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　川西明峰高校同窓会「峰友会」
会員の皆様お元気でお過ごしで

しょうか。日頃からご支援を賜り感謝申し上げます。
今春、丹波地域の県立柏原高等学校から着任してまい
りました坂部です。宜しくお願いいたします。本校卒
業生は今春で 1万名を超え、各界で活躍されておられ
ますが、4月の入学式の式辞で、大先輩のお一人であ
る古田敦也（6回生）先輩の言葉を新入生に紹介いた
しました。「問題を見つける能力はみんな持っている
が、解決できる人は少ない。壁に当たったときには知

識と経験で壁を乗り越え、本質を見抜く力をつけてほ
しい」。（30 周年記念式典メッセージより）この力を
我が川西明峰で 55名の教職員と生徒 700 余名ともに
培い、よき出会いから明日をつくっていきたいと思っ
ております。先般、丸野同窓会長様から「同窓会専用
のホームページ」を開設されることになったことをお
聞きしました。これを機に「峰友会」の益々のご発展
を願っております。また、母校の様子を学校ホームペー
ジで紹介しております。更新に努めておりますので一
度アクセスいただければ幸いと存じます。

「よき出会いから明日をつくらん」
校　長　坂　部　　　清

ホームページで交流を
峰友会　会長　丸　野　俊　一

　一日ごとに秋の深まりを感じる
今日この頃。峰友会員の皆様にお

かれましては、お元気にお過ごしのことと存じます。
　今年の夏は、冷夏になると言われながら酷暑となり、
秋には政権の混乱など先行き不透明な社会情勢となり
ました。平和で安定した社会であってほしいものです。
　さて、この度、会員データの管理委託会社を「㈱アー
ツ」（本社：吹田市）から「㈱サラト」（本社：姫路市）
に変更いたしました。「㈱アーツ」には 10年近くデー
タ管理を委託してきましたが、事業縮小による契約更
新辞退の申し出がありました。そこで、本部役員会に
おいて「データ管理」「ホームページ制作」「会報発行」
の業務を一手に引き受けてくれる会社 3社から見積書

をとり、比較検討した結果、「㈱サラト」に決定いた
しました。担当者も誠実な方で信頼しております。
　皆様にはたいへんお待たせをいたしましたが、長年
の懸案事項であった「峰友会ホームページ」も、つい
に開設できました。アクセス方法については次ページ
に掲載しております。パソコンをお持ちの方はぜひア
クセスしてみてください。今まで、皆さんへの情報発
信はこの年一回発行の「峰友通信」だけでしたが、今
後はホームページで情報を発信し、交流を深めていき
たいと考えておりますので、どうぞご支援ください。
　最後になりましたが、これから寒さに向かってまい
ります。ご自愛いただき益々のご活躍を心からお祈り
いたしております。

http://kawanishi-meiho.net/http://kawanishi-meiho.net/
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　この度のホームページ開設にあたり、従来型の同窓会情報の発信を中心にしたホームページのスタイルではなく、このホー
ムページが文字通り「会員相互の親睦を図るキーステーション」にしたいということを制作委託した㈱サラトへの要望事項と
しました。
　その結果、会員登録制にすることで会員限定のスペースを提供し、まずは同期毎のフォーラム（掲示板）を立ち上げること
で、交流の広場としていただければと考えています。この中で、昔懐かしい話で盛り上がっていただくのも結構ですし、同期
会、クラス会等の案内をしていただくのも結構です。参加の受付なども受信箱（プライベートメッセージ）を利用していただ
ければ簡単に行えるようです。利用方法は、下記に記しますのでひとりでも多くの皆様が登録・参加していただき同窓会全体
の活性化に繋がればと考えています。
　今後は、各クラブ等のＯＢ会のフォーラムの立ち上げもＯＢ会代表者からの申し出により行っていきたいと考えています。
　ホームページは、皆様に利用していただくことで進化してゆきます。是非ともお友達にも連絡を取り合っていただき、この
ホームページを有効活用して下さい。

●ユーザ登録
　トップページのログインの新規登録から登録して下さい。
　新規登録でユーザ情報を送信していただきましたら、事務局でそれを受けて会員の資格があるかどうかを判断させて
いただきます。
　その確認が済めば、ご本人宛に承認メールが届き、会員の登録が完了いたします。その後、メールのサイトURLをク
リックし、ログイン画面よりログインしてみて下さい。
　ただし、サイトの主旨として兵庫県立川西明峰同窓会のためのサイトですので、同窓会会員の方のみがユーザ登録で
きます。

●受信箱（プライベートメッセージ）とは
　サイト内で登録ユーザ同士がメールアドレスを使わずにメッセージを交換する機能です。
　メッセージが届くとユーザメニューの｢受信箱｣メニューのすぐ横に未読のメッセージ数が表示されます。
　受信箱（プライベートメッセージ）はユーザ登録するだけで利用可能になり、自分で受信箱（プライベートメッセー
ジ）のアドレスを決めたりする必要は一切ありません。

●プライベートメッセージの利用方法
　ユーザメニューの受信箱で「送信」ボタンを押してフォームを表示し、宛先のセレクトボックスからユーザ名を選ん
で送信するか、個々の場所でユーザ名をクリックして、そのユーザのユーザ情報画面の下方「受信箱（PM）」ボタンを
クリックすればフォームが現れますので、そこから送信して下さい。
　送信が完了すれば、相手の受信箱にあなたのメッセージが届いています。

●イベント通知機能とは
　イベント通知とは、登録ユーザが事前に、「交流の広場」「フォーラム」などに対して通知を希望しておくことで、
実際にそのイベントが発生した際、そのユーザにメールまたは受信箱（PM） に送られる機能です。メールで受取るか、
受信箱で受取るかは、プロフィールの編集の「イベント更新通知メッセージの受取方法」で選択下さい。
　イベント通知機能を利用することで、サイト内を個別にチェックしなくても情報が更新されたかどうかがわかります
のでとても便利です。

●イベント通知機能の利用方法
　イベント通知機能に対応したメニュー項目の場合、画面下方に｢イベント通知設定｣という項目が自動的に現れます。
　その選択肢の中から、自分の知らせてほしい内容にチェックを入れ、今すぐ更新ボタンを押すだけで、イベント通知
機能は有効になります。その後チェックしたイベントがあれば、通知先に通知されます。

　 
●フォーラムとは

　手軽に会員同士のコミュニケーションの場として利用できる掲示板です。卒年毎にフォーラムを立ち上げていますの
で、イベント通知機能と合わせて利用すれば同級生同士で簡単に情報を共有することができます。
　もし、部活動等でフォーラムを立ち上げたい場合は、事務局までご連絡を下さい。

●情報の申請
　「同窓生のお店」「同窓会・クラス会のご案内」「同窓会・クラス会の報告」などサイトで情報を公開することが出
来ます。申請画面で必要事項を入力し、事務局の承認を得れば簡単にサイトに公開されます。

ホームページ活用のお願いホームページ活用のお願い

ホームページ機能ホームページ機能
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　制服が新しくなった 17 回生として明峰高校に入
学し、校風の自由さにすっかり羽を伸ばした 3年
間。そして今も交流の続いている友人たちと巡り
会えたかけがえのない時間を過ごせた高校生活で
した。大学を卒業後は但馬の香住というところで
スタートした教師生活から、今は市内の東谷中学
校に勤務して 4年目になります。
　私達の世代は会社でも派遣先でも社会全般で厳

しい条件の中で働いている人が多いと思います。
そんな中だからこそ、私が心がけていることは自
分の趣味の時間を持つことです。おいしいお酒を
飲むのもよし、スポーツをするのもよし、家族と
出かけるのもよし、自分の時間をできるだけ確保
することが仕事でも生き生きとしていられるモッ
トーだと思っています。（もちろん、これは私の願
望です）みなさん！ぼちぼちがんばりましょう！

エール

17 回生　森　田　良　子（旧姓 江見）

　時が経つのは早いもので、卒業してからあっと
いう間に 1年半経ちました。卒業したのはつい先
日だったかのようで、あまり大学生という実感は
まだありません。変わったことといえば、少し背
が伸びたくらいです。
　大学に入ると忙しくなると思っていたのですが、
僕なんかは、むしろ時間を持て余しているほうだ

と思います。高校の頃はいくら時間があっても足
りない気がしたのに、今は、持て余した時間をど
う使うかにもっぱら奮闘中です。
　つい最近、クラスの同窓会をしました。うちの
クラスは委員長がしっかりしているおかげで、ほ
とんど全員といっていいくらい集まりました。こ
れから先も定期的に集まって騒げそうです。

「大学に入って」
28 回生　徳　永　博　紀

　教師を目指すきっかけを与えてくれたのは高校
3年生のときの担任の先生でした。大学の進路を
考えたときに自分の事を真剣に考えてくれた先生
を見たときに、自分は何か人のためにできる仕事
に就きたいと思いました。自分と向き合って出し
た答が教師という道を選びました。
　そして今、川西市立東谷中学校で勤めています。
2年生に所属しており、今年、初めて担任を受け
持ちました。

　担任という仕事を任され教師の仕事って大変だ
と改めて思い知らされました。しかし、やりがい
のある仕事でもあると思います。日々成長する子
ども達と接していると一喜一憂している自分がい
ますが、子ども達とともに自分自身も成長させら
れているなと感じます。中学 2年生と多感な年頃
の子ども達が健やかに成長していくことを願って、
子ども達と接しています。

恩師からと自分へ…そして、子ども達に…
19 回生　田　辺　大　輔
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平成 18年度　峰友会会計決算報告書
（単位：円）

（単位：円）

1　収入の部

1　支出の部

　兵庫県立川西明峰高校同窓会峰友会会則により実施いたしました、平成 18年度峰友会会計監
査の結果は次のとおりです。

記

1. 監査実施日　平成 19年 7月 19日（木）
2. 監査の対象　平成 18年度峰友会会計

　上記会計担当から提出された諸帳簿、預金通帳等を照合の結果、経理は適正に処理されてい
たことを認めます。

平成 19年 7月 19日　　　　　　　　
峰友会　会計監査　小森田　理　佳

科目 予算額（A） 決算額（B） （B-A）=C  備　　　考
繰越金 2,435,547 2,435,547 0
会費 1,300,000 1,320,000 20,000  @5,000 円× 264 名
雑収入 20 51,768 51,748  母校 20 周年記念誌販売代等
計 3,735,567 3,807,315 71,748

科目 予算額（A） 決算額（B） （A-B）=C  備　　　考
会報発行費 900,000 757,910 142,090
総会費 200,000 101,088 98,912
会議費 150,000 81,321 68,679  役員会及び諸会議費
助成費 300,000 50,000 250,000  母校助成金
委託費 300,000 101,010 198,990
積立費 0 0 0
報償費 250,000 146,720 103,280  卒業記念品等
旅費 20,000 11,700 8,300  旅費
事務費 30,000 19,372 10,628  事務用品等
印刷費 20,000 24,000 △ 4,000  入会のしおり、コピー代等
役務費 80,000 10,860 69,140  振込手数料・郵送料
予備費 1,485,567 0 1,485,567
計 3,735,567 1,303,981 2,431,586

収入合計 3,807,315 円

支出合計 1,303,981 円

差し引き 2,503,334 円

収入合計 3,807,315 円

支出合計 1,303,981 円

差し引き 2,503,334 円

差し引き残額　2,503,334 円は、平成 19年度に繰り越しいたします。

平成 19年 3月 31日　　　　　　　
峰友会　会計　　森　田　康　裕

会計監査報告

印
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（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

1　収入の部

1　支出の部

科目
当初予算額

（A-B）=C 備　　　考
19 年度（A） 18 年度（B）

繰越金 2,503,334 2,435,547 67,787
会費 1,300,000 1,300,000 0 @5,000 円× 260 名
雑収入 800 20 780 預金利息等
計 3,804,134 3,735,567 68,567

No. 預金額 年月日 金融機関名 ･種類
1 8,717,770 平成 19 年 9月 21 日 近畿大阪銀行川西萩原出張所 ･定期預金
2 4,011,552 平成 19 年 9月 11 日 川西花屋敷ゆうちょ銀行・定期預金
3 6,562,637 平成 19 年 7月 12 日 池田銀行川西支店 ･定期預金
合計 19,291,959

科目
当初予算額

（A-B）=C 備　　　考
19 年度（A） 18 年度（B）

会報発行費 900,000 900,000 0
総会費 0 200,000 △ 200,000
会議費 150,000 150,000 0 役員会及び諸会議費

助成費 300,000 300,000 0 同窓会開催助成費、母校助成金（200,000 円）
委託費 500,000 300,000 200,000 ホームページ作成費等
積立費 0 0 0
報償費 250,000 250,000 0 卒業記念品等
旅費 20,000 20,000 0 旅費
事務費 30,000 30,000 0 事務用品等
印刷費 30,000 20,000 10,000 入会のしおり、コピー代等
役務費 80,000 80,000 0 振込手数料、郵送料等
予備費 1,544,134 1,485,567 58,567
計 3,804,134 3,735,567 68,567

平成 19年度　峰友会会計予算（案）

記念事業積立費（特別会計）ついて
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　同窓会の皆様には母校発展のため、種々ご援助いただいていることに深く感
謝申し上げます。とりわけ、創立 30 周年記念事業の一つとして、校門付近に
花壇を寄付していただいたことが印象に残っています。おかげで、四季折々の
草花を植えることができています。

川上　清

　37 年間の教員生活の最後を、思い出多い川西明峰高校で過ごすことが出来ました
ことを大変うれしく思っております。また 30 周年記念事業では峰友会の皆様
に大変お世話になり、ありがとうございました。峰友会のますますのご発展
を祈念しております。

冨田　徹

　30 回生のみんなへ。希望の進路を実現するべく全力を尽くし、
笑顔で卒業を迎えて下さい。テニス部（OB、OGを含む）のみ
んなへ。私は現任校の西宮今津高校でもテニス部の顧問をして
います。テニスがしたくなったら、明峰にでも今津にでも来て
下さい。See you on a tennis court!

潮海香代

　転勤先の学校は校舎の窓からの眺めが素晴らしく、眼
下に芦屋の街並みや港、船舶の行き交う様子、遠く淡路
･紀伊半島を、海からの気持ちのいい風を受けながら
見ることができます。この新しい環境で、どんな生徒
と出会い、どんなクラスを築いていけるか楽しみです。
明峰高校のみなさんも頑張って、いい思い出を作られ
ますように。

香川義晴

　7年間、お世話になりました。残りの 3年間、硬式
野球部の顧問をさせてもらい、自分の好きなスポーツ
に燃えることができました。明峰高校のますますの発
展をお祈りいたします。

吉田英明

　川西明峰高校の皆様には、4年間お世話になりました。
4年間というのは、長いようで短く、しかし私にとっ
ては大変充実した日々でした。31 回生の皆さん、人に
とって時間は無限ではありません。未来につながる今
を大切にして下さい。

下原伸夫

　4年間お世話になりました。特に学校評価という面で、学校とは
生徒や教師を含めた学校そのものの評価であるということを意識で
きた点で、充実した 4年間であったと思います。明峰高校が良き伝
統を培う学校として発展していくことを、心より祈願しております。

乾　泰久

　明峰高校で学ぶことができました「陽気さと活力」でもっ
て、日々楽しく、充実した日々を過ごしております。また、
明峰クロカン仕込みのジョギングを新たな北陵高校コースでも
続けています。私たちに活力を与え続ける川西明峰高校の更なる発展
をお祈り申し上げます。

大杉幸秀

メッ 
転勤された先生

メッ 
転勤された先生 
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　川西明峰高校での 9年間は私にとって本当にかけがえのないものとなりました。今後
もその経験をいかしながらさらなる邁進を目指していきたいと思います。本当にありが
とうございました。峰友会の皆様方のご活躍と川西明峰高校の益々の発展を祈念してお

ります。
北村昌靖

　7年間お世話になりました。担任として最高のクラスを持つことができたこ
とがとても良い思い出です。また、放送部で 3度全国大会へ出場し、賞を
取ることができたのも、協力していただいた生徒の皆さん ･先生方 ･保
護者の皆様のおかげだと感じています。本当にありがとうございました。
江﨑陽子

　全てが新しい発見と経験の 3年間でした。生徒の元気の良さに、
時に圧倒させられたり、共感・感心したこともたくさんありま
した。また、先生方の温かいバックアップのおかげで、愉しみ
ながらいろんなことに挑戦することができました。川西明峰高
校での経験を踏まえて、これからも頑張っていきたいと思いま
す。ありがとうございました。
遠本真希

　2年間お世話になり、ありがとうございました。元
気で何事にも一生懸命な明峰生にパワーをもらい、楽
しく過ごすことができました。また、多くの先生方
に支えていただいてとても感謝しています。今後の
川西明峰高校の益々のご発展を心よりお祈り申し上
げます。
東　理恵

　25 年間を川西明峰でお世話になりました。その間 5回生～ 29
回生までの卒業生を送り出しました。事務室の皆様を始め先
生方に支えられ、充実した日々を過ごす事が出来ました事は、
私の生涯の誇りです。ここに厚く御礼申し上げます。
　今後の峰友会の皆様と川西明峰高校の益々のご発展を心か
らお祈り申し上げます。
事務　髙橋光子

　1年間という短い間でしたが、お世話になりありがとうござい
ました。事務室のみなさまをはじめ、先生方にも感謝の気持ちで
いっぱいです。川西明峰高校での経験をいかして、今後も頑張っ
ていきたいと思っています。
清田順子

　1年間という、とても短い期間でしたが、事務室のみなさまをはじめ、
いろいろな先生方にお世話になり、感謝の気持でいっぱいです。この経

験をいかして、今後さらに頑張っていきたいです。本当にありがとうござい
ました。
川内拓洋
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　今年も新入生が 6クラス 240 名入学し、今年度より 3学年
ともすべて 6クラスとなりました。これまでの一番多かった
平成 2年度の総クラス数 28 のときと比べて 10 クラスも減っ
たことになります。しかし部活動の数はその当時と比べても
それほど減っていないため、どこの部活動にとっても部員集
めが厳しい時代となっています。また、平成 21 年度入試よ
り伊丹川西学区においても複数志願制度が実施されることに
なり、明峰高校も生き残りをかけ、よりいっそう魅力ある学
校にするためのさまざまな方策が現在検討されています。
　生徒の現況ですが、29 回生の進路状況は、関関同立など難
関私立大学への合格者が大幅に増加するなど、大健闘を見せ
ました。部活動では、放送部が兵庫県代表としてNHK杯全国
放送コンテストに出場し入選、また野球部は春季兵庫県大会
でベスト 16 に進出し、夏の大会ではシード校に選出されま
した。部活動以外でも多くの生徒が全国を舞台に活躍してま
す。5月に青森県で開催された津軽三味線全国大会女性 A級
部門で 30 回生の白藤ひかりさんが見事に優勝、全国 1位の

快挙を成し遂げまし
た。また、剣舞におい
ては、全国剣詩舞道大
会で 31 回生の余田真
梨さんが 5 位に入賞
しました。また、第
62 回国民体育大会近
畿大会山岳競技種目

明峰高校の現況明峰高校の現況

運動部（15） 文化部（9） 同好会（2）
剣 道 4人 野 球 32人 茶 華 道 7人 箏 曲 2人 家 庭 科 1人
サ ッ カ ー 42人 ラ グ ビ ー 25人 演 劇 9人 文芸・漫研 7人 書 道 0人
水 泳 1人 陸 上 競 技 14人 吹 奏 楽 28人
テ ニ ス 62人 柔 道 4人 美 術 6人
ハンドボール 26人 ワンダーフォーゲル 0人 放 送 5人
バスケットボール 51人 ダ ン ス 19人 理 科 0人
バドミントン 45人 ソフトボール 9人 フォークソング 41人
バレーボール 27人

計 361人 計 105人 計 1人

  部活動・同好会・加入生徒一覧　　　　（19.5.1）

卒業者数 大学 短期大学 専門学校 就職 その他 進学準備
男 121 67 1 20 6 4 23
女 143 49 42 34 3 11 4
計 264 116 43 54 9 15 27

  平成 17年度（28 回生）進路状況

サッカー 高校総合体育県大会予選　2回戦敗退
阪神高等学校地区春季リーグ 2部リーグ　1勝2敗

バレーボール（男子） 19年度　春季リーグ戦　3部全勝優勝　2部昇格
19年度　総体予選　3回戦敗退

ソフトボール 総体県大会　2回戦敗退

野　　球
春季北阪神地区大会　優勝（2年連続）
春季兵庫県大会2回戦　対神戸国際0－5敗退
夏の選手権兵庫大会にシード校として出場します。

吹 奏 楽
2・  4　川西市吹奏楽連盟定期演奏会への出演
3・27　第20回川西明峰高校吹奏楽部定期演奏会の開催
5・27　「明峰まつり」への出演

ラグビー
18年度　兵庫県高校ラグビー東西対抗戦
　　　　東軍代表選手　馬尻和樹　矢部光祥
19年度　全兵庫候補強化合宿参加　馬尻和樹　矢部光祥

バドミントン

19年3月　北摂大会　男子　団体戦3位
  4、5月　総体・阪神地区予選　男子
　　　　　シングルス　ベスト16　石井、金高
　　　　　ダブルス　　ベスト16　金高・並河ペア

ハンドボール
4・15、22　春季リーグ戦　3部リーグ　第3位
6・1、3　　総体　・川西明峰（20）一 柏原（ 6 ）
　　　　　　　　　・川西明峰（ 3 ）一 市立西宮（26）

陸上競技

5・13、14　県高校総体阪神地区予選会
　　　　　　男子　走高跳　西田達哉（1年）1m76第1位
　　　　　　女子　4x400mR　福西理沙（2年）
　　　　　　　　　市場めぐみ（3年）　渡邉祐子（2年）
　　　　　　　　　丹羽麻理奈（2年）　4’28”91　第7位

放　　送

第54回　NHK杯全国高校放送コンテスト兵庫県大会
　　　　テレビドキュメント部門　第4位
　　　　ラジオドキュメント部門　佳作
第30回　兵庫県高等学校総合文化祭 放送文化部門
　　　　テレビ小部門　銅賞
　　　　ラジオドキュメント部門　銅賞
第54回　NHK杯全国高校放送コンテスト　入賞

  部活動等について　　　　　（平成 18 年 12 月～ 19 年 6月）

卒業者数 大学 短期大学 専門学校 就職 その他 進学準備
男 128 86 6 18 8 4 6
女 136 51 32 30 7 10 6
計 264 137 38 48 15 14 12

  平成 18年度（29 回生）進路状況

（クライミング）において 31 回生の斉野祐人君が優勝し、兵
庫県代表として 10 月に行われる国民体育大会に出場します。
今後もより多くの生徒が全国の場で活躍してくれることと期
待しています。
　さて、6月に開かれた文化祭は、例年以上の盛り上がりを
見せ、ハイレベルな展示やユニークな劇、ダンスなど少ない
準備期間であったにもかかわらず、創意工夫した出し物がた
くさん出展されました。特に今年は 8メートル× 6メートル
の巨大壁画やほぼ同じ大きさの巨大ステンドグラス、教室の
壁一面を使った巨大バルーンアートなど、展示部門での力作
が目立ちました。コーラス大会も各学年ともレベルが高く、
その中でも3年生が意地を見せ見事1位 2位を独占しました。
　施設面では、7月末より体育館の耐震工事を兼ねて大幅な
改修工事が行われています。このため、半年間は体育の授業や、
部活動、食堂などで不
自由な面もあります
が、体育館利用の部活
動は近隣小学校の体
育館をお借りして活
動を行っています。
　10 月には、シンガ
ポールヘの修学旅行
が予定されており、現
在最終準備に入って
います。円安と石油高
騰のあおりを受けて、
今年からオーストラ
リアをシンガポール
に変更されています
が、現地の方とのふれ
あいの場を設けるなど、オーストラリアに負けない魅力ある
企画が予定されています。
　職員、生徒が一丸となって先輩達の築いてきた伝統を継承
発展させていきたいと思っております。今後とも、ご支援を
よろしくお願いいたします。


