
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の特集は、大学でハンドボールを続ける若手 OB から先輩・後輩へ向けた 

寄稿文です。（2，3 ページ）是非、ご一読ください。 

経費削減のため会報を郵送するのは各期男女代表１名だけです。同期の方に 

ホームページで会報を見ていただくよう、ご連絡の方、協力をお願い致します。 

なお、高校 72 期（今年 3 月卒業）の会員登録が少数にとどまっています。会報を 

見られた方で新 OB・OG をご存じの方は事務局宛にメールするよう、ご連絡をお願い致します。

第１７回 ＯＢ・ＯＧ会総会 中止のお知らせ 
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大阪府立高津高等学校ハンドボール部 ＯＢ・ＯＧ会会報

発行日 ２０２０年５月５日

高津ハンドボール

第 １６ 号

前回 2019 年 7 月 13 日開催の第 16 回総会・懇親会 

（於 百楽 本店）集合写真 ⇓ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年７月に開催しておりましたOB･OG感謝デーと

総会・懇親会を中止することに致しました。ご意見や近況等について、OB・OG会事務局宛に 

メール( kozu.handball.ob.og@gmail.com )あるいは、FAX( 072-724-3632 )でご連絡ください。
なお、OB・OG会の運営や現役の試合情報等について、下記のQRコード、http://kozu.handball.iinaa.net/ の

ホームページとフェースブック http://www.facebook.com/KozuHandball に掲載致しますのでご覧ください。

会費納入のお願い 
今年度、公式戦で応援の際に掲げるクラブ旗を製作予定です。現役のクラブ 

活動補助のため年会費と寄付金のご送金をよろしくお願いします。（4ページ）
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私，高津高校 70 期卒，元男子ハンドボール部キャプテ

ンの辻内風音と申します。このような寄稿の機会を与えて

くださったOBの方々に感謝いたします。現役生にとって

は 3，4 期上の顔も知らないような者ですが，是非読んで

いただけるとありがたいです。先輩風を吹かせて語ること

は嫌いですが，高校生活や受験勉強を経験した身として，

少しでも参考になればと思います。 
最近，アマゾンプライムビデオで『ROOKIES』という

ドラマを観ました。12 年前のものなので，当時小学生に

もなっていなかった現役生の皆様は知らないと思います。

このドラマは，夢を応援することをモットーとする高校教

師・川藤幸一が，不良少年の集まる二子玉川学園高校野球

部とともに甲子園を目指す青春ドラマです。（生きてきた

中でもっとも心がアツくなるドラマなので，是非皆様にも

見ていただきたいです。）そんな川藤幸一のセリフの中に

「人一度これを能くすれば己之を百度す」という言葉があり

ます。努力を重ねれば何事も達成されるという意味の諺で

す。部活動に関しても勉学に関しても，この言葉が核心を

ついていると心底思います。 
僕の代は中央大会一歩手前で，7m スローコンテストの

末に敗北してしまいました。朝練や昼練を頑張っていた

ら...毎日の練習をもっと必死にしていたら...あと一点決め

ていたら...今思い出してもこみ上げるものがあるほど，非

常に後悔しています。当時，私立高校やプロの上手い選手

を見ると，センスの違いだ運動神経の違いだと言って，自

分をなんとなく納得させてしまいがちでしたが，その人た

ちはただ，自分よりも反復練習を行い，トレーニングを継

続し，何本もシュートを打ち続けてきただけなのではと，

最近になって思っています。泉陽高校や天王寺高校など，

スポーツ推薦のある私立高校に勝る公立高校があるとい

うことが，努力量の大切さが語られる何よりの根拠だと思

います。どうせ続けたハンドボールなら，良い結果を残し

てほしいと思います。 
受験勉強においても同じです。今成績が伸びず悩んでい

る人も多くいると思います。勉強が苦手な人ならまだしも，

皆様には高津高校に合格するほどの能力があります。単純 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な勉強量の少なさと言わざるを得ないです。高校時代の僕

は，学校ではいい成績を取れていたので天狗になっていま

したが，1 度目の受験でコテンパンにやられてしまい，自

分の勉強量・努力量の少なさを痛感しました。浪人時代で

は努力を積み重ね無事に合格しましたが，大学に入っても

自身の好きな分野について勉強している同回生も多く，自

分の努力量の少なさをひしひしと感じてしまいます。しか

し，上には上がいるということは，努力してもし過ぎるこ

とはないということです。勉強の仕方などは各個人にベス

トなものがあり私が口をはさめることではありませんが，

定期試験・大学受験で悔いの残ることがないよう，自分の

やり方でとことん頑張ってください。 
私は現在京都大学総合人間学部に在籍しハンドボール

を続けています。直近の秋季リーグでは，関西2部リーグ

3 位という好成績を収めました。宣伝となりますが，皆様

が京都大学を目指しているならば，合格した暁にはぜひ入

部していただきたいです（笑）他大学を目指す方々にもハ

ンドボール部に入っていただき，ともに切磋琢磨したいと

思います。 
長々とどうでもいいかもしれない言葉を綴ってきまし

た。高津高校でOB戦の機会があれば，その時はぜひ数少

ない現役若手ハンドボールプレーヤーとして参加させて

いただきたいと思います。ハンドボールのことでも勉強の

ことでもどんなことについてでも話せたら嬉しく思いま

す。最後になりましたが，皆様の健闘をOBとして心より

願っています。ありがとうございました。 
（70 期，辻内風音）  

 

 

 
71 期でゴールキーパーをしていました安田悠一郎です。

今回のOB・OG会報は若手OBが書かせていただくことと

なりました。現在、大学でハンドボールを続けております

ので、高校時代と現在のハンドボール活動についてと大学

受験の話をさせていただきます。 

私は中学生まで野球をやっていましたが、高校野球とな

ってくると練習量が多く、その割には競技人口の多さと幼

い頃から続けている人もたくさんいるために勝ち進んでい

くのは簡単ではないと思いました。そのため、比較的高校

から始める人が多く、練習が厳しくなさそうで少しだけ前 

人一度これを能くすれば己之を百度す      

71期、安田悠一郎が経験したハンドボールと受験      

写真：中段の左から 3 番目が辻内風音です。 



 
 
から興味のあったハンドボールをすることに決めました。

そのような軽い気持ちで始めたのですが、ゴールキーパー

をすることとなり、存分にハンドボールの魅力にはまって

いきました。身体能力や技術はもちろん必要ですが、シュ

ーターとの駆け引きをするという点で、情報戦と心理戦に

なるのが自分に向いていて、ハンドボールに打ち込めたと

思います。今の現役の皆さんもそうだと思うのですが、高

津高校ハンドボール部に入ってくるのは初心者がほとんど

で、71期も例外ではなく、ほとんどが初心者であったため

勝てない試合も多くありました。しかし、実践的な練習を

多く取り入れた成果があったのか、チームがどんどん成長

していき、練習試合でかなり勝てるようになって、どんど

ん楽しくなっていきました。最後の大会でシードではなか

ったのですが、くじ運も良く、南地区 4 位として中央大会

に進出することができました。中央大会は1回戦で北地区1
位の箕面高校に負けてしまいました。チーム結成時から中

央大会進出を目標にしていたので、欲を言えばもう少し勝

ち進みたかったですが、十分すぎる結果でした。 
次に大学ハンドの話になります。私は現在、大阪府立大

学の 2 回生でハンドボール部に所属しております。大阪府

立大学ハンドボール部は関西学生ハンドボール連盟の 3 部

に所属しています。大学ハンドはリーグ制で 1 部から 6 部

あり、春と秋に開催されるリーグ戦は順位に応じて昇降格

があります。3部と言いますと、中の上といったところなの

ですが、大学というのは様々なところから人が集まるとい

うこともあり、高津ではほとんどいなかった小、中からの

ハンドボール経験者もいており、歴10年以上をこえる人も

居て、高校のときと比べて明らかにレベルが高いです。キ

ーパー目線で見ると、球のスピードが圧倒的に速くなり、

高校時代に比べてロングシュート、ブラインドシュートが

増え、止めにくくなりました。その他で高校と大きく異な

るのは、自主性が増すということです。戦術を考えるとこ

ろから遠征の管理まですべてのことを自分たちでするので、

自分の成長につながると思います。 
次に学業の話になるのですが、私は大阪府立大学工学域 

に所属しています。理系の方はご存じの方も多いかと思い 

 
 
ますが、大阪府立大学工学域は中期日程を採用しており、

ほとんどが第 1 志望ではなく、大阪大学や京都大学などの

滑り止めで来ます。私自身も大阪府立大学を受ける気は全

くなく、センター試験が終わってから予備校のチューター

に行く行かないにかかわらず、とりあえず受けたらいいん

じゃないかと言われ、受けることを決めました。もともと

第 1 志望の大阪大学に落ちたら浪人するつもりだったので

すが、実際、受かったのは大阪府立大学だけでした。しか

し、調べてみると就職実績は悪くなく、どうしても嫌なら

大学院で別のところに行けばいいということと浪人しても

必ず第一志望に受かるわけではないので、大阪府立大学に

進学を決めました。まだ、1年しか通ってないので、この選

択が正解だったのかはわかりませんが、この先悔いが残ら

ないような学生生活にしたいと思っています。  
最後に、現役の皆さんは部活動も勉強も悔いが残らない

ように活動していってほしいと思います。そして、是非ハ

ンドボールを続けてくれたら嬉しいです。いつか対戦でき

る時を楽しみにしています。 
（71 期，安田悠一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【選任幹事】 

中江義雄 （高10期） 

渡邊斎顕 （高13期） 

許斐建樹 （高14期） 

鈴木栄太郎（高15期） 

久岡敏博 （高18期） 

稲葉良幸 （高20期） 

早島知雄 （高20期） 

木村圭子 （高25期） 

玉井牧子 （高28期） 

山本裕子 （高28期） 

太田寛人 （高30期） 

西野裕章 （高32期） 

村口紀子 （高32期） 

藤本一典 （高32期 

高岡政男 （高33期） 

古川直樹 （高33期） 

吉富規美子（高34期） 

平澤あず （高49期） 

 【会長】 

片岡純夫 （高23期） 

  

 【副会長】 

塚正泰之 （高26期） 

中野元博 （高26期） 

涔口修司 （高34期） 

前川義信 （高34期） 

  

 【財務幹事】 

西野裕章 （高32期） 

林 正則 （高33期） 

  

 【顧問】 

橋本靖雄 （高３期） 

福家清美 （高９期） 

  

【特別会員】 

 （旧職員） 

 岡本 昭  

 今中啓旦  

 太田正人  

 門田昌司  

 前田美穂 

 大前雅嗣 
河野 健 

大栗章博 
  

【事務局】 

 片岡純夫 

【会報編集】 

 中野元博 

 村口紀子 

 藤本一典 

古川直樹 

前川義信 

大阪府立高津高等学校ハンドボール部ＯＢ・ＯＧ会役員
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写真：２列目中央の黄色の服を着たキーパーが私です。 写真：前列の右端が安田悠一郎です。 
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繰越金収入    2018年度 繰越金  698,864 
年会費収入    3,000×33名  99,000 
寄付金収入   97,000 
総会費収入    7,000×22名 154,000 
総会支出  会場払  ▲125,000 
現役補助費    チーム登録料､ボール等    ▲100,000 
会報通信費  印刷・発送費等  ▲42,126 
雑費  印刷用紙、振込手数料他  ▲13,946 
雑収入  銀行利息            3 
差引残高     次年度繰越  767,795 

全 OB・OG (約 800 名)の皆様に会報
を発送するのは、印刷･通信費の負担
が重く、第 11 号より、発送費の不要
な WEB 掲載を主とし、希望者のみに
郵送致しております。ご意見などは、
OB・OG 会事務局宛にお願いします。
 

2019/04/01～2020/03/31
２０１９年度 決算  

総会・懇親会 （スナップ写真）  

総会前に現役と交流 於 高津高校 グラウンド  

昨年の総会・懇親会の様子を御覧下さい 

感謝デー  （スナップ写真）  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

会費納入・寄付金送金のお願い！
当会を運営するためには皆様の会費収入が

不可欠です。また、クラブ旗の製作と現役補助

費（チーム登録料等）を充実させるには寄付金

も必要ですので御協力をお願い申し上げます。

（但し、大学生は年会費が免除されています。）

【事務局】〒562-0001 
箕面市箕面５－１３－５３－３１０ 

片岡 純夫 方 
高津高校ハンドボール部OB・OG会事務局 

Tel & Fax 072-724-3632 
E-mail: kozu.handball.ob.og@gmail.com

三菱ＵＦＪ銀行 生野支店 
普通預金No.３９９９３１６  

口座名[高津高校ハンドボール部ＯＢＯＧ会 会長 川上貴司] 

＊銀行口座名は、前会長名で未変更です。 

 趣旨に賛同頂き 2020年度会費 ３,０００円 と
寄付金 の納入を 銀行振込 でお願い致します


