
                                         令和４年７月 

「21 回生掲示板」記録１（09.1~07.8） 

Ｂａｒ del Pompei 

  投稿者：大坪 （旧姓森田）  投稿日：2009年 1月 30日(金)18時 28分 42秒 

また間違ってしまってるのを発見しました。バール デル ポンペイのＵＲＬを訂正します。Ｐは

不慣れなものですから、ご容赦ください。  

 

Bar der Pompei 

  投稿者：大坪 （旧姓森田）  投稿日：2009年 1月 30日(金)18時 14分 33秒 

1 月 29 日に投稿した中に間違いがありました。ランチは３時までです。お詫びして訂正します。

日比谷に有りますが格安なお店です。そしてとてもおいしいです。（モーニングもあります。）ど

うぞ宜しく。 

なかむら（純）さん早速ありがとうございます。お嬢さんＲunaさんにも宜しく。 

 

(無題) 

  投稿者：なかむら（純）  投稿日：2009年 1月 29日(木)20時 25分 31秒 

私の娘と真知子さんは中学校の友人とか・・・ 

東京に行ったときは、是非伺うと言っています。 

娘さんに宜しく・・・（我が娘 Runaより） 

 

 

Bar del Pompei 

  投稿者：大坪 （旧姓森田）  投稿日：2009年 1月 29日(木)10時 42分 30秒 
 

 娘（真知子）が昨年 12 月に（株）グラナダの 日比谷帝国ホテルビル１Ｆにある、Bar del 

Pompei のマネージャーになりました。（カクテルも作ります。）帝国ホテルの意向で、広報活動は

ほとんどできず、口コミに頼るしかありません。それで皆様にお願いです。近くに行かれた時には

（わざわざでも結構です。）ぜひ一杯お飲みにお立ち寄りください。ランチ（980 円～1300 円３時

半まで）も有ります。 

 

いつまでも・・・ 

  投稿者：なかむら（純）  投稿日：2009年 1月 18日(日)21時 14分 29秒 
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多田さんへ 

多田さんは病気のデパートだったのですね。そのようには外観からは想像が出来ませんでした。そ

の病気と素敵な飲料水のお陰で決別できそうとは喜ばしいことですね。多田君とは中学校からの

友人で、毎日朝、通学のとき誘いに来てくれましたよね。そして、いつも一緒に学校に通っていま

したよね。あるとき、ゴミ置きにビンが沢山置いてあったので、投げて割って遊んでいたら、近所

のおばさんにこっぴどく怒られましたよね。あれから、ビンを割る遊びはやめました。私より背が

低かった多田君が高校ですくすく伸びて 180cm 近くの背になりましたよね。あの頃って・・・も

う 45 年も前のことなんですね。でも、未だに会って呑める関係にも感謝！感謝です。お互い、身

体には気をつけて、人生を豊かに過ごしましょうネ！いつまでも・・・ 

 

今年も健康で。 

  投稿者：多田  投稿日：2009年 1月 18日(日)19時 08分 37秒 

皆様、新しい年を走り出されましたか？まだお正月の気分が残っている方もいらっしゃるので

は？・・・・ 

 ところで、来年、我々同士は還暦を迎え、サラリーマンですと、定年を味わう方も、いらっしゃ

ることでしょう。いずれにしても、第二、第三の人生を走り出さなくてはいけません。お互いにし

っかりと進んで行きましょう。 

 話しは変わりますが、皆様、「健康」していますか？皆様も健康には、日頃から注意・配慮され

ていらっしゃることでしょう。私も、ここ数年、健康には特に配慮し、その維持につとめておりま

す。 

2 年前の「志士の会」でも、皆様へ報告致しましたが 30 年来続いてきた「花粉症」の症状がここ

にきて、やわらいでいます。さらに、今度は 10 年以上付き合った「腰痛症」の症状がやわらいで

います。今年は、そのどちらとも、決別しそうなのです。どちらも、長い付き合いでしたので一抹

の寂しさがありますが、とうとうお別れの日が迫っています。本来ですと、1 月末から 4 月にかけ

て、毎年、花粉症の症状が出ます。次回、『波留美の会』を 3 月に、『志士の会』が 4 月に開催され

ますが、きっとその席で、皆様へその「症状」の結末を報告できると思います。私は、皆さんにこ

の「花粉症」終結を報告できるのか楽しみで、今から心ワクワクしております。一方、難病であり

ます「腰痛症」については、昨年の夏ころから、かなりその症状が軽くなり、治まっておりますし、

こちらも早い時期に「終結」宣言を出せると思っております。 

 皆様は還暦を迎えるにあたり、自身の病気に対して不安はありませんか？ 

私は現在、たくさんの病気症状を抱えております。「腰痛症」、「花粉症」を始めとし、その他に、

高血圧、高脂血症、うつ病、不眠症、白内障、60 肩、水虫、他。たくさんの病をしっかりと抱え

る私ですが、今から 2 年半前に出会った「健康飲料」のおかげで、今年から来年にかけ、ほとんど

の病が完治できそうな気がしてなりません。身体の健康を取り戻しつつある今、私は心の健康も回

復し、前にも増して明るい性格の自分を取り戻し、まさに元気なジジィを前面に押し出そうとして
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います。『健康万歳！』 

 

皆さんお元気ですか(続続編) 

  投稿者：関   投稿日：2008年 11月 7日(金)19時 57分 10秒 

下記の続き有り。寄川君との焼き鳥屋での飲食の後、自宅の有る 4 キロ先の春日へと 

酩酊など関係ないような素晴らしき歩き？で春日原駐屯地前に差しかかると、 

｢稲永先輩～」と声がかかった。すると元気な稲永君は後輩の自衛官と駐屯地近くの 

居酒屋へ。午前 0 時近くになっても元気な稲永君、後輩と人生を語り？ついに午前２時を 

まわる。奥さんに｢迎えに来てくれんか？」と稲永君。 

「歩いて帰ってきたら。こんな時間までなんばしようとね？」仕方なくタクシーで帰宅。 

後日川辺亭にて奥さんより報告有り。午後 2 時よりワイン、次に和食に冷酒、 

そして焼き鳥屋。止めは居酒屋と延々と 12 時間飲み続けても、翌日は午前 11 時に川辺亭。 

いやはや彼の鋼鉄の胃袋とフォアグラの肝臓である。稲永君の健康に乾杯～。 

 

皆さん、お元気ですか(続編) 

  投稿者：寄川  投稿日：2008年 11月 7日(金)16時 49分 2秒 

下述掲載の関君の「皆さん、お元気ですか」の通り、関・稲永両君で博多駅近くの A 級グルメに

て至福の悦びの一時後、S の奥さん運転で I 永は春日原で降ろして貰った。 

八時半過ぎに春日原駅で、小生は I 永と会った。小生、大変楽しみにしていた翌朝の川辺亭に参加

出来なくなったので、純米原酒一升瓶を託した。 

その後二人で、春日原の焼鳥屋さんにて、一杯また一杯のいつものパターンで庶民の店を十二分に

堪能した。気がつけば十一時を回っていた。I 永は、S とのワイン、銘酒・美食を存分に満悦した

にも拘わらず、加えての熱燗と常日頃に同じく鯨飲だった。 

当人を中心とした醸造元巡り、ワインの試飲会は想い出に残る小旅行だ。奥さんと二人で小生の故

郷を荒らしている「定例博多巡り」には、その内に加えて貰うか。 

在学中とは違った、幾星霜の風雪を経た後の郷里での付き合いも本当に意義深いと、感ずる今日こ

の頃である。 

 

皆さん、お元気ですか 

  投稿者：関  投稿日：2008年 11月 6日(木)21時 28分 12秒 

お久しぶりです。稲刈りも終わり干しわらを取り入れて田んぼは丸裸になりました。 

「今日(１０月２５日)は、初めての稲永君とのワイン試飲会」 

待ち合わせ場所に着くと稲永君一人。寄川君、小西さん所用にて欠席とのこと。 

 

https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/249
https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/248
https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/247


まあ～いろいろなワインを飲みました。ワインの等級の話、飲み比べてみる。 

先日誕生日に娘からシャンパン「モエシャン」のロゼをプレゼントされたのを思い出した。 

よく冷やして飲むと美味しくて、１人で飲んでしまった。娘も少しは飲んだが・・・。 

 

 

洒落たシャンパングラスとチーズの盛り合わせ・・・。 

時が経つのも忘れシャンパンを楽しんだ。 

娘いわく「先行投資」とのこと。 

 

そんなことを思い出して、稲永と試飲するワインを楽しんだ。 

午後２時過ぎから飲み、すでに会場を出ると４時過ぎ・・・。 

 

 

心地よい風に吹かれて、稲永と顔を見合わせて「岡ぽん」へ 

行きつけの小料理屋「岡ぽん」、私の大好きな店である。 

お店はまだ準備中である、大将が仕込みに真っ最中・・・。 

 

「こんにちわ～」「今からでもいい？」「うーんよかよ。」と返事が返ってきた。 

午後４時過ぎから、堀コタツの座敷にあがり、二人だけの少し早い宴会の始まり。 

 

イクラの醤油ずけ、豊前の生カキ、五島のさばの燻製、〆さば、 

トロとあらの刺身、フルーツの炊き合わせ、 

ベビーキウイ、松茸の土瓶蒸しとそれのお茶漬け・・・。 

 

お酒は新潟の緑川を冷で飲む、ずっしりした薩摩切子のガラスで。 

料理の邪魔をしないいいお酒である。 

 

お互いに話に夢中になり、時はすでに午後７時過ぎである。 

ワインに始まり、ライスワインで〆る楽しき一日であった。 

 

安部民平・坂口栄子 二人展終了のお礼 

  投稿者：工房 薫風舎   投稿日：2008年 10月 28日(火)23時 05分 7秒 

ようやく秋らしくなってきました。 

展示会開催中にあっという間に季節が移り変わってしまいました。 

落ち着いた会場でゆっくり見ていただく事ができ お蔭様で無事、展示会も終わりました。 
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ご来場ありがとうございました。 

P・S 毎晩猪が出没し畑を荒らして帰ります。 

 

昔の映画 

  投稿者：田所  投稿日：2008年 9月 14日(日)00時 49分 8秒 

 最近、春日に行く機会が増え、たまたま訪れた春日市図書館でビデオを借りました。 

鉄道員という題名は皆さん知ってると思います。昔一度見たような、見てないような。 

高校のクラシックギター部で禁じられた遊びの次に習ったのが‘鉄道員’。 

 

白黒ですが今の映画のような華やかさ、賑やかさはないけど家族のつながりを 

考えさせられる名作です。昔は音楽性にひかれたけれどこの歳で見るとまた 

違った趣きがありました。 

 

今更ですが図書館では無料で借りられるので良いですね♪ 

 
 

葡萄畑と夏本番 

  投稿者：関  投稿日：2008年 8月 5日(火)12時 51分 36秒 
 

夏本番、農作業は朝 10 時までに終了させることと思いながら草きりをする。朝 6 時頃田んぼに出

かけて畦草きり。夜露に濡れた草は良く切れる。時にはしまへびなどが挨拶に来るがマムシだけは

願い下げである。暫くするとムクドリたちが草の上で虫達を追っかけて食べている。少しも僕を怖

がるふうは無く、ただひたすらに虫達を食べている。畦草きりが終わると今度は田の水回りであ

る。水の入口と出口を手でゴミなどを取り流れやすくする。もう全身汗だらけになる。帰ってくる

と今度は葡萄畑に葡萄の集荷に行く。女房が採った葡萄をコンテナに集荷して納屋の作業場まで
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持ってくるのである。葡萄の品音が上がらないうちに納屋まで持ち込むが、やぶ蚊が多くて携帯の

蚊取り線香を持参して葡萄を集める。休日の日はシャワーをかかってから、葡萄を揃え箱詰め作業

を行う。平日は葡萄の集荷してからの出勤である。この時期はいつも会社にギリギリに着く。こん

な毎日の近況報告です・・・・。 

 

見つけました！！ 

  投稿者：榎下  投稿日：2008年 7月 8日(火)16時 34分 40秒 

 始めまして！４組にいました榎下です。 

今日偶然にこのホームページを見つけました！！ 

大学を出て直ぐに名古屋から東京、そしてまた名古屋へ戻りまた東京と仕事の関係で渡り歩いた

こともあり、福岡とはすっかり縁遠くなっていましたが、数年前に仕事絡みでこの福岡に戻って来

ました。 

もう高校生当時の記憶の大半は欠落してしまい、このホームページで大勢の方の名前を見ても、殆

ど分からないような有様です。 

（同じバレー部の森実君と大野昭夫君は分かりました！） 

次回の同窓会には是非出席したいと思いますので、ご連絡をお願いいたします 

 

筑紫ケ丘トンネル 

  投稿者：多田  投稿日：2008年 6月 16日(月)14時 19分 42秒 

もうあれから、30 年以上たちますかね？・・・・・久々、我が母校・筑高校舎を訪問。あれれ、

こんなにモダンな校舎だったっけ？タイムスリップ、トンネルを抜けると、そこにはセピア色の世

界。3 日間、すぐ近くの野間四つ角建物に滞在、我が青春時代を思い出させてくれました。 

 

高山君受賞の記事 

  投稿者：高本  投稿日：2008年 5月 3日(土)10時 52分 33秒 
 

５月２日の新聞紙上、つくば市在住の高山君の記事が目に留まりました。 

科学技術の発展に貢献したということで、全国発明表彰の「２１世紀賞」を受賞したということで

す。 

彼は長年、粒子の加速器の研究を行い、その世界では著名な研究者であったようですが、なかなか

一般の社会生活とのつながりが見えにくい分野なのでしょう。 

記事によれば粒子ビームの加速効率を上げることで、癌の治療や穀物の改良などに応用できるそ

うです。 

 

目に見えない小さな粒子を光の速さほどに加速するという、一見わけのわからん研究ですが、それ
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が病気治療や農業などに貢献するということで、急に身近なことに思えてきました。 

近い将来、我々もその恩恵にあずかれるかもしれませんね。 

地道な努力を続けてきた高山君に、お祝いと感謝を述べたいと思います。 

 

 

アナログ人間の愚痴」 

  投稿者：半蔵  投稿日：2008年 4月 16日(水)00時 07分 33秒 

 久しぶりに投稿いたします。 

 本日、税務署より国税の口座引落の通知が来たので安心しました。普通、税金の引落が来て安心

する人はいないですよね。と言うのも、５千円の特別控除を受けんがため、今年「ｅ－タックス」

なるものに挑戦しようとパソコンを買い替え、「カードリダー」なるものを買い揃え、仕事を休み

「住民基本台帳カード」（有料）を市役所に取りに行き、そして確定申告の準備をしました。よし

これで準備ＯＫーと買ったばかりのパソコンを開き、カードリダーを接続しました。ところが、買

ったばかりのパソコンは、カードリダーに何の反応もしてくれません。たまたま、子供が家に帰っ

ていたので、（父）「おい、これ、どげんなっとうとかいな？」（子）「インストールした？」（父）

「八ァ？」。 

 カードリダーの箱には、ただ機械と簡単説明書が入っていただけでインストールの仕方などの

説明書は入っていませんでした。子供によると、メーカーのホームページを開いてインストールす

るのだそうです。そして、「そのくらい常識だよ」と冷たく言い放って大学へ戻って行いきました。

それからホームページを開きインストール？・・・・・・。結局メーカーに電話して電話元で指導

を受けインストールとなりました。 

 この後、確定申告の入力、送信までどれだけの時間と動力を費やしたか、最後まで話せば今から

２～３日徹夜してパソコンを打ち続けなければなりません。また、いずれかの機会に報告したいと

思います。 

 なぜ、引落の通知が来て安心したかと言いますと、あまりにも悪戦苦闘（何度、買ったばかりの

パソコン画面をただき割ろうとする衝動を抑えてきたことか）したために、税務署にパソコンで送

信した後、本当に送信されているのかどうか判らないまま、今日まで不安な思いでした。本当に、

小心者の私目は、何時税務署から呼び出しがあるかと心配な日々を過ごしてきたのです。おかげ

で、ストレスで体重が５キロほど増えたみたいです。 

 しかし、皆さん、世の中の仕組が、あまりにも複雑になりすぎているは思いませんか？「高齢化

社会だのバリヤフリー」だの言っていますが、仕組そのものを単純明快にすべきとは思いません

か？アナログの良さも必要ではないでしょうか？・・・・・・・特にお役所は複雑すぎる。以上 

 

素晴らしき筑紫乙女 

  投稿者：飯田  投稿日：2008年 3月 18日(火)00時 10分 15秒 
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今年の「志士の会」も沢山の同級生が集まり、一年ぶりの再会に楽しい時を過ごしました。 

途中、近況を報告し合いました。 

今回は女性に焦点を合わせ、筑紫乙女の素晴らしさを皆様にご紹介したいと思います。 

 

「障害児から力をもらっている」という高鍋さん。 

会社勤めと同時に「障害児の水泳教室のボランティア」を始めたそうです。 

ウィークデイは仕事に専念し、土、日は朝から 5 時までプールに入りっぱなしで、ボランティア活

動に励んでいらっしゃいます。 

志士の会当日も、きちんと活動を終え、遅れて到着なさいました。 

「一日中水の中にいるので、指がふやけてしまった」と言う高鍋さんは、飾らない優しいまなざし

で、自然体そのものです。 

ボランティア活動も初めは、子ども達に何かを与えてあげるという気持ちがあったそうですが、17

年経った現在は「子ども達から与えられるもののほうが多い」と気負うことなく話されます。 

17 年も続けてこられたこと、本当に素晴らしいと思います。 

 

大坪さんは、これまたボランティアで外国人に日本語を教えているそうです。 

ご自分から自治体に飛び込んで、活動を始められたとのこと。 

身振り手振りを交えて、日本語を教えることは、本当に楽しいとおっしゃいます。 

大坪さんも、ユーモア混じりで自然体で、生き生きとしています。 

世界各国の生徒さん相手に、国際交流の場がどんどん広がっていくことでしょう。 

 

我々の年代は子育てもほぼ終り、これからの人生を如何に生きるか模索している方もいらっしゃ

ることでしょう。 

私も少なからず、お二人に刺激を受けました。 

お二人の益々のご活躍をお祈りしたいと思います。 

 

人生を享受、３組 

  投稿者：寄川  投稿日：2008年 3月 17日(月)20時 53分 2秒 

 50 歳の折に、待望の郷里福岡に赴任した。東京・大阪・北京・成田・大連の異郷の地での体験

及び 11 回の引越しを活かして、故郷で中国関連、当然の事ながら中国佳人並びに山笠への復帰に

浸る人生設計を描いていた。 

 豈に図らんや、戻って直ぐに雑餉隈「一品香」での故辻氏夫妻を囲む会に参加した事で、人生計

画が儘ならぬものとなった。当時も、大浦君・服部君・小西さんの同窓会三羽烏が中心となって、

ゆったりとした雰囲気を醸し出していた。 

 博多大浜の荒っぽい土地柄で生まれ育った小生にとっては、のんびりした校風がずっと物足ら
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なかった。就職後、異境の地で様々な風雪を経ての丁度半世紀の歳で、当会の裃を脱いだ悠長さを

享受して、久方振りの安堵感を覚えた。この安らぎのお蔭で、幸か不幸か高校を中心に幼馴染・小

学・中学・大剣・社会人仲間との濃ゆい付き合いとなった。 

 さて、高田君のご指摘の通り過去に固執しない典型的 O 型として、東京都下在住時の狭い部屋

を広くする為に、惜しげも無く百科事典・美術全集・アルバム…を捨てた。今、交流している朋友

を確認すべく、服部君にクラス集合、クラブ写真のコピーを頼んだ。 

 卒業以来、初めて見た。居た、居た、 

 オーナー経営者の赤司元、声も体もでかい秋根茂、ピアノ教師の井上正俊、同窓会会場の立役者

岩本修、眼光鋭い神田孝則、今も童顔で好人物の小島省三、福田首相の落し子角信明、福利厚生施

設を提供する田中義一、変わらぬ河馬さん棚田隆憲、昔から博多の匂いを漂わせている増田俊次、

関東を統括する三宅傑、我が道を行く森寛興、堅実が続く吉住保興… 

 改めて、3 組は個性派集団、多士済々の面々だったんだ。 

 皆、先ずは 60 歳を乗り切り、いつまでも元気で「おおとり」とともに、朝寝朝酒朝湯が大好き

でと行きたいものだ。 

 では、又元気で会おう! 

 
 

二日市「大賀酒造」蔵開き 

  投稿者：行實  投稿日：2008 年 3 月 16 日(日)22 時 30 分 8 秒 

写真はとっていませんので、残念ですがありません。 

今日の午前中に大賀酒造の蔵開きに行ってきました。太宰府に住んで、３０年近 

くになりますが、初めての経験でした。 

酒造工場は、鹿児島や大分の酒造会社にいったことがあるので大体イメージがあ 

りましたが、沢山の人が、甘酒の饅頭を買うのに並んでいたり、試飲コーナーで 

は３種類の味が異なるお酒の前で薀蓄を語る人、原料の水のすばらしい青色、二 

日市の写真の会場では、昔の二日市の思い出に浸る人など、二日市の文化の一端 
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に触れた思いです。 

大吟醸生原酒と菅公の酒を各１本買ってきましたので、しばらくは、美味しいお 

酒が楽しめそうです。 

 

近況報告 

  投稿者：大石  投稿日：2008年 3月 14日(金)10時 37分 14秒 

 初投稿です。高本から何か書くようにとメールが来ていたので、書いています。 

 実は、ＨＰがあることは、聞いていたのですが、開いたのも初で「何だ、早く見とけばよかった。」

というしだいです。登校していたころは。雑飼にいたんですが、二日市に小学生の頃いまして、二

日市の会なるものもあることを知りました。懐かしいですね、去年都庁を退職したんですが、まだ

一度も帰る機会に恵まれません。これからちょくちょくチェックしますので、ぜひ近況を載せてく

ださい。私事ばかりで申し訳ない。とりあえず報告まで。 

 

2008 酒蔵巡り 

  投稿者：稲永です  投稿日：2008年 3月 12日(水)00時 24分 50秒 
 

今年の酒蔵巡りは２／９に宗像市武丸の伊豆本店に「亀の尾」の初しぼりを味わいに行く 

ことから始まりました。２／１０筑後地域の城島地区の池亀酒造「池亀」の初しぼり、万 

年亀酒造「万年亀」の初しぼりと大吟醸の生酒、花の露「花の露」の生原酒を取得し、鹿 

島市の肥前浜の富久の千代酒蔵「鍋島」、光武酒造「魔界への誘い」を堪能してきまし 

た。自然な自重による「しずく搾り」「槽(ﾌﾅ)搾り」と梃子を使った「はね木搾り」、油 

圧器でのﾌｨﾙﾀｰ搾り等がある。しかし自然な搾りのが旨い。瓶の中でもしばらく発酵してる 

ので栓を抜くと泡立つものもありｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾗｲｽﾜｲﾝと呼称して楽しんでる。 

現在残ってる初しぼり「池亀」「万年亀」「花の露」を写真添付します。 

また、２／１４～２／１６石蔵酒造で蔵開きがあります。「鰤」の解体ショーが見れます 

ヨ。近場なので一度体験されてはいかがでしょうか。 
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竜宮城へようこそ 

  投稿者：多田  投稿日：2008年 2月 24日(日)05時 32分 10秒 

 昨夜、『志士の会』が開催されました。まずは幹事役のみなさん、ありがとうございました。

年に 1 度の再会で、おおいに語り、呑み、おいしいお酒と料理で大満足。仲間って素晴らしいな

あ、私にとっては大切な宝物。みんな、無事に自宅へたどり着いたかなぁ？又、1 年後元気な姿で

会いましょう！・・・・大宮の 2LDK マンションへ住んでみませんか？ 

 

デジタル一眼レフ 

  投稿者：高田  投稿日：2008年 2月 1日(金)00時 16分 49秒 

ひと昔前までカメラと言えば銀塩カメラでした。 

今はちょっと出かけると皆デジカメを持っています。 

コンパクトデジカメを多く見かけます。 

携帯性と使い易さが重宝されているようです。 

最近は携帯にも高画素のデジカメがつき、携帯でもコンパクトカメラと遜色がないくらいの綺麗

な写真を楽しめるようになりつつあります。 

また、ここ２，３年で一眼レフデジカメの普及が進んでいます。 

価格がこなれて最近は入門機が５万円前後で買えるようになっています。 

入門機といえど一眼レフです。写真の楽しさや奥深さを気軽に味わえます。 

今年、１組幹事のＯさんが一眼レフを買ったそうです。 

いい写真が撮れたら見せていただきたいですね。 

さて、私ですが入門機を買って１年半になります。 

随分撮りましたが、満足のいくものは数枚しかありません。 

印刷して飾っているのは２枚だけです。 
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写真は記念すべき印刷１枚目の写真です。 

以前、この掲示板へ小さく投稿している写真です。 

昨年２月の連休に阿蘇大観峰で撮りました。 

夕日が沈み始めるころ展望台へ向かう途中でちょっと一枚撮っておこうとレンズを向けた時に二

人が目に入りシャッターを切りました。 

夕日がもう少し沈んでいれば、雲があったらと不満はありますが、夕焼けが始まりかけた薄く紫が

かった空の色と若い二人の姿、女性の優しい手が２月の阿蘇の寒さを忘れさせるような温かさが

あり、とても気に入っています。いわゆる自己満足です。 

私に写真の面白さ、楽しさ、奥深さを教えてくれた一枚です。 

友人に、枯れススキは頭を連想する、サバンナに見えるなどと嫌味を言われた写真でもあります。 

これからも身近なところで死ぬまで写真を撮り続けたいと思っています。 

最後まで駆け出しで終わりそうですが・・・ 

 
 

消防団とボランティア 

  投稿者：関   投稿日：2008年 1月 11日(金)20時 14分 35秒 

筑紫丘２１回生の皆さん！厳寒の候本年も宜しくお願い申しげます。 

本年はまづ、ブログの「ニューかさぶらんか」に挑戦してみました。なかなか大変でした。 

消防団について書いてみましたが、言葉足らずの文章になりました、入口で迷うばかり。 

では本題の消防団ですが 1 月 6 日にヤフードームで平成 20 年の出初式に参加しました。 

20 年前までは平和台陸上競技場にて寒風吹きすさぶ中での消防出初式でした。 

熱燗のお酒をいくら飲んでも酔わなかったのを覚えてます。 

福岡市の消防団は７団本部あり、博多、中央、東、南、西、早良、水上です。 

私は月隈分団で博多団に所属しています。月隈分団のエリアには、福岡空港、御笠川、金塚山があ

りますので、定員が 60 名です（水防、空港防災、山林防災のため）。 
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しかし若い新入団員は入ってきませんので、いつも団員不足です。博多団は、月隈、雑餉隈、那珂、

板付、席田、吉塚、千代、御供所、奈良屋、冷泉、大浜、住吉、東住吉、堅粕の 14 分団で構成さ

れてます。福岡市の玄関(福岡空港、博多駅、博多港)の防災をつかさどります。 

緊急連絡網もサイレンは鳴りません、安眠妨害としてクレームがくるので。消防団役員の携帯電話

を署が登録してますので、火災警報等の緊急連絡は携帯にかかってきます。 

今月の 8 日の深夜 0 時過ぎ、突然携帯電話が鳴り響きました。地元の認知症の老人が行方不明、

捜索のため緊急出動がかかりました。あいにく当日は会食のためお酒をかなり飲んでましたので、

代わりの団員に深夜電話連絡で招集をかけて出動をお願いしました。 

3 年前には御笠川氾濫による出動で、堤防に土嚢積みを黙々とやりました。家の中はヘドロと流木

で、田んぼの中は車が流されてきて、田植えの終わった田んぼに何台も浮かんでました。今 58 歳

になるが、いつまで体が続くのやら？消防ボランティアも年取ると大変である。 

地域の人たちの生命と財産を守る意識の高い若者達よ、消防団に来たれ！ 

 

筑紫丘高校吹奏楽団ＯＢ会総会のご案内 

  投稿者：渡部  投稿日：2007年 12月 17日(月)19時 07分 13秒 

 拝啓、師走の候、皆様にはお変わりなく元気にお過ごしの事と存じます。 

 

さて、恒例の筑紫丘高校吹奏楽団ＯＢ会総会を下記の要領で行うことになりました。 

平成 21 年には、創部 50 周年、40 回定期演奏会と節目の年が来ます。 

大きく盛り上げるためにも、1 年かけて、盛り上げ、成功させようと考えております。 

松澤先生も毎月トレーナーとして高校へ行き、現役を指導しております。 

今年は、ブラスバンドの顧問である緒方先生もお呼びしております。 

つきましては、ご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席頂きますよう 

お願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

１、日時：平成２０年１月３日（木曜日）１２：００より 

２、会場： 平和楼 天神本店 TEL092-771-4141 

     福岡市中央区天神２－６－４２ 

３、会費： 一般男性￥7,000.- 一般女性￥6,000.- 学生￥5,000.- 

６、出欠： 出欠のご返事は、メール又はＦＡＸにてお送り下さい。 

   １２月２５日必着でお願いします。 

   メール info@chikusuikai.net 

   ＦＡＸ 020-4666-4726（注意：NTT 回線からしか送信できません） 
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       (上記 FAX が送信できない場合は、092-221-6818 へお願いいたします) 

５、テーマ： 創部５０周年記念、第４０回定期演奏会（平成２１年） 

６、特徴： 顧問緒方先生、トレーナー松澤教授出席。 

 

名簿は当会運営の目的にのみ使用いたします。 

 

※ホームページに、掲示板等も設置しておりますので、 

 是非ともご記入ください。 

http://www.chikusuikai.net/ 

 

筑紫丘高校吹奏楽団ＯＢ会 事務局 渡部英生 

watanabe@chikusuikai.net 

http://www.chikusuikai.net/ 

 

 

九重 大船山紅葉登山 

  投稿者：大浦  投稿日：2007年 10月 31日(水)21時 10分 53秒 

大船山（1786ｍ）に 10 月 28 日 登りました。長者原～坊がつる～大船山～坊がつる～長者原で

す。写真の池は大船山頂上の真下 30ｍ位のところにある御池という火口湖です、信じられないく

らいきれいなところです。 

 
 

天拝山観月会 

  投稿者：なかむら（純）  投稿日：2007年 10月 28日(日)08時 53分 19秒 

 一昨日、天拝山観月会に行ってきました。 
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以前からあかしさんに誘われていたのですが、なかなか行く機会がありませんでした。 

今回やっとあかしさんとともに名月を見ることができました。 

夜空に上がる花火を身近で見ることができ感激でした。 

「あかしさん！ありがとね！」 

なかむら 

 
 

人形 

  投稿者：稲永です  投稿日：2007年 10月 24日(水)00時 31分 49秒 

皆さんお変わりありませんか。10/22 からｱｸﾛｽ福岡 2F 匠ｷﾞｬﾗﾘｰで博多人形作家協会 

新作展が催されてます。有名な人形師の新作及び研究生の作品が展示され、 

日替わりで人形制作の実演が行われてます。その中で、「黒田二十四騎」の人形が 

すごいです。時間に余裕のある方は鑑賞に行かれてみては？写真を添付します。 
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高田様 

  投稿者：古田  投稿日：2007年 9月 26日(水)21時 46分 22秒 

 ご返事大変遅くなって、申し訳ありません。やっと我が家に帰り着きました。 

同窓会ホームページへのお誘いありがとうごさいます。本当に懐かしく、うれしく思いました。早

速、登録させていただきました。同窓会楽しみです。あのころの自分に会えるような気がします。 

ホームページすばらしいですね。よくできすぎていて、初めての人が気後れしないかちょっと心配

なくらいです。・・・ひとこと余計でした。 

 

大人の遊び時間 

  投稿者：HPより  投稿日：2007年 9月 17日(月)01時 22分 31秒 

西日本新聞に毎週土曜日発行されている都市圏南エリア版エルルに「大人の遊び時間」のコーナー

があります。９月１５日に田所さんが３年前から通っている津軽三味線教室の紹介があり、田所さ

んのインタビューが掲載されましたので、ご紹介します。 

人生をエンジョイする一人の大人の女性の姿です。 

 
 

葡萄の購入有難うございます。 

  投稿者：関  投稿日：2007 年 9 月 5 日(水)09 時 22 分 18 秒 

 

筑紫丘高校の皆さん、本年も葡萄を購入していただきまして大変有難うございます。 

それに葡萄畑の取材(宴会)までも来ていただきまして。9 月１４日頃までには全て終了の予定です。

本年は天候に特に恵まれて非常に美味しい葡萄が収穫できました。全国各地に関農園の葡萄が宅

配便で駆け巡り、ペリカン便の運転手も 8 月はお盆なしの毎日の集荷で驚いていました。皆さん
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の暖かいご協力に感謝とお礼の言葉をこのホームページの場を借りまして伝えたいと思います。

本当に有難うございました。近じか反省会でも Y 君の要望も伝え聞くので・・・。葡萄畑でのガー

デンパーテェーでもと考えたが、蚊が多くてとても無理・・・。何か考えてみようかな？では皆さ

ん、来年もまたよろしくお願いします。  

 

還暦祝い 

  投稿者：HPより  投稿日：2007年 9月 2日(日)23時 07分 35秒 

前回投稿の第９回同窓会打ち上げ会の補足です。 

打ち上げ会で還暦祝いが検討されました。 

還暦が３年後に迫ってきました。 

同窓会は２年ごとに開催です。還暦の祝いをすれば、次回同窓会の１年後に還暦の祝い、その１年

後に同窓会と続きます。 

そこで、１年半後の正月に同窓会、その１年半後に還暦の祝いをする案も出た？ようです。 

還暦の祝いが決定されたわけではありませんが、真剣に検討されたことをご報告しておきます。 

 

還暦は生まれ変わるという意味があります。 

２１回生の皆様におかれましては定年後の設計を考えている方、その助走期間に入っている方、す

でにスタートしている方、その時考える方、などなど色々おありと思います。 

人生の節目、第二の人生を歩き始める節目に皆で祝い、充実した有意義な人生の新たなスタートと

しましょう。 

 

還暦で６０代へ突入です。嫌でも皆一緒にやってきます。 

皆で祝って若さと気力を取り戻し、生まれ変わって６０代へ突入し、人生を謳歌しましょう。 

以上、まだ気の早い還暦祝い検討の報告でした。 

 

第９回同窓会の打ち上げ 

  投稿者：高田  投稿日：2007年 8月 28日(火)22時 10分 1秒 
 

 第９回同窓会も終わり、世話をした幹事で打ち上げ会が２４日（金）に催されました。 

上呉服町の「笑（えん）」で開催され１１名が参加し、無事終了した同窓会の反省、会計報告をし

て互いの労をねぎらいながら飲みました。 

準備期間から同窓会まで幹事として責任と使命を全うした開放感と安ど感から楽しくうちとけた

雰囲気の飲み会になったようです。 

出席できなかった方を含め、お世話していただいた方々、本当にご苦労様でした。 

会場支配人の岩本さんは心労が重なったでしょうね。お疲れ様でした。 

皆様、ありがとうございました。 

https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/212
https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/211


次回もよろしくお願いします。 

 

写真提供は７組幹事木村さんです。 

沢山の写真を送ってくれましたが、１枚だけとさせていただきます。 

開放感と楽しい雰囲気が伝わってくる写真でした。 

 
 

奥穂高岳～西穂高岳縦走 

  投稿者：大浦  投稿日：2007年 8月 24日(金)13時 06分 58秒 
 

年々体力の低下を感じながら北アルプスに行ってきました。 

 

https://8929.teacup.com/hakatanotudoi/bbs/208
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