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同窓生のみなさんへ

3月9日（金）、各クラスより選ばれた2017年度
の鳳凰会新幹事の皆さんに集まっていただき、
説明会を開催いたしました。鳳凰会の出雲会長
より、新幹事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があり、卒業後も幹事の
皆さんを中心に同窓生の交流・親睦を深め、ま
た、鳳凰会の各企画にも積極的に協力していた
だくよう要請がありました。
新幹事の皆さん、よろしくお願いいたします。
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氏　名
飯塚　　楽
星野　　麗
朝比奈優樹
岡村　歩実
辛坊　　仁
吉川　明伽
福井　開人
福井　直人
古田　倖基
四方　結希
花田　雷覇
玉田　大剛
藤原　彦貴
奥平　優里
若原　智哉
岡田　玲奈
橋本　　尽
岩瀬　加奈
中川　秀太
池田　昂平
吉澤　亮太

クラス

1組

2組

3組

4組

5組

6組

7組

8組

9組

10組

鳳凰会では、2005年度より「鳳凰賞」を制定しています。この賞は、社会的
に高く評価され顕著な実績を挙げた同窓生個人または団体を顕彰するもの
で、その第１号は2005年度ヘルシンキの世界陸上日本代表としてマラソ
ン団体銀メダルを獲得した 小﨑まり氏（94卒）でした。
また同賞には現役中高生に対しても、顕著な活躍を称えるとともに、今後の
更なる飛躍を期待して「激励賞」を設けています。
2017年度は3月9日（金）に「激励賞授与式」を行い、正賞（賞状）及び奨学金
として個人5万円、団体10万円を贈呈いたしました。
中　学　○バトントワリング部
　　　　　・第45回バトントワーリング全国大会金賞

高　校　○片山弓華
　　　　　・第29回全国高等学校駅伝競走大会（女子）
　　　　　 第4位入賞メンバー 第２区区間４位

　　　　○若原智哉　
　　　　　・2017年度　Jユースカップ
　　　　　 第25回Jリーグユース選手権　優勝
　　　　　・2017年度　U-18日本代表／AFC U-19選手権
　　　　　 2018 予選グループＩグループ１位

2017年度鳳凰賞激励賞を贈呈いたしました。

2017年度卒業の新幹事が決まりました。

2018/3/9
鳳凰賞激励賞
授与式

2018/3/9
新幹事説明会
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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「同窓会」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/ http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

鳳凰会会員の皆様にお願い
鳳凰会は主に卒業生の終身会費により運営されていますが、拡大していく会員数から発生する
郵送費等の増大により、財政状況は年々厳しくなってきています。これまで各種助成金の支給
基準の見直しや同窓会企画の簡素化等により経費節減に取り組んで参りましたが、今後一層の
効率化のため、会報誌「鳳凰」につきましてはＨＰの掲載による配布を基本とし、ペーパレス化
を図ることにいたしました。実施時期につきましては現在検討中ですが、今まで通り冊子を希
望される方につきましては、お申込により送付させて頂く予定です。
昨年度からの活動方針にもあります通り、今後も引き続き効率的な予算運営を図り、鳳凰会の
財政基盤の強化に努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

大阪府北部を震源とする
地震により被災された皆
様、平成30年7月豪雨の災
害により被災された皆様
に、心よりお見舞い申し上
げるとともに、被災地の一
日も早い復興をお祈り申
し上げます。

【申請方法】

■活動助成金のお知らせ

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＝常任理事会で決定いたします。また、同窓会終了後に代
　　　　　　　　 表者による常任理事会での報告をお願いします。
　　なお、同一の学年、クラブ、クラス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。
　　また、冠婚葬祭による会合は対象外とします。
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。

申請要項
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1. 会費収入…
2. 総会収入…
3. 繰越金……
4. 雑収入……
収入計………

1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援…………
　その他支援金…………
　小計…………………
2. 企画経費
　その他雑費………
　小計………………
3. 会務経費
　印刷費………………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費……………
　小計………………
4. 記念事業積立金
支出計………………
収入・支出差引残

180,000
42,747
200,000
171,085
50,000
643,832

1,037,100
1,037,100

728,676
2,129,968
174,798
39,259

3,072,701
500,000

5,253,633
4,629,536

5,415,000
102,000

4,366,070
99

9,883,169

■収入
新会員会費、総会収入、繰越金、利息その他で合計 9,883,169 円

の収入となりました。
■支出
活動助成金………
クラブ・サークル補助金

　顕彰制度…………

　在校生支援………

　その他支援金……

2017 年度決算

■収入
記念事業積立金…5,261,901円になりました。
記念事業収入……500,000円を積立いたしました。

■支出 周年記念のイベント関係での支出はありませんでした。

180,000円（8件）の執行でした。
42,747円（1件）の執行でした。
“社会的に高く評価される顕著な実績”を挙げた
方を顕彰し、「鳳凰賞」を贈呈する。また現役の中・
高生に対しても「激励賞」を贈る（今年度「激励賞」
団体１件、個人２件授与）。
同窓会主催または後援・共催で「講演会」を開催
するなど、中高在校生の教育に資する事業を支援
（キャリアナビ、「授業+R」各企画に対し支援）。
総会、全国大会出場祝い金等（３件）

一般会計

特別会計特別会計

●収入 ●支出

●収入 ●支出
積立金
　記念事業繰越金……
　記念事業収入…………
収入計…………………

5,261,901
500,000

5,761,901

積立金
　記念事業費……………………
支出計……………………………
収入・支出差引残

0
0

5,761,901

11月11日（土）　立命館宇治中学校・高等学校同窓会「鳳凰
会」総会・懇親会が開催されました。
総会に先立ち、世界選手権に３度出場経歴を持つ長距離選手で、
現在もママさんランナーとして活躍中の卒業生小﨑まりさんをお
迎えし、「keep smile」のタイトルでご講演をいただきました。
総会では、はじめに5月の幹事会で承認されました2016年度活
動報告・決算報告、2017年活動方針、予算案があらためて報告
されました。続いて会則改定、新役員体制が提案され、ともに承
認されました。
この総会で、鳳凰会の設立当初から長年会長を務めてきた新立会
長が勇退され、ともに設立当初より鳳凰会を支えてきた出雲副会
長が会長に就任いたしました。
総会に続く懇親会では、卒業生のAnnaさんによるミニコンサー
トや豪華景品のあたる抽選会などで盛り上がり、会場スクリーン
に立命館宇治高校の紹介DVDが流れる中、先生方と卒業生との
楽しい交流が続きました。
最後に参加者の皆さん全員で「グレーター立命」を合唱し、盛会
にて終了いたしました。

このたび新立敏美の後任として鳳凰会会長に就任
いたしました。
大任をお受けしたからには、誠心誠意、鳳凰会の
発展のため尽力いたす覚悟でございます。
なにとぞ前任者同様、ご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。

11月11日に行われました
2017年度総会を機に会長を
退任させていただきました。
鳳凰会設立当初より会長職を
賜り、23年間、微力ではご
ざいましたが鳳凰会の発展に携わりその任を果たせましたのも、皆様方の温かい
ご指導とご支援ご協力の賜物と存じ、厚く御礼申し上げます。
なお後任には、設立当初より副会長としてともに鳳凰会を運営してまいりました 
出雲健彦（1975年卒業）が就任いたしました。
これまでと同様、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお今後は顧問として引き続き鳳凰会に協力してまいりますので、よろしくお願
い申し上げます。
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同窓会設立当初より会長職にありました新立氏が
勇退され、出雲副会長が会長に就任いたしました。
出
雲
新
会
長
挨
拶

新立前会長挨拶

役　職
会　長
副会長
副会長
副会長
庶　務
庶　務
庶　務
会　計

氏　　　名 卒業年
出　雲　健　彦
矢　野　達比古
吉　田　　　仁
長　島　拓　也
北　村　忠　彦
林　　　龍　徳
高　野　阿　草
谷　口　博　司

1975
1998
1999
1999
1998
1999
2002
1975

役　職
会　計
監　査
監　査
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事

氏　　　名 卒業年
元　村　友　哉
宮　山　昭　和
水　口　貴　之
井　上　　　敢
高　橋　真　悟
牛　田　智　子
前　田　耕　輔
蒋　池　克　哉

2006
1975
1999
1991
1995
1999
1999
2000

役　職
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
顧　　問
顧　　問

氏　　　名 卒業年
木　下　誠一朗
山　口　慶　人
猪　股　　　弘
高　山　竜　一
安　井　朋　香
古　田　倖　基
新　立　敏　美
チャールズ　フォックス

2001
2010
2015
2016
2016
2018
1970
（校長）

2017年度
総会・懇親会報告

2018年度第2回常任幹事会（5/26にて）、2017年度決算、2018年度予算・活動方針が承認されました。
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新立会長退任 小﨑まり氏講演会懇親会

Annaさん
ミニコンサート

●鳳凰vol.28

基本方針
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

具体的な取り組み
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

学年・クラス・サークルなど様々な形態の同窓会の開催を推進し、同窓
生同士の交流と親睦を深める活動を積極的に進める。
大学生会員を中心に交流する機会を創出し、鳳凰会会員として意識付け
を行う。
本部役員とともに常任幹事の役割を明確にし、常任幹事会を中心に各種
イベント企画・運営や広報活動などを強化する。
各クラブ、サークルのＯＢ・ＯＧ会との連携を強化する。
拡大していく同窓生に対する広報経費や活動助成金の増加についての課
題について具体的検討を行う。

今年度は「総会」・「大学生同窓会」の開催がない鳳凰会企画の狭間の
年となる。来年度開催予定の「大学生同窓会」実行委員会の設置に早期
に取り組み、また参加者増加に向けた企画について検討する。
各クラブ、サークルのＯＢ・ＯＧ会との連携を強化し、鳳凰会企画への
同窓生によるクラブ・サークルづくりを促進する。
クラス同窓生の中心的役割を担う幹事に、同窓生に対する各種イベント
企画・運営や広報など、活動しやすい環境作りのための制度策定の検討
を行う。特に常任幹事と大学生幹事との連携を強化し、大学生会員の鳳
凰会会員としての意識と結束の向上につなげる。
在校生支援の一環として、大学生による学部紹介や各種講演会などに対
して、鳳凰会として財政的支援を行う。
在学生、特に生徒会と鳳凰会との懇談の機会を設け、鳳凰会の認知の向
上をはかる。
会報誌「鳳凰」の紙面の刷新を図り、会員により親しみやすい会報誌を
目指す。目指す。
引き続きＨＰ・Facebook・メールマガジン等を利用した各種案内の
ペーパレス化や会報誌「鳳凰」の配布方法の検討・見直しをし、効率的
な予算運営に努める。

2018 年度の活動方針と予算
一般会計

●支出
1. 事業経費
　活動助成金……………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援……………
　その他支援金…………
　小計…………………
2. 総会経費
　事務経費…………………
　その他雑費………………
　小計………………………
3. 企画経費
　事務経費………………
　その他雑費……………
　小計……………………
4. 会務経費
　印刷費……………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費…………
　交通費………………
　一般消耗品費…………
　その他雑費……………
　小計………………
5. 記念事業積立金………
6. 予備費………………
支出計………………

800,000
100,000

1,000,000
200,000
200,000

2,300,000

1,000
1,000
2,000

200,000
600,000
800,000

1,000,000
3,000,000
200,000
100,000
250,000
100,000
200,000

4,850,000
500,000

1,803,036
10,255,036

●収入

特別会計

●収入

1. 会費収入………
2. 総会収入……………………
3. 繰越金…………
4. 利息その他……………
収入計…………

5,625,000
0

4,629,536
500

10,255,036

積立金　記念事業繰越金
　　　　記念事業収入……
収入計……………………

5,761,901
500,000

6,261,901

●支出
積立金　記念事業費…
支出計…………………

0
0

２
０
１
８
年
度

新
役
員
体
制
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■収入

■支出

■収入
記念事業積立金…5,261,901円になりました。
記念事業収入……500,000円を積立いたしました。

■支出 周年記念のイベント関係での支出はありませんでした。

一般会計

特別会計特別会計

● ●

●収入 ●支出
積立金
　記念事業繰越金……
　記念事業収入…………
収入計…………………

5,261,901
500,000

5,761,901

積立金
　記念事業費……………………
支出計……………………………
収入・支出差引残

0
0

5,761,901

11月11日（土）　立命館宇治中学校・高等学校同窓会「鳳凰
会」総会・懇親会が開催されました。
総会に先立ち、世界選手権に３度出場経歴を持つ長距離選手で、
現在もママさんランナーとして活躍中の卒業生小﨑まりさんをお
迎えし、「keep smile」のタイトルでご講演をいただきました。
総会では、はじめに5月の幹事会で承認されました2016年度活
動報告・決算報告、2017年活動方針、予算案があらためて報告
されました。続いて会則改定、新役員体制が提案され、ともに承
認されました。
この総会で、鳳凰会の設立当初から長年会長を務めてきた新立会
長が勇退され、ともに設立当初より鳳凰会を支えてきた出雲副会
長が会長に就任いたしました。
総会に続く懇親会では、卒業生のAnnaさんによるミニコンサー
トや豪華景品のあたる抽選会などで盛り上がり、会場スクリーン
に立命館宇治高校の紹介DVDが流れる中、先生方と卒業生との
楽しい交流が続きました。
最後に参加者の皆さん全員で「グレーター立命」を合唱し、盛会
にて終了いたしました。

このたび新立敏美の後任として鳳凰会会長に就任
いたしました。
大任をお受けしたからには、誠心誠意、鳳凰会の
発展のため尽力いたす覚悟でございます。
なにとぞ前任者同様、ご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。

11月11日に行われました
2017年度総会を機に会長を
退任させていただきました。
鳳凰会設立当初より会長職を
賜り、23年間、微力ではご
ざいましたが鳳凰会の発展に携わりその任を果たせましたのも、皆様方の温かい
ご指導とご支援ご協力の賜物と存じ、厚く御礼申し上げます。
なお後任には、設立当初より副会長としてともに鳳凰会を運営してまいりました 
出雲健彦（1975年卒業）が就任いたしました。
これまでと同様、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお今後は顧問として引き続き鳳凰会に協力してまいりますので、よろしくお願
い申し上げます。
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同窓会設立当初より会長職にありました新立氏が
勇退され、出雲副会長が会長に就任いたしました。
出
雲
新
会
長
挨
拶

新立前会長挨拶

役　職
会　長
副会長
副会長
副会長
庶　務
庶　務
庶　務
会　計

氏　　　名 卒業年
出　雲　健　彦
矢　野　達比古
吉　田　　　仁
長　島　拓　也
北　村　忠　彦
林　　　龍　徳
高　野　阿　草
谷　口　博　司

1975
1998
1999
1999
1998
1999
2002
1975

役　職
会　計
監　査
監　査
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事

氏　　　名 卒業年
元　村　友　哉
宮　山　昭　和
水　口　貴　之
井　上　　　敢
高　橋　真　悟
牛　田　智　子
前　田　耕　輔
蒋　池　克　哉

2006
1975
1999
1991
1995
1999
1999
2000

役　職
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
顧　　問
顧　　問

氏　　　名 卒業年
木　下　誠一朗
山　口　慶　人
猪　股　　　弘
高　山　竜　一
安　井　朋　香
古　田　倖　基
新　立　敏　美
チャールズ　フォックス

2001
2010
2015
2016
2016
2018
1970
（校長）

2017年度
総会・懇親会報告

2018年度第2回常任幹事会（5/26にて）、2017年度決算、2018年度予算・活動方針が承認されました。
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新立会長退任 小﨑まり氏講演会懇親会

Annaさん
ミニコンサート

基本方針

具体的な取り組み

一般会計

●●

特別会計

●収入
積立金　記念事業繰越金
　　　　記念事業収入……
収入計……………………

5,761,901
500,000

6,261,901

●支出
積立金　記念事業費…
支出計…………………

0
0

２
０
１
８
年
度

新
役
員
体
制
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●鳳凰vol.28

　5月21日（月）午後、夏を思
わせるような晴天の中、中学１
年生は学校から太陽が丘を越
えたところに位置する宇治白
川において、茶摘みと製茶工場
を見学する農業体験を実施し
ました。
　茶摘みは、立命館宇治中学校
が始まって以来、毎年、服部製
茶場の服部さんにお世話に
なっています。まずは、服部さ
んからお茶の種類や歴史につ
いてのお話をして頂きました。
なぜ宇治がお茶で有名になっ
たのかなど、とても興味深いお
話をして頂きました。その後、お茶の良い香りに包まれながら製茶工
場を見学し、茶葉が製茶されるまでの工程を実際に目で見て詳しく学
びました。服部さんの解説を聴きながら、それぞれの機械がどのよう
な働きをしているのか食い入るように観察していました。
　お茶についての知識を得たあと、実際に茶摘み体験を行いました。
つやのある新芽の部分を摘むというアドバイスをふまえて、時間を忘
れて茶葉を摘みました。袋いっぱいに摘んだ茶葉をお互いに誇らしげ
に見せ合う姿が印象的でした。
　生徒たちが摘んだ茶葉は、服部さんが製茶してくださり、後日、生徒
一人ひとりに配布しました。きっと自分達で摘んだ新茶の味を各家庭
で堪能したことと思います。

■中学校　茶摘み

■高等学校　新入生合宿

■中学校　体育大会

　晴天に恵まれ、団長による気合いの溢れる選手宣誓で2018年度の
体育大会がスタートしました。今年度は初めて第１グラウンドでの開
催となり、生徒たちも思い切って競技に取り組む姿勢が見られました。
競技開始と共に、各団テントの前でクラス旗を大きく振り、大きな声
で応援を始め、早々に盛り上がりを見せました。今年の中学2年生の
集団行動では、「５角形を描きながら交差を行う」という大技に挑戦し、
見事に素晴らしい演技を見せてくれました。ダンスでも中学2年生ら
しい元気の良い演技を披露してくれました。中学3年生のソーラン節
では、オリジナルダンスの中に「手ダンス」を取り入れ、難易度の高い
ものにも挑戦しました。学年全員で揃った手ダンスは圧巻の迫力でし
た。ソーラン節もさすが3年生と感じさせる大きい演技で会場を魅了
しました。なにより、一番印象的だったのは、3年生の学年種目「大縄」
の時に、各団の１、2年生
がすぐ隣まで行き、間近
で応援を始めたことです。
この姿を見た時に、体育
大会を縦割りで行う意味
を感じることができたこ
と、そしてなにより学年
を越えた繋がりが、この
体育大会を通して感じる
ことができました。天候
にも恵まれ素晴らしい体
育大会を第１グラウンド
で開催することができて
良かったです。

　4月26日（木）～27日（金）IGコース新入生合宿を行いました。中学校
から入学した生徒たちは伊勢志摩方面へ、高校から入学した生徒たち
は滋賀県で合宿を行いました。2コースで内容は違いますが、島での講
話やボランティア体験、カヤックやドラゴンボートなど普段はなかな
か体験できないことがプログラムに入っていることは共通しています。
大変充実した合宿となり、合宿後のまとめには「最高に楽しかった」「み
んなで目標を達成できた」「チームワークの大切さを学んだ」などの声
が多かったです。高校入学生の多くは「立命館宇治の一員になれた」と
いうことも書いていました。今後の高校生活への決意も多くの生徒が
書いていました。2日間を通じて"「群れ」から「チーム」へ"と成長した合
宿となりました。

　今年は「1G体育祭元年」！
　たくさんの人の活躍・協力を経て、立宇治史上初めての第1グラウ
ンド（人工芝）での体育祭開催が実現しました。年々華やかさを増す開
会式では、各団長の力強い宣誓、野球部・チアリーディング部・書道部
のパフォーマンス等で全体のボルテージが上がり、午前中から白熱し
た戦いが展開されました。学年問わず、各団の一丸となった応援が印
象的で、自分のためだけでなく、チームのために、だれかのために一所
懸命駆ける姿は、全ての人に感動を与えてくれました。表彰式では、結
果に一喜一憂する姿がありながらも、お互いの団の健闘を称え合う団
長の言葉に、皆納得の様子。準備・挫折・激闘を経て、多くのことを得た
体育祭となりました。

■高等学校　体育祭

立命館宇治中学校・高等学校 TOPICS

2018年10月 6日㈯
10月13日㈯
10月21日㈰
10月27日㈯
11月24日㈯

2019年 1月19日㈯
1月21日㈪
2月 9日㈯
2月11日㈪

14：00～16：20
14：00～16：00
10：00～12：00
10：00～16：20

－
－
－
－
－

学校説明会
学校説明会・入試相談会
学校説明会・入試相談会
学校説明会
国際入試
中学入試Ａ日程
中学入試Ｂ日程
高校入試Ａ日程
高校入試Ｂ日程

中・高
中・高
中・高
中・高
中・高
中
中
高
高

開　催　日 時　　間 内　　容 対　象 会　場
本　校

MIDタワーTWIN21
奈良商工会議所
本　校
本　校
本　校
本　校
本　校
本　校

2018年度（4～7月）生徒の活躍

■中学クラブ活動

新体操 SA　佐藤瑞季（高校3年）
　・第 71 回京都府高等学校総合体育大会
　　新体操女子３年生の部 個人競技選手権 第１位、種目別フープ 第１位、種目別ボール 第１位

・平成 30 年度京都府高等学校体操競技・新体操春季選手権大会
　　新体操女子 個人選手権 第２位、種目別ボール 第２位、種目別フープ 第２位

ラクロス部
第13回春季ラクロスリーグ戦　準優勝
柔道部
第73回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会
　山下　紗月（高校３年）…女子　-63 ～ -78kg 級　優勝
平成30年度全日本カデ体重別選手権大会
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優勝
全日本ジュニア体重別選手権京都府予選会
　西村　瑞穂（高校２年）…女子　-44kg 級　優　勝　近畿大会出場
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　第２位　近畿大会出場
2018年　ポーランドカデ国際
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優　勝
第71回京都府高校柔道総合体育大会
　山下、吉村、山西（涼）、西村…女子団体　優　勝
　百々、塚本、丸山、山西（優）…女子団体　第２位
第67回全国高等学校総合体育大会京都府予選
　山下、岡田、吉村、西村…女子団体　第 2 位
　山下　紗月（高校３年）…女子　-70kg 級　優　勝
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優　勝
　西村　瑞穂（高校２年）…女子　-48kg 級　第２位
　吉村　帆夏（高校２年）…女子　-63kg 級　第２位
　山西　優香（高校３年）…女子　-52kg 級　第３位
　山西　涼香（高校１年）…女子　-70kg 級　第３位
　塚本　萌水（高校１年）…女子　-48kg 級　第３位
アジアジュニア柔道大会
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優　勝
陸上競技部
第53回京都府高等学校春季陸上競技大会

原田　楓奈（高校1年）…女子高校1500ｍ　第２位　4分48秒73
　三原　　梓（高校2年）…女子高校3000ｍ　優　勝　9分44秒1
第71回京都府高等学校総合体育大会

桶谷　南実（高校2年）…２年女子1500ｍ　優　勝　4分31秒61
　高橋　栞奈（高校3年）…３年女子3000ｍ　第２位　9分51秒19
　三原　　環（高校1年）…２年女子3000ｍ　第２位　9分51秒74
第52回宇治市民総合体育大会

曽根野乃花（高校2年）…高校一般女子3000m　優　勝　10分01秒79
　高橋　栞奈（高校3年）…高校一般女子3000m　第２位　10分06秒94

■高校　SA・個人・教科

■高校クラブ活動

■中学　SA・個人
友義　昇（中学 3 年）
「 全京都あんざんオリンピック」割り暗算　金賞　フラッシュ暗算　銀賞

サッカー部
宇治市中学校春季サッカー大会　優勝
陸上競技部
山城地域中学校体育大会
　中川　　蓮（中学２年）…2年男子100m　第2位
宇治市中学校体育大会
　中出朋花（中学２年）、越智のあ（中学１年）、金田幸穂（中学１年）、
　向井紫衣苺（中学２年）…低学年女子 4×400m リレー 優勝
　田渕　愛実（中学３年）…共通女子　800m　優勝
　平本　匠翔（中学１年）…１年男子 1500m　優勝
　中川　　蓮（中学２年）…２年男子　100m　優勝
　田渕　愛実（中学３年）…共通女子　800m　優勝
女子バスケットボール部
宇治市中学校春季バスケットボール大会 3位

　原田　楓奈（高校1年）…高校一般女子 800m　優　勝　2分23秒43
　中地こころ（高校1年）…高校一般女子 800m　第２位　2分30秒54
　桶谷　南実（高校2年）…高校一般女子1500m　優　勝　4分35秒52
　伊藤　未空（高校1年）…高校一般女子1500m　第２位　4分58秒55
　福島いずみ（高校2年）…高校一般女子1500m　第３位　5分35秒64
　鹿野　美咲（高校2年）…高校一般女子 100m　優　勝　13秒31
　上野　　蓮（高校3年）…高校一般男子　走幅跳　第２位　6m07
　上田　有紀（高校3年）…高校一般女子　走幅跳　優　勝　5m03
第71回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会　女子総合第５位　41点

桶谷南実（高校２年）…女子1500m　優　勝　4分28秒44
　　　　　　　　　　　女子3000m　優　勝　9分23秒77
　原田楓奈（高校１年）…女子1500m　第４位　4分35秒40
　　　　　　　　　　　女子 800m　第６位　2分14秒85
　三原　環（高校１年）…女子3000ｍ　第５位　9分44秒31
　　　　　　　　　　　女子1500ｍ　第６位　4分36秒37
　津熊莉菜（高校１年）…女子3000m　第３位　9分35秒97
　上田有紀（高校３年）…女子７種競技　第４位　4384点
秩父宮賜杯第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会

桶谷南実（高校２年）…女子1500ｍ　第６位　4分27秒30
　　　　　　　　　　　女子3000ｍ　第５位　9分25秒37
男鹿駅伝競走大会　高校女子　優勝　1時間11分39秒

三原　　環（高校１年）…区間賞２区　12分00秒
　曽根野乃花（高校２年）…区間賞４区　12分54秒
　高橋　栞奈（高校３年）…区間賞５区　15分06秒
野球部
第100回 全国高校野球選手権記念京都大会　準優勝

立命館宇治 入試関連 INFOMATION
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　5月21日（月）午後、夏を思
わせるような晴天の中、中学１
年生は学校から太陽が丘を越
えたところに位置する宇治白
川において、茶摘みと製茶工場
を見学する農業体験を実施し
ました。
　茶摘みは、立命館宇治中学校
が始まって以来、毎年、服部製
茶場の服部さんにお世話に
なっています。まずは、服部さ
んからお茶の種類や歴史につ
いてのお話をして頂きました。
なぜ宇治がお茶で有名になっ
たのかなど、とても興味深いお
話をして頂きました。その後、お茶の良い香りに包まれながら製茶工
場を見学し、茶葉が製茶されるまでの工程を実際に目で見て詳しく学
びました。服部さんの解説を聴きながら、それぞれの機械がどのよう
な働きをしているのか食い入るように観察していました。
　お茶についての知識を得たあと、実際に茶摘み体験を行いました。
つやのある新芽の部分を摘むというアドバイスをふまえて、時間を忘
れて茶葉を摘みました。袋いっぱいに摘んだ茶葉をお互いに誇らしげ
に見せ合う姿が印象的でした。
　生徒たちが摘んだ茶葉は、服部さんが製茶してくださり、後日、生徒
一人ひとりに配布しました。きっと自分達で摘んだ新茶の味を各家庭
で堪能したことと思います。

■中学校　茶摘み

■高等学校　新入生合宿

■中学校　体育大会

　晴天に恵まれ、団長による気合いの溢れる選手宣誓で2018年度の
体育大会がスタートしました。今年度は初めて第１グラウンドでの開
催となり、生徒たちも思い切って競技に取り組む姿勢が見られました。
競技開始と共に、各団テントの前でクラス旗を大きく振り、大きな声
で応援を始め、早々に盛り上がりを見せました。今年の中学2年生の
集団行動では、「５角形を描きながら交差を行う」という大技に挑戦し、
見事に素晴らしい演技を見せてくれました。ダンスでも中学2年生ら
しい元気の良い演技を披露してくれました。中学3年生のソーラン節
では、オリジナルダンスの中に「手ダンス」を取り入れ、難易度の高い
ものにも挑戦しました。学年全員で揃った手ダンスは圧巻の迫力でし
た。ソーラン節もさすが3年生と感じさせる大きい演技で会場を魅了
しました。なにより、一番印象的だったのは、3年生の学年種目「大縄」
の時に、各団の１、2年生
がすぐ隣まで行き、間近
で応援を始めたことです。
この姿を見た時に、体育
大会を縦割りで行う意味
を感じることができたこ
と、そしてなにより学年
を越えた繋がりが、この
体育大会を通して感じる
ことができました。天候
にも恵まれ素晴らしい体
育大会を第１グラウンド
で開催することができて
良かったです。

　4月26日（木）～27日（金）IGコース新入生合宿を行いました。中学校
から入学した生徒たちは伊勢志摩方面へ、高校から入学した生徒たち
は滋賀県で合宿を行いました。2コースで内容は違いますが、島での講
話やボランティア体験、カヤックやドラゴンボートなど普段はなかな
か体験できないことがプログラムに入っていることは共通しています。
大変充実した合宿となり、合宿後のまとめには「最高に楽しかった」「み
んなで目標を達成できた」「チームワークの大切さを学んだ」などの声
が多かったです。高校入学生の多くは「立命館宇治の一員になれた」と
いうことも書いていました。今後の高校生活への決意も多くの生徒が
書いていました。2日間を通じて"「群れ」から「チーム」へ"と成長した合
宿となりました。

　今年は「1G体育祭元年」！
　たくさんの人の活躍・協力を経て、立宇治史上初めての第1グラウ
ンド（人工芝）での体育祭開催が実現しました。年々華やかさを増す開
会式では、各団長の力強い宣誓、野球部・チアリーディング部・書道部
のパフォーマンス等で全体のボルテージが上がり、午前中から白熱し
た戦いが展開されました。学年問わず、各団の一丸となった応援が印
象的で、自分のためだけでなく、チームのために、だれかのために一所
懸命駆ける姿は、全ての人に感動を与えてくれました。表彰式では、結
果に一喜一憂する姿がありながらも、お互いの団の健闘を称え合う団
長の言葉に、皆納得の様子。準備・挫折・激闘を経て、多くのことを得た
体育祭となりました。

■高等学校　体育祭

立命館宇治中学校・高等学校 TOPICS

2018年10月 6日㈯
10月13日㈯
10月21日㈰
10月27日㈯
11月24日㈯

2019年 1月19日㈯
1月21日㈪
2月 9日㈯
2月11日㈪

14：00～16：20
14：00～16：00
10：00～12：00
10：00～16：20

－
－
－
－
－

学校説明会
学校説明会・入試相談会
学校説明会・入試相談会
学校説明会
国際入試
中学入試Ａ日程
中学入試Ｂ日程
高校入試Ａ日程
高校入試Ｂ日程

中・高
中・高
中・高
中・高
中・高
中
中
高
高

開　催　日 時　　間 内　　容 対　象 会　場
本　校

MIDタワーTWIN21
奈良商工会議所
本　校
本　校
本　校
本　校
本　校
本　校

2018年度（4～7月）生徒の活躍

■中学クラブ活動

新体操 SA　佐藤瑞季（高校3年）
　・第 71 回京都府高等学校総合体育大会
　　新体操女子３年生の部 個人競技選手権 第１位、種目別フープ 第１位、種目別ボール 第１位

・平成 30 年度京都府高等学校体操競技・新体操春季選手権大会
　　新体操女子 個人選手権 第２位、種目別ボール 第２位、種目別フープ 第２位

ラクロス部
第13回春季ラクロスリーグ戦　準優勝
柔道部
第73回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会
　山下　紗月（高校３年）…女子　-63 ～ -78kg 級　優勝
平成30年度全日本カデ体重別選手権大会
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優勝
全日本ジュニア体重別選手権京都府予選会
　西村　瑞穂（高校２年）…女子　-44kg 級　優　勝　近畿大会出場
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　第２位　近畿大会出場
2018年　ポーランドカデ国際
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優　勝
第71回京都府高校柔道総合体育大会
　山下、吉村、山西（涼）、西村…女子団体　優　勝
　百々、塚本、丸山、山西（優）…女子団体　第２位
第67回全国高等学校総合体育大会京都府予選
　山下、岡田、吉村、西村…女子団体　第 2 位
　山下　紗月（高校３年）…女子　-70kg 級　優　勝
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優　勝
　西村　瑞穂（高校２年）…女子　-48kg 級　第２位
　吉村　帆夏（高校２年）…女子　-63kg 級　第２位
　山西　優香（高校３年）…女子　-52kg 級　第３位
　山西　涼香（高校１年）…女子　-70kg 級　第３位
　塚本　萌水（高校１年）…女子　-48kg 級　第３位
アジアジュニア柔道大会
　岡田恵里佳（高校２年）…女子　-57kg 級　優　勝
陸上競技部
第53回京都府高等学校春季陸上競技大会

原田　楓奈（高校1年）…女子高校1500ｍ　第２位　4分48秒73
　三原　　梓（高校2年）…女子高校3000ｍ　優　勝　9分44秒1
第71回京都府高等学校総合体育大会

桶谷　南実（高校2年）…２年女子1500ｍ　優　勝　4分31秒61
　高橋　栞奈（高校3年）…３年女子3000ｍ　第２位　9分51秒19
　三原　　環（高校1年）…２年女子3000ｍ　第２位　9分51秒74
第52回宇治市民総合体育大会

曽根野乃花（高校2年）…高校一般女子3000m　優　勝　10分01秒79
　高橋　栞奈（高校3年）…高校一般女子3000m　第２位　10分06秒94

■高校　SA・個人・教科

■高校クラブ活動

■中学　SA・個人
友義　昇（中学 3 年）
「 全京都あんざんオリンピック」割り暗算　金賞　フラッシュ暗算　銀賞

サッカー部
宇治市中学校春季サッカー大会　優勝
陸上競技部
山城地域中学校体育大会
　中川　　蓮（中学２年）…2年男子100m　第2位
宇治市中学校体育大会
　中出朋花（中学２年）、越智のあ（中学１年）、金田幸穂（中学１年）、
　向井紫衣苺（中学２年）…低学年女子 4×400m リレー 優勝
　田渕　愛実（中学３年）…共通女子　800m　優勝
　平本　匠翔（中学１年）…１年男子 1500m　優勝
　中川　　蓮（中学２年）…２年男子　100m　優勝
　田渕　愛実（中学３年）…共通女子　800m　優勝
女子バスケットボール部
宇治市中学校春季バスケットボール大会 3位

　原田　楓奈（高校1年）…高校一般女子 800m　優　勝　2分23秒43
　中地こころ（高校1年）…高校一般女子 800m　第２位　2分30秒54
　桶谷　南実（高校2年）…高校一般女子1500m　優　勝　4分35秒52
　伊藤　未空（高校1年）…高校一般女子1500m　第２位　4分58秒55
　福島いずみ（高校2年）…高校一般女子1500m　第３位　5分35秒64
　鹿野　美咲（高校2年）…高校一般女子 100m　優　勝　13秒31
　上野　　蓮（高校3年）…高校一般男子　走幅跳　第２位　6m07
　上田　有紀（高校3年）…高校一般女子　走幅跳　優　勝　5m03
第71回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会　女子総合第５位　41点

桶谷南実（高校２年）…女子1500m　優　勝　4分28秒44
　　　　　　　　　　　女子3000m　優　勝　9分23秒77
　原田楓奈（高校１年）…女子1500m　第４位　4分35秒40
　　　　　　　　　　　女子 800m　第６位　2分14秒85
　三原　環（高校１年）…女子3000ｍ　第５位　9分44秒31
　　　　　　　　　　　女子1500ｍ　第６位　4分36秒37
　津熊莉菜（高校１年）…女子3000m　第３位　9分35秒97
　上田有紀（高校３年）…女子７種競技　第４位　4384点
秩父宮賜杯第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会

桶谷南実（高校２年）…女子1500ｍ　第６位　4分27秒30
　　　　　　　　　　　女子3000ｍ　第５位　9分25秒37
男鹿駅伝競走大会　高校女子　優勝　1時間11分39秒

三原　　環（高校１年）…区間賞２区　12分00秒
　曽根野乃花（高校２年）…区間賞４区　12分54秒
　高橋　栞奈（高校３年）…区間賞５区　15分06秒
野球部
第100回 全国高校野球選手権記念京都大会　準優勝

立命館宇治 入試関連 INFOMATION
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2018年3月10日（土）に『女子バスケットボール部ＯＧ会』を開催しました。
　3年ぶりの開催となりましたが、就職活動をしている学生から、バリバリ
仕事をしているキャリアウーマン、仕事と育児の両立に励んでいる者、結
婚・出産を控えている者など、この日は、大学生から30代までの幅広い年齢
層の卒業生が27名集まることができました。同級生同士はもちろん、先輩・
後輩同士、お互いの近況報告や情報交換をしたりしながら、学年の枠を飛び
越えて交流を深めました。また、昔の思い出話になると話は尽きず、大いに
盛り上がりました。
　短い時間ではありましたが、みんなが笑顔になれる時間を過ごすことが
できました。“年に１回は開催して、みんなで集まろう！！”ということを約
束して会を終えました。

女子バスケットボール部ＯＧ会

　2018年1月8日、ホテルグランヴィア京都にて2013年に立命館宇治中
学校を卒業した8期生で成人式を祝うパーティーとして、同窓会を行ないま
した。
　２時間半と短い時間ではありましたが、皆和気藹々と久しぶりに会う友
人との再会や思い出話を楽しみました。また、中学校時代に担任や学年主任
をしていただいた先生方３名（辻野先生、中島先生、西田先生）にも参加して
いただき、成人を祝うコメントをいただきました。先生方も教え子たちの成
長した姿を見て喜んでおられました。皆、各々で好きな場所に行き、好きな
人と話し、様々な人と写真を撮っていました。最後には全員で集合写真を撮
り、良い記念品となりました。同窓会が終わり、会場を出てからもクラスで
集まったり、写真を撮ったりしながら余韻を楽しみました。

2013年卒業 中高一貫８期生同窓会

　2017年9月16日（土）午後6時半から京都駅前新阪急ホテルにて1984年度卒業宇治
高等学校同窓会（紫陽花会）を開催いたしました。今回は、急な開催だった為、参加者が12
名と少なかったですが、当時の硬式野球部、剣道部、帰宅部のメンバーが集まりました。
幹事の松上祐一君の乾杯の挨拶で始まり、30年以上前の懐かしい顔ぶれが揃い、お互い

「オッサンになったなぁ」「みんな肥えたなぁ」などの笑い声が聞かれました。
　みんなの会話の中で意見が同じだったのは、「私達の高校時代は現在では考えられない
くらいやんちゃな時代で先生も生徒も熱く逞しい青春時代だった」と当時の出来事が懐
かしく思いました。
　今回は第1回目という事で出席者は少なかったですが、次回からは出席者も増やし、当
時の先生方も来ていただけるようにしていきたいと思います。

1984年度卒業生 同窓会

　私達は立命館宇治高校に入学し20年になります。
　その2017年の年末、12月29日に３回目となる学年の同窓会を実施し
ました。入学から20年経つとさすがに年もとりますし、家庭環境の変化が
あったりと色々ありますが、いい意味で変わらない部分も残っており、普段
会えない旧友と楽しい時間を過ごす事ができました。
　今回幹事の力不足で約50人の参加でしたが、次回開催の際は多くの方に
参加していただけたらと思います。

2000年度卒業生 同窓会

　2017年8月9日、2013年度卒の硬式野球部の23人中17人が集まりま
した。場所は木屋町の居酒屋でした。やはり附属校ということで、大学の他
の高校出身の人とは違い、大半が集まれるということは非常に良いことだ
と思います。私達の学年は入学後すぐに1年生の頃に3人辞めましたが、そ
れ以降は1人もかけることなく最後まで野球をすることが出来ました。また、
一人一人の仲も非常に良く、それが今もこうやって大人数が集まることが
できる要因だと思います。
　飲み会では、やはり高校時代の思い出話に花が咲きます。何度もしたよう
な話も、久しぶりに会えば毎回全員が爆笑します。また1人を除き全員が立
命館大学にいるとはいえ、高校とは違い、学部やキャンパスが離れているの
で、新しい情報交換も非常に楽しかったです。就活はほとんどが終えている
ので、次は23人全員集まりたいです。

2013年度卒業 硬式野球部同窓会

　2017年9月16日、高校を卒業してから2回目となる2014年度卒吹奏学部同窓会を
開催しました。
　昨年の夏から留学に行っていた人が多かったこともあり、久しぶりにみんなと顔を合
わせることができました。
　前回の同窓会の時は大学に入ってすぐだったのですが、その後の大学生活の話や、今
後の進路の話、この同窓会に来れなかった仲間たちが今どうしているかなど、様々な話
で盛り上がっていました。
　卒業してから３年経っても、この学年で集まった時の雰囲気は変わらず賑やかで、と
ても楽しい時間になりました。この度は同窓会の開催にあたり、鳳凰会より援助を頂く
ことができ、大変感謝しております。ありがとうございました。

2014年度卒業 吹奏楽部同窓会

　2017年12月6日、2016年IMコース卒業生で同窓会を行いました。今回集
まったのは留学先がニュージーランドだったメンバーで、高校時代やニュー
ジーランドでの思い出話に花を咲かせ、高校生だったころに戻ったかのように
思えました。Theory of knowledgeやGlobal leaders studyなどIMコースで
学んだことは今の私たちにとって貴重な財産であり、他ではしがたい経験がで
きたIMコースに入ってよかったと改めて実感しました。 高校を卒業し、関西圏
外や海外の大学へ進学した人たちも多く、このような会を開くことはなかなか
難しい状況でしたが、おかげさまで20歳になるという節目の年にこのように懐
かしい友達と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。

2016年IMコース卒業 同窓会

　2018年5月5日、今回は33歳ゾロ目の年でもあり、また旦那さんの海外
（ベトナム）転勤について行くメンバーが1名いるということで集まりまし
た。10名全員が集合するのは約2年ぶり。子どもも増え、話題も10代の頃と
は様変わりしましたが、それぞれが話題を持ち寄るので話しは尽きず、あっ
という間のひとときでした。

2003年卒業 女子バスケット部同窓会

ReunionReunionReunion同窓会の開催報告同窓会の開催報告同窓会の開催報告

●鳳凰vol.28
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2018年3月10日（土）に『女子バスケットボール部ＯＧ会』を開催しました。
　3年ぶりの開催となりましたが、就職活動をしている学生から、バリバリ
仕事をしているキャリアウーマン、仕事と育児の両立に励んでいる者、結
婚・出産を控えている者など、この日は、大学生から30代までの幅広い年齢
層の卒業生が27名集まることができました。同級生同士はもちろん、先輩・
後輩同士、お互いの近況報告や情報交換をしたりしながら、学年の枠を飛び
越えて交流を深めました。また、昔の思い出話になると話は尽きず、大いに
盛り上がりました。
　短い時間ではありましたが、みんなが笑顔になれる時間を過ごすことが
できました。“年に１回は開催して、みんなで集まろう！！”ということを約
束して会を終えました。

女子バスケットボール部ＯＧ会

　2018年1月8日、ホテルグランヴィア京都にて2013年に立命館宇治中
学校を卒業した8期生で成人式を祝うパーティーとして、同窓会を行ないま
した。
　２時間半と短い時間ではありましたが、皆和気藹々と久しぶりに会う友
人との再会や思い出話を楽しみました。また、中学校時代に担任や学年主任
をしていただいた先生方３名（辻野先生、中島先生、西田先生）にも参加して
いただき、成人を祝うコメントをいただきました。先生方も教え子たちの成
長した姿を見て喜んでおられました。皆、各々で好きな場所に行き、好きな
人と話し、様々な人と写真を撮っていました。最後には全員で集合写真を撮
り、良い記念品となりました。同窓会が終わり、会場を出てからもクラスで
集まったり、写真を撮ったりしながら余韻を楽しみました。

2013年卒業 中高一貫８期生同窓会

　2017年9月16日（土）午後6時半から京都駅前新阪急ホテルにて1984年度卒業宇治
高等学校同窓会（紫陽花会）を開催いたしました。今回は、急な開催だった為、参加者が12
名と少なかったですが、当時の硬式野球部、剣道部、帰宅部のメンバーが集まりました。
幹事の松上祐一君の乾杯の挨拶で始まり、30年以上前の懐かしい顔ぶれが揃い、お互い

「オッサンになったなぁ」「みんな肥えたなぁ」などの笑い声が聞かれました。
　みんなの会話の中で意見が同じだったのは、「私達の高校時代は現在では考えられない
くらいやんちゃな時代で先生も生徒も熱く逞しい青春時代だった」と当時の出来事が懐
かしく思いました。
　今回は第1回目という事で出席者は少なかったですが、次回からは出席者も増やし、当
時の先生方も来ていただけるようにしていきたいと思います。

1984年度卒業生 同窓会

　私達は立命館宇治高校に入学し20年になります。
　その2017年の年末、12月29日に３回目となる学年の同窓会を実施し
ました。入学から20年経つとさすがに年もとりますし、家庭環境の変化が
あったりと色々ありますが、いい意味で変わらない部分も残っており、普段
会えない旧友と楽しい時間を過ごす事ができました。
　今回幹事の力不足で約50人の参加でしたが、次回開催の際は多くの方に
参加していただけたらと思います。

2000年度卒業生 同窓会

　2017年8月9日、2013年度卒の硬式野球部の23人中17人が集まりま
した。場所は木屋町の居酒屋でした。やはり附属校ということで、大学の他
の高校出身の人とは違い、大半が集まれるということは非常に良いことだ
と思います。私達の学年は入学後すぐに1年生の頃に3人辞めましたが、そ
れ以降は1人もかけることなく最後まで野球をすることが出来ました。また、
一人一人の仲も非常に良く、それが今もこうやって大人数が集まることが
できる要因だと思います。
　飲み会では、やはり高校時代の思い出話に花が咲きます。何度もしたよう
な話も、久しぶりに会えば毎回全員が爆笑します。また1人を除き全員が立
命館大学にいるとはいえ、高校とは違い、学部やキャンパスが離れているの
で、新しい情報交換も非常に楽しかったです。就活はほとんどが終えている
ので、次は23人全員集まりたいです。

2013年度卒業 硬式野球部同窓会

　2017年9月16日、高校を卒業してから2回目となる2014年度卒吹奏学部同窓会を
開催しました。
　昨年の夏から留学に行っていた人が多かったこともあり、久しぶりにみんなと顔を合
わせることができました。
　前回の同窓会の時は大学に入ってすぐだったのですが、その後の大学生活の話や、今
後の進路の話、この同窓会に来れなかった仲間たちが今どうしているかなど、様々な話
で盛り上がっていました。
　卒業してから３年経っても、この学年で集まった時の雰囲気は変わらず賑やかで、と
ても楽しい時間になりました。この度は同窓会の開催にあたり、鳳凰会より援助を頂く
ことができ、大変感謝しております。ありがとうございました。

2014年度卒業 吹奏楽部同窓会

　2017年12月6日、2016年IMコース卒業生で同窓会を行いました。今回集
まったのは留学先がニュージーランドだったメンバーで、高校時代やニュー
ジーランドでの思い出話に花を咲かせ、高校生だったころに戻ったかのように
思えました。Theory of knowledgeやGlobal leaders studyなどIMコースで
学んだことは今の私たちにとって貴重な財産であり、他ではしがたい経験がで
きたIMコースに入ってよかったと改めて実感しました。 高校を卒業し、関西圏
外や海外の大学へ進学した人たちも多く、このような会を開くことはなかなか
難しい状況でしたが、おかげさまで20歳になるという節目の年にこのように懐
かしい友達と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。

2016年IMコース卒業 同窓会

　2018年5月5日、今回は33歳ゾロ目の年でもあり、また旦那さんの海外
（ベトナム）転勤について行くメンバーが1名いるということで集まりまし
た。10名全員が集合するのは約2年ぶり。子どもも増え、話題も10代の頃と
は様変わりしましたが、それぞれが話題を持ち寄るので話しは尽きず、あっ
という間のひとときでした。

2003年卒業 女子バスケット部同窓会

同窓会の開催報告同窓会の開催報告同窓会の開催報告
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◆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
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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。

同窓生のみなさんへ

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。

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。

3月9日（金）、各クラスより選ばれた2017年度
の鳳凰会新幹事の皆さんに集まっていただき、
説明会を開催いたしました。鳳凰会の出雲会長
より、新幹事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があり、卒業後も幹事の
皆さんを中心に同窓生の交流・親睦を深め、ま
た、鳳凰会の各企画にも積極的に協力していた
だくよう要請がありました。
新幹事の皆さん、よろしくお願いいたします。
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０
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氏　名
飯塚　　楽
星野　　麗
朝比奈優樹
岡村　歩実
辛坊　　仁
吉川　明伽
福井　開人
福井　直人
古田　倖基
四方　結希
花田　雷覇
玉田　大剛
藤原　彦貴
奥平　優里
若原　智哉
岡田　玲奈
橋本　　尽
岩瀬　加奈
中川　秀太
池田　昂平
吉澤　亮太

クラス

1組

2組

3組

4組

5組

6組

7組

8組

9組

10組

鳳凰会では、2005年度より「鳳凰賞」を制定しています。この賞は、社会的
に高く評価され顕著な実績を挙げた同窓生個人または団体を顕彰するもの
で、その第１号は2005年度ヘルシンキの世界陸上日本代表としてマラソ
ン団体銀メダルを獲得した 小﨑まり氏（94卒）でした。
また同賞には現役中高生に対しても、顕著な活躍を称えるとともに、今後の
更なる飛躍を期待して「激励賞」を設けています。
2017年度は3月9日（金）に「激励賞授与式」を行い、正賞（賞状）及び奨学金
として個人5万円、団体10万円を贈呈いたしました。
中　学　○バトントワリング部
　　　　　・第45回バトントワーリング全国大会金賞

高　校　○片山弓華
　　　　　・第29回全国高等学校駅伝競走大会（女子）
　　　　　 第4位入賞メンバー 第２区区間４位

　　　　○若原智哉　
　　　　　・2017年度　Jユースカップ
　　　　　 第25回Jリーグユース選手権　優勝
　　　　　・2017年度　U-18日本代表／AFC U-19選手権
　　　　　 2018 予選グループＩグループ１位

2018/3/9
鳳凰賞激励賞
授与式

2018/3/9
新幹事説明会
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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「同窓会」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/ http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

鳳凰会会員の皆様にお願い
鳳凰会は主に卒業生の終身会費により運営されていますが、拡大していく会員数から発生する
郵送費等の増大により、財政状況は年々厳しくなってきています。これまで各種助成金の支給
基準の見直しや同窓会企画の簡素化等により経費節減に取り組んで参りましたが、今後一層の
効率化のため、会報誌「鳳凰」につきましてはＨＰの掲載による配布を基本とし、ペーパレス化
を図ることにいたしました。実施時期につきましては現在検討中ですが、今まで通り冊子を希
望される方につきましては、お申込により送付させて頂く予定です。
昨年度からの活動方針にもあります通り、今後も引き続き効率的な予算運営を図り、鳳凰会の
財政基盤の強化に努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

大阪府北部を震源とする
地震により被災された皆
様、平成30年7月豪雨の災
害により被災された皆様
に、心よりお見舞い申し上
げるとともに、被災地の一
日も早い復興をお祈り申
し上げます。

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。

「同窓会」コーナーのアドレス
  http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/
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。

“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“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

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＝常任理事会で決定いたします。また、同窓会終了後に代
　　　　　　　　 表者による常任理事会での報告をお願いします。
　　なお、同一の学年、クラブ、クラス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。
　　また、冠婚葬祭による会合は対象外とします。
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。

申請要項


