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校友会福岡ホームページ　http://www.meidai-fukuoka.jp/

明治大学校友会福岡市地域支部事務局

〒815-0063 福岡市南区柳河内1-9-29-1F
㈱伸正 内
TEL 092-553-0506

明治大学校友会

2020年8月

45号

福岡市地域支部だより

　全世界で新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、日々医療の最前線で患者さんの治療に尽力されてい

る医療従事者の皆様を初め、行政の方々、様々な感染防止にご尽力されている皆様に、心から敬意を表し

深く感謝申し上げます。また残念ながら感染によりお亡くなりなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げま

すとともに、罹患された方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い終息と、皆様のご健康を心から

お祈り申し上げます。このような状況下にありますので、2020年夏季45号の「福岡市地域支部だより風

のふくおか」はページ数を縮小してお届けいたします。ご一読いただけましたら幸いです。

支部長ご挨拶

　校友の皆様におかれましては、日頃より母校明治

大学支援、校友会活動にご協力をいただき心より感

謝申し上げます。

　本来ならこの時期は東京オリンピックの熱戦で日

本中が沸き返っているところでありますが残念なこ

とに「新型コロナウイルス」禍の真っ只中となり国

内も世界も未曽有の危機状態にあります。校友会

関係の諸行事もことごとく中止となっております。

3月の時点では6月の福岡県支部総会は出来るだろ

う？7月の代議員大会は大丈夫だろう？9月の全国校

友香川大会はツアーで行けるだろう？と淡い期待を

持っていましたが全て叶わなくなりました。校友会

最大のイベント全国校友香川県大会の中止は、準備

を着々と進めてこられてきた香川県支部の皆様には

さぞかし残念で悔しい思いをされていることと拝察

いたします。全国の多くの校友と交流を深め声高々

と「白雲なびく駿河台」と肩を組んで校歌を歌えな

いのが誠に残念でなりません。大学は授業にも支障

をきたし学生達は勉強のみならずサークル活動・友

人との交流・アルバイトもできない状態だと聞いて

おります。困窮する学生が多くいるようで支援の為

に「学生・教育活動緊急支援資金」が募集されてい

ますのでご協力をお願いいたします。また例年9月

に開催しております福岡市地域支部の総会は本年中

止とさせていただきます。このような時期に明治大

学学長に福岡県出身（筑紫ヶ丘高校出身）の大六野

耕作先生が就任されたことは大変喜ばしいことであ

ります。色々と難題が多いかもしれませんが大六野

耕作学長に十分に実力を発揮していただき明治大学

を益々発展させていただくご活躍を心から祈念する

次第であります。

　新型コロナウイルス感染終息はいつになるか全く

予測のつかない状況であります。校友の皆様におか

れましては十分に対策を施されてお元気でお過ごし

になります様お祈りいたします。これからも校友会

活動にご協力をよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　   

福岡市地域支部支部長　矢谷　学（S50法卒）
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2019年度（平成31年令和元年度）
福岡市地域支部事業報告

2020年度（令和2年度）
福岡市地域支部事業計画

決算報告・予算

（単位：円）

費  目 元年度決算 2年度予算 費  目 元年度決算 2年度予算

Ⅰ．地域支部会費収入 Ⅰ．事業費
 年会費 630,000 500,000  全国大会参加費補助 50,000 0
 総会費 450,000 0  他支部・六大学等交流費 115,700 50,000
 新年交礼会費 411,000 400,000  活性化事業費 138,000 120,000
Ⅱ．広告収入  その他事業費 0 0
 支部だより広告 560,000 300,000 Ⅱ．広報費
Ⅲ．寄付金収入  地域支部会報発行費 798,510 400,000
 祝儀(総会) 0 0  支部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持費 71,218 75,000
 祝儀(交礼会) 0 0 Ⅲ．運営費
 サポーター募金 315,000 300,000  １ 会議費
Ⅳ．雑収入   1)総会費 480,020 0
 賛助金 0 0   2)新年交礼会費 466,000 400,000
 受取利息 10 0   3)幹事会費 48,108 60,000
 その他 11,700 0   4)その他会議費 83,420 50,000

 ２ 事務費
  1)郵送費 45,476 220,000
  2)印刷費 2,450 5,000
  3)交通費 2,540 0
  4)慶弔費 34,850 20,000
  5)通信費・雑費 74,086 100,000
Ⅳ．予備費
 予備費 0 0

収 入 合 計 ① 2,377,710 1,500,000 支 出 合 計 ① 2,410,378 1,500,000
前年度繰越金 ② 1,836,826 1,836,826 （当期収支差額） ② -32,668 0

次年度繰越金 ③ 1,836,826 1,836,826
（期首前受金残高） 0 0 （期末前受金残高） 0 0

普通預金 1,832,826 1,832,826 普通預金 1,832,826 1,836,826
現金 4,000 4,000 現金 4,000 0

合 計（①＋②） 4,214,536 3,336,826 合 計（①＋②＋③） 4,247,204 3,336,826

令和２年度 収支予算
自 令和 ２年 ４月 １日

自 令和 ３年 ３月３１日

明治大学校友会 福岡市地域支部

収 入 の 部 支 出 の 部

2019年4月18日 第69回駿台ゴルフ会 小郡CC 福岡市地域支部担当

4月20日 第1回全国支部長会 紫紺館

5月11日 久留米地域支部総会 ハイネスホテル

5月25日 県支部総会 八仙閣本店

5月25日 県支部総会懇親会 八仙閣本店

6月5日 福岡県父母会総会 ANAクラウンホテル

6月6日 田川地域支部総会 田川　稚加栄

6月15日 大牟田地域支部総会 港倶楽部

6月15日 第2回全国支部長会 紫紺館

6月29日 筑豊地域支部総会 常盤館

7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

7月28日 校友会定時代議員総会 リバティータワー

8月3日 北九州地域支部総会 リーガロイヤルホテル

9月13日 福岡市地域支部総会 平和楼本店

10月5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

10月5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

10月6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

10月6日 全国校友千葉大会懇親会 ホテルニューオータニ幕張

10月12日 韓国支部総会 ソウルロッテホテル

10月12日 福岡東京6大学OB会ゴルフ会 雷山GC 幹事校法政大学

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 1959年・1969年・1979年・1989年・
1999年・2009年卒業

11月3日 台湾支部総会 頂鮮海鮮料理台北101店

11月20日 第70回駿台ゴルブ会 西日本カントリークラブ 北九州地域支部担当

12月7日 第3回全国支部長会 紫紺館

12月22日 木下大サーカズ福岡公演開会式 福岡舞鶴公園三ノ丸広場

2020年1月17日 福岡市地域支部新年交礼会 クアンティック福岡

1月18日 久留米地域支部新年会 鳩屋別館

2月22日 全国支部長・幹事長合同会議 アカデミーコモン

3月14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 新型コロナウイルス影響で中止

2020年4月18日 第1回全国支部長会 紫紺館 中止

4月25日 久留米地域支部総会 ハイネスホテル 中止

5月9日 北九州地域支部総会 リーガロイヤルホテル 中止

5月23日 県支部総会 八仙閣本店 中止

5月23日 県支部総会懇親会 八仙閣本店 中止

6月3日 福岡県父母会総会 中止

未定 田川地域支部総会

6月9日 第71回駿台ゴルフ会 小郡CC 福岡市地域支部担当　開催

6月13日 第2回全国支部長会 紫紺館 中止

6月14日 明早戦ラグビー ミクニワールドスタジアム北九州 北九州地域支部担当　中止

7月17日 大牟田地域支部総会 開催

未定 筑豊地域支部総会

7月18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 中止

7月19日 校友会定時代議員総会 リバティータワー 中止

未定 福岡市地域支部総会 中止

未定 若松地域支部総会

9月5日 支部長・幹事長・地域支部長・本部員懇談会 JRホテルクレメント高松 中止

9月5日 第56回全国校友香川大会前夜祭 JRホテルクレメント高松 中止

9月6日 第56回全国校友香川大会記念式典・記念講演会 サンポートホール髙松（大ホール） 中止

9月6日 第56回全国校友香川大会懇親会 JRホテルクレメント高松 中止

10月17日 韓国支部総会 ソウルロッテホテル

11月7日 第24回福岡東京6大学OB会ゴルフ会 福岡カンツリー倶楽部和白コース 中止　幹事校早稲田大学 

10月25日 第23回ホームカミングデー 特設サイトでの開催 1960年・1970年・1980年・1990年・
2000年・2010年卒業

11月29日 台湾支部総会 頂鮮海鮮料理台北101店

未定 第72回駿台ゴルフ会 未定 久留米地域支部担当

12月5日 第3回全国支部長会 紫紺館

2021年未定 福岡市地域支部新年交礼会

未定 久留米地域支部新年会

2月20日 全国支部長・幹事長合同会議 アカデミーコモン

中止はすべて新型コロナウイルスの影響
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オール明治でご支援を ―新型コロナウィルス禍の中の明治大学と明大生―

　新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、我々後輩の学
生達は教室にも満足に行けずこの未曾有の状況に大変苦
しみ、大学側も学びの機会をどう確保するか模索していま
す。
　この4月、明治大学学長に就任された大六野耕作学長
は、大学のホームページでこれまでの経緯と、学生へのア
ドバイスを日本語と英語で次のように述べられています。
（概略ですがご紹介します。）
　――――学長になった私の最初の仕事は、入学式で新入
生や保護者の皆さんに入学のお祝いのご挨拶をすることで
した。また、学生の海外留学に力を入れていた私にとっ
て、海外留学を控えた学生の激励会での挨拶も楽しみにし
ていました。
　しかし、新型コロナウィルス感染拡大の緊急事態宣言が
出て状況は一変しました。新しい大学生活や留学を予定し
ていた皆さんの悲痛な思いは計り知れないものだった事で
しょう。
　こういう状況の中で、コロナから学生を守る事が最優先
の課題となった教育研究機関としての大学の使命を、いか
に果たしていくか・・・考えに考え抜いた結論が、入学式
の中止、入校制限そしてオンラインガイダンス、対面授業
からオンライン授業への移行など、オンラインでの各種
サービスでした。しかしながら、学校で先生や仲間達と交
流を深めるなどのキャンパスライフを楽しみにしていた学
生にとっては、あるいは留学を断念せざるを得なかった学
生にとっては、大変残念な結果だったでしょう。「なんで
こんな目に！」と思う学生も多い事だったでしょう。
　しかしながら、きちんとしたワクチンがまだなく、この
コロナウィルスの終息が不可能な現在、命を守ることを最
優先にせざるを得ませんでした。「学費を返してほしい」
などの声も届いていて、そういう声一人一人に丁寧に返事
を書いています。長い人生、このようにどう考えてもどう
しようもない事も起こります。
　しかし、こんな時だからこそ、このピンチを機に自分の
やりたい事を考えてほしいと思っています。何をやりたい
のか突き詰めて考えてほしい。将来、否応なく自分でコン
トロールできない状況に置かれることもきっと出てくるは

ず。その時、きっとこの経験が役に立つ事でしょう。どん
な困難なことも人間は少々のことではへこたれないもので
す。慌てず騒がず心の迷いを取り除いて、やるべきことを
やるという決意「盤石の決意」を持って、乗り切りましょ
う。今の苦労は必ず、将来の糧になると信じています。―
――――　と。
　大六野学長も、学生時代には学生運動が盛んだった時代
で半年間の休講なども経験されていて、休み癖がついて授
業に行ったのは20日ぐらいだったそうです。
がんばれ！明大生！
　ところで、明治大学は新型コロナウィルスで学生達の修
学機会が奪われる事がないように、「明治大学学生・教育
活動緊急支援資金」をいち早く設定し、学生たちの支援に
乗り出しています。
　柳谷　孝理事長は、今回のコロナ禍における理事会とし
ては、第一に学生と教職員の健康と安全を守る事、その基
盤となる大学業務の継続性を守ることとして、緊急事態本
部を立ち上げました。そして教育・研究活動に必要な諸施
策に優先順位を見極めながら支援していくと述べられ、
「明治大学学生・教育活動緊急支援資金」を設定し、すで
に明治大学法人からや、校友会、教職員、校友からの寄付
を頂いていて、ファンドという形で学生支援に乗り出して
いますとの事です。
　また北野　大校友会会長も、校友会活動の目的は母校の
支援だが、それはとりもなおさず学生支援につきます。も
し母校に何かあった時はお使いいただくという多くの校友
の方々の温かい浄財が、こういう時期の学生支援に役立つ
ということで大変喜ばしい事と考えていますと述べられて
います。
　明治大学は、1923年の関東大震災で本学の校舎は壊滅
的な被害を受けた際に、教職員はもとより学生・校友が
一致団結してその復旧・復興に当たっています。その難
局を「同心協力」という精神で乗り越えています。現在の
状況もきっと歴史に残る出来事でしょう。この危機を乗り
越えるためにも、少しでも協力していきたいものです。な
お「明治大学学生・教育活動緊急支援資金」につきまして
は、明治大学のホームページをご覧ください。

広告ご協賛頂いております各校友・各社さまへご連絡

　今回の縮小版支部だよりでの広告掲載は先送りさせて頂き、次号への掲載となります
こと、ご了解をお願い申し上げます。

支部だより編集委員

「同心協力」、「明治はひとつ」
新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急支援資金へのご賛同のお願い

−学生の修学機会が奪われないために皆様のお力をお貸しください−
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、家計支持者の失業や収入減、学生自身のアルバイトの機会の喪失など学生の
修学継続に暗い影を落としています。こうした状況を受け、本学では中長期的な視点で学生の学びを支えていくために
「明治大学学生・教育活動緊急支援資金」を設立いたしました。ひとりでも多くの皆様にご賛同いただき、この資金を
通じて本学学生へ力強いご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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令和2年度年会費3 , 0 0 0円納入と支部サポーター募金のお願い

　校友会福岡県支部は本部管轄で運営されておりま

すが、福岡市地域支部は、皆さまの年会費で活動し

ております。福岡市地域支部の会計年度は、毎年4

月から翌年3月までの、1年間になります。毎年、

夏号としてお届けしております、支部便り「風のふ

くおか」に同封の振込用紙で、多くの校友の方から

は、年会費を納入頂いており、その納入頂きました

方々のお名前は、支部便り冬号の納入者一覧で、お

知らせしております。おかげさまで、ここ数年は年

会費とは別に、多くの方からサポーター募金を賜る

ことができ、年2回お届け致します支部便り（風の

ふくおか）や、ホームページの維持等、より充実し

た支部活動が行えております。今年も昨年度に引き

続きまして、金額未記入の振込用紙を同封させて頂

いておりますので、3,000円より多くの金額を賜り

ましたら、地域支部サポーター募金として、より幅

広く支部の活性化に役立てたいと思っております。

地域支部運営のための、さまざまな活動の基本とな

ります年会費ですので、皆さま方のご理解とご協力

を、よろしくお願い申し上げます。また、より多く

の皆さまへ、情報提供ができますよう努めて参りま

すので、支部ホームページ（http：//www.meidai-

fukuoka.jp/）からメールアドレスをお持ちの方は

ぜひこの機会にご登録くださいますようお願い申し

上げます。なお、支部だよりが届いていない校友を

ご存知でしたら、事務局までお知らせ頂きますよう

お願い申し上げます。

【お願い】

　年会費振込用紙へのお名前の記載について、お手

数をお掛けしますが楷書で記入いただきますよう、

宜しくお願い致します。

　また、会費の集計とお名前の記載には、万全の注意

を払っておりますが、漏れや誤記がございましたら、

ご面倒ですが事務局まで連絡をお願い致します。

　平成31年4月から令和2年3月までの年会費を頂き

ました校友のお名前です。

納入者一覧（敬称略 50音順）　※令和2年3月31日（事務局に振込連絡）現在

青　木　延　子

安心院　将　平

麻　生　昭　雄

安　部　榮　一

天　野　俊　哉

飯　田　　　顕

飯　田　一　郎

伊　佐　　　厚

石　田　　　悠

井　手　　　健

井　手　安　美

伊　東　吉之助

伊　藤　文　武

伊　藤　萌　桂

犬　塚　慶　彦

井　上　正　視

井　上　重　男

井　上　康　正

井　野　真寿美

今　泉　　　正

今久留主　邦　明

岩　崎　明　弘

上　杉　鷹　雄

植　木　孝　史

内　田　紀　生

内　野　辰　彦

梅　尾　裕　一

占　部　一　雄

瓜　生　　　勇

江　島　　　章

江　藤　成　人

遠　藤　啓　子

大　塚　博　暉

大　村　正　孝

大　島　正　浩

大　森　比呂之

大　堀　　　貢

岡　本　　　彰

岡　田　凌　輝

岡　田　光　生

緒　方　邦　章

緒　方　弘　臣

小　川　弘　毅

尾　崎　美　香

尾　立　光　明

小　野　　　繁

笠　原　悠　司

片　岸　　　誠

香　月　茂　樹

鐘ヶ江　哲　也

神　野　泰　朗

川　原　　　均

河　野　裕　道

菊　池　富　雄

岸　川　晴　紀

城　戸　武　文

木　村　和　彦

喜代美　一　之

黒　川　正　道

古　賀　喜　之

古　賀　之　士

小　林　文　雄

小　松　和　夫

薦　田　茂　久

古　森　則　光

斉　藤　七　平

齊　藤　信　泰

佐　藤　弘　隆

斉　藤　博　文

鷺　山　陽　一

櫻　木　慶　子

佐々木　義　宣

佐　藤　　　威

佐　藤　　　洋

佐　藤　俊　則

佐　藤　　　毅

式　守　美代子

重　松　智　明

篠　原　旭　徳

清　水　保　一

清　水　紘　一

志牟田　敏　剛

條　島　和　孝

城　島　宏　典

新　開　恵　戈

壽　崎　　　豪

鈴　木　弘　幸

関　　　順　治

瀬　戸　敏　郎

善　　　敏　治

園　田　博　茂

高　村　和　久

高　柳　詔　一

高　橋　延　郎

高　園　義　郷

高　山　展　誉

高　野　礼　子

高　嶋　浩一郎

田　籠　譲　二

田　籠　太　郎

田　島　隆　信

立　木　法　之

橘　薗　　　一

田　中　克　樹

田　中　久　也

田　中　幸　穂

田　中　裕一郎

田　中　勝　美

谷　本　　　進

長　　　孝　幸

津　島　　　潔

津　田　恭　宏

角　田　喜　弘

津　山　武　雄

土　井　経　世

冨　永　晴　子

留　川　公　明

友　添　真　弓

中　原　淳　二

中　野　　　正

中　島　孝　芳

中　村　淑　子

中　村　英　雄

中　村　衛　助

中　倉　淳　一

中　村　良　洋

永　井　隆　行

長　井　賢　祐

長　岡　謙　二

新　原　範　昭

西　村　昌　史

西　田　義　明

西　嶋　宏　治

西　山　和　孝

野　口　三　郎

野　田　武　雄

野　村　小　波

野　村　　　勇

橋　本　敏　夫

長谷川　敏　夫

波多江　智　二

花　田　　　浩

馬　場　　　信

濱　地　義　夫

濱　田　英　夫

濱小路　喜　伴

濱　下　猪一郎

林　　　弘　己

林　　　伸　英

日　浅　晴　美

樋　口　俊　司

姫　地　徳　子

広　渡　憲　明

福　永　英　男

藤　田　一　枝

藤　野　勝　也

藤　井　修　一

藤　田　祥　一

藤　瀬　浩　幸

藤　田　一　枝

藤　枡　宜　宏

二　木　清　彦

古　田　俊　隆

逸　見　明　正

細　川　政　春

本　田　博　志

本　田　順　子

牧　原　陽　一

増　井　敦　章

松　尾　洋　爾

松　山　孝　義

松　本　優　三

松　本　正　剛

三　角　勝　信

溝　口　正　憲

光　安　　　力

満　木　浩　昇

満　重　勇　二

三　井　成　隆

三野原　和　光

宮　崎　良　助

宮　原　誠一郎

宮　川　謙　一

向川原　賢　之

森　山　泰　行

森　　　重　隆

森　　　良　章

森　山　昌　直

安河内　　　宏

安　田　誠　一

矢　谷　　　学

山　崎　重　喜

山　田　記　義

山　口　春　幸

山　内　計　壽

山　内　要　明

葉　　　照　子

吉　村　孝　行

吉　田　繁　利

吉　田　哲　啓

吉　田　進　一

吉　田　幸　滋

吉　田　正　文

吉　本　匡　克

吉　田  和　代

吉　田　哲　啓

渡　辺　貫一郎

和　田　義　弘

明治大学校友会福岡市地域支部事務局
〒 815-0063 福岡市南区柳河内 1-9-29-1F　㈱伸正 内　TEL：092-553-0506　MAIL：official@meidai-fukuoka.jp


