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２０１５年１１月７日、ＰＬ学園創立６０周年の記念行事が盛大
に行われました。 
 当日は午前８時から、各学校、期別で受付を行いました。
各ブースは懐かしい顔に再会する、聖友会員の弾む声で
満ちあふれていました。 
 ９時からの卒業生１１名による「おかえりなさい先輩」と銘打
たれた講義は、在校生も交えて各クラスに分かれ、ご自身
の天職の上にＰＬ学園で学んだことをどう生かしてきたかと
いう授業を１時間行っていただきました。どの講師のお話も
すばらしい内容で、最後には「この学園を巣立ったからこそ
今の自分がある」と結ばれていました。講師の皆さんにとっ
て、母校に帰り、後輩に話をしたことは、喜びもひとしおだっ
たのではないかと思います。 
 １０時半からは、総合体育館に在校生や聖友会員が集合
して厳粛に記念式典が行われました。式典終了後は乾浩
一理事長の挨拶、中村順司元硬式野球部監督の講演があ
りました。 
 その後、場所を移しての聖友会総会、昼食の大同窓会、
校内各所におけるアトラクションと続き、再び総合体育館に
集合して、お楽しみ抽選会を行い解散となりました。 

講師一覧 

藤井啓市【全12期 包丁鍛冶】 

三品清次【全17期 話し方教室講師】 

原口悦子【定18期 看護師 僻地医療】 

尾崎宗春【定20期 畜産(和牛)】 

乍 智之【全26期 アスレチックトレーナー】 

坂根久人【全33期 料理人】 

鎌田亮仁【全33期 社会福祉士】 

山本幸子【全34期 看護師】 

青山真人【全37期 医師】 

岡崎陽一【全41期 ベンチャー企業代表】 

稲垣正司【全41期 プロバトントワラー】 

60周年の様子 

支部長から 

PL学園は昨年６０周年を迎えることが出来ました。 

１１月７日の記念行事・記念式典・総会に運営委員等スタッフでご参加いただきまし
た大阪支部の皆様には、深く感謝申し上げます。 

聖友会はPL学園のOB会であり、各地域で聖友会活動が行われています。 

また、大阪支部では機関紙「どないでっか」を以前から年に一回程度発行しておりま
したが近年、会費等の取り扱いについて全国聖友会で話し合っておりましたので、発
刊を見送っていました。歴史ある機関紙「どないでっか」は４５号を発刊させていた
だくにあたり、今後はPL学園聖友会ホームページ上にて掲載させていただく旨と会費
につきましても行事ごとの参加費程度を都度集めさせていただき、年会費は支部にお
いて徴収しない事をご報告させていただきます。今年度は、恒例の聖友会ゴルフコン
ペと、同日ゴルフに参加されない方も交え大バーべキューパーティーを本庁ログハウ
ス棟のバーベキュー会場で計画しております。同期・クラブ・教会等でお誘いあわせ
の上奮ってご参加いただけると幸いです。今後ともPL学園聖友会大阪支部をよろしく
お願いいたします。 



支部長  大倉基文 全日28期 守口 

副支部長 板東正憲  全日30期 旭 

     富尾勇人 全日34期 東住吉 

     長谷川昌 定時26期 千里 

幹事長  日野和好 全日28期 守口 

副幹事長 槙本圭吾 全日28期 守口 

     古賀 学 定時24期 中央 

     相生哲男 全日36期 喜志 

幹 事  田宮辰男 定時11期 大阪天満 

     橋本 剛 定時20期 堺 

     下園義人 全日22期 万代 

幹 事  岩下義幸   全日27期  富田林 
     北村由佳   全日40期  大阪中央 

会計幹事 杉之原真理子 短初6期  大阪中央 

会計監査 山岡靖郎 全日20期 大阪天満 

編集長  宮本美歌 全日30期 光丘 

副編集長 栗原克彦 全日43期 羽曳野 

事務幹事 高橋智子 全日28期 喜志 

     松井加奈 全日43期 光丘 

相談役  滝田裕幸 全日12期 堺 

     和田圭司 全日17期 旭 

     大西圭介 全日24期 光丘 

大阪支部 役員紹介   2015～2016 

60周年記念事業寄付のお願い    

聖友会では、学園の支援として施設拡充や、在校生の環境向上のための寄付
のお願いの活動を続けております。何卒ご支援いただきたく、お願い申し上
げます。ご賛同いただける方は、同封の振込用紙に必要事項をご記入の上、
郵便局にてお振込下さいませ。なお、法人でのご支援をお考えの方は、大変
お手数ではございますが、先に学園の担当部署までご連絡くださいませ。必
要書類をお送りさせて頂きます。 

この寄付については、税法上の優遇措置が受けられます。詳しくは聖友会
HPをご覧ください。 
 

 学園連絡先： TEL  0721-24-5132 

        メール info@pl-gakuen.ac.jp 

                                  PL学園寄付係 

昨年60周年記念行事の聖友会総会におきまして、会則改訂が承認されました。これまで「大
阪地区聖友会」と称しておりました名称を、「聖友会大阪支部」とし、新たに支部の設立申
請を行ない、学園理事長より承認を得て発足をしております。下記抜粋掲載 

第8章 聖友会支部 

(設 立) 

第22条ＰＬ学園の設立母体である宗教法人パーフェクトリバティー教団の教会に聖友会支部を置 

     くことができる。 

   2  聖友会支部を設立するときは、そこに所属することとなる３名以上の会員が連署の上、 

    支部長所属教会の教会長の副署を得、聖友会会長の了承を経て、ＰＬ学園理事長に 

    承認申請する。 

   3  各聖友会支部は、「ＰＬ学園聖友会○○支部」と名乗ることができる。 



ゴルフコンペ＆BBQのお知らせ！  9月3日(土）    
今年で25回目を迎えます、大阪支部ゴルフコンペを開催いたします。更に今年は、ゴルフの後に、本
庁ログハウスで「どないでっか」BBQを合わせて開催いたします。 
どちらの行事も聖友会員以外の方もご参加いただけます。(募集要項参照） 

日 時    平成28年9月3日(土曜日) 9 時00 分 集合 9：38 西コーススタート 

会 場    聖丘カントリークラブ 0721-25-2955 

会 費    5,000円 (賞品・その後のBBQ代含む) プレーフィー・昼食・茶店は各自負担 

       キャンセルフィーは8日前より5,000円申し受けます 

参加資格   全国聖友会員・学園保護者(OB含む)・PL会員で聖友会員の推薦がある方・ 

       PL教師職員・学園教師職員(OB含む)・記載全ての方の同伴家族 

競技方法   18ホールストロークプレー、ダブルぺリア「無制限」方式 

各 賞    順位賞・飛び賞・ＮＰ・ＤＣ・チャリティー等の詳細は当日発表 

       表彰式は下記記載の本庁ログハウスに移動して行ないます 

大会委員長  大倉基文(聖友会大阪支部支部長) 

幹 事    大西圭介(  〃    相談役)  TEL 090-3700-3615  FAX 072-360-2122 

                                                    E-mail  d-ins@osaka.zaq.jp 

申込み方法   記載事項：氏名・住所・TEL(携帯)・アドレス・卒業期を記入の上、上記FAX・ 

       メールにてお申し込みくださいませ。別紙申込用紙あり 

       聖友会員以外の方は、紹介者（もしくは続柄）と所属教会をご記入ください。 

       ＊賞品の献品がございましたら、有難くお受け致します。お早めにお知らせ下さい。 

ゴルフコンペ 

BBQ  ＊献身者を募ります！ 

日 時    平成28年9月3日(土曜日) 17 時～ 

会 場    本庁ログハウス 

会 費    2,000円(ゴルフ参加の方は、コンペ費用に含まれております）  

参加資格   全国聖友会員・学園保護者(OB含む)・PL会員で聖友会員の推薦がある方・ 

       PL教師職員・学園教師職員(OB含む)・記載全ての方の同伴家族 

当日宿泊   一人1,000円で宿泊できます。 

申込み方法   記載事項：氏名・住所・TEL(携帯)・アドレス・卒業期を記入の上、FAX・  

       メールにてお申し込みくださいませ。別紙申込用紙あり 

       聖友会員以外の方は、紹介者（もしくは続柄）と所属教会をご記入ください。 

       ＊献品(飲料のみ）がございましたら、有難くお受け致します。 

聖友会より   
聖友会のホームページでは、グッズの注文がより便利になりました。また、結婚や就職で住所・氏名などが 
変わりましたら、こちらも簡単に変更の届けを行なっていただけます。「PL学園聖友会」で検索！！ 

トートバッグ1200円 キャンパストート1000円 

ユニフォーム型 
キーホルダー 
500円 
個別注文に応じます。 
800円 

詳しくはホームページまで！  



会費納入者(敬称略)   2011～2012 

特別会費納入者  (10,000円) 

全3    村田孝子 
全3    音田怜子 
全10  北村淳一 
全10  松倉登 
全11  松田吉博 
全12  滝田裕幸 
全13  松田安博 
全17  和田圭司 
全20  柳敬二 
全20  岩香恵子 
全22  内藤光雄 

 

同居ご家族納入者  (3,000円以上) 

全24  井上恵美   
全56  井上沙耶 
全24  板敷一人 
短12  板敷寿美代 
定2   福井雅子 
全12   関本雄気満 
花嫁15 関本妙子 
全41  山本衣里子 
全21  浜田真起 
全55  浜田彬 
全25  半澤幸子 
全46  半澤新二 
全24  大西圭介 
全51  大西桂花 

全28  坂田救 
全32  坂田やわ子 
定19  木下陽子 
全22  木下道生 
全15  柳原孝司 
全33  乾史朗 
全37  菅原靖起   
全12  矢野幸晴 
定11  矢野秀子 
全52  廣田夏希 
全54  廣田要 
定6   佐藤信光 
全30  宮本美歌 

全22  中嶋明 
全25  堀本元哉 
全28  大倉基文 
全28  日野和好 
全30  板東正憲 
全33  坂根久人 
全35  西崎勝 
定6     岡本久枝 
定11  田宮辰男 
定15      山崎剛一 
短9        池端美代子 

一般会費納入者  (2,000円) 

全1   宮川治雄 
全4   中澤禎二 
全7   梶山浩三 
全10  岡村修一郎 
全11  榮藤昌男 
全12  藤井啓市 
全13  山本康子 
全13  上村敬子 
全13  野中正治 
全14  北村幸太郎 
全14  尾山甲 
全14  西村健三 
全14  武内康行 
全14  高谷実紀子 
全14  天野康英 
全15  丸山明子 
全15  柳下富男 
全16  藤井正明 
全16  蒲池千安子 
全17  三品清次 
全17  穴田やや子 
全17  芥川輝幸 
全17  杉原進 
全18  島美津子 
全18  杉本淳 
全19  奥野一成 
全19  粟島王仁三郎 
全19  三井保夫 
全20  田中日加留 
全20  山岡靖郎 
全20  要篤彦 

全21  内藤斉 
全22  岩崎高司 
全23  中尾富子 
全23  児玉加津子 
全23  古川剛史 
全24  滋野忍 
全24  大西圭介 
全26  岡部明一 
全27  増田徳明 
全27  松本 昇 
全28  辻徳生 
全28  桜井茂己 
全28  溜池生子 
全28  御木初子 
全28  槇本圭吾 
全28  田中潤一 
全28  早川佳秀 
全28  新 洋一 
全28  高山秀子 
全28  佐々木正史 
全28  長沢由美子 
全28  上田達也 
全28  上原真代子 
全28  石神 大 
全28  應治晴隆 
全29  森徳雄 
全29  尾方実佳 
全30  泉恒太郎 
全30  北口正光 
全33  田和譲 
全33  南真紀 

全34  瀬 田靖人 
全34  冨尾勇人 
全36  田辺美由喜 
全37  小川幸一郎 
全41  粟島三洋子 
全41  冨尾寛子 
全42  家長有美 
全48  三品徹平 
全49  北村紘子 
全51  三品龍平 
全51  土生紀 
全52  外池祐蔵 
全53  北村真子 
全55  藤本吉紀 
短1   福田典子 
短15   永戸千景 
短16   上田靖子 
短16   高橋明子 
短17   安藤怜子 
短19   乾仁美 
短通2   利光和子 
中3    香西安勝 
中3    飯塚寛 
中29    福島永記 
中36    氏林加織 
中37    柳原大志 
定2     山本順子 
定3     福島伸行 
定3     宮川和子 
定5     笠置剛 

定8    石野千佳子 
定9    畑垣千穂美 
定9    榮藤少起子 
定10    田宮邦子 
定11    谷川誠 
定17    伊藤光代 
定21    三枝淑江 
定23     田中文 
定24     松本宣也 
定24     古賀 学 
花嫁11    徳田すみ子 
DS1     中村愛子 
DS1     徳永幸子 
DS4     村上敬子 
JS1     瀬古登志子 
衛2      堂万貴子 
高通2    高山二郎 
高通5    山口喜巳子 
衛専32    溝川千尋 
一般     稲村欽吾 

これまでありがとう 
       ございました 
これからはWEBにて発行を 

続けます。ご希望下されば、
郵送もいたしますので、 
    ご連絡をください。 
osaka-office@pl-seiyukai.com 
    0721-24-5132(代) 



ゴルフコンペ＆BBQのお知らせ！  申込用紙   

                       送信日  年  月  日 
 

代表氏名                            
住所 
 
TEL（携帯） 

 
アドレス 
 
卒業期：全・定・短・衛・中・教師・職員     期 
 
所属教会           紹介者（続柄） 

ゴルフ     参加   全員の氏名をご記入下さい。 
 
 
 
 

BBQ      参加   一緒に申し込む人数    名 
 
当日宿泊   要 ・ 不要        名 

★参加する行事の「参加」に○を記入して下さい★ 
     参加費は、各所当日現金でお願いいたします。 

申込FAX番号 
   FAX：   072-360-2122    ゴルフ参加用 
       0721-23-6823    BBQと宿泊 
問合せ・申込アドレス 
       office@pl-seiyukai.com 
申込締め切 2016年8月27日（土） 


