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校長
兼本　　隆

ご挨拶

　友城会の皆様におかれましては、ま
すますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　また、日頃より友城会の運営に関し
ましてご支援ご指導を賜り心より感謝
申し上げます。
　今、日本に於いては二つの国難に面
し、私たちは生活面でも大きく影響を

受けております。
　一つは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行です。昨
年当初から日本でも感染が始まり姫路別所高等学校の令和
元年度卒業式、友城会入会式に於いても色 な々制約を受けた
式であったことを思い出します。そして、令和３年もコロナ禍の
状況は悪化したままスタ－トを切りました。厳しい環境下にお
いて、懸命にたくましく生き抜いておられるＯＢの皆様には敬
意を表します。私は、今ほど人と人との繋がりや人を想いやる
心の大切さを感じたことはありません。だからこそ、友城会の
存在を大切にしたいと思います。

　二つに、人口減少・少子化の進行であります。戦後のベビ－
ブ－ムには年間270万人生まれた新生児が2021年には80万人
を切ろうとしています。当校においても、昭和59年に１学年11
クラスあったのが令和２年には３クラスに減少し、これ以上
減少すると学校運営に支障をきたすところまできています。現
在、姫路市では小・中学校の統廃合の問題が出ています。い
ずれは、高校のありかたも近い将来には全県的に検討課題と
なることは避けられないでしょう。当校の学校評議員会では
地域の自治会長等も出席され、学校全体について話し合われ
ますが、地域においても存在感を示し期待された学校である
ことは、会議の内容にも表れております。【私たちにとって
掛け替えのない母校】、創立50周年を迎えようとする我校
を友城会としても守っていかなければなりません。
　この二つの国難の時代に、私たち友城会会員（卒業生、旧
職員）として、どの様に考え行動するかを問われる時期が来て
いると思われます。縁あって集った学校であります。この縁を
大切にしていただき今後の友城会における活動に対しまして、
更なるご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　友城会会員の皆様におかれまして
は、ますますご健勝のこととお慶び申し
上げます。
　また、平素より本校教育に深くご理解
ご協力を賜っておりますこと厚くお礼申
し上げます。
　本校は「市川の東に姫路市内の県立
高校を」という要望により、県立姫路東

高等学校御国野校舎において４クラスでスタートしてから今年
46年目を迎えました。昭和59年には１学年11クラスの大規模校
でしたが、近年の生徒数の減少に伴って今年度は３クラス規模
の募集となり、令和４年度には全９クラスの高等学校となる予定
です。小規模の高校となりましても「友愛、責任、自立」の校訓の
もと、生徒が「夢」を実現していける教育を推進して参る所存で
す。
　さて、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で４月に
緊急事態宣言が出され、４月５月が休業となりました。学校再
開後も地域と連携した活動はほとんどが中止となりました。特
に部活動に所属する生徒にとっては、日頃の成果を発揮する大
会や発表会がなくなったことは悔しく残念だったと思います。加
えて、年が明けた１月７日に１都３県に緊急事態宣言が出され、

この影響で２年生は２月５日から３泊４日で予定していた沖縄
への修学旅行を断腸の思いで中止致しました。本校はこれまで
「体験に勝る教育は無い」をモットーとした教育を進めてきまし
た。このように多くの活動が制約され、自粛となることはとりもな
おさず生徒の成長のためのチャレンジの場がなくなっていると
いうことであります。また、現在でも、生徒には「昼食時に話をし
ないこと」「向かい合って食事をしないこと」「密集せず、大声で
話さないこと」等を指導しています。生徒の成長には他の生徒と
の会話やコミュニケーションは欠かせません。生徒育成の真逆
の教育を行っているのではないかと矛盾を感じざる得ない状況
も続いており、将来「コロナ世代」と言われるだろう今の高校生
の今後にどのような影響が出るのかが心配でなりません。
　しかし、パナソニックの創業者である松下幸之助氏は「挫折
の中で人は強くなる」と言いました。きっと本校生徒もコロナ禍
の中でしっかりと成長してくれるものと信じています。いつか人
類が新型コロナに打ち勝つことは間違いありません。その日が１
日でも早く来ることを願いつつ、新しい生活様式の中でできる
限りのことを模索しながら、教職員一同一丸となって生徒育成
に全力を尽くして参りますので、これからもご支援賜りますよう
お願い申し上げます。

ごあいさつ

国難の時代にたくましく生きる。

友城会会長
井上　太良
（３回生）
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会
計
報
告

収入の部
前年度繰越 7,124,102
入会金（42回生） 3,263,244
利息（みなと銀行） 46
利息（ゆうちょ銀行） 12
雑収入 0

合　　計 10,387,404

収入の部
前年度繰越 7,706,595
入会金（43回生） 2,532,230
利息（みなと銀行） 62
利息（ゆうちょ銀行） 0
雑収入 0

合　　計 10,238,887

支出の部
会報発刊費 1,084,644
会議費 153,284
通信費 63,171
事務用品費 0
消耗品費 0
事業費(システム） 30,110
慶弔費 0
記念品費 249,600
交際費 0
雑費 0
予備費 0
名簿作成助成（特別会計振） 600,000
周年事業助成（特別会計振） 500,000
次年度繰越 7,706,595

合　　計 10,387,404

支出の部
会報発刊費 0
会議費 94,192
通信費 28,375
事務用品費 0
消耗品費 0
事業費(システム） 21,208
慶弔費 0
記念品費 235,500
交際費 0
雑費 0
予備費 0
名簿作成助成（特別会計振） 600,000
周年事業助成（特別会計振） 500,000
次年度繰越 8,759,612

合　　計 10,238,887

平成30年度　収支決算報告書（一般会計） 平成31年（令和元年）度　収支決算報告書（一般会計）

収入の部
前年度繰越 7,940,670
名簿作成助成 600,000
周年事業助成 500,000
利息（みなと銀行） 29
利息（定期貯金みなと銀行） 424

合　　計 9,041,123

収入の部
前年度繰越 6,041,123
名簿作成助成 600,000
周年事業助成 500,000
利息（みなと銀行） 12
利息（定期貯金みなと銀行） 424

合　　計 7,141,559

支出の部
名簿発行費 3,000,000
次年度繰越 6,041,123

合　　計 9,041,123

支出の部
0

次年度繰越 7,141,559
合　　計 7,141,559

特別会計 特別会計

  役員会、総会のご報告(令和元年7月20日開催)
　令和元年７月 20 日に役員会および総会を開催しました。
　この度の役員会および総会におきまして、友城会会則の改
正案について議論を行い、友城会会則の改正案が出席者全員
の賛成で承認されましたことをご報告いたします。
　友城会会則の変更箇所は次の通りです。

第 11 条 ２項
改正前

役員の任期は５年とし、再任を妨げない。但し、任期中に
交代した者の任期は前任者の在任期を以って終了する。

改正後
役員の任期は２年とし、再任を妨げない。但し、任期中に
交代した者の任期は前任者の在任期を以って終了する。

　　　
第 17 条 １項
改正前

1. 総会は、会長が招集する。

改正後
1. 総会は年１回、会長がこれを招集し、開催する。

　　　
第 18 条
改正前

1. 執行役員会は、会長が招集する。
2.  執行役員会は、第８条で定められた役員を以って構成す

る。
3. 執行役員会は、毎月１回、開催する。

改正後
1. 執行役員会は年１回、開催する。
2. 執行役員会は、会長が招集する。
3.  執行役員会は、第８条で定められた役員を以って構成す

る。

　令和２年総会については、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため行われておりません。
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コロナ禍での 卒業生からのメッセージ

姫路市立小学校 校長　川口　正幸さん（３回生）

高坂　佳秀さん（10 回生）

私達の未来にプラスに

　2020年は、コロナの波が押し寄せ、経済の悪化のみ
ならず、社会生活にも大きな影響を与えました。小学
校でも臨時休校・行事の中止や自粛・ソーシャルディ
スタンスの確保等、先の見えない1年間でした。そん
な中でも子ども達は、状況を受止め、今までにない新
しい生活習慣を受け入れながら、希望をもって元気に
活動しています。この力こそが『予測困難なこれから
の時代に対して、希望をもって向かっていける力』で
あり、日本の未来を築く、その担い手である子ども達
に、身に付けてもらいたい力です。私達も、2020年の
経験を、少しでもプラスにしていかなければなりませ
ん。私も2021年は60歳！未来に希望をもって向かって
いきます。

　私は10回生の高坂です。現在私は、高砂市に於いて地元企
業の工場内でクレーン車を使っての揚重作業の為の手配及び
運行管理等の作業をしております。
　この部門の仕事の担当は私なので、当たり前の事ですが毎
日事故のないように気持ちを引き締めて頑張っております。
　昨年はコロナ感染拡大の煽りを受け構内工事も減少しまし
た。まだまだ収束の兆しも見えませんが、前向きに毎日仕事
に取り組んでいきたいと思います。
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KOBA 鍼灸院　院長　小林　幹典さん（25 回生）

DOG SALON ICHI　稲谷　沙保利さん（33 回生）

こんにちは初めまして
姫路別所高等学校の皆さん毎日お疲れ様です
25回生OBの小林幹典と申します
毎日寒い日が続きますが体調はいかがですか
皆様のご家族もお元気ですか
世界が一日も早く感染症が静まる事を願う毎日です
近年の研究で鍼灸で免疫力が高まる事が分かっており
ます
地域医療に少しでも貢献できれば幸いです

　33回生の稲谷沙保利と申します。
　現在、姫路市でトリミングサロンを経営していま
す。

　高校卒業後、事務員として働いている時に、自分の
やりたいことが見つかり、働きながらトリマーの学校
に通いました。
　９年間勤めた事務職からトリマーに転職し、トリミ
ングサロンで働き、昨年念願の自分の店を開店するこ
とが出来ました。
　高校の時には、今の自分の姿は想像もできませんで
したが、わんちゃんを飼い始めたことがきっかけで、
トリマーの道に進むことになりました。
　昨年は、コロナ禍で大変な一年でしたが、多くの人
の支えと協力のおかげで、開店でき、順調に営業させ
ていただいています。
　これからも出会いを大切に感謝の気持ちを忘れず
に、前向きに頑張っていきたいと思います。

〒 676-0807
兵庫県高砂市米田町島 16-2
KOBA 鍼灸院 院長　小林幹典
電話番号 079-451-5191

お気軽にお問い
合わせください
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進 路 状 況 《43回生　進路決定状況》

令和2年度　部活動成績

大学 短大 専門学校 就職（公務員）

男 20 0 20 8
女 24 13 37 17
合計 44 13 57 25

◆大学（のべ） 男 女

四天王寺大学 1
大阪電気通信大学 1
大阪成蹊大学 1
大阪音楽大学 1
大阪学院大学 1
神戸学院大学 1 3
甲南女子大学 2
関西福祉大学 1 2
関西国際大学 2 2
大手前大学 5
流通科学大学 2
神戸松蔭女子学院大学 1
兵庫大学 6
姫路大学 2
姫路獨協大学 1 1
神戸国際大学 2 1
神戸医療福祉大学 1
岡山理科大学 2
川崎医療福祉大学 1
金沢工業大学 1

計 20 24

 ◆就職（公務員含む） 男 女

川崎重工業㈱ 明石工場 1
山陽特殊製鋼㈱ 1
日鉄テックスエンジ㈱ 1
㈱デービー精工 1
㈱ＪＲ西日本交通サービス 1
㈱城山 1
㈱正徳 1
ニッポン印刷㈱ 1
松田鋼管㈱ 1
ヤマト運輸㈱ 姫路主管支店 1
関西急送㈱　姫路支店 1
㈱つばめ急便 大阪本社 1
㈱ジ－ンズ・カジュアル・ダン 1
是川ホンダ販売㈱ 1
モリス㈱ 1
サフィールリゾート㈱ 1
㈱ミュゼプラチナム 1
常盤堂製菓㈱ 2
光栄自動車整備㈱ 移動体事業本部 2
山喜産業㈱ 1
山本総合事務所   1
東京バレエ団 1
㈱ワン・ダイニング 1

計 8 17

 ◆専門学校 男 女

国立波方海上技術短期大学校 1
姫路医師会看護専門学校 3
兵庫歯科衛生士学院 1
神戸総合医療専門学校 1
ハーベスト医療福祉専門学校 1 5
姫路医療専門学校 1
姫路経営医療専門学校 2
神戸元町医療秘書専門学校 2
東洋医療専門学校 1
トヨタ神戸自動車大学校 1

◆短大（のべ） 男 女

神戸常磐大学 2
神戸女子短期大学 1
大阪芸術大学 2
頌栄短期大学 1
兵庫大学　 3
神戸教育短期大学 3
姫路日ノ本短期大学 1

合　　　　計 13

神戸電子専門学校 3 1
中日本航空専門学校 1
上田安子服飾専門学校 1
大阪モード学園専門学校 1
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校 1
大阪ECO動物海洋専門学校 1
大原簿記情報法律専門学校 1
大阪アミューズメントメディア専門学校 1 1
日本調理製菓専門学校 1
日本栄養専門学校 1
神戸製菓専門学校 1
神戸YMCA学院専門学校 1
神戸ファッション専門学校 1 1
グラムール美容専門学校 2
神戸ベルェベル専門学校 3
姫路理容美容専門学校 4 3
姫路情報システム専門学校 3 3
神戸愛犬美容専門学校 1
総合学園ヒューマンアカデミー専門学校 1

計 20 37

運動部
〈サッカー部〉
◦�令和２年度兵庫県高等学校総合体育大会
サッカー競技　代替大会� 出場
◦�令和２年度兵庫県高等学校サッカー選手権
大会　予選� 出場
◦�高円宮杯　U-18サッカーリーグ2020　　
兵庫県西播リーグ　３部� 14位（2勝6敗）

※16チーム中

〈硬式野球部〉
◦�夏季兵庫県高等学校野球大会� 2回戦進出

〈女子バスケットボール部〉
◦�令和2年度全国高等学校バスケットボール
選手権大会　兵庫県予選� 出場

〈剣道部〉
◦�第63回三樂錬成剣道大会
女子団体　第3位

（�澁谷　慧香、澁谷　祥香、藤原　彩名、
北條　愛己）

◦�第61回西播高等学校新人剣道大会
女子団体　ベスト８
（�澁谷　慧香、澁谷　祥香、藤原　彩名、
北條　愛己、塚本　安美）

◦�第67回兵庫県高等学校新人剣道大会
女子団体　出場
（�澁谷　慧香、澁谷　祥香、藤原　彩名、
北條　愛己、塚本　安美）

女子個人出場　(澁谷　慧香)
◦�第64回三樂錬成剣道大会
女子個人　段外の部　第2位
（塚本　安美）

◦�第65回三樂錬成剣道大会
女子団体試合　第5位
（澁谷　祥香、藤原　彩名、北條　愛己)

◦�第66回三樂錬成剣道大会
優秀選手賞　（澁谷　祥香）

文化部
〈書道部〉
◦�兵庫県高等学校総合文化祭　書道展
近畿高等学校総合文化祭推薦賞
（正木　茜）
特選　（出口　琴葉）
優秀校賞�（書道部）

〈フォークソング部〉
◦�姫路地区骨髄バンク推進センター主催「ク
リスマスコンサート2020」
第4回播磨地区高校生バンドコンテスト
神戸新聞社賞
（�西村　凜、海老名　咲優、山口　侑紗、
花田　春一、杉山　桃菜、田代　美雨、
荒木　ひかり）

〈写真部〉
◦秋季西播写真コンテスト
佳作　(秋山　萌、松井　結花)

母
校
だ
よ
り

新理事歓迎懇親会

新　理　事　紹　介
42回生理事
１組 林　　陸人 小野　　萌
２組 南　　創太◎ 岡本　千愛
３組 神原　克哉 馬淵　琴葉
４組 小椋　幹太 大毛　　楓
５組 埴岡　　翔 田中　里沙◎

43回生理事
１組 堀江　明良◎ 松内　琳音
２組 山本　遼平 川口　華奈
３組 前川　竜星 松本　楓夏◎
４組 中野　琢己 田原　伶乃

44回生理事
１組 河野　泰山◎ 岡田　優芽
２組 西中　　碧 福永　　薫◎
３組 藤本　祐希 谷脇　美月
４組 川上　隼人 鷲尾麻有佳

◎は代表理事

42 回生新理事歓迎懇親会は令和元年 8月 12 日に行われました。
43 回生新理事歓迎懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため残念ながら中止
となりました。
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　　人事異動 ◆ 転出 ありがとうございました。転任地でのご活躍をお祈りいたします。

氏名 教科 異動先 職名
村岡　宣幸 国語 播磨農業高等学校 教頭
小林　宏臣 生野高等学校 事務長
菊川　　泰 地歴・公民 播磨南高等学校 主幹教諭
石原めぐみ 家庭 姫路西高等学校 教諭
尾島　和弘 地歴・公民 太子高等学校 教諭
森　　康将 数学 西脇高等学校 教諭
山岡まりこ 英語 吉川高等学校 教諭
龍　　敏之 理科 北須磨高等学校 教諭
妻鹿　秀紀 国語 退職 教諭
原田　奈奈 保健体育 農業高等学校 臨時講師
坂本　百華 英語 退職 臨時講師
石橋　克哉 保健体育 夢野台高等学校 実習助手
林　　弥生 網干高等学校 校務員

９月24日（木）第46回交流文化祭

11月18日（水）生き方講演会 12月23日（水）防災講演会

　９月24日（木）に、第46回交流文化祭が開催されました。全体鑑賞として
音楽の演奏・ダンスの舞台発表を行った後、各会場で模擬店・体験展示・
有志の発表等を行いました。例年通りの形で実施できなかったものもあり
ますが、それぞれが自主性を働かせるとともに創意工夫し、成長を感じる
ことができた交流文化祭でした。

　シリア支援団体 ‘P iece of Syr ia’ の代表を務める、
中野貴之さんに講演をしていただきました。「中東シリ
アで学んだ幸せに生きるヒント」をテーマに、「身近な
人と幸せに暮らす」、「なりたい自分と夢を持つこと」、「シ
リアについて」等を、ご自身の体験から、分かりやすく
お話をしていただきました。生徒たちは、今与えられて
いることへの感謝の気持ちが深まり、毎日をいっそう大
切に生きようと感じたようです。

　12月23日（水）に、防
災避難訓練を実施後、
防災講演会が開催され
ました。
　今年は、新しい試み
として、震災・学校支援
チ ーム（EA RTH） 員
の方々をお招きして、「あ
なたの命を守るために」、

「被災地の状況と課題」
というテーマで、講演を
していただきました。「改めて災害
の危険さを知り、自分達で自分達
の命を守りたいと思いました。」「現
地では、中学生や高校生が活躍し
ていると知り、私も見習いたいと思
いました。」など、一人一人が防災に
前向きに取り組もうという思いを抱
いたようです。

コロナ禍の中での学校生活

氏名 教科 異動先 職名
永里　杏子 英語 太子高等学校 教諭
畠山　義隆 保健体育 明石西高等学校 教諭
川村　友佑 数学 加古川西高等学校 教諭
小原　久美 理科 播磨西教育事務所 教諭
田浦　幹彦 商業 相生産業高等学校 教諭
伊藤　公二 英語 米子西高等学校 教諭
中川絵里奈 国語 退職 臨時講師
石田　涼太 国語 淡路高等学校 臨時講師
杉本　里佳 姫路南高等学校 事務
仲田　美穂 龍野北高等学校 事務
挽本　智裕 香寺高等学校 校務員

令和元年 令和２年
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　「2020年はみなさんにとってどんな年でしたか？」という質
問を年末のテレビ・新聞などでよく聞きますが、昨年は何と
言っても「新型コロナウイルス」で始まり、「新型コロナウイ
ルス」で年末を迎えてしまったことに尽きるかと思います。
　今号を発行するにあたり、「コロナ禍での卒業生からのメッ
セージ」をお届けしました。寄稿いただきました４名の皆さ

まには、ご協力をいただき、ありがとうございました。
　新型コロナウイルスの終息には、まだまだ時間がかかりそうです。会員の皆さま
も見えない敵と向き合い、大変、四苦八苦されていることと存じます。また、在校
生の皆さんや、今年加入されます新会員の皆さんは、これまでにない学校生活を経
験したことと思います。ぜひ、この経験を今後の人生に活かして、頑張っていただ
ければと思います。
　また、この経験を、少しでも多くの会員にメッセージとして残していただけたら
と思います。次号の発行の際に掲載できればと思っていますので、メッセージへの
ご協力をお願いいたします。

事 務 局 だ よ りJ imuk yoku Dayo r i

編　集

後　記
Edi to r ' s no te

発行者◦兵庫県立姫路別所高等学校 友城会
発行日◦令和３（2021）年２月25日

氏　　名 卒回氏　　名 卒回 氏　　名 卒回 氏　　名 卒回 氏　　名 卒回
日下(福田)敦美 3回
大　西　秀　樹 3回
平方(福本)　照 4回
前田(藤本)香織 5回
佐々木　俊　治 5回
福　住　寛　介 6回
中川(岡本)絹子 6回
井　垣　敬　司 7回
瀬　川　久美子 7回
仲　井　英　美 8回
松本(坪内)友美 8回
依田(藤村)美保 9回
大　江　直　希 9回
桂　　　敦　司 10回
釘　本　さとみ 10回
大　山　弘　隆 11回
中　川　樹美子 11回

山　口　憲　章 12回
鳥　山　ともみ 12回
大　土　貴　史 13回
三　宅　律　子 13回
松　本　久　典 14回
林　田　圭　太 15回
橋　本　敬　子 15回
徳　井　啓　介 16回
北川(戎原)かおり 16回
西　本　幸　司 17回
古　正　みよ子 17回
金　澤　淳　子 18回
井上(池田)ひとみ 18回
清　水　真　輔 19回
苦　瓜　佳穂里 19回
角田(鳥山)リエ 20回
三　星　善　則 20回

内　海　和　彦 21回
藤田(河合)美佳 21回
三　木　麻理子 22回
山野(松島)和恵 22回
猪　熊　孝　夫 23回
大西(清水)めぐみ 23回
松　尾　嘉　人 24回
和　田　あかね 24回
西川(荒川)未来 25回
中　島　　　宏 25回
高　田　直　子 26回
冨　田　雄　一 26回
平　岡　　　玲 27回
亀谷(森井)美枝 27回
森　下　育　美 28回
藏　野　弘　志 28回
井上(服部)沙映 29回

塚　本　圭　一 29回
大　西　莉　紗 30回
川　島　優　太 30回
山本(三代)万里菜 31回
尾　島　翔　平 31回
池　田　　　樹 32回
井　上　理　惠 32回
岡　本　勝　寛 33回
瀨　川　直　美 33回
橋　口　翔　太 34回
髙　島　美　希 34回
平　松　悠　隆 35回
三　木　美乃理 35回
多　田　健　二 36回
西中村　　　唯 36回
伊　東　佑　太 37回
髙　田　美　帆 37回

村　田　明　代 38回
清　水　一　孝 38回
川　上　睦　実 39回
桂　　　舜　典 39回
塩　谷　佳　洋 40回
白　石　彩　乃 40回
小　泉　茉里奈 41回
藤　原　里　菜 41回
南　　　創　太 42回
田　中　里　沙 42回
堀　江　明　良 43回
松　本　楓　夏 43回
河　野　泰　山 44回
福　永　　　薫 44回

代 表 理 事

　友城会では、同窓会開催の為の「問い合わせ」
をはじめ、会報「友城」に掲載して欲しい様々な
情報（卒業生のお店、同窓会案内、サークル募集、
質問疑問……）など幅広く募集しています。なお、
全てのお問い合わせは、学校事務方か、下記（欄
外）までお尋ね下さい。その際には、卒業回生（○
回生）、住所、氏名（旧姓）、連絡先を添えて下さ
い。友城会世話役が折り返しお返事致します。

友城会伝言板
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　友城会では、５年に１度会員名簿を発行しております。2019年に発刊いたしました。１回生～
42回生までの正会員と、平成30年３月まで母校に在任されていた職員（客員）までの住所・氏名・
連絡先(任意）・勤務先及び在学校名（任意）とを掲載しております。母校の50周年に向けた活動
につなげていきたいと思います。
　ご希望の方は、小野高速印刷までご連絡下さい。申込みの際は、本人確認をさせていただく
場合がございます。１部……¥4,000－

小野高速印刷㈱同窓会支援事業部　〒670-0933　兵庫県姫路市平野町62
TEL 079-281-8837　FAX 079-281-8839　E-mail:meibo@dousou.infoお問い合わせ先

  友城会会員名簿のご案内

見 本


