福岡県立筑紫丘高等学校
同 窓 会 関 西 支 部
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初参加の方々の
声をご紹介します♪
高 校 を卒 業して半 年 。
母 校に対しての親しみ
が芽生え始めていたの
と 、ホテルで 飲 食 が出
来るのに魅力を感じた
高67回卒
のとが同窓会に出席し
高畷岳人さん た動機です。
当日はクイ
ズ大会や年代の近い方々との会話で期
待以上に楽しめました。年代の離れた
方々のお話をあまり伺えなかったのが、
少し心残りですが。

20151018 筑高関西同窓会

昨年の親睦の集いを
YouTubeで
ご覧いただけます。
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昨年も大盛会

10

たくさんの同窓生が集まりました︒

昨年 月 日︑新大阪ワシントンホテルプラザにて
第 回総会・親睦の集いを開催しました︒
福岡︑首都圏からの参加も含め
過去最高の136人が集いました︒
32
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仕事でお 付き合 いの
あった先輩にお誘い頂
き参加させて頂きまし
た。社会人になって初め
て福岡を離れ関西に出
高61回卒
てきたのですが、周りに
松山加菜古さん 知り合 い のいない中 、
このようなご縁の繋がりの強さに筑紫
丘らしさのようなものを感じ嬉しく思い
ました。当日はアットホームな雰囲気の
中で世代を越えた交流をさせて頂き、
心温まりました。これをきっかけに、今
後とも関西での筑紫丘の繋がりを広げ
ていけたらと思います。

者
参加 ！
中！
集
募 0歳以下対象）

バーベキュー
大会
開催

学生はタダ！
イッパイの参加
待ってま〜す！
！

http://www.gaokakansai.net/

同期会など開催されましたら、その模様をお知らせください。
来年度の当通信にて紹介いたします。

（5

日時

SNSを通じて関西在住
同期の集まりに誘って
頂いたのをきっかけに
初 参 加 。筑 高由 来 のク
イズや筑 高 体 操、応 援
高39回卒
歌・校歌合唱など盛りだ
手嶋雅彦さん
くさん の内 容 に 、時 空
を超えて当時の思い出も蘇りつつ、非
常に楽しいひと時を過ごすことができ
ました。今後もできる限り継続して参加
していきたいと思います。

9/10(土) 16：00 〜18：00

集合時間 /15：00（雨天決行）
集合場所/JRゆめ咲線「桜島駅」改札前
会場 舞洲バーベキューガーデン

「オーチャードグラス」
TEL.06-6460-1646

会費 社会人

5,000円

（男女共）

参加お申し込みは下記より！

under-entry2@gaokakansai.net
掲載のアドレス、又はQR
コード宛に（1）氏名（2）卒
業回数（3）電話番号を明
記してメールにてお申し
込みください。

は 申込受付締切 9/8（木）20：00
学生 ！
！
無料 ※当日緊急連絡先：070-5699-5103（赤司・高54回卒）

oﬃce@gaokakansai.net

メールアドレス登録者には、関西支部からお知らせメールを配信します。
お友達紹介も是非お願いします。

♬

同期や部活、地域での
集まりも活発ですヨ〜♪

♬

筑友会2016秋のゴルフコンペを開催！

■ 日時：平成28年10月29日
（土）
■ 場所：茨木国際ゴルフ倶楽部
■ プレー費：約20,000円

高31回卒/32回卒 合同忘年会

昨年12月8日に天
満駅近く「kitchen
味人」で、高31、32
回卒生を中心に1４
名 が集 い 、合同 忘
年会が開催されま
し た。単 身 赴任 者
も 多く 、同 世代 な
らではの話に花が
咲きました。
記：堤 一弘
（高32回卒）

（昼食代別途）

※組合わせ、スタート時刻等は後日連絡いたします。

者
参加 ！
！
募集

春は平日なので若い方々は参加しにくいと
思いますので、秋は土曜日にします。
多くの皆さんのご参加をお待ちしております。

昨年は「門司会長杯」と銘打って、総会・親睦の集いの前日、10月17日(土)に開催し
ました。場所は茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府）で、9人が参加して腕を競い合いま
した。優勝したのは、グロス83でホールアウトした藤下亘理さん（高17回）でした。
おめでとうございます。

高17回卒 同期会

関西在住第17回生の同窓会
を6月4日(土)梅田の「神戸元
町別館牡丹園」で開催しまし
た。例年、10名前後の参加で
すが17回生は今年古希を迎
えるため、例年より多い下記
13名の参加がありました。
福岡でも古希記念の同窓会
が11月10日(木)に開催され
ます。今回の出席者は皆出席
予定です。
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会

■お問い合わせ・ご連絡は

昨年、第32回関西支部
総会&親睦の集いに参
加をさせていただきま
した 。様々な 年 代 の 卒
業 生の方々と交流 する
高63回卒
とともに、筑紫丘で過ご
諸岡優海さん した3 年 間に思いを馳
せ、とても楽しい時間となりました。福
岡から離れた地でも筑紫丘という繋が
りを感じられる貴重な機 会ですので、
より多くの人に参加して頂きたいなと
思います。

！
！

の
ダー
アン 主催

関西支部HPをご覧ください。

参加ご希望の方は下記までご連絡ください。
■下記アドレス、又はQRコード宛に（1）氏名（2）卒業回数（3）電話番号を明記して
メールにてお申し込みください。

golf@gaokakansai.net

■電話やFAXでのエントリーは中原（高20回卒）まで
携帯電話：090-5676-9791 FAX：077-565-8648

春の筑友会ゴルフコンペを開催しました！

記：葛岡和美（高17回卒）

前列左から/安室朝三・筌口喬一・安部喬・百田邦堯
後列左から/野間耕一・加藤幸彦・藤下亘理・古我憲治郎・平嶋康昌・
西村文一・名越一雄・葛岡和美・川村進

高20回卒 同期会

「生きとったけん、今年も会えたばい。」
を合言葉に、6月25日(土)18時に、昨年
と同じ大阪駅前第一ビル12階の「老房
（ラオファン）」で開催しました。
昨年は9人でしたが、今年は12人が集
まりました。初参加者が1人、横浜から
の参加者が1人あって、にぎやかで楽し
い時間を過ごすことができました。
記：中原勝一（高20回卒）

第3回 北摂筑高会
7月9日にJR茨木駅近くの「真
珠と竹馬」に8名が集い、3回目
となる北摂筑高会が開催され
ました。お店の方によるクラリ
ネット演奏もあり、時間を超過
して楽しいひとときを過ごし
ました。
記：堤 一弘（高32回卒）

教育支援基金への
ご協力御礼
昨年の総会・親睦の集いの
際にご出席の皆様方に頂い
た母校生徒の教育支援基金
への募金が２２,８５０円とな
り早速送金致しました。
ご協力ありがとうございま
した。

筑友会ゴルフコンペを2016年
5月27日(金)に瀬田ゴルフコー
ス（滋賀県）にて開催しました。
お天気にも恵まれ、11名でラ
ウンドしました。
優勝はグロス91の藤下亘理様
（高17回）でした。
何度か参加していますが、優し
い先輩方に混じって、毎回、楽
しくプレーしています。
筑友会コンペは年2回の開催で、次回は10月29日
（土）に大阪府のゴルフ場での開
催を予定しています。ゴルフ好きの皆様、楽しくラウンドしませんか？
多数のご参加お待ちしております!! 記：鶴園和恵（高40回卒）

熊本地震義援金へのご協力をお願いします。
例年、総会・親睦の集いの際には、ご出席頂いた皆様方には母校生徒のための「教育
支援基金」へのご協力をお願いしておりますが、今年は、ご高承の如く熊本県と大
分県を中心に甚大な被害をもたらした熊本地震により、筑紫丘高校同窓会熊本支
部と大分支部の多数の皆さんが被災されておりますので、
「熊本地震義援金」とし
て皆様方のご協力をお願いしたいと存じます。福岡の定期総会でも義援金を募り、
集まったお金は熊本支部と大分支部に贈られました。
支部の総会当日、クマモンの募金箱が会場に設置されますので、是非宜しくお願い
致します。
（関西支部も、熊本支部と大分支部に直接お渡ししたいと思います。）

FOR KUMAMOTO

