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⾧崎南高関西同窓会 会報 

「2019 年関西同窓会総会」 
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「30周年に際して」                              会長 9 回生 手嶋義雄

皆さんコロナ禍で自粛が続く中、変わりなくお過ごしでしょうか。 

この会報誌が発刊される頃にはどれだけ収束しているのか・・・ 

メディアでは専門家が多様な持論を繰り広げており、どれが正解かの結論もない中でひとつだけ興味

をひいたのは、歴史学者・哲学者ハラリ氏が言う「病原体に対して人間が持っている最善の防護手段

は隔離ではなく協力である」「国ごとに隔離ばかりを考えるのではなく、グローバルに協力し合わなけれ

ば克服はできない」ということ。感染症を打ち負かすためには、人々は科学の専門家を信頼し、国民は

公的機関を信頼し、各国は互いを信頼する必要があると述べており、批判ばかりでなく「信頼と団結」

がなければこの難局打開は無理との結論です。賛否はあれどひとつのヒントでは、と思いました。 

 

さて関西同窓会は今年で発足３０年になります。 

会長も私で６代目。初代は古川源蔵さん（１回生 故人） ２代目 松本藤一さん（２回生）  

３代目 金尾義男さん（１４回生） ４代目 大石哲史さん（７回生） ５代目 三宅博さん（４回生）。 

会員数は４１０名余り。 若い人がなかなか増えず高齢化が進んでいます。年 1 回の総会出席者は毎

年５０名前後で推移（図１）、年齢も最も若い人で２５回生という状況（図２）。総会はやはり同窓会活動

の原点であり、活況のバロメータとも言えます。今年は３０周年記念総会らしい規模を目指しています

がネックになるのがどうしても若い卒業生の情報が入らないこと。プライバシー保護の時代、名簿の入

手は無理としても何とかネットワークを築けないか、幹事一同苦心しているところです。この会報誌にも

毎号巻末に連絡用メールアドレスを掲載しています。卒業生の少しの情報でもあればご連絡いただき

たい。またご無沙汰している会員の皆様も久しぶりに参加

されませんか。 

同窓会に行きたくない理由として、面倒くさい／会いた

くない人がいる／今の自分に自信がない／一度参加して

うんざりした／仲の良い人とは同窓会でなくても会える、

などがよく聞かれます。こういう気持ちをお持ちの人は仕

方ないとして、行きたいけど同期のメンバーがいるのかが

分からず断念しておられるのなら、それは我々スタッフの

至らぬところ。今回から出席者を事前にホームページに

掲載していきます。また恩師などご来賓も事前アナウンス

します。是非ご覧になってください。 

私事ですが昨春会社をリタイアし個人事業を始めました。

４０年以上組織の中にいた者にとって今もっとも必要であ

り難しいと感じるのは、いかに社会と交わり続けるか。じっ

としていても人は来ないという現実です。そういう中でいろ

いろな同窓会・同期会は大きな存在になっています。 

長崎から７００ｋｍ以上離れた遠いこの地で集えるのも同

窓会あってのこと。皆さんお待ちしております。 

「信頼と団結」で関西同窓会を盛り上げてください。 

（自粛が続いて今年の総会が見送りになりましたが、来年

に向けてこの意識で頑張ってまいります。） 

 

≪図１≫ 

 

≪図２≫ 
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⾧崎南高校現況報告     長崎南高等学校長 後藤慶太 

～ 夢をいだいて 羽ばたく 長崎南 ～ 

 長崎南高校関西同窓会の皆さん、お久しぶりです。令和２年4月より校長として赴任しま

した。実は、平成２２年から２４年までの3年間を教頭として勤務していました。その間に関

西同窓会総会には 2 度参加させていただき、楽しい時間を過ごさせていただいた記憶が

あります。また、創立 50 周年事業では多くのご協力をいただきましたことに、改めて感謝

申し上げます。 

令和２年度がスタートし、桜花爛漫、校内の木々の緑や小鳥のさえずりに「命」の躍動を感じる季節ですが、今

年の春は､例年とは違います。それは、「新型コロナウィルス感染症」による社会問題の発生です。南高も３月上旬

から臨時休業そして春季休業を終え、４月８日から新学期をスタートさせました。しかし、全国に緊急事態宣言が発

せられ、再び５月 10 日までの臨時休業となりました。生徒たちは、「手洗いの励行、うがい、マスク、人込みの中に

行かない」などの予防策を講じつつ、自宅で学習をしています。 

 さて、今年度のスローガン「夢をいだいて 羽ばたく 長崎南」について紹介します。「夢をいだいて」には、札幌

農学校（現北海道大学農学部）のクラーク博士の「Boys，be ambitious 少年よ、大志を抱け」の言葉から、南高生

に大いなる夢を抱いてほしいという願いを込めています。南高がある「崎陽の丘」から見える長崎港は、その昔、鶴

の港と呼ばれていました。鶴が大空へ大きく羽ばたいていく姿から、南高生が世界に向けて、大きく羽ばたいてほ

しいという願いを込めて「羽ばたく」としました。                    

現在の南高の特色として、文部科学省指定のスーパ

ーサイエンスハイスクール事業を展開していることがあ

げられます。全校生徒が、ＳＳＨトレーニングとして、学年

ごとの課題研究学習を行っています。また、ＳＳＨ科学部

を発足させ、各種研修やコンテストに参加しています。昨

年は、サイエンスキャッスル・シンガポール大会に参加

し、英語による一次審査を通過して、本戦でトップ５に入

る結果を残してくれました。 

今後も「学習と部活動の両立」の校是のもと、人間力と

学力を兼ね備えた逞しい生徒を育成すべく努力してまい

りますので、どうぞよろしく願いいたします。 
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第 29 回関西同窓会総会及び懇親会:11 月 9 日(土)   事務局  6 回生上里良英   

昨年の懇親会終了時に、榎田副会長の「第 29 回もここでやります」との宣言通り、「太閤園」での開催となりました。  

いつもと趣向を変え、司会進行を務める女性の垣田さん（16 回生）による開会宣言で総会を開始しました。  

期中に他界された会員に黙祷をささげた後、手嶋会長（9 回生）が開会の挨拶を行いました。  

手嶋会長による前年度の活動報告と今年度の計画、各幹事からの会計・監査報告、今年度の役員が承認されました。  

事務局長の金尾さん（14 回生）からは、財源厳しいおり会費振込、会報の原稿募集のお願いから、今年は、会則の見直し改 

定の説明に対して参加者全員によって承認されました。  

 来賓代表挨拶では、まず、母校の安部校長より、令和元年度の南高校の部活動の活躍として、“水泳部女子の県新人戦での 

総合優勝”、“NHK 杯全国放送コンテストアナウンス部門での優秀賞受賞”、“吹奏楽部の金賞受賞”、“SSH＊の全国大会で奨励 

賞受賞”などの輝かしい在校生の活動報告がありました。伝統ある“学業と部活動の両立を目指す”長崎南高の今後の活躍に期 

待します。  

また、今年は、ラグビーワールドカップで日本が活躍した年でもあり、来賓のご挨拶も、ラグビーの話で盛り上がりました。  

長崎本部同窓会の高尾会長（1 回生）からは、ラグビー部創立当時の色々な苦労話が披露されました。ラグビーボールの代わり 

にゴムボールを使ったこと、自衛隊のグランドを借りて練習したことなど、開校して最初の部活動での苦労話とラグビーに寄せる 

思いを熱弁されました。夢は、長崎南高が再びラグビーの強豪校になることと締めくくっていただきました。  

関西大阪長崎県人会からは、中川副会長が挨拶されました。令和元年 11 月 4 日に淀川河川公園において“長崎ふるさと祭り 

in 大阪”が開催され、ご家族と共に多くの同窓会の皆さんが来場されたことに対し、感謝の気持ちを述べられました。  

 最後に承認されました新役員が紹介され総会を終了しました。  

 懇親会は、今年も 2 代目会長の松本藤一さんの乾杯ご発声で宴が始まりました。引き続き、母校からお招きした山本教諭（10 

回生）は、安部校長が 3 ヶ月程かけて、200m の広範囲につつじを手堀で植えられたというエピソードを披露されました。今年が 

最後の教員生活を迎えられる山本教諭と南高校長赴任 4 年目に入られた安部校長お二人の南高愛が窺えました。同窓会本部 

副会長の前原さん（2 回生）、関東同窓会会長の江さん（11 回生）、福岡同窓会副会長の桑原さん（14 回生）からも思い出を交え 

た楽しい祝辞を沢山頂きました。その後、久しぶりにご参加の千賀さん（6 回生）、初参加の浜口さん（4 回生）、白石さん（7 回生）、 

渡辺さん（15 回生）、加藤さん（16 回生）が紹介されました。  

 サークル活動では、「探鳥句会」からは、テーブルごとに配られた俳句の季語の読み方を当てるクイズから、初級、上級者向け 

と 2 つのレベルに分けて日常生活での俳句との触れ合いを分かりやすく、大いに興味を引く内容で盛り上げて頂きました。  

また、探鳥句会の記念すべき出来事として池谷さんに続き石井さんが俳壇賞受賞を内定したとの報告があり、会場内は更に喜 

びに沸きました。「ゴルフ会」では中島さん（6 回生）が、「ポラリス＆地域文化交流会」では三宅さん（4 回生）が、それぞれ会の魅 

力を説明しながら沢山の参加を呼びかけました。「編み物教室ニットひこ」からは、今年も多くの作品のバザールへの提供があり 

ました。そのバザールでは、藤原さん・間渕さん（6 回生）、岡さん（9 回生）3 名の息の合った司会で、皆さんに提供いただきまし 

た高級焼酎から家庭用品など瞬く間に完売しました。恒例の編み物教室ニットひこの作品群は女性陣に大好評でした。  

 懇親会も終わりに近づき、他では見られない宅島さんの踊りで再び盛り上がりました。回を重ねるごとに芸に磨きがかかり、今 

年は 2 回もアンコールがありました。 最後に、校歌斉唱の後、1 回生の八尋さんの万歳三唱でお開きとなりました。  

 2 次会は 2 階の「アメジストルーム」へ移動。今年のカラオケは、最初に、セミプロの県人会副会長の中川さんから“for you” な 

どリクエストもあり 3 曲熱演のあと、2 時間歌声が途切れることなく、大盛況のうちにあっという間に 2 次会も幕を閉じました。（その 

後 3 次会に行かれた回生もあったようですが、楽しい会を有難うございました）  

＊SSH；Super Science Highschool：文科省の人材育成事業で、長崎県からは南高と大村高校の 2 校が指定されています。  



4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

5 

 遅咲きの恋 ”“第 34 回俳壇賞を受賞して”               2 回生 石井清人 

「お互いに俳句を作って見せ合いませんか」と 20 歳上の叔母から誘われたのが 65 歳になっ

た 2011 年のこと。老人ホームで暮らす体調を崩した叔母を、毎週訪問していた頃でした。 
私には全く俳句の経験がなく、句を作るのは勿論、叔母の句の評価もできませんでした。

このことを第21回長崎南校関西同窓会で話したところ、「あなたにぴったりの句会がある」

と誘われ、松永典子さんがはじめた「探鳥句会」に体験参加。長崎弁が飛び交うアットホ

ームな雰囲気と「青垣」大島雄作代表の懇切で的確な句評に感銘を受け、句会新入生とな

りました。それから叔母には毎週十句を見せるほか、参加した句会の結果も報告すること

に。（彼女は随分元気になり健康も回復。毎週の二人句会を世を去る年まで７年間続けまし

た。）翌年には季刊の俳句誌「青垣」に投句を開始。また、情熱的に俳句愛を語る５回生の池谷秀子さんに触発さ

れて、参加する句会が段々増え、今では５つの句会に毎月参加しています。 
 こんなに俳句に熱中できるのは「遅咲きの恋」のようなものだと思います。仕事だった研究レポートや業務報

告書等のような事実の記述とは違って、少ない語数で自分のドラマ、ポエムを創造できること、しかも創造した

作品を発表して即座に反応が得られる快感に嵌まりました。 
 俳壇賞には 5 回目の挑戦でした。早くから挑戦を始めたのは、所属する｢青垣の会｣から俳壇賞や角川俳句賞の

受賞者が 4 人出ていますし、｢探鳥句会｣には第 28 回俳壇賞受賞の池谷秀子さんがいて、賞が身近な存在だったか

らです。そういうメンバーと切磋琢磨できたことは本当に幸運な事でした。 
2020 年 2 月 14 日東京市ヶ谷のアルカディアで｢俳壇賞｣の受賞式が行われま

した。受賞式には、探鳥句会から、松永、池谷、井上、木谷、藤原、三宅（洋）

の 6 名が泊まりがけでお祝いに駆けつけてくれました。また青垣の会では関西、

信州、東京から大島雄作代表ほか 15 名が集まってくれました。 
翌日は吟行と句会で祝ってもらいました。 
これからも「青垣」の「自然、人間を見つめ、自分の言葉で表現を磨く」を

念頭に、人の心に響く句を作れるよう精進したいと思います。俳句年齢は若い

ので伸び代があると信じて。 
伝統ある俳壇賞に選んで頂いた選考委員の先生方そして本阿弥書店の方々に厚く御礼申し上げます。また、こ

れまでずっと指導して頂いた「青垣」大島雄作代表および句座を共にしている多くの句友に心より感謝致します。 
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編み物教室“ ”          5 回生 彦田恵美子 

 毛糸は年２回春と秋に新しい糸や新しい色が出ます。今年はどんな色が流行りなのか、どんな変わった色があるのかと、とっ

ても楽しいときです。 

 身に着けるものはウール 100％が一番だとの思いが強いですが最近はウールにアクリルが入っている物が多く出てきていま

す。特に外国の糸は色合いが違うというか、発色が違うというか、素敵です。大玉になるのですが小物なら１玉、セーターなら２

玉で編むことができるので扱いやすいし、少し安価でもあります。普通に編むだけで、編み込み風になったりと ... 毛糸の進

化は楽しいです。 

 教室ではセーターやベストを編みながら、ミニ鏡餅やスヌード、ヘヤーバンドなどの小物も自分用、孫用、プレゼント用と皆さ

んたくさん編んでいます。 

 同じ鏡餅ですが飾り方が変わるのでぜひ見ていただきたいと思います。（私達の正月です） 

 今はコロナ騒動で教室は休みですが LINE でマスク作りなどの情報交換をしています。 

毛糸で編むのはもちろん、布マスク作りも紹介したり ... 

 この≪いしだたみ≫を読んでいる頃には、春、新しい糸と 

巡り合わなかった分、新しい糸に心躍らせながら編み物して 

いることを願うばかりです。 

★ レッスン日；毎週火曜日10 時～13 時（現在お休み） 

★ 場  所 ； 吹田市 千里台スカイハイツ C 棟集会室 

★  tel   ； 090-6329-7460 

 

”15 回生還暦同窓会に出席して“              15回生  渡辺修二 

15 回生還暦同窓会が 2019 年（令和元年）11 月3 日にザ・ホテル長崎ベストウェスタンプレミアムコレクション（宝町）で開催さ

れ、私も関西から参加しました。参加総数は 164 名、恩師では上田康士先生、松永恒久先生、西迫孝文先生、宇田川泱先生、

原宮之先生の 5 名の先生方にも出席いただきました。 

 総合司会の岩田君及び柿田（旧姓北川）さんの紹介で東君の開会挨拶、更に古藤君の乾杯により会が始まりました。テーブ

ルはクラスごとに分かれており、我が男子クラスの参加者はたった 7 名。すぐに顔と名前は一致したものの、やはり多数参加し

ている男女クラスが羨ましく、テーブルでの話が一段落するとそのうちに各テーブル入り乱れて仕事や家族の話、そして昔の

懐かしい話に盛り上がりました。とは言うものの、やはり卒業以来42 年ぶりの顔がほとんどで、 

中には最後まで「誰だったっけ？」で終わった人もいたような。 

その間にもステージでは高校時代の写真が映写されたり、クラスごと

あるいはクラブごとに写真を撮ったり、また恩師の先生方のスピーチあ

りと、あっという間の楽しい 2 時間でした。最後は、参加者全員が会場

に大きな輪を作っての校歌斉唱。久しぶりの南高の校歌に胸が震えま

した。 

終了後の二次会も準備されており（油屋町コペン）、半数以上の約

100 名が参加。一次会とはまた違ったメンバーとの間で懐かしい話に

花が咲き、更に三次会へと久しぶりに長崎の夜を堪能しました。長崎

の幹事の皆さまには感謝で一杯です。ありがとうございました。 
 

“美味しそうなミニ鏡餅” 
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山も楽しい ”ポラリス“                    11回生 丸尾邦広    

「高校では山岳部やったらしいね。南校同窓会の山好きのメンバーで月に1回近場の山を登っているので、一回来 
ない? 来月は愛宕山だけど。集合時間等はまたメールするよ。」 2017 年 12 月 11 日(月)瀬田カントリーで開催 
された長崎南校同窓会ゴルフコンペでのこと。  
 時期的に日本百名山に登れないときは、ゴルフ打ちっぱなしを趣味と 
しており、長崎南校同窓会ゴルフコンペに初参加したのが、ポラリスと 
の出会い。  
 2018 年 1月 13 日(土)9:00 JR 嵐山駅集合“青空の広がる絶好の登山 
日和”すぐに老若男女のメンバーに温かく受け入れていただき、40 数 
年ぶりの愛宕山を楽しんだ。雪の少なさは地球温暖化のせいか？   
驚いたのは昼食の豪華絢爛さ。これでもか！の食材とアルコールを担ぎ 
上げる体力はもとより、その気力に圧倒される。  
 下山後も、京都駅近くでにぎやかに反省会。  
遠方のため途中退席したが、楽しく気立てのいい人たちばかりで、ソロ 
登山とはまた違う楽しみを見つけた。  
 戦後最大の危機と言われている現下の状況を踏まえ、当分の間、ポラ 
リス休止は仕方がない。天気のいい平日、めったに人に会わない関西百 
名山を、マイカーによるソロ登山でほそぼそと、残り42座。  
 山の楽しさは、非日常性。鳥のさえずり 葉を揺らす風の音 鹿の鳴き声・・・。  

ゴルフコンペ“いくつになっても”               １回生 八尋重義    

恒例の長崎南高関西同窓会のゴルフコンペは2019年 10月 15日に滋賀県瀬田ゴルフ倶楽部で開催されました。 
令和初のゴルフコンペは天候に恵まれ長崎等からの特別参加者もあり大いに盛り上がりました。  
先輩後輩が気兼ねなく楽しくゴルフが出来るのも同窓会コンペの魅力の一つです。一時は参加者が少ない時期も 

ありましたが最近は幹事さんの努力で毎回4組～5組で行っています。  
もう少し参加者が増えるといいと思っています。ゴルフ好きの同窓の皆さん次回は是非参加してください。  
初参加歓迎です。待っています。  

成績は7回生の倉田さんがハンディに  
恵まれ2回連続優勝されました。  
2位は長崎から参加された  
4回生の野口さん、  
3位は初参加の10回生の  
倉田さんでした。  
  
  
  

  
ゴルフコンペ組み合わせ表     優勝；倉田伸彦、 準優勝；野口宗八、 ３位；倉田浩次   

1 組 八尋重義（１回生） 賀古章義（４回生） 倉田伸彦（７回生） 手嶋義雄（９回生） 

2 組 吉村敏幸（２回生） 北名幸男（２回生） 丸尾邦広（11 回生） 中島 猛（６回生） 

3 組 高橋市治（２回生） 吉野俊司（３回生） 三宅 博（４回生） 榎田政純（９回生） 

4 組 野口宗八（４回生） 草野義昭（４回生） 高松秀憲（友情参加） 柳川俊郎（９回生） 

5 組 木谷壮一（６回生） 倉田浩次（10 回生） 前田 衛（12 回生）  
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１０ 

活動報告（2019 年４月～2020 年３月） 
5 月 ・ピザ＆ＢＢＱパーティー（上里氏宅） 

10 月 
・関西大阪長崎県人会 

ゴルフコンペ参加（交野CC） 6 月 ・地域文化交流会「しっとっと京都・宇治」 

7 月 

・南高関東同窓会参加（手嶋会長） 

・関西大阪長崎県人会総会・懇親会参加 

・暑気払いビアパーティー（スーパードライ梅田） 

11 月 
・関西大阪長崎県人会祭り in 淀川河川敷 

・南高関西同窓会総会（in 太閤園） 

12 月 
・全国高校駅伝応援（西京極） 

・全国高校ラグビー応援（花園） 

8 月 

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催） 

・全国高校野球選手権応援（海星高校：甲子園） 

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎） １月 
・皇后杯都道府県女子駅伝応援 (10 位入賞) 

・関西大阪長崎県人会新年互礼会参加 

9 月 
・関西同窓会ゴルフコンペ（5 組；瀬田ＧＣ）7ｐ 

・南高福岡同窓会参加（手嶋会長） 

＊探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催 

（6p、7p 参照） 

⾧崎南高関西同窓会会計報告（2019 年４月～2020 年３月） 
収入の部 支出の部 

前年度繰越金    通帳残 

             手元現金 

782,209 

34,975 

総会運営費      

通信費         

印刷費        

運営費＊-１        

469,470 

86,395 

26,313 

135,228 

小  計 817,184 

年会費     

総会会費     

郵便局利息             

広告費         

寄附金           ご祝儀 

    オークション売上 

その他       

226,000 

329,000 

6 

15,000 

60,000 

70,000 

62,000 

小  計 717,406 

次年度繰越金    通帳残 

            手元残金 

826,809 

34,975 

小  計 762,006 小  計 861,784 

合  計 1,579,190 合  計 1,579,190 

      監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。                監査   中島  猛 

                    藤原由美子 

     会計報告は、平成31 年3 月31 日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。 

  ＊-1 ：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付 
【役員名簿】 

役職 氏名 回生 役職 氏名 回生 役職 氏名 回生 役職 氏名 回生 

会長 手嶋義雄 9 事務局 上里良英 6 HP 編集 淀 光昭 15 相談役 間渕 豊 6 

副会長 榎田政純 9 〃 中村通也 7 監査 中島 猛 6 〃 大石哲史 7 

会計 長田道子 11 〃 岡 凉子 9 〃 藤原由美子 6 〃 鳥井幹則 13 

〃 鹿子島芳子 16 〃 中村博信 18 相談役 松本藤一 2    

事務局長 金尾義男 14 HP 編集 垣田知香子 16 〃 三宅 博 4    

＊本年度の総会は中止となりますので、上記をもって総会決議とさせていただきます。 



 

11           【発行元】 長崎南高関西同窓会  会長 手嶋義雄  

関西同窓会 30 周年記念総会中止のご案内    
下記日程で予定しておりましたが、コロナ禍の中、幹事一同協議の上、中止とする苦渋の決断を致しました。 

なお、来年度の総会は同会場で 11 月13 日（土）を予定しておりますので、お元気で参加して頂ければ幸いです。 

 

関西同窓会総会＆懇親会 中止！ 二次会 

日時 2020 年 11 月 7 日(土) 15:00～17:30 予定 日時 11 月 7 日(土) 18:00～19:30 

場所 リストランテ翔 21   

住所  〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町 1 丁目 1-45,  

 大阪工業大学梅田キャンパス Oit 梅田タワ-21 階 

 

TEL 06-6147-6681 

参加費 \7,000 , 同伴者\5,000 (学生は無料) 参加費 \2,500 (学生は無料) 

 
          

 

 

 

 

 

          

          

          

          

 

 

 
 

【事務局だより】 

★年会費：2,000 円（一般会費、学生無料） 

総会は中止となりますが諸活動の原資として必要です。 

会員皆様のご厚意をお寄せ下さいますよう、よろしくお願いいたします。 

 毎年お手数をお掛けしておりますが、同封の振込用紙にてお振込み下さい。 

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報をお願いします。 

★連絡先：事務局  松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局 TEL 06-4707-8518 

    メールアドレス  info@kansai-ishidatami.net 

 

会場まで、徒歩で 

阪急梅田駅から３分 

JR 大阪駅から５分 

御堂筋線梅田駅から５分 

御堂筋線中津駅から 11 分 

谷町線中崎町駅から７分 

阪神梅田駅から 11 分 

大阪工業大学ビルに入りまして 
左側の直通エレベーターで 21F 
までお越しください 

JR 大阪駅 

阪急梅田駅 

本部同窓会 HP 関西同窓会 HP 関東同窓会 HP 


