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会場：加古川南高校内照楠会館
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　うららかな春から初夏の気配も感じるこの頃、同窓会会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　前会長の上野秀敏氏（18回生）が昨年行われた、加古川南高等学校創立30周年記念事業終了後勇退されました。
そして副会長であった私、根井誠（１回生）が会長代理として会を運営することとなり、会報発行のご挨拶をさせて
いただきます。
　私自身同窓会活動に参加したのは、ほんの３年程前からでした。加古川南高校が創立30周年記念式典を控えており、
式典を盛り上げるために、一度同窓会総会に参加して欲しいと誘われたのが最初でした。
　それまでの私は同窓会総会にも参加せず、母校のことを振り返ることさえもありませんでした。しかし同窓会に参
加して今まで若い同窓会役員会が頑張って活動していたことを知り、子育てもひと段落し、何か私も母校のために役
立てることがあるのではないかと思い、私達１回生が何もしないのでは恥ずかしいのではないか？そんな思いで会長
という大役を受ける決心をしました。
　またそれに伴い、役員会も１回生を中心とした、新しい役員会となり照楠会館の大掃除等今までにない活動を行っ
ています。まだまだ私を含め不慣れな役員ではありますが、よろしくお願い致します。
　さて先程も触れましたが、加古川南高等学校も昨年創立30周年を無事終え、同窓会会員も１万名に近づく程の大
きな組織になっています。中には親子で加古川南高校の卒業生という方もいらっしゃるようになりました。
　このように大きな組織になった同窓会を今以上に盛り上げ、皆さんに興味を持っていただく、また参加して頂くた

めには、どのような方法があるか話し合い、今回３年ぶりに会報である「照楠」を発行することにしました。
　また会報の中にも触れていますが、ホームページも新たに立ち上げ、よりタイムリーな情報が皆様にお届け出来るようにしました。照楠会
会員の皆様の中にも興味はあるが、恥ずかしい、とか１回も総会に参加したことないからとか、不安がある方もいらっしゃると思います、一
度総会にお越し下さい、ホームページ、フェイスブックを見てください。皆様の照楠会です、母校を中心にして、年代を超え楽しく温かく盛
り上げていきましょう。そのために役員一同頑張って活動していきます。
　最後になりましたが、照楠会会員の皆様のご健勝とご多幸をお祈りして、甚だ簡単ではございますが、会報発行のご挨拶とさせていただ
きます。
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校　長

西田　勝浩

副会長

根井　　誠
(１回生)
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　照楠会の皆様には、社会の各方面において、ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は本校教育の
推進に深いご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
　昨年の創立30周年記念事業においては、多くの方々のご努力とご協力により、立派な同窓会名簿が発刊され、先
を見通した改革が進められています。これをひとつの節目といたしまして、会員相互の親睦がさらに深まり、母校と
の絆がさらに強固なものになることを願っております。
　この30周年記念を機に同窓会は新たなスタートを切られました。役員の方々を中心に、これまでの歴史を土台にし
て、同窓生が集いやすい組織づくりに取りかかっておられます。若い世代の卒業生がさらにスクラムを組んで、在校
生にこれまで以上のエールを送っていただけることを楽しみにしています。
　同窓会の動きと連動するように、平成24年度は学校が大きく動きだすことを予感させる年でもありました。先生方
の、生徒を思いやる熱心な指導は生徒たちに大きな影響を与えています。またそれに呼応する生徒たちの学びの姿は
すがすがしく、高校生活を謳歌しているように感じます。そのため、在校生の学校に対する満足度には非常に高いも
のがあります。その理由は総合学科の持つ理念と実際の教育体制にあり、知識・技能を習得すると同時に、人間とし
ての心を磨く体験的な学習が、ひとりひとりの成長を促しているからだと思います。年度末を迎え、今年度の学校と

しての取り組みを総括することによって、これからの歩みをさらに確かなものにして参りたいと思います。
　一方で、時代はより混沌として先が見えない状態が続く様相があります。難題に取り組みながらも、なお限界に挑戦して前進する学校づ
くりが不可欠です。本校がさらなる飛躍をめざして、不易と流行の観点で課題を整理し、より時代にフィットした教育ができるよう、努力を
重ねて参る所存です。総合学科加古川南高等学校の日々の営みの中で、生徒たちが大きく成長し、社会に於いて有為な人材として活躍でき
るよう、豊かな教育の創造に向けて全力を挙げて取り組みます。
　最後になりましたが、創立30周年記念事業を行うにあたり、多大のご厚情をいただいた照楠会の皆様に、心よりお礼を申し上げます。
　今後とも本校教育に対し絶大なるご理解とご支援をお願いいたしますとともに、皆様のますますのご健勝を、心よりお祈り申し上げます。

収入の部
科　　　目 予算額 収入額 増　減 摘　　　要

会 費 1,656,000 1,684,800 28,800 7,200円×234名
繰 越 金 1,479,902 1,479,902 0
雑 収 入 98 9,033 8,935 預金・定期解約利息

合　　　計 3,136,000 3,173,735 37,735
支出の部

科　　　目 予算額 支出額 残　額 摘　　　要

事 務 費

消耗品費 10,000 0 10,000
通 信 費 1,000,000 0 1,000,000
管 理 費 50,000 50,000 0 事務管理費
備 品 費 5,000 0 5,000

運 営 費
会 議 費 20,000 12,844 7,156 役員会
印 刷 費 200,000 0 200,000
慶 弔 費 20,000 0 20,000

事 業 費
広 報 費 0 0 0
総 会 費 200,000 13,116 186,884 総会
記念品費 130,000 98,280 31,720 卒業記念品費

積 立 金 500,000 500,000 0 記念事業費
雑 費 50,000 0 50,000
予 備 費 951,000 50,000 901,000 復興ボランティア援助

合　　　計 3,136,000 724,240 2,411,760

　積立金（平成24年6月30日現在）3,926,800円　　　　（創立30周年事業へ100万円）
上記のとおり報告いたします。� 会計　坂下　麻理子・原口　健二

監査の結果適正に執行されていたことを報告いたします。
　　　平成24年7月21日
� 監査　金子　順平

収入の部
科　　　目 予算額 摘　　　要

会 費 1,670,400 7200円×232名
繰 越 金 2,449,495
雑 収 入 105 　預金利息　他

合　　　計 4,120,000
支出の部

科　　　目 予算額 摘　　　要

事 務 費

消耗品費 10,000 　事務用品他
通 信 費 1,000,000 　郵便切手はがき等
管 理 費 50,000 　事務補助費他
備 品 費 5,000 　備品購入

運 営 費
会 議 費 20,000 　会議諸費
印 刷 費 200,000 　印刷諸費
慶 弔 費 20,000 　会員慶弔費

事 業 費
広 報 費 1,300,000 　「照楠会報」発行費等
総 会 費 200,000 　総会諸費
記念品費 130,000 　卒業記念品費

積 立 金 500,000 　記念事業費
雑 費 50,000
予 備 費 635,000

合　　　計 4,120,000

� 積立金　同窓会名簿作成

平成23年度　照楠会収支決算書 平成24年度　照楠会予算書（案）
収 入 額� 3,173,735円
支 出 額� 724,240円
差引残額� 2,449,495円� （次年度への繰越）

　プロボクサーの西岡利晃さんは昨
年、プロ18年間の選手生活に幕を下ろ
されました。
　36歳になっても、ＷＢＣ世界スー
パーバンタム級名誉王者として活躍さ
れましたが、2012年10月の試合では、
惜しくも敗れてしまいました。しかし、
ボクシング界では世界的に評価の高い

王者と本場アメリカ（ラスベガス）で
戦い、日本人ボクサーとしては前人未
踏の挑戦を成し遂げられました。
　常に自己の限界に挑戦し、いかなる
苦境にも諦めず戦う彼の姿に、感銘を
受けた同窓生も多かったことでしょう。
　今後の日本ボクシング界においても、
大きな影響を及ぼしてくれることと確

信しています。
　彼の精神は、私達照楠会員および在
校生にとって何にも代えられない誇り
であり、また、勇気と元気の源であり
ます。
　今後、照楠会でも西岡さんのご活躍
を見守り、末永く応援をして行きたい
と思います。

　ロックバンド「SCANDAL」の
一員として、2008年にメジャーデ
ビューされました。当時は在学中
だったため、全国ツアーは夏休みを
利用して開催し、学業との両立が大
変だったようです。その後、日本武
道館ワンマンライブも開催され、本
校の生徒会も応援の横断幕を贈りま

した。
　この度、加古川南高等学校応援歌
の作詞を依頼したところ快く引き受
けていただき「HOME」を書いて下
さいました。母校に対する彼女の熱
い思いが込められています。照楠会
では、今後も彼女に熱いエールを送
りたいと思います。

活	躍	す	る 同 窓 生 る

加古川南高校の生徒会は、10月のノニト・ドネア選手（フィリピン）と
の王座統一戦を前に、メッセージ入りのグローブを贈った。

西岡利晃選手（36）引退

創立30周年記念応援歌「home」

世界ボクシング評議会（WBC）
スーパーバンタム級名誉チャンピオン

西岡　利晃
 （10回生）

WBCスーパーバンタム級
名誉チャンピオン

小川　ともみ
 （24回生）

ガールズロックバンド
SCANDAL
ベーシスト　TOMOMI

　ボーカル藤木信希さんを中心にサ
ポートメンバーとともに2001年よ
りライブ活動を開始されています。
2005年にアルバム「イイコト」を全
国リリースし、活躍の舞台を広げて
いらっしゃいます。この度、シン
ガーソングライターの彼女に作曲を

依頼したところ、聴く人を和ませ、
心温まる素敵なメロディーをつけて
くださいました。「コトリ木」さん
の持ち味が生かされたこの曲は、加
古川南高等学校ホームページでもお
聴き頂けます。「HOME」聴いてみ
て下さい。

藤木　信希
 （10回生）

なごみ系音楽ユニット
「コトリ木」

君に出会えたのは奇跡じゃない
こんなに広い地球さ
裏側まで探せば

心のカケラがぴったり合う
そんな事もあるのだろう

だけど僕はここにいて
間違いなんかなかったよ
あぁだけど僕はここにいて
間違いなんかなかったよ

僕が言いたいのは
きっと偶然なんだって
君が隣で笑ってる

たぶんそれは
神様の気まぐれなんだろう

だけど僕はここにいて
間違いなんかなかったよ
あぁだけど僕はここにいて
間違いなんかなかったよ

心のカケラ
ぴったりじゃなくたって
隙間は後から埋めるもの
101％の気持ちで
いつまでも笑っていたいな

だから僕はここにいて
間違いなんかなかったよ
あぁだから僕はここにいて
僕はここにいて初めて僕になる

いつかまた帰るよ

応援歌「ＨＯＭＥ」作詞　小川ともみ、作曲　藤木信希、編曲　井波陽子

2 3



　鳥取県の恵まれた自然環境の中で、キャンプやスキー、花き
栽培等を通じて自然にふれあい理解し、保育士として必要な感
性や資質を養います。□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□（252文字）

創立30周年記念報告

久保　利明
プロ棋士（九段）
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記念祝賀会

　記念式典後に、プロ棋士として活躍されている久保利明九段に
講演していただきました。久保九段は、加古川南高校に入学され
ましたが将棋に専念するため、残念ながら学校を離れることになり
ました。しかし、「心の中では加古川南高校が母校」と言ってくだ
さっており、このたび記念講演を快く引き受けてくださいました。 

「将棋と勝負」というタイトルで、プロ棋士を志したきっかけや将棋
に挑む際のメンタルに関する話をしてくださいました。久保九段は、
勝つことだけにとらわれず、将棋を楽しむことでメンタルに余裕が
生まれたそうです。一手のミスが敗北につながる厳しい世界で、メ
ンタルや技術など「心技体」を体現されているのが久保九段なのです。
　久保九段はこの講演の翌日「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」に
於いて、羽生善治三冠（当時）との決勝戦に挑まれました。そして羽
生三冠を破り見事に優勝されました。講演のタイトル通りの結果に
驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　偉大な棋士でありながら、ゴキゲンで爽やかな笑顔が印象的な久
保利明九段の益々のご活躍をお祈りしています。

　加古川南高校で執り行われた創立30周年の
記念式典のあと、場所を加古川プラザホテルに
移し祝賀会が催されました。
　松浦教頭の開会の辞で祝賀会が始まり、王
PTA会長が30周年式典の成功に喜びの言葉
と、今後の発展への期待を熱く語られました。
　西田校長の挨拶では、加古川南高校の生
徒達はこの学校がとても好き
で誇りを持っている…と胸を
張って語られた姿がとても印
象的でした。
　アトラクションでは、卒業生
の津川さんの華やかな歌や大
津さんの軽やかなフルートの
音色、継岩くんの力強いヴァ
イオリンがとても豪華で煌び
やかなひと時を味わわせてく

れました。
　最後に出席者全員で加古川南高校校歌を合
唱して閉会となりましたが、会の間 皆 笑顔で
笑い声が絶える事はありませんでした。
　出席された方々と式典の成功を心から祝福
し合えた、とても楽しく素晴らしい祝賀会でし
た。

　平成24年11月17日（土）に、母校加古川南高等学校体育館にて、兵庫
県立加古川南高等学校創立30周年記念式典が開催され、在校生707名と、
来賓の方々、PTA、同窓会会員も約900名が参加しました。
　1983年4月の開校から30年、総合学科に改変されてから10年の、節目
の式典でもありました。
　また、今回の式典では総合学科らしさということで、在校生による実
行委員会が中心となり進行されました。式典の前には、校門で来賓のお
出迎え、受付、控え室への案内、式典中には司会進行、ピアノの伴奏、
音響、照明の操作、式典後には、来賓がお帰りになる時に、一人ひとり
手書きのメッセージカードをお渡しするなどの活動を行いました。
　式典では、西田校長式辞、県教育委員会挨拶、加古川市長をはじめと
する来賓の祝辞、同窓会会長による実行委員長挨拶へと続き、在校生代
表のよろこびの言葉、校歌斉唱で締めくくり大成功のうちに終了しまし
た。
　照楠会でも、実行委員として3年前から役員を中心として取り組んでま
いりました。３年の間にはさまざまな出来事があり、反省すべきことも
多々ありましたが、当日は役員以外の同窓生も参加していただき、うれ
しさひとしおでした。
　次回は40周年です。照楠会として今回以上に式典を盛り上げられるよ
う、活動を行いたいと思います。

記念式典

久保利明九段　30周年記念講演レポート記念講演

記念式典・記念講演
　2012.11.17（土）  ９時30分～12時
　　　　於：加古川南高等学校体育館
　　祝賀会：加古川プラザホテル



母	校	だ	よ	り同	窓	会	だ	よ		り
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新役員紹介

恩師紹介

【総会】
24年度照楠会総会を８月18日（土）母校内照楠会館に
て開催しました。
総会の内容は、会費収支決算報告、本役員の変更、会
則の改変等でした。
参加人数は若干少なめでした。今後参加人数をどう増
やすかが、照楠会の課題でもあります。

照楠会活動報告

【地域クリーン作戦・地域貢献活動参加】
９月28日在校生と、地域の皆様、ＰＡＴ、照楠会会員が清掃活
動に参加しました。
在校生と特別教室棟１階廊下のクモの巣を掃除しました。

【年末大掃除】
12月21日学校大掃除に合わせ、照楠会館を大掃除しました。

昨年行われた学校創立30周年記念事業終
了後、上野会長が勇退されました。それ
に伴い、役員の入れ替えがありました。
新しい役員は一回生を中心に構成してい
ます。
よろしくお願いします。

下段左より　副会長�木村（1回生）、副会長�根井（1回生）、会計�田畑（1回生）、会計監査�神吉（1回生）
上段左より　書記�樫村（25回生）、書記�谷崎（1回生）、会計�籔内（1回生）

2013年２月25日に、加古川南高校1回生
学年主任だった加藤文則先生に学校へお
越しいただき、お話を伺いました。
学校創立当初の苦労話、先生の生徒に対
する愛情、指導方針など、いろんなお話
を聴くことが出来ました。先生は71歳の
今でも東洋大姫路高校の数学の先生とし
て教壇にお立ちです。
詳しくは「照楠会」ホームページで。

 ◆大学
★山形大学 工・機能高分子
★兵庫県立大学 生命科学
★鳥取環境大学 環境
★高知県立大学 健康栄養
追手門大学 国際教養・英語コミュ
大阪経済大学 情報社会・情報社会

経営二部
経済・経済
工・機械工
工・電子情報通信工

関西外国語大学 国際言語・国際言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
外・スペイン語

関西学院大学 総合政策・国際政策
経済

関西大学 システム理工・数学
人間健康

関西福祉大学 看護・看護
社会福祉・社会福祉

京都外国語大学 外国語
京都精華大学 マンガ
近畿大学 経営・経営

経済・総合経済政策
近大姫路大学 教育・こども未来

看護・看護
甲南女子大学 文・メディア表現

人間科学・心理
文・多文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
文・英語文化
文・国際言語コミュニケーション
人間科学・総合子ども
人間科学・生活環境

甲南大学 理工・物理
知能情報・知能情報
法・法
経済・経済
文・英語英文

神戸医療福祉大学 社会福祉・福祉心理
神戸学院大学 法・法

経済・経済
人文
栄養・栄養

神戸芸術工科大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ
デザイン
ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ

神戸松蔭女子学院 英語・グローバルコミュニケーション
神戸女子大学 家政・管理栄養士

文・国際教養
文・日本語日本文
幼児教育

神戸親和女子大学 発達教育・ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ
発達教育・児童教育

神戸常盤大学 教育・子ども教育
摂南大学 理工・機械工・電気電子
専修大学 経営・経営
園田学園女子大学 人間健康・食物栄養
宝塚大学 看護・看護
同志社大学 理工学部機能分子生命化学科
日本体育大学 体育・体育
姫路独協大学 外国語
兵庫医療大学 薬
兵庫大学 健康科学・看護

健康
びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ

 ◆就職
三輪運輸工業㈱
カットインヤマグチ
㈱神戸製鋼所加古川製鉄所
㈱神戸製鉄所　高砂製作所
株式会社リョーサン
㈱昌輝
川崎重工㈱
川崎重工㈱　明石工場
キャタピラージャパン㈱明石事業所
城山電子㈱
つるや株式会社（つるやゴルフ）
デジホン兵庫㈱
内外ゴム㈱
ニッポン印刷㈱
橋本金属工業㈱
水登社
ヤマダストアー㈱
㈱神戸たん熊
㈱ノーリツ

平成24年度進路状況

硬式テニス部
第34回東播クラブ対抗団体テニス大会
　優勝
　　松田佳乃(2-3) ・邊裕子(1-3)
　　西村奈菜(2-2) ・大賀普子(1-1)
兵庫県高校春季テニス大会
　女子シングルス　ブロック優勝
　　西村奈菜(2-2)、大賀普子(1-1)
　女子ダブルス　ブロック優勝
　　松田佳乃(2-3)・西村奈菜(2-2)組
第56回兵庫県高校総体テニス競技
　女子団体　第5位
　　渡邊裕子(1-3)　西村奈菜(2-2)
　　松田佳乃(2-3)　大賀普子(1-1)
　　加納　遥(3-6)　佐藤すずか(3-2)
兵庫県高校テニス新人大会
　女子シングルスブロック優勝
　　松田佳乃(2-3)
　　大賀普子(1-1)
　女子ダブルスブロック優勝
　　松田佳乃(2-3) ・西村奈菜(2-2) 
　　植田瑞歩(1-5)・大賀普子(1-1)
兵庫県高校西地区テニスリーグ大会
　女子1部リーグ優勝
　　西村奈菜(2-2)・松田佳乃(2-3)
　　大賀普子(1-1)・植田瑞歩(1-5)
　　久保田ほのか(1-6)・北尾侑香(1-1)
　　渡邊美雪(1-3)
第55回兵庫県高校対抗テニス新人大会
　女子団体　第5位
　　西村奈菜(2-2)・松田佳乃(2-3) 
　　大賀普子(1-1)・植田瑞歩(1-5)
　　久保田ほのか(1-6)・北尾侑香(1-1)
　　渡邊美雪(1-3)・古川愛実(1-5)
　　岡田緑(1-3)
兵庫県高校西地区テニス大会女子
　団体準優勝　
　　西村奈菜(2-2)・松田佳乃(2-3)
　　大賀普子(1-1)・植田瑞歩(1-5)

　　久保田ほのか(1-6)・北尾侑香(1-1)
　　渡邊美雪(1-3)・古川愛実(1-5)
　　岡田緑(1-3)
第10回近畿公立高校テニス大会
　優勝
　　西村奈菜(2-2)・松田佳乃(2-3) 
　　大賀普子(1-1)・植田瑞歩(1-5)
　　久保田ほのか(1-6)・北尾侑香(1-1)
　　渡邊美雪(1-3)・古川愛実(1-5)・岡田緑(1-3)
兵庫県高校西地区1年テニス大会　
　女子団体1部リーグ第2位
　　植田瑞歩(1-5)・北尾侑香(1-1)
　　久保田ほのか(1-6)・永岡未久(1-4)
　　渡邊美雪(1-3)・岡田緑(1-3)
　　前田美砂(1-1)・橋本佳帆(1-4)

水泳部

第11回東播地区高校招待水泳競技大会
　女子200ｍ個人メドレー
 第1位　栗原那羽(2-3)
　女子100ｍ平泳ぎ 第3位　栗原那羽(2-3)
　女子400ｍ自由形 第3位　高松風香(2-6)

東播高校総体水泳競技大会
　男子800m自由形 第1位　塩谷純平(3-3)
　男子200m自由形 第1位　山野誠司(3-4)
　男子100m自由形 第2位　山野誠司(3-4)
　男子50m平泳ぎ 第1位　大庫　智(2-1)
　男子100m平泳ぎ 第3位　大庫　智(2-1)
　男子400mリレー 第1位
　　大庫　智(2-1)・山野誠司(3-4)
　　塩谷純平(3-3)・海部隼弥(3-1)
　男子400mメドレーリレー　第2位
　　塩谷純平(3-3)・大庫智(2-1)
　　吉田和範(3-1)・山野誠司(3-4)
第3回東播高校秋季水泳競技大会
　男子50m平泳ぎ　第2位　大庫　智(2-1)
　男子100m平泳ぎ　第2位　大庫　智(2-1)
第9回東播オープン冬季水泳記録会
　男子200m平泳ぎ第1位 大庫　智(2-1)
第9回東播オープン冬季水泳記録会
　男子50m平泳ぎ第2位(大会新)
　　大庫　智(2-1)

ソフトボール部
東播高校春季ソフトボール大会
　準優勝
加印高校ソフトボール大会
　優勝
第61回兵庫県高校新人ソフトボール大会
　優秀選手 藤原礼佳(2-2)

男子バスケットボール部
第51回加古川市民バスケットボール優勝大会兼
第15回阪田杯
　(男子の部)　第3位
第44回加古川市民バスケットボール選手権大会
　高校の部　男子　準優勝
東播高校総体バスケットボール競技
　男子の部　第5位

女子バドミントン部
加古川市春季バドミントン大会
　女子3部　2位
　　福田彩夏(3-3)　村田早紀(3-1)
東播高校総体バドミントン競技大会
　女子団体の部　第3位

ダンス部
第12回兵庫県高校春季ダンスコンテスト
　コンクール部門第6位　ダンス部

書道部
兵庫県教育長感謝状
　上田優華(3-4)
第36回全国総合文化祭書道部門
　文化連盟賞　上田優華(3-4)
第17回全日本高校大学生書道展
　書道展賞(かな部) 　上田優華(3-4)
　優秀賞(かな部)　西小野聡子(2-4)、
　　沼田夏奈(2-3)
第36回兵庫県高校総合文化祭書道展
　全国総文推薦賞　西小野聡子(2-4)
　特選　沼田夏奈(2-3)

第11回日本書道学研究会学生書道展
　兵庫県知事賞　重村慶来(2-1)
　兵庫県芸術文化協会賞　住江夏苗(1-3)
　日本書学研究会賞　西小野聡子(2-4)
　一先会賞　岸本留奈(1-3)、勘田菜々(1-3)
　推薦賞　数馬千鶴(1-3)、沼田知奈美(1-1)
　　川口ほのか(1-1)、吉川　舞(1-2)

美術部
第16回きものデザインコンクール
　ジュニア　高校生の部　
　京都市文化芸術協会賞
　　西田　彩織(3-2)
平成24年度赤十字活動推進ポスターコンクール
　特選　川島里菜(3-3)
　佳作　井口理沙(3-4)、北村真奈美(3-5)

吹奏楽部
第45回加印吹奏楽部
　沙羅賞　池田愛理(2-6)
第59回兵庫県吹奏楽コンクール東播地区大会
　高校S部門　金賞
　　吹奏楽部(代表 2-6 池田愛理)

放送部
兵庫県高校総合文化祭放送文化部門
　佳作　朗読小部門　幸王由季(2-2)
第36回兵庫県高校総合文化祭放送文化部門
　奨励賞　朗読小部門 岩本葵(2-6)

運動部

文化部

主な部活動成績

立正大学 経済・経済
流通科学大学 総合政策

 ◆短大
大手前短期大学 ライフデザイン総合
関西外国語大学短期大学部 英米語学科
神戸女子短期大学 食物栄養

幼児教育
神戸山手短期大学 生活
頌栄短期大学 保育科
創価女子短期大学 英語コミュ
兵庫大学短期大学部 保育
武庫川女子短期大学 食生活学科

英語ｷｬﾘｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英文
生活造形・インテリア

 ◆専門学校
ECC国際外語専門学校
アートカレッジ神戸専門学校
アルファジャパン専門学校
医療法人仁寿会　石川病院
上田安子服飾専門学校
大阪ウェディング＆ブライダル専門学校
大阪観光専門学校
大阪コミュニケーションアート専門学校
大阪ダンス＆アクターズ専門学校
大阪デザイナー専門学校
大阪ビジネスカレッジ専門学校
大阪ビジュアルアーツ専門学校
大阪ビューティーアート専門学校
大阪ブライダル専門学校

大阪ペピィ動物看護専門学校
大阪モード学園専門学校
大原簿記専門学校
関西総合リハビリテーション専門学校
関西ビューティープロ専門学校
関西保育福祉専門学校
キャットミュージックカレッジ専門学校
京都ディーズファッション専門学校
グランド開発株式会社
神戸YMCA学院専門学校
神戸医療福祉専門学校
神戸総合医療専門学校
神戸電子専門学校
神戸動植物環境専門学校
神戸リハビリテーション福祉専門学校
神戸理容美容専門学校
社会保険神戸看護専門学校
新大阪歯科衛生士専門学校
総合学園ヒューマンアカデミー専門学校
辻製菓専門学校
西はりま医療専門学校
日本栄養専門学校（みかしほ学園）
日本調理専門学校
ビジュアルアーツ専門学校
姫路医師会看護専門学校
姫路経営医療専門学校
姫路歯科衛生専門学校
姫路情報システム専門学校
姫路理容美容専門学校
ヒューマンアカデミー専門学校
兵庫県民間病院協会神戸看護専門学校
兵庫県立総合衛生学院専門学校

★は国公立

兵庫歯科学院専門学校
兵庫柔整専門学校
ベルエベル専門学校　神戸校
メディカルエステ専門学校
ワタナベコメディスクール専門学校
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編集後記

　同窓会では、会報の発送、学年同窓会の開催のお知らせなどの資
料として、会員名簿を管理しております。しかし、会員の住所変更
等で不明者が増加している状況です。皆様へ返信ハガキを同封させ
ていただきました。住所変更等ございましたらご記入いただきご返
信ください。また、異動などについての情報をご存知の会員様がい
らっしゃいましたら下記へ情報をお寄せいただければ幸いです。不
明者調査の趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。

　会報発行のご挨拶でも触れましたが、昨年行われた加古川南高校
創立30周年記念事業終了後、前会長の上野秀敏氏（18回生）が勇
退されました。その為上野会長以下３名の役員も同時に役員を辞さ
れました。
　現在では、根井副会長を筆頭に一回生を中心とした役員で構成さ
れています。しかし、総会での承認を経ていないため暫定的な本部
役員会であります。今年度の総会に参加いただいている照楠会会員
の皆様の承認を経て正式な本部役員となる予定です。
　このように大切な今年度の総会であります、是非多くの皆様にお
越しいただき新本部役員の誕生に立ち会っていただきたいと思いま
す、よろしくお願い致します。

　寒い冬が過ぎ去ってあっという間に春が来た感じがします。30周年式典を終えるまでの1年間さまざまな事を経験してきました。また照楠会を盛り上
げようとして、たくさんの人との出会いもありました。ここに至るまで紆余曲折もありましたが、誰一人欠けても今の照楠会は無かったと思います。
　普通科から総合学科になった今、学校の雰囲気は随分変りましたが、創立当初の面影も残っています。同窓生の皆さん、総会に是非足を運んでくださ
い。ひょっとして懐かしい人に出会うかもしれません。再会できる日を楽しみにしています。

ホームページを新しく開設しました！
ぜひアクセスしてみてください。

会員同士の交流と高校の後援を目的とした、加古川南高校全卒業生で構成される団体です。
そんなのあったの？と思われるかもしれませんが、最近では学習室へのクーラー寄贈や東
日本大震災の被災地支援活動を行った学生さんの活動資金援助など、高校がより良くなる
よう、頑張って活動しています。

　照楠会会員の交流の場として、毎年８月に総会を行っていまし
たが、今後７月第二土曜日に開催することにしました。
　総会では最近の高校の様子や私たち同窓会の活動内容を報告、
その後、講演会や、パソコン教室等のイベントを行う予定です。
　もしかしたら数十年前の部活の先輩と会うこともできるかも？
　卒業したら学校から遠のくのではなく、照楠会会員として今後
も高校と関わっていきませんか？　同じ加古川南高校に在籍した
者どうし、卒業年度に関係なくいろんな人達とつながりを持つこ
とができますよ！　まずは、今年の総会へ気軽においでください。

　私たち照楠会としては、皆さんが卒業してそのままになってしまうのではなく、継
続して交流をしてほしいと願っています。交流の機会として一番に思いつくのが「同
窓会」ではないでしょうか？クラス単位で行われる同窓会や個人的に集まる同窓会
も良いものですが、学年別同窓会として大々的におこなっていただければ、喜ばし
いことです。今年７月に行われる総会の後、場所を移して一回生による初めての照
楠会公認の学年同窓会を開催いたします。学年別同窓会を開きたいけどどうすれば
いいのかわからない場合はお気軽に照楠会までお尋ねください。精一杯サポートさ
せていただきます。

　上記のほかにも幅広く事業に取り組んでいくつもりです。そのためには私たちも含
めて、皆さんの協力が不可欠です！
　照楠会の活動に興味を持たれた方はお気軽に照楠会までご連絡ください。

お問い合わせは、ホームページ又は、
　　shonankai .org@gmai l . comまでお願いします。

照楠会新ＨＰです
http ://shonankai .org/

ホームページご案内　　　　　　　　　　　　

名簿管理に関するお願い

同窓会本部役員の改選について

発行：兵庫県立加古川南高等学校同窓会　照楠会
〒675-0035　兵庫県加古川市加古川町友沢65－１
TEL：079-421-2373
URL：http ://shonankai .org/

〒６７０－０９３３
兵庫県立加古川南高等学校　照楠会名簿事務局
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照楠会

照楠会とは

■気軽に総会に参加してください■学年別同窓会をしませんか？

今年も上記の通り総会を開催することとなりました。今回は「30周年ご報告」がございま
す。学年幹事の方は、ぜひご出席をお願いいたします。
なお、ご出席の有無を返信用ハガキにて６月30日（日）までにご返送をお願いいたします。

日時／平成25年７月13日（土）13：00～17：00
場　所／加古川南高校　照楠会館（同窓会館）２階

平成25年度　照楠会総会のご案内まずは気軽に

参加してみよう
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総会議題：役員改定、予算説明、会則改定、役員選挙、創立30周年記念式典の報告、その他
イベント：１５：００　～編集プロダクション「ペンコム」さんによる、ワードでチラシを作ろう～


