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40人rの参力‖があります.

0西高 (全体)定期同窓会 ×会賀不要

1600～  ホテルニューオータニ佐責

② 8回生同窓会 1900～  さがレトロ館

佐賀城本丸庭●館及びⅢKの 向かい 0952979000

会贄/男5500円  女4500円  ※当日イ敗収

0いよいよ 卒業40周 年記念同窓会 ●福岡 今秋 田催です.
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福岡市中央区大名 25イ ルカセットビル8F 092‐ 71-5003
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×賓 11日  後 口,,ソ ′ ,ス●,どで
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水山の 角でありまし 1う が.

2011年  7/20 ■のアフタメーンコンサー ト 僚 ■) 29人
3/13 西高同

^会
 8口 41の集い      43人

1011 福岡栄城同容会            13人
10/8 中部キ■同窓企             2人
10/10 1/.賀 栄,同窓会           11人

2012年 1/8  ●:賀浙年会            ]4人
1720  福 IⅢ力『

`「
会                   ?人
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先生を含めて参加イ 10名で枷,,蒻 々と美¨しい|+型 と姜llし い
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なけた 3年時のクラス写真と卒業式の十●概要を見たときは
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花は書めき影は勢おう さて ま時ぞと思ふあやにく

君は待てずや暮の息吹を 今際に見しは冬の空か /冨 1島 良介
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一体′」人の友人が旅立ってイTっ た事でしょう.佐賀 東京 大阪に

続き このF_●福「|での騒fl会 7tら ぬ同窓会開催となりました.福岡

在住の布志でもつて 皆さんの来福をいかに迎′るか会合を積み

●れておりますが 満足して頂けるか不安もど,り ます.しかし 顔を
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 も,少 し時間がありますのでこわからもう●し検討し

ます.と りあオつ決まったこと 決まってないことでした 千1崚や

カレンターの 10月 7日 にチ・・ックようしくお願いします
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【収入】
49030F]

10 247円

12 080円

45 000円

2 500円

45 500円

4 000円

15 380円

208 987円

320 029円

前年度からの根越し

年会費 2千円X121人

名,姜員会より分配
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×キせて頂いた東日本人笈災義
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●I, 218160円 .佐 7i善意,l行を通して

187160円 を寄付 及災寄付金付切手3100● 1分唯入 2012年度分の郵
=に■てまつ.


