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3月22日、本校硬式野球部が

第82回選抜高等学校野球大会に出場し、

広陵高等学校と対戦しました。

1回表に先制されるもその裏に4点を返し逆転、

その後、デッドヒートを繰り返す展開となり、

最終回に1点差に迫りましたが結果は、

6対7で惜敗し、あと一歩及びませんでした。

しかしながら生徒達は最後まで諦めず、粘り強いプレーを見せてくれました。

今回の経験を活かし、夏の大会に向けてチーム一丸となって

心身ともに強いチームへ成長するよう期待がかかります。

皆様の温かいご支援ご声援、本当にありがとうございました。

第82回
選抜高等学校野球大会への 

ご支援ご
声援ありがとうございました。 
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2009年度は多くのクラブが全国大会への出場を決めました。
これは、高校生ではおよそ3人に1人、中学生では4人に1人が
全国大会出場クラブに所属していることになります。

 ■ 高校
●アメリカンフットボール部　第 40 回全国高等学校アメリカン
フットボール大会（クリスマスボウル）準優勝　（12 月 23 日　東
京味の素スタジアムにて開催）立命館宇治９ー１２日大三高
夜行バス４台で生徒・教職員 150 名が応援に駆けつけ、懸命の声
援を送りました。

 ■ 中学
●アメリカンフットボール部　フラッグフットボール日本選手権　
準優勝　（１月３日　東京ドームにて開催）
ライスボウルの一環として行われた、フラッグフットボール日本選
手権に西日本代表として出場。佼成学園中学校ロータス（東日本代
表）と対戦し、19-49 で敗れ、準優勝となり、惜しくも日本一を
逃しました。　
●バトントワリング部　第３７回マーチングバンド・バトントワー
リング全国大会　中学校の部・バトントワーリング部門　バトン編
成（大編成）　金賞（２年連続）　（１月９日（土）幕張メッセイベ
ントホールにて開催）
●女子テニス部　第３６回全国中学生テニス選手権大会　３位（２
年連続）　（８月１８日～２４日　熊本県・県民総合運動公園パーク
ドームにて開催）

●サッカー部　第８８回全国高校サッカー選手権大会　ベスト３２
（12 月 31 日 さいたま市駒場スタジアム、1 月２日　さいたまス
タジアム２００２）
１回戦、今大会最多出場の秋田商業高と対戦し、３－２で勝利
京都府代表はこの間７年連続して初戦敗退しており、連敗記録脱出
の強いプレッシャーのかかる試合でしたが、古豪相手に堂々と渡り
合った見事な勝利でした。
途中、小雪が舞い、強い風の吹く寒い天候でしたが、大晦日にもか
かわらず、２００名を超える、部員・中高生・部員の家族・卒業生・
教職員・ファンのみなさんの力強い応援を得て勝ち抜くことができ
ました。スタンドには、全クラスからの応援寄せ書きがひるがえり、
勝利の瞬間、歓声が響き渡りわたりました。
２回戦は、関東選手権優勝の山梨学院高と対戦、惜しくも０－１で
敗れ、ベスト３２で大会を終了。なお、山梨学院高は、このあと勝
ち進み、全国優勝をしています。

●バトントワリング部　第３７回マーチングバンド・バトントワー
リング全国大会　高等学校の部・バトントワーリング部門　バトン
編成（小編成）銀賞受賞　（１月９日（土）幕張メッセイベントホー

ルで開催）
小編成では金賞の学校は一校も出ないという厳しい審査の中、常連
校に混じって見事８位というすばらしい成績でした。両チームとも、
素敵な演技を披露し、観客に感動を与えてくれました。
●女子柔道部　第 58 回全国高等学校柔道大会出場　（インターハ
イ８月　奈良県天理大学にて開催）、　全国高等学校柔道選手権大会
（３月２１日　日本武道館にて開催）
●男子テニス部　第３２回全国選抜高等学校テニス大会出場
（３月２１日～　福岡県博多の森テニス競技場）
●女子テニス部　第３２回全国選抜高等学校テニス大会出場
（３月２１日～　福岡県博多の森テニス競技場）
●ラクロス部　第１回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会
出場　（３月２７日　埼玉県民活動総合センターにて開催）
●陸上競技部　第２１回全国高校女子駅伝（２１年連続出場）17
位　（12月 20日　京都市西京極陸上競技場発着）
主力選手を故障で欠き、「ベストのオーダーではない」（荻野監督）
状態でしたが、後藤選手（1区）～伊藤選手（2区）～奥井選手（3区）
～永田選手（4 区）～荒井選手（5 区）とタスキをつなぎ、１時間
１１分４７秒の１７位でゴールしました。特に序盤の出遅れを区間
２位の力走で１５人抜きを演じた伊藤選手をはじめ、後半の追い上
げは伝統の底力を感じさせるものでした。中学高校生約３５０名が
西京極陸上競技場や各応援ポイントから、熱い声援を送りました。  
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3月 10日、新立会長より、新幹事 (学年代表およびクラス代表 )20
人に、鳳凰会の概要や幹事の役割などについて説明しました。
　
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。

新幹事説明会を開催しました。

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年度に小崎まり
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。

2009年度　鳳凰賞　激励賞を贈りました。

本校のクラブ活動は文武両道を旨として生徒同士が切磋琢磨して高
いレベルで競い合ってきました。その経験は技術の向上だけではなく、
人間的な成長にもつながっています。
また、本校は、卒業生や保護者をはじめ地域の方々、教育後援会な
ど多くの方に支えられ、今日に至っています。これまでの支援に感
謝するとともに、今後も生徒の活躍する姿を通じて本校の教育活動
に対する理解を深めたいと考えています。
上記のことを踏まえ、これまで培っていた本校の「スポーツを通じ
た人材育成を軸とした学校づくり」をいっそう推進させるため、「り
つうじスポーツ振興支援基金」を創設しました。

2009年度は下記の皆さんへ贈りました。3月10日に「授与式」を
執り行い、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。

●河之口みな (中 1)：JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2009最優秀賞「独立行政法人国際協力機構理事長賞」
●橋本卓磨 (中 2)：第 35回剛柔全国空手道選手権大会　組手競技中学生男子2年生の部優勝
●加藤未唯 (中 3)：Northern Territory Junior ITF International2009ダブルス優勝、シングルベスト4、世界スーパージュニアテニス
　選手権大会ダブルス3位
●山崎夏希 (高 1)：第１回グレンツェンピアノコンクール全国大会　中学コース　金賞
●前田浩唯 (高 3)：第 21年度全国高等学校総合体育大会女子3000メートル第2位
●中学校女子テニス部：第36回全国中学生テニス選手権大会団体戦第3位
●中学バトン部：第37回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会金賞
●高校アメリカンフットボール部：全国高校アメリカンフットボール選手権大会準優勝
●高校バトン部：第37回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会銀賞

●実施する事業
　・全国大会出場クラブの応援（生徒応援バス、生徒応援グッズの
　　購入等）
　・第一グラウンドの環境整備(クラブ活動の高度化、地域とのス
　　ポーツ交流等)
　・ファン作り支援事業 (スポーツイベント等の実施 )
●基金の特徴
　・寄付控除の対象となります。
　・寄付の使途についてＨＰ等を活用し、積極的な情報公開をします。
　・「スポーツ」を通じて卒業生や地域の方々にも幅広く生徒と一緒
　　に感動を分かち合う機会や場を提供します。
※今回の選抜高等学校野球大会の寄付は、「りつうじスポーツ振興支援基金」の全
国大会出場クラブ応援の一環として実施しました。

●寄付方法などの詳細については、リーフレットまたはＨＰ等でお
　知らせします。

りつうじスポーツ振興支援基金の
創設について

学校からのお知らせ
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この度、本校は第1グラウンドを人工芝化にしました。

人工芝化したことで、年間を通じて利用可能となり、最
新の人工芝と環境に配慮した温度抑制チップや保水マッ
トを採用しました。また、グラウンドのほぼ全面を人工
芝とし、排水路・散水栓を設置すると同時に、外周の一
部には陸上競技練習用の全天候型舗装走路や観客席も設
置しました。

日常の授業環境はもとよりサッカーやアメリカンフット
ボール・ラグビー・ラクロスなどさまざまなクラブの練
習環境が格段に充実し、利用が飽和状態化している現状
を解消することができるようになります。また、生徒の
憩いの場として広く開放することも検討しています。生
徒のグラウンド利用が促進され、自主活動や課外活動の
活性化に大きく寄与することが期待されます。

立命館宇治高等学校は国際バカロレア・ディプロマ・プログラム（ＩＢＤＰ）の
正式認定校となり、2010 年の 4 月からＩＢ教育を開始しています。これにより、
このプログラムの履修者は日本の高等学校卒業資格と国際バカロレア学位の両方
を取得することが可能となります。
国際バカロレア・ディプロマ・プログラムとは世界水準の教育で、その学位を高
い成績で取得することにより、ハーバード大学やケンブリッジ大学など世界の一
流大学への入学資格を得ることもできるものです。
新たに開設したＡＩＰ（アドバンスド・イマージョン・プログラム）では、1 年次は
主に日本の高等学校卒業に必要な単位を取得しながら、本格的なＩＢ教育への準
備を行います。2 年次からはＩＢのカリキュラムに沿った学習を実践し、3 年生
の秋にはＩＢＤＰ取得に向けた世界共通のハイレベルな試験に挑みます。
また、このＩＢ教育は知識の詰込みではなく、旺盛な探究心や他者への思いやり
を備えた人材の育成を目的とした、高度な全人教育であることも大きな特徴の一
つです。本校ではこの教育理念を、プログラムへの参加者のみではなく学校全体
で活かすことができるように取り組んでいます。

立命館宇治高等学校は、2010年4月よりIB教育を実施しています！

学　校　紹　介

立命館宇治高等学校の IB教育は、
21世紀の国際的リーダーの育成
を目指します

課外活動の活性化をめざす第１グラウンドの人工芝化 ～５月６日竣工～

立 命 館 宇 治 中 学 校 ・ 高 等 学 校　
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2002年に三室戸から現在のキャンパスに移
転して8年が経とうとしています。現在のキャ
ンパスは 11.6ha もの広さがあり、「宇治市
植物公園」「府民ふれあいの森」「山城総合運
動公園」などとも隣接しています。
　
曲線を描く 2 棟の校舎や体育棟にはアリーナ、
トレーニングルーム、剣道場、柔道場、格技
場などがあり、アウトドアフィールドにはグ
ラウンド 4面とテニスコート 6面があります。

また、キャンパス内に超高速コンピュータ・
ネットワークをめぐらせ、全ホームルームで
インターネットに接続できるなどＩＴ環境は
充実しています。その他には、図書メディア
センターや情報処理演習室、理科実験室、技
術室、大ホール、食堂なども備えています。

学校施設紹介

教職員からのメッセージ

1974年4月に旧宇治高校へ
理科教員として赴任して以来
36年が経過しました。生徒たちの人間として光るもの
に触れ、また、夢と希望をもって励ましあえる環境の
中で今日に至りました。77年文化祭円山ステージの実
施、79年、82年の甲子園野球応援、90年特進コース
の設置、95年立命館宇治1期生入学といろんな場面で
のふれあいを経験することができました。その後も、
衣笠や札幌で仕事をする経験もし、2004年には教員
から職員となり、現在は朱雀キャンパスの一貫教育部
で仕事をしています。

36年間の中でいろんな変化があり、そこで仕事できた
ことをうれしく思っています。変化はそのときは気が
進まないときもありますが、変化の中で新しい緊張が
あり、発展があります。同窓生の皆さんも多様で、社
会的に活躍される様子が同窓会総会などの時に耳に
入ってきます。皆さん方や同窓会にも新しい変化と発
展を期待します。

「偉大な何かに導かれて」
中国の古い詩に「去る者は日に以て
疎く、来る者は日に以て親し」とあります。確かに時間は辛き
こと、憂きことも忘れさせてくれます。だから私たちは精神の
健康を保っていられるともいえます。しかし15歳の春、喜び
と希望に溢れて入学した日から、長い人生のほんの少しの間、
机を並べ共有した三年間は、決して忘れることのできない、な
にものにも変えがたいものだと思います。

科学の発達で色んな事が分かりましたが、また、逆にその度に
分からない事も増えました。遺伝子（ＤＮＡ）とは不思議なもの
で、我々人類をはじめ生きとし生ける全てのものがその書き
込み情報通り造られていることが解明されています。しかし
一体誰が書き込みをしたのでしょうか？　科学者でも「サム
シング　グレート」（偉大な何か）としか言いようがない永遠
の謎です。私たちは生きているというより、何か偉大なものに
生かされているというのが正確な言い方でしょう。たくさん
ある高校の中からこの学校に進学し、出会ったこともそのプ
ログラムの一つだと考えられます。その偉大なる何かを感じ、
年々活動が活発になってきた鳳凰会を軸に、同窓生の絆を大
事にしてこれからも素晴らしい人生を送っていただきたいと
思います。
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私 た ち は 、こ う し て
「 活 動 助 成 金 」を 活 用 し て
同 窓 会 を 開 き まし た 。

■2006年卒　8組
７月下旬に８組の男子で飲み会をしました。大林先生が来てく
れました。いつものラフな格好でした。若かったです。店内の
BGMが大音量だった為、オーダーには苦労しました。しかし、
BGMに負けない声で皆会話を楽しんでいました。
飲み会も終盤に差し掛かったところで、ごはんものを頼み過
ぎるという事態に陥りましたが、田村くんが根性で食べてくれ
ました。逆流しかけていました。いつもの笑いの絶えないひと
ときでした。
卒業まで残すところ8ヶ月となりましたが、まだまだ学生生活
を楽しみたいですね。
最後になりましたが、鳳凰会さん、幹事の元村くん、ありがと
うございました。　

■2008年卒　チアリーダー部
開催予定日：7月13日
チアリーダー部の仲間で久しぶりに会って話をしようというこ
とになりました。予定では、11人の参加となっています。私達
の代は25人なので、全員揃う機会は滅多にないのですが、今
回は11人が集まったのでとても楽しみにしています。
よろしくお願いします。
開催予定日：7月29日
7月13日に予定されていますチアリーダー部の集まりに参
加できなかった部員や、テストが終わった部員でもう一度集ま
ることを予定しています。それぞれが忙しく、なかなか集まる
ことができないのですが、今後もみんなで集まれる時を計画
していきたいと思います。
よろしくお願いします。　

■2006年卒　女子寮生
一緒に旅行して以来の久しぶりの再会でしたが、相変わらず
「なんでもあり！」な私たち。若干1名、かなり久しぶりなメン
バーが来てくれて話題は彼女一色。いるだけで面白いなんて
うらやましすぎます。
幹事組は今回の再会をとっっっても楽しみにしていたのです。
みんなと楽しい時間が過ごせて幸せでした。改めて同じ屋根
の下で過ごしたからこその「楽ちん感」に浸ることができまし
た～。次はカラオケ、旅行。そして彼女のかっこいい姿を応援
しに行きましょう！！

■SEL BBQ PARTY 2009開催報告
私たちSEL-LINKは今年も『SEL生の学年を超えた絆の強
化』を目的に、バーベキューパーティーを開催しました。
2006年度卒業生から2008年度卒業生の3世代にわたり、
計34名のSEL卒業生が集い、楽しいひと時を過ごしました。
テーブルごとに3世代混合のグループを編成し、食材の準備
などを通して交流を図りつつ、バーベキューを楽しんでもら
いました。スイカ割りなどのゲームもしました。豪華景品をか
けたジャンケンゲームの際は、この日最大の盛り上がりとなり
ました。参加者の方々からも、「SELの先輩・後輩と新たに交
友関係を築くことができて良かった。」というお声を頂戴する
ことができました。私たちSEL-LINKは今後も『SEL生の学
年を超えた絆の強化』を目的としたイベントを開催していき、
SEL生内での絆の構築と強化に努めていこうと思います。
SEL卒業生の皆様には、是非ともご参加頂きたいと思ってお
ります。　

■2008年卒　チアリーダー部
11期生チアリーダー部は25人という大所帯で部活に励ん
でいました。チアリーダー部を引退してから早2年という歳月
が過ぎ、久しぶりにチームメイトで集まりたいということにな
りました。今回の同窓会では、全員集まることはできませんで
したが、10人集まることができました。皆とても忙しく、全員
が集まることはなかなかできませんが、皆と今でも卒業して
から連絡を取り合っています。同窓会では、高校の頃の話に
花を咲かせ、大学ではどのように日々を過ごしているか、熱く
語り合うことができました。この度は、活動助成金を援助して
いただいてありがとうございました。また、このような機会を
作り、皆で集まりたいと思います。

■1996年卒
新郎　園田英生・新婦　中野友美が16年の交際を経て結婚
しました。高校生活はもちろん部活も一緒の二人の結婚式＆
二次会に吹奏楽の先輩をはじめ同級生や後輩もたくさん参
加してくださいました。
二次会の『仮装PARTY』参加者100名の内、卒業生が39
名様々な装いで参加して下さいました。入場は新郎が所属の
音楽隊の先輩方の生演奏！新郎はスターの衣装で新婦とバ
ルーンスパーク！イントロクイズでは第二回定期演奏会で演
奏した『古畑任三郎のテーマ』に吹奏楽のメンバーは答えら
れず・・・懐かしい曲やクイズ問題に笑顔がいっぱいの一時でし
た。活動助成金はクイズ大会の景品“白ワイン”“紀ノ川の白
鳳”にかえさせて頂きました。
素敵な新郎・新婦と楽しい装いの参加者・鳳凰会からの助成金
本当にありがとうございました。

会報●鳳凰vol.12
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■女子バスケットボールOG同窓会
鳳凰会様の支援もあり、8月30日に2008年に卒業した女
子バスケットボール部で同窓会を開くことができました。あり
がとうございます。
女子バスケット部は8人おり、高校時代は毎日のようにバスケ
をし楽しいときも辛い時も一緒に闘ってきた仲のいいメン
バーです。大学に入っても、仲がよく頻繁に会うメンバーもい
るのでうが、なかなか会えないメンバーもいて、今回ようやく
集まることができました。都合が合わず今回は6人での同窓
会になりましたが、普段なかなか集まらない学年なので6人
でもよく集まった方だとおもいます。食事会では、ほとんどが
高校時代のバスケの話で、辛かった時の話や楽しかった時の
話など、バスケの話は尽きずたのしい時間をすごすことがで
きました。また機会があれば、次は8人全員で同窓会を開き楽
しい時間をすごしたいとおもいました。

■2008年卒　元3年10組
8月27日に鳳凰会様のおかげもあり、2008年に卒業した元
3年10組の仲良し6人で同窓会を開くことができました。6
人は高校3年のときいつも一緒にいたメンバーで、太田先生
にはお世話になりました。
6人で集まるのは久しぶりで、安井瑞穂の呼びかけのおかげ
もあり、9か月ぶりに集まることができました。同窓会では、お
互いの最近の話や高校時代の話をしたりとたのしい時間をす
ごすことができました。みんな大学生らしくはなっていました
が、相変わらずのキャラで高校時代と同様たのしい話はつき
ず、あっというまに時間が過ぎてしまい、またみんなで集まり
たいと思いました。
今回鳳凰会様の支援もあり、とても楽しい時間を過ごすこと
ができました。ありがとうございます。

■元吹奏楽部有志
今回助成金を頂き、ありがとうございました。
こういった機会を持ち、早四年になります。始めの頃は初々し
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■2005年卒　12組
10月4日（日）仲良し女子7人で集まりました。
就職してはじめての集まりのため、約半年ぶりの再会でした。
残念ながら、仕事のため出席できなかった子もいましたが、高
校時代の思い出話から近況報告まで盛り上がり、とても楽し
い時間を過ごすことが出来ました。そして、卒業後、皆それぞ
れ違う環境で頑張っていることも分かりました。次回は今回
出席出来なかった子の予定も合わせてみんなで集まりたい
です！！

■阪神応援団
10月7日に行なわれた「阪神vs広島」に高校のクラスを越え
た友人6名で、阪神の応援に行きました。百年に一度の大不
況と言われる中、就職活動を終えた僕達は、十年に一度と言
われる大型台風18号が近づく中敵地広島へと乗り込みまし
た。暴風と大雨というあいにくの天気でしたが、CS進出を賭
けた熱い戦いが繰り広げられました。試合は鳥谷選手、ブラ
ゼル選手のHRで見事阪神が勝利しました。しかしどんなファ
インプレーよりも僕達を感動させてくれたのは稲田君でし
た。彼は全ての阪神の選手の応援歌を覚えており、私設応援
団よりもはるかに大きい声で応援していました。試合終了後
は広島で一泊し、翌日は台風一過の青空の下、四国に渡りう
どんを満喫し京都へと帰ってきました。来年からはそれぞれ
仕事の為、京都を離れますがまたこのメンバーで阪神の応援
に行きたいと思います。

■2008年卒1年9組同窓会
9月24日200　8年卒1年9組同窓会
卒業以来、約2年ぶりに京都に集まることができました。久し
ぶりの再会ということで、高校時代の思い出話や大学でのそ
れぞれの活動話で盛り上がり懐かしい雰囲気の中、楽しく食
事を楽しむことができました。普段はほとんど会うことはない
のですが、この会を通してみんなが元気にそれぞれの目標に
向かって頑張っていることがわかり、大変嬉しい気持ちになり
ました。短い時間でしたが、最高のひと時を過ごすことができ
大満足です。次回また、会えるのを楽しみにしています。
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■2009年卒　チアリーディング部
2009年9月20日（日）
2009年卒チアリーディング部同窓会（12ｔｈ）
四条河原町　中華バイキングアジアジア
私達チアリーディング部12ｔｈは3年間12人仲良く本当に楽
しくチアリーディングをしました。高校生活の3年間を振り
返っても、やっぱりクラブでの思い出はだんとつにあります。
高校を卒業して初めて12人全員で会う事ができました。久し
ぶりに会ったにもかかわらず、懐かしさは感じられず、すぐに
高校生に戻れました。（気持ちがハート）
あっと言う間に時間が過ぎて本当に楽しかったです。
ありがとうございました。

■2007年卒　8組
元3-8のみんなと久しぶりに会いました。
キャンパスが違い全く会わない友達もいたり、よく大学で見
かける友達もいたりしましたが、みんながこうやって集まるの
は本当に久々の事で、とても楽しい時間を過ごすことができ
ました。本当は後1人来るはずだったのですが、急に来られな
くなってしまったので、次集まるときこそは6人全員で集まる
ことができたらいいなと思います。

■2007、2008年卒　吹奏楽部クラリネットパート
久しぶりに2年前毎日一緒に部活をしていたクラリネットパー
トの2学年で集まりました。みんなでたくさん話ができ、本当
に楽しかったです！今回は何人か来れなかったので、次回は全
員で集まりましょう！

■2003年卒
2002年度に高校を卒業後、初めて学年同窓会を開催しまし
た。はじめはやや緊張した雰囲気でしたが、青春時代を共にし
た仲間と打ち解けあうのに、そう時間はかからず、すぐに和や
かなムードになり、それぞれ思い出話に花を咲かせていまし
た。海外を含め、関西以外で活躍している人、パパやママとし
て頑張っている人、まだまだ現役で勉学に励んでいる人、本
当にみんな思い思いの道に進み、忙しい日々を過ごしていま
すが、こうしてこの日、ひとつの場所に集えたことを、とても幸
せに思います。
ご参加いただきました、寒蟬先生、木越先生、堤先生、ビデオ
レターに想いを託してくださった先生方、心温まるメッセージ
をありがとうございました。初めてのことで、何もかも不十分
ではありましたが、これを機会に、同窓生の絆がさらに深ま
り、数年後…さらにパワーアップした同窓会を開催できること
を期待しています！

■2008年卒
8月30日の同窓会について
8月30日に滋賀県近江舞子で2007年卒業の仲良し女子グ
ループでバーベキューをしました。13人も集まったのは久し
ぶりだったのでいつも以上に楽しいひと時を過ごすことがで
きました。問題だったのは、女子だけでバーベキューをするの
に材料やバーベキューセットを運ぶこと、火をおこすことだっ
たのですが、鳳凰会からの活動助成金のおかげでバーベ
キュー専門の業者に頼むことができ、材料調達からセッティン
グ、火おこしに後片付けまですべて業者任せにして楽しむこと
ができました。残った時間は琵琶湖で遊んだり、花火をしたり
しました。
秋から留学に行く人が2人いるのでしばらくはみんなで集合
することが出来なくなりますが、今度は2人が留学から帰って
きたときにもっと大人数で集まりたいと思っています。

■2009年卒　2年3組
2009年10月18日
2009年卒2年3組同窓会　アグリパーク竜王梨狩り
京都駅→JR近江八幡駅→バスでアグリパーク竜王前下車徒
歩2分
仲良しで毎月集まっています。今月は夏休みなので、ちょっと
遠出しました。食欲と実りの秋なので梨狩りに行って、おいし
い梨いっぱい食べて、いっぱいしゃべって、楽しい1日でした！
学部はみんなばらばらだけど、高校の友達とはいつでも盛り
上がれるのでこれからも毎月集まります！！ありがとうございま
した。

■2008年卒1年9組同窓会
9月24日200　8年卒1年9組同窓会
卒業以来、約2年ぶりに京都に集まることができました。久し
ぶりの再会ということで、高校時代の思い出話や大学でのそ
れぞれの活動話で盛り上がり懐かしい雰囲気の中、楽しく食
事を楽しむことができました。普段はほとんど会うことはない
のですが、この会を通してみんなが元気にそれぞれの目標に
向かって頑張っていることがわかり、大変嬉しい気持ちになり
ました。短い時間でしたが、最高のひと時を過ごすことができ
大満足です。次回また、会えるのを楽しみにしています。

会報●鳳凰vol.12
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同 窓 会 を 開 き まし た 。

■衣笠・BKC 友の会
10月13日にアクトパル宇治の「山の家」を借り、衣笠・BKC
友の会を行いました。普段はそれぞれのキャンパスで大学生
活を送っていますが、今日は一つの鍋を囲み、懐かしい高校
生活の話しで盛り上がりました。また大学生活の話しもし、
各々充実したキャンパスライフを送っていることがわかりまし
た。高校を卒業して約3年と半年が過ぎましたが、今もこうし
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私 た ち は 、こ う し て「 活 動 助 成 金 」を 活 用 し て

■2005年卒　女子テニス部
12月26日に2005年卒業の女子硬式テニス部で忘年会を
開催しました。参加者は16人でここ最近では最も多い集まり
となりました。2時間ほどの短い会となりましたが、みんなで
鍋をつついたり、ドレスコードを決めてベストドレッサー賞を
決めたり、楽しいひと時を過ごすことができました。
私たちのほとんどは2009年に卒業した新社会人ばかりな
ので、話はやはり仕事のことがメインでした。仕事で悩んでい
る人もいれば、楽しんでいる人もいて、みんなそれぞれの道
を歩んでいるという感じがしました。私たちも社会人の仲間
入りをして、少し落ち着いた雰囲気になったと思う反面、みん
な相変わらずだと思うところもあり、そんなみんながお互い
好きで、最終的にはここ（テニ部）が一番落ち着く場所だとし
みじみ感じてしまいました。
仕事の都合でなかなか会う機会が少なくなりましたが、これ
からもみんなで集まり、ずっと仲の良いテニ部でいたいと思
います。

■1983年卒　2年13組
11月28日（土曜日）烏丸にて2年13組の同窓会を行いまし
た。
昨年25年ぶりに2年13組の同窓会を開いて久しぶりの再開
に喜び合い、来年も絶対このクラスで会いたいね！！と思いを
深め、今年も念願通り再開することができました。
昨年参加できなかった中の2人のクラスメイトも交え、みんな
ほっとした面持ちで高校時代の話や互いの近況報告などで
盛り上がり、飲んで喋ってと楽しいひと時を過ごすことができ
ました。参加した15名全員でそのまま2次会へ・・・
今の良い関係をいつまでも保ち、またこのような機会を持ち
たいです。
今回の同窓会開催にあたり、鳳凰会から活動助成金を頂き有
難う御座いました。

■2008年卒　1年8組
2009.12.21　1-8同窓会感想
2008年度卒業生、1年8組だったメンバーも今年で二十歳
になりました。今回、11人の仲間が集まり、また、担任の先生
であった水野先生にもご出席頂きました。当時の懐かしい思
い出や互いの近況などを語り合い、楽しく貴重な時間を過ご
すことができました。水野先生が二十歳になった私達へ、先生
の思いをお話してくださった事が、皆の心に強く残りました。
そして、今回参加できた仲間、参加できなかった仲間も、また
次の機会で会える事と、これからの仲間の活躍を願い、今回
の同窓会を締めくくりました。次の機会に、こうしてまた皆に
会えることを楽しみにしています。

■2006年卒
今回は寮生仲間５人で山中温泉に行ってきました。
久しぶりに参加できたメンバーもいて、話は尽きませんで
した。
メンバーの１人が偶然誕生日だったため、サプライズでプ
レゼントを用意し、とても喜んでもらえました。
来年からはバラバラになってしまいますが、また定期的に
集まれる機会を設けたいと思います！

■FRANCE6人組
2009年11月21日同窓会
約3か月ぶりにフランスなかよしメンバーで集まることができ
ました。前回集まった時は残念ながら1人が風邪をひいてしま
い欠席でしたが、今回は6人全員が揃って集まることができま
した☆久しぶりに卒業アルバムを開き、高校時代を懐かしみ
ながら談笑して、楽しい時間を過ごすことができました！あり
がとうございました！

■2002年卒　3年10組
11月29日（日）、2002年卒業3年10組メンバー7人で集
まり、当時の担任である小川多聞先生にも参加していただき
ました。
大学卒業から4年がたち、それぞれのフィールドで日々奮闘し
ている仲間と1年ぶりに再会できたことで、互いに大変良い
刺激となりました。また、仕事や恋愛などで抱えている不安や
悩みも分かち合うことができ、改めて仲間のいることの大切
さやありがたさを実感しました。
小川先生との再会は数年ぶりで、非常に盛り上がり、あっとい
う間の2時間でした。
鳳凰会事務局の活動助成金補助のおかげで、このような場を
持つことができ、大変感謝しています。ありがとうございまし
た。

■1986年卒　1年14組・宮野学級
宮野先生の一周忌を偲んで、1年9ヶ月ぶりに同窓会を開き
ました。
前回は元気な姿の先生の還暦祝いをしました。
これからはもう、来られないと思うと…
とても残念ですが、いつまでも私たちの『先生』として心の中
に残っています。
久しぶりの再会で、4ヶ月の子供のパパになっている人もおり
（「えぇ！いつ結婚したん？？」）、月日の流れを感じるひとときと
なりました。
1年14組・宮野学級は、大変仲が良く、毎回会う度に「全員に
逢いたい！！」という気持ちが強いので、連絡先がわからない人
は近況も含めて連絡下さい。待ってま～す。

■2007年卒　11組
このメンバーでの同窓会は何回か開催しており、今回も
数ヶ月ぶりにみんなに会いました。大学は全員同じだけど
3回生にもなると会う機会も少なくなるため、話題は尽き
ません。思い出話に花を咲かせたり、就活や進路について
情報交換し合ったり等、非常に楽しい時間を過ごすことが
できました。
本当はあともう少し参加人数が増える予定でしたが、都合
がつかず今回は7人でした。でもすでに次回の開催も予定
しています（笑）次回はもう少し大人数で開催します！！

■鳳凰会の役員
去る2009年12月12日に鳳凰会の役員12名で忘年会を
催しました。
お酒の席ではありましたが2008年の総括から今後の同会
の取り組みについてまで、終始熱い話し合いでとても盛り上
がりました。
2010年も鳳凰会としてOB・OGの皆様と立命館宇治高校の
益々の発展により一層の貢献をしていければと役員一同は
思っています。

会報●鳳凰vol.12
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同 窓 会 を 開 き まし た 。

■2006年卒
2010年2月4日開催
久しぶりに再会して5人で遠くまで出かけました。
天気にも恵まれてとても気持ちの良い旅でした。街中を歩い
て回ることができ高校生時代に良く駅まで歩いて帰るのを思
い出しました。
このように、鳳凰会により援助していただけることはとても素
晴らしいことだと思います。
是非、毎年こうやって集まりたいと思います。
本当にありがとうございました。

■2006 年卒　卒業旅行
卒業旅行でヨーロッパに行ってきました。
スペイン・バルセロナ、ドイツ・ミュンヘン、オーストリア・ウィー
ンを9日間で堪能しました。いつも仲の良いメンバーですが、
海外旅行は初めてでとても盛り上がりました。今回の旅行で
は観光地はもちろん、ルート・列車の予約・レストラン・部屋割り
にいたるまで自分たちでアレンジしました。バルセロナではサ
グラダ・ファミリアなどのガウディ建築に触れ、ミュンヘンで
は、シンデレラ城のモデルになったノイシュバンシュタイン城
を訪れ、ウィーンではハプスブルグ家の王宮を巡りました。出
発前は多少の不安もありましたが、現地の人にも助けられ、
楽しい旅を満喫できました。また、メンバーの2人の誕生日が
近かったので、サプライズのプレゼントを用意してバルセロナ
のレストランで名物のパエリアを食べながら2人の誕生日を
祝ったこともとてもいい思い出になりました。
卒業後もまた仲良く旅行に行きたいです。

■2000年卒業　同窓生　忘年会
平成21年12月30日（水）
東京や福岡などで就職しているみんなの帰省に合わせて、年
末に忘年会を開催しました。全員で12人集まり、京都らしい
お店の個室でわいわい楽しむことができました。
法学部メンバーや女子バレー部、女子バスケ部、元3-3など
つながりは様々ですが、こうして集まると高校時代のような和
気あいあいとした雰囲気になるのが、とても嬉しいです。
皆の近況も、おめでたい話題が多くとても幸せなことだと思
いました。それぞれに頑張っている中で、また元気な顔が見
せあえればいいなと思います。

■2009年卒　3年5組同窓会
2010年1月10日3年5組同窓会
一回生ももうすぐ終わるので、第一回同窓会をしました。21
人集まりそれぞれの一年間あった事を話して盛り上がりまし
た。クラスの半数も集まり、楽しかった思い出を思い出して高
校生に戻りたくなりました。

■2009年卒　1組
大学生活の近況報告
私たちは二十年度に立命館宇治高校を卒業し、それぞれ新し
い生活を大学で送っていました。三年間一緒だったクラスを
離れ、寂しい思いもありましたが、自分達の新しい環境に慣れ
ることに一生懸命でなかなかお互いに会うことができません
でした。冬休みに集まれる人で集まろうと計画し、年末に久し
ぶりにクラスメイトと会い、近況報告をし合う事ができまし
た。違う学部の話や、留学の話、また思い出話もし、とても有
意義な時間を過ごしました。お互いに刺激を受け合い、モチ
ベーションも高まったと思います。
今回は急に計画したので、人数も少なく、少し残念でしたが、
次回はクラス全員で集まることができたらいいなと思ってい
ます。

■2006年卒　経営学部BKC会
私たちは06年卒業の経営学部で集まり、恒例の食事会を楽
しみました。4回生にもなれば、会う機会が減り久しく会って
いない友人も少なくありません。そしてこの先、就職という転
機で更に友人に会う機会が減ることだろうと思います。だから
こそこうやって友人の時間を大切に思えるのかもしれませ
ん。この補助金制度があることでみんなが集まりやすくなる
ことは感謝すべきだと身にしみる思いでした。今後とも宜しく
お願いします。

■2009年卒　3年8組
2月3日に3年8組同窓会を開かせていただいた八島です。
御礼が遅くなってしまって本当に申し訳ありません。先日は本
当にありがとうございました。みんな本当に楽しんでくれたよ
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私 た ち は 、こ う し て「 活 動 助 成 金 」を 活 用 し て

■バレーボール2007+2008年卒業生
バレー部の卒業生の同窓会を開催しました。予定より少し多
くなりましたが、久しぶりに再会できてとてもたのしかったで
す。まず、立命館宇治高校で、現役の立命館宇治高校生と交
流試合を行い、それから同窓会を行いました。
現役の動きはできなかったけれども久しぶりにバレーボール
をしてすごくリフレッシュできました。
同窓会では、これから始まる社会人生活に共に負けない決意
を行い、楽しみました。
また機会があれば集まりたいです。

■2009年卒　3年6組同窓会
2010年2月16日に、2009年卒業の3年6組の同窓会を
行いました。約半年ぶりに集まり、それぞれに楽しい時間を過
ごし、とても充実した1日にする事ができました。
高校時代の仲間と再会すると、懐かしい思い出が蘇ってくる
と共に、もう戻れない高校生活に一抹の寂しさも覚えました。
しかし、それぞれがそれぞれの目標に向かって前進している
現在もまた、とても大事な時間だという事を忘れずに、これか
らも頑張っていこうという事をみんなで誓い合いました。
今回用事で来られなかった人たちも、次の機会を楽しみにし
ていてください！これから先も定期的に集まれるように、鳳凰
会2人でいろいろと企画していくので、みんな健康を第一に
元気に過ごしていってください！！

■2009年卒　3年1組
2009年度卒、3年1組への助成金、本当にありがとうござい
ました。2010年2月17日に京都駅で同窓会を行い、とても
楽しい時を過ごしました。
当初の予定では14人だったのですが、参加予定であった先
生方2人が、仕事の都合上無理になってしまい、12人で当日
は行いました。
参加者リスト、感想文、写真一枚と、お店からの領収書を送ら
せて頂きます。
本当にありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

■SEL１期生同窓会・卒業パーティー
去る2010年3月6日に私たちSEL１期生同窓会運営事務局
（2006年3年1組卒業生）は『SEL１期生同窓会・卒業パー
ティー』を京都のレストラン「The Qudeta」にて開催致しま
した。生徒17名・保護者10名・先生2名（Mary Walters先生 
/ 山川敦子先生）、合計29名で短い時間ではありましたが、
充実したひと時を過ごすことができました。今回の同窓会も
保護者の方々にも参加して頂きました。また卒業式以来、お
会いしていなかった山川先生にもご参加して頂きました。生
徒からは近況報告や4月以降の進路の報告等をし合いまし
た。またお世話になった先生方、そして保護者の方々へも全
員で感謝の気持ちを伝えることができました。これからそれ
ぞれの道を歩んでいくわけですが、定期的に集まることを約
束しました。今後もSEL生の絆を大切にしていきたいと思い
ます。

■2006年卒　9組
今回は４回目の同窓会でしたが、今までで一番集まった同窓
会でした。４月から就職の人も多くみんな離れ離れになってし
まうため、たくさん集まって有意義な時間を過ごすことができ
た。社会人になると、なかなか同窓会を開く機会がなくなりそ
うなので、今回の同窓会はとても意味のあるものになったと
思います。この時期に、昔の友達とのコネクションをとるとい
うことは、将来において重要なことだと思っているので、たく
さんの人数が集まってよかったです。次の同窓会等の予定は
まだ決まっていないが、開く機会があればまた鳳凰会を利用
させていただきたいと思います。

■2006年卒　テニス部
今回の同窓会もテニスをしてから飲み会をするという毎年と
同じ形式で行いました。みんな久し振りにテニスをするという
人が多く、純粋に楽しめていたと思います。また去年の同窓
会以来に会うという人も多くて、見た目が変わっている人も
いて驚きました。４月から社会人の人も多く、勤務先もバラバ
ラになってしまうため、この時期に同窓会を開けたのは、とて
もよかったと思います。そして、やっぱりみんなでテニスをす
るというのはとても楽しいことだと再認識しました。次の同窓
会の予定は今のところ決めていませんが、また開ければいい
なと思います。その際は、鳳凰会を利用させていただこうか
と思っています。

■女子バスケットボール部
3月14（日)、女子バスケットボール部OG会を開催しました。
今年は、総勢55名の卒業生が集い、交流を深めました。
午前中は、教室で食事をしながら親睦会を行いました。お互
いに情報交換をしたり、昔話をしたりと、学年を飛び越えて大
いに盛り上がりました。全員の自己紹介をしていく中で、結婚
の報告などもあり、会はお祝いムードとなりました。
午後からは、体育館に場所を移し、学年ごとにチームを作り、
全員でバスケットボールの試合をしました。走ることもボール
を触ることも久しぶりの卒業生が多かったのですが、時間が
経つうちに昔のプレーがよみがえり、白熱した試合となりなり
ました。珍プレー・好プレーに笑いや拍手がおこり、楽しいひと
時を過ごしました。　年に1回ではありますが、この会を楽し
みにしています。来年も多くの卒業生が集合することを約束
して、会は終了となりました

■女子ソフトボール部
今回、ソフト部で集まるのは12月以来でした。卒業してからソ
フト部で集まるとなると西川家の別荘が定番になっていま
す。いつもみんな我が家のようにくつろいで楽しい時間を過
ごしています。今回2泊させてもらい、自分たちで晩ご飯を用
意し、お酒を飲みながらいろんな話をして楽しみました。遅く
はなったけど、サプライズで誕生日のお祝いもしてとても充
実した時間でした。近くにある温泉に行ったらまさかの休刊
日で行けなかったのは残念でしたが、そこに行くまでの道が
すごくきれいな大自然で、バスの中でその自然にみんな癒さ
れていました。次こそ休刊日を避けて行きたいです（笑）。3日
間、すごくゆったりした時間でしたが、あっという間に過ぎてし
まった気がします。今回、急な予定が入り全員集まることはで
きませんでしたが、次はまた全員で旅行などにも行きたいと
思っています。

■2008年卒　2年3組
2年のときのクラスですが、年に2回集まるくらい仲良しなク
ラスです。今回は米原にいちご狩りをしに行きました。みんな
で集まるのは夏以来だったので、すごく久しぶりでしたがみん
な変わらずとても楽しい時間を過ごすことができました。い
ちご狩り用の練乳やホイップをみんなでスーパーに買いに行
き、みんな楽しそうに買い物していて、改めて良いクラスだな
と実感しました（笑）。いちごは、とても甘くておいしかったで
す。みんなおなかいっぱいになるまで食べました。夜は居酒
屋に行き、その日の出来事をしゃべったりしてみんなで楽しく
お酒を飲みました。サプライズで誕生日のお祝いなどもして、
本当に濃い1日となりました。予定が合わなかった人や、急な
体調不良などで参加できなかった人がいたのは残念でした
が、また次はみんな集まれたらいいなと思っています。これか
らもこの集まりを続けていきたいです。

会報●鳳凰vol.12
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同 窓 会 を 開 き まし た 。

■2006年3月卒　法学部メンバー
私たち法学部の仲良し8人は、大学卒業を目前に控え、恒例
となっている市が旅行に行ってきました。3回目となる今回の
滋賀旅行では、琵琶湖に臨むコテージで1泊し、比叡山延暦
寺までドライブしてきました。
1日目は海鮮鍋と地鶏のすきやきを堪能し、コテージでメン
バーのひとりの誕生日をサプライズで祝い、夜遅くまでいろ
いろな話で盛り上がりました。2日目は車を借りて比叡山へ。
延暦寺までの山道は想像以上に険しく、たどり着いた山の上
は寒く、しかも雨も降り出して大変なこともありましたが、敷
地内の様々な建物や国宝の根本中堂の荘厳な空気に触れて
心が洗われたようなとても清々しい気持ちになれました。思
わずお守りも買いました。
就職活動などで個々が忙しくなってからはなかなか8人全員
で集まれなかったので、久しぶりに8人で過ごすことができ、
卒業前のとてもいい思い出になりました。

■1995年卒　3年6組同窓会
平成22年3月21日（日）第4回3年6組同窓会を開催しまし
た。3年ぶりに同窓会と当時の担任の森口等先生が集まり、お
互いの近況や硬式野球部が翌日に初戦を迎える第82回選
抜高等学校野球大会の話題などを話しました。
三十代に入り家庭や仕事においての立場も変わりつつある
中、親として職場の中心としてそれぞれが活躍されている様
です。
お互いの近況や悩みを語り合える機会は卒業後なかなかあ
りませんが、こうして同窓会で集まり、森口先生を中心に当時
の3年6組の仲間で語り合える時間はとても貴重で、そして
あっという間に4時間が過ぎて同窓会が終了しました。
今回、住所が不明の一部の方を除いて大部分の同窓生に連
絡が取れましたので、それぞれが仕事や子育て等でお忙しい
中と思われますが次回は今回以上にたくさんの同窓生を迎
えて第5回3年6組同窓会を開催したいです。

■1986年卒　1年14組
22年3月19日、雄琴温泉緑水亭にて三度目の泊りがけの同
窓会を開催しました。
今回は、子どもが風邪をひいたりでキャンセルはあったもの
の一年に一度の温泉旅行を満喫してきました。
部屋からはガラス張りの露天風呂に最初はビックリしました
が琵琶湖を眺めながらゆっくりと良いお湯に入りリフレッシュ
しました。
また、明日から、頑張れる原動力です。
毎回鳳凰会を利用させていただき、大変素敵な一日を過ごさ
せていただいております。ありがとうございます。

■バトン部大同窓会
2010年3月21日午後1時より立命館宇治中学校高等学校
バトン部大同窓会を行いました。歴代・現役バトン部が集い、
卒業生10名・現役生50名の合計60名でバトン部の初出場
から現在に至るまでの大会のDVDを見たり、ゲームをした
り、食事をしたりして交流しました。
立命館宇治のバトン部は、部員数も60人を超え創部3年目
である2009年度より、中学高校共に全国大会に出場するま
でとなりました。このような同窓会を開催することにより、後
輩たちに立命館宇治バトン部の創立起源や、その軌跡を知っ
てもらい、同時に卒業生は現役生の活躍を知ることができ
る、お互いにとって良い機会になると考えています。
これからもバトン部を作って下さった先輩方に感謝しながら
日々練習を続けていってもらいたいと思います。

■女子ハンドボール部
大学卒業の記念として有馬温泉に旅行に行ってきました。来
年度からは社会人ということもあり、学生生活最後を締めくく
る楽しい旅行になりました。1日目はお昼にイタリア料理をい
ただきながら、それぞれの卒業旅行の話に花を咲かせ、カラ
オケをして有馬温泉に向かいました。
今回宿泊した旅館は今までのこのメンバーでの旅行の中で
も一番豪華なもので、みんなとても喜んでいました。会席料
理や温泉を楽しんだ後は夜のおしゃべり。遅くまでとっても盛
り上がりました。「来月にはみんな働いているなんて信じられ
へんな」としみじみ感じました。
これからそれぞれの場所で新しい生活をスタートすることに
なりますが、いつまでも仲良く定期的に集まり続けていきた
いと思います。

■男女ハンドボール部合同の卒業パーティー
大学卒業を記念して、初めて男女ハンドボール部合同の卒業
パーティーを開催しました。お店を貸し切り、今後の進路を報
告し合ったり、ゲーム大会を行うなど、大いに盛り上がりまし
た。じっくり話すのは久しぶりのメンバーもおり、最後まで
話題は尽きませんでした。当時お世話になったコーチも来て
くださり、一緒に卒業を祝っていただきました。
今後は、就職や進学など様々な進路を歩みますが、またこうし
て男女一緒に集まる機会を作りたいと思います。

■2008年卒　3年6組同窓会
「うれしい日も、かなしい日も、感動で胸が熱くなる日も、じっ
とみんなを見守ってきてくれた先生……ありがとう……」
３年６組の教室で涙し声をそろえて言った卒業式の日。
あれから二年…みんな二十歳になり、先生と初めて一緒にお
酒の席に着きました。それぞれの思いを胸に抱え、集まった顔
は、あの頃より少し大人になったけれど、時間がたつにつれ
すっかり高校生の顔に戻りました。
「３年６組のみんなに会うことは、私にとっては、特別なことで
す。」との先生のことばに、胸がいっぱいになりました。
来年、再来年、何年後に再会しても、ありのままの自分を誇ら
しく語り合うことができる３年６組でありたいです。
また集まりましょう。

■2006年卒　YBC同窓会（5名）
3月26日にYBCで同窓会を行いました。そもそもYBC（安
田ベースボールクラブ）とは、2年8組時に結成した10人組
の団体です。今回は草津市にある『だんらんハウス』というコ
ンドミニアムタイプの一室を借りて、料理を作りお酒を飲ん
で楽しみました。料理の鉄人、似顔絵勝負、YBC五輪、寝起き
ドッキリなど、企画が盛りだくさんだったので朝まで笑いが尽
きませんでした。残念なことに今回は、安田団長がYBC・PR
活動のため東京、アズマは奄美大島にYBC募金活動、フクモ
ンがヨーロッパにYBCボランティア活動、ZINYAはYBC
テーマソング作成のため大阪でミーティング、川島は猛勉強
中のため参加できず、結局5人での開催となりました。これか
らそれぞれの道に進んで行くのですが、YBCは永久に不滅な
ので、次は全員で集まりたいと思います。また、この機会に
YBCという名前を覚えてもらえれば幸いです。最後に今回助
成金を頂けたこと本当に感謝します。ありがとうございまし
た。

■2006年卒2年8組同窓会（15名）
3月27日に2年8組で同窓会を行いました。高校を卒業して
から、たくさんの友達から『2年8組で集まりたい！』という声
がかかるものの実行するのに時間がかかり、結局、大学卒業
式後に行うことができました。このクラスは、興風祭で演劇
『タガタメ』をした思い出のあるクラスであり、今回は、昔の思
い出にひたりながらお酒を飲むことができました。残念なが
ら、今回は全員集まることができなかったのですが、みんなが
28歳になった時（2年8組だから）にタイムカプセルを返還す
ると5年前に約束していたので、あと6年経ったら小幡さんが
集合をかけるので、その時は必ず全員で集まりましょう。最後
に助成金を頂いた鳳凰会の方々に感謝したいと思います。あ
りがとうございました。
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information

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！！

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

現在、会報紙「鳳凰」の定期号は３月と8月の年２回発行しています。
したがって、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。

皆さん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、お知らせほか、
何でも結構です。ただし、右記注意事項および
投稿要領をご参照ください。

同窓生のみなさんへ

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5
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。（※６月１日以降に同窓会を開催される
場合、申請要件が変更になりますのでご注意ください。）
【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。

お 知 ら せ
６月１日以降に同窓会を開催される場合、活動助成金の申請要件
が変更になりますのでご注意ください。

●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。

“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！！

■活動助成金のお知らせ

■クラブ・サークル補助金制度について

第1回鳳凰会ボーリング大会を
開催します。
ボーリングを通じて
様々な年代の方と交流し、
親睦を深める機会に
したいと思います。

〒611-0031宇治市広野町八軒屋谷33-1　立命館宇治中学校・高等学校事務室内　鳳凰会事務局
Te l ； 0774-41-3000　Fax ； 0774-41-3555

◆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.php

第1回鳳凰会ボーリング大会開催のお知らせ
日　　時：2010年5月30日(日)　14時開始(※13時30分　ボーリング場受付前集合)　
場　　所：キョーイチボウル宇治(近鉄小倉駅近く)にて開催します。
内　　容：各チームに分かれ、2ゲーム行ないます。優勝チームには素敵な景品を用意しています。
参 加 費：500円
参加方法：参加希望の方は①ボーリング大会、懇親会それぞれの出欠、②郵便番号・住所、③氏名、
　　　　　④連絡先をメール(jimu@ujc.ritsumei.ac.jp)もしくは、別紙FAX用紙にご記入のうえ、
　　　　　5月24日(月)までに返信してください。
そ の 他：大会終了後、ボーリング場近くにて懇親会を予定しています。
　　　　　(18時頃予定。実費3000円程度)ぜひともご参加ください。

（新）申請要件
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、会長が決済します。決済後、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・サークルに対して、「一人当たり年間6千円分」または「クラ
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。


