
※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18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5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

令和4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4年６月4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
※神港橘２·３·４回生は、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。
　２年前、会長に選任されて以来、同窓会活動は、コロ
ナ禍で大変な日々を余儀なくされました。同窓会の 2 大
イベントの総会と新年交歓会をはじめ、ほとんどのイベ
ントが中止に追い込まれ、理事会も十分に開催すること
ができませんでした。なかでも中止となった総会は、返
信用ハガキにて、総会出席の意思表示をして頂いた会
員の皆さまに、議決権行使をして頂き、何とか予算・決
算等々を議決し乗り切ってきた次第です。
　一方、母校に目を向けるますと、入学式の中止、学
級閉鎖、休校に追い込まれることとなりました。その中
で、第４回生の表彰者は一段と進歩し、県下でたった５
名しか取得出来なかった「全国商業高等学校協会１級」
の９冠を、母校の後輩から２名も輩出されました（４頁参
照）。これは偏に、山根学校長をはじめとする先生方の
厚いご指導の賜物と改めて感謝し、同窓会といたしまし
ても総会にて、特別表彰をして、支援させて頂くことを
理事会にて決定いたしました。
　また、同窓会の理事の皆様の高齢化が、この２年間の
停滞でますます進み、なかなか若い世代への移行が出
来ず、窮地に追い込まれています。どうか皆様方の中か
ら理事になっていただける方々が名乗り出られることを
紙面を借りお願い申し上げます。
　最後になりましたが会員の皆様の益々のご健勝とご活
躍をお祈りし、本年度こそ６月４日の県民会館での総会
の席でお会いできるのを楽しみにし、挨拶とさせて頂き
ます。

　同窓会会員の皆様方には、日頃より本校教育活動に

一方ならぬご理解ご協力を賜っておりますことを、心

より感謝申し上げます。

　詩人の坂村真民さんの「ねがい」という詩には、

「見えない根たちの願いがこもってあのような美しい

花となるのだ」と書かれています。私たちは普段は花

の根を目にすることはありません。しかし、花が咲く

ために必要不可欠なものが「根」です。同窓会の皆様

方と在校生が直接触れ合う機会は、多くはありません

が、見えないところで常に母校を気にかけていただ

き、ご支援をいただいております。いわば、学校に

とって「根」のような大切な存在が同窓会であると感

謝しております。

　このように温かく見守ってくださっている中で、生

徒も様々な、努力を重ねています。進路実績は着実に

伸長し、進路を通しての自己実現を果たしています。

多くの中学生からも進路先として選んでもらい、本校

で学びたいと強く願う中学生の憧れの学校となってお

ります。昨年度は「三菱みらい育成財団」の助成プロ

グラムに本校が採択されました。兵庫県では長田高校

と御影高校、そして本校の３校のみの採択でした。全

国的にも相当高いレベルの教育活動を実践している学

校でなければ採択されておりません。これも、今日ま

で営々と築いてきていただいた伝統が大きな力になっ

たのだと確信しております。

　コロナ禍の中、総会や多くの同窓会行事も中止もし

くは延期を余儀なくされる中でも、同窓会役員の皆様

方が縁の下の力持ちとなって、活動を継続してくだ

さっています。その献身的な運営が本校と同窓生をつ

なぐ「根」となり力となってくれています。その根か

ら温かい思いの栄養をいただき、神港橘高等学校は、

今まさにさらなる飛躍の時を迎えています。

　生徒が咲かせた花の中には、同窓会の皆様方の思い

がしっかりあらわれていると思います。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。



「吹奏楽部での3年」
３年６組(神港橘４回生) 高木　郁佳

この度、神戸市立神港橘高等学校四期生同窓会
幹事となりました。高木郁佳です。二〇二二年二
月二五日、神港橘高校を卒業しました。在学中
は、先生方をはじめ、たくさんの友達や家族に支
えられ、楽しい高校生活を過ごすことができたと
思います。
　私は、吹奏楽部の活動に力を入れていました。
全日本吹奏楽コンクール関西大会出場に向けて、
日々仲間と協力しながら毎日練習を重ねてきまし
た。時に、仲間との意見のすれ違いが生じ、なか
なか音が一つにまとまらず、何度も苦しみました
が、コンクールが近づくにつれ徐々に全員の心が
一つになり、良い演奏をすることができるように
なりました。地区大会を突破し、県大会に出場す
ることができました。県大会当日、結果は銀賞。
関西大会出場はできませんでしたが、悔いのない
演奏をすることができました。三年間で、全員の
心を一つにする難しさ、一人一人の責任の重さを
実感しました。このような経験があったからこ
そ、三年間を通して、成長することができまし
た。吹奏楽部に携わった方々に感謝しています。
　私たち四期生は、歴史ある神港橘高校の同窓会
に入会します。高校生活で得た数々の経験を、そ
れぞれの進路先で活用していけるよう努力してい
きたいと思っています。そして、神港橘高校の卒
業生、神港橘高校同窓会会員として、誇りをもっ
て過ごしていきたいと思っています。

新入会員
　「体操競技に挑戦して」
３年４組(神港橘４回生) 福田　将士

　この度、神戸市立神港橘高等学校四期生学年代
表同窓会幹事となりました、福田将士です。二〇
二二年、二月二五日、三年間の高校生活を終え無
事卒業することが出来ました。
　中学生から高校生になる時はこんなにも早く卒
業を迎えることとは思いませんでした。新型コロ
ナウイルスの感染拡大が収まらず、思い描いてい
た高校生活ではなかった部分あります。しかし、
校外学習や普段の学校生活を明るくしてくれた先
生方や友達、それを一番近くで見守ってくれた家
族に支えられとても充実した３年間でした。その
中でも私は部活動にとても思い出があります。今
までにないほど沢山悩み本気で頑張ったからで
す。私は体操競技部に所属していました。体操競
技は高校からの挑戦でした。周りの部員とは違っ
て新たに始めたスポーツだったので差をいかに詰
めて結果を残すことにこだわり努力をしました。
家でのトレーニングやノートをつけるなど工夫し
ました。二年生になり新チームとなった時、私は
キャプテンを務めました。初心者である私がもち
ろん技術ではチームを引っ張ることは出来ません
でした。本当に私でよいのかと悩むこともありま
したが、持ち前の明るさ、周りを引っ張る力を発
揮しチーム一丸となって頑張ることが出来まし
た。技も日に日に上達し、心も鍛えられ、人とし
ても成長することが出来ました。私についてきて
くれた部員やチームを託してくれた顧問の先生
方、沢山の技を丁寧に優しく教えてくれたコーチ
など、感謝してもしきれません。
　私たち四期生は、歴史ある神港橘高校の同窓会
に入会します。神港橘高校の卒業生、神港橘高校
同窓会会員として、誇りをもって過ごしていきた
いと思っています。



神戸市立神港橘高等学校 第４回生　表彰者一覧

9種目
　　 2組 荒内  奏斗     6組  児島  唯桜里
7種目
　　 4組 井本  淳希　　　  4組 奥村  仁英　　　  4組 鎌田  義徳　　　  5組 大塚  陽己
6種目
　　 6組 豊島  まつり　　　8組 上村  大和　　　  8組 末吉  空
5種目
　　 1組 奥田  未蘭　　　  2組 御田  祐貴　　　  2組 木野  伶音　　　  2組 西田  琢磨　　　  2組 萩森  結斗　
　　 4組 高橋  七実　　　  5組 野口  翔生　　　  5組 林  玄篤　　　  　6組 金子  明佳梨　　  6組 野元  蓮
　　 8組 川口  瀬那　　　  8組 山下  瑞希  
4種目
　　 1組 益本  侑拓　　　  2組 石田  聖海　　　  2組 加  陽香　　　　  2組 塩崎  次弥　　　  2組 杉原  沙奈
　　 2組 高田  佳奈　　　  2組 竹田  満美　　　  2組 田中  いこい　　  2組 水上  朋也　　　  2組 山西  快翼
　　 4組 鬼塚  菜央　　　  4組 中村  千里　　　  4組 登  雄大　　　　  4組 山本  颯海　　　  4組 湯浅  瑛斗
　　 5組 中尾  すみれ　　  5組 南野  一騎　　　  5組 橋田  静結　　　  5組 町田  樹香　　　  5組 松田  楓斗
　　 5組 吉川  日菜　　　  5組 吉田  京太郎　　  6組 嬉野  千紘　　　  6組 藤木  亜子　　　  7組 岡田  琉壱
　　 7組 景山  栄輝　　　  7組 竹内  勇気

【全国産業教育振興中央会御下賜金記念優良賞】

【外部表彰】

2組 荒内  奏斗

【全国商業高等学校協会賞】
6組 児島  唯桜里

【兵庫県高等学校商業教育協会成績優秀者賞】
5組 大塚  陽己

【兵庫県産業教育振興会優良賞】
1組 髙岡  日陽里 2組 木野  伶音 3組 三浦  なつ 4組 奥村  仁英 5組 松田  楓斗
6組 豊島  まつり 7組 竹内  勇気 8組 末吉  空

【神戸市立高等学校産業教育表彰】
1組 益本  侑拓 2組 高田  佳奈 4組 井本  淳希 4組 鎌田  義徳

同窓会では、総会で4種目以上合格者を表彰しています

全国商業高等学校協会検定1級の内容

全国商業高等学校協会検定全種目1級合格

2組　荒内 奏斗　　6組　児島 唯桜里

９冠達成は、兵庫県下で5名しかなく、内2名が母校から
輩出されました。同窓会では、総会にて 9冠を達成した
2人の快挙を称え、特別表彰を行います。

▼珠算・電卓実務検定試験1級（そろばん）
▼珠算・電卓実務検定試験1級（電卓）
▼簿記実務検定試験1級
▼英語検定試験1級
▼商業経済検定試験1級

▼ビジネス文書実務（ワープロ実務）検定試験1級
▼情報処理検定試験1級（プログラミング部門）
▼情報処理検定試験1級（ビジネス情報部門）
▼会計実務検定試験

【全国商業高等学校協会検定１級】

●神戸市立神港橘高等学校　第4回生　同窓会幹事●
同窓会理事（代表幹事）　　　　　　　　　福田　将士 　　　　  高木　郁佳

幹　事 1組 近藤 仁一郎 吉弘　郁音 2組 水上　朋也 毛利　早那

3組　市位　萌華 神谷　玲空 4組 福田　将士 大田　美緒

5組 松田　楓斗 南野　一騎 6組 石田　　成 高木　郁佳

7組 塩谷　遥香 本白水 琉翔 8組 川口　瀬那 西原　彩花

快挙！　　９冠達成



1組 髙岡 日陽里  2組 荒内 奏斗　  2組 高田 佳奈　  4組 鬼塚 菜央　  4組 鎌田 義徳　  4組 高垣 柚来　  4組 高橋 七実
5組 大塚 陽己　  6組 勝目 萌々果  6組 児島 唯桜里  6組 野元 蓮　　  6組 丸子 うらら  6組 水野 愛唯　  7組 田中 志織
8組 川嶋 雪音　  8組 末吉 空

1組 益本 侑拓　  1組 奥田 未蘭　  1組 奥村 匠　　  1組 梶岡 日菜　  1組 周 彩未　　  1組 髙岡 日陽里  1組 西村 百々花
2組 荒内 奏斗　  2組 石田 聖海　  2組 小田垣 結人  2組 御田 祐貴　  2組 木野 伶音　  2組 加 陽香　　  2組 塩崎 次弥
2組 杉原 沙奈　  2組 高田 佳奈　  2組 竹田 満美　  2組 田中 いこい  2組 西田 琢磨　  2組 萩森 結斗　  2組 原井 和奏
2組 水上 朋也　  2組 宮本 達也　  2組 諸江 凪咲　  2組 山西 快翼　  2組 山本 光佑　  2組 𠮷田 陸人　  2組 米田 菜央
3組 池田 綾波　  4組 井本 淳希　  4組 大田 美緒　  4組 奥村 仁英　  4組 鬼塚 菜央　  4組 鎌田 義徳　  4組 清水 優
4組 高垣 柚来　  4組 高橋 七実　  4組 中村 千里　  4組 登 雄大　　  4組 福田 将士　  4組 山本 颯海　  4組 渡邉 あん
5組 大塚 陽己　  5組 隅谷 璃海　  5組 武田 彩花　  5組 田谷 怜奈　  5組 中尾 すみれ  5組 中村 美子　  5組 南野 一騎
5組 西田 果穂　  5組 野口 翔生　  5組 橋田 静結　  5組 林 玄篤　　  5組 堀本 城之介  5組 町田 樹香　  5組 松田 楓斗
5組 南口 弘貴　  5組 山本 咲良　  5組 吉川 日菜　  5組 吉田 京太郎  6組 和泉 空　　  6組 嬉野 千紘　  6組 金子 明佳梨
6組 栗原 磨輝　  6組 児島 唯桜里  6組 佐藤 迅　　  6組 田中 紅葉　  6組 津﨑 美凪　  6組 豊島 まつり  6組 南部 風音
6組 野元 蓮　　  6組 藤木 亜子　  6組 藤澤 怜央　  6組 藤原 由希　  6組 松田 麻衣　  6組 丸子 うらら  6組 水野 愛唯
7組 翁 　麟　　  7組 岡田 琉壱　  7組 景山 栄輝　  7組 竹内 勇気　  7組 田中 志織　  7組 中井 大輔　  7組 西川 朋希
7組 本白水 琉翔  7組 横山 千夏　  7組 吉岡 澪央　  8組 石野 美咲　  8組 江見 彩花　  8組 上村 大和　  8組 川口 瀬那
8組 川嶋 雪音　  8組 末吉 空　　  8組 中山 凜成　  8組 濵田 綾音　  8組 福本 実花　  8組 政木 志保美  8組 山下 瑞希
8組 渡邊 唯花

1組 安藤 未空　  1組 小栁 希未　  2組 御田 祐貴　  2組 高田 佳奈　  2組 田中 いこい  2組 西田 琢磨　  2組 藤井 千聖
2組 水上 朋也　  2組 𠮷田 陸人　  3組 礒部 風我　  3組 迫平 明香　  3組 西村 美咲　  3組 原 光世　　  3組 堀井 夏妃
3組 三浦 なつ　  4組 鎌田 義徳　  4組 喜多 力　　  4組 北村 愛莉　  4組 黒石 悠希　  4組 高橋 七実　  4組 登 雄大
4組 橋本 真由香  4組 福田 将士　  4組 與那嶺 奈  々 4組 渡邉 あん　  5組 大塚 陽己　  5組 片山 慧　　  5組 中村 美子
5組 吉田 京太郎  6組 児島 唯桜里  6組 濵邊 葵大　  6組 丸子 うらら  6組 水野 愛唯　  7組 池﨑 夏希　  7組 石井 良果
7組 塩谷 遥香　  7組 田中 志織　  7組 中井 大輔　  7組 西川 朋希　  7組 横山 千夏　  8組 岩本 蒼生　  8組 加岳井 咲希
8組 笹井 凪沙　  8組 中野 友梨果  8組 森田 琴未　  8組 山下 瑞希　  8組 渡邊 唯花

2組 荒内 奏斗　  2組 御田 祐貴　  2組 加 陽香　　  2組 杉原 沙奈　  2組 西田 琢磨　  2組 諸江 凪咲　  3組 神谷 玲空
3組 迫平 明香　  3組 原 光世　　  4組 北村 愛莉　  4組 曾田 翔真　  4組 高橋 七実　  4組 田中 芳昌　  4組 福田 将士
5組 津田 拓未　  5組 中村 美子　  5組 堀本 城之介  5組 南口 弘貴　  6組 中尾 陽音　  6組 藤澤 怜央　  6組 藤田 紋芽
6組 水野 愛唯　  7組 岡田 琉壱　  7組 景山 栄輝　  7組 塩谷 遥香　  7組 西川 朋希　  7組 平井 海帆　  7組 松本 侑大
8組 内田 琉騎　  8組 笹井 凪沙　  8組 須﨑 楓奈　  8組 山下 瑞希

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

◆ ソフトテニス　 4組　曾田 翔真　 5組　生間 信海　　　　　◆ 体　　操　　　 7組　松本 侑大

優秀選手賞
◆ 硬式野球　　　 4組　高木 真之介  4組　藤田 嵩士　　　　　◆ 卓　　球　　　 5組　堀本 城之介
◆ 体　　操　　　 6組　藤澤 怜央　 7組　平井 海帆 
◆ ソフトボール　 1組　細川 桃音　 6組　野村 紗佳　 6組　藤木 亜子

◆ サッカー　　 2組　𠮷田 陸人　 5組　大塚 陽己　　　　　◆ 硬式野球　　　 1組　近藤 仁一郎
◆ 柔　　道　　　 5組　中村 美子　 6組　水野 愛唯　　　　　◆ バレーボール　 4組　高垣 柚来
◆ 体　　操　　 4組　福田 将士　 7組　西川 朋希　　　　　◆ ハンドボール　 5組　松島 彩流
◆ ダンス　　　　 1組　今村 楓香　 1組　名里 彩夏 
◆ 陸上競技　　　 4組　山本 颯海　 5組　南野 一騎 
◆ ソフトテニス 4組　田中 芳昌　 4組　湯浅 瑛斗　 7組　岡田 琉壱
◆ ソフトボール　 2組　東 実穏　　 3組　三浦 なつ　 7組　塩谷 遥香
◆ 卓　　球　　　 1組　宗國 桃季　 8組　内田 琉騎　 8組　川嶋 雪音 

ベストメンバー賞



令和 3年度収支決算書令和 3年度収支決算書

科　目 予算

科 目 予算

科 目 予　算 決　算 比較増減

費 目 予　算 決　算 比較増減

令和3年４月１日～令和4年3月31日 令和4年４月１日～令和5年３月３１日

（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】

【記念事業積立金】

みなと銀行兵庫支店

みなと銀行兵庫支店（定期預金）

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4年３月 31日
監査役

準 会 員 会 費
前年度繰越金

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

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

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
事 務 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

ホームページ維持管理費ホームページ維持管理費

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

事務消耗品費
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

3,000,000
1,000,000

3,121,700 121,700
9,493,104 9,493,104 0

1,059,837 59,837

1,000,000 67,500
0 -900,000

500,000

900,000

450,000
0 0

-50,000
-932,500

0
10 52 42

15,893,114 14,192,193 -1,700,921

800,000 0 -800,000
30,000 12,400

67,500
-17,600

1,000,000 -932,500
-1,750,1001,830,000 79,900

550,000 507,386 -42,614

-42,179

-13,3472,500,000 2,486,653
150,000
1,000,000

142,088 -7,912
957,821

4,200,000 4,093,948 -106,052
700,000 315,860 -384,140
200,000 224,631 24,631
100,000 26,595 -73,405
1,000,000 567,086 -432,914
50,000 0

0
0

-50,000
0 -10,00010,000

100,000 -66,780
160,000 33,220

33,220
-126,780

11,190,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000
8,774,154

4,703,114 5,418,039
-2,415,846
714,925

30,000
1,000,000

1,300,000

2,330,000
550,000
2,500,000
150,000
1,000,000
4,200,000
700,000
250,000
100,000
1,050,000
50,000
10,000
100,000
160,000
1,000
1,000

7,741,000
4,027,049

1,487,392

4,000,000

1,102,519
2,828,128

5,418,039

石坪　明美　㊞

澤田　憲志　㊞

令和４年度  予算（案）令和４年度  予算（案）

3,000,000
5,418,039

1,000,000
900,000
1,000,000
450,000

0
10

11,768,049



令和 3年度　同窓会事業報告令和 3年度　同窓会事業報告 令和 4年度　活動方針と事業計画（案）令和 4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

3.04.08
3.04.17
3.04.22
3.05.18
3.05.22
3.06.06
3.06.19
3.07.13
3.07.17
3.08.07
3.08.21
3.09.18
3.10.11
3.10.16
3.11.20
3.12.04
3.12.18
4.01.15
4.01.29
4.02.19
4.02.24
4.02.25
4.03.19
4.03.26

神港橘高校入学式
第1回　理事会
会報「神港橘」第3号発行
第7回神港橘ゴルフコンペ
第2回　理事会
神港橘高校同窓会第3回総会
第3回　理事会
第4回神港橘ボウリング大会
第4回　理事会
納涼会
第5回　理事会
第6回　理事会
第8回神港橘ゴルフコンペ
第7回　理事会
第8回　理事会
忘年会　【焼鳥・和】
第9回　理事会
第10回　理事会
新年交歓会　【楠公会館】
第11回　理事会
同窓会入会式
神港橘高校第4回卒業式出席
第12回　理事会
花見会

1名
14名

約25000部
中止
14名
中止
中止
中止
中止
中止
中止
中止
中止
16名
15名
15名
14名
12名
中止
中止
不参加
1名
11名
中止



●● 龍獅團 ●●

部活紹介

No.4

シリーズ

●● 漫画研究部 ●●

　私たち龍獅團は、3年生3名、２年生５名、1年
生６名で活動しており、本校の卒業生である先
輩方に指導員として獅子舞や龍舞の技術だけ
でなく、龍獅團としての立ち振る舞いなども教
えて頂いています。また龍獅團は、指導員の先
輩方だけでなく、多くの方々に支えられ活動が
できている部活動です。
　私たちが伝承している獅子舞は、中国南方系
の獅子舞で主にお祝い事などで披露されるも
のです。神戸の土地柄を生かして他国の文化を
継承するにあたり、私たちは日々、真摯な姿勢
で練習に取り組んでいます。
　令和3年度では、兵庫県高等学校総合文化祭
郷土芸能部門において選ばれ、第46回全国高
等学校総合文化祭とうきょう総文２０２２に出場
させていただくことになりました。また、テレビ
出演や地元神戸でおこなわれたイベントなどに
も出演させていただきました。今年度は限られ
た出演にはなりましたが、演技を披露し、お客
様からたくさんの拍手を頂いた経験は私たち
にとって、かけがえのない経験となりました。
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急
事態宣言やまん延防止等重点措置が発出さ
れ、休校や部活動自粛など思うように活動もで
きませんでしたが、またいつかお客様の前で練
習の成果を発揮できる日が来ると信じ、日々練
習を重ねてきました。私たちはこれからも精進
し、出演の際には私たちの笑顔とパワーで見て
くださった方々に少しでも元気を与えられるよ
う一生懸命に演技を披露したいと思います。同
窓会の先輩方の皆様のご支援をこれからもよ
ろしくお願いします。

　私たち「漫画研究部」は、文化祭に向けて日々
活動してきました。週に２回という少ない活動
の中で、文化祭で販売する部員全員のイラス
トを集め、冊子の制作をし、缶バッチなどの制
作をしました。漫画研究部は、その名の通り
絵を描く部活なので、他の部活動とは違い、
部員と協力して描くことはありません。ですが、
数少ない活動の中で親睦を深め、先輩後輩関
係なく、良い人間関係を作り上げてきました。
大会などが無い分、文化祭に力を入れて活動
してきましたので、毎年文化祭は成功をおさ
め、良い思い出作りになっています。私たちは、
部員同士がお互いを尊重しあい、お互いのイ
ラストにリスペクトを持ち、支えてくださる先
生方に感謝しながら、日々活動に取り組んでき
ました。部員は少ないですが、日々楽しく活
動しているので、これからも「漫画研究部」
の応援をよろしくお願いいたします。



●● ダンス部 ●●●● 陸上競技部 ●●

　陸上競技部は、選手９名、マネージャー４名で活動
しています。陸上競技は一番短い種目でも１００ｍで
す。校内のグランドでは、その距離を走ることがで
きないので、学校北側の川の周りや会下山公園な
ど、少しでもたくさんの距離が走れる場所を求めて
練習しています。陸上競技は個人競技といわれて
いますが、４×１００ｍリレー（ヨンケイ）や４×４００ｍ
リレー（マイル）、駅伝などチームプレイの競技もあ
ります。日々の活動において、部員相互の協力はと
ても重要で、特に大会の当日は、仲間の存在はとて
も励みになります。現在、部員数は少ないですが、
男女、先輩後輩分け隔てなく、皆がとても仲の良い
チームです。

　私たちダンス部は、STDC（Shinko　
Tachibana　Dance　Club）をチーム名に
「笑顔で、楽しく、心をひとつに」を目標に、日々
練習に励んでいます。チアダンス、ヒップホッ
プ、ガールズなどは文化祭、スポーツ大会、イベ
ントなどで披露し、各高体連主催の大会や8月
に行われる全日本の大会に向けてモダンダン
スの練習をしています。
　一からの振りづくり、衣装づくりをするのは
意見がまとまらず、時間がかかることが多いで
すが、話し合いを大切にし、一つ一つ丁寧に作
り上げています。例年より部員数も増え、今ま
でより踊りをそろえることが難しくなりました
が、先輩、後輩関係なく、一致団結し取り組んで
います。
　コロナ禍ではマスクをしながらの練習も多
く、人との距離を十分に保ちながら踊るため、
思うようにいかないことがたくさんあります
が、一人でも多くの方に私たちの笑顔をお届け
できるよう、また、大会での入賞を目指して頑
張ります。私たちの応援をよろしくお願いしま
す。



２年２組　島田　陽菜２年２組　大上　瑠菜
私はフロントのお仕事をさせていただきました。
　高校生ホテルに参加しようと思ったきっかけ
は、父も母もホテル勤めでどんなことをしている
のか気になったからです。フロントを選んだ理由
は、一番お客様と接客する機会が多い場所だから
です。
　いざ体験してみると、正直想像を遥かに超える
くらいしんどかったです。普段授業を受けている
時は座っているし、何時間も立っていることがな
かったので、研修中正しい姿勢を保ちながら立っ
ていることが何よりも苦痛でした。コロナの関係
で、補助券や割引クーポンなどができ、覚えるこ
とも増えました。さらにフロントの仕事はチェッ
クイン、チェックアウトの仕事だけでなく、タク
シーを呼んだり、朝が早い人にモーニングコール
が鳴るように設定したり、車の鍵を預かったり他
にもたくさんの仕事がありました。例年より、研
修時間も少なかったため、本番が近づくと同時に
不安と緊張がでてきて、焦っていました。いつも
学校で普通に話している先生も、この日はお客様
として接し、恥ずかしい部分もありました。でも
一人一人のお客様を大切にし、効率よく接客がで
きるように、同じフロントメンバーと協力するこ
とができました。お客様に「ありがとう。」と
言ってもらえることがすごく嬉しかったです。フ
ロントとレストランが一番研修時間が長く、しん
どい中一緒に乗り越えたので、終わったあとの達
成感も一緒に味わうことができ、すごく絆が深ま
りました。
　高校生ホテルを通して、「ありがとう」の言葉
がどれだけ言われて嬉しい言葉なのか、ものすご
く実感しました。そして何より、お客様として来
てくださった先生方や保護者の方、ずっと研修を
見守ってくれた先生、協力してくださったホテル
の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。神港橘で
しかできない貴重な体験ができたので、学んだこ
とを生かしながら将来につなげていきたいです。

高校生ホテルに興味があり、接客をしてみたい
と思ったのでレストラン担当として参加しました。
　一回目の研修では挨拶や歩き方、案内の練習な
どとても基本的なことから始まりました。二回目
の研修からお客様の前に立ちました。最初は緊張
して言葉が出ず、友達や先生と練習して上手くで
きてもお客様がいたら頭が真っ白になって不安に
なりました。でも、だんだんと要領がわかって自
信が持てました。本番までに飾りを作ったり、食
器を選んだりなにもかも自分たちで準備をして大
変でしたが、お客様に喜んでもらおうとみんなで
頑張りました。
　当日、ホテルの制服に着替えたとき気が引き締
まりホテルマンになったように感じました。レス
トランが始まり、たくさんのお客様で緊張してい
ましたが、すぐに慣れて接客することができまし
た。常に周りを見て飲み物の追加を聞きに行くタ
イミングなど自分で判断し、仕事をしました。忙
しいなかでもレストラン担当のみんなと声をかけ
あって協力できました。私は翌日の朝食のとき厨
房で料理のお手伝いをしていました。前日の緊張
から疲れがありましたが、接客をしていた子が、
「おはようございます！」と挨拶をしていて良い
気持ちになりました。無事に二日間が終わり、お
客様から温かい言葉をいただきとても嬉しかった
です。
　この高校生ホテルを通して、自分から仕事を探
して積極的に動けるようになりました。また、人
への言葉遣いを意識できました。二日間があっと
いう間に終わり、30時間の研修までもが、一瞬の
出来事だったように思えます。丁寧に優しく指導
していただいたホテル北野プラザ六甲荘の皆様に
感謝しています。今回の貴重な経験や終わったあ
との達成感を忘れることはありません。参加して
本当に良かったです。

「高校生ホテルを体験して」「高校生ホテルを体験して」「高校生ホテルを体験して」



令和5年

令和4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。

5月17日(火) 第9回神港橘ゴルフコンペ

6月 4日(土） 総会・懇親会（県民会館）

7月13日(水) 第5回神港橘ボウリング大会

8月 6日(土) 納涼会

10月12日(水) 第10回神港橘ゴルフコンペ

11月26日(土) 忘年会

1月28日（土） 新年交歓会（楠公会館）

3月25日（土） 花見会、カラオケ大会

令和4年度　イベント等の予定令和4年度　イベント等の予定

令和4年度　理事会開催予定　令和4年度　理事会開催予定　

毎　月 神戸婦人会館･兵庫区役所などの会議室

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

第3土曜日14時から※



「忘年会に参加して」 
平成7年卒(神港47回生) 明石　錦弥

2019年に同窓の先輩とたまたまご縁があり、
2020年の新年会に誘って頂いていたのですがコ
ロナ禍で中止になってしまい今回初めて同窓会に
参加させて頂きました。コロナも落ち着いていた
時期で幸運にも恵まれたなと思っています。
　同窓会に参加しなければご縁がなかったであろ
う先輩方から兵庫商業時代、神港時代、現在の神
港橘の話を聞かせて頂き、とても楽しい時間を過
ごさせて頂きました。
　懐かしい話をお聞きしながら自分の高校生活を
振り返るとこのコロナ禍で学生生活を送っている
在校生の皆さんと少し状況が似ているんじゃない
かと感じています。
　私が卒業したのは1995年、阪神淡路大震災の
年。私の自宅は幸いにも被災を免れ家族も無事で
したが、同級生にも多くの被災者が出ました。学
校周辺の家屋も軒並み倒壊して多くの方々が神港
の体育館に避難しておられましたし、私自身もそ
の日その日を家族と一緒に乗り切っていくことに
精一杯だったので、もちろん学校どころではあり
ませんでした。ですが、先生方もご自身が大変な
中、私達生徒のために尽力して下さり、体育館に
避難されていた方々のご協力もあって、卒業式を
させて頂くことができました。高校生活最後に大
変な思いをしましたが今では貴重な経験だったと
思います。
　在校生の皆さんも今は満足のいく高校生活を送
れず、大変な時期を過ごされていると思います
が、後々振り返った時に「貴重な経験だった」と
思えるようになることを願っています。今回、こ
のような素晴らしいご縁を生んでくれた歴史ある
神港橘高校に感謝すると共に、コロナが収束し、
また同窓会が開催されることを心待ちにしており
ます。
   



「コロナ禍のプチ同窓会」
昭和52年卒（神港29回生） 志水　園枝

　コロナ禍が少し落ち着いたかな？と思われる12
月5日に大蔵海岸にある「ZAZAZA」でプチ同窓
会、バーベキューをしました。
　私は30分くらい遅れたのですが、着いたら｢み
んな揃ったので、もう一度乾杯！｣と言ってくれ
て乾杯しました。参加者のなかには、お肉屋さん
や料理人がいるので、至れり尽くせりでいろんな
ものがでてきました。ポテトサラダ、アクアパッ
ツァ、串カツ、鶏の丸焼き、ローストポークのウ
ニとレモン乗せ、もちろんお肉は神戸牛。バーベ
キューなのにこの種類の多さと高級感は、他には
ないですよね。笑
　ここ数年コロナの影響でお流れになっていまし
たので、久しぶりに集まってみんなの元気な顔を
見て何かほっとしました。話題は、身体と健康の
こと、孫のこと、旅行のことなどなど、気持ちは
いつも神港時代にもどります。楽しい時間はあっ
という間にすぎてしまいますね。次はいつ会える
のかな。

　「断捨離に専念　心豊かに」
昭和36年卒(神港13回生) 桝家(藤原) 小鈴

　2020年３月頃から流行、世界中を蹂躙して収
まることを知らないコロナ禍は、すべての経済、
政治、生活習慣まで影響を及ぼし、私が在住する
大阪府ではその間「緊急事態宣言」が3回も発せ
られました。（原稿依頼を受けた今年の２月11日
の大阪の感染者数は、15,302名）そのため私の関
係している諸団体等の行事、またプライベートの
約束事も次々と延期や中止となりました。
　半面、今までなしえなかったことに挑戦できる
時間的余裕も生まれました。
　昭和48年、税理士事務所開業以来このような時
間のゆとりが生じたのは初めてで、この機会を生
かして、事務所整理、自宅、特に衣服等の断捨離
に取り組むことにしました。
　40年間、体重・体形・サイズが変わらず、時々
処分しても衣服が増えるばかりで、クローゼット
が満杯（そのくせいつも同じものばかり着用）。
　自分では思いが残って処分不可と、ファッショ
ンコンサルタントにすべて委ねることにしまし
た。すると私の想いなどよそにドンドン処分され
ていき、それが実に爽快。すっきりしたクロー
ゼットをみて満悦。ものが無くなることで充実感
に満たされたのです。
　その勢いで、時間を要しましたが、事務所の固
有の書類・データを思い切って処分・処理しまし
た。
　お陰で事務所内も片付いて探し物が減り、作業
が効率化しました。断捨離することによって気持
ちにゆとりが生まれ、コロナ禍に遭遇しなければ
得られなかったことと納得しています。



「兵商時代の思い出」
平成14年卒(兵商45回生) 井形　一城

卒業して20年が経ちました。現在は神戸市の商
業科教員として神港橘高校で勤務をしています。
兵商時代の思い出を書くということで、卒業アル
バムを引っ張り出して見てみると、当時お世話に
なった先生方が今の自分と同じくらいの年齢で
あったり、若かったりすることに驚きます。
　兵庫商業では、大好きな卓球を３年間思う存分
することが出来ました。毎朝７時30分から朝練に
取り組み、放課後は19時まで練習し、その後も違
う練習場に通う日々でした。好きなことに３年間
全力で打ち込めるところが商業高校の良いところ
だと思います。クラスで取り組んだ文化祭や体育
祭も良い思い出です。特に文化祭は、合唱や劇を
して楽しかったです。決して派手な文化祭ではあ
りませんでしたが、文化部だけでなく多くの生徒

が参加する生徒主体の文化祭でした。１年生の始
めに淡路で行われたオリエンテーション合宿も印
象に残っています。
　あいさつと時間厳守を徹底的に叩き込まれる合
宿でしたが、集団生活を意識し、兵商生としての
自覚が芽生えた合宿でした。爽やかなあいさつを
することや時間を守ることは、社会人になっても
大切なことなので、兵庫商業での良き伝統は、後
身である神港橘高校に引き継いでいきたいです。
　頻度は減ってきているものの、卒業後もクラス
での同窓会は盛り上がります。担任の先生をお呼
びして、みんなで当時の様子や近況報告で楽しい
ひとときを過ごします。四季あざやかに彩をなす
名も鈴蘭の陵上に四方（よも）見はるかす学舎
（まなびや）は常盤樹（ときわぎ）空に美しくと
いう校歌にあるように、季節折々の自然に囲まれ
た校庭の中で、のびのびと高校生活を送ることが
出来たことに感謝しています。



令和３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。

昭和10年卒
女商15
河合(岡) 丕瑳子（物故者）
昭和12年卒
女商17
吉本(多田) 益子
昭和14年卒
女商19
菊田 敏子
田中(堂前) しづこ
昭和16年卒
一神32
塩﨑(川本) 節二
昭和17年卒
一神32
上田 祐稔
木村 泉三郎
女商22
城崎(宮城) 利江
赤井(垣尾) 初枝
平井(木村) 比奈子
昭和18年卒
女商23
速水(若本) 信子
昭和19年卒
女商24
橋本(広瀬) 徳子
昭和21年卒
一神38
改正 節夫
海津 昌弘
中島 章
女商26
堀田(渥美) 陽子
北神16
石川 雅一
昭和22年卒
女商27
井関 節子
北神17
竹内 孝士
昭和23年卒
一神40
岡田 清
吉田 章
小橋 和夫
木下 郁雄
高併01
塔野岡 正次
女併01
杉田(柴田) 明子
北神18
辻井 寛治
昭和24年卒
女商29
村上(忠田) 伊㔟子
女併02
久我(日野) 幸枝

神港01
三上 実
村脇 邦利
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
山崎(上田) 雅子
西村(藤井) ひさゑ
鈴蘭台03
福井 雄
昭和27年卒
神港04
壺坂 佳世子
鈴蘭台04
松尾 昌次
昭和28年卒
神港05
浅田(鍛治) 鞆子
増田 清
中川 隆
藤井 稔
藤原 良一
藤木 克尚
八代 尚二
萬屋(松本) 員江
永田 猛
鎗本 満保
鈴木(鈴木) 達弥
鈴蘭台05
橋本 勝子
昭和29年卒
神港06
山中 勉
初阪 啓介
中村 孝
濵田(鷲尾) 明美
昭和30年卒
神港07
関谷(小野田) 尚代
松波(津崎) 香代子
中山 忠一郎
丸山 俊郎
吉野 雅彦
杉山 耕三
瀬尾(柴崎) 美和子
中野 憲治
渡部(渡辺) きみ
昭和31年卒
神港08
井口 哲夫
山口 三郎
山本(平佐) 和子
大畑 幸
浪花(岩倉) 冝栄
鈴蘭台08

妻木 一弘
川付 猛志
昭和32年卒
神港09
井上 富平
岡田(今中) 順子
五十川 昌代
阪口(上町) 栄
松下 茂
松本 武
森本 卓郎
前川 芳子
大津 亮一
谷口 孝之
谷川 郁夫
楠戸 邦男
力丸(野間) ナオミ
古山 陽一
幸田 穣二
寺西 友宏
大山 幸徳
竹池 文子
田中 精二
有田 宏
昭和33年卒
神港10
加茂 勝助
宮崎(奥野) 史子
高井(春名) 美智子
小林 幹生
森田 吉伸
岡崎(斉藤) 章子
黒木 郷志
小川(八代谷) 淑子
兵商01
吉田(光本) 和代
昭和34年卒
神港11
岡田(井上) 敏子
中川 秀明
福田(藤村) 弥生
濱田(岸本) 順子
山本 順一
中谷 繁樹
兵商01
阿部 忠志
佐治 忠義
佐伯 武士
西谷 宏之
田中(松井) 久子
矢田 昭雄
昭和35年卒
神港12
日高(原田) 愛実子
髙田(佐野) 弘
稲原 宏次郎
横田(鈴木) 康生
虎谷(長谷川) 雅子

山口 登
戎(宮下) 八重子
小国 隆史
神田 英樹
進藤 勝彦
中井(岡村) 寿
鈴木 将弘
兵商03
羽根 美智子
後藤(築田) 和子
佐々木(林) 直美
千坂 喜勝
藤原(大橋) 宏江
昭和36年卒
神港13
広田 勇
新見(進藤) みつ子
西田(寺尾) 泰子
田窪 洋三
徳納 靖久
野村 雅文
林 誠敏
竹田(内田) 蛍子
桝家(藤原) 小鈴
兵商04
桐本 隆史
轡 幸男
大塩(中舎) 孝子
中川(寄神) 幸子
平田(長谷部) ひさ子
昭和37年卒
神港14
岡尾 靖正
笠松 千鶴子
亀野(渡田) 明子
山中(森田) 明美
藤田 安吾
佐伯 羨民
松本(西口) 澄子
中野 勝久
浜崎(播) タツ子
兵商05
松田 重二
昭和38年卒
神港15
川畑 武臣
増本(宮脇) 愛子
鵜飼 靖彦
甲谷(三木) 奈香子
高尾(柴田) 栄子
三崎 久夫
前田(大北) 勝子
津崎(白倉) 解子
兵商06
今吉 洋三
谷川 武
藤井 克利
昭和39年卒

神港16
一北 保五郎
宮本 幸信
橋本(池尻) 葉子
原田 克一
霜手(茶木原) 多香子
太田 雅弘
池田 靖子
宮脇(宮脇) 節子
広田(呂) 鎭威
小谷(井口) 栄子
川崎 善弘
中山(村田) 千須子
藤堂(沢谷) 信子
兵商07
前田 勝也
昭和40年卒
神港17
久米(友安) 光子
郡 義信
佐々木(烏野) 愛子
柴谷(後藤) 雅博
正木(林) 玉子
大石 勉
長島 和夫
涌井 宏明
吉田 栄三
吉田 孝司
山田 定雄
山田 聿男
松尾 碩男
川井 修
善本(飯田) 正子
北上(西原) 保則
野田 修
兵商08
佐藤(中嶋) 博子
西銘(鎌田) 睦子
昭和41年卒
神港18
錦織(加古) 清美
光内 治彦
西本(安藤) 節子
土佐 茂
藤井 鶴子
井上 幹雄
稲垣 敬治郎
永岡 むつ子
高森(中浜) 伸子
坂口 義廣
阪本 治
瀬尾(芳賀) みどり
天野 良一
兵商09
久田 勘鷗
高階 孝信
山田 英樹
西本 幸博

山本(上月) 章子
昭和49年卒
神港26
伊勢木 雅章
石田(前北) 三貴子
髙島 昭彦
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
丸山 実
昭和51年卒
神港28
山本(岡田) 博美
昭和52年卒
神港29
大常 衣代
山本 陽子
山本 隆
山本 和弘
兵商20
白阪 利昭
昭和53年卒
神港30
岡林 淳二
昭和54年卒
神港31
中村 喜久美
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
古谷 俊二
古谷(金本) 理枝
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
長井(張) 兆弘
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
兵商26
中 裕二
昭和59年卒
兵商26
坂上(高森) 孝子

石橋(時) 悦子
石坪(町垣) 明美
平井(福山) 幸枝
昭和42年卒
神港19
行本 喜美子
笹木(正木) 静代
鹿股(香川) 三枝子
川脇 公明
丹羽 博
渡邊 俊子
藤原(高原) 典子
箱木 一良
昭和43年卒
神港20
宮地 孝幸
澤田 憲志
山崎 智秀
酒井 喜久夫
尼子 秀信
名越 信次
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
永井 光男
吉田(矢向) つる子
村上 輝男
北垣(田畑) チイ子
立花 均
昭和45年卒
神港22
一瀨(平松) 千津子
河野(三木) 万里子
丸崎 節子
佐藤(藤原) 美恵子
杉原 守
白坂(萩野) 登志子
衣笠 一成
常峰 一正
名越(森) たかほ
昭和48年卒
神港23
植村(田中) 美代子
阿部 孝司
渋谷 朝治
鶴谷 貢
兵商14
千葉 清后
大迎 洋子
昭和48年卒
神港25
寺西(後梶谷) 佳子
兵商16

昭和60年卒
神港37
川向 由郎
昭和61年卒
神港38
三島(大倉) 喜世美
兵商29
野中(秋田) 香穂里
昭和62年卒
神港39
西川(好岡) 知佐子
昭和63年卒
神港40
森田 清香
平成7年卒
神港47
井手(山下) かほり
平成11年卒
神港51
名越 麻里子
平成13年卒
兵商44
永吉 純二
平成22年卒
神港62
指月 恵梨奈
平成25年卒
神港65
山本 祐毅
平成27年卒
神港67
吉野 竜
兵商58
長田 善仁
平成29年卒
兵商59
森永 悠介
平成29年卒
兵商60
中間 恵裕
平成31年卒
神港橘01
光弘 幸紀
大籔 都紀子
令和3年卒
神港橘03
財田 絃太郎
村本 暉
旧職員
常本 明
蔵本 朗
下川 浩一郎
西村 英寿
験馬 文照
藤岡 孝弘

※





私は幼いころからの夢だった小学校の教師にな
りました。そして、人生後半には教頭から校長を
経て、無事に定年退職。定年後の十年間は教育委
員会や大学の母校で教育相談を担いました。まさ
に教育一筋と言えましょう。
　晴れて新米教師になった頃の話です。なんと高
校の同級生が、新任教員として朝礼に現れたので
す。かつて高校の文化祭で、クラスで演劇の舞台
に取り組み、共に汗を流した良き仲間でした。こ
んなに広い世の中で、高校時代の同級生と一つの
小学校で同じ職場になるなんて奇遇でしかありま
せん。元同級生同士が揃って六年生の担任として
卒業生を送り出すことができたのは、貴重な思い
出です。
　毎日、必死で児童と向き合って、自分のことを
考える時間はありませんでした。でも、そのこと
が夢中で楽しかったのです。
　夢だった小学校の教師になり、多くの人との関
わりで今の私があります。
　高校を卒業して56年。その間に結婚や出産を経
て、小学校の教員を続けて約40年。私が直接関
わった児童は約2000人です。新任の頃の教え子
は現在、還暦を迎えています。今も街中で「先
生！」と声をかけてくれる教え子や年賀状のやり
取りが続いている教え子もいます。時には人生相
談にも乗ります。教え子が社会人として立派に成
長し活躍している姿に、小学生の頃の面影を重ね
て頼もしくほほえましく思い、遠くから見守って
います。
　教育現場に身を置いた人生を振り返ると、しん
どかった、苦しかった、でも楽しかったという満
足感。私は生まれ変わっても、小学校の教師にな
ります。

　神港高等学校が神港橘高等学校に。母校の長い
歴史の存続と益々の発展を祈ります。
　最後に、私に同窓会誌の原稿を二年越しにどう
してもと依頼してくださった、同窓会広報部の同
級生に感謝です。高校時代を振り返る機会を頂き、
ありがとうございました。

「夢が叶った私のあしあと」
昭和41年卒(神港18回生) 勝田(山下)美沙子



　「神港で学び兵庫商業で教え」
昭和51年卒(神港28回生) 阪裏　利博

　神港高校での思い出は、体育の水泳の授業の厳
しさ。50分の授業ほとんど休憩なしに泳がされた
のではないかと思います。特に、N先生は厳し
く、怒鳴っている姿しか思い浮かんできません。
私が市立高校の教員として神戸西高校に非常勤で
勤務していた時、N先生もおられましたが、近く
を歩かれただけで緊張していたのを覚えていま
す。他には、新任のH先生の授業を全員が後ろを
向いて受けたことです。何か反応があるかと期待
していましたが、先生は全く私たちを無視して前
の黒板で授業を進められました。兵庫商業でその
話をすると早速次の時間生徒全員に後ろを向かれ
ましたが。とにかく神港は自由な雰囲気の学校
だったと思います。　　　　　　　　　　　
　神港高校と兵庫商業の生徒の違いは、教師の言
うことを素直に聞くのか、自分の考えを大事にす
るのかということではないかと感じます。兵庫商
業の進路担当として訪問した先の採用担当の方に
「神港の生徒は言われたことを自分で考えて自分
なりに工夫してやってくれます。兵庫商業の生徒
は言われたことを確実にやってくれます。お客様
対応は神港、裏方は兵商に任しますが、数年たつ
と兵商の生徒さんの方がしっかりやってくれます
ね」と言われたことがあります。上手く両校の気
質を表した言葉だと思います。私が兵庫商業に赴
任した時には校則もびっくりするほど厳しいのに
おとなしく従う生徒が多いのにはびっくりしまし
た。両校が合併して出来た神港橘の生徒は、両校
のいいところを受け継ぐような生徒になってくれ
ればと思います。

昭和35年卒（兵商３回生）友安　義昭
　３校合同同窓会の再開が待ち遠しい今日この
頃、各校卒業生の皆様いかがお過ごしでしょう
か。
　まず最初に校歴については、北神商業学校以後
おもな校名のみですが、次に神戸市立鈴蘭台高等
学校そして、私が入学・卒業した兵庫商業高校へ
の変遷があり、それぞれの校歌、校章が制定され
ておりました。その中で特長のあるのが校旗、ス
タンドに銃が立てかけてあり北神商業高校の当時
の世相が反映されていました。２つ目の特長は、
模擬会社として兵商産業株式会社があり、（株券
も発行されていた。）私は、その会社の重役とし
て、経理部長を担当し、経営を行って、商業実務
の実践を学んだ想い出があります。
　次に部活で龍獅團の存在があります。日々の練
習と南京町の人々と華僑の方々の指導に感謝いた
します。
　卒業生の同窓会組織と実業界での活躍が一段上
と思っていた神戸市立神港高等学校と統合された
事は、大変さびしく思ったが又非常にうれしく
思っています。それぞれの学校の同窓会も統合さ
れてから、早５年目を迎えた今年ですが、前記両
校の良さをいかに併合させていく事が課題だと思
います。
　以前の兵庫商業高等学校の現状は神戸方面へ行
く時、電車（神鉄）の車窓から見る限り以前のま
まです。（校門より中の進入は不詳です。）
　今迄の記述により思っている事が、全部、記憶
を記録として反映する事が出来ませんでした。統
合された両校の２本の矢をもとに３本目の矢とし
て、現在の神戸市立神港橘高等学校の卒業生とし
て実業界での活躍を期待して、後輩の皆さんに、
校名のバトンリレーをお願いする次第です。

　「昔の想い出をもとに前進を願って」



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

URL　https://shinkotachibanadosokai.com/
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　母校の本館２階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。近くにお出での
際は、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、ＦＡＸ、ＬＩＮＥでお聞かせ下さい。同期会
やクラス会の情報もお寄せ下さい。

神戸市立神港橘高等学校同窓会事務局神戸市立神港橘高等学校同窓会事務局

　一昨年来続くコロナ禍は、昨年度も変わらず私たちの生命や生活を脅かしています。同窓会の各種イベントや
行事も悉く中止となりました。そのため、昨年度は会員の皆さまとお会いする機会がなく、寂しい年となりまし
た。その中、会員の皆さまからたくさんの寄稿や広告を頂き、また学校からも支援を頂いて会報第４号の発行に
行き着くことができました。会報へのご意見やご要望、或いは寄稿などをぜひお寄せください。
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