
【連絡先】下記から入り、一番下の「こちらへ」をクリックしメールをください。
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate.php
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立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報

2011年4月発行

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！！

◆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。
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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、下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。

本校卒業生の広瀬慎也さん(1982年卒)が、京都府美山町・芦生原生林の自然
をテーマとする写真展を開催します。
ぜひ、足を運んでいただき、自然の素晴らしさと大切さを感じ取ってください。

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。
　
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。

当日は、模擬店、ステージ企画、展示コーナー等、皆様に楽しんでい
ただけるよう様々な企画を考えています。職業、特技を活かしてアピ
ールしたいことがありましたら、6月15日(水)までにご一報ください！

“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

〒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

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週間以内に会報誌「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。

2011年9月23日(金・祝)に鳳凰会総会を立命館宇治中学校・高等学校で開催します。

また、三室戸校舎から移転10年目を記念し、初めてホームカミング・サンクスデーも同日に催します。

卒業生の皆様はもちろん、在校生、保護者、卒業生保護者、地域住民等、

日頃、お世話になっている方々に感謝の気持ちを表わす機会にしたいと思っています。

詳細は、8月頃にお知らせいたしますので、ぜひ、先輩、後輩、同級生をお誘いのうえ、

ご参加いただきますようお願い申し上げます。

現在、会報誌「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。

●

●

申請要項

特集

卒業生の皆様、立命館宇治へお越しください！
2011年9月23日(金・祝) 
鳳凰会総会、ホームカミング・サンクスデーを開催！！

卒業生
の活躍

大阪展
期間：2011年7月29日(金)～8月4日(木) 10:00～19:00(最終日は14:00まで)
会場：富士フィルムフォトサロン大阪
京都展
期間：2011年10月7日(金)～10月12日(水) 10:00～18:00(最終日は14:00まで)
会場：エイエムエス　A’Box Gallery-１
※展示内容の詳細は、ホームページでご確認ください。
http://www.fujifilm.co.jp/photosalon/tokyo/s2/11040802.html

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

広瀬慎也写真展「芦生・樹凛愁久」

参加者募集！！

※実施方法、場所等についての詳細は相談のうえ、決定させていただきます。内容
によって実施できない場合もありますのでご了承ください。
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●鳳凰vol.14

3月10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。

鳳凰賞は社会的に高く評価される顕著な実績を挙げ
た卒業生個人または団体を表彰するもので、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。同賞には後輩(現役中・高生)にも「激励
賞」を設けています。
　
2010年度は下記の皆さんへ贈りました。3月10日
に「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。

卒業生の皆さん、私こと大木は３７年間の教
師生活を、第１６期生のみなさんとともに卒
業することとになりました。１９７４年に当
時三室戸の地にあった宇治高校に、数学教師
として赴任しました。今ではグラウンドとなっている校舎のことを、
卒業生（同窓会＝鳳凰会）の皆さんはなつかしく思い出されるでしょ
う（私も）。月日が流れるごとに、その年々のことが頭に浮かんできま
す。スポーツでは野球部が甲子園に出場したり、女子ソフトボール部
が日本一になったこともありました。柔道や剣道、レスリングも、イ
ンターハイの常連として、新聞などで報じられたものです。１９９４
年には立命館宇治高校となり、現在に至っています。この間も野球部
が春の甲子園に出場し、アメリカンフットボール部は全国大会準優
勝、陸上部は女子駅伝で、１回大会以来連続出場しています。微力な
がら私も１０年間陸上部の顧問をし、その時には全国大会で優勝も
でき、その喜びを共に味わわせていただきました。
文化祭ではクラスの舞台発表で私も生徒とともに舞台に立ち、演じ
たことは忘れられない思い出の一つです。こうして数え上げたら切
りがないくらい、多くの出来事が浮かんできます。私の教師人生は、
皆さんのおかげで楽しいものになりました。すべて良き思い出です。
この２月１３日には立命館宇治高校の１期生が同窓会を開き、退職
祝いをしてくれました。卒業して１３年が経ったメンバーで、変わり
なく元気でいてくれて、うれしく思いました。
最後になりましたが、この誌面をかりて、第１６期生の皆さんに「卒
業おめでとう」を申し上げます。あっという間の高校生活でしたね。
私の教員生活で最後の卒業生である皆さんとの思い出は、本当に尽
きることがありません。これからも多くの人と出会って、色々な経験
をし、立命館宇治で培ったことを生かして、自分の可能性を拡げて下
さい。最後に素敵な思い出をありがとう。

私が宇治高校に体育教師として赴任した
のは1975年です。それから36年が経ち、
その間に立命館宇治中学校・高校へと校
名が変わりました。また、キャンパスも三
室戸から現在の広野町へと移転しました。
私の 36 年間の教師生活の思い出は語りつくせないほどです。高
い目標を掲げ意欲を持って多くのことに挑戦してきたからこそ、
語りつくせぬほどの思い出ができたのだと思います。生徒たちが
目標を諦めかけた時には私が励まし、私が挫折しそうになると生
徒たちが私の意欲を復活させてくれ、たとえ目標に対して満足の
いく結果を生み出すことができなかったとしても、私と生徒達と
の二人三脚で取り組んできたことが、私の教師生活を豊に彩って
くれました。
また、クラブ活動（レスリング）において、苦しい練習を乗り越え、
延べ 60 名の高校チャンピオンが誕生しました。卒業生の中には
バルセロナオリンピックに出場した生徒もいます。現在もオリン
ピック出場を目指し、努力している卒業生が数人います。更に、学
校行事の興風祭では 1 期生の生徒たちが劇において「ロミオと
ジュリエット」を英語で熱演し、最優秀賞を受賞できました。朝早
くから、放課後遅くまでの練習を見ていて、自分たちで立命館宇治
高校の伝統を創っていくのだという強い気持ちを感じました。卒
業生たちが学校や自宅を訪ねてきてくれることがありますが、卒
業してから何十年経っていても、クラスでの出来事やクラブ活動
での苦労話が、昨日の出来事のように鮮明に思い出され、会話が弾
みます。とても幸せな時間です。夢や希望の実現に向けて共に頑
張ってくれた生徒たちに「ありがとう」と感謝の気持ちで一杯です。

大木務先生 鈴木秀知先生

●宮脇　健也 (中学1年 )　乗馬
　・FEI 公認チルドレン国際障害飛越馬術大会2010　総合優勝
　・全日本ジュニア障害馬術大会チルドレンライダー障害飛越選手権　優勝
　・第17回ステイブル・シメール　ドレッサージュホースショー　第3課目　優勝
●河之口　みな (中学2年 )
　・「ぼくたちの地球を守ろう」第20回小学生・中学生作文コンクール　外務大臣賞 (中学生部門 )
●平岡　美咲 (中学2年 )　バレエ
　・青少年のためのバレエ・コンクール第3回ザ・バレコン　女子ジュニアB　優勝
●木村　彩乃 (中学3年 )　ダンス
　・DANCE WORLD CUP COMPETITION　1位
●加藤　未唯 (高校1年 )　テニス
　・2010世界スーパージュニア　女子ダブルス優勝
　・ITF 世界ジュニアランキング41位
　・USオープンジュニア2回戦進出
●北村　彩乃 (高校1年 )　スケート
　・2010 Desert Ice Open Championship 優勝
●中学校女子テニス部
　・第37回全国中学生テニス選手権大会団体戦準優勝
●高校バトン部
　・第38回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会出場銀賞　
●中学バトン部
　・第38回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会出場金賞

■2010年度  新幹事説明会を開催しました。

■2010年度　鳳凰賞　激励賞を贈りました。

本校では、これまでスポーツ分野においても、文武両道を教育活動の
柱のひとつとして位置づけ、生徒の人間的な成長を支援してきまし
た。これまで多くのクラブが全国大会へ出場することができ、大きな
成果をあげております。さらに、昨年５月には第一グラウンドを人工
芝化し、クラブ活動の更なる発展にむけて環境を整えています。
今後もスポーツを通しての人材育成やクラブ活動の内実化をはかる
と共に、全国大会へ出場するクラブを応援するため、昨年度「りつう
じスポーツ振興支援基金」を立ち上げました。なお、「女子第２２回全
国高等学校駅伝競走大会」への寄付活動も本基金の一環として行い
ました。

■ 「りつうじスポーツ振興支援基金」について

■ 教職員からのメッセージ

【実施事業】
●全国大会出場体育系クラブ応援事業
　⇒全国大会へ出場したクラブの必要経費の一部について支援
●設備の充実
　⇒人工芝グラウンドにて授業やクラブ活動、スポーツ教室などの
　地域交流イベントの実施
●スポーツを通じて子ども達の成長を支援
　⇒クラブ活動を通じて生徒の人格形成や精神的な成長を支援し、
　将来を担うリーダーを地域社会とともに育成するための支援

5月28日(土)　幹事会を開催します。

鳳凰会（同窓会）では、5月28日（土）に「幹事会」を開催します。
この幹事会は、「2010年度決算」、「2011年度活動方針と予算」
等を予定しています。出欠は、またハガキにてご案内させていただ
きますので、是非ともご出席いただきますようお願い申し上げます。
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ピック出場を目指し、努力している卒業生が数人います。更に、学
校行事の興風祭では 1 期生の生徒たちが劇において「ロミオと
ジュリエット」を英語で熱演し、最優秀賞を受賞できました。朝早
くから、放課後遅くまでの練習を見ていて、自分たちで立命館宇治
高校の伝統を創っていくのだという強い気持ちを感じました。卒
業生たちが学校や自宅を訪ねてきてくれることがありますが、卒
業してから何十年経っていても、クラスでの出来事やクラブ活動
での苦労話が、昨日の出来事のように鮮明に思い出され、会話が弾
みます。とても幸せな時間です。夢や希望の実現に向けて共に頑
張ってくれた生徒たちに「ありがとう」と感謝の気持ちで一杯です。

大木務先生 鈴木秀知先生

●宮脇　健也 (中学1年 )　乗馬
　・FEI 公認チルドレン国際障害飛越馬術大会2010　総合優勝
　・全日本ジュニア障害馬術大会チルドレンライダー障害飛越選手権　優勝
　・第17回ステイブル・シメール　ドレッサージュホースショー　第3課目　優勝
●河之口　みな (中学2年 )
　・「ぼくたちの地球を守ろう」第20回小学生・中学生作文コンクール　外務大臣賞 (中学生部門 )
●平岡　美咲 (中学2年 )　バレエ
　・青少年のためのバレエ・コンクール第3回ザ・バレコン　女子ジュニアB　優勝
●木村　彩乃 (中学3年 )　ダンス
　・DANCE WORLD CUP COMPETITION　1位
●加藤　未唯 (高校1年 )　テニス
　・2010世界スーパージュニア　女子ダブルス優勝
　・ITF 世界ジュニアランキング41位
　・USオープンジュニア2回戦進出
●北村　彩乃 (高校1年 )　スケート
　・2010 Desert Ice Open Championship 優勝
●中学校女子テニス部
　・第37回全国中学生テニス選手権大会団体戦準優勝
●高校バトン部
　・第38回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会出場銀賞　
●中学バトン部
　・第38回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会出場金賞

■2010年度  新幹事説明会を開催しました。

■2010年度　鳳凰賞　激励賞を贈りました。

本校では、これまでスポーツ分野においても、文武両道を教育活動の
柱のひとつとして位置づけ、生徒の人間的な成長を支援してきまし
た。これまで多くのクラブが全国大会へ出場することができ、大きな
成果をあげております。さらに、昨年５月には第一グラウンドを人工
芝化し、クラブ活動の更なる発展にむけて環境を整えています。
今後もスポーツを通しての人材育成やクラブ活動の内実化をはかる
と共に、全国大会へ出場するクラブを応援するため、昨年度「りつう
じスポーツ振興支援基金」を立ち上げました。なお、「女子第２２回全
国高等学校駅伝競走大会」への寄付活動も本基金の一環として行い
ました。

■ 「りつうじスポーツ振興支援基金」について

■ 教職員からのメッセージ

【実施事業】
●全国大会出場体育系クラブ応援事業
　⇒全国大会へ出場したクラブの必要経費の一部について支援
●設備の充実
　⇒人工芝グラウンドにて授業やクラブ活動、スポーツ教室などの
　地域交流イベントの実施
●スポーツを通じて子ども達の成長を支援
　⇒クラブ活動を通じて生徒の人格形成や精神的な成長を支援し、
　将来を担うリーダーを地域社会とともに育成するための支援

5月28日(土)　幹事会を開催します。

鳳凰会（同窓会）では、5月28日（土）に「幹事会」を開催します。
この幹事会は、「2010年度決算」、「2011年度活動方針と予算」
等を予定しています。出欠は、またハガキにてご案内させていただ
きますので、是非ともご出席いただきますようお願い申し上げます。
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1月 29日 ( 金 )、オーストラリア・メルボルンで開催された
Australian Open Junior Championships（全豪オープンジュニ
ア）女子ダブルスにおいて、高校１年の加藤未唯さんが決勝に進出し、
準優勝しました。
日本とは季節が逆のオースト
ラリアで真夏の暑さ、眩しさ
にも負けず、パートナーと力
を合わせてベストを尽くし、
素晴らしい成果を残してくれ
ました（左が加藤さん、右は
ペアを組んだ穂積絵莉さん）。

加藤未唯さん（高１）、テニスの
Australian Open Junior Championships
（全豪オープンジュニア）女子ダブルスで準優勝

１２月４日・５日、志津川福祉の園（宇治市内）の沿道で「志津川
陶器まつり」が開催されました。本校からは、４日に高校ラグビー部員、
５日に高校陸上部員がお手伝いに参加させていただきました。生徒
たちは午前と午後に分かれて、模擬店や餅つき、花苗や野菜・果物・
陶器などの販売を行いました。
生徒たちは、今回の活動を通じて、
地域の方々に支えられて成長して
いることを実感し、感謝と喜びを
得ることができました。
このような素晴らしい機会を与え
てくださった関係者の皆さまに、
心から感謝します。

「志津川陶器まつり」に
高校ラグビー部と高校陸上部が参加

1月16日開催された「皇后杯第29回全国都道府県対抗女子駅伝」で、
京都チームは 2 時間 17 分 16 秒で、2 年ぶり
14度目の優勝を果たしました。
本校から 3 名の高校生 (2 年牧恵里奈さん・1
年菅野七虹さん・1年池内彩乃さん )が 5、6、7
区を担い、3人ともに区間賞を獲得、菅野さんは
区間新記録の快走で、優勝に大きく貢献しました。
この3名が汐崎校長に優勝報告を行ないました。
５区 牧さん

６区 菅野さん

７区 池内さん

と、競技中のそれぞれの気持ちを語ってくれました。
汐崎校長からは、「皆さんの走りは本校生徒だけでなく、京都の多くの

方々に感動を与えるものでし
た。これからも感謝の気持ちを
忘れず、目標を高く持って練習
に励んでほしい。」と激励の言
葉がありました。

全国都道府県対抗女子駅伝で
京都チーム優勝に大きく貢献

１月８日、千葉の幕張メッ
セで開催された第３８回
マーチングバンド・バトン
トワーリング全国大会に、
本校中高バトントワリング
部が出場しました。中学は
これで３年連続、高校も２
年連続の出場となります。
両チーム共に健闘し、結果
は中学は金賞、高校は銀賞
を受賞しました。

中高バトントワリング部全国大会で
金賞（中学）、
銀賞（高校）

「後ろに信頼できる１年生が二人いたので、追いつ
けると思って走りました。」
「牧先輩が順位を上げて帰ってくると信じていまし
た。沿道の声援も力になり、頑張れました。」
「向かい風で苦しい時もありましたが、チームメイ
トのことを考えると力が湧いて頑張れました。」

京セラ・京都サンガＦ．Ｃ．と、立
命館学園のコラボレーションによ
る、サッカーのプロ・トッププレー
ヤー育成プロジェクト「スカラー
アスリートプロジェクト」３期生
である３名の本校生が、京都サン
ガＦ．Ｃ．のトップチームへの昇格
が決まりました。山田俊穀君、下
畠翔吾君、駒井善成君の３人です。
今後の活躍が期待されます。
３人を代表して、下畠君からのメッ
セージを紹介します。

スカラーアスリートプロジェクトから、初のトップチーム昇格！
今回、京都サンガＦＣ、Ｕ－１８から、トップ昇格させていただいて本当に様々の方に感謝しています。
スカラーアスリートということで、立命館宇治高校という本当に素晴らしい学校で勉強できたこと
を嬉しく思いますし、色々な面で学校側のご配慮やご協力を受け、サッカーや勉学に伸び伸びと励
むことの出来る環境を用意していただけて、３年間とても充実していました。このスカラーアスリー
トのプロジェクト出身であることを誇りに、また次の世代に繋げていくためにも、プロの場で活躍し、

スカラーアスリートの手本となれるように、今
後もトレーニングに励みたいと思います。１試
合でも多く試合に出場して、結果を残すことで、
感謝の気持ちを示していきたいと思います。僕
を育ててくださった、立命館宇治・京都サンガ
ＦＣへの感謝の気持ちを常に忘れず、自分の道
を切りひらいていきたいと思います。

山田俊穀君 下畠翔吾君 駒井善成君

世界 11 カ国と地域の 16 校から百数十人の高校生が集ま
りました
ISF は「グローバル化とその影響」、「環境・エネルギー」、「貧困と経済
格差」、「平和と核兵器」「歴史認識」をテーマに、次代を担う高校生たち
が国境を超えて集い、学習を深めていこうとするものです。初日の
オープニングセレモニーから最終の広島平和学習まで、非常に充実し
た中身の濃い活動と交流が行われました。最後のクロージングセレモ
ニーでは生徒の各グループからのマニフェスト発表をもって Forum
をしめくくり、汐崎校長から参加者全員にCertificate が手渡されま
した。

第 1回
ISF(International Student Forum) を
開催しました！

「立命館宇治土曜市民講座」を通じて
地域貢献を！

平和集会・被爆アオギリ植樹会
12月10日　中学校生
徒会が主催し、平和集
会・被爆アオギリ植樹
会を行いました。今年
８月、生徒会の代表３
名が広島平和祈念式典
に参加した際に被爆ア
オギリの2世の苗木を
広島市から譲り受けま
した。
平和集会では、「広島
の歌」でグランプリを
受賞した「アオギリの
歌」の作詞作曲・森光
七彩さんにこの歌の誕
生秘話をお話ししてい
ただき、ピアノ伴奏で
歌っていただきました。
また、学習の成果を発
表し、平和の大切さを参加者に訴えました。
また、植樹祭では、生徒全員で「アオギリの歌」を歌い、本校でこ

のアオギリが大きく育
つことを祈りました。
最後に、「平和宣言」
を全員で確認し、平和
への思いを強くしまし
た。

私たちは唯一の被爆国である日本で生まれ育ちました。
多くの人は、一度は広島・長崎を訪れたことがあると思います。

昨年度、私たち生徒会は被爆ピアノコンサートを行い、平和へ
のメッセージを発信しました。

今年８月、私たち、立命館宇治中学校生徒会の代表は、広島平
和祈念式典に参加しました。日本人だけにとどまらず、世界中
の人が広島に集まって平和を祈って いる姿を見て、どうしてこ
んなに多くの人が平和を祈っているのに、今でも戦争は消えな
いのだろうと思いました。けれど、平和を祈り続けることをや
めてしま うことは、「２度と同じ過ちは繰り返さない」という
戦争で被害にあった人々の思いを捨ててしまうことになります。

私たちは、実際に戦争を体験した人から直接話を聞ける、最後
の世代です。悲惨な戦争によって多くの犠牲者が出たこと、た
くさんの人々の心に傷を残したこと は忘れてはいけないし、絶
対に繰り返してはいけません。だから、私たちが、それを受け
継いで次の世代へ伝えていく第一歩として、平和の象徴である
アオギリ を植樹します。

立命館学園は「平和と民主主義」を教学理念に掲げています。
私たち立命館宇治中学校の生徒は、平和について考えて、平和
を伝えていく立場になります。そして、大人になってもずっと、
平和な世の中になるための活動を続けていくことを誓います。

　　　　　　　　　　　　　　2010年 12月 10日
　　　　　　　　　　　　　　　　立命館宇治中学校　生徒会

立命館宇治中学校平和宣言

「立命館宇治土曜市民講座」は、2008年度よりスタートしました。社
会的ネットワークの拡大・強化を進め、地域に根付く「土曜市民講座」
を目指して、教育後援会の事業として行っています。
記念すべき第1回目は「スポーツの楽しみ」と題して、卒業生の千葉
真子さん（スポーツ・インストラクター）が、200名の聴衆を前に、講
演をして下さいました。それが 2008 年８月９日のことでした。それ
から回を重ねて、今年２月26日には第１６回目の講座となりました。
この回では初めて校外での催しを試みました。「日本酒の歴史と種類」
と題して、佐々木酒造株式会社において佐々木晃氏（佐々木酒造株式
会社　代表取締役）にお話し頂き、併せて立命館大学国際平和ミュー
ジアムを見学するという、二ヵ所を巡るものでした。
この間、多士済々の講演者に恵まれて、ご来場の方々にも喜んで頂け
たようです。毎回、参加して下さる「ファン」の方も増えて、地元地域の
方々との連携はますます強まりました。これからも地域の皆さんの期
待に応えるべく、面白くて為になる企画を立案してゆきます。まだお
越しでない方には、ぜひ一度土曜の午後、足を運んで頂けると幸いで
す。お待ちしております。

回
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３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

開催月日

2008年

2009年

2009年

2009年

2009年

2009年

2009年

2009年

2009年

2009年

2009年

2010年

2010年

2010年

2010年

2011年

8月 9日

9月13日

11月15日

12月 6日

1月24日

2月21日

6月 6日

7月18日

9月19日

11月14日

1月23日

5月22日

6月19日

8月28日

11月 6日

2月26日

テーマ

”スポーツの楽しみ”

”宇治にみる『源氏物語』愛と覚悟と死”

”どうなる？！　英語の授業”

インターネットで広がる世界

日本の食文化

超能力の舞台裏

映画館は世界への扉～京都と映画と～

日本酒の歴史と種類

講師

千葉真子氏

佐藤正子氏
桜井政成氏
桜井ゼミ３回生4名

春日井敏之氏

神居文彰氏

湯川笑子氏

本校教員

荻野由信監督

住谷瓜頂氏

北村勝氏

森下博三氏

北村勝氏

村田吉弘氏

安斎育郎氏

神谷雅子氏

佐々木晃氏

「裁判員制度」
～もしもあなたが選ばれたら～
”宇治の地域連携”
～「協働ラボ・うじ」のこの２年～
”思春期のゆらぎと親子関係”
～子ども・親・教師のつながり方～

選手育成とは人間育成である
～立命館宇治・強さの秘密～
黄檗宗大本山萬福寺
開創350年記念に寄せて
宇治の魅力再発見「知ってるようで知らない宇治の歴史案内」
 ～宇治は美しくも悲しい憂愁色の町～
" 宇治茶の歴史と茶飲用の効果について
～そしてお茶の美味しさを味わう～
宇治の魅力再発見②
「知ってるようで知らない宇治の歴史案内」

■立命館宇治「土曜市民講座」実施状況

学校からの
お知らせ



04 05

●鳳凰vol.14

1月 29日 ( 金 )、オーストラリア・メルボルンで開催された
Australian Open Junior Championships（全豪オープンジュニ
ア）女子ダブルスにおいて、高校１年の加藤未唯さんが決勝に進出し、
準優勝しました。
日本とは季節が逆のオースト
ラリアで真夏の暑さ、眩しさ
にも負けず、パートナーと力
を合わせてベストを尽くし、
素晴らしい成果を残してくれ
ました（左が加藤さん、右は
ペアを組んだ穂積絵莉さん）。

加藤未唯さん（高１）、テニスの
Australian Open Junior Championships
（全豪オープンジュニア）女子ダブルスで準優勝

１２月４日・５日、志津川福祉の園（宇治市内）の沿道で「志津川
陶器まつり」が開催されました。本校からは、４日に高校ラグビー部員、
５日に高校陸上部員がお手伝いに参加させていただきました。生徒
たちは午前と午後に分かれて、模擬店や餅つき、花苗や野菜・果物・
陶器などの販売を行いました。
生徒たちは、今回の活動を通じて、
地域の方々に支えられて成長して
いることを実感し、感謝と喜びを
得ることができました。
このような素晴らしい機会を与え
てくださった関係者の皆さまに、
心から感謝します。

「志津川陶器まつり」に
高校ラグビー部と高校陸上部が参加

1月16日開催された「皇后杯第29回全国都道府県対抗女子駅伝」で、
京都チームは 2 時間 17 分 16 秒で、2 年ぶり
14度目の優勝を果たしました。
本校から 3 名の高校生 (2 年牧恵里奈さん・1
年菅野七虹さん・1年池内彩乃さん )が 5、6、7
区を担い、3人ともに区間賞を獲得、菅野さんは
区間新記録の快走で、優勝に大きく貢献しました。
この3名が汐崎校長に優勝報告を行ないました。
５区 牧さん

６区 菅野さん

７区 池内さん

と、競技中のそれぞれの気持ちを語ってくれました。
汐崎校長からは、「皆さんの走りは本校生徒だけでなく、京都の多くの

方々に感動を与えるものでし
た。これからも感謝の気持ちを
忘れず、目標を高く持って練習
に励んでほしい。」と激励の言
葉がありました。

全国都道府県対抗女子駅伝で
京都チーム優勝に大きく貢献

１月８日、千葉の幕張メッ
セで開催された第３８回
マーチングバンド・バトン
トワーリング全国大会に、
本校中高バトントワリング
部が出場しました。中学は
これで３年連続、高校も２
年連続の出場となります。
両チーム共に健闘し、結果
は中学は金賞、高校は銀賞
を受賞しました。

中高バトントワリング部全国大会で
金賞（中学）、
銀賞（高校）

「後ろに信頼できる１年生が二人いたので、追いつ
けると思って走りました。」
「牧先輩が順位を上げて帰ってくると信じていまし
た。沿道の声援も力になり、頑張れました。」
「向かい風で苦しい時もありましたが、チームメイ
トのことを考えると力が湧いて頑張れました。」

京セラ・京都サンガＦ．Ｃ．と、立
命館学園のコラボレーションによ
る、サッカーのプロ・トッププレー
ヤー育成プロジェクト「スカラー
アスリートプロジェクト」３期生
である３名の本校生が、京都サン
ガＦ．Ｃ．のトップチームへの昇格
が決まりました。山田俊穀君、下
畠翔吾君、駒井善成君の３人です。
今後の活躍が期待されます。
３人を代表して、下畠君からのメッ
セージを紹介します。

スカラーアスリートプロジェクトから、初のトップチーム昇格！
今回、京都サンガＦＣ、Ｕ－１８から、トップ昇格させていただいて本当に様々の方に感謝しています。
スカラーアスリートということで、立命館宇治高校という本当に素晴らしい学校で勉強できたこと
を嬉しく思いますし、色々な面で学校側のご配慮やご協力を受け、サッカーや勉学に伸び伸びと励
むことの出来る環境を用意していただけて、３年間とても充実していました。このスカラーアスリー
トのプロジェクト出身であることを誇りに、また次の世代に繋げていくためにも、プロの場で活躍し、

スカラーアスリートの手本となれるように、今
後もトレーニングに励みたいと思います。１試
合でも多く試合に出場して、結果を残すことで、
感謝の気持ちを示していきたいと思います。僕
を育ててくださった、立命館宇治・京都サンガ
ＦＣへの感謝の気持ちを常に忘れず、自分の道
を切りひらいていきたいと思います。

山田俊穀君 下畠翔吾君 駒井善成君

世界 11 カ国と地域の 16 校から百数十人の高校生が集ま
りました
ISF は「グローバル化とその影響」、「環境・エネルギー」、「貧困と経済
格差」、「平和と核兵器」「歴史認識」をテーマに、次代を担う高校生たち
が国境を超えて集い、学習を深めていこうとするものです。初日の
オープニングセレモニーから最終の広島平和学習まで、非常に充実し
た中身の濃い活動と交流が行われました。最後のクロージングセレモ
ニーでは生徒の各グループからのマニフェスト発表をもって Forum
をしめくくり、汐崎校長から参加者全員にCertificate が手渡されま
した。

第 1回
ISF(International Student Forum) を
開催しました！

「立命館宇治土曜市民講座」を通じて
地域貢献を！

平和集会・被爆アオギリ植樹会
12月10日　中学校生
徒会が主催し、平和集
会・被爆アオギリ植樹
会を行いました。今年
８月、生徒会の代表３
名が広島平和祈念式典
に参加した際に被爆ア
オギリの2世の苗木を
広島市から譲り受けま
した。
平和集会では、「広島
の歌」でグランプリを
受賞した「アオギリの
歌」の作詞作曲・森光
七彩さんにこの歌の誕
生秘話をお話ししてい
ただき、ピアノ伴奏で
歌っていただきました。
また、学習の成果を発
表し、平和の大切さを参加者に訴えました。
また、植樹祭では、生徒全員で「アオギリの歌」を歌い、本校でこ

のアオギリが大きく育
つことを祈りました。
最後に、「平和宣言」
を全員で確認し、平和
への思いを強くしまし
た。

私たちは唯一の被爆国である日本で生まれ育ちました。
多くの人は、一度は広島・長崎を訪れたことがあると思います。

昨年度、私たち生徒会は被爆ピアノコンサートを行い、平和へ
のメッセージを発信しました。

今年８月、私たち、立命館宇治中学校生徒会の代表は、広島平
和祈念式典に参加しました。日本人だけにとどまらず、世界中
の人が広島に集まって平和を祈って いる姿を見て、どうしてこ
んなに多くの人が平和を祈っているのに、今でも戦争は消えな
いのだろうと思いました。けれど、平和を祈り続けることをや
めてしま うことは、「２度と同じ過ちは繰り返さない」という
戦争で被害にあった人々の思いを捨ててしまうことになります。

私たちは、実際に戦争を体験した人から直接話を聞ける、最後
の世代です。悲惨な戦争によって多くの犠牲者が出たこと、た
くさんの人々の心に傷を残したこと は忘れてはいけないし、絶
対に繰り返してはいけません。だから、私たちが、それを受け
継いで次の世代へ伝えていく第一歩として、平和の象徴である
アオギリ を植樹します。

立命館学園は「平和と民主主義」を教学理念に掲げています。
私たち立命館宇治中学校の生徒は、平和について考えて、平和
を伝えていく立場になります。そして、大人になってもずっと、
平和な世の中になるための活動を続けていくことを誓います。

　　　　　　　　　　　　　　2010年 12月 10日
　　　　　　　　　　　　　　　　立命館宇治中学校　生徒会

立命館宇治中学校平和宣言

「立命館宇治土曜市民講座」は、2008年度よりスタートしました。社
会的ネットワークの拡大・強化を進め、地域に根付く「土曜市民講座」
を目指して、教育後援会の事業として行っています。
記念すべき第1回目は「スポーツの楽しみ」と題して、卒業生の千葉
真子さん（スポーツ・インストラクター）が、200名の聴衆を前に、講
演をして下さいました。それが 2008 年８月９日のことでした。それ
から回を重ねて、今年２月26日には第１６回目の講座となりました。
この回では初めて校外での催しを試みました。「日本酒の歴史と種類」
と題して、佐々木酒造株式会社において佐々木晃氏（佐々木酒造株式
会社　代表取締役）にお話し頂き、併せて立命館大学国際平和ミュー
ジアムを見学するという、二ヵ所を巡るものでした。
この間、多士済々の講演者に恵まれて、ご来場の方々にも喜んで頂け
たようです。毎回、参加して下さる「ファン」の方も増えて、地元地域の
方々との連携はますます強まりました。これからも地域の皆さんの期
待に応えるべく、面白くて為になる企画を立案してゆきます。まだお
越しでない方には、ぜひ一度土曜の午後、足を運んで頂けると幸いで
す。お待ちしております。
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11月14日

1月23日
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6月19日

8月28日

11月 6日
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テーマ

”スポーツの楽しみ”

”宇治にみる『源氏物語』愛と覚悟と死”

”どうなる？！　英語の授業”

インターネットで広がる世界

日本の食文化

超能力の舞台裏

映画館は世界への扉～京都と映画と～

日本酒の歴史と種類

講師

千葉真子氏

佐藤正子氏
桜井政成氏
桜井ゼミ３回生4名

春日井敏之氏

神居文彰氏

湯川笑子氏

本校教員

荻野由信監督

住谷瓜頂氏

北村勝氏

森下博三氏

北村勝氏

村田吉弘氏

安斎育郎氏

神谷雅子氏

佐々木晃氏

「裁判員制度」
～もしもあなたが選ばれたら～
”宇治の地域連携”
～「協働ラボ・うじ」のこの２年～
”思春期のゆらぎと親子関係”
～子ども・親・教師のつながり方～

選手育成とは人間育成である
～立命館宇治・強さの秘密～
黄檗宗大本山萬福寺
開創350年記念に寄せて
宇治の魅力再発見「知ってるようで知らない宇治の歴史案内」
 ～宇治は美しくも悲しい憂愁色の町～
" 宇治茶の歴史と茶飲用の効果について
～そしてお茶の美味しさを味わう～
宇治の魅力再発見②
「知ってるようで知らない宇治の歴史案内」

■立命館宇治「土曜市民講座」実施状況

学校からの
お知らせ
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私たちは活動助成金を
活用して
同窓会を開きました。　
＊以下は2010年7月以降開催分です。

会報●鳳凰vol.14

■7月7日　吹奏楽部
7月7日の七夕の夜、この夏から留学に行く子へ、がんば
れ！会と海外の大学に行っていて今一時帰国している子への
おかえり！会を兼ねて2008年度卒の吹奏楽なかよしメン
バーで集まりました。当日はテスト前ということもあり、レ
ポートや課題で忙しい最中でしたが声をかけたほとんどのメ
ンバーが集まってくれました。久しぶりに会うメンバーとの
近況報告をしたり、高校生の時の思い出話をしたり、最後に
サプライズでケーキとみんなからの寄せ書きを渡したりと、
わいわい楽しい時間をすごせました！みんな将来に向かって
いろいろな活動を頑張っていて、お互いによい刺激を受ける
ことができました。またこれからも定期的に開催できるよう
にしたいです。その際はまた鳳凰会の助成金を利用させてい
ただきたいと思っています。ありがとうございました。

■8月4日　2006年度卒3年11組
卒業して４年目の夏、京都で、8月4日19時より、卒業して
初めてとなる立命館宇治2006年度卒3年11組の同窓会を
開催しました。約20名が出席し、当時の仲間や恩師たちと

■8月13日　2008年度卒1組SEL
2010年8月13日に元3年1組の14人が集まり同窓会を開
きました。今回は衣笠、BKC、APUからも集まることがで
き、とても楽しい同窓会となりました。これから留学へ行く
仲間たちの激励と共に高校の時の話にも花が咲き、盛り上が
りました。これからまた1年間会えない仲間もいますが、お
互い自分たちの夢に向かって頑張っていこうと思います。

■11月27日　1982年度卒2年13組
今回で3回目を迎える、1982年度卒2年13組の同窓会
2010年11月27日（土）7:00～烏丸のなかなか予約が取
れないお店で行いました。
昨年、来年のこの時期に又同窓会をしようねと約束していた
ので連絡もスムーズにいきました。
今回は11人の参加になりましたが当時の懐かしい思い出話
で楽しい一時をおくることが出来ました。
今回都合で参加出来なかった人も次回はみんなで盛り上がり
ましょう。同窓会より助成金を頂きありがとうございました。

■9月12日　2009年度卒10組
9月12日、2009年度卒の10組でクラス会を開きました。
集まった人数は32人とかなり多く、全員の近況を聞くこと
はできなかったですが、各テーブルでサークルやアルバイト
などの話をして、久々の再会をみんな楽しんでいるようでし
た。
次の機会には、今回残念ながら来ることができなかったクラ
スメイトも含めて集まれたら良いなと考えています。

■10月2日　1988年度卒学年同窓会
1988年度卒、学年同窓会を10月2日（土）開催させて頂
きました。幹事みんなで卒アルを手に電話をかけまくり、繋
がった人から繋がっている人へ、そのまた繋がってる人へと
連絡を回してもらい、当日は57人集まりました。先生も三
人に出席して頂き、ほんとに大盛り上がりで時間があっとい
う間でした。二次会も予定人数をはるかに上回り、店の外で
いすを並べて呑んでた。（笑）三次会はカラオケで80年代メ
ドレーをみんなで大合唱してほんとに楽しかった。一旦途切
れてしまった高校時代の友達がこの同窓会がきっかけでまた
繋がってたくさんのありがとうをもらいました。今回幹事を
させて頂いてありがとうございました。幹事一同、本当に感
謝しております。都合により参加出来なかった人もたくさんい
ます。カラオケ楽しかったので、又何か企画しようかな（笑）

■8月5日　2009年度卒3年1組
私たち2009年度卒SEL3年1組は、去る8月5日三条河原町
にて、第1回同窓会を行いました。同窓会といってもまだ大
学に入学して5カ月でしたから、お互いの大学生活の報告を
中心に1時間半食事をしました。第1回は33名中20名しか
集合できませんでしたが、次回は担任の先生を含め、多くの
クラスメイトに参加して貰えるようまた企画したいと考えて
おります。そして鳳凰会の制度を有効に利用できたことは本
当に良かったです。おかげさまで思い出に残る楽しいひとと
きを過ごせたかなと嬉しく思っております。有難うございま
した。

■8月14日　バレーボール
昨年も開催した立命館宇治高校男子バレーボール部OB会を
今年も開催させていただきました。今年は昨年よりも多くの
方に声をかけ、結果2002年度卒業生の方から2009年度卒
業生の方まで非常に多くの方に参加していただく事ができま
した。初対面の方も多かったのですが、バレーボールを通じ
て横の関係だけではなく、年代を超えた縦の関係もより深
まったと思います。このOB会を毎年開催し、立命館宇治高
校男子バレーボール部の仲を深めていきたいと思います。

■9月12日　2009年度卒3組
9月12日（日）第2回校外学習を開催しました！
去年の4月、高校最後のクラスでの校外学習を行った場所と
同じ（近江舞子）で、バーベキューをしました。担任だった
先生も来てくださり、総勢28名が集まってくれました。卒
業してから久しぶりに会う友達ばかりで、みんないきいきと
バーベキューを楽しみました。高校3年のころとの仲良さは
変わらず、集まってからずっとわいわいはしゃいだり、喋っ
たりして笑いが絶えないひと時でした。お互いの大学生活や
恋愛話や笑い話、何でも話せる最高のクラスだと改めて実感
することばかりでした。
バーベキューが終わると、持ち前のみんなのチームワークで
一瞬にして片付けが進み、無事終えることができました。残
念ながら部活や用事で来ることができなかった人も、次回集
まるときに来てほしいです！また絶対集まります(^^)

■8月8日　チアリーダー部
2010年8月8日、チアリーダー部4期生の同窓会を開催し
ました。
過去最高12名（こども3名）の集まりで、近況報告や思い
出話に花を咲かせ、楽しい時間を過ごすことが出来ました。
今回は妊婦さんが4人もいて出産・子育てなどママトークで
盛り上がるなど、これまでとは違った話題も。真っ黒になり
ながら毎日部活に励んでいた私たちも卒業して10年、色ん
な経験をして大人になったな～と感じたひとときでした。
高校時代は毎日顔を合わしていたのに、今は東京・名古屋…
遠くはイランで生活しているメンバーもいます。それぞれの
活躍を聞くと「私も頑張ろう！」と力が湧いてきます。
まだまだ話したいことが沢山あってなかなか「またね」の一
言が出ませんでしたが、毎年８月の１週目の日曜日に集まろ
うと約束し、会は終了しました。
来年は子供も増え、ますます楽しい同窓会になりそうです。

■8月6日　硬式女子テニス部
今回、1年間の留学に旅立つ子を送る会を兼ねて大学1、2
回生の元テニス部で集まりを開くことになりました。夕方か
らコートを取り、テニスをしました。高校の時に戻ったよう
に本当に楽しくテニスができ、改めて私たちはテニスが好き
なんだなと感じました。
その後の食事では人数も増えて大学での話、バイトの話など、
みんなで話していると大変なことも全部笑い話に変えて話す
ことができました。笑いの絶えない2時間であっという間に
時間が過ぎてしまいました。
今回、参加できなかった人もいるので、またこのような集ま
りを開きたいと思います。今回は本当にありがとうございま
した。本当に良い1日となりました。

■8月5日　2008年度卒8組
今回、私たちのクラスで同窓会をひらくのは、2回目になり
ますが、みんな半年でまた成長していました。
今回は、夏休みということもあり、部活をやっている人たち
は参加できなかったので少し残念でした。でも、たくさんの
人が集まってくれました。留学に行く子のサプライズも成功
させることができたし、とてもいい思い出になりました！ま
た次は、春に開こうと考えています。
そのときまでに、また一段と大人になったみんなと会えるの
を楽しみに、お互い成長して行けたらいいなと思います。立
宇治最高です！！本当に本当にありがとうございました。

■7月24日　陸上部OG会の報告
2010年7月24日に、1997年度～2000年度卒業の陸上
部OG会を開催しました。久しぶりの再会にも関わらず、懐
かしいメンバーが集まったとのことで、笑いのたえない楽し
いOG会となりました。
お互いの近況報告から始まり、当時の練習や合宿、また試合
の思い出など話は尽きることなく、あっという間に時間が過
ぎていきました。
あの頃は毎日が大変だったけど、共に頑張る仲間に恵まれて、
一生懸命陸上に打ち込んだことは、今でもみんなの中で良い
経験となっていることを実感しました。
こうして時を経ても一緒に語り合えるのが嬉しかったです。
今回、このような機会を与えてくださった鳳凰会に感謝して
おります。
残念ながら出席できなかったメンバーからも、次回は是非参
加したいとリクエストもあるので、またみんなで集まりたい
です。

■8月23日　2007年度卒7組
2007年度卒業3年7組女子近江舞子
昨年に引き続き、今年も仲良しグループで集まって近江舞子
水泳場で泳いだり、バーベキューや花火をしたりして楽しみ
ました。女性だけではバーベキューをするのは大変ですが、
業者に頼んで簡単にバーベキューをすることができました。
少人数で集まることはあっても、11人も集まることは滅多
にないので、それぞれの近況や思い出話に盛り上がりました。
これから就職活動が始まるので、こうして集まることも少な
くなると思いますが、毎年恒例にして、来年もまた集まりた
いです。

■10月30日　2004年度卒業3年7組
10月30日に2004年度卒業の3年7組の仲間が集合しまし
た！待ち合わせ場所で集まるなり、「久しぶりー！変わって
ないなー！」など久しぶりの再会にみんな満面の笑みでした。
それぞれの近況や昔の思い出話にも花が咲き、飲み会はあっ
という間に終了。今回参加できなかったメンバーもいるので、
これからも定期的に集まります！
社会人になっても高校生の気持ちを忘れず、楽しんでいきま
す！

■9月28日　1988年度卒3年3組
生徒は今年、40歳という大人の20代を迎えるということで、
当時担任だった先生を迎えてみんなで集まりました。
担任の先生とは、本当に卒業以来で懐かしく昔噺に花が咲き、
懐かしい思い出と、交流を深めるため、なおかつ、後日の学
年全体同窓会には参加できないメンバーで時は経ちましたが、
みんな変わらず元気でやっているということで当時の話や今
はもうない三室戸での学び舎のことが走馬灯のように。。。
いい思い出でいっぱいで、次はメンバーを増やして集まろう
と、盛り上がりました。（不参加の1988年度の3/3組の方
もぜひ参加してください。お待ちしています）

■11月27日　2005年度卒
11月27日、秋の大運動会を開催しました。京都のグランド
を借りてドッチビーや10人11脚といった種目を学生にも
どったように本気になりながら運動会を楽しみました。また、
運動会の後にはカレー作りや自然の中を使ってのハンター
ゲームなど行い一日中みんなで交流を深めながら過ごすこと
ができました。大学を卒業し、社会人やそれぞれ自分の道へ
進んでいく中で2005年度卒の総勢50名を超える人数がそ
ろえたことは本当に素晴らしいことだと感じます。こういっ
たことを毎年することができたらなと感じ、それを楽しみに
毎日頑張りたいと思います。

■12月5日　2009年度卒サッカー部一同
2010年12月5日に2009年度卒サッカー部22人が集まり
ました。大学ではキャンパスが分かれてしまい、普段なかな
か会うことができない仲間に会えた貴重な時間でした。この
日は、昨年、全国高校サッカー選手権大会京都府予選決勝で、
久御山高校との試合に勝利した日でした。ちょうど一年後と
いうこともあり、みんなで大学生活の近況報告をしたり、高
校時代の懐かしい思い出話をしたりして盛り上がりました。
私たちは、あのころと何も変わらないままで、大学生になっ
た今でもふざけあえる関係です。高校3年間で苦しい思いを
共にしてきた仲間だからこそ、卒業してバラバラになった後
でもこうやって集まれるのだと思いました。私たちは、立宇
治サッカー部であったことに誇りをもっています。今回は残
念ながら全員集まることができなかったのですが、またこう
いう機会があれば是が非でも全員で集まりたいです。ありが
とうございました。

楽しい一夜を過ごしました。大学生活も最後ということもあ
り、近況や卒業後のことも話し、盛り上がりました。また、
先生には喝を入れてもらい、これからも頑張ろうと思いまし
た
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■7月7日　吹奏楽部
7月7日の七夕の夜、この夏から留学に行く子へ、がんば
れ！会と海外の大学に行っていて今一時帰国している子への
おかえり！会を兼ねて2008年度卒の吹奏楽なかよしメン
バーで集まりました。当日はテスト前ということもあり、レ
ポートや課題で忙しい最中でしたが声をかけたほとんどのメ
ンバーが集まってくれました。久しぶりに会うメンバーとの
近況報告をしたり、高校生の時の思い出話をしたり、最後に
サプライズでケーキとみんなからの寄せ書きを渡したりと、
わいわい楽しい時間をすごせました！みんな将来に向かって
いろいろな活動を頑張っていて、お互いによい刺激を受ける
ことができました。またこれからも定期的に開催できるよう
にしたいです。その際はまた鳳凰会の助成金を利用させてい
ただきたいと思っています。ありがとうございました。

■8月4日　2006年度卒3年11組
卒業して４年目の夏、京都で、8月4日19時より、卒業して
初めてとなる立命館宇治2006年度卒3年11組の同窓会を
開催しました。約20名が出席し、当時の仲間や恩師たちと

■8月13日　2008年度卒1組SEL
2010年8月13日に元3年1組の14人が集まり同窓会を開
きました。今回は衣笠、BKC、APUからも集まることがで
き、とても楽しい同窓会となりました。これから留学へ行く
仲間たちの激励と共に高校の時の話にも花が咲き、盛り上が
りました。これからまた1年間会えない仲間もいますが、お
互い自分たちの夢に向かって頑張っていこうと思います。

■11月27日　1982年度卒2年13組
今回で3回目を迎える、1982年度卒2年13組の同窓会
2010年11月27日（土）7:00～烏丸のなかなか予約が取
れないお店で行いました。
昨年、来年のこの時期に又同窓会をしようねと約束していた
ので連絡もスムーズにいきました。
今回は11人の参加になりましたが当時の懐かしい思い出話
で楽しい一時をおくることが出来ました。
今回都合で参加出来なかった人も次回はみんなで盛り上がり
ましょう。同窓会より助成金を頂きありがとうございました。

■9月12日　2009年度卒10組
9月12日、2009年度卒の10組でクラス会を開きました。
集まった人数は32人とかなり多く、全員の近況を聞くこと
はできなかったですが、各テーブルでサークルやアルバイト
などの話をして、久々の再会をみんな楽しんでいるようでし
た。
次の機会には、今回残念ながら来ることができなかったクラ
スメイトも含めて集まれたら良いなと考えています。

■10月2日　1988年度卒学年同窓会
1988年度卒、学年同窓会を10月2日（土）開催させて頂
きました。幹事みんなで卒アルを手に電話をかけまくり、繋
がった人から繋がっている人へ、そのまた繋がってる人へと
連絡を回してもらい、当日は57人集まりました。先生も三
人に出席して頂き、ほんとに大盛り上がりで時間があっとい
う間でした。二次会も予定人数をはるかに上回り、店の外で
いすを並べて呑んでた。（笑）三次会はカラオケで80年代メ
ドレーをみんなで大合唱してほんとに楽しかった。一旦途切
れてしまった高校時代の友達がこの同窓会がきっかけでまた
繋がってたくさんのありがとうをもらいました。今回幹事を
させて頂いてありがとうございました。幹事一同、本当に感
謝しております。都合により参加出来なかった人もたくさんい
ます。カラオケ楽しかったので、又何か企画しようかな（笑）

■8月5日　2009年度卒3年1組
私たち2009年度卒SEL3年1組は、去る8月5日三条河原町
にて、第1回同窓会を行いました。同窓会といってもまだ大
学に入学して5カ月でしたから、お互いの大学生活の報告を
中心に1時間半食事をしました。第1回は33名中20名しか
集合できませんでしたが、次回は担任の先生を含め、多くの
クラスメイトに参加して貰えるようまた企画したいと考えて
おります。そして鳳凰会の制度を有効に利用できたことは本
当に良かったです。おかげさまで思い出に残る楽しいひとと
きを過ごせたかなと嬉しく思っております。有難うございま
した。

■8月14日　バレーボール
昨年も開催した立命館宇治高校男子バレーボール部OB会を
今年も開催させていただきました。今年は昨年よりも多くの
方に声をかけ、結果2002年度卒業生の方から2009年度卒
業生の方まで非常に多くの方に参加していただく事ができま
した。初対面の方も多かったのですが、バレーボールを通じ
て横の関係だけではなく、年代を超えた縦の関係もより深
まったと思います。このOB会を毎年開催し、立命館宇治高
校男子バレーボール部の仲を深めていきたいと思います。

■9月12日　2009年度卒3組
9月12日（日）第2回校外学習を開催しました！
去年の4月、高校最後のクラスでの校外学習を行った場所と
同じ（近江舞子）で、バーベキューをしました。担任だった
先生も来てくださり、総勢28名が集まってくれました。卒
業してから久しぶりに会う友達ばかりで、みんないきいきと
バーベキューを楽しみました。高校3年のころとの仲良さは
変わらず、集まってからずっとわいわいはしゃいだり、喋っ
たりして笑いが絶えないひと時でした。お互いの大学生活や
恋愛話や笑い話、何でも話せる最高のクラスだと改めて実感
することばかりでした。
バーベキューが終わると、持ち前のみんなのチームワークで
一瞬にして片付けが進み、無事終えることができました。残
念ながら部活や用事で来ることができなかった人も、次回集
まるときに来てほしいです！また絶対集まります(^^)

■8月8日　チアリーダー部
2010年8月8日、チアリーダー部4期生の同窓会を開催し
ました。
過去最高12名（こども3名）の集まりで、近況報告や思い
出話に花を咲かせ、楽しい時間を過ごすことが出来ました。
今回は妊婦さんが4人もいて出産・子育てなどママトークで
盛り上がるなど、これまでとは違った話題も。真っ黒になり
ながら毎日部活に励んでいた私たちも卒業して10年、色ん
な経験をして大人になったな～と感じたひとときでした。
高校時代は毎日顔を合わしていたのに、今は東京・名古屋…
遠くはイランで生活しているメンバーもいます。それぞれの
活躍を聞くと「私も頑張ろう！」と力が湧いてきます。
まだまだ話したいことが沢山あってなかなか「またね」の一
言が出ませんでしたが、毎年８月の１週目の日曜日に集まろ
うと約束し、会は終了しました。
来年は子供も増え、ますます楽しい同窓会になりそうです。

■8月6日　硬式女子テニス部
今回、1年間の留学に旅立つ子を送る会を兼ねて大学1、2
回生の元テニス部で集まりを開くことになりました。夕方か
らコートを取り、テニスをしました。高校の時に戻ったよう
に本当に楽しくテニスができ、改めて私たちはテニスが好き
なんだなと感じました。
その後の食事では人数も増えて大学での話、バイトの話など、
みんなで話していると大変なことも全部笑い話に変えて話す
ことができました。笑いの絶えない2時間であっという間に
時間が過ぎてしまいました。
今回、参加できなかった人もいるので、またこのような集ま
りを開きたいと思います。今回は本当にありがとうございま
した。本当に良い1日となりました。

■8月5日　2008年度卒8組
今回、私たちのクラスで同窓会をひらくのは、2回目になり
ますが、みんな半年でまた成長していました。
今回は、夏休みということもあり、部活をやっている人たち
は参加できなかったので少し残念でした。でも、たくさんの
人が集まってくれました。留学に行く子のサプライズも成功
させることができたし、とてもいい思い出になりました！ま
た次は、春に開こうと考えています。
そのときまでに、また一段と大人になったみんなと会えるの
を楽しみに、お互い成長して行けたらいいなと思います。立
宇治最高です！！本当に本当にありがとうございました。

■7月24日　陸上部OG会の報告
2010年7月24日に、1997年度～2000年度卒業の陸上
部OG会を開催しました。久しぶりの再会にも関わらず、懐
かしいメンバーが集まったとのことで、笑いのたえない楽し
いOG会となりました。
お互いの近況報告から始まり、当時の練習や合宿、また試合
の思い出など話は尽きることなく、あっという間に時間が過
ぎていきました。
あの頃は毎日が大変だったけど、共に頑張る仲間に恵まれて、
一生懸命陸上に打ち込んだことは、今でもみんなの中で良い
経験となっていることを実感しました。
こうして時を経ても一緒に語り合えるのが嬉しかったです。
今回、このような機会を与えてくださった鳳凰会に感謝して
おります。
残念ながら出席できなかったメンバーからも、次回は是非参
加したいとリクエストもあるので、またみんなで集まりたい
です。

■8月23日　2007年度卒7組
2007年度卒業3年7組女子近江舞子
昨年に引き続き、今年も仲良しグループで集まって近江舞子
水泳場で泳いだり、バーベキューや花火をしたりして楽しみ
ました。女性だけではバーベキューをするのは大変ですが、
業者に頼んで簡単にバーベキューをすることができました。
少人数で集まることはあっても、11人も集まることは滅多
にないので、それぞれの近況や思い出話に盛り上がりました。
これから就職活動が始まるので、こうして集まることも少な
くなると思いますが、毎年恒例にして、来年もまた集まりた
いです。

■10月30日　2004年度卒業3年7組
10月30日に2004年度卒業の3年7組の仲間が集合しまし
た！待ち合わせ場所で集まるなり、「久しぶりー！変わって
ないなー！」など久しぶりの再会にみんな満面の笑みでした。
それぞれの近況や昔の思い出話にも花が咲き、飲み会はあっ
という間に終了。今回参加できなかったメンバーもいるので、
これからも定期的に集まります！
社会人になっても高校生の気持ちを忘れず、楽しんでいきま
す！

■9月28日　1988年度卒3年3組
生徒は今年、40歳という大人の20代を迎えるということで、
当時担任だった先生を迎えてみんなで集まりました。
担任の先生とは、本当に卒業以来で懐かしく昔噺に花が咲き、
懐かしい思い出と、交流を深めるため、なおかつ、後日の学
年全体同窓会には参加できないメンバーで時は経ちましたが、
みんな変わらず元気でやっているということで当時の話や今
はもうない三室戸での学び舎のことが走馬灯のように。。。
いい思い出でいっぱいで、次はメンバーを増やして集まろう
と、盛り上がりました。（不参加の1988年度の3/3組の方
もぜひ参加してください。お待ちしています）

■11月27日　2005年度卒
11月27日、秋の大運動会を開催しました。京都のグランド
を借りてドッチビーや10人11脚といった種目を学生にも
どったように本気になりながら運動会を楽しみました。また、
運動会の後にはカレー作りや自然の中を使ってのハンター
ゲームなど行い一日中みんなで交流を深めながら過ごすこと
ができました。大学を卒業し、社会人やそれぞれ自分の道へ
進んでいく中で2005年度卒の総勢50名を超える人数がそ
ろえたことは本当に素晴らしいことだと感じます。こういっ
たことを毎年することができたらなと感じ、それを楽しみに
毎日頑張りたいと思います。

■12月5日　2009年度卒サッカー部一同
2010年12月5日に2009年度卒サッカー部22人が集まり
ました。大学ではキャンパスが分かれてしまい、普段なかな
か会うことができない仲間に会えた貴重な時間でした。この
日は、昨年、全国高校サッカー選手権大会京都府予選決勝で、
久御山高校との試合に勝利した日でした。ちょうど一年後と
いうこともあり、みんなで大学生活の近況報告をしたり、高
校時代の懐かしい思い出話をしたりして盛り上がりました。
私たちは、あのころと何も変わらないままで、大学生になっ
た今でもふざけあえる関係です。高校3年間で苦しい思いを
共にしてきた仲間だからこそ、卒業してバラバラになった後
でもこうやって集まれるのだと思いました。私たちは、立宇
治サッカー部であったことに誇りをもっています。今回は残
念ながら全員集まることができなかったのですが、またこう
いう機会があれば是が非でも全員で集まりたいです。ありが
とうございました。

楽しい一夜を過ごしました。大学生活も最後ということもあ
り、近況や卒業後のことも話し、盛り上がりました。また、
先生には喝を入れてもらい、これからも頑張ろうと思いまし
た
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■2月9日　2009年度卒、元寮生女子
先日は鳳凰会様のご支援のもと、立命館宇治高等学校2009
年度卒、元寮生女子が同窓会を行わせていただき、なんと
12名も集まることができました。高校在学中、親元を離れ
寮生活をしていた私たちは、共に助け合い暮らしてきました。
今回の同窓会で焼き肉を食べながら、他愛のない話をするそ
の雰囲気は、以前と変わらず本当の家族のようだな、と思う
ほど安心感のあるものでした。同じ大学に在籍していても、
普段あまり顔を合わせることがなくなってしまった元寮生と、
この機会に集まることができ、本当に良い同窓会になりまし
た。ご支援ありがとうございました。

■3月20日　バトン部大同窓会
毎年恒例のバトン部大同窓会を開催しました。参加者には卒
業生のみならず、在校生である在校生中学生高校生もいまし
た。総勢約60人も集まった会はとても賑やかで楽しいもの
となり、懐かしく思いながらの母校での時間でした。卒業生
の中には大学生だけでなく、大学院生や社会人の方もいらっ
しゃいました。普段聞くことのできない将来に役立つお話を
していただき、とても貴重な場ともなりました。そしてバト
ン部の原点を振り返ることによって、現役の子は恵まれてい
る環境に感謝し、また、卒業生は高校時代を思い出すととも
に、初心に戻り、元気と勇気をもらいました。今年でバトン
部大同窓会は4年目となりました。これからもこの大切な場
を設け、先輩後輩ともに会い続けていきたいと思います。

■3月12日　2006年度卒
立宇治を卒業してから初めて学年同窓会を開催しました。先
生方を含め100名という大規模なものでしたが、久しぶり
に会わす顔に懐かしさを感じました。先生の挨拶を始めに、
一気に4年前の雰囲気にタイムスリップして、あの頃のよう
にはしゃぎまくりました。「やっぱり立宇治の空気は落ち着
くー！！」とみんなが感じたはずです。
それに今回の同窓会では先生方7名にもお越しいただき、全
員にステキなスピーチもしていただきました。やはり先生と
いうのは偉大なもので、これから先私たちは先生に追い付き、
追い越せで頑張ろうという気持ちを再確認しました。特に北
尾先生のみんなの心を掴む言葉と内容！偉大です！
そして今回は東北地方太平洋沖地震の翌日開催だったため、
どこからともなく募金活動をしようという声が！こんな提案
がたくさん出てくるのも立宇治ならではです。寄付金も集ま
りました。少しでも被災された方の助けになれば幸いです。
とても仲良しな学年で話も尽きないし時間も足りません。す
ごく楽しかったのでまた集まりましょう！

■12月25日　1997年度卒1年4組　
同窓会当日は、クリスマスそして極寒。そんな条件の下、先
生をはじめ、計13名が集まり当時を思い出して、大いに盛
り上がりました。学校を巣立って15年。先生に当時の生徒
一人一人の印象を聞いたり、立宇治の近況を聞いたりと時間
を忘れ愉しい時間を過ごすことが出来ました。一番盛り上
がったのは当時の先生の年齢☆現在の年齢を聞いてビック
リ！当時老けて見えていた先生が意外に若かったことです。
嬉しかった言葉は、今の立宇治があるのは一期生の君たちの
頑張りがあったから、と言って頂けたことです。これからも
立命館宇治の一期生として自信と責任感を持って、未来を信
じ、未来を生きる精神で日常をおくれたらと思います。今回
の同窓会を開催するにあたり先生に尽力いただいたことに感
謝しております。次回は、今回参加できなかったメンバーも
是非顔を出していただきたいと思います。

■2月13日　1997年度卒3年11組同窓会
2011年2月、先生の退職のお祝いに25名の同窓生が集合
できました！卒業から13年…会った時に名前が分からない
と困る！と名札を作りました（笑）でも、会ってしまえば記
憶が蘇りますね。持っていた写真をかき集めて短いながらも
スライドショーを流すことができました。懐かしい話やお互
いの今を話し、楽しく過ごせ、お世話になった大木先生には、
当日出席出来なかった子からもメッセージと写真を送っても
らいアルバムをプレゼント☆喜んでもらえたでしょうか？先
生にプレゼントする前にみんながお互いの写真、メッセージ
を見るのに取り合いでした（笑）久しぶりに会った3年11
組は暖かく、とても心地の良い時間でした。次は、18歳の
時に合宿させてもらったお家にBBQ集合！です。立命館宇
治高校で出会った仲間とこのように再会出来たことに、また、
会に協力していただいた鳳凰会に感謝しています。本当に、
ありがとうございます☆

■3月12日　チアリーダー部レイチャーズのOG会
今回は2006年度に立命館宇治高校を卒業した10期生の私
たちが幹事を担いました。顧問の先生と、現役生・OGを合
わせた61名が立命館宇治高校に集まりました。久しぶりに
訪れた高校は相変わらずとてもきれいで、懐かしかったです。
食事をしながらゲームや質問会を行いました。
何年かぶりに集まったレイチャーズは、現役生はもちろん、
OGのみんなも当時と変わらない笑顔でキラキラしていまし
た。ご結婚された方や、これから社会へ出る私たち10期生、
就職活動を頑張っている後輩たち、大会を控えている現役生
たちなど、それぞれ状況は様々でしたが、このOG会でお互
いが元気をもらったり与えたりして笑顔の絶えない楽しい会
となりました。
最後に全員で撮った写真を見ると、本当に元気が出ます。い
つまでもずっときらめいているレイチャーズでいようね
(*^^*)また1年後、OG会で会いましょう★

■1月29日　2005年度卒1年11組・3年10組合同同窓会
卒業してから5年が経ち、社会人（一部院生）となった私た
ち10人が担任の先生を囲んで大いに盛り上がりました。久
しぶりに会う友人たちと、最初は少し緊張しながらお互いの
近況報告。時間とお酒の量が進むにつれ、次第に緊張もほぐ
れてきました。大人になった今だから聞ける先生の当時の
「本音」も聞けて、各自があの頃を懐かしく振り返りました。
先生からのサプライズで、高校時代に私たちが書いた文章の
コピーが配られ、恥ずかしさと懐かしさを噛みしめながら当
時の自分たちの言葉に目を通しました。「うわっ、上から目
線や！」「あの頃の方が大人かも？」といった感想が飛び交
いました。「こうして教え子とお酒が飲めるのは担任冥利に
尽きる！」とほろ酔いで上機嫌に語る先生を見ながら、私た
ちも幸せな気分になりました。また近いうちに集まりたいと
思います。

■1月10日　2008年度卒業生
今回の同窓会開催は、私たち立命館宇治中学校第1期生が、
成人の日を機に成人した、祝典でということで行いました。
立命館宇治高校中退者も立命館宇治中学のみ卒業で高等学校
に進学しなかった者も参加した同窓会で、計110人の参加
者でした。大半の生徒は立命館大学に進学はしましたが、学
部、校舎が違うため全員に会える機会がなく、2009年3月
の卒業式以来に集まったので、みんな楽しそうに高校生時代
に戻った気分で、しかしお酒も飲める年ということでお酒を
片手に参加してくれていました。同窓会企画といたしまして、
イントロクイズやジャンケン大会、懐かしの中学校のクラス
での集合写真撮影等を行いました。今後も年に1度はこの集
いを行いたいと考えています。

■1月2日　1999年度卒1年7組　　
新年早々の1月2日に先生含めて12人集まりました！！入学
から13年…担任やった先生も参加です。あの頃の思い出に
浸ったし、無邪気なあの頃に戻りました。
二日後には現実に戻ったけど！
連絡が届かんかった人、友達伝いで連絡ください。またやり
まっせ！…たぶん（笑）

■2月15日　2006年度卒1年8組
2004年入学の1-8のクラスで同窓会をしました。もうすぐ
大学を卒業するため、みんな就職で全国各地に散らばるので、
その前に先生を交えて集まれて楽しい時間を過ごすことがで
きました。
1年生のときのクラスということもあってなかなか人が集ま
らないんじゃないかなと思っていたのですが、たくさんの人
が来てくれ、また都合が悪くて来られなかった人も本当に行
きたかったという声が多く、改めて当時のクラスが良かった
事や先生が生徒に人気のあった先生であったということを実
感することができました。

■3月6日　レスリング部
2011年3月6日に先生の還暦を祝う会を開催いたしました。
先生はレスリング部の顧問をされており、宇治高校と立命館
宇治高校レスリング部のOBで行いました。52歳から19歳
までのOBが集まり、北海道から大分まで90名近くの方が集
まりました。
多くの先輩や後輩が絆を深めることができました。
先生は、すべての生徒をご自宅に宿泊させ、多くのトップレ
ベルの選手を輩出されたことには、心から敬意を感じていま
す。

■3月20日　1998年度卒1年7組同窓会
結婚披露パーティ、兼、元1-7の同窓会として開催されまし
た。集まったのは1年の時のメンバーではありますが、いま
だに仲の良いメンバーばかりで、当日はかなり盛り上がりま
した。皆それぞれの業界でいろんな仕事をバリバリしていま
すが、こうして集まると、当時の頃と何も変わってない人が
多く、ほっとします。積もり積もった話や当時の昔話に花を
咲かせていました。揺るぎのない友情を確認し、また機会を
改めて会うことを約束し、パーティも無事終了しました。お
めでたい披露パーティということで、震災の中でもこうして
みんなが駆けつけてくれるという「友情の輪」はこれからも
ぜひ大切にしていきたいです。

■3月26日　IP/SEL コース同窓会
IP/SEL コースがスタートしてから11年が経ちました。今
回、初めて全学年合同による同窓会を開催し、現役生も含め
ると約120名が参加しました。一次会は学校のカフェテリ
アを利用させて頂き、ゲームをするなど、先生や同級生、先
輩、後輩との楽しい時間を
過ごしました。また、IP/SEL コースを支え続けてきてくだ
さった先生が3月で退職されることになったので、全員で感
謝を伝える為、ささやかですが、先生の卒業式を行いました。
先生と過ごした学校で、先生に感謝の気持ちを伝えることが
できました。その後、二次会を学校の近くのお店で開きまし
た。今回の企画では、先生に感謝の気持ちを伝えると同時に、
先輩、後輩の繋がりも深まった良い機会でした。今後も
IP/SELの繋がりを大切に、このような機会を持ちたいと思
います。

■3月31日　2007年度卒6組
ついこの間まで高校生であった僕たちも、この春からいよい
よ大学4回生となる。皆やはり就職活動などで忙しい最中の
同窓会の開催だったので、まとまった人数が集まるかどうか
不安であった。しかしいざ蓋を開けてみると、当初の予想を
はるかに上回る参加人数の多さに、僕自身驚かされる結果と
なった。
この同窓会は昨年に続いて既に2回目である。もちろん会う
たびに皆「久しぶり」なのは間違いないのだが、「同窓会」
と銘打つにはその頻度が少し多いようにそれでも呼べば必ず
大半の人数が集まる。この力は一体何なのだろう？クラスの
皆に会いたいと思うその気持ちの中に、「仲良し」という言
葉だけでは説明できない何か他の「引力」のような力の存在
を僕は感じずにはいられない。
来年からは社会に出る友達が増え、僕たちの生活は一変する
だろう。けれども僕たちはその「力」によって、必ずやまた
再び惹き合わされることになる。僕はそう確信している。

■3月19日　サッカー部
サッカー部にOB会を立ち上げたい。監督の一言から今回各
学年の数名に来てもらい、OBのつながりを広げるきっかけ
作りとして、今回の場を設けました。歓談中は、現役時代の
思い出話で盛り上がり、わずかな時間でしたが有意義な時間
を過ごすことができました。今後、OB戦や初蹴りなどでよ
り一層OBの輪を梁監督就任以前の学年まで大きく深く広げ
ていけたらと思います。

■3月13日　女子バスケットボール部OG会
3月13日、女子バスケットボール部OG会を開催し、36名
の卒業生が集まりました。毎年恒例となっていますが、社会
人・大学生・この３月に卒業した卒業生と、そして、在校生
を交えて、今年も学年を飛び越えて交流を深めました。
午前中は、教室で食事をとりながら懇親会をしました。お互
いに近況報告や情報交換をする中で、昔話になるとおおいに
盛り上がり、笑いがたえない会となりました。午後からは、
体育館に場所を移し、全員でバスケットボールの試合を行い
ました。走ることも久しぶり、ボールを触ることも数年ぶり

■3月17日　2008年度卒3年6組同窓会
2008年度の春に立命館宇治高校を卒業した元3年6組のメ
ンバーも、気が付けば卒業から2年が経ちました。それぞれ
が各自の将来に向かって1歩1歩歩み続けているとのことで、
今回久しぶりに集まろうということになり、私たち同窓会担
当が同窓会を企画しました。加えて今回は、全員が20歳を迎
えたという事もあり、当時の担任だった先生がお祝いでかけ
つけてくれました。当日は、それぞれが久しぶりの再会を喜
び、先生と懐かしい話をしたりして、本当に楽しかったです。
今回参加できなかった人も、ぜひ次回は！
また再会できるその日まで、それぞれが充実した日々を送っ
ていきましょう！

という卒業生もたくさんいたのですが、コートの中ではナイ
スプレーが続出・・・白熱した試合が繰り広げられました。
シュートが入ると歓声や拍手がおこるなど、午前中以上に全
員で盛り上がりました。また、来年もこの時期にみんなで会
うことを約束して終了しました。

■12月17日　2006年度卒寮生同窓会
「今までハウスマスターをしてきて、こんな会を開いても
らったのは初めてや。」これは、三年間お世話になった生徒
寮長の言葉。「寮生でよかったと改めて思った。絶対また集
まろうね。」これは、同じ屋根の下で寝食を共にした寮生の
言葉。ハウスマスターさん、男子、女子と総勢33名の参加
となった今回の寮生同窓会。私達の代は、男女共に、それぞ
れ非常に仲が良く、在寮中にはたくさんの思い出を築き上げ
てきました。高校、大学を卒業した後も、ここで出会った仲
間と一生繋がっていたい。そんな思いから実現した今回の同
窓会は、大成功に終わりました。企画・進行を務めさせてい
ただいた私達幹事は、会が成功したことと、参加者の皆の喜
ぶ姿を目にして、幸せな想いに包まれました。また、同窓会
では、鳳凰会の助成金をいただけたことで、様々な楽しい企
画を盛り込むことができました。今後も、一生この絆を守り、
また深めていきたいと思います。
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■2月9日　2009年度卒、元寮生女子
先日は鳳凰会様のご支援のもと、立命館宇治高等学校2009
年度卒、元寮生女子が同窓会を行わせていただき、なんと
12名も集まることができました。高校在学中、親元を離れ
寮生活をしていた私たちは、共に助け合い暮らしてきました。
今回の同窓会で焼き肉を食べながら、他愛のない話をするそ
の雰囲気は、以前と変わらず本当の家族のようだな、と思う
ほど安心感のあるものでした。同じ大学に在籍していても、
普段あまり顔を合わせることがなくなってしまった元寮生と、
この機会に集まることができ、本当に良い同窓会になりまし
た。ご支援ありがとうございました。

■3月20日　バトン部大同窓会
毎年恒例のバトン部大同窓会を開催しました。参加者には卒
業生のみならず、在校生である在校生中学生高校生もいまし
た。総勢約60人も集まった会はとても賑やかで楽しいもの
となり、懐かしく思いながらの母校での時間でした。卒業生
の中には大学生だけでなく、大学院生や社会人の方もいらっ
しゃいました。普段聞くことのできない将来に役立つお話を
していただき、とても貴重な場ともなりました。そしてバト
ン部の原点を振り返ることによって、現役の子は恵まれてい
る環境に感謝し、また、卒業生は高校時代を思い出すととも
に、初心に戻り、元気と勇気をもらいました。今年でバトン
部大同窓会は4年目となりました。これからもこの大切な場
を設け、先輩後輩ともに会い続けていきたいと思います。

■3月12日　2006年度卒
立宇治を卒業してから初めて学年同窓会を開催しました。先
生方を含め100名という大規模なものでしたが、久しぶり
に会わす顔に懐かしさを感じました。先生の挨拶を始めに、
一気に4年前の雰囲気にタイムスリップして、あの頃のよう
にはしゃぎまくりました。「やっぱり立宇治の空気は落ち着
くー！！」とみんなが感じたはずです。
それに今回の同窓会では先生方7名にもお越しいただき、全
員にステキなスピーチもしていただきました。やはり先生と
いうのは偉大なもので、これから先私たちは先生に追い付き、
追い越せで頑張ろうという気持ちを再確認しました。特に北
尾先生のみんなの心を掴む言葉と内容！偉大です！
そして今回は東北地方太平洋沖地震の翌日開催だったため、
どこからともなく募金活動をしようという声が！こんな提案
がたくさん出てくるのも立宇治ならではです。寄付金も集ま
りました。少しでも被災された方の助けになれば幸いです。
とても仲良しな学年で話も尽きないし時間も足りません。す
ごく楽しかったのでまた集まりましょう！

■12月25日　1997年度卒1年4組　
同窓会当日は、クリスマスそして極寒。そんな条件の下、先
生をはじめ、計13名が集まり当時を思い出して、大いに盛
り上がりました。学校を巣立って15年。先生に当時の生徒
一人一人の印象を聞いたり、立宇治の近況を聞いたりと時間
を忘れ愉しい時間を過ごすことが出来ました。一番盛り上
がったのは当時の先生の年齢☆現在の年齢を聞いてビック
リ！当時老けて見えていた先生が意外に若かったことです。
嬉しかった言葉は、今の立宇治があるのは一期生の君たちの
頑張りがあったから、と言って頂けたことです。これからも
立命館宇治の一期生として自信と責任感を持って、未来を信
じ、未来を生きる精神で日常をおくれたらと思います。今回
の同窓会を開催するにあたり先生に尽力いただいたことに感
謝しております。次回は、今回参加できなかったメンバーも
是非顔を出していただきたいと思います。

■2月13日　1997年度卒3年11組同窓会
2011年2月、先生の退職のお祝いに25名の同窓生が集合
できました！卒業から13年…会った時に名前が分からない
と困る！と名札を作りました（笑）でも、会ってしまえば記
憶が蘇りますね。持っていた写真をかき集めて短いながらも
スライドショーを流すことができました。懐かしい話やお互
いの今を話し、楽しく過ごせ、お世話になった大木先生には、
当日出席出来なかった子からもメッセージと写真を送っても
らいアルバムをプレゼント☆喜んでもらえたでしょうか？先
生にプレゼントする前にみんながお互いの写真、メッセージ
を見るのに取り合いでした（笑）久しぶりに会った3年11
組は暖かく、とても心地の良い時間でした。次は、18歳の
時に合宿させてもらったお家にBBQ集合！です。立命館宇
治高校で出会った仲間とこのように再会出来たことに、また、
会に協力していただいた鳳凰会に感謝しています。本当に、
ありがとうございます☆

■3月12日　チアリーダー部レイチャーズのOG会
今回は2006年度に立命館宇治高校を卒業した10期生の私
たちが幹事を担いました。顧問の先生と、現役生・OGを合
わせた61名が立命館宇治高校に集まりました。久しぶりに
訪れた高校は相変わらずとてもきれいで、懐かしかったです。
食事をしながらゲームや質問会を行いました。
何年かぶりに集まったレイチャーズは、現役生はもちろん、
OGのみんなも当時と変わらない笑顔でキラキラしていまし
た。ご結婚された方や、これから社会へ出る私たち10期生、
就職活動を頑張っている後輩たち、大会を控えている現役生
たちなど、それぞれ状況は様々でしたが、このOG会でお互
いが元気をもらったり与えたりして笑顔の絶えない楽しい会
となりました。
最後に全員で撮った写真を見ると、本当に元気が出ます。い
つまでもずっときらめいているレイチャーズでいようね
(*^^*)また1年後、OG会で会いましょう★

■1月29日　2005年度卒1年11組・3年10組合同同窓会
卒業してから5年が経ち、社会人（一部院生）となった私た
ち10人が担任の先生を囲んで大いに盛り上がりました。久
しぶりに会う友人たちと、最初は少し緊張しながらお互いの
近況報告。時間とお酒の量が進むにつれ、次第に緊張もほぐ
れてきました。大人になった今だから聞ける先生の当時の
「本音」も聞けて、各自があの頃を懐かしく振り返りました。
先生からのサプライズで、高校時代に私たちが書いた文章の
コピーが配られ、恥ずかしさと懐かしさを噛みしめながら当
時の自分たちの言葉に目を通しました。「うわっ、上から目
線や！」「あの頃の方が大人かも？」といった感想が飛び交
いました。「こうして教え子とお酒が飲めるのは担任冥利に
尽きる！」とほろ酔いで上機嫌に語る先生を見ながら、私た
ちも幸せな気分になりました。また近いうちに集まりたいと
思います。

■1月10日　2008年度卒業生
今回の同窓会開催は、私たち立命館宇治中学校第1期生が、
成人の日を機に成人した、祝典でということで行いました。
立命館宇治高校中退者も立命館宇治中学のみ卒業で高等学校
に進学しなかった者も参加した同窓会で、計110人の参加
者でした。大半の生徒は立命館大学に進学はしましたが、学
部、校舎が違うため全員に会える機会がなく、2009年3月
の卒業式以来に集まったので、みんな楽しそうに高校生時代
に戻った気分で、しかしお酒も飲める年ということでお酒を
片手に参加してくれていました。同窓会企画といたしまして、
イントロクイズやジャンケン大会、懐かしの中学校のクラス
での集合写真撮影等を行いました。今後も年に1度はこの集
いを行いたいと考えています。

■1月2日　1999年度卒1年7組　　
新年早々の1月2日に先生含めて12人集まりました！！入学
から13年…担任やった先生も参加です。あの頃の思い出に
浸ったし、無邪気なあの頃に戻りました。
二日後には現実に戻ったけど！
連絡が届かんかった人、友達伝いで連絡ください。またやり
まっせ！…たぶん（笑）

■2月15日　2006年度卒1年8組
2004年入学の1-8のクラスで同窓会をしました。もうすぐ
大学を卒業するため、みんな就職で全国各地に散らばるので、
その前に先生を交えて集まれて楽しい時間を過ごすことがで
きました。
1年生のときのクラスということもあってなかなか人が集ま
らないんじゃないかなと思っていたのですが、たくさんの人
が来てくれ、また都合が悪くて来られなかった人も本当に行
きたかったという声が多く、改めて当時のクラスが良かった
事や先生が生徒に人気のあった先生であったということを実
感することができました。

■3月6日　レスリング部
2011年3月6日に先生の還暦を祝う会を開催いたしました。
先生はレスリング部の顧問をされており、宇治高校と立命館
宇治高校レスリング部のOBで行いました。52歳から19歳
までのOBが集まり、北海道から大分まで90名近くの方が集
まりました。
多くの先輩や後輩が絆を深めることができました。
先生は、すべての生徒をご自宅に宿泊させ、多くのトップレ
ベルの選手を輩出されたことには、心から敬意を感じていま
す。

■3月20日　1998年度卒1年7組同窓会
結婚披露パーティ、兼、元1-7の同窓会として開催されまし
た。集まったのは1年の時のメンバーではありますが、いま
だに仲の良いメンバーばかりで、当日はかなり盛り上がりま
した。皆それぞれの業界でいろんな仕事をバリバリしていま
すが、こうして集まると、当時の頃と何も変わってない人が
多く、ほっとします。積もり積もった話や当時の昔話に花を
咲かせていました。揺るぎのない友情を確認し、また機会を
改めて会うことを約束し、パーティも無事終了しました。お
めでたい披露パーティということで、震災の中でもこうして
みんなが駆けつけてくれるという「友情の輪」はこれからも
ぜひ大切にしていきたいです。

■3月26日　IP/SEL コース同窓会
IP/SEL コースがスタートしてから11年が経ちました。今
回、初めて全学年合同による同窓会を開催し、現役生も含め
ると約120名が参加しました。一次会は学校のカフェテリ
アを利用させて頂き、ゲームをするなど、先生や同級生、先
輩、後輩との楽しい時間を
過ごしました。また、IP/SEL コースを支え続けてきてくだ
さった先生が3月で退職されることになったので、全員で感
謝を伝える為、ささやかですが、先生の卒業式を行いました。
先生と過ごした学校で、先生に感謝の気持ちを伝えることが
できました。その後、二次会を学校の近くのお店で開きまし
た。今回の企画では、先生に感謝の気持ちを伝えると同時に、
先輩、後輩の繋がりも深まった良い機会でした。今後も
IP/SELの繋がりを大切に、このような機会を持ちたいと思
います。

■3月31日　2007年度卒6組
ついこの間まで高校生であった僕たちも、この春からいよい
よ大学4回生となる。皆やはり就職活動などで忙しい最中の
同窓会の開催だったので、まとまった人数が集まるかどうか
不安であった。しかしいざ蓋を開けてみると、当初の予想を
はるかに上回る参加人数の多さに、僕自身驚かされる結果と
なった。
この同窓会は昨年に続いて既に2回目である。もちろん会う
たびに皆「久しぶり」なのは間違いないのだが、「同窓会」
と銘打つにはその頻度が少し多いようにそれでも呼べば必ず
大半の人数が集まる。この力は一体何なのだろう？クラスの
皆に会いたいと思うその気持ちの中に、「仲良し」という言
葉だけでは説明できない何か他の「引力」のような力の存在
を僕は感じずにはいられない。
来年からは社会に出る友達が増え、僕たちの生活は一変する
だろう。けれども僕たちはその「力」によって、必ずやまた
再び惹き合わされることになる。僕はそう確信している。

■3月19日　サッカー部
サッカー部にOB会を立ち上げたい。監督の一言から今回各
学年の数名に来てもらい、OBのつながりを広げるきっかけ
作りとして、今回の場を設けました。歓談中は、現役時代の
思い出話で盛り上がり、わずかな時間でしたが有意義な時間
を過ごすことができました。今後、OB戦や初蹴りなどでよ
り一層OBの輪を梁監督就任以前の学年まで大きく深く広げ
ていけたらと思います。

■3月13日　女子バスケットボール部OG会
3月13日、女子バスケットボール部OG会を開催し、36名
の卒業生が集まりました。毎年恒例となっていますが、社会
人・大学生・この３月に卒業した卒業生と、そして、在校生
を交えて、今年も学年を飛び越えて交流を深めました。
午前中は、教室で食事をとりながら懇親会をしました。お互
いに近況報告や情報交換をする中で、昔話になるとおおいに
盛り上がり、笑いがたえない会となりました。午後からは、
体育館に場所を移し、全員でバスケットボールの試合を行い
ました。走ることも久しぶり、ボールを触ることも数年ぶり

■3月17日　2008年度卒3年6組同窓会
2008年度の春に立命館宇治高校を卒業した元3年6組のメ
ンバーも、気が付けば卒業から2年が経ちました。それぞれ
が各自の将来に向かって1歩1歩歩み続けているとのことで、
今回久しぶりに集まろうということになり、私たち同窓会担
当が同窓会を企画しました。加えて今回は、全員が20歳を迎
えたという事もあり、当時の担任だった先生がお祝いでかけ
つけてくれました。当日は、それぞれが久しぶりの再会を喜
び、先生と懐かしい話をしたりして、本当に楽しかったです。
今回参加できなかった人も、ぜひ次回は！
また再会できるその日まで、それぞれが充実した日々を送っ
ていきましょう！

という卒業生もたくさんいたのですが、コートの中ではナイ
スプレーが続出・・・白熱した試合が繰り広げられました。
シュートが入ると歓声や拍手がおこるなど、午前中以上に全
員で盛り上がりました。また、来年もこの時期にみんなで会
うことを約束して終了しました。

■12月17日　2006年度卒寮生同窓会
「今までハウスマスターをしてきて、こんな会を開いても
らったのは初めてや。」これは、三年間お世話になった生徒
寮長の言葉。「寮生でよかったと改めて思った。絶対また集
まろうね。」これは、同じ屋根の下で寝食を共にした寮生の
言葉。ハウスマスターさん、男子、女子と総勢33名の参加
となった今回の寮生同窓会。私達の代は、男女共に、それぞ
れ非常に仲が良く、在寮中にはたくさんの思い出を築き上げ
てきました。高校、大学を卒業した後も、ここで出会った仲
間と一生繋がっていたい。そんな思いから実現した今回の同
窓会は、大成功に終わりました。企画・進行を務めさせてい
ただいた私達幹事は、会が成功したことと、参加者の皆の喜
ぶ姿を目にして、幸せな想いに包まれました。また、同窓会
では、鳳凰会の助成金をいただけたことで、様々な楽しい企
画を盛り込むことができました。今後も、一生この絆を守り、
また深めていきたいと思います。



【連絡先】下記から入り、一番下の「こちらへ」をクリックしメールをください。
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate.php
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立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報

2011年4月発行

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！！

◆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。
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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、下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。

本校卒業生の広瀬慎也さん(1982年卒)が、京都府美山町・芦生原生林の自然
をテーマとする写真展を開催します。
ぜひ、足を運んでいただき、自然の素晴らしさと大切さを感じ取ってください。

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。
　
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。

当日は、模擬店、ステージ企画、展示コーナー等、皆様に楽しんでい
ただけるよう様々な企画を考えています。職業、特技を活かしてアピ
ールしたいことがありましたら、6月15日(水)までにご一報ください！

“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

〒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

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週間以内に会報誌「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。

2011年9月23日(金・祝)に鳳凰会総会を立命館宇治中学校・高等学校で開催します。

また、三室戸校舎から移転10年目を記念し、初めてホームカミング・サンクスデーも同日に催します。

卒業生の皆様はもちろん、在校生、保護者、卒業生保護者、地域住民等、

日頃、お世話になっている方々に感謝の気持ちを表わす機会にしたいと思っています。

詳細は、8月頃にお知らせいたしますので、ぜひ、先輩、後輩、同級生をお誘いのうえ、

ご参加いただきますようお願い申し上げます。

現在、会報誌「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。

●

●

申請要項

特集

卒業生の皆様、立命館宇治へお越しください！
2011年9月23日(金・祝) 
鳳凰会総会、ホームカミング・サンクスデーを開催！！

卒業生
の活躍

大阪展
期間：2011年7月29日(金)～8月4日(木) 10:00～19:00(最終日は14:00まで)
会場：富士フィルムフォトサロン大阪
京都展
期間：2011年10月7日(金)～10月12日(水) 10:00～18:00(最終日は14:00まで)
会場：エイエムエス　A’Box Gallery-１
※展示内容の詳細は、ホームページでご確認ください。
http://www.fujifilm.co.jp/photosalon/tokyo/s2/11040802.html

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

広瀬慎也写真展「芦生・樹凛愁久」

参加者募集！！

※実施方法、場所等についての詳細は相談のうえ、決定させていただきます。内容
によって実施できない場合もありますのでご了承ください。


