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『 あ また か 関 西』 の 発 展の 為 に ！
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平成 年度
天草高校科学部受賞一覧

熊本県高等学校
生徒理科研究発表大会 地学部門
最優秀賞（県１位）
第 回日本学生科学賞 熊本県審査
審査員特別賞
第 回熊本県科学研究物展示会
優賞
サイエンスキャッスル 2017
九州大会
優秀ポスター賞
九州高等学校
生徒理科研究発表大会 地学部門
優秀賞（九州 位）
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七夕の歌

こ れは 七夕 の夜 に、 織 姫星 お(
りひ めぼ し が
)彦星 ひ
( こ ぼし を)
待っている様 子を描いた 歌です。
万 葉集 には 、１ ３０ 首 を越 える
七夕に関連す る歌があり ますが、
そのほとんど は、男女の 恋の物語
として詠まれています。
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天草高等学校同窓会
『図南会 』会長
安田公寛
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天の川 浮津 の波音騒く なり 我
が待つ君し 舟出すらしも
万葉集 第 巻
山上憶良
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例年だ と花吹雪の中行われ る入学式で
すが，天草も今年は桜の開花が 日早かっ
たことか ら、みずみずしい葉 桜が新入生

頭の下がる思いが しました。そも そも図
そ こで私からの提案で すが、各地区会
南会 は そ の会 則 に 謳わ れ て いる よ う に （支部）に於かれても「学年委員」にもっ
「会員相互の親睦 と融和を深め、 母校の と活 躍して頂いては如何 でしょうか。例
発展に寄与するこ と」を目的に創 られた えば 総会の開催にあたっ て幹事学年、準
団体で、今では全 国に延べ３万人 を超え 幹事 学年を決めて企画か ら運営まで全て
る会員を有する県 内でも屈指の同 窓会で 任せ ては如何でしょう。 準幹事学年は幹
す。今日まで私た ちの先輩方は母 校の為 事学 年より５学年ほど下 位にしたら良い
にと愛校心を発揮 して、図南会館 や正門 かも しれません。更にそ の５年下位の学
の建設、中庭に石 の噴水設置など の環境 年を 順々幹事学年にすれ ばなお効果的だ
整備事業や教育補 助事業等数々の 素晴ら と思 います。実はこのや り方は本部の大
しい支援を行って こられました。 これは 同窓 会で実施して，それ なりの成果を上
偏に会員の皆さま が毎年納めて頂 いてい げてい ます。そしてもっ と を活用して
る年会費や寄付金 が原資になって いるこ 案内 、周知の方法等に知 恵を絞れば良い
とは言うに及びま せん。したがっ て会費 とも 考えています。また 、今年から母校
を納めて下さる会 員の減少は大き な問題 で行 われる同窓会の入会 式には各地区会
であり、各地区図 南会の課題に留 まらず 会長 に出席して頂き、各 地区同窓会への
同窓会全体の課題 として捉え、そ の克服 参加 を直接呼び掛けても らうことにしま
のためにどうすれ ば良いかを真剣 に考え した が、その効果に期待 しています。何
なければならない 時期に来ている と思い れに しても図南会本部と 各地区図南会の
ます。
連携 の強化を図るために 必要な会則の見
近年、本格的な 時代を背景に 私たち 直しもしていく予定です。
を取り巻く環境は 大きく変わって 来てい
最 後に天草高校関西図 南会（あまたか
ます．特に 等 の普及は日常生活 のあり 関西 ）の益々のご発展と 会員の皆さまの
方をも変化させよ うとしているこ とは皆 ご多幸を祈念し私のご挨拶と致します。
さまもご承知の通 りです。当然の こと乍
ら変化の速さは若 い世代ほど著し く、高
校生とて例外では ないようです。 天草高
校の場合は部活動 等を通じてしっ かり連
帯感が養われてい るようですが、 最近の
若者の傾向として はネット上で個 人同士
が繋がってさえいれば良いという考えで、
実際に何か既存の 団体等に属すこ とには
抵抗があるようで す。このような 世相の
変化が参加会員の 減少に拍車をか けてい
るのかもしれません。
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名（ 全日制 名、定時制 名、倉岳校
名）を 迎えました。今、 夢と希望に胸
を膨らま せた彼等の入学でキ ャンパス内
には新鮮な風が流れています。
238

昨年４月不 肖私が 年の 歴史と伝統を
誇る「図 南会」会長を拝命し てからあっ
という間に１年が経過しました。この間、
私は全国 各地区の図南会の総 会に参加し
て多くの 会員の皆さまと親し く交流し乍
ら、様々 なご意見やご提案を 頂いて参り
ました。 そして現在、各地区 図南会の抱
えておら れる共通の課題が会 員の高齢化
と参加会 員数の減少傾向であ り、その対
策の為に それぞれに役員の方 々がご苦労
されてい る姿を目の当たりに して、私は
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二次会は大雨の中、銀座「赤石（本渡
出身 歳のママさん経営）につれていか
れ ～ 人で大騒ぎしまして、新幹線最
終にで帰り、「あ～疲れた・・・」。
ばってん楽しかったです。
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月 日天草アレグリアホ テルにて図
南会大同窓 会が開催されました 。参加総

「大同窓会」

図南会
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各 地の同窓会へ「あま たか関西」を代
表し ての出席には、山中 会長にいちばん
無理 をお願いしていると ころですが、昨
年度いただいたレポートを紹介します。

「総会友好の集い」

関 東あ また か会
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数 名と いう過去最高の出席 者で、主幹
平成 年度・創立 周 年・第 回「関 事が高 回生 、副幹事が高 回 生・高
東あま たか会総会・友好 の集い」が 月 回生でした。 講演は高 回卒 産婦人科医
日、「スクワール麹 町」で開催されま 片渕美和子 さんによる「やはり 、子ども
した 。台風の影響が心配 される雨の中、 は授かりも の」～今どきの産婦 人科あれ
これ～でした。勉強させられました。
当番幹事に よる出し物、高 回生は男
性による、 あの懐かしい「天高 体操」、
やや大きめ の腹を出しながらも 大奮闘。
高 回生 は女性陣による、最 新バージョ
ンの「ハイヤ 踊り」、すごい迫 力。高
回生は男性 陣の「モダンダンス 」、ずい
ぶん練習されたのだと感心しました。
又、安田会長よりコメントを頂きました
が、各支部について、それぞれ独自に築
いて来られた各地区の「あまたか会」を
支部と格下に見かねない呼び名はやめに
し て、 そ れ ぞれ 平 等 であ る 点 を 考慮 し
「地区図南 会」と称するよう会 則改正を
検討してい る、と伺いました。 有り難い
事です。
私も今回で３回目の参加でしたが、ひ
いき目でしょうか、だんだん盛り上がっ
てきているな～と感じました。
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名の参加でした。
来 賓参加は菅浩天草高 校副校長（八代
高卒 歳）、安田公寛 図南会会長、大谷
寛 中 京 支部 会 長、 廣 田 忠 拡関 東 巴 水会
富( 岡水産高校同窓会 会
) 長、井上正三天
草工 業高校同窓会東日本 支部会長、それ
に私 。又、会友参加は本 島昭男「あまた
か関 西」副会長、園田峯 生東京天草育英
会理事長でした。
関 東あまたか会は、そ れぞれの役員さ
んが 法被を着てこまめに よくお世話して
下さ るのが印象的でした 。そして、松尾
和幸 会長がもう一期連投 されることにな
りました。
集いの最後は、「牛深ハイヤ踊り」を
ワンポイントレッスンを受け、全員で繰
り返し練習をして、本番へと、おおいに
盛り上がりました。来年は 月 日 日( 、)
同じ「スクワール麹町」で開催予定です。
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第２回三支部交流会

ます。
「天草高校同窓会関東支部・関西支部・
中京支部は母校天 草高校を縁とし て各地
区に同窓会を発足 させました。そ れまで
は、各地区がそれ ぞれ三十数年独 自で同
窓会活動をしてき ました。交流が あると
すれば１年に一度 それぞれの支部 を訪問
する程度でしたが 、一昨年、初め ての交
流会を持ったとこ ろ、各地区で抱 えてい
た問題点・課題等 が共通のもので あった
ことがわかりまし た。同じ活動を してい
る 会とし て交流 を持ち つつ、 問
題点の解決を図り親交を
を深 め て行 き たい と 思
いま す 。 と り わ け 、
今回の交流会は 各支
部の発展に 貢献さ
れた故矢島静子先
輩の墓 参を兼ねて、
池の 平ホテルに会
場を設定しました。」
次回 は 来 年、 関 東
あま たか 会の 幹事支 部
で実 施 され ます 。 関西 か
らも多数の参加を期 待します。
なお今年から各支 部という名称が 地区図
南会と変更されま すので、「三支 部交流
会」の名称も変わ ることになりま すが、
今後の話し合いで決定されます。
今回の「あまた か関西」からの 参加は
山中会長（高 ）、田中事務局次 長（高
回）、相川事務 局長（高 回） 、小林
会計監査（高 回）でした。来年 はぜひ
役員以外の方々の 参加も呼び掛け ていき
たいものです。
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天草高 校同窓会の関西、関 東、中京の
三支部交流会 が、昨年９月 、 日に中
京支部の お世話で、会場は前 回と同じ信
州白樺湖 畔の「白樺リゾート 池の平ホ
テル」開催されました。
関西４名 、関東 名、中 京７名の総勢
名の参 加で、男性が 名、 女性が 名
でした。第 １回が参加者 名でしたから
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倍に増えました。
第 １回 の交 流会 では 、当 時同 ホ
テルグ ループの 専務取締役 の矢
島 静子 先 輩 高
( 女 回 卒・ 下
浦出 身 も)意 見交換会 にご出
席い ただ いた のです が、 一
か月 後に逝去 されま した。
今回 は矢島先 輩の墓 参も兼
ねて いま したの で、初 日の
午 後に 全 員で お 墓参 り をし
てきました。
夜は大宴会となり、心 行くま
で親睦を深めることができました。
更に二 次会はカ ラオケ組 と勉強会 （各
支部会長、副会長、事務局長、希望者）、
また温泉 や部屋でのおしゃべ りと三つの
グループに分かれました。
二日目 は、世界の影絵美術 館等見学と
ホテルの オプションツアー（ 北八ヶ岳の
苔の森散 策）に別れて午前中 を過ごしま
した。 時過ぎ、ホテル玄関前で解散式。
そしてそれぞれの帰路につきました。
今年の 幹事支部は中京支部 の担当で、
今回の趣 旨・目的は以下の通 りとしてい
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