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平成３０年度南校同窓会「同窓の集い」に向けた第３６回生取組み経過 

日付 内 容 

H29.6.24 平成 29年度同窓会総会出席（廣津栄一、三善啓美、黒永俊弘） 

※35回実行委員会の大下事務局長よりの依頼 

H29.8.5 第１回準備（6名）会 in居酒屋「大将」 

 園田俊道、佐矢野義博、田中慶哉、廣津栄一、三善啓美、黒永俊弘 

※声掛け人：園田 

H29.8.26 第２回準備会（15名）in居酒屋「大将」 

今泉俊一、松崎美穂（旧姓：永井）、中野敦子、三善啓美、田中慶哉、藤本

宏一、佐矢野義博、増矢大介、後藤憲二、園田俊道、本田貴予（旧姓：野正）、

玉木弘美（旧姓：渡辺）、橋本幸代（旧姓：矢野）、工家恵美子（旧姓：永吉）、

黒永俊弘 

※LINE グループ設定 

※９月 30日の「同窓のつどい」会員券販売 

※増矢より３６回生新春同窓会提案⇒１月２日ヴィラ・ルーチェ決定 

H29.9.27 ３６回生代表幹事を佐矢野義博に依頼、承諾を得て決定 

H29.9.30 平成 29年度「同窓のつどい」（16名）inヴィラ・ルーチェ 

今泉俊一、松崎美穂（旧姓：永井）、中野敦子、三善啓美、田中慶哉、藤本

宏一、佐矢野義博、増矢大介、後藤憲二、園田俊道、本田貴予（旧姓：野正）、

玉木弘美（旧姓：渡辺）、橋本幸代（旧姓：矢野）、工家恵美子（旧姓：永吉）、

岡崎知佳（旧姓：司城）、黒永俊弘 

H29.10.10 第３回準備会（9名）in増矢桐箱店事務所 

佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、三善啓美、田中慶哉、藤本宏一、後藤憲

二、工家恵美子（旧姓：永吉）、岡崎知佳（旧姓：司城） 

H29.11.6 ３５回生から引継ぎ（6名）inさかえや 

佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、中野敦子、三善啓美、黒永俊弘 

※会費 4,000円/人 

H29.11.10 ３６回生第１回定例会 in新博多町交流センター 

議 題：①３５回生からの引継ぎ事項報告 

     ②組織図・職務分掌について 

幹事選任方法…佐矢野幹事長に一任 

会計選任、テーマの決定方法…次回へ持ち越し 

      ③新春同窓会について 

１月２日の３６回生同窓会に向けた参加状況報告と連絡がつ

いていない人への連絡方法について 

      【連絡責任者】 

1組…園田、2組…山下、3組…後藤、4組…増矢、 

5組…黒永、6組…梅木 

【連絡期日】 

  11月末とし、連絡がつかない人へは 12月頭に往復はがき発

送。※12月 10日を参加締切りとしているが、柔軟に対応す

る。 

      ④次回開催日確認 

       12月 8日（金） 

       場所は、追って連絡 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、後藤憲二、三善啓美、工家恵美

子（旧姓：永吉）、中野敦子、今泉俊一、梅木一正、黒永俊弘（以

上 10名） 
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H29.11.28 第１回ＰＴ会議 in増矢桐箱店事務所 

 議 題：①実行委員会組織図（案）について 

 氏  名 参考：前年度 

実行委員長 佐矢野義博  

副実行委員長 増矢大介ｏｒ園田俊道  

 運営部会 梅木一正、後藤憲二、岡崎知佳

（旧姓：司城）、花崎淳 

８人 

記念品部会 橋本幸代（旧姓：矢野）、本田貴

予（旧姓：野正）、玉木弘美（旧

姓：渡辺） 

５人 

副実行委員長 増矢大介ｏｒ園田俊道  

 アトラクシ

ョン部会 

田中慶哉、藤本宏一、山下茎三、 ４人 

計画・人事部

会 

三善啓美、外園小百合 ８人 

広告協賛部会 工家恵美子（旧姓：永吉）、榎園

大機、松崎美穂（旧姓：永井） 

９人 

事務局長 黒永俊弘  

 事務局 中野敦子（会計）、今泉俊一、廣

津栄一 

２人 

 

 業務内容 

実行委員長 ①「同窓の集い」を総括 

②「同窓の集い」及び「実行委員会」を代表 

③「実行委員会」を招集、議事進行 

副実行委員長 ①実行委員長補佐 

②実行委員長職務代理 

③部会総括 

 運営部会 ①「同窓の集い」受付・案内看板・会場案内等 

②ヴィラ・ルーチェとの連絡調整（料理内容、

進行、音響、映像、記念品の袋詰め作業、ア

トラクションリハーサル等に関すること） 

記念品部会 ①記念品及び手提げ袋の計画・発注・収受 

②記念品の袋詰め・座席配布 

 ※袋詰めの場所・時間については運営部会と

連携 

③写真撮影 

副実行委員長  

 アトラクシ

ョン部会 

①アトラクションの計画・依頼・実施 

②依頼者への事前及び当日対応 

計画・人事部

会 

①36回生への連絡調整 

②「同窓の集い」36回生参加状況 

③「同窓の集い」36回生の当日会場配置 

④「同窓の集い」終了後の 36 回生同窓会 

広告協賛部会 ①広告協賛の依頼文書、申込書、お礼 

②担当者割当 

③協賛金（目標 400万円）の状況把握 

 ※現金は、事務局会計担当へ 

④冊子のレイアウト、構成、発注、校正、収受 

 ※川原田印刷がノウハウを知っている 
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事務局長 事務局の総括 

 事務局 ①「実行委員会」及び「同窓の集い」に関する

各種資料の作成 

②実行委員会の開催通知、議事録の作成・配布 

③南校同窓会事務局との調整 

④予算、決算等会計処理 

⑤その他、各部会の業務に属さない業務 

 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、三善啓美、橋本幸代（旧姓：矢野）

黒永俊弘（以上 6名） 

H29.12.8 ３６回生第２回定例会 in新博多町交流センター 

 １ 実行委員会組織案について 

  ①ＰＴ案について（意見） 

    特段意見はなく、賛意が示された。 

 

  ②実行委員会メンバーの追加（ゴシック体が追加メンバー） 

 氏  名 参考：前年度 

実行委員長 佐矢野義博  

副実行委員長 増矢大介  

 運営部会 梅木一正、後藤憲二、花崎淳、

萩原清文、外園小百合、小畑和

子（旧姓:中園） 

８人 

記念品部会 橋本幸代（旧姓：矢野）、本田貴

予（旧姓：野正）、玉木弘美（旧

姓：渡辺）、大下豊美（旧姓：八

丁） 

５人 

副実行委員長 園田俊道  

 アトラクシ

ョン部会 

田中慶哉、藤本宏一、山下茎三、

日名子真、相良雅哉、小出康博 

４人 

計画・人事部

会 

三善啓美、岡崎知佳（旧姓：司

城）、田邉奈穂子（旧姓：大賀）、

宮本浩二、岡松広、渡辺修、松

中千鶴（旧姓：古田）、中村博教 

８人 

広告協賛部会 工家恵美子（旧姓：永吉）、榎園

大機、松崎美穂（旧姓：永井）、

倉橋邦和、久保昌昭、奥村美智

代（旧姓：大友）、三代悦子（旧

姓：瀬戸間） 

９人 

事務局長 黒永俊弘  

 事務局 中野敦子（会計）、今泉俊一、廣

津栄一 

２人 

 

 ２ 同窓会テーマ（1月 2日の新春同窓会後募集も一手） 

     1月 2日の新春同窓会後募集 

 

 ３ １月 2日 36回生新春同窓会参加状況報告等及び当日の進行、役割等に

ついて 

  ①増矢より参加申込み状況報告（未連絡者への往復葉書き報告も） 

    ・68名プラス先生 3名（工家、渡辺、佐藤） 

      ※武田先生、梅本先生は欠席 
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    ・未連絡者への往復葉書きについて、増矢より「本番は、9 月 29 日

の同窓の集いであるので、1月 2日の同窓会に向かっては無理して

送らなくてもよいのではないだろうか。」と提案あり。了承。 

 

  ②参加申込み期限（12月 10日）後の役割分担決め 

    配 席 表 作 成：増矢大介 

会場との調整役：増矢大介 

    （配席表、会場横断幕、案内板、ホワイトボード 2ヶ、今年の同窓の

集い映像を会場に流す等） 

    名     札：三善啓美が購入、カラーペンは山下茎三が提供 

    集 合 写 真：今泉俊一、廣津栄一（冒頭に撮影、解散時に配布） 

    会     計：中野敦子 

当日の会場受付：田中慶哉、山下茎三、藤本宏一、梅木一正、橋本幸

代（旧姓：矢野）、☆工家恵美子（旧姓：永吉）、岡

崎知佳（旧姓：司城）、三善啓美 

    司     会：黒永俊弘 

    実行委員長挨拶：佐矢野義博 

    来賓挨拶(先生）： 

    万 歳 三 唱：  

    ※当日集合時間：16時 30分 

 

  ③最終確認会議の日程調整（12月中） 

     数人集まって最終調整する。日程は追って連絡。 

 

４ その他 

    次回：1月 12日（金）19：00～ 場所は未定 

 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、田中慶哉、今泉俊一、廣津栄一、

藤本宏一、梅木一正、山下茎三、三善啓美、橋本幸代（旧姓：矢野）、

岡崎知佳（旧姓：司城）、工家恵美子（旧姓：永吉）、黒永俊弘（以上

14名） 

H29.12.24 ３６回生新春同窓会最終打ち合わせＰＴ会議 inグランプラザ中津 

 〇名 札：名札を書いてもらうと受付窓口が混雑するので事前に用意する。

三善さんが準備（経費は、35回生からの引継ぎ金で対処） 

〇写 真：集合写真は開会前（5時 55分）に撮る。先生には、後日礼状とあ

わせ郵送する。そのほかは Facebookを開設し、実行委員会が撮っ

たもののほかに同窓生が撮ったものを投稿してもらう。 

〇会 計：最初にホテル側に支払う。当日のドタキャンや予告なしに来た同

窓生は、会計的には相殺する。来た人のほうが多いときは、ホテ

ル側に食器など追加で用意してもらう。 

〇横断幕：ホテル側に依頼すると 12,000円？位かかるとのことで、工家さん

が準備（経費は、35回生からの引継ぎ金で対処） 

〇挨 拶：来賓挨拶は、代表者 1名。佐藤先生が一番高齢だが、当日先生方

に決めてもらう。のこり 2人は来賓紹介。 

〇万 歳：元生徒会長の亀頭に依頼 

 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、三善啓美、工家恵美子（旧姓：永

吉）、黒永俊弘（以上 6名） 
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H30.1.2 ３６回生新春同窓会 inグランプラザ中津 

 参加者：78名(うち先生 3名 佐藤、渡辺、工家)、当日欠席者：4名 

  飲食代：468,000円（78名分） 

先生３名分(ご招待)と当日欠席者分の処理 

 費用：@6,000×先生 3名＋@6,000×当日欠席者 4名＝42,000円 

 充当：5組同窓会残金 22,000円 

 不足：20,000円（※二次会残金を充当） 

◇二次会：大将 

  参  加  者：50名程度 

  会     費：男子 4,000円/人、女子 3,000円 

  飲 食 代：119,560円 

  精算後残金：84,440円 

  残金処理 ：一次会不足金額(20,000円)、会場横断幕制作費(2,300円)、

名札制作費(1,080円)に充当。また、先生方への礼状及び写

真送付（〇〇円）に充当。残りは繰越金。 

◇実行委員会メンバーの追加（ゴシック体が追加メンバー） 

 氏  名 参考：前年度 

実行委員長 佐矢野義博  

副実行委員長 増矢大介  

 運営部会 梅木一正、後藤憲二、萩原清文、

外園小百合、小畑和子（旧姓:中

園）、田島卓爾、池田由香(旧姓：

朝吹) ７人 

８人 

記念品部会 橋本幸代（旧姓：矢野）、本田貴

予（旧姓：野正）、玉木弘美（旧

姓：渡辺）、大下豊美（旧姓：八

丁）、宇都宮健志、加隈哲也、川

野和弘 ７人 

５人 

副実行委員長 園田俊道  

 アトラクシ

ョン部会 

田中慶哉、藤本宏一、山下茎三、

日名子真、相良雅哉、小出康博、

奥島陽一、亀頭隆行 ８人 

４人 

計画・人事部

会 

三善啓美、岡崎知佳（旧姓：司

城）、田邉奈穂子（旧姓：大賀）、

宮本浩二、岡松広、渡辺修、松

中千鶴（旧姓：古田）、中村博教、

石松秀喜 ９人 

８人 

広告協賛部会 工家恵美子（旧姓：永吉）、榎園

大機、松崎美穂（旧姓：永井）、

倉橋邦和、久保昌昭、奥村美智

代（旧姓：大友）、三代悦子（旧

姓：瀬戸間）、花崎 淳 ８人 

９人 

事務局長 黒永俊弘  

 事務局 中野敦子（会計）、今泉俊一、廣

津栄一 ３人 

２人 

 

H30.1.12 ３６回生第３回定例会 in南部公民館 

１ ３６回生新春同窓会 inグランプラザ会計報告 

   収支結果を説明。増矢が先生への礼状送付に要した経費が些少なこと

から受け取りを辞退した。増矢から今回の残金 61,060 円は、引継金とは

別会計（通帳）で管理してはどうかとの提案があり、了承された。（３６
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回生単独の活動経費に対しての充当） 

 ２ 今後のスケジュール（部会ごと） 

   ３５回生の活動状況を基に説明。 

   ３月の定例会までに部会単位で会合をしてもらい、左記定例会で状況

報告をしてもらうことを決定した。 

 ３ 南校事務局との打ち合わせ 

   佐矢野委員長 増矢・園田 両副委員長 黒永事務局長の４人であいさ

つを行うことを決定した。（実行委員会事務局において日程調整を行う） 

 ４ テーマ（案） 

   次回定例会において決定することで了承。（重複を避けるため過去５年

間のテーマの検索←増矢副委員長預かり？） 

 ５ 幹事会メンバーのＬＩＮＥ登録 

   部会会合における部会長人事決定を経て登録を行う。 

 ６ その他 

   部会メンバー間の連絡方法（増矢副委員長保有の連絡先データを活用

する。） 

   未だ連絡がとれない残り約１００人の３６回生へのアプローチに関し

て（同窓のつどいの開催・３６回生が当番幹事であることの告知） 

   →３５回生活動状況の「平成２９年４月 ３５回生へ案内はがき送付」

を参考に、未連絡者に対し告知を行うことを決定（方法等詳細は未

決） 

 

   次回は２月９日（金曜日）午後７時開催となった。（実行委員会事務局

において会場確保） 

 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、三善啓美、工家恵美子（旧姓：永

吉）、相良雅哉、梅木一正、奥村美智代（旧姓：大友）、大下豊美（旧

姓：八丁）、田中慶哉、藤本宏一、倉橋那和、後藤憲二（以上 14名） 

 

H30.2.9 ３６回生第４回定例会 in新博多町交流センター 

 

議題 

 １ 前回確認事項 

   第３回定例会協議事項を再確認する中で、以下内容を確認した。 

  ①新春同窓会残金 61,040 円は、引継ぎ金と別に管理し、今後の 36 回生

単独活動に対し充当する。 

  ②３月の定例会までに部会単位で会合をしてもらい、左記定例会で状況

報告を行う。その際、部会長も報告してもらう。 

  ③同窓会事務局との打ち合わせについて、実行委員会事務局で日程調整

する。 

⇒黒永より事務局に問い合わせしたところ、同窓会事務局サイドから協

議の依頼をしていたとのこと。 

H29.4.18 6月 24日の同窓会総会出席要請 

同窓の集いチケットの色とプログラム決定依頼 

H29.8.31 同窓の集い参加人数、テーブル数、受付等確認 

H29.9.25 最終確認 

  ④未だ連絡がとれない残り約 100 人の 36 回生へのアプローチに関して

（同窓のつどいの開催・３６回生が当番幹事であることの告知） 

→３５回生活動状況の「平成２９年４月 ３５回生へ案内はがき送付」

を参考に、未連絡者に対し告知を行うことを決定（方法等詳細は未決） 
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 ２ テーマ 

  ①過去６年間のテーマ 

平成 24年 しあわせになろう～時代をつむぐ仲間と共に～ 

平成 25年 繋ぐ～120年の誇りを未来へ～ 

平成 26年 温故知新～誇りをもって前に進め～ 

平成 27年 青春プレイバック 

平成 28年 元気三舞～あのころも これからも いつまでも～ 

平成 29年 絆～すばらしき出会いに感謝～ 

  ②提案された平成 30年度テーマ 

結果 テーマとサブテーマ 

 タイムトリップ ～青春の輝き～ 

 母校 ～なれこそ 我がもとい～ 

 光と影の季節 

 瞬彩 ～瞬間、瞬間の彩を永遠に～ 

 継承 ～新しい時代へ～ 

 あの頃を忘れない 

決定 再会 ～ふたたび ここから～ 

 糸 ～織り成す○○～ 

 仲間がいる 気楽に生きよう！ 

 

 ３ ＬＩＮＥ若しくは一斉メール登録 

    部会の部会長を決めたのちに登録する。 

 

 ４ 連絡先がついていない 36回生へのアプローチ 

    先ずは、計画・人事部会で協議してもらう。 

 

 ５ その他 

①広告協賛部会に水谷和毅が追加された 

◇実行委員会メンバーの追加（ゴシック体が追加メンバー） 

 氏  名 参考：前年度 

実行委員長 佐矢野義博  

副実行委員長 増矢大介  

 運営部会 梅木一正、後藤憲二、萩原清文、

外園小百合、小畑和子（旧姓:中

園）、田島卓爾、池田由香(旧姓：

朝吹) ７人 

８人 

記念品部会 橋本幸代（旧姓：矢野）、本田貴

予（旧姓：野正）、玉木弘美（旧

姓：渡辺）、大下豊美（旧姓：八

丁）、宇都宮健志、加隈哲也、川

野和弘 ７人 

５人 

副実行委員長 園田俊道  

 アトラクシ

ョン部会 

田中慶哉、藤本宏一、山下茎三、

日名子真、相良雅哉、小出康博、

奥島陽一、亀頭隆行 ８人 

４人 

計画・人事部

会 

三善啓美、岡崎知佳（旧姓：司

城）、田邉奈穂子（旧姓：大賀）、

宮本浩二、岡松広、渡辺修、松

中千鶴（旧姓：古田）、中村博教、

石松秀喜 ９人 

８人 
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広告協賛部会 工家恵美子（旧姓：永吉）、榎園

大機、松崎美穂（旧姓：永井）、

倉橋邦和、久保昌昭、奥村美智

代（旧姓：大友）、三代悦子（旧

姓：瀬戸間）、花崎 淳、水谷和

毅 ９人 

９人 

事務局長 黒永俊弘  

 事務局 中野敦子（会計）、今泉俊一、廣

津栄一 ３人 

２人 

 

  ②次回開催 

 日時：3月 18日（日）13：00～２時間 

     場所：新博多町交流センター（2階） 

 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、三善啓美、工家恵美子（旧姓：永

吉）、奥村美智代（旧姓：大友）、田中慶哉、倉橋那和、後藤憲二、田

邉奈穂子（旧姓:大賀）、橋本幸代（旧姓:矢野）、水谷和毅、本田貴予

（旧姓:野正）、山下茎三、今泉俊一、黒永俊弘（以上 16名） 

H30.3.18 ３６回生第５回定例会 in新博多町交流センター 

 

議題 

 １．部会協議結果報告及び報告を受けての意見交換 

 協議結果報告 意見交換 

運営部会 

 

部会長： 

梅木一正 

・特に報告する内容なし  

記念品部会 

 

部会長： 

 未決定 

・増矢桐箱店でティッシュ

ケース（定価 800円台） 

・丹羽茶圃舗のお茶 

・武蔵屋のおかき などを

考えている。 

※カレンダーについて意見

を。 

・カレンダーは、同窓会の

時期を考えると如何なも

のか。 

・記入するスペースが限ら

れており使い勝手が悪

い。 

⇒作成しない。 

アトラクシ

ョン部会 

 

部会長： 

 相良雅哉 

・ものまねの意見が前回出

ていたが、まだ決まってい

ない。 

・ものまねで決定すれば、Ｊ

Ｃ繋がりで増矢にお願い

したい。 

 

計画・人事

部会 

 

部会長： 

 未決定 

・120人くらいの連絡先が不

明。 

・5月末を目途に名簿を完成

させ、それ以降に案内した

い。 

・LINE で連絡可否の情報交

換をしたい。 

増矢が立ち上げてくれたホ

ームページに登録する際、

電話を必須にするかどうか

議論になったが、任意とす

ることにした。 
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広告協賛部

会 

 

部会長： 

 倉橋邦和 

・会議終了後、広告依頼の原

稿に昨年の広告の貼り付

け作業をお願いしたい。 

・その後、自分が知っている

広告主について、担当にな

ってもらいたい。 

・4月から 7月末で広告協賛

の作業を終わり、8月ゲラ

チェック、8月末印刷とし

たい。 

・協賛してくれた方へのお

礼は、同窓の集い以降に行

う。その際、記念品の一部

を差し上げたい。 

・遠方の広告協賛主による

振込みは、事前に担当者

が LINE に載せるか直接

中野さんに連絡する。 

・その場合、振り込み手数

料は「込み」で良いこと

とする。 

・各担当者は、黒永に現金、

領収書、原稿を渡す。黒

永は、確認印を押した後、

工家さんに原稿を渡す。 

 

 ２．その他 

  ①広告協賛金振込先 

    大分銀行今津田尻出張所 普通預金 7513564 中津南高校 同窓会

協賛金口 会計 中野敦子 

    

  ②次回開催日時 

    3月 23日（金）19時～（広告協賛担当決め作業） 

    4月 15日（日）13時～（第６回定例会） 

    ※何れも新博多町交流センター 

 

参加者：佐矢野義博、増矢大介、梅木一正、三善啓美、工家恵美子（旧姓：永

吉）、岡崎知佳（旧姓：司城）、奥村美智代（旧姓：大友）、田中慶哉、

後藤憲二、田邉奈穂子（旧姓:大賀）、橋本幸代（旧姓:矢野）、水谷和

毅、本田貴予（旧姓:野正）、山下茎三、藤本宏一、久保昌昭、森田 了、

大下豊美（旧姓：八丁）、池田由香（旧姓：朝吹）、玉木弘美（旧姓：

渡辺）、松崎美穂（旧姓：永井）、中村博教、今泉俊一、黒永俊弘（以

上 24名） 

H30.3.23 ３６回生第６回定例会 in新博多町交流センター 
 
広告協賛担当決め作業会議要領 
〇日時 平成３０年３月２３日（金曜日）午後７時開会 
〇場所 新博多町交流センター 
〇内容 
 １ 前回に引き続き広告協賛担当決めを行う。 
 ２ 広告協賛金を事務局へ引き渡す方法について、再確認を行った。 
   ・各担当は、市役所来庁し、黒永事務局長（４階総務課）に現金、領収

書（綴り）、原稿を引き渡す。 
   ・黒永事務局長は、 
    （１） 領収書（綴り）は、控えの部分を切り取り（ミシン線でない

ので注意）、担当に返す。 
    （２） 原稿の必要事項記載（金額・サイズ・担当者の記載・備考欄

における申し送り事項（協賛元のゲラチェック要など））を確
認の上、会計印を押印して、広告担当（工家さん）へ 

    （３） 領収控えと現金を照合して、通帳へ入金を行う。 
     ※ 黒永事務局長不在の場合は、今泉（２階介護長寿課）、廣津（１

階保険年金課）が上記対応を行う。 
   ２における入金等の詳細マニュアルは広告協賛部会において、４月末・
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５月をメドに作成する。 
 ３ 佐矢野委員長から、同窓のつどいの際に流すビデオについて、先日パン

フのイラストで採用した「空からみるやばけい遊覧」の映像を借用できな
かとの提案があった【要確認】 

 ４ 増矢副委員長から、本番に臨むにあたっての「決起集会開催」の提案が
あった。日程等については次回定例会で決定（５月末の土曜日など） 

 ５ 次回開催日時 
   ４月１５日（日）１３時～（第６回定例会） 
 
参加者：佐矢野義博 増矢大介 園田俊道 後藤憲二 梅木一正  

工家（永吉）恵美子 三善啓美 大下（八丁）豊美 花崎 淳 田中
慶哉 藤本宏一 相良雅哉 倉橋邦和 松崎（永井）美穂 久保昌昭 
今泉俊一（以上 16名） 

H30.4.15 ３６回生第６回定例会 in新博多町交流センター 

 

１．各部会報告 

部会 進捗状況 

運営部会 ヴィラルーチェと打ち合わせ済み、盆明けに食事内容につ

いて決定予定 

記念品部会 丹羽茶舗のお茶については決定 

アトラクション

部会 

小川企画にて 3 通りの見積もり依頼中、5 月を目途に決定

予定 

計画・人事部会 5 月末を目途に連絡先不明の調査を完了したい 

広告協賛部会 本日の協賛金 

53 件 455,000 円（内訳別紙）  中野さんより入金 

２．決起集会日程調整 6 月 23 日（土） 

３．次回開催日    5 月 20 日（日） 13：00 新博多町交流センター 

 

H30.5.20 ３６回生第７回定例会 in新博多町交流センター 

 

１．同窓会総会について 

 ①日時：6月 30日（土）17:30～ 

  場所：グランプラザ中津ホテル 

 

 ②資料作り及び同窓のつどいチケット作りほか 

    南高校同窓会事務局が行う。※当日、チケットが渡されます。 

 

 ③南高校事務局から確認を依頼されている内容 

  ア．チケット表面に記す同窓のつどいテーマ 

     テーマ：再会 ～ふたたび ここから～ 

 

  イ．チケット裏面に記すプログラム（式次第）について 

   参考：昨年のプログラム 

※開会式 17:30～18:30 

 開会の言葉 

 校歌斉唱 

 黙祷（同窓物故者） 

 同窓会会長挨拶 

 学校長挨拶 

※懇親会 18:45～20:30 

 実行委員長挨拶 

 乾杯 

 歓談 

 アトラクション 

 次年度当番幹事 36回生挨拶 
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 来賓・支部代表挨拶  万歳三唱 

 閉会の言葉 

     プログラムは、昨年と同様で良いが、開会式の次第について、一般

的には、「黙祷」のあとに「校歌斉唱」ではないかと後藤より疑義あり。

（南高校同窓会事務局へ提言） 

 

    5 月 22 日(火)の南高校同窓会事務局との協議で、「黙祷」は「校歌斉

唱」の前にもってくることとなりました。 

   ※後日談：チケットは変えたが、プログラムを変え損ねた（チェックミス） 

      

  ウ．チケットの色について 

    体操着の学年カラーが慣習⇒体操着の学年カラーである臙脂（えん

じ）色で良いが、チケットなので色を薄めてピンク系のようにして欲

しい。 

    また、チケットサイズについて、財布に収まるサイズにして欲しい。 

 

  エ．総会当日の３６回生役割 

a.会場受付（※会費 2,000円の徴収も） 

     事務局要請は５人 

     人選：５人出すが、人選はｂの総会出席者から選任 

 

     b.総会終了時、同窓の集い当番幹事登壇及び幹事長挨拶 

         ・昨年は１８名参加（法被着用） 

       ・昨年の幹事長挨拶は、①これまでの取組、②アトラクション

の予告、③最後に「心をこめておもてなししたい」というよ

うな内容であった。 

               人選：佐矢野代表幹事、増矢・園田副幹事及び黒永事務局長

に加え、運営部会、記念品部会、アトラクション分科会、

計画・人事部会、広告協賛部会、事務局より各２名選出す

る。 

          ※各部会は、決定後、黒永に連絡 

          ※園田は、出席調整中 

 

 

      5 月 22 日(火)の南高校同窓会事務局との協議で、総会(6 月 30

日)の 10日となる 6月 20日(水)となりました。 

      よって、各部会の代表者(※決まっていない部会は連絡担当者)

が 6月 18日(月)までに黒永まで連絡願います。(南高 36回生のグ

ループ LINEでも可) 

 

  オ．前記決定内容の南高校事務局への報告 

     報告日：5月 22日（火）17時 30分～ 

          報告者：黒永 

 

２．広告協賛金の会計入金状況について（報告） 

   平成 30年 5月 18日（金）現在 

     113件 1,095千円 
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３．各部会からの報告について 

    部会 報告等 

運営部会 今日の午前中にここで会議をもった。特に報告する
ことはない。 

記念品部会 予算の確認になり、事務局から「昨年の予算・決算
をみると 100 万円程度（予算 104 万円、決算 100 万
円）、また、昨年作成したカレンダーは、3月 18日の
第 5回で決定したように作成しないこととしたので、
その分は他に回せる」と話した。 
※次回までに予算書（案）作成 

アトラクショ

ン部会 

 増矢の商工会議所ルート経由の動きを待っている
段階。 

計画・人事部会  36回生出欠状況は、8月末までに掌握する。 

広告協賛部会  7月末の川原田印刷への入稿に向けて取り組む。担
当が決まらず残ったままの 30 余の広告協賛依頼先
は、有志で回る。 
※6月 30日（土）の総会前までに、広告協賛回りのと
きに「同窓のつどい」チケットを所望された場合、相
手先と何回生かを確認しておき、広告協賛部会長若し
くは事務局に伝える。事務局より、当該情報を南高校
同窓会事務局へ伝える。 
※「同窓のつどい」チケット印刷後、南高校同窓会事
務局より、概数のチケットを預かり、各自で広告協賛
回りのときに所望されれば販売する。販売結果は事務
局に知らせること。事務局から南高校同窓会事務局へ
販売結果とお金を渡す。（※昨年は、6月 20日印刷完
了） 
※反省点として、「協賛依頼文書にチケットを所望さ
れた場合の手続き的な一項を設けておくと良かった」
という意見有り。37回生への引継ぎ事項に入れる。 

 

４．決起集会（６月２３日）について 

   日  時：6月 23日（土）18時～ 

   場  所：居酒屋 大将 

   会  費：4,000円 

   出欠状況： 名（５月１８日現在） 

   ※出席する人は、6月 13日までに増矢に連絡を。 

 

８．その他 

 ①次回開催日について 

   ６月２３日（土）に１７時から。居酒屋大将に依頼し、了解が得られれ

ば大将で行い、そのまま 18時から決起集会へ。※交渉は増矢に依頼 

  ※原則、その日は広告協賛金の提出は控える。（※平日でも受付は事務局

でするので、事前に黒永（総務課）、今泉（介護長寿課）、廣津（保険年金

課）に連絡いただければ対応します。 

 

出席者：佐矢野義博、後藤憲二、池田由香（旧姓：朝吹）、田邉奈穂子（旧姓：

大賀）、三善啓美、玉木弘美（旧姓：渡辺）、梅木一正、森田了、水谷和

毅、久保昌昭、山下茎三、田中慶哉、藤本宏一、萩原清文、岩久直樹、

今泉俊一、工家恵美子（旧姓：永吉）、橋本幸代（旧姓：矢野）、中野敦

子、大下豊美（旧姓：八丁）、黒永俊弘（以上 21名） 
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H30.5.22 南高校同窓会事務局との第１回目協議 in南高校 

 

南高校側 ：大島事務局長、盛永さん 

幹事回生側：黒永 

 

１．９月２９日の「同窓のつどい」チケットの色 

    えんじ色を薄くしたもの、淡いピンク系とすることとなりました。 

 

２．同チケット裏面記載のプログラムについて 

幹事回生側からの「黙祷」のあとに「校歌斉唱」ではないかとの提言に

対し、「黙祷」は「校歌斉唱」の前にもってくることとなりました。 

 

３．幹事回生の総会出席について 

    基本的に、佐矢野代表幹事、増矢・園田副幹事及び黒永事務局長に加

え、運営部会、記念品部会、アトラクション分科会、計画・人事部会、広

告協賛部会、事務局より各２名選出することを計画している。総勢 15 名

程度になると思われ、その中から受付５名も出したいと伝えました。 

    同窓会事務局からは、総会(6 月 30 日)の 10 日前までに出席者の報告

が欲しいとの要望であり、6 月 20 日(水)までに報告することとなりま

した。 

    よって、各部会の代表者(※決まっていない部会は連絡担当者)が 6月

18 日(月)までに黒永まで連絡願います。(南高 36回生のグループ LINE

でも可) 

 

４．今後の同窓会事務局との会議予定 
第２回：８月３０日（木）於：南高校で調整 

※同窓会事務局からチケット収入状況報告を受け、幹事回生側から

アトラクション演出説明を同窓会事務局に行う。 

第３回：9 月 22 日（土）於：ヴィラルーチェで調整 

※人数調整や配席表をヴィラルーチェ側に手渡すなど、ヴィラルー

チェとの調整が主となる。 

 

５．３６回生の理事について 

   「同窓のつどい」のあとで構わないが、３６回生の学年理事（現在２名）

の他にもう４名ほどなって欲しいと依頼を受けました。 

 

H30.6.23 ３６回生第８回定例会兼プチ決起集会 in居酒屋大将 

 

１．予算(案) 

  別紙 

 

２．各部会からの報告について 

部会 報告等 

運営部会 
特になし。アトラクションが決まればホテル側と協

議したいので、知らせて欲しい。 

記念品部会 

桐箱ティッシュボックスについて、600 円/個プラ

ス消費税にしてもらった。記念品等入れる紙袋は、カ

レンダーを作製しないことから、35 回生が作ったよ

うな大きさは必要ないので、縮小する。 

※平成 30年度予算案を朱書き修正したので、確認を。 
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アトラクショ

ン部会 

何パターンか思案中。ここ数年のアトラクションを
知らせて欲しい。重ならないようにしたい。 
※33回生は、蛎瀬神楽と学生による部活動。34・35回
生はベーリーダンス 

計画・人事部会 

36 回生の連絡先について、90 名不明。アドレスは

分かるが連絡が付かない人が 9名。今後、メール等で

照会するので協力して欲しい。 

広告協賛部会 

広告協賛で担当者が決まっていない会社が 30 社あ
る。そこは特別チームに任せたい。広告協賛は 7月末
としているので宜しくお願いしたい。 
(広告協賛を断られるケースが散見する。新規獲得

分と相殺できる程度かどうか確認したいとの意見を
受け）広告協賛先とその担当者のデータを増矢に送る
ので、増矢から発信してもらいたい。 

 

３．広告協賛金の会計入金状況について（報告） 

   平成 30年 6月 22日（金）現在 

     265件 2,504,784円 

         ※広告協賛金目標を 400万円とすると進捗率 63% 

 

４．南高校同窓会事務局との協議について（報告） 

   日付：5月 22日（火）17時 30分～ 於:南高校 

南高校側 ：大島事務局長、盛永さん 

幹事回生側：黒永 

 

  ①同窓のつどいチケット原稿承認 

   色  ：ピュアピンク 

   大きさ：縦７センチ×横１７センチ（一回り小さくなった） 

            参考：１万円（縦７.６センチ×横１６センチ）サイズなので

財布に入る大きさになった。 

   5月 30日(水)に南高校同窓会事務局より原稿案を黒永が確認・承認。 

 

  ②同窓会総会出席者 

   日 時：6月 30日（土）17：30～ 

   場 所：グランプラザ中津 

   集 合：16時グランプラザ集合 

   出席者： 

    佐矢野、増矢、園田、黒永、運営部会（梅木、後藤）、記念品部会（橋

本さん、大下さん）、アトラクション部会（相良、田中）、計画・人事

部会（三善さん、田邉さん）、広告協賛部会（工家さん、松崎さん）、

事務局（今泉、中野さん）以上 16名（※うち、5 人程度受付事務） 

    ※出席者は懇親会費として 2,000円 

 
③今後の同窓会事務局との会議予定 

第２回：8 月 30 日（木）於：南高校で調整 

※同窓会事務局からチケット収入状況報告を受け、幹事回生側から

アトラクション演出説明を同窓会事務局に行う。 

第３回：9 月 22 日（土）於：ヴィラルーチェで調整 

※人数調整や配席表をヴィラルーチェ側に手渡すなど、ヴィラルー

チェとの調整が主となる。 
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５．その他 

  ①次回開催日 

    7 月 15 日(日)が第 3 日曜日だが、各部会の進捗状況など協議事項も

考えられるので、定例に拘らなくて良いと思われる。 

 

 

    事務局のミスで、日程調整しないまま、決起集会に突入し、肝心な日

程調整を失念していた。後日、7月 22日(日)13時で調整。 

 

参加者：定例会 24人 プチ決起集会 30人(会費@4,000円/人) 

 ※決起集会精算 

   居酒屋大将…98,390円(残金 21,610円は二次会費の足しにした) 

 

H30.6.26 南高校同窓会事務局との第２回目協議 in南高校 

 

南高校側 ：大島事務局長、盛永さん 

幹事回生側：黒永 

 

用務１：6月 30日(土)の南高校同窓会総会における議事進行の流れ確認 

用務２：法被受け渡し（同窓会事務局⇒事務局長（黒永）） 

 

H30.7.22 ３６回生第９回定例会 in新博多町交流センター 

 

１．総会出席の報告 

 日時：6月 30日(土)17:30～ 

 場所：グランプラザ中津ホテル 

 

 ①各支部の総会 

支部 期日 場所 会費 担当幹事 

関東 10月 20日(土) 東京ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ 1万円 41回生 

関西 11月 11日(日) ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｸﾗﾌﾞ大阪 1万円  

北九州 5月 27日(日)済 ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ小倉 7千円  

 

 ②同窓のつどいチケット販売＆参加者報告 

   各回生の理事に取り纏め依頼…8月 30日(木)が報告期限 

   報告先…南高校同窓会事務局 

 

２．広告協賛金の会計入金状況について（報告） 

   平成 30年 7月 20日（金）現在 

     384件 3,554,460円（うち「新規」18件 220,000 円） 

※事務局把握分の協賛辞退…16件 100,000円） 

         ※広告協賛金目標を 400万円とすると進捗率 89% 

     ⇒手持ちデータから推測すると 380万円が最終形？（工家） 

 

３．各部会からの報告について 

部会 報告等 

運営部会 

・同窓のつどい当日の 36回生役割分担表を作成した。
当日、78名いれば十分。 

・（計画・人事部会へ）8 月末には出席者を確認した
い。 

 ※9 月 2 日に定例会の中で電話確認行動をするの
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で、その結果で確定。 
・（記念品部会へ）記念品のヴィラルーチェ納品日が
分かったら連絡して欲しい。 

・（アトラクション部会へ）アトラクションが決まっ
たら、司会も入れて、ヴィラルーチェと打ち合わせ
たい。 

・当時に提供する料理の試食会（飲み物は自己負担）
を 8 月 26 日（日）で実施したい。時間は、ヴィラ
と調整する。定例会後、試食会の形。 

記念品部会 

・記念品の包装（テープ貼り）と手提げ袋のシール貼

りは、本番（9 月 29 日）当日、会場のヴィラで行

う。 

・10月に反省会の形で定例会を実施し、その際、広告

協賛主分の記念品を割り振る。基本、依頼担当者と

するが、１人で多数の協賛を獲得してくれた人の分

は負担を減らすため、分ける。 

アトラクショ

ン部会 
・増矢が相良部会長に電話確認する。 

計画・人事部会 

・案内を出すが、①同窓会ＨＰで出欠確認する。②そ

れが出来ない人（住所や電話番号しか分からない

人）には、往復はがきを郵送する。 

・8 月 25 日を報告締切日とする。報告のない人につ

いて、9月 2日の定例会参加者で電話行動する。 

・新春同窓会のとき、電話行動の効果があったと感じ

ているので、親交のある人に電話連絡して欲しい。 

・同窓のつどい終了後の打ち上げについて、恩師には

特に声かけしない（※時間が夜 9 時からと遅いた

め）。 

広告協賛部会 

・広告原稿は、黒永から工家さんへの原稿渡しについ
て 7月 28日を最終日とする。 

 ※工家さんから川原田印刷への原稿渡しは 7 月 30
日がリミット。そうでないと間に合わない。 

・ゲラチェックは、広告協賛部会で行う。 

 

４．その他 

 次回以降開催日 

  8月 26日（日）時間未定…定例会後料理試食会 

  9月 2日（日）13時～新博多町交流センター 

 

出席者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、今泉俊一、水谷和毅、工家恵美子

（旧姓：永吉）、池田由香（旧姓：朝吹）、三善啓美、岡崎知佳（旧姓：

司城）、田邉奈穂子（旧姓：大賀）、本田貴予（旧姓：野正）、萩原清

文、田中慶哉、梅木一正、後藤憲二、黒永俊弘（以上 16名） 
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30.8.26 ３６回生第１０回定例会 inヴィラルーチェ 

 

１ 各部会からの報告 

部会 報告等 

運営部会 

特に報告事項なし。 
※会議中、増矢より、清源同窓会会長及び在京中津会から
の依頼で、在京中津会の青木会長が作詞した「美しき山
国川」を青木会長挨拶時に少し流したり、会が終了して
退席時のフルで流すといった計画を求める発言あり。Ｃ
Ｄは、増矢が預かっている。 

記念品部

会 

特に報告事項なし。 

※発注数は、8月 31日の南高校同窓会事務局との打ち合わ

せでチケット販売状況が分かるので、残数が多くならな

いようにする。 

アトラク

ション部

会 

・マグロの解体ショー（にぎり寿司にして振舞う）を実施
する。（佐伯市の「鮮度壱番」に委託） 

・解体ショーのほかのアトラクションについて、考えられ
る団体（大道芸、禅海太鼓、耶馬溪の神楽、大分国民文化
祭で公演する中津市の「山国川奇譚『鶴市愛歌』」のＰＲ
用出演等）に対して、オファーした場合に参加できるか
否かを確認し、参加出来る団体の中から選ぶ。 

・昨年行われていた在校生によるウェルカム演奏について
は、日本遺産のビデオに代える。 

計画・人

事部会 

・同窓の集い当日の出席回答状況について別紙により報告

あり。定例会出席者は、出欠の意思表明をしていない 36

回生に対して、当該データを元に 9 月 2 日の電話行動の

前に、出欠回答するよう促す。 

・最終的に連絡がつかない 36回生について、実家の住所の

み分かるといった場合は、往復はがきを発送する。 

広告協賛

部会 

・工家が、川原田印刷、工家、黒永のデータ照合を行う。完
了すれば、掲載順のチェック等を行う。 

・同窓の集い当日の看板について、縦横寸法の報告を運営
部会から受けるようになっていたが、今のところ無い。
←運営部会担当者に連絡する。 

 

２ 同窓会事務局との打ち合わせ 

 〔日時と場所〕 

   ８月３１日(金)１８時～ 南高校 

 〔内容〕 

同窓会事務局からチケット収入状況報告。幹事回生からアトラクション演

出説明。増矢・園田両副実行委員長、黒永事務局長で対応予定。 

 

３ その他 

  次回定例会：９月２日（日）１３時～ 場所：新博多町交流センター 

 

出席者：山下茎三、相良雅哉、森田了、松崎美穂（旧姓：永井）、臼木みどり、横

尾千里（旧姓：小川）、大下豊美（旧姓：八丁）、田邉奈穂子（旧姓：大

賀）、三善啓美、工家恵美子、宮本浩二、藤本宏一、萩原清文、中村博教、

梅木一正、今泉俊一、本田貴予（旧姓：野正）、玉木弘美（旧姓：渡邉）

園田俊道、増矢大介、佐矢野義博、黒永俊弘（以上 22名） 

    ※定例会後の試食会参加：今泉、工家除く 20 名 
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30.9.2 アトラクション部会会議＆第 11回定例会 in新博多町交流センター 

 

Ⅰ アトラクション部会会議 

１ ウェルカム演奏に代えて 

   日本遺産及び山国川奇譚『鶴市愛歌』のＰＲビデオ（ＤＶＤ） 

 

２ マグロ解体ショー（所要時間：解体から寿司握り終了まで小時間）につい

て 

 〇 歓談開始後、10 分ほどしたら、まな板に載せたマグロをスタッフ 4 人

(補助要員として 1人)で持ち、2階から 1階ステージまで練り歩いてみ

てもらう。若しくは、開場時に「マグロ解体ショー」と銘打った添え書

きをして、マグロを開場入り口付近に置いておく。後者のほうが、来場

者が自由に記念撮影出来るので、現実的かつ効果的か。 

 〇 司会者にお願いして、解体作業の説明員（おばちゃん）の説明に絡んで

もらう。 

 〇 解体が終わったら、清源同窓会会長、最高齢者、青木関東同窓会顧問に

ステージに来てもらい、試食と感想を言ってもらう。 

 〇 試食後、テーブルスタッフは、寿司が出来た分からテーブルに運ぶ。 

 〇 その後、寿司職人による握りが続く間の演出として、第 33 回国民文

化祭・おおいた 2018の中津市のイベントで行われるミュージカル山国

川奇譚『鶴市愛歌』のキャスト数名によるＰＲをしてもらう。間に合え

ば、本番衣装で登場してもらう。 

  

 〔役割〕 

   鮮度壱番への正式オファー…相良部会長 

   日本遺産及び山国川奇譚『鶴市愛歌』のＰＲ用ＤＶＤ…黒永 

 

出席者：相良雅哉、田中慶哉、山下茎三、藤本宏一、梅木一正、後藤憲二、池田

由香（旧姓：朝吹）、増矢大介、黒永俊弘 

 

Ⅱ 第 11 回定例会 

１ 平成 30年度「同窓のつどい」打合せ会議（第２回）報告 

  時   間：8月 31日(金)18時～ 

  場   所：中津南校応接室 

  本部事務局：大島事務局長、辻、盛永 

  36 回 生：増矢、園田、黒永（※佐矢野委員長は所要のため欠席） 

 

① 当日の役割分担 

  〇 司会（花岡みづき（36回生が依頼）） 

  〇 開会のことば（副会長 大下洋志） 

  〇 同窓会会長挨拶（会長 清源善二郎） 

  〇 学校長挨拶（校長 林加代子） 

  〇 来賓・支部代表挨拶（関東同窓会顧問 青木行雄） 

      その他来賓紹介は紹介原稿により司会が行う。 

〇 実行委員長挨拶（高 36回生代表 佐矢野義博） 

〇 乾杯の音頭（ 回生  未定  ） 

〇 来年度当番幹事挨拶（高 37回生 川端英宏） 

〇 万歳三唱（ 回生   未定  ） 

〇 閉会のことば（副会長 小南 弘） 

  ※8 月 31 日で未確定であった内容について、9 月 1 日(土)の南校同窓会

青木顧問が作詞し、芹洋子
が歌っている「美しき山国
川」のさわりを流す 
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役員会で決定した分は、字体をゴシック体にしている。 

 

② 参加者数（8月 31日現在） 

チケット購入者   

 役員・事務局 13名 予算は 300 名で組んでいるので、42 名ほど
少ないが、少なくなる分は、支出も減るので、
予算執行上の問題なし。  一般会員 245名 

 小計 258名 

招待者   

 来賓 14名 予算は招待者 85 名で組んでいるので、既に
28名オーバー。こちらは、祝儀はあまり考え
ないほうが良いので、支出増要因となる。  80 歳以上 99名 

 小計 113名 

合計 371名 昨年も同時期に事務局と打ち合わせている
が、そのときは 329名で、最終的には 380名
（※本部事務局把握数値が 389 名なので、9
名が当日ドタキャン）であった。よって、昨
年程度若しくはそれ以上の人数となりそう。 

 ※案内は、事務局が 45回生にまで出している。 
 ※8月 31日をチケット購入最終日としていたが、9月 11 日（火）をリミッ

トとする。 

 

③ 会場 

   昨年度は、１階 25卓 226名（1卓に 7～12名）、2階 21卓 163名（1卓

に 6～10名）であった。 

  ※テーブル番号は通し番号とする。 

 

④ 受付 

  〇 開始時刻 16時（受付要領説明終了後に受付名簿配布） 

  〇 受付箇所 （※参加人数により調整） 

受付 運営部会配置人数案 

来賓、役員、高校事務局職員の受付（1ヶ所） 3名 

80 歳以上招待者の受付（1ヶ所） 3名 

一般会員の受付（3ヶ所） 9名 

本部事務局（1ヶ所） ※注 

   ※注…事務局の補佐に 2 名必要とのこと。当日にチケット購入者以外

の同窓生チケット対応 

  〇 来賓、役員の胸章準備…本部事務局が準備（色は、紅白） 

  〇 80歳以上の招待者用胸章（紙製）準備…高 36回生が準備 

    ※紙製に拘る必要なし。100 均か何かで用意。現時点で 99 名が確定

しているので、110位は用意しておいたほうが良い。色は、ピンク。 

     ⇒35回生からの引継ぎ品の中にある可能性があるので確認。 

 

⑤ その他 

  〇 「同窓のつどい」冊子 5部を、事前に事務局に提出 

  〇 来賓、役員、事務局、80歳以上招待者の席札は本部事務局が準備 

  〇 配席表、テーブル上の回生表示板の作成も本部事務局が準備 
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  〇 年会費納入のお願い文書と振込用紙が本部事務局から高 36回生に渡

されるので、記念品袋詰時に併せて入れること。 

  〇 次回打合せ 9 月 22 日（土）17：30～ヴィラルーチェ（ヴィラルー

チェ奥屋副支配人を交えて最終確認） 

    ※運営部会は、22 日までにホテル側と必要事項の調整を終えておく

こと。 

 〇 配席表、受付名簿、胸章（来賓、役員）、席札、卓上表示板、校歌 CD

は、本部事務局が当日会場に持ち込む。 

 

２ 高 36回生出欠未確認者一斉電話行動 

  9月 2日現在出席回答者：60名（目標：70名前後） 

 

 ３ その他 

  ① 記念品及び冊子は、前日の 15時以降にヴィラルーチェに搬入してお

く。 

    ※袋詰めは、当日全員で手分けして行う。 

 

  ② 次回開催日： 

9月 17日（月※敬老の日）13時～新博多町交流センター 

 

出席者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、田中慶哉、山下茎三、藤本宏一、梅

木一正、後藤憲二、工家恵美子（旧姓：永吉）、三善啓美、大下豊美（旧

姓：八丁）、奥村美智代（旧姓：大友）、岡崎知佳（旧姓：司城）、橋本幸

代（旧姓：矢野）、今泉俊一、黒永俊弘（以上 16名） 

 

30.9.17 第 12回定例会 in新博多町交流センター 

 

１ 同窓のつどいチケット販売状況確認 

 ※９月 11日を締めとしていたので、南高校同窓会事務局への確認結果 

チケット購入者   

 役員・事務局 13名 内訳：役員 11、事務局 2 

 一般会員 270名  

 小計 283名  

招待者   

 来賓 14名  

 80 歳以上 86名 前回、99 名となっていたが、こちらが正

しい。 

 小計 100名  

合計 383名  

 

 

 同窓会事務局（盛永）さんの見解と今後の報告 

   34回生と 39回生が未提出であり、その分が増加する可能性があるが、

１階が 25卓、２階が 23卓となる見込み。 

   例年、締め切り以後も申し込みがあるので、さらに増えてくると思われ

る。9月 22日に次の報告をする。 
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〔回生別内訳〕 

80 歳以上 人数 一般 人数 一般 人数 

中 49/50 8 高 12 15 高 29 8 

中 51/高 1 3 高 13 9 高 30 7 

高 3 9 高 14 17 高 31 10 

高 4 13 高 15 17 高 32 8 

高 5 5 高 16 7 高 33 9 

高 6 13 高 17 14 高 34 0 

高 7 10 高 18 20 高 35 10 

高 8 15 高 19 10 高 36 当番 

高 9 10 高 20 6 高 37 19 

  高 21 13 高 38 5 

計 86 高 22 15 高 39 0 

  高 23 6 高 40 3 

  高 24 5 高 41 5 

  高 25 8 高 42 4 

  高 26 13 高 44 1 

  高 27 0   

  高 28 6 計 270 

 ※１Ｆ…来賓 14、役員 11、事務局 2、80歳以上招待者 86、一般（高校

19回生まで）109 以上 222名（25卓） 

  ２Ｆ…一般（高校 20回生以降）161名（23卓） 

 

２ 部会報告 

部会 報告等 

運営部会 

◇司会原稿準備（司会原稿中、清源会長の紹介の言い回し
を主催者側になっていないこと、及び山国川奇譚『鶴市
愛歌』の奇の字が忌になっていることの指摘有り。） 

◇タイムテーブルで冒頭に黙祷を持ってくる。その後、開
会の言葉（大下同窓会副会長）に続き進める。 

◇マグロは、写真撮影用展示可能時間（鮮度の問題）と場所
について、関係者と打ち合わせる。 

 ※写真撮影用展示テーブルに同窓のつどいであることを
表記した紙を準備するので、ヴィラと表示方法（壁に貼
るかホワイトボードに貼るか等）についても協議。 

◇タイムテーブル（Ａ4）とタイムテーブルに沿った役割分
担表（Ａ3）を準備。 

 ア．遅れてきた人など用に、懇親会開始後終了時までの
玄関前案内とロビー受付は必要人数を配置する。 

 イ．本部事務局受付テーブルの加勢（2名）の配置も。 
ウ．寿司は１番テーブルから順に運ぶ。寿司職人の握り
状況を把握し、テーブル担当に指示する担当を付ける。 

◇当日は、インカムを 16用意するので、各責任者等に割り
振る。 

◇写真撮影と記録用ビデオ撮影経費はヴィラと再確認 
◇当日の祝儀（収入）は、受付担当によるチェック後、事務
局長が預かり保管する。 

記念品部

会 

・記念品について、受付時に渡すよりも会場の各テーブル

の椅子の上に予め置いておきたい。ヴィラ側と協議する。 

・記念品のうち、桐箱に貼る耶馬渓日本遺産絵図と紙袋に

貼る同窓のつどいシールが出来たので参加者で確認。 
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アトラク

ション部

会 

 17日（月）午後 6時に鮮度壱番とヴィラで打合せする。 
◇ヴィラと打合せ 
 ア．鮮度壱番によるマグロ解体ショーのカメラ撮影とモ

ニターについて 
 イ．マグロ解体時のブルーシート 
 ウ．マグロ解体のＢＧＭ用ＣＤを流すタイミング（※ 

試食終了まで） 
 エ．試食が終わり、寿司職人が握っている間、山国川奇譚

『鶴市愛歌』のＰＲ（10分程度）。ワンシーンを演じた
後、司会によるインタビュー（3～5分程度）。※このあ
と、司会も同行して 2階でもＰＲしてもらう。 

 オ．鮮度壱番とミュージカル関係者の控え室 
◇鮮度壱番と打合せ 
 ア．写真撮影用展示可能時間（※開会式前の展示若しく

は開会式終了後、懇親会の間の 15分間） 
 イ．大漁旗有無 
 ウ．寿司職人の数。ショーから握り終わりまでで 1時間 
 エ．謝金は当日支払い（事前の必要経費連絡） 

計画・人

事部会 

・当番回生参集状況については、運営部会後藤に連絡済み。 

 ※後藤が作成した役割分担表では 74名参加 

・当番回生の名札は、役割入りで準備 

広告協賛

部会 

・冊子は 1000部依頼し、同窓のつどい当日用には 500部準
備。必要部数が確定すれば、残りの部数を調整できれば
と考えてはいる。 

事務局 

◇広告協賛で「ヤスダ キゴン」様から 5 千円の入金ある
も、本人及び担当者不明。個人情報の許される範囲名で
振込者連絡先を確認する。 

◇タウンマガジン（荻本氏）より、１１月号掲載オファーあ
り。 
・同窓の集い後の当番回生打ち上げの様子を載せたい。 
・字数 600～800字。集合写真。 
・10月 5日に原稿渡し。 
・当番回生分の購入（1 部 300 円）をお願いしたい（荻

本） 
 ⇒参加者に諮った結果、受けることとした。 
◇同窓の集いチケット代は、当日のつどい終了後、同窓会
事務局から渡されるので、招待者及びウェルカムドリン
ク代など経費を事前に知らせてもらい、当日支払を終え
たい。 

◇現金の一時保管（ヴィラに依頼） 
◇各部会における確定経費は、事務局長に連絡すること。 
◇二次会経費補填（新春同窓会二次会の残り）準備 

 

３ その他 

 ①ヴィラルーチェ奥屋副支配人を交えて最終確認 

日時：9月 22日（土）17：30～ヴィラルーチェ 

    対応：実行委員長、副実行委員長、事務局長、運営部会代表、アトラ

クション部会代表で対応 

 ②次回定例会 

日時：9月 24日（月）13：00～新博多町交流センター 

 

出席者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、山下茎三、梅木一正、萩原清文、工

家恵美子（旧姓：永吉）、三善啓美、大下豊美（旧姓：八丁）、奥村美智
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代（旧姓：大友）、池田由香（旧姓：朝吹）、岡崎知佳（旧姓：司城）、田

邉奈穂子（旧姓：大賀）、玉木弘美（旧姓：渡邉）、中野敦子、中村博教、

今泉俊一、黒永俊弘（以上 18名） 

30.9.17 アトラクション打合せｉnヴィラルーチェ 

 ヴ ィ ラ：奥屋副支配人 

 鮮度壱番：山本マネージャー 

 同 窓 会：相良雅哉、田中慶哉、山下茎三（以上、アトラクション部会）、

梅木一正、後藤憲二（以上、運営部会)、黒永俊弘（事務局） 

 

◇主な協議内容 

 ・マグロ配送車は、１階会場のヴィラスイートに近く、マグロ箱詰め用の発

泡スチロール内の氷を廃棄し、取り出したマグロを水洗いできる場所と

して、うどん豊前屋中津店側から敷地内駐車して持ち込む。会場持ち込み

時は、鮮度壱番で行うので、実行委員会の加勢の必要なし。 

 ・マグロは、開会式終了後、懇親会までの 15分間の休憩時間にステージに

運び込み、衝立で隠しておく。 

 ・マグロの記念撮影タイムは、懇談会開始後、解体ショー開始前までの約 30

分とする。 

 ・寿司は、1 人 3 貫 50ｇとして、マグロ 50kg で正味 25kg 刺身が取れるの

で 500 名分取れる。時間を考慮し、寿司職人は、当初 1名としていたが、

2 名とする。佐伯の「錦寿司」の職人を連れてくる。(※解体ショーから

握り完了まで小一時間) 

 ・場を盛り上げるため、マグロのアラやなかおち等は、希望者に配布する。

保冷剤は、鮮度壱番が用意する。 

 ・寿司は、解体パフォーマンス＆試食後、「鶴市愛歌」PRスペース確保のた

め、ステージ向かって右奥で握る。 

 ・寿司は、一テーブル 2枚の皿に盛り付け運ぶ。握り状況を把握し、テーブ

ル担当に指示する担当者を割り付ける。 

 ・タイムスケジュールの見込みとして、18時 25分に懇親会乾杯終了後、懇

談の時間をとって、解体ショーは 18時 45分から、鶴市愛歌は 19時 15分

からそれぞれスタート。 

 ・カメラ撮影とモニター表示は、ヴィラに依頼。 

 ・また、当日の音響もヴィラに依頼する。運営部会が、当日の司会進行原稿

にタイミングを書き込んだものをヴィラの担当者に渡す。 

 ・控え室は、鮮度壱番が 1階 1部屋、鶴市愛歌は、男女 8名なので、2階 2

部屋を用意する。 

 ・マグロ解体ショー及び寿司の提供で、当初 35万円以内と言われていたが、

見積もりは 438,036円(税込)であった。 

  内訳：佐伯産本マグロ(約 50kg)、シャリ、ワサビ、ガリ消耗品一式で

288,036円。解体作業＆寿司職人 4人、アナウンサー1人、往復交

通費一式で 150,000円。 

 ・ヴィラには、写真撮影と記録用ビデオ撮影を正式依頼した。 
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30.9.24 第 13回定例会 in新博多町交流センター 

 

Ⅰ 同窓のつどい本番 1週間前最終打合せ 

  時   間：9月 22日(土)17時 30分～ 

  場   所：ヴィラルーチェ 

  本部事務局：大島事務局長、盛永 

  ヴ ィ ラ：奥屋副支配人 

  36 回 生：増矢、園田、黒永、梅木、後藤、相良 

 

１ 同窓のつどいチケット販売状況確認 

 ※9月 22日最終打合せ時点 

チケット購入者   

 役員・事務局 13名 内訳：役員 11、事務局 2 

 一般会員 285名  

 小計 298名  

招待者   

 来賓 14名  

 80 歳以上 87名  

 小計 101名  

合計 399名 ※前日まで受け付けるので、最終的には
400人超となる。増減は逐次連絡をもら
うよう依頼済み。 

 

〔回生別内訳〕 

80 歳以上 人数 一般 人数 一般 人数 

中 49/50 8 高 12 15 高 29 9 

中 51/高 1 3 高 13 10 高 30 7 

高 3 9 高 14 17 高 31 10 

高 4 13 高 15 17 高 32 8 

高 5 5 高 16 7 高 33 9 

高 6 13 高 17 14 高 34 10 

高 7 11 高 18 20 高 35 10 

高 8 15 高 19 10 高 36 当番 

高 9 10 高 20 6 高 37 19 

  高 21 13 高 38 5 

計 87 高 22 8 高 39 8 

  高 23 6 高 40 3 

  高 24 7 高 41 5 

  高 25 8 高 42 4 

  高 26 13 高 44 1 

  高 27 0   

  高 28 6 計 285 

 ※１Ｆ…来賓 14、役員 11、事務局 2、80歳以上招待者 87、一般（高校

19回生まで）110 以上 224名（25卓） 

  ２Ｆ…一般（高校 20回生以降）175名（22卓） 

 

２ 当日の役割分担 

  〇 司会（花岡みづき（36回生が依頼）） 
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  〇 開会のことば（副会長 大下洋志） 

  〇 同窓会会長挨拶（会長 清源善二郎） 

  〇 学校長挨拶（校長 林加代子） 

  〇 来賓・支部代表挨拶（関東同窓会顧問 青木行雄） 

      その他来賓紹介は紹介原稿により司会が行う。 

〇 実行委員長挨拶（高 36回生代表 佐矢野義博） 

〇 乾杯の音頭（中 49回生 竹内昭典） 

〇 来年度当番幹事挨拶（高 37回生 川端英宏） 

〇 万歳三唱（高 1回生 長野耕作） 

〇 閉会のことば（副会長 小南 弘） 

 

  ◇36回生参加人数 

    75名（うち、午後 8時 50分からの打ち上げ参加人数は 70名） 

 

３ 受付 

  〇開始時刻 16時（受付名簿配布、受付要領説明終了後） 

  〇受付箇所 

    ①来賓、役員、事務局職員の受付（１ヶ所） 

      ※来賓、役員には、本部事務局が準備した胸章をつけること。 

    ②80歳以上招待者の受付（１ヶ所） 

      ※胸章（35回生からの引継ぎ品）をつけること。 

    ③一般会員の受付（3ヶ所） 

    ④事務局（１ヶ所） 

    ※配置は、「36回生役割別タイムテーブル」にて確認のこと。 

  〇その他 

    ①記念品は、予め会場の各テーブルの椅子に事前に置いておく。 

    ②当日午後 1時からの記念品袋詰め時に、本部事務局が用意した「年

会費納入のお願い文書・振込用紙」を一緒に入れること。 

    ③受付名簿、配席表、席札、テーブル上の回生表示板は、本部事務局

が作成する。経験則から、来場者向けのＡ１サイズの配席表は必要

ないとのこと。 

    ④校歌ＣＤは、本部事務局が準備する。 

    ⑤来賓、役員及び 80歳以上招待者の胸章は、開会式終了後、懇親会

開始前の 15分間休憩時間にテーブル担当が回収する。回収できた

ものは、受付統括の工家さんに渡す。 

    ⑥運営部会が、司会原稿を作成済み。音響はヴィラ側が担当するが、

その際に活用。 

    ⑦同窓のつどい冊子が作成できたら、本部事務局に事前に 5部渡す。 

 

４ 控え室 

    当番回生（男 205号室、女 206号室） 

    アトラクション出演者 

鮮度壱番 101号室 

      鶴市愛歌（男 203号室、女 204号室） 

 

５ ビデオ撮影 

    当日は、業者に依頼して記録用のビデオ撮影を行います。式やアトラ

クションの流れも「記録」として残しますが、それ以上に、当番回生で

ある 36回生の「思い出」づくりとなるような撮影をお願いしています

ので、カメラが近づいたら逃げないように（笑） 
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Ⅱ 第 13 回定例会 

 

１ 部会報告 

部会 報告等 

運営部会 

・Ａ４用紙に時間軸を縦にしたタイムテーブルを、Ａ３用
紙に時間軸を横にした担当者名入りの 36 回生役割別タ
イムテーブルを作成した。当日は、これで説明する。 

・36回生参加状況確認する三善さんと、岡崎さんは、ヴィ
ラルーチェにおける「36回生打ち上げ」後にセッティン
グしている居酒屋大将出席の意思確認も行う。 

・意見：タイムテーブルに「同窓のつどい」終了後の忘れ物
チェック係りが必要ではないか。⇒付ける。 

記念品部

会 

・桐箱の包装紙（日本遺産絵図柄）を貼りあわせるのに手

頃なシールがあったので準備する。 

アトラク

ション部

会 

・9月 17日にヴィラ責任者と鮮度壱番を交えて、会場で打
ち合わせた。 

・見積より高くはなったが、寿司職人を佐伯の錦寿司から
連れてくるとのこと。 

計画・人

事部会 

・当日参集する 36回生の名札（役割名付き）を準備した。 

・メルアドは分かるけれど住所が分からない人は、受付時

にチェックする。（※集合写真等、後日発送手続き時に必

要） 

広告協賛

部会 

・同窓のつどい終了後、実行委員会を招集し、広告協賛者
への返礼をおこなわなければいけない。 

 ⇒10月中に終えることを目標に取り組む。遠方者向けの
郵パックは、増矢が引き受ける。 

・同窓会本部事務局に事前渡しする「同窓のつどい冊子」5
部は、印刷会社に出来上がり日を確認する。 

・冊子の見積もまだ貰っていないので併せて。 

事務局 

意見聴取 
・当日の集合写真やスナップ写真の取扱い 
 ⇒集合写真は、当日参集した 36 回生 75 名にタウンマガ

ジンと共に渡す。遠方者には発送する。データは、ネッ
トからダウンロード出来るようにする。 

・記録映像の取扱い 
 ⇒後輩に引き継ぐ記録用に 1 時間内容のもの、また、36

回生の思い出用に 15分間ダイジェスト版を作成する。 
・タウンマガジンの取扱い 
 ⇒同窓のつどい 36回生奮闘記は、集合写真と一緒に取り

扱う。 

 

２ その他 

 ①次回開催日 

   10月 14日（日）13時から 於：新博多町交流センター 

   議第:広告協賛返礼振分けほか 

 

 ②今後の参集について 

   ア．37回生への引継ぎは、11月中旬を目途に佐矢野委員長、増矢・園

田副実行委員長、黒永事務局長と各部会長で行う。 

   イ．実行委員会の打ち上げを企画する。 

   ウ．36回生の新春全体同窓会を企画する。 
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出席者：佐矢野義博、増矢大介、園田俊道、梅木一正、後藤憲二、萩原清文、田

中慶哉、森田了、工家恵美子（旧姓：永吉）、三善啓美、岡崎知佳（旧姓：

司城）大下豊美（旧姓：八丁）、本田貴予（旧姓：野正）、橋本幸代（旧

姓：矢野）田邉奈穂子（旧姓：大賀）、玉木弘美（旧姓：渡邉）、中野敦

子、今泉俊一、黒永俊弘（以上 19名） 

30.9.25 中津南校同窓会事務局の盛永さんより連絡有り 

 

来賓の西義一郎さま欠席、高 14追加 2名、高 17追加 2名 

チケット購入者   

 役員・事務局 13名 内訳：役員 11、事務局 2 

 一般会員 289名 +4名 

 小計 302名  

招待者   

 来賓 13名 △1名 

 80 歳以上 87名  

 小計 100名  

合計 402名 +2名 
 

30.9.27 中津南校同窓会事務局の盛永さんより連絡有り 

 

役員欠席 1名、高 6(80歳以上)欠席 2名、高 37欠席 2名、高 40追加 2名 

チケット購入者   

 役員・事務局 12名 内訳：役員 10(△1名)、事務局 2 

 一般会員 289名 ±0 

 小計 301名  

招待者   

 来賓 13名  

 80 歳以上 85名 △2名 

 小計 98名  

合計 399名 △3名（※対 9/25時点） 

 

 24 号台風を気にしてキャンセルが入った模様。であれば、もう少し減る可

能性もある。 
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平成３０年度「同窓のつどい」南高校事務局との打ち合わせ会議資料（平成 30 年 5 月 22 日）    於：大分県立中津南高等学校同窓会本部事務局 

 項目 平成 30 年度（幹事 高 36 回生） 参考：平成 29 年度（幹事 高 35 回生） 

1 総会日時 平成 30 年 6 月 30 日（土）17 時 30 分～グランプラザ中津ホテル 平成 29 年 6 月 24 日（土）グランプラザ中津ホテル 

2 総会の議長 実行委員会委員長（高 36 回 佐矢野義博） 実行委員会委員長（高 35 回 向笠浩貴） 

3 チケット販売・
招待者への周知 

総会終了後、中津南高等学校同窓会本部事務局（以下「同窓会事務局」と
いう。）より説明 

同左 

4 チケット 色：薄いピンク形（体操着えんじ色より） 
裏面プログラム：昨年と同内容（プログラム中、「36 回生」は「37 回生」

へ）で良いが、開会式の次第について、一般的には、「黙
祷」のあとに「校歌斉唱」ではないか。 

提案：チケットは、財布に収まるサイズにしてはどうか。 

色：薄いブルー系（体操着青色より） 

5 総会、理事懇親
会の会費 

・1 人当たり必要経費 4,500 円のうち、2,500 円は同窓会事務局会計で負
担するので、個人負担は 2,000 円 

・受付応援（36 回生 5 人）16 時 30 分集合 

・個人負担は、同左。 
・役員、理事、来賓合わせて 104 名参加。 
・受付応援（35 回生 5 人） 

6 総会、理事懇親
会の配席表作成 

同窓会事務局 同左 

7 総会への当番回
生参加者数 

理事を含め 15 人前後で調整中（※最終報告日は、総会の 10 日前） 
※受付 5 名は、その中で対応 

理事を含め 18 名 

8 チケット印刷及
び総会時配布 

・印刷（会員券 500 枚、招待券 110 枚）は同窓会事務局が行う。 
・総会受付時に同窓会事務局が各回の理事（代表）へ参加者名簿とチケッ
ト概数配布。 

※広告協賛回りのときに、チケットを所望されたときは、相手を控えてお
き、総会時配布前に同窓会事務局に連絡。同窓会事務局から各回生へ情
報を提供する（チケット印刷が間に合えば昨年のやり方でも可）。 

同左（※6 月 20 日までに印刷完了） 
※昨年は、広告協賛回りの前にチケットを概数貰っ
ておき、販売したものを同窓会事務局に持参してい
た。 

9 チケット代金の
納入方法、経費
の支払 

・各回理事（代表）が参加者名簿とチケット代金（@5 千円×人数分）を
同窓会事務局へ持参（引き換えに領収書発行） 

・チケット代は、「同窓のつどい」終了後、１週間以内に同窓会事務局が当
番幹事回生へ支払う。 

同左 
※昨年の参加者名簿提出期限は 8 月 31 日。 
※チケット代金 1,465 千円（@5 千円×293 名） 

10 「同窓のつど
い」参加者数 

同窓会事務局が把握 
※ヴィラルーチェ収容人数 400 人以内 
 

同左 
※362 名（うち満 80 歳以上の招待者 70 名（高 8 ま
で）、来賓 14 名） 

11 収入  ・チケット代金 1,465 千円（@5 千円×293 名） 
・祝儀 231 千円 

12 法被 ・2 行李(80 着)同窓会事務局にて保管（総会前に幹事当番回生に引渡し) 同左 

13 第２回打ち合わ
せ会（１ヶ月前） 

8 月 30 日（木）於：南高校で調整 
※同窓会事務局からチケット収入状況報告。幹事回生からｱﾄﾗｸｼｮﾝ演出説
明。 

8 月 31 日（木）18：00～ 南高校にて 

14 第３回打ち合わ
せ会（１週間前） 

9 月 22 日（土）於：ヴィラルーチェで調整 
※配席などヴィラルーチェとの調整が主となる。 

9 月 23 日（月）17：30～ ヴィラルーチェにて 
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