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『 新春恒例初蹴り会 』 2016年1月2日　10時～母校Gにて開催！ 引き続き　『　OB総会　』　13時半～三丘同窓会館2階にて

創部１００周年記念事業にご協力を！

ご 挨 拶 

会長：田守 恵幸（高 16 回） 

平素は何かと三国丘サッカークラブ

にご高配を賜り厚くお礼を申し上げま

す。 

さて今年も恒例の泉陽・三国丘定期戦

は８月９日 J-GREEN 堺で行われ、今

年は４年ぶりに勝利し川淵カップを奪

回しました。現役チームの健闘を讃えた

いと思います。只、泉陽高校 OB が多

数参加されたのに比べ我が校の若手

OBの参加がおもわしくなくOB戦の盛

り上がりに欠けた事は残念でなりませ

ん。来年は１００周年記念事業の一環と

して華々しく記念試合として計画して

おりますので、是非とも多数の参加をよ

ろしくお願いします。 

現役チームの総体大阪予選は１回戦

で PK 戦敗退してしまいました。現役強

化を切望し応援している OB 会として

も残念でなりません。なおいっそうの努

力を期待したいと思います。 

OB チームは今年の堺種目別トーナ

メントに於いて決勝戦まで進んだので

すが、残念ながら準優勝に終わりました。

現在堺リーグ２部、大阪府リーグ３部で

奮戦中です。応援の方よろしくお願いし

ます。 

１００周年記念事業の準備も準備委

員会と OB 会役員で着々と進めており

ます。それにつきまして今回のサッカー

通信に寄付金の募金依頼状を同封させ

ていただきました。皆様のご協力がなけ

ればこの事業は成りたちません。どうか

主旨をご理解賜りましてご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

創部 100 周年記念事業準備状況 

100 周年記念事業準備委員会 委員長 嶋田 誠（高 14 回） 

内容と準備状況は以下の通りです。 

(1)記念試合の実施 

①浦和高校 OB チームと対戦：平成 26 年 11 月に東京で実施済み 

②平成 28 年開催予定：泉陽高校との定期戦、天王寺高校 OB チームとの試合 

(2)記念碑の設置 

  形状、寸法、刻印内容（部歌・主な戦績）等について、製作予定業者と最終調整中。 

(3)現役チームへユニフォームその他を贈呈 

(4)記念祝賀会の挙行：平成 28 年 11 月 6日（日）12 時～於 : ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺 

*式次第（案）を調整中 

(5)記念誌の発行 

サッカー部（現役、OB）活動の 100 年の歩み、現状、将来展望等を掲載。 

*現在、記事・写真募集中。上記記念事業の内容も収録し記念祝賀会終了後に発行。 

会員諸兄の絶大なるご支援、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

【写真】故 福田さん

浦和高校OB戦から

（2014年11月）

■訃報■福田 克己さん（高 3 回） 

 
三丘サッカー東京 事務局長 

濱崎 勝久（高９回） 

 

三丘サッカー東京の福田克己会長が８月６日、

東京医科大学八王子医療センターにて胆管ガンの

ため逝去されました。８２歳でした。通夜には地

元のサッカー仲間ら６０人近いシニアが参列、誰

からも好かれ尊敬された福田さんの人柄を偲んだ。 

福田さんは高校３年生、FB で活躍。昭和２５年

大阪府予選で優勝。名古屋国体で全国３位の戦績を

残し、２６年の国体、２７年の全国大会（ともに準

優勝）へと続く三丘サッカー黄金時代の礎石を築か

れた。大経大進学後は昭和３０年１月、日本代表と

してビルマ、タイ遠征に参加するなど国際的にも活

躍。大阪府庁在勤中は河辺、大山先輩らとともに実

業団チームに参加、全国大会に出場されていた。た

だ草野球中に左足を骨折、その後府庁を退職された

事でプレーを中断されていた。平成１２年東京都八

王子市に引っ越しされた後、地元クラブに所属して

プレーを再開、今年 7 月には八王子市サッカー協

会 45 周年でシニアの部唯一の“長老”表彰を受け

られた。三丘サッカー東京では平成 21年のスター

ト以来、初代会長を務められていた。 

過去のクラブ活動写真・記事など募集中です。
川口清一（高19回）までご連絡ください。

締め切りは2015年12月末まで！ ご協力をお願いいたします。

福田君を送る 
 乾 幸雄（高 3 回） 

三国丘高校サッカー部 OB 日本代表第

一号、老齢に達した後、日本代表時のチ

ームメイト長沼氏等との縁で、シニアサ

ッカーに没入、平成２５年膵臓ガン摘出

手術後も、抗がん剤・インシュリン・な

どの投与、肺臓への転移、末期ガンの宣

告をうけてもサッカーを継続、本年６月

ついに出場不能を自覚…。 

－８月１日（１２：４１）  

昨日モルヒネ注入。緩和ケアーにもう

時間の問題になってきてるのを実感し

ている、人生の最後がこんなに急にく

るとは不覚、もうメールも多分不能に 

－８月１日（１3：14） 

 有難う、多分面会禁止。見舞いは気持

だけで充分。モルヒネ効果で、今小康

状態なので辛うじてメールしてるけど、

もうこれからは多分ムリ、皆様にくれ

ぐれもよろしくお伝え下さい ― 福田 

と送信後６日に絶命しました。 

 

彼の８８周年記念誌の寄稿「高野山合宿」

も見てやってください。高校３回最後の

昭和２５年１年間無敗、次への出場を抽

選（当時は PK ではありませんでした）

で２回負けの戦友一同…ご冥福祈ります。 
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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■

初蹴り会案内

若手からシニアまで、サッカーを愛する

すべてのOB諸兄がともに集い心地よい

汗を流しませんか。各期回お誘いあわせ

のうえご参加ください！

母校グラウンドにて開催！

2016年1月2日（祝）10：00から

今年度は、大阪府社会人リーグ（日

本サッカー協会登録）と地域リーグの

堺社会人リーグの２つのリーグに加

盟し活動しています。  

 

①大阪府社会人リーグ 

加盟２年目になります。３部残留で

すが、今年度から協会のリーグ構成

が変わり１～５部が１～３部にな

り、最下位リーグになります。 

１１月１日現在、F ブロック（８チ

ーム）で４勝１敗。同勝ち点ながら

１位にいて、 

残り２試合で２部昇格を賭けます。 

②堺社会人リーグ：今年度２部に転落

したものの、８月に H27 年度種目

別大会（トーナメント）で準優勝し

た勢いを持ち込みたいところでし

たが、３戦目で躓き、現在２勝１敗

の 2 位につけています。残り 4 試

合勝ち続け 1 年での 1 部再昇格を

目指しています。 

 

若手 OB の参加をお待ちしています。

希望の方は立川キャプテン(高 50 回)

まで連絡ください。 

平成27年度種目別決勝戦後集合。準優勝！

第２２回川淵杯結果 
（三国丘高校 vs.泉陽高校サッカー定期戦） 

去る８月９日（日）１５～１９時、

J-GREEN 堺で開催しました（三国

丘が担当）。 

今回、J-GREEN 堺では初めての 

天然芝コートを使っての大会になり

ました。両チーム３年生は模擬試験

で欠場する中での対戦になりました。

前半はスピードで上回る泉陽が２点

をリード。後半は選手交代で戦力ダ

ウンした相手に三国丘が盛り返し、

アディショナルタイムに劇的な同点

ゴールをゲット。そのまま引き分け

で PK 戦での決着になりました。２

人目が外した泉陽に対して三国丘は

５人全員が落ち着いてゴール決め３

年振りの勝利をおさめました。 
（詳細は、三国丘サッカークラブのホームページ

に掲載されていますのでご参照ください。） 

来年度の第 23 回大会は、創部

100周年記念事業の一環で三国丘高

校が主催しますので、OB・OG諸氏

には多数参加いただき、盛り上げて

ください。 

文責：畑 拓興（高 22回） 

三丘体育会：交流会参加メンバー集合写真

第３９回三丘体育会運動会 

サッカー部交流会の報告 
絶好の秋天の元、現役とOB チーム

の対抗戦、それに続いてフットサルコ

ートでのミニゲームを楽しみました。

ミニゲームでは初めての試みで保護

者会チームにも加わっていただき、シ

ニアOBチーム（O-55）との熱戦を

繰り広げました。東京から辻林さん

（高 23 回）も参加。好プレー、珍プ

レーで１時間のミニゲームは全員参

加で大いに盛り上がりました。吉田

（久）会長はじめ参加いただいた保護

者会チームの皆さん有難うございま

した。       

文責：畑 拓興（高 22回） 

事務局だより ～年会費納入のお願い～

 平成27年度の年会費につきまして、昨年末から多く

のご納入を頂いておりますが、まだの方はご協力をお

願いいたします。

 今回は平成28年度年会費をお願いいたします。

 平成27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）。

平成27年度（1月～12月）

平成28年度（1月～12月）

（年間）　3,000円

　＊郵便払込用紙（手数料無料）をご利用ください。

　＊振込用紙は創部100周年協力募金と同様です。

　　それぞれご記入頂けますよう合わせてご協力

　　をお願いいたします。

■平成 28 年度三国丘サッカークラブ事業計画案■ 

現役チームの強化・支援を最重点課題として取り組みます。取組案募集します。 

平成２８年度は、三国丘サッカーの創部 100周年に当たります。 

100 周年記念事業を前面に推進していきますので会員一同のご理解とご協力を

お願い致します。 

主な行事は以下のとおりです。（＊印は創部 100 周年記念事業関連） 

１月２日：初蹴り（午前中）につづき、平成 28年度の OB総会 

（事業計画案の承認） 

5 月 18 日（水）第３７回三丘体育会ゴルフコンペ（天野山カントリークラブ） 

*８月７日（日）予定：第 23 回川渕杯—J-GREEN堺（または金岡陸上競技場） 

*９月（日時未定）100 周年記念事業行事：天王寺高校 OBとの OB 戦 

（J-GREEN 堺） 

10 月 23 日（日）三丘体育会運動会： 

現役、OB、保護者会のサッカー交流試合を予定 

*11月６日（日）創部 100 周年記念行事 

午前：創部 100 周年の記念碑建立、除幕式（三国丘高校） 

   午後：記念式典（ホテル・アゴーラリージェンシー堺） 

12月（日時未定）第 38回三国丘高校サッカー部OB 会ゴルフコンペの開催 

*12月末 100周年記念誌の発刊予定                                                      

・三国丘サッカークラブ通信の発行（６月、１２月の予定）、ホームページの充実 

・三国丘サッカークラブ(OBチーム)の活動支援 

-大阪府社会人サッカーリーグ（大阪府サッカー協会）（H27年度３部リーグ） 

-堺社会サッカーリーグ（堺サッカー連盟）（H27年度２部リーグ） 

・三丘サッカー東京（東京地区）主催事業、行事との連携、協力 

川淵杯：参加者全員での記念撮影


