平成27年
3月16日(月)
（第4号）

開催日を 月 日（ 土） としたのは、 遠方にいる同窓生
昭和 年３月、 北海道 北見北斗高 校を卒業 した同窓 生の
みなさまに、 今秋、 札幌市「 キリンビー ル園」 を会場に、 みなさんに も、 是非 、 札幌市 へ駆けつ けて参加し ていただ
同窓生が集まる機会を企画していることを連絡いたします。 きたいからです。
申し遅れましたが、 私は３年５組の佐々木斉と申します。 久しぶり に顔を合わせて盛 り上がっ て、 そ の翌日、 盛り
高校時代は野球部のキャ ッ チャ ー として、 マスクで顔を 上がっ たもの同士、 札幌を堪能いただくこともできます。
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隠 して出場 していた ため、 記 憶にな い方も 多々お られ るこ
とと思います。 現在は、 体重も キロを超え、 地 域の人か
３年７組 長尾賢一さんは 、 北見から 送迎マイ クロバス
ら「 野球部？ キャ ッ チャ ー ？ やっ ぱり」 と言われており
ますが、 在学中はもう少し細く、 走っ てもそれなりに速く、 「 長尾賢一号」 の運行を検討中とか。
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方には心苦 しいのですが、 フェ イスブッ ク に登録いただけ
ると、 場 内の模様をアッ プして、 少しでも 雰囲気を感じて

【幹事・連絡・問合せ】
佐々木 斉（3年5組）
xy827343＠kj9.so-net.ne.jp
easttown@kj9.so-net.ne.jp
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日時：平成27年10月10日（土）
午後3時開会
場所：キリンビール園中島公園店
（札幌市中央区）
出欠確認は7月末頃から行う予定

いただけるよう努めたいと思います。
同窓生のみなさん、 「 キリンビー ル園で飲みましょ う」
をいまから楽しみにしてください。

北見北斗高校第58期
「キリンビール園で飲みましょう」
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飛行 機で札幌 に来た人が 、 人乗り のバスに余 裕があれ
野球ボールも結構遠くまで投げることができた私を「 あ～ 」
と思い出していただけると幸いです。
ばですが、 翌日、 北見に移動して、 懐かしい母校を見たり、
北見北斗 高校の同 窓生が集ま る機 会は、 これま でに 平成 「 そば切 り更來」 の蕎麦 を堪能して、 女満 別空港から帰る
年１月に北見市で「 同窓会」 が、 平成 年９月 に札幌市 ことだっ て可能となります。
仕事など によっ て、 こ の日は都合が悪く、 出席できない
で 「 同窓生の集い」 が開催されまし たが、 近隣の人 同士で
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あっ ても同窓生が顔を合わせて「 集まっ て飲もうか」 など
の機会は、 それほど多くないものと思います。
高校を卒業して 年以上が経 ち、 一人 二人と年 齢 歳代
に なっ ていくこと から、 クラスや高 校時代の 親密度に 関係
な く、 同窓 生が顔を 合わせて 楽しく 過ごせ る時間 を作 るた
め、 再び、 札幌市を舞台に「 同窓生」 が集まる機 会を企画
いたしました。
会場は平成 年と同様に「 キリンビー ル園中島公園店」 、
こちらは３年４組渋谷篤さんが経営する飲食店です。
同窓生と 久しぶり に対面する と、 いろい ろな話 題で 話し
が 尽きるこ とがあり ません。 話が盛 り上が ると時 間が 経つ
のは「 あっ 」 という間です。 いろいろな同窓生と 話しをす
るにはたくさんの時間が必要になります。
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そんな悩み を平成 年、 渋谷篤さ んが協力 してくれ て７
時 間にも及ぶ「 同 窓生の集 い」 を開 催するこ とができ まし
た。 今回、 そのときに都合で欠席となっ た人、 出 席して喜
んでくださっ た人たちから「 また、やろうよ」 と話しがあっ
た ことから、 渋谷篤 さんに協力をお願 いして、 前回同様 、
午後３時からのロングラン開催を予定しています。
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僭越ながら、10月三連休のモデルプランを考えてみました。
☆モデルプラン①

☆モデルプラン②

☆モデルプラン③

【10月10日（土）】
札幌市に到着

【10月10日（土）】
札幌市に到着

【10月10日（土）】
札幌市に到着

「キリンビール園で飲みましょう」

「キリンビール園で飲みましょう」
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同窓生と語らい、盛り上がります。
同窓生と語らい、盛り上がります。
同窓生と語らい、盛り上がります。
【10月11日（日）】
【10月11日（日）】
【10月11日（日）】
①昨日（10日）に顔を合わせた
マイクロバス「長尾賢一号」にて
①札幌円山球場にて高校野球秋季
同級生達と札幌観光などを堪能
北見方面へ移動、トヨタレンタカー
全道大会にて北見北斗？の応援
②家族サービスとしてショッピング ②札幌ドームで日ハム戦を観戦
で道東観光（自然・温泉）を満喫
など札幌を満喫
【10月11日（月）】
【10月11日（月）】
北見市端野「そば切り更來」にて
【10月11日（月）】
札幌市から帰宅します
絶品の手打ち蕎麦を堪能
札幌市から帰宅します
女満別空港から帰宅します
報恩奉仕

平成22年1月に北見東急インで開催された同窓会の集合写真から

仕事上、どうしてもタブレットが
必要となった。ショップの女性職
員から「アカウントを決めて」と
言われ、気がつくと、Facebookも
Twitterもできるようになっていた。
”友達かも”嫌なやつがトップに。
内山美穂さんに相談すると高校の
同級生をたくさん紹介してくれた。
高校時代に親しいかどうか関係な
く、たくさんの友達ができ、交流
しています。同級生って有り難い
ですね。10月楽しく飲みませんか？
「こんなこと」「あんなこと」思
い出して話しをしてみませんか？
ただ、思い出すのにちょっぴり時
間が必要かと思います。卒業して
から30年も経っていますから。

(さらい)
住所：北見市端野三区485-3
電話：070-5068-1133
営業時間
平日：11時から15時
土日：11時から17時
店主は3年5組内山美穂さんです

住所：北見市並木町168
電話：0157-61-0100
営業時間
（4月～10月）：8時から20時
（11月～3月）：8時から19時
ご用命は、3年7組長尾賢一さんへ

