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宇治高等学校50周年・
立命館宇治高等学校20周年
記念イベントを開催
11月2日(日)、本校を会場に、宇治高等学校50周年・立命館宇治高等学校20周年

記念イベントが盛大に開催され、約3,000名が来校しました。

卒業生、
生徒、
保護者、
卒業生保護者、地域の皆様等の多くの方にご支援ご協力をいただき
ました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。

記念式典では、元谷朋子さん（タ
レント、2005 年卒）の司会による

意であるとのことばを述べました。そして学校法人立命館長田豊臣理
事長の謝辞でしめくくられました。

開式宣言に続き、学園歌を斉唱。そ
のあと、主催者側としてチャールズ・フォックス校長が、多くの関

式典後、アルピニストの野口健さんによる記念講演が催されまし
た。はじめに野口さんの生い立ちやさまざまな活動を紹介するＤＶＤ

係者の方々のおかげで宇治高等学校 50 周年・立命館宇治高等学
校 20 周年の記念すべき日を迎えられたことについて、感謝の意を
述べました。
続いて学校法人立命館川口清史総長が本校の国際教育の歩みを
はじめ、さまざまな分野におけるさらなる発展を祈念する旨を述べ

が流れ、社会のために献身的に活動
されている様子をうかがうことが
できました。講演では、少年期に出
会った一冊の本がきっかけで山に
登り始めたことや、山に登ることで

ました。また、祝辞を宇治市市長山本正様、京都府私立中学高等学校
連合会副会長北村聡様よりいただきました。祝電披露の後、高校３
年海木一佳生徒会長が、本校の素晴らしい学びの環境は諸先輩の努

さまざまなことを考えることがで
きたということ、そして美しい山を
守るために、精力的に清掃登山に取

力の積み重ねによって築きあげられたもので、感謝するとともに母
校をさらに素晴らしい学校に発展させていくために力を尽くす決

り組んでおられることなどを実直
な語り口で話されました。

記念式典・記念講演

01

●鳳凰vol.22

宇治高等学校50周年・立命館宇治高等学校20周年 記念イベント
メインステージ
書道部・吹奏楽部のコラボレーション
──
「未来」
「創造」50 年・20 年の歴史へ
の感謝と、世界に向けて飛び立とうとす
る生徒たちの思いを込めた作品をバック
に、チャールズ・フォックス校長の開会宣
言によりメインステージが開幕しました。
司会は、
能政夕介さん
（Kototake 代表、
2005 年卒）
にお務めいただきました。
本イベントのロゴマークのデザインをしてくれた高校３年井上眞由さんの表彰ののち、吹奏楽部の演奏に合わせてチアリーダー部が見事な演舞を披露。
生徒企画では、バングラデシュ支援プロジェクトのメンバーによる活動報告や、クラシックバレエとピアノのコラボレーション、卒業生と在校生による狂
言を披露してくれました。続いて、保護者会コーラス部
「グレース」
によるコーラスや、立命館大学ダンスサークル
「舞Style」
のダンス、本校卒業生のボーカ
ル・DJ を擁したユニット「Royal Comfort」
のライブ、宇治市在住の大道芸人
「マジ大道芸人ハマー」
の大道芸など、いずれも息つく暇のないエネルギッ
シュなステージでした。
そして、クライマックスは吉本興業の漫才コンビ田畑藤本
（田畑さん 2003 年卒）
の漫才と、吉本新喜劇副
座長の清水けんじさん（1994 年卒）を迎えてのトークショー。
会場は大きな笑いに包まれました。
最後のお楽しみ
大 抽 選 会 は 途 中、
降雨に見舞われま
したが、和やかに
ステージを終える

舞 style

ことができました。
Royal Comfort
吉本芸人

サッカー教室・ジョギング教室
京都サンガトップチームから山田元気選手（2013 年卒）と田村亮

ジョギング教室

サッカー教室

介選手（2014 年卒）を迎え、パーサくんを含むスタッフ８名でサッ
カー教室を開催し、60 組を超える子どもたちが参加しました。
京都サ
ンガは同様の教室を各地で開催しており、参加者には常連も多く、大
変スムーズに進行しました。
ジョギング教室は、小﨑まり選手
（1994 年卒）
をはじめ本校卒業生
を含む立命館大学陸上競技部の選手たちと共に、約 80 名の皆様に参
加いただきました。15 名の大学陸上競技部（短距離男子８名と長距離
女子 7 名）が練習をリードし、遅れている人に付き添ったり、上級者と
ラストスパートで競り合ったりと、参加者の満足そうな笑顔が印象的
でした。
小﨑選手も、多くの参加者に声をかけていただきました。

お茶席

ヘリテージ

DECO教室

立宇治なべ先生の
わくわく実験ショー

ロゴマーク

小学生対象英語講座

国際展示
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卒業生による写真展示

鳳凰会総会
鳳凰会総会

歴史展示企画
宇治高等学校 50 年・立命館宇治高等学校 20 年の歴史を振り返るた
めに、卒業生である教員が中心となって多くの資料や写真に目を通し、そ
れらの資料をもとに、長島拓也さん（NAGASHIMA Design Office、
1999 年卒）にムービーとパ
ネルを作成していただきま
した。50 年もの歳月の中に
は、これまでの先生方の努力
やご苦労、そして卒業生の先
輩方が積み重ねてきた伝統
があるということに改めて
気付かされると共に、今後私

歴史企画

たちがその伝統を受け継ぎ、

模擬店

発展させていかなければな
らない責任の重さを感じま
した。また、校舎入り口から
メモリアルルームまで続く

11月 2 日、同窓会である鳳凰会総会には約 50 名の卒業
生にお集りいただき、2013 年度決算と 2014 年度予算
案が報告され、新しく役員になられる方の紹介がありまし
た。
（決算と予算は vol.21 にて報告しています）また、川﨑
昭治元校長（現一貫教育担当常務理事）からは「本校の DNA
は何事にもチャレンジすることである」というお言葉をい
ただきました。
本校は、現在、日本の教育界において注目される存在とな
りつつありますが、それは本校の同窓生のみなさんが積み
上げてこられた歴史と伝統の賜物です。現在は、鳳凰会とし
て Facebook や広報誌を通じて本校の情報を発信してい
ただいています。今後いっそう卒業生の中での人的ネット
ワークを充実させていただき、これからも後輩を叱咤激励
いただける存在として学校との連携を進めていただきたい
と思います。

トロフィーや賞状の数の多
さは圧巻でした。今後もメモ
リアルルームにたくさんの
記録を残していけるよう、在
校生、教職員共々尽力してい
きます。

生徒記念式典
宇治高等学校 50 周年・立命館宇治高等学校 20 周年イベント終了後、
生徒記念式典を本校体育館にて開催しました。
司会は岡本博憲さん（札幌テ
レビ放送、
1998 年卒）
にお務めいただきました。
チャールズ・フォックス校長挨拶の後、
周年記念ロゴマーク表彰式を行い、
全校生徒からの応募審査を経て最優秀賞に輝いた高校 3 年組井上眞由さん
が登壇、
校長から表彰を受けました。
先輩からのメッセージコーナーでは、清水けんじさん（吉本新喜劇、
1994 年卒）
、田畑藤本さん
（吉本興業、田畑さん 2003 年卒）
、小﨑まりさ
ん
（ノーリツ、1994 年卒）
が登場、笑いを交えながら高校時代の思い出や後
輩への熱いメッセージをいただきました。
最後に、高校 3 年海木一佳生徒会長による生徒代表決意の言葉をもって生
徒記念式典は閉会、
かと思われました。
その直後、突然音楽が流れ出し、生徒たちの大歓声の中、倉木麻衣さん
（2001 年卒）がサプライズゲストとして登場しました。
5 月の「立命館宇治
× 倉木麻衣スペシャルムービー」
収録以来、
半年ぶりの来校です。
本校吹奏楽部の演奏をバックに、倉木さんの美しい歌声で「always」
「chance for you」の 2 曲を披露。
この日のために２ヶ月間練習を積んでき

鳳凰会新役員

た吹奏楽部の演奏と倉木さんの歌声はすばらしく、当日のリハーサルで合
わせただけとは思えない、歴史的なコラボレーションとなりました。
特に、
スペシャルムービーで使用させていただいた「chance for you」は「夢をあ

会

きらめず、勇気を

副会長： 出雲

もって自分らしく
生 き よ う」と の
メッセージソング。

庶

倉木さんと吹奏楽

ントの全企画は幕
を閉じました。
生徒記念式典
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健彦、 上治

浩樹

神野

一成、 矢野達比古

務： 髙野

阿草、 田中いずみ
龍徳、 北村

忠彦

水口

貴之、 吉田

仁

会

計： 谷口

博司、 元村

友哉

監

査： 久保

要介、 宮山

昭和

徒による「chance
で、周年記念イベ

敏美

林

部、そして全校生
for you」の大合唱

長： 新立
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87回
選抜高等学校野球大会への
ご声援・ご支援
ありがとうございました。
第

3月22日、硬式野球部が第87回選抜高等学校野球大会に出場し、静岡高等学校と対戦しました。
大会屈指の強力打線を相手に3回と5回に集中打を浴びましたが、その後はエースの山下投手は6回以降相手打線を抑え、
逆転のチャンスを待ちました。しかし、打線は4安打に抑えられ1‐7で初戦敗退となりました。
選手たちは最後まであきらめることなく全力で戦いました。今回の経験を活かし、夏の大会にむけて一丸となって強い
チームへと成長してくれるものと期待しています。
皆様の温かいご声援・ご支援ありがとうございました。
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■新幹事説明会を開催しました。
2月26日、新立敏美会長より、新幹事(学年代表およびクラス
代表)に、鳳凰会の概要や活動内容、幹事の役割などについて説明
を行ないました。
鳳凰会新会員の皆さん、4月からの新生活に期待と希望で胸ふ
くらませておられることでしょう。幹事さんを中心に同窓会を開
いて交流・親睦を深めてください。
鳳凰会は皆さんを全面的にバックアップします。

■2014 年度 鳳凰賞 激励賞を
贈りました。
鳳凰賞は「社会的に高く評価される顕著な実績を
挙げた卒業生の顕彰」を目的に制定されました。第
1号表彰は、2005年度に小﨑まりさん(94年卒)へ
贈りましたが、同賞には後輩(現役中・高生)にも
「激励賞」を設けています。
2014年度は下記の皆さんへ贈りました。2月
25日に中学、26日に高校の「授与式」を行い、正
賞(賞状)および奨学金として個人5万円、団体10万
円を贈呈しました。
中学
村田 智美(ロボット)
ロボカップ世界大会2013レスキューA部門 第2位
バトントワリング部
第42回バトントワーリング全国大会中学校の部 金賞

中学激励賞

高校激励賞

高校
織田 佳那(中国語)
2012年度 第5回漢語橋世界中高生中国語コンテスト本大会出場 優秀賞受賞
2012年度 第21回国際高校生選抜書展 入選
2013年度 第5回西日本フランスコンクール アサンプション賞受賞
2013年度 サイエイ・インターナショナル イングリッシュ・スピーチコンテスト グランプリ賞受賞
2014年度 第49回弘法大師奉賛高野山競書大会 金剛峯寺賞受賞
2014年度 第23回記念 国際高校生選抜書展 秀作賞受賞
関 紅葉(陸上競技)
2013年度 第32回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第5区区間賞
2014年度 全国高等学校総合体育大会 陸上競技女子3000m 第2位
2014年度 全国高等学校陸上競技選抜大会 女子5000m 第1位
2014年度 女子全国高等学校駅伝競走大会 第2位 1区4位
2014年度 第33回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第2位 第4区5位
2014年度 オリンピック育成強化選手合宿 オーストラリアメルボルン遠征 参加
廣吉 賢(アメリカンフットボール)
2014年度 第3回U-19世界選手権大会 アメリカンフットボールU-19日本代表 5位
成田 光希(アメリカンフットボール)
2014年度 第3回U-19世界選手権大会 アメリカンフットボールU-19日本代表 5位
大西 勇輝(サッカー)
2012年度 FIFA U-17ワールドカップ 日本代表 イラン遠征 参加
2012年度 U-16アジア選手権 日本代表
奥川 雅也(サッカー)
2012年度 第67回国民体育大会ぎふ清流大会 少年の部 出場
2014年度 AFF NutiFood U-19 Cup2014（ベトナム）U-19日本代表 優勝
永島 悠史(サッカー)
2012年度 第67回国民体育大会ぎふ清流大会 少年の部 出場
2014年度 FIFA U-17ワールドカップ2013（UAE）日本代表 決勝トーナメント進出
迫 佑樹、長谷川 諒(卒業課題研究)
「Arduino を用いたアームロボットの作成」
遠藤 咲奈(卒業課題研究)
「日本での同性婚合法化に向けて」
アメリカンフットボール部
2013年度 第43回関西高校アメリカンフットボール選手権大会 優勝
2013年度 第44回全国高校アメリカンフットボール選手権大会 準優勝
2014年度 第45回全国高校アメリカンフットボール選手権大会 ベスト4
陸上競技部
2012年度 女子全国高等学校駅伝競走大会 優勝
2013年度 女子全国高等学校駅伝競走大会 第4位
2014年度 女子全国高等学校駅伝競走大会 第2位
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活

動

私たちは活動助成金を
活用して同窓会を開きました。

報

＊以下は2014年6月21日以降開催分です。
会話もはずみ、とても楽しい時間を過ご

毎年夏の恒例となっている10組の同窓会

ていたり、会社のオフィスで仕事と戦って

2014年度の教育実習生から、お世話に

すことができました。

ですが昨年度で大学を卒業し、就職した

いたり、家庭を築いていたり、アメリカで

なった先生方への感謝の気持ちを込めて、

活動助成金によりこの会を応援していた

り大学院に進学したりと環境が変わった

挑 戦 し て い た り！そ れ ぞ れ の 環 境 で 頑

「3週間ありがとうございました会」を

だいた皆様にお礼申し上げます。-

メンバーが多いため大人数での開催は厳

張っているけど、これからもこうして年に

開きました。長いようであっという間

しいと思っていました。しかし、実際呼

1 回、
またみんなで集まりたいです。

だった3週間の振り返りをしたり、先生

びかけてみるとクラスの半数以上である

■6月21日

教育実習生一同

20名で集まることができ、さらに途中で

方からのあたたかいお言葉をいただいた

■8月9日

り、楽しく充実した時間を過ごすことが

ラクロス部（2008年卒業）が久しぶり

ラクロス部

かけつけてくれたメンバーもいて、今年

できました。これから、私たち教育実習

に集まりました。ちょうど台風が迫って

もわいわいとした楽しい同窓会を開催す

生の進む道は様々ではありますが、生徒

きた土曜日で開催が危ぶまれましたが、

ることができました。関西以外に就職し

時代に立命館宇治で得たものに、今回の

日頃の行いが良いのか、雨はやみ、涼し

ていたり、今回は忙しかったため来るこ

教育実習という経験も加えて、一生懸命

い風の中で食事をすることができました。

とのできなかったメンバーもまた集まれ

それぞれの道を歩んで行こうと思います。

スペイン料理をワインと一緒につまみ、

るよう、今後も毎年恒例の同窓会を続け

■9月14日

忙しい中参加していただいた先生方、本

「今何しているの？」「ああ、そういえ

て行きたいと思います。

ホテルグランヴィア京都にて、「立命館

当にありがとうございました。

ばこんなことがあったんだっけ」と楽し

宇治高等学校2003年卒同窓会」が開催

い会話が飛び交いながら、美味しい料理

されました。当日は3連休の中日という

に舌鼓を打ちました。中には結婚という

事も有り遠方からの来京も多く、総勢38

嬉しいサプライズを持ってきた仲間もお

名の参加者にて懐かしい時間を過ごしま

り、驚きと喜びの反面、私達も年をとっ

した。

たな、ひしひしと感じました。過去の想

今回は対象学年が30歳の節目という事も

い出、そして将来を語り合える友人との

有り、有志幹事の元、約1年前より計画

時間は凄く貴重なものです。集いのきっ

2003年卒

を進めておりました。仕事や育児といっ

かけを下さった鳳凰会に感謝し、今回参

■9月6日

81年卒3年11組

た多忙な時間を過ごしている皆にとって

加出来なかった人を含めて、またの同窓

81 年度卒業 3 年 11 組のクラス会を開催。

一堂に会する機会が少なくなっておりま

会を開催したいと思います。

恩師である中川恵先生にも出席戴き、当時

したが、懐郷の出会いにてすぐに意気投

とができました。1 回生のころはよく集

のお世話になった話しで感極まる時間を

合し、現在の仕事や趣味、そして家族と

まって、飲みに行ったり、遊びに行ったり

過ごさせて頂きましたし、クラスメートに

いった近況報告をする事により、各自興

していたのですが、お互い勉強や部活が忙

もありがたく思えた一日となりました。

味深い話が多数飛び交いました。

しくなり、集まる機会が減っていました。

50 歳を越えた年齢ではありますが、卒業

今回のキーワードは、「今後に繋げる同

しかし、4 回生になって就職活動も終わり、

してからの人と人との繋がりは大切にし

窓会」とし、互いのネットワーク構築を

部活も一段落したということで、同窓会を

ていかなければならない事を痛感致しま

目的としておりました。さらに次回開催

企画し、ほとんどの人が集まりました。高

した。

に向けてのアンケートを行なうことによ

■7 月 13 日

硬式野球部

今回、久しぶりにこのメンバーで集まるこ

校時代の思い出話や近況報告などで盛り

■9 月 6 日

58 年卒 1 組

クラスの皆も元気で頑張っていましたが、

り開催地や開催時期といった各自の意見

上がりました。来年からは社会人となり、

1983 年私達は、宇治高校家庭科
（現立命

連絡が取れなかったクラスメートの方々、

を集約し、次回はより大勢のご参加によ

今までみたいに集まることもできなくな

館宇治高校）を卒業しました。あれから

この鳳凰会のレポートを見られましたら、

る盛会を目指しております。皆様、また

ると思いますが、定期的に同窓会を開いて

32 年キラキラ輝いていた乙女達もすっ

誰でも良いので連絡して下さい。

2年後にお会いしましょう！（予定）

いきたいと思います。

かり艶やかな熟女に変身！

今度は全員出席で行いたいと思います。同

今年で 50 歳を迎えます。

窓会ってイイね！皆様方に幸あれ！！

そんな Anniversary な年に同窓会を 9
月 6 日高瀬川がんこで開催致しました！
日頃は仕事や家事、子育てに孫の世話や親
の介護など、様々な悩みや楽しみを抱えな
がらも懸命に半世紀を走ってきた同級生

■8月8日

茶道部

達は誇りと笑顔に溢れていました。

■9 月 21 日

卒業して一度も会えてない友人、高校時代

13 卒の 7 組女子で同窓会をしました。全

2013 年卒 7 組

員同じ大学に進んでいるものの、学部が違

はあまり話す事の無かった友人達も、会え

立命館宇治高校茶道部の卒業生15名と指

ば一瞬で意気投合、気分は 18 歳に逆戻り

■9月14日

導していただいた先生にお越しいただき、

です。

大学 2 回生から続いている、2008 年卒

がたくさんありました。みんなの近況など

茶道部OBOG会を行いました。

立場や環境の違いもなんのその…一杯

3 年 7 組女子の琵琶湖 BBQ が今年も近

が知れて良かったです。これからも定期的

午前は作法室にてお茶席をもうけ、みん

喋って一杯食べて！明日からまた頑張る

江舞子で開催されました。就職等で東京・

に集まりたいと思います。活動助成金を下

なでお茶をいただきました。部員一同こ

元気をそれぞれが貰いました。

長野・静岡・名古屋に暮らしているメン

さり、
ありがとうございました！

のようにして集まるのは久しぶりでした

開催するにあたり鳳凰会から助成金を頂

バーも、この BBQ のために
（！？）
帰って

が、お茶席でも後輩から先輩へお茶をお

き、ビンゴゲームや記念品など有意義に使

来てくれました！

出ししたり、先輩の点前を拝見したりと

わせて頂き本当に感謝の思いで一杯です。

社会人になって 3 年目、みんな高校 3 年

学年を超え て お 茶 を 楽 し む こ とができ、

有難うございました。

生の時に比べると、だいぶ落ち着いて大人

茶道部として活動していた当時のことを

2008年卒7組

いなかなか会えなかったので、懐かしい顔

になったし、中には結婚した人もいるけど

思い出し、懐かしい気持ちでした。

（結婚式もみんなで行きました！）
、やっぱ

午後からは 全 員 で ラ ン チ を 食 べながら、

り会ったら変わらずワイワイ盛り上がっ

それぞれの近況などについて話しました。

て、すごく楽しい 1 日になりました。
この
メンバーは高校時代に立宇治で学んで、み

■9 月 29 日

んなお互いに思いやりが沢山あるメン

元 3 年 2 組の同窓会を行いました。卒業

2010 年卒 2 組

バーだからこそ、卒業して 7 年経ってもこ

してから約 3 年ぶりに集まったので、少

2010年卒10組

うして毎年集まれているのだと思います。

し緊張と恥ずかしさ、戸惑いがあったので

2010年卒10組の同窓会を行いました。

みんな普段は、お客様のために必死に動い

はないでしょうか。しかし、飲み始めると、

■9月6日
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動
告

活
報

みんなの笑い声や楽しそうな会話で盛り

ております。先生の

に会い

今後も社会人としての経験を深め、より一

■2015年1月12日

上がりました。就活や大学生活、高校の頃

にいこうという目標のもと、次回の集ま

層社会に貢献出来るよう頑張っていきた

立命館宇治中学校5期生成人式パー

の話など今や昔の話で話題が尽きません

りも決定することができました。

いと思います。この度は同窓会を開くにあ

ティー（同窓会）

でした。本当に楽しい時間を過ごすことが

この度は良い機会を与えて頂き、本当に

たりまして鳳凰会から援助して頂き、本当

こんにちは、立命館宇治中学校 5 期生成

できました。みんな変わっていませんでし

ありがとうございました。素敵な学校に

にありがとうございました。参加者一同御

人式パーティー幹事の土井優大です。1 月

たが、内面的には一回り成長しているよう

通わせてもらっていたことを何よりも誇

礼申し上げます。

12 日に立命館宇治中学校 5 期生の成人

に感じました。

りに思います。

新しい命

2013年卒

を祝って成人式パーティーを行いました。

高校で出会った仲間はかけがえのない存

場所は京都のハイアットリージェンシー

在だと改めて思います。将来、大きな壁に

■2015年1月4日

ぶつかることがあるでしょう。そのときに、

2011〜2014年卒業のバドミントン部

ティーには総勢 127 人が集まって懐か

助けてくれるのがこの仲間だと思います。

OB・OGで集まり、バドミントン大会と

しい話やいろいろな企画を楽しみました。

最後に、丈人先生、同窓会に出席していた

同窓会を兼ねた新年会を開催しました。

その中で、立命館宇治中学校 OB 会の鳳凰

だきありがとうございました。懐かしい丈

当日はお昼過ぎから体育館に集まり、

会から補助金をいただきました。この補助

人の本音と CD を用意してくださり、僕た

トーナメント形式で試合を行いました。

金を使ってビンゴ大会の景品やハイアッ

ちを思う気持ちが伝わってきました。あり

久しぶりにラケットを握る人から今でも

トリージェンシーからの記念品などを用

がとうございます。次回は、もっとたくさ

続けている人まで、高校生時代に戻った

意していただきました。大学が三つのキャ

かのように楽しい一時を過ごすことがで

ンパスに分かれていることもあり、卒業以

2011年卒業の1組SELコースの同窓会

きました。その後夜ご飯を食べながら、

来、初めて会う人もいて昔話などをしてと

を京都で行いました。大学でも、留学に

学年関係なく当時の部活の思い出話など

ても楽しそうでした。ただ、そんな中でも

行ったり、様々な活動に専念して関西か

で盛り上がり、あっという間に時間は過

みんな仲良く写真を撮ってたり一人に

ら離れることが多かったりと、なかなか

ぎていきました。共に汗を流し、厳しい

なっている人がいなかったところなどは

まとまった数のメンバーがそろうことが

練習を乗り越えた仲間の大切さを再認識

全員の中が仲良く楽しい学校生活を送れ

大変だっただけに、今回の、学生生活で

することのできた1日でした。春からは

ていた証であると思います。また機会があ

の最後の同窓会は非常に楽しいものとな

社会人になる先輩もいますが、これから

ればこうして集まりたいと思います。

りました。お忙しいなか、卒業の時に担

も皆で集まれるような場を企画していき

母校で周年記念イベントがあるとのこと

任、副担任であったTim Chanecka先生

たいと思います。

で、みんなで集まりました。

とKurt Wunderlich先生にも参加してい

イベントを一通り楽しんだあとは、同窓

ただくことができました。料理もとても

会として教室を使わせて頂き、先生も呼

美味しく、お酒も進み、座はとても盛り

んで久しぶりに学生に戻った気分になり

上がり、クラスが3年間同じであった高

ました。

校生活の思い出話に花を咲かせておりま

また、自分たちが卒業したクラスの後輩

した。この先、進む道が千差万別のメン

とも話をする機会があり、様々な話を聞

バーなので、あまり集まる機会が多くな

■2015年3月7日

いて改めて立命館宇治の卒業生としての

いかもしれませんが、これからもチャン

ル部ＯＧ会

誇りを実感しました。

スがあればまた同窓会を開きたいと思い

社会人になってからみんなで集まる機会

ます。

んの参加者を待っています。

■11月2日

2009年卒1組

■12月29日

2011年卒1組

バドミントン部

ホテルの宴会場を借りました。今回のパー

女子バスケットボー

毎年恒例となっている女子バスケット
■2015年1月12日

硬式野球部

ボール部ＯＧ会。今年は3月7日（土）に

は減ってしまいましたが、またこのよう

私たちは1月12日の成人の日に2012年

開催しました。当日は、この3月に卒業

なイベント時にはみんなで参加をして集

卒業硬式野球部で野球大会＆新年会を行

した卒業生5人を含み、幅広い年齢層の

まりたいなと思っています。

いました。毎年、集まってフットサル大

卒業生37名が集まりました。サークル活

何卒、よろしくお願い致します。

会をしていたのですが、今年は久しぶり

動、そして就職活動に頑張っている大学

にみんなで野球をしようということにな

生、社会人となってバリバリ仕事をして

り、太陽が丘第二球場を借りて軟式野球

いる者、仕事と育児の両立に励んでいる

をしました。大学で野球を続けている人

者、結婚・出産を控えている者など、い

もいれば、久しぶりにバットを握ったと

ろんな卒業生で賑わいました。学校の食

陸上競技部

いう人もいましたが、とても白熱した楽

堂で昼食を取りながらの懇親会でしたが、

今回、6 代にわたる陸上部の同窓会を開催

しい試合となりました。その後は食事会

同級生同士、先輩・後輩同士、今の大学

しました。

を行い、高校時代の思い出話をしたりそ

生活や仕事のことなど、近況報告をし

高校時代のこと、また近況などを語り合い、

れぞれの現状について話したりするなど

合ったり、昔の思い出話をしたりしなが

■11月29日 バドミントン部

素敵な時間を過ごしました。終始笑いが絶

して楽しい時間を過ごすことができまし

ら、大いに盛りあがりました。そして、

約2年ぶりに同窓会を開催することがで

えず、高校時代に戻ったようでとても楽し

た。今年は、後輩である硬式野球部が秋

笑いの絶えない会となりました。年に１

きました。今回はお世話になった先生に

く、あっという間に時間が過ぎていきまし

季大会で好成績を収め、5年ぶりの甲子

回開催するこのＯＧ会は、学年の枠を飛

もご参加頂くことができ、楽しかったこ

た。苦楽を共にしたこの陸上部の絆は本当

園出場を決めてくれたので、この仲間達

び越えて交流できる場であり、女子バス

とや辛かった当時の思い出話に終始談笑

に深く、かけがえのない仲間を持ったこと

と共に甲子園に応援しに行きたいと思い

ケットボール部の絆を深める会となって

しておりました。改めて、良い学校に通

を改めて感じた会になりました。

ます。今回も鳳凰会の同窓会助成金のお

います。みんな毎年楽しみにしています。

わせてもらっていたのだね、と感謝させ

今はみな社会人となり、立命館宇治での学

かげで硬式野球部で集まり野球大会＆新

られた機会でもありました。

びや経験を糧にそれぞれの道を歩んでい

年会を開くことができました。本当にあ

そして今回は、お世話になった先生方に

ます。

りがとうございました。

■12月30日

進路決定の 報 告 を す る こ と が できた他、
当時の顧問の先生からは
命が誕生する

2月に新しい

という事をお伺いするこ

とができました。
とてもお世話になっていた先生であった
ため、私たちも親戚のおばさんかのよう
に、その命の誕生をただただ楽しみにし
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また、来年も再会することを約束して、
2014年度の会は閉会となりました。

同窓生のみなさんへ

皆さまからの
投稿を
お待ちして
います

近況報告、
同窓会の開催案内等、
お知らせください。
ただし、
下記注意事項および投稿要領をご参照ください。
現在、会報紙「鳳凰」の定期号は年２回発行しています。
投稿される場合は1月および６月の各末日までにお送りください。

◆600字以内、写真がある場合は２枚以内でお願いします。
◆いただいた原稿そのままを掲載します。誤字・脱字にご注意ください。
◆卒業生本人が作成した記名記事とします。匿名、
偽名、
ペンネームはお断りします。
◆営利目的、特定の個人・団体等に対する誹謗・中傷、人権侵害、
セクシュアルハラスメントなどに繋がると思われる
不適切な表現がある場合は掲載しません。また、
「鳳凰会」の不利益となると判断される場合も掲載しません。

■活動助成金のお知らせ
同窓会 開催に「祝い金」をお贈りします。クラブ、クラス、学年などで同窓会を大いに開き、親睦と交流を深めましょう！
！
鳳凰会（同窓会）では、各種同窓会の開催を奨励す
るため、卒業生10人以上で同窓会を開いた場合、
人数に応じて「活動助成金」として祝い金をお贈り
しています。
【申請方法】
同窓会開催の前に
（２週間前までに）、所定の申請書を
事務局に提出してください。
申請書は、立命館宇治中高ホームページの「卒業生」
コ
ーナーにアクセスしてダウンロードしてください。
必要事項を記入したら、
メールまたは郵送し、事務局か
らの連絡を待ってください。
「卒業生」
コーナーのアドレス
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate.php
なお、事務局あてに「申請書」を添付してメールで送り
たい場合、その方法については上記同窓会コーナーの
一番最後にある
「メールによるご連絡はこちらへ」をク
リックしてお問い合わせください。

申請要項
１．同窓生10名以上の出席者があり、出席人数によって以下の金額を支出
します。
・10名〜15名＝1万円
・16名〜25名＝2万円
・26名〜50名＝3万円
・51名以上＝本部役員会で決定します。
なお、同一の学年、クラブ、クラス、団体の同窓会への支給は年2回ま
でとします。ただし、出席者の4分の3以上が同じ場合は同一の申請と
みなします。
２．同窓会開催2週間前までに、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、開
催要項(日時・場所・内容・代表者は必ず2名記入)を添えて事務局へ申
請し、会長が決裁します。決裁後、事務局から連絡しますので、祝金
を事務室まで取りにきてください。
３．同窓会終了後、1週間以内に会報紙「鳳凰」へ掲載する写真一葉以上と
記事原稿（400字以内）および出席者名簿(別紙の所定用紙)、領収書
を必ず提出してください。

■クラブ・サークル補助金制度について

「一人当たり年間6千円分」または「クラ
●クラブ・サークルに対して、
ブ・サークルの年間経費の10％」のいずれか金額の低い方を上限
として補助します。ただし、
この補助金を受けたクラブ・サークルは年
1回「決算報告」
「構成員名簿」
「鳳凰」掲載記事を提出し、総会また
はそれに代わる幹事会に出席して活動報告をしてください。

い

事

務
お から 局
願

●クラブ・サークルを3名以上の鳳凰会会員で設立したら、
クラブ・サー
クルを届け出てください。
「申請書」はホームページからダウンロー
ドできます。

学校の様子、
後輩
（生徒）
達の活躍ぶりは、
こちらのアドレスへアクセス！！

◆住所・氏名の変更、幹事（クラス代表）交代の場合は、必ず事務局までご連絡ください。
◆学校のHP上に
「卒業生」
コーナーがあります。ここから事務局へメールが送れます。

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/
〒611-0031京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1

http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

立命館宇治中学校・高等学校事務室内

T e l：0774-41-3000

Fax：0774-41-3555
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鳳凰会事務局

