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進 路 状 況

令和2年度 43期生

国公立大

私立大

22名

九州大学
九州工業大学
熊本大学
山口大学
佐賀大学
長崎大学
大分大学
鹿児島大学
千葉大学
島根大学
福岡県立大学
北九州市立大学
熊本県立大学
山口県立大学
山口東京理科大学
宮崎公立大学
長野県立大学

西南学院大学
福岡大学
中村学園大学
九州産業大学
福岡工業大学
筑紫女学園大学
福岡女学院大学
久留米大学
九州女子大学
西九州大学
西南女学院大学
梅光学院大学
崇城大学
岡山理科大学
青山学院大学
法政大学
日本大学
創価大学
立正大学
関東学院大学
日本福祉大学

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1

私立短大

23名

中村学園大学
短期大学部
福岡医療短期大学
九州女子短期大学
西日本短期大学
関西外国語大学
短期大学部

16
3
1
1
2

その他専門
学校等合格者

福岡市医師会看護専門学校（第１看）
福岡看護専門学校（看）
福岡県私設病院協会看護学校（看）
福岡医療専門学校（看３・理療１・診放１）
福岡医健・スポーツ専門学校（理療）
麻生リハビリテーション大学校（作療）
博多メディカル専門学校（臨工）

1名

自衛官一般曹候補生

関西大学
1
同志社大学
2
立命館大学
8
近畿大学
14
関西国際大学
2
桃山学院大学
1
大阪総合保育大学
2
千里金蘭大学
3
京都外国語大学
2
京都美術工芸大学
2
大手前大学
2
佛教大学
4
日本赤十字九州国際看護大学 2
福岡女学院看護大学
2
福岡看護大学
18
福岡国際医療福祉大学
6
国際医療福祉大学
3
純真学園大学
8
聖マリア学院大
1
帝京大学福岡医療技術学部
1
第一薬科大学
4

131
278
60
135
44
54
44
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1

看護・医療系専門学校

40名

公務員・就職

855名

文科省管轄外大学校等

1

九州職業能力開発大学校

海外の学校進学

17名
7
1
1
5
1
1
1
1名

1
1
1

西陵会はこれからも在校生や卒業生を応援していきます。素敵な
企画などありましたらぜひご提 案ください。お待ちしています！
またご意見ご質問があれば西陵会ホームページからお問い合わせ
ください。
これからも皆様のご協力をお願いいたします。

福岡市立福岡西陵高等学校同窓会『西陵会』会報

34号

発

令和3年度西陵会ゴルフ大会も中止とさせていただきます。

★Instagram 開設いたしました。
f̲seiryo̲kai
○西陵会のホームページやfacebookも是非ご覧ください。

コロナ禍で同窓会も行えず寂しいご時世です。今年の飛翔は楽し
い同窓会やOB会のご報告が出来ず残念でしたが、お店をされて
る方の広告を出していただき紙面を飾っていただきました。そし
てたくさんの方にも原稿を書いていただきました。皆様快く引き
受けてくださり、ご協力本当にありがとうございました。

飛翔

新型コロナウィルス感染拡大防止を考え、誠に残念では
ございますが、8月に開催を予定しておりました「令和3年度
西陵会定期総会と懇親会」を中止することとなりました。

3名

広 報 よ り

行

令和3年度
西陵会定期総会と懇親会中止のお知らせ

1

鮮文大学韓国語教育院
Royal Canadian Institute International Studies
Yoobee(Auckland City Road South Seas Film School)Diploma in Drama

発
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日 令和3年(2021年)7月吉日

発行責任者 勝見美代（西陵会会長）

行 西陵会：福岡市西区大字拾六町字広石

編集責任者 梅野知子（西陵会広報）大仁田智子（西陵会広報）
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印

刷

所 株式会社ドミックスコーポレーション

HP:https://www.f-seiryo.net
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★今年は特別会員・希望者に飛翔を郵送しています。
平和台陸上競技場にて1年生校外研修（スポーツ大会）の模様

Instagram QRコード
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ご挨拶

西陵会会長

勝見 美代

校長

和田 美千代

この度西陵会会長を拝命しました６期生の勝見美
代と申します。
会員の皆さまには、日頃より西陵会の活動にご理解と
ご協力をいただき誠にありがとうございます。さて、
昨年発生しました新型コロナウイルス感染症は世界
中で猛威を振るい、多くの大切な命が奪われました。
被害に遭われました方々へお見舞いを申し上げます
とともに、今現在最前線でコロナに立ち向かっている
医療従事者等の方々に心より感謝申し上げます。
西陵高校も休校を余儀なくされ、体育祭など様々
な行事が中止となりました。
しかしこのような状況の中、全国に先駆けて「オン
ライン学 習 」を立 ち 上 げられました 。西 陵 会として
ICT環境の整備に携われたことをうれしく思います。

また、
３年生の卒業に向けて【西陵高校2020年の軌
跡】と題したDVDを作成し卒業生および在校生に贈
りました。今後も在校生会員への学習・部活動支援を
学校と連携しながら取り組んで参ります。
西陵会は①母校支援②会員の親睦を目的としていま
す。残念ながら今年度も総会・懇親会は中止となりま
したが、会員相互のつながりや、世代を超えた幅広い
ネットワーク作りを目指したいと考えております。会
員の皆さまどうぞよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、2016年より5年間会長とし
て母校発展のためご尽力いただきました下川前会長
に感謝の意を表わしますとともに、今後のご活躍をお
祈りいたします。
2021年（令和3年）西陵会会長 勝見 美代

会員の皆様、着任２年目を迎えました校長の和田美
千代です。
西陵会には日頃より本校教育の充実発展のために、
奨学金支援・部活動奨励・国際交流助成・
ＩＣＴ環境整備
等の母校支援をしていただき、心より感謝しておりま
す。
新型コロナウイルスの感染防止の中での学校生活
も２年目を迎え、学校生活も様々な制約を受けていま
す。
昨年度、本校ではコロナ休校の中、全国に先駆けて
「オンライン学習」を立ち上げました。全国的なメディ
アの注目を集めましたが、これが可能だったのは、西
陵会のご支援の下、本校が2018年から九州大学と
のＩＣＴ機器を使った共同研究をスタートしていたから

です。
ＧＩＧＡスクール構想によって２０２０年秋から全国の
小中学生に一人一台タブレット端末が配布されました
が、福岡市では市立４校の高校生にも一人一台を実現
しました。これも本校の先行事例を踏まえ、福岡市教
育委員会が英断を下したと考えております。西陵会の
皆様の先見の明に心より感謝申し上げます。
教室では生徒達がタブレット端末を文房具の一つと
して活用する光景が当たり前になってきました。新し
い学校様式を生徒とともに創っていく所存です。
西陵会の皆様、本年度も物心両面からの温かい母
校支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。西陵会
の更なるご発展、並びに卒業生の皆さまのますますの
ご活躍とご健勝をお祈りいたします。

第45期生徒会会長を務めております、前川です。

ティングを行いました。会議が滞ることも多々ありまし

新型コロナウイルスが収束せず緊急事態宣言も延長
になり、6月3日、
４日に予定していた体育祭が延期にな
りました。今年も「例年通り」
という言葉が通用しない状
態が続いています。

生徒会長

有限
会社

い協力し、
「 西陵スポーツの祭典」を作り上げてきまし
た。春休みから準備が始まり、Zoomを活用してミー

梅 野 硝 子工業
代表取締役

梅野

下川 智紀

さて、平成28年度（2016年度）より５年間にわた

の皆様のさらなるご健勝とご活躍を心よりお祈り申

り、西陵会の仕事にかかわらせていただきました。こ

し上げ、略儀ながら書面をもって退任の挨拶とさせ

の間、全国の会員の皆様には西陵会の永続的発展の

ていただきます。

ために様々なご指導ご鞭撻を賜り、誠にありがとう

本当にありがとうございました。

ございました。おかげさまで少しずつではございま
すが、若い世代の卒業生にも西陵会の存在を知って
もらえるようになってきました。
私自身は令和３年度より母校の教頭職を拝命いたし
ましたので、微力ではありますが、別の立場からこれ
からも西陵会のお役に立てるよう精一杯尽力させて

生の卒業に向
期
けて
43
第
令和2年度３年生（第43期生）の卒業に向けて、西陵会より
何か思い出に残るお手伝いが出来ないか母校の先生方とも相談し、
【西陵2020の軌跡】と題した映像を制作しました。
生き生きとした生徒達の姿をおさめると共に西陵会会長の挨拶や
会の取り組みもメッセージで伝えています。
併せて同じ画像を利用したチロルデコチョコ（３種類）を袋詰めにして、
DVDとともに、卒業生にそして在校生にも配布させていただきました。
西陵会は卒業生の皆さまの明るく輝かしい未来へのご活躍を
心より願っています。

た。開催できるか不安ではありますが、全校生徒で大い
に盛り上がりたいと思います。
新しい行事を創造するにあたり、諸先生方、西陵会、

信（１期生）

この場をお借りして感謝申し上げます。
ぜひ、新型コロナウイウスにも負けず、走り続ける粘
り強い西陵生の勇姿にご期待下さい。

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

山口

雨樋掛け替えなど、
住まいのリフォームも
ご相談下さい。

〒814-0164 福岡市早良区賀茂 1 丁目 5-15
TEL092-871-1882 FA X092-871-1974
URL:http://www.bouhanglass110.com

政哉

野 田 公 之

2級建築施工管理技士

（5期生）

〒810-0042 福岡市中央区赤坂 3丁目13-39

TEL 092-741-3987

営業品目

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

福岡県知事許可（般-17）第25661号

代表取締役
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最後になりましたが、西陵会のさらなる発展と会員

拶申し上げます。

西陵会前会長

いただく所存でございます。

PTAといった多くの方々にご協力いただいております。

しかし、
コロナ禍でもたくさんの生徒が知恵を出し合

前川 昴之輔

この度、西陵会会長を退任するにあたり、一言ご挨

〒819-0038

福岡市西区大字羽根戸374-1

TEL.092-811-3661 FAX.092-811-3662
03
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活躍する卒業生
皆さんこんにちは、第6期卒業・剣道部OBの宮浦です。
私は現在、福岡市議会議員を務めています。高校卒業後、福大Ⅱ部に通いながら20年間勤務した福
岡市役所では税務、社会教育、まちづくり支援など様々な仕事をさせていただきました。仕事に熱中し
すぎて夜学には通算７年間通いましたが(笑)
公務の中で多くの経験や出会いをさせていただく中で、市職員からもう一歩踏み込んで社会や地域の
課題解決に向き合いたいとの思いが高じ、40歳の手前で政治への挑戦を決意。高校生当時の控えめ
な私を知る同級生や先生方からはいまだに「あのミヤウラ君が人前で演説をぶつなんて⁉」と言われて
います。少々歳はとりましたが、社会の一隅を照らす灯の一つになるべく奮闘中です。
第6期生

宮浦

第22期生

寛

西嶋章乃

04

人生何事にも挫折はつきものですが、落選浪人中に取り組みを始め現在も続けている障がい福祉
NPOパン屋さんでの学びと政治への挑戦を支えてくれた同級生や友人たちは私の宝となっています。

こんにちは、22期生の西嶋章乃と申します。
私は今、福岡市中央区にあるヒルトン福岡シー
ホークでセールスマネージャーとして働いております。
中学生の時から今のホテルで働くことを決め、海外
交流が出来る西陵を選び、
ホテルの専門学校（麻
生外語観光専門学校）
に進学し、今に至ります。
主にイベントのコーディネーターをしております。2019
年に福岡市で開催されましたG20 財務大臣・中
央銀行総裁会議では、福岡市に誘致する入札
用資料作成に始まり、当日までの様々な手配、最終
精算作業まで行い、私のホテルマン人生の中でも
TOP3に入る貴重な経験をさせて貰いました！
また、西新のばるさんのおかげでご縁を頂き西陵会
の役員のお仕事もさせて頂いてます。
私は高校生だった当時毎日が楽しかったです。
かけがえの無い仲間にも出逢えました！サッカー部の

マネージャーをしてましたが、大好きな先輩方、愛しい
後輩とも未だに仲良くさせて貰ってます。後輩が私
の職場に子どもを抱いて顔を出してくれたこともあり、
感無量でした。
大人になり、西陵会の役員の皆様の活動を知った
際に、皆さまからの多大なご協力の基で私達の楽し
かった毎日が存在したんだと感謝の気持ちでいっぱ
いでした！なので前会長の下川さんから手伝って欲し
いとお話を頂いた時には逆に自分に役に立てること
があるのであればやらせてくださいという気持ちで始
まりました。
今の私の目的は、少子化の時代。高校にもオリジナ
リティが必要となるので、更なる在校生支援の継続
と、西陵会の根本であるOB会としての機能の充実
のお手伝いが出来たらと思っております。
というものも、以前仕事で困った時に同級生に相談
したら快諾頂き、
とても助かった経験があります。
10,000人以上の卒業生が存在するので、西陵生
という共通項でよりよい環境が出来たらと感じており
ます。
最後にお願いがございます。
西陵会の役員を募集しております。
さまざまな年代の意見が必要なので、今手薄な15
期以降の皆様でお手伝いしてもいいよ！と言って頂け
る方を募集致します！
素晴らしい方々と仲良く活動をしておりますので、宜し
く
お願いします。

第22期生

酒井

航

私は糸島にて木工家としてオーダー家具の受注制
作やお取り扱い店・ギャラリーで個展などし活動してい
ます。
屋号はDOUBLE=DOUBLE FURNITURE（ダブル
ダブルファニチャー）
と言います。
大学で建築学科に進み学ぶ中でインテリアに触れ
る機会を重ねていく
うちに家具に興味を持ち、
創ること
を生業にしたく木工の道に進みました。
大学を卒業後は、木工の本場の岐阜県飛騨高山
の実践教育の学校に進み２年間、卒業後は長野
県の木工作家に弟子入りをし４年間修行し２０１１年
に糸島で自分のブランドをスタートしました。
大学で学んだ建築においての何百分の１というス
ケール感からもっと自分自身に近い１分の１で感じること
のできる家具の世界に惹かれ、
さらに小さいスケール
の食器などに興味が広がり現在の活動に至ります。
制作活動以外に数年前から
「THINNING」
という
マーケッ
トを企画する団体を同じ糸島の様々なジャン
ルの６人で活動しています。
THINNINGとは和訳で間伐という意味です。
皆様が
目にする森林は実は手入れを必要としている森ばかり
で、
「間伐」
という放置されて密集して生えてしまって
木々を間引く必要がある森ばかり。森が腐敗している
ことで近年の土砂崩れなどが起きやすい状況となっ

ています。
その現状を多くの皆様にマーケッ
トという場を
通して気づく
きっかけとなるようにと活動しています。
有難いことに昨今のSDGsの流れもあり、様々な団体
や大手百貨店からお声がけ頂ける機会が増えました。
木がきちんと育ち森が元気になっていくまで数十年以
上かかります。
今、私たちが意識して活動していく
ことで未来の世代
でようやく意味を成していくという長丁場ですが是非
皆様も意識してお過ごしいただけたらと思います。
森が健全に雨水を貯めれれば土砂崩れも少なくな
り、
雨水は川に流れ、
やがて海に流れる。
全ては私達の生活に大きく影響しています。
私も木工家として意識してこれからも活動していきます。

若手からもメッセージいただきました。
「兄弟３人西陵高校卒業生です！」
★第37期生 荒上

慎太

私は6年前に福岡西陵高校を卒業しました。高校時代にはたくさんの貴重な経験をし、多くの経験が社会人となった今でも活きていま
す。
その中でも特に経験になっているものを1つ紹介します。私はラグビー部に所属しておりキャプテンを務めていました。
それぞれの部員
が違った考えのもとで同じチームとして活動していました。私はキャプテンとしてチームが勝つために何をするべきか考え、時には部員と
納得いくまで話し合いをしたりもしました。
いろんな意見を持った人たちを「試合に勝つ」
という1つの目標に向かって部員をまとめたこと
は私にとってとてもいい経験になりました。社会に出ても同じで、全員が異なった考え方を持っていて１つの問題に対しても色々な意見が
飛び交います。
それをまとめる際、
キャプテンとしての経験がとても役に立っています。
これからもたくさんの高校時代の経験を活かし、社
会人として、人として成長していきたいと思います。

★第39期生 荒上くるみ
私は海外留学がしたくて福岡西陵高校に入学しました。1年生の2学期が終わると同時にオーストラリアにいきました。最初は言葉もあ
まりわからず、文化の違いにもとまどいました。
しかしオーストラリアのホストファミリーや友人、周りの方たちに助けられ11か月という留学
生活を、
とても楽しく送ることができました。
この経験は、今の私の人間形成の中でとても大きい影響を与えているのは間違いありません。
私は現在大好きな英語の楽しさを教えたくて英語の教師として教壇に立っています。
いつか生徒が英語に興味を持ち、
そして海外留学
をしたいと言ってくれたらうれしいです。
そしてできれば福岡西陵高校に入ってくれたらいいなと思います。

★第42期生 荒上

颯太

私は高校時代に経験した色々なことが、社会人として様々な場面で活きていると思います。
その中でも公務員試験を受けた事が、
とても
良い経験になっています。
福岡西陵高校は大学に進学する方が多いので、
もちろん授業やテストも大学に向けての対策をしていました。
そんな中で学校の勉強と
公務員試験にむけての勉強を両立することは、簡単ではありませんでした。部活をしていたことで、時間が無い中、効率的な勉強をする
必要がありました。
また、
クラスのみんなと受験の時期が違うことで、周りの空気に流されず勉強をする必要もありました。
そういった経験をしたことで、限られた時間を有効に活用する事や、周りに流されない事などに活きていると思います。高校時代にしか
経験出来なかったことを、
これからの人生でも活かしていきたいです。
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還暦迎えました

1期生

☆1期生は昨年、そして今年は2期生が還暦を迎えられます。
皆様おめでとうございます。
1期生の皆様よりメッセージをいただきました。

1期生

杉野秀雄

中学校３年生の時、進学先を考えていたときあるポスターを目にした。福岡西陵高校が開校されるというポスターである。
その
ポスターが私の人生の転機となったのは否めない。
元は小学校であった仮校舎で始まった高校生活はただただ新しいことの連続であった。天神に近いこともあり、土曜の午後は
よく足を伸ばしたものだ。
その頃開店した天神コアは開店当日に、天神地下街は開店翌日に馳せ参じた。
が、
その天神コアも今は
もうない。
秋、建設中の新しい学び舎を見た遠足。12月、
「立つ鳥跡を濁さず」
という先生方の掛け声の許、仮校舎で行った引っ越しの
作業遠足。
いよいよ３学期から始まる新校舎での生活に思いを馳せるととてもワクワクするものであった。
新校舎での生活は完成予想図とはほど遠いものであったとはいえ、
その後卒業までの日々はとてもかけがえのないものであり，多
くの先生に受けた薫陶と共に今の私を形成したといっても過言ではない。
その母校で３年間ではあるが奉職させていただいたことがある。
だがしかし，今振り返るとその時は同じ学校の先輩というより
は人生の先輩というものでしかなかった。
そう考えると、今回このような機会を与えてくださったことに感謝をしたい。
そして次のことを伝えることにする。
・常に引き算ではなく足し算で考え行動する。
・苦手なものを思い悩むよりは，得意なことに積極的に取り組む。
・やる前から「できない」
と思わず、
どうしたらできるかを考える。
・目標を設定し、逆算して今何をすべきかを考える。
・たとえ失敗してもそこで諦めずに，
どうすればいい結果を残せるかを考える。
・何事もやり続ける。
今のところ今後のことはまだ何も考えていないのだが、少なくとも次の二つのことはしようと考えている。
それは若い頃から続け
ている献血とヘアドネーションである。少しでも社会の役に立てたらと思う。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1期生

中岡典子

マリーナ動物病院院長 VMAT（災害派遣対策獣医師）

楽しみはこれからも続く！！
数学や化学が苦手でテニスに明け暮れていた高校生は、
それでも小
学校1年生から夢見ていた獣医師という仕事を諦めきれずに「動物のお
医者さん」になってはや36年という月日が流れました。
紆余曲折、山あり谷ありの獣医師生活ですが、好きなことをしてお金を
頂きそして「ありがとう」と言っていただける日々、
なによりも大好きな犬や
猫の命を助け、
その犬猫に関わる人の幸福感の醸成に繋がる仕事に就く
事が出来、本当にありがたく思っています。
仕事や趣味の分野において、
目の前の出来事に全力で取り組むことが
自分にとってのベストでしたが、周りを巻き込み多大なるご迷惑をお掛け
したと後になって反省することもありました。獣医師という仕事を通して福
岡県の犬猫の殺処分の多さを知り、改善するために動き始めると人の福
祉関係や人の医療、行政分野、動物関係団体の方々と協働し2000人規
模の啓発のイベントなども行いました。
また趣味のウルトラマラソンや登山、波乗りを通していろいろな職業の
方と知り合い、他の社会の興味深い世界も垣間見る事が出来ています。
知らないことを知る事はいくつになっても心がときめきます。
死ぬ前日までが生きている日です。
何が起こるかわからない日々だからこそ、
これからも人との出会いと自
分が生きている日々を心から楽しんで過ごしたいと実感する日々を送って
います。

新井浩一

つい先日、還暦を迎えた西陵1期生から在校生に向けた作文を書いてくれとお願いされ、文章を書くほど苦手なものはないの
に二つ返事で引き受けてしまったことに後悔しながら「さて何から書き始めたら良いなかな？」
とペンをとり、
いや違うな、
キーボー
ドを打ち始めました。
いまから約半世紀前、昭和、平成、
そして令和を経て立派な伝統校になってる福岡市立福岡西陵高校、
ここに我々第1期生が
入学したのは1976年、昭和51年でした。
おそらく在校生のご両親がお生まれになった頃のお話しになると思います。当時、福岡
市立として初めての普通科として創設され、赤坂、福岡高等裁判所の裏に仮校舎を設え全6クラス、生徒数270名で福岡西陵高
校の歴史の幕が開けられました。
私は担任中村先生、1年2組、
クラブは軟式テニス部、顧問町田先生、
に入り高校生活がスタートしました。西陵高校のトレード
マーク、
ブレザーにネクタイの制服は当時福岡では珍しく、登下校時にその目立つ姿が少し恥ずかしかった思い出があります。
し
かしながら時代と共に価値観も変わった現在の皆さんにとっては全く違和感がなく普通になってることと思います。
先にお話しましたが、我々の学園生活は仮校舎から始まりました。軟式テニス部(ソフトテニス部)にテニスコートはなく狭い運
動場に仮ポールを立てネットを張り、
ラインは石灰で引いて活動してました。他の運動クラブも同じ様なものでまだまだ本格的に
部活動出来る環境でなかったのです。半年後に部分完成した拾六町の新校舎に引越してからもテニスコートはまだ完成してお
らず、
クラブ員はラケットを握るどころか自分達でせっせとネットポールすら立ってないコート予定地の石コロ拾いをしたり、凸凹
のある地面をローラーで平したりと練習よりテニスコート作りがクラブ活動になっていたと記憶してます。
新校舎の全てが完成する頃、
１期生は3年生になりました。新設校であるがゆえ苦労も多かった我々1期生のクラブ活動は高
校生活最後の大会、
クライマックスを迎えました。
この大会で私は2期生
三野君とペアを組んで挑み、
そして運良く県大会個人準優勝を果たして
インターハイに出場することが出来ました。
これは福岡西陵高校にとって
初めての出来事になりました。私は出陣式の時、見送ってくれた全校生徒
に向かって「みんなの代表として、西陵魂を持って戦ってきます。」
と挨拶
したことをはっきり覚えてます。知らず知らず私の中に伝統のない西陵高
校は自分達で創っていくんだという強い気持ちが生まれ、
その気持ちが
自然と
「西陵魂」
という言葉を生んだと思います。今年、福岡西陵は創立
46周年、卒業生は1万人を遙かに超えているでしょう。
そしてその卒業生
たちは西陵の歴史に確かな足跡を残しています。
その一人一人の残した
レガシーが重みのある西陵の伝統として生き続けているのです。
また初代
知念校長が作詞した福岡西陵高校の校歌の、誠実、協力、創造の学園、
冠たり我らが母校。校訓にもなっている誠実、協力、創造の3つのワードは
現在の日本社会で一番必要としているものではないでしょうか？在校生
の皆様も今ひとつ再考されてみたら如何でしょう。
最後になりますが、私は就職してから福岡を離れ現在千葉市に住んで
おります。愛妻は西陵高校の1年2組の同級生、倉橋さんです。子供2人は
既に独立しており、夫婦仲よく大好きなテニスを続けております。歳はとり
ましたが真っ黒です。
日焼けしてた高校生の時と同じように、
いやもっと黒
いかもしれません。
あの頃の「西陵魂」は今も消えることなく私のこころの
中で燃え続けているようです。

救急車寄付

代表取締役

石山真也
アニィホーム株式会社

６期生

宮浦

寛

〒814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉3-38-3
tel.092-841-5833 fax.092-841-5388
いし や ま

0120-24-1480

錦江湾横断遠泳4キロ
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元祖炭火焼鳥

しもい

卒業生
応援企画
卒業生応援企画
本格和食と燻製さば

飛翔 令和 3 年

究極の癒し-ドライヘッドスパ

ラ ドルチェ ヴィータ

御厨 神の

気になる方はご連絡下さい。

ドライヘッドスパ

「御厨

神の」店主の神野富広です。

本格和食のお出汁の効いた一品料理と、料理を引き
立ててくれる純米酒を中心に取り揃えております。
名物の“燻製さば”をはじめ、提供しているお料理は
すべてが手作り。
店主だからこそ産み出せる、盛り付けにまでこだわっ
た逸品を気軽にご堪能ください。
本格和食と燻製さば

御厨 神の

SBC

4 期生

山口

忍

日野春ハーブガーデン

〠814-0103
福岡市城南区鳥飼 5 丁目 20-18 エステートモア
鳥飼ノーバ 1 階
tel:(092)285-0870
https://mikuriyakanno.amebaownd.com

8 期生

神野富広

4 期生ご夫婦
下井茂樹・博美（旧姓：金沢）

博多の森どうぶつ病院

慶 弔 ス タ ンド

フラワーショップ

ナーセリーさぬい

店長

旧 姓：讚 井

福岡市博多区青木１−１６−１９−５
福岡空港・東平尾公園の近くです。

ＴＥＬ０９２ ６２６ １２０３

院長

http://www.citydo.com/sp/092-626-1203
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木 本 恵 子 （2期生）

足立憲司

〒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

営業時間 AM10:00〜PM8:00（定休日前日）AM10:00〜PM7:00
定休日 毎週月曜日・火曜日

4 期生

磯口良文

1 期生

下司高明
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部 活 動 実 績

西陵会の活動報告と支援（令和2年度）
（１）在校生支援

◇テニスコートグランド整備
◇卒業記念チョコレート

①部活動奨励賞（奨励金：団体＝５万円、個人＝１万円）
◇囲碁部九州大会

1万円

◇卒業生・在校生宛てDVD

◇放送部九州大会

1万円

◇体育祭新種目用品代

◇美術工芸部全国大会

7万5千円

8万9236円
163万6030円

40万円

1万円

◇全日本学生音楽コンクール全国大会

1万円

②西陵杯後援

（３）広報

◇HP・FB更新（西陵会の活動報告など）

◇西陵杯中学女子ソフトテニス大会

3万円

◇同窓会誌「飛翔」の発行

③学業奨励賞（奨励金：２万円）
◇１年生２年生成績優秀者 ： 40万円
④西陵会特別賞（奨学金：3万円

特別増額有）

（４）役員会（令和二年度開催分）

（２）母校支援

◇ZOOM使用料
◇クリアファイル

52万4480円
16万5千円

○令和2年度監査報告

10月10日（土）
11月21日（土）
12月中止
1月 9日（土）
2月中止
3月13日（土）

4月中止
5月中止
6月 6日（土）
7月11日（土）
8月22日（土）
9月12日（土）

◇国公立大学合格者（現役3年生） 56万円

令和3年度役員
○役員紹介
役

職

会

副会長
会

現役員

新規役員（選出）
勝見 美代（６期生）

長

計

事業

林田
飯野

竜（４期生）
〈3期目-2〉 西嶋 章乃（22期生）
（事業兼任）
博之（１期生）
〈5期目-1〉 杉山 規江（4期生）
東

岡崎

泰彦（１期生）
〈6期目-1〉

岡松

聡子（１期生）
〈2期目-1〉

原田

真司（８期生）
〈3期目-2〉 栗秋

（計画・実施） 野林

政隆（15期生）
〈5期目-1〉

西嶋

章乃（22期生）
〈2期目-2〉

野﨑

大嗣（29期生）
〈4期目-2〉

小斉

勉（４期生）
〈3期目-2〉

広報・名簿 梅野

知子（４期生）
〈5期目-1〉

七重（8期生）

雅良（6期生）

健（９期生）
〈3期目-1〉

※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

（R3 県大会以上）
【陸上競技部】
令和3年度 秩父宮賜杯 第74回全国高等学校
陸上競技対校選手権大会福岡県予選会
（成績）
・男子5000mW 上村 健翔 10位
・女子100m
小代 汐里 準決勝進出
・女子800m
原田 夏鈴 出場
・女子5000mW 荒木 愛実 5位
・女子三段跳
德重 凜香 10位
・女子やり投げ 下村 麗華 出場
【男子テニス部】
令和3年度 福岡県高等学校総合体育大会
テニス選手権大会中部ブロック予選会
兼 全国高等学校総合体育大会中部ブロック予選会
兼 全九州高等学校体育大会中部ブロック予選会
（成績）
団体戦 第6位
【囲碁将棋】
全国高等学校総合文化祭将棋部門福岡県予選大会
・男子代表戦 安部 優汰 出場
・男子代表戦 宮崎 晴大 出場

【女子ソフトテニス部】
令和3年度 福岡県高等学校総合体育大会
ソフトテニス競技会
（成績）
団体の部 ベスト8
個人の部 荻野 夢那、松田 実桜 ベスト32
【ソフトボール部】
令和3年度 福岡県高等学校ソフトボール
選手権大会
（インターハイ予選）
（成績）出場
【放送部】
令和3年度 福岡県高校放送コンテスト福岡県大会
朗読部門
（成績）
・福井 千尋 入選
・末廣 菜々 出場
全国高等学校総合文化祭囲碁部門福岡県予選大会
・女子代表決定戦 中島 黎美
１勝２敗 第５位

★全国大会 出場予定

大仁田智子（４期生）
〈5期目-1〉
会計監査委員 江口

令和3年度 福岡市立福岡西陵高等学校主な部活動実績（スポーツ部・文化部）

【管弦楽部】
第45回 全国高等学校総合文化祭 和歌山大会
器楽・管弦楽部門

【放送部】
第45回 全国高等学校総合文化祭 和歌山大会
朗読部門・福井 千尋

寄 付 金 の お 願 い
西陵会では、現役西陵生の為の寄付金のご協力をお願いしています。ご賛同いただけます方は下記口座へご入金お願いいたします。

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 勝見美代（セイリヨウカイカイチョウカツミミヨ）

猪迫 広樹 （３期生）

＊役員会において選任いたしました。ご意見、ご質問のある方はお問い合わせください。

6期生

永島 由可子

サポートシステム

（旧姓 木村）

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？
「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はがきの印刷と発送を西陵会が行うシステムです。新型コロナウイルス感染症が終息を迎
えたら、懐かしい友と再会してみませんか？
詳しくは西陵会HPの「問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。
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営業時間／ランチ 11：30 〜 14：00 ディナー 18：00 〜 22：00
定休日／日曜日

住

所／福岡市中央区大名2丁目2-41

ＴＥＬ／０９２−７１２−４５０７
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