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会長挨拶　　八 尋 良 久

校長挨拶　上智福岡中学高等学校・校長　大 石 英 雄

新会長挨拶　中 島 幸 男

　会員各位におかれましては、ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
　また、皆様の泰星会への日頃のご協力ご厚情に対し厚くお礼を申し上げます。
　日常も日々刻々と変化しておりますが、我が母校も上智学院へと法人名が変わり、四校姉妹校の全部が名称変更と
なりました。
　そして男女共学となって、その第一期生の女子卒業生が本年度同窓会に入会致しましたので、更に多くの会員の皆

様が総会を始め同窓会活動へ参加していただけるよう願っております。
　私は同窓会会長を拝命して以来、運営方針四項目を目標と定め邁進して参りましたが、満足な結果を得られないまま今日に至りました。し
かしながら、名簿の作成・後継者の育成などは一定の成果を得たと考えており、今後に期待しているというのが現在の心境であります。本年
度の総会については、49 期生が幹事であり準備や企画・立案を頑張っておりますので、更に多く皆様にご参集をいただき総会を盛り上げて
いただきたいと思います。
　さて、私事ですが振り返ってみますと、昭和 32 年に 11 期生として泰星高校へ入学し日本体育大学を経て昭和 39 年に母校へ奉職しました。
その年は東京オリンピックの開催された年であり、在校生の代表者が聖火リレーに参加致しました。
　そして母校の経営がマリア会、福岡教区、イエズス会と変わる中でも、私は一生懸命に働き、発展に少なからず寄与したと自負しております。
　その長い年月の中で多くの卒業生達が社会で活躍し、総会でその皆さんと再び出会い様々な話や報告を聞くことが私の一番の喜びでしたし、
昭和 43 年にハンドボール部を創部し現職時に 50 周年を迎えることができたことには特に感慨深いものがあります。
　このように考えてみますと 62 年間という人生の大半を母校やその生徒達と携われたことはこの上ない喜びでありますし、母校に対する愛
情は誰にも負けないと思っております。
　ここで皆様にお伝えしなければならないことがあります。
　私は昭和 39 年より同窓会役員として会の運営に関わり、平成 23 年より 7 年間第六代会長として務めて参りましたが、今年で 77 歳の喜寿
を迎えることを区切りとして会長を辞することといたしました。
　そして、同窓会理事会において次期七代会長には 10 期生であり、現在同窓会の副会長である中島幸男氏の承認を得ましたのでここで皆様
へご紹介させていただきます。
　彼は皆様もご存知の通り、私と同様に長年に渡り母校へ奉職した仲間であり、母校に対する愛着心は私同様に誰にも負けませんので、中島
新会長のもと新たな同窓会づくりとなることを楽しみにしております。皆様にも泰星会への倍旧のご協力とご鞭撻をお願い致します。
　最後になりますが、今後のますますの母校の発展と皆様のご繁栄を祈念致し、私の感謝の辞とさせていただきます。7 年間の皆様からのご
協力ご鞭撻本当にありがとうございました。

　薄暑の候、同窓生の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
　さて、今年 3 月に男女共学 1 期生となります 69 期生が卒業いたしました。そして、4 月には 75 期生なります
175 名の生徒が入学してまいりました。卒業式や入学式には同窓会長をはじめ後援会や上智大学からも来賓としてご
臨席を賜り感謝申し上げます。校名変更や男女共学化にともないまして、本校ではグローバル教育の実践に取り組ん
でまいりました。その一つとしまして、従来、中学 3 年生時に行っていました京都・奈良への研修旅行を廃止し、そ

の代わりにオーストラリアのブリスベンに 10 日間の語学研修を設けました。現地では生徒全員が一人だけでホームスティを行います。また、
午前中はシャフストーンカレッジでクラスに分かれてみっちりと英語教育を受けます。
　この研修期間には、ブリスベンに在住しています 44 期生の植松さんが毎回生徒たちに貴重な話をしてくださってとても助かっています。
また、この語学研修は 11 月に実施していますが、その事前準備として、毎年 8 月上旬に上智大学英語学科の学生たち 20 名が本校を訪れ、
朝から夕方まで使える英語をレッスンしてくれています。本校ではこういったところでも高大連携が活かされています。
　一般的にグローバル化といえば経済的側面がクローズアップされがちですが、本校におけるグローバル教育は単に競争力を身に着けるため
だけのものではありません。「他者のために　他者とともに」の精神に従って、社会的弱者に寄り添いながら、人と人、国と国、そして世界
の懸け橋となるリーダーの育成を目指すものです。同窓生の皆様におかれましては、今後も本校の発展をお祈りくだされば幸いに思います。

　清々しい初夏を迎え、皆様ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
　泰星学園奉職、同窓会のお世話と同じ道を歩んで参いりました八尋会長の勇退に伴い、この度私が会長をお受けす
ることになり、同窓会の運営をお世話させていただくことになりました。八尋会長には、同窓会名簿の整理を始め関
東・関西支部の設立、60 周年記念式典の準備等、多岐にわたり多大なる貢献を賜り感謝申し上げます。また同窓生
の皆様方には、平素より同窓会へのご理解ご支援を賜りまして厚くお礼申し上げます。

　今年から上智福岡泰星会に初めての女子卒業生を迎え、同窓会にとりましても大きな節目となりました。近年は急速な少子高齢化社会に伴
い、宗教・経済・世代とあらゆるところに歪みが見られ、簡単に修復できるような状況ではありません。又現代は、「さとり世代」と呼ばれ
情報源はインターネットですべて足りる、と言う意欲のない若者が多い時代とも言われています。このような状況で、中学・高校と多感な時
期を過ごす若者の教育環境は、ますます複雑で厳しさを増しているように見受けられます。私たち同窓会は公平で安心できる社会を実現する
ため、イエズス会教育を生徒たちがしっかり学ぶことができるように、学校と更なる情報交換・交流活動を密に協力援助をしなければならな
いと思っています。どうぞ同窓生の皆様、より一層のご協力とご支援をお願いいたします。皆様の益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げ、
ご挨拶といたします。
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平成29年度事業報告同窓会役員名簿　

関東支部役員

関西支部役員

平成30年度事業計画（案）

1. 役員会活動
平成 29 年 5 月　役員会（同窓会室）
 6 月　役員会（同窓会室）
 7 月　役員会（同窓会室）
 8 月　総会・懇親会
 　　　（KKR ホテル博多）
 11 月　役員会（同窓会室）
平成 30 年 1 月　役員会（同窓会室）
 2 月　69 期新幹事入会式
 　　　 　　　（同窓会室）
 3 月　役員会（同窓会室）

1. 役員会活動
平成 30 年 5 月　役員会（同窓会室）
 6 月　役員会（同窓会室）
 6 月　総会・懇親会
 　　　（KKR ホテル博多）
 7 月　役員会（同窓会室）
 8 月　役員会（同窓会室）
 9 月　役員会（同窓会室）
 11 月　役員会（同窓会室）
平成 31 年 1 月　役員会（同窓会室）
 2 月　70 期新幹事入会式
 　　　 　　　（同窓会室）
 3 月　役員会（同窓会室）

（その他各種委員会等必要に応じて年間を通して実施あり）

2. 交流・親睦活動
平成 29 年 10 月　関東支部総会・懇親会
 　　　（新宿ワシントンホテル）
 10 月　関西支部総会・懇親会
 　　　（大阪ガーデンパレス）
 10 月　イエズス会校四校交流会
 　　   第 35 回四校連絡協議会（JJHAF）
 　　　　　　　（栄光学園担当）

3. 各種補助・記念事業活動
・（高）在校生への奨学費補助事業（通年）
・（高）卒業、修了者へ名刺ケース、

（中）（高）卒業、修了者へ卒業証書入筒贈呈（3 月）

2. 交流・親睦活動
平成 30 年 10 月　関東支部総会・懇親会
 　　　（上智大学四谷キャンパス）
 10 月　イエズス会校四校交流会
 　　   第 36 回四校連絡協議会（JJHAF）

（六甲学院担当）
 11 月　関西支部総会・懇親会
 　　　（大阪ガーデンパレス）
  秋頃　泰星会ゴルフコンペ
  　　　　   （コース未定）

3. 各種補助・記念事業活動
・在校生への奨学費補助事業（通年）
・中学、高校修了、卒業生への記念品贈呈（3 月）
・会報 23 号発行、会員へ送付（6 月初旬）

役　職 氏　名 卒期
会　長 八尋　良久 高 11 期
副会長 中島　幸男 高 10 期
副会長 吉村　弘美 高 28 期
副会長 齋藤　　純 高 25 期
監事 鈴木　弘幸 高 28 期

名誉会長 大石　英雄 高 29 期
顧問 松尾　英生 高 6 期
顧問 大串　安弘 高 7 期

事務局 城谷　　剛 高 47 期
事務局 光成研二郎 高 45 期
事務局 本多　敏昭 高 36 期

支部長 菅原　隆典 高 33 期
副支部長 濱　利明 高 33 期
副支部長 簡牛　宝央 高 33 期

顧問 富塚　恭順 新中 3 期
顧問 根本　勲 新中 3 期
顧問 大場　優 高 17 期

支部長 原田　耕作 高 24 期
顧問 津村　昇 新中 5 期

平成29年度決算書 平成30年度予算書（案）
（1）前年度繰越金 （単位：円）

項 目 予算金額 決算金額 差 異
前年度繰越金 13,320,000 13,320,000 0

（2）収入の部
会費収入 4,233,600 4,160,400 △ 73,200
入会金 390,000 378,000 △ 12,000
会員年会費収入 1,100,000 1,604,000 504,000
利息収入 20,000 17,692 △ 2,308
寄付金 0 0 0
雑収入 0 0 0
収入合計 5,743,600 6,160,092 416,492

（1）＋（2）　合計 19,063,600 19,480,092 416,492

（3）支出の部
通信費 140,000 89,737 50,263
消耗品費 50,000 24,408 25,592
旅費交通費 800,000 405,710 394,290
印刷費 40,000 21,696 18,304
渉外費 450,000 311,378 138,622
事務費 450,000 399,420 50,580
会議費 450,000 221,420 228,580
慶弔費 150,000 55,000 95,000
奨学費 500,000 150,000 350,000
情報管理費 850,000 862,862 △ 12,862
関東支部活動費 450,000 450,000 0
総会費補助 650,000 650,000 0
会報発行費 1,300,000 1,281,960 18,040
雑費 200,000 21,470 178,530
予備費 600,000 181,768 418,232
支出合計 7,080,000 5,126,829 1,953,171
次年度繰越金

（1）＋（2）－（3） 11,983,600 14,353,263 2,369,663

（1）前年度繰越金 （単位：円）
項 目 平成30年度予算（案） 平成29年度予算 増 減

前年度繰越金 14,353,263 13,320,000 1,033,263

（2）収入の部
会費収入 4,348,800 4,233,600 115,200
入会金 417,000 390,000 27,000
会員年会費収入 1,500,000 1,100,000 400,000
利息収入 20,000 20,000 0
寄付金 0 0 0
雑収入 0 0 0
収入合計 6,285,800 5,743,600 542,200

（1）＋（2）　合計 20,639,063 19,063,600 1,575,463

（3）支出の部
通信費 110,000 140,000 △ 30,000
消耗品費 50,000 50,000 0
旅費交通費 800,000 800,000 0
印刷費 40,000 40,000 0
渉外費 400,000 450,000 △ 50,000
事務費 550,000 450,000 100,000
会議費 450,000 450,000 0
慶弔費 100,000 150,000 △ 50,000
奨学費 500,000 500,000 0
情報管理費 850,000 850,000 0
関東支部活動費 300,000 300,000 0
関西支部活動費 150,000 150,000 0
総会費補助 750,000 650,000 100,000
会報発行費 700,000 1,300,000 △ 600,000
雑費 100,000 200,000 △ 100,000
予備費 400,000 600,000 △ 200,000
支出合計 6,250,000 7,080,000 △ 830,000
次年度繰越金

（1）＋（2）－（3） 14,389,063 11,983,600 2,405,463

監査報告
平成29年度　同窓会

自　平成29年4月1日から　至　平成30年3月31日まで
私は同窓会関係の帳票並びに証票関係書類を監査し決算書が適正に作成されている事を確認致しました。

平成30年4月17日（火）　　　上智福岡中学高等学校同窓会　泰星会　監事　　鈴木　弘幸
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平成29年度同窓の集い同窓会
活動報告

平成29年度　関西支部同窓会の報告

平成29年度　関東支部同窓会の報告

高24期　原田　耕作

高33期　菅原　隆典

　8 月の上智福岡中学高等学校同窓会（泰星会）に多数のご参加をいただき、
誠にありがとうございました。
先輩・後輩の方のご協力があり約 160 名の方に来ていただきました。
　同窓会会長の八尋先生、学校長の大石先生をはじめ、同窓会を支えてく
ださった皆様へ厚く御礼申し上げます。
　15 時から学校見学会を行い、20 名を超えるご参加をいただきました。
　吹奏楽部の演奏会、茶室での茶会など皆さんが感動していただいたのが
とても嬉しかったです。
　そして総会においても八尋先生が「懐かしい顔がおるね」と総会会場が
満員になるほど例年にはない参加人数だったそうです。
　チケット制にしており事前に 130 枚の販売があったのですが、実際何人
集まるのだろうか不安でしたが、多くのご参加があり準備してきた甲斐が
あったな、と感じました。
　懇親会でも会場が狭く感じるほどの大人数で、全員で校歌斉唱をしたと
きは泰星・上智福岡愛の絆を感じました。
　準備のスタートが遅れ日程を 8 月にさせてもらったり同窓会役員の方に
もたくさんご迷惑をおかけしました。
　48 期の実行委員のみんなも本当に頑張ってくれて、僕が一番仕事をして
いなかったかもしれません。とても頼りになりました。
　今回、実行委員をさせていただいて先輩後輩、恩師とのつながりをしみ
じみと実感しました。
　本年は 49 期が主幹事となりますので、さらに大盛会となりますよう清
水実行委員長をはじめ 49 期の皆様へ温かいサポートを宜しくお願い申し
上げます。

（48 期　青木　隆宜）

　10 月 21 日（土）大阪ガーデンパレスで「泰星会関西支部同窓会」を開催いたしました。中島副会長にもご出席いただき、
総勢 6 名での会となりました。
　乾杯のあと歓談にうつり、本年 3 月に女子学生が初めて卒業すること、歴代校
長先生また懐かしい先生方の思い出や学生時代の思い出、泰星から上智福岡への
歴史、そしてこれからの学校についてなど話は尽きませんでした。
　泰星時代の先生方の懐かしい思い出、学生生活の話など楽しく語り合い、中島
先生からは福岡の学校事情や姉妹校の様子などについてのお話もありました。
　今回は初めて岡崎さんにもご出席いただきました。岡崎さんのご案内で近くの
カラオケで二次会を行い、最新のカラオケ機器に感心しながら数曲ずつ熱唱。11
時前にお開きとなりました。
　関西支部同窓会も準備会を含めて 5 年目となります。なかなか人数が増えませ
んが本年も秋の開催を予定しています。皆様のご参加をお待ちしています。

　10 月 14 日（土）平成 29 年度上智福岡中学高等学校同窓会（泰星会）関東支部懇親会が開催されました。福岡から遠路、
八尋会長、大石学校長、経営母体の学校法人上智学院から佐久間理事、萱場理事、
またイエズス会兄弟校の栄光学園、六甲学院、広島学院の各同窓会役員の皆様に
もご出席頂き、30 名の小規模ながらも和気藹々の雰囲気で愉しんで頂けたよう
です。今回は 67、68 期卒の大学生 2 名も参加され、世代を超えた同窓会本来の
繋がりが築けたのかなと感じております。
　この 5 年間、我々 33 期同期が幹事を務めてまいりましたが、本年からは待望
の女子学生が参加されるかも・・ということもあり、また若い世代の繋がりを強
めたいので、本年の幹事は 42 期の白壁さんを中心に 40 期代の方々にお任せ致し
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　残念ながら今回お越しいただけなかった方含め、関東在住の泰星会の皆様、本
年 10 月にお会いできることを愉しみにしております。

八尋会長の開会挨拶

青木隆宜実行委員長の挨拶

同窓会担当幹事の皆様
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JJHAF四校連絡協議会の報告

事務局より

2018 年度の進学実績
国立大学 21 名
公立大学・文科省所管外大学校 10 名
主要私立大学 173 名
　（内上智大学 32 名）
医学科（5 名：掲載合格者の内数）
※詳しい内訳は上智福岡中学高等

学校ホームページの「進学につ
いて」をご覧下さい。

第 35 回イエズス会校同窓会連絡協議会（JJHAF）会議報告
平成 29 年 11 月 4 日（土）栄光学園栄光会主催

　今回は栄光学園栄光会主催で開催され、上智福岡校からは八尋会長が出席しました。
　各校の事業報告の後、会費徴収、東チモール聖イグナチオ学院の支援、世界連盟へ
の参加等の議題が話し合われ、また、継続議題として、会員名簿についても話し合い
が行われました。
　今年は六甲学院で開催です。

創立以来、卒業生も約 9,330 名となりました。
今まで年会費の納入は毎年の卒業生と同窓会総会の出席者が納める会費等で運営されております。

「会員の皆様の一人ひとりの力強い協力でさらなる発展」を目標に日々邁進していきたいと思っています。
経済情勢も厳しい中、会員各位の暖かいご理解とご支援をお願い致します。

※最近、学校同窓会事務局・友人・知人等の名前を騙り、同窓生の家庭へ電話がかけられているとの情報がありますが、
学校・事務局からは直接個人宅へ電話をすることは一切ありません。何かご不明な点がありましたらホームページま
たは FAX・郵便で事務局へご連絡下さい。

氏　名 卒期 氏　名 卒期
矢野喜三郎 63 福井　智明 34
立川　裕基 65 冨田俊一朗 59
田中　猛豪 66 冨田　英祐 61
伊東　昌剛 60 岸　勇太朗 61
内田裕太郎 65 米永　和巨 65
柴田光太郎 44 谷　　秀和 41
繁谷　隆広 66 加藤　　剛 39
江崎　嘉春 56

　2017 年 7 月下旬発送の、泰星会会報の第 22 号 4 ページの
未掲載分です。
　15 名の皆様方には、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　ご協力を頂きまして誠にありがとうございました。

氏　名 卒期 氏　名 卒期
岡部　成敏 23 牛島　　大 66
堤　　正徳 28 笠原　大生 66
髙村　　努 40 河村健太郎 67
武井　秀樹 40 波多江利樹 67
手嶋　史朗 41 浦　　翔太 68
東　　義隆 44 城島　　覚 68
松尾　成吾 45 鈴木　靖貴 68
田中　隆斗 65 直江　将史 68
林　　太郎 65 真鍋　有希 68
山口　　拓 65

　平成 29 年 10 月 7 日（土）に、太宰府ゴルフ俱楽部にて、毎年恒例の泰星会ゴルフコンペ
が開催され、楽しくラウンドすることができました。参加人数は 9 名で、優勝は世話人の吉
村弘美さん（28 期）、準優勝は小石原敏夫さん（39 期）でした。

平成 27 年度・29 年度に終身会費を納入頂いた方々です。
ありがとうございました。［敬称略］

今年も『泰星会』を秋に開催予定です。
奮ってご参加下さい。
お問合せはホームページにてお願い致します。
※開催場所と時間が決定しましたら、ホームページに掲載致します。

泰星会ゴルフコンペの報告

同窓会会費納入状況

同窓会会費納入のお願い

平成27年度終身会費納入者

終身会費

平成29年度終身会費納入者

世話人代表　山田雅彦（6 期生）
世話人　　　鈴木弘幸（28 期生）
世話人　　　吉村弘美（28 期生）

●終身会費／50,000円　　●年会費／3,000円
※同窓会に出席できない方は、同封の振込用紙にて振込をお願い致します。
※終身会費を納入頂いた方は、年会費は必要ありません。
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聖イグナチオ学院基金へのご寄付のお礼

卒業生の声　OB・OGの皆様

東ティモールの新しい学校設立の協力者の皆様へ
―聖イグナチオ学院中学高等学校・聖ジョアン・デ・ブリト―教育大学―

聖イグナチオ学院基金
現地世話人　浦　善孝

　「聖イグナチオ学院基金」にご協力をいただいている日本の皆様へ心から感謝し、
お礼申し上げます。ありがとうございます。
　本学院も創立 6 年目を迎え中高約 700 名の生徒が揃い、そのうち 60％強が女子
であり東ティモールでは他の開発途上国とは異なり女子の高校進学熱が高いようで
す。
　現在、在校生の 10 名に 1 名が奨学生で 2018 年には始めて高校生が卒業を迎え
大学に進学することになるので、大学生への奨学金支給や日本への留学について考
え始めました。
　近い将来、日本へ留学した場合に支援してくださる教会、団体、個人を募りお願
いしたいと思っておりますので、浦までご連絡くださいますようよろしくお願いい
たします。
　また、学力アップのために小学生を対象とした無料塾を開講したところ想像もし
ていない問題が発生したり試行錯誤の日々を送っています。
　私たちの活動は東ティモール教育省やユネスコなどの国際機関に褒められますが

「教育施設」の充実だけでなく「貧富の隔たり無く、学びたい全ての子どもたちに良
い教育を提供できるきちんとした学校」としての認識を深めてもらいたいと考えて
います。
　私たちはこれからも東ティモールより教育を通じて世界平和のために貢献し、今
後とも皆様へご理解とご協力を賜るべくよろしくお願いいたします。近況報告まで。

64 期　南里 友哉
　いつも大変お世話になっております。第 64 期の南里友哉
です。科目は国語科で中学 1 年生を担当させていただいてお
ります。部活動は将棋部顧問を勤めております。昨年度、関
東で約 1 年間の社会人生活を経て、念願であった母校の教員
になることができました。
　私が当時の泰星中学校に入学してから 11 年が経ちました。
この短い期間に、母校は大きな変化を遂げています。校舎が
変わり、校名が変わり、男子校から共学へと変わりました。
上智福岡第１期生もすでに卒業し、全学年共学になりました。
今の生徒の中で、「泰星」という校名を知っている生徒も少
なくなっています。この大きな変化の中で学生生活を過ごし
た私は、驚きと、戸惑いと、楽しみを同時に感じながら日々
を送っています。
　それでも変わらないのは、OB・OG をはじめとする皆様の
存在です。学校の卒業生は、生徒の未来の姿でもあります。
またそれは、学校の良さを示す決定的な証拠であり、教職員
ならびに生徒全員の誇りです。私も本校の卒業生として、社
会で活躍できる人材をすべく、魅力ある学校づくりに尽力す
る所存です。
　これからも学校は大きく変わっていくことでしょう。しか
し、変わらない皆様のご活躍はいつも学校に希望の光をもた
らしています。このリレーが続いていくように日々の指導に
あたりますので、温かく見守っていただければ幸いです。

65 期　田中 隆斗
　はじめまして。今年度より、上智福岡中学高等学校に社会
科の教員として勤務させていただきます田中隆斗です。
　私は、65 期生として本校を卒業し、上智大学文学部史学
科に進学しました。大学では西洋史、特に近代のドイツ史を
調査しておりました。歴史学を学んでいく中で養われた、「自
ら問いを立てて考える力」は、歴史のみならず、あらゆる場
面において通じるものだと思います。これに関して、私自身
が引き続き磨きをかけていくと同時に、生徒に対してもその
ような力が養われるようにアプローチをして参ります。
　学生時代を振り返ると、本校の先生方は生徒に対する愛情
が深い方が多く、生徒がより良い学校生活を過ごすことがで
きるように尽くされる方が多かったように思います。私自身
がそのような先生と関わることができた結果、本校に勤めた
いと思った次第です。私と同様に、生徒が自分の学校に誇り
を持つことができるような導きをしていきたいと思います。
以上のように、教科指導と生徒指導という教員の柱を意識し、
責任をもって指導に当たりたいと思います。
　私が生徒として通っていた頃とは違って、現在は 6 学年が
共学となっており、学校の雰囲気が少し華やかになったよう
に思われます。それ故、私が生徒の頃に受けた指導のあり方
とは違う指導を求められる場面もあるかと思いますが、他の
先生方と協力し、柔軟に対応していくとともに、泰星時代の
良い雰囲気や教育の在り方については引き継いでいきたいと
考えております。
　未熟で至らぬ点が多々あるとは思いますが、やる気と元気
は誰にも負けない自信があります。今後とも、よろしくお願
い申し上げます。
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ホームページ

上智福岡中学高等学校同窓会
Sophia-Fukuoka Junior-Senior High School Alumni Association

https://www.sophia-taisei.gr.jp （常時SSL対応）

「泰星会」で検索して下さい。同窓会の公開グループですので、卒業生ならどなたでも入会できます。
同窓会の活動報告も随時行っています。入会して卒業生の交流を深めましょう。

★会員情報変更の申し込み、メーリングリストの利用申し込み、生涯メールアドレス利用申し込み、活動・情報の
ブログ投稿の申し込み等、随時受け付けておりますのでご活用下さい（無償サービス）。

★同窓会の活動報告や予定・決定事項などの連絡は、ホームページを中心に行いますので随時確認して下さい。

平成30年度　関西支部総会・懇親会のお知らせ

平成30年度　関東支部総会・懇親会のお知らせ

ハンドボール部 創部50周年記念式典・祝賀会のお知らせ

　平成 30 年度 第 6 回泰星会　関西支部同窓会を下記の通り開催致しますので、
関西在住の皆様、お誘い合わせの上是非ご参加下さい。
　今年も本部よりご臨席の予定ですので、親睦を深め交流の輪を広めましょう。

　ハンドボール部 OB の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
　月日が経つのは早いもので、本校のハンドボール部を創部してから早 50 年が
過ぎました。
　そこでささやかではございますが、下記の通り「創部 50 周年の記念式典・祝
賀会」を開催致しますので、万障お繰り合わせの上ご参加頂きます様宜しくお
願い申し上げます。

日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）　18：30 ～
会場：大阪ガーデンパレス
 住所：大阪市淀川区西宮原 1 － 3 － 35　　TEL：06-6936-6211

会費：5,000 円（同窓会年会費 3,000 円含む）

日時：平成 30 年 10 月 6 日（土）　17：00 ～
会場：上智大学四谷キャンパス 13 号館
来賓：同窓会会長・大石学校長・本校よりスペシャルゲスト
会費：一般／ 5,000 円　　学生／無料

日時：2018 年 8 月 11 日（土）18 時開会
会場：アルマリアン福岡
 住所　福岡市中央区今泉 1-22-17
 TEL：0120-945-977

上智福岡中学高等学校ハンドボール部 OB 会
会長：11 期　八尋　良久
幹事：23 期　川村　浩之
幹事：45 期　光成研二郎

★出席希望の方は原田支部長まで直接お申し込み下さい。受付電話：090-1392-0496

問合せ先：関東支部長 菅原隆典（33 期）
　　　　　携帯電話：070-4245-6059　メール：sugahara@pearlstar.jp
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平成30年度　同窓会のお知らせ
●日時 平成30年6月30日（土）

●会場 KKRホテル博多

●会費

●イベント

一般：6,000円（年会費3,000円含む）
学生：3,000円（年会費のみ）

総　会 18：00～
懇親会 19：00～

住所：〒810-0022
　　　福岡市中央区薬院4丁目21-1
　　　TEL：092-521-1361

● 終身会員は当日会費（3,000円）のみとなります。
主幹事世話人（49期）河田・城戸・清水・副島・多々隈・田原・三坂・吉井・吉武（50音順）
副幹事世話人（50期）陳・若杉

・マジシャン小川（49期）によるマジックショー
・演歌歌手別府豪（48期）による歌謡ショー

■空港より地下鉄・博多駅よりバスご利用

■地下鉄七隈線ご利用
　「薬院大通駅」1番出口より右へ徒歩3分

★大勢の皆様のご参加をお待ちしております。（幹事一同）

※17：30より受付開始

http://www.kkr-hakata.com

KKRホテル博多ご案内図

博多駅下車：博多駅中央正面口バス停Aバス乗場
9・10・11・15・16・17・18・19・214・215番
系統のバスにご乗車下さい。
バス停「南薬院」下車
※急行・快速以外のバスにご乗車下さい。

◆空港よりタクシーご利用･････････約20分
◆天神よりタクシーご利用･････････約10分
◆博多駅よりバスご利用 ･･････････約15分
◆空港より地下鉄・バスご利用 ･････約25分
　※JR博多駅乗り継ぎ　バス停「南薬院」下車

〈追伸〉なお、連絡不行き届きの会員の方もいらっしゃると思いますので、1人でも多くの方をお誘い下さい。

変更などの連絡は、ホームページまたはFAX・郵便でお願い致します。

上智福岡中学高等学校同窓会事務局
上智福岡中学高等学校事務局 TEL：092-712-7181

〒810-0032　福岡市中央区輝国1-10-10
TEL：092-715-9094　FAX：092-715-9095

同窓会ホームページ 同窓会メールアドレスhttps://www.sophia-taisei.gr.jp info@sophia-taisei.gr.jp
（常時SSL対応）
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