
1

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

和泉校舎の正門

現在は明大祭は和泉キャンパスで行われている

正門を入ると三人の創立者（岸本辰雄、矢代操、宮城浩蔵）の
レリーフが迎えてくれる

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
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校友の皆様におかれまして

は、日頃より明治大学の発展

と、校友会活動に多大なご協力

をいただき感謝申し上げます。

コロナウイルス感染症対策で

厳しい日常生活の中、ご健勝

でお過ごしのことと拝察いた

します。

このコロナウイルス禍の中、博多祇園山笠は各流

ともに感染防止対策を充分に行い、3年ぶりに舁き

山が復活し15日早朝の追山も奉納され、博多の街は

活気を取り戻しました。コロナウイルス禍の完全終

息までには、まだまだ時間が必要と思われ、予測

のつかないことが起こりうるかもしれません。し

かし行動をしない事には活気は戻らないと思いま

す。ウイルスを過度に恐れず充分な対策を立て、

校友会活動を元気に楽しく行っていきたいと考え

ております。

5月の福岡県支部総会も八仙閣さんにご協力をい

ただき十分な対策を講じで開催しましたところ100

名の出席者があり無事に終了することが出来まし

た。校歌は肩を組むことは出来ませんでしたが、久

し振りに多くの校友と一緒に声高らかに歌うことが

出来ました。

その後、総会出席者でコロナウイルス感染したと

の連絡はございません。

福岡支部は明治34年（1901年）に発足し120年

の歴史を持つ伝統の支部であります。校友会活動

が活発な支部であり全国大会も4回開催しておりま

す。しかし、私が福岡支部の幹事になりました昭和

60年（1986年）当時は県内に6000名を超える校友

が所属されておりましたが、現在は5000名を下回

り、また福岡県出身の明治大学への進学者も100名

を切ったようです。校友の減少傾向の中でも、伝統

を守り、支部総会・駿台ゴルフ会・明福ゴルフ会・

新年交礼会・全国校友大会参加等の活動を続け皆様

方と親睦を深めていきたいと考えています。明大マ

ンドリン倶楽部の演奏会は定期的に開催していまし

たが、マンドリン楽器を知らない若い世代が増え集

客が難しくなり、また会場費の高騰などで労力の割

には見返りが少なく、最近は開催を見合わせており

ます。校友会活性化のために、校友の皆さんと一緒

に楽しめる新しい企画を模索中でありますので、何

か良いアイデアがありましたら是非ご提案をお願い

いたします。

校友の皆様には、コロナウイルス感染症以外に

も、自然災害等にも充分な注意をされまして、穏や

かな日々をお過ごしなられることを心から祈念申し

上げます。

福岡市地域支部　支部長　矢谷 学（S50法卒）

支部長ご挨拶

福岡市地域支部
支部長　矢谷　学

今年度県支部総会と懇親会
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2021年度（令和3年度）
福岡市地域支部事業報告

2022年度（令和4年度）
福岡市地域支部事業計画

4月4日 県支部会計監査会 福新楼 開催

4月11日 県支部役員会 御膳屋　庵離 開催

北九州地域支部総会

4月7日 第75回駿台ゴルフ会 小郡カンツリークラブ 福岡市地域支部担当　

4月16日 第1回全国支部長会 紫紺館

5月28日 県支部総会 八仙閣本店

5月28日 県支部総会懇親会 八仙閣本店

6月8日 福岡県父母会総会 エルガーラホール

6月11日 久留米地域支部総会 ハイネスホテル

6月18日 第2回全国支部長会 紫紺館

6月24日 大牟田地域支部総会 新みなと

6月24日 田川地域支部総会 華扇

筑豊地域支部総会 中止

7月30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31日 校友会定時代議員総会 リバティータワー

中止 全国校友岡山大会 2028年再エントリー要請

中止 全国校友岡山大会 2028年再エントリー要請

9月10日 福岡市地域支部総会 福新楼

若松地域支部総会

10月15日 第25回福岡東京六大学OB会ゴルフ会 伊都ゴルフクラブ 幹事校慶應大学

10月15日 韓国支部総会 ソウルロッテホテル

10月23日 第25回ホームカミングデー 1962年・1972年・1982年・
1992年・2002年・2012年卒業

11月9日 第76回駿台ゴルフ会 西日本カントリークラブ 北九州地域支部担当

11月12日 台湾支部総会 大直典華宴会会館

12月3日 第3回全国支部長会 紫紺館

2023年

福岡市地域支部新年交礼会

久留米地域支部新年会

2月25日 全国支部長・幹事長合同会議 アカデミーコモン

2023年 第59回全国校友愛知大会　2023年11月18日〜19日開催

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

北九州地域支部総会 中止

5月21日 第73回駿台ゴルプ会 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

6月12日 第2回全国支部長会 紫紺館 中止

筑豊地域支部総会

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

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

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

11月20日 台湾支部総会 頂鮮海鮮料理台北101店

11月27日 大牟田地域支部総会 新みなと

12月4日 第3回全国支部長会 紫紺館 中止

2022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

2月26日 全国支部長・幹事長合同会議 アカデミーコモン 中止

9月3日 全国校友岡山大会

9月4日 全国校友岡山大会

中止はすべて新型コロナウイルスの影響

決算報告・予算



4

福岡県支部総会 開催

5月28日に福岡県支部
総会は大きな波乱なく幕
を閉じました。3年振り
の開催であり、多少の戸
惑いやすれ違い、可愛い
らしい勘違いの中で「校
友と顔を合わせて近況報
告をし、お酒を酌み交わ
す」、この校友であれば
学生時代から当たり前で
あ っ た こ と が で き な い
2年間でした。世間では依然としてコロナ禍へ対す
る飲み会や集まり等の自粛ムードが続く中、なぜ県
支部総会は開催に至ることができたかの舞台裏、
「決断の時」をH17年政経卒の古森がご紹介したい
と思います。総会自体への評価ですが、参加者は口
を揃えて「来て良かった！」と言っている点から大
成功であったとしたい。

始まりは2月22日の突然の召集でした。場所は福
岡市南区の17：00頃に行けばドリンクが半額にな
る某居酒屋。県支部総会の開催に関して会議をする
らしい。召集がかかった私は、集合時間の30分前に
現場に到着しました。当然他のお客はおらず、この
2年間で私は少し大きめのトイプードルみたいな髪
型になってしまったので、先輩方が気付いてくれる
かどうかハラハラしながら待つ一方で、世間はコロ
ナに対する自粛ムードやマスクを強いられた日常が
続いており、私は今年は開催に向けて検討をして、
実際は無難に見送る流れだろうと漠然と考えていま
した。

集合時間が近づき、矢谷県支部長（昭和50年法）
と鈴木県幹事長（昭和56年政経）が颯爽と現れ、手
際よく資料を配り、会議が始まりました。どうやら
トイプードルの件は杞憂のようだ。2年間のブラン
クがあったにも関わらず、いつまでに何をすべきか
の確認が滞りなく進み、家族サービス帰りの林県幹
事（昭和57年政経）が途中で加わり、県支部総会の
役者が揃い、議論が深まりました。開催までに会計
監査や承認などの手続きが必要であるが、どうやら
日程的には開催はできるようだ。私はメニュー表の
お酒と揚げ物多めの料理が気になりながら、引き続
き本当に開催するのかの核心部分を聞き出すタイミ
ングを見計らっておりました。そして、ついに矢谷
県支部長が開催の可否の決定を下した。

「絶対に開催。」

ただし、例年通りの出し物や抽選等の人流が多く
生じるものはしない。感染対策をしつつ校友との歓
談を中心とする。

この瞬間、私が日頃感じていたもどかしさ、人と
集まりたいが世間の目が気になり不本意であるが無
難な自粛を選んでしまう流れが断ち切れました。や
るしかない。明治らしく。

私のその決意が伝わったのか、鈴木幹事長より矢
継ぎ早に私に指示が飛んできました。

「本田先輩（県幹事昭和52年法）に電話しろ！呼
ぶぞ！」

いつもの役者が必要となった。私は間髪入れず携
帯電話を取り出しました。いきなり呼び出す方も方
だが、本田幹事は数コールで明るく電話に出て、1
時間後には南区の某居酒屋に溶け込んでいました。
電話に出た時は外で散歩中であり、慌てて馳せ参じ
たとのこと。総会へ向けたスタートは明治らしく切
れました。楽しくなってきた。お酒が身体にしみる
につれて、「校友と顔を合わせて近況報告をし、お
酒を酌み交わす」、この楽しさとありがたさが身体
に沁みてきました。

明治大学の140年の歴史の間に世界大戦やスペイ
ン風邪等の社会的大変動がありましたが、その度に
校友達は乗り越え今の明治を築いてきました。毎年
当然あるものとして開催してきた総会でありました
が、今回の福岡県支部総会はその歴史を築く瞬間と
なったと言えよう。

決断の陣頭指揮を執っ
た 矢 谷 支 部 長 は 福 岡 市
地域支部長も兼任してお
り、実は今回の総会は2つ
の大役の兼任が始まって
以来の初めての総会であ
り、この2年間耐え続け
る試練を経ての総会とな
りました。そして、再開
の決断は明治らしさを体
現したものであったと思
います。明治維新然り、高度経済成長期然り、時代
時代に最適な人材は生まれると聞きます。Mr.明治
の矢谷支部長がトップだったからこそ、明治大学福
岡校友会はコロナ禍の困難な状況をいち早く乗り越
えることができたのでした。

総会当日、いつもよりやや少ない校友達が集い、
いつも通りに総会が始まりました。私は壇上の県支
部長を筆頭に総会再開の決断を下した漢（オトコ）
達の姿を遠くから眺めつつ、明治の歴史を築く瞬間
に立ち会えたことに誇り（プライド）を感じつつ、
受付手前で交通整理を行いながら高山校友（平成21
年経営）の明大ラグビーカレンダー（税込1,000円、
領収書発行可）のPRに全力を注いでいたのでした。

総会へ参加をした校友の皆様、大変お疲れ様でし
た！各地域支部の総会も是非ご参加下さい！

（H17政経卒　古森 則光）

挨拶される矢谷支部長

久しぶり！乾杯
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平成会ビール大会開催平成会ビール大会開催

　4月7日（木）、桜散る春空のもと、第75回駿台ゴルフ会が小郡カンツ

リー倶楽部にて開催されました。参加人数は少し寂しい18名でした。一緒

にラウンドしました條島先輩、富永さん、安心院君お世話になりました。

若手世代のメンバー組合せでしたのでラウンド中の会話は子育ての話で大

盛り上がりでした。私には一人息子がおり、現在小学4年生です。私が明治

卒、私の友達がラグビースクールのコーチ、息子の体格が恵まれていると

いう条件がすべて揃い、自動的に小学1年生からラグビー（鞘ヶ谷ラグビー

スクール）をさせています。ちなみに私はラグビー経験者ではありませ

ん。息子の練習及び試合観戦して成長を感じるのが一番の楽しみです。こ

のまま良いラガーマンに育って欲しいです。ゴルフの話に戻りますが、楽

しいラウンドも無事終わり、表彰式にてメンバーとWペリアHDにも恵まれ

優勝を頂きました。優勝商品のお肉おいしかったです、ありがとうござい

ます。次回の76回駿台ゴルフ会は当支部（北九州）が主催致します。日程

は11月9日（水）西日本カントリークラブ（直方市）で開催致します。お

いしい豪華賞品をたくさんご用意致します。後日、ご案内をさせて頂きま

すので奮ってご参加宜しくお願い申し上げます。（H13商卒　八田 昭彦）

駿台ゴルフ会報告駿台ゴルフ会報告 未来モンスター！将来の明大ラガーマン？

今年の3月に情報コミュニケーション学部を卒業
しました、春日市出身の岡﨑三奈と申します。大学
2年生の2月からコロナ渦での大学生活を過ごし、4
月から新社会人となりました。

私は7月2日に平成会の夏の飲み会（平成会ビア
ガーデンと言っている人が多かったです）に参加し
ました。学生時代にダンスサークルやゼミへの参
加はしていたものの、コロナ渦の影響で学生時代の
飲み会の経験が乏しく、明治らしい飲み会は初めて
の参加でした。（平成会は平成元年卒以降の会らし
いのですが、私は唯一の令和卒でした（笑））同じ
テーブルには高校（筑紫丘）の先輩である八尋先輩
（3代目平成会会長）もいらっしゃり、明大の大六
野学長も高校の先輩であることを教えてもらう等、
福岡-筑紫丘-明治の縁を強く感じました。皆さん初
めましての方ばかりでしたが、新人の私にも親切に
して下さり、楽しい時間を過ごすことができまし
た。4月当初は福岡配属に戸惑いもありましたが、
福岡に戻ってきてよかったなと思いました！

今回の平成会の夏の飲み会は3年振りの開催で、
コロナ渦が落ち着いたタイミングでの開催となりま
したが、今後は公式、非公式ともに状況を鑑みなが
ら様々な飲み会があると伺いました。

先輩方とは全く異なる学生時代を過ごした私に
とって、先輩方の話にはギャップを感じ、驚くこと
もありましたが（笑）、明治の学生生活や考え方、
社会の世渡り術等を教えてもらうとても貴重な機会
でした。学生時代に経験できなかったこと、学べ

なかったことを得ることができ、とても勉強になり
ました！今後も（恐らく4年間になるとは思います
が）福岡配属の期間は積極的に参加をしたいと思い
ます。

今回の夏の飲み会では先輩方の多く（全員？）が
明治は第一志望でなかったとおっしゃっていました
が、私は明治大学情報コミュニケーション学部が第
一志望です！今後は今の明治大学の良さなども先輩
方にお伝えできればと思います。これからどうぞよ
ろしくお願いいたします！ 

（R4情報コミュニケーション卒　岡﨑 三奈）

将来の明大ラガーマン！！

晴天の下全員ではいチーズ

大いに盛り上がった楽しいビール大会でした！
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福岡市南区柏原4丁目39-34

TEL092-566-5111

花畑ゴルフセンター
ゴルフの総合練習場

代表取締役社長　光安　力
（昭和48年　政治経済学部卒）

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

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

代　表　岩永　悠
相談役　林　弘己（昭和57年政経学部卒業）
税理士　石塚由紀（平成17年商学部卒業）　

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

国体道路

西
中
洲
大
通
り

那
珂
川

●ビッグ
　エコー

ローソン● 玉屋本店●

セブン
イレブン● ●東横イン

●
河
庄

●
藤
よ
し

河
庄
●

ココ

プラネットビル2F

（ビバゾーン）

喜多 雄介
（平成29年　政治経済学部卒）

〒830-0225 福岡県久留米市城島町下青木1305-1

TEL0942-62-1282

電気のトラブル
何でもお任せ下さい！！

喜多電設株式会社

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

小倉南区にある古い納屋を改装した木の香り漂うカフェです

北九州市小倉南区田原1-15-18　TEL.093-967-7310
火曜～金曜、11時から16時まで営業

instagram：@inayacafe、facebook：@inayacafe

〒810-0042
福岡市中央区赤坂1-16-13 上の橋ビル3階
TEL ０９２－７１１－１８２２
FAX ０９２－７５２－１２８７

（昭和５９年　法学部卒）

弁護士法人 あずま綜合法律事務所

東　拓治弁護士

（本店）福岡市博多区博多駅東2丁目7-27

TEL092-411-8000

大小宴会承ります

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

弁護士法人

【医療】
胃腸科・肛門科・外科・リハビリテーション科
〒8130042　福岡市東区舞松原1－11－11

電話：(092)661-3311

【介護】
通所リハビリ・訪問リハビリ・ケアプランセンター

〒8130042 福岡市東区舞松原1-13-8
電話：(092)692-2230

事務長　冨永 晴子（平成21年 農学部卒）

福岡県弁護士会所属

〒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

（平成3年 法学部卒）
代表弁護士 楠田　宏

【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

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

代表取締役
松 山 孝 義
（昭和60年　法学部卒）

〒810-0011　福岡市中央区高砂2-24-23

 TEL 092-533-0001（代表）

株式会社 新栄アリックス
常務取締役　高橋　敏夫
（昭和61年　商学部卒）

www.shinei-arix.co.jp

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

北 九 州 支 店

福 岡 営 業 所

福岡南営業所

北九州市八幡西区引野1-5-18

糟屋郡粕屋町長者原西2-2-17 オフィスパレア粕屋Ⅱ

八女市馬場411-12

株式会社 ホンダパーツ西南

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

Hondaの部品・用品の卸・販売会社

営業所 福岡・北九州・大分・佐賀・香川・徳島・愛媛・高知
TEL 092-433-0433

お陰さまで支部だより「風のふくおか」も 48 号を迎えることができました。これも ひとえに校友の皆さま、企業さまのご協賛広告のおかげでございます。今後も地域

支部活動報告他、各種のご案内をお届けしていく所存でございますので、これからも ご協力を宜しくお願いいたします。

その他協賛の方々
メガ調剤薬局（女賀信治校友）
イースタン産業（野口順四郎校友）
カンボジア家庭料理シュムリアップ（古森則光校友）
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冨永 十喜信 （昭和51年 商学部卒）

http://www.tsushima-fuk.com

朝道法律事務所
弁護士　因　史礼

ちなみ　ふみのり

（平成7年　法学部卒）

博多駅より徒歩2分！
Wi-Fi全館完備！

サンビジネスホテル

ホームページよりお得な宿泊プラン予約が
可能になりました！！

福岡県福岡市博多区博多駅前2-16-16

TEL 092-411-1155

立地最高

〒838-1514　福岡県朝倉市杷木久喜宮1840

原鶴温泉
TEL 0946（62）1047　　FAX 0946（62）1992

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

（昭和41年　政経学部卒）
作  野  士  郎

〒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）

創業昭和31年　　　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

土木・建築資材販売

〒811-1255　福岡県筑紫郡那珂川町恵子1-35

TEL 092-952-7500㈹　FAX 092-953-3113
http://www.hiasashoji.com/

卒紫会会長 日浅 晴美

中小企業診断士　佐藤　洋
（昭和52年　商学部卒）

〒811-3101 福岡県古賀市天神6丁目4番3号

TEL 092-943-6608

E-mail：sato1953＠r4.dion.ne.jp

経済産業省認定 経営革新等支援機関

佐藤診断士事務所

増井司法書士事務所
司法書士・不動産鑑定士補

〒813-0011　福岡市東区香椎5丁目11番14号

TEL 092-662-9417　FAX 092-692-5595
E-mail　nob1972jsrea@yahoo.co.jp
H  P　http：//masui-js.upper.jp/

業務案内
不動産登記、商業・法人登記、簡裁訴訟代理等関係業務

裁判書類作成関係業務、成年後見業務、遺言書・その他公正証書の作成支援

（平成8年 法学部卒）
増井　敦章

代表取締役 條島 和孝 （平成8年 文学部卒）

〒848-0031 佐賀県伊万里市二里町八谷搦781-1

TEL 0955-20-4585
FAX 0955-20-4598

株式会社 ジョウジマ

おかがき法務事務所

〒811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前9番20号

TEL093-283-2905
FAX093-777-8179

E-mail　okagaki1514@yahoo.co.jp

司法書士　中村　好伸
（平成10年 法学部卒）

代表取締役社長 松本 優三（昭和56年 商学部卒）

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
［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

「福岡市地域支部だより」49・50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49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4年12月上旬、令和5年8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）

福岡市地域支部事務局
TEL 092-553-0506
FAX 092-512-6511

お申込みやお問い合わせは…

お陰さまで支部だより「風のふくおか」も 48 号を迎えることができました。これも ひとえに校友の皆さま、企業さまのご協賛広告のおかげでございます。今後も地域

支部活動報告他、各種のご案内をお届けしていく所存でございますので、これからも ご協力を宜しくお願いいたします。

板前からあげ（古森則光校友）
セントラルホテルフクオカ
田すずめ

明治大学福岡県父母会
西鉄シティホテル



8

大牟田地域支部総会報告大牟田地域支部総会報告

田川地域支部総会報告田川地域支部総会報告

「明治はひとつ！」コロナ禍が、まだ収束に至ら

ぬ中で6月24日、やっと通常時期での総会を経て、

懇親会で歌う「おお明治」に、いつもながら熱いも

のを感じました。

今回の総会では、みやま市長の松嶋盛人校友が、

再選に向けて出馬表明し、参加25名全員が推薦い

たしました。当地域支部には、経済圏の関連で、

中逸長洲町長、また鶴田荒尾市議をも輩出しており

ます。ただ明大マンドリン倶楽部公演を、一旦断念

した残念な経緯がありますが、地域貢献の一端とし

て、校友一同がその実現に向けて思いを一つにして

おります。

尚今回も、久留米支部からは4名参加賜り、長年

の交流は当地域支部の自慢でもあり、深謝するばか

りです。つまりやっぱり「明治はひとつ」というこ

とでした。（大牟田地域支部　幹事長　西山 孝二）

去る、6月25日土曜日に田川地域支部の3年ぶり

の総会を開催致しました。

上は90歳の先輩から下は54歳の若者（笑）まで

12人の参加で盛大に執り行いました。総会場所は例

年通りで、会場も変わらず3階でしたが、この2年で

先輩諸兄も足腰が不安になり、若い校友（いずれも

還暦越え）が両脇を抱えて3階まで4〜5往復して、

何とか席について頂きました。‥‥3階会場の設営

は今後やめます（≧◇≦）

まずは、高松地域支部長よりこの2年間の大学及

び福岡県支部の状況報告を踏まえ挨拶があり、収支

報告及び監査報告後、この2年間にお亡くなりにな

られた先輩諸兄に黙祷をささげ、そののちに献杯を

あげ懇親会に移りました。

約1時間半、懇親を深め“兎に角、元気で来年の

総会で会おう”と口々に固い約束をし、最後に恒例

の校歌1番を声高らかに歌いお開きとなりました。

そこから、今度は再度両脇を抱え4〜5往復して

無事1階に下りて頂き、コロナ禍でもありましたの

で、早々に解散するかと思いきや、何人かの大先輩

の方々は夜のネオンに誘われて二次会に行かれたそ

うです・・ほんとに元気がよか〜。

校歌を歌う先輩方は若者に戻ったように元気がよ

く、二次会に行く先輩方の後ろ姿を見守り、来年も

大丈夫だと確信し私は帰途につきました・・・先輩

からすみましぇん（≧◇≦）

追伸‥‥鈴木県支部幹事長より集合写真を撮るよ

うに言われて居りましたが、階段の往復で精根尽き

果て、撮り忘れました。代わりに私が応援団現役の

時の遺物を発見しましたので、なつかしい方もおら

れると思い掲載させて頂きます‥‥

角帽正面

幹部腕章表

団バッチ

幹部腕章裏

静から動への校歌斉唱

光山大牟田地域支部長のまじめな総会挨拶
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学園祭と立て看板学園祭と立て看板 ～今から50年前（昭和47年）のシーン～

現在の学園祭がどのように行われているかはわか

らないが、私が入学した昭和47年当時、春に「和泉

祭」、「生田祭」が、秋に本校駿河台校舎で「駿台

祭」が行われていた。そしてその昭和47年（1972

年）の和泉祭のテーマは「忌中」だったと記憶して

いる。入学したばかりで学園祭のテーマがなんで

「忌中」なのか当時は知る由もなかったが、今でも

覚えているのはその頃のスポーツ新聞にその和泉祭

が取り上げられ、「青春真っ盛りの大学生が何で

“忌中”か！」と当時「しらけ」世代と言われてい

た私達を揶揄するような内容の記事だったので覚え

ている。

しかし、今からちょうど50年前の昭和47年

（1972年）は実に多くの出来事があり歴史上でも

エポックメーキングな年だった。沖縄が日本に復帰

し、中国との国交が開始されている。また札幌五輪

が開催され、パンダが初来日している。しかし負の

側面の事件も多く、そちらのほうが印象に強く残っ

ている。数年前から続いていた学生運動は末期的症

状を呈し、連合赤軍の浅間山山荘事件や「総括」の

名のもと14人が死体で発見された連合赤軍粛清事

件が起きている。今思うと、そんな事件の後だっ

たから亡くなった闘士たちへの弔いと学生運動も

終わってしまったという意味の「忌中」だったの

だろうか。

個人的なことだが上京する前日、父に呼ばれて

「学生運動はしてはいかんぞ」と念を押されたこと

を覚えている。当時はヘルメットをかぶって運動は

しないにしても、私達高校生は心情的には左派系が

ずっと多かった（と思っている）し、私もそうだっ

た。そんな訳で九州ののんびりした田舎から東京に

行って、言い負かされたり調子に乗ったりしてゲバ

棒でも振り回されてはかなわんと親が思うのは当然

だったろう。

そんな悲惨な事件があったあとで、学生運動はや

や下火になってはいたが、それでも廊下や中庭で、

まるで喧嘩のような議論をしている学生をよく見た

し、授業中にヘルメット姿の学生が教室に押し入っ

て来ることもあっていた。その頃、本校や和泉校舎

の正門や校舎の中庭には、○○討論集会とか狭山裁

判云々とか書かれた大きい立て看板が並んでおり、

それが当たり前の風景だった。

しかし、あれは昭和の終わりか平成の初めだっ

たろうか、当時の古賀愛人支部長が新年交礼会か

支部総会の挨拶の中で「今までずっと大学には立て

看板があって見苦しかったが、やっと全部撤去され

た」と話された時、一瞬ピンとこなかった。卒業し

てからもしばらくは立て看板は立っていて、あるの

が当たり前の風景だったから、「立て看板のない大

学？」そんな大学があるのだろうかとすぐには想像

できなかったからだ。今はもう立て看板が立ってい

る大学はないだろうがそんな時代だった。半世紀も

前の50年前の話になる。

（S52法卒　本田 博志）

【後日談】

7月初めに上京することがあり、時間が取れたの

で和泉校舎を訪れました。コロナのために正門玄関

でチェックがあり15分程度の散策でしたが、キャン

パスで第138回明大祭のポスター（表紙参照）をみ

て、今はもう和泉、駿台と合同の学園祭だと理解

しました。近くにいた学生に聞くとやはりそうで

した。

〜和泉祭開会式〜

〜立て看板が立ち並ぶ当時の和泉校舎の玄関〜
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開 催 日：令和4年10月15日（土）

開催場所：伊都ゴルフ倶楽部　糸島市香力474番地TEL ： 092-322-5031　

開催人数：36組　先着144名　　1組目スタート8時04分からアウト・イン順次スタート

競技方法：ダブルペリア（上限なし）

使用ティ：一般男性＝レギュラー　／　70歳以上男性＝シニア使用可　／　女性＝レディス使用可　　

参 加 費：ゴルフのみの参加費　2,000円　／　ゴルフ＆懇親会に参加の方は10,000円

プレイ代：各自精算　　ビジター：キャディ付19,000円（税込）＋別途食事代

表　　彰：個人戦と団体戦あり

　　　　　＊個人戦表彰は優勝以下　　NP・DCなど特別賞を設定

　　　　　＊同ネットの場合：年長者優先　　　＊シニア・女性限定の上位賞を設定

　　　　　＊団体戦表彰　　年齢性別関係なく　ネット上位6名の合計で順位を決定

懇親会・表彰式

場    　所：ホテル日航福岡　　18時00分開始　　懇親会のみ参加費：8000円

 　　

＜明治大学参加申込方法＞

　参加頂けます方は、8月22日までに幹事長鈴木まで申込をお願いします。

　以下の必要事項をご記入頂き、メールかファクスでご返信ください。

　必要事項：①お名前・②西暦記載生年月日・③参考ハンディ・④参加費（ゴルフのみ参加2,000円・懇親会

のみ参加8,000円・両方参加10,000円）を明記・⑤連絡先・⑥メールアドレス・⑦スタート希望時間帯があれ

ば（早め・遅め・特になし）以上①〜⑦項目をお知らせ願います。

　　メール：official@meidai-fukuoka.jp

　　F A X：512-6511

　　問合せ：鈴木携帯　090-8668-7859

開 催 日：令和4年11月9日（水）

開催場所：西日本カントリークラブ（直方市）

後日北九州支部よりの詳細が決まりましたら再度ご案内をいたします

※ゴルフ会案内希望の方はメールアドレスをお知らせください　

　随時メールでお知らせいたします

　送信先　official@meidai-fukuoka.jp

秋のゴルフ会2大会のご案内です秋のゴルフ会2大会のご案内です

①第25回東京六大学OB対抗ゴルフ会　当番幹事校慶應大学

②第76回駿台ゴルフ会　当番支部北九州地域支部
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第26回参議院通常選挙、福岡県選挙区において、

有権者の皆様からご支持いただき、2度目の当選を

果たす事ができました。

これも、明治大学校友会の皆様の絶大なるご支援

の賜物と深く感謝申し上げます。初めて挑戦した6

年前には、「様々な立場はあるでしょうが、「メイ

ジ」はひとつ」とおっしゃっていただいた当時の

佐々木県支部長の言葉が、今回の矢谷県支部長の時

代となっても脈々と引き継がれて

きた事に、重ねて御礼申し上げま

す。微力ながら、福岡県民511万

人とともに歩む気持ちで、課題山

積の諸問題に取り組ませていただ

きます。どうかなお一層のご指導

賜りますようお願い申し上げます。

今回の第26回参議院選挙の結果、福岡における明大関係者は福岡選挙区から古賀之士校

友が2度目の当選を果たし、比例区から福岡在住の窪田哲也校友が初当選を果たしました。

これにより今回非改選議員の前一億総活躍担当大臣の松山政司議員を加えて、明大校友の国

会議員が3名になりました。これからの活躍を大いに期待したいものです。フレーフレー

明治！

第26回参議院選挙比例区において、全国第8位の

成績で初当選を果たすことができました。ご支援を

お寄せくださった国民、有権者の皆さま、そして明

治大学校友会の皆さまに、心より感謝と御礼を申し

上げます。

選挙戦最終盤、凶弾に倒れた安倍晋三元首相に対

し、心からご冥福をお祈り申し上げます。選挙は民

主主義の根幹です。その最中に行われた暴挙は、民

主社会に対する重大な挑戦であり、断じて許すこと

はできません。

今回の参院選では、長期化するコロナ禍、ロシア

のウクライナ侵略、さらに物価高騰といった課題の

解決を、どの政党、どの候補者に

託すかが問われました。私は選挙

戦を通じて、「経済の成長と雇

用・所得の拡大」「誰もが安心し

て暮らせる全世代型社会保障の構

築」「国際社会の平和と安定」

を訴えました。連立政権の中で、国民の皆さまの不

安を取り除き、日本の未来に安心と希望を広げるた

め、「前へ」の精神で、政策実現に全力を挙げてま

いります。

私に投じていただいた貴い1票1票に込められた期

待に、必ず応えてまいります。頑張ります！

新たに国会議員誕生！

古賀 之士 議員（1984年政経学部卒）

窪田 哲也 議員（1990年法学部卒）

新人紹介新人紹介

白木 ゆうみ さん　H27法卒

こんにちは。

平成27年に法学部を卒業した白木ゆうみです。

3年前に福岡に帰ってきました。現在は、書道団

体で書道教室のサポートなどを行っています。手書

きの文字に触れ、温かさを感じる日々です。

私の大学生活の想い出は、和泉キャンパスの食堂

です！授業の終わりに、クラスのみんなで食堂に行

き、みんなで食べていたのが油淋鶏定食です。油淋

鶏定食は、サクサクで身はしっとりジューシーなと

てもおいしい！飽きることなくリピートし、食べる

度に心まで満たされました。窓際の席で、油淋鶏定

食を食べながら友達とおしゃべり

したことが今となっては懐かしい

です。

また、法学部の先輩がきっかけ

で、都議会議員選挙のウグイス嬢

やUNHCRが主催する難民映画祭

の音声ガイドナレーターを経験しました。どちらも

毎日刺激的で新しい発見がたくさんありました。伝

える楽しさと難しさ、両方を感じました。

大学を卒業して8年が経ちますが、大学生活は、

いつ思い返しても色褪せない私の宝物です！

松山 政司 議員
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令和4年度（2022年4月～2023年3月）福岡市地域支部
年会費3,000円納入とサポーター募金のお願い

　令和4年度の年会費払込取扱票を同封いたしてお

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、校友会

福岡市地域支部活動の継続と活性化のため、3,000

円より多くの金額を賜りましたら、地域支部サポー

ター募金として役立てて参りますので、皆さま方の

ご理解とご協力のもと、お手続きをお願い申し上げ

ます。

※年会費・サポーター募金の納入方法に一部変更がございます

①従来同封しております払込取扱票と現金を、郵便局窓口へご持参の場合、振込人さまへ手数料として

110円が別途必要となりましたのでお知らせいたします

②郵便局の通帳・カードからお支払いの場合は、窓口でもATMでも110円は不要です

③今年度からは、銀行振込も可能となりましたのでご利用ください

　振込口座　

　　福岡銀行　長住支店　普通1849655　明治大学校友会福岡市地域支部　財務　林弘己

いずれかの方法でお手続きをお願いします

【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いたします。

　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3年4月1日から令和4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。

　年会費合計　　　387,000円

　サポーター募金　324,000円

令和3年4月～令和4年3月までの 納入者一覧（敬称略 50音順）

郵便局窓口手数料改定のお知らせ　ご一読願います

青　木　太　志

安心院　将　平

東　　　拓　治

麻　生　昭　雄

李　　　相　鎬

伊　佐　　　淳

井　手　　　健

伊　藤　文　武

伊　東　吉之助

犬　塚　慶　彦

井　野　真寿美

井　上　重　男

井　上　英　彦

井　上　正　視

今久留主　邦　明

岩　崎　明　弘

上　杉　鷹　雄

内　野　辰　彦

内　田　紀　生

江　口　正　明

江　藤　成　人

大　島　正　浩

緒　方　弘　臣

小　川　弘　毅

岡　本　　　彰

岡　田　光　生

尾　崎  美　香

小　野　健太郎

片　岸　　　誠

香　月　建　志

香　月　徳　子

川　原　　　均

久木元　孝　行

國　武　統　士

黒　川　正　道

古　賀  之　士

小　松　和　夫

古　森　則　光

齊　藤　七　平

佐々木　義　宣

笹　渕　ちはる

佐　藤　　　洋

塩　月　優　子

重　松　朋　洋

重　松　智　明

島　田　友　喜

清　水　和　人

清　水　保　一

城　島　宏　典

庄　嶋　敏　彰

新　開　惠　弌

神　野  泰　朗

鈴　木  弘　幸

瀬　戸　敏　郎

善　　　敏　治

園　田　博　茂

高　園　義　郷

高　野　礼　子

髙　松　康　祐

髙　村　和　久

髙　山　展　誉

田　籠　譲　二

立　木　法　之

橘　薗　　　一

田　中　幸　穂

谷　　　恭　一

津　島　　　潔

津　田　恭　宏

津　山　武　雄

鶴　田　稔　宏

土　井　経　世

徳　田  昭　實

冨　永　晴　子

留　川　公　明

長　岡　謙　二

中　野　　　正

中垣マイケル貴文

中　倉　淳　一

中　島　孝　芳

中　原　淳　二

中　村　好　伸

中　村　良　洋

新　原　範　昭

西　嶋　宏　治

野　口　三　郎

野　村　　　勇

萩　原　逸　夫

長谷川　敏　夫

花　房　氏　一

馬　場　　　信

濱小路　喜　伴

林　　　弘　己

日　浅　晴　美

姫　地　徳　子

廣　瀬　修　一

福　永　英　男

藤　野　勝　也

藤　瀬　浩　幸

二　木　清　彦

古　川　浩　輝

本　田　順　子

本　田　博　志

牧　原　陽　一

増　井　敦　章

松　原　徹　男

松　本　優　三

松　山　孝　義

松　尾　成　宏

松　田　良　治

三　角　勝　信

溝　口　正　憲

三　井　成　隆

満　重　勇　二

三　苫　一　弘

宮　崎　良　助

宮　原　誠一郎

女　賀  信　治

森　　　重　隆

森　山  泰　行

安　田　誠　一

矢　谷　　　学

柳　　　　　茂

山　崎　重　喜

山　内　計　壽

吉　田　進　一

吉　田　幸　滋

吉　本　匡　克

吉　田　正　文

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


