
【 同窓会のご案内 】

佐賀西高校8口 生各位

夏の定効同窓会を 右記内容でm催 します 特に ② 8回生

同窓会について 今年も 「さがレトロ館Jで世 します

`年
は 39人 の参力]で した。今年は {も ,足非ご参lll下 さい

参加の可否を同封の返信用葉書でご連絡 ドさい

よろしくお願い致します MLで ,ヽ結構です

編集 発行/性質西高校8回生同窓会幹事
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―昨年度まで 毎年々13万 円ほどの赤字で 30周 年基金を減じ続 すて

いましたが 昨年度 単年度で20万円機の積み上げが出来ました これは

昨年度始めた1人 2千円の■会費^のご協力によるもので 合わせて

150人から寄せて頂きました

また 栄城同窓会に 地)については 自発的というより協力的に参加して

いるという現状に艦み 会贅の半額補助を改めて確認しました ご了承

下さい

年会費 の機 ιヽ

各位 今年度も2千円をお願いします。同封の振込用紙を利用して頂け

れば
=い

です

葉 ιり 報告 18回生HPなどか ら,

02009年 7月 20日 「杉野帷 藤さん)夏のコンサートJ東京 ‖tホール 23人

●2009年 10月 25日  1第 10回 榮城同窓会J佐賀 マツトビア 7人

02000年 10月 31日 「東京栄城同窓会∫ 2人

●2009年 ll月 7日 ′久留米B-1グランプリJ 12人

●2010■ 1月 2● 『●賀新年会J相撲茶屋 12人 くらい

●2010'1月 23日 「福岡新■会,あんざ天神店 165人

02010年 5月 ll日 「初夏の真いJ 新宿南口響 10人

最近の″笏 ら

「―精のところでバイトしてた頃を思い出したな 古よく,自 まった―精君の

部屋が今は重要文イヒ物になってる(実 )J官地 (今泉)洋一郎 ,0/06/26

「時手のくらは 大川の高橋―締君ちの庄分酢さんのレストランです

元気でやって行こうと思います」

北島希里子  10/05/21

石丼勝 10/04/20

最近よくおけを聞くので ついJ 松本 (確原 )倫子  ∞ /06/る

f大 山衝遺ウォークをやつて 会場付近を通りました… 糀ホールも

輝i[椰li群誅 錮瘍
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会計 報告

`2009年
度決 靭

【収入】

前年度からの操せし 155805円

年会贅      800000円
2000円 Xl,人

寄付金及び先払い全 26000円

夏の同窓会会贅  206 0oo円

男6000H× 27人 +女4000円 ×11人

利 子 224円

収入計      988o20円

〔支出】

郵送ll

雑費 (Ir筒 ,

振り込み手数料

金●同恋会費割当て

夏F・l窓 会費用

さがレトロ館

米城会補助(L賀
'2500円 X7人

F・ ■   (東京)

4500円 ×2人

支出計        325735円

●6,,94円

0 佐賀西高校 (全体)定期同窓会 ※会費不要

8ノ 14(■)1600～  ホテルニューオータニ佐質

② 8口生同菫会 同日 '900～   さがレトロ館

帷 賀城本丸歴史館及びNК のF・lかい 0952979300)

会着 男性 5千円 女性 4千 円  ※当日督収

収 を生 0ヽ せ てヽヽたあの頃 あの店

あのチャンボン あのボ  「んげる食誉Jも Ⅲのお休みです

「博多駅で時r.l,ち で珈

"|を

飲みながら通りを眺めていましたら 0成君

が ひとしきり話しました。とても増しかったです」 面信三 10/05/16

「石丼くん歓迎会楽しかつたです あんなに追くなったのは何年

振りでしょう 話の結末力
'気

になるところですがJ   城野文香 10/06/01

「退職し 佐賀べ帰ってきました しばらくま浪人をすることになりますが

「原口撤君が福岡の飲み会で 私に

'裏

切り者』呼ばわりされたと

言つて面白そうに 礎力ヽ こ この世から私の裏切り者が一人減ったわけ

で 張り合いのない ちょっと寂しい話ですJ   副島良介  10/01/26

墓零 餡

卒業以来 8同生から14人の方が逝
=さ

れています

※クラスは3年峙 破称l=

1紅

"藤
純子

3紅 橋本lt也 松本仁 中´田(日 口)早百合 同本 (4ヽ何)fl子

4組 江■Π三二 高橋安信

5.E ttl・T泰彦 鋼 彰久

6紅 原口徹 執● (北原)里江子

7組 酒兄キ子

91a井上孝史

10iH福 島浩介

/Ve輩 の曽様 ,こ感謝

西高8回 ■HP  http/■卜 w3● tp● go、 ゎ′ヽTan卜hi8/鉢 CA8 ndox himl

西高8回生メーリングリスト ,o摯術,H8@yahoo=r● ops,p

未登録 アドレス等変更の方は連絡お願いします.

幹事/山 口浩 平野ti― |` 白石整志子 大坪日出子 大申優三 池田昭匈
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オヽ門 を■ び出 して向 か った


