コンペはどんな雰囲気？

関西支部のモットーである「世代を超
えて交流し親睦を深める」に則って、若手からいぶし銀のゴルファーまでが、
筑高を卒業したという共通点だけで、和気あいあいと、しかし一旦クラブを握
るとリアルガチで回り、ホールアウト後は戦友同士の会話を楽しんでいます。
Reading is Believing 2019秋のコンペ後の参加者のメールのやりとり
（抜粋）を読んで頂ければ筑友会の楽しさ・良さが分かって頂けるかと。
39回 KWさん

昨日の成績報告をさせて頂きます。優勝は私ＫＷでした。
木曜夜中に酩酊して駅の階段から転げ落ち、頭数針縫い背中も強
打し…。ゴルフあるあるですが、体に痛い箇所や気になる場所が
あると慎重になりそれが奏功したようです。帰りの車中でもAA
先輩より「加齢によって体力や自分の酒量も落ちてゆく訳だから
自分が思う3分の2で行動した方が良いよ」とアドバイスも頂きま
した。尚、今回男性は懇親や会話重視ということで全員白ティー
からとさせて頂いたのですが、やはり年齢差等を考慮すると不公
平な気がします。ティーを別にするか、同じにするにしてもダブ
ルペリアのHDCPとは別に年齢HDCPを設けるなりの方策を検討
しようかと思います。
13回 DHさん
私はもうすぐ77歳になりますが、だからといってハンデイをつけ
るなどは 無用です。ダブルペリアでやっているので機会均等に
なっているからです。生涯現役を目指して、肋骨にひびが入るま
でやる覚悟ですのでどうかよろしくお願いします。
17回 WFさん
「年寄り扱いしないでくれ」と言わんばかりのDH先輩。その心意
気、同感です。さすが九州男児！筑高魂！生きてる限りは青春
だ！やせ我慢が男のロマンだ！
36回 MAさん

58回 CKさん
ゴルフを始めてまだ3ヶ月程度ですが、このような良い機会に恵
まれ、だんだんとゴルフが好きになってきました。AA先輩とMM
先輩には、私が苦戦している中優しくアドバイスをして頂き、楽
しい時間を過ごすことができました。あちこちボールが飛んで走
り回ってしまい、カートに乗って先輩方とお話しする時間が削ら
れてしまったので、次回までにはスコアを縮めて、もっとお話し
する時間を持てたらなと思います。
36回 MMさん
私は福岡から関西に転勤で来て4年ほどになりますが、今回初出
場でもっと早くから参加すればよかったと思っています。やはり
福岡から離れたところで同じ学び舎で学んだ同窓の皆様とお会
いして交流させて頂くのはとてもうれしく感じます。
48回 TSさん
平成の終わりぐらいからゴルフ迷宮ループに入っておりまして
何をやってもダメな日が続いておりましたが、天気に恵まれそし
てなによりメンバー様とコースに恵まれいいスコアで回ること
ができました。

（コンペパック：ランチ・ドリンク1杯付、
ラウンド後の会食付）
※消費税10％を織り込み済みですが、
多少前後する可能性があります。

土曜日開催ですので、多くの皆さんのご参加をお待ちしております。

参加ご希望の方は下記までご連絡ください。
■下記アドレス、又はQRコード宛に（1）氏名（2）卒業回数
（3）電話番号を明記してメールにてお申し込みください。

golf@gaokakansai.net

2018 秋の筑友会

t

Repor

t

Repor

2019年5月25日（土）、よみうりゴルフウエストコースにて開催しました。快
晴の中、13~58回卒の13名（男性12名、女性1名）で、鳥の囀りやカエルの鳴き
声を聞く等、自然を感じながらのラウンドでした。前回に引き続き、和田勝人
さん（39回卒）に世話役を務めて頂いたのですが、直前に怪我をされたにも関
わらず世話役を全うされ、見事優勝されました。
ゴルフを始めて僅か
3ヶ月、初の筑友会参で
し た が 、先 輩 方 よ り ア
ドバイスを頂きながら
楽しい時間を過ごすこ
とができました。筑友
会は年2回の開催で、次
回は秋を予定していま
す。ゴルフ好きの皆様、
ゴルフ初心者や興味が
あ る 方 も 、楽 し く ラ ウ
ンドしませんか？
多数のご参加お待ちし
ております。

touroku@ gaokakansai.net
上記アドレス、または右記QRコードより、
お名前/卒回数又は卒業年/メールアドレスの登録をお願いします。
登録済みの方で、お名前・卒回数を登録されていない方は再度のご登録を！

今年創部60周年を迎えた筑紫丘高校吹奏楽部の
関西在住OB・OGが福岡からの応援メンバーを加え
アンサンブルを披露。
熟練の筑高サウンドをお楽しみ下さい。

ビデオ「母校と福岡の今」を上映

8月12日に行われた
「筑高ホームカミングデー」
（校舎改築前に同窓生を
教室見学ツアーに招待する
イベント）に合わせて
ロケを敢行。
「ぅわーっ、懐かしか〜！」、
「え〜っ！？こげんなっとーとーっ！？」と
会場が騒然となること間違い無し。乞うご期待！！
もやるけん
年

3

大阪新阪急ホテル

（中央改札口より１階に降りて右手）

◆地下鉄御堂筋線
「梅田」駅に直結

（地下1階サンマルクカフェ正面入口）

◆JR「大阪」駅 御堂筋北口より
北側陸橋を渡ってすぐ

30 30

10
27

Special Event 3

テーブル対抗筑高クイズ
1位〜3位のテーブルに

素敵な賞品をプレゼント！！
もー! 10月27日は新阪急ホテルに
行かんわけにはいかんめー！!
会費
平成
●高53回
（13年
）
卒まで

7,000円
平成
●高54回
（ ）
）
卒〜高63回（23年
卒 5,000円
平成
平成
●高64回
（24年）
卒〜高71回（31年）卒 3,000円
平成
14年

出欠の連絡をお願いします。
● はがきの投函、
ファックスの送信は9月30日までにお願いします。

●アクセス
◆阪急「梅田」駅に隣接
各種イベントの中には、今後メールのみにてのご案内になる場合がございます。
そこで、案内が全会員の皆様に届きますよう、メールアドレスのご登録をお願いしております。

吹奏楽部OB・OGによるコンサート

Special Event 2

優勝は36回安藤先輩でした！ おめでとうございます！ OUTコースの1番グ
リーン周りで「あっ！ウェッジを家に忘れた！」と聞いた時はビックリしまし
たが、今後しばらく『ウェッジが無いのに優勝しちゃった安藤先輩！』と語られ
ることでしょう。
（笑） そしてベストグロスは84という断トツスコアで今回
も17回藤下先輩です！ 技術が卓越してるのは勿論、感性、タッチが素晴らし
く、またゴルフ頭脳が抜群に明晰だと思います。ホントに70歳を超えている
のだろうか！？ セカンドグロスは48回鮫島さんです！ 大学時代ゴルフ部。
誰が町内会の野球大会に大谷祥平を連れて来た！
今回13回の樋口先輩・
播磨先輩と一緒にラウ
ンドさせて頂きまし
た。 両先輩のお元気な
こと！！ この急な坂の
多いコースでシャキ
シャキ歩いておられる
姿を見て、先輩と同じ
とまではいかなくて
も、あと20年位はゴル
フをやってたいなぁと
思いました。

2019 春の筑友会

Special Event 1

参加者
募集！
！

！！

ＫＷさんのような飲酒時の事故やコンプライアンス違反が企業
でも増えていて、酒メーカーの当方にも「適正飲酒セミナー」など
の引合いが増えております。時代は変わり、我々酒メーカーの営
業も、アクセル「沢山飲んでください」
（ 笑）とブレーキ「飲み過ぎ
注意です！」を同時にご案内する時代になっております。

12 11

■ プレー費：19,950円 ※

今

39回卒の和田さんが役員でもないのに世話役を引き受けて
下さり、コースの予約から表彰式のMCまで八面六臂の活躍、それを支部役員
がサポートさせて頂いています。

・大阪方面からは第二京阪道路
枚方学研 I Cより2km
・京都方面からは第二京阪道路
枚方東 I Cより2km

第36回

福岡県立筑紫丘高等学校 同窓会︻関西支部︼

運営は？

■ 日時：令和元年11月9日
（土）8時30分スタート
■ 場所：枚方国際ゴルフ倶楽部

総会 ＆親睦の集い

関西支部のゴルフ同好会です。関西支部の会員で
あれば誰でも参加資格あり。
（今年から福岡や首都圏からビジターで参加でき
るようになりました。）毎年、春は5月の第4土曜日、秋は11月の第2土曜日と
年に2回のコンペを開催。

●令和元年
月 日︵日︶
●新阪急ホテル
︵2 階 ・花の間 ︶
●午前
時 分受付開始
時 分 〜 総会＆親睦の集い

「筑友会」とは？

筑友会2019 秋のゴルフコンペを開催！

●お昼

今、筑友会が熱い！
！筑友会
特集

※はがきは9月30日までは62円切手を、
10月1日以降は63円切手をお貼りください。
● アドレスに送信の方は右記QRコード又は下記より
9月30日までにお願いします。

http://gaokakansai.net/soukai/
当日の緊急連絡先

年会費 2,000 円の
お支払いを
お願いしております。
● 親睦の集いに出席される方は当日受付にて

お願い致します。

● 出席が難しい方は同封の振込用紙にて

お願い致します。

● 高校卒業後8年間
（高64回卒以降）は

年会費は無料です。

070 - 5431- 3209（高40回卒 井上） 090 - 9053 - 3641（高24回卒 やぶ）

