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　篠山鳳鳴同窓会のみなさまには、本校の教育活動の推進
にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。
　この度、篠山鳳鳴高等学校長として着任しました樋口一哉
です。青山忠誠（ただしげ）公の志のもと、篠山中年学舎
が設けられた明治９年から今年で146年目を迎える歴史のあ
る学校の校長となり身の引き締まる思いです。
　私が高校生だった頃、当時の篠山町は１年間の交換留学を
積極的に行っていました。姉妹提携を結んでいた米国ワシン
トン州ワラワラ市から来日し、篠山鳳鳴高校２年生に１年間
在籍していたのが、マーク・カーチスさんです。最初の留学
生は、スコット・バルソンさんでしたから、マークは二人目の
留学生でした。学生服を着て、自転車で毎日通学をし、２年
７組に在籍していました。令和の時代でも、米国出身の留学
生が通学していたら結構有名な存在となるでしょう。昭和の
時代でしたからなおさらでした。また、驚いたことに彼の日
本語習得能力はずば抜けていて、半年後には通常の日本語
会話は問題がなかったほどでした。中学１年生から５年間も
英語を学んできた我々日本人高校２年生は恥ずかしい思いを
したものでした。それに加え彼は何事にも積極的で当然クラ
スの人気者となり、おかげでクラス自体も結束力が生まれ体
育大会で優勝するなど、クラスや学校にとっても大変すばらし
い影響力をもたらしてくれたと言えます。
　あれから40年近く経過していますが、当時から、篠山鳳
鳴高校は、他の学校にはないたくさんの可能性を持った生徒
を育てる学校であると感じていました。その証拠に、同窓生
は実に多岐にわたる分野で活躍されています。やはりこれは、
青山忠誠公の建学の精神「一以貫之」が学校の校風として
染みついているからではないでしょうか。自らを鍛え、人とし
て生きる上で最も大切な真心や思いやりの心を身に付け、と
もに手を取り合って生きる社会作りに貢献するという志は、令
和になって４年となる今でも十分通用する教えです。
　超一流の歴史や伝統を供えている本校は、令和を境にさら
に新しいことも積極的に取り入れ、新たな魅力を発信していく
べきだと考えています。新しい時代に向けて、生徒たちの高
校生活が有意義なものとなりますよう、教育活動に取り組ん
でいく所存でございます。
　篠山鳳鳴同窓会のみなさまにおかれましても、今後とも本
校教育へのご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いいた
します。

篠山鳳鳴高校に着任して篠山鳳鳴高校に着任して
篠山鳳鳴高等学校長

樋 口 一 哉（高36回）
篠山鳳鳴同窓会長

中 西 　 薫（高30回）

同窓会は心のふるさと同窓会は心のふるさと

　この度、河南秀和前会長のご推挙と役員皆様方の後ろ盾
の中で、同窓会長に就任させていただきました。兵庫県最古
の伝統を誇る県立高等学校の同窓会だけに、この任の重さ
を、今ずっしりと感じております。
　振り返れば私が高校２年生の時、母校は創立100周年を
迎えました。盛大に開かれようとする記念式典、ならびに諸
事業に向けて、先輩方と共に数々の準備をしたことなど、鮮
明な記憶として残っています。
　昭和51（1976）年11月7日（日）、午前9時。記念式典に先立ち、
記念講演会が開催されました。全校生が新しい大熊校舎の
体育館に集まり、同窓会関係者、先生方、保護者の方々を
含めると1300人を越える会場となりました。
　壇上に登られたのは京都大学教授の河合隼雄先生でした。
先生は、その折48才。すでに臨床心理学の世界的権威で、
演題は「対話について」でありました。高校生という多感な
時期、碩学のユーモアを交えたお話に、すっかり引き込まれ
ていきました。それは心揺さぶられるような、人生の体験で
はなかったかと、この年齢になり深く思いが巡ります。
　私は、人から「あなたにとって同窓会とはなんですか」と
問われると、即座に「心のふるさと」と答えることにしています。
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事やお祭りと様々ありますが、さらに高校時代の友人と交わ
した言葉、汗を流した行事やスポーツで得たものは、それぞ
れの思い出の中に生き続けてきた、まさにふるさとと言えるも
のです。たとえば、違う土地で偶然同窓生に出会い、少し会
話をするだけでも、ずっと昔のことが映像のように蘇り、懐
かしさを感じるから不思議なのです。
　コロナ禍で交流がままならぬ同窓会活動ですが、少しずつ
従来の形を取り戻し、来年には「鳳鳴のつどい」なども状況
を勘案し復活したいと思います。そして、令和8（2026）年に
は記念すべき150周年を、晴れやかに迎えることができれば
と夢みています。
　最後になりましたが、母校の発展を祈念し、さらなる支援
を皆様と共に続けてまいりたいと考えています。

学力向上モデル校に指定

第2部のポスターセッションで、「鳳鳴高校の
志願者数を増やすために」「篠山城の再建前
と後の違いについて」「中間テストに代わるも
の」など、各グループ毎にテーマを設け探究
の成果を発表した。

第2回探究DAY（令和4年3月8日）
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支部・全国・全世界からのメッセージ

　令和2年6月に予定して
いた総会はコロナ禍のため
に中止を余儀なくされまし

た。やっと巡ってきた令和4年6月5日の第22回
阪神支部総会も、現状ではまん延防止重点措置が解
除されたとしても、まだ安心して集まれる状況では
ありません。そこで、10月2日（日）に延期の上
開催をすることになりました。

　今回の総会では、映画監督で洛鳳会の会長でもあ
る西垣吉春さんにお越しいただき、「森の学校」の
映画の秘話や、故河合雅雄さんとの思い出、主役の
故三浦春馬さんとのエピソードなどスライド等を用
意してお話していただく予定です。
　お楽しみいただけると思います。

　会場はホテルグランヴィア大阪（大阪駅直結）で
す。懐かしい旧友との昔話や健康談義、趣味の交歓
など楽しいひと時をお過ごしください。
　8月には案内状をお送りする予定です。
　なお、念のため、お互いマスク着用、手指消毒等
感染防止対策をしっかりしたうえで総会を行います
のでご協力をお願いします。

阪神支部総会の
ご案内

支部長
永井哲郎（高19回）

延期の上10月2日に
開催決定！！

　丹波市支部のコーナーでは今回、天然すっぽん料
理で知られる丹波市山南町和田の「茶寮ひさご」を
紹介します。
　和田商店街にあり、昨年開店60年を迎えた老舗
で、丹波市内唯一の「ミシュランガイド兵庫」一つ
星の名店です。店で提供するすっぽんは、地元で取
れた物しか使わない天然素材にこだわり続けていま
す。全国のなかでも、料理用に出回っている天然すっ
ぽんは全体のわずか１％で、丹波に行けば美味が味
わえると評判です。店に近い加古川と篠山川の合流
する山南町井原付近は、すっぽんの餌になるタニシ
やザリガニなどが豊富なこともあり、昔から良い漁
場でした。山南地域は隣接する西脇市・多可町とと
もに、釣り具の産地でもあり、釣り愛好家も多く、
地元の人たちが持ちこんだすっぽんで料理を手がけ
ています。
　すっぽんの旬の時期は、７、８月です。フルコース
すっぽん懐石・「雪」（13,200円）がお得で、すっ
ぽん料理一品、丸鍋、雑炊、デザートがつきます。「月」
（16,500円）「花」（22,000円）、「特選コース」（時価）
などをご用意しています。このほか、国産うなぎ料
理（4,950円から）、丹波黒豆御膳（3,300円から）、
季節懐石（5,500円～ 22,000円）があります。９
月下旬頃からは、松茸料理、11月頃からは、ぼた
ん鍋と丹波の季節料理をご用意しています。但馬牛
のすき焼き、しゃぶしゃぶを味わえるコース料理な
ど和食のレパートリーは豊富です。うな重持ち帰り
サービスもあります。各種お食事券は丹波市のふる
さと納税返礼品になっています。

　全日本調理師協会師範の免
状を持つ２代目店主の眞鍋馨
さんは、「すっぽん料理を中
心に日本伝統の和食を提供し
たい」と意気込んでいます。
「兵庫県新型コロナウイルス

感染症対策認証店」として、感染対策に万全を期し
ています。（※料理の値段は消費税を含んだ価格です）

すっぽん鍋

季節懐石

2018年6月 阪神支部総会での19回生集合写真

茶寮 ひさご
臼井　学（高25回）

【メモ】 住所　兵庫県丹波市和田132-１
　☎ 0795-76-0089　FAX 0795-76-1667
　営業時間　正午～午後２時（昼食）
　　　　　　午後５時30分～午後9時30分 （夕食）
　定 休 日　月曜日

お店紹介

　

　今回、私たち72回生は、成人するにあたり「20歳
のお祝い同窓会支援事業」のサポートを受け、令和4
年1月8日にユニトピアささやまにて同窓会を開催し
ました。成人式の前日で忙しい中にもかかわらず多く
の72回生が集まり、先生方からはビデオメッセージ
をお送りいただきました。
　この同窓会では新型コロナウイルスの感染状況によ
り、先生方にお越しいただけなかったことや例年より

も時間を短縮して開催せざるを得なかったこと、そし
てそもそも開催できるのかということなど様々な障壁
がありました。しかしそのような中でもクラス代表で
何度も話し合い、なんとか開催することができました。
同窓会当日では感染対策に気を配りつつ、仲間たちと
濃密なひとときを過ごすことができ、非常に楽しい会
となりました。
　高校を卒業してから2年が経ち、久しぶりに会った
にもかかわらず、こうして楽しい時間を過ごすことの
できる高校の仲間と出会えたことを嬉しく思います。
　72回生のみなさん、集まってくれてありがとう！
また同窓会を開催しましょう!!

20歳のお祝い同窓会
中野一貴(高72回)

還暦を過ぎ自分を振り返る
吉田 匡人(高30回)

で手狭になり現在の
福岡市南区長丘に移
転しました。現在、
約600名を3人の医
師で訪問診察に回っ
ています。
　2002 年までの私
（40 歳頃）は後悔し
かありません。現在
でも身近な過去にお
いて半分は後悔の連
続です。いちいち落
ち込みます。この為、
高校時代の友人はほぼいません。自分の責任とはいえ
悲しい事です。しかし、多くの患者様や職員を抱える
上で、過去を悔やみ、落ち込んでいる場合ではありま
せん。患者様・職員に楽しく幸せな生活を送れるよう
に、60歳を過ぎても、70歳を過ぎても頑張るしかあ
りません。これが私の人生なのでしょう。高校の同級
生に何と思われようと私の今後の人生には関係ないの
です。しかし、私は『鳳鳴高校』が大好きです。だから、
『医療法人鳳鳴会』です。

追伸　鳳鳴高校での一番の思い出は2年下の康子さん
です。たった一人、こんな私を支えてつくしてくれ
た女性。本当にありがとうございました。

　私は丹波市氷上町で1959年に生まれました。そし
て1977年鳳鳴高校を卒業。その後、浪人生として京
都へ行きましたが全く勉強をせずに、音楽ばかり聴い
ていました。昼はレコード店でアルバイト、夜はディ
スコで音楽をかけていました。この頃が、私の青春だっ
たのでしょう。同時に最も馬鹿だった頃なのでしょう。
こんな生活が約3年続きました。そして、丹波に帰り
2年間の浪人生活を送り近畿大学医学部に入学しまし
た。この頃が悪い頭を最も使って勉強したのでしょう。
　その後医師となり、東大阪市の病院でアルバイトし
ていましたが、分院の院長で行けという命を受け、
1998年大分県杵築市ヘ移りました。そこでクリニッ
ク経営を学び、また、九州という地を好きにもなりま
した。
　大阪に戻れという命を切って一瞬風来坊になりまし
たが、福岡県みやま市の横倉病院当時院長の横倉義武
氏に拾っていただき約2年間お世話になりました。そ
の間、福岡市での開業ばかりを考えていました。で、
横倉先生にお世話になって、2002年福岡市中央区に
『吉田内科医院』を開業。福岡ではまだ少なかった訪
問診察を開始し医師1人では回りきれなくなり、『医
療法人鳳鳴会吉田医院』設立。開院場所も医療機器等
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にもかかわらず、こうして楽しい時間を過ごすことの
できる高校の仲間と出会えたことを嬉しく思います。
　72回生のみなさん、集まってくれてありがとう！
また同窓会を開催しましょう!!

20歳のお祝い同窓会
中野一貴(高72回)

還暦を過ぎ自分を振り返る
吉田 匡人(高30回)

で手狭になり現在の
福岡市南区長丘に移
転しました。現在、
約600名を3人の医
師で訪問診察に回っ
ています。
　2002 年までの私
（40 歳頃）は後悔し
かありません。現在
でも身近な過去にお
いて半分は後悔の連
続です。いちいち落
ち込みます。この為、
高校時代の友人はほぼいません。自分の責任とはいえ
悲しい事です。しかし、多くの患者様や職員を抱える
上で、過去を悔やみ、落ち込んでいる場合ではありま
せん。患者様・職員に楽しく幸せな生活を送れるよう
に、60歳を過ぎても、70歳を過ぎても頑張るしかあ
りません。これが私の人生なのでしょう。高校の同級
生に何と思われようと私の今後の人生には関係ないの
です。しかし、私は『鳳鳴高校』が大好きです。だから、
『医療法人鳳鳴会』です。

追伸　鳳鳴高校での一番の思い出は2年下の康子さん
です。たった一人、こんな私を支えてつくしてくれ
た女性。本当にありがとうございました。

　私は丹波市氷上町で1959年に生まれました。そし
て1977年鳳鳴高校を卒業。その後、浪人生として京
都へ行きましたが全く勉強をせずに、音楽ばかり聴い
ていました。昼はレコード店でアルバイト、夜はディ
スコで音楽をかけていました。この頃が、私の青春だっ
たのでしょう。同時に最も馬鹿だった頃なのでしょう。
こんな生活が約3年続きました。そして、丹波に帰り
2年間の浪人生活を送り近畿大学医学部に入学しまし
た。この頃が悪い頭を最も使って勉強したのでしょう。
　その後医師となり、東大阪市の病院でアルバイトし
ていましたが、分院の院長で行けという命を受け、
1998年大分県杵築市ヘ移りました。そこでクリニッ
ク経営を学び、また、九州という地を好きにもなりま
した。
　大阪に戻れという命を切って一瞬風来坊になりまし
たが、福岡県みやま市の横倉病院当時院長の横倉義武
氏に拾っていただき約2年間お世話になりました。そ
の間、福岡市での開業ばかりを考えていました。で、
横倉先生にお世話になって、2002年福岡市中央区に
『吉田内科医院』を開業。福岡ではまだ少なかった訪
問診察を開始し医師1人では回りきれなくなり、『医
療法人鳳鳴会吉田医院』設立。開院場所も医療機器等
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　日本には目に見えない
“社会のレール”があるよ
うに思う。（大抵の人は）
22歳で（有名）大学を卒
業し、正社員で辞めずに
働き続け、20代ぐらいで
異性と結婚して子どもを
持つ。SNSはそんな写真
で溢れ、逆にそのレール
に乗れなければ焦ったり、
ましてや社会から取り残
されているように感じる
ことさえある。私はその概念や偏見に縛られ苦しめら
れていた。
　夢だったワーキングホリデーに行くということは、
高校教員を退職し一般的な前述のレールから外れると
いうことだった。不安や周囲から心配の声もあったが、
人生は一度きりだと思い渡航を決めた。
　決して容易な決断ではなかったが、今では心からこ
こメルボルンに来てよかったと思っている。ここは
様々なバックグラウンドを持つ人で溢れ、多様な価値
観、生き方が尊重されている。例えば履歴書では、年齢、
国籍は書かず、顔写真さえ載せない。そういった表面

的なことで人を判断する文化がないようだ。私はこち
らの“ありのままの自分でいていい”という空気感に
癒されている。今までのいろいろな悩みから解放され、
まるで天国に来たかのような気さえする。
　もし過去の私のように社会のレールに苦しむ人がい
れば伝えたい。何歳になっても、今日より若い日はな
い。だから何でも
今挑戦したらいい。
自分の感じるわく
わく・違和感に素
直になって、自分
が本当にしたいこ
とを心に問えばい
い。どんな人生で
も、自分が心から
幸せだと思える生
き方をしよう。

オーストラリアの空気に触れて
　～10年越しに叶ったワーキングホリデー～

植野　梓(高62回)

　先生とお目通りが叶ったのは
1997年6月23日。同 窓 で9回 卒
業の河村一夫氏（故人）の案内で、
犬山市山寺の先生のご自宅を訪ね、
著書「少年動物誌」の映画化権の
依頼した時だ。河村氏から「道が
分からなくなったら、お猿の河合
先生のお宅と言えばタクシーが連

れて行ってくれるから」と教わり、この道案内を何度
も使わせて頂いた。通りから少し入ったところに瀟洒
なお住まいがあり、家の前の畑は先生の菜園と聞いた。
後に篠山へ帰られて、
野菜を栽培されたのも
犬山での心得があって
のことと思う。ただ「玉
葱を植えたんだけど僕
のはラッキョウの親方
みたいな玉葱！・・・
クックク」と笑われた
顔が今も思い浮かぶ。
　映画のタイトルを相
談する機会があり「『森
の学校』を提案すると、『森が学校』がええ！」との返事。
語呂が悪いので『森の学校』でお願いしますと一応の
了解を得たが、後日「ささやまの森公園」を伺うと和
室（茶室）に『森が学校』と先生直筆の軸が・・・。
　
　映画公開後、この作品が国際交流基金の支援事業で、
12か国語の字幕を載せて世界展開することとなった。

　20数年前、高校を定年退職し
再就職した県立人と自然の博物館
で館長の先生に挨拶するなり「樋
口繁一先生の…」と言われた。
60数年前の篠山小学校で担任で
もない父のことを言われたのに驚
いた。確かに父は植物をよく知っ
ており、よく尋ねられたそうだ。
　人と自然の博物館を退職した

年、ささやまの森公園の立ち上げをするように先生か
ら言われた。当時先生は丹波の森公苑長も兼ねておら
れたので、篠山在住の私に声を掛けていただいたのだ
ろう。白紙の中から公園運営の企画立案を練るのに先
生に何度も意見を聞きに自宅を訪ねた。自宅での先生
は紺色の着物姿でおられることが多く、それが髭の姿
に大変よく似合っていた。
　先生の少年時代を描いた映画「森の学校」が出来て

洒脱な偉人・鳳鳴人
びと

西垣吉春(高17回)

ただ『森の学校』の『森』の概念は地域によって随分
と違っている。熱帯雨林と砂漠地帯では日本人の考え
る森では通用しない。そこで漢字圏以外の国々では
『MASAO』で公開することになった。『「まさお」かァ！
（ニッと笑って）「まさ
お」は日本で一番多い
名前だからね』と快諾
頂いた。この時もやん
ちゃなマト少年の顔を
垣間見た気がした。
　先生の名著を映画化
するという向こう見ず
な企画であったが、こ
の企画のお陰で原作
「少年動物誌」の本質に、そしてご夫妻の瑞々しい人
間愛に触れることが叶いました。
　「先生ご苦労様です。ほんまに有難うございました」
映画の台詞で感謝申し上げます。　合掌（京都・あらし山）

※今年の8月20日、21日、田園交響ホールで「森の学校」
　を上映。主催丹波篠山観光協会。尚、全国での公開は「映
　画森の学校」のHPで随時更新中です。

河合雅雄先生との思い出
樋口清一(高７回)

いたので、ささやまの森公園もそのコンセプトを考え
ていたが、ふと「森が学校」もいいのではないかと思い、
先生に告げると「うん、それが
いいね」と返事をいただいた。
現在ささやまの森公園の和室に
先生揮毫の「森が学校」の掛け
軸がかかっている。
　裏の畑の世話を何度か手伝っ
た。黒豆の苗を20本ほど持参す
ると「これはビールに最高だ」
と大事に育てられた。雑草を抜
きながら「この草1本にも名前が
あるのだね」といい、除草剤や
マルチ（黒い覆い）を勧めても
拒否された。出来た野菜を娘さ
ん宅に送り、娘さんが近所にお
裾分けすると「実家が農家だと
いいですね」と礼を言われたと
自慢顔された姿は百姓爺さんそ
のものだった。

　小暑の候　篠山鳳鳴高校同窓
会の皆様におかれましては　ま
すますご健勝のこととお喜び申
し上げます。平素は格別のご厚
情を賜り誠にありがたく心から
厚くお礼申し上げます。
　お陰様をもちまして、去る6
月9日の兵庫県議会本会議にお
いて、歴史と伝統に輝く兵庫県
議会の第125代議長に選任い

ただきました。県政150年この間、多紀郡時代を含
め当選挙区から初の兵庫県議会議長でもあり、改めて、
その責任の重大さに身の引き締まる思いがいたしま
す。
　さて、本年度は県政の羅針盤となる「ひょうごビジョ
ン2050」を具体化するスタートの年です。県民の皆
様とともに、その実現に向け大きな一歩を踏み出す年
にしなければなりません。
　ウィズコロナの暮らしにより、人々の生活様式や働
き方に変化が生じ、地方への関心も高まっています。
　丹波篠山市では、令和３年度の移住者数は、コロナ
前の令和元年度と比べ約３倍に増えました。
　自然と共生する暮らしや、時間や場所にとらわれな

い働き方を求める人も増えています。
　まさに丹波篠山のポテンシャルを活かした地域創生
の取組を前進させるチャンスが訪れているのです。
　兵庫県・丹波篠山市の新時代を切り拓くためにも、
当局と県議会、県民・市民が、ともに考え、思いを共
有しながら、新たな一歩を踏み出す１年となるよう、
全力で取り組んでまいります。
　ふるさとのすばらしい未来に向け、議会の公正で円
滑な運営とさらなる活性化に努め、県民・市民の負託
に応えられるよう、精神誠意取り組んでまいりますの
で、同窓会の皆様には今後ともご指導ご鞭撻よろしく
お願い申し上げます。

　『行動は明日のために～力強いふるさとづくり～』

筆者▲

2016年8月 丹波篠山キッズ・
サイエンス教室でのご夫妻
　　　（於：市民センター）

▲

河合先生の愛唱歌「手のひらを太陽に」を合唱する篠山少年少女合唱団▲

1976年発行の初版本及び
2002年発行の文庫本

▲

筆者▲

第125代 兵庫県議会議長に就任
小西隆紀(高36回)
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　日本には目に見えない
“社会のレール”があるよ
うに思う。（大抵の人は）
22歳で（有名）大学を卒
業し、正社員で辞めずに
働き続け、20代ぐらいで
異性と結婚して子どもを
持つ。SNSはそんな写真
で溢れ、逆にそのレール
に乗れなければ焦ったり、
ましてや社会から取り残
されているように感じる
ことさえある。私はその概念や偏見に縛られ苦しめら
れていた。
　夢だったワーキングホリデーに行くということは、
高校教員を退職し一般的な前述のレールから外れると
いうことだった。不安や周囲から心配の声もあったが、
人生は一度きりだと思い渡航を決めた。
　決して容易な決断ではなかったが、今では心からこ
こメルボルンに来てよかったと思っている。ここは
様々なバックグラウンドを持つ人で溢れ、多様な価値
観、生き方が尊重されている。例えば履歴書では、年齢、
国籍は書かず、顔写真さえ載せない。そういった表面

的なことで人を判断する文化がないようだ。私はこち
らの“ありのままの自分でいていい”という空気感に
癒されている。今までのいろいろな悩みから解放され、
まるで天国に来たかのような気さえする。
　もし過去の私のように社会のレールに苦しむ人がい
れば伝えたい。何歳になっても、今日より若い日はな
い。だから何でも
今挑戦したらいい。
自分の感じるわく
わく・違和感に素
直になって、自分
が本当にしたいこ
とを心に問えばい
い。どんな人生で
も、自分が心から
幸せだと思える生
き方をしよう。

オーストラリアの空気に触れて
　～10年越しに叶ったワーキングホリデー～

植野　梓(高62回)

　先生とお目通りが叶ったのは
1997年6月23日。同 窓 で9回 卒
業の河村一夫氏（故人）の案内で、
犬山市山寺の先生のご自宅を訪ね、
著書「少年動物誌」の映画化権の
依頼した時だ。河村氏から「道が
分からなくなったら、お猿の河合
先生のお宅と言えばタクシーが連

れて行ってくれるから」と教わり、この道案内を何度
も使わせて頂いた。通りから少し入ったところに瀟洒
なお住まいがあり、家の前の畑は先生の菜園と聞いた。
後に篠山へ帰られて、
野菜を栽培されたのも
犬山での心得があって
のことと思う。ただ「玉
葱を植えたんだけど僕
のはラッキョウの親方
みたいな玉葱！・・・
クックク」と笑われた
顔が今も思い浮かぶ。
　映画のタイトルを相
談する機会があり「『森
の学校』を提案すると、『森が学校』がええ！」との返事。
語呂が悪いので『森の学校』でお願いしますと一応の
了解を得たが、後日「ささやまの森公園」を伺うと和
室（茶室）に『森が学校』と先生直筆の軸が・・・。
　
　映画公開後、この作品が国際交流基金の支援事業で、
12か国語の字幕を載せて世界展開することとなった。

　20数年前、高校を定年退職し
再就職した県立人と自然の博物館
で館長の先生に挨拶するなり「樋
口繁一先生の…」と言われた。
60数年前の篠山小学校で担任で
もない父のことを言われたのに驚
いた。確かに父は植物をよく知っ
ており、よく尋ねられたそうだ。
　人と自然の博物館を退職した

年、ささやまの森公園の立ち上げをするように先生か
ら言われた。当時先生は丹波の森公苑長も兼ねておら
れたので、篠山在住の私に声を掛けていただいたのだ
ろう。白紙の中から公園運営の企画立案を練るのに先
生に何度も意見を聞きに自宅を訪ねた。自宅での先生
は紺色の着物姿でおられることが多く、それが髭の姿
に大変よく似合っていた。
　先生の少年時代を描いた映画「森の学校」が出来て

洒脱な偉人・鳳鳴人
びと

西垣吉春(高17回)

ただ『森の学校』の『森』の概念は地域によって随分
と違っている。熱帯雨林と砂漠地帯では日本人の考え
る森では通用しない。そこで漢字圏以外の国々では
『MASAO』で公開することになった。『「まさお」かァ！
（ニッと笑って）「まさ
お」は日本で一番多い
名前だからね』と快諾
頂いた。この時もやん
ちゃなマト少年の顔を
垣間見た気がした。
　先生の名著を映画化
するという向こう見ず
な企画であったが、こ
の企画のお陰で原作
「少年動物誌」の本質に、そしてご夫妻の瑞々しい人
間愛に触れることが叶いました。
　「先生ご苦労様です。ほんまに有難うございました」
映画の台詞で感謝申し上げます。　合掌（京都・あらし山）

※今年の8月20日、21日、田園交響ホールで「森の学校」
　を上映。主催丹波篠山観光協会。尚、全国での公開は「映
　画森の学校」のHPで随時更新中です。

河合雅雄先生との思い出
樋口清一(高７回)

いたので、ささやまの森公園もそのコンセプトを考え
ていたが、ふと「森が学校」もいいのではないかと思い、
先生に告げると「うん、それが
いいね」と返事をいただいた。
現在ささやまの森公園の和室に
先生揮毫の「森が学校」の掛け
軸がかかっている。
　裏の畑の世話を何度か手伝っ
た。黒豆の苗を20本ほど持参す
ると「これはビールに最高だ」
と大事に育てられた。雑草を抜
きながら「この草1本にも名前が
あるのだね」といい、除草剤や
マルチ（黒い覆い）を勧めても
拒否された。出来た野菜を娘さ
ん宅に送り、娘さんが近所にお
裾分けすると「実家が農家だと
いいですね」と礼を言われたと
自慢顔された姿は百姓爺さんそ
のものだった。

　小暑の候　篠山鳳鳴高校同窓
会の皆様におかれましては　ま
すますご健勝のこととお喜び申
し上げます。平素は格別のご厚
情を賜り誠にありがたく心から
厚くお礼申し上げます。
　お陰様をもちまして、去る6
月9日の兵庫県議会本会議にお
いて、歴史と伝統に輝く兵庫県
議会の第125代議長に選任い

ただきました。県政150年この間、多紀郡時代を含
め当選挙区から初の兵庫県議会議長でもあり、改めて、
その責任の重大さに身の引き締まる思いがいたしま
す。
　さて、本年度は県政の羅針盤となる「ひょうごビジョ
ン2050」を具体化するスタートの年です。県民の皆
様とともに、その実現に向け大きな一歩を踏み出す年
にしなければなりません。
　ウィズコロナの暮らしにより、人々の生活様式や働
き方に変化が生じ、地方への関心も高まっています。
　丹波篠山市では、令和３年度の移住者数は、コロナ
前の令和元年度と比べ約３倍に増えました。
　自然と共生する暮らしや、時間や場所にとらわれな

い働き方を求める人も増えています。
　まさに丹波篠山のポテンシャルを活かした地域創生
の取組を前進させるチャンスが訪れているのです。
　兵庫県・丹波篠山市の新時代を切り拓くためにも、
当局と県議会、県民・市民が、ともに考え、思いを共
有しながら、新たな一歩を踏み出す１年となるよう、
全力で取り組んでまいります。
　ふるさとのすばらしい未来に向け、議会の公正で円
滑な運営とさらなる活性化に努め、県民・市民の負託
に応えられるよう、精神誠意取り組んでまいりますの
で、同窓会の皆様には今後ともご指導ご鞭撻よろしく
お願い申し上げます。

　『行動は明日のために～力強いふるさとづくり～』

筆者▲

2016年8月 丹波篠山キッズ・
サイエンス教室でのご夫妻
　　　（於：市民センター）

▲

河合先生の愛唱歌「手のひらを太陽に」を合唱する篠山少年少女合唱団▲

1976年発行の初版本及び
2002年発行の文庫本

▲

筆者▲

第125代 兵庫県議会議長に就任
小西隆紀(高36回)
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●同窓会長様はじめ役員の皆様、教職員
のご尽力により、同窓会報を毎年送付い
ただき有難うございます。篠山口駅から
旧町内以外の交通便が悪く、運転しなく
なると、ふるさとは遠きにありです。篠山
市内のトピックスも掲載下されば嬉しい
です。高13 鈴垣育子（三木市）
●今年は”卒寿”。これまで己れは何をし
たかを考えた結果、自叙伝「最後の事件
記者 わーさんの生きざま」を書いたとい
うよりまとめた。丹波新聞で出版する。新
聞記者として働けたのは幸せだった。
　　　　  　　　　  高２ 若狭晃（堺市）
●その①えーかっこしいはしんどいと周
囲から言われました。その②健康は財産
のうち。老若男女、みなさまお達者で。
　　　　　　　 高６ 旭重子（東大阪市）
●いつもありがとうございます。参加は
あまりできていませんが、おハガキうれ
しく拝見いたしました。お身体を大切に。
　　　　　　　高14 高岡行子（大阪市）
●「肺ガン」発見！！びっくりと、この先の
心配・・・・・現在の進んだ医療とDｒに託

し治療に専念中です。
　　　　　　　　高15 小林俊治（堺市）
●あれから60年。卒業してから大阪で2
年、営業所開設で広島でず～と生活して
います。その間、結婚、カープ初優勝、新
幹線開通など、忙しいけど楽しかった昭
和。高校時代は今でも頭の中にしっかり
あります。お城のそばの学校、お堀の廻
りを走ったことなど目頭があつくなりま
す。あの時代にかえりたい。
　　　　　　   高14 田中正昭（安芸郡）
●「森の学校」を見て感動しました。教育
関係の方と一緒に見ました。その方も大
感動でした。市役所のホールに行ったら
いつでも見れるとか（現）鳳鳴高校の生
徒や多紀郡の全中学校に鑑賞してもら
いたいと強く強く思いました。
　　　　　　   高16 高家正和（宝塚市）
●6年程前から月1回5組の有志による集
いをしています。数年前までは年1回旅行
もしていましたが、今はもう元気の確認
です。でも、集まると生活の知恵の集い
です。　　  高９ 畑美智子（丹波篠山市）

同窓生からのお便り 順不同　敬称略（令和3年７月～令和4年５月分）（令和3年７月～令和4年５月分）

支部・全国・全世界からのメッセージ

●これを書いております時は東京五輪
前。ワクチン云々の最中です。これが載り
ます頃には会員の皆々様との再会がで
きまして笑い話となります事を！！
　　　　  高35 本山尚己（丹波篠山市）
●昨年の便りに引続きの話。心臓病の手
術、足のつけ根の動脈からカテーテルで
大動脈弁置換成功しました。20年9月16
日でした。まだ、僧帽弁は手術のリスクが
高いのでしていません。21年の1月～3月
大変調子悪く、心不全をおこしてました。
胸水もたまり、夜が来るのがこわかった。
朝起きてこないんじゃないかと思いまし
た。利尿剤で水を出し楽になりました。今
迄生きて来たなかで心臓病がやはり一
番大変と思いました。あと少しがんばり
ます。　 　　　高９ 西本治美（大阪市）
●鳳鳴高校を卒業して60年以上、関東
在住の同級生で、毎年会食をもっていま
したがコロナのせいで2年間中止。早く皆
と会える日が待ちどおしいです。
　　　　　　   高13 吉田行輝（葛飾区）
●・グラウンドゴルフ・民謡（唄、三味線）

兵庫県丹波篠山市中野76-4 FAX（079）594－2612

http://www.holonpia.com
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楽しんでいます。・家庭菜園も。
　　　　　　 高７ 畑　穰（丹波篠山市）
●篠山鳳鳴高校生の益々の活躍を願っ
ております。  歴代校長 奥田格（三田市）
●長い伝統を新しい時代の要請に応え
る努力を切に祈ります。
　　　　　   鳳中59 竹内静夫（神戸市）
●いつも会報を送っていただきありがと
うございます。自分の年老いていく姿に
まざまざと見せつけられます。
　　　　　　   高10 垣内和子（神戸市）
●いつもお世話になりありがとうござい
ます。大阪に出て来て50年になります。
お陰様で、元気に仕事に精を出して頑
張っています。これも丹波篠山で育ち、鳳
鳴で学んだこと誇りに思います。これか
らもよろしくお願いします。
　　　　　　　高23 大杉壽男（大阪市）
●高齢となり又コロナのため、丹波篠山
に帰る事は勿論、同窓生にも会う事叶わ
ず、ひきこもり状態の今日この頃です。し
かも、家内がホームに入居しひとり住ま
いが心身とも負担となる。今では殆ど受
験のため過ごした高校生時代が人生で
一番充実していた事が想起される。
　　　　　　 高７ 畑中正治（茅ヶ崎市）
●同窓会誌にご掲載いただきありがとう
ございます。家族も親戚も大変よろこん
でくれました。コロナで疎遠になってい
た遠縁のものも同窓会誌みたというた
より復旧しました。
　　　　　高34 加藤善朗（丹波篠山市）
●今夏（R３）の甲子園地区予選でのコー
ルド負けは何が原因でしょう。選手も指
導者も頑張ってほしい。
　　　　　　　 高９ 森田公司（神戸市）
●同窓会報に細見校長の4つの「学校改
革を進めます」の記事を拝見し心強く思
いました。それに加えて、若者により魅力
的な制服への変更を提案します。制服の
デザインを一新し、女生徒には防寒や
ジェンダーの点からも、ズボンとスカー
トを選択できるようにすべきではないで
しょうか。  高24 安井博幸（丹波篠山市）
●第４波コロナ禍のなか、東京オリン
ピック開幕を目前にし、期待と不安いっ
ぱいの昨今です。勿論、世紀の祭典の成
功を祈りつつも、令和4年度のこの会報
が届く頃にはコロナ禍もすっかり納ま
り、マスク不要の本来の暮らしを取り戻

していることを願うばかりです。
　　　　　　　高12 中山岩男（越谷市）
●篠山の町を離れてもう何年になるだろ
うかと年を数えます。83才になっても町
の風景は目に浮かびます。育った場所で
受けた教育や友情はどこか身体に残って
いる様です。女の人達の色々なグループ
に入って勉強、遊びなどしても、どこか芯
があるとか、よく頑張る！！とかほめ言葉
(？)を聞きます。鳳鳴高校のおかげです。
感謝！！　　　  高８ 出水正江（松原市）
●太極拳を始めて十五年。継続している
内に呼吸も楽になり、かぜもひかなくな
り、足腰が安定し転倒予防にもなりまし
た。そして、心身のゆとりや人とのやりと
りで人と和することや、健康を願い精進
しあうようになりました。先日「森の学
校」を鑑賞しました。丹波篠山の自然豊
かな中で、人が和気藹々と自然と共に共
同生活が送られていました。自然と調和
しながら人とのきずな、人への思いやり
が大切だと思いました。
　　　　　　　高16 太野垣功（新潟市）
●庭に季節毎に花を植え、少量ですが野
菜も作っています。朝日をあびての庭仕
事と収穫した野菜の朝御飯はいつもお
いしいです。週一回、きものを着て日本
舞踊のけいこに通っています。
　　　　　　　 高４ 山内照子（奈良市）
●とりたてて申し上げることはありませ
んが、コロナの隙間を狙って、十日に一度
ほど仕事の手伝いに出かけています。い
つもごていねいなご案内をいただき有
難くお礼申し上げます。
　　　　　　高10 平野喜與士（池田市）
●ひたすら秋の出品に向けて龍蔵寺の
山並みを背景に昆虫（今回は「スズメバ
チ」）の油絵制作と東京五輪のテレビ観
戦の日々です。幸い、ワクチンも2回完
了。健康です。R3年７月29日
　　　　　　　　　高11 匿名（千葉市）
●会報が届くたび、高校のころを思い出
し懐かしい気持ちになります。いつも作
成ありがとうございます。今も細く長く
をモットーに音楽を続けていますが、長
く続けられるきっかけは高校時代にあり
ました。先生方や先輩方の指導も含め高
校生活が、自分の好きな音楽の道をつき
つめる一歩になったと考えています。コ
ロナが落ち着いたら、一度篠山に足を運

びたいと思います。
　　　　　高29 進藤（大上）博美（堺市）
●故里は遠きに在りて思うものでなく、
従兄弟達との交流もありますが、加齢と
共に行く機会が減りました。高校卒業し
てから60年。よき田園風景があり、多紀
アルプスを望むと安心感というか温かい
ものを感じます。
　　　　　　　高13 鈴垣育子（三木市）
●毎年行っていた高13卓球部同期会は
コロナの影響で来春に繰り延べしまし
た。まだ参加されていない高13卓球部の
皆さん、ご参加をお待ちしております。母
校のホームページで現役の卓球部の皆
さんのご活躍を知り、OB OGは感激し
ました。電話番号 0798-48-8785 係 
明山嘉祐（西宮市）
　　　　　　　高13 明山嘉佑（西宮市）
●コロナ禍の第５波が終息しつつ有るな
か、またも変異株オミクロン型の感染者
が確認され始めた昨今、篠山での学年同
窓会の延期が続いています。来年は虎
年。七回目を迎える年令に成ります。来年
こそは同級生の皆様とお会い出来る事
を願っています。
　　　　　　　 高９ 小川渥美(倉敷市）
●昭和20年3月末、旧講堂で送る生徒も
いない卒業式を挙げました。1日だけの
帰郷で翌日は再び勤労動員先の尼崎の
住友プロペラ工場へ逆りプロペラ造りに
希望のない日々を送りました。6月15日
の空襲で焼却した工場を後に篠山に逃
げ帰りました。何と平和で穏やかな街
だったことでしょう。そして7月10日晴れ
て入学式のため上京、尚志館に入りまし
た。今ではほとんどの同級生は消息不明
か死亡されました。折角生かされた命、
これある限り母校の発展を祈り乍ら穏
やかな老後を送りたいと思っています。
　　　　 鳳中 60 山内章三郎（尼崎市）
●家内が川北で丹波篠山黒豆プリンを
作っています。
　　　　　　高25 山本隆（丹波篠山市）
●故郷を離れて48年が経過、卒業した小
学校も中学校もいつの間にか閉校して
しまっている。高校だけはと思うが卒業
生の進路状況等を見ると少人数なのに
驚く。自分たちの頃は1学年280名ぐら
いいたのに．．．篠山鳳鳴健児頑張って下
さい。　　　　 高26 井口継綱（大和市）

　58年前、19歳まで丹波篠山城の近くに住んでいま
した。
　NTTを退職してから音楽活動に入り72歳で歌手デ
ビューしました。高校時代に音楽部在籍して歌い、声
を出すことが好きでした。当時、ぜん息もちで、１年
間休学して高15回（S38年卒）になりました。
　山、川のある古里に似た環境が好きでしたから、三
重県名張市を永住地と定め、今も夫婦で暮らしていま
す。妻は長年ピアノ先生稼業です。長男は劇団四季の
舞台俳優です。次男は自宅近くで結婚をして、家族旅
行を楽しんでいます。
　貧しい家庭に生まれましたが社会人になってから
は、経済成長の波に乗せて頂き皆様と同じような生活
をしています。幸せな日々です。
　ギター片手に、鼻歌気分で歌好き仲間とカラオケ店
で歌うようになってから、本格的な演歌グループ作り

をしました。母が短歌が好
きでしたから、私も短歌が
好きで、ノートに書いて楽
しんでいました。今は作詞、
作曲、編曲をしています。
シンガーソングライターが
事の始まりです。自作自演
のオリジナル曲「名張駅」
を名張市市役所の会議室で
議員さんの前で歌う機会が
あり参加したのが縁となり、
歌手デビューしました。全
国カラオケ店［DAM］に６曲配信されたことが大き
な話題となり、芸名「レーモンド塚下慎太郎」を認知
して頂きました。
　ヒット曲「名張に来てダ～コ」を聞いて歌ってくだ
さい。三重県名張の演歌ばかりを世に出しています。
　スマホの携帯電話をお持ちの方は、検索 ［塚下慎太
郎］と入力してください。39曲のアルバムが出て来
ます。歌ってください、よろしくお願い致します。

念願…歌手を果たして　
レーモンド塚下慎太郎(高15回)
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●今夏（R３）の甲子園地区予選でのコー
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　　　　　　　 高９ 森田公司（神戸市）
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ピック開幕を目前にし、期待と不安いっ
ぱいの昨今です。勿論、世紀の祭典の成
功を祈りつつも、令和4年度のこの会報
が届く頃にはコロナ禍もすっかり納ま
り、マスク不要の本来の暮らしを取り戻

していることを願うばかりです。
　　　　　　　高12 中山岩男（越谷市）
●篠山の町を離れてもう何年になるだろ
うかと年を数えます。83才になっても町
の風景は目に浮かびます。育った場所で
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ビューしました。高校時代に音楽部在籍して歌い、声
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をしました。母が短歌が好
きでしたから、私も短歌が
好きで、ノートに書いて楽
しんでいました。今は作詞、
作曲、編曲をしています。
シンガーソングライターが
事の始まりです。自作自演
のオリジナル曲「名張駅」
を名張市市役所の会議室で
議員さんの前で歌う機会が
あり参加したのが縁となり、
歌手デビューしました。全
国カラオケ店［DAM］に６曲配信されたことが大き
な話題となり、芸名「レーモンド塚下慎太郎」を認知
して頂きました。
　ヒット曲「名張に来てダ～コ」を聞いて歌ってくだ
さい。三重県名張の演歌ばかりを世に出しています。
　スマホの携帯電話をお持ちの方は、検索 ［塚下慎太
郎］と入力してください。39曲のアルバムが出て来
ます。歌ってください、よろしくお願い致します。

念願…歌手を果たして　
レーモンド塚下慎太郎(高15回)
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　例年は入学当初にオリエンテーション合
宿が実施されていましたが、本年度は新型
コロナウイルス感染防止のため、日帰りの
遠足という形になりました。
　汗ばむほどの素晴らしい天気の中、ハイ
キングと飯盒炊さんに取り組みました。友
達と楽しく会話しながら登った神鍋山は景
色がとてもきれいで癒されました。班で協
力しながらつくったカレーライスもおいし
くできました。
　この遠足で築き深めたクラスや学年の和
を今後の高校生活にいかしていきましょう。

令和４年４月22日(金)　於：神鍋高原高77回生

　神戸市中央区の「人と防災未来センター」を訪問し、阪神・淡路大震災や東日本大震災について学び、日常の防災・
減災への取り組みが大切なことを実感しました。午後は、グループに分かれ、昼食や散策を楽しみました。

令和４年４月22日（金）　於：人と防災未来センター、神戸三宮周辺

令和４年４月21日（木）～22日（金）　於：京都、USJ

高76回生

　1月末に予定していた北海道への3泊4日の修学旅行がコロナ禍のため中止となり、代替行事として1泊2日で京都
＆USJへの修学旅行を実施しました。
　初日は高台寺でバス下車後、京都市内の班別自由研修に出発。清水寺を中心に歴史ある街並みを散策しながら、抹
茶スイーツなどを楽しみました。夕刻にはよしもと祇園花月で漫才や落語、新喜劇を鑑賞し、ホテルビュッフェの夕
食後宿泊先の大阪へ移動しました。
　2日目はユニバーサルスタジオジャパンで様々なアトラクションを楽しみ、最後はプロのMCやパフォーマーによ
るUSJパーティープランで大盛り上がりの中、全てのプログラムを終えることができました。生徒たちの満足度は非
常に高く、高校生活の思い出に残る修学旅行になりました。

【国公立大学】
大阪大（1）　大阪教育大（2）　岡山大（5）　神戸大（3）
島根大（1）　鳥取大（1）　鳴門教育大（1）　
兵庫教育大（1）　弘前大（1）　和歌山大（1）
　　　　　　　　　　　　　　　 国立大　計17名
尾道市立大（1）　九州歯科大（1）　高知工科大（2）
公立鳥取環境大（1）　島根県立大（2）　新見公立大（1）
都留文科大（1）　兵庫県立大（1）　   公立大　計10名
【私立大学】
関西大（11）　関西学院（26）　同志社大（7）　立命館大（8）
京都産業大（1）　近畿大（15）　甲南大（8）　龍谷大（17）　
摂南大（4）　追手門学院大（16）　神戸学院大（35）
仏教大（4）　大阪工大（10）　神戸親和女子大（7）
甲南女子大（4）　金沢工大（4）　など
　　　　　　　　　　 　私立四年制大　計283名

令和3年度入試　主な現役生合格大学

男子ソフトテニス部

陸上競技部

吹奏楽部

◆部活動の軌跡

◆令和３年度卒業生進路状況 （令和４年３月卒業）

令和３年度の活躍

いちご一会とちぎ国体
スケート(スピード)　競技出場

第16回全国高校生ボディビル選手権大会
　　　第6位

第45回全国高等学校総合文化祭
　小倉百人一首かるた部門県代表
　
第45回兵庫県高等学校総合文化祭
　小倉百人一首かるた部門A級優勝
　
税に関する高校生の作文
　兵庫県租税教育推進連絡協議会賞　

令和3年度秋季近畿地区高等学校軟式野球大会出場

観光甲子園2021日本遺産部門グランプリ

●令和3年度丹有高等学校陸上競技選手権大会
　　女子やり投げ　第1位　桑形奈央

●令和3年度丹有地区高等学校ソフトテニス選手権大会
　　男子個人戦　第1位　井谷亘佑・稲井達彦

●第68回兵庫県吹奏楽コンクール
　第44回西阪神地区大会高等学校S部門　金賞

●第22回丹有地区高校生英語暗唱大会
　　優勝　田中星奈 

そ の 他

高75回生

https://unitopia-sasayama.pgu.or.jp

〒669-2356
兵庫県丹波篠山市矢代231-1

○ 宿泊
○ グルメ
○ 研修

○ アウトドアスポーツ
○ キャンプ＆BBQ
○ 温泉

印刷

https://www.pritec.net  info@pritec.net
〒669-2333  兵庫県丹波篠山市南新町67-1

春の遠足● ●

修学旅行● ●

春の遠足● ●

（四年制・合格者数）

山名　諒

檜皮哲希

竹見柊太

野垣梓美

堀　悠菜

軟式野球部

インターアクト部

男　　　女　　　 計　　　　合計

４年制大学
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公　立
私　立
公　立
私　立

短期大学
男　    68（71）
女　    60（76）
計   128（144） 文部省所管外学校 0（0）

０（１）

看護・医療
一般

公務員
民　間
進　学
公務員

海外留学（準備）
その他 １（１）

73
（78）

61
（76）

134
（154）

134
（154）

進　路　種　別

進　学 100（106）

8（５）

専修・各種学校 20（30）

就　職 ２（9）

進学準備 ３（２）

合　　　計

（  ）は昨年度

11
8
40
0
2
0
3
4
1
1
2
0
0
1

6
2
33
0
6
0
7
6
0
0
1
0
0
0

17
10
73
0
8
0
10
10
1
1
3
0
0
1

個 人 の 部

団 体 の 部

鳳  凰  賞

軟式野球近畿地区野球大会出場 インターアクト部 観光甲子園
日本遺産部門グランプリ
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第45回兵庫県高等学校総合文化祭
　小倉百人一首かるた部門A級優勝
　
税に関する高校生の作文
　兵庫県租税教育推進連絡協議会賞　

令和3年度秋季近畿地区高等学校軟式野球大会出場

観光甲子園2021日本遺産部門グランプリ

●令和3年度丹有高等学校陸上競技選手権大会
　　女子やり投げ　第1位　桑形奈央

●令和3年度丹有地区高等学校ソフトテニス選手権大会
　　男子個人戦　第1位　井谷亘佑・稲井達彦

●第68回兵庫県吹奏楽コンクール
　第44回西阪神地区大会高等学校S部門　金賞

●第22回丹有地区高校生英語暗唱大会
　　優勝　田中星奈 

そ の 他

高75回生

https://unitopia-sasayama.pgu.or.jp

〒669-2356
兵庫県丹波篠山市矢代231-1

○ 宿泊
○ グルメ
○ 研修

○ アウトドアスポーツ
○ キャンプ＆BBQ
○ 温泉

印刷

https://www.pritec.net  info@pritec.net
〒669-2333  兵庫県丹波篠山市南新町67-1

春の遠足● ●

修学旅行● ●

春の遠足● ●

（四年制・合格者数）

山名　諒

檜皮哲希

竹見柊太

野垣梓美

堀　悠菜

軟式野球部

インターアクト部

男　　　女　　　 計　　　　合計

４年制大学
国　立
公　立
私　立
公　立
私　立

短期大学
男　    68（71）
女　    60（76）
計   128（144） 文部省所管外学校 0（0）

０（１）

看護・医療
一般

公務員
民　間
進　学
公務員

海外留学（準備）
その他 １（１）

73
（78）

61
（76）

134
（154）

134
（154）

進　路　種　別

進　学 100（106）

8（５）

専修・各種学校 20（30）

就　職 ２（9）

進学準備 ３（２）

合　　　計

（  ）は昨年度

11
8
40
0
2
0
3
4
1
1
2
0
0
1

6
2
33
0
6
0
7
6
0
0
1
0
0
0

17
10
73
0
8
0
10
10
1
1
3
0
0
1

個 人 の 部

団 体 の 部

鳳  凰  賞

軟式野球近畿地区野球大会出場 インターアクト部 観光甲子園
日本遺産部門グランプリ
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この振込用紙は、丹波篠山市への「ふるさと応援寄付金」用です。
同窓会活動協力金の振込用紙は、別紙で同封していますので、お間違いのないようご注意下さい。

　私はこの春から大阪大学法学部法
学科に進学します。私にはこの大学
自体に進みたいという願望があって、
学部は後から決定しました。正直な
ところ、そこに明確な理由はなかっ
たのですが、今になって考えるとそ
ういった自分の曖昧さの解決も法学
に求めていたのかもしれないと思い
ます。
　大学では法学に関する知識や技能、
他にも課外活動等を通じてコミュニ
ケーション能力を身につけ、将来は
それらを用いて困っている人や企業
の助けになりたいです。また、自分
の専門以外の科目の授業にも積極的
に取り組み、教養の深い人間になれ
ればと思います。
　私は高校生としての三年間、部活
や特に最終学年になってからは勉強
に打ち込みました。そういった努力
や熱意の感覚を忘れることのないよ
うに、また今まで私を支えてくれた
家族や友人、そしてお世話になった
先生方の恩に報いることができるよ
うにこれからも精進していきます。　
　　　　　　　　　　　  青野　寛大

同窓会事務局からの報告

319,597
0

2,740,000
0

240,000
534,782
3,834,379

繰 越 金
会 費
繰 入 金
特 別 賦 課 金
広 告 料 収 入
雑 収 入
　合 計　

2,744
2,529,235

0
455,883
89,572
20,640
132,387

0
300,000
3,530,461
303,918
3,834,379

4,456,776
7,279,142
1,827,081
3,596,453
17,159,452

会 議 費
事 業 費
会 員 大 会 費
人 件 費
需 用 費
慶 弔 費
通 信 費
予 備 費
積 立 金
　 小 計
次期繰越し収支差額
　合 計　

収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）

303,918
715,000
2,100,000

0
240,000
531,082
3,890,000

繰 越 金
会 費
繰 入 金
特 別 賦 課 金
広 告 料 収 入
雑 収 入
　合 計　

10,000
2,700,000

0
570,000
80,000
10,000
190,000
30,000
300,000
3,890,000

会 議 費
事 業 費
会 員 大 会 費
人 件 費
需 用 費
慶 弔 費
通 信 費
予 備 費
積 立 金
　合 計　

収入の部 （単位：円） （単位：円）支出の部

同 窓 会 基 金 会 計
同 窓 会 名 簿 特 別 会 計
活 動 協 力 金 特 別 会 計
周 年 事 業 特 別 会 計
　 総 合 計 　

（単位：円）

令和4年度 同窓会事業計画

令和4年度 一般会計予算（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

代議員会報告

科　　目 決  算  額

科　　　目 令和3年度残高

科　　目 予 算 額 科　　目 予 算 額

科　　目 決  算  額
年 月　日 事　　　業 場　　所

４月８日

４月18日

５月16日

７月初旬

11月中旬

２月27日

３月下旬

３月下旬

令和4年

令和5年

朝陽会館2階　会議室

本館1階　第1会議室

書面決議

コロナ禍対応を踏まえ中止

篠山鳳鳴高校体育館

校長応接室

校長応接室　参考2(※)

会計監査

正副会長・学校三役合同会議

常任理事会・代議員会

会報発行

会員大会（第16 回 鳳鳴のつどい)

同窓会入会式・鳳凰賞授与式

堀内剛二奨学金給付式

藤木千皓奨学金給付式

★正副会長会は随時開催

　私は、この春から神戸大学理学部
惑星学科に進学することが決まりま
した。
　惑星学科は、地球から宇宙まで幅
広い対象について学修、研究できる
学科です。
　丹波篠山市は自然に恵まれてお
り、又貴重な化石が多く発見されて
いる篠山層群でも有名です。私は、
丹波篠山で自然と触れ合う中で、地
球環境や地層、地球内部の仕組みに
ついて興味を持ち、この学科を選択
しました。大学では、学科の専門分
野はもちろん、その他の様々な分野
も学ぶことで、より見識を深めてい
きたいと考えています。
　私が行きたい進路を選ぶことがで
きたのも、ご指導してくださった先
生方や応援してくれた家族、友人の
おかげです。これからも周りの大切
な人達への感謝の気持を忘れず、努
力を続けて、社会に貢献していきた
いと思います。
　　　 　　　　　　　  上坂　美月

　私は、四年間の大学生活を通して、様々な
ことに意欲を持って取り組み、視野を広げて
いきたいと考えています。
　高校ではインターアクト部に所属し、ボラ
ンティア活動に参加しました。小学生から年
配の方まで様々な年代の人と交流したり、市
外へ出て海岸のゴミ拾いをしたりと、私一人
ではできなかったであろう多くの経験をする
ことができました。また、そのような活動を
通して、今まで気づかなかった地域の魅力に
ついて知るとともに、新たな知識や物事の考
え方を得ることができました。
　大学では、自分とは違った価値観を持つ人
と意見を交わしたり、初めてのことに挑戦し
たりする機会が高校生の頃よりも更に多くあ
ると思います。自分の視野を広げていけるよ
う、多様な考えを受け入れ、変化を恐れずに
積極的に行動したいと考えています。また、
私を支えてくれている全ての人への感謝の気
持ちを忘れずに、毎日を前向きな気持ちで過
ごしたいと思います。
　新たな出会いや発見を大切にしながら、多
くのことを学び、将来は社会に貢献できる人
材になれるよう、精一杯頑張ります。 
　　　　　　　　　　　　　　　  柳　友梨香

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

教育振興基金委員会より報告

収入の部 （単位：円）

7,523,458

750,000

119

8,273,577

繰 越 金

寄 付 金

雑 収 入

　 合 　 計 　

収　入　額科　　　目
（単位：円）支出の部

支　出　額科　　　目
127,879

23,450

82,280

0

58,784

0

292,393

鳳凰賞・皆勤賞

教 育 活 動 費

広 報 活 動 費

設 備 充 実 費

図 書 費

特 別 事 業 費

　 合 　 計 　

収入総額
支出総額
残　　額

8,273,577円
292,393円
7,981,184円

（※令和4年度へ繰越）

同窓会活動協力金の他に、特別寄付金を
いただきました。ありがとうございました。

参考2（※）

参考1　同窓会関連事業、各支部事業等及び学校行事等本部役員出席事業

藤木千皓奨学金は高女33回卒の藤木千皓氏が「在学中にボラン
ティア活動に励み、かつ優秀な成績を修めながら、他の生徒の範
となって大学等への進学を目指し、今後国家社会の有為な人材と
して期待される者に給付したい」という趣旨により、令和元年度か
ら設けられた奨学金制度です。

令和3年度一般会計決算報告（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

令和3年度特別会計決算報告（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

堀内剛二奨学金を給付
上坂美月さん、青野寛大君

藤木千晧奨学金を給付
柳 友梨香さん

篠山鳳鳴同窓会  役員名簿

会　長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

会計監査

会計監査

（高30回）

（高26回）

（高32回）

（高34回）

（高38回）

（高38回）

（高43回）

（高57回）

（高28回）

（高44回）

顧　問

顧　問

顧　問

顧　問

阪神支部長

洛鳳会会長

関東支部長

東海支部長

丹波市支部長

畑　　俊三

熊谷　　滿

河南　秀和

赤井　佳子

永井　哲郎

西垣　吉春

鎌田　紀彦

山中　和彦

大江　幹雄

（高13回）

（高17回）

（高22回）

（高15回）

（高19回）

（高17回）

（高９回）

（高28回）

（高22回）

（敬称略）
高11　西田　市治
高11　時枝美奈子（山本） 
高12　井上　俊夫（林）
高13　鈴垣　育子（市橋）
高14　赤井　令明 
高14　波々伯部自克 
高15　堀江　　裕 
高15　山口　積恵 
高20　長澤洋一郎 
高22　匿名１名 
高26　匿名１名
高27　青野　吉晃 
高30　前河　洋一
高30　茶尻　晃一
高34　平野　　節
高43　匿名１名

年 月　日 事　　　業 場　　所

４月８日

２月28日

令和4年

令和5年

篠山鳳鳴高校体育館

篠山鳳鳴高校体育館

第77回入学式

第75回卒業証書授与式

中59　竹内　静夫 
中60　山内章三郎 
女28　志儀　良恵（酒井）
女33　斎木　書子（今村）
女33　藤木　千皓（山口）
高３　石田　栄代
高４　長谷川義行　 
高５　匿名２名 
高７　荒木　　明（斉藤）
高７　佐園　　勝 
高７　加久田照子（平野）
高７　阪上としゑ（松尾）
高７　匿名２名
高８　木下　　勝 
高８　匿名１名
高９　西本　治美 
高10　東尾　　薫（山内）

中西　　薫

山中　信彦

井関由里子

堀　　成志

田中　義治

谷掛　晴子

　原　謙介

中西翔一朗

原田　豊彦

若宮　哲洋
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こちらの郵便振り込み用紙をご利用ください

　ふるさと丹波篠山市のことをいつも気にかけて下さりありがとうございます。
　新型コロナウイルス流行がまだまだ収束しませんが、つつがなくお過ごしでしょうか。丹波篠山市
では感染予防に配慮しながら、今年はデカンショ祭を実施することとし、オンラインも配信します。
　コロナの中ですが、近年、丹波篠山市は農村回帰の流れの中、「おしゃれなまち」と注目されています。
観光客も昨年10月だけで60万人、若い世代の移住者も増えています。認知度・好感度共に大幅アッ
プするなど、「丹波篠山」は全国ブランドになっています。
　「ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう」運動をしていますので、是非ふるさとにお帰りください。ふ
るさと納税も今年度より充実させていますので、よろしくお願いします。
　まちのキャッチフレーズは「おしゃれなワクワク農村へ」です。農業、美しいまちなみと農村景観、
文化、いのちがかがやく自然環境などが、ますます輝くよう、市民も同窓会の皆様も魅力的な丹波篠
山市を共につくっていきましょう。今後ともよろしくお願いします。

篠山鳳鳴同窓会の皆様、こんにちは！篠山鳳鳴同窓会の皆様、こんにちは！

丹波篠山市長　酒井　隆明

鳳鳴

◆丹波篠山市のふるさと納税について

１、窓口：直接窓口（丹波篠山市役所　創造都市課）で寄付ができます。
２、郵便振替：専用の払込用紙（本会報P14）で、最寄りのゆうちょ銀行から振込みをして
ください。入金確認後、返礼品申し込みはがきとカタログを送付します。

3、インターネット：ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふ
るなび」「さとふる」にて、クレジットカードでの寄付ができます。

◆丹波篠山市のふるさと納税の仕方

■令和3年度のご報告

■令和4年度の取り組み

丹波篠山市役所  企画総務部  創造都市課
TEL:079-552-5796/FAX:079-552-5665　メール:sozotoshi_div@city.sasayama.hyogo.jp
■問い合わせ先

● 5,000円からの寄付で、寄付金額に応じて返礼品を選べます。
    （返礼品送付は市外在住者のみ）
● 返礼品はインターネットまたはカタログで選べます。
● 返礼品は取扱業者から直接届けるため、寄付いただいた方の住所（発送先）・氏名・  電話
番号を取扱業者に知らせます。

● 数量に限りがある商品など、希望の返礼品を届けることができない場合がありますのでご了
承ください。

多くのご協力と応援をありがとうございました。
昨年度の寄付金額合計161,924,481円、寄付件数7,339件
令和3年度、寄付は下記の事業に活用しました。（抜粋）

● その他、丹波篠山市の発展のために
　  使わせていただいております。

１．豊かな自然環境の保全に関する事業
ふるさとの川再生事業〔事業費：1,600,000円〕〔事業費：1,600,000円〕

ふるさと応援寄付金について丹波篠山丹波篠山

ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税

３．伝統文化の保全や教育環境の充実等、
　　文化・教育に関する事業
市史の編纂事業 〔事業費：9,977,000円〕〔事業費：9,977,000円〕

２．農の都としての農業振興に関する事業

環境創造型農業推進事業〔事業費：597,000円〕〔事業費：597,000円〕

４．日本遺産のまちの魅力発信に関する事業
千葉ロッテマリーンズ地域連携事業 〔事業費：2,377,000円〕〔事業費：2,377,000円〕

　これまでの丹波篠山の魅力が詰まった農産品に加
え、新たに工芸品や加工品などを追加し、返礼品の
ラインナップもますます充実させていきます。篠山城
大書院での宿泊や結婚式など特別な体験ができるプ
ランの準備も進めています！さらに、寄付金の使い道
をより具体的にプロジェクト化し、課題解決に活用す
るクラウドファンディング型の寄付も募集しています。

さとふるふるなび

篠山城大書院

提供:日刊スポーツ新聞社

新たな返礼品

ふるさと納税がパワーアップしました!ふるさと納税がパワーアップしました!



1515篠山鳳鳴同窓会報　2022

こちらの郵便振り込み用紙をご利用ください

　ふるさと丹波篠山市のことをいつも気にかけて下さりありがとうございます。
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　コロナの中ですが、近年、丹波篠山市は農村回帰の流れの中、「おしゃれなまち」と注目されています。
観光客も昨年10月だけで60万人、若い世代の移住者も増えています。認知度・好感度共に大幅アッ
プするなど、「丹波篠山」は全国ブランドになっています。
　「ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう」運動をしていますので、是非ふるさとにお帰りください。ふ
るさと納税も今年度より充実させていますので、よろしくお願いします。
　まちのキャッチフレーズは「おしゃれなワクワク農村へ」です。農業、美しいまちなみと農村景観、
文化、いのちがかがやく自然環境などが、ますます輝くよう、市民も同窓会の皆様も魅力的な丹波篠
山市を共につくっていきましょう。今後ともよろしくお願いします。

篠山鳳鳴同窓会の皆様、こんにちは！篠山鳳鳴同窓会の皆様、こんにちは！

丹波篠山市長　酒井　隆明

鳳鳴

◆丹波篠山市のふるさと納税について

１、窓口：直接窓口（丹波篠山市役所　創造都市課）で寄付ができます。
２、郵便振替：専用の払込用紙（本会報P14）で、最寄りのゆうちょ銀行から振込みをして
ください。入金確認後、返礼品申し込みはがきとカタログを送付します。

3、インターネット：ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふ
るなび」「さとふる」にて、クレジットカードでの寄付ができます。

◆丹波篠山市のふるさと納税の仕方

■令和3年度のご報告

■令和4年度の取り組み

丹波篠山市役所  企画総務部  創造都市課
TEL:079-552-5796/FAX:079-552-5665　メール:sozotoshi_div@city.sasayama.hyogo.jp
■問い合わせ先

● 5,000円からの寄付で、寄付金額に応じて返礼品を選べます。
    （返礼品送付は市外在住者のみ）
● 返礼品はインターネットまたはカタログで選べます。
● 返礼品は取扱業者から直接届けるため、寄付いただいた方の住所（発送先）・氏名・  電話
番号を取扱業者に知らせます。

● 数量に限りがある商品など、希望の返礼品を届けることができない場合がありますのでご了
承ください。

多くのご協力と応援をありがとうございました。
昨年度の寄付金額合計161,924,481円、寄付件数7,339件
令和3年度、寄付は下記の事業に活用しました。（抜粋）

● その他、丹波篠山市の発展のために
　  使わせていただいております。

１．豊かな自然環境の保全に関する事業
ふるさとの川再生事業〔事業費：1,600,000円〕〔事業費：1,600,000円〕

ふるさと応援寄付金について丹波篠山丹波篠山

ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税

３．伝統文化の保全や教育環境の充実等、
　　文化・教育に関する事業
市史の編纂事業 〔事業費：9,977,000円〕〔事業費：9,977,000円〕

２．農の都としての農業振興に関する事業

環境創造型農業推進事業〔事業費：597,000円〕〔事業費：597,000円〕

４．日本遺産のまちの魅力発信に関する事業
千葉ロッテマリーンズ地域連携事業 〔事業費：2,377,000円〕〔事業費：2,377,000円〕

　これまでの丹波篠山の魅力が詰まった農産品に加
え、新たに工芸品や加工品などを追加し、返礼品の
ラインナップもますます充実させていきます。篠山城
大書院での宿泊や結婚式など特別な体験ができるプ
ランの準備も進めています！さらに、寄付金の使い道
をより具体的にプロジェクト化し、課題解決に活用す
るクラウドファンディング型の寄付も募集しています。

さとふるふるなび

篠山城大書院

提供:日刊スポーツ新聞社

新たな返礼品

ふるさと納税がパワーアップしました!ふるさと納税がパワーアップしました!
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【篠山鳳鳴同窓会ホームページアドレス】　https://homei-ｄｏｓｏ.ｏｒｇ

会 員 大 会

　同窓会が支援金３万円を支給し、成人後初の学年
同窓会の開催を応援します。
　同級生への連絡や出欠の確認、当日の運営などは、
学年理事を中心に自分達でしていただく必要があり
ます。
　また開催後には、当日の記事を同窓会報に掲載し
ますので、写真を添えて原稿を提出して下さい。

「卒後　　 の集い」「卒後　　 の集い」30年30年
開催のご案内

高４5回生（平成5年卒）の皆様へ高４5回生（平成5年卒）の皆様へ

20歳のお祝い同窓会支援
（高73回のみなさん）

鳳鳴のつどい
中止のお知らせ

第15回

集い
語らい
楽しもう

▼

▼昨年度の様子

お知らせ

ご案内

　今年の春も丹波篠山は桜が満開で、多くの観光客の
方々で賑わいました。
　毎年訪れる心が躍る季節の到来です。一方、世界に目を
向けますとロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻。こ
の21世紀に戦争が起こるとは信じられません。一日も早
い終結を心から願うばかりです。
　世界の平和を願い、コロナの終息も願い、以前のように
同窓生のみなさまとお出会い出来ることを願いながらの
会報発行です。少しでもみなさまの近況や、頼もしい後輩
たちの活躍などを感じて頂けましたら幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　田中義治（高38回）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
開催を中止することになりました。
ご了承ください。

まずは申し込みを（９月30日締め切り ）

会 員 大 会

同封のハガキで参加のお申し込みをお願いいたします。
お申し込みいただいた同窓会員様には、後日詳しいご案内を差し
上げます。

■日　時 ： 令和 ２ 年11月15日（日）

■会　場 ： ユニトピアささやま

■会　費 ： 6,000円

受付 午前11:00　開会 午前11:30

丹波篠山市矢代231-1
TEL（079）552-5222

鳳鳴のつどいのご案内
第15回

今年は高38回生（昭和61年卒業生）が担当して、楽しい
イベントを開催します。

昨年度の様子昨年度の様子

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を変更
や中止する場合があります。
その際には、出席のご返事をいただいた方に改めて連絡をいたし
ますので、あらかじめご承知おきください。

TEL/FAX 079-554-2533

同窓会事務局は下記の曜日・時間事務員が在室しています

AM10:00～12:00
PM  1:00～  3:00月・水・金

〒669-2318 丹波篠山市大熊369
　　　　   篠山鳳鳴同窓会事務局

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、予定を
　変更する場合があります。

■と　き：令和５年1月2日（月）
■ところ：ユニトピアささやま

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、予定を
　変更する場合があります。

代表幹事　古谷重樹　工藤智香子

TEL 079-593-1341
兵庫県丹波篠山市川北新田52

舞鶴若狭道  丹南篠山口ICより車で５分
JR福知山線 篠山口駅より車で７分

〒669-2725

URL  http://hougyoen.com

みな様からのお便り
をお待ちしています!
留守の場合は留守番
電話に伝言をお願い
します。

　次のような原稿を募集いたします。
　・あなたの近況
　・高校時代の恩師との思い出（あの言葉で救われた！など）
　・卒業〇〇年経って思うことなど
　また、写真の投稿も募集します。（皆さんに見てほ
しいとっておきの1枚）
　同封の「きずなはがき」、原稿を郵送またはFAX、
同窓会ホームページ（https://homei-doso.org）に
お寄せください。卒業回生、住所、お名前、連絡先番
号をお忘れないようお願いいたします。
　なお、紙面の都合上、掲載できない場合もござい
ます。ご了承ください。
　掲載希望の申し込みは、事務局に令和5年３月末ま
でにお願いいたします。

　同封の「きずなはがき」、郵送、ファックス、ホームページ
（https://homei-doso.org）などで、原稿をお寄せくだ
さい。お名前、住所、卒業回生、連絡先をお忘れないようお
願いします。
　なお、紙面の都合上、掲載できない場合もございます。

原稿募集原稿募集

硬式野球部にご支援を！
　硬式野球部のバッティングマシンが老朽化で壊れ、買い
替えが必要ですが、資金不足で困っております。
　皆様からの温かいご支援をお願いします。
振込先:ゆうちょ銀行
口座記号番号:00950-9-278268
加入者名:篠山鳳鳴高等学校硬式野球部後援会

皆様の大切な個人情報であることをご留意いただき、複写ある
いは譲渡、売買などの行為は禁止とさせていただきます。

同窓会名簿の取り扱いについて

同窓会事務局からのお知らせ

活動協力金
ご協賛のお願い
　会員の皆さんと同窓会を結ぶ会報は、この活動協
力金によって発行されています。同窓会活動協力金
のご協賛について、一層のご理解、ご協力をお願い
申し上げます。
　同窓会活動協力金はお一人2,000円とし、同封振
込用紙にて郵便局又は、コンビニ、スマートフォン
アプリよりお願いいたします。なお、振込手数料は
不要です。郵便局から現金でお振込みいただく場合、
手数料110円が必要となります。

お一人

2,000円

令和3年度協力金（令和4年5月31日現在）
2,563,480円（振込手数料除）1,318件

　なお、ご協賛いただいた皆様のお名前を、次回発行の本
紙に掲載する予定です。
　会員の皆様からの多額の協力金に深く感謝申し上げま
す。引き続き今年度もご協力よろしくお願い申し上げます。

成人式の次は、学年同窓会！成人式の次は、学年同窓会！


