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明治大学校友会の歴史がつづられた

「明治大学校友会史」
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昭和天皇にご臨席いただいた昭和25年の創立70周年記念式典の様子

校友会福岡ホームページ

http://www.meidai-fukuoka.jp/

支 部 長ご 挨 拶
た話題で一段と美味しいお酒を飲むことが出来ました。

校友の皆様に於かれましては日
頃より明治大学の発展と校友会活

福岡県出身の在校生および校友は年々減少の傾向に

動にご支援・ご協力を賜り心より

あります。しかし幸いなことに福岡市地域支部周辺では

感謝申し上げます。

転勤でおみえになる校友が多くいらっしゃいます。その

校友会は7月28日の代議員総会

方々とネットワークをつなぎ福岡滞在時代を有意義に過ご

で向殿政男会長から北野大会長に

してもらえたら良いなと思います。幹事長ネットワーク連絡

バトンタッチされます。向殿会長

会のお陰で岡山県支部から福岡に転勤になった校友の紹介

は「明治はひとつ」のスローガン

がありました。校友会が楽しくなるには県単位支部の活発な

で校友会活性化に様々取り組まれ
ました。向殿会長が示された校友
会の課題の1つに「幹事長ネット

福岡市地域支部
支部長 矢谷 学

であると考えます。「明治集合！何かが起こる」これは
平成16年10月10日の全国校友福岡大会のキャッチフレーズ

ワークの設置」がありました。全国各支部幹事長の連携強

でした。福岡では明大出身ということだけで集まれる独特

化及び情報交換等を目的に，全国幹事長ネットワーク連絡

の雰囲気があると思います。福岡市地域支部は「東の会」

会の設置を準備して来られました。私も参画して2019年

「南の会」「西の会」と地域での活発な交流があります。

2月23日に第1回連絡会が開催され、7月27日に第2回連

またゴルフ会は明福ゴルフ・駿台ゴルフ・東京6大学OB

絡会が開催される事になりました。

会ゴルフがありますので更に活性化を強めたいと思い

福岡県支部は佐々木義宣支部長が今回の総会で勇退さ
れ、不肖矢谷が支部長を務めさせていただくことになりま
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活動が必要ですが、それには地域支部の日頃の活動が大切

ます。また若手の会や趣味の会での交流の場も増やせればと
思っています。

した。若輩で力不足でございますが皆様方のご協力をいた

今年は福岡でもラグビーワールドカップが行われます。

だき誠心誠意努めさせて頂きたいとと存じます。県支部幹

その中で、福岡高校・明治・新日鉄釜石で大活躍された

事長には鈴木弘幸君が引き受けて頂きました。私の幹事長

森重隆さんが日本ラグビー協会の会長に就任されました。

の経験を鈴木新幹事長と共有し、鈴木幹事長の独自の感性

彼の明るい人柄でラグビーの人気を更に高めていただくこと

でアレンジをしていただき福岡県支部の活性化に繋がれば

を大いに期待しています。彼が世界で活躍してくれること

と思います。しばらくの間、福岡市地域支部の支部長・

は我々福岡の校友の大きな誇りであります。明大ラグビー

幹事長も二人で担当させて頂きますので更なるご協力を

部が強くなれば森さんにとって何よりの励みになるのでは

お願い致します。

ないでしょうか。2019年6月9日に大分市で行われた明早

改めて向殿会長と佐々木福岡県支部長に心から感謝の意

ラグビー戦は明治の圧勝だったそうです。強い明治のラグ

を表したいと思います。本当にありがとうございました。

ビーは我々校友を元気づけ楽しくしてくれます。来年6月

校友会活動はあくまでも自発的であり決して強制される

14日に北九州市「ミクニワールドスタジアム北九州」で

ものではありません。「校友会は元気で楽しい会であれば

明早ラグビー戦があります。改めてご案内致しますが校友の

いい」とおっしゃる先輩がおられますが私も全くその通り

皆様のご協力と大きな応援をよろしくお願い致します。

だと思います。総会や色々な集まりで会話やお酒を楽し

末尾になりましたが、校友の皆様にはお身体に十分に気

み、肩を組んで校歌を高らかに唄う楽しい時間を過ごせば

を付けて頂き

嬉しくもなり精神的にも健康にもなれると思います。楽し

申し上げます。これからも校友会活動にご協力をよろしく

明るく楽しく過ごされます事を心より祈念

いと感じた時は人と一緒に喜びたくなると思います。先日

お願い致します。

ある会合で剣道部OBの安河内宏君と一緒の折、剣道全日
本女子学生選手権で明大小松選手が優勝し、上位4名中

「明治はひとつ」明治大学校友News

3名が明治だったとか、38年振りの大学野球日本一になっ

http：//meiji-shikon.ney/

父母会も応援に行きます

ゴルフの総合練習場

花畑ゴルフセンター
代表取締役社長 光安 力
（昭和48年 政治経済学部卒）
福岡市南区柏原4丁目39-34
TEL092-566-5111

明治大学福岡県父母会
会長：八尋 正記

平成31年度 福岡市地域支部 新年交礼会
エピソードとワールドカップのPRをしていただきました。

本年の新年交礼会は1月18日
（金）に、伝説の明大校友会全国

（森校友は現在、日本ラグビー協会の会長にも就任され

大会の記念すべき第一回目の会

益々ご活躍が期待されています。）
お年玉抽選会も、校友からの数々の協賛品や高額商品券

場、福岡市の中華料理の名店、

などもあり、とても盛り上がり

平和楼天神本店で開催されました。

最後は福島地域支部から

本年の年始の話題は何といって

出席いただいた菅野校友（H8文卒 応援団）のパワフルな

も、ラグビー大学選手権優勝でし

指揮による校歌斉唱＆エール三唱で、とても良い新年の

た。昨年正月は帝京大に僅差で

スタートを切れました。

敗れ悔しい思いをしていただけに
皆様の喜びも倍増でした。

（H9商卒

女賀 信治）

西日本新聞より

会場では、林校友（57政経）が東京から持ち帰られた
明大スポーツ新聞の号外や高山校友（H21経営）が録画し
てくれた決勝戦のビデオが流れ

それを見ながらのお酒は

無条件に盛り上がりました。
ラグビーを語る森校友

今回は森重隆（49商）校友も出席いただき、優勝の

皆で校歌斉唱

県支部総会
5月25日に令和初の県支部総会が開催されました。場所

した。そのように述べている本日

はお馴染みの八仙閣。県内はもちろんですが、他県、

の主役である矢谷幹事長の笑顔は

台湾、韓国の校友の参加もあり、例年通り県支部上げての

いつも以上に爽やかでした。
その後、私は懇親会準備の担当

盛大な会となりました。
この令和初の記念の総会ですが、例年と異なる大きな

でしたので、会場の設営を行なっ

変化がありました。それは福岡県支部長の交代です。令和

ていたところ、颯爽と矢谷幹事長

元年より、新たな県支部長を迎えて、令和の福岡県支部が

が現れ、席順の指示、進行の確認、余興の景品の仕切りと

スタートしました。

いつも通りの手慣れた感じで、懇親会の準備を進めており

総会当日、私は総会・懇親会の準備係として、開催2時間前

ました。幹事長の最後の仕事を手抜かりなく行う姿を見な

に会場に向かっておりました。その時、会場手前の信号で、

がら、私達後輩も細部まで目を配り仕事をする姿勢を、

見覚えのある後ろ姿を見つけました。その人こそ、本日の

時間がかかるとは思いますが引き継がねばと思いました。
そして、待ちに待った令和初の福岡県支部総会が始まり

主役、
Mr.校友会こと矢谷幹事長です。
危うく、
幹事長より遅く
会場入りするところを、何とか私

ました。今回の総会最重要議案、「支部長の交代」が始ま

は追いついたわけです。立場が変

りました。出席者満場一致で、矢谷新支部長が正式に就任

わっても、
現地へは誰よりも先に入

しました。

るということを背中で教えられま

矢谷新支部長は、
これまで福岡県支部を長年幹事長として

した。私が「新支部長就任おめでと

支え続け、他県校友会との長年の交流等、県支部への
多大な貢献をしてきました。そのMr.校友会が支部長と

うございます！」とご挨拶をしたと
ころ、矢谷幹事長は「総会まではま
だ幹事長やけ！」と返して下さいま

アトラクションでのプレスリーの
トリビュートショー

なった福岡県支部ですが、平成とは違った令和の“メイジ”
らしさが生まれると思います。（H17政経卒

古森 則光）

株式会社 ホンダパーツ西南
Hondaの部品・用品の卸・販売会社

取締役会長

佐々木 義宣（昭和３７年文学部卒・柔道部OB）

本社 〒816−0092 福岡県福岡市博多区東那珂3−2−12
TEL 092-433-0433
営業所 福岡・北九州・大分・佐賀・香川・徳島・愛媛・高知

3

父母会

2019年度 明治大学福岡県父母会 会長

八尋 正記

■父母会総会・懇談会のご報告
2019年度明治大学福岡県

人文学部長があいさつ。

父母会総会・懇談会が6月5

退任役員の大賀直樹さ

日（水）、福岡市博多区の

ん、黒瀬智之さん、大石

「ANAクラウンプラザホテ

みちるさん、梶原菊さん、

ル福岡」で会員80人が出席

釘﨑かおるさんに、福岡県

して開催されました。
総会は、まず、福岡県父

父母会での長年にわたる
合田文学部長あいさつ

母会の八尋正記会長があいさつ。議長が選出され、昨年度

功績を称え、感謝状と記念

退任役員へ感謝状贈呈

品が贈呈されました。

の事業・決算を報告。福岡県父母会長に八尋正記会長が

その後、就職概況説明、1年生ガイダンス、学部別個人

再選され、本年度の事業計画案・予算案など、すべての

懇談などが行われ、会員から積極的な質問が相次ぎまし

議案が全会一致で承認されました。

た。引き続いて、大学教職員と父母会が親睦を図る懇親会

引き続き行われた父母懇談会は、大学を代表して合田正

も開催され、出席者一同が交流を深めました。

■ラグビー応援
6月9日（日）に大分市営陸上競技場で行われたラグ
ビー明治大学×早稲田大学は、福岡県父母会から、退任役
員を含む29人が応援に行きました。
試合は明大が29－14で早大に競り勝ち、校歌斉唱で
フィフティーンの栄誉を称えました。
バックスタンドの福岡県父母会旗

九州地区協議会の応援

久留米平成会
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7月27日土曜日に第三回久留米平成会が開催されまし

また来年開催され

た。 昨年と同様、久留米翠香園ホテルビアガーデンにて

る北九州での明大ラ

開催され、14 名の校友の方が参加しました。昨年は雨

グビーの試合の観覧

だったのですが、今年は雲一つない快晴で、ビールが美味

も、久留米、大牟田

しい会となりました。

と合同で参加しよう

明治大学校友会地域支部は久留米、大牟田ともに参加人
数が減少の傾向がございますが、 久留米平成会は、福岡

と話し合いをし、
校友にとっては楽しみな行事が増えました。

県南部の若手が交流するいい機会になっており、野口和彦

昨年できたばかりの本会は一年に暑気払い、忘年会と

会長（久留米支部）、菰原陸副会長（大牟田支部）の元、

二回の開催を予定しておりますので参加希望の方は是非、

一丸と盛り上がっています。今回も平成卒の様々な職種の

明治大学久留米支部までご連絡ください。これからも久留米

方が集まり意見交換を含め、非常に有意義な時間を共有い

平成会に多数の校友が参加し、隆盛となることを祈念いた

たしました。もちろん一次会だけでは終わらず、二次会

しまして、ご報告とさせていただきます。

三次会と続いたのは言うまでもありません。

（H19農卒

吉田 周平）

福岡市地域支部の
ご発展を祈念いたします。

株式会社善設計事務所
（昭和50年 工学部建築学科卒）
代表取締役社長 善 敏治
福岡市南区大橋1-18-24-202

冨永 十喜信 （昭和51年 商学部卒）

今やレジェンドとなったビートルズの思い出を寄
稿していただきました
今やレジェンドとなったビートルズの思い出を寄稿していただきました

「私とザ・ビートルズ」

・熊本時代
私は熊本市で生を受け高校
時代まで過ごした。当時熊本
県は国会議員（坂田道太・
松野頼三・園田直の各大臣な
ど）がすべて保守系であっ
た。スポーツは柔道や剣道な
ビートルズと共に
どの武道が盛んで、山下泰裕
氏（柔道203連勝、ロス五輪金メダリスト、国民栄誉賞受賞、
JOC新会長）らを輩出している。そんな保守的な県民性の中で
育った私は、当時“不良が聴く”と言われていたザ・ビートルズ
音楽を全く知らず、また触れる機会も皆無であった。
・明大時代
明大入学後しばらくして和泉校舎の大教室で受講中、隣にいた
学生が初対面とは思えないほど妙に親しげに話しかけてきた。
彼こそが福島市出身のN君！
その後、私がビートルズに陶酔することになるきっかけを
与えてくれた“大恩人”である。N君は、福島という田舎育ち
（失礼）にもかかわらず、私の熊本時代とは対照的で、中学・
高校時から洋楽、特にビートルズに魅せられ、新曲が世に出る
たびに「すごい、すごい」と騒いでいたそうだ。同次元で新曲を
体験できてうらやましい限りである。
N君は授業を時々欠席することがあり、私は気を利かせて代
返をやったものだった。その足で京王線・下高井戸のN君の3畳
（狭！）の下宿に向かった（私は同・上北沢）。そこには、
今は懐かしいオープンリール型のデッキ。N君は、当時流行
（はや）っていたビートルズの「LET IT BE」をかけて、大き
な声でよく歌っていた。私は「また歌っている」程度の冷やや
かな反応だったが、徐々に曲に引きつけられていった。
そんなある日、仕送りから食費を削って捻出したなけなしの金
をはたいて映画「LET IT BE」や「ELVIS ON STAGE」
を観（み）に行き、遅ればせながらファンになった。
ちなみにビートルズのリーダーのジョン・レノンは、ELVIS
（エルビス・プレスリー）にあこがれてバンドを結成したので、
彼は生みの親、つまりプレスリーなくしてビートルズは出現して
いなかった。また、16歳のジョンは、イギリス・リバプールの
教会の庭でバザーがあり、そこで即席でバンド演奏し、たまたま
ポール・マッカートニーが見学に来て知り合った。なんという大
巨人二人の偶然の運命的出会いだろう！ この出会いがなくても
ビートルズは誕生しなかったのだ。
N君と私は兄弟のように付き合い、彼の狭い部屋でよく泊まっ
て語り合ったものだ（3畳の部屋で2人が寝ると狭くて身動きが取
れなかった）。彼の話を聞いて私はビートルズを加速度的に好き
になっていった。

・読売時代
明大卒業後私は読売新聞社
に入社したが、ビートルズの日
本武道館公演を主催したのは
偶然にも読売新聞社だった。当
時正力松太郎氏は読売社主で
武 道 館 館 長 で も あった 。昭 和
憧れのアビイロード
41年7月1日読売系の日テレが
ビートルズの日本武道館公演を放映し、高視聴率57％は現在でも
特別番組の日本最高記録である。当時高校生の私は無論視聴して
いなかった（アメリカで初のビートルズTV出演時の視聴率は72％、
その時間帯は犯罪都市ニューヨークでは青少年の犯罪がゼロだっ
たという）。社会人の私は、社業が超多忙のためビートルズのことが
頭に入る余裕はなくなっていた。衝撃的な事件が起きたのはそんな
時だった。1980年12月8日、ジョンが狂人に狙撃され即死した。40
歳の若さだった。悲しみにふけっている暇はなかったが、その日は
ダークなネクタイをして出社したのを覚えている。
・定年退職後～現在
現在私は新聞社とは畑違いの訪問介護会社を福岡市中央区で
経営している。会社名の由来はビートルズの最高傑作と言われて
いるアルバム「アビイロード」にあやかって「㈱アビーロード企
画」と名付けてしまった。新聞社在籍中よりは時間にゆとりがあ
るので、やっとビートルズを楽しめている。
ポールの東京・福岡両ドームでのライブには6回以上足を運
んだ。そこでは決まって座席で、大好きなヒット曲「AND I
LOVE HER」を彼とデュエットするのである♪ 77歳の彼は
今も現役。3時間のライブの間、水分も摂らず歌い続ける大天才
である。ギネスブックには「ポピュラー音楽史上最も成功した
作曲家」であり、作詞作曲した「イエスタディ」は世界中の歌手
3000人以上にカバー（歌うこと）され、ビートルズは10億枚以
上レコード・CD類が売れた「最も人気のあるグループアーティ
スト」――と登録されている。ちなみに、ビートルズ4人の資産
は約3000億円であり、今でも年収は約77億円である。
明大出身の宇崎竜童（法卒、73歳、作曲家、大の甘党）と阿木
耀子（文卒、73歳、作詞家で紫綬褒章受章、大の辛党）はおしど
り夫婦である。彼は213曲の楽曲をもつビートルズを目指して
作曲家になり、1曲でも彼らの曲に肩を並べたいと思っているが、
いまだに達成できていないそうである。
いま私はライブハウスめぐりをしたり、カラオケに行けばビー
トルズソングを30曲ほど歌ったり、身の回りにあるDVDやCDも
全部ビートルズ……！ 我ながら飽きもしません。
ビートルズの足跡をたどるべく、イギリスは出身地リバプール
のライブハウスやジョンとポール両雄の出会いの場所、アルバム
「アビイロード」の表紙で有名な横断歩道などを訪ねるのが私の
目下のささやかな夢である。
（S49法卒 馬場 信）

【福岡市指定】 株式会社アビーロード企画

訪問介護ヘルパーステ−ションさくらの樹
福岡県弁護士会所属

代表弁護士

楠田

（平成3年 法学部卒）

宏

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3−6−15 NMF天神南ビル8階
（天神バスセンターより徒歩5分）

TEL 092−741−2833

http://watanabedori-law.com/

【取扱業務】
法人顧問業務 ● 交通事故 ● 相続・遺言 ● その他民事事件

代表取締役社長

馬場

信（昭和49年 法学部卒）

訪問介護のご相談をお待ちしています。
ヘルパーさん、看護師（正・准）
さん、
介護ご利用者様募集中！！
・訪問介護 ・生前、遺品整理 ・不動産 ・引越
〒810-0022 福岡市中央区薬院2-5-26-205
TEL 092-406-8821 FAX 092-406-8831
e-mail：baba@abbey-road-p.co.jp
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第69回 駿台ゴルフ会（参加2回目）

6

平成31年4月18日
（木）、第69回駿台ゴ
ルフ会が開催され、
私も当該ゴルフ会へ2
回目の参加を果たし
てきました。前回同
様、2回目も未だに緊
張しながら、小郡カ
ンツリー倶楽部へと足を運びました。天気は晴天。スコア
が悪い言い訳ができないほど、恵まれた天気で、更に緊張
が高まる中、H先輩、A後輩の3人でのラウンドがスター
トしました。H先輩とは初めてのラウンドでしたが、とに
かく上手い！特にドライバーショットは、全ホールFWど
真ん中で、これだけ安心してティーショットを見届けられ
るのは、TVに見るツアープロだけと思っていましたが、
H先輩も見劣りしません。比例するかのように、スコアは
勿論ベスグロ。私とそう年齢も変わらないので、とてもい
い刺激になりました。A後輩とは、2度目のラウンド。
始まる前に新しいクラブセッティング談義に花を咲かせ、
いざ新クラブでのティーショット。若干右目に出たもの
の、これまたツアープロ並みの飛距離で、私の2倍飛んで
いるのではないかと思う推定300Y超のショットでした。
ゴルフへの造詣深く、努力も惜しまない、そしてその圧倒
的な飛距離は、私にも必要な姿勢だと、これもまたいい刺激
になりました。
さて、そんな中、私はと言えば・・・奇跡が起きたので
す。人生初の出来事です・・。そう、ホールインワン（以
下HIO）です！！
小郡カンツリー倶楽部、南コース、NO.5のショート
ホール。若干の打ち下ろし、ほぼフラットの140Y（男性
ティは145Y）。自身のコンディションが万全とは言えな
かったものの、7Iだけはみっちり練習していた事もあっ
て、自信をもって打ちました。当たりは、この上ないナイ
スショット！ストレートに飛んでいく途中、左からの風

で、少しフェード気味になり、ピン手前5Yで落下。3回ほ
どバウンドした後、私のおニューのピンクのボールが…
消えたのです…。
H先輩、A後輩、それからキャディーさんも、「ホール
インワンだ！！」と、狂喜乱舞して下さったのですが、
当の私は、「そんな・・・私にHIOが訪れるなんて、そんな
事あるわけがない！」と思いながら、言われるがままカッ
プを覗くと、消えたはずの例のピンクのボールが…。
暫く実感はなかったのですが、帰りの車中で、ふつふつ
とこみ上げるものがあり、家族等々に電話で報告しまわり
ました。
そんな嬉しい誤算があったのも、一緒に回ったH先輩や
A後輩は勿論、コンペの参加者全員が、出しやすい空気を
作って下さったお陰だと切に感じております。
69回も続いてきたこの駿台ゴルフ会において、こんな
名誉な事を達成できて、本当に感謝以外なにものでもない
です。
コンペの開催には、事前準備、表彰式の進行等々、本来
ならば若輩者の私が先頭に立ってすべき所、往年の諸先輩
方が完璧にこなして下さり、高価で数もある景品もご提供
下さり、重ねて感謝すると共に、その後ろ姿を眼に焼き付
け、私も更なる明大の繁栄に寄与していきたいな、と痛感
いたしました。
最後に、このコンペで特筆すべきは、やはり景品。
諸先輩方の数えきれないほどの
協賛があり、手ぶらで帰る事
は、まずありません！参加す
ることに大変意味のある駿台
ゴルフ会！ 沢山の景品と、
時にホールインワンとを持ち
帰れますので、若い校友の皆
さんも是非参加してみてはい
（50・61グロス111
かがでしょうか。
HD40.8 NET70.2）
で優勝の林弘己校友
（H21農卒 冨永 晴子）

23 回六大学ゴルフ会・70 回駿台ゴルフ会案内
1）第23回東京六大学OB福岡ゴルフ会日程案内
日時：令和元年10月12日土曜日
場所：福岡雷山ゴルフ倶楽部
幹事校：法政大学

2）第70回駿台ゴルフ会
日時：令和元年11月20日水曜日
場所：西日本カントリークラブ
北九州地域支部担当
詳細が決まりましたら、随時ホームページにてお知らせいたします。

代表取締役

松 山 孝 義
（昭和60年

〒810-0011

法学部卒）

福 岡 市 中 央 区 高 砂2-24-23

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10-16
TEL.092-433-7520

TEL 092-533-0001
（代表）

代
会

長

税理士

表

岩永

悠

林 弘己（昭和57年政経学部卒業）
石塚由紀（平成17年商学部卒業）

南の会
3月16日（土）恒例の

ゆっくり親睦を深めまし

南の会が、28名で開催

た。長年、南の会を幹事

されました。今回は親し

として支えてこられた

んだ田すずめが新しく

鈴木先輩が3月5日に、め

なり、場所は同じですが

でたく還暦を迎えられま

「花」という店にて開催

したので、サプライズで

されました。綺麗な内装と新しいスタッフで最初は多少の

赤い帽子と、ちゃんちゃんこを着ていただき、皆様、大爆

違和感がありましたが

笑で祝いました。最後は、佐藤先輩の指揮による校歌の

光安会長ご挨拶で会は和ん

大合唱とエール三唱で閉会となり、二次会は、各自お好きな

で始まり、初参加者の

店へと流れていきました（笑）

挨拶やPRを聞きながら

南区在住以外の校友の方でも、ウエルカムです。皆で集

初めての料理コースと、

まって楽しく語り合いたい方のご参加をお待ちいたしま

お酒を楽しみ3時間ほど、

す。

「ラグビー明早戦 IN 大分 6月9日」観戦記
私たちには負けられない戦いが年に一度、12月の第一

るんや～と思いながら、買ってしまったよね～。いいちこ
の屋台では日田の工場長さんが校友ということで自らこん

日曜日に東京である。
だが、な、なんと今年は6月にしかも大分でもある！
しかも昨年度のチャンピオンチームとしてラグビー部が

もりロックをついでいただいた。試合前に焼酎ロック、
大人だ。
明治サイドは九州各地からのOBで満席。タオルやス

凱旋だ！これはJRソニックで2時間半かけてでも行かねば

ティックバルーンも手にして、さあ決戦へ。大分市営競技

ならぬ。
と、いうわけで、ちょっと早起きして博多駅からソニッ
クに乗り、途中小倉を過ぎたら座席の椅子の方向転換をす

場で大勢で校歌を歌うのもまた感動（噂ではNHKのロー
カルニュースに映り込んでいたらしい、女優か）
博多ではどんより曇り空も大分ではほどよい天気に。

るという日豊本線あるあるルールに従いながら、大分に乗
り込んだ。駅に着くと明治大好き（ちまたでは明治中毒と

試合の結果は、29対14で勝ったー！

いう噂されている）大分在住の藤井先輩が、明大ルックで

両チームともラグビー盛んな九州出身の選手を入れ替わ

現れた。（どれだけ明治グッズを集めているのだろうか）

り立ち代わり登場させ、公式戦ではなくともチャンピオン

試合会場に着くと、うまい具合に仲間は集合してきて、

チームの風格を見せてくれました！

わいのわいの、まだ試合まで2時間もあるというのに盛り

そして例のTシャツを着たまま、大分のアーケード街で

上がってきた。その中でも北九州の高橋先輩は来年の北九

勝利の美酒へ。別名、どれだけ明治を好きかを語りあう会

州の試合（別枠でこの号に紹介があると思います）の件

（笑）この仲間なら許して～。

で色んな校友（早稲田の方も含めて）とあいさつをしてい

最後になりましたが、こんなに皆で盛り上がれる機会を

る。応援団の津島先輩もさすが顔が広い。いい先輩をもっ

作っていただいた両校の校友会大分支部の皆様に厚く御礼

て鼻高々だ（どっから目線の後輩であろうか）

申し上げます。
来年もこのTシャツ着たいので北九州に行かなくちゃ。

日田焼きそばやらの大分名物の屋台も出ている中、女性
（女子とは言わないぜ）3人の目にとまったものが、、、

福岡の皆様、じゃんじゃか行きましょう！

買ってしまった明治ラグビーTシャツ（笑）次、どこで着

（H元年法卒

髙野 礼子）

お か げ さ ま で 1 0 0 周 年

これからの新しい時代を支え、たくさんの笑顔を生む
「地域社会を支える総合建設グループ」として、
まっすぐと歩み続けていきます。

株式会社

代表取締役社長

松本 優三（昭和56年 商学部卒）

［本社］〒812−0054 福岡市東区馬出1丁目1番19号
TEL:092−651−1031

FAX:092−631−0362
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第55回明治大学全国校友 千葉大会
【日

時】2019年10月5日（土）〜7日（月）

【スケジュール】
5日：支部長・幹事長・地域支部長・本部員懇談会
（午後3時～4時30分／東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート）
前夜祭（午後5時～7時／東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート）
6日：記念式典・記念講演会（午後2時30分～5時／幕張メッセ）
懇親会（午後5時30分～7時30分／ホテルニューオータニ幕張）
7日：記念ゴルフ大会（真名カントリークラブ）
全国校友大会の開催実績一覧

8

回数

年度

日付

1

昭和29年

03月12日 福岡大会

大会名

開催都市 会場

28

平成3年

10月27日 浜松大会

福岡市

平和楼

29

平成5年

10月31日 東京大会

浜松市

グランドホテル浜松

大学院校舎

30

平成6年

10月01日 仙台大会

仙台市

仙台青葉山国際センター

中央公会堂

31

平成7年

09月30日 岐阜大会

岐阜市

長良川国際会議場

和泉校舎

2

昭和32年

11月10日 東京大会

3

昭和33年

10月22日 大阪大会

4

昭和34年

10月25日 東京大会

駿河台校舎

32

平成8年

10月05日 京都大会

京都市

国立京都国際会場

5

昭和35年

09月24日 北海道大会 札幌市

自治会館

33

平成9年

09月20日 山梨大会

甲府市

甲府富士屋ホテル

6

昭和35年

10月09日 石川大会

金沢市

商工会議所

34

平成10年

08月02日 青森大会

青森市

7

昭和36年

10月22日 福岡大会

福岡市

農業会館

35

平成11年

10月24日 東京大会

8

昭和37年

10月21日 愛知大会

名古屋市 ミカド

36

平成12年

09月24日 愛媛大会

松山市

愛媛県民文化会館

9

昭和38年

10月06日 愛媛大会

松山市

愛媛新聞社

37

平成13年

09月15日 石川大会

金沢市

金沢市文化ホール

10

昭和39年

10月04日 東京大会

和泉校舎

38

平成14年

10月27日 大阪大会

大阪市

大阪国際会議場

11

昭和40年

10月10日 静岡大会

清水市

三保園ホテル

39

平成15年

10月03日 長野大会

松本市

長野県松本文化会館

12

昭和42年

10月22日 宮城大会

仙台市

仙台ホテル

40

平成16年

10月10日 福岡大会

福岡市

シーホーク＆リゾート

13

昭和46年

09月19日 東京大会

和泉校舎

41

平成17年

09月11日 愛知大会

名古屋市 ウエスティンナゴヤキャッスル

14

昭和49年

10月10日 静岡大会

15

昭和50年

10月18日 東京大会

16

昭和52年

10月02日 静岡大会

17

昭和53年

18

大阪市

静岡市

青森市文化会館
リバティータワー

静岡新聞社別館

42

平成18年

09月24日 栃木大会

宇都宮市 ホテル東日本

ホテルニューオータニ

43

平成19年

11月04日 広島大会

広島市

広島リーガロイヤルホテル

金城館

44

平成20年

09月14日 秋田大会

秋田市

秋田キャッスルホテル

10月21日 東京大会

東京プリンスホテル

45

平成21年

09月27日 富山大会

富山市

富山県民会館

昭和54年

11月01日 東京大会

ホテルニューオータニ

46

平成22年

09月05日 山形大会

山形市

19

昭和55年

10月10日 東京大会

ホテルニューオータニ

47

平成23年

11月03日 東京大会

20

昭和57年

10月31日 山口大会

山口市

ホテルかめ福

48

平成24年

09月09日 静岡大会

静岡市

*バンクーバー往訪中

21

昭和58年

10月23日 福島大会

郡山市

東北歯科大学記念講堂

49

平成25年

10月05日 大分大会

別府市

別府ビーコンプラザ

22

昭和59年

10月14日 岡山大会

岡山市

岡山プラザホテル

50

平成26年

09月07日 新潟大会

新潟市

朱鷺メッセ

23

昭和60年

11月04日 東京大会

ホテルニューオータニ

51

平成27年

09月06日 滋賀大会

大津市

大津プリンスホテル

24

昭和61年

10月19日 福岡大会

福岡郵便貯金会館

52

平成28年

11月13日 鳥取大会

鳥取市

とりぎん文化会館／ホテルニューオータニ

25

昭和62年

09月20日 北海道大会 札幌市

札幌グランドホテル

53

平成29年

11月18日 沖縄大会

宜野湾市 沖縄コンベンションセンター／ラグナガガーデンホテル

26

昭和63年

10月16日 四国大会

松山市

愛媛県民文化会館

54

平成30年

09月30日 石川大会

金沢市

27

平成元年

09月20日 沖縄大会

那覇市

沖縄グランドキャッスル

熱海市

福岡市

創業昭和31年

山形県民会館
帝国ホテル

石川県立音楽堂／ホテル日航金沢

土地の仲介斡旋

宅地建物取引業免許・福岡県知事（15）第1330号
代表取締役 藤瀬 浩幸
（昭和60年 経営学部卒）
〒810-0001 福岡市中央区天神5丁目5番5-1号

TEL092-721-5155

〒812-0018

福岡市博多区住吉4丁目10番1号

代表取締役

伊藤 文武 （昭和32年 法学部卒）

オリンピック男子マラソン優勝者 孫 基禎（ソン・キジョン）と明治大学
来年は2回目の東京オリンピックが開かれるオリンピックイ

人の集まりに顔を出さないこと、できるだけ静かにしている

ヤーですが、皆さんはオリンピックの男子マラソンで日本は

こと」をあげています。ある時、競走部から箱根駅伝のどこ

金メダルを獲得したことがあるのをご存知でしょうか？？

か一区間でもいいから走ってくれと言われたが走れませんで

金メダルを獲得したその人は、戦前の日本統治時代の朝鮮
半島出身者で、名前を「孫

した。晩年、「箱根駅伝を走りたかった」と話しています。

基禎（ソンキジョン）」という

しかし、そんな屈辱と絶望感のなかでも理解のある日本人も

人です。実はこの人は明治大学と深い関わりを持つ方だった

多くいて、スポーツを通して国境や民族を超え、相互理解、

のです。先ごろ、「評伝

友好連帯ができるというスポーツ哲学を身につけていきます。

孫

基禎

～スポーツは国境を越

えて心をつなぐ～」という本が社会評論社から出版されまし

孫

基禎は朝鮮戦争中、北朝鮮の金日成から「生け捕りに

た。著者は明治大学名誉教授の寺島善一氏です。興味深い内

しろ」「金日成万歳と言わせろ」と命を狙われましたが、

容でしたので、寺島先生のご了解を頂き、ダイジェストにな

戦後、韓国の陸上競技の発展に尽くすとともに、世界の

りますが内容の一部を紹介したいと思います。

スポーツ界の多様な人々と交流し、連携と友情を深め、スポー

孫

基禎は1912年、日本による

ツを通して平和を考える活動に力を入れてきました。また

植民地支配の北朝鮮新義州の貧し

ソウル五輪の最終聖火ランナーとして登場、その縁でプロ野球

い家に生まれ、まともに学校にも

の日韓交流が始まり、2002年のサッカーワールドカップ日韓

通えない中で自分の能力を活かし

共催には日本の関係者とも力を尽くし実現させました。そして

て走ることに専念し、数々のマラ

その共催の成功を見届けて、11月に波乱に満ちた89年の人生

ソン大会で優勝、世界記録を樹立

に幕を下ろしています。

し、ついに1936年第11回ベルリ

当時の明治大学の岡野加穂留学長は「韓国の英雄でもあ

ンオリンピックの男子マラソン

り、同じ校友でもある孫

競技で、日本代表として出場し金

の苦しい時代のもとでも希望を失わず、国際的にも名声を轟

メダルを獲得したトップアスリート
です。
しかし、戦前の日本統治下での

本の表紙 ベルリンオリンピックの
マラソン優勝のシーン

基禎氏が、戦前の日本の全体主義

かしたことは明治大学の誇りである」と、校友会とも図って
明治大学特別功労賞を贈っています。特別功労賞は古賀政男
氏や三木武夫元総理が受賞している名誉ある賞です。

朝鮮半島出身者がオリンピックに出場するにはいろいろな

ところで、一昨年の校友会韓国

差別や偏見など困難があったようです。例えばこの時のオリン

支部総会に出席した我々福岡支部

ピックのマラソン枠は3名でしたが、日本陸連はタイム的には

校友は、総会の翌日、ソウルの国

劣っている日本の選手を何とか出場させたいと、日本人2人、

立中央博物館を訪問し、孫

朝鮮半島出身者2人をベルリンに連れて行き、マラソンレース

氏に贈られたベルリン五輪優勝記

の18日前に30㎞の予選会を開いて3名に決める事にしていま

念のマラトン戦士の兜を見てきま

す。そして18日後のオリンピックのマラソンレース、そんな

した。そしてこれと同じレプリカ

中で孫選手は優勝しています。

が明大リバティタワーに遺族（長

また、民族意識の強かった当時、東亜日報新聞が、表彰式

男の孫

基禎

正寅氏も明治大学大学院
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韓国国立中央博物館の
マラトン戦士の青銅の兜

の孫選手の写真から「日の丸」を消して発表した事件などが

を卒業）から贈られています。こ

あり、帰国の途中から特高警察の監視がついたり、オリン

のレプリカ贈呈の話や明治大学が

ピック優勝の凱旋報告といっても警察や私服刑事などに両腕

行った「孫基禎生誕百周年記念シンポジウム」は感動的な

を拘束されながらの出迎えを受けるなど、つらく悲しい思い

内容でした。

を経験しています。

ことばは尽くせませんが、この本を読んで明大に偉大な

その後、日本の大学に進学を考えていくつかの大学に願書

先達がいた事、そしてそれを顕彰しようと学長や教授方が先頭

を出しましたが、危険人物という手配が回っていたのか断ら

に立って活動された事に、改めて明治大学の良心や校風に

れているなか、救いの手を差し伸べたのが明治大学でした。

誇りを感じるものです。

但し、日本政府は入学の条件に「再び陸上はやらないこと、

（S52法卒

本田 博志）

「楽しいこと」がたくさんの毎日に。
プラネットビル2F

ココ
●東横イン

国体道路

●ビッグ
エコー

那珂川

●藤よし
西中洲大通り

ローソン●

河庄● ●河庄

セブン
イレブン●

（ビバゾーン）

玉屋本店●

明大校友会 御用達の店

（明大割引ございますので 申し出ください）

〒810-0002 福岡市中央区西中洲2-15 プラネットビル205
TEL.092-725-8323

平成29年10月2日より新店にて営業中です

株式会社 ジョウジマ
代表取締役

條島 和孝 （平成8年 文学部卒）

北九州地域支部だより

2020年
2020年 明早ラグビー
明早ラグビー 北九州大会の開催に向けて
北九州大会の開催に向けて！
！

北九州地域支部では、来年2020年6月14日（日）ラグ

開催されるアフターマッチ

ビー明早戦、われらが明治大学VS早稲田大学の試合開催

ファンクションへ参加する

が実現できるよう頑張っています！

ことでした。アフターマッ

実はこのイベントの企画は数年前から声があがっていた

チファンクションとは、試

のですが、両校ラグビー部とも全国から多くのオファーが

合後に両チームが一緒に軽

あり、スケジュール調整が難しく、昨年ようやく来年の

く酒を酌み交わしながらお

6月開催に了解をいただくことができました。今年に入り

互いを讃え合う場で、ラグ

早稲田大学北九州稲門会の皆さんと開催に向けての意志統一

ビー精神の言うノーサイド

を行い、既に事務局レベルでの協議も重ねています。これ

を行う会です。両校選手の体の大きさに圧倒されながら、

までに北九州市の市民文化スポーツ局、観光コンベンション

森重隆先輩、向殿校友会会長、大六野先生（ラグビー部部

協会、スタジアム関係者なども訪問し、またラグビーフット

長）とも話しをすることができました。大六野先生は北九

ボール協会や明治大学ラグビー部・ラグビー部OB会の

州市に住んでいたこともあるとのことなので来年は必ず

関係者の方々と頻繁に連絡を取り合う状況にこのイベント

来てください！とお願いしました。当然、田中監督とも話し

の大きさを実感しています。

をさせていただきました。ありがたいことに来年6月の

今年の3月、今回の明早戦開催が決定する直前に、明治

北九州大会のことはご存知で、「先日スタジアムの下見を

大学ラグビー部OB会会長の森重隆先輩（現日本ラグビー

しましたよ！」と言われたのには驚きました！小倉の街も

フットボール協会会長）にも会い、開催に向けてのアドバ

気にいってくれているようでした。

イスいただきました。森先輩の存在が何よりも明治大学側

来年の6月は、今年開催のラグビーワールドカップと

の強力なバックボーンとなっています。余談ですが、森

来年開催される東京オリンピック・パラリンピックの

先輩は私の高校時代のラグビー部の先生（日本体育大学ラ

スポーツビッグイベントに挟まれ、その盛り上がりと興奮

グビー部出身）と縁があり、新日鉄釜石時代に先生と日本

をそのまま北九州でも体感できればと思っています。これに

選手権で対戦したことがあったり、その後も福岡県のラグ

2年連続の大学日本一！が加わればさらに興奮度が増すこと

ビー関係で一緒だったこともあり親しく話しをさせていた

は間違いないでしょう！！！
試合の会場となるのは「ミ

だいています。
10

アフターマッチファンクション
（田中監督他）

今年6月9日には大分でラグビー明早戦が開催されまし

クニワールドスタジアム北九

た。当日は天気も良く、会場も両校OBの他多くのラグ

州」です。JR小倉駅からの

ビーファンで埋まっていました。明治OBは福岡、熊本、

アクセスも良く、徒歩7～8

佐賀など隣県は当然ですが、遠くは関東からも応援に来

分でスタジアムに着きます。

られているとのことでした。大分開催の関係者の方々に

グランドとスタンドの距離も

もたくさんの話しを聞くことができ、来年の北九州大会

近く迫力あるプレーを観るこ

に向けての参考事項

アフターマッチファンクション
（向殿会長他＆選手）

ミクニワールド
スタジアム北九州

とができます。

や課題も多く見つか

2020年6月14日（日）明早ラグビー北九州大会（ミク

りました。一年後に

ニワールドスタジアム北九州）開催場所は北九州市です

は・・・このプレッ

が、このビッグイベットは北九州地域支部だけのパワーで

シャーを楽しまなけ

は難しいイベントです。チーム明治大学校友会オール福岡

ればと思っていま

で臨みたい・・・臨まなければと思っています。皆様の協力

す。大分での最大の

よろしくお願い致します！

目的は、試合後に

（S61商卒

北九州地域支部 支部長

高橋敏夫）

朝道法律事務所
弁護士
（平成7年

大小宴会承ります
（本店）福岡市博多区博多駅東2丁目7-27

TEL092-411-8000

因

史礼

ちなみ

ふみのり

法学部卒）
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大牟田地域支部だより

木下大サーカスのご案内
Ⓡ

西山孝二氏が大牟田地域支部の幹事長に就任さ
れ、その挨拶を頂きましたので掲載いたします。
昭和51年商学部卒の西山孝二がこの度、大牟田地
域支部の幹事長に就任しました。年号が「令和」と
新たになり、去る6月15日の大牟田地域支部総会を
経て承認されました。
私にとって「明治大学」は、愛すべき、また唯一
の誇りとすべき、現在の私を創造してくれた母校で
す。当支部幹事長には、先日「功労賞」を受賞され
た名幹事長の光山氏が後輩諸氏を指導され、学童保
育また幼稚園経営に手腕を発揮されている守田氏、
そしてみやま市長として現在活躍中の松嶋氏が続
き、私の出番になりました。
私的には、前古賀支部長の下で韓国支部や台湾支
部との交流を10数回重ね、又公開講演会の実行委員
長やマンドリン倶楽部公演の副実行委員長として、
校友に支えられ実行する事ができました。また、金
森現支部長のもとでは副幹事長として有難い指導を
仰ぎながらなんとか責務を果たしてまいりました。
さて、当地域支部は令和2年3月14日に明大マン
ドリン倶楽部大牟田公演の大事業を控えております
が、地域支部の総力を挙げて成功に導きたく地域支
部校友の皆さんが粉骨砕身の現在です。

あの、世界を感動させた木下大サーカスがさらに
進化して5年ぶりに福岡にて開催!!夢と勇気と感動

なお、当地域支部は経済圏の関連で熊本県北部も

と。熱き挑戦者たちの奇跡のステージ！世代を超え

含めておりますが、市議会議員1名、町長1名、市長

て共感をわかち合えるひとときを、ぜひおそろいで

1名、また教育評論家の下地氏など多方面で活躍中

お楽しみください。

の校友諸氏を輩出しています。

日時：2019年12月22日（日）〜2020年3月8日（日）

最後に「ミスター明治」――新県支部長・矢谷先輩
をお手本に、新たな大牟田地域支部の「ミスター明治」
幹事長となれるよう、更なる活性に尽力したいと
存じます。
校友の皆さまには温かいご指導・ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

床下環境改善のプロフェッショナル
シロアリ・衛生害虫・床下換気

場所：舞鶴公園三ノ丸広場 特設会場
福岡市地下鉄空港線「大濠公園駅」徒歩5分

明大校友特別割引がございます。
詳細が決まりましたら
「明大福岡」のホーム
ページでご案内いたします。

弁護士法人

株式会社 新栄アリックス
常務取締役

（昭和61年

高橋

敏夫

商学部卒）

北九州支店

北九州市八幡西区引野1-5-18

福岡営業所

糟屋郡粕屋町長者原西2-2-17 オフィスパレア粕屋Ⅱ

福岡南営業所

八女市馬場411-12

www.shinei-arix.co.jp

代表弁護士 髙松 康祐
（昭和63年 法学部卒）
〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1丁目12番11号
アーバンスクエア警固6階

TEL092-781-4148
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2019年度（平成31年令和元年度） 福岡県支部事業計画
2019年

2018年

04月05日 県支部会計監査会

04月05日

04月12日 県支部役員会

八仙閣本店

04月18日 第69回駿台ゴルフ会

小郡CC

04月20日 第1回全国支部長会

紫紺館

04月21日

05月11日 久留米地域支部総会

ハイネスホテル

04月28日

05月25日 県支部総会

八仙閣本店

05月19日

05月25日 県支部総会懇親会

八仙閣本店

05月19日

06月05日 福岡県父母会総会

ANAクラウンホテル

06月06日

06月06日 田川地域支部総会

田川

05月11日

06月15日 大牟田地域支部総会

港倶楽部

06月09日

06月15日 第2回全国支部長会

紫紺館

06月16日

06月22日 筑豊地域支部総会

常盤館

06月23日

07月27日 支部長・幹事長・地域支部長・本部員懇談会

アカデミーコモン

07月28日

07月28日 校友会定時代議員総会

リバティータワー

07月29日

08月03日 北九州地域支部総会

リーガロイヤルホテル

06月23日

09月13日 福岡市地域支部総会

平和楼本店

09月01日

10月05日 支部長・幹事長・地域支部長・本部員懇談会

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

09月29日

10月05日 全国校友千葉大会前夜祭

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

09月29日

10月06日 全国校友千葉大会記念式典

ホテルニューオータニ幕張

09月30日

10月06日 全国校友千葉大会懇親会

ホテルニューオータニ幕張

09月30日

未定
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04月20日
福岡市地域支部担当

稚加栄

06月08日

若松地域支部総会

10月12日 韓国支部総会

10月13日

10月12日 福岡東京6大学OB会ゴルフ会

雷山GC

10月27日 第22回ホームカミングデー

アカデミーホール他

11月03日 台湾支部総会

頂鮮海鮮料理・台北101店

11月20日 第70回駿台ゴルフ会

西日本カントリークラブ

12月07日 第3回全国支部長会

紫紺館

幹事校法政大学
1 9 5 9 年・1 9 6 9 年・1 9 7 9 年・
1989年・1999年・2009年卒業

10月20日
10月28日
11月03日

北九州地域支部担当

10月26日
12月08日

2020年

2019年

未定

福岡市地域支部新年交礼会

01月18日

未定

久留米地域支部新年会

01月23日

02月22日 全国支部長・幹事長合同会議

アカデミーコモン

02月23日

03月17日 明治大学マンドリン倶楽部大牟田公演会

大牟田市文化会館

02月24日

「福岡市地域支部だより」44・45号 広告協賛のお願い
福岡市地域支部の支部だより
「風のふくおか」は、次号で44号を迎えます。12
月にはお届けできるよう制作予定です。福岡県各地域支部記事や、校友の近況紹
介などの内容を掲載する予定です。
つきましては、
ご自身の企業広告や、
広告にご
協力いただけます企業のご紹介をお願い致します。広告にご協力いただきました
企業でご希望の方は、ホームページへのバナー掲載も致します。
発行部数や広告料金は、下記をご参照ください。
また、2号連続掲載での広告掲
載となります。
編集部
1．
発行日 令和元年12月上旬予定
2．
発行部数 1700部
（支部校友会会員・父母会・県内他支部・校友会本部）
3．
広告スペース及び広告料金
（冬・夏2号連続掲載です）
（1）
1/4ページ
（天地70mm×左右185 mm）
・
・
・2回掲載で40,000円
（税込）
（2）
1/8ページ
（天地70mm×左右92.5mm）
・
・
・2回掲載で20,000円
（税込）
お申込みや
お問い合わせは…

福岡市地域支部事務局
TEL092-553-0506 FAX092-512-6511

http://www.tsushima-fuk.com

2019年度福岡県支部役員一覧
役職

氏名

名誉支部長
新

会長指名代議員

〃

絹笠

所属地域

順一

佐々木

義宣

卒年

学部

久留米

31

商

福岡市

37

文

新 支部長

福岡市地域支部長

代議員

矢谷

学

福岡市

50

法

新 幹事長

福岡市地域支部幹事長

〃

鈴木

弘幸

福岡市

56

政経

筑豊地域支部長

〃

福澤

耕一

筑豊

35

経営

〃

若松地域支部長

〃

有馬

高明

若松

40

政経

〃

大牟田地域支部長

〃

金森

弘光

大牟田

41

商

〃

田川地域支部長

〃

髙松

俊夫

田川

45

経営

〃

久留米地域支部長

〃

今村

健二

久留米

51

工

〃

北九州地域支部長

〃

高橋

敏夫

北九州

61

商

衛藤

幸生

北九州

33

法

敏治

福岡市

50

工

佐藤

洋

福岡市

52

商

本田

博志

福岡市

52

法

副支部長

幹事
〃

善

〃 （会計）

支部長指名代議員

〃
新

〃

大牟田地域支部幹事長

西山

孝二

大牟田

51

商

〃

筑豊地域支部幹事長

嶋田

千勝

筑豊

53

経営

〃

久留米地域支部幹事長

中隈

郁夫

久留米

56

政経

松本

優三

福岡市

56

商

津島

潔

田川

61

農

〃
新 副幹事長

田川地域支部幹事長

幹事

会長指名代議員

古森

弘一

北九州

H10

修理建

〃

八田

昭彦

北九州

H13

商

新 監査委員

光山

一生

大牟田

48

経営

新

北九州地域支部幹事長

野口

和彦

久留米

H02

商

顧問

〃
元大牟田地域支部長

古賀

久雄

大牟田

33

商

〃

元北九州地域支部長

勢

幸二郎

北九州

31

政経

〃

元八幡地域支部長

末松

恒雄

北九州

36

法

〃

元久留米地域支部長

永渕

俊樹

久留米

40

商

会長指名代議員

『 明治大学校友会史 』発売中
明治大学校友会の歴史がつづられた『明治大学校友会史』が発売となっております。
1冊：￥5,000—
【お問合せ先】明治大学校友連携事務室（校友会本部事務局）
〒101-8301

東京都千代田区神田駿河台1-1

TEL：03-3296-4723

FAX：03-3296-4728

MAIL：koyuka@mics.meiji.ac.jp
事務取扱時間：平日9：00～17：00

土曜9：00～12：30

Mega Pharmacy
信頼と安らぎのくすりの番人
有限会社メガ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-1-24
TEL 092-291-0325

作 野 士 郎
（昭和41年

政経学部卒）

メガ調剤薬局

腎・糖治療中食品を取り扱っています

女賀
（平成9年

信治
商学部卒）

日赤通り店 福岡市南区大楠2-3-18
TEL 092-526-4585 FAX 092-526-4595
高

宮 店 福岡市南区高宮1-9-21
Tel＆Fax 092-534-6180

e-mail mega-kusuri@fukuoka.email.ne.jp
URL http：//www.mega-kusuri.jp/index.html
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新校友紹介
松尾 純次 校友（H20 商学部卒）
‘明るく元気に前向きに’をモットー

と家族団らんする場所も

に福岡で保険外交員をしています。2008

多く家族共々福岡が気に

年商学部卒の松尾純次と申します。大学

入ってます。

時代は、体育会バドミントン部に所属し

先日、初めて校友会に

ており白球を追って仲間と切磋琢磨して

参加させて頂き、県や国

おりました。
卒業後は、パナソニックに入り三重→

を跨いだ交流にびっくり
させられました。今は、

名古屋→東京→福岡と日本を横に縦断し

仕事を変えて新しいスタートを切っておりますが、福岡の

ました。5年前に福岡に来て、衣食住が

事をまだまだ知らないので、色々と教えて頂きたいです。

揃った福岡が好きです。休みの日は、家

今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

族で公園に行ったり、プールに行ったり

喜多 雄介 校友（H29 政治経済学部卒）
平成29年度政治経済学部卒業の喜多

し、電気工事や、管工事

雄介です。私は久留米生まれ、久留米育

の施工管理業務を行って

ちで、久留米の豚骨ラーメンが大好きで

おります。 なかでも公共

す。

工事は、皆さんのお役に

学生時代は体育会レスリング部に所属

立つ仕事だと肌で感じて

しており、レスリングと勉強の文武両道

おり、とてもやりがいを

に励んでおりました。大学レスリングで

14

感じております。

は思うように結果が振るわず、また同世

私が校友会を知るきっかけは、福岡県支部総会でした。

代の選手がオリンピックでメダルを獲得

そこで、先輩方にお会いし、様々なお話をする事で、公私

するなど、日本の軽量級のレベルの高さ

ともに、良い刺激受けています。校友会には、積極的に参

を、痛感させられた競技生活でした。

加したいと思っていますので、お会いした際には宜しくお

大学卒業後は喜多電設株式会社に入社

願い致します。

令和元年度・九州明建会が開催されました
7月27日（土）、本年度の「九州明建会」が、福岡市

の後、記念講演会を催しました。講師は、昭和39年明治

中央区の「福新楼」で開催されました。九州、沖縄在住の

大学建築学科卒業の岩田憲明さんです。筑豊の炭鉱王「貝

明治大学建築学科卒業生の会「九州明建会」は、36年前の

島一族」の邸宅：「百合野山荘」（旧貝島六太郎邸）の国

昭和57年8月に第1回が開催され、途中休止期間がありまし

指定重要文化財認定に向けた調査、研究の発表をしていた

たが、本年度28回目となりました。

だきました。3万坪の広大な敷地に見事な庭園と素晴らし

当日は熊本、長崎からの参加もあり、28名が集い、楽し

い建築が現在も保存されています。豊富な写真とドローン

い語らいの時間を過ごしました。会は石橋哲理会長の挨拶

を使った映像とで解説していただきました。クレーン車も

楽々通れる巨大な毛利門をくぐると、建坪391坪の邸宅が

をして、閉会し

建っています。しかもこの建物が増築を繰り返すことな

ました。来年の

く、一気に建設されたということも驚きですが、いくらお

企画を少しだけ

金を積んでも入手困難な見事な木材で、博多の名大工棟梁

お話しします。

により建設されたと言うことです。残念なことに、現在は

参加する皆さん

一般公開されていません。

に、一年間の中

そして懇親会となりました。当日は建築学科以外の明治

で撮った「私の

大学校友会の方々もたくさん参加していただきました。

一枚」写真を持

会半ばでは、清水保一さん（昭和34年法学部卒）から、

ち寄り、発表し

講演会テーマの「百合野山荘」の前を、毎日通って鞍手

ていただきます。建築写真、風景写真、家族の写真など対

高校に通っていた時の思い出話をしていただきました。

象は問いません。ベストショットを持ち寄っていただきた

何が建っていたのかと言う、長年の疑問が本日晴れました

いと考えています。

とのことでした。
最後は本日初参加の「喜多雄介」さんリードで校歌を高

九州明建会に参加を希望される方は下記のメールアドレ
スにメールを送ってください。卒業学部は問いません。

らかに歌いました。喜多さんは平成29年政経学部卒で体育

zen2000@royal.ocn.ne.jp

会レスリング部出身です。そして来年のこの会の企画発表

九州明建会：事務局 善 敏治

平成会
平成が終わり、令和初

ました。

の平成会のイベントを開

平成会のイベントで

催しました。毎年恒例の

は、初参加や他県からの

平成会納涼祭。数年前か

参加者が多く、今回も3名

ら灼熱ビルの屋上ビア

参加しました。初参加は

ガーデンから、空調の効

平成26年商学部卒の百田

いた室内ビアホールに会

美加さん。熊本からは何

場を移し、7月6日に開催しました。会場は移れど、主旨は

度か平成会のイベントに参加をしたことがある宮崎先輩。

変わらず、今年もビールを美味しく飲み、厳しい暑さの夏

そして、京都から参加の片岡先輩。片岡先輩は中村淑子先

を乗り切りつつ、平成卒の校友との交流を深めました。

輩のお友達で、北九州出身。高校は私と同じ八幡高校。初

今回は、令和初の記念すべきイベントであってか、歴代
の平成会の4人の会長が全員参加しました。2代目会長の

参加者も他県からの参加者も、“メイジ”をらしく、すぐ
に会に溶け込んで話が弾みました。

女賀先輩が誰よりも先に会場イン。先輩がこだわりのテー

今年の会は例年になく女性の参加者が多く、女性が参加

ブル配置と旗のディスプレーを整えたところに、4代目会

者の半分を占めました。母校明治大学も女子学生の比率が

長の私が会場に到着。「先輩！いつもありがとうございま

上がり、私は令和の平成会は華やかになるに違いないと

す！」と笑顔でお礼を述べ、私の準備業務は終了。その

確信しました。

後、会の開始直前に、初代会長（現総長）の高野先輩が

最後に、実は開催日の7月6日は私の37回目の誕生日でも

後輩達を引き連れ堂々と入場し、一気に会場に華が咲きま

ありました。もちろん、強引に自分の誕生日をねじ込み、

した。開始から遅れること数十分、3代目会長の八尋先輩が

皆様にお祝いをしてもらい、令和初の平成会納涼祭りは

満面の笑顔で到着。全員が自分の役割（性格）を理解した

私の誕生日を盛大に祝い締めくくりました。

連携プレーで、令和になっても平成会らしい平成会となり

（H17政経卒

令和最初の支部だよりをお送りいたします。新しい元号に
なり、これは偶然の一致ですが、校友会の県支部も変わります。
県支部長に矢谷学氏が就任されました。矢谷県支部長は、
明治大学の福岡校友会活動に 40 年以上にわたり長く携わって
こられ、全国校友会でも「福岡に矢谷あり」と言われるほど
活躍されてきました。この度、福岡市地域支部の顔から福岡
県支部の顔として、ますますご活躍を期待したいと思います。
そして、今回ご勇退される佐々木前支部長には、4 年に
渡り県支部長を引き受けていただきました。その間、各地域
支部間はもとより全国の校友会や韓国・台湾校友会との交流
にも力を注がれるなど、数多くの行事に積極的に参加され活躍

古森 則光）

されてこられました。お疲れ様でした。
さて、今回も校友会の活動や大学の活躍の他に、ユニークな
活動をされている校友も取り上げていますが、面白い趣味や
ユニークな活動、また社会貢献などをされておられる方が
おられましたらご紹介ください。宜しくお願い致します。
（本田）
編集委員長 石迫 弘久（平 8 文）
委
員 高野 礼子（平元法）
〃
今井 葉子（平 4 営）
〃
大島 正浩（平 11 営）
〃
古森 則光（平 17 政経）
〃
櫻木 慶子（平 17 政経）
校友会事務局 女賀 信治（平 9 商）
編 集 顧 問 本田 博志（昭 52 法）
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令和元（2019）年度

明治大学校友会
福岡市地域支部総会・懇親会のご案内
令和元年度の福岡市地域支部総会・懇親会を、平和楼天神本店にて開催いたします。恒例とな
りました好評の大抽選会や、昨年に続き、帰省中の現役学生を招待しての交流などを、企画して
おります。残暑の中、またご多忙中とは存じますが、お一人でも多くの方のご出席をお願申し上
げます。また案内が届いていない校友をご存じでしたら、気兼ねなくお誘い合わせの上、ご出席
をお願い申し上げます。
【総会・懇親会】
1 日 時

令和元年9月13日金曜日 18時30分（午後6時30分）開始

2 場 所

平和楼天神本店 6階大宴会場 洋式円卓椅子席
〒810-0001福岡市中央区天神2－6－42 ☎092-771-4141
総会に続き懇親会開催
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3 会 費

6,000円（但し、女性校友及び平成24年卒以降の校友は5000円）

＊出欠は同封の返信葉書・メール・ファクスにて、8月末日までに必着でお願い致します。
メール申込先

official@meidai-fukuoka.jp 明大校友会福岡事務局

ファクス申込先

092－512－6511 （株）伸 正 シンセイ

問い合わせ先
福岡市地域支部支部長 矢谷

学（昭50法卒） ℡092-631-3336（三栄印刷）

または幹事長 鈴木 弘幸（昭56政経卒）℡092-553-0506（明大校友会福岡事務局）

