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フェンシング・
フェンシング・ 拳法
拳法 団体優勝！
団体優勝！
今年も本校生徒が熊本県

四十五回熊本県高等学校総

県内各地で開催された第

高等学校日本拳法選手権大
会に出場しました。また、

き、個人・団体両方で全国

以来念願であった、団体戦
優勝を成し遂げる事が で

が南東北で行われたインタ
ーハイに出場しました。

女併せて三種目三名の生徒

子団体が十年連続十二回目
の優勝をし、個人戦では男

し、全日本高等学校馬術競

技大会に出場しました。

馬術競技でも加藤朱里さ
んが個人競技において優勝

が期待されます。

フェンシング競技では男

今年度から女子生徒も初め
併せて十五の部活動・同好 て参加し、これからの活躍

会が出場しました。

なかでも、拳法部は創部

～夢に向か
って飛びたて翔陽生～

三年次生激励の様子

数年ぶりに同窓

会役員による三年
次生進路実現に向

七月二十八日同

け夏休み課外の激
励を行いました。

窓会役員三名で学

校を訪問し、三年

次生の少しでも力
になれるよう夏休

み課外の激励を行

また、夏休み課

記念撮影を行いました

いました。

外激励に先駆けイ

ンターハイ出場部
活動及び海外研修

参加生徒への奨励

金授与式も行いま

した。本年度も拳

法部・フェンシン

グ部・馬術部に奨

会長より各団体の代表者へ
奨励金の授与風景

励金を授与しまし
た。海外研修（台

湾研修）では農業
関係生徒に対して

奨励金を授与し、

今後、家庭系列の
生徒などにも授与

する予定です。
今後も、同窓会

として頑張る生徒

たちを応援してい

き た い と 思 いま

す。
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高校総体において輝かしい

合体育大会において、男女
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成績を残してくれました。
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本

フェンシング競技：男子団体 １０連覇！！
日本拳法競技：男子団体 念願の初優勝！！

同窓会報
同窓会報

熊本県立翔陽高等学校
同窓会

もくせい会

〒８６９－１２３５
熊本県菊池郡大津町室１７８２
TEL０ ９ ６ － ２ ９ ３ － ２ ０ ５５
FAX０ ９ ６ － ２ ９ ４ － ０ ６ ９１

同窓会活動に
同窓会活動に
同窓会活動に
ご
ご
ご協力く
協力く
協力く ださ
ださ
ださい
い
い
同窓会では在校生への部活
動支援や、
海外研修生の派遣
に力を入れています。
今年は
県の事業である農業関係生徒
の台湾研修への補助を行いま
した。
皆様のご協力が、
生徒の未来
をよりいっそう輝かしいもの
にしていきます。
皆様あっての同窓会です。
是非、
ご協力ください。
永年 会員
２ ０，０００円
（永 年に渡り、
会報を発送）
年会 費
２，０００円
（ご 協力いただいた年の
会報を発送）

本年度の生徒支援実績
・インターハイ出場部活動へ
奨励金
拳法部
馬術部
フェンシング部
・農業関係生徒の台湾研修
※各支部の活動も
支援しています。
各支部にて総会などの活動
を行われる際は、
本校事務
局にご連絡ください。

収穫の秋

合会会議」に渡辺幹事長が

農業関係高校同窓会会長連

に開催された「第五回県立

せています。同窓会の活動
としましては、五月十四日

して高校生活をスタートさ

十四名が翔陽高校の生徒と

式が行われ、新たに二百九

ょうか。
本校では四月十日に入学

ましたが、皆様方はどの様
な夏を過ごされましたでし

常気象といえる状況が続き

始まり、度重なる集中豪雨
や予測が困難な台風等、異

今年の夏は七月の高温に

ては、引き続き本会の目標

したが、本同窓会としまし

本年も残り三ヶ月となりま

行を行います。早いもので

業案と予算案の審議）、今
秋の「もくせい新聞」の発

算報告、そして本年度の事

を開催（昨年度の事業と決

は、三十日に本年度の総会

た。
九月の活動としまし て

ぞれの進路に向けて、活動
中の生徒たちを激励しまし

や就職、公務員希望でそれ

会長・今村監査役・私が各
クラスを訪問し、進学希望

同窓会を代表して、府内副

多幸をお祈り申し上げ、挨
拶といたします。

同窓会会員各位のご健康ご

展をお祈りしますとともに

迎えます。本校の益々の発

活動では秋の大会出場等を

す。学校行事では翔陽祭（十
一月十二日）の開催。各部

向けた最終段階を迎え ま

た、現役の三年生は進路に

備の時期でもあります。ま

熊本 県立 翔陽 高等 学校

出席・六月二十一日に開催

秋は収穫の季節であると

に沿った活動に努めてまい
ります。

く、相馬穂香さんは在学中
に生活デザイン系列（現家

今回ご紹介させていただ

す。

ですが、日々成長の毎日で

きれずに決意しました。一
から学んでいくことは大変

きであった料理の道を諦め

・ストレスの解消のため

・折れない！

・自分のやりたいことを
諦めない

もえたつ希望

見はるかす

④後輩にひとこと

庭系列食物系）で学ばれ、

大阿蘇の峰

事務
務局
局便
便り
り
事

現在は菊陽町の「げんき保

②調理師としても目標は
給食は園児の大切な栄養

の結果を待っておられまし
た。本誌が発行される頃に

そんな、前向きな相馬さ
ん。取材当時は調理師試験

これは前身、大津産業高
校の校歌です。現在は翔陽

雪の琢磨

創造の花こそ薫れ
いざわれら 産業高校螢

清新の風湧くところ

源です。その分、栄養バラ
ンスをしっかりと考える必

は、立派な調理師として更
にご活躍されていることで

高校と校名も変わり、総合

私生活も有意義にする

す。そして、保育園の調理
師を目標に、日々先輩調理

要があります。おやつは手
作りです！衛生面でも、安

しょう。

育園」でご勤務されていま

師のご指導の下で、頑張っ
ておられます。

全で安心な食の提供に力を

【

ともに重ねん

そんな相馬さんが、修行
の場所として門を叩いたの

入れています。

学科へと変遷を遂げました
が、翔陽高校の校歌には、

１番の歌詞だけでも「見は

共通するフレーズが沢山あ
ります。大津産業高校校歌

菊池郡菊陽町沖野

るかす」「大阿蘇」「希望」

幸いです。

だきますと

お貸しいた

の活性化に向けたお知恵を

展します。是非、総会に足
をお運びいただき、同窓会

皆様のお一人お一人の「創
造」で、まだまだ母校は発

歩み始めました。卒業生の

すべきことです。同窓会は
開校１２０周年に向けて、

開校１１２年目の伝統。
これは卒業生の皆が誇りに

陽高校の校歌なのです。

頭に作詞をされたのが、翔

すなわち「温故知新」を念

とも考えておられました。

を敬い学ぶことから始まる

す。しかしその「創造性」
は、これまでの貴重な伝統

在に感動されておられ ま

創造性」を培う画期的な存

単位制高校という「個性・

た岩代浩一氏は、開校当時、

れます。
翔陽高校の校歌を作られ

「清新」「創造」が挙げら

二丁目十八番二号

社会福祉法人福郷会
げんき保育園

】

が現在の保育園。偶然にも

った成年女子（前回・前々

取材協力

この保育園の園長をされて
いるのが、本校ＯＢで同窓

しいご指導をいただくこと

心強いです。しかし、厳

もあります。しかし期待さ

③園長先生がＯＢの佐藤さ
んで良かった点は
す。

相馬さんにお話を伺いま
①なぜ調理師を目指された

れていることも話いただき
ます。

会副会長の佐藤竜巳さんで
した。

のですか
一度は美容師を目指しま

回優勝）
の思いも受け取り、

した。しかし、幼少から好

十月一日（日）～十月四

園長佐藤さん（同窓会副会長）と共に

同窓会「もくせい会」
会長 宮 崎 栄喜
（昭 和四 十八 年卒）

された「平成二十九年度第
一回翔陽高校教育懇話会」
ともに一年の締めくくり準

に私が出席。七月二十八日
には「三年次夏学習会」に

同
同窓
窓会
会会
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員の
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躍を
を応
応援
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日（水）愛媛県で開催され

優勝を狙います。

３時のおやつを準備する相馬さん

る「笑顔（えがお）つなぐ
えひめ国体」にフェンシン
グ競技成年男子として同窓
生の道脇啓太さん（明治大
四年）と尾川世我さん（朝
日大二年）が出場します。
恩師の太田先生（翔陽高校
職員）と共に３人でチーム
を組み、今回出場できなか

キンモクセイの花

同窓会役員一覧
※訃報
同 窓 会副会長岡則一さんが、
３ 月 ２ ２日にお亡くなりになられました。
副 会 長 として、
後輩たちのため尽力されてい
る 姿 が 今でも思い起こされます。
役 員 一 堂、
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

知と技の伝え
～卒業生の活躍に迫る～
このコーナーでは１７，０００人に上る卒業生の
このコーナーでは１７，０００人に上る卒業生の
”知恵と技術”をお伝えします。
”知恵と技術”をお伝えします。
今回は相馬穂香さん（Ｈ２７年卒）にお話を伺いました。
今回は相馬穂香さん（Ｈ２７年卒）にお話を伺いました。
また、
また、
恩師太田健二先生と共に道脇啓太さん（Ｈ２６年卒）と
恩師太田健二先生と共に道脇啓太さん（Ｈ２６年卒）と
尾川世我さん（Ｈ２８年卒）が熊本県の代表として
尾川世我さん（Ｈ２８年卒）が熊本県の代表として
国体フェンシング競技に出場されます。
国体フェンシング競技に出場されます。

平成２９年９月３０日

「もくせい」
同窓会報
第１５号
（２）

