
2019 年 12 月吉日 

住高 21 会（住吉高校 21 期同窓会）の皆様 

大阪代表幹事  元木幹治 

東京代表幹事  山中英幸 

 

 時間の経つのは早いもので、もうすぐお正月です。いかがお過ごしでしょうか？ 

 恒例の同窓会の案内です。毎年ご参加の方々はもちろん、初参加やしばらくぶりのご参加の皆様も大歓

迎です。例年、大阪で 50〜60 名、東京で 20〜30 名程度参加して、賑やかにワイワイガヤガヤとやってお

ります。初参加でも、まず、知らない方ばかりということはありませんので、ぜひご出席ください。 

 多くの方々がすでに第二の人生を歩み始めています。面白いお話もたくさん聞けると思いますので、ぜ

ひこの機会に旧交を温めてください。 

 

――――東京 21 会（住高 21 期東京同窓会）――― 

日時： 2020 年 1 月 25 日（土） 12：00～14：30  開場・受付は 11：30～ 

場所： ビアステーション 恵比寿ガーデンプレイス店（＊今までと違った、新しい場所です） 

  https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=82 

JR 山手線「恵比寿駅」東口 徒歩 5 分 

東京メトロ 日比谷線「恵比寿駅」１番出口 徒歩 7 分 

会費： 6,500 円～7,000 円（飲み放題付、もちろん恵比寿ビールも飲み放題） 

（※）引き続き、恵比寿界隈で２次会を予定しております。ご都合のつく方は、ぜひご参加下さい。 

 

――――大阪 21 会（住高 21 期大阪同窓会）――― 

日時： 2020 年 2 月 24 日（月・祝） 11：30～15：30  開場・受付は 11：00～ 

 11:30～12:30 講演 井上 修さん 

「我が町・古市が世界歴史遺産に選ばれた！」 

～歴史のワンダーランド 大阪・河内を感じよう～ 

  12:45～15:30 懇親会（お弁当とお寿司の宴会） 

場所： 北畠会館（住吉高校同窓会館） 

  大阪市阿倍野区北畠 大阪府立住吉高校内（旧テニスコート東側） 

会費： 5,000 円 

（※）引き続き、同場所で２次会（1,000 円）を予定しております。ご都合のつく方は、ぜひご参加下さい。 

講演者プロフィール： 井上 修（いのうえ おさむ）さん 

羽曳野市古市に生れ、白鳥保育園、古市小学校で遊び学ぶ 

慶應義塾大学法学部 S49 年卒 

日本生命勤務を経て、現在は不動産管理および NPO 法人・アポロン介護事業団に携わ

る。 



「大阪検定準 1 級」を取得、「大阪府謎解き散歩」を共同執筆 

今も古墳群に囲まれた幸せな環境で生活している 

 

----------------------------------  

●出欠 FAX（同封の返信用紙を利用）かメール（PC or 携帯）でご回答ください。 

FAX 送付先：  西川（東京） 047-372-2139  元木（大阪） 072-745-0105  

メール送信先：  西川（東京）gonotora@jcom.zaq.ne.jp  岡山（大阪）yasumi.okayama@gmail.com 

（※）出席・欠席、氏名（旧姓）、欠席の方は近況等をご記入ください。連絡先等に変更がある場合は、

変更内容等の記載もお願いします。メールに対しては確認のために返信メールを送ります。携帯メ

ールでインターネットからのメールを受信拒否されている方には届かない可能性がありますので、

上記メールアドレスからの受信許可の設定をお願いします。 

回答期限： 2020 年 1 月 11 日（土）（できるだけ早めにご返事ください） 

お問い合わせ及び当日の緊急連絡先： 

 西川 廣（東京）  TEL:090-4749-3479 kenkunsrn@ezweb.ne.jp 

   岡山保美（大阪）  TEL:090-5010-4810 yasumi.okayama@gmail.com 

 

●その他  

――――【予告】 古希記念 宿泊同窓会の開催――― 

○日時： 2020 年 10 月 25 日（日）～26 日（月） 

○場所： 氷見温泉郷「くつろぎの宿 うみあかり」（富山県） 

○内容： 現地集合・解散（近辺の周遊は企画中） 

還暦記念で実施した第 1回宿泊同窓会（2010 年 10 月 23 日・24 日、浜名湖舘山寺温泉「ホテ

ルウェルシーズン浜名湖」、72 名参加）以来、第 2回宿泊同窓会（2014 年 2 月 1日・2日、

静岡県焼津「ホテルアンビア松風閣」、69 名参加）、卒業 50 周年記念修学旅行再現同窓会

（2017 年 11 月 12 日～14 日、37 名参加）に続く第 4回目の宿泊同窓会を古希記念として企画

しております。おそらく、今回が最後の 21 会の東京と大阪の全体で行う宿泊同窓会になりま

す。日頃からご親交のある同級生の方々をお誘い合わせの上、ぜひ参加をご予定ください。

案内は来年 4月頃にお送りする予定です。一人でも多くの皆さまのご参加をお待ちしており

ます。 

 

――――21 会費（1,000 円）の納入にご協力ください。＜2017 年から値下げしています＞――― 

21 会費は同窓会案内の発送費等に充当します。同窓会当日に現金か、ゆうちょ銀行への振込（口座

番号は下記参照）でお支払いください。よろしくお願いします。 

ゆうちょ銀行の口座番号 

＜ゆうちょ銀行から振り込む場合＞ 

ゆうちょ銀行 口座番号 記号・番号 14150-77148951  



加入者名：住高 21 会 代表者 木村隆 

＜全国の金融機関ＡＴＭから振り込む場合＞ 

 銀行名：ゆうちょ銀行 

 金融機関コード：9900 

 店番：418 

 預金種目：普通（または貯蓄）→いずれでも OK 

 店名：四一八店（ヨンイチハチ店） 

 口座番号：7714895 

 

●最近の同窓会参加者(敬称略)  

【東京 21 会(2019 年 1 月 26 日)】 23 名 

<男性> 16 名 生駒憲治、岡山保美、川原英一、小林正治、近藤幸直、佐々木誠、杉谷雅

夫、恒川博、常田誠、西秀訓、西川廣、埜田一雄、堀内良人、山中明実、山中英幸、山

本富雄 

<女性> 7 名 青山（上羽）和美、新井（木村）章子、川北（伊藤）和子、竹内（東崎）

万里子、田中（岩城）敏恵、藤井（中西）一栄 、山口（上杉）和子 

【大阪 21 会(2019 年 2 月 16 日)】 64 名 

<男性> 48 名 秋元正久、井上洋一、井上修、氏原徹、内山茂、江刺潤一、大串始、岡山

保美、柿本厚、木下一志、木村隆、蔵口康裕、栗谷知良、小西由高、小林節夫、山東孝

雄、杉原滋、杉本裕二、炭本善博、辻本英璽、寺尾章、中尾徹、中田富美男、中村秀

樹、中山広司、難波敏郎、波多信、林秀典、福島道治、福島健、福地隆治、福山潤、藤

野登喜博、保地洋志、枡井俊一、松永秀嗣、三木保隆、溝口三郎、峯岡武夫、元木幹

治、森政次、森下誠、八内昭博、八尾隆、矢倉史朗、山内良久、山中英幸、吉川博雄 

<女性> 16 名 足立（楠木）英代、飯田美佐子、江刺（金山）洋子、笠松（寺村）麗子、

川北（伊藤）和子、菊地（岸本）映里子、峪道代、里内（後藤）和子、杉本（西井）裕

子、瀬田（山下）代志美、高野（塩見）淑子、頭井（羽淵）佳子、橋田（森住）真理

子、福田（市村）直子、都（米川）恵都子、連（藤田）寿賀子 

 

●同窓会の報告と写真等 

住吉高校同窓会のホームページの各期だよりに掲載しております。「住吉高校同窓会」をキ

ー ワードとして Google 検索し、住吉高校同窓会のホームページへ移動し、「各期だより」

から 「高校 21 期」を選択すると、21 期の記事ページへのリンクが表示されます。そこ

に、報告や Web 写真へのリンクが掲載されています。還暦記念等の宿泊同窓会の報告も載っ

ています。ぜひご覧ください。 

  



●地図 東京 21 会（ビアステーション 恵比寿ガーデンプレイス店） 

  



住高 21 会（住吉高校 21 期生同窓会）出欠票 

 

西川（東京開催）（ＦＡＸ：047-372-2139） 

元木（大阪開催）（FAX：072-745-0105） 

 

2020 年 1 月 25 日（土）の東京開催に、（出席・欠席）します。 

2020 年 2 月 24 日（月・祝）の大阪開催に、（出席・欠席）します。 

 

 

氏名：                         （旧姓） 

 

住所：〒 

 

 

 

電話番号：                      （自宅・携帯） 

 

メールアドレス： 

 

 

近況等：（欠席の方はご記入をお願いします） 


