
令和４年７月 

「21 回生掲示板」記録２（06.05~05.12） 

お蔭様で無事個展も終了しました。 

  投稿者：阿部  投稿日：2006年 5月 22日(月)23時 02分 23秒 
 

お蔭様で無事個展も終了しました。 

連日同級生が会場に来てくれて楽しい展示会となりました。 

これからも喜んで使ってもらえる家具を作っていきます。 

次回の展示会も楽しみにしていて下さい。 

 

目が覚めました！ 

  投稿者：多田   投稿日：2006年 5月 21日(日)07時 22分 17秒 
 

飯田様、詐欺未遂事件の貴重な体験、及び今後の対処法までもご教授いただき、ありがとうございます。たいへ

んに参考になり、ありがとうございました。 

ちなみに、私が痴漢をして、妻へこのような電話が入った場合を想定して、考えてみました。結論と致しまして

は、①「本人をしばらく収監していただき、頭を冷やさせ、改めて連絡をするように、本人に伝えてください。」

②「もう、痴漢行為をするような元気と気力が無いことは、妻の私が知り尽くしています。人違いです。ガチャ

（いきなり電話を切る音）」この 2 つのどちらかです。 

日曜日の早朝、詐欺師対処法を考えているうちに、妻との冷え切った関係を考えている自分がいました。なんだ

か、暗い日曜日になりそうです・・・・・。  

 

盛り上げよう 

  投稿者：松尾  投稿日：2006年 5月 19日(金)14時 17分 46秒 

 同窓会定期総会が近づいています。幹事の皆様お疲れ様です。 

と言いつつ２１回生全員が幹事なのですよね。 

総会が多くの参加者で盛り上がるように、連絡を取りあいましょう。 

 

さて「筑高同窓会公式ホームページ」ご存知ですよね。 

私は本日登録しましたが、なんと２１回生の登録は私のみでした。 

このＨＰでこれだけ盛り上がっているのに…。 

２１回生の登録が同窓会全体の発展に繋がることを期待したいものです。 

 

誤字の訂正 

  投稿者：高本  投稿日：2006年 5月 13日(土)22時 16分 10秒 
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先の投稿に誤字がありましたので訂正します。 

詐欺士⇒詐欺師 

筑高生として恥ずかしい限りです。 

 

振り込め詐欺を撃退セヨ！ 

  投稿者：高本  投稿日：2006年 5月 13日(土)21時 55分 14秒 
 

振り込め詐欺から本当に電話がかかってきた体験談、実に迫力がありますね。 

人事ではない感じがします。 

それにしても、詐欺士の手の内を読み尽くし、手のひらでもてあそんでしまった飯田さんには、感心しました。 

“女は強し、母はもっと強し”ですね。 

これも、愛情と信頼にあふれた家族の絆のなせる業でしょう。 

 

我が家でも注意しなくてはと話しましたが、もし我が家に「ご主人が痴漢で捕まりました」と電話があっても、

「またやったのですか。お金は出しませんから、半年くらいぶち込んで置いてください」と言うように家族に言

ったら、あっはっはと笑っていました。 

 

治にありて乱を忘れず。何事につけても日頃から注意し、対処法を考えておくことは、とても大切ですね。 

 

飯田真里さんへ 

  投稿者：田所   投稿日：2006年 5月 13日(土)15時 42分 28秒 

 テレビで見ているような事がザラにあるんですね！驚きですが私だったら落ち着いて対処できるかど

うか不安です  よくぞ教えてくれました  そういう時って頭が真っ白になり信じそう  ホントに注意せねばね  

有難う  

 

振り込め詐欺 

  投稿者：飯田  投稿日：2006年 5月 13日(土)01時 11分 53秒 
 

 前回は 2 年前の「交通事故」を装ったものでした。 

当時 27 才の息子が交通事故で 3 才の子どもをひき殺したとの電話が突然はいりました。 

一瞬頭の中が真っ白になりましたが、話を聞いているとどうも怪しい。登場人物は、①刑事②泣き声の息子？③

弁護士。おきまりのストーリーで言葉巧みに話を繋いでいきます。しかし、事故現場が世田谷で、逮捕されたの

が石神井署（練馬区）と、矛盾だらけです。セオリー通り念のためこちらから電話をかけ直すと言うと、「バカ

ヤロー」と突然怒鳴られ、電話を切られてしまいました。 

 

登場人物の声からして、20～30 代の輩でしたし、矛盾点もたくさんありました。 

 

それから 2 年、今日かかってきた電話は随分と進化していました。 
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まず、熟年の落ち着いた声で、「鉄道警察隊の林」と名乗り、x 君（息子の名前）のご両親はおられますかと尋ね

てきました。「鉄道事故」？とまたもや頭の中が一瞬真っ白に。 

 

 

「落ち着いて聞いてください」と冷静に話してきます。 

「x くんが今朝電車の中で痴漢行為をはたらき、現行犯逮捕されました。当初は否認していましたが、目撃者も

いたことから、自供をはじめ、現在動揺して泣いています。これから電話口に出しますが、怒鳴ったり怒ったり

しないで、優しく対応してあげてください。とりあえず、会社の方へは、違う理由でお休みの届けを出すように

させました。」とまでうそぶいてきます。 

そして、泣き声の息子登場、「ごめんなさい。恥ずかしいから誰にも言わないで」と泣きじゃくります。 

林刑事役「本人が動揺して調書をとれないので、お母さん協力してください」 

 

振り込め詐欺と判りましたが、退屈しのぎに、もう少しお付き合いすることにしました。 

 

「住所は○○、名前は××で間違いありませんね。勤務先の電話と本人の携帯番号はご存じですか」と尋ねてき

ました。 

来た来たと思いながら、私も「電話は判りません。いつも一方的にかけてくるだけですから」と応酬しました。 

 

「現行犯逮捕されたのはどこで、時間は？」と問うと、8 時 20 分新宿駅でと答えました。 

息子は横浜に住んでおり、勤務先は汐留なので、これまた大矛盾。 

 

「被害者の方は 23 才の OL で、結婚しておられ、ご主人に連絡をしたところ、非常に立腹し被害届を出すと言

っています。ご承知かと思いますが、被害届けを出されると、逮捕され、拘置所へ行くことになり、裁判の結果

次第では、最悪半年服役しなければならなくなります。今、国選の弁護士さんが決まりました。名前は川口さん

という方です。」 

 

そろそろお付き合いも面倒になってきましたので、「私共も警視庁に勤務しております。国選の川口さんのフル

ネームと連絡先、所属の弁護士会は」と尋ねると、いきなり電話を切られてしまいました。 

 

今回は登場人物が、凄く冷静に、言葉巧みに話してきました。相当組織化された集団と思われます。 

「主人が弁護士とか、警視庁勤務の刑事」とか言うと、撃退に効果があると友人が言っておりました。ちなみに、

友人の息子は 3 回の交通事故？をおこし、5 回の痴漢をはたらいた？ことになっているとか。 

 

この 1～2 年振り込め詐欺が増えているとのこと、気をつけたいものです。 

 

阿部民平さんの想い出 

  投稿者：中村 投稿日：2006年 5月 10日(水)21時 56分 50秒 
 

 今週末の５月１３日（土）から阿部民平さんの「薫風舎作品展」が開催されます。 

初日はオープニングパーティなど企画され、大勢の方の参加をお待ちしております。 
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阿部民平さんは高校時代テニス部の部長をしておられました。 

部員は木村（政）さんと川辺（敏）さんの３名で寂しい限りでした。 

テニスコートは昔の場所にはなく、今は博多工業高校跡地に移転しています。 

現在の筑紫丘高校は全クラス男女クラス？で、女生徒が多いためかテニス部も盛況だと聞いています。 

 

阿部民平さんは体育祭のとき白組で「丸山○○」の仮装を行なった想い出があります。 

このときは綺麗な人に変身していましたが、いまはすっかり髭面のオジサンに変身しています。 

このときの、想い出写真を掲載します。 

 

 

携帯メールで投稿 

  投稿者：中村  投稿日：2006年 5月 9日(火)19時 32分 4秒 

携帯メールを利用して投稿していただいた稲永さんと田所さんありがとうございます。 

家を離れた息子さんがパソコンを持っていったため、家にパソコンがない田所さん。 

家にパソコンはあるけれど、娘さんの使用許可が下りない稲永さん。 

苦労の末の投稿に感謝をいたします。 

 

携帯メールでの投稿はパソコンからの投稿と異なり、文字の打ち込みに苦労します。 

また、画面も小さいので見づらさがあります。 

しかし、いつでもどこからでも投稿できると言うメリットもあります。 

旅行先で素敵な景色に出会えたとき、私も一度携帯からの投稿を試みたいと思います。 

 

初参加 

  投稿者：稲永です  投稿日：2006年 5月 9日(火)10時 24分 54秒 
 

 稲永です 

やっと、参加できました。頭が固くて難儀しました。 
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昨年秋に自衛隊を定年になりました。今は民間会社に就職して福岡空港内の航空機に燃料を給油する会社にいま

す。 

今後、宜しくお願いします。  

 

ありがとう 

  投稿者：松尾   投稿日：2006年 5月 8日(月)21時 13分 2秒 
 

一周年おめでとう。 

今では毎日ＨＰを閲覧することが、習慣となってしまいました。 

それにしても「お世話係」さん達の努力には感謝しています。 

ＨＰを通して２１回生やその他同窓生と繋がっていることが、これほど自分を見つめ直す機会になるとは思って

もいませんでした。 

ありがとう。 

お返しに私も何かお役に立つことをさせてもらいますね。 

 

一周年 

  投稿者：田所  投稿日：2006年 5月 8日(月)20時 20分 17秒 

 ホームページ一周年おめでとう  昨年の今頃は母の事でよれよれでしたが皆さまのお陰で今は立ち直

り元気にしております  ホームページという強い味方のお陰で 21 回生の結束も益々  今年の同窓会も役員の

年！皆で盛り上がりましょうね o(^-^)o 

 

いつも見ています 

  投稿者：松本   投稿日：2006年 5月 8日(月)08時 51分 36秒 

ＨＰ1 周年、おめでとうございます。 

投稿もせず見るだけですが(ゴメン）、いつも楽しんでいます。 

今後ともよろしくお願いします。 

高田さん、結婚 30 年これまたおめでとう。 

 

ホームページ一周年と結婚３０周年 

  投稿者：高田  投稿日：2006年 5月 7日(日)18時 19分 13秒 

 ホームページが満 1 才を迎えました。 

人に例えると、まだこれから歩き始めるころですが、ホームページは皆様のお蔭で内容も充実してきました。 

ホームページへ登場して頂いた 119 名の皆様ありがとうございました。 

ホームページを始めて同期のよき仲間と出会えて本当に良かったと思う一年目です。 

４月で結婚３０周年を迎えました。 

３人の娘も社会人となり夫婦の関係を見直すいい機会となりました。 

若い頃の「愛し合う」はいつの間にか忘れましたが、愛情を持ちつつ互いの生きがいを尊重することも大事かな
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と考えています。 

写真は娘達からもらった一泊のプレゼントで寄った久住花公園の芝桜です。 

プレゼントには「これからも仲良くしろ」との伝言が込められているのでしょうね！ 

 

 

執念の一周年。 

  投稿者：多田   投稿日：2006年 5月 3日(水)17時 16分 25秒 
 

 HP 一周年、おめでとうございます。 

皆さんの努力に感謝と敬服。 

思えば遠くに来たモンだ・・・・・私は、東京に出てきて 34 年、 

私の、あの『木綿のハンカチーフ』、 

あれはどこに行ってしまったのだろう・・・・・・。 

 

1周年良かったね。 

  投稿者：大浦   投稿日：2006年 5月 1日(月)20時 34分 3秒 
 

 1 周年良かったね。お礼申し上げます。 

又できあがりも非常にいいので２１回生としては喜ばしいです。 

これからも息長く願います。感謝。感謝 

大浦敬規 

 

お名前漏れのお詫び 

  投稿者：中村  投稿日：2006年 4月 30日(日)16時 23分 28秒 

下記「ホームページ開設 1 周年を迎えて」を掲載しましたが、お名前の漏れがありました。 

下記のかたを追加させていただきます。 

105 牛島（泰）さん 
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106 大田（康）さん 

115 烏田（幸）さん 

116 尾高（守）さん 

117 小田（康）さん 

118 山口（恵）さん 

それと私を含めて計 119 名となります。 

失礼をしました。 

含めて、お気づきの点があればお知らせください！ 

 

ホームページ開設 1周年を迎えて 

  投稿者：中村  投稿日：2006年 4月 30日(日)12時 24分 53秒 
 

 明日 5 月 1 日でホームページ開設 1 周年を迎えます。アクセス数も 17,000 件を超えました、これも偏

に皆様のご協力のおかげと感謝しております。今後も益々充実を図っていき、皆様の身近なホームページとなる

ことを願っています。 

ホームページの作成は昨年 3 月に開かれた花見の会で「21 回生のホームページでも作りたいね。」と言った私の

言葉が切掛けでした。しかし、なかなか作らない私に業を煮やした(1)高田（隆）さんが猛勉強の末、立ち上げて

しまいました。焦った私は、家電量販店でホームページソフトを購入し高田さんに追従しました。 

まず、掲載したのは 21 回生幹事会が主催する「花見の会」でした。総幹事(2)大浦（敬）・(3)服部（正）・会計の

(4)小西（や）・2 組幹事(5)吉田（敬）・6 組幹事(6)行實（秀）・8 組幹事（7）松本（収）・(8)高木（哲）夫妻・

(9)川辺（俊）夫妻・(10)赤司（元）・(11)稲永（俊）・(12)柴田（芳）さんが「アルバム」に初登場しました。こ

うしてホームページが始まりました。 

続いて(13)高本（孝）さんの帰福を切掛けに「二日市の会」が開催されました。(14)関（富）・(15)出原（誠）さ

んが新たに登場しました。 

4 月末には(16)笹原（一）・(17)城野（秀）さんの帰福を切掛けに博多の集いが「麺処かわべ」で(18)寄川（研）

さん主催で開催され、新たに 7 組幹事(19)木村（政）・(20)谷川（秀）・(21)成末（洋）さんが登場しました。こ

のとき、寄川さんを中心に HP 委員の発足を行いました。 

同窓生の交流を深める思いで掲示板も開きました。早速投稿してくれたのが(22)石内（鉄）・(23)福嶋（史）・(24)

大野（知）さんらでした。 

8 月には 21 回生の同窓会が開かれました。それに向けて HP が貢献できることを、みんなで知恵を絞りました。

事前に HP に登場しておくことにより同窓会がより親密になるのではないかなどです。「趣味のコーナー」を設

け、(25)阿部（民）・(26)川辺（敏）・5 組幹事(27)田所（康）さんが登場しました。「会社とお店の紹介コーナー」

を設け、嫌がる皆様方のお店に無理やり押しかけ掲載しました。(28)平田（充）・(29)大取（富）・(30)庄島（洋）

さんが登場しました。その後の掲載で 3 組幹事(31)岩本（修）・(32)吉田（隆）・(33)石橋（明）・(34)室井（光）・

(35)前田（満）さんが登場しています。「ちょっと知識のコーナー」も設けました。(36)高山（健）・(37)原（洋）・

(38)笹原（隆）・(39)安永（照）さんの登場で HP もちょっと格が高くなりました。 

(40)増田（俊）さんの発案で「21 回生ゴルフクラブ」が発足したことも良い機会だったと思います。参加者も 16

名となり(41)安武（宗）・(42)黒川（徹）郎・(43)森（征）・(44)江頭（健）・(45)木戸（博）・(46)西園（康）・(47)

須加内（清）・(48)福与（豊）さんが登場しました。 

東京在住の(49)田中（昭）さんは同窓会に出席できませんでしたが、高校の卒業アルバムをスキャンして送って
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きてくれました。感謝！感謝です。 

(50)山根（純）さんも上海からの便りをくれました。海外でもこのホームページが覗けるとのことです。 

そんな中同窓会が開催され、38 年ぶりに親交を暖めました。下記の方たちが HP に新たに登場しました。(51) 

奥村（英）・(52)山崎（茂）・(53)井上（陽）・(54)玉利（法）・(55)森（俊）・(56)広津（健）・(57)高野（秀）・(58)

吉永（能）・(59)床島（整）・9 組幹事 60)吉富（育）・(61)田邉（俊）・(62)柏木（厚）・(63)鈴木（久）・(64)鹿田

（一）・(65)具島（政）・(66)吉積（一）・(67)森住（幸）・(68)藤井（孝）・(69)城戸（寛）・(70)吉住（保）・(71)

田中（義）・(72)神田（孝）・(73)平上（千）・(74)三宅（傑）・(75)森（寛）・(76)吉浦（研）・(77)秋根（茂）・(78)

木村（孝）・(79)田中（英）・(80)松隈（一）・(81)吉野（茂）・(82)松尾（健）・(83)松本（博）・(84)藤岡（良）・

(85)添田（洋）・(86)衛藤（幸）・(87)高木（達）さんたちです。2 年後の同窓会も是非成功させたいものです。 

同窓会後も交流は図られています。笹原一夫さん主催の｢波留美の会｣には新たに(88)村上（秀）・(89)小島（省）・

(90)角（信）・(91)大石（千）さんが登場しました。 

同窓会には不参加だった(92)戸畑（英）さんの登場や（93）永光（良）・(94)矢野（正）・(95)吉岡（妙）・(96)高

木（美）・(97) 畠中（耕）・(98) 村田（由）・(99)手島（孝）・(100)梅野（正）さんも登場しました。 

三宅（傑）永久幹事主催の「志士の会」も開催されました。毎年 1 回開催され長い間東京で続いています。新た

な登場は(101)吉原（敏）・(102)多田（仁）・(103)棚田（隆）・(104)川庄（澄）・(107)高鍋（水）・(108)河合（統）・

(109)飯田（広）さんたちでした。 

年末の忘年会には(110)吉田（実）・(111)中村（哲）・(112)大野（昭）が登場しました。 

(113)三津井（知）さんも面識のない高田さんに呼び出されて登場しています。 

(114)飯田（眞）さんはＨＰを偶然に見つけて掲示板に投稿してきてくれました。幹事会でも住所がわからなか

った人から、突然の投稿は大変うれしい想いをしたものです。生憎写真はありませんが、近日中の登場を楽しみ

にしています。 

その他、昔の思い出写真では登場しているが近況がわからない人や、メールアドレスは登録しているが、ＨＰに

は未だに登場していない人などがいます。 

6 月は同窓会総会があります。2 年目のＨＰも一層充実していくように頑張りますので、皆さんの参加・ご協力

を、1 年目同様にお願い申し上げます。  

 

妻を恋るの唄 

  投稿者：関   投稿日：2006年 4月 25日(火)17時 14分 34秒 
 

 与謝野鉄幹の唄ですが、大学時代に酔ってはよく歌っていました。先日も寄川君らとともにこよなく日

本酒(八海山）を飲んで、この唄の巻頭言を叫んでみたところ、「ホームページに乗せろ！」とのこと。もう 30 年

以上も前のこと、断ったが絶え間なく催促有り。彼の根気に負け載せますが誤りあればご容赦を。 

巻頭言：頭（こうべ）をたれて青鞜らんかんとして 

    酒は飲むべし百薬の長、女は愛すべき山間の姫百合 

    起きては握る天下の剣 寝ては枕す美人のひざ 

    されど我が心の寂しさや夜空の星の瞬きか 

    いざや唄い踊り狂うわんかな我が師鉄幹の創りし唄 

    ｢妻を恋(こう)るの唄」アイン、トァイ、ドライ・・・ 

    １．妻を娶らば才たけて みめ麗しく情け有り 

      友を選ばば書を読みて 六部の狂気四部の熱 
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    ２．嗚呼我れダンテの奇才なく バイロンハイネの熱無きも 

      意志を抱きて野にいかば 芭蕉の寂びを喜ばず 

    ３．恋の命を尋ぬれば 名を惜しむかなおのこゆえ 

      友の情けを尋ぬれば 義のあるところ火をも踏む 

    ４．友の憂いに我は泣き 我が喜びに友は舞う 

      人生意気に感じなば 共に沈まん薩摩がた 

    ５．嗚呼我が唄声高ければ 酒に狂うと人の言う 

      我に過ぎたる夢をあば 君ならでは誰が知る。 

 

高遠は桜一色 

  投稿者：飯田   投稿日：2006年 4月 19日(水)00時 56分 57秒 
 

 福岡では、桜はすっかり散ってしまった頃でしょうか。 

4 月 17 日に友人と信州高遠に桜見物に出かけました。 

新宿から高速バスで 3 時間半、伊那地方の高台、高遠城址跡一面にコヒガン桜が咲く里として有名なところで

す。 

信州の遅い春を待ちわびて咲くこの花は、ソメイヨシノより小ぶりですが、ピンク色の濃いとても美しいもので

す。 

ネットで開花情報を入手し、前日三分咲とのことでしたので、思い切って出かけてみました。前日までは寒の戻

りで蕾も固かったようですが、この日は朝から晴天に恵まれ、絶好のお花見日和となり、南面は満開、全体で五

分咲きといったところでした。雪を抱いた南アルプスと中央アルプスを背にそれは大変美しいものでした。 

 

 

 

高山さん、おめでとうございます 

  投稿者：飯田   投稿日：2006年 4月 18日(火)23時 28分 33秒 
 

 高山さん、文部科学大臣賞研究部門賞受賞おめでとうございます 

若い人を思いやる受賞の言葉が印象に残りました。 

ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 
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高山君の受賞 

  投稿者：高本   投稿日：2006年 4月 17日(月)22時 14分 52秒 

 平成 18 年度のわが国の科学技術分野における顕著な功績を挙げたものを対象とした文部科学大臣賞研

究部門賞が、高山健君を代表とする 5 名の科学者に贈られました。 

高山君は、東北大学大学院を卒業以来四半世紀にわたり、つくば学園都市にある高エネルギー加速器研究機構に

おいて、粒子加速器の研究に従事してきました。 

途中、シカゴを始めとするアメリカの研究機関での活躍もありましたが、現在はつくばの高エネルギー研究所で

教授として自分の研究の傍ら若手の育成にも力を注いでいます。 

賞は「高エネルギー加速器における誘導加速の研究」という難しいテーマに対して贈られたものですが、彼は「こ

の受賞により、『若い人の未来が明るくなれば良いが』と思っております」と感想を語っていました。 

国際的な研究活動の傍ら、野外活動を趣味とし、国内外におけるカヤック行や、牛の丸ごとバーベキュー、1 年

のうち 10 ヶ月以上にわたる屋外プールでの水泳、そして同窓会や志士の会などの常連として旧友を大切にする

人柄は、その風貌と相まって知性と豪放磊落さを併せ持つ「筑紫がオノコ」の代表といえるでしょう。 

彼の功績を称えると共に、今後の更なる活躍に期待したいと思います。 

 

 

天拝湖を散歩 

  投稿者：中村  投稿日：2006年 4月 12日(水)09時 41分 11秒 

春の陽気に誘われるまま愛犬（老犬 16 歳）を連れて散歩に行きました。 

「天拝湖」とそこに隣接する「筑紫野市総合公園」は我が家の近くにあります。 

「天拝湖」は天拝山の麓に位置し、飲み水に供するため筑後川から電動ポンプで揚水されている貯水湖です。周

囲は水と緑に囲まれジョギングコースとして最適と言われています。 

「筑紫野市総合公園」の小高い丘の上には「海賊難破船」があり、子供たちの良い遊び場になっています。子供

たちの笑い声や屈託ない笑顔には癒されます。 

自然の中に飛び回る愛犬と過ごしたひと時は時間がゆっくりと流れました。 
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わが身さえこそ動れる 

  投稿者：木村  投稿日：2006年 3月 28日(火)12時 26分 2秒 

 愛唱歌の一つです。 

 

「遊びをせんとや生まれけむ戯れせんとや生まれけむ 遊ぶ子供の声聞けば 

わが身さえこそ動(ゆるが)れる」  

 

「志士の会」結果報告 

  投稿者：多田  投稿日：2006年 3月 12日(日)08時 20分 10秒 
 

 昨夜（平成 18 年 3 月 11 日）、「志士の会」が開催され、平穏に閉会致しました。 

5 時 30 分集合で始まりましたが、仕事やヤボ用？の関係で全員が揃ったのは 7 時 30 頃、出席者は総数 24 名（内

訳：男性 21 名、女性 3 名）。 

個別グループの話しが一段落したところで、全員に向けての恒例 3 分間スピーチ。各人の近況（公私の事、その

他）報告などなど・・・・・。 

10 時 30 分、校歌を歌って・・・解散。 

来年の再会を祈願し、それぞれ帰途につきました。 

 

三宅永久幹事長、「スナック愛」のママさん、博多から駆けつけた稲永さん、主婦を抜け出して出席した「女性

3 人」、他全員の皆様、お疲れ様でした。 

出席した 24 名のこの一年、平穏と無事を願います。 

簡単ではありますが、取り急ぎ報告まで。 

 

「ゴルフコンペ案内」の返事 
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  投稿者：庄島   投稿日：2006年 3月 3日(金)20時 56分 43秒 

ごぶさたしております。 

今回はコンペの案内をいただきありがとうございます。 

残念ですが、当日、すでに別の仕事がらみのコンペが入っており、欠場となります。 

作秋に傷めた左足首のじん帯はいまだ完治せずですが、リハビリと称してゴルフ場を 

歩いて？おります。 

怪我の功名というか、左へ突っ込むクセは体重を左に乗せられないので徐々に治りつ 

つありますが、距離は出ないし、スコアもまとまらないしで我慢のゴルフです。 

次回、また、ぜひお声掛けください。こちらも、帰福のときは声をかけさせていただきます。 

参加の皆様のナイスプレーをＨＰで見れるのを楽しみにしております。 

 

「ゴルフコンペ案内」の返事 

  投稿者：福与   投稿日：2006年 3月 3日(金)20時 53分 42秒 

 ひさしぶりです。 

ゴルフのお誘いありがとうございます。 

せっかくですが、残念なことにその日は仕事で横浜です。 

このところ月に１回も帰れないような状態がつづいています。 

転勤希望していますが、難しい状況です。 

時間が合えば是非皆さんとプレーしたいと思います。 

又誘ってください。 

それではお元気で。皆さんによろしくお伝えください。 

 

残念！ 

  投稿者：多田   投稿日：2006年 3月 2日(木)12時 13分 43秒 
 

『筑紫が丘出身の九大生が窃盗』の記事を、昨日新聞で見ました。残念、残念、東京に居て、わが「筑紫が丘」

の記事を見たのは久しぶりでした。しかし、犯罪がらみで、ショック。（21 回生、昭島在住）  

 

進藤邦輝さんからの便り 

  投稿者：中村   投稿日：2006年 2月 7日(火)18時 20分 48秒 

高校時代に福嶋（史）君や山根（純）君などと仲の良かった進藤（邦）君には随分会っていません。 

大学を卒業し K ツーリストに入社し添乗員をやっていました。 

その後、新潟で居酒屋を始めたと聞きました。 

それから暫くして、北海道札幌にいると本人から便りを貰いました。 

一度声を聞きたいと思い電話をするのですが、一向に繋がりません。 

 

そのことを福嶋君に話すと昨年 12 月末に下記のようなメールを貰いました。 
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「福嶋です。お久しぶりです。 

先週末に所用で札幌に行く機会があったので、進藤君の住所を尋ねてみました。 

雪が降る中、中村君に聞いた住所のマンションを捜したら、居たよ。 

あと５分で出かける寸前の彼に会いました。 

滅多にチャイムには出ないけど、たまたま出てくれたようです。 

部屋には上がらず出かけ方々２０分位の会話しかできなかったけど、元気にしていました。 

”すすきの”で飲み屋をしているようです。 

相変わらずのあの雰囲気でした。 

頭は薄くなっていたけど(^-^)。貴殿達が心配していた事を伝えたら、 

「ま、元気にしている、と伝えてくれ」とのことでした。 

実家にも余り帰っていないようです。 

前日まで沖縄に行っていたそうでホントに偶然に近いチャンスで会ってきました。 

元気で良かったです。御報告まで。 

ではまた。(^_^)/~ごきげんよう。」 

 

そんな中、昨日（2 月 6 日)進藤邦輝君から便りを貰いました。 

寒中見舞いをはがきで貰いました。メールではありませんでした。 

 

「お元気で？ 

残念ながら家の電話はまず取りません。ご免なさい。 

筑高同期の HP 見ました。 

老人会の一歩手前？ 

つくづく時の経過を感じます。 

お互い、健康第一で！」 

 

懐かしい友人の消息を知ったひとときでした！！！ 

 

３１回生のホームページ 

  投稿者：高田  投稿日：2006年 1月 31日(火)21時 57分 47秒 

 先日、服部幹事の意向もあり３１回生のホームページから中山さんへ２１回生のホームページとしての

挨拶と連携と協力をお願いする旨のメールを送っていました。 

返信が昨日きました。ホームページを中心になって管理されている方は別の方だったようです。 

中山さんには昨日３１回生のホームページ掲示板に２１回生のホームページの紹介もして頂いています。３１回

生のホームページは非常に洗練されたホームページです。 

我々の２１回生のホームページとは趣が全くといっていいほど違います。 

その違いと、３１回生を少しでも知るいい機会だと思いますので是非一度ご覧になって下さい。 

                  ホームページ運営委員 高田 
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火事の件知りませんでした。 

  投稿者：服部   投稿日：2006年 1月 21日(土)21時 34分 47秒 

増田さんへ 

ご近所の火事の件知りませんでした。 

ご家族、お犬様ご無事でなによりでした。 

私の方も、昨年、すぐ下の家が火事で全焼し､お一人亡くなられました。 

当時、まだ娘が結婚する前で、朝３時頃、二階で寝ている私の枕元に娘が座って、「ねえ、下が燃えようよ」と

私を揺り起こしたのです。そこで、私は、「寝ぼけ眼で、燃えようなら消せばよかろうが」と言うと娘は、「でも、

とにかく外を見てん」と言うので、窓をふと見ると窓ガラスが真っ赤になっていました。「バカ」「火事なら火事

と言えよ」と跳び起きて家の外に出ると、下の家がめらめらと窓から炎を吹き上げて燃えているではありません

か、そうする内に消防車とかご近所の方々が集まってこられました。幸い、ほんの少し距離があったのと風向き

が私の家の方向と逆だったので、夜明けまで野次馬でいることができました。空気が乾燥しています火の元には、

お互い気をつけましょう。 

 

隣の火事 

  投稿者：増田   投稿日：2006年 1月 16日(月)19時 02分 34秒 

 1 月 8 日午前 5 時 40 分頃、隣のパチンコ屋が火事になりました。その日はゴルフに行く予定でしたが、

私の頭は火の車で行けませんでした。新聞、テレビでも報道されました。午前 7 時頃、火の勢いが強くなり煙も

我が家を包み込んでしまい、消防署から家族全員に退避命令が出され、財布と通帳そして 3 匹の犬だけを抱えて

避難しました。寒さと恐ろしさで皆震えていました。4 時間後、消火しましたが、家族も我が家も何とか無事で

した。心配して連絡をくれた同窓生は一人だけでした。冷たい奴ばかりだ！ここで一つ教訓、逃げ出す時には何

を持ち出せばいいか、そのとき判らない。日ごろから大切なものは一つにまとめ、いつでも持ち出せる準備をし

ておくべきと思いました。 
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天ヶ瀬で 

  投稿者：高田  投稿日：2006年 1月 11日(水)01時 32分 29秒 

９日の昼過ぎから夫婦でちょっとドライブに出かけました。 

仕事と家の事を忘れ気分転換にと小国方面へ向かいました。 

途中の日田付近で妻と運転を交代し、山に雪が残っているを見ながら日田から広域農道をスイスイと気持ちよく、

道路には雪も無く、すれ違う車も少なく今まで以上にスムースに走っていきました。 

とことがフラワーパークが近づくにしたがって様子がおかしくなりました。 

道路に雪が積もった状態で残っています。 

この辺で止めておけば良かったのですが、上りを結構スムースに上がりましたので次の上りも楽に行くかと思い

ました。その時に友人ＪとＴに「この雪道を上った」と自慢のメールを送るために車中から写真を撮りました。 

その直後にスリップして上れなくなり、戻ろうとしても上りを帰れません。 

携帯で助けを求めましたが、通じませんでした。 

途方に暮れていた時に通りがかった親切な方が少し戻った所にある「茶屋の本」という地鶏料理の店まで送って

くれました。そこで電話を借りＪＡＦ、友人Ｊと弟に助けの電話を・・・ 

友人Ｊは最近高価な４ＷＤ車を買ったばかりなので電話をしてみたのですが、返事はとりあえず泊まれでし

た・・・？ 

見かねた「茶屋の本」のおばさん（奥さん？）がガソリンスタンドにチェーンを頼んでくれました。待っている

と、ガソリンスタンドのお兄さんがチェーンを４つ持ってきてくれました。４つ持ってきてくれたのにタイヤに

合いません。 

このお兄さんも親切で天瀬の温泉街まで送ってくれました。 

軽トラだったので僕は荷台で寒風に晒されて・・・（妻を荷台にとはいきませんよね） 

結局、弟夫婦に助けてもらいました。 

車が動き始めるまで５時間くらい掛かりましたが、親切な人に出会い気持ちよく楽しく過ごせました。 

天ヶ瀬の親切な人達に感謝です。 

写真の女性は「茶屋の本」の奥さん？で、記念に写真をと言ったら気前良くポーズをとられました。熱いお茶も

おいしかったです。 

 

 

秋月城址 

  投稿者：中村   投稿日：2006年 1月 3日(火)15時 08分 45秒 
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今日、家内と昼飯を食べに秋月城址まで行きました。 

自宅からは車で 20 分位です。 

正月だからか、お店は半分以上閉まっていました。 

「山菜おこわ定食・・\980」を食べました。美味しかった！！ 

 

秋月の由来 

秋月と言う地名は紀元 940 年代に、この地が箱崎八幡宮の荘園になったとき秋月荘と名づけられたからである。 

鎌倉幕府の二代将軍源頼家が、原田種雄に建仁３年（紀元 1203 年）秋月荘を送ったので種雄は秋月氏と称した。 

元和九年黒田長政が死後、その三男長興が五万石貰って分封され秋月藩主となった。 

 

 

今年の目標 

  投稿者：飯田（旧姓 神子）  投稿日：2006年 1月 2日(月)23時 54分 14秒 
 

 明けましておめでとうございます。 

穏やかなお正月を迎えました。 

 

昨年の私の目標は「運転免許の取得」でした。 

どこへ行くのも電車か自転車が一番便利な所に住んでいますと、今まで自動車を運転するという発想は皆無でし

た。ところが、母が認知症を患い、要介護４という状態にある今、車があると便利と感じるようになり、最後の

チャンスと、思い切って教習所の扉をたたきました。 

 

今は家族に運転する者がいないので（主人は 30 年無事故、無違反、無運転のゴールドカード保有者です）車の

知識が全くないまま、教習所に入りました。 

ところがです。なんと、35 才以上のコースの最短時間で、卒業することができました。年の数だけ 1 万円札が

必要と友人に言われていましたが、追加料金もかかることなく、無事免許を取得しました。このときは「自分で

自分をほめてあげたい」気分にかられました。 
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翌週には、信州の諏訪インターから蓼科、霧ヶ峰、佐久平、諏訪湖、松原湖へと山道を 500 キロのドライブをし

ました。ここだけの話ですが、免許取得後に、やっと余裕をもってバックミラーをみることができる状態になり

ました。 

 

今年の当面の目標は「高速道の運転」です。 

教習所ではシミュレーターでの講習で、実際の高速とは全く様子が違いました。 

しかし、その練習では追突が多発し、高速に対してちょっと気後れしていました。 

今年こそは、チャレンジします。 

 

車の運転は、これからの人生を豊かにしてくれるものと確信しています。 

来年のお正月、皆様に良いご報告ができると良いのですが・・・。 

 

筑紫神社 

  投稿者：中村   投稿日：2006年 1月 2日(月)10時 37分 44秒 

 1 月 2 日にやっと神社参りに行ってきました。 

筑紫神社はわが家の近くにあり歩いて行ける距離です。 

毎年、少ないお賽銭と沢山のお願いとともに参っています。 

筑紫神社は我らの校章の源となっています。 

皆さんも一度お参りしては如何でしょうか。 

 

地名由来 

 筑前筑後の間の山に嶮しく狭い箇所があったそうです。 

この堺の上に麁猛神がいて、往来の人が半ば生き、半ば死んだと言います。 

その数は大変多かったといいます。 

よって、人の命尽しの神と言いました 

その死んだ者を葬るために、木を切って棺輿を造ったので、山の木尽きてしまったそうです。 

よって筑紫の国と言うとのことです。 
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明けましておめでとうございます 

  投稿者：服部   投稿日：2006年 1月 1日(日)23時 53分 19秒 

 明けましておめでとうございます。 

昨年の同窓会に引き続き今年は同窓会総会の当番回生と他事多彩な年が続きますが、ともに頑張りましょう。昨

年を振り返れば同窓の皆様と本当に楽しい一年を過ごさせていただきました。 

 今年も多いに集い共に人生を謳歌いたしましょう。 

 本年もよろしくおねがいします。 

 

忘年会 

  投稿者：福与  投稿日：2005年 12月 26日(月)21時 34分 4秒 
 

 ご無沙汰しています。 

昨日同窓生の森田君と食事をして昔話に華が咲きました。 

ホームページも充実してきて楽しみにしています。 

さて今回は年末の調整がつかず出席できません。 

申し訳ありませんが皆さんによろしくお伝えください。 

又誘ってください。 

 

忘年会 

  投稿者：山崎  投稿日：2005年 12月 26日(月)21時 32分 24秒 

ご無沙汰です。 

もう１２月、至る所で忘年会が行われる季節となりましたね。 

私も、先週あたりからは、公私を問わずほぼ毎日のように 

忘年会（ぼうとしかい：年令を忘れる会）に参加しています。 

 

今年も１２月２９日までは通常通り仕事です。 

３０日から３日までが休みとなりますが、年末の片づけや 

なにやらで、あっという間に仕事です。なんだか休んだ気になりませんネ！ 

 

高校の忘年会、又たくさんの人が参加するのでしょうね。 

ご連絡ありがとうございます。みんなにもよろしくお伝え下さい。 

 

又、福岡で会いましょう。 
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