第 回熊本県高等学校総
合体育大会において、男

しい成績を残してくれま
した。
県内各地で開催された

今年も本校生徒が熊本
県高校総体において輝か

団体で全国高等学校日本
拳法選手権大会に出場し

げる事ができました。ま
た、女子個人の部でも優
勝し個人（男女）・男子

なかでも、拳法部は、
男子団体二連覇を成し遂

れます。今まで以上の活
躍をしてくれることを期

来年度は、インターハ
イが南部九州地区で行わ

県知多市で行われた東海
地区インターハイに出場
しました。

個人戦では男女併せて三
種目二名の生徒がで愛知

待してます。

ました。フェンシング競
技では女子団体が三年ぶ
り九回目目の優勝をし、

女併せて二十の部活動・
同好会・個人が出場しま
した。

会の皆様には日頃よりご
支援いただきありがとう
ございます。今までの先

州選抜大会への出場権を
獲得することが出来まし
た。九州大会では、上位

十月六日から開催さ た。
れている、第 回全国 校に

回戦では芦北高
対 で勝ちまし

高校サッカー選手権大 た。ベスト をかけた
会熊本県大会に本状サ 試合は優勝候補筆頭で
ッカー部が出場し、ベ シード校の大津高校と

スト という結果を残 試合を行い、残念なが
しました。
ら、敗戦してしまいま

今大会は毎年冬に開 した。
催される第 回全国高
しかしながら、年々

校サッカー選手権大会 サッカー部も力を付け
の県予選になり、県内 てきており、今後の活

チームが全国大会出 躍が期待できる結果と
場 を 目 指 し 戦 っ て ま なりました。
す。
本校サッカー部は、
回戦からの試合にな
り、宇土高校に延長の
末、 対 で勝利を収
めることが出来ま し

も様々なところで結果 （食品製造）の生徒３ 名、奨励賞３名受賞し
を残してくれました。 名が第 回日本学校農 ました。家庭系列では、

輩方のように翔陽の名を
全国に広げられるよ う
に、そして、期待に応え

「今回新人戦大会へ出場
し、エントリーした全て

文化系では、熊本県 業クラブ全国大会（鹿 第 回田山淳朗賞 高
の代表として第 回全 児島大会）農業鑑定競 校生ファッション画コ
国高等学校総合文化祭 技会（造園・食品の部） ンテスト
九州・沖

四位以内が全国大会への
出場権となります。全国
選抜大会出場を目指し、

の種目で九州選抜大会へ
の切符を獲得でき、まず
はホッとしています。こ

に 名参加し詩吟を披 に出場し２名が優秀賞 縄」で優秀賞に１名選
露しました。また書道 を受賞しました。また、 ばれました。

られるよう頑張ります。
応援よろしくお願いしま

十月二七日・二八日に
新人戦大会が行われまし
た。団体戦の男子フルー

れからは今まで以上に練
習に励み、九州大会での

系列では、農業系列 子ぶたの家」で佳作１

レ・エペ種目、女子フル
ーレ種目で優勝しま し

部では、第 回全国高 工業系列（建築）では、
これからも、様々な
校書道展で２名特選を 第 回日本工業大学建 分野で頑張ってくれる

活躍してくれることを期
待しています。

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

優勝、そして全国で通用
できるようベストを尽く

運動系部活動以外で

97

た。今大会エントリーし
た全ての種目で、来年一

す。」

熊本県菊池郡大津町室１７８２

0
受賞しました。

42

築設計競技「

匹目の でしょう。

15

i
n

69

※ 注 意点
特 典 はご協力いただいた年のみ

本年度の生徒支援実績
・インターハイ出場部活動
拳法部
馬術部
フェンシング部
・全国総文祭出場生徒
・海外研修参加生徒

七月十七日同窓
会役員二名で学校

年会費
２，０００円
～ ～～～ 特典 ～～～～
・ 会報に御芳名掲載

を訪問し、インタ
ーハイ出場選手・

全国高等学校総文
祭出場生徒および

海外研修参加生徒
への奨励金授与式

を行いました。
本 年 度 も 拳法
部・フェンシング

部・馬術部に奨励
金 を 授 与 し まし

た。
そのほかにも、

全国総文祭に熊本
県代表（詩吟）と
して出場する生徒

や、海外研修では
火の国の翼、青少

年国際理解交流プ
ログラム、専門高

校生による海外イ
ンターンシップ事

業に参加するそれ
ぞれの生徒に対し
て 奨 励 金 を 授与

し、今後、農業系
列（食品製造）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
きます。

会長より激励の挨拶

熊本県立翔陽高等学校

していきたいです。同窓

32

各種団体・
各種団体・
個人へ
奨励金授与式を
行い
ま
し
た
！！
各種団体・ 個人へ
個人へ奨励金授与式を
奨励金授与式を 行い
行いま
まし
し た
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。

～夢に向か
って飛びたて翔陽生～

〒８６９－１２３５

16

1

同窓会報
同窓会報
月に沖縄県で開かれる九

【フェンシング部主将
板楠大知選手】

選手権大会熊本県大会
47

1

記念撮影を行いました

8

FAX０ ９ ６ － ２ ９ ４ － ０ ６ ９１

4

※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。

会長より各団体の代表者へ
奨励金の授与風景

0

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
全国総文祭へ参加する生徒
への補助も行いました。

3

2

TEL０ ９ ６ － ２ ９ ３ － ２ ０ ５５

97

もくせい会
同窓会

60

2

46

平成３０年１１月１１日

「もくせい」
同窓会報
第１７号
（１）

今年の夏は猛暑続きや大
雨、そして九月には台風の
（馬術部・日本拳法部・フ
ェンシング部）と海外研修

きました。七月十七日には
全国大会に出場する部活動
の物品バザーは久し振りの
試みであるため、本年は現

せい新聞」第十七号等の準
備を進めました。翔陽祭で

陽高校の益々のご発展並び
に同窓会会員各位の益々の

くお願い致します。
最後になりましたが、翔

熊本県立翔陽高等学校

連続など昨年に続き異常気
象となりましたが、十月の
役員を中心に会員自身が生
産した農産物等を提供して

同窓会「もくせい会」
会長 宮崎 栄喜
（昭和四十八年卒）

声と共に「天高く馬肥える に参加する生徒への奨励金
秋」らしくなってきました。 授与を行いました。八月に

ます。
私達の母校であります翔
陽高校では四月九日に入学
ルを獲得されたとのニュー
スがあり、学校の許可を得

で開催された２０１８アジ
ア大会フェンシング女子フ
ルーレ団体で見事に金メダ

動に必要である予算確保の
ため、「同窓会年会費納入

も各会員に対して、お願い
をしていますが、同窓会活

同窓会活動をより活発にし
て行ければと考えてい ま
す。また、本新聞の紙面で

頂きます。

ご健勝とご多幸をお祈り申
し上げ、私の挨拶とさせて

式が行われ、二百八十六名
が真新しい高校生活をスタ
て本校正門横にお祝いの看
板を出させて頂いてい ま

のお願い」をしています。
会員の皆様方にはお忙しい
中、また収支お厳しい中、

び内外の同校関係者に本同
窓会の活動状況を知って頂

陽祭事業に協力するととも
に、翔陽高校同窓会会員及

今回、同窓会として、翔

ブースをのぞいていただけ
れば幸いです。

人などお誘い合いの上、翔
陽祭にご来場頂き、同窓会

されてます。
ぜひとも、ご家族やご友

売など様々な催し物が開催

翔陽祭（文化祭）
同窓会ブースを出展します

き、同時に本同窓会活動の
活性化と会員相互の親睦及

☆ 日時 ☆
十一月十一日（日）

☆

午前九時三○分から
午後一時三○分まで

場所

翔陽高校敷地内

☆

び本同窓会会計への支援を
目的とするため、数年ぶり
に翔陽祭に同窓会ブースを

出展することとなりま し
た。

内容としては、野菜（さ
つまいも等）や米、饅頭な

御芳名（敬称略）

年会費納入に
ご協力いただいた方

どの販売やもくせい新聞の
配布、会員の方々の紹介な

どを行う予定です。
また当日は、生徒たちが
一生懸命準備した展示や、

皆さん初めまして。

私は、大津農業高校農業
科、昭和 年卒業です。

一年後輩であるため、副会
長を受けた次第です。

宮崎会長から副会長の依
頼があり、宮崎さんは私の

本年度から副会長を仰せ
つかった益城町の永野隆文
と申します。

もくせい会副会長
永野 隆文

大津農業高校最後の卒業生
です。その後、大津産業高
校、翔陽高校と校名が変わ

りましたが、我が母校とし
て見守って来ました。

昭和 年に農業高校を卒
業して、今も現役で農業を

冨田
日置

高見
坂本

古澤
江藤
桝田

龍田
竹原

宮崎
永野

守行
清治

寿美子
敦子

秋法
俊明

弥生
三男
勝則

佳野
彩香

栄喜
隆文

高生、農大生の農家派遣の
研修受け入れをしてい ま
す。

私事ですが、平成 年熊
本地震では、住宅も納屋も

頑張っている所です。現在
は、大根を中心に露地栽培
を行っています。

渡辺
矢野

で実習されました。

【順不同】

実習製品（ハムなど）の販

年会費 ご協力のお願い

現在、本同窓会では毎年 会活動を行い、母校の発展
約二七○名の新規入会があ に寄与するとともに会員相
り、一名三千円の入会金を 互の連携強化に力を入れて

納めて頂いていますが、そ 行きたいと考えています。
れ以外の収入は非常に少な つきましては、同窓会活動

47

本田 昭弘
東 ひなの
笠 達也

十六名の皆様、ご協力

ありがとうござい ま
す。

同窓会会長

同窓会の副会長として、母
校の発展のために頑張って
いきたいと思います。

家派遣を受け入れたいと思
っております。これからは、

今後も、翔陽高校から農

今回初めて、翔陽高校か
らも女生徒さんが２泊３日

います。それから、指導農
業士をしていますので、農

全壊で、作業場も被害を受
け、復旧・復興に頑張って

28

頂いて実施しますが、この
様な活動を通して、今後も

ートさせています。本年度
の同窓会の主な活動では七
す。十月十八日には第二回
役員会を開催し、十一月十
一日に開催される翔陽祭で

大変恐縮ではありますが、
ご理解とご協力の程、宜し

く、同窓会としての本来の に必要な予算確保のため、
活動に支障をきたしている 本同窓会会則第十三条によ

状態です。
ります、年会費（二千円）
一方で最近の翔陽高校は の納入へのご協力をお願い

同窓会（もくせい会）

学校教育目標の中で「心豊 致します。
かで活力にあふれた個性あ
る生徒を育成し、将来、世

界中で活躍できるグローバ 役員や事務局を名乗る
ルな視点と能力を持つ、故 不審な電話にはご注意
郷熊本を支える地域人材の ください！
育成を目指す」としており、 役員や事務局を名乗る不

海外研修への参加や部活動 審な電話があった際は、本
等の活躍も増加している状 校（０９６―２９３―２０

況です。
５５）までご連絡ください。
この様な中、本同窓会と
しては今後も積極的に同窓

47

同窓会からの
お願い・お知らせ ～
～

は本同窓会会員であります
菊池小巻さんがジャカルタ

月十四日に総会を開催し、
平成ニ十九年度事業報告と
決算報告及び平成三十年度
の同窓会物品バザーの準備
や十一月に発行する「もく

設置した看板

皆様方におかれましてはご
健勝でご活躍のことと思い

事業計画と予算案が承認さ
れ、役員改選等の了承も頂

同窓会役員一覧
同窓会役員一覧

平成３０年１１月１１日

「もくせい」
同窓会報
第１７号
（２）

