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昭和55年卒業　大谷　　太◯会長挨拶

◯新監督挨拶 福岡工業高等学校野球部監督　森山　博志

青々とした新緑が目に眩しい季節　会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこ
ととお喜び申し上げます。また、日頃より球友会の運営に対しまして、ご理解・ご協力
を賜り、心より御礼申し上げます。
さる２月１６日に行われました、硬式野球部創部百周年記念式典では、多くの会員皆様
の出席により、盛会に執り行う事が出来ました。改めて会員の皆様に感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
さて、今年の野球部は　糸島高校から移動で来られた森山 博志氏が４月より新しく監督
に就任致しました。
森山氏は、本校では２度目で平成１５年～平成２０年の５年間指揮を執られ、経験も豊
富で生徒たちからの信頼も厚く、福工野球を《「野球選手を育てる」ではなく、「野球
の出来る立派な人間を育てる」集団》と位置づけ、生徒たちと向き合い、新しいスタッ
フと共に必ずや甲子園優勝へと導いてくれる事と、期待致しております。又、前監督の
山本 潤一氏は、３月をもって勇退されましたが、今後もコーチとして残って指導に当
たって頂いております。１年間ではありましたが、外部ということで、取巻く環境は厳
しい中、福工野球部の為にご尽力頂き、心よりお礼申し上げるところでございます。
私たち球友会も、後方よりいろいろな支援を行っていきたいと考えております。どう
か、新体制の野球部に対しまして温かい応援と共に、頑張っている後輩たちのために、
お一人でも多くの会費の納入をお願い致します。
最後に会員皆様の今後益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

球友会の皆様におかれましては、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は野球部の活動に関しまして、物心両面にわたる格別の御愛顧を賜り厚く御礼申し
上げます。（早速、昭和３６年卒業の竹田秀人様から硬式ボール１０ダースをお預かり
しました。本当にありがとうございました。）
平成２５年４月１日付けの人事異動で福岡県立福岡工業高等学校に保健体育科の教員と
してお世話になることになりました森山博志でございます。異動後、球友会代表者・学
校関係者・保護者会役員・選手・スタッフでの話し合いを経て、４月７日付けで監督を
させて頂くことになりました。平成１５年４月から平成２０年３月までの５年間、福工
野球部でお世話になり野球人として育てていただきました。今回、再びご縁を頂くこと
ができ、光栄に感じているとともに身の引き締まる思いでいっぱいです。監督就任後、
球友会代表者・学校関係者・保護者会役員・選手・スタッフで話し合いを重ね、野球部
における活動の基本方針を「人に夢と希望と感動を提供できるように、日本一明るく・
楽しく・「質実剛健・自律・創造」の精神がみなぎって元気のよい全員野球を「Team Ｆ
ＵＫＫＯ」全員ですること。」に決定し活動を行っていくこととなりました。また、平
成２５年度は、①ＡＢＣＤ活動の実践（Ａ当たり前のことを・Ｂ馬鹿になって・Ｃちゃ
んとやる・Ｄできれば笑顔で）、②主体変容（考え方のクセを変える・敵は自分自身・
限界点突破）、③目標達成（成功）の法則を身に付けさせる（５％の成功者になる）、
④感謝の心の涵養・幸せ感の醸成、⑤個人力のアップ→感謝・素直・笑顔・挨拶・返
事・身嗜み・掃除・後始末・行動のメリハリ・スピードアップ（脳活性化）・加点法
（人の良い所を見て付き合う）・プラスの言動の１２項目をアウトプットすること、⑥
「元気」「笑顔」「スピード」の徹底による発揮能力の涵養。以上の６項目を徹



【日　時】　　平成25年6月30日（日）　≪総　会≫17時～

≪懇親会≫18時～

【場　所】　　福新楼

【会　費】　　5,000円

◯平成25年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ

平成25年度の福工球友会総会及び懇親会を下記のとおり開催いたします。
ご多忙と存じますが、出席のほどよろしくお願いいたします。
なお、出欠につきましては、同封のハガキにて、6月21日（金）までにご連絡いただきま
すようお願いいたします。

（福岡市中央区天神2-3-33　TEL0120-2946-01）
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底することで、人格形成及び甲子園優勝を目指し、山本前監督、下見世元監督の思いを
繋いで、下記のスタッフで指導を行っていきますことをご報告申し上げご挨拶といたし
ます。球友会の皆様、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
●平成２５年度　野球部スタッフ
部　長：横田吉信〔電気工学科、就職指導部〕　　　　就任６年目
副部長：中嶋敬一〔理科、学務部主任〕　　　　　　　就任６年目
副部長：緒方秀政〔工業進学コース、生徒指導部〕　　就任１年目
副部長：井上　将〔環境化学科，３年副担任〕　　　  就任１年目（コーチを含む）
監　督：森山博志〔保健体育科、染織デザイン科１年担任〕就任１年目
　　外部コーチ：山本潤一　就任６年目、西田信夫　就任１３年目
※ 井上副部長は平成２１年３月の卒業生で、平成２０年春の九州地区高校野球大会優勝
及び第２１回ＮＨＫ旗選抜高校野球大会で２連覇をしたときのレギュラーメンバーであ
り、現在プロ野球の１軍で活躍中の「北海道日本ハムファイターズ・中島卓也選手」と
「横浜DeNAベイスターズ・三嶋一輝選手」と同級生です。



【日　時】　　平成25年6月1日（土）　 ≪開会セレモニー≫　9時～

≪ＯＢ戦≫　12時～

【場　所】　　福岡工業高等学校グランド

【その他】

●ＯＢ戦後、昼食を用意しております。

≪事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先≫

[携帯番号]　090-4512-9930

[メールアドレス]　ishi@kvf.biglobe.ne.jp

この度、平成25年3月に福工を卒業し、球友会に入会されました新会員を紹介いたしま
す。新しい力を加えて、現役野球部の更なる活躍のため、共に頑張ってまいりたいと
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
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◯小倉工業高等学校との定期戦について

小倉工業高等学校との定期戦は次の日程で行われます。また、ＯＢ戦も行われますの
で、奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

●試合参加（昼食）人数の把握のため、参加していただける方々は、
事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

●ピッチャー（35歳以上）及びキャッチャー（30歳以上）以外は年齢
による人数制限はありません。

○新会員紹介

科 氏名 進路 科 氏名 進路

鶴田　有希 トヨタ紡織九州(株) 環境化学 増田　裕生
(株)トッパンパケージ
プロダクツ福岡工場

西方　亮喬 西部ガス設備工業(株) 田中　紘次 九州共立大学

渡邉　晃平 久留米大学 西口　淳平 縁故

中村　健哉 （有）飯田工務店 西原　賢司 東京地下鉄(株)

南　 大地 広成建設(株) 松本　恭兵 日産自動車(株)

髙倉　大稔
(株)ジェイアール
西日本新幹線テクノ

森　 健太 西部電気工業（株）

土師　達海 西部ガス(株) 山田　晃希 東京ガス(株)

古川　卓斗 福岡工業大学 一岡　将史 西部ガス(株)

松永　憲祐 長崎大学 男澤　賢祐 九州観光専門学校

宮﨑　勇輝 福岡工業大学 乙女　薫平 東京水道サービス(株)

電子工学 佐藤　永佳 日本体育大学

機械工学

電気工学

進学
都市工学

染織

建築



◯平成24年度会費納入者

○平成25年度会費納入のお願い

【振込先】

口座・通帳記号　　　　　　　１７４５０

番号　　　　　　　　　６３０４２０４１

加入者名　　　　　　福岡工業高校球友会

【会　費】

平成25年卒業～平成20年卒業の方 　３，０００円

平成19年卒業～平成15年卒業の方 　５，０００円

平成14年以前卒業の方 １０，０００円

満70歳に達した会員の方（名誉会員） 　５，０００円
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※納入ありがとうございました。 （敬称略）

平成25年度の会費納入につきましては、次のとおりとなっております。
現役野球部に頑張ってもらうため、応援活動を強化していきたいと思っておりますの
で、ご協力よろしくお願いいたします。

ゆうちょ銀行

卒業年 氏名 卒業年 氏名 卒業年 氏名

昭和１７年卒 山口    肇 昭和５７年卒 小柳　好成 平成２３年卒 三浦　貢司

昭和１７年卒 一口　孝久 昭和５７年卒 廣田　国彦 平成２３年卒 北川　智貴

昭和１８年卒 田坂　守成 昭和５７年卒 安光　徹雄 平成２３年卒 小松　悠平

昭和２２年卒 田中    忍 昭和５８年卒 山本　潤一 平成２４年卒 井上　雄大

昭和２５年卒 奥      亨 昭和５８年卒 小谷　聖孝 平成２４年卒 井二　正博

昭和２８年卒 吉田　達男 昭和５８年卒 井上　智広 平成２４年卒 島谷　　 

昭和２９年卒 松嶋    裕 昭和６０年卒 吉次　隆志 平成２４年卒 熊谷　健太

昭和３０年卒 水崎　良一 昭和６０年卒 髙田　泰人 平成２４年卒 西田　達平

昭和３１年卒 西原　　彌 昭和６０年卒 松本　雄一 平成２４年卒 山田晋太郎

昭和３２年卒 堤田　忠夫 昭和６１年卒 白水　英俊 平成２４年卒 渡邉　建太

昭和３２年卒 藤川　匡之 昭和６３年卒 山﨑　隆律 平成２４年卒 的野　圭将

昭和３２年卒 関　　勇生 平成　４年卒 砥綿　洋介 平成２４年卒 大賀　郁弥

昭和３３年卒 百田源七郎 平成　５年卒 山田　克洋 平成２４年卒 楢崎　賢也

昭和３５年卒 藤川　匡紀 平成　６年卒 石田　博明 平成２４年卒 竹川　敬視

昭和３５年卒 片山　信行 平成　７年卒 西嶋　憲明 平成２４年卒 安川　　快

昭和４１年卒 入江　惇夫 平成１０年卒 牧　　忠臣 平成２４年卒 小方　貴史

昭和４１年卒 西村　俊二 平成１１年卒 和多　巧介 平成２４年卒 郷田　祐己

昭和４３年卒 野田　聖二 平成１７年卒 張   端 佑 平成２４年卒 中原　裕紀

昭和４７年卒 川野　芳一 平成１７年卒 坂口　成人 平成２４年卒 高野　　悠

昭和５５年卒 大谷　　太 平成２０年卒 田中　邦彦 平成２４年卒 松浦　康平

昭和５５年卒 薄　　義隆 平成２０年卒 鳥巣　晃司 平成２４年卒 吉田　卓弘

昭和５５年卒 下見世宏樹 平成２１年卒 岡崎　真幸 平成２４年卒 大西　祐樹

昭和５５年卒 松瀬    博 平成２１年卒 三嶋　一輝 平成２４年卒 大橋　樹也

昭和５６年卒 西浦　純一 平成２１年卒 眞鍋　　馨 平成２４年卒 加藤　悠希

昭和５６年卒 松村　祥二 平成２１年卒 安武　孝紘 平成２４年卒 古賀　大靖

昭和５６年卒 石内　哲生 平成２１年卒 藤木　翔大 平成２４年卒 中原　彰太

昭和５６年卒 仙波　勝敏 平成２１年卒 井上　　将 平成２４年卒 前川　大樹

昭和５７年卒 大久保行正 平成２２年卒 山下　　翔 平成２４年卒 山本　健矢

昭和５７年卒 山口隆一郎 平成２２年卒 山口　勝己 平成２４年卒 萱島　大輔

昭和５７年卒 吉村　大輔 平成２３年卒 中村　直哉 平成２４年卒 吉村　直樹


