
第22回 川淵杯 泉陽高校定期戦は8月9日（日）J-GREEN堺(S5フィールド) にて開催！

創部１００周年記念事業骨子固まる！

三国丘サッカークラブ通信 June.2015（１）

第1回 学年リーダー会議出席者

過去のクラブ活動写真・記事等

提供のお願い
川口 清一（高１９回）

来る平成２８年の三国丘高校サッカー

部創部１００周年のためにすでに記念事

業準備委員会が発足しておりますが、そ

の事業の一つに記念誌の発行があります。

今回、高１６回の杉山健先輩と私は準備

委員会の記念誌担当を仰せつかりました。

三国丘高校サッカー部ＯＢ諸兄の自宅机

の引き出しに眠っている、あるいはアル

バムに保管して時々眺めては思い出に浸

っている高校時代の部活動写真があれば

提供をお願いします。また、校内誌等に

投稿した部活動記事もあれば提供して欲

しいです。

創部８８周年（平成１６年）にも記念誌

の発行がなされ、多くの過去の写真・記

事が掲載されましたが、部活動写真は昭

和３０年代頃までのものが多く、それ以

後の活動は戦績記録等で窺い知る程度で

す。現在までの１００年間の部活動の思

い出を、我々、老若男女ＯＢ全員に共有

させて下さい。

尚、写真・記事は私宅、又は最寄りのＯ

Ｂ会関係者にご提供下さい。写真現物は

責任をもってご返却します。

皆様、ご協力よろしくお願いします。

■ご挨拶■

会長：田守 恵幸（高 16 回）

平素は三国丘サッカークラブにご協力

をいただきありがとうございます。

おかげさまで今年も行事等順調に推移

しております。OB 会の活性化を願い、

各年代から活動に参加していただきたく、

昨年から学年リーダーを決めお願いしま

したところ快く受諾いただき、５月９日

に初の懇談会を開きました。現役強化の

対策等いろんな意見もいただきこれから

の活動に頼もしく感じております。

今年は何を申しましても来年に控えま

した創部１００周年記念事業の準備に尽

きると思います。記念式典を来年１１月

６日にホテルアゴーラリージェンシーに

おいて開催、記念碑（部歌歌碑）の建立、

記念試合の実施、記念誌の発行と計画し、

嶋田委員長を中心に準備委員会と OB 会

役員で着々進めておりますがまだまだ人

員不足です。この学年リーダーの皆様に

もお手伝いをお願いしているところです。

大正５年に創部され１００年、この間、

過去全国大会に１２回出場し、最高成績

準優勝をはじめ輝かしい成績を残し、幾

多の名選手を輩出したこの伝統あるクラ

ブの１００周年の祝賀事業です。なんと

か OB 会メンバー全員の力を集結して成

功させたいと願っております。

皆様のご協力を切にお願い申し上げま

す。

三国丘サッカークラブ

「学年リーダー懇談会」開催！
副会長：小孫 英樹（高 21 回）

平成 27 年 5 月 9 日（土）

ＰＭ３：００～５：００

＠三丘会館２階

参加者：２３学年２５名    

初めてこのような「懇談会」という形

での集まりでしたが、２５名という多

数の方に出席していただきました。

会長の挨拶から始まり、事業報告、現

役状況、１００周年記念事業発表と進

み、懇談会ではまず自己紹介の後、Ｏ

Ｂ会の課題である【現役の強化】【若い

人のＯＢ会への参加協力】【会費納入の

促進】等を話し合いました。

初めての集まりでしたので、意見は少

なかったですが、皆さん「今後は協力

する」と話されていたのは非常に心強

かったです。

又、今後はメールを主体に横の連絡を

よくとっていただき、三国丘サッカー

クラブの事業活動への参加、会費納入

等を勧めていきたいと思います。出席

していただいた方には本当に感謝して

おります。今後ともよろしくお願いし

ます。

公式ＨＰをご活用ください!!

掲載希望やご意見等は・・・
HP内の“お問い合わせ”からお送りください。

http://mikun ifc.j imdo .com/

過去のクラブ活動写真・記事等は・・・

川口清一担当宛にお送りください。

＊送り先【川口氏私宅】が不明の方には

　メールにて詳細をお送りいたします。

　ＨＰの問い合わせフォームからまずはご連絡を

　お願いいたします。

みなさまのご協力をお願いいたします。
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■第36回 三丘体育会
　ゴルフコンペ参加報告

■初蹴り・OB総会報告

田守 恵幸 (高 16回) 090-3284-7382 shigeyukitamo@yahoo.co.jp

小孫 英樹 (高21回) 090-1141-9144 h-komago@komaq.jp

畑 拓興 （高22回) 090-8790-5791 takuhata@bea.hi-ho.ne.jp 

池側 正 (高28回) 090-1025-2500 ikegawat@gmail.com

立川 新た (高50回) 090-6664-4485 tachikawa@aw.em-net.ne.jp

■三国丘SCチーム問い合わせ先■

平成27年度（1月～12月） 平成27年度の年会費につきまして、ご納入を頂いております

方々もおられますが、まだの方はご協力をお願いいたします。

※平成26年度を含む過年度未払い会費についての納入に是
非ともご理解ご協力をお願いいたします。

※納入いただきました会費は、現役の強化、OB会活動に使わ
せて頂いております（次号で会計報告予定）。

事務局だより ～年会費納入のお願い～

（年間）　3,000円

＊郵便払込用紙（手数料無料）をご利用ください。

KANAME
代表取締役  嶋田 誠（高校14回）

本社　〒550-0003 大阪市西区京町堀3丁目2番7号

 TEL 06-6445-0444　FAX 06-6445-0458 

臨海第1工場 　〒592-8352 堺市西区築港浜寺西町14-1

臨海第2工場　〒592-8352 堺市西区築港浜寺西町8-18

URL : http://www.kaname-chem.co.jp

全社ISO 9001 及び14001認証取得

要 薬 品 株 式 会 社

工 業 薬品 の製 造加 工・ 販売 （設 立 昭 和 27年 5月）

E-mail m.shimada@kaname-chem.co.jp

　　  〒598-0007　　泉佐野市上町3-3-18

　　　　　　　　　　　　　　　    　       メディカルモール1Ｆ

TEL  072-464-2207
FAX  072-464-8858

理事長  小川 秀三（高校２４回）

医療法人 小川歯科

【参考URL】

府リーグ結果

http://www.ofa-syakaijin.jp/gm/gmresult.cgi?tsl=41#

堺リーグ結果

http://www.sakai-su.net/pdf/league/record_01.pdf

第２２回 川淵杯

泉陽高校定期戦のお知らせ

8月9日（日）15：00から
J-GREEN堺(S5フィールド)にて開催！

 昨年も現役、ＯＢ、保護者の方々にたくさんご参
加頂きました。今年も各年代で集まり交流の一
日を過ごしましょう！
 各期回お誘いあわせのうえご参加ください!!

＊アップ用にﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ(F1)も確保しています!

2015年度の初蹴りと OB総会を１月２日に

開催しました。初蹴りには約 70名、午後から

のOB総会には20名が参加して行われました。

初蹴りは生憎の曇天でしたが、65回卒（H25

年卒）の超若手の初参加もあり 50年の世代間

でプレーを楽しみました。 

OB総会は、初蹴り後に三丘同窓会館で開催。

田守会長の挨拶に続き、昨年度の活動総括後、

H27年度の事業計画案を諮問しました。初蹴

りとは前後しますが今年度活動を無事キック

オフしました。H27年度の位置付けは、来年

度の創部１００周年記念事業の準備活動とし

て経験を積み上げることです。会員皆様のご理

解と、ご支援をお願い致します。 

さる 5月 20日（水）、秋津原ゴルフクラブ（奈

良県御所市）に９２名が参加し、晴天の下、盛

大に開催されました。今年度の主催幹事はハン

ドボール部。サッカー部からは東京からの２名

を含む 11名が参加し交流を深めました。恒例

のクラブ対抗戦では団体３位を獲得しました。

最終ホールで山下さん（高 26回）がバーディ

ーで上がって同ストローク数に並び、５人目の

スコアで３位に入賞というドラマもありました。

来年も多数の参加お願いします。 

三国丘 SC 監督：池側 正（高 28 回） 
 

三国丘フットボールクラブとして活動

を始め5年目となり昨年度は従来の堺市

内のリーグに加え、目標の大阪府社会人

登録する事により大きく活動範囲が広が

りました。 

懸念されていたメンバー不足もなく何

とか全試合参加で日程を終える事ができ

ました。 

結果は、強豪が多い一部リーグでは 1

勝 6 敗で最下位となり、残念ながら 2 部

降格、大阪社会人では最終戦の勝利でか

ろうじて 3 部残留となりました。（新年

度は大阪府社会人リーグの運営変更によ

り、昨年度 5 部リーグ制が 3 部リーグ制

になっています。） 

当然ながら対戦相手もアマチュアで企

業クラブ、学校の OB 主体クラブ、地域

の同好会等混在しておりますが、長い間

リーグに残っているチームは組織運営も

しっかりしており、我クラブも大いに参

考になった 1 年でした。 

 堺、大阪社会人とも 2015 年の新シー

ズンが始まりました。幸いな事に、登録

選手は堺 30 名、大阪 15 名と昨年より

増加し、両リーグとも上部への昇格を目

指して選手はがんばっております。堺で

は幸先よく種目別優勝大会で強豪新洋海

運 F.C.に準決勝で勝利し、決勝進出です

（決勝戦は 8 月 23 日（日）J-GREEN

堺の天然芝G（S2orS３）で12:10～）。

応援お願い致します。 

運営は 51 回立川さん（キャプテン）と

59 回の阪井さんが仕事の合間を縫って

奮闘されています。 

もう一度、真剣勝負でサッカーをしたい

という若いＯＢ諸氏は今からでも遅く 

ありません、是非参加願います。 

また、OB 諸氏におかれましてはご支

援・応援の程宜しくお願い致します。 

年間を通じての高円宮杯 U-18 サッカー

リーグ（2015大阪３部リーグCブロック）

と、全国大会出場を目指す２つのトーナメ

ント大会（春季：総体・近畿大会予選、秋

季：選手権予選）で戦っています。 

春季の総体予選は 1 次予選は勝ちあがり

ましたが、２次トーナメントの一回戦（４

回戦）で池田高校にPK戦で敗退しました。

U-18 は、ブロック１０チームで２回戦総

当り戦です。６月１４日現在、前半の１回

戦を終了し７勝２敗で首位の初芝立命館高

校と同勝ち点ながら得失点差で２位につけ

ています。後半戦もしっかり戦い、２部昇

格を勝ち取って欲しいものです。 

OB・OG の皆様の応援お願いします。 

文責：畑 拓興（高 22 回） 

*U-18 の試合結果： 
http://www.ofa-tec.jp/gm/gmresult.cgi?tsl=29# 


