
球友会新聞（第２２号）球友会新聞（第２２号）球友会新聞（第２２号）球友会新聞（第２２号）

■新会員紹介■新会員紹介■新会員紹介■新会員紹介

平素は福工球友会に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
このたびの熊本地震におきまして、被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとと
もに、1日でも早い復興をお祈りいたします。
さて、母校野球部につきましては、大会での結果は出ていないものの、夏に向けて着実
に力を付けています。会員の皆様の応援をよろしくお願いたします。
本年は母校120周年合同同窓会が開催されるなど色々とお忙しいと存じますが、福工球友
会総会及び懇親会へのご参加をよろしくお願いします。

■事務局からの大事なお知らせ（球友会からの送付物について）■事務局からの大事なお知らせ（球友会からの送付物について）■事務局からの大事なお知らせ（球友会からの送付物について）■事務局からの大事なお知らせ（球友会からの送付物について）

①過去10年間（平成19年4月1日～平成28年3月31日）に渡り、年会費未納の方につきま
　しては、平成29年度から球友会新聞等の送付は中止させていただきます。
②同封されているハガキに球友会総会及び懇親会の出欠確認と併せて、アンケートにお
　答えいただく欄を設けておりますので、必ずご確認いただきますようお願いいたしま
　す。

平 成 28 年 5 月 16 日

福工球友会事務局発行

発行責任者 小柳 好成
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発行編集者 山﨑 隆律

昭和57年卒業　小柳　好成■会長挨拶■会長挨拶■会長挨拶■会長挨拶

■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について■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ので応援よろしくお願いいたしま
す。

【日時】平成28年6月5日（日）9時30分～

【場所】福岡工業高等学校グラウンド

この度、平成28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。

科 氏名 進路先 科 氏名 進路先

染色 中村　太一 九州産業大学　商学部 佐藤　麻由香 麻生医療福祉専門学校

井口　裕司 九州産業大学　経営学部 田中　雄大 西日本鉄道㈱

梅野　翔希 九州産業大学　商学部 津秋　拓郎 日本通運㈱福岡海運支店

井上　龍洋 新日鐵住金㈱八幡製作所 西　津 三井化学㈱大牟田工場

築城　大輔 西部電機㈱ 奥津　泰成 西部電気工業㈱

中島　光一 ㈱デンソー 柴田　公一朗 沖データコンピューター学院

野田　達也 東京水道サービス㈱ 西村　健杜 トッパンパケージプロダクツ㈱福岡工場

藤木　慎太郎 ㈱キューヘン 濱田　照大 久留米大学　商学部

古川　清太 高周波熱錬㈱ 石川　裕介 ㈱ケイ・エス・ケイ

釘本　凌 九州産業大学　国際文化部 牛原　弘貴 ENEOSグローブエナジー㈱

白石　燎平 宮崎大学　工学部 浦谷　哲平 筑紫野市役所

島村　恭輔 福岡大学　経済学部 久保田　丈 沖データコンピューター学院

野上　亮 ㈱東芝　小田工場 田中　峻也 環太平洋大学　体育学部

松尾　良太 トヨタ自動車㈱ 堀切　大地 麻生公務員専門学校福岡校　公務員総合科

環境 木原　万由子 福岡医療短期大学 電子工学 安部　卓哉 西部電機㈱

情報工学

都市工学

機械工学

進学

環境

電気工学

建築



【日　時】　　平成28年6月25日（土）　≪総　会≫17時～≪総　会≫17時～≪総　会≫17時～≪総　会≫17時～

 ≪懇親会≫18時～≪懇親会≫18時～≪懇親会≫18時～≪懇親会≫18時～

【場　所】　　福新楼福新楼福新楼福新楼

【会　費】　　5,000円

（平成28年卒及び学生の方は、3,000円といたします。）
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■平成28年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ■平成28年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ■平成28年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ■平成28年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ

平成28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17日（金）6月17日（金）6月17日（金）6月17日（金）までにご連絡いただきま
すようお願いいたします。

（福岡市中央区今泉1-17-8　TEL0120-2946-01）

【ホームページアドレス】http://fukko.teamganba.com

■福岡県立福岡工業高等学校野球部「球友会」ホームページ■福岡県立福岡工業高等学校野球部「球友会」ホームページ■福岡県立福岡工業高等学校野球部「球友会」ホームページ■福岡県立福岡工業高等学校野球部「球友会」ホームページ

球友会新聞及び球友会の行事等が閲覧できます。ぜひご活用ください。

「福岡工業球友会」で検索でもご覧になれます「福岡工業球友会」で検索でもご覧になれます「福岡工業球友会」で検索でもご覧になれます「福岡工業球友会」で検索でもご覧になれます



【振込先】【振込先】【振込先】【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】【会　費】【会　費】【会　費】

平成28年卒業～平成23年卒業の方 　３，０００円

平成22年卒業～平成18年卒業の方 　５，０００円

平成17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

■平成27年度会費納入者■平成27年度会費納入者■平成27年度会費納入者■平成27年度会費納入者

■平成28年度会費納入のお願い■平成28年度会費納入のお願い■平成28年度会費納入のお願い■平成28年度会費納入のお願い

【各種お問合せ】【各種お問合せ】【各種お問合せ】【各種お問合せ】
　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先
　　[携帯番号]　　[携帯番号]　　[携帯番号]　　[携帯番号]
　　　090-4512-9930　　　090-4512-9930　　　090-4512-9930　　　090-4512-9930
　　[メールアドレス]　　[メールアドレス]　　[メールアドレス]　　[メールアドレス]
　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp
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※納入ありがとうございました。※納入ありがとうございました。※納入ありがとうございました。※納入ありがとうございました。 （敬称略）

ゆうちょ銀行

平成28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。

※払込み請求書は、事務処理上、既に今年度の年会費を納入いただい
　た皆様にも送付しております。納入がお済の皆様は、破棄をお願い
　いたします。

卒業年 氏名 卒業年 氏名 卒業年 氏名

昭和１５年卒 許斐賢三 平成　７年卒 西嶋憲明 平成２６年卒 鈴木望
昭和１７年卒 山口肇 平成　８年卒 岸本哲治 平成２６年卒 木村大介
昭和１８年卒 田坂守成 平成　９年卒 池田憲明 平成２７年卒 魚形健太
昭和２０年卒 井上秀雄 平成１０年卒 牧忠臣 平成２７年卒 榎海豊
昭和２５年卒 奥亨 平成１０年卒 安武隆之輔 平成２７年卒 川島コナン
昭和２７年卒 都築是栄 平成１０年卒 工藤孝 平成２７年卒 黒川尚輝
昭和２９年卒 松嶋裕 平成１０年卒 高山浩 平成２７年卒 武田伸太郎
昭和３０年卒 水崎良一 平成１０年卒 宗泰裕 平成２７年卒 砥綿連司
昭和３１年卒 西原彌 平成１１年卒 和多巧介 平成２７年卒 南里大将
昭和３２年卒 藤川匡之 平成１１年卒 小谷宣洋 平成２７年卒 樋口瑛斗
昭和３５年卒 藤川匡紀 平成１６年卒 伊藤優一 平成２７年卒 山下友輝
昭和４０年卒 高田和行  平成１６年卒 吉村達也 平成２７年卒 古賀柊人
昭和４１年卒 入江惇夫 平成１７年卒 坂口成人 平成２７年卒 田﨑智
昭和４３年卒 野田聖二 平成１７年卒 張端佑 平成２７年卒 安楽風希
昭和４７年卒 川野芳一 平成１８年卒 山﨑賢大 平成２７年卒 平山聖也
昭和５３年卒 野口賢治 平成１９年卒 栗原和也 平成２７年卒 溝口直樹
昭和５３年卒 日高和通  平成１９年卒 鳥飼竜太郎 平成２７年卒 田中力　
昭和５５年卒 大谷太 平成２０年卒 田中邦彦 平成２７年卒 野上哲
昭和５５年卒 松瀬博 平成２１年卒 眞鍋馨 平成２７年卒 溝部直輝
昭和５５年卒 薄義隆 平成２１年卒 藤木翔大 平成２７年卒 緒方太地
昭和５６年卒 中里達也 平成２１年卒 岡崎真幸 平成２７年卒 井形圭佑
昭和５６年卒 仙波勝敏 平成２１年卒 井上将 平成２７年卒 神代勇敏
昭和５７年卒 安光徹雄 平成２１年卒 中島卓也 平成２７年卒 立石将貴
昭和５７年卒 山口隆一郎 平成２１年卒 安武孝紘 平成２７年卒 野田雅人
昭和５７年卒 吉村大輔 平成２１年卒 三嶋一輝 平成２７年卒 堀聖太
昭和５７年卒 大久保行正 平成２２年卒 平塚健太 平成２７年卒 前畑遼太朗
昭和５７年卒 庄島哲朗 平成２２年卒 山口勝己 平成２７年卒 松本幸広
昭和５７年卒 小柳好成 平成２３年卒 三浦貢司 平成２７年卒 宮原世成
昭和５７年卒 廣田国彦 平成２３年卒 小松悠平 平成２７年卒 基永樹
昭和５８年卒 山本潤一 平成２３年卒 馬場聡史 平成２７年卒 由布憲成
昭和６０年卒 松本雄一 平成２４年卒 中原裕紀 平成２７年卒 金本渉平
昭和６１年卒 小田修児 平成２４年卒 松浦 康平 平成２７年卒 木村直哉
昭和６１年卒 井上勲 平成２５年卒 渡邉晃平 平成２７年卒 坂本駿
昭和６２年卒 松田哲史 平成２５年卒 古川卓斗 平成２７年卒 白石兼也
昭和６３年卒 山﨑隆律 平成２５年卒 松永憲祐 平成２７年卒 原田篤
平成　４年卒 砥綿洋介 平成２５年卒 佐藤　永佳 平成２７年卒 藤川凌輔
平成　５年卒 山田克洋 平成２６年卒 中山達朗 平成２７年卒 内藤拓己
平成　６年卒 石井大一 平成２６年卒 西流 平成２７年卒 稙田美憂

平成　６年卒 石田博明 


