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寄 付 金 の お 願 い
　西陵会は、発足当時から永年入会費制度を採用し、卒業生の入会費を活動支援としてまいりました。会員数も15,000人を超
え、大所帯となっております。今後、母校支援をはじめとする活動資金を充実させるため、現役員会といたしましても、収入を増
やす方法を模索しているところでございます。そこに皆様のご理解とご支援を頂戴できれば幸いです。母校と在校生への支援、そ
して西陵会が未来に向かって繁栄していくことにご賛同いただけます方は、下記口座へご入金をよろしくお願いいたします。
＊尚、依頼人名の頭部に○○期 （例：24キ セイリョウ タロウ）と打電をお願いします。

振込先 ： 福岡銀行 福岡市庁内支店 普通預金 1047788
口座名 ： 西陵会会長 下川智紀 セイリヨウカイ カイチョウ シモカワトモノリ

恐れ入りますがご出席の方は、西陵会HPの「お問い合わせ」に、期とお名
前、懇親会出席とご記入の上、送信をお願いします。また、出欠のハガキが
お手元にある方はご記入の上返信いただきますようお願いいたします。多
くの皆さんのご参加をお待ちしています。(当日参加も大歓迎です！)
大抽選会で豪華賞品をご用意しています！どうぞお楽しみに！
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平成28年度

平成28年度

国公立大・短大

九州工業大
山口大
福岡教育大
福岡県立大 
公立はこだて未来大
佐賀大
大分大
北九州市立大
県立広島大学

1
5
5　　　
2 
1
5 
2
2
1

明治大
法政大
成蹊大
東洋大
國學院大
日本大
東京電機大
清泉女子大
東京農業大

1
1
1
1
1
1
1
1
1

東海大
神奈川大
国士舘大
拓殖大
武蔵野音楽大
白梅学園大
中京大
立命館大
関西大

2
1
1
1
1
1
3
4
2

近畿大
大阪音楽大
岡山理科大
西南学院大
福岡大
中村学園大
福岡工業大
九州産業大
久留米大

21
1
1
84
214
42
38
43
14

福岡女学院大
筑紫女学園大
九州女子大
九州共立大
立命館アジア太平洋大
福岡女学院看護大
日赤九州国際看護大
国際医療福祉大
聖マリア学院大

27
29
7
1
1
13
4
12
2

福岡看護大
西南女学院大（看護）
純真学園大
九州栄養福祉大
関西福祉科学大学
城西国際大学（看護）
帝京大福岡医療技術学部

15
3
11
5
1
1
1

私立大学

○私立短大合格者
○看護・医療系専門学校合格者
○その他専門学校合格者
○就職・公務員合格者
○留学

23
13
58
4
1

日　時: 平成29年8月11日(金:祝日)　17時～
会　場: ホテルモントレ  ラ・スール福岡
        （福岡市中央区大名2-8-27
　　　TEL 092-726-7111）
会　費: 特別会員／1～35期=5,000円
　　　　　　　　36～39期=2,000円
幹事期: 9期、19期、29期、39期

西陵会
懇親会のご案内
第36回

日　時: 平成29年11月5日(日)

場　所: 佐賀ロイヤルゴルフ倶楽部

卒業生同士で晩秋のひと時を楽しみませんか？

西陵会ゴ
ルフ大会開催のご案内

第1回

お申込は西陵会ホームページまで

参加者大募集！！

西陵祭
西陵会も出店！

4位
4位
5位
8位

県大会ベスト16
県大会ベスト4（西陵初）

県大会出場

県ベスト8

県大会出場

3位
2部リーグ昇格、県大会出場

県大会ベスト16
ニュージーランドにて交流試合

ハカの披露
県ベスト8
県大会出場
全国大会出場

釜山にて交流試合

台湾国際大会参加
九州大会出場
書道展賞
大学賞
奨励賞

特選(県大会出場）
特選(県大会出場）

特選

奨励賞
文化連盟賞
銀賞

特別披露演奏（TVでも特集）
新聞で紹介・TVで特集

男子800ｍ、村尾朋弘(2年）
女子走幅跳び、佐藤杏美(2年）
男子800ｍ、永田光哉(2年）
女子100ｍＨ、榎田安佑（2年）

団体戦
団体戦
個人戦

江淵友梨・今泉萌衣・仁田原唯・黒木香那
濵﨑こころ・西田里菜・宮本麻央・尾﨑朝香

団体戦
個人戦

古池恭子・岩下梨花・渡部華苗・吉田真優
後藤優花・波呂絢那・渕上桃子・池田陽香里

団体戦

個人戦　48kg級　島田　彩花
Hip-hop部門

2年　松田瑞希
1年　井上楓華
2年　廣田竹音
2年　金丸菜々花
1年　末廣二葉
2年　松田瑞希

1年　田口瑞菜、蓑田彩華、藪口爽那、
山藤美空、河野一輝、井上楓華、

庄崎優希、平河昂輝
1年　末廣二葉

福岡県合同オーケストラとして43名参加
3年　大西萌水

ベートーヴェン第９交響曲「合唱」演奏

高校新人陸上競技選手権福岡県大会

福岡県総合体育大会バドミントン選手権大会(インターハイ予選)

福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権
（インターハイ予選）

福岡県高等学校新人体育大会ソフトテニス選手権

全九州高等学校女子ソフトテニス大会
福岡県高等学校サッカー新人大会

福岡県高等学校ラグビーフットボール大会
ニュージーランド・オークランド市でのラグビー交流事業参加
福岡市・オークランド市姉妹都市協定30周年記念レセプション

第11回全九州高校ソフトボール秋季大会福岡県大会
第39回福岡県高等学校柔道選手権大会
全国高等学校ダンスドリル選手権大会　

福岡市釜山広域市中・高校生スポーツ交流大会

台湾高校生交流
第22回高文連九州大会（長崎大会）

第15回岐阜女子大学全国書道展

第31回福岡県高文祭福岡地区揮毫大会

第34回全国書画展覧会
（「ふれあい書道展」（広島県熊野町主催））

第40回全国高等学校総合文化祭（広島）
第35回福岡県音楽コンクール木管楽器部門

第27回福岡アジア文化賞授賞式
市立高校合同文化発表会

陸上部

男子バドミントン

女子ソフトテニス

サッカー

ラグビー

女子ソフトボール
柔道
ダンス

男子バドミントン
女子バレーボール
女子ソフトテニス
女子ソフトテニス

書道部

管弦楽部
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ご挨拶 先生方からのメッセージ
飛翔 2017

（先生方の写真は卒業アルバムからの転載です）

　会員の皆様におかれましては、日頃より同窓会活
動にご理解とご支援、ご協力を賜り誠にありがとう
ございます｡昨年度より引き続き、会長職を拝命する
こととなりました8期生の下川智紀と申します。今年
度は1名の新役員の加入があり、他の留任の役員とと
もに会員の皆様の期待に沿うべく、会員相互の親睦
と母校の更なる発展のために尽力させていただく所
存でございます。
　さて、平成29年度も同窓会の組織力を高めるため
に、夏の懇親会を柱とした様々な事業において東京
支部や関西支部とも連携し、強固なネットワークづく
りを進めて参ります。また、同窓会活動の継続性を保
ちながら新しい視点や発想をもち、在校生会員への
学習環境支援や部活動支援などを含めた事業に役員

が一丸となって取り組んで参ります。
　今年度は新たな試みとして11月に「第1回 西陵杯
ゴルフコンペ」を企画しております。多くの会員の皆
様のご参加をお待ちしております。
　最後に、昨年度の進路実績では、国公立大学合格
者が過去5年間で最多となっております。また、部活
動でも全国・九州大会レベルで活躍する生徒や多く
の部が県大会出場を果たしております。このような
母校の発展を同窓生として大変嬉しく思うところで
ございます。これからも福岡西陵高等学校の名が福
岡県下のみならず、全国にも益々響きわたることを
切に願っております。
　今年度も会員の皆様のより一層のお力添えを賜り
ますようお願い申し上げます。

下川 智紀

　西陵会の会員の皆様、はじめまして。平成29年4
月に、福岡市立福岡西陵高等学校第15代校長として
着任しました相良誠司と申します。私の名前の中に
「誠＝せい」「良＝りょう」があることを発見し、深
い縁を感じております。
　西陵会には、部活動奨励・西陵杯後援・勉強合宿
支援・皆勤賞等の在校生支援、国際交流助成・母校
を磨こう等の母校支援をしていただいておりますこ
とに、心より感謝申し上げます。現在、第42期の新
入生を加えた総計941名の生徒たちは、学習に部活

動に学校行事にたいへん精力的に取り組んでおり、
大きな成果を挙げているところです。速報ですが、高
総体地区予選においては、団体の部で５つの部が、
個人の部で3つの部の部員が県大会出場を果たして
おります。（平成29年6月1日現在）
　私ども教職員一丸となって福岡西陵高校のさらな
る発展ために力を尽くす所存です。本年度も、在校生
支援・母校支援のほどどうぞよろしくお願いいたしま
す。相良 誠司

（現学校長）

名誉会長

梅野硝子工業有限
会社

梅野 信（１期生）

代表取締役

〒814-0164　福岡市早良区賀茂 1丁目5-15
TEL092-871-1882 FAX092-871-1974
URL:http://www.bouhanglass110.com

博多の森どうぶつ病院

福岡市博多区青木１－１６－１９－５

院長　足立憲司

http://www.citydo.com/sp/092-626-1203

福岡空港・東平尾公園の近くです。

ＴＥＬ０９２‒６２６‒１２０３

雨樋掛け替えなど、
　住まいのリフォームも
　　　　　　ご相談下さい。

雨樋掛け替えなど、
　住まいのリフォームも
　　　　　　ご相談下さい。
福岡県知事許可（般-17）第25661号

代表取締役

〒819-0038　福岡市西区大字羽根戸374-1

TEL.092-811-3661  FAX.092-811-3662

2級建築施工管理技士

（5期生）
野 田 公 之

建築板金工事一式
金属屋根工事一式
金属外壁工事一式
各種雨樋工事一式

営業品目

慶弔スタンド

フラワーショップ

店長

〒814-0134　福岡市城南区飯倉1-3-19
TEL 092-821-8151　FAX 092-851-7806
e-mail:hanahana-sanui@nifty.com
URL:http://www.hanahana-sanui.com

（2期生）
旧姓：讚井

木 本 恵 子
ナーセリーさぬい

西陵会会長

　41期生徒会長の樋口駿太です。今、福岡西陵高校
では校訓である「誠実・協力・創造」のもとに、日々
さまざまな行事や活動に励んでいます。その中でも、
大きな行事である文化祭と体育祭は生徒１人１人が
責任感を持って自主的に行動しています。その行動
の中心となる生徒会は、それぞれの役員が行事を成
功させるべく、毎日千思万考しています。僕たち生徒
会役員が考える『成功』とは、無事に行事が終了する

という意味だけではありません。行事に参加した生
徒全員が充実感と達成感を得て、良い思い出として
心に深く刻み込むことが成功だと考えています。そん
な行事を創りあげるためにも、生徒会役員は生徒の
代表として責任感を持ち、強いリーダーシップで生
徒全体を引っ張っていけるよう頑張っていきます。こ
れからどんどん盛り上がっていく福岡西陵高校をこ
れからもよろしくお願いします。樋口 駿太

生徒会長

社会の変化のスピードが速い今、何か
とご苦労が多いのではと思います。早
いもので、西陵はこの春42期生が入学
しました。皆さんの母校の発展と中堅
となられた皆さんの益々のご多幸を
祈っています。どうか体を大切にされ
ご活躍下さい。同窓会の盛会を祈って
います。

9期生 4組担任
青栁 昌治先生

9期生へ

今年3月末で定年退職となり、現在、
福岡市博物館に勤務しています。福岡
西陵高校には新任で採用され校長と
して退職するまで38年中29年間勤務
しました。9期生は2回目の担任として
の卒業生であり、卒業後も交流を深め
ることが出来ています。再会を楽しみ
にしています。

9期生 5組担任
中村 明人先生

9期生へ

皆さんが卒業して30年も経ちました
ね。
一人ひとりが社会をしっかり支える活
躍をなさっておられることでしょう。私
もささやかながら非常勤講師で頑
張っています。会場で皆さんにお会い
出来る日を楽しみにしています。

9期生 2組担任
清水 昭男先生

9期生へ

卒業以来30年が経ちました。
節目の年に、多くの人と再会したいも
のだと期待しています。

9期生 1組担任

米丸 政文先生

9期生へ

3年間の担任の思い出は色 と々ありま
すが、2年生の時の研修旅行と3年生
の体育祭は楽しい思い出に残っていま
す。今年で64歳になりますが、現役で
生徒と共に思い出を作り続けていま
す。皆さんとの再会を楽しみにしていま
す。皆さんもお元気でね。

9期生 6組担任
中津 宏隆先生

9期生へ

かつて、福岡西陵で学ばれ、その当時ご一緒だっ
た皆さんともすっかりご無沙汰を続けています
が、気持ちはいつもお一人お一人の健康と御多幸
を念じています。
小生85歳となりましたが何とか息災に過ごしてい
ます。

9期生 8組担任
井上 史郎先生

9期生へ
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第36回 西陵会総会
　第１号議案　平成28年度活動報告
　　1.事業報告（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
　　2.おもな実績
　　　（１）在校生支援　（２）母校支援
　　　（３）広報　　　　（４）母校を磨こう
　　　（５）役員会（平成28年度開催分）
　　3.改革案の実施状況
第2号議案　西陵会会則第4号章総会第12条改正案
　（現）　第4章総会　第12条　定例総会は原則として毎年4月
　　　　　末～5月に開催する。    
　　　　　ただし会長が必要と認めたときは臨時総会を開くこと
　　　　　ができる。    
　(改定） 第4章総会　第12条　定例総会は原則として毎年4月
　　　　　末～8月に開催する。    
　　　　　ただし会長が必要と認めたときは臨時総会を開くこと
　　　　　ができる。    
改定理由：定例総会出席者を増やすため。   
 （懇親会と総会を同日にすることで出席者が増えると
　　　　　考える。    
　　　　　定例総会開催の期間を広げることで、例年8月に行う
　　　　　懇親会と定例総会を同日に開催するようにする。） 
第3号議案　平成28年度決算報告と会計監査報告
第4号議案　平成29年度予算
　（１）一般会計（収入の部、支出の部）
　（２）特別会計（収入の部、支出の部）
第5号議案　平成29年度新役員承認、役員紹介
＜役員＞

第6号議案　平成29年度活動報告
　　１. 目的（会則第３条）

　　　◇会員相互の親睦を図り、相互の連絡を保ち母校の発展向
　　　　上に寄与する
　　２. 活動方針
　　　（１）つなぐ：卒業生相互のつながりを強化し、幅広いネ
　　　　　　　　　　ットワークを構築する
　　　（２）支える：母校、在校生の活動を積極的に支援する
　　　（３）育　む：卒業生と在校生・教職員・保護者との交流
　　　　　　　　　　を深め、より良い関係を育てる
　　３. 重点課題
　　　（１）会員相互における交流・親睦の強化
　　　（２）母校支援の充実
　　　（３）学校（生徒・教職員・保護者） との連携の推進
　　　（４）西陵会組織の永続的成長のための役員の充実
　　　　　　～新役員の募集～
　　４. 平成28年度の具体的な取り組み
　　　（１）幹事会の再構築
　　　　　①学年学級幹事を掘り起こし、同窓会サポートシステ
　　　　　　ムを紹介し、その活用を促す
　　　　　②10年毎の幹事期に協力を要請し、懇親会を充実さ
　　　　　　せる
　　　　　③ 若年幹事を育成する
　　　　　　～幹事説明会の実施（６月下旬～７月初旬）～
　　　（２）HP・FB・Web飛翔の充実を継続して行う
　　　　西陵会の情報を多面的に発信し、活動内容の周知をはかる
　　　（３）「第1回西陵杯ゴルフコンペ」の開催（11月予定） 
　　　（４）役員の拡充   
　　　（５）被害金額の回収
　　5. 創立50周年行事に向けて
　　　　◇法人化について（現段階においては時期尚早につき、
　　　　　　　　　　　　　検討時期を延期する）  
 

平成29年5月14日(日) 13：30～15：00
於：福岡西陵高校セミナーハウスA研修室

営業時間／ランチ11：30 ～14：00 ディナー18：00 ～22：00
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6期生

永島 由可子
（旧姓 木村）

創業100年の歴史と伝統のおいしいお米の専門店

山 口 米 穀 店
代表

〒810-0042 福岡市中央区赤坂3丁目13-39

山口　政哉

TEL 092-741-3987
16時～24時 木休（わらじや隣） URL:yakiyakitei.com

石山真也

アニィホーム株式会社

0120-24-1480

〒814-0031 福岡県福岡市早良区南庄4丁目5-57
tel.092-841-5833 fax.092-841-5388

代表取締役

いし や ま

西陵会同窓会「サポートシステム」を利用して
同窓会やOB・OG会を開きませんか？

　平成28年 8月6日(土) ホテルモントレ ラ・スール福岡にて第35回西陵会懇親会が開催されました。開催前の突然の豪雨にも
かかわらず、たくさんの方にお集まりいただき本当にありがとうございました。2時間という限られた時間でしたが、美味しい料
理、懐かしい先生方や友との再会、わくわくドキドキの大抽選会などで大変盛り上がりました。
　今後もたくさんの笑顔の輪が広がっていきますよう、皆様のご参加を心よりお待ちしています。

★★★ 平成28年度  第35回西陵会懇親会のご報告 ★★★

「サポートシステム」とは、同窓会をやりたいけど人数が多くて大変、連絡先がわからない...などお困りの幹事さんに代
わって、同窓会案内の往復ハガキ作成と発送を西陵会が行うシステムです。詳細は西陵会HPの「問い合わせ」からご連
絡ください。

今回初めてサポートシステムを利用させていただ
きました。37期卒業生全員に案内ハガキを出して
いただけたので、出欠の確認がしやすく幹事は助
かりました。
同窓会は嬉しいことに200人程の卒業生が集ま
り、素敵な時間を過ごすことができました！
とても便利なシステムなので、みなさんも利用し
て、同窓会を開催してみてはいかがでしょうか。

☆今年成人式を迎えた37期生の第一回同窓会が、
1月8日(日)アークホテルロイヤル福岡天神にて盛大に開催されました。

幹事さんよりメッセージをいただきました！

37期生　古賀ゆか

役　　職
会　長

副会長

会計

事業
（計画・実施）

広報・名簿

現役員（○-１再任）（○-２任期中）
下川　智紀（８期生）〈１期目-２〉
林田　　竜（４期生）〈１期目-２〉
永利 みゆき（４期生）〈１期目-２〉
飯野　博之（１期生）〈３期目-１〉
岡松　聡子（１期生）〈３期目-１〉
岡崎　泰彦（１期生）〈４期目-１〉
原田　真司（８期生）〈１期目-２〉
野林　政隆（15期生）〈３期目-１〉
野﨑　大嗣（29期生）〈２期目-２〉
小斉　　勉（４期生）〈１期目-２〉
梅野　知子（４期生）〈３期目-１〉
大仁田 智子（４期生）〈３期目-１〉

　　　新規役員（選出）

江口　　健（9期生）〈１期目〉
※西陵会会則 <第3章 役員> 第10条１.　役員の任期は２カ年とする。役員の兼任及び再任
　を妨げない。ただし、会長及び会計は、他の役員を兼任することはできない。

被害対策委員長　　猪迫 広樹　（３期生）
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西陵会の活動報告と支援（平成28年度）

（１）在校生支援     
　　① 部活動奨励賞（奨励金：団体＝5万円、個人＝1万円）  
　　　◇書道部（九州大会・個人）、管弦楽部（全国大会・団体）（定期演
　　　　奏会後援）（楽器運搬）（九州大会・個人）、水泳（九州大会、全
　　　　国・個人）、ダンス部（全国大会・団体　出場補助13万円） 
　　② 西陵杯後援      
　　　◇西陵杯中学女子ソフトテニス大会（夏冬２回）：6万円  
　　　◇西陵杯争奪中学校剣道大会（年１回） ：5万円   
　　③ 勉強合宿支援      
　　　◇3年生勉強合宿講師料 ：2万円    
　　　◇2年生（特進クラス中心）勉強合宿費用補助 ：20万円  
　　④ 皆勤賞      
　　　◇1年間皆勤：203名、3年間皆勤：35名、中高6年皆勤：8名 
　　　　小中高12年皆勤：1名　　19万５００円  
　　⑤ 学業奨励賞（奨励金：2万円）    
　　　◇１年生：10名、2年生：9名　　合計 19名 ：38万円  
　　⑥ 西陵会特別賞（奨学金：3万円）    
　　　◇国公立大学合格者（現役３年生） 23名 ：69万円  
（２）母校支援
　　　◇国際交流助成金（日韓、日本台湾）24万円   
　　　◇創立記念講師謝礼　1万円    
　　　◇市立高等学校合同文化発表会合同行事費　5万円  
　　　◇卒業式着用コサージュ（卒業生＆教師３４０名分） ：9.3万円 
　　　◇「母校を磨こう」 ：16.3万円    

（３）広報 
　　　◇HP・FB更新（西陵会の活動報告、母校の近況、など）  
　　　◇同窓会サポートシステム（同窓会支援システム）の活用  
　　　　＊女子バレー部OG会     
　　　　＊37期生が成人式に合わせた同窓会
　　　◇母校広報新聞「西陵の風～卒業生からのメッセージ」への記事掲載 
（４）母校を磨こう 　　　
　　　◇参加者：330名     
　　　◇清掃場所：トイレ、教室、教室廊下の窓、セミナーハウス、昇降口、
　　　　玄関他      
　　　◇生徒会役員との共同企画、運営による実施   
　　　（参加者の募集・清掃場所の選択・班編成などは、生徒会を中心に行う） 
　　　◇炊出しの実施：PTA役員とともに豚汁を調理、参加者にふるまう 
（5）役員会
　　　毎月１回開催

第15期生　南　竜太 第9期生　江口　健

活
躍
す
る
卒
業
生

　在校生の皆さんこんにちは。15期卒業生の南と申します。
私は現在、開発でなにかと話題の六本松４丁目の裏路地で「「ろっぽ
んぽん」」という小さな小さなお店を経営しています。「「ろっぽんぽん」
」では「たいもち」という鯛の形をして餡の入った焼き餅と最高に美味しい
からあげを売っています。私がこのお店を開業したのは2016年の2月で41
歳の時です。それまでは西区愛宕神社にある老舗の甘味処「岩井屋
」で20年以上修行していました。
私の「「ろっぽんぽん」」はとても小さく、夫婦で経営している為　全て自
分でアイデアを出し自ら挑戦し自分で動き自分で責任をとるかたちでやって
います。朝から晩まで苦労は絶えません。しかし確かに大変なんですが「
やりがい」はたいそうあるのです。「やりがい」というより「生きがい」というほ
うがあっているかもしれません。
自分で選択して行動したことが全て自分に返ってくる。しかも自分の信じる
物を通してそれができる。前述したように全てを自分で決定し行動している
ので他人から指示されるといった点でのストレスはありませんし、当然忙し
ければ売り上げは良く（身体はキツイですが。）ヒマであれば身入りは少
ない。休みでさえ自分で考えて好きに決められます。つまり全てが自由なん
です。
では他のお仕事をされている方はそうではないのか？「いきがい」はどうか
？ストレスはどうか？自由か？私はいっしょだと思っています。何故なら、どん
なお仕事も生き方も、自分で選んで創造してきた事のなれの果てが今だ
と考えているからです。
在校生の皆さん。今のあなたに全ての選択と決定権があるんです。
パスタとうどんならどちらを食べます？パンとごはんならどっち？今日遊びに
行くのは町にします？海にします？Ａの大学に行きたい？Ｂ大に行きたい？
そのための努力をする？しない？やはり今日のあなたは全てあなたの自由
意志で決めてきたことなのです。親が決めた？親の言う事に従うという選
択をしたのでは？
今を生きてください。後悔のない選択をしてください。よく考えてください。と
ことん自分と向き合って決定して下さい。自分を納得させられますか？でき
たなら周囲も納得させられます。そこまで真剣に選べたなら、たとえあとか
ら間違っていたことが分かっても後悔はありませんから。自分にとってより良
い選択をする為に真の情報を得る知恵を身につけ、思う存分わが人
生を謳歌して下さい。きっと「生きがい」への近道になります。
かつてお世話になった先生方・友人・関係のあった皆様この場をかりて
感謝申し上げます。
　

　西陵高校を卒業してはや30年。
大学、就職と高校卒業後はあまり西陵高校と絡むこともな
く、気がつけば50歳の一歩手前となりました。現在、銀行
の野方支店に勤めていることから、「飛翔」への掲載機会
をいただきました。
　毎日、少し変わったとはいえ、昔ながらのブレザー姿の
後輩諸君を見ながら、懐かしい高校時代を時折思い出して
います。高校のころは校舎も今より白く、周囲はゴルフ場
や山々に囲まれていました。入学したころは「掃除の西陵」
との異名がつき全校あげて掃除をやっていた記憶がありま
す。
　銀行には高校時代にお世話になった先生方も時々来ら
れます。卒業して30年がたち、先生方が西陵にいた年齢よ
りも自分が歳をとってしまったことに驚くとともに、月日がた
つのは本当にあっという間だなと感じています。やりたい事
（特に旅行）は今のうちからどんどんやろう！と思い立って
おり、今年はずっと行きたかった姫路城に行くことにしまし
た。
　私が身を置く銀行業界は入行したころと比べて扱う業務
が大きく広がっています。預金や融資に加え、投資信託や
保険などの資産運用や様々なサービスも取扱うようになり
ましたので、入行した若い頃よりも今のほうが勉強している
かもしれません。やるべき事は沢山あってそれなりに忙しい
ですが、楽しく毎日を送っています。銀行には西陵卒の先
輩、同級生、後輩もたくさんいて、皆さんそれぞれの立場で
ご活躍中です。金融に興味がある後輩の皆さんが続かれ
ることをお待ちしています。

東 京 支 部 関 西 支 部 に つ い て･
西陵会には東京と関西に二つの支部があります。各支部は年に一度、総会と懇親会を開いて親睦を深めています。今後もHPや
Facebookに活動状況や案内をお知らせします。お近くの支部にお気軽にご参加ください。

　西陵会東京支部の谷（14期）です。今回は新宿に新しくできた駅ビルの「バスタ
新宿」のイタリアン「ローズマリーズ・トウキョウ」で行いました。女性にも人気なお
店で、「雑誌に載っていましたよね」と、参加の皆様方にご好評いただきました。
今回は、中村校長、下川会長が福岡から来ていただいたこともあり、全部で25名
の参加と、多くの会員の皆様に集まっていただきました。2次会も19名の参加と、と
ても楽しい時間を過ごすことができました。
　今年は、10月21日（土）、話題のギンザシックスの近くのレストラン「クルーズク
ルーズ THE GINZA」で開催する予定です。お楽しみに！

☆東京支部よりメッセージ

６期生　宮浦　寛

石 橋 卓 二

バッシュオート

〒819-0001 福岡市西区小戸1丁目2-24
TEL:092-884-2777 FAX:092-985-5759

Ishibashi Takuji

Bash Auto

　恒例となりました「母校を磨こう」ですが、28年度も開催され、ピカピカになった母校で４２期生を迎えることができました。

清掃後は清々しい気持ちで、炊き出しの豚汁とおにぎりを振舞いました。

在校生が大勢参加してくれる中、卒業生が少ないのが寂しい限りです。２９年度は大勢の卒業生の参加お待ちしています。ご協力の程

よろしくお願いします。


