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「振り返ってみて

今年は年初から「長崎県」のスポーツが輝いている。

皇后杯全国都道府県女子駅伝では昨年、「４位入賞でも悔しい！」と言っていた諫早高校の藤永監督

の見事な采配で、

選手起用がピタッと的中したのだろう。

春の選抜高校野球での創成館の戦いは見事だった。昨年秋の

大阪桐蔭を下し

下してベスト８。智辯和歌山に挑んで延長戦にもつれ込んだが、力及ばず敗退し

れた。夏に再起をかけてガンバレー！

プロでは、「Ｖ・ファーレン長崎」が今期Ｊ１昇格を果た

前社長の高田社長がけん引役となって、選手・スタッフに元気をまき散らしている。

「ふるさと応援」で会場に出かけて分かるのは、”長崎”だけで気持ちが繋がって愉快に大声が出せる

ことだ。日本人の中に深く刻まれた「ふるさとの心」なのだろう。

その故郷の街が変化を続けている。４月帰省の折に県庁新庁舎屋上からの景色である。

東方眼下では、長崎新幹線受け入れの駅舎、新線路、併設されるＭＩＣＥの工事が賑やかである。これ

までに賛否両論戦わせてきたが、イザ！建設が始まるとどれほどの経

客が増え街に賑わいが戻ってほしいと願うばかりである。

西方稲佐山山麓にはホテルやスパ施設が増え、中には一泊何万円もする高級ホテルも出現、高層マ

ンションもデンと構え変わった景色に映る。

南方は大波止から風頭に向かって人家が立ち並ぶが、昼間では分からないが空き家が増えていると

言う。昔は山上に輝いていた南高の周辺には建物が建ち、写真を見ても「どれが南高？」と探す羽目に。

裏門と整備されたバス道路が見えないのが残念だが。

自分自身が動いていても止まっていても、世の中は絶えず動いている。

今年４回生は古希を迎える。元気でいられることに感謝しつつ次の一節を享受したい。

タグチヒサト氏の

去年、古希を前に大阪在住の同級生が逝った。
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を行い、期中に他界された会員に黙祷をささげたのち、各幹事からの会計報告、監査報告、事務局連絡を
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長崎市の現状紹介（長崎市周辺の変化、大型事業、九州新幹線西九州ルート建設、

を中核とした交流拠点造り、出島の表門橋の完成）による祝辞が披露された。
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した。会場には例年掲げてきた旗が老朽化のため、やむな

掲げた。「気魄と情熱、校章」をあしらって南高カラーに染め抜き、旗から世代を引

、到着された皆様も、感慨深げに挨拶をかわされ、会場の雰囲気を一際

回生）及び三宅会長（４回生）が式次第に沿って進行司会を務めた。ま

を行い、期中に他界された会員に黙祷をささげたのち、各幹事からの会計報告、監査報告、事務局連絡を

された母校の安部校長から、南高の現状（現

名の募集人員になること、総合選抜制度がなくなって残念ながら難関大学を目指す生徒は少なくなり、サンデー

毎日に載らなくなったこと、弓道女子、新聞部、吹奏楽部の各部活と活躍、
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山内様から、県人会のふるさとイベント参加に対する御礼、県人会ゴルフ

会への参加とともに今後も県人会への協力要請のお願いが述べられた。

長崎市の現状紹介（長崎市周辺の変化、大型事業、九州新幹線西九州ルート建設、

を中核とした交流拠点造り、出島の表門橋の完成）による祝辞が披露された。
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顔の到着に大きな挨拶の声と笑顔が溢れる中で、式次第、「福砂屋カス

ーコー醤油・大阪支店さんのご厚意で提供頂いたふるさとの味「だ

した。会場には例年掲げてきた旗が老朽化のため、やむな

掲げた。「気魄と情熱、校章」をあしらって南高カラーに染め抜き、旗から世代を引

、到着された皆様も、感慨深げに挨拶をかわされ、会場の雰囲気を一際

回生）及び三宅会長（４回生）が式次第に沿って進行司会を務めた。ま
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定するも、飲んで食べてワイガヤで発散することが何よりもリフレッシュになる。その時間に集まれる人が好きに集ま

るだけで「長崎南高ゆかり」が唯一共通点。

年に

新たな還暦組を迎え入れながら、息長く続けて行きたい。

探鳥句会
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ある博多駅のセントラーレホテル会場の利便性について語られた。

長崎県大阪事務所
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即興の俳句講座が行われ、指名された先輩たちによる

流石と思われる俳句が披露された。

レジェンド宅島さん

皆様お疲れ様でした。来年も元気な再会を祈念しています（幹事一同）。

”⻑崎南倶楽部

2016年 1月、還暦を過ぎた同窓仲間たちが「たまには集まって懇親ばしようか」の一言に始まった。

シニアたちに声をかけ、オジンオバンが集うことに。第

にある「ヴィストロ」に

定するも、飲んで食べてワイガヤで発散することが何よりもリフレッシュになる。その時間に集まれる人が好きに集ま

るだけで「長崎南高ゆかり」が唯一共通点。
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ットの利用がつながることが紹介された。
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ある博多駅のセントラーレホテル会場の利便性について語られた。
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レジェンド宅島さん(3 回生
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月、還暦を過ぎた同窓仲間たちが「たまには集まって懇親ばしようか」の一言に始まった。

シニアたちに声をかけ、オジンオバンが集うことに。第
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定するも、飲んで食べてワイガヤで発散することが何よりもリフレッシュになる。その時間に集まれる人が好きに集ま

るだけで「長崎南高ゆかり」が唯一共通点。

回開いており、今年も

新たな還暦組を迎え入れながら、息長く続けて行きたい。

[ヴィストロ

中島さん

ゴルフ倶楽部

回生）：関東の同窓会は

の予定であること、その後の 26 回生以降は会員が少なくなってきており、同窓会も曲がり角を迎えていること、参加

回生へ継承と期待、V・ファーレン長崎の

ットの利用がつながることが紹介された。

（8 回生）：関西同窓会には長年参加してきたこと、関東と同様に後継者の問題を抱えており，

回生に期待していること、福岡同窓会では毎年

ある博多駅のセントラーレホテル会場の利便性について語られた。

金子所長（14 回生）

を行っていること、軍艦島に続いてキリシタン集落群の世界遺産の登録を目指していること、京都での長崎フェア、天

フェアを予定していること、長崎新聞による

援依頼、県庁、県警本部の移転の話題があった。

から探鳥句会活動の紹介とともに

即興の俳句講座が行われ、指名された先輩たちによる

流石と思われる俳句が披露された。
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お疲れ様でした。来年も元気な再会を祈念しています（幹事一同）。
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【県庁新庁舎】【駅西側 交流拠点施設（建設中）】

⻑崎市⻑からのメッセージ

平成２９年第２７回長崎南高関西同窓会及び懇親会のご盛会を心からお喜び申し上げます。

本日はせっかくお招きいただきましたが、公務のため出席できず、誠に残念に思っております。
皆様におかれましては、高校時代の懐かしい思い出を振り返りながら、久しぶりに会う同窓生同士、思い
出話や近況報告に花を咲かせ、楽しいひとときを過ごされることと存じます。
さて、長崎では今、まちの形が大きく変わる大型事業が進行中です。長崎駅周辺では、九州新幹線西九州
ルートの建設や、長崎本線の立体交差事業が進められています。さらに、駅西側にMICE機能を中核とし
た交流拠点施設の建設に取り組んでおり、2022年度の完成後にはたくさんの人を呼びこむことができるも
のと期待しております。
加えて、日本の近代化に大きな役割を果たした出島においては、いよいよ今月末に「表門橋」が完成し、
往時のように橋を渡って出島に入ることができるようになります。交流を通して発展してきた長崎の歴史
をアピールする機会と捉え、世界へ発信していきたいと思っておりますので、皆様方におかれましても、
ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
最後に、長崎南高関西同窓会の今後ますますのご発展と、三宅会長をはじめ、本日お集まりの皆様方のご
健勝とご多幸を心から祈念申し上げます。

平成２９年１１月１８日 長崎市長 田上 富久 (12回生)

”13回生還暦同窓会に出席して“ 13回生 岩永和弘

2017年8月12日（土）夕刻6時から、ホテルニュー長崎にて、長崎南13回生還暦同窓会が開催されました。お盆前という

こともあり、これに合わせて里帰りする人も多く、13回生585人中、約150名（ご来賓の先生を含みます。）の多数の出席があ

りました。

ご来賓として、ご存命かつ足腰が丈夫な、当時の担任・副担任の先生8名の方におこしいただき、近況をご披露いただきまし

た。年齢は80 歳を越えた方が多いにもかかわらず、お元気で生き生きと、やりたいこと、興味あることなどに取り組んでおら

れるようで、我々が仕事を引退した際の参考になりました。

さて、懇談の部に入り、昭和40年代に一気にタイムスリップ。会場が一気に盛り上がりました。1組から13組までのクラス

毎にテーブルが設営され、当時のクラスメンバーが集合し、近況や当時の話に花が咲きました。会場では「今はなんばしよっと

ね。」「どこにすんどっとね。」「こどもは何人ね。」「孫はおっとね。」というのがあちこちで。また、運動クラブ・文化ク

ラブ・小中学校等のつながりで、他

クラスのテーブルに遠征し、旧交を温める

方も多数。校歌斉唱後、二次会会場へと流

れていき、大盛会で終了しました。

おこしになられた先生方もお元気でした。

これを見習って、次回、古希（または喜寿）

同窓会出席感想文の原稿が書けるよう、健

康に留意して、日々を過ごしたいと思いま

す。

“月日は百代の過客にして、行きかふ年も

また旅人なり”（松尾芭蕉）

【出島 表門橋】



ハイキング同好会

私が時々ポラリスにお邪魔するようになってもうすぐ

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

以下ポラリスの魅力を列挙してみます。

１．

２．

３．

４．

お荷物になり、ご迷惑お掛けする事も多々ありますが、

出来ればこれからも参加させて頂こうと思っています。

よろしくお願いします。

ゴルフクラブ

2017

です。

1995

1997

で、その日はドライバーが絶好調で、ミドルの打ち上げの

打目をカップインさせイーグルを取り

の才能がある

りでした。

なり、１年間雨の日も風の日も通い続け、

とで割と早く

後の数年間が

近年はドライバーの飛距離も落ち

っています。

今は夕べの一杯の誘惑の方がまさっている今日この頃です。

ゴルフコンペ組み合わせ表

ハイキング同好会

私が時々ポラリスにお邪魔するようになってもうすぐ

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

以下ポラリスの魅力を列挙してみます。

１． 一度は行ってみたいけど一人じゃなかなか行けない所

へ行ける。

→すすき揺れる曽爾高原、つつじ燃える葛城山、紫陽

花の矢田寺など。

２． 山の上からの素晴らしい景色が楽しめる。

→それだけで気分爽快、大文字山からハルカスが見

えた時にはびっくり。

３． 持ち寄った美味しい料理で山の上で宴会、打ち上げ。

→時には山の上でてんぷらも。皆さんお料理上手で

す。

４． 参加される皆さんがとても良い方ばかり

→お世辞ではなく、一緒にいるだけでいい気持になる

方ばかりです。

お荷物になり、ご迷惑お掛けする事も多々ありますが、

出来ればこれからも参加させて頂こうと思っています。

よろしくお願いします。

ゴルフクラブ

2017 年長崎南高関西同窓会ゴルフコンペを

です。 ゴルフは悩ましい！

1995 年頃に初めてクラブを握り、早

1997 年頃関西同窓会コンペでゴルフ巧者の

で、その日はドライバーが絶好調で、ミドルの打ち上げの

打目をカップインさせイーグルを取り

の才能がある』とおだてられたのが、ゴルフにはまった始ま

りでした。練習場で金のボールが出た幸運で練習代が安く

なり、１年間雨の日も風の日も通い続け、

とで割と早く 100

後の数年間が私の黄金時代でした。

近年はドライバーの飛距離も落ち

っています。

今は夕べの一杯の誘惑の方がまさっている今日この頃です。

ゴルフコンペ組み合わせ表

1組 高橋市治（

2組 吉野

3組

ハイキング同好会

私が時々ポラリスにお邪魔するようになってもうすぐ

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

以下ポラリスの魅力を列挙してみます。

一度は行ってみたいけど一人じゃなかなか行けない所

へ行ける。

→すすき揺れる曽爾高原、つつじ燃える葛城山、紫陽

花の矢田寺など。

山の上からの素晴らしい景色が楽しめる。

→それだけで気分爽快、大文字山からハルカスが見

えた時にはびっくり。

持ち寄った美味しい料理で山の上で宴会、打ち上げ。

→時には山の上でてんぷらも。皆さんお料理上手で

参加される皆さんがとても良い方ばかり

→お世辞ではなく、一緒にいるだけでいい気持になる

方ばかりです。

お荷物になり、ご迷惑お掛けする事も多々ありますが、

出来ればこれからも参加させて頂こうと思っています。

よろしくお願いします。

ゴルフクラブ“優勝者の弁

年長崎南高関西同窓会ゴルフコンペを

ゴルフは悩ましい！

年頃に初めてクラブを握り、早

頃関西同窓会コンペでゴルフ巧者の

で、その日はドライバーが絶好調で、ミドルの打ち上げの

打目をカップインさせイーグルを取り

』とおだてられたのが、ゴルフにはまった始ま

練習場で金のボールが出た幸運で練習代が安く

なり、１年間雨の日も風の日も通い続け、

00 を切れました。正月も練習するなど、その

私の黄金時代でした。

近年はドライバーの飛距離も落ち

今は夕べの一杯の誘惑の方がまさっている今日この頃です。

ゴルフコンペ組み合わせ表

高橋市治（2回生）

吉野俊司（3回生）

高松秀憲

ハイキング同好会 ”私と

私が時々ポラリスにお邪魔するようになってもうすぐ

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

以下ポラリスの魅力を列挙してみます。

一度は行ってみたいけど一人じゃなかなか行けない所

→すすき揺れる曽爾高原、つつじ燃える葛城山、紫陽

山の上からの素晴らしい景色が楽しめる。

→それだけで気分爽快、大文字山からハルカスが見

持ち寄った美味しい料理で山の上で宴会、打ち上げ。

→時には山の上でてんぷらも。皆さんお料理上手で

参加される皆さんがとても良い方ばかり

→お世辞ではなく、一緒にいるだけでいい気持になる

お荷物になり、ご迷惑お掛けする事も多々ありますが、

出来ればこれからも参加させて頂こうと思っています。

優勝者の弁

年長崎南高関西同窓会ゴルフコンペを

ゴルフは悩ましい！

年頃に初めてクラブを握り、早

頃関西同窓会コンペでゴルフ巧者の

で、その日はドライバーが絶好調で、ミドルの打ち上げの

打目をカップインさせイーグルを取りM

』とおだてられたのが、ゴルフにはまった始ま

練習場で金のボールが出た幸運で練習代が安く

なり、１年間雨の日も風の日も通い続け、

切れました。正月も練習するなど、その

私の黄金時代でした。

近年はドライバーの飛距離も落ち、腕前も下降線をたど

今は夕べの一杯の誘惑の方がまさっている今日この頃です。

ゴルフコンペ組み合わせ表

回生） 吉村敏幸（

回生） 草野義昭（４回生）

秀憲 柳川俊郎（

”私とポラリス“

私が時々ポラリスにお邪魔するようになってもうすぐ

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

一度は行ってみたいけど一人じゃなかなか行けない所

→すすき揺れる曽爾高原、つつじ燃える葛城山、紫陽

山の上からの素晴らしい景色が楽しめる。

→それだけで気分爽快、大文字山からハルカスが見

持ち寄った美味しい料理で山の上で宴会、打ち上げ。

→時には山の上でてんぷらも。皆さんお料理上手で

参加される皆さんがとても良い方ばかり

→お世辞ではなく、一緒にいるだけでいい気持になる

お荷物になり、ご迷惑お掛けする事も多々ありますが、

出来ればこれからも参加させて頂こうと思っています。

優勝者の弁”

年長崎南高関西同窓会ゴルフコンペを 12月に瀬田

年頃に初めてクラブを握り、早 23 年になります。

頃関西同窓会コンペでゴルフ巧者の M 氏との同伴

で、その日はドライバーが絶好調で、ミドルの打ち上げの

M氏に『お前はゴルフ

』とおだてられたのが、ゴルフにはまった始ま

練習場で金のボールが出た幸運で練習代が安く

なり、１年間雨の日も風の日も通い続け、48,000 発打ったこ

切れました。正月も練習するなど、その

腕前も下降線をたど

今は夕べの一杯の誘惑の方がまさっている今日この頃です。

吉村敏幸（2回生）

草野義昭（４回生）

柳川俊郎（9回生）

ポラリス“

私が時々ポラリスにお邪魔するようになってもうすぐ 2年になります。

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

一度は行ってみたいけど一人じゃなかなか行けない所

→すすき揺れる曽爾高原、つつじ燃える葛城山、紫陽

→それだけで気分爽快、大文字山からハルカスが見

持ち寄った美味しい料理で山の上で宴会、打ち上げ。

→時には山の上でてんぷらも。皆さんお料理上手で

→お世辞ではなく、一緒にいるだけでいい気持になる

お荷物になり、ご迷惑お掛けする事も多々ありますが、

出来ればこれからも参加させて頂こうと思っています。

月に瀬田G.C.

年になります。

氏との同伴

で、その日はドライバーが絶好調で、ミドルの打ち上げの 2

お前はゴルフ

』とおだてられたのが、ゴルフにはまった始ま

練習場で金のボールが出た幸運で練習代が安く

発打ったこ

切れました。正月も練習するなど、その

腕前も下降線をたど

今は夕べの一杯の誘惑の方がまさっている今日この頃です。

回生）

草野義昭（４回生）

回生） 丸尾邦広（

年になります。

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

G.C.で 12名の参加で開催しました。優勝した

北名幸雄（2

三宅 博（4回生）

丸尾邦広（12

【生駒山遊園地にて花見】

16回生

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

名の参加で開催しました。優勝した

2回生）

回生）

12回生）

【生駒山遊園地にて花見】

回生 垣田知香子

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

2回生

名の参加で開催しました。優勝した

大石哲史（７回生）

中島 猛（

榎田政純（

【生駒山遊園地にて花見】

垣田知香子

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

回生 吉村敏幸

名の参加で開催しました。優勝した 2回生の吉村

大石哲史（７回生）

猛（6回生）

政純（9回生）

６

現在の私をご存じの方ならお判りになるでしょうが、運動不足で山登り向きの体形ではありません。足を痛め、杖を突きな

がら歩いていた頃もありました。ただ、昔から歩くのは嫌いではありませんでした。ポラリスが本格的な山登りだけでなく、

私でも参加できそうなハイキングの時もある事を知り、試しに行ってみると楽しくていつの間にかそれなりの参加率に・・・。

敏幸

回生の吉村
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趣味の広場

60歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

月曜、火曜、木曜、夜間の

学式に臨んだ。そこで偶然

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

道端に生えている雑草にすぎなかった。しかし、そのピンクの小さ

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

い。

1年間、植物やその他の基礎的な知識を学んだ後は、

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

が企画し実施している。座

を図っている。故にいまだに卒業できていない。

定年を迎えた後輩の皆さ～ん！

俳句同好会”“探⿃句会”

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

が入っている！

俳句はたった１７文字の定型詩

知さを思い知る事でもあった。

１８年何とか続けられたのは、お師匠

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

私が句を作る時は、なるべく難しい言葉

は使わず身近な事や日々感じた事を自分

の言葉で詠いたいと思っている。

最近テレビの「プレバト」等の影響で、

俳句が若者達の

のも嬉しい事である。

趣味の広場

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

月曜、火曜、木曜、夜間の

学式に臨んだ。そこで偶然

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

道端に生えている雑草にすぎなかった。しかし、そのピンクの小さ

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年間、植物やその他の基礎的な知識を学んだ後は、

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

が企画し実施している。座

を図っている。故にいまだに卒業できていない。

定年を迎えた後輩の皆さ～ん！

”白川郷での一泊研修

俳句同好会”“探⿃句会”

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

が入っている！

俳句はたった１７文字の定型詩

知さを思い知る事でもあった。

１８年何とか続けられたのは、お師匠

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

私が句を作る時は、なるべく難しい言葉

は使わず身近な事や日々感じた事を自分

の言葉で詠いたいと思っている。

最近テレビの「プレバト」等の影響で、

俳句が若者達の間でブームになっている

のも嬉しい事である。

”“シニア自然大学

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

月曜、火曜、木曜、夜間の4コースがあり、定員は各々

学式に臨んだ。そこで偶然 2 回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

道端に生えている雑草にすぎなかった。しかし、そのピンクの小さ

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年間、植物やその他の基礎的な知識を学んだ後は、

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

が企画し実施している。座学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

を図っている。故にいまだに卒業できていない。

定年を迎えた後輩の皆さ～ん！

白川郷での一泊研修

俳句同好会”“探⿃句会”

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

俳句はたった１７文字の定型詩(ポエム

知さを思い知る事でもあった。

１８年何とか続けられたのは、お師匠

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

私が句を作る時は、なるべく難しい言葉

は使わず身近な事や日々感じた事を自分

の言葉で詠いたいと思っている。

最近テレビの「プレバト」等の影響で、

間でブームになっている

シニア自然大学

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

コースがあり、定員は各々

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

道端に生えている雑草にすぎなかった。しかし、そのピンクの小さ

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年間、植物やその他の基礎的な知識を学んだ後は、

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

を図っている。故にいまだに卒業できていない。

定年を迎えた後輩の皆さ～ん！ 暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

白川郷での一泊研修”

俳句同好会”“探⿃句会”

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

ポエム)であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

１８年何とか続けられたのは、お師匠(松永典子さんの事を仲間内ではそう呼んでいる

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

私が句を作る時は、なるべく難しい言葉

は使わず身近な事や日々感じた事を自分

最近テレビの「プレバト」等の影響で、

間でブームになっている

シニア自然大学”

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

コースがあり、定員は各々60名である。私は火曜コースを選択し、

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

道端に生えている雑草にすぎなかった。しかし、そのピンクの小さ

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年間、植物やその他の基礎的な知識を学んだ後は、2年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

を図っている。故にいまだに卒業できていない。

暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

松永典子さんの事を仲間内ではそう呼んでいる

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

名である。私は火曜コースを選択し、

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

道端に生えている雑草にすぎなかった。しかし、そのピンクの小さな花をルーペで見た時信じられないことが起こった。その花

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

”小学校のボランティア

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

松永典子さんの事を仲間内ではそう呼んでいる

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

シニア自然大学はＮＰＯ法人で主に「自然に親しむ講座」を開催している。

名である。私は火曜コースを選択し、

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

な花をルーペで見た時信じられないことが起こった。その花

はまるでカトレアのように美しい花であった。草の名前が「ホトケノザ」と初めて知った。

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

小学校のボランティア

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

松永典子さんの事を仲間内ではそう呼んでいる)

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

名である。私は火曜コースを選択し、4月に大阪長居公園ホールの入

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

な花をルーペで見た時信じられないことが起こった。その花

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

小学校のボランティア”

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

)仲間達との句会が楽しかったからである

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

1回生

歳の定年を迎え、これから何をしようかと考えていた時、知人から「シニア自然大学」を紹介された。

月に大阪長居公園ホールの入

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

な花をルーペで見た時信じられないことが起こった。その花

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

4回生 由布千恵子

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

仲間達との句会が楽しかったからである

句会の事はホームページで見られるので、友達が私の句は分かりやすくて良いと言ってくれ励みになっている。

八尋重義

月に大阪長居公園ホールの入

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

門的な知識を身に付けるために入学されたとか。何の目的もなくただ時間つぶしに入学した私とは大変な違いであった。

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

な花をルーペで見た時信じられないことが起こった。その花

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

暇を持て余している人はシニア自然大学に入学することをお勧めします。

由布千恵子

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

仲間達との句会が楽しかったからである

ホトケノザ

月に大阪長居公園ホールの入

回生の中野さんに出会った。中野さんは普段からボランティア活動をされているそうだが、もっと専

最初の講座は植物に関するもので、講師が数種類の草を持参して説明を始めた。手に取ってみてくださいと言われて見たが

な花をルーペで見た時信じられないことが起こった。その花

道端の雑草でも名前があり、よく見ると美しくたくましく生きていることが分かった。それから植物観察にはまったのは言うまでもな

年目から研究科のそら組に進んだ。そら組では毎週金曜日が活動日

で植物観察だけではなく野鳥観察、山歩き、工作、工場見学、街歩き、小学校のボランティア、バス旅行、一泊研修旅行等自ら

学は少なく校外学習が多い。活動の後は必ず反省会という名の飲み会で仲間とのコミュニケーション

私が探鳥句会に入会したのは、２０００年の秋の関西同窓会で、三回生松永典子さんの句集を買った事がきっかけである。俳句

と言ったら小学生の時初めて作った「とそ飲んで桜色した母の顔」この句で何かの賞を取った以来である。今思うとちゃんと季語

であるが、その世界はとても広くて奥深いものである。そして同時に自分の日本語の無

仲間達との句会が楽しかったからである。

ホトケノザ
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活動報告

⻑崎

【役員名簿】

役職

会長

副会長

〃

〃

活動報告

4月

5月

7月

8月

⻑崎南高

前年度繰越金

年会費

総会会費

郵便局利息

広告費

寄附金

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

会計報告は、平成

＊-1 ：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

【役員名簿】

役職 氏名

会長 三宅

副会長 榎田政純

〃 手嶋義雄

〃 鳥井幹則

活動報告（2017年４

・バーベキュー（万博記念公園）

・長崎県五島県人会参加

・地域文化交流会「しっとっと神戸北野

・納涼ビアパーティー

・南高関東同窓会参加（三宅会長）

・長崎県人会総会参加

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催）

・全国高校野球選手権応援（

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

南高関⻄同窓会会計報告

前年度繰越金 通帳残

手元現金

小計

総会会費

利息

小計

合

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

会計報告は、平成30年

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

氏名 回生

三宅 博 4

榎田政純 9

手嶋義雄 9

鳥井幹則 13

年４⽉〜2018

・バーベキュー（万博記念公園）

・長崎県五島県人会参加

・地域文化交流会「しっとっと神戸北野

・納涼ビアパーティー

・南高関東同窓会参加（三宅会長）

・長崎県人会総会参加

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催）

・全国高校野球選手権応援（

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

関⻄同窓会会計報告

収入の部

通帳残

手元現金

小計

ご祝儀

オークション売上

その他

小計

計

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

年3月31日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

回生 役職

事務局長

会計

〃

〃

2018年３⽉

・バーベキュー（万博記念公園）

・地域文化交流会「しっとっと神戸北野」探訪

・南高関東同窓会参加（三宅会長）

・京都鴨川納涼会参加（県人会主催）

・全国高校野球選手権応援（波佐見；甲子園）

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

関⻄同窓会会計報告（

収入の部

オークション売上

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

氏名

金尾義男

岡 凉子

長田道子

鹿子島芳子

年３⽉）

10

11

」探訪

12

；甲子園）

・長崎本部同窓会参加（ホテルニュー長崎）

１月

＊

（2017年４⽉〜

604,881

34,975

639,856

234,000

264,000

5

75,000

50,000

60,700

10,400

694,105

1,333,961

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

回生 役職

14 HP

9 監査

11 〃

16 相談役

10月 ・南高福岡同窓会参加（手嶋副会長

11月 ・長崎県人会祭り

12月

・関西同窓会ゴルフコンペ（

（6p参照）

・全国高校駅伝応援（西京極）

・全国高校ラグビー応援（花園）

１月
・皇后杯都道府県女子駅伝応援

・長崎県人会新年互礼会参加

＊探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

（6p、7p参照）

年４⽉〜2018

604,881

34,975

次年度繰越金

639,856

234,000

264,000

5

75,000

50,000

60,700

10,400

総会運営費

通信費

印刷費

運営費＊-１

694,105

1,333,961

監査

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

役職 氏名

HP編集 淀 光昭

監査 中島

〃 藤原由美子

相談役 松本藤一

・南高福岡同窓会参加（手嶋副会長

・長崎県人会祭り

・関西同窓会ゴルフコンペ（

参照）

・全国高校駅伝応援（西京極）

・全国高校ラグビー応援（花園）

・皇后杯都道府県女子駅伝応援

・長崎県人会新年互礼会参加

探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

照）

2018年３⽉）

支出の部

次年度繰越金 通帳残

手元現金

小計

総会運営費

小計

合 計

中島猛

藤原由美子

日付で監査人により承認されたものを抜粋しました。

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

氏名 回生

光昭 15

中島 猛 6

藤原由美子 6

松本藤一 2

・南高福岡同窓会参加（手嶋副会長

・長崎県人会祭り in 淀川河川敷

・関西同窓会ゴルフコンペ（3組；瀬田ＧＣ）

・全国高校駅伝応援（西京極）

・全国高校ラグビー応援（花園）

・皇后杯都道府県女子駅伝応援

・長崎県人会新年互礼会参加

探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

年３⽉）

支出の部

通帳残

手元現金

藤原由美子

：運営費内訳は、総会への先生方の交通費、滞在費、関東同窓会などへの遠征費、寄付

回生 役職

相談役

相談役

・南高福岡同窓会参加（手嶋副会長）

淀川河川敷

組；瀬田ＧＣ）

(3位入賞)

探鳥句会、ポラリス山登りは毎月定例開催

766,472

34,975

801,447

299,500

85,045

38,339

109,630

532,514

1,333,961

氏名

間渕 豊

大石哲史

１０

766,472

34,975

801,447

299,500

85,045

38,339

109,630

532,514

1,333,961

回生

6

7
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関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては

日時

場所

住所

TEL

参加費

11月 7

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては

関西同窓会総会＆懇親会

11月 10日

太閤園 迎賓館

〒534-0026

06-6356

\7,000 ,

7 日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

≪お願い！

懇親会では、

寄贈いただけるものを

【事務局だより】

★年会費：2

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

★連絡先：事務局

ホームページ

メールアドレス

【発行元】

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては

関西同窓会総会＆懇親会

日(土) 12:00

迎賓館2F「オーキッドテラス

0026 大阪市都島区

6356-1110

7,000 , 同伴者\5,000

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

お願い！≫

懇親会では、例年好評の

寄贈いただけるものをお持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

【事務局だより】

2,000円（一般会費、学生無料）

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

事務局 松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

ホームページ

メールアドレス

【発行元】 長崎南高関西同窓会

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

なお、参加の可否につきましては、同封の返信はがき

関西同窓会総会＆懇親会

12:00～15:00

「オーキッドテラス

大阪市都島区網島町

5,000 (学生は無料

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

例年好評の「オークション」

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

円（一般会費、学生無料）

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

ホームページ 関西いしだたみ

メールアドレス info@kansai

長崎南高関西同窓会

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

返信はがき、もしくはホームページから

「オーキッドテラス」

網島町 9-10

学生は無料)

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

「オークション」を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

円（一般会費、学生無料）

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

関西いしだたみ http://www.kansai

info@kansai-ishidatami.net

長崎南高関西同窓会 会長

関⻄同窓会総会＆懇親会のご案内

下記日程で実施いたします。沢山の参加をお待ちしています。

、もしくはホームページから

日時

場所

10 「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

二次会からの参加も

参加費

日以降のキャンセルは全額請求させて頂きます

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

諸活動の原資とさせていただいております。

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

http://www.kansai

ishidatami.net

会長 三宅

、もしくはホームページから

日時 11月 10

場所 太閤園

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

二次会からの参加も

参加費 \2,500

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

お持ち寄り下さい。よろしくお願いします！

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局

http://www.kansai-ishidatami.net

博

、もしくはホームページからご連絡をお願いします。

二次会

10日(土) 15:00

太閤園 2F「アメジスト

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

二次会からの参加も歓迎します

00 (学生は無料

アクセス

・JR東西線

③

・地下鉄長堀鶴見緑地線

「京橋駅

②番出口

・JR環状線「

北口

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

★新入会：お知り合いの方がいらっしゃいましたら、事務局へご一報をお願いします。

松本藤一法律事務所内、長崎南高関西同窓会事務局 TEL 06

ishidatami.net

ご連絡をお願いします。

二次会

15:00～17:00

「アメジストルーム」

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

歓迎します。

学生は無料)

アクセス

東西線「大阪城北詰

③番出口より

地下鉄長堀鶴見緑地線

京橋駅」

②番出口より

環状線「京橋駅

北口より 徒歩

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

★イベント：ホームページ上に掲載しています。お一人でも大歓迎、是非ご参加下さい。

お願いします。

TEL 06-4707

ご連絡をお願いします。

17:00

ルーム」

「カラオケ」付きの庭に面した部屋です。

大阪城北詰」

より 徒歩1分

地下鉄長堀鶴見緑地線

徒歩5分

京橋駅」

徒歩10分

を行いますので、“手作りの品”、“引き出物”、“お返し”など、

同封の振込用紙にて、総会出席の方は当日にご協力の程よろしくお願い致します。

4707-8518

など、


