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　明治大学校友会福岡市地域支

部の校友の皆様におかれまして

は益々ご清祥のこととお慶び申

し上げます。日頃より明治大学

と校友会の発展にご協力をいた

だき心より御礼申し上げます。

　約2年にわたる新型コロナ感

染防止対策のために2020年度

2021年度と支部長会・代議員

総会等々は書面決議・中止となりました。校友会

一大イベントの全国校友大会は2020年香川大会そ

して2021年福島大会も残念ながら中止となりまし

た。また福岡県支部の総会も2年続けて中止とさせ

ていただきました。顔を合わせる機会が少なくなり

皆様とのご縁も疎遠になっている気がしておりま

す。お会いする機会がなくなり、校友の情報交換が

途絶えると校友会活動に関心が薄れていくのではと

心配し、元通りの活動の再開に色んな支障があるの

ではと危惧しております。小さな活動から再開を始

め一刻も早い元の活発な校友会に戻るように努力し

ていく所存です。

　この様な中でうれしいご報告がございます。

1959年（昭和34年）経営学部卒の福岡市地域支部

所属の内田厚二校友のお孫さんが本年2021年（令

和3年）3月に商学部を卒業されました。ご子息も

1986年（昭和61年）法学部卒業でありますので親

子三代卒業者表彰の対象となりました。来年度の代

議員大会で表彰される様に申請しております。（他

にも親子三代、兄弟3名等がおられればご連絡をお

願いいたします。）

　さて例年1月に開催しております福岡市地域支部

の新年交礼会は、今の状況では、開催はまだ微妙な

状況かと判断し中止とさせていただきます。しかし

5月28日に開催を予定しております福岡県支部総会

は絶対に開催できると信じております。福岡県内の

校友、全国の校友、韓国支部・台湾支部の校友が顔

と顔を合わせ大いに語らい、元気に肩を組んで声高

らかに「白雲なびく」と校歌を斉唱し、母校と校友

の活躍をたたえたいと思っております。

　コロナウィルスはまだまだ警戒していかねばなり

ません。校友の皆様におかれましては、今まで以上

の予防を講じられてお元気でお過ごしになりますこ

とを心より祈念申し上げます。今後も、校友会活動

に多大なご協力をよろしくお願い申し上げます。

福岡市地域支部　支部長　矢谷　学（S50年法卒）

親子三代表彰

一代　内田 厚二

1959年（昭和34年）　経営学部卒　福岡県支部所属

二代　内田 靖之

1986年（昭和61年）　法学部卒　　千葉県支部所属

三代　内田 菜穂

2021年（令和3年）　0商学部卒　　千葉県支部所属

支部長ご挨拶

福岡市地域支部
支部長　矢谷　学

新型コロナウイルスの影響を受けた
学生への緊急支援資金 お知らせ

京楽座公演「時のふるさと～古賀政男のいる風景」
2021年度文化庁AFF（アーツ・フォー・ザ・

フューチャー）支援事業

　「しのだづま考」で文化庁

芸術祭賞やエカテリンブルグ

国際演劇祭賞特別賞、福岡県

文化賞など受賞し、その後も

日本の文化、演劇分野で活躍

中の福岡出身の中西和久氏

（昭和51，政経卒）が作曲家

古賀政男のメロディーと詞を

まじえながら「昭和」という時代をもう一度振り返

ります。

日時：令和3年12月24日　14時開演

場所：久留米市六ツ門町8-1シティプラザ内　久留米座

−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「学生・教育活動緊急

支援資金」を設定し、ご協力をお願いしております。

ひとりでも多くの校友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。

「同心協力」、「明治はひとつ」

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.meiji.ac.jp/bokin/serf.html
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2020年度（令和2年度）
福岡市地域支部事業報告

2021年度（令和3年度）
福岡市地域支部事業計画

4月2日 県支部会計監査会 大橋「花」

4月10日 県支部役員会 八仙閣本店 書面決議にて開催

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

田川地域支部総会 中止

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

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

福岡市地域支部総会 中止

若松地域支部総会

8月16日 台湾支部総会 頂鮮海鮮料理台北101店 開催

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 中止

10月21日 第72回駿台ゴルフ会 夜須高原カントリークラブ 久留米地域支部担当　開催

10月25日 第23回ホームカミングデー アカデミーホール他
1960年・1970年・1980年・1990年・2000
年・2010年卒業（特設サイトにて開催）

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 幹事校早稲田大学  次年へ延期

12月5日 第3回全国支部長会 紫紺館 中止

2021年

福岡市地域支部新年交礼会 中止

久留米地域支部新年会 中止

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

中止はすべて新型コロナウイルスの影響

4月5日 県支部会計監査会 平和楼天神本店 開催

4月9日 県支部役員会 八仙閣本店 開催

4月17日 第1回全国支部長会 紫紺館 中止

久留米地域支部総会 書面決議予定

北九州地域支部総会 未定

5月21日 第73回駿台ゴルフ会 麻生飯塚ゴルフクラブ 福岡市地域支部担当　

5月22日 県支部総会 八仙閣本店 中止

5月22日 県支部総会懇親会 八仙閣本店 中止

福岡県父母会総会

田川地域支部総会 書面決議予定

6月12日 第2回全国支部長会 紫紺館 中止

大牟田地域支部総会 未定

筑豊地域支部総会 未定

7月17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20日 校友会定時代議員総会 リバティータワー 中止

9月 福岡市地域支部総会 中止

若松地域支部総会 中止

10月2日 第24回福岡東京六大学OB会ゴルフ会 芥屋ゴルフクラブ 幹事校早稲田大学

10月16日 韓国支部総会 ソウルロッテホテル

10月17日 第24回ホームカミングデー オンライン開催 1960/61年・1970/71年・1980/81年・
1990/91年・2000/01年・2010/11年卒業

11月4日 第74回駿台ゴルフ会 玉名カントリークラブ 大牟田地域支部担当

11月6日 支部長・幹事長・地域支部長・本部員懇談会 ザ・セレクトン福島 中止

11月6日 第57回全国校友福島大会前夜祭 ザ・セレクトン福島 中止決定

11月7日 第57回全国校友福島大会記念式典・記念講演会 とうほう・みんなの文化センター 中止決定

11月7日 第57回全国校友福島大会懇親会 ウエディングエルティ 中止決定

11月20日 台湾支部総会 頂鮮海鮮料理台北101店

12月4日 第3回全国支部長会 紫紺館

2022年

福岡市地域支部新年交礼会 中止決定

久留米地域支部新年会

2月19日 全国支部長・幹事長合同会議 アカデミーコモン

9月3日 全国校友岡山大会

9月4日 全国校友岡山大会

2023年 全国校友福井大会は、「北陸新幹線」福井延伸工事遅延のため、2025年開催へ延期要請あり

中止はすべて新型コロナウイルスの影響

決算報告・予算
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＜明治大学史＞
1881年（明治14）―明治法律学校　開校（1月17日）

麹町区数寄屋橋の一角（現在の有楽町数寄屋橋交差点近く）開校。

 

1920年（大正9）―校歌公示（作詞・児玉花外、作曲・山田耕筰）

　2020年は校歌誕生100周年！

 

記念講堂で指揮を執る山田耕筰

1934年（昭和9年）―和泉キャンパス開設

1950年（昭和25年）―生田キャンパス開設・短期大学設置

 

1950年代の生田キャンパス

1980年（昭和55年）―創立100周年記念式典

 

　1980年代の駿河台記念館と和泉キャンパス風景

　 

1998年（平成10年）―リバティタワー竣工

2013年（平成25年）―中野キャンパス開設

2021年（令和3年）―創立140周年

＜駿河台キャンパス＞　　　　＜和泉キャンパス＞

＜生田キャンパス＞　　　　　＜中野キャンパス＞

＜記念事業＞
〇施設・設備

・和泉キャンパス新教育棟「和泉ラーニングスクエア」

建設。2020年竣工予定

・子ども心クリニック開設　駿河台キャンパス・研究

棟に。

〇取り組み、制作（既に終了）

・明治大学シェイクスピアプロジェクト

・博物館特別展　校友山脈　

・立体錯視特別展示

・バルーンめいじろう（約3メートルの大型バルーン

キャラクター）

　　　　 

〇後援会・シンポジウム

〇スポーツ記念事業

・書籍「遥かなる明大山脈（スポーツ編）刊行

・明大スポーツ新聞　500号になるのを記念して縮版製作

母校明治大学は本年創立140周年を迎えました母校明治大学は本年創立140周年を迎えました 大学ホームぺージより
抜粋させてもらいました

明治大学創立140周年記念事業コンセプト
　―「個」を磨き、ともに持続可能な社会を創る―

140周年ロゴマーク
140周年記念ロゴの「0（ゼロ=地球【global】）に大学シンボル
マークを重ねることで、世界に飛翔し挑戦していく明治大学の姿
を示しています。
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コロナの中の近況報告　H17政経卒　古森 則光

コロナの中の近況報告　H21経営卒　高山 展誉

コロナの中の近況報告　S52政経卒　二木 清彦

　コロナ以前は隙あらば海外へ。香椎に住みながら、香椎に心あらずの生活を送ってお

りました。そして、コロナ禍・・・。

　二日酔い以外の体調不良を寄せ付けない私も、さすがにコロナはヤバいと感じ、福岡

県内に引き籠る生活を送っております。KOMORIなだけに、籠る生活が合うのか、実は

KOMORU生活を楽しんでます。

　家の目の前は香椎浜で、その海を1周徒歩40分の遊歩道と公園が囲んでます。ほぼ毎

日、海を眺めながら散歩を楽しんでます。6kgの減量に成功しました！

　コロナ禍ではありますが明大ラグビー部の撮影の為、度々上京しておりま

す。上京する際の感染対策はもちろんの事、試合会場でも感染症対策が施され

ており、コロナ禍前とは違った光景です。試合後の記者会見もオンラインで実

施され、囲み取材等の対面での取材も禁止されています。私は対抗戦3連覇と

大学日本一歓喜の瞬間をしっかり撮影できればと思います。撮影した写真は部

の公式S N S等で公開されておりますので是非ともご覧下さい。

　緊急事態宣言下の8月、今年のKBCオーガスタゴルフは、有観客、飲食ブー

ス多数設置等、フルパッケージの堂々たる内容で2年振りの開催に踏み切っ

た。最善のコロナ対策を講じ、期間中一人の感染者も出さず、無事に終えた。

ある種明大出身特有の強運で押し切った感が強い。成功を花道に10年続けた

オーガスタ実行委委員長を勇退。10月からは関連会社のKBCメディア取締役

会長に任ぜられた。

　コロナを潜り抜け新たな道を歩き始めた。

幹事近況報告幹事近況報告

　平成21年農学部卒の冨永晴子です。

　未曾有の災害とも言える新型コロナの影響は、皆さんやその周りの方々へ、計り知れ

ないものだと思います。

　私も例に漏れず、常にマスクの携帯、アクリル板越しでの会話等々、社会性の動物で

ある『人』、としての営みが、際限なく制限され、辟易とした、混沌とした日々を送っ

ております。

　小学1年の息子がおりますが、給食中の会話は一切禁止、合唱もマスク着用のままと

の事で、子供の心身の成長にも支障が出るだろうと、親として大変危惧しております。

　現役の明大生においても、楽しいはずの、青春の1ページになるはずの学生時代が、

今回の新型コロナ騒動で、灰色の青春になっていることに、卒業生として心痛しており

ます。

　それでも明大生の底力、ど根性、タフさで、コロナ禍においても、学生生活を謳歌し

ているに違いないと信じ、私も腐らずに奮起し、1回限りの人生を楽しんで、有意義に

過ごしたいと思っております。

　コロナ禍が終わり、校友の皆さんと、アクリル板、マスク無しで、『人』らしく会話

や会食ができる事を切に願っております。

コロナの中の近況報告　H21農卒　冨永 晴子
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　私の明治大学時代の思い出、それはまさに、「飲み会」です。所属していたサークル、バ

イト先の仲間、近隣に住む高校時代の同級生、そしてたまに女子と（笑）などと、よく明大

前、渋谷、新宿などで飲んでいました。当時一緒にバカ騒ぎしていた親友を8年前亡くし、

昨年、七回忌で久しぶりに集まる機会がありました。卒業してもう20年が経ちましたが、

共に宴を囲むと、当時に戻れた気がしました。校友会でも早く皆さんで集まりたいですね。

　第74回駿台ゴルフ会は11月4日（木）大牟田地域支部
の担当で、熊本の玉名カントリークラブで行われた。県内
の各地域支部より20名の校友が参加、爽やかな秋日和の
中プレーを楽しんだ。矢谷支部長は事情があって直前に不
参加になったが、わざわざ挨拶に来られた。
　玉名カントリークラブは名門のクラブで、距離の長い
コースが多いので大たたきを覚悟したが、覚悟した以上に
たたいてしまった。しかし、晴天の爽やかな気候の中、若
手の校友から80才代の校友まで参加しての自然の中での
プレーは楽しく爽快だった。優勝は北九州支部の八田昭彦
校友（H13商卒）でした。　　 （S52法卒　本田 博志）

　角刈り田舎者&二浪で年上の私を温かく迎え入れてくれた素敵なクラスメー

トとの甲州街道沿い和泉校舎の教室や学食での、なんでもない日々が一番の思

い出です。福岡の明治大学の先輩に「お父さんが関東を経験していて素晴らし

さを知っているから、子供の上京したいという希望に賛成できるのだから、と

ても良いことだ。」と言われます。

　私の学生時代の思い出は沢山あり過ぎるので3つ程紹介させいて頂き
ます。
①生田の体同連軟式野球部に所属しており、その関係で体同連の役員を

する事になり他部との交流や都会の駿河台校舎での定例会議後に先輩
に奢って頂いた酒の旨さ！

②生田校舎の学食の「サッポロ」！。今は無いみたいですね。ちょっと
辛いこの味噌汁の味には卒業後出会ったことがなく、OB会等で「あ
の味噌は何だ」と話が出ます。

③やっぱり六大学野球やラグビー早明戦での皆で声高らかに校歌を歌った時の事です。明大生で良かったと感
じる事が出来る時間でした。また皆で声高らかに校歌を歌える日が一日でも早く訪れますように！

　平成27年政治経済学部卒業で福岡地域支部の幹事を務めさせて頂いております、安心院
将平と申します。
　コロナ以降私生活で大きな変化がありました。まずは、学生時代からお付き合いをさせて
頂いていた、明治大学の同級生と結婚致しました。そのうち妻と共に校友会に参加出来れば
と思いますので皆様宜しくお願いします。
　また、今年の8月には子どもが生まれました。まだ、生後2ヶ月ですが子どもに振り回さ
れてばかりです。将来こんな大変なことがあったと笑い話に出来るように育児を頑張ってい
きたいと思います。

コロナの中の近況報告　H27政経卒　安心院 将平

学生時代の私の思い出　H10経営卒　宮原 誠一郎

学生時代の私の思い出　S63農卒　新原 範昭

学生時代の私の思い出　H9商卒　女賀 信治

駿台ゴルフ会報告駿台ゴルフ会報告
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がんばる校友仲間！がんばる校友仲間！ 佐伯 孝明 校友

　現在の厳しいコロナ禍の生活状況の中、普通の生

活をしていくのでも大変な時代に生活困窮者の支援

に携わっている校友がいます。

　今回、その活動状況の一端を、学生時代から経歴

を踏まえて寄稿してもらいました。

　平成4年商学部卒の佐伯

孝明です。　　　　　　

　大学を卒業してもうすぐ

30年になろうとしていま

す。現在、私はNPO法人

抱樸（ほうぼく）という北

九州市に本部がある、主に

生活困窮者支援事業をやっている法人で働いていま

す。最近では北九州市小倉北区の工藤会跡地の土地

を購入したことでニュースでも取り上げられたNPO

法人で、理事長は奥田知志というキリスト教の牧師

さんです。その跡地に救護施設（生活保護受給者の

入所施設）を建設する事業を柱とする“希望のまち

プロジェクト”を進めています。抱樸は他にもグ

ループホーム等の住居支援や就労支援等も行ってい

ますし、炊き出し（食事の提供）もやっています。

どの事業も基本にあるのは、やはり生活困窮者支援

です。

　私の所属する部署は、福岡市にある福岡県地域生

活定着支援センターという所で、刑務所出所者の福

祉的な支援をしています。対象としている刑務所出

所者は、高齢者や障害者で家族、親類などの引受人

がなく、お金も住むところもないような方々で、主

に保護観察所から特別調整として認定された方々で

す。地域生活定着支援センターは各都道府県に1つ

あり、都道府県からの委託を受けて業務を行ってい

ます。

　私は最初からこの仕事をしてきたわけではあり

ません。少し遍歴をお話ししますと、我々平成4年

卒はバブル絶頂期の4年間で、就職活動時は大手企

業から引く手あまたの超売り手市場の時代でした。

私も漠然とではありますが大企業に就職するだろう

し、できるだろうと思っていましたが、東京本社の

企業に就職するか地元福岡の企業に就職するかが一

番の悩みでした。親からは”長男だから福岡に戻っ

て来い”とよく言われましたので結局は地元福岡に

戻り、実家で生活するということで地方公務員にな

りました。しかし、公務員を約20年近く勤めた頃、

その職場での目標をなかなか見いだせず、46歳の

時依願退職しました。退職後、とにかくゼロからス

タートしようと思い、気分転換に一人でハワイに4

泊6日の旅に行ったりもしました。

　この仕事に入るきっかけは、私が町役場職員時代

に福祉課に約6年間在籍し、高齢者福祉・障害者福

祉・生活保護制度等ある程度福祉全般についての知

識や経験があったため、ハローワークの相談員の方

がこの仕事は前職の経験が活かされるのでは？と勧

められたのがキッカケでした。採用され配属部署が

上記の福岡県地域生活定着支援センターという訳で

す。但し、刑務所出所者と関わりを持った経験があ

りませんでしたので、最初は言葉遣い等対応に少し

気を遣いましたが、人としてどういう方々かと言い

ますと、どこにでもいるような普通の範疇の方もい

れば、そうでない方もいます。

　この仕事をやっていて思うことは、自分の支援を

通して、ちゃんと社会復帰を果たす方もいれば再犯

をしてまた刑務所に戻るような方もいます。勿論、

前者の場合はやり甲斐を感じますし、後者の場合は

“またか”という気持ちになるなど、色々な人生ド

ラマを見ます。それでも全国に地域生活定着支援セ

ンターが発足して約12年になりますが、再犯率は下

がっており、成果は出ていますし、これからも更に

再犯者が減るように貢献していきたいと思っていま

す。

　コロナ渦における我が国の国力は、益々低下して

いるように思われ、生活困窮者や自殺者も増加して

いますので、今後、更なる支援の輪が広がり、そう

いった方々が救われる世の中になることを切に願っ

ております。
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令和3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
　たび重なる新型コロナウイルス感染症対策として、
様々な活動が制限され、校友会活動も影響をうけて、
皆さまとお会いする機会がなかなかございません。こ
のような状況の下でも、福岡市地域支部活動を継続し
て行うため、今年度の支部だより「風のふくおか」は
合併号として、一回のみの発行とさせて頂き、年会費
納入のお願いを同封いたしております。おかげさま
で、近年は3000円の年会費とは別に、多くの方からサ
ポーター募金を賜ることができ、ホームページの維持
等、継続した支部活動が行えております。
　今回も全ての方へ、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
のもと、金額をご記入のうえ、同封の払込取扱票のご
利用をよろしくお願い申し上げます。
【お願いとお知らせ】
　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。福岡市地域支部

会計年度は、毎年4月から翌年3月までの一年間です。
　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに年会費を
頂きました校友のお名前は下段に記載です。
【新年交礼会中止のお知らせ】
　2022年（令和4年）新年交礼会は、未だ収束が見え
ない新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
誠に残念ではございますが、中止とさせて頂きます。
次回皆さまとお会いできますのは、2022年5月28日土
曜日、福岡県支部総会・懇親会（八仙閣本店）を予定
いたしております。一日も早い新型コロナウイルスの
収束を、ただただ祈るばかりでございます。

※密をさけて開催された行事のお知らせです。
【73回駿台ゴルフ会】
　2021年5月21日、麻生飯塚ゴルフ倶楽部にて、13
名の参加で、安心院将平校友が優勝いたしました。
【24回東京六大学福岡OB会ゴルフ会】
　2021年10月2日、芥屋ゴルフ倶楽部にて、各校より
総勢110名の参加で、団体戦明治大学は、惜しくも僅
差の準優勝でした。
　ゴルフ会案内をご希望の方は、事務局まで連絡をお願いし
ます。

納入者一覧（敬称略 50音順）
青　木　太　志

青　木　延　子

安心院　将　平

麻　生　昭　雄

麻　生　静四郎

飯　田　　　顕

飯　田  一　郎

石　田　　　悠

一　丸　秀　秋

井　手　　　健

井　手　安　美

伊　東　吉之助

伊　藤　萌　桂

伊　藤　文　武

犬　塚　慶　彦

井　上　重　男

井　野　真寿美

井　上　正　視

井　上　康　正

今久留主　邦　明

岩　崎　明　弘

岩　田　憲　明

上　杉　鷹　雄

内　田　紀　生

内　野　辰　彦

梅　尾　裕　一

占　部　一　雄

瓜　生　　　勇

江　口　正　明

江　口　豊　久

江　島　　　章

大　堀　　　貢

太　田　秀　信

大　塚　博　暉

岡　本　　　彰

尾　立　光　明

梶　原　正　吾

片　岸　　　誠

香　月　健　志

香　月　徳　子

香　月　茂　樹

金　丸　順　一

鐘ヶ江　哲　也

川　神　　　巌

川　原　　　均

菊　池　富　雄

城　戸　武　文

木　原　正　勝

木　村　和　彦

國　武　銃　士

国　武　秀　則

黒　川　正　道

古　賀　喜　之

古　賀　之　士

後　藤　峻　一

薦　田　茂　久

古　森  則　光

斉　藤　七　平

齊　藤　信　泰

鷺　山　陽　一

笹　渕　ちはる

笹　田　　　毅

佐　藤　　　洋

佐　藤　　　剛

佐　藤　弘　隆

塩　月　優　子

志　賀　昌　人

重　村　正　昭

重　松　智　明

重　松　眞由美

篠　原　旭　徳

島　田　友　喜

清　水　和　人

清　水　保　一

志牟田　敏　剛

正　司　祐　三

庄　嶋　敏　彰

城　島　宏　典

白　水　将　照

神　野　泰　朗

末　森　　　茂

壽　崎　　　豪

鈴　木  弘　幸

関　　　順　治

瀬　戸　敏　郎

善　　　敏　治

高　村　和　久

高　柳　詔　一

高　野  礼　子

高　山  展　誉

髙　木　省　吾

高　橋　延　郎

高　嶋　浩一郎

高　松　康　祐

田　籠　太　郎

田　島　隆　信

橘　薗　　　一

立　木　法　之

田　中　久　也

田　中　裕一郎

田　中　幸　穂

谷　本　　　進

津　島　　　潔

津　田　恭　宏

角　田　喜　弘

津　山　武　雄

土　井　経　世

藤　　　洋　子

富　永　信　吉

冨　永　晴　子

留　川　公　明

友　添　真　弓

鳥　巣　尚　吉

中　倉　淳　一

中　野　　　正

中　村　衛　助

中　原　淳　二

中　島　孝　芳

中　村　淑　子

長　瀬　宏　一

長　岡　謙　二

永　島　隆　一

新　原　範　昭

西　嶋　宏　治

西　山　和　孝

野　口　三　郎

野　田　武　雄

野　村　小　波

橋　本　敏　夫

長谷川　敏　夫

花　房　氏　一

馬場崎　　　彰

濱　田　英　夫

濱　下　猪一郎

林　　　弘　己

林　　　伸　英

日　浅　晴　美

樋　口　俊　司

姫　地　徳　子

兵　藤　文　雄

広　渡　憲　明

藤　野　勝　也

藤　枡　宣　宏

藤　山　隆　俊

藤　瀬　浩　幸

藤　田　一　枝

藤　田　祥　一

二　木　清　彦

古　田　俊　隆

逸　見  明　正

細　川　政　春

本　田　順　子

本　田　博　志

牧　原　陽　一

増　井　敦　章

松　尾　洋　爾

松　本　正　剛

松　原　徹　男

松　山　孝　義

松　本　優　三

三　角　勝　信

溝　口　正　憲

三　井  成　隆

満　重　勇　二

満　木　浩　昇

宮　原　誠一郎

宮　川　謙　一

向川原　賢　之

女　賀　信　治

森　山　奉　行

森　　　重　隆

安河内　　　宏

安　田　誠　一

矢　谷　　　学

山　口　憲　二

山　田　記　義

山　内　計　壽

山　田　康　裕

山　内　要　明

山　口　春　幸

山　崎　重　喜

葉　　　照　子

吉　村　孝　行

吉　田　正　文

吉　田　進　一

吉　田　幸　滋

吉　本　匡　克

渡　辺　貫一郎

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


