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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！！

〒611-0031京都府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/

2014年11月２日㈰
鳳凰会総会、
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

2014年11月２日㈰
鳳凰会総会、
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

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

当日は、模擬店、ステージ企画等、皆様に楽
しんでいただける企画を現在考案中です。
特技や職業を活かしてアピールしたいこと
がありましたら５月３１日㈯までにご連絡く
ださい。
※実施内容等の詳細についてはご相談のうえ、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。
【連絡先】
下記から入り、一番下の「連絡先」からメールをして
ください
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/

　２０１４年１１月２日㈰に鳳凰会総会を本校にて開催します。
　また、２０１４年は、宇治高等学校が誕生して５０年、立命館宇
治高等学校が誕生して２０年の年にあたり、記念イベントも開
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
域の方々等、世代を越えて絆を深める機会にしたいと思います。
　企画内容等の詳細は８月頃の会報紙にてお知らせしますので、
卒業生の皆様、ぜひ先輩、後輩、同級生をお誘い合わせのうえ、
ご参加いただきますようお願い申し上げます。

◆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。

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。

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

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。

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。

●

申請要項

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。

●

◉参加者
募集！◉

◉参加者
募集！◉
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中学激励賞

高校激励賞

●鳳凰vol.20

■新幹事説明会を開催しました。
　2月19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。

■大同窓会を開催しました。
　10月4日、鳳凰会が主催し、大学3、4回生を対象に大同窓会を開催
しました。当日は、約140名の学生や教職員が参加し、恩師やクラス
メイトとの再会を懐かしんでいました。新立敏美鳳凰会長の乾杯の挨
拶から始まり、参加教員の自己紹介を行いました。その後、スペシャ
ルコンサートとして、チャールズ・フォックス校長が美声を披露し、
会場は大いに盛り上がりました。
　立命館宇治クイズ大会では、本校に関わる問題を出題し、優勝チー
ムには、鳳凰会より素敵な景品を贈りました。最後に、校長より閉会
の挨拶を行い、大同窓会は終了しました。社会に出れば、これだけの
規模で集まる機会も少なくなりますので、今後も卒業生と一体となり、
絆を強めていきたいと思います。

■教職員からのメッセージ

　1976年、今から振り返ると38年前になります。大学時代に描いていた「夢」の実現に敗れ失意のうちになんとなく腰掛のつ

もりで就職したのが宇治学園宇治高等学校でした。来年こそはと、自分の実力にうぬぼれて超難関試験といわれた司法試験に挑戦

するつもりが、人を教えることの面白さや達成感についつい夢中になりここまで教員という仕事を続けてきました。2013年度末

で無事定年を迎えました。ここまでに関わることができた卒業生をはじめとした関係の皆さんに御礼申し上げます。

　勤めはじめた当時の宇治高等学校では社会の矛盾の中でもたくましくも懸命に高校生活をおくる生徒の姿に感動しながらも、生

徒の学校生活を支えることの困難さに日夜悩み続けることが多かったことを思い出します。しかし、学校をひとたび巣立つと持ち

前のたくましさで自分の人生を切り開く姿に目を見張る場面がいくつもありました。自営業をはじめたＡ君、ホテル業界で幹部社

員となったＢ君、地方公務員として活躍するＣ君それ以外にも社会で活躍する宇治高等学校の卒業生の皆さん、これからも、もう

ひと活躍してください。

　私立学校に就職した教員は概ね一つの学校での教員生活で収斂するものですが、幸いにも学園合併を経験したおかげで、1994

年以降は立命館で教鞭をとることになりました。また、3年間、北海道に転勤し、立命館慶祥中学校・高等学校で勤務することも

できました。

　21世紀（2001年）になり再び立命館宇治中学校・高等学校に異動し、これを契機に大学との知の連続性を考えることになりま

した。また、当時、始まった司法改革と法教育に触れ、これを立命館宇治での教育実践として完成させようと試みました。幸い、

法学部と弁護士会とのご支援のもと、法教育を本校で実践し、あわさって法曹有資格者を生み出す成果を得ることができました。

弁護士として活躍するＤさん、Ｅ君、Ｆ君、ロースクールで学ぶＧ君、Ｈ君、また、実社会で活躍する多くの教え子の皆さん、今

後の活躍を期待しています。

■2013 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。
　2013年度は下記の皆さんへ贈りました。2月
19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。

１．河添　香織（高3）陸上
　・全国高校総合体育大会5000ｍ競歩　優勝
２．河﨑　有希(高3)中国語
　・第6回漢語橋世界中高生中国語コンテスト(中国)日本代表　本大会出場(奨励賞)
３．永島　悠史(高2)サンガプロジェクト
　・FIFAU-17ワールドカップ2013日本代表　出場　
４．安藤　富貴子(高1)陸上
　・第2回アジアユースゲームズ2013 3000ｍ　優勝
５．村田　智美(中2)ロボット
　・ROBOCUP2013レスキューA部　2位

特集特集

○太田　勝基
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学校からの
おしらせ

●鳳凰vol.20

　12月14日、中学1年生は農業体験「餅つき」を行いました。
6月に田植え、10月に稲刈り、そして今回、収穫したもち米をい
ただく日がやってきました。田植えのときからお世話になってい
る服部さんにご指導いただきながら、杵（きね）と臼（うす）を使っ
て餅をついていきます。冷たい風のふく外での作業でしたが、み
んなは寒さを忘れるほど大興奮でした。つきあがったお餅は多目
的室で成形し、あんこやきな粉、醤油、のりなど好みの味付けで
いただきました。うまく丸い形にならなかったり、手にお餅が
くっついたりと、苦戦しながらもその分お餅の味は格別でした。
いつもご飯が食べら
れる感謝を改めて感
じながら、美味しく
いただきました。

　9月19日の午後、高校２年生と３年生を対象に、将来の進路を
考えるアカデミック・デイズ①が開催されました。この企画は、進
路講演会と卒業生による学部・学科説明会の２本立てで行われま
した。
　進路講演会では、ベルシステム24の専務執行役である出口恭子
さんが『グローバル人財とは？』のテーマについて、3つの視点から
生徒へ問いを投げかける 形式で進行しました。３つの視点とは、①
自己の価値観、興味を知る　②コミュニケーション・スキルの必要
性　③既成概念に捉われないことです。
　また、学部・学科説明会では、合計23の学部・学科の相談会場
が設けられ、大学4回生を中心にした本校卒業生が講師となり、大
学での学びの魅力や特徴、大学生活などについて語りました。生徒
達からの質問や
不安にも丁寧に
答える場面があ
ちこちで見られ
ました。

　10月16日午後、「自分の道は自分で創る」と題した高校1年生
向けの進路講演会としてアカデミックデイズが開催されました。
この企画は、高校入学後、半年が経過した時点で、立命館宇治高
校出身の先輩の話を聞いて、自らの進路や生き方を考える契機と
することを目的に開催されまし
た。文系の学部生と社会人の講
師の話を聞いた生徒たちは、先
輩の姿に将来の自分の姿を重ね
合わせていました。このような
先輩にまいていただいた種が芽
を出す春が来ることを願ってい
ます。

■中学1年生　農業体験「餅つき」を行いました。 ■バングラデシュ支援プロジェクト

■高校2＆3年生向けアカデミック・デイズ①開催

■高校1年生対象のアカデミックデイズを開催

　本校の生徒活動「バングラデシュ支援プロジェクト」が支援
しているバングラデシュの村の小学校「シュニケトン・パッ
シャラ」に、ついに太陽光発電システムが設置されました！　
　シュニケトン・パッシャラは、バングラデシュ最北端のボダ
村でNGO「ハンガー・フリー・ワールド」が運営している、農
村の貧困家庭の子どもたちのための小学校です。学校には日中
数時間の電気が来ているとはいえ、頻繁に停電が起こる状態が
続き、黒板の文字が見えないほど暗い状況で授業を受けること
がしばしばあります。また、この学校に通っている子どもたち
の家庭には電気が通っていないため、生徒は家庭学習が困難な
状態にありました。そこで本プロジェクトは2012年2月、現
地の物品販売等でつくった資金をもとに、充電式卓上ライトを
30台寄贈しました。このライトを日中（不十分ながら）学校で
充電し、家庭で使うことができるようになりました。2012年
秋からは、学校の電力供給の問題を解決するため、学校の屋根
に太陽光発電パネルを設置することを目標に、物品販売や街頭
募金活動を行い、2013年4月、目標の35万円を現地へ送りま
した。そしてついにこの8月、念願の太陽光発電システムが設
置されました！　出力1kWで、30台の充電式ライトを充電す
るほかに、教室照明と天井ファンの電力もまかなえているよう
です。日没後に照明をともした教室を自習室として開放してい
るとのことで、予想以上の成果が出ています。これからはこの
システムの運用状況を見つつ、次の支援課題に取り組んでいく
予定です。

■生徒の活躍

　11月7日に、高校１年生が取り組んだ宇治橋周辺商店街イメー
ジアップ大作戦プレゼン大会の表彰式を開催しました。
　このプレゼン大会は、宇治商工会議所様・洛南タイムス社様・
城南新報社様のご後援のもと、現代社会の授業の一環として取り
組んできた企画です。宇治橋商店街振興組合様・平等院表参道商
店会様・宇治源氏タウン銘店会様など９０店舗以上の皆様にご協
力いただき、約８０グループに分かれて各商店の歴史や現在の課
題などを調査しました。
　その中でも特に優秀なプレゼンターを、本校社会科教員が商店
街の代表の皆様とともに選び、表彰式を開催しました。表彰され
たのは、以下の２グループです。
　●最優秀賞　内山翔太さん・江草慶人さん・
　　　　　　　小川諒太郎さん・中村祐也さん
　●優秀賞　　白井有紀さん・横川梨穂子さん

■国際バカロレア公開授業・教育フォーラム開催

　11月26日・27日の2日間、国際バカロレア公開授業ならび
に教育フォーラムを開催しました。本校では、2009年度より
国際バカロレア認定校として、探求型教育の推進やグローバル
人材の育成に努めて参りました。2015年度から「日本語デュ
アルランゲージディプロマ（日本語ＤＰ）」が実施されること
もあり、国際バカロレアに対する注目はますます高まるばかり
です。
　このような状況の中、国際バカロレアの教育について広く皆
様に知っていただく機会としたいと考え、公開授業ならびに教
育フォーラムを開催しました。公開授業と並行して、国際バカ
ロレアのコア科目であるTOKやCAS等について、担当の教員や
これらの科目を学んでいる生徒からも紹介させていただきまし
た。また、DP School Services Associate Managerの  
Avalokita Nanda氏、IBDP日本担当地域開発マネージャーの
星野あゆみ氏、日米協会会長で前駐米大使の藤崎一郎氏をゲス
トとしてお迎えしました。

●中学、高校のバトントワーリング部
第21回マーチングバンド・バトントワーリング京都府大会　
中学・高校ともに金賞
第35回バトントワーリング関西大会　中学・高校ともに金賞
第41回バトントワーリング全国大会　中学・高校ともに金賞

●中学野球部
京都府私立中学高等学校総合体育大会　優勝（2年連続3回目）

●中学陸上競技部
京都府私立中学校総合体育大会
中3年　西村真理奈（女子800m）優勝
中3年　山本帆乃香（女子1500m）優勝

●中学アメリカンフットボール部
NFL フラッグフットボール関西Aリーグ　一位
（西日本大会出場決定）
NFL フラッグフットボール西日本大会　準優勝
（NFL FLAG FINAL 出場決定）

●高校アメリカンフットボール部
第44回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会
京都府予選　全勝優勝
（全国大会進出決定）
全国大会　準優勝
（クリスマスボウル）

●高校陸上競技部
女子第30回京都府高校駅伝　優勝
（26年連続28回目の京都代表）
１区：関紅葉　　　１９分４３秒（区間賞）
２区：安藤富貴子　１３分１８秒（区間賞）
３区：片田桃華　　　９分５２秒（区間賞）
４区：橋本紗貴　　　９分５４秒（区間賞）
５区：岩井朝香　　１６分５７秒（区間賞）
女子第25回全国高等学校駅伝競走大会
第4位

●総合文化祭・将棋部門
高１年　藤井奈々
京都府高等学校総合文化祭将棋部門　女流の部全勝優勝
近畿高等学校総合文化祭将棋部門　女子選手権優勝
（１月30日全国大会出場）

●『漢語橋』中国語コンテスト
高3年　河崎有希　
西日本大会　第2位入賞（世界大会へ日本代表として出場）
世界大会　　第3位入賞
奨励賞（1学期間の無償留学）

●馬術
高１年　宮脇健也
アメリカ大会第２戦『Gold Cooler series』
Power&Speed　 優勝
Speed Round　優勝
Gold Cooler Qualifier Timed First Jump Off　優勝
overall championship　優勝（完全優勝）

●サンガ
高2年　永島悠史
FIFA U-17 ワールドカップ UAE 2013　日本代表

●新体操
高2年　田中那歩　
平成２５年度京都府高等学校新体操新人選手権大会　個人総合2位
（3月23日　全国大会出場）

●高校ラクロス部
関西中学校高等学校第８回秋季ラクロスリーグ戦　優勝
個人賞　高２年　上野　美優：最優秀選手賞
　　　　高２年　松本華菜子：ベストミディ賞
　　　　高１年　久保　凪沙：新人賞

figh
t!

figh
t!

figh
t!

■宇治橋周辺商店街イメージアップ大作戦プレゼン大会
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●鳳凰vol.20

■1月5日　2012年卒業硬式
野球部
私たちは1月5日に2012年卒
硬式野球部でフットサル大会＆
新年会を行いました。冬のオフ
シーズンということもあり、野
球をすることができなかったの
でフットサル大会を行ったので
すが、1点差という結果でとて
も白熱した展開になりました。
フットサルをした後は近くの銭
湯に入ったりして現役時代の遠
征を思い出しました。その後は
食事会を行い、高校時代の思い
出話をしたりそれぞれの現状に
ついて話したりするなどして楽
しい時間を過ごしました。普段

■1月13日　2012年卒　中学
校4期生成人式パーティー
1月13日、京都東急ホテルにて
立命館宇治中学校4期生成人式
パーティーを開催いたしました。
約110人の生徒が集まり、中学
時代の思い出話や近況報告など
で盛り上がりながら立食パー
ティーを楽しみました。中学校
のときに所属していた部活や、
中学一年生の時のクラスで集
まって写真を撮ったりと、懐か
しく楽しいひと時でした。中学
校の時によく大ホールで歌って
くれていた人に舞台で歌っても
らい、ビンゴ大会をし、最後に
は中学校3年間の写真・先生方
からのビデオメッセージ・最近
のみんなの写真をひとつにまと
めたDVD上映をして、会場は
大盛り上がりでした。
次に4期生同窓会をするのはい
つになるかわかりませんが、ま
たたくさんの同期が集まれるこ
とを楽しみにしています。あり
がとうございました。

■1月18日 2006年卒1組
私たちSEL1期生（2006年3
月卒）は1月18日に京都市内で
同窓会を開催致しました。生徒
10 名 ・ 元 担 任 の 先 生 1 名
（Mary Walters先生）、合計
11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。日々社会人
として忙しい毎日を過ごしてい
ますが、今後も定期的に集まり、
SEL生の絆を大切にしていきた
いと思います。

※前回のvol.19で「4月7日ラグビー
部OB会有志」と「4月13日昭和55年
度卒同窓会」の写真を誤って逆に掲載
してしまいました。関係者の皆様へお
詫び申し上げます。

■1月6日　2010年卒の寮生
女子
今回、久しぶりに2010年卒の
寮生女子で集まり、食事を楽し
みました。立命館宇治高校を卒
業して4年が経ち、私たちの多
くは今年大学を卒業して社会人
への第一歩を進みます。関西に
留まる人もいれば関東で就職す
る人もおり、来年からは皆全国
各地に散らばるため会いたくて
も会いにくくなるだろうと思い、
この機会に新年会を企画して集
まりました。久しぶりにほぼ全
員で集まることができ、中には
数年ぶりに会えた人もいながら
も、会話が途切れることなく、
高校時代の思い出話に花を咲か
せながら、とても楽しい時間を
過ごすことができました。寮で
毎日共に楽しく生活し、様々な
ことを一緒に経験してきた私た
ちは、普通の友達よりもより絆
が深くて第2の家族のような存
在だと改めて感じさせられるひ
と時でした。お互い社会人にな
り、今までよりも忙しい毎日を
送るようになっても、今回のよ
うにまた集まって楽しい時間を
過ごせる関係を続けていきたい
です。

活
動
報
告
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2013年8月以降開催分です。

■8月3日　2011年卒3年10組
約2年ぶりに2011年卒3年10
組の同窓会を開きました。担任
の鈴木秀知先生にも参加いただ
き、21人での楽しい会になり
ました。気付けば大学3年生に
なりましたが、留学に行ってい
た人、部活でマッチョになって
いた人、勉強を頑張っている人
など、それぞれが色々な道で頑
張っていて刺激になりました。
あっと言う間に時間が過ぎ、最
後は鈴木先生の挨拶で締めても
らいました。久しぶりの鈴木節
をこのメンバーで聞くと、3年
前のホームルームを思い出して
無性に立宇治が懐かしくなりま
した。
今後は就職、大学院進学など更
にそれぞれが活躍の場を広げて
いくと思います。次に集まった
時に、みんなそろって先生に良
い報告ができればいいなと思っ
ています。今回は活動助成金に
よってこの会を応援していただ
き、本当にありがとうございま
した。

■10月14日　2004年卒女子
バスケットボール部
10月14日に、2004年卒女子
バスケットボール部同窓会を京
都市内の旅館で行いました。
遠くは海外・福島・東京・福岡
からもメンバーが駆けつけ、久
しぶりの大集合で大いに盛り上
がりました。出会ってからもう
13年。高校在学中は毎日一緒
にいたメンバーですが、やはり
社会人にもなるとなかなかみん
なで集まることは難しくなりま
した。それでも、大学・社会人
とライフステージが変わって住
んでいる場所が離れても、こう
やって集まり、美味しいご飯と
懐かしい話に華を咲かせること
ができて、本当に楽しかったで
す！「次回は年末年始かな

■11月16日　1981年卒同窓
会
約９０数名の仲間が３２年ぶりに
集まりました！
在学中お世話になった先生方に
もご参加いただきました。
私たちが卒業後、立命館との統
合にご尽力いただき校長を歴任
されたと聞き大変誇りに思い私
たちの今日があるとの思いで感
謝で話が尽きませんでした。
前回春に３０名の仲間が集まり
今回の大きな同窓会をみんなで
協力し行えたことは有意義な学
生生活があってのことと強く感
じ、改めてこれからの人生の活
力や結束力を楽しみにしたいと
思います。
夕方１７時から５時まで！(笑)　
５０歳パワーまだまだ健在でし
た！
次回、２０１７年５５才での再会を
約束し、最高に楽しい時間をみ
んなで共有できました。
今回参加してくれた仲間に感
謝！■9月20日　茶道部

卒業以来三年振りに2010年茶
道部一年生～三年生で集まりま
した。現四回生は就職が決まっ
ていたり、現三回生は就活前最
後の長期休暇中だったり、現二
回生は遊び盛り真っ只中だった
り（笑）と、それぞれの状況を
楽しんでいるようでした。話す
内容は少し大人っぽくはなりま
したが、場の雰囲気はあの頃の
ままで、懐かしく楽しい時間を
過ごせました。

■8月18日　2009年卒1組
大学を卒業し、就職したり、進
学したり、留学に行ったりと、
みんな様々な進路に進みました。
そのために、今までのように気
軽に会うことも難しくなりまし
たが、夏休みを利用して関西に
戻ってきた友人も多く、久しぶ
りに高校のクラスメート11名
で集まりました。みんながそれ
ぞれに新しい環境と自身の近況
を語り、とても楽しい時間を過
ごすことが出来ました。クラス
メートと話していると高校・大
学の時が非常に懐かしく感じら
れました。またクラスメートが
頑張っている話を聞くと刺激を
受けます。今後はそれぞれに忙
しくなると思いますが、また時
間を見つけて近況報告をし合え
る、良い関係を続けていきたい
と思います。

■8月28日　吹奏楽部　2010
年卒
8月28日に京都で、2010年卒
の吹奏楽部員13名が集まり食
事会を行いました。食事をしな
がら近況報告や高校時代の思い
出話などで盛り上がりました。
久しぶりの食事会でしたが一緒
に部活をやっていた頃と変わら
ないような雰囲気だったので、
コンクールや定期演奏会のため
に一生懸命練習していた現役時
代を思い出し、懐かしく感じま
した。来年の4月には、私達は
大学を卒業し社会人になります。
大学院へ進学する人、企業へ就
職する人、教員になる人、様々
です。忙しくなってもまた集ま
ろう、と約束し今回の食事会は
お開きとなりました。

■10月5日　中学バドミントン
部
10月5日に中学バドミントン部
2・3期生で同窓会を開催しま
した。当日は顧問の谷嶌先生を
含め15人に参加いただき、中
学生に戻ったかのようにわいわ
い楽しみました。中学卒業以来
会っていなかったメンバーもお
り、それぞれの成長ぶりに驚き
つつ、青春を共に過ごした友人
の大切さを改めて実感しました。
谷嶌先生の7年前と変わらぬ優
しさにもしっかり癒されました。
次回は、メンバーがお世話に
なった先生方をたくさん招待し
て大新年会の開催を予定してい
ます。みなさんのご参加をお待
ちしています！
最後になりましたが、今回助成
金を頂きました関係者の皆様に
深く御礼申し上げます。

■9月11日　2010年卒10組
9月11日に、2010年卒10組
のクラス会を行いました。クラ
ス会は、大学に入学した年から
毎年夏の恒例行事になっていて、
ついに4回目の開催となりまし
た。毎年多くの人数が参加して
くれるのですが、今年も21名
とクラスの半分以上の人数が参
加してくれました。クラス会で
は、懐かしい授業のプリントを
見たり、お互いの近況を報告し
たり、みんな久々の会を楽しん
でいました。来年は、就職する
人や、進学する人、様々な進路
に進みますが、これからもみん
な変わらず集まれるといいなと
思います。

■8月12日　2008年卒3年7
組クラス同窓会
高校卒業の翌年から、仲の良
かった3年7組の女子での毎年
琵琶湖でバーベキューをすると
いう同窓会が恒例になっていま
した。毎年10人以上は集まる
ので、母校の同窓会支援制度を
使わしていただき、鳳凰会から
助成金を頂いていました。しか
し、就職活動や、就職などでこ
こ2年は開催出来ずにいました。
今年幹事をした私自身、去年か
ら海外留学を決断したため、友
だちに会うことが出来ずに寂し
く思っていたので、夏休みで日
本に帰って来ているこの機会に
開催することを決断しました。
社会人になって2年目の今年、
全員集まるということは出来ま
せんでしたが、本当に久しぶり
の顔が多くありました。見た目

はもちろん、社会に揉まれての
話す内容が過ぎた月日を思わせ
ましたが、根本的なところは皆
変わることなく、出会った瞬間
にすぐに笑顔での会話が以前と
変わらずなされました。皆仕事
が様々忙しく、遅刻した人がと
ても多かったのですが、それす
らも懐かしい学生時代を思い起
こさせました。その中には関東
からわざわざ新幹線で来てくれ
たり、結婚した人もいたりと、
近況を聞くだけでも楽しいもの
となりました。バーベキューも
みんなで協力しあい、てきぱき
とこなすところをみると皆それ
ぞれに重ねてきたものを感じま
した。変わらないところで子ど
も心を思い出し、はしゃぎ、変
わった部分でも語り合い、家族
と過ごす時間と変わらない時間
がそこにはありました。2年と
いう時間が空いていたからこそ
なのか、以前よりも当たり前の
友達が当たり前ではなく、とて
もかけがえのないものだと皆が
感じているようでした。12時
から開始したバーベキューを3
時で一旦終了し、泳ぐものや
ゆっくりするもので分かれ、夜
にはこれも昔から変わらず花火
をしました。やんちゃをする役
割にも変わりはなく、皆で笑い
合いながらいつも通り楽しい時
間を過ごしました。いつもと
違っていたことは、数人が車で
来ていたことです。いつもはそ
のままみんなで電車に乗り解散
だったのですが、3手に分かれ、
車でラーメン屋に全員で向かい、
ラーメンを食べてからの解散に
なりました。大人になっていく
寂しさと楽しさを両方感じまし
た。話す話題は尽きることなく
次の日仕事がある人も多くいま
したが、童心にかえり遅くまで
遊ぶことになりました。皆がた
くましく、美しくなっていって
いると強く感じました。この仲
間がいるから、様々な場所でそ
れぞれが頑張っていけるのだと、
皆が強く感じました。この制度
があったからこそ始まった、
2008年卒3年7組の会。本当
にありがとうございました。

～？」と言いながら、お開きと
なりました。

キャンパスが違ったりして全く
会うことのなかった友達もいて、
みんなと色々な話すことでとて
も良い刺激を受けることができ、
高校時代に家族よりも長い時間
を共に過ごした硬式野球部の仲
間の大切さを身に染みて感じる
ことができました。今回、鳳凰
会の活動助成金のおかげで硬式
野球部で集まりフットサル大会
＆新年会を開くことができまし
た。本当にありがとうございま
した。
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http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/
〒611-0031　京都府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　Tel: 0774-41-3000   Fax: 0774-41-3555

立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報

2014年3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！！

〒611-0031京都府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/

2014年11月２日㈰
鳳凰会総会、
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

2014年11月２日㈰
鳳凰会総会、
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

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

当日は、模擬店、ステージ企画等、皆様に楽
しんでいただける企画を現在考案中です。
特技や職業を活かしてアピールしたいこと
がありましたら５月３１日㈯までにご連絡く
ださい。
※実施内容等の詳細についてはご相談のうえ、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。
【連絡先】
下記から入り、一番下の「連絡先」からメールをして
ください
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/

　２０１４年１１月２日㈰に鳳凰会総会を本校にて開催します。
　また、２０１４年は、宇治高等学校が誕生して５０年、立命館宇
治高等学校が誕生して２０年の年にあたり、記念イベントも開
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
域の方々等、世代を越えて絆を深める機会にしたいと思います。
　企画内容等の詳細は８月頃の会報紙にてお知らせしますので、
卒業生の皆様、ぜひ先輩、後輩、同級生をお誘い合わせのうえ、
ご参加いただきますようお願い申し上げます。

◆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。

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。

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

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。

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。

●

申請要項

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。

●

◉参加者
募集！◉

◉参加者
募集！◉


