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〒570-0039 守口市橋波西町 1-5-18

電話 06-6992-6261

ことしの総会・懇親会は、「ホテル京阪 京橋」で
5 月 16 日(土)に開催します。
総会開催日時
1. 開催場所

2020 年 5 月 16 日(土)

総会 16 時受付開始

懇親会 17 時半開始

ホテル京阪 京橋
〒534-0024 大阪市都島区東野田町 2-1-38
電話 06-6353-0321(代) HP www.hotelkehan.co.jp/kyobashi/

2. スケジュール 受付開始 16:00～
総会
16:30～17:30
懇親会 17:40～19:30 (講演会開催)
3. 参加費

お一人 ¥5,000(70 歳以上の会員は、¥3,000-です。)

[総会・懇親会案内]
・今年の懇親会においては、
「山腰明久氏」に講演をお願いしています。
講師山腰氏は、昭和 43 年 3 月卒業、元総務省勤務、2019 年度文化勲章受章。
総務省勤務時代に、第 17 次南極観測越冬隊員の経験される。
・懇親会には、母校の先生や恩師の先生をお招きしています。
・旧友相集い、楽しいひと時をお過ごしいただけましたら幸いでございます。
・同級、同期、クラブのどの仲間の皆様をお誘い合わせて、ご出席していただきますようにご案内
させていただきます。
・同期会などと兼ねて、懇親会にご出席の申し込みをいただきましたら、テーブルなどのご配慮を
させていただきます。

田村元校長 廣谷校長 夛田元校長 大音元校長
昨年 5 月 18 日(土) 総会・懇親会 ホテル京阪 京橋
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[同窓会

会長

挨拶]

同窓会会長の北田でございます。
会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶
びを申し上げます。
平素は、同窓会の運営につきまして、何かとご支援・ご援助・
ご高配を賜り厚く感謝申し上げます。ありがとうございます。
さて、2020 年度総会・懇親会は、5 月 16 日(土)に、昨年同様
「ホテル京阪京橋」において開催を予定しております。
皆様、同窓の友人・知人、先輩・後輩等多数お誘い合わせの
上ご参加していただきますようにお願い申し上げます。
今年の総会・懇親会に置きましては、昭和 43 年 3 月卒業、元総務省に勤務。昨年度、文化勲章を受章さ
れた「山腰明久さん」に講演をお願いする予定でございます。山腰さんは、総務省に勤務されていた時に、
第 17 次南極観測越冬隊員の任務を果たされたとのことで、そんな経験談を講演していただく予定でござい
ます。
また、今年度は、法人設立 80 周年を記念した、法人の募金活動がスタートいたします。
ご承知の方も、多数おられると思いますが、大学の寝屋川キャンパスにおいては、大規模なキャンパスの整
備が行われています。高校においても、教育用設備機器の更新等が予定されています。
法人の募金活動につきましては、高校同窓会に置きましても、協力支援の一環として、同窓会会員の皆様
にご協力を訴えて、募金の協力をお願いさせていただきたいと思っております。
具体的には、総会懇親会案内を兼ねて、募金案内を送付させていただきます。よろしくお願いいたします。
同窓会の活動について、前期は、総会での皆様のご意見を踏まえて、現役生徒への支援等を充実すること
に重点を置きました。
一つは、クラブの夏季活動の支援として、
「スポーツドリンクの差し入れ」。これは、各クラブとも、恒例
の行事として、全クラブが、1 学期終了日の配布を楽しみにしている状況です。
二つ目は、大阪府下の大会や近畿大会等において、優秀な成績を収めたクラブへの「褒賞金授与」につい
ても、同窓会の取り組みの成果とは思いませんが、受章団体が増えてきたことは、喜ばし限りでございます。
三つ目は、前年度から取り組みした、
「生徒の資格取得の支援」。具体的には、電気工事士の資格取得講座
の支援として、実技用のケーブル、工具等について支援を行いました。
また、教職員の先生方との交流と親睦を深めることにも注力し、懇談会の開催やゴルフコンペの企画など
を企画していきます。
母校の将来の生徒減少を見据え、同窓会の運営改革を引き続き取り組みます。
入学する生徒が少ないと、当然、卒業する生徒も少なくなります。そのことは、同窓会費の収入に影響
いたします。今後の同窓会の運営を安定させる改革として、まず、総会・懇親会の案内方法について、改革
いたします。総会・懇親会の案内を兼ねた、会報をすべての同窓生に郵送しておりましたが、前期から、60
歳で線を引き、60 歳以上は、案内を送付し、59 歳以下については、HP の活用により、案内と出欠の確認を
させていただくことにしました。
そのために、HP を充実し、総会・懇親会の案内、会誌の閲覧、母校の情報など、HP で発信していきます。
皆様におかれましては、HP の確認と総会・懇親会の出欠についても、HP で対応していただきますように、
お願いいたします。
ただし、今回は、法人の募金活動案内の送付がありますが、送付費用の半額は、法人で負担していただけ
ることになっております。
経費削減のため、同窓生の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
総会の参加者も、年々増加しています。同窓生の皆様方には、是非、今年は、ご出席してくださるこ
とを期待しております。よろしくお願いいたします。
令和 2 年 3 月吉日
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同総会 会長 北田 由博

[令和元年度

総会・懇親会報告]

大阪電気通信大学高等学校同窓会 2019 年度総会・懇親会報告

平成から令和に元号が、移り初めての総会・懇親会が、5 月 18 日(土)16 時から、ホテル京阪京橋の 7F ホールに
おいて開催されました。
今回の特筆すべき点について、母校の元校長先生、夛田校長・大音校長・田村校長と歴代の先生方が出席して
いただいたこと。次に、母校の現校長先生はじめ、１０数名の先生方の出席に合わせて、後援会の役員の皆様１０数
名の出席を得たことです。

総会については、同窓会の活動の指針を決定する大切なもので、例年とおり出席者が少なく、盛り上がりに欠ける
ものでしたが、同窓会の最大の関心事である、財政の立て直しについて、次年度からの新入会員の会費値上げに
ついて、承認をいただきました。今後、値上げ額について、学校側と詰めることになりました。併せて、会員の皆様へ
のサービスの低下につながりますが、会誌の発行と送付(総会・懇親会案内を兼ねる。)について、HP を活用すること
として、送付数を大幅に減らすこととしました。

懇親会については、法人の理事長様初め、多くの学園関係者の出席を賜り、母校後援会の若い役員の方々も加
わって、活気ある盛り上がりのある会となりました。
今回の進行については、参加者の自主的な発言を多くいただくことをメインとして進めましたが、いつもながら、参
加者同士の懇談の盛り上がりも活発に行われていました。
120 分の懇親会も、盛会のうちに、中締めと全員の学園歌合唱のうちにお開きとなりました。

同窓会役員の使命である「総会・懇親会に、会員の参加増」を図ることが、今回も不発に終わりました。一方、学園
関係者の参加、母校の先生方、後援会役員の方々の参加は、増えましたが、会員の参加を増やすことについては、
今後の課題として重く受け止め、魅力ある総会・懇親会を目指す、知恵と創意で工夫しなければならないと、役員一
同、感じられたことと思います。

2019/6/5

報告 同窓会 事務局 新宅 寛

ご挨拶される元大音校長

総 会 参 加 者
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２０１９年度大阪電気通信大学高等学校での活動
新校長抱負

福島 淳行
さてこの度、大阪電気通信大学高等学校の校長として就任しました。すでにご存じの方がいるかもしれません
が、本校は４月から電子工業科が工学科に改称し、新コースとして普通科に進学総合、メディア情報、アドバン
スの３コースを、工学科にはＩｏＴ情報通信とロボット機械の２コースを新設しています。いずれも本校と大阪
電気通信大学が連携して教育しているイメージを中学生・保護者にわかりやすく伝えるとともに、先進的な教育
を展開することを目的としています。これにより高校が更なる発展を遂げ、学園全体の発展に寄与できるよう精
一杯頑張る所存です。是非ともこれからの高校にご期待いただき、またご支援頂ければ幸いです。今後ともどう
ぞよろしくお願い申し上げます。
2020 年度の高等学校の体制 校長 福島淳行 副校長 杉本純彦 事務長 望月博司
教 頭 内田 悟／松原健太郎

２０１９年年度本校での活動状況
４月
入学式６日（土）
３６９名の新入生を迎え、
入学式が行われました。

入学式

宿泊研修１

宿泊研修２

宿泊研修（１年生２泊３日）
１５日（月）～１９日（金）
滋賀県高島市の白浜荘で２泊３日で実施しました。 仲間作りを中心にした活動を行いました。

５月
陸上競技大会１０日（金）
万博記念競技場で実施しました。
６月
スポーツ大会１２日（水）サッカー、
バスケットボール、バレーボール、
卓球、百人一首、e-スポーツ
今年度はスポ-ツ大会百人一首、ｅ－スポーツの競技も行いました。

バスケットボール
７月・８月
スポーツドリンク配布

百人一首

ｅ－スポーツ

卓

球

夏の活動を支援するために恒例の各クラブ・同好会にスポーツ・ドリンクを配布していただきました。

８月２９日（木）／９月４日（水）１年生 大阪電気通信大学見学会

臨床工学実習室

ＪＩＡＭＳ音像編集室
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建築学科

９月

文化祭２８日（土）

今年も大阪電気通信大学からの展示がありました。
１０月
修学旅行２年生

１１月・１２月
秋の校外学習

７日（月）～１１日（金）北海道・東京方面

２２日（金）

1 年生 奈良方面 2 年生

京都方面 3 年生 神戸方面へ校外学習を実施しました。

１月

芸術鑑賞会３１日（金）
１年生・２年生を対象として芸術鑑賞会を実施しました。
今年はミュージカル『キャッツ』を映画化した『キャッツ』をＴＯＨＯシネマズ梅田で鑑賞しました。
インフルエンザが流行している中。全員マスク着用での鑑賞会になりました。豪華キャスト、素晴らしい映像で制作されたミュージカル映画を楽
しみました。

２月
高等学校入試１０日（月）１１日（火）
今年度の入学試験では計１０８７名の応募がありました。
皆様のご協力に感謝いたします。
同窓会入会式（卒業式予行）１９日（水）
卒業式予行日に同窓会への入会式を行いました。
北田会長が卒業式予行の後、同窓会の活動について熱く語り総会への参加を
訴えました。

同窓会贈呈のお花

第７２回卒業式２０日（木）

試験前の学習会

＊クラブ活動での奨励金

学生と本校生徒が試験前
一緒に学習会を実施しまし
した。
１学期 中間／期末
２学期 中間／期末

卓球部・写真部・メカトロニクス部

有難うございます。

＊新型コロナウィルスのため３月の行事、クラブ活動は制限されました。
大阪電気通信大学高等学校同窓会
２０２０年５月発行
〒570-0039
守口市橋波西之町1-5-18
大阪電気通信大学高等学校内
06-6992-6261（担当 宮嶋）

２０１９年度退職された教職員
廣谷 明校長 吉川省吾教頭 大路雅俊教諭
改発道治教諭 橋爪 淳教諭
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【 e スポーツ部に昇格】
私たち e スポーツ部は令和元年１０月に同好会から部に昇格しました。
同窓会からも色々な支援をいただいておりますが、
特に同窓生である山口さんが代表を務めておられる株式会社 PACkage 様よりパソコンやモニタ、キーボード
等をお借りすることができました。
次の大会で好成績を残せるよう頑張ります。

【高校同窓会入会式を行いました】
令和 2 年 2 月 19 日に高校同窓会入会式を行いました。
卒業生 291 名の前で北田会長より、高校同窓会の説明と入会記念
品を贈呈しました。

【母校の先生方、母校後援会役員との懇親会を開催しました】
母校の先生方との親睦・懇親を目的とし、また、同窓会が母校に貢
献できるものを模索する一つとして、先生方との懇談会を実施でき
ましたが、今回は、母校のためにとの思いを共有する後援会の役員
の皆様にも参加していただき、親睦を深めることと、情報を共有す
ることを目的として、7 月 6 日午後 5 時 30 分から、守口市駅前の「柿
右衛門」で開催しました。
出席者は、母校の校長先生を始め、13 名の先生方と、後援会長と
6 名の役員、同窓会は、会長を始め 12 名の役員が参加しました。

【第 3 回電気通信中学校同窓会のご報告】
コスモスの花が美しく咲く 10 月 20 日（土）に昭和 37 年から約 10 年に恒り大阪市東住吉区、矢田校舎に
在った中学校（卒業生約 550 名）の同窓会が当時の恩師 2 名、卒業生 22 名で阿倍野ルシアスビルの”あべ
の・がんこ”にて開催され、寺田先生が初めて参加してくれました。
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[ 重要なお知らせ ]
平素は、大阪電気通信大学高等学校同窓会に、何かとご協力を賜り厚く感謝を申し上げます。
ありがとうございます。
遅くなりましたが、令和 2 年度総会・懇親会の案内及び会誌をお届けさせていただきます。
総会・懇親会の案内につきましては、先に、ご連絡させていただきましたとおり、昨年度から、同窓会
HP を中心に案内をさせていただいております。ただし、一部の会員様からのご希望を尊重し、紙ベース
でお届けいたしましたが、下記の QR コードからも、出欠の回答を提出していただくことも可能でござい
ます。 ＊60 歳以下の会員の方々は、同窓会 HP 及び下記、出欠ハガキを利用下さい。

同窓会 HP

総会ご出欠案内

https://www.oecuhobog.org

郵便はがき-

□同窓会は、母校の生徒募集活動を支援しています。
高校受験生がおられるとおもわれる年代の会員の皆

料金受取人払郵便

様に、母校の学校案内・生徒募集要項・入学願書な

松原局
承認

どを送付しております。皆様におかれましても、ご
理解とご協力をお願いいたします。
□母校法人に「法人評議員」
「法人理事」を選出して

1

います。

差出有効期限

母校法人の寄付行為により、法人評議員 4 名と法人

令和2年5月31日まで

（切手不要）

理事 1 名を選出しています。
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8

0
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7

9

0

（受取人）
松原市天美北５丁目３番２６号
大阪電気通信大学高等学校同窓会

会長 北田由博

行

下記の項目をご記入下さい
総会・懇親会の出欠
令和２年５月１６日（土）に開催される総会・懇親会に

出席 します 欠席 します

□会員の皆様の活動を支援いたします。
会員の皆様が、
「クラス会」や「同期会」などを開

(いずれかに○印をお願いします)

催され、参加者が 10 名を超える場は、同窓会から
助成金を給付させていただきます。クラス会や同期
会など企画される場合は、同窓会役員へお知らせく

氏 名
住 所

ださい。
□会員の皆様の近況やメッセージの投稿をお願いいた
連絡先(Email等)

します。
同窓会の会報は、年一回総会開催の案内を兼ねて発

卒業年度

行しています。昨年度からは、HP を活用した情報

今後、総会案内

必要 不要

提供も活発に行いたいと考えています。会員の皆様

今後、総会案内

必要 不要

方からのニュース・情報の提供をお待ちしておりま
す。

生徒番号

(いずれかに○印をお願いします)

大阪電気通信大学高等学校同窓会事務局

2020 年 4 月 □同窓会事務局
住所変更などの届、同窓会に対する問い合わせなど

＊コロナウイルスの影響で総会中止になる
可能性もあります。4 月 11 日以降
ホームページで発表します。

下記へお願いします。
〒570-0039 大阪府守口市橋波西町 1-5-18
大阪電気通信大学高等学校内
高校同窓会

電話 06-6992-6261
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