
【同窓会のご案内 】
●夏の定期同窓会. 8回生の朱い 去年は34人の参ljnで した。

3月 11日 (日)0西高 (全体〉定期同窓会 ※会贅不要

=ン=参
'露

 ‐い  1600～ ホテルニューオータニ佐賀
Aグιで6結構です 00口生日瘤会 19:00～ グランデはがくれ

天神2-1■ 6  0%2-る -2●  (4年ぶりに会場変更〉

会費/男 5500円  女4501円  ※当日徴収

参lllの 可否を 同却 2疼書で ご連絡 ドさ0、

●末城同窓会   西高 佐高など合同

10月 12日 (■)1530～  マリトビア 佐賀市新榮東

※案内は 後ロメリンクリストなどで

「高搬 互壼亘I¬

年 1回発行 「8回生通信Jも 5年 目を l■えることが出来ました 同級生

各位に感融,中 し上げます.

`還暦 迫る そして同窓会
十千十二文で60年ごとに巡り来る獲 _中午 (き のえうま) 乙未

(き ,1ひつじ)生まれの我 の々週替記念l・ ●会を来年よ 開催■
=ふ開催地は卒業30周年以来11年ぶりこ佐賀に還ります。 もうそんな齢か

そう そんな齢になつたことをしみしみ噛みしめながら 集いを

話らいを||る さとで楽しみません力、

2003年ll月 (佐賀) 卒業30周年記,  187人
2005年 10月 (東京)      l1100人

"08年
10月 (大阪)         39人

2012年 10月 (福岡)         79人

* 福岡大同窓会から だいぶ経ちましたね。人がいつばいで 食人物

ちゃ″と行き渡つたか心配でした ●も l・●混雑がな々 だか楽しい.

「文化祭ノリJと いわれた同窓会 たし力ヽ こわ 西高祭のような学会は

高校では珍しいのだということを 卒業後力りました。同窓会に

何よりも気持ちが一瞬で高校時代に戻る辛せ 30年末同●会ll来

病みつきです。まだ未体験のかたもいらつしやるのではない

`す

か?

ぜひ一度参加してみてくださ|｀. /松本 (藤

「

)let子 福岡

*「野水■戦友0)会 ]会の発足からまもなく3■になりまつЪ 思い

起こせ崚 010年夏の同窓会の折 一人で試合を見にイテくの力,● しく

`皆に呼び力Jナたのが始まり,した。われから,午 こ,`面には書き

され●
・・いはどのハプニング読出で 冥上の■産に持●きれないくらぃ

,い●がいつぱいてヽ■ 会員は,47名 山田 (西武) 11島 (曖や)

以外全員ソフ トバンクファンです。 3年間でソフ トバンク∬西武戦

には6同行きましたが西武は全敗 同席 したソフ トバンクファィ,
メンパーからまれみのお言葉をいつも頂いていま九 いうになつたら

西■の勝利を見られるのか 最近は寿命との戦いかなと慎りき2●
いるところです 皆さんぜひご参加くだ01ヽ。涙と笑いの0時間

=―
措に 1

/山田幹IL福岡

* 関東地区に約80名 の同期■が在住 ここ数年1ま 2月 初旬の新年会

7月 の杉野 (l・藤)憲子さんフルートコンサ,卜  12月 の年ヽ れ女子会

(男子禁制の場)の・ F3回 公式な,8関東地区同窓会,盛 り上がつ

親交を深めてお ります。このムー ドを保ちながら 還暦同窓会ヘ

関東軍国で参力1したいと思います。幹すの皆ドにはご吉労をお峰■

しますが  数多くのみんなと曰交を温められるような佐賀の

旧

`良

き場所をご提,T■ い.  /西村誠 関東

* 花梨の本を知つたのは 西高 態ヽ に小さな薄υ

`色

の可憐な

花が咲き やがで そのかなり大きな緑0の実がいくつか

職員室に置いてあり 果実酒によいなど 先生方の間で交わされていた

のを ちいと耳にした時でした  ●庭の本を見るにつけても

事業後40年  花 ま何処^行つた ?人は何処^行つた ?と 呟いて

しまいますが l・ llk生 は活き活きと 活llし ている方が多く

喫 西の校名が I‐ く知]らオtているのも卒業生の努力の成果

であり 猥繁な同窓会でつなが ,が強いですね

/肢 .T(岸
'1)人

重 佐賀

■ t年のう田同窓合に続き 今年つくづくと感じさせられぅ
のが西8事務局の,鉦味.泄続 していくための体 llが 確立して

いるし 福岡の際も準備段階から応援 して貰いましたo■ .

今更な力,ら事務局の面々を始め 佐賀のみなさん^は本当に

感蘭iでヽ ところで 還贋同窓会の次の年は 2百名超が出席する

喘 同栄城会Jの当番幹事が口つて きまつ.ア トラクション

を含め またまたご協力をお願いしまt /音 成信 福岡

* 1いが冷た。¬央]青の口曜ロ ウォーキング大会に参lJした

仕賀駅を起点にますや野公園を目指す。つい ころ悽れたお来子

工場状のィ1ヽ道を経て 新緑の案桜がまぶしい天佑寺川沿いを市^
進む.小学生の夏休み 毎日のように泳いだ清流はそのまま。

(1'1各) 次々に懐かしい思い出が浮かぶ.佐賀城公同を通り

佐賀,本メ1 肛彙館を訪ね 薄メの鉄■
'美

しいた■を通過して

,音1島 `嘉や‐ _こ の辺りは今の生活固ながら fFlしぃ

気づきが.沢山.後は1し上し佐賀駅^戻る およそ10 引Ш

約 3時間のコースハ ソフレッシュ 健tFの為に参力,したが

ヽいが1サ ない出会いの小旅イ子になつた

/森真理子 佐賀

* 今年も同級生が亡くなつた。 59歳の誕生日を迎えたばかりの

伊藤 711宏君がこの4月 に亡くなつた.IIt■ 2月 にはl■ 口・f之介君.

小学狡や中学校も一緒だった●く身近な友人たちがこの数年で

立●続けにIFつ てしまった。森永二l・Ftt ml和晴君 原口微君

執行里江子さ′る ビ冥福をお,り しま|ヽ もうちょつと生きとけば

年金貰ぇたのに 楽 しい老薇があつたかもしれないのに.早過ぎた。

しばらくはがまんして 生きl.け よう。 /Ⅲ 口浩 佐賀

豪 ″ ″

■業以来 19人の般たが析きました̂  ※クラスは3年崎 敬動●

"

会計報告 (2012年度決算 )

l in嘉藤ィt子 田Ⅲ和晴 森永二郎

3紅 高野十二 橋本純也 松本仁 中牟●(曰 口,早百合

岡本 (小河),子
41■ l■ 里口三二 高嬌安信

5紅 大坪未彦 松崎彰人 伊藤TF宏 精 θ́ ′′′

6組 原口徹 執行 (北原)里江子 江口汁之介

7紅 洒兄寿子

9,H丼 上オ史

10紅 福 ,■ 浩介

(収入】

前年度からの摩越し

年会費 2千 円×138人

夏の同窓会の剰余全

寄付金

利子

【文出l

820029円 郵き料
276000円 lt費い 筒等)

4000円  振り込み手教料

4000円  全体同窓会費害1当 て

,71円 福岡同窓会経費

栄城会補助(佐賀)

(福岡)

還暦r.窓会ll合せ

1104201tt X支 出計※収入.I

残高

60,4001・ l

19 212円

10 '20円

45 000円

59 765円

32 500円

14 000円

20900円

274 587円

829 613円

あらためてご冥福をお

'り

します

鳩 r首聟孝の緊
=こ
感謝 | _        _

lttP//WνW3 at,,rS ip/saF出 ,h3/,ハ CAttndox htmi

西高8回生メーリングリスト saF市 sh-3@yaho電′oup,jp

木登録 アドレネ等変更の方は連絡お願いします。

8回生通信0編集/池 田昭,1

幹事/1石墨志子 城野文書 大坪H出イ J口 治 平野信一郎

大田直彦 大串俊三 池Fl″即※年会費は同封の振込用紙で納入下さい.


