押し切られた格好で副会長をお引き受けする事となりま
した。先輩には逆えないのが同窓会。ならばと今度は後
輩である 33 期の浜田有司新副会長に一番大変な総務担当
副会長を押し付け、私は無任所の副会長となる計画を立
てました。まんまと作戦成功と思いきや、無任所という
のは何もしなくてよいのではなく、責任を持って遂行す
る具体的な任務が無い代わりに全ての事情を把握して、
会長に判断を仰ぐ役目であるという事が分り、あらため
て気を引き締めて取り組もうと思っている次第です。
閑話休題、その藤本会長より今回「伯友」誌の巻頭言執
筆の依頼を受けました。従来は「会長挨拶」でしたが、今
回より副会長が持ち回りで「巻頭言」を、書く事となり、
私が先陣を務める事となりました。至らぬ点も多々ある

「世代交替」

かと思いますが、ご放免下さい。
この 2 年のコロナ禍を振り返ると、会議が本来の会場

伯友会副会長
32 期

近 藤

開催が出来ない状態が続いております。そんな中、リモー

健

トを交えたハイブリット形式で開催できているのは、50
期台、60 期台の若い会員が知恵を絞って工夫してくれて

前回の役員改選時に会長交替とそれに伴ない副会長は

いるお蔭です。会議の度にどんどんインフラが整備・増

全員退任し、常任幹事人事と共に若返りを図ろうという

強されているのを見るのは、今や会議に参加する楽しみ

のが、役員（会長・副会長・各委員会委員長）一同の合意

の 1 つになっています。昨年 12 月には、コロナの第５波

する所でした。31 期の藤本先輩が新会長に決まり、私も

と第６波の合間を縫うように、忘年会を伴う常任幹事会

副会長を退任しました。いや、退任したと思っていまし

を開催する事が出来ました。何とその時の参加者の半分

た。すると藤本新会長より副会長就任の依頼がありまし

位が初対面でした。メンバーが若返っているのです。若

た。私が「副会長全員が退任する前提で進めた人事です

手の台頭で伯友会の前途は洋洋であります。老兵は晩節

よ」と説明すると、
「了解している。だから君は副会長を

を汚さないよう努めるのみです。

退任し、新会長である私が改めて君に新体制の副会長就
任を要請するのだから、何の問題も無い」とおっしゃり、

私の写真は敢てマスク姿の物にしました。何年か経っ
てコロナを思い出すきっかけとなればと思っております。

2022 年度六甲伯友会総会招集告知
右の要領で 2022 年度六甲伯友会総会の開催を予
定しています。
しかしながら現在、新型コロナウィルス感染症に
よる影響が予断を許さない状況になっています。
2022 年度総会・懇親会につきましては、現時点では
開催予定ですが、事態の今後の推移により、総会の
延期・懇親会の中止も考えられます。詳しくは本誌
4 頁の〈ご案内〉をご参照下さい。中止の場合は、4
月初旬に伯友会ホームページ上に掲載するととも
に、参加申込者にご連絡いたします。
六甲伯友会 会長 藤本久俊

開催日 2022 年 4 月 23 日（土曜日）
開 会 午後 3 時（受付は午後 2 時半から）
場 所 神戸ポートピアホテル
主な議題 ・2021 年度事業報告
・2021 年度決算報告
・2022 年度事業計画
・2022 年度予算
・その他
1
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2022 年度伯友会総会・懇親会幹事挨拶

2022 年度伯友会総会・懇親会幹事は 54 期が担当させていただき
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
この 2 年、総会・懇親会は新型コロナウィルスの影響により現地

■会員委員会

開催できておりませんが、今年は現地での開催を目指して準備を進

リアルとリモートのハイブリッド開催を計画しておりました

めて参りました。

2021 年度の伯友会総会懇親会ですが、残念ながらこのコロナ禍で

皆様におかれましては、コロナ禍の生活に慣れつつあるとはいえ、

ホテルでの開催を断念せざるを得なくなってしまいました。同様の

やはり何かを我慢する状況が長期間続いております。こういった状

理由で同期会や伯友会ジュニアといった会員交流促進のための会合

況の中でも平常心を保つことが出来ているのは、六甲学院で学んだ

もほぼ開催できず、このための予算のほとんどを消化することがで

おかげであると私は考えております。

きませんでした。今期は少しでもこういった会合が開催されること

年代こそ違え、青春時代を同じ学校で過ごしたという共通の話題

を期待し、委員会としてサポートしていきたいと考えております。

以外にも、六甲の OB の人たちとは、人との接し方・物事の捉え方
といったいわゆる六甲精神を感じております。この六甲精神とは何

■情報委員会

なのかについては、卒業生にとっては大きな命題です。

伯友会関連の行事や会議においても、世間と同様にリモート実施

今回、前校長の古泉先生に六甲精神についてご講演いただきます

がスタンダードになりつつある昨今、リモート会議の環境を整備し

が、その命題の解決の糸口がつかめるかもしれないと個人的に期待

ました。伯友会名義で Zoom アカウントを契約し、ワイヤレスマイ

しております。六甲精神について考える機会を共有させていただけ

クやスピーカーなど生徒研修所におけるリモート会議用の設備を揃

ればと考えております。

えたほか、生徒研修所に wifi 環境を整えました。伯友会の正副委員
長会議・常任幹事会・幹事会・総会・東京支部活動のみならず、イエ
ズス会他校同窓会との交流などにもリモート会議が活用されていま

幹事代表 54 期 石井宏武
〇

〇

「平成塾」のご案内

す。
なお伯友会インターネット通話アカウント貸出に関する内規を整

日 時 4 月 23 日（土）12：30～14：30

備し、会員への ZOOM アカウントの貸出を行っていましたが、現

場 所 本館 2 階「のじぎくの間」

在セキュリティの関係で貸出を一時中止しております。再度使用可

会 費 1,000 円

能になりましたら、改めてご案内いたします。ご迷惑をおかけしま

内 容 ① 35 期酒井補佐司教による基調講演

すがご了承ください。

（約 25 分）
②参加者全員によるディスカッション

■事業委員会

テーマ：コロナウイルス

毎年 2 回実施している、在校生向けの OB による講演会について

六甲教育と伯友会

は、コロナ禍の中、
『がんになった緩和ケア医が語る「残り 2 年」の

ジェンダーについて

生き方、考え方』の著者の関本剛さん（52 期）2021 年 6 月、実施さ

オリンピック・パラリンピック等

せて頂きました。来年度も、各界で活躍されている OB の方をお招

から 3 つを選んで各 30 分程度。

きして、在校生の方々の知見と視野を広げたいと思っております。
また、姉妹校との交流においては、2021 年の栄光学園 OB 会関西
支部設立に伴い、関西での姉妹校交流を盛り上げて参りたいと思っ
ております。79 期への卒業記念品として、今までのキーホルダーに
代え、新たに IHS のロゴ入りオリジナルマグカップ（写真参照）を、
贈呈することになりました。手前味噌ですが、とてもよい出来栄え
なので、
「これなら欲しい」という OB もいらっしゃるかと思うので、
総会時に 1 脚 2,000 円（税込み）にて販売致します。好評であれば、
ホームページでの注文の受付も考えますので、是非ご購入下さい。

〇

〇



音楽部の定期演奏会に「OB との合同ステージ」




 長年、音楽教員として、また音楽部顧問として六甲生を 


 ご指導いただきました小原肇先生が 3 月をもって退職さ 


 れます。そこで今回、音楽部 OB として小原先生に感謝 


 の思いを伝えるべく、現役音楽部の定期演奏会の中で 
 「OB との合同ステージ」というコーナーを設ける運びと 


 なりました。小原先生の教員としての最後の演奏会、盛 


 大に開催できればと考えております。このような状況下 


 ではありますが、万障お繰り合わせの上、是非とも足を 
 お運びいただけますと幸甚に存じます。







 日 時：2022 年 3 月 27 日（日）15：30 開場 16：00 開演 


 場 所：東灘区文化センター うはらホール

 入場料：500 円（全席自由）



 連絡先：rokkomusick@gmail.com
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■伯友奨学基金にご協力を

六甲学院からの要請を受けて「伯友奨学基金」を設立しておりま

す。
昨今、学費に困窮する学生が増え、大学生の二人に一人が約 300
万円の負債を追って社会に出るのが日本の現状となっています。ま

■会誌「伯友」秋号の発送について

た、長引くコロナ禍により、収入の道を閉ざされた人たちも増えて

伯友会の会誌「伯友」春号は会員全員に、秋号は会費納入者の中

おります。

で秋号の送付を希望される方と、六甲学院を卒業後 4 年間に該当す
る方全員に送付いたします。

六甲学院も決して例外ではなく、奨学金を必要とする学生が年々
増加しております。“家庭の経済的理由で六甲を去らねばならない

広報委員会では、情報提供をホームページ等を通じて会員サービ

後輩を一人も出したくない”という思いで設立された奨学基金です。

スの向上をはかっております。
（
［WEB］www.hakuyu.jp、
［ツイッ

年間約 50 万円の授業料相当分を一人もしくは二人に毎年給付し

ター］@rokko_hakuyu）ご意見・ご質問・ご要望等ございましたら、

ていくことを目標としており、これからも継続的な積み立てが必要

事務局までご連絡ください。

です。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

なお、秋号の送付を希望される方は、事務局までお申し出くださ
い。

本年は 9 件 1,323,000 円のご寄付をいただきました。寄付者の
方々に御礼申し上げます。
寄付者名（敬称略）

■会費納入のお願い

旧教職員 渋谷和夫

会員には会費の納入義務があります。会費は伯友会にとって重要

15 期 田嶋紀雄、16 期 北村 豊、24 期 加藤孝雄、30 期 塩村 仁、

な収入であり、伯友会運営にとって貴重な財源です。未納の方は是

34 期 大西勇一、38 期 田渕信也

非とも納入して下さい。

他 匿名 2 名

■伯友会事務局からのお知らせ

伯友会事務局の執務時間は、年末年始とお盆の頃を除く、
（原則的

に）月・水・金曜日の P.M.1:00〜P.M.5:00 です。ご用の内容に依り
即答できず、お時間をいただく場合もありますが、必ずご返答いた
しますので、ご遠慮なくご連絡ください。

宛名ラベルの見方：あなたの会費が何年度分まで納められているか
は、宛名ラベルに記載されています。もしあなたが終身会員であれ
ば、会費納入状況は『終身』となっています。
2022 年度分まで納入済みの方は『2022』となっています。また、
会費納入実績が無い場合は記載がありません。
年 会 費：伯友会年会費は 3,000 円です。会費未納期間が 3 年以上
ある場合は、2 年前に遡り本年度分を含めて 3 年分納入いただきます。
終身会費：終身会費は 45,000 円です。既に半数の会員が終身会員
になっています。終身会員になると年会費の納入の必要がなく、毎
年会費を納入する煩わしさもなくなります。また、過去の未払いの
年会費を遡って徴収することもありませんので、終身会員になられ
ることをお勧めしています。なお、今年度以降の会費を納入済みの
方にはその分を 45,000 円から差し引かせていただきます。

伯友会会費の納入は
●三井住友銀行六甲支店（421）
口座番号（普通）1103520
口座名 六甲伯友会
●郵便振替
口座番号 01110 − 8 − 73016 口座名 六甲伯友会
伯友基金への振込は
●三井住友銀行六甲支店（421）
口座番号（普通）3692900

口座名 伯友基金

伯友奨学基金への振込は
●三井住友銀行六甲支店（421）
口座番号（普通）4513835

口座名 六甲伯友会奨学金

※ご入金の際には事前に期・名前を事務局までお知らせください。
※寄付者のお名前は会誌の春号に掲載されます。匿名希望のかたは併
せてお知らせください。

■伯友基金について

伯友基金は六甲学院の教育活動と社会奉仕活動のために使用する

目的で 1993 年に設立された基金です。第 3 運動場のナイター照明
や高校教室のプロジェクター設備なども、この基金を活用して設け
られました。また、基金の一部から、東ティモール聖イグナチオ学
校奨学金プログラムへの協力も行っております。
本年は 4 件 1,058,000 円のご寄付をいただきました。寄付者の
方々に御礼申し上げます。
寄付者名（敬称略）
17 期 横田正博、20 期 宇都宮光、30 期 塩村 仁、34 期 大西勇一
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発行日
発行人
編 集
印 刷
校 正

2022 年 3 月 15 日
藤本久俊
広報委員会
㈱学術出版印刷
久井千岳

伯友会事務局 〒 657‒0068

神戸市灘区篠原北町 1 丁目８番 25 号
六甲学院生徒研修所内
TEL.078‒861‒6588 FAX.078‒861‒6573
E‒mail office@hakuyu.jp

２０２２ 年度

六甲伯友会 総会・懇親会
2022年 4月23日（土）

東京での
関東支部
懇親会は
上智大学にて
開催方針
（日程未定）

@神戸ポートピアホテル 本館

懇親会会費

＜参加申込方法＞（3月31日締切）

1～22期：6,000円
23～54期：8,000円
55～64期：6,000円
65～76期：4,000円
77～79期： 無 料_

① 同封の申込みハガキ
② 伯友会事務局 e-mail：office@hakuyu.jp
③ 伯友会ホームページの申込みフォーム ⇒

平成塾は 参加費1,000円

古泉先生 著書

『 六甲学院誕生物語
0

平 成 塾

12:30 ～ 14:30

本館２階 のじぎくの間

総

会

【基調講演＋参加者による討論会】
現地開催+Web配信

著書『六甲学院誕生物語～高み
をめざして～』が、このほど完成

しました。この機会にぜひお
買い求めください。

16:30 ～ 18:30

現地開催+Web配信

本館地下１階 偕楽の間（16:00 開場）※場所が例年と異なるためご注意下さい
【講演】「六甲精神の源流を探る」 第9代校長 古泉 肇 様
（旧姓 佐久間）

Zoomにより実施いたします ⇒

』

六甲教育の現場に50年に渡り

※総会のWeb配信については 決まり次第HP・SNS等でお知らせします

＜Web配信のお知らせ＞

～高みをめざして～
当日販売のお知らせ

関わってこられた、古泉先生

15:00 ～ 16:00

本館２階 のじぎくの間

懇 親 会

現地開催のみ

［価格］2,000円（税込）
［販売場所］偕楽の間 入口
［販売時間］
懇親会開始前

16:00～16:30

懇親会終了後

18:30～19:00

ミーティングID：881 3919 6969
パスコード：hakuyu

※Web配信のご視聴のみの場合は参加申込は不要です。当日になりましたら記載の内容に従って各自でご覧ください。

＜ご案内＞

■ 総会・懇親会についてはWeb配信を行います（現地開催中止の場合もWeb配信は実施します）
■ 2年連続で現地開催中止となっておりましたため 今年度は77～79期が無料となります

・兵庫県感染拡大予防ガイドラインに従って感染症対策に配慮して開催いたします
・現地開催の可否については新型コロナウイルスの感染拡大状況を総合的に考慮して
遅くとも4月16日までに判断し 現地（ホテル会場）での開催が取りやめになった場合は
参加申込時にご指定の方法（メールまたはハガキ）で速やかにお知らせいたします
・最新情報については伯友会ホームページ（https://www.hakuyu.jp/）でご確認ください
・ご来場にあたり体調不良の場合はくれぐれもご無理のないようお願いいたします
・会場内ではマスクの着用と黙食について ご理解とご協力をお願いいたします
＜54期 幹事グループ＞ 【代表】石井 【会計】末松 【企画】石塚, 岸本, 道信 【広報】山中
【関東メンバー】 安富, 池田, 門元, 柴垣, 白井, 土井, 久野
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