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第２回 チャレンジ川柳大会のお知らせ

８日(日)、展示会場で川柳の飛び入り大会を行
います。花高に関する事柄を即興で詠んでくだ
さい。
好評作品は、同窓会会報・ホームページに掲載
させていただきます。奮ってご参加ください。

▶時間帯：10:00～13:00
▶ところ：展示教室（場所は受付横に表示）
※参加者にはもれなく素敵な記念品を進呈!!

今年度もよろしくお願いします

え置いてお願いしてまいりましたが、年々増加す

～会報費協力金のご報告とお願い～

減少などにより、会報発刊費用が大きな負担とな

平成30年度会報費協力金として788名の方からご支

援を戴き、おかげ様で『はなぞの』を発刊するこ
とが出来ました。本当にありがとうございまし
た。ただ、１回の会報発刊には配送費も入れると
190万円程度かかり、皆様からの協力金はその4割
程度に過ぎません。長年にわたり協力金の額を据

る経費や振込手数料の相次ぐ値上げによる収入の
り財政を圧迫しております。つきましては、同窓

会を健全運営していくため、今年度より協力金の
額を改定してお願いすることになりました。諸般
の事情をご賢察くださり、次年度も同窓会報『は
なぞの』が発刊できますよう、より多くの方のご
支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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「同窓生芸術祭」への出展、出演者を募集して
多量の写真を送付する際、インターネット
います。我こそはと思われる方は、奮ってご応
通信料金が多額に発生する恐れがあります
募ください。
のでご注意ください。通信料金は同窓会は
負担いたしません。
■開催概要
送付する電子メールの最大サイズは、イン
●名称
同窓生芸術祭
ターネットプロバイダによって異なりま
す。ご注意ください。
●開催期日
スライドショーは「ファイル名順」で行う
野外ステージ
予定です。応募される際にファイル名をあ
9月8日(日) 11:00～13:00（予定）
らかじめ編集しておいてください。
展示
また、スライドショーの展示形式につきま
9月7日(土) 12:00～14:30（予定）
しては、同窓会でアレンジいたしますの
9月8日(日) 9:30～14:00（予定）
で、指定することはできません。
●会場
野外ステージ
◆出展申込方法（その他芸術作品）
花園高校 体育館前中庭（予定）
①出展したい作品の種類（作品名があれば
展示
記入）・サイズ・点数。②申込者の期生・
花園高校 中央館教室（予定）
氏名・〒・住所・電話番号（携帯電話があ
●イベント内容
れば記入）をご記入のうえ、封書で下記申
野外ステージ
込書送付先まで郵送してください。
歌・楽器演奏・ダンス・コント・漫
※展示会場で実演を希望される方はご相談
才・落語等のパフォーマンス
ください。
展示
《販売の禁止》展示作品・実演等の販売は
絵・写真・アートフラワー・手芸小物
出来ません。
◆出展申し込み方法（スライドショー用デジカメ写
◆出展＆出演者
真）
◇申込期限
＜メディア送付にて応募する方法＞
令和元年8月16日(金)必着
スライドショーに展示したい写真を、DVD
◇発表
-R等メディアに保存。メディアには申込者
採用分のみ８月２１日（水）にハガキ
の期生・氏名と、別紙に郵便番号、住所、
又は電話でお知らせいたします。不採
電話番号（連絡できる携帯電話があれば記
用の連絡は致しませんのでご了承くだ
入）をご記入のうえ、破損を防ぐために
さい。
クッション材入りの封筒で下記申込書送付
◇申込書送付先
先まで郵送してください。
〒578-0931 東大阪市花園東町3-1※送付いただいたメディアは原則としてお
25 花園高校同窓会「総会」係宛
返しいたしません。返却ご希望の場合は、
◆問合せ先
その旨お知らせください。
dosokai.hanazono@gmail.comへ電子
＜電子メールを使って応募する方法＞
メールをお送りください。
スライドショーに展示したい写真を、電子 ◆その他
メールの添付文書としてお送りください。
送付書類は返却いたしません。採否につい
原本貼り付けでも、圧縮ファイルにして添
ての問い合わせはご遠慮ください。イベン
付でも構いません。
ト趣旨に沿っての選考が行われることを、
安全のため電子メール本文には、申込者の
あらかじめご了承ください。
期生・氏名、旧姓のみをお書きください。
連絡は、アミッサIIの登録内容から行いま
す。

2

はなぞの Web版

花高祭（文化の部）で展示する川柳を卒業生の皆さんから募集しています。
花高にかかわる事を一句詠んで送ってください。お待ちしています。
●応募要領
①作品、ペンネーム（一人何句でも結構です）
②作者の期生・氏名・〒・住所・電話番号（携帯電話があれば記入）を記入のうえハガキまた
は封書で下記送付先まで郵送してください。
●応募期限
令和元年８月１７日（土）必着
●送付先
〒578-0931 東大阪市花園東町３－１－２５
花園高校同窓会「花高川柳」係宛
●発表
採用分のみ８月２１日（水）にハガキ又は電話でお知らせします。
不採用の連絡は致しませんのでご了承ください。
●問合せ先
dosokai.hanazono@gmail.comへ電子メールをお送りください。
●その他
送付書類は返却いたしません。採否についての問い合わせはご遠慮ください。イベント趣旨に
沿っての選考が行われることを、あらかじめご了承ください。
●展示期間
９月７日（土） 12:00～14:30（予定）
９月８日（日） 9:30～14:00（ 〃 )
●展示場所
花園高校 中央館教室（予定）

川柳 昨年度好評作品
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◆お願い◆
1. 同窓会会報次号（第４６号）への新しい企画・アイデア等がありましたらお知
らせください。
2. 同期会・クラス会等の様子をお知らせください（写真があれば添えて）。あわ
せて「声」欄への投稿（１００字以内）もお待ちしています。
(1)、(2)ともに封書か、会報費協力金の振込用紙「備考欄」をご利用いただきまし
て、投稿者のご氏名（ご希望ならペンネームも）と、卒業期数、掲載採用時にご連
絡するためのお電話番号を明記のうえ同窓会事務局までお送りください。同窓生に
広く近況を伝えませんか！お待ちしています！。
※投稿内容につきましては、会報の趣旨にそって選考が行なわれます。
※投稿いただいた文面は紙面の関係上、編集させて頂くことがございます。
※不採用の連絡は致しません。
以上、ご了承ください。
同窓会では、会員皆様の個人情報を「会員相互の親睦および母校の発展に資するこ
とを目的とする活動」などのご案内のために利用させていただいております。それ
以外の目的で利用することはありません。
また、本会からのご案内（同窓会会報等）が不要な場合は、発送を停止させていた
だきます。
ご本人がWebシステムのアミッサIIにログインし、直接変更できます。通信は暗号
化しますので安全です。ぜひご利用ください。ご利用ができない場合は、お手数で
すが、間違いのないよう、必ず封書にて、書面でご連絡ください。こちらから折り
返しご確認をさせて頂くこともございますので、必ず連絡のとれる電話番号をご記
入ください。
〒578-0931

東大阪市花園東町3-1-25 花園高校同窓会事務局宛
◆ご注意◆

インターネット上で「同窓会」や「同期会」と銘打ったサービスや掲示板、ＳＮＳ
など多数ございます。 花園高校同窓会は、情報管理における保安上の理由によ
り、同窓生の皆さまへ本ホームページを使った情報の提供と電子メールを使った連
絡手段のほか、皆様に直接封書にて会員IDとパスワードをご連絡差し上げている会
員管理Webシステム「アミッサII」以外、インターネットを通じた情報の収集、
サービスや情報の提供は 一切行なっておりません。インターネット上の各種サー
ビス等をご利用される場合は、本会とは一切関係ない事と、情報提供者、登録され
ている各個人が卒業生である保証もございませんので十分ご注意ください。

“オレオレ詐欺“にご注意！！
卒業生のご家族の方が、オレオレ詐欺の被害にあわれたという連絡が枚岡
警察からありました。不審な電話等がありましたらすぐに110番または最
寄りの警察署に通報してください！
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