福岡県立筑紫丘高等学校
同 窓 会 関 西 支 部
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昨年も
たくさんの同窓生が
集まりました︒

昨年 月 日
ホテルグランヴィア大阪にて
第 回総会・親睦の集いが
人の参加を得て開催されました︒

112

関西支部HPをご覧ください。

■お問い合わせ・ご連絡は

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。

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。

♬

♬

oﬃce@gaokakansai.net

門司会長杯争奪
ゴルフコンペを開催します。

同期や部活、地域での
集まりも活発ですヨ〜♪

■ 日時：平成27年10月17日
（土）
■ 場所：茨木国際ゴルフ倶楽部
■ プレー費：約16,000円
（昼食代除く）

高31回卒/32回卒 合同新年会
1月13日（火）に、高31回卒（5名）、
高32回卒（2名）が梅田に集いまし
た。高31回卒の会に高32回卒が参
加させていただいたのがきっかけ
でしたが、お酒と鍋をつつきなが
ら、がおか卒業生繋がりの素晴らし
さを感じたひとときでした。また、
不定期開催を約束し散会しました。
記：堤 一弘（高32回卒）

※組合わせ、スタート時刻等は後日連絡いたします。

今年は現役ビジネスパーソンも参加し易いよう土曜日開催！
優勝カップも準備してますので是非ふるってのご参加をお待ちしております。

参加ご希望の方は下記までご連絡ください。

高21回生ＮＥＴクラブ 関西支部 花見会
予報では、雨になりそうだった4月4日(土)
でしたが、参加メンバーの祈りが通じたの
か、うす曇りの京都山科毘沙門堂観桜会を
開催しました。山科駅から大勢の観光客で
にぎわう中、毘沙門堂までの狭い街並みを
抜けて、満開の枝垂れ桜（般若桜と呼ばれ
ています）を堪能しました。懇親会は京都
八条口の居酒屋「二升五合」
（春夏冬二升五
合が屋号で、あきないますますはんじょう
と読みます）へ。3時間の宴会も、各人のこ
れまでの人生披歴談話に、皆さん時間が足
りないくらいの盛り上がりでした。
記：川邊敏昭（高21回卒）

20141019 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。

メールアドレス
携帯電話

nakahara-shoichi@ mx.scn.tv

090 -5676- 9791

FAX

077-565- 8648

（担当：高20回卒 中原 勝一）

昨年の門司会長杯争奪
ゴルフコンペ優勝者は？

2014年10月20日、門司同窓会会長杯争奪
ゴルフコンペが関西支部総会の翌日の
月曜日に開催されました。

高20回卒 同窓会

5月17日、老房（ラオファン）にて
開催。9名が出席。
合言葉は「生きとったけん、今年
も会えたばい。」
記：中原勝一（高20回卒）

第２回 北摂筑高会

初参加の方々の声をご紹介！
昨年、筑紫丘高校総会・
親睦の集いに初めて参
加させて頂きました。卒
業式以来の校歌を歌い
出した瞬間、運動会、翔
高61回卒
丘 祭 、予 餞 会…と筑 高
渕上愛美さん で の 思 い 出 が 鮮 明 に
蘇って来たのを覚えております。私事で
はございますが、今 年度を以って学生
生活を終了し、就職のため関西を離れ
福岡に帰ることになりました。関西支部
で出逢えた同窓生の方々に深く感謝申
し上げます。何かご縁がございました
ら引き続き宜しくお願い致します。

初めて参加させていた
だきましたが、内容は盛
りだくさん、関西支部な
らではの同世代の歓談
後 の席 替えシャッフル
高38回卒
で、先輩、後輩方と楽し
石田直美さん く歓 談 で き 、筑 高クイ
ズで大変盛り上がり、本当に時間を忘
れるほどでした。関西の同窓生の方々
が３０年に渡って大 切に育んで来られ
た関西の集いはとても心温まる和やか
で楽しいひとときでした。

転 校 で1学 期しか 在 籍
していなかった私。当初
は楽しめるかどうか 不
安 でした が 、会 場 には
日 常とは 別 世 界 が 広
高36回卒
がっていました。同じ高
宮島哲也さん 校を出たというだけな
のに、年齢を超えて感じられる強い連
帯 感 、居心 地の良さ 。催し 物も楽しく
て、同窓会にハマる理由が見えました。

直前にFacebookで見つ
けた同じ硬テの同期を
誘って初めての参加で
した 。最 近は S N Sで 近
況 が わかることもあり
高39回卒
ます が 、実 際 に会うと
宮原一浩さん やっぱり違いますね。
世代を超えて盛り上がったクイズ、不思
議な感覚が蘇った応援 歌・校 歌など、
日常とは違う時間を楽しむことができ
ました。

アンダーの会 2015を開催しました♪
チュカテは今日も雨だった〜♪
2015年のアンダーの会は、久しぶりに大阪・肥後橋の
イタリアン・チュカテで行いました。お仕事がなにかと
忙しい世代ですが、みなさんなんとか都合をつけて集
まっていただけるのです。飛び入り参加も含めて22名
の方が参加。
「なんしよーとー ! ?」から始まる会話は，
普段のお仕事の愚痴から、高校時代の武勇伝の話まで。
肩肘はらずに背伸びをせずに、先輩も後輩も和気あい
あいと話せる雰囲気に日頃かかえているストレスも忘
れて、たくさんの元気をもらえるのです。
「日本創造! !」
雨にもマケズ、さあまた頑張りましょうー ! ! …
明日から。
記：井上信二（高40回卒）

高34回卒 同窓会

6月6日（土）に北摂在住者を中心と
した第2回北摂筑高会を開催しまし
た。昨年に引き続きJ R茨木駅前で、
高5回から高40回卒まで9名（うち、
初参加2名）が集いました。お店のご
好意によりクラリネット生演奏、
びっくりくじ引きもあり、予定時間
を超過して楽しみました。来年も同
じお店で開催予定です。当然、北摂
以外からの参加も大歓迎です。
記：堤 一弘（高32回卒）

新年度を迎えた、4月2日（木）、北新地の『与志』にて、高34回卒の同期会を行いました。
佐藤仁氏の声かけで、近畿圏在住の8名が集まりました。仕事や家庭でのポジションの
変化を語り合いながらも、昔話に花が咲きます。こども達が我々の出逢った年頃とな
り、進学や、就職など親としての共通の悩みも話題です。私個人的には、九州大学に送り
込んだ長男の就職相談を昔のクラスメートに出来、心強さを感じました。また、大学生
のこどもを持つ親と、大学教授の今時の話など、なかなか多岐にわたり筑紫丘同窓だか
ら出来る楽しく有意義なひとときでした。
記：尾崎美智代（高34回卒）

30周年
記念誌を
制作中です！
紙上座談会のため
インタビューに
伺いました。

門司会長が高13回卒ということもあり、高13回が 6名、高15回が 3名、高17回が
3名の計12名が雨が降ったり止んだりの茨木国際ゴルフ倶楽部で熱戦を展開。
ラウンド後の表彰式では、門司会長から優勝の石さん(高15回)と準優勝の筌口さ
ん(高17回)に賞品が授与されました。
（上段3名の写真左から門司会長、石さん、筌
口さん）懇親会ではみなさんがもっと参加しやすいように、リタイヤされた方の
ために平日に、現役の方のために休日に、年に2回の開催が提案されました。

春の筑友会
ゴルフコンペを
平日に開催！

2015年5月26日(火)、
高13回卒〜20回卒までの
8名が瀬田ゴルフコースでの
プレーを楽しみました。
優勝はグロス81の藤下さん
(高17回)でした。

昨年2014年に関西支部は設立30周年を迎えましたので、その
記念事業の一つとして、30周年記念誌の制作が決まりました。
1年遅れではありますが、今年10月18日の関西支部総会での発
行を目指し作業中です。編集方針を検討する中で、関西支部設
立当初に役員として活動されていた方々による誌上座談会を柱
にしようということになり、3月14日、越野さん(高14回)のお宅
に関係者9名が集まり、昔話に花を咲かせました。内容は総会で
配布される(欠席の方には年明けに郵送する) 記念誌を楽しみに
して下さい。
記：養父規幸（高24回卒）

