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集いに集った！同窓生！ 寄附金から当日の創立百周年記念式典・祝賀会まで
ご協力を頂きました。本当にご苦労様でした。そして、ありがとうございました！！

ごあいさつ

同窓会会長

鬼塚

春光

厳しかった冬も通りすぎ、ようやく春の訪れ
を感じるようになりました。
同窓生各位におかれましては、各方面でます
ますご活躍の事とお慶び申し上げます。
さて、昨年は同窓生の皆様方には、本校及び同窓会の創立百周
年に際し物心両面にわたり、ご協力、ご支援を頂き、ありがとうご
ざいました。心から御礼を申し上げます。
お蔭をもちまして、同窓生の方々から今までにない多額のご寄附を
賜り、それに加えて同窓会の積立金を合わせ、本校の教育振興に
役立ててもらうべく、全てを後輩たちの為に寄附させて頂きました。
（詳しくは３ページをご覧ください）

また、11月12日（日）の記念式典及び祝賀会には未曾有の会員の
方々の参加を得、多少のご不便をおかけしましたが、実行委員一同
大変喜んでいるところです。
加えて、前日の11日（土）の学校における本校創立百周年は、後
輩の生徒達や先生方のお蔭で、それはそれは大変素晴らしい式典で
あった事も、出席した同窓会会員を代表してご報告させて頂きます。
いずれも、これからも長く続くであろう本校の歴史に新たな一里
塚になる事を確信致しました。
私の当日のご挨拶を含め、今回の「つくしの」はその詳細の報告
を掲載していますのでご覧頂き、残念ながらご出席叶わなかった同
窓生の方々にも創立百周年の歓びを共有して頂ければ、望外の喜び
であります。
結びに、母校のますますの隆盛と、同窓生各位のさらなるご健勝
を祈念し、ご挨拶と致します。

平成30年度総会（101年目）開催！
！
日 時

平成30年７月８日（日）午前11時～

平成30年度同窓会幹事

場 所

ソラリア西鉄ホテル８階「彩雲」

当番幹事▶50回生（平成10年卒） サブ幹事▶35回生（昭和58年卒）

平成29年11月12日 創立百周年記念式典の会長あいさつ

鬼塚

春光

ほうすう

歌の中にある「鳳雛いく百、すこやかに…」に因み、鳳雛の時代

同窓会の創立百周年記念の今日のこの

すなわち、鳳の雛の時代に知り合った仲間との絆を、卒業後も大

おおとり ひな

佳き日を、本校校長・平塚健士先生は

切にしていきたい同窓会にはピッタリである…との考えから、こ

じめ多くのご来賓のご臨席を賜り、そ

の百周年の実行委員会すなわち同窓会常任理事会で「鳳雛会」

して、お忙しい中、この百周年のお祝

と名づけて頂きました。

いに駆けつけて頂きました会場一杯の

同窓会会長

ほうすう

本日は、福岡県立筑紫中央高等学校

さて、わたくしども同窓会は、大正６年の本校創立から３年後、

同窓生の皆様と共に、また、このあと

わずか 17 名の卒業生から始まり、母校の歩みと共に母校に寄り

の本校同窓生「武田鉄矢さん」の講演

添い、
「喜びも悲しみも幾年月」
、
苦楽を共に歩き続けて参りました。

を聞きに来てくれている在校生の皆さ

永い歴史の中で、本校が大きな喜びに湧いている時は共に喜び、

んと、そしてそして、たくさんの募金

また苦難に立ち向かっている時は、しっかりと支え、早く立ち直

をしていただきながら都合で残念なが

るよう祈りながら、物心両面に渡り、励まし続けてまいりました。

ら今日お見えになれなかった多くの同

創立時の女学校から男女共学へ、さらには期待を担って定時制

窓生の皆様とともに、
お祝いできますことを心から感謝しています。

課程を併置、時を経て、地域の大きな応援、支援のもとにこの地

まずもって、この百周年に当たり、同窓生の皆様方に、学校及

大野城市、当時の大野町に移転してきた時々のことなど、新しい

び後輩の勉学のために多額の寄附をお願いいたしましたところ、

学校作りを自らの手でなし遂げてこられたお話をされる時の、あ

かつてない程の金額のご寄附を賜り、心から感謝申し上げます。

の先輩方の誇らしげな顔を、私は決して忘れません。

いしずえ

あの女学校の先輩方を含む多くの先輩方の気迫が、本校の礎に

ありがとうございました。
全てのご寄附に、同窓会の積立金を加え、過日、校長先生にお

なっている事は紛れもない事実なのであります。
そして、それらを経て新しい時代に入り、昭和 45 年の春の選

渡ししたところです。
学校としては、まだ福岡県内では各高校に、高額のため１～２

抜、甲子園出場を果たした事、またその後もあの玉竜旗剣道大会

台しか入っていない電子黒板を、全ての教室に設置し、また吹奏

での女子の準優勝、そのほか、弓道部や水泳部、放送部、書道部、

楽部への楽器、生徒の体力増強にトレーニングマシーン等の購入、

文芸部等々の活躍は、私達にとっても何事にも替えがたい応援歌

それに百周年を記念し、在校生 10 人をアメリカ・ニューヨーク、

でした。

ワシントンへ研修派遣する事業等々に充当されました。
今後の母校の教育環境に多大の貢献ができ、ますますの母校

そして今、皆さん達とともに母校の百才の誕生日をお祝いでき
ることは、言葉に言い尽くせない程の感激で一杯です。
心からお祝いし、そして御礼申し上げます。

の活躍が期待できると、喜んで頂いております。
この事は、今年度中には、同窓会新聞「つくしの」で詳しく、

最後になりましたが、本校をご指導いただきました多くの教職
員の方々、そしてお支えいただきました教育関係の方々、優しく

ご報告申し上げます。
またこの際、百周年を記念して、もっともっと同窓会に親しみ

お見守り頂きました保護者や地域の方々に感謝するとともに、今

を持ってもらおうと、福岡中央高校の「香蘭会」
、福高女子の「紅

日駆けつけてくれた「武田鉄矢さん」
「徳永玲子さん」
「ブルーリ

梅会」
、日本大学の「桜門会」のように他校に見られるような愛

バーのお二人」
「ばってんぶらぶらさん」の母校愛を讃え、多く

称の制定、加えてその愛称を付した「同窓会旗」を作成いたしま

の方々の今後の更なるご支援、ご指導を賜りますことをお願いし、

した。今日、初お目見えで私の後ろに今、掲示いたしているもの

加えて同窓会は今後も３万数千人一丸となって、母校を応援して

です。

まいりますことを皆様と共に固く、固くお誓いし、挨拶といたし

この愛称については議論百出、多くの意見を頂きましたが、校

ます。

同窓会愛称決定！ 同窓会旗完成！
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同窓会の愛称「鳳雛会」の制定と
同窓会旗の作成について
この愛称については、校歌の一節にある ｢ 鳳雛幾百すこやか
おおとり

ひな

に……♪♪ ｣ にちなみ鳳雛の時代すなわち鳳の雛の時代に知り
合った仲間との絆を、卒業後も大切にしていきたいとの思いか
ら「鳳雛会」と名づけられました。
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同窓会、学校にご尽力いただいた藤 先生に
同窓会より感 謝状をお渡ししました！
本当に在職中も今日も「学校同窓会、学校同窓会」と言っていて、私も自分で学校と同
窓会を私から抜いたら何が残るのだろう何も残らないなと思って、とにかく筑紫中央の為
同窓会の為に何でもするよと言ってずっとしてきました。
90 周年が終わった時 86 才でしたから、
とてもじゃない百周年に私がお祝いの席に
参加するなんて思いもおよばない事でした。
しかし今日まで私が元気にこれた、私の

女学校第20回生

藤

心の支えは筑紫中央高校であり同窓会で

智恵

あったんだなということを今つくづくそう

旧職員
同窓会相談役

思っております。本当に皆さんありがとうご
ざいました。
（藤先生のコメントより）

創立百周年記 念事 業の紹介

皆さんより頂きましたご寄附でこの事業を行うことができました

① I C T 環境整備

電子黒板機能内蔵

②トレーニング機器（６種類）

プロジェクター・パソコン（全33教室分） ③吹奏楽楽器購入（９点）
④（講堂）緞帳（１式）
⑤高女門柱の移設・記念プレート
⑥正門改修
⑦旧校旗額装・寄贈タペストリー額装
⑧生徒海外研修（７月21日～７月30日）
⑨ロゴ、キャラクター作成、
生徒配布用クリアファイル

2,974件

タペストリーについて（1985年作製 1450×1790）
も も た しょうこ

贈・百田笙子さん（本校17回生/昭和40年卒）
1987年、高校教科書の表紙に採用された作品で、
今回その原物を学校に寄贈されたものです。

総額 32,300,861円

たくさんのご協力ありがとうございました

¥1,000,000

高６

藤瀬

武

¥500,000

高18

鬼塚

春光

¥480,000

女20

藤

智恵

¥410,000

高24

白水

重孝

¥400,000

高39

佐藤

章成

¥300,000

高15

飯田恵津子

¥200,000

高９

鷺山

¥150,000

高50

¥130,000

¥100,000

寄 附 者 御芳名
高額（10万円以上）寄附者の方々をご紹介させて頂きます

現校長

〃

歴代校長

〃

女20

〃

女24

〃

女25

〃

女30

〃

高１

信昭

〃

高３

大津

智子

〃

高３

高21

高橋

裕司

〃

高４

¥125,000

高25

中野

雅彦

〃

高５

¥120,000

高18

大神きくゑ

〃

高６

¥120,000

高29

梶谷

裕子

¥110,000

歴代校長

田中

義明

尚、他に

「楽園都市」
（タペストリー）

〃

高９

〃

高15

〃

高16

５万円以上 52名、３万円以上 49名

平塚 健士
吉永 雅弘
前田
淑
米田 良枝
前崎 千波
中村 君枝
山本 稲子
後藤 光子
浦部ミドリ
大岡 隼人
藤
岩生
月脚 克彦
岡
久凱
山下 泰子
七里 智子

¥100,000

高17

〃

高18

〃

高20

〃

高22

〃

高25

〃

高29

〃

高30

〃

高34

〃

高34

〃

高35

〃

高35

〃

高36

〃

高42

〃

高44

〃

高46

森脇南海子
篠原 久喜
秋吉 正一
伊藤 徳明
廣田 勝弥
⻆田 幸雄
八尋 正喜
内田 勇人
安藤 洋子
藤
靖志
木本 修司
平山 睦徳
森
美紀
横屋 信夫
山見 啓一

の御寄附がありました。ありがとうございました。
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創立百周年記念講演
（一部抜粋）

演題

「あぁ筑紫中央」

講師

武 田 鉄 矢 氏 （ 20回生）

歌を歌ってくれないかと自分から申し出て、その時のギターを弾い
ていた仲間の一人が中牟田俊男と言いまして、筑紫中央の、２年の
同級生です。後のことではありますが海援隊というフォークグルー
プを作りまして、いまだに旅を続けて日本中をこの男と歌っておりま
す。非常にこうコンプレックスだらけの青春だったんですが、歌を
歌うという楽しさみたいなことを教えてもらいまして、やっぱりここ
に来なければ中牟田と出会うことがなかったわけですからね。
そして私にとっては革命的な出来事が起る、これは自分の人生の
中でもほんとに大きな曲がり角でした。頭が悪いもんですから、母
親に１年だけ浪人させてくれつったら、１年だけは浪人させてやるっ
て、自分で家で勉強して大学行け、それも国立しか行かさんて、や
ることが何にも無い高校３年生。あんまり暇なもんで、雑餉隈の駅
前の本屋さんでちょっと変わった時代劇の小説のタイトルを見つけ
たんですね、その本の名前が『竜馬が行く』という本でした。その１
どうも本日は沢山お集まりいただきまして、ありがとうございます。

頁目を読んでから、頭が幕末に行っちゃったんですね、五巻読み終

一番大きな出来事は、この筑紫中央高校が百年の歴史を迎えたとい

わったのが12月でしたね。一番最後に竜馬が死んでいくところを読

うことではなかろうかという風に思います。現在もまた筑紫中央のた

み終えて本を閉じた瞬間、涙がパーッと出てきてね、それですぐに

めに賢明にその歴史を繫いでいらっしゃる教職員や事務室の方々の

本は閉じて表に飛び出して、星空を見上げながら、
「あなたのように

ご苦労というものを心より感謝したいと思います。卒業生として、こ

生きたい」って呟いたの。

こまで筑紫中央の歴史守っていただきまして、ありがとうございます。

そしてもう一つ、馬鹿みたいに信じた竜馬に起ったこと、俺にも

在校中は決して出来のいい生徒ではございませんで、結構悪さも

起るんじゃないか、その典型的な例が、この後に東京に出てフォー

しておりましたし、また、本学で学んでおるということに関しまして、

クシンガーになるんですね。母親への詫び状文のつもりで、
『母に捧

あまり高いプライドも持っておりませんで、駅を降りましたら、学生

げるバラード』という博多弁の曲を考えたんですね。100 万枚売れる

服のホックを外して、柔道部だったもんでございますから、ガニ股

という大ヒット曲で、ところがあまりにも変わった歌だったもんで、

で、だらしなーく、とことこ登校してた頃の姿を思い出します。私が

普通の歌を出しても全く売れませんでね、九州に帰って来て、母親

１年の時の担任は飯田先生で、いつもケツ叩かれて、
「元気がないお

にちょっとこう情けない弱音で「母ちゃんもうフォークシンガーはダ

前たちは」って。一番怖い先生で生物で今でも憶えていますが鳥潟

メかもしれん」つって言ったら、母親が「みっともないから帰ってく

先生という、ムチ打つ先生がいらっしゃいまして、
「この学校の特徴

んな」って。

は何だか分かっとるか」
、その先生が嘆かれた言葉「おんてれめんぴ
ん」
。その「おんてれめんぴん」というのは、オスはてれーっとしてて、

まあ母親のそんな叩き出すような言葉に煽られて、また東京出て
来て、こっからもまた不思議なんだなあ、坂本竜馬は27 才の時に勝

メスがぴんぴんしてるっていう、それでなおさらにこう、うつむいて

海舟という、とっても偉大な先生に出逢うんですよ。俺も27 歳でそ

おったりなんかしておりました。高校１年の時に私は弁論大会に出

んな先生に出逢うんじゃないかって、ちょっとこう淡く期待してた。

場いたしまして、その弁論大会のタイトルが「あぁ筑紫中央」という

そしたら、とある映画会社から呼び出しがあって、
「あなた映画に出

タイトルだったんです。生意気なことを言っておりましてですね、
「私

ませんか」って言われて、飛びつくようにして、出さしてくださいっ

は１年生ではあるが、３年で卒業する時に、さも勇んで『あぁ、筑紫

て。主演は高倉健という人がやります。監督さんは山田洋次さんと

中央』という高らかにその声を張り上げてこの校門を出て行くであろ
うか、それとも、
『あぁ筑紫中央』と溜息交じりに出て行くであろうか、
その二つの道が我々には待っているのである」みたいなことをその弁
論大会で生意気に吠えたのを覚えております。柔道部に入りまして、
山本先生という柔道部の先生から厳しい指導で、それもなかなかこ
う強くなりませんで、負けてばっかりでございました。
1960 年代後半と言いますと、70 年に向って大きく学生運動が波
打ってた時代であります。若い者は若い自分の手で歌を作るんだっ
ていう運動が起きるんです。これがフォークソングって言いまして
ね、私どもの身辺には、そっちの方の軽やかな方の大きな学生運動
の波が打ち寄せて来まして、放課後の教室でギターを弾いてる仲間
が居りましてね、そいつらが楽しそうに英語の歌を歌ってるんです
ね。たまらなくそれが何かこう洒落た歌に聞えたんですよ。一緒に
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うことは、とても人生で損をすることですよ」っておっしゃった。
教育とは今そこで花開くものではなくて、何十年か後の人生の後
に花開くものだという風に思って、ご指導ご鞭撻のほどを生徒達に
よろしく、かつて在校生であった、劣等感であった私から深く深く
お願いする次第であります。
日笠先生という日本史の先生で、大変な鉄道ファンで朗々と日本
史を語る先生でした。私はこの先生の授業は好きでした。この先生
が必ず掴みの何気ない話をお話になる時に、
「これは授業に関係あり
ません。覚えなくていいですよ」っておっしゃるんですね。覚えなく
ていいと言われたことを人間はまず覚えようとするという。何かそん
なこともこの学校の先生たちから学んだ思い出です。
僕が１年の時の担任の飯田先生から教わったのは「旅をする時に
はパチンコ屋に入りなさい」と。パチンコ屋に入って若い娘の従業員
いうフーテンの寅さんを作っている人です。それがちょうど 27 歳の

が何人いるか数えると、その町の将来が分かると。先生は俺が言っ

時で、泣きながら、あの日と同じように夜空の星を仰いで、坂本竜

たのは、その町で一番綺麗なかっこいい喫茶店に入りなさいと。そ

馬に感謝し、その仕事が終わりました。筑紫中央から私は福岡教育

こで若い娘が居たら、間違いなくこの町はこれから伸びて行く町だっ

大学に行くんです。その福岡教育大学途中で投げ出した。学校の先

ていう。何かそっちの方だったかも知れませんが、私は勝手にパチ

生にテレビドラマでなってくれって言われて、コンプレックスを持っ

ンコ屋と、改訂したのかも知れません。

てる中学生に、何かやっぱり演技でも優しく出来るんですよ。うん、

私は修学旅行のバスの中で先生のものまねをやりまして、それが

そしたらテレビ局の人が数字がぐんぐん上ってるって言い始めて、

拍手喝采受けたことがあります。どうも高校生の時から私の中に疼

「やったー」って喜んでたら、九州の視聴率を教えてくれて、福岡が
22％だったんですね。嬉しかったですね、郷里は応援していると思っ

いていた、何かこう芸心だったようで、これが後に商売になったと
思っていただければ嬉しゅうございます。

て、金八先生一生懸命頑張って最終回は 41％、その全ての始まり
が、筑紫中央のほの暗い、劣等生であったっていうスタート地点が、
絶えずこう鼓舞してくれたことではないかなという風に思っておりま
す。そういう意味ではほんとに母校に感謝しております。
人生は点々とサボった事とか分っていないのに通り過ぎた事が、
ある年齢を過ぎると急激に思い当たるようになります。その時に胸
を去来するのはサボった授業と、それから、なめてちゃんと聞かな
かった先生の授業ですね。物理の先生がおっしゃった問題で、
「雨
の中を走ると、果たして本当に歩いて帰るより濡れる量が少ないの
かどうかを物理で説明しなさい」となったんです。かくのごとく物理
を懸命に面白く教えてくださろうとしてるんですが、
「西鉄電車のつ
り革が揺れておるということを踏まえて、地球が自転していることを
証明しなさい」とおっしゃるんですな、ところがそれが歳をとると、
あの一言がずーっと残ってるんですね、証明出来るみたいですよ。
ささやかな目の前の物理現象が巨大な天体の運行を証明する一つの
物理現象としてそこにあるという。先生はそんなに広大なことを俺

（中略 在校生との質疑応答）
この学校から巣立って、色んな人に育てられて、知恵のある話と

たちに教えたかったのかと思いますと、ほんとに頭が下がる思いで

か、素晴らしい言葉をいただきながら、先生から残されたいくつも

あります。

の疑問を胸に抱えながら一つ一つ解いて、やってきたような気がし

美術で石井先生というこの先生の授業は真面目に聞かずにサボっ

ます。ここで学んだこと教えられたこと、これからも大事にまた芸の

てばっかりおりました。先生が、とある芸術家の名前をお出しになり

方もしっかり精進し、歌の道も頑張りたいと思います。水戸黄門も

ました。棟方志功だと思います。
「この絵の凄さが分りますか」って、

頑張りますんで、どうもありがとうございました。

「この絵の凄さ、この絵の色彩の素晴らしさ等々が理解出来ないとい

謝

辞

同窓会副会長の秋吉でございます。同窓会を代表して、武田鉄矢
さんにお礼の言葉を申し上げたいと存じます。
私と武田鉄矢君とは同級生で、同じ柔道部で３年間、いわゆる「同
じ釜」の飯を食った仲間として懐かしく、また同級生として誇らしく
思い、聞いておりました。
私たちが筑紫中央高校に入った時の生徒会長はまぎれもなく今同
窓会会長を務めてある鬼塚さんだったのです。だから高校時代の武
田鉄矢君のことをよくご存知なのです。
それでこの百周年にあなたを呼ぶことに執念というか情熱を傾け

（全文をご覧になりたい方は同窓会事務局までお問い合わせください。
）

同窓会副会長

秋吉

正一

られ、同窓会会長になられて 10 年、毎年の入学式に新入生に対し、
本校にはこのように素晴らしい先輩がいるということを、今日の演題
にもあがってますが「あぁ筑紫中央」という、あなたが弁論大会で
優勝した時の演題を借りて、紹介されてきました。
それも今日の日のためだったかと思うと胸が熱くなります。鬼塚会
長も大変満足してあるだろうと思っております。
この忙しい中、創立百周年に花を添えてくれたことに対し、心から
感謝します。あなたの益々のご活躍を３万数千人の同窓生と共に期
待、祈念して謝辞といたします。武田、ありがとう。
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創立百周年記念記念式典・祝賀会

式典会場

学校校門（玄関風景）

西日本新聞
平成 年 月３日より掲載

29
11

平塚 健士 校長先生ご祝辞

鬼塚 春光 同窓会会長あいさつ

藤 智恵先生へ功労者として表彰

記念講演

武田 鉄矢さん

50 回生 末岡 佳一郎さん
（ばってん×ぶらぶら）
来賓

井本 宗司 大野城市長ご祝辞

来賓 井上 順吾 県議ご祝辞

6

司会

徳永 玲子さん ブルーリバーさん
（いずれも同窓生）

乾杯スタート 井上 博隆 県議

万歳 渡辺 美穂 県議（同窓生）

藤先生を囲んで

吹奏楽部 OB による演奏

ゲストの皆さんと一緒に
元応援団長エール
（20 回生 鬼木 俊一さん）

３回生

４回生
６回生

緑寿の祝い（23 回生）

当番幹事 49 回生代表
角田 航さん
万歳三唱（左より、平塚校長、井上（順）県議、渡辺県議、井上（博）県議、鬼塚会長）
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東京同窓会（紫苑会）
日時：平成30年10月21日
（日） 12：00～
場所：PARTY For ETERNITY フォーエタニティ 銀座店
〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1
D a i w a 銀座ビル B2F 銀座駅より徒歩１分
T E L 03-3572-2333
会費：￥8,000（男女共）
東京同窓会当番学年幹事
T E L 090-9308-1734

矢崎

日時：平成30年10月14日
（日） 12：00～15：00
場所：ホテルグランヴィア大阪（J R 大阪駅に直結）
20階宴会場
T E L 06-6344-1235㈹
会費：男性 ￥9,000 女性 ￥7,500
連絡先

信之（28回生）

関西支部事務局長 森 隆城（25回生）
携帯 T E L 090-6242-8577
E-mail : mori-atom2.06.96@plum.plala.or.jp

TSUKUSHINO

連絡先

関西支部総会

福岡県立筑紫中央高等学校同窓会会報

平成30年度各支部同窓会総会のお知らせ
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昨年の平成29年11月26日
（日）開催の様子

太宰府支部総会

大野城支部総会

日時：平成30年11月11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。
（太宰府市在住以外の同窓生も大歓迎）
会費：￥2,000（男女共）
連絡先

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 ※平成29年は開催しておりません

日時：平成30年６月24日（日） 11：00開催
場所：大野城市商工会館
福岡県大野城市瓦田2-6-12 T E L 092-581-3412
会費：￥3,000（男女共）
（※支部に未入会の方は終身会費が￥1,000 別途必要です）
連絡先

大野城支部事務局長 井福
T E L 080-5214-0606

大昌（47回生）

平成29年５月22日（月）大野城支部設立総会
（発会式）開催の様子

2017年１月７日
27回生の還暦同窓会を八仙閣本店にて開催。
当日は約90名の同窓生が参集し、近況を語り合うなど大いに盛
り上がりました。
全員が記念の赤いタオルを身につけての集合写真です。

27回生還暦同窓会の集合写真

百周年記念に名簿を発刊いたします！同窓生の皆様の情報をお寄せください
名簿・賛助金のご予約について

予約価格 １冊

5,000円（名簿単価）

賛助金 １口 10,000円
（氏名掲載、
名簿進呈あり） 発刊協力金 １口 2,000円
仕 様 平成30年までの卒業生約35,000名収録、現旧職員名簿、50音別索引付き
発 刊 平成30年９月末予定（発送は平成30年10月予定）
購入・賛助ご希望の方は､予約欄にご記入ください。後日詳しい案内書をお送り致します。

協賛広告を募集します。
（名簿一冊進呈）
事業やサークルなどでの活動を広告でご紹介ください。

1頁（カラー）
108,000円
1頁（モノクロ）
54,000円
1/4頁（モノクロ） 21,600円

1/2頁（カラー） 75,600円
1/2頁（モノクロ） 32,400円

※金額は全て税込です。

※収集した個人情報は同窓会（鳳雛会）活動にのみ活用します。

名簿及び広告・賛助のお申し込みは、ハガキ返信面にご記入の上投函、FAX にてご返信下さい。

【お問い合わせ】筑紫中央高等学校同窓会（鳳雛会）会員名簿発行事務局 係

TEL 0120-73-7288 FAX 0120-81-2299

ホームページから、
変更登録が可能です。
携帯電話からも登録できます☞

受付時間 9：00～12：00・13：00～16：30（土曜･日曜･祝日を除く）※会員情報の管理、名簿作成は小野高速印刷㈱へ業務を委託しています。 （https://ssl.dousou.info/1post/chikusicyuo/）
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