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賀大学楠葉同窓会

№

役員改選

立候補者の受付について

楠葉同窓会会則」第６条及び「役員選出規

程」に基づき、５月９日の総会で選出される

次期会長、理事及び監事の候補を次の要領で

受け付けます。

記

１．立候補資格 同窓会正会員

２．受付期間 ４月18日～28日

３．届出方法 書面により次の内容を記載

のうえ事務局へ提出

①立候補の区分 会長、理事、監事

②氏名

③現住所

④出身学部、学科、入学年次

４．総会当日の、会場での立候補は受け付け

ませんので御了承ください。

楠葉同窓会役員選出委員会

委員 富崎 昭宏（昭36入 文理・経済）

委員 江口 達也（昭56入 経済・経済）

委員 山村 隆介（昭56入 経済・経済）

委員 大塚 憲治（昭56入 経済・経営）

委員 松江 正幸（昭58入 経済・経営）

連絡先 佐賀大学楠葉同窓会事務局

佐賀市本庄町１番地

佐賀大学「菱の実会館」内

電話 0952-23-1253

佐賀大学楠葉同窓会の総会・懇親会を次のと

おり開催します。

今年度は役員改選の時期になっていますので、

役員に立候補される方は右の要領で、必要事項

を記入のうえ、同窓会事務局内の役員選出委員

会に届け出てください。

記

開催日 平成21年５月９日㈯

会 場 グランデはがくれ」（旧はがくれ荘）

佐賀市天神２丁目１番36号

ＴＥＬ0952―25―2212

【総 会】

時 間 午後４時から

参加者 役員、代議員（会則11条）

【懇親会】

時 間 午後５時30分から

参加者 楠葉同窓生全員を対象

会 費 3,000円

(当日も受付可能ですが、準備の都合

上、なるべく事前にチケットをお買い

求めください。）

懇親会の世話は、経済学部56年入学者及び58

年入学者の実行委員の方々により準備が進めら

れています。

なお、実行委員の方々は次のとおりです。

56入･経済 碇 公徳

56入･経済 江口 達也

56入･経済 木塚 徳男

56入･経済 古賀幸太郎

56入･経済 徳安 茂隆

56入･経済 中島 忠

56入･経済 山村 隆介

56入･管理 大曲 和彦

56入･経営 大塚 憲治

56入･経営 松尾 秀樹

56入･経営 森 一博

56入･経営 平川 浩二

58入･経営 松江 正幸

平成21年度総会･懇親会のご案内
５月９日㈯ グランデはがくれ で開催



私たち富田ゼミは労働経済学を中心に取り

扱っています。労働時間、雇用失業問題、労働

法などに関するテキストを読み、毎回レポー

ターが作成したレポートをもとに先生とゼミ生

で意見を交わします。経済学の古典を読んだこ

ともあります。

事前にテキストを読むことに加え、レポート

を作成し、また議論に参加することで内容に対

する理解が深まります。最初は内容が難解に感

じることもありますが、先生が丁寧に解説して

くれるので、次第に知識が蓄えられ、難解な文

章も読み解くことができるようになります。ま

た、富田先生はとても気さくな人なので、授業

外での質問や相談にも気軽に乗ってくれます。

ゼミの雰囲気も少人数ながらも明るく、比較的

馴染みやすいです。

私たちはこれからも充実したゼミ活動を目指

して頑張っていきます。

（08年度３年生、幸野 圭将、酒見 正斗）
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１月21日㈬福岡市大

名・博多廊にて『葉隠会』

新年例会開催。（20名参

加）

当会は、昭和41年佐大

卒の同期会、福岡近辺在住者会員を中心に、

学部、学科を問わず集まっています。今まで

男性ばかりの会です。「誰か女性会員を連れて

来て…。（皆の意見）」

会員の年齢はまだまだ若い65歳～67歳。佐

大卒業後早や43年経過、厚顔の美少年も

『新年会

と気品に溢れたチョイ悪オヤジです。ま

だまだ若い人には負けられません。

当日博多廊では、後輩の川崎功児君（平成

７年入・経済）が顧客担当として世話をして

くれました。

）

窓

会理

Anti agingですばらしい人生に乾

杯 』の横幕は牧瀬正之君の手製。楠葉同

に佐

賀

事百武英明君（37年入・経）も応援

経白石

よりかけつけた。

37豊彦（ 入・

ゼ ミ ナ ー ル の 紹 介 第６回



３回目の戦いは、大正14年６月７日と決

まった。福高側は２度目の迎撃で、臥薪嘗胆、

石の上にも三年、の佐高は二連敗の雪辱を果

たすべく、猛練習の日日。寧日はなかった。

この頃歌われた応援歌に「旋風一陣砂塵を

捲きて 十五原頭雲を呼び 雄々しく起てる

六百の 健児の刃恨みに燃ゆる」（三節構成）

（作詞大正15年理科出、尾崎房次郎長崎医大

卒、作曲同、後藤日出男九州大医学部卒）が

あり、福高戦の志気を鼓舞した。

福高応援団は櫛田神社に、かしわ手を打っ

て戦勝を祈願。赤旗を手に大太鼓を打ちなら

して街頭行進し前景気をつける。生徒達の高

まる昂進度に、祭り好きの博多っ子は欣喜雀

躍して拍手喝采を浴びせた。

戦いの日が来た。まず前途を祝し狼煙３発

を打ち上げると、西公園電停前の広場には大

勢の市民が雲集して、彼らの応援団を結成。

そのまま佐高軍を迎えるべく、博多駅前へと

繰り出した。

一方佐高では選手が松原神社と八幡社を回

って勝利を誓う。凱風快晴の７日には、５発

の狼煙を上げ、多布施の松原銅像園前に集

まった。生徒の応援団500人は、増車した午前

８時10分発の列車で先発。800人の市民応援団

が13両の臨時列車に乗り込み、先発列車を鳥

栖駅からはノンストップで追った。

博多駅と周辺は黒山の人だかりで灰神楽が

立つような騒ぎに。「旋風一陣……」の応援歌

を高唱、飛び交う声援は、ハイタイド（最高

潮）に達した。呉服町から東中洲、天神町を

経て西公園、六本松へと威風堂堂の行進、市

民の目を見張らせた。グラウンドを埋め尽く

した観客は約３万人、なかでも１塁側の校舎

の屋根まで鈴なり。警備員がホースで放水す

るが、観客は瓦を剝いで応戦した。

試合は佐高が１回に１点を先取して幸先き

はよかったが、その裏に福高の三島東作が鮮

やかな３塁打を放って２点を入れ逆転。４回

にも４点を挙げた。５回には１点を入れ７回

に５点を追加してダメ押す。佐高は９回に５

点を挽回したものの万事休す14―６で凱歌は

三度福高へ。佐高は三度舞鶴城下に伏した。

青陵の野面を渡る風に、夏草の匂いが漂う

なか、山肌に大きな影法師が落日を浴びて哭

いていた。 大谷 希幸（30卒・法)

田中幸男顧問を偲ぶ

何十年前になるだろ

うか。

脊振登山の途中 山

麓方面から一歩一歩踏

みしめる様に坂を登っ

てきた男と ばったり

峠の頂上で出会い会釈

… 田中幸男さんでした。

又、別の日山麓で渓流釣りを楽しんでおら

れる姿を望見したこともありました。山葵が

自生する渓流だと後日聞かされ 詳しいなと

感心していたら、実は田中さんの郷里だった

のです。

揺籃期の同窓会も脱皮の時期を迎え、新会

長候補者を探すことになり私は迷うこと無く

田中さんを推し、久留米大学の研究室にお邪

魔して説得に成功しました。

不知火寮の名寮長 山男にして文学青年理

学医学の博士号所持者 卒業生にとり彼ほど

信頼される方はなく全役員が承認、盤石の同

窓会実現に貢献していただいた次第です。

立派な大学には立派な卒業生が居て 母校

支援の活動をしている 世界的にそうなって

いるのだと断言されるのが彼の口癖でした。

又同窓会の空気が気に入られたのか最初一期

だけと言っておられたのだが、次第に熱を帯

びて行くかの如く率先して会館建設にも奔走

してくれ母校の運営にも積極的に発言をされ

正に堂々たる会長ぶりでした。

惜しい 早過ぎた 心からご冥福を祈りま

す。 関本 優（29入・経）
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歌は流れる その55



発 行 佐賀大学楠葉同窓会

佐賀市本庄町 佐賀大学菱の実会館内
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発行者 梅 崎 正 道(33入・経）
編 集
代表者 徳 永 進(45入・経）

郵便振替［01760―９―25635］

Ｈ2011１◇会報「なんよう№89」発行
５ 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 田中 敦子氏（教育学部)
６ 佐大同窓会会報「楠の葉」№10編

集会議
８ 諫早支部総会（25周年）・懇親会

╱グランドパレス諫早
12◇楠葉同窓会役員会
12 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 吉田 宗平氏（教育学部)
12 佐賀大学同窓会と就職内定者と

の懇談会╱大学会館
15 筑後支部総会・懇親会╱ランヴィ

エール勝島
18 東京支部総会・懇親会╱南青山会

館
19 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 澤野 兵造氏（理工学部)
22 佐世保支部総会・懇親会╱レオプ

ラザホテル
23 第16回佐賀県青春寮歌祭╱エス

プラッツホール
26 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 塩谷 有弘氏（理工学部)
12３ 単位提供講座キャリアデザイン

╱在学生（就職内定者５名）
５◇経済学部と楠葉同窓会との意見

交換会╱ニューオータニ佐賀
10 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 冨岡 譲二氏（医学部）
10 佐大同窓会代表役員会╱はがく

れ荘
17 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 甲斐 裕子氏（医学部）
22 校友会との打合せ・懇談会
24 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 永松 愛子氏（農学部）
26 佐大校友会と同窓会と覚書きを

取り交す
Ｈ21１ １ 佐大同窓会会報「楠の葉」№10発

行
14 単位提供講座キャリアデザイン

╱講師 脇屋裕一郎氏（農学部）
21 単位提供講座キャリアデザイン

╱総括 反省会
２ ４ 佐大各学部後援会との打合せ会

╱佐賀大学「菱の実会館」
９ 佐大同窓会代表役員会
14 鹿児島支部総会・懇親会╱ホテル

クレストン鹿児島
18◇楠葉同窓会役員会
26◇楠葉同窓会総会・懇親会打合せ

３ ６ 佐大校友会へ同窓会から特別寄
附金贈呈

24◇楠葉同窓会役員会
24 佐賀大学平成20年度学位記授与

式

佐賀大学校友会」が平成20年４月１日に設立されていま

す。この会の会則が平成20年12月２日に改正され、佐賀大学

同窓会が正会員になりました。従って、本楠葉同窓会会員は

校友会の会員になります。

校友会の目的は、佐賀大学憲章に掲げてある目的及び使命

の達成を支援し、佐賀大学の発展に寄与するとともに、校友

会会員の親交を図ること、とされています。

今後は校友会の会員として、同会の活動に参加することに

なります。 徳永 進（45入・経済）
校 章
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佐賀大学同窓会事務局日誌 (◇印は楠葉同窓会)


