
諫早市役所支会総会が開催されました。 
 

平成３０年４月２０日、１８時から水月楼において諫早市役所支会総会が賑やかに行わ

れました。古賀賢悟支会長の挨拶に始まり、東一洋同窓会会長の挨拶のあと、事務局の碇

教諭による同窓会および学校の近況報告がありました。 

次に、予算・決算についての審議・報告があり、昨年度をもって退任された２名、また、

今年度新規採用者２名の紹介がありました。その後の懇親会も大いに弾みました。 

現在、会員数９７名の大きな組織であり、今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



昭和４７年度（高２４回）卒業生同窓会

が開催されました。 
 

平成３０年４月２８日（土）、１８時から「利休」（諫早市永昌東町）におい

て高２４回同窓会（世話人：中道元治氏）が賑やかに行われました。恩師の先

生も出席され、とても楽しい会だったようです。皆様のますますのご発展をお

祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



春の叙勲、同窓生から２名の方が受賞 
 

＜瑞宝双光章＞ 

 ○瀬戸﨑  齊さん （高 ３回農卒） 西海市西彼町 

 ○原  口  亘さん （高１４回農卒） 西彼杵郡長与町 

 

長崎市役所支会総会が開催されました。 
 

平成３０年５月１１日（金）、１８時３０分から銅座町「呑」において長崎市役所支会（穂

波会）総会が盛大に行われました。この日は偶然にも本校の創立記念日であり、事務局か

ら碇教諭が出席し、同窓会および学校の近況報告をさせていただきました。 

松瀬宇美雄会長の挨拶のあと、予算・決算についての審議・報告があり、今年度は新規

採用者が５名ということで、その後の懇親会も賑やかなものになりました。 

現在、会員数５３名ということで、今後さらに発展されることをお祈り申し上げます。 

 

 

 



矢上支会総会が開催されました。 
 

平成３０年６月２９日（金）、１８時３０分から長崎市田中町の「川

徳」において矢上支会総会が盛大に行われました。伊東事務局長に

よる活動および収支報告の後、金原 明善支会長の挨拶があり、その

中で今年度から内田 元新支会長の就任発表がありました。その後、

東 一洋同窓会会長の挨拶のあと、事務局の碇教諭による学校の近況

報告がありました。 

今後、内田新支会長のもと、ますます御発展されることをお祈り申

し上げます。 



県庁支会総会が開催されました。 
 

平成３０年７月１１日（水）、１８時３０分から元船町「桃華園」において県

庁支会総会が盛大に行われました。この会には、顧問として、同窓生でもある

長崎県議会議員の瀬川 光之氏、山口 経正氏も出席され、挨拶をいただきま

した。 

土井 幸寿会長の挨拶のあと、予算・決算についての審議・報告がありまし

た。事務局から碇教諭が出席し、同窓会および学校の近況報告をさせていただ

きました。 

県庁の中では、一大勢力として、各部署で御活躍をされています。今後の更

なる発展をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 



国見支会総会が開催されました。 
 

平成３０年７月１２日（木）、１８時００分から雲仙市国見町神代

の「松栄」において国見支会総会が行われました。辻 国久支会長

の挨拶のあと、東 一洋同窓会会長の挨拶があり、予算・決算につい

ての審議・報告がありました。事務局から碇教諭による学校の近況

報告がありました。 

例年、多数の参加があるそうです。今年は参加者が少なく残念で

したが、とても和気あいあいとした、楽しい会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



長与支会総会が開催されました。 
 

平成３０年７月２８日（土）、１９時００分から長与町嬉里郷の「割

烹たなか」において長与支会総会が盛大に行われました。帯田則義

支会長の挨拶のあと、事務局の碇教諭による学校の近況報告があり

ました。その後、会計報告・監査と滞りなく進行しました。 

今年は、初めて参加される方も数人いらっしゃるということで、今

後ます 

 

 



平成 30 年度瑞穂同窓会総

会が開催されました。 
 

平成３０年８月２６日（日）、１５時３０分から諫早市の観光ホテ

ル「八千代」において平成 30年度瑞穂同窓会総会が盛大に行われま

した。今年度は役員改選、110周年記念事業である生徒の海外農業研

修補助など重要な議題がありましたが、みなさん慎重に審議してい

ただき、無事終了することができました。   

総会終了後は、懇親会が行われ、各テーブルでは旧友との再会を

喜ぶ声や、数十年ぶりの懐かしい出会いなど、大変賑やかな会とな

りました。 

総会では貴重な意見をいただきました     懇親会での東会長のあいさつ 

 

 



高１２回卒業生 

（農業科Ｃ組・家庭科合同） 

喜寿記念クラス会が開催されました。 
 

平成３０年９月６日（木）～７日（金）の１泊２日の日程で、「ホテルセンリュ

ウ」（諫早市永昌東町）において、高１２回卒（農業科Ｃ組・家庭科合同）の喜

寿記念クラス会が賑やかに行われました。この会は、昭和３５年に卒業されて

から、ほぼ毎年開催され、本校同窓会においても貴重な存在となっております。

２年後には傘寿の記念の会を催されるということで、今後の皆様のますますの

ご発展をお 



加藤瑞夫先生を囲む会（愛野分校）が開

催されました。 
 

平成３０年１０月１日（月）～２日（火）の１泊２日の日程で、雲仙「青雲

荘」において、愛野分校に昭和４０年４月～４５年３月まで教鞭を執られてい

た、加藤瑞夫先生を囲む会が行われました。当日は台風が近づくあいにくの天

候となりましたが、五島など各方面から加藤先生にお世話になった卒業生たち

が集まってきました。現在加藤先生は７７歳でいらっしゃいますが、今でもと

ても元気で、当時の生徒たちとの思い出話に、時間を忘れていつまでも話が尽

きなかったようです。 

今後の皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 



大村支会総会が開催されました。 

平成３０年１０月２０日（土）、１８時３０分から大村市杭出津の

「寿楽」において大村支会総会が盛大に行われました。会に先立ち

まして、この１年間に亡くなられた方々への黙祷がありました。特

に大村支会では、事務局の森慎二さんが亡くなられました。心より

ご冥福をお祈り申し上げます。 

総会では、森忠義支会長の挨拶のあと、東会長の挨拶、事務局の

碇教諭による学校の近況報告がありました。その後、新事務局の金

原剛蔵さんの進行により、会計報告・監査と滞りなく進行しました。 

今年は、役員改選があり、山下俊忠さんが新支会長に選出されま

した。新会長のもと、皆様の今後のますますのご発展をお祈り申し

上げます。 



愛野支会女性部会が開催されました。 

平成３０年１１月１日（木）、１５時００分から雲仙市愛野町「和

楽」において愛野支会の女性部会が賑やかに行われました。 

世話人の大石様の進行で、記念写真撮影の後、物故者の方々への

黙祷がありました。その後、松浦支会長からの挨拶、東会長の挨拶、

事務局の碇教諭による学校の近況報告がありました。 

女性の会とあって、終始穏やかで、華やかな会となりました。催

しもジャンケン大会や懐かしの歌謡曲の合唱など、とても皆さん楽

しそうでした。瑞穂同窓会では女性部会の活性化を運営目標に掲げ

ております。この愛野女性部会が一つのモデルとなって、今後発展

していければと思います今回参加された女性会員および世話人の男

性の方々本当にお疲れ様でした。 



秋の褒章・叙勲、同窓生から３名の方が受賞 
 

＜黄綬褒章＞ 

 ○松 川    正さん （高２４回農卒） 南島原市西有家町 

  

＜瑞宝単光章＞ 

○出 口 省 吾さん （高 ６回農卒） 長崎市三川町 

○入 江 博 己さん （高２２回畜卒） 西彼杵郡長与町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛野分校同窓会が開催されました。 

平成３０年１１月１０日（土）、１２時から雲仙市瑞穂町「森田屋」において

愛野分校同窓会が盛大に行われました。愛野分校が惜しまれつつ 

閉校してから４０年経ちますが、約７０名の参加があり、皆さんの絆の強さに

驚かされました。恩師の山口敏先生、馬場朝隆先生、同窓会からは東一洋会長

と事務局の碇教諭が招待されました。 

世話人の大石様の進行で、記念写真撮影の後、物故者の方々への黙祷があり

ました。その後、東会長の挨拶、山口先生の挨拶のあと、馬場先生の乾杯で懇

親会が始まりました。 

懐かしい人たちとの再会に話も弾み、大変賑やかな会となりました。催しも

カラオケやジャンケン大会など、とても皆さん楽しそうでした。 

参加された皆様の、今後のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

 

 



舛田安男さんが長崎新聞文化章を受章されました。 

平成３０年１１月２０日（火）、本校卒業生の舛田安男さん（上五島：高１６

畜）が長崎新聞文化章を受章されました。この章は長崎県の文化、教育、産業、

科学、福祉などの分野で活躍した人を顕彰するもので、今年度は３名の受章が

あり、舛田さんは、五島手延うどんのブランド化と

販路拡大に尽力され、特産品としての地位を確立さ

れた功績が認められ、その中の１人に選ばれました。 

舛田さんの栄えある受章を祝い、同級生による祝

賀会が同日１８時より諫早市の「福寿司」で賑やか

に行われました。祝賀会では舛田さんの功績を称え

つつも、同級生ならではの屈託のなさで、とても明

るく賑やかな会となりました。奥様も参加され、皆

さん大変喜ばれておりました。 

舛田さんは、とてもエネルギッシュな方でいらっ

しゃいますが、何とぞお身体に気をつけていただき     （中央が舛田さん）  

たいと思います。舛田さんを始め、出席された皆様の 

今後のご健康とご多幸をお祈り 

申し上げます。平成３０年１１月２１日付長崎新聞より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                     

 

 

 



長崎県庁農業土木職と同窓会事務局との 

忘年会が開催されました 

平成３０年１２月７日（金）、１８時から諫早市の「Ｌ&Ｌホテルセンリュウ」

において諌農ＯＢで結成された、長崎県庁の農業土木職員と、瑞穂同窓会事務

局との忘年会が盛大に行われました。総勢５３名の参加で、本校からは事務局

の碇、小田、中道、西村が出席し、また、木戸祐一郎先生（現西彼農高）、中島

嘉康先生（現農業大学校）の２名も参加され、賑やかな会となりました。 

集合写真の後、発起人の土井幸寿様による挨拶があり、事務局から学校の活

動状況報告ありました。その後土地改良事業団体連合会の松尾一郎様による本

県の農業農村整備事業の状況についての説明がありました。 

県庁ＯＢの方も参加され、各世代に農業土木の“魂”が引き継がれているこ

とを実感しました。芦塚正様（高２回）による乾杯で始まり、そして万歳三唱

が新任の池下晃矢様（高７０回）というユニークな演出もありました。参加さ

れた皆様の、今後のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 



農業土木科平成１２年卒（高５２回） 

クラス会が開催されました。 
 

平成３０年１２月１５日（土）１８時から諫早市内の居酒屋「一

気」にて農業土木科平成１２年卒（高５２回）のクラス会が盛大に

行われました。 

２年間担任だった恩師の木戸先生も出席され、時間を忘れて大いに

飲み明かされたようです。皆さんアラフォーに近づいております。

くれぐれも健康には留意され、更なる飛躍を祈念しております。 



諫早会」が開催されました。 
 

平成３１年１月２日（水）１２時から諫早市内の食楽亭にて、「諫

早会」が行われました。「諫早会」とは、環境創造科（林業科）の卒

業生で、九州森林管理局内等に所属する職員および退職者で結成さ

れた会で、平成４年に発足し、今日まで活動が行われております。 

山口辰郎会長の挨拶の後、同窓会事務局から参加された廣瀬先生

から、学校の近況報告がありました。参加された皆様のご健康と更

なる飛躍を祈念しております。 



寺峰会」が開催されました。 
 

平成３０年１２月１０日（月）諫早市内のＪＡレストランで、「寺峰

会」が行われました。 

「寺峰会」とは、高校８回の

卒業生で結成された会で、２年

ごとに県下各地区で受け持ち、

今回は、会員の連携強化と健康

増進および逝去された方々への

哀悼の誠を捧げることを目的と

して県央地区が担当されました。 

会では、当時の修学旅行や部

活動などの写真が展示され、み

なさんとても懐かしく、楽しい

時間を過ごされたようです。参      当時の修学旅行の様子   

加された皆様のますますのご健康とご多幸を祈念いたします。                

 



上五島支会総会が開催されました。 

平成３１年１月２０日（日）、１１時から有川の「マリン

ピアホテル」において上五島支会総会が盛大に行われました。

昨年逝去されました吉山前支会長に代わり、新しく就任され

た舛田安男支会長の挨拶の後、東会長の挨拶、事務局の碇教

諭による学校の近況報告がありました。その後、会計報告・

監査と滞りなく進行しました。 

今年は、下五島支会からも２名参加されました。また、駐

在所に勤務されている島外出身者も参加されるなど、賑やか

な会になりました。参加された皆様のご健康とご多幸をお祈

りいたします。 



第２９回諌農職員 OB会が開催されました。 

平成３１年１月２６日（土）、１２時から諫早市内の「八千代」におい

て２９回目となる諌農職員 OB会が盛大に行われました。会に先立ちまし

て、「諌農ツアー」を実施しました。１１時に八千代に集合し、マイクロ

バスで久しぶりの校舎を見ていただきました。平成４年に新校舎に移転し、

昔のツタの絡まる校舎からすれば、かなりの変貌ぶりですが、皆さんの目

にはどのように映られたのでしょうか？この企画はとても好評で、来年は

「寺峰農場」という案も出されたようです。１２時からの会では、世話人

代表の松永碩哉様にあいさつをいただきました。みなさん、本校を経由ま

たは最後に退職されてからの年数は様々ですが、諌農時代の思い出話に花

が咲いていました。 

 

 



卉（かき）研究会が開催されました。 
 

平成３１年２月１日（金）に花卉研究会（本田敏秀会長）が開催さ

れました。この研究会は、諌農 OB の花卉農家で結成されています。

長崎・諫早・雲仙・佐世保に各支部があり、今年は長崎地区が担当さ

れました。今年で結成５３年目を迎え、会員数は５０名を超えていま

す。当日は飯盛町のカーネーション集荷

場に集合し、カーネーション・ガーベラ

などの温室を見学した後、日吉地区に移

動し、コチョウラン、キクの温室を見学

しました。研究会は会員同士の情報交換

の場として、今後の活動へのよい刺激に

なっているようです。夕方は戸石町の「わ

かすぎ」にて懇親会が開かれ、これもま

た賑やかな会となりました。事務局から

は、碇、鎌田教諭が参加し、学校の近況

報告を行いました。参加された皆様のま

すますのご健康とご多幸を祈念いたします。                

                   日吉地区のコチョウラン 



壱岐支会総会が開催されました。 
 

平成３１年２月２３日（土）、１９時から勝本の国民宿舎「壱岐島

荘」において壱岐支会総会が盛大に行われました。 

経過・収支報告の後、役員改選があり、支会長の山口壽美様と本

部役員の樫福昇様が退任されました。大変お疲れ様でした。新たに

支会長には岡口勝弘様が、また本部役員には田中哲一様が就任され

ました。今後ともよろしくお願いいたします。新旧支会長の挨拶の

後、本部より東会長の挨拶、事務局の碇教諭による学校の近況報告

がありました。 

壱岐支会は若い会員の参加が多く、また、壱岐市勤務の市外会員も

積極的に参加されるなど、とても団結力のある支会でした。 

参加された皆様の今後のご健康とご多幸をお祈りいたします。 

 



同窓会入会式が開催されました。 
平成３１年２月２８日（木）、卒業式に先立ち、同窓会入会式が本校

体育館で行われました。卒業生２７５名を含む全校生徒・職員が出席

し、同窓会からは東会長を含め６人の副会長が出席されました。卒業

生を代表して環境創造科の小﨑竜一君へ東会長より卒業記念品が贈ら

れ、小﨑君がお礼のことばを述べました。その後、会長・副会長そし

て同窓職員の紹介の後、スライドによる同窓会活動についての説明が

ありました。 

最後に、学年理事への委嘱状交付があり、卒業後のクラスの取りまと

めをお願いしました。全校生徒が出席したことで、同窓会活動への理

解が深まったと思います。卒業生の皆さん、今後も「諌農」をよろし

くお願いします。 

スライドによる説明            ８名の学年理事のみなさん 

小﨑君によるお礼のことば             ２１名の同窓職員 

 



１１回生同窓会が開催されました。 
平成３１年３月２日（土）、１７時から諫早市の「道具屋」において第１１回

卒の同窓会が盛大に行われました。 

古希を迎えられてからは、２年に１回のペースで開催されており、今回は５

４名（男性３８、女性１６）の参加となりました。 

記念写真のあと、この２年間で亡くなられた方々への黙祷がありました。そ

の後、幹事代表の森忠義様による挨拶、東会長の挨拶、事務局の碇教諭による

母校の近況報告がありました。 

一学年でこれだけの参加があることに驚きました。皆さんとても元気で、宴

会ではカラオケで盛り上がるなど、とても楽しい時間だったようです。参加さ

れた皆様の今後のご健康とご多幸をお祈りいたします。 

 

 

 



４２年度卒農業科 A 組同窓会が開催されました。 

平成３１年３月９日（土）、１７時から諫早市の「L&L ホテルセ

ンリュウ」において昭和４２年度卒（高２０回）農業科 A 組の同窓

会（会長：本田英人氏）が盛大に行われました。 

３年ぶりの開催ですが、このたび、古希を迎えられたことによる

お祝いを兼ねての同窓会となりました。会に先立ちまして、諫早神

社において参拝も行われました。 

記念写真のあと、亡くなられた方々への黙祷があり、本田同窓生

会長による挨拶のあと、乾杯、懇親会の運びとなりました。 

お互いの近況報告など、懐かしい出会いに花が咲き、楽しい時間

となられたようです。参加された皆様の今後のご健康とご多幸をお

祈りいたします。 


