
一 同窓会のご案内 夏の定期 &還暦記念 ―
◆夏の定期同窓会・ 8回生の集い、去年は41人 の近年最多の参加でした。 いよいよ 11月 2日 (日〕

8月 16日 (土)①西高 (全体)定期同窓会 ※会費不要

是非こ参″ 雇い   16:00～  ホテルニューオータニ佐賀
ルこでι結構です ②8回生同窓会 19Ю O～ トマトの湯むき

※ 駅前中央2-2-10 ■L0952315171(佐 賀駅北 初めての会場)

会費/男 5,000円  女4,500円  ※当日徴収

参加の可否を 同封の葉書で ご連絡下さい。

還暦記念同懇会 佐賀開催 !

χ 詳細キま下記 で

9月 早々に、改めて案内及び出欠の律雀菫書を発送の予定です。

同葉書で出欠予定をご記入下さい。

年 1回発行 「8回生通信」も6年 目、今号は「還暦記念同窓会」です。
8回生 `大規模 '同窓会のあゆみ
2003年 11月 (佐賀) 卒業 30周年記念  187人
2005年 10月 (東京) 約 100人
2008年 10月 (大阪) 39人
2012年 10月 (福 岡)          79人
そして、そ して 2014年 11月 ? ノヽ

還暦記念同窓会
昨年初から主に佐賀地区のメンバーで実行委の会合を重ねてきました。 笑つて「それは トモダチ」。 うぅ～んん、なんと良いお話 !

各地区から寄せられた多くのご意見・希望に感謝申し上げます。それら

も考慮した上で甲論 (口 論 ?)乙駁 花を咲かせ、下記の内容でほぼ固ま

りました。

日程、内容 (6月 現在 )

11月 1日 (土)①前夜祭的集い スホ―゚ンゞ ―「THE SAGAN」 18:30～

呉服元町 (656広場南側 ) 0952-27-9559

②ゴルフ大会 ※会場等未定
(日 )③バルーンフェスタ見物 早朝

財務担当 山口浩くん 談/還暦を前に4月 6日 さが桜マラソンで

生涯 2回 目のフルマラソン完走。記録は 3時間 58分と自分でも

信じられない好タイムでした。去年の1回 日は直前に鎮痛斉Jを多めに

服用し医師の制止もきかず出走、 6時間で完走。今年は起死回生の

練習の成果と当日大声援を送って頂いた大坪 日出子さま他のお蔭

だと思つています。

ゴルフ部部長 平野信一郎くん 談/同級生である熊本の医師が

良いことを言いました。ゴルフに必要なものは、暇と金 それから

健康。その通 り !と 誰かが言 うと、彼は「もうひとつ」につこり

このところ佐賀でも同級生からのお誘いが活発で、誘つたり

誘われたり たのしかよ～。

一 ②大会参加のメンバーはスコアの如何に拘わらず、そのまま

①前夜祭に合流のことと期待しております。

0バルーンのバスハイク 本番11/2終日の目論み。(時刻は予定)

015佐賀駅バスセンター発 ※若しくは」Rでバルーン駅ヘ

645嘉瀬川河川敷 ′ウレーンー斉離陸、会場見物・朝食等

980佐賀駅バスセンター着 → 1000同発

さが水ものがたり館・石井樋散策 (佐賀市大和町 )

嘉瀬川ダムサイト見学※施設内部も(佐賀市富士町 )

昼食 (評判の菖蒲御膳)、 物産施設「マッちゃん」

1530佐智城本丸歴史館着

以後フリー 歴史館見学、市内散策等々…徒歩で会場入りも可

16:50会 場「佐賀市歴史民俗館」着

書記・ハイク担当 白石 (井上)登志子さん 談/会議をしながら

感心するのが皆さんのネットワークの広さとアイデアの豊かさ

です。時々話が飛びますが、いつも前向きの話 し合いで、とても

充実した 1時間半の会議を楽しんでいます。新しい佐賀と

懐かしい佐賀のバスハイクを考えています。お楽しみに。

式典記録担当・宮地 (今泉)洋一郎くん 談/打合せに一回くらい

行かんといかんやろうと顔を出したところ、自分の名前が 5組の

実行委員となっていてビックリこきました。30周年と同じ記録の

担当。写真に力口えて少し動画も撮れたらといいかなと思います。

あと夏の同窓会までに 3～ 4人 の記録係がいればいいかなと。

還暦同窓会まで 4ヵ 月。佐賀に出来るだけ多くの再会がかなう

ことを期しています。 11/1～2に宿泊を希望の向きは下記へどうぞ。

佐賀ワシントンホテルプラサ
・
(佐賀駅南)09522511111泊 7千円

「西8同 窓会」で9月 末まで受付 20室確保

卒 業 以 来 、19

西高8回生HP httpプ/m… 3.atpag咎 JP/望ginshi8/鉢⊆A§ llldeX html

西高8回生メーリングリスト(新)saganth卜 8@freemLcom

未登録、ア ドレス等変更の方は連絡お願いします。

幹事/池 田昭則、山口浩、大串俊三、白石登志子、平野信一郎、

大田直彦、城野文香、大坪日出子

11月 2日

⑤同窓会2次会  「ロレッタ」 22:00～

松原3丁目(松原神社北)095237-5310
今回 特段の謳い文句はありません。平凡ではありますが、 「各地から

出来るだけ多くの級友が集まり易い時期、会場」、「出来るだけゆつくり時間を

とつて語らいの場にするJを、基本方針に知恵を絞つたつもりです。

蘇ら9ズβ

轡 嗽

④バスハイク ら、るさと縦断佐賀北部コース

I同 窓会本番  佐賀市歴史民俗館 17100～

歪快走する「サガン鳥栖」直営の

佐賀市の拠点 即ちサポーターの巣窟で、まず我らが大同窓会の

幕開けとします。

事務局 大串俊三くん 談/事務局となって20年近くになりますが、

長年自営の事務所で同窓会の事務をやつてくれていたNさ んが昨年

退職しました。この先どうしようかと思いましたが、現在は後任の

Mさんが引き継いで頑張つてくれています。まだ不慣れな点もありますが、

次第に慣れていくと思います。還暦同窓会の準備等事務量が増えていくと

思いますが、ご理解ご協力のほど宜しくお願いします。

一 西8同窓会の屋台骨 大串くん及び栄城不動産鑑定事務所の皆さま

同窓会―同頼りにしております。

______ 会計報告 (2013年度決算)_______
【収入】             【支出】

前年度からの繰越し  829,613円 郵送料        48,440円
年会費 2千円×122人   254,000円  雑費(封筒等)     14,182円
年会費前払い      10,000円  振り込み手数料     11,640円
夏の同窓会の剰余金   5,340円 全体同窓会費害」当て  45,000円
吉田宗利先生より祝儀   10,000円  供花。弔電 15,580円

伊藤雅宏君ご遺族より   10,000円 栄城会補助(佐賀)   40,000円
利子          235円      (福 岡)   23,500円

※収入計      1,119,188円
還暦同窓会打合せ

※支出計

20,050Fl

218,392円

900,796F]残高

墓碑銘

1組  嘉藤純子 田中和晴 森永二郎

高野祥二 橋本純也 松本仁 中牟田(日 口)早百合

岡本 (小河)和子

江里口圭二 高橋安信

大坪泰彦 松崎彰久 伊藤雅宏

原口徹 執行 (北原)里江子 江口洋之介

組  酒見寿子

井上孝史

10組 福島浩介

あらためてご冥福をお祈りします

※年会費は同封の振込用紙で納入下さい。


