
＊6月 17日付西日本新聞に、ＳＮＫ会員 nobaraさん撮影の写真が掲載されました＊  

Ｓ 季彩クラブ」画像掲示板にもアップされています。 
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［四 寄せられた「くま」さんのコメント］ 
カ ズに向かって記念写真という現代っ子。 
の 祭りの雰囲気。二人の目の輝き。携帯電話の高さ。 
被 ったく無駄のない画面構成は、 
Ｓ 。 
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  ゴ 安丸隆 ＆ 井手広昭 
  小さな白球を子供の様に力一杯打ち込み、友と一緒に競い合える喜び、 胸をときめかし陽気さも増し、 

勇気と力が湧いてきます。ＳＮＫ会員同士の繋がりと融和を図りながら、何時までも若い気持と遊び心を持ち続けよ

うと、毎月一回、「リバーサイド長門石ＧＣ」をベースに「月例杯」を開催しています。平成 11年秋に発会して今年

で 6年目、7月例会で 67回目を迎えます。シニアネット久留米の中でも伝統あるサークルのひとつです。 

新入会者、大歓迎！！  ゴルフを通して心身の健康維持＆向上をかねて親睦を深めませんか？ 

＊月例杯の開催と運営方法 
開催 ： １回/月（第４水曜日） 10：00スタートを原則とする。 

場所 ： リバーサイド長門石ＧＣをベースに本コースでも時々行う。 

集合 ： 現地へスタート前４０分前までに集合。 

（参加の場合、事前に幹事までご一報下さい） 

         参加 ： ＳＮＫゴルフ愛好者+友人 

会費 ： 商品代として５００～１０００円 

入賞者の表彰 ： 優勝、順優勝、３位、ニアピン、その他          

写真は第 54 回月例杯入賞者のみなさん リバーサイド長門石ＧＣにて         
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2003年 5月の新会員歓迎会でオフライン・デビュ

ー、「帰ってきた新人」として話題を呼んだ Bigban

さんこと伴 龍彦さん、今年度は、シニアネット久

留米の監事という大役を担っていただいています。

他にも、対外講座のマネージメント、事務局の火曜

日担当スタッフ、チッゴ・アミーゴスのマネージャ

ー、SNK若鷹応援団団長、うまかもんを喰う会や四

季彩クラブメンバーとして東奔西走の活躍、今や、

シニアネット久留米にとってなくてはならない人物

です。ハンドルネーム Bigban の名前の通り、大き

く豊かな心と几帳面さを兼ね備えた人柄で皆からの

信頼も厚く、ホームページや画像掲示板では可憐な

花々の写真が溢れんばかりに掲載され、伴さんの優

しさが伝わってきます。仙台で暮らしていらした頃の「10 日間の北海道一週旅行」、奥さまと一緒に 3,797Ｋｍを走

破された模様は圧巻ページです。       
ＳＮＫ講座紹介（５） 

  初めてのパソコン講座  講師 SNK所属の 39名の講師陣 
  初めてパソコンに触れる方々を対象に、親切・丁寧・サービス価格をモットーにして、ＩＴリーダー資格習得した

ＳＮＫ会員が指導しています。久留米市の後援で開講して丸 2年が経過、約 600名の卒業生を巣立ちさせました。 

  久留米市広報に講座案内＆受講者募集を掲載しています。 

受講ご希望の方は、お気軽に、シニアネット久留米事務局まで 

お問合せ下さい。（電話番号 0942－46－2277 ） 

   
＊講座開催日時（授業は、週 1回 2時間で、計 4回の 8時間です） 

・火曜日午前コース 

    ・火曜日夜間コース 

・金曜日午前コース 

＊ 受講料 １名：4200円（テキスト代千円込み） 
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 今、ＳＮＫで、 
 

もっとも輝いている男
ひと

 

Bigbanのホームページ  http://www5c.biglobe.ne.jp/~bigban/ 

 

伴 龍彦氏 プロフィール 

1942 年 福岡市にて誕生 

2000年 仙台在住時に SNK 入会。2002 年 久留米市へ、SNK 正会員となる。 
2005 年 NPO 法人シニアネット久留米 監事就任。 

「シニアネット久留米」入会申込み方法 
 

 「シニアネット久留米」事務局へ 
    久留米市百年公園リサーチセンタービル 4階 
       tel   0942-46-2277 
           fax  0942-46-2595 
 

 オンラインでの申込みは 
E-mail  post@snk.or.jp 
  または 
URL  http://www.snk.or.jp 
    「シニアネット久留米」ホームページからどうぞ 

～～～ ＳＮＫって ？ ～～～ 
NPO法人シニアネット久留米の略称です。 

約 400名のシ
インターネットや  

相互に助け合い楽しく ら、 
「奉仕されるより奉仕 葉に 
地域への貢献を願っ 。 
50才以上の方はどなた 。 
サポーターとしての入会 ん。 

地域・国・男女の

入会ご希望の方は、左記まで 下さい。 

編集後記  

入梅後も雨が降らず、雨に映える紫陽花や菖蒲の花々が潤いに欠け雨を恋しがっているようです。 
天候不順は人が便利さを求め過ぎた結果とか・・。パソコンやインターネットが生活必需品となった現代

ですが、自然との共生も忘れてはならないと感じています。  編集員一同 
ニア会員が 
パソコンを通じて

研鑽し合いなが

しよう」を合言

ている団体です

でも入会できます

は年齢を問いませ

別も問いません。 
お気軽にお問合せ
ＮＫのホームページ「四

http://sikisai.cool.ne

季彩クラブ画像掲示板に

メラつき携帯電話のレン

ぼりや、握り鉢巻などお

写体との距離。など、ま

ＮＫ久々の大ヒットかも

サークル紹介（５）

ルフクラブ  幹事 



       平成 17年度ＳＮＫ総会 

５月 29 ） 
シーガルホテル於

  

 

 

 

須佐理事長 挨拶 
会員の皆様には益々ご清祥のこことお

慶び申し上げます。平素の暖かいご支援

有難く厚くお礼申し上げます。 

 一昨年、新生シニアネット久留米も 2

年を経過致しました。その間役員、事務

局員 協力により、

多くのシニアネット団体が困難な経営を

強いられているにも関わらず、私たちシニア

ていますことに大変感謝いたしております。

係者のご努力で、全ＰＣをＸＰ対応パソコン

く使うために、液晶タイプに揃えて、受講生

蔭様で年間約 4000人の方々に楽しくＰＣの

度から久留米市の委託事業として、広報くる

毎月平均 8 こま作成を受注し、一ノ瀬編集局長のもとに確実な歩みをしておりま

す。それに今年度は新たに 3 ヶ月ごとに発行される久留米市の情報誌「ジョイナ

ス」の製作依頼を受託することになりました。このようにＳＮＫの実力を発揮で

きる機会が増えて来ていることを皆様と喜びたいと思います。会員のサークル活

動も、定番となった「うまかもん」あちこちのイベントで市民の注目を浴びてる

「チッゴ・アミーゴス」等十指に余るサークル活動でお互いの親睦を図り楽しい

人生を過ごしています。なお今年度の目標として、社会のお役に立てる企画を立

てて、新しい活動を起こしたいと考えています。例えば最近技術をつけてこられ

たデジタル・アーカイブのメンバーで、歴史資料その他をＨＰ化、またいろいろ

な情報をＨＰで紹介するグループ等を立ち上げ、広くなった久留米市民の皆さん

にＳＮＫを認めて頂くよう、会員の皆様方のご協力をお願い致します。

NPO 17  

   

日（日

 

 

 

 

 

、多くの会員の皆様のご

ネット久留米は健全な経営で推移し

活動の主軸となるパソコン講座も関

に買い替え、モニターも机の上を広

の便宜を図ることが出来ました。お

勉強をして頂いています。また、昨年

めのスポット記事「まちの話題」を

 

 
法人シニアネット久留米 Ｈ 年度 役員一覧

理事長：諌山宣光（須佐卓郎）  副理事長：廣津芳信 

理 事：今津一躬 長谷部友成 金子忠次 江上憲一 田篭延八郎  

新田辰生 島井新一郎 中丸哲子 小島紀夫 山田浩子 

    濱田朝子 松尾 優  藤島充雄 藤木由香子

総会終了後には 新入会員歓迎会＆

 

監 事：伴 龍彦 

交流会 
10 74  

に活けられ

えをうけ、四季彩ク

ラブの写真展示に見惚れ、

牟田さん、susieさんの名コ

前回の新入会員が幹事役で世

2 回の新入会員歓迎

っ

趣向も増えオフライン

で集 た。参加できなかった

メンバーへも、その夜のメーリングリスト 員のメールから様子が

伝わってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふるさと探検 

名の新入会員を含む 名の参加がありました

 会場の入口からテーブル、瑞々しい竹

たアレンジメントの花々の出迎

ンビ司会で幕を

あけた交流会。

ＳＮＫの

話方をつとめる年

会＆交流会もす

ねる毎に新たな

たひとときでし

に寄せられた会

 

かり定着して、会を重

う楽しさや人の輪の広がりが満喫でき

第５弾「上陽石橋・ほしのむらツアー」

～ 旧矢部線、旧三井電車跡を訪ねて ～ 解説者 馬場 紘一氏 

 
SNKの事業の一環として始められた、「ふるさと探検」も 2年目を迎えました。 
17年度の最初の見学は、5月 14日の上陽石橋・ほしのむらツアーでした。  
心地よい爽やかなお天気と、良い解説者に恵まれた楽しい一日でした。 
 

 実施  （土）     日 ： 平成１7年 5 月 14 日

 参加者 ： 18 名 
 時 間 ： 9：００～１8：００ 

行 程 ：JR 羽犬塚駅より 旧矢部線経由～旧矢部線の中原トンネル 

     星野茶の文化館（昼食・茶そば定食・しずく茶） 

     池の山で記念撮影～上陽の寄口橋～宮ヶ原橋～ 

馬 ラリー～旧三井電車経由久留米方面へ 

 
＜シイラさんのメールより抜粋＞ 

皆さんのパワーにただただ圧倒されっぱ

場ギャ

 
次回は、第 6回久留米市ゴム 3社の見学を予定しています 

なしの数時間でした。チッゴ・アミーゴ

の

た。会場に向かう途中、カーラジオか

団の「闘牛士のマ

た。 
板を返上し

～ン(^o^)
でした。若いころの懐かしいダンス（マンボ、ルンバ、

ジルバ・・・ に青春の１ペ

ージがしばし甦りました。も

いちどやってみようか

っ

たです。手品はどうも怪し

歓迎していただきまし

とうございました。今

          

ス 、パワフルなリズムには身震いしま

し

らペレス・プラード楽

ンボ」が流れて、偶然、何十年ぶりに聞

いたアルトサックスの高音とラテンリズムにしびれ、

そのまま会場でもしびれさせていただきまし

シャルウィーダンスのみなさまのシニア看

てもらいたい、優雅で艶っぽいダンスにポカ

）

な・・・ 

ゴスペルソングはハモリもあり、アカペラも良か

い？ 
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た皆さま、ほんとうにありが

後ともよろしくお願いいたし

ます。 
 
美味しかった料理の数

 

    寄口橋（2連橋） 
 
   

 
茶そば定食 
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