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２年ぶりに決勝進出するも
菊池小巻（H２７年卒）準優勝！！
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※ 注 意点
特 典 は御協 力いただ いた年 のみ

権大会に出場しました。
フェンシング部では男

とも個人・団体両方で全
国高等学校日本拳法選手

し遂げる事ができ、男女

拳法部は男子団体三連
覇、女子団体初優勝を成

男女併せて十七の部活動
が出場しました。

総合体育大会において、

第四七回熊本県高等学校

県内各地で開催された

張っていました！

できませんでしたが、多
くの生徒たちが精一杯頑

とができました。
惜しくも上位には入賞

術競技大会に出場するこ

ませんでしたが、団体と
して、全日本高等学校馬

馬術部では残念ながら
個人競技での出場は叶い

た。

ターハイに出場しま し

部九州で開催されたイン

て五種目五名の生徒が南

子団体が二年ぶり十三回

した。

目の優勝、女子団体が二
年連続十回目の優勝 を

年会費
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・ 会報に 御芳名掲 載

し、個人戦では男女併せ

皆様の御協力が、
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、
御協力ください。

今年も本校生徒が熊本
県高校総体において輝か

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。

しい成績を残してくれま
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令和元年七月二五日、
リブワーク藤崎台球場で
開催された、第一〇一回
全国高等学校野球選手権
熊本大会三回戦、翔陽対
九州学院高校がありまし
野球部としては４年ぶ

た。
りの夏の県大会ベスト８
をかけた試合となりまし
た。

裏、一点を返すことに成

た。試合結果は、初回に
三失点するもののそ の

ど荒れた試合となりまし

間の試合中断をはさむな

の雨模様となり、約二時

試合当日は、あいにく

とても感動的でした。

らめず戦い続けた姿は、

対一で敗退しました。
しかし、最後まであき

つかまってしまい、十一

が九州学院の強力打線に

で好投していた先発投手

崩せず、また、前試合ま

か相手ピッチャーを打ち

最後まで九州学院に食ら
いつきましたが、なかな

時間の中断もありながら

功しました。しかし、長

野球部全校生徒応援用バス代
一部助成を行いました

様々な部活動で
様々な部活動で
輝かしい成果
輝かしい成果
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もくせい
鉄壁の守備を誇り、菊池は
攻め続けますがなかなか崩
今回、初めての試みで本
校フェンシング部が大津町

ャリスト」と称されるほど
令和元年十一月二日、新
しくなった渋谷公会堂（東
せず、八対十五で敗れはし
ましたが、堂々たる結果を

パブリック
ビューイング

京）で第七二回全日本フェ
ンシング選手権大会女子フ
のオークスプラザでパブリ
ックビューイングを開催し
場所の関係もあり、小規

ました！
模での開催でしたが、多く

残しました！
来年の東京オリンピック
だまだ続くそうですが、同

出場に向け厳しい試合がま
窓会一同これからも応援し

その大会に四月からセガ
サミーホールディングス所

ルーレ準決勝・決勝が行わ
れました。

属になった菊池小巻選 手

ました！

ていきたいと思います！
また、惜しくも準決勝・

の生徒や関係者が集まり菊
池選手にエールを送ってい

準決勝では、ベテランの

（平成二七年卒）が進出し
ました！

誠志郎 選手

決勝には届きませんでした

選手

が、第七二回全日本フェン

選手

阿部広美選手（警視庁）相

啓太

手に得意のカウンター攻撃

舩本

世我

シング選手権大会には多く

道脇

で十五対九で勝利する事が

会三連覇を目指した東晟良
尾川

の卒業生が出場しました。
【男子フルーレ出場選手】

選手（日体大）を僅差で退

できました。
決勝では、準決勝で今大

け、波に乗っている辻すみ

選手

【女子フルーレ出場選手】
森 美奈子 選手
沙織

初めてパブリックビューイング開催
バルーン両手に応援です！！

れ選手（朝日大学）との試
合となりました。

吉崎

表彰式

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
・その他部活動などへの助成

お気軽に事務局までご連絡
ください。

御意見などありましたら

いね！」をして頂けると嬉
しいです。

な記事を掲載しています。
一度ご覧いただき、「い

今年の四月から運用を開
始しており、今までに様々

なりました。

会ページを開設することに

るフェイスブックでの同窓

係者と話し合った結果、他
校同窓会でも取り入れてい

などがあり、役員や学校関

ピールできていなかった点

の会員の皆様に同窓会をア

かった点や、なかなか若手

紹介をする場合、年二回の
もくせい新聞でしかできな

動や、卒業生の活躍などの

は、これまで同窓会での活

開設に至った経緯として

窓会のページをフェイスブ
ックで開設しました！

本年度より、もくせい会
広報活動の一環として、同

同窓会ページ開設

フ
フェ
ェイ
イス
スブ
ブッ
ック
ク

※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。
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辻選手は「守りのスペシ

（写真：日 本フェンシング協会提供）

果敢に攻める菊池（右）
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気淑く風和ぎ

「初春の令月にして

今回は、熊本県ブライト
企業に認定されており、翔

ました。現在の馬術部厩舎
も、平成五年に我が社が建

前にも、仮設校舎（プレハ
ブ）の移設工事なども行い

＊今年の初めには、宇都宮

人や仲間など知り合いを作
ってもらいたいです。

の「梅花の歌」
の序文です。

これは新元号「令和」の
由来となった、「万葉集」

～卒業生の活躍に迫る～
陽高校卒業生も複数在籍す
る「株式会社宇都宮建設」

建設設立５５周年を記 念

「春の訪れを告げ、見事に
咲き誇る梅の花のように一

最後になりましたが、翔

車関係や旋盤作業など機械

か？
在学中は、建設ではなく

勉強されていたんでしょう

①高校時代はどんなことを

あるため、仕事に対するや

じだと思いますが、技術者
は人材が全てと言える面が

す。また、どの仕事でも同

を割り振ったりしてい ま

の挨拶とさせて頂きます。

多幸をお祈り申し上げ、私

また、部活は空手部に所属

系の勉強をしていました。

りしています。

る気をもった人を採用した

‐二

どんな仕事も、最終的に
はコミュニケーションをと

【順不同】

幸治

達也

蘭は珮後の香を薫す」

にしていければ有難いです

てましたが、その工事が翔

し、「大津東小学校」「大
津中学校」へ校旗・優勝旗

梅は鏡前の粉を披き

画と予算案が承認されまし

し、
この様な活動を通して、 様にお邪魔し、代表取締役

陽高校関係では一番最初に
携わったものです。

熊本 県立 翔陽高 等学 校

区予選を勝ち上がったフェ
た。

社長の宇都宮誠二さんにイ
ンタビューをしてきま し

同窓会「もくせい会」
会長 宮崎 栄 喜
（昭 和四十 八年 卒）

ンシング部・拳法部・馬術
今後も同窓会活動をより活
発にして行きたいと考えて

近年は異常気象が原因と
十月十七日には第二回役
員会を開催し、十一月十日

部が夏のインターハイにも
出場しました。また、夏の

人ひとりが明日への希望と
ともに、それぞれの花を大

思われる自然災害が多発し
ており、八月には佐賀県を

の寄贈を行うなど様々なと
ころで、地域貢献をしてい

陽高校の更なるご発展と生
徒達の活躍並びに同窓会会

開催される翔陽祭が同窓会

っていくことが大事になっ
てきます。高校生の時から

笠

守行

ご協力ありがとうご
ざいます。

同窓会会長

宮崎会長と宇都宮さん

いただきますと幸いです。

びいただき、同窓会の活性
化に向けたお知恵をお貸し

まだまだ母校は発展し ま
す。是非、総会に足をお運

若手の卒業生も含め、皆様
のお一人お一人の「力」
で、

に向けて、歩み続けてます。

同窓会は開校１２０周年

た。

ブックで広報を行うなど新
しい取り組みを始めま し

ていただくため、フェイス

少しでも同窓会活動を知っ

であろう若手会員の皆様に

も新しい時代を支えていく

元号も「平成」から「令

④現在の仕事での課題や目

に開催される翔陽祭での同
窓会物品バザーや十一月に

でなく各個人の実績も必要

た。宇都宮誠二さんは、（大
津産業高校）開発機械科を

海外研修に三名、全国高校
総文祭に一名が選抜され、

になるため、社員には積極

ェイスブックで紹介し、来

員各位の益々のご健勝とご

会員の懐かしい再会や憩い

※訃報
同 窓 会副会長 永野隆文さんが、
４月１６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 同、
ご冥福を心からお祈り申し上げます。

菊池郡大津町室二一三七

います。
また、本新聞の紙面でも

中心とした集中豪雨による
水害、そして十月の台風十
各会員にお願いをしていま
すが、同窓会活動や母校へ

当時宇都宮さんのお父さん

的に各種の資格取得を勧め
たり、ベテランと若手をセ

きく咲かせることがで き
る」そうした日本でありた

の支援に必要である予算確

が経営していた「株式会社

ットにし、技術や知識の継

いとの願いを込め、決定さ

発行する「もくせい新聞」
第十九号等の準備内容が承

保のため、昨年から同窓会

宇都宮建設」に就職、今に
至るそうです。宇都宮誠二

らっしゃるそうです。
お忙しいなか、インタビ

認されました。翔陽祭での

年会費納入のお願いをして

さんにお話を伺います。

ューを受けて頂きありがと

各分野での生徒達の活躍が
ありました。同窓会ではイ
物品バザーは昨年の実績を

います。会員の皆様にはお
忙しい中、また収支お厳し

標はありますか？
公共工事などを受注する

ンターハイ出場部活動及び
踏まえ、本年も同窓会会員

い中、大変恐縮ではありま

昭和５６年に卒業、その後
建設業関連の専門学校（九

九号では東日本を中心に今
までの記録を大きく上回る
海外研修や総文祭参加者に
が生産した農産物や加工品
（お米、さつまいも、各種

州測量専門学校）に進学し、 ためには、会社の実績だけ

大被害をもたらしました。
対し、奨励金の授与を行っ

野菜、有機小麦粉、まんじ

れたそうです。

県内では八月中旬から長雨
ています。
七月二十五日には甲子園

うございました。

が続き、秋の収穫に影響が

大会熊本予選三回戦（対、

和」に変わり、新しい時代
が始まりました。同窓会で

出ていないか、心配されて
いる所ですが、皆様方にお

【取材協力】
株式会社宇都宮建設

かれましては、どのような

すが、
ご理解とご協力の程、

徒が応援に行くことに な

校者や同窓会会員に一人で
も多く足を運んで頂ければ

承ができように考えて仕事

ゅう等）を販売します。

私達の母校であります翔
り、同窓会では生徒達の送

と思います。そして、毎年

同窓会総会を開催し、平成

宜しくお願い致します。

九州学院高校戦）に全校生

陽高校では四月八日に入学

七月十三日には本年度の

迎バス費用に対し、一部助
成を行いました。

三十年度事業報告と決算報

なお、バザーの開催をフ

秋をお迎えでしょうか。

式が行われ、新たに二百八
十七名が高校生活をスター
五月の体育祭や六月の高

トさせています。
校総体では色々な所で生徒

②現在の翔陽高校に関する
印象はどうでしょうか？

積極的に挨拶をする事やき

⑤後輩にひとこと！

の場になってもらえるよう

学校の指導がきちんとさ
れているのか、まじめな生

宮崎 栄喜
林 裕太

していました。

告及び令和元年度の事業計

徒さんが多いような気がし

ちんとした敬語を使えるよ
うになるなど、当たり前の

夏目

御芳名（敬称略）

ます。特に、挨拶などもき
ちんとしてくれるので良い

渡辺

年会 費納 入 に
ご 協力 い ただ い た方

印象です。

ことを当たり前にできるよ
うに頑張ってほしいです。

で人脈が大事になってきま
すので、少しでも多くの友

社会に出たらいろんな形

つけることも大切です。

また、将来的な目標を見

③翔陽高校の新実習棟の建
設に携わって頂いたとお聞
きしたのですが？
新しい実習棟の建設にも
携わっていますが、それ以

令和ゆかりの坂本八幡宮神社

達の元気な姿が見られ、地
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役員一覧
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