

1,000 0 -1000
4,051,000 3,822,601 -228,399
700,000 413,060 -286,940
300,000 343,986 43,986
100,000 29,480 -70,520
1,100,000 786,526 -313,474
50,000 0 -50,000
10,000 770 -9,230
100,000 0 -100,000
160,000 770 -159,230
7,141,000 4,626,197
5,075,280 9,493,104

-2,514,803
4,417,824

800,000
30,000

1,000,000
1,830,000
550,000
2,500,000
150,000
1,000,000
4,200,000
700,000
200,000
100,000
1,000,000
50,000
10,000
100,000
160,000
4,000,000
4,000,000
11,190,000
4,703,114

6,113,905

2,878,527

500,672
9,493,104

石坪　明美　㊞

名村　博昌　㊞

澤田　憲志　㊞

令和3年度  予算（案）令和3年度  予算（案）

3,000,000
9,493,104

1,000,000
900,000
1,000,000
500,000

0
10

15,893,114

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



◎ 神港高校同窓会　　　 　　

（収入の部） （支出の部）

◎ 兵庫商業高校同窓会

（収入の部） （支出の部）

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。

会計監査 千坂 喜勝 ㊞ 令和2年9月30日

令和2年4月1日～令和3年3月31日

令和2年4月1日～令和2年9月30日

 上記の通り決算報告いたします。

※全口座は9月30日に解約済みです。

※全口座は3月31日に解約済みです。

令和 2年度　同窓会事業報告令和 2年度　同窓会事業報告

令和 2年度　収支決算書令和 2年度　収支決算書

令和 3年度　活動方針と事業計画（案）令和 3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
　　・ＳＮＳによる情報発信と情報交換
　  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

2.04.08 神港橘高校入学式
2.04.20

第1回　理事会
約25,000部

2.04.25
会報「神港橘」第2号発行

2.05.11 第2回　理事会
2.05.19 第5回神港橘ゴルフコンペ
2.06.06 神港橘高校同窓会第2回総会
2.06.20 第3回　理事会 18名
2.07.08 第3回神港橘ボウリング大会

2.08.08
第4回　理事会2.08.18
納涼会

17名

2.08.17 第5回　理事会

2.09.19
第6回神港橘ゴルフコンペ2.10.14
第6回　理事会 14名

2.09.19 直通電話開通
　【電話番号　070-1792-2210】

2.10.17 第7回　理事会 17名
2.11.23 第8回　理事会
2.11.28 忘年会　【焼鳥・和】
2.12.19 第9回　理事会 18名

16名

3.01.23
3.02.20
3.02.20

第10回　理事会3.01.18
新年交歓会　【楠公会館】

3.03.20 第12回　理事会

第11回　理事会
臨時正副会長・役員会

中 止

中 止
中 止
中 止
中 止

中 止

中 止
中 止

中 止

中 止
中 止

中 止
中 止
中 止

不参加3.02.25 同窓会入会式
9名

3.02.25 神港橘高校第3回卒業式 1名

3.03.27 花見会 中 止

額　金目　科

前 年 度 繰 越 金

044息利取受

446,779計合入収

0

977,643 神港橘同窓会出資金

金　額 科　目

1 みなと銀行手数料

977,644 支出合計

残　金

977,204

前 年 度 繰 越 金

受 取 利 息

749,563,3計合入収

3,365,928

19

3,365,947 支出合計

977,204

200

2,364,645

23,898

0

神港橘同窓会出資金

通 信 費

協 力 金

雑 費

残　金

額　金目　科 金　額 科　目

　会長 　　杉原　 守 ㊞ 会計 　　塩芳 数也 ㊞



●● 女子ソフトテニス部 ●●

●● 柔道部 ●●

部活紹介

No.3

シリーズ

　私たち女子ソフトテニス部は、県大会ベスト８進
出を目標に日々練習に励んでいます。部活動を通し
て、技術向上はもちろんですが、挨拶や礼儀など人
間力を身につけることも大切にしています。３年間
という限られたなかで、部員たちが自主的に取り組
み、一つの目標に向けて全員で努力することでチー
ム力も身につきます。仲間と楽しいときはたくさん
笑い、苦しいときはお互いに支え合う…高校生活で
しか味わうことができない、かけがえのない時間を
大切に過ごしていきたいです。
 発足４年目にして初めての県大会出場を果たすこ
とができました。コートに立つ選手、応援が一つに
なって勝ち取った勝利でした。課題として残るの
は、ここぞというときの精神力です。ソフトテニスは
メンタルスポーツとも言われ、心の動きがプレーに
もつながっていきます。日々の練習を自信に変え、
どんな場面でも強気でプレーできる力を養っていき
ます。
　うまくいかないことや逃げ出したくなることもあ
りますが、引退するときに、「ここまでやり切った」と
胸を張って言えるようにチーム一丸となって練習に
取り組んでいます。これまでの先輩の伝統を引き継
ぎ、これからも元気いっぱい頑張っていきますの
で、「女子ソフトテニス部」の応援をよろしくお願い
します！

　私たち「神港橘柔道部」は、全国大会出場を
目標に活動してきました。しかし、インターハイ
がなくなり、試合ができない状況が続き、やっと
再開しつつある今、試合で勝つことよりも今ま
での練習の成果を一つ一つ試合で出し切るこ
との大切さを実感し、目標にしています。
　柔道は、相手がいなければ稽古も試合もでき
ません。柔道ができ、自分自身が鍛えられるの
は相手選手がいるからであり、そこに柔道場が
あるからです。コロナ禍で部員たちは改めて、
柔道ができることは決して当たり前ではないと
いうこと、普段練習をともにしている仲間への
感謝の気持ちを再確認しました。練習が再開し
てからも、相手を尊重し感謝の心を忘れずに、
日々練習に取り組んでいます。
　「精力善用　自他共栄」の言葉の通り、鍛え
た心と体を良いことに使い、自分だけでなく仲
間とともに成長できるよう、少ない人数ながら
も必死に頑張っている「柔道部」の応援を、よろ
しくお願いします。



●● 茶華道部 ●●

　私たち茶華道部は、外部指導員の師匠のご指導
のもとで活動を行っています。神港橘高校の源流校
の神港高校、兵庫商業高校から受け継がれた伝統
ある部活動です。
　先生から丁寧に教わり、「おもてなしの心」のす
ばらしさを感じています。部員一人ひとりが点（た）
てたお茶を味わうと心も澄むような気がします。
茶華道部の活動内容は、作法やお点前（てまえ）の
お稽古です。本校の本格的な和室で季節に従い、お
道具を手に取りながら、それぞれの作法を学んでい
ます。
　私たちは裏千家という流派に従いお稽古をして
います。夏は風炉を用意し、春、秋、冬は炉を開けて
練習をしています。
　他にもお茶箱や盆点前等、茶道を学ばなければ
知るよしもないお点前もあります。お軸やお花、お
道具にもみな意味があり、それを学ぶことで日本の
文化や伝統の奥深さを感じとることができます。
　校内でのお披露目の場は、「みらい祭」です。例
年は、お茶席を設けて、在校生や卒業生のみなさ
ま、ご来場いただいたお客様方にお茶とお菓子をお
出ししています。今年度は、新型感染症予防のため
活動内容にも制限があります。「みらい祭」もお点
前のお披露目という形で広い場所で立礼（りゅうれ
い）という作法となりました。
　まだまだ新型感染症が収まらないので、通常のお
点前も出来かねています。しかし、日本の伝統文化
を私たち高校生が学び続けることに大きな意味が
あると認識し、精進していきたいと部員一同考えて
います。同窓会の先輩方のみなさまのご支援、よろ
しくお願いします。

●● 放送研究会 ●●

　私たち｢放送研究会｣は、令和 2 年度は 3 期生 4
人、4 期生 11 人、5 期生 2 人で活動しました。
毎日の「お昼の放送」がルーティーンの仕事ですが、
昨年度は始業式・終業式が放送室を使って行うこ
とになり、器材準備やオンエア放送サポートをしま
した。また、｢みらい祭｣｢スポーツ大会｣にて通常の
オンエア放送サポートや進行ＭＣをしました。そし
て、昨年度は「みらい祭」にて初めて｢神港橘部
活動紹介｣のビデオ展示を行いました。この｢神港
橘部活動紹介｣ビデオは、夏休みに各部にインタ
ビューして、｢学校説明会｣用のショートバージョンと
｢みらい祭｣用のロングバージョンに編集したもので
す。
　昨年度はコロナ禍のため、一昨年度に司会ＭＣ
を務めさせてもらった、｢兵庫区新庁舎オープニン
グセレモニー｣｢１．１７防災未来賞ぼうさい甲子園
全国大会｣等のイベントがことごとく無くなり、司
会ＭＣとしての本領発揮できない日々が続いてい
ました。しかし、年度末に至って、「全国高等学校
生徒商業研究発表会・兵庫県大会」の司会ＭＣを
務めさせていただけることになりました。
　今年度の目標は、全国 2000 以上の高校の放送
部がしのぎを削っている、｢ＮＨＫ杯全国高等学校放
送コンテスト｣への出場を目指して、作品作りやア
ナウンスの練習など日々研鑽していきたいと思って
います。



「はやぶさⅡ」 
昭和41年卒(神港18回生) 西本(安藤)　節子

「新開地」
昭和45年卒(神港22回生) 塩芳　数也

　コロナ騒動も早や1年になり、
今の処、何時終息するのか？ 世
界中の誰にも判らない状況に
なっています。
　皆が楽しみにしていた2020年
の東京オリンピックもポシャっ

てしまい、延期になった今年、オリンピックは果
たして開催されるのか？ 巷ではそれぞれが好き勝
手に侃々諤々！
　前回の東京オリンピックは、私が神港の2年生
の時でした。開催期間中は学校全体がオリンピッ
ク一色だったように覚えています。今回又東京が
開催地に決まった時、私も友人達も皆大喜びで
「オリンピックまでは元気で居ようね」が合言葉
になっていたのに・・・・。　しかし、目標を見
失っても団塊の世代はこんな事では弱音は吐かな
いわよ！
　はやぶさⅡが、６年間の旅路を終え、2020年
12月に小惑星リュウグウから砂などの物質を採取
したカプセルが無事に帰還、次のミッションに再
出発、小惑星1998ＫＹ26に到着するのは何と
2031年7月の予定だとか！
　このニュースに小躍りして「次のミッション成
功を見届けるまで元気で居ようよ」と設定変更。
「10年半は一寸遠すぎる目標だわ！」「生きてる
かしら？」「生きててもボケて、はやぶさⅡが何
か覚えているかしら？」等々の不確実な考えの中
に小さな希望、私達にお似合いですね。
　電子顕微鏡世界の
コロナウィルスなん
かに思い煩わず、壮
大な宇宙を引き寄せ
て夢を見ましょう。

　前年度は、新型コロナウイル
ス感染症蔓延に伴い同窓会活動
は全て中止となり会員の皆さま
とお会いできなくてさびしい限
りです。そんな中、神港橘同窓
会ボウリング大会で何度も使用
した新開地の「ラウンド・ワン」が、賃貸契約終
了とのことで、3月末に閉店。「ラウンド・ワン
」2001年4月オープン、20年間の歴史でしたが、
それ以前は、我々兵庫商業・神港高校の卒業生が
青春を謳歌した映画館やスケートリンクなどが
あった懐かしい「聚楽館」の場所でしたね。
　新開地の思い出、幼少のころ祖父に連れられ湊
川温泉（多分今のスーパー銭湯のようなところか
な？）、湊川公園で「鬼」にボールを当てる遊戯
やタワーの飛行機などで遊んだように思います。
またコンクリートのタワー「神戸タワー」もあり
ました。帰りには、湊川温泉の近くの「本屋」で
付録の着いた雑誌を買ってもらい、春陽軒で豚ま
ん、酢豚、ラーメンなどを食べた記憶があります。
他には、「焼きそば」「カレー」などの「トシヤ
食堂」、うどんはもちろん「びっくりうどん」。
ここは「素浪人月影兵庫/花山大吉」に出てくる
ような佇まいが好きでした。他にも、当時湊川に
あったボウリング場や和食処「金時」などが思い
出されます。最近は、昨日今日のことを忘れがち
で、昔のことが鮮明に憶えている年代になりまし
た。 
　会員の皆さま、今年の総会（6月6日）では、新
開地のことを「肴」にして、お会いしたいですね。
是非、出席のご登録をお願いします。　



　「甲子園」
昭和41年卒(神港18回生) 高森(中浜)　伸子

　私の高校生活の第一歩は、甲子園から始まりま
した。入学した昭和38年、母校の野球部は、戦後
初めて、春の選抜高校野球に出場しました。私た
ち新1年生は、入学式を待たず、中学校の制服の
ままで、甲子園へ応援に行きました。
　野球を殆ど知らない私は、甲子園に出場できる
ことが、どれくらい大変なことであるかも分かり
ませんでした。ルールも同じ中学校から入学した
友人に教えてもらいながら少しづつ覚え、応援に
行くごとに甲子園の雰囲気に酔って、いつの間に
か皆と一緒に一球一球に声援を送っていました。
母校は、ついに準決勝まで勝ち進みました。
　甲子園から始まった高校の３年間は、修学旅行
では、私たちの学年が初めて信州へ行ったこと、
また、東京オリンピックの聖火リレーに在校生が
参加して、電車道（今の上沢通り）を走り、声援
を送ったことなど貴重な思い出があります。
　70年以上も生きてきた中のたった３年間の高校
生活です。また、先に書いたような楽しい思い出
ばかりではなく、当時よく歌った「高校三年生」
の歌詞の中にあるように
「泣いた日もある　怨んだ
ことも」あったと思いま
す。
　しかし、私にとって、甲
子園から始まった高校の３
年間は、今でも想い出に残
る懐かしい青春時代です。

　「聖火リレー随走の想い出」
昭和41年卒(神港18回生) 光内　治彦

　神港高校を卒業して、早や54年になります。神
港時代の一番の想い出は、東京オリンピックの聖
火リレーの随走者として、長田神社前から湊川公
園のトンネルまでの上沢通りを聖火ランナーに続
き、走ったことです。
　聖火ランナーに続いて、旗を振って、15名ぐら
いで走り、沿道の人々からは、大きな応援・声援
があり、晴れがましく誇りに思いました。随走者
は、神港高校では、男子は私１人と女子２人が、
選ばれましたが、なぜ私が選ばれたかわかりませ
ん。しかし、生徒会の役員や陸上部のキャプテン
や応援団団長などをさせていただいたことが評価
されたものと思います。また、多くの先生方の後
押しもありました。そして、こ
れらの生徒会活動や部活動は、
今でもとても懐かしい思い出と
なっています。
　この楽しい思い出が、現在の
私の同窓会の活動の原動力に
なっています。2020年の東京
オリンピックが新型コロナウイ
ルス感染拡大のため、今年に延
期されましたが、開催を誰より
も楽しみにしている一人です。



令和4年

令和3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
◦西銘　睦子 （昭和40年卒･兵商08回生）
　TEL：080-5333-1573

　TEL：070-1792-2210

◦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。

毎　月 兵庫区役所・神戸婦人会館など

※コロナ改善で奇数月は母校大会議室で第3水曜日18：30から行う事があります！

第3土曜日14時から※

5月18日(火) 第7回神港橘ゴルフコンペ

6月  6日(日） 総会・懇親会

7月13日(火) 第4回神港橘ボウリング大会

8月  7日(土) 納涼会

10月13日(水) 第8回神港橘ゴルフコンペ

11月27日(土) 忘年会

1月29日（土） 新年交歓会

3月26日（土） 花見会、カラオケ大会

令和3年度　イベント等の予定令和3年度　イベント等の予定

令和3年度　理事会開催予定　令和3年度　理事会開催予定　



　「高校生ホテル宿泊体験記」
昭和40年卒(兵商8回生) 西銘（鎌田）　睦子

　”いらっしゃいませ”　神港橘高校生のお出迎
えで、高校生ホテル初体験が始まりました。
コロナ感染症蔓延の中、体温測定を終えフロント
へ。
　高校生ホテルという名の通り、ホテル従業員の
全てが高校生で、テキパキとチエックインをして
くれました。
　お楽しみの夕食は手作りのメニューが各席に用
意されており、前菜からメインディッシュ、デ
ザートまで料理の説明が配膳担当者からありまし
た。緊張して直立不動で客からの注文を待ってい
て、ちょっと気の毒なくらいでしたが、飲み物の
注文には慣れていないらしく（当然！）ここはテ
キパキとはいかないようでした。
　ピアノ演奏のバックグラウンドミュージックで
雰囲気づくり。素敵なディナーの時間を過ごして
ほしいという思いは充分に伝わりました。因みに
当日のメニューは、「生ハムと鴨のスモークの彩
サラダ添えの前菜、パンプキンのポタージュ、ノ
ルウエーサーモンのロースト、サーロインステー
キ～淡路産玉ねぎのシャリアンピンソース～、タ
レームブリユレとリンゴのコンポート、パンとバ
ター」でした。
　部屋に入ると、ウエルカムメッセージが置いて
あり、校章入りのマスクのプレゼント等々、色々
な心配りがあり、事前の準備に費やした時間の多
さが感じられました。
　ディナーの場では、懐かしい先生方との再会も
あり、同窓会行事とは違う楽しさがありました。
　チェックアウトの料金の精算から見送りまで、
体験学習としては充実したものがあった半面、終
了後はどっと疲れが出たのでは、と思われまし
た。ご苦労様でした。
　今回のホテルの宿泊、GOTOトラベル対象で、
宿泊費の割引きがありましたが、事前の手続きが
大変で、アナログ人間の私には、このことも経験
になりました。

　「管鮑の交わり」を目指して
昭和30年卒（神港7回生） 遠藤　明
　同窓会総会に初めて参加した
時、やや緊張していた。懐かしい
顔ぶれと顔を合わしても、言葉が
出てこなかった。そのうち、場の
雰囲気に慣れてきて、少しは、話
しかけられたり話しかけたりし
て、表情が緩んできた。

　そこでは、さまざまな話題が広がっていた。
　時には、会食したり、一泊旅行に出かけたりし
たことを思い出す人、経験したことや趣味等で盛
り上がる人。出かける時には、スケッチブックを
持参し、戻ってからキャンバスに向かうという絵
の好きな人もおられた。
　回を重ねるうち、互いの交わりも親密さも増
し、やがて、笑顔も広がるようになっていった。
なかには、友人の呟きや振る舞いに感銘を受けた
という人もおられた。
　学校を離れ、時間が経つにつれ、郷愁は募る。
さらに、その人自身の「値打ち」は、一層豊かに
ふくらんでいく。
　「管鮑の交わり」という言葉がある。
　それは、管中という人と、鮑叔牙という人が、
少年時代から生涯変わらない友情をもって交わっ
たという話（「列子」（力命）の故事から）であ
る。
＊「列子」＝中国、戦国時代の思想家
　残りの人生、変わらない友情を大切に、生きて
いきたいと思っている。



　昨年の秋に行われた新人戦では、兵庫県で団体
ベスト８に入賞し、近畿大会に出場することが出
来ました。コロナ禍で中止になった今年度の総体
を除くと、昨年度の総体、新人戦に続き、３期連
続での出場となりました。今回の近畿大会では、
１回戦で京都の綾部高校に３対０で勝利しました
が、２回戦で大阪桐蔭高校に負けました。部活動
としては、全国大会や近畿大会出場を目標として
いますが、一番の目的は卓球を通じての人間形成
です。
　部のスローガンとして、「応援されるチーム、
応援される選手」を掲げていますが、まだまだ出
来ているとは言えません。まずは、爽やかな挨拶
の出来る集団になり、ＯＢＯＧの方々や、地域の
方々からも応援していただける部活動にしていき
たいと思います。

近畿大会出場（卓球部）
平成14年卒（兵商45回生）卓球部顧問　井形　一城

「顔ヨガのすすめ」
昭和49年卒(神港26回生) 日好（里村）　清子

「新たなる母校での教育実習を終えて」
平成29年卒（神港69回生） 清水　理央

　皆様、こんにちは。私は、高校
卒業後、銀行で8年間勤務した後結
婚し、7年間の海外生活の後、帰国
しました。現在は、非常勤のケア
マネジャーとして週3日働きなが
ら、顔ヨガインストラクターとし
てオンラインで顔ヨガ講座を開催

し、日本国内はもちろん、海外居住の日本女性の
方々に顔ヨガをお伝えしています。
　顔ヨガは、「顔の表情筋を鍛えてストレッチす
る顔のヨガ」です。筋肉はいくつになっても鍛え
ると応えてくれます。顔の表情筋も同じです。鍛
えて伸縮運動させることで血行やリンパの流れを
促進し、しなやかな弾力を取り戻すことができま
す。最近ではマスク生活が日常になっています。
マスクの中のお口周りは人に見られないので緩ん

　私は、2017(平成29)年の3月に神港高等学校を
卒業し、大阪音楽大学に入学し、令和２年度、神
港橘高等学校へ３週間の教育実習に行かせていた
だきました。神港橘は、みらい商学科のみで一学
年8クラス、三学年合わせると960名にもなる兵
庫県最大の商業高校と言われています。私が神港
に在学していた頃は商業科の他に普通科や情報処
理科があり、生徒数も一学年200人程度だったの
で、900人を超える生徒が全員商業科目を学んで
いるという事実には驚きました。生徒の数に比例
し、コンピュータールームや特別教室も大幅に増
え、最先端のＩＣＴ機器が完備されるなど、神港
橘の設備は非常に整っています。
　また、神港の時代にはなかった「みらいサポー
トセンター」という機関が校内に設置されたこと
により、キャリア教育が幅広く展開されていると
ころが特徴です。毎朝10分のＬタイムを初め、総
合探求やモラルジレンマ学習などがカリキュラム
に追加されており、生徒にとって充実した学びに
繋がっていると感じました。その他にも、高校生
バスツアーや高校生ホテルなどの業務体験実習が
実施され、神港橘でしか経験できない貴重な機会
が設けられています。私は教育実習中に高校生ホ
テル研修の見学をさせていただいたのですが、生
徒たちの普段とは違った一面を見ることができ、
とても新鮮でした。
　３週間実習を行い、神港橘は生徒が過ごしやす
い充実した環境が確立されていると強く感じまし
た。それらは全て教職員の先生方の熱心な取り組
みによるものです。学生の皆さんは、在学中に利
用できるものはうまく利用して、自分自身の能力
を伸ばし、将来の選択肢を広げていってくださ
い。



「自分史と兵商３回生の絆」
昭和35年卒(兵商3回生) 椎畑　教征

　学校時代勉強らしい勉強は全く努力せず、成り
行きで卒業し就職、所得倍増論以後、現実味を帯
びてきたオリンピックその時初めて真剣に倍増に
なれば世の中どう変化するのかと思い出た結論が
「レジャー産業」だと閃き写真業界へ３度目の就
職、入社後全国支店から１人代表で東京本社ト
レーニングセンターにおいて缶詰で化学の勉強、
カラー写真の「い・ろ・は」１か月間徹底的に叩
き込まれ、宿舎に帰っても復習に時間を費やし、
課員全員に講習をしなければならない使命があ
り、恥をかきたくないと必死で猛勉強し完全マス
ターした。これほどの勉強を学校時代にしておけ
ば自分の人生変わっていたかもしれないと思っ
た。この事で悟ったのは人生やらねばならない事
に直面した時には猛アタックを試みれば、人生の
３年や５年のロスタイムは何と言う事はないとう
思いに至った。
　３回生の同窓会には、これまで出席したという
記憶があまりない。「古希」の同窓会の時、長年
写真で生計を立てて来たこともあり、出席者全員
に個人の肖像写真を撮影して簡単な写真立てに入
れて記念に渡したら大変喜んでくれて「古稀同窓
会」は大成功であった。その年の３月に起きた
「東日本大震災」の被災地に会費の中から義援金
として寄付をした。以後72歳、75歳と開催。
年々「物故者」も増え出席者の中から、今後は毎
年開催してほしいと希望が多くあり、それ以後毎
年開催している。昨年は４月17日と決めていたが
「コロナ」で延期。そして11月７日に再延期、今
年の春もまだ収まらず、幹事相談の結果収束に近
い状態になるまで無期延期と決めた。
　皆さん楽しみにされている同窓会ですが、開催
までくれぐれもご自愛されて、元気を保持してい
ただきたいと念じております。戦後の耐乏生活、
オイルショック、バブル崩壊、阪神淡路大震災、
と数々の試練を乗り越えてきた我ら「コロナ」な
どに負けずに自粛生活を頑張りましょう！！そし
て兵商３回生の仲間の「絆」を大切に今後の人生
を歩んで行きましょう。

でしまいます。外出を自粛しておうちの中で誰と
も話さないでいると表情筋は使わなくなります。
表情筋は使わなければ衰えてきます。凝り固まっ
て表情グセがついてしまい、表情ジワになってし
まいます。使わなくなった表情筋を顔ヨガで伸縮
させて弾力を取り戻すことで、むくみやたるみ、
表情ジワを解消できるようになります。ハリのあ
る若々しいお顔を取り戻すことができて自然な笑
顔ができるようになります。そして笑顔でいると
明るい気持ちで健康に過ごせるようになります。
　笑顔は、健康に良い上、人間関係の潤滑油にも
なりますよね。そんな素晴らしい顔ヨガ、63歳で
始めた私がその効果を大いに実感しています。見
た目が若々しく明るくなり、気持ちも前向きにな
り、そして健康になれる、こんな素晴らしい顔ヨ
ガを独り占めするのはもったいなくて、世の中の
すべての女性、特に私と同年代以上の女性にお伝
えしたくて昨年9月にオンラインの顔ヨガ講座を
始めました。そして神港橘同窓生の皆さんにもぜ
ひ、この素晴らしい顔ヨガに出会ってほしくて寄
稿させていただきました。

＜資格＞

・高津文美子式フェイシャルヨガ認定　顔ヨガアドバンス

　インストラクター

・チェアヨガ・シニアヨガインストラクター

・J-Yoga認定ヨガインストラクター

・日本接遇教育協会認定　接遇マナーインストラクター



令和２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。 （卒業年・学校順）

※ご子息の成一様
から頂いています。

兵庫商業高校同窓会
          2,364,645円

昭和10年卒
女商15
河合(岡) 丕瑳子（物故者）
昭和14年卒
女商19
田中(堂前) しづこ
昭和15年卒
一神31
池本 慶一
昭和16年卒
一神32
塩﨑(川本) 節二
一神33
馬場 巧
昭和17年卒
一神34
上田 祐稔
木村 泉三郎
田中 正夫
田村 雅美
女商22
小川 絹子
藤沢(藤沢) 清枝
昭和18年卒
一神35
高木 彬
女商23
桜田(富山) よしの
昭和19年卒
女商24
藍原 邦子
橋本(広瀬) 徳子
昭和20年卒
一神36
楠 昭一
大西 昭二
北神15
中山 正喜
昭和21年卒
一神38
改正 節夫
原 一男
中島 章
北神16
石川 雅一
昭和22年卒
北神17
竹内 孝士
昭和23年卒
一神40
木下 郁雄
吉田 章
岡田 清
小橋 和夫
高併01
塔野岡 正次
女併01
木村 よし子

昭和24年卒
女商29
村上(忠田) 伊勢子
女併02
原(幸勢城) 尚子
神港01
三上 実
斎藤 一
北神19
藤堂 高弘
併設中02
池田 昭八郎
昭和26年卒
神港03
関口(立神) 幸子
亀井(吉岡) 仲子
鈴蘭台03
吉田 勝
昭和27年卒
神港04
山岡 孝三
渡部(福本) 博子
昭和28年卒
神港05
中川 隆
藤井 稔
藤木 克尚
藤原 良一
増田 清
中島 正晶
八代 尚二
桑畑 佳主巳
鈴木(鈴木) 達弥
永田 猛
村瀬 和夫
昭和29年卒
神港06
佐藤 亙
中村 孝
初阪 啓介
三浦 正照
山中 勉
豊島 省三
濵田(鷲尾) 明美
鈴蘭台06
大村 道男
昭和30年卒
神港07
丹治 吉次郎
前嶋 健二
淺野 美也
遠藤 明
中山 忠一郎
関谷(小野田) 尚代
日向(小林) 喜久子
瀬尾(柴崎) 美和子
渡部(渡辺) きみ
中野 憲治

吉野 雅彦
鈴蘭台07
中村 嘉男
昭和31年卒
神港08
名村 勝也
浪花(岩倉) 冝栄
山内 司郎
山口 三郎
鈴蘭台08
川付 猛志
昭和32年卒
神港09
井上 富平
佐藤 昭義
谷口 孝之
松本 武
三井 康義
阪口(上町) 栄
大津 亮一
竹田 幸雄
谷川 郁夫
森本 卓郎
五十川 昌代
岡田(今中) 順子
鹿嶽(西) 月子
藤岡(前川) 暢子
前川 芳子
古山 陽一
村主 德家
古賀(八木) 佳子
有田 宏
幸田 穣二
新美 健治
寺西 友宏
三浦 晄
竹池 文子
山下(遠山) 康子
昭和33年卒
神港10
小林 幹生
森田 吉伸
加茂 勝助
多比良(井上) 道代
高井(春名) 美智子
岡崎(斉藤) 章子
小川(八代谷) 淑子
黒木 郷志
兵商01
加納(相沢) より子
昭和11年卒
神港11
池尾 欣巳
浦川 正
岡田(井上) 敏子
濱田(岸本) 順子
塩津 啓介
中川 秀明

中谷 繁樹
山本 順一
高尾(仁村) ひろ子
兵商02
石川(坂井) 佐紀子
阿部 忠志
佐伯 武士
佐治 忠義
田中(松井) 久子
昭和35年卒
神港12
日高(原田) 愛実子
天羽(大迫) 正樹
新谷 勉
泉田(高岡) 誠子
稲原 宏次郎
中井(岡村) 寿
進藤 勝彦
鈴木 将弘
横田(鈴木) 康生
小国 隆史
山口 登
山谷 豊作
兵商03
後藤 秀康
南口(後呂) 八重子
羽根 美智子
佐々木(林) 直美
下平(山崎) 博子
昭和36年卒
神港13
田窪 洋三
徳納 靖久
野村 雅文
広田 勇
新見(進藤) みつ子
桝家(藤原) 小鈴
上谷(高田) 萃代
兵商04
桐本 隆史
西嶋 一郎
昭和37年卒
神港14
亀野(渡田) 明子
山中(森田) 明美
髙橋 英樹
徳岡 誠一郎
藤田 安吾
松本(西口) 澄子
長谷川(池上) 芳江
田中(田中) 実恵子
凪(藤井) 桂子
兵商05
鈴木(並木) 瑞代
昭和38年卒
神港15
髙田(田中) 龍造
増本(宮脇) 愛子

川畑 武臣
池田(簑蔭) 八重子
鵜飼 靖彦
三崎 久夫
前田(大北) 勝子
甲谷(三木) 奈香子
兵商06
藤井 克利
高見 基夫
昭和39年卒
神港16
一北 保五郎
金森 勝司
神谷 和憲
倉 孝
霜手(茶木原) 多香子
大村(安田) 千鶴子
中村 純一
原田 克一
宮本 幸
森脇(岡) 直美
岡本(矢野) 三千子
小谷(井口) 栄子
坂本 房江
藤堂(沢谷) 信子
中山(村田) 千須子
兵商07
井上 義行
前田 勝也
昭和40年卒
神港17
山谷 副就
久米(友安) 光子
藤原(橋本) 典子
郡 義信
柴谷(後藤) 雅博
長島 和夫
本郷 宏志
涌井 宏明
佐々木(烏野) 愛子
正木(林) 玉子
小林 義正
山田 聿男
吉田 孝司
川井 修
北上(西原) 保則
野田 修
山田 定雄
善本(飯田) 正子
兵商08
西銘(鎌田) 睦子
昭和41年卒
神港18
土佐 茂
西本(安藤) 節子
藤井 鶴子
光内 治彦
山崎(松田) 弘子

昭和47年卒
兵商15
津本 美鈴
昭和48年卒
神港25
梶(西岡) 絹子
島田(岡原) 守
昭和49年卒
神港26
伊勢木 雅章
髙島 昭彦
石田(前北) 三貴子
兵商17
川添(松尾) 育子
南前 稔
昭和50年卒
神港27
長永(吉田) 恵子
乾(中川) 真紀
中右 芳史
昭和51年卒
神港28
山本(岡田) 博美
昭和52年卒
神港29
山本 和弘
山本 隆
兵商20
白阪 利昭
昭和53年卒
神港30
岡田 俊明
岡林 淳二
昭和54年卒
神港31
松下 和美
昭和55年卒
兵商23
鏡原 修司
鏡原(杉野) 智
英子
昭和56年卒
神港33
梅木(鈴木) 美弥子
伊井(藤田) 裕美
伊藤 雄康
昭和57年卒
神港34
松田 計俊
銀子(金子) 勝博
兵商25
菅野(島田) 紀美枝
昭和58年卒
神港35
竹村 佳修
昭和61年卒
神港38
三島(大倉) 喜世美

天野 良一
坂口 義廣
高森(中浜) 伸子
赤田(堀尾) 孝子
星野(和田) 紀美子
井上 幹雄
赤西 一夫
阪本 治
瀬尾(芳賀) みどり
兵商09
中村 豊
平井(福山) 幸枝
石坪(町垣) 明美
高階 孝信
西本 幸博
堀井 洋子
昭和42年卒
神港19
鹿股(香川) 三枝子
笹木(正木) 静代
川脇 公明
酒井 和比古
徳重 和雄
箱木 一良
兵商10
景山(土手下) 修
堀川（宮内） 佳代子
昭和43年卒
神港20
澤田 憲志
宮地 孝幸
名越 信次
尼子 秀信
酒井 喜久夫
寺西 要
兵商11
後藤 数馬
中西 好信
昭和44年卒
神港21
山口 高志
兵商12
稲田 武
工藤(田村) 和子
永井 光男
村上 輝男
昭和45年卒
神港22
丸崎 節子
杉原 守
佐藤(藤原) 美恵子
常峰 一正
名越(森) たかほ
昭和46年卒
神港23
渋谷 朝治
阿部 孝司
山田(井阪) 富美子

昭和62年卒
神港39
関谷(笹井) 万喜与
西川(好岡) 知佐子
昭和63年卒
神港40
森田 清香
平成3年卒
兵商34
斉藤(濱田) 敏江
平成5年卒
兵商36
藤堂 貴之
平成6年卒
神港46
角野 忠宏
平成7年卒
兵商38
永吉 真由美
平成10年卒
兵商41
沖 真由美
平成11年卒
神港51
名越 麻里子
兵商42
永吉 由香理
平成13年卒
兵商44
永吉 純二
平成20年卒
神港60
塩飽 隆成
平成22年卒
神港62
指月 恵梨奈
山根 和弥
平成27年卒
神港67
吉野 竜
平成29年卒
兵商60
中間 恵裕

旧職員
験馬 文照
下川 浩一郎
久保田 祐市
蔵本 朗
五味 佳子
久山 悦孝

※





　私が第一神港商業学校へ入学したのは1941年（昭和
16）でした。４月に入学した時は、商業学校でしたか
ら、まだ英会話の時間もあり英国人の若い男子の先生
が教えていました。その年の12月８日に日本海軍の飛
行隊がハワイの真珠湾を攻撃して米国との戦争が始ま
りました。体操の時間は軍事教練に変えられて軍務を
終えた予備役将校が来てその時間を担当しました。前
田中尉、谷口中尉、中村准尉等です。軍隊から現役の
将校が配属されて彼らを統括していました。その配属
将校であった岡本中尉の権力は絶大で校長よりも上で
した。風紀係の教師たちは、毎日夕刻から夜にかけて
新開地付近を監督して廻り、行動不審な生徒を見つけ
ると翌朝学校で呼び出されて尋問されました。その内

に英語の授業は縮小され英会話を担当していた英国婦
人も帰国して、その授業も無くなりましたが、代わり
にスペイン語が置かれました。遠足は「行軍」と称さ
れて梅干しを一つ真ん中にいれた「日の丸弁当」を
もって須磨の西から鉢伏山、菊水山、摩耶・六甲を
通って六甲山脈縦断の強行軍でした。校庭で行われて
いた「教練」という時間も銃の先に剣を取り付けて敵
兵を模して造られた藁人形を刺す練習で、言葉を替え
れば「人を殺す」練習のようなものでした。４年生は
「教練」の総合演習として、三八式歩兵銃を担いで陸
軍の兵隊に似た装備で、加古川の奥にあった青野ヶ原
で３泊４日（２泊３日？）の野戦の実習に行っていま
した。私は3年生の時に医者から「肺浸潤」と宣告され
て休学することになりましたが、クラスメイトだった
中山次郎君がよく見舞いに来てくれたのでとても嬉し
かったです。
　戦争が進んで日が経つと、都会の住民への食糧の配
給は米から雑穀へと変化し、遂には主食が「豆かす」
になりました。休学が明けて２度目の３年生になった
時、政府の命令で中学生は男子も女子も人手の薄く
なった軍事工場へ働きに出されました、「学徒動員」
です。私達は最初は武庫川の川西航空機工場へ派遣さ
れましたが、神戸市内から武庫川まで通勤する無駄を
省くために、後に和田岬の三菱造船神戸工場へ配置換
えとなりました。精密な航空機と大型の船舶とでは、
それを製造する工場の規模と清潔さの違いには驚きま
した。戦争の雲行きもだんだんと怪しくなり、戦場で
戦死する若者も増え徴兵義務の年齢には達していない

　「第一神港商業学校の頃の想い出」
昭和 21年卒（一神 38回生） 西垣　二一



志願兵の募集が益々盛んになり、私も海軍飛行予科練
習生に応募しました。天理教の宿舎を兵舎として徴用
した現在の天理市に在った丹波市海軍練習航空隊に入
隊しました。担当士官は大学出の若い理性的な将校で
したが、軍隊での訓練は学校で考えていた程度を超え
て遥かに厳しいものでした。南方のガダルカナル島で
米軍に敗れて逃げて帰って来た下士官が、復讐の鬼と
なって新たに入隊して来た若者を毎日拳骨で殴りつ
け、「軍人精神注入棒」と称するバッターで尻を殴り
飛ばす制裁に直面させられて恐ろしい想いをしまし
た。航空隊と言ってもその当時日本には乗る飛行機な
どはなく、米軍が本土に上陸してきたら天皇をお迎え
するのだと言って畝傍山のふもとに地下壕を掘るため
に駆り出されて穴堀の日々が続きました。
　そして敗戦の８月15日が来たのです。毛布と軍隊が
秘蔵していた白米をリュック一杯背負わされて、Ｂ29
による爆撃で焼け野原になった神戸の街で焼け残った
我が家へと帰ったのです。９月から学校が再開され授
業が始まりましたが、私は真面目に勉強する気になれ
なくて三宮の高架下に出来たヤミ市に入り浸って、ず
ぼらな生活をしていましたが、翌年1946年３月に152
人の中の一人として卒業させて頂きました。中学校が
五年制の時代に戦争末期と敗戦後の二回だけ四年終了
で卒業させた年があったのです。
　私の第一神港商業時代は、このように厳しく辛い
日々でした。それでも若い頃は楽しく学校では休み時
間にはクラスメイトと一緒に思い切り運動場を駆けま

わって遊んでいました。指導して下さった先生方の名
前は、生徒の間では殆ど綽名で通用しました；ボー
ズ、田吾作（タゴやん）、オジョン、ブタマン、ソロ
バン、マゴヤンなどなど。書道の吉田先生は筆運びの
時の腕の位置を厳しく言いましたので「碗法（ワンポ
ウ）」と綽名されていました。今思えば第一神港は良
い学校でした。卒業後、混乱した戦後の神戸で就職先
も無く、米国占領軍の下で労働者として働き、その間
に夜学のパルモア学院で英語を学び、６年後に関西学
院大学神学部に入学し、爾後アメリカで二つの大学院
で学び、一つ（ボストン大学）からは同窓会功労賞を
頂き、もう一つ（バンダビルド大学）からは博士号を
取得しました。それもこれも第一神港時代に「至誠事
に当たるべし」と教えられて、何事にも誠実に一生懸
命に取り組んで来たおかげであることを思い感謝の想
いに満ちて母校を振り返っている毎日です。



神港橘高校同窓会 検索

〒652-0043 神戸市兵庫区会下山町3丁目16-1（母校内）

ＴＥＬ 　070-1792-2210 ※原則として平日９時から17時まで

FAX　078-579-2210
注：従来の「078-579-2000」は、利用停止します。

 

URL　https://shinkotachibanadosokai.com/
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