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ごあいさつ

本校同窓生の皆様におかれましては、各域でますますご活躍の
事と拝察し、大慶に存じます。
昨年７月 12 日に行いました平成 27 年度の同窓会総会には、今
回も会場溢れんばかりの多くの同窓生の方々にお集まり頂き、盛
況のうちに開催することができ、心から感謝申し上げます。また、
４月に新たに赴任された早野祐子校長先生や、PTAの高松勝也
会長はじめ多くの歴代の恩師の方々にもご臨席を賜り、重ねて御
礼申し上げます。今年も、この総会を盛り上げるために駆けつけ
てくれた本校ダンス部の可愛い後輩たちの演技に、会場は澎湃と
して起こる大きな拍手に包まれたものでした。
さて、平成 28 年度はいよいよ本校創立 100 周年を目前に控え
た大切な年となります。現在、学校、PTAと共に我が同窓会も、
一丸となってこの創立 100 周年の事業に取り組んでおります。
われわれ同窓会は、母校や母校の後輩たちのためにどのような
ことができるか、また何をすべきか…、同封の趣意書に詳しく述
べておりますような援助、応援を柱に、各種の事業や行事を企画
いたしているところです。それには、それ相応の財源が必要にな
ることは言うまでもありません。
同窓生の皆様！！
我が母校「福岡県立筑紫中央高等学校」の 100 歳の誕生日を、
学校、生徒、保護者、同窓会挙げてお祝いしたく、一人でもの多
くの同窓生の皆様のご支援、ご協力のための募金を心からお願い
してご挨拶とします。

同窓会会長

鬼塚　春光

日時：平成28年７月10日（日）

	 午前11時から
場所：ソラリア西鉄ホテル８階「彩雲」

	 （福岡市中央区天神2-2-43

	 　西鉄天神大牟田線福岡駅隣）

会費：	3,000円（チケットは各学年理事へ）

H28年度同窓会幹事

[当番幹事] 48回生（平成８年卒）

[サブ幹事] 33回生（昭和56年卒）

平成28年度総会決定!!

告知

平成28年度の総会も近まり、
いよいよ創立100周年に向けての
記念事業募金もスタートします!
全員で母校と後輩に応援を!!
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〈平成 27 年度 総会風景〉

創立100周年まで
１年と迫りました!

今・昔 NOW＆THENあれこれ
シリーズ

第４弾

第４回は９回生  前同窓会会長　岡　久凱さんです

創立100周年が間近に迫ってきました。
母校では春の時節を迎え、新たな進路へと進む卒業生、また少し大人になった

新入生で賑わっていることでしょう。
卒業生や新入生に出会うとき、私も62年前（昭32年卒・９回生）に入学した時

のことを思い出します。それは母校100年の歴史の中間点に差し掛かる時でもあ
りました。当時我が母校は現JR南福岡駅と道１本を隔てた処にあり、２・３年生
は本校で、私たち１年生は下大利分校で学んでいました。ところがその年の10月
に本校が火災で焼失し、２・３年生が下大利分校に移ってきました。教室は１学
年分しか出来上っていなかった状態であり、更にその２ヶ月後に今度は移って間
もない下大利校の教室２棟も消失しました。当時全生徒数は1,050名前後でした
が、正規の教室は皆無であり、焼け残った特別教室や講堂を7教室に区切り、ひど
い時は１・２年生は二部授業でした。
今日のようなプレハブの建物等を建てる建築技術はまだ無かった時代ですから

推して知るべしです。私たち９回生が教室を与えられたのは２年生の後半になっ
てのことでした。この混乱はその後母校の発展に陰に陽に影響を与えたと言える
と思います。特に私は２年の２学期から３年の１学期迄生徒会長を拝命しており
ましたので、この時期の事は強く印象的に記憶しています。またこの混乱の中で
多くの反対を押し切って剣道部を創設した事も大きな思い出です。
その後母校は今日に至る発展をしていくことになります。下大利に移転してく

るときに、学校の敷地（現在地）が大きく確保されたことは、校内環境整備と拡
充の上で大きな貢献を果たし、本当に幸いなことであったと思います。
1978年（昭和53年）に９回生が同窓会総会の当番幹事を務めた時より、それ

まで遠ざかっていた同窓会のお世話に戻りました。その頃は100周年記念総会な
ど遥か先の事でしかありませんでしたが、60～80周年記念総会を行い90周年を
迎える矢先、つまり2002年（平成14年）に同窓会会長を拝命したことで、90周
年記念総会（2007年・平成19年11月10日）をどの様に行うかが現実感を伴う課

題として迫ってき、内心あわてました。というのもその頃は総会の会場は天神の
「ソラリアホテル」で行われており、その規模内容も拡大していました。従って
90周年記念総会は当然その規模を更に拡大すべきでした。しかし90周年記念総会
の催し方は次に来る100周年との兼ね合いが問われます。つまり90周年記念総会
（事業を含む）は誰が考えても10年後の100周年記念総会のプレ事業的色彩を持つ
ものであります。かと言って80周年記念総会を下回る訳にはゆきません。よって
必要とする経費（同窓会の蓄積金・及び会員の皆様にお願いせねばならない寄附
金）の規模をどの程度にするか、思い惑う事ばかりでした。これらの事項は当然「学
校及びPTA」との兼ね合いがあり同窓会の単独行動は許されません。従って三者
で協議を行った結果、旧図書館を取り壊し、駐車場を新設する事になりました。
これにより校内の到る所に無秩序に駐車していた自動車・自転車の整頓がなされ
（90周年記念誌P24・P134参照）、景観を良くするために役立つ事業となりました。
今日自動車で時々母校を訪ねる時、前庭や玄関付近はすっきりとしており、駐車
も秩序良く出来ることを嬉しく思います。
他はブラスバンドの楽器を贈呈しました。
そして2008年7月（平成20年）、現会長の鬼塚春光氏（18回生）にバトンタッ

チ致しました。
鬼塚会長は創立100周年に向けての大役を担ったわけですが、「学校」「PTA」「同

窓会」の三者により構成するそれまでの『財団法人筑紫中央協会（理事長は同窓
会会長が就任し運営する）』が法改正により一般財団法人へと改組され、これによ
る重責が会長の肩の荷を更に重くしています。この法改正は結果的に創立100周
年記念事業にも影響を与えており、そのご苦労は大変なものです。
この様な現実のなかで創立100周年、つまり2017年（平成29年）11月が近づ

いています。
今、鬼塚会長を先頭に同窓会役員（役員会・理事会）によって着々と記念事業

計画が進められていることに大きな評価と感謝を致しております。我が同窓会は
３万を優に超す卒業生で構成されております。どうかこの創立100周年記念事業
が皆様のご支援を頂いて母校福岡県立筑紫中央高等学校の歴史に残る事業となり
ますことを衷心より念願致しております。

創立90周年より100周年へ
前同窓会会長（現相談役） ９回生　岡　久凱

挨拶　鬼塚 春光 会長

在校生　ダンス部１

閉会挨拶　秋吉 正一 副会長

挨拶　早野 祐子 校長先生

在校生　ダンス部２

恒例の校歌斉唱

恩師挨拶　橋本 多門 先生

サブ幹事32回生　抽選

次年度48回生以降の若い人達

司会担当47回生

幹事47回生とゲスト？ばってんぶらぶらさん

万歳三唱　東京同窓会　波多江 克己 会長

会務報告　関井 利夫 事務局長

ばってんぶらぶらさん50回生？

お礼の挨拶　兼田信也47回生代表
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平成 26 年度　同窓会決算書報告

各学年同窓会の紹介

＊収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：円）

費 目 予 算 額 決 算 額 増 減 備 考

前年度繰越 1,831,739 1,831,739 0
全日制会費 7,170,000 7,115,000 ▲55,000 ＠500×14,230口
全日制入会金 1,200,000 1,182,000 ▲18,000 ＠3,000×394人
定時制会費 302,400 195,900 ▲106,500 ＠300×653口
定時制入会金 102,000 78,000 ▲24,000 ＠3,000×26人
諸 収 入 10,000 48,733 38,733 利息等

計 10,616,139 10,451,372 ▲164,767

＊支出の部
費 目 予 算 額 決 算 額 残 額 備 考

事 務 費 400,000 171,013 228,987 事務用品、消耗品、HP作成・管
理費

会 議 費 600,000 378,178 221,822 理事会等諸経費

旅 費 600,000 411,000 189,000 会議等費用弁償・東京、関西同
窓会等出席旅費等

渉 外 費 400,000 215,862 184,138 交際・渉外費、慶弔謝恩費

通 信 費 300,000 246,640 53,360 『つくしの』送料・理事会等案内
通信費

事 業 費 2,000,000 1,251,466 748,534 支部活動費、『つくしの』印刷費、
各種事業費

人 件 費 420,000 420,000 0 事務職員賃金

積 立 金 3,500,000 5,500,000 ▲2,000,000 積立金会計への繰出し

予 備 費 2,396,139 0 2,396,139

計 10,616,139 8,594,159 2,021,980

平成 27 年度　同窓会予算

○ 総収入額        −　総支出額     ＝　残額
　  10,451,372円　　−　8,594,159円　＝　1,857,213円（翌年度へ繰越）
○積立金（定期預金）決算

平成25年度までの積立 47,030,799円   （平成26年５月現在）
平成26年度分積立 5,500,000円 
平成26年度分利息 6,790円

計 52,537,589円  （平成27年５月現在）

監査の結果、上記のとおり相違ない事を証明します。
　平成27年５月20日　　
　　　　　　　　監事　和田　健作　　　井上　恵美子（印省略）

＊収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

費 目 平成27年度 平成26年度 比 較 備 考

前年度繰越金 1,857,213 1,831,739 25,474
全日制会費 7,122,000 7,170,000 ▲48,000 ＠500×1,187人×12ヶ月
全日制入会金 1,200,000 1,200,000 0 ＠3,000×400人
定時制会費 252,000 302,400 ▲50,400 ＠300×70人×12ヶ月
定時制入会金 72,000 102,000 ▲30,000 ＠3,000×24人
諸 収 入 10,000 10,000 0 利息等

計 10,513,213 10,616,139 ▲102,926

＊支出の部
費 目 平成27年度 平成26年度 比 較 備 考

事 務 費 300,000 400,000 ▲100,000 同窓会HP管理費、事務用品、
消耗品

会 議 費 500,000 600,000 ▲100,000 理事会等諸経費

旅 費 600,000 600,000 0 会議等費用弁償、東京・関西同
窓会等出席旅費等

渉 外 費 400,000 400,000 0 渉外費、慶弔謝恩費関係費

通 信 費 300,000 300,000 0 『つくしの』送料、理事会等案内
通信費

事 業 費 1,500,000 2,000,000 ▲500,000 支部活動費、『つくしの』印刷費、
各種事業費

人 件 費 420,000 420,000 0 事務職員賃金

積 立 金 5,000,000 3,500,000 1,500,000 積立金への繰出し

予 備 費 1,493,213 2,396,139 ▲902,926

計 10,513,213 10,616,139 ▲102,926

○積立金予算（定期預金）

平成26年度までの積立 52,537,589円 （27年５月現在）

平成27年度積立予定 5,000,000円

計 57,537,589円 （＋預金利息）

１．創立100周年記念に向けての組織作り
２．つくしの（同窓会新聞）の発刊（第45号）
３．支部活動助成
４．同窓会入式の開催
５．在校生への部活動等援助
６．�一般財団法人筑紫中央協会への援助�⇒�協会の事業について

は下記参照
７．その他

１．福岡県筑紫中央高等学校の教育活動に対する援助
　　予算の範囲内で、次の援助を行う。
� （１）修学奨励費の支給
� � 向学心に富み学資の支弁が困難な者に対して授業料相当額（月額�10,000円）を支給する。
� （２）特別生活指導に対する援助
� � 卒業時の皆勤生徒（皆勤賞）並びに学業成績、校友会部活動及び生徒会活動の優秀生徒（宰都賞）の表彰に対して援助する。
� （３）生徒会活動及び部活動に対する援助
� � 生徒会活動の活性化を図るための支援及び部活動の振興を図るため、用具等の購入を援助する。
� （４）定時制課程の教育振興に対する援助
� � 定時制課程の教育振興を図るため、在校生及び卒業生に鳳雛賞、若草賞、部活動功労賞、特別賞及び皆勤賞等の表彰に対して援助する。

２．一般財団法人筑紫中央協会「みかさ会館」の運営管理
� �生徒の学習宿泊訓練及び部活動の合宿会場として提供し、併せて教職員及び地域住民の研修場所とし

て開放する。

３．福岡県立筑紫中央高等学校「校内売店」の運営管理
� �生徒の利便性に配慮し、学習するうえで必要な文具類、パン食品及び学校が指定する清涼飲料等を販

売するための校内売店を運営管理する。

平成26年度事業報告

平成27年度事業計画

平成27年度　一般財団法人筑紫中央協会事業計画

１.会議等

平成26年 ７月 12日 平成26年度同窓会総会
８月 18日 相談役との打合せ会議
10月 29日 事務局会議
11月 ８日 運営委員会・理事会（総会反省会）

平成27年 １月 29日 運営委員会
３月 30日 HP業者との打合せ
４月 ７日 事務局会議
５月 14日 事務局会議

２.支部関係

平成26年 10月 ４日 同窓会　関西支部総会
10月 26日 東京同窓会（紫苑会）総会
11月 16日 同窓会　太宰府支部総会

３.学校関係

（１）学校行事への参加
平成26年 ４月 ８日 平成26年度　第69回入学式（全日）

平成26年度　第67回入学式（定時）
５月 14日 創立記念日

記念講演（21回生　星野　敬司氏）
５月 21日 創立100周年記念準備委員会
６月 ７日 文化祭（宰都祭）
６月 14日 ようこそ大先輩
９月 ６日 体育祭（全日）
10月 ３日 体育祭（定時）

平成27年 １月 29日 創立100周年記念実行委員会
２月 27日 同窓会入会式　（主催）
３月 １日 第67回卒業証書授与式（全日）
３月 ６日 第65回卒業証書授与式（定時）

（２）在校生及び部活動等援助
（部活動援助、大会広告掲載、卒業記念品等）

４.学校・PTAとの交流会出席

平成27年 ３月 １日 卒業を祝う会
４月 ７日 生徒会との懇談会

５.その他

　（１）つくしの（同窓会新聞）　第44号発刊
　（２）一般財団法人筑紫中央協会への援助
　（３）その他

13回生

平成27年11月14日�開催

10回生

平成26年９月25日�開催

平成25年11月13日�開催　於:一品香
題字は尾中�茂信さん

10回生（平成25年 開催時）



君の「夢」を実現する進路指導

その他の合格大学：
鹿屋体育大学、琉球大学、下関市立大学、
北九州市立大学、福岡県立大学、
長崎県立大学、熊本県立大学 0
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会費：男女共￥8,000

アルカディア市ヶ谷（私学会館）（JR市ヶ谷駅徒歩３分）
TEL 03-3261-9921

場 所

平成28年10月29日（土） 12：00〜日 時

東京同窓会会長　波多江　克己（16回生）
井上　正平（19回生）　090-3331-6825

連絡先

東京同窓会（東京紫苑会）開催

～平成27年度入試実績（全て現役のみ）～

私立大学（全て延べ数）

早稲田大学１名　明治大学１名　立教大学４名
中央大学３名　法政大学１名　
関西大学２名　立命館大学９名

東京海洋大学１名　熊本大学１名
九州工業大学３名　山口大学３名
福岡教育大学３名　長崎大学１名
佐賀大学18名

国公立大学

54名
合格！

関西支部長　石橋　幸次（20回生）
〒657-0041 神戸市灘区琵琶町２-５-７　TEL 078-802-7178

連絡先

福岡大学
合格者数日本一!!

（「サンデー毎日」　３／16号）
５年連続 合格者数

300名超!!

160名

西南学院大学

393名

福岡大学

同窓会関西支部総会

日時：平成28年11月13日（日）　11：00開催（受付 10：30〜）
場所：太宰府館（太宰府市地域活性化複合施設）
 太宰府市宰府３-２-３　TEL 092-918-8700
 西鉄電車 太宰府駅より徒歩２分
 ※天満宮では「菊花展」が開催されています。
会費：￥2,000（男女共）（太宰府市在住以外の同窓生も大歓迎）

太宰府支部事務局長　平島　正（10回生）
〒818-0125　太宰府市五条４-13-46
TEL 080-6416-5902

連絡先

⃝「博多仁和加」
　福岡市無形文化財指定
　博多仁和加振興会 相談役　平野　隆之（10回生）
⃝珍さんのマジックショー
　太宰府支部副支部長　瀧口　隼生（４回生）

催し物

同窓会太宰府支部総会

国公立大学合格者の推移

開催間近！奮ってご参加下さい!!

※平成28年度実績は次号に掲載します。

※写真は前回の総会の様子です。
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今回の『募金・寄附』についての質問等Q&A

振込手数料は、入金額から差し引いても
よいのですか？Q１

同封しています所定の用紙でお振込みを
お願いします。その場合振込手数料はか
かりません。

A１

本人（卒業生）も配偶者も働いていて所
得がある場合や、卒業生ではない方のみ
所得がある場合などは、どのようにした
らよいのですか？

Q３
税金納付額が多い方のお名前で募金・寄
附して頂き、寄附金控除を使って頂くほ
うが効果的であります。
卒業生でない方が送金する場合は同封の
用紙の依頼人の名前を訂正して送金して
下さい（訂正印を押印して下さい）。

A３

確定申告の時に提出の必要がある［領収書］の発行はどうなりますか？Q５
平成28年10月から11月ごろ［領収書］と共に御礼状（招待状）を発送
する予定です。尚、御礼状は創立100周年記念式典行事の招待状も兼ね
ていますので大切に保管して下さい。
※�いずれにしましても、詳しくお知りになりたい方は、お住いの市町村
役所もしくは税務署にお尋ね頂き内容を確認の上、振込（募金・寄附）
をお願い申し上げます。

A５

ふるさと納税（ワンストップ納税）は確
定申告しなくて済むのではないですか？Q４

今回の募金・寄附は、それとは違い、必
ず確定申告されないと控除が受けられま
せん。

A４

確定申告はしておらず、年金所得暮らし
ですが、控除はどうなりますか？Q２

年金所得のみの方でも、所得税・住民税
を払っていれば控除はあります。ですの
で、確定申告をして下さい。お願いします。

A２

寄附金御礼状（領収書）の見本

▲

役 職 回　生 氏　名

会 　 長 高全 18 鬼塚　春光

副 会 長

高定 6 久保　悦子

高全 14 永田　義信

高全 15 飯田　恵津子

高全 20 秋吉　正一

高全 21 高橋　裕司

高全 25 中野　雅彦

相 談 役

高全 6 村田　安幸

高全 9 岡　　久凱

女 20 藤　　智恵

女 29 陶山　雪代

事務局長 高全 23 関井　利夫

事 務 局
担 当
常任理事

高全 11 山本　芳昭

高全 28 日隈　真弓

高全 35 若山　みどり

高全 39 佐藤　章成

常任理事 女 19 鬼倉　公代

役 職 回　生 氏　名

常任理事

女 30 中村　君枝

高全 3 浦部　ミドリ

高全 4 今田　敬輔

高全 5 井上　龍樹

高全 6 山城　高常

高全 7 中原　英一

高全 8 木下　隆介

高全 9 本田　重幸

高全 10 金丸　公彦

高全 11 松尾　徹也

高全 12 高良　英征

高全 13 河合　慶司

高全 14 森崎　九州男

高全 15 吉原　丈夫

高全 16 日下部　伸子

高全 17 木村　敏美

高全 18 大神　きくゑ

役 職 回　生 氏　名

常任理事

高全 19 黒岩　敏行

高全 20 田代　邦夫

高全 21 浅海　順二

高全 22 青木　知恵子

高全 23 中村　　稔

高全 24 白水　重孝

高全 25 廣田　勝弥

高全 26 見城　俊昭

高全 27 深町　好美

高全 28 甫足　邦生

高全 29 松田　和男

高全 30 楢木　孝一

高全 31 藤　　武志

高全 32 渡辺　美穂

高全 33 下佐古　崇司

高全 34 畑村　俊樹

高全 35 藤　　靖志

役 職 回　生 氏　名

常任理事

高全 36 井手　謙二

高全 37 引地　健司

高全 38 橋口　親一

高全 39 楢木　英幸

高全 40 中島　義徳

高全 41 橋川　史典

高全 42 堀　修一朗

高全 43 堀　　政宏

高全 44 隈﨑　啓一郎

高全 45 山田　秀雄

高全 46 榊原　　優

高全 47 平石　洋介
太 宰 府
支 部 長 高全 7 江登　正宣
東京同窓
会 長 高全 16 波多江　克己
関 西
支 部 長 高全 20 石橋　幸次

監 　 事
高全 15 和田　健作

高全 33 井上　恵美子

福岡県立筑紫中央高等学校　同窓会役員名簿
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創立
100周年まで

1年
福岡県立筑紫中央高等学校

創立100周年記念事業募金が始まります!!

《具体的手続き》
　募金・寄附をして頂いた方に「領収書」を記念事業実
行委員会から送付いたします。
　平成28年中に募金・寄附された方は、この書類を添え
て翌平成29年３月15日までに確定申告をして頂きます。
　また、平成29年３月31日までに募金・寄附された方は、
翌平成30年３月15日までに同様に確定申告して頂きま
すようお願いします。

《募金・寄附期間》
　福岡国税局長の承認を得て、平成28年４月１日から平
成29年３月31日までの１年間の期間限定で募集します。

　今回の募金活動は学校とPTAと一緒に記念事業実行委員会を作り三者合同で行い、県の施設の充実に期す
るため、県の寄附金控除が適用できることになりました。以下、簡単にご説明を加えますので、同時
にお送りしている『募金趣意書』と一緒にご覧いただき、内容をご確認下さい。
※ くわしくは、お住いの市町村役所及び税務署にてお尋ね下さい。個々人の事情により対応が異なる場合があります。

卒業生、同窓生の皆様！
我らが愛する『母校と後輩』に応援をお願いします。

100周年
マスコットキャラクター

宰都くん宰都ちゃん

100周年記念ロゴ

100周年記念
ピンバッジ

▲税金の控除について表したグラフ

募金
（寄附金）

控除額
住民税からの控除

所得税からの控除 所得税からの控除：募金を行った年の所得税から控除
【❶所得税からの控除】

住民税からの控除：募金を行った翌年度の住民税から控除
【❷住民税からの控除（基本分）】＋【❸住民税からの控除（特例分）】

自己負担額
2,000 円

《控除額の計算》

※ 創立100周年のロゴ・キャ
ラクターは、生徒へ公募し、
決定をいたしました。


