
令和４年７月 

「21 回生掲示板」記録２（05.12~05.05） 

忘年会 

  投稿者：田邉  投稿日：2005年 12月 26日(月)21時 28分 40秒 
 

 忘年会のご案内ありがとう御座います。 

同窓会のコミュニケーションが益々広まっているのを 

有り難く感じております。 

今年の正月は東京ですごす予定なので、誠に残念ですが 

忘年会には参加出来ません。またさそって下さい。 

 

来年が皆様にとって良い年でありますよう祈念いたして 

おります。 

                      田邊拝 

 

忘年会 

  投稿者：山根   投稿日：2005年 12月 26日(月)21時 27分 9秒 

久ぶりですが、元気ですか？ 

 

福岡でやる懐かしいメンバーとの忘年会なんて、本当にいいですね。 

私は３０日に上海から日本（埼玉）へ戻るため参加できませんが、こうやって案内 

を頂いているだけで、わくわくします。 

そして、今年の夏の同窓会総会のような時には、ぜひともまた参加したいと考えて 

います。 

 

３０日、メンバーとお会いされた時は宜しくお伝えください。 

また一段と寒さも強くなるでしょうから、皆さん方もくれぐれも健康に気をつけ 

て、新年を迎えられることを祈っております。 

 

忘年会へ参加 

  投稿者：増田   投稿日：2005年 12月 26日(月)21時 16分 17秒 

 今晩は！お久しぶりです。 

ご案内ありがとうございます。参加します。 

 

11 月 11 日から 17 日までカナダのトロントに行ってきましたが、 

そんなに寒くはありませんでした。ほとんど仕事打ち合わせで、 
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一日だけナイアガラに遊びにいってきました。その日は雨でよく見えま 

せんでした。今回はゴルフなしの旅行で面白くありませんでした。 

とにかく山のないただただ広いところでした。ただ、交通渋滞は大変なものです。 

オンタリオ湖は海と同じで、博多湾のほうがきれいです。 

食事は鳥とビーフで、すぐに飽きました。中華もいまいち、スシは飛んでもありま 

せんでした。30 分後には戻してしまい腹がたちました。 

やっぱり外国には住めないなあーと思いました。それと夏は 37 度、冬は 0 度～マ 

イナス 30 度になるそうです。とんでもない街です。 

だんだん怒りがこみ上げてきたので、この辺で切り上げます。 

 

来年 福岡で会いましょう 

  投稿者：高阪（旧姓 田中）  投稿日：2005年 12月 26日(月)20時 36分 46秒 
 

 １２月も残すところ１０日あまりとなりました。 

皆様においては充実の一年を送られた事と思います。 

この度「２１回生忘年会」の案内を頂き有難うございます。 

参加して皆様とお会いできたらと強く思いますが、開催日時に都合が合わせれず出席できません。 

名古屋に在住しておりますので、年末は移動が厳しいです。 

しばしば、集まっていらっしゃるようなので、福岡へ帰れるときは是非皆様とご一緒したいと思っております。 

忘年会の写真を是非ホームページにのせてくださいね。 

皆様のお顔を拝見できる事を楽しみにしております。 

 

              名古屋・２組：高阪（旧姓・田中）  

 

酔ぱらっちゃいました。 

  投稿者：松尾  投稿日：2005年 12月 22日(木)09時 53分 42秒 

先日「おおとりの会」に参加させていただきました。 

前回の同窓会に初めて出席し、その後再び旧交を温めることが出来る機会をご案内いただき感謝しています。 

お世話になりました。ありがとう。 

 

お酒に囲まれた空間での歓談って、何となく嬉しくなるのは私だけでしょうか。 

いやいや同窓生に囲まれたこの空間が、嬉しくなるのかもしれませんね。 

やみつきになりそうです。 

 

そうそう、「おおとりの会」でも盛り上がりましたが、５０代からの子作りについて興味がある方は、是非私を

酒の場にお誘い下さい。 

 

松尾 
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飯田さんへ 

  投稿者：中村   投稿日：2005年 11月 27日(日)23時 27分 29秒 
 

 飯田（真）さんへ 

本当に！本当に！お久しぶりです。 

パソコン検索で、このホームページを見つけてくれたことに感激をいたしました。 

このような投稿があると、ホームページの運営委員一同「やっていて良かった。」と思います。 

21 回生の幹事会名簿では飯田さんは行方不明となっているため、 

同窓会の案内も出せない状態になっています。 

住所とメールアドレスを Top Page の中村のメール宛にお知らせください。 

60 歳の息子「隆さん」にも宜しくお伝えください！！！ 

中村（純）より 

 

懐かしく拝見しました 

  投稿者：飯田 （旧姓 神子）  投稿日：2005年 11月 27日(日)01時 58分 34秒 
 

昨日、大学の同窓会に出席し、旧交を温めてまいりました。ノスタルジックな思いに浸りながら、ふと高校時代

を思い出し、パソコンで検索をして、このホームページをみつけました。 

 拝見していると、高校時代にタイムスリップし、懐かしさでいっぱいになりました。 

 福岡には父の転勤でおりました関係で、その後ご縁がなく、数年前に一度訪ねたときは、まさに浦島太郎状態

で、特に築高周辺の変わりようには本当にびっくり致しました。 

 現在、東京杉並に住んでおります。二人の息子は家を離れましたが、一番手のかかる 60 近くの息子？と仲良

く暮らしております。 

 今後、機会がありましたら、同窓会にも参加させていただきたいと思います。お声かけ、宜しくお願いします。 

 

四人展も無事終わりました。 

  投稿者：阿部  投稿日：2005年 11月 18日(金)19時 15分 54秒 

 同級生の皆様へ 

 

太宰府ギャラリー「百年家」での四人展も無事終わりました。 

お蔭様で大勢の同級生に見てもらう事ができました。今後の創 

作活動の大きな励みになります。 

早速次回の個展（来年 5 月予定）の為の準備にかかっています 

。全作品、新作での展示会とするつもりです。乞うご期待。 

展示会に来てくれた皆さんありがとうございました。 

 

阿部（民） 
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大野中の卒業アルバム 

  投稿者：高田  投稿日：2005年 11月 16日(水)23時 51分 33秒 
 

 田中（昭）さんから大野中の卒業アルバムをＰＤＦで送って頂きました。 

昭和４１年の古くて懐かしいアルバムをパソコンでいつでも見れます。 

大野中卒のご希望の方に配布します。 

ご希望の方はホームページの高田までメールをください。 

４０年前のアルバムですので開けてビックリ、あまりの変わりようでした。 

 

田中さんには高校のアルバムもＰＤＦで送って頂き、中村さんの手によってホームページに掲載させていただき

ました。 

ありがとうございました。 

 

生活の広がりと心の豊かさ 

  投稿者：中村（純）  投稿日：2005年 11月 8日(火)23時 32分 57秒 

 阿部さんの展示会のお知らせに対する返信を平上さんからいただきました。 

そのやり取りを下記に掲載しています。 

 

（中村） 

筑紫丘 21 回生の皆様方へ 

このメールは登録者全員（92 名）に配信しております。 

この度、阿部民平さんが展示会を開くことになりました。 

お近くにお住みの方は、是非ご来場のほどお願い申し上げます。 

なお、ご来場の際は阿部民平さんに是非声をかけてください。 

このメールを見てこられた方は、当人も大変喜ぶと思います。 

以下の案内を参照にしてください。 

 

（平上） 

お知らせありがとうございました。行きたいですが日程と場所が無理です。 

久留米に住む妹に案内します。 

 

（中村） 

メールの返信ありがとうございます。 

阿部民平さんの展示会は、「同窓生がこのようなことをやっています」と言う情報発信です。 

「生活の幅が広がれば良いな」「心が豊かになればよいな」と言う結びつきを熟成させたいと思っています。 

私も、昨年までは同窓生との付き合いは皆無に近いものでした。 

今年の春、誘われるままに同窓生の花見に出席しました。 

その席で酔うままに「ホームページでもあればよいね」と言ってしまったのが後の祭りです。 

今は、すっかり生活の一部になってしまいました。 
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責任と負担も感じますが、同窓生の投稿が一人ひとり増える喜びも感じています。 

全同窓生が、参加してくれる日を夢見てがんばっています。 

平上さんも、出来る範囲でかまわないので投稿のほど考えていてください。 

初めは敷居も高いし、恥ずかしさもあります。 

しかし、カラオケと同じで 1 曲歌うとマイクを離したくなくなるものです。 

今後のご協力をお願い申し上げます。 

 

（平上） 

私たちの年代がこれから求めることはずばり質だと思います。 

「生活の幅が広がれば良いな」「心が豊かになれば良いな」という思いは多くの人が共感すると思います。 

毎日の生活は豊かでも心には大いなる渇望があります。それが生きている証でしょうが、 

縁あって同窓生している私たち、捉われず、縛られず、良い交流、刺激になれば良いですね。 

ホームページの運営ありがとうございます。 

 

ゴルフ倶楽部の皆さんへ 

  投稿者：須河内（清） 投稿日：2005年 10月 24日(月)20時 58分 15秒 
 

 ゴルフコンペ写真を送っていただきありがとうございました。参加者の皆さんの 

気合の入ったプレイぶりや和やかな表彰風景など大変楽しそうですね。 

今度、機会があれば私もぜひ参加したいと思っています。 

 

私の近況報告⇒痛風発作が頻繁に出て、ゴルフもままならない状況です。 

先々週のコンペでは残り 3 ホールのところで歩行困難となり敢え無く棄権しました。 

50 半ばの齢ともなるとあっちこっちにガタがきているようです。 

お互い体をいたわり元気に過ごしましょう。 

 

ゴルフがしたい 

  投稿者：庄島（洋）  投稿日：2005年 10月 24日(月)20時 44分 26秒 
 

 私も、ゴルフしたいです。 

現在、左足首のじん帯を３箇所、痛めてギブスをしております。 

１１月の帰福のときにプレーできるのを楽しみにしていたのですが、 

残念ながら断念せざるを得ない状況です。 

増田氏からコンペの写真を送っていただき、うらやましく眺めさせていただきました。 

 

「大取酒店」、民放 TV"どぉーも"、翌日は NHKTV にて 

  投稿者：大取代/J  投稿日：2005年 9月 20日(火)10時 05分 8秒 

 T-mai:今日どぉーもに出てましたね！葉巻も紹介されて有名になっちゃう  出演者三人で寛いでワイ

ン飲んでたよ  社長は出てなかったよ  照れてんのかな！TV で見ると嬉しいね 
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J-answer:さすが、大取酒店やね。田所さんの mail を開いた後に、部下からも 

10 分ばかり、奥さんが説明・出演した番組内容を伝えられた。 

新聞・雑誌・TV で良く取り上げられている事は、聞いていたが。 

西日本新聞夕刊?全段で、2 年前?今風の立ち飲み・日本風パプで 

3 店紹介されていた。全部試した。 

大取酒店、同窓の親しみも有るものの、原価での酒の提供は 

有り難い。音楽がバッハも落ち着く。見知らぬ隣の人と乾杯、敬杯、 

出来るのも当店ならでは。最高。 

9/29、多く集まりそうですな。岩本（修）が来るくらいですから。 

先般、大取酒店で木村さんと小生の知り合いのチェロ演奏会を催しました。 

木村さんは piano。隣の席のお医者さんは、guitar を奏でました。 

貴女の、運びに便利な三味線というものが有れば、拝聴したいものです。 

先般の同窓会では、あんなに大掛かりになるとは知りませんでした。 

音楽音痴にて、失礼しました。 

では、元気で会いましょう。 

                        窓口:服部幹事、 会計過不足処理:木村/寄川 

 

親友でもうこの世に居ない「合庭」君の分まで楽しみました 

  投稿者：小田  投稿日：2005年 8月 30日(火)09時 40分 28秒 
 

楽しみにしていた旧友との再会、本当に「あっ」と言う間に終りましたね!! 

  時々博多には帰っているのですが… 

 多くの筑紫丘の学友との再会、とても嬉しかったです。大きく変わった人、全く高校時代のままの人も何人か

居た様に思われます。多くの人とは話は出来ませんでしたが… 

 一次会、二次会、三次会と人数も減り帰りかけた時、道でバッタリまた二人に出逢い、食事をして別れました。 

 親友だったもうこの世に居ない「合庭俊吾」君の分まで楽しませて頂きました。 

 すばらしい同窓会でした。 

                                                        "感謝" 小田拝 

 久々に中洲に集う五十五才の友(久々に なかすにつどう いそじのとも) 

 

第８回筑紫丘高校２１回生同窓会を終えて 

  投稿者：服部  投稿日：2005年 8月 26日(金)23時 02分 28秒 

 第８回筑紫丘高校２１回生同窓会を終えて 

 今回の第８回筑紫丘高校２１回生同窓会は９０人の学友の参加を得て本当に盛り上がった同窓会でした。そし

て、会の終わり方には、年甲斐もなくこみ上げてくるものさえ感じました。 

 今回の同窓会が終わって思うに、確かにホームページが果たした役割は大きかったが、（あえて各々の名前は

出す必要はないと思います。）、あれもこれも、それぞれの場で卓越した能力を発揮してもらた「人」がいた結果

であり、また、遠くは北海道をはじめ関東からわざわざ駆けつけてくれた「人」がいたからでしょう。筑紫丘高
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校２１回生の絆の強さの結果です。 

 幹事をはじめとして今回の同窓会の運営に協力していただいた方々、及び参加していただいた方々、心ならず

も参加できなかった方々、第８回同窓会を無事終わることができました。本当にありがとうございました。 

 そして、今回の同窓会に全く課題がなかった訳ではないと思いますが、その課題を整理して２年後の第９回筑

紫丘高校２１回生同窓会の準備に取り掛かります。協力の程よろしくお願いいたします。  

 

家族を相手に盛り上がってしまいました。 

  投稿者：玉利  投稿日：2005年 8月 25日(木)23時 12分 44秒 
 

 同窓会楽しかったですね。 

３７年ぶりで懐かったです。 

意外と皆変わっていないものですね。 

昔から知っていた人はすぐわかりました。 

そして、たくさん、たくさん、話をしました。 

大阪に帰って来ても、かるーい興奮状態のままでした。 

はやく切り替えなくてはと思っています。 

ホームページに早速写真を載せてくださって有難うございます。 

ホームページを見ると家族を相手に盛り上がってしまいました。 

これからも楽しみにしています。 

 

玉利法子 

 

上海より、又元気で会いましょう 

  投稿者：山根  投稿日：2005年 8月 23日(火)10時 50分 4秒 

  いやいや１３日、懐かしさは勿論ですが、”こういう仲間達がいて本当に良かった” 

と言う一種の感動さへ覚えました。 

  特に、私は初回の参加でしたし、また文字通り舞台へ上がる、つまり参加するだけのことでしたから、その気

持ちにしたりきっているだけで済みました。 

  しかし、皆さん方幹事連の方々は、その舞台作り、調整、手配等々本当にご苦労であったと思います。有難う

ございました。 

 次回帰省時には是非とも声をお掛けしますので、もし都合がつけば宜しくお願いします。 

  特に寄川さんとは時代が違いますが、中国の色々をお話したいですね。 

多くの場所に行ったことはありませんが、我々が習った時の漢詩の世界や礼儀の世界は、今の中国では残念なが

ら感じられません。日本でもそうですが、”変化すること”は必要でもあり、残念でもあるかもしれませんね。 

書き出すときりがありませんから、これで止めます。 

 皆さんも、健康に気をつけてこ れからもサポートよろしお願いします。 あらためて総会開催、有難うござい

ました、そして本当にご苦労様でした。 

皆さん、幹事の方々にも宜しくお伝えください。 

 では本日はこれで再見！ 
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 在上海、山根。 

 

２年後に お会いしましょう 

  投稿者：吉田   投稿日：2005年 8月 22日(月)23時 40分 43秒 
 

 『２年後に お会いしましょう』  ３年２組  吉田 

 

時のうつろいに紛れて 

街並は変わってしまっても 

あなたの記憶の中の 故郷の町は 

懐かしい 昔の色合いのままです 

さようなら… さようなら… 

また２年後に この町で 

あなたと 必ずお会いしましょう… 

 

先日はお疲れさま～ 

  投稿者：西園  投稿日：2005年 8月 15日(月)21時 38分 13秒 

 幹事の皆さんご苦労様でした。おかげで楽しい同窓会をすごさせていただきました。 

幹事の皆さんにあらためて感謝感謝です。 

 

しかしい、みんな全然変わらないな、多少髪の毛が白くなってたり薄くなってたり 

お腹のでっぱりが目に付くくらいで、顔や雰囲気は３８年前と同じでしたね、みんな。 

３８年前にタイムスリップしたようで会の途中不思議な気がしたものです。 

 

当地北海道はお盆がすむともう秋です。 

われわれの年代ももう秋。人生の秋ね。 

先々の希望よりも過ぎ去った日々を懐かしく思う事のほうが多くなっているこの頃です。 

１～２年後には今の仕事から完全に手を引いて隠居生活に入る予定です。 

仕事以外でやり残していることがいっぱいあるんで、それを死ぬまでになんとか片付けなくっちゃあと思ってま

す。 

 

２年後の同窓会にも出席しますよ。 

でも、どうやろその時分には暇はあっても金がなさそ～な予感。 

青春２１キップで鈍行列車で博多まで行くかな、。 

その節はよろしくです。 

 

懐かしかー 
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  投稿者：田中  投稿日：2005年 7月 18日(月)17時 49分 11秒 

３年４組２５番（？）の田中（昭）です。 

 

高田君から電話があったのが、もう一ヶ月ほど前でしょうか。「同窓生の 

高田さんという方から」と女房が受話器を渡します。何のセールスだろうと最初に 

思いました（笑）。よくあるんですよね。同窓生名簿を見てセールス電話をかけて 

筑紫丘とは無関係な人が。そんな思いがあったものですから、中学も高校も一緒 

だったあの高田君だとは夢にも思わずに、ちょっとつっけんどんな対応をしてしまいました（高田君、ごめんね）。 

でも、それがきっかけで、いまはたいへん嬉しい思いをしています。ノスタルジアどっぷりです。 

このホームページ、とてもいいですね。高田君をはじめ、運営されている方々に心 

から感謝いたします。懐かしい名前ががばんばん飛び出してきて、しかも顔と結び 

つかないものだから、僕は面食らってますよ。 

奥村（英）、岩本（修）、秋根（茂）はけっこう会っているので違和感はないのですが、その他 

の人たちは誰が誰だか分かりません。歳月の重みを実感した次第です（ちょっとおおげさ）。 

 

僕はいま東京在住ですが、先日驚いたことがありました。娘が通っている学校のクラスメイトの中に筑紫丘出身

者が僕を含めて２人いたのです。一学年上と五学年下の二人。わずか４０名足らずの中に３人とは。私的な話で

すみません。 

 

さて、８／１３はいよいよ同窓会ですね。幹事の皆様のご苦労を思うと頭が下がる思い 

がします。ぜひとも盛大な会になることを祈っています（とても行きたいのですが、僕は 

欠席です）。高田君曰く「写真をたくさん撮ってＨＰに掲載するから」ということ 

ですので、楽しみにしています。 

 

簡単ですが、田中の近況報告とさせていただきます（←近況報告になってない？）。 

高田君、こんなでどげんでしょうか。遅くなってごめんですばい。ぐらぐらこかんで我慢 

しちゃりぃ。←ちょっと怪しい博多弁でした。 

 

しつこいようですが、このホームページ運営の方々や、同窓会の幹事さんたちに感謝いたします。 

 

ホームページ閲覧が日課になってしまった田中でした。 

 

４組の皆さんへ 

  投稿者：高田  投稿日：2005年 6月 15日(水)22時 16分 25秒 

 矢野さん投稿、有難うございます。 

４組の皆さん、突然の電話驚かれたでしょうね。 

ホームページ見られたら、名簿のページにある４組幹事の高田の「メール」をクリックしてメールして下さい。

文面は無しで、名前だけで結構です。お願いします。 
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懐かしい顔に接して 

  投稿者：大野  投稿日：2005年 6月 6日(月)11時 05分 13秒 
 

 筑紫丘高校 21 回生 HP を開設したという中村純治氏からの電話を頂き、早速覗いてみました。アルバ

ムに出ていた高本、関、中村は時々会うのですが、あとは笹原氏と城野氏がピンと来たくらいで、やはり寄る年

波、時の流れというものなのでしょうか、あの頃の面影を記憶の底から探そうとしてもわかりません。お会いす

る機会があれば、思い当たるということになるのでしょう。その内に是非小生も混ぜて下さい。 

 

『８．１３学年同窓会』へのお誘い 

  投稿者：吉田  投稿日：2005年 6月 3日(金)12時 01分 10秒 

 『８．１３学年同窓会』へのお誘い 

 

あなたの記憶の中の 

時間の針を 逆回しにして 

夢みる少年と少女だった頃の 

あなた自身に会いに  

ひととき 

故郷の町へ 帰ってきませんか… 

 

同級生・同窓会幹事一同 

皆で、あなたをお待ちしています 

       ３年２組 吉田   

 

ホームページ開設おめでとうございます。 

  投稿者：福嶋   投稿日：2005年 5月 8日(日)23時 02分 5秒 

 ９組だった福嶋です。最近同窓会などにちょこちょこ顔を出しています。４／３０は帰福していたので

すが、宮竹小学校の同窓会と重なり麺処”かわべ”に行けませんでした。まだ行ったことがないので次回には是非

と思っています。中州では中村、木村、城野三氏には折角会えたのに失礼を致しました。夏の同窓会の情報を寄

川氏から頂いていますので是非参加したいと思っています。昨年帰省の折に田所さんや木村君、服部君達にお会

いできて楽しく一時を過ごしました。４／２８には宮崎にいる立薗君に埼玉で会いました。２５年ぶりくらいで

すかね。懐かしかったです。８月の件を伝えておきました。今後ともよろしく。 

 

お久しぶり! 

  投稿者：石内   投稿日：2005年 5月 2日(月)16時 48分 32秒 
 

アルバム見ました。全く分かりませんねー！皆さんそれなりにいいお年ですねー。 

元気で何よりです。 

 

https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/17
https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/16
https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/7
https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/2

