女性の会
福岡支部

平成30年８月19日

時間でした。
最後に、
ぜひまた会いましょうね、
とさっそく
次の再会を約束しました。

第36回あざみ会 中華料理 鴻臚
感想
※2017年文学部人間関係学科卒業

原田美海さん

普段食べる機会のない海外の料理をいろいろと作って
食べることができて、
身も心も満たされました！自宅でも
チャレンジしたいくらい美味しかったです！
※2006年文学部比較文化学科卒業

増田光美さん

“世代の違う北九大卒業生の皆さんと、
料理を通して交
流を深めることが出来ました。
皆さんそれぞれの学生時代
の思い出話や、
現在の仕事やプライベートの話も聞くこと
ができ、
とても素敵な時間を過ごすことが出来ました。
今

リラックスでき、すばらしいひとときでした

後も皆さんとの交流の場を広げて行きたいと思います。
”

今回は同窓会本部事務局の上村美佐子さんを講師に
顔ヨガの講習です。
皆さん鏡持参で、
「顔ヨガで身体も心
も健やかに！」
と、
張り切って取り組まれていました。

※昭和53年外国語米英学科卒業足立静子さん
“異文化交流夏のお料理ランチ会”は、前回の“英語で
生花”に続き、参加型の楽しい同窓会でした。自分たち

顔ヨガで顔も心もリラックスした後、
おいしい食事とお

で作ったベトナムや中国の家庭料理やデサートをいた

しゃべりを時間まで楽しみました。
またこの場で支部総会

だきながら、皆さんとの尽きないしゃべりは女子会な

の告知を行ったところ、
皆さんから反応や意見をいただ

らではの楽しさがあります。それぞれの年代の皆さん

き、
支部総会の実施に生かすという意味でも意義のある

の北九大生時代のお話、ベトナム人留学生ティェップ

機会でした。

さんや張さんの母国のお話など、とても興味深いもの

なお参加者30人のうち初参加者の方は５人と、
こちらも
健闘でした。

坂井千春
（H14・比較文化）

がありました。故郷を離れて久しい私には、ひまわりの
会で、こうして皆さんにお会いできるのが楽しみです。
今回のメニューの一つ、ニラと揚げ豆腐の春巻きは、す

中京支部

平成30年８月26日

でに我が家の定番になりつつあります。すでに三回、食
卓にならびました！！

異文化交流 〜夏のお料理・ランチ会〜
張敬清
（H17・経情）

千葉支部

平成30年９月９日

第13回千葉支部
「北葉ひまわりの会」
報告書
UMAIMON 美味門−隠れ家個室ダイニング
前日の台風接近のニュースに天気の心配をしていまし
たが、
当日は穏やかで快い一日になりました。
会場は習志
いやあ楽しかった。
おいしかった

野市内が一望できる眺めのよい部屋でした。
個室で円形
テーブルなので一人ひとりの顔がよく見える中、
例年通り

よく晴れた日曜日のお昼、
中京支部ひまわり会の同窓
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の近況報告から始まりました。

生、
同窓生のお母さま、
ゲストのベトナム人留学生を含め

出席者11人のうち10人は毎年の顔馴染みのメンバーで

て計10人が料理会に参加しました。
タイ料理のグリーンカ

したが、
残り１人は８年ぶりに来て下さった方でした。
そ

レー、
中国料理の春巻き、
ベトナム料理の紫もち米のデ

の方は、
以前、
女性の会で養老施設の見学をしたことがあ

ザートなどみんなで協力し合って料理を作りました。
その

り、
それが大変良い経験だったために、
その後、
ご近所の

後、
食べながら交流をしました。
北九州市立大学入学とい

方や知り合いの方と再度見学に行き、
その方たちに大変

うご縁から、
家の内緒話まで…短かったけど、
とても濃い

喜ばれたというお話しをして下さいました。

また、
ある方は親の遺品整理をしながら、
生前の親への
想いを深くしたとおっしゃっていました。
美術商の免許を持った方から、
断捨離などのアドバイ
スを聞くこともできました。
最近のニュースで、
２歳児が
行方不明になり、
ボランティアの尾畠春夫さんが発見した
ことが話題になりました。
突然、
時の人になった尾畠さん
は大分県速見郡日出町在住ですが、
同郷の方がいらっ
しゃり、
その方は、
今回の出来事が自分のことのようにう
れしくて、
非常に親近感が湧いたということでした。
後日、
彼のドキュメント番組がありましたが、
彼が大切にしてい

北九州市内の各支部から集まった会員

る魂の言葉
「命は一つ 人生は一度」
にはとても重みがあ

歌の指導をしていただき、
琵琶歌を体験しました。
奈良時

り、
なるほどと思うところがあります。

代にシルクロードを通って日本へ伝来したといわれてい
る琵琶。
出席者のなかには
「琵琶歌体験に惹かれて」
とい
う方もいらっしゃいました。
最初は
「荒城の月」
を奏じていただきました。
琵琶の音
を聴いていると、
荒野に佇んで寂しげに城を見上げてい
る人の心へと導かれます。
会場が琵琶の世界に染まり秋
の気配が漂うなか、
全員で歌ってみると哀切な響きがより
立ち昇って感じられます。
続いては
「那須与一」
を詠じていただきました。
皆で平
家物語の名場面に挑戦です。
少しずつ区切って合わせて
いき、
七五調と当時の擬音・擬態語がつくるリズムを味わ

次も、またお会いしましょう

いながら自分でも歌ってみると、
与一の信念と願いのこ
エアロビ、
登山、
ウォーキング、
コーラス、
脳トレに日記な
ど、
いろいろなことにチャレンジする方、
シニア割引で映
画鑑賞を楽しんでいる方もいました。

もった矢の行方を見守る屋島の戦いの情景が浮かび上
がってきます。
琵琶歌体験の後は豪華なランチ

次から次へと話題が広がり、
予定の２時間があっという

コースをいただきました。
ノンアル

間に過ぎました。
その後、
二次会グループと帰宅の方に分

コールの乾杯酒から始まって、
サラ

かれ、
会を無事に終了することができました。

ダ、
お魚、
スープ、
グラタン、
お肉、
デ

後日、
松原さん
（S55・商）
より皆さんに会の写真が届き、
「来年もまた会いましょう」
というメッセージが添えられて

ザートまで！ 秋の訪れを感じる琵
琶演奏と美味しいお料理に満たさ
れ、一 息 ついたところで
「最近良

いました。
参加者
横山郁子
（S42・米英）
 金井勝代（S42・中） 飯田栄子（S46・文）
岡島和栄
（S47・文）
 津川雅子（S50・文） 沢田京子（S52・米英）
遠山由美子
（S53・法）
 松原みち子（S55・商） 岡本ヒロミ（S45・米英）
中村英子
（S50・国文）
 鵜原昌子（S61・商）

かったこと」
をお題に自己紹介をし
ました。女性の会創設時のお話、
ご

家族や介護のお話、
楽しい旅行のお話など、
聞けて良かっ
た話を心に別れを惜しみつつ散会となりました。
天野愛子
（H18・比文）

幹事 金井勝代
（S42・中）

北九州支部

平成30年９月９日

北九州ひまわりの会

たおやかに穏やかに

関東支部

平成30年９月24日

〜新生
『四季の会』
（女性の会）
の集い〜

乙女心は秋の空といった天気の９月９日、
ホテルテトラ

９月24日
（月・振替休日）
11時から、
埼玉県新座市のログ

北九州11階ガスライトで北九州ひまわりの会が行われ、
31

ハウスパークBBQ場で、
実に３年ぶりの関東支部 / 女性

人が集まりました。

の会 新生
『四季の会』
を開催いたしました。

今年は琵琶奏者の植山佳世さん
（H12・人関）
に演奏と

当日は天候にも恵まれ、参加同窓生は船越富美さん
21

女性の会

３年ぶりに、にぎやかに

温かいおもてなしに感謝

（S47・国文）
、
三浦智佳子さん
（H９・国関）
、
岩岡文枝
（H９・

て出て下さることになり、
支部間

国関）
、
小形美乃莉さん
（H26・国関）
、
北嶋楓さん
（H27・国

での交流もできることになりまし

関）
の５人だけでしたが、
20代・40代・60代とバランス良く、

た。
熊本側の４人と地元のお二人

またその家族や友人も参加してくださり総勢12人の賑や

で、
西郷、
大久保の生誕地、
加治屋

かな会になりました。

町散歩、
大河ドラマ館、
西郷銅像、

皆さん、
思い思いの食材を持ち寄り、
お肉はもちろん焼

城山展望台、
洞窟、
そして終焉の

きマシュマロから旬の秋刀魚や焼き芋まで、
秋の味覚を

地、
島津家仙巌園等々。
最後は、
眼

堪能しながら近況報告に花を咲かせました。

前の桜島にフェリーで渡り展望

また船越さんからは、
サプライズで参加の子どもたちへ
ハロウィンお菓子を頂戴して大盛り上がり♪
気付けば夕方も近く、
最後は隣接する
「ダチョウ牧場」
を
見学し、
再会を約して散会となりました。
2016年・2017年と活動を休止していた
『四季の会』
です
が、
お世話役も新旧交代して、
心機一転再スタート致しま
す！ ランチ会からお出掛けイベントまで楽しい会を企

男性的な景観をバックに

台で記念写真。
物心ともに温かいおもてなしを戴き大変有意義な一日
を過ごすことができました。
女性３人

松本知子さん（S57・米英）、K・Nさん（S60・国文）、
宮部妙美 女性代表（S54・英文）
男性１人 井上俊夫さん・熊本支部長（S47・英文）
支部以外の参加者
柿木正敏さん（鹿児島支部長）、城戸光榮さん（S35）

幹事 宮部妙美
（S54・英文）

画して参りますので、
関東支部・近隣支部の女性の皆さ
ま、
どうぞお誘い合わせてお気軽にご参加くださいませ。
岩岡文枝
（H９・国際関係）

熊本支部

平成30年10月21日

歴史探訪
「西郷どんツアー」
鹿児島へ
今回は
『西郷どん』
生誕の地を訪ね、
新幹線を利用して
鹿児島へ行きました。
県外での
「女性の会」
は初。
費用も今
までとは比較にならない額になり、
何人になるのか心配で
した。
企画は同窓会本部に往復葉書で483人に案内状をお

下関支部

豊田町東長野 梶山リンゴ園
梶山リンゴ園で交流会を開きました。
あいにくの小雨と
参加者も６人と少なく盛り上がりに欠けましたが、
うち５
人は女性なのでおしゃべりとおなかいっぱいのリンゴを
いただいて大満足でした。
次回は来年２月２日
（土）
に新年交流会を予定していま
す。

副支部長兼女性部長 池内京子
（S45・国文）

願いし、
返信の手段は私の携帯宛に電話かメールで戴く
ということに。
返信は３人の方
「参加」
（後に１人キャンセ
ル）
、
５人の方は近況などのメールと電話を拝受。
「親の介
護、
子や孫の世話、
日程が合わない、
既に行った、
費用の面
あり」
等のメッセージでした。
参加者が少なくても催行し
ようと、
鹿児島支部女性代表の岩重さんに連絡しました。
当日岩重さんは都合が悪く、
支部長さんに連絡を取って
下さり、
なんと、
柿木支部長さんとこの３月迄ボランティア
ガイド会長だった同窓の城戸先輩が一緒にガイドを買っ
22

平成30年11月18日

たわわに実ったおしゃべり

奨学金授与式
平成30年度 北方23人、
ひびきの５人奨学金給付式
うございます。
同窓会の奨学金を授与できること光栄に思
います。
大学生活に精進していきます」
と謝辞があった。
この後、
奨学生との懇談も行われ、
奨学生からはいつも
は話ができない松尾学長から自分の写真が大学にあり一
緒に写真をとろうという写真スタンドがあるのを知って
いるかとか、
学生からは大学の施設についての要望など
多くの質問や要望が出された。
この奨学金制度は、
昭和32年４月に創設され、
現在は１
人当たり月額25,000円が支給されている。
創設から今年度
までの奨学生は、
延べ814人となった。

松尾学長
（中央）ら大学関係者にも出席していただいた授与式

平成30年度の同窓会奨学金の給付式が10月12日、
同窓
会館１階多目的ホールであり、
同窓会から善正善会長ほか
役員、
大学から松尾太加志学長ほか関係者が出席。
28人
の奨学生のうち出席した18人に対する給付手続きが行わ
れた。
今年の奨学生に選ばれたのは、
北方キャンパスが23人、
ひびきのキャンパス５人
（いずれも学部生）
、
男女別では、
男子学生が17人
（北方13人、
ひびきの４人）
女子学生が11
人
（北方10人、
ひびきの１人）
。
留学生は５人
（北方４人ひび
きの１人）
いずれも男子。
奨学金の選考は、
同窓会の奨学金運営委員会
（委員長・

出席した奨学生たち。
ちょっと緊張気味？

野田栄市総務・企画副会長）
が行い、
学業成績、
経済状況
などのほか、
小論文の採点結果を含め
「総合評価」
で決定
した。
給付式で、
善会長は
「同窓会は学生会員の皆さんの支援
に力を注いでおり、
奨学金はその一つだ。
その歴史は半世
紀近くになり、
今では同窓会事業の中でも重要な事業の
一つとして位置づけられている。
ぜひ有効に使ってほし
い。
同窓会ではいろいろな学生支援をしていこうと考えて
いるのでぜひアンテナを張って同窓会に関心を持ってほ
しい。
また奨学生の皆さんにはいろんなお手伝いにも参
加して」
と述べた。
続いて、
松尾学長からは
「同窓会にお礼を申し上げる。
同窓会の奨学金制度は大学としてもありがたいし、
学生
の皆さんにとってもメリットは大きい。
有意義に使ってほ
しい」
と述べた。
代表して奨学金を受け取った女子学生から
「ありがと

奨学生代表
（右）
に奨学金を贈る善会長
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大学祭リポート
第72回

青嵐祭

・・・

北方キャンパス ♦
「維新～ここから始まる物語～」
♦

第72回青嵐祭が11月３日から５日までの３日間、
開催さ

やアカペラの森によるアカペラライブが開かれ、
日々サー
クル活動で磨いている成果を披露し、
来場者を楽しませ

れた。
今年のテーマは
「維新～ここから始まる物語～」
。
３日間で計62ものテントが立ち並んだ。
各テントでは、
たこ焼き、
焼きそばといった定番メニューをはじめ、
チー

た。
また、
茶道部によるお茶会や写真部による写真展示会
も開かれ、
芸術の秋を楽しむことができた。

ズハットグのような、
いま流行のものや、
さつまスティック

ステージ企画では、
毎年恒例のミスター＆ミス北九大コ

のようないまが旬なものなど様々な味を楽しむことがで

ンテストやミュージックフェスティバルをはじめ、
キタコ

きた。

レと称される北九大の学生モデルによるファッション

２日目のイベントではアーティストのMOSHIMOさん
がライブを開催し、
また、
お笑い芸人のアルコ＆ピースさ

ショーも行われた。
また、
チアリーディング部によるダンス
や、
よさこいサークルの演舞も披露され、
会場を魅了した。
テントの模擬店だけではなく、
いろいろなことが楽しめ

んがお笑いライブショーを披露しておおいに青嵐祭を盛

る青嵐祭。
学生と触れ合うことのできる機会でもある。
ぜ

り上げた。
教室企画ではアコースティックギター部のギター演奏

ひ足を運んでいただきたい。

◀

◀

若い力 ︱ 躍動する

◀

◀

◀

◀
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（１年・法律）
北嶋勇輝

第16回

響嵐祭

・・・

ひびきのキャンパス ♦
「ひびきのだcolorできたこと」
♦

第16回響嵐祭
「ひびきのだcolorできたこと」
が11月10日
（土）
、
11日
（日）
、
国際環境工学部開設17周年を迎えた
「ひび

非常に多彩だった。
看板やコスプレを作成し、
販売に熱中
する出店者も多く、
終始にぎわっていた。
また、
メイン企画として、
10日に
「おばたのお兄さん」
、

きの」
キャンパスで開かれた。
両日とも天候に恵まれ、
特に
初日は気温が20度を超え、
会場の活気とあいまってとても

「レモンティー」
によるお笑いライブ、
11日には女優・松井
愛莉によるトークショーが行われ、
学生はもちろんのこ

“熱く”感じられた。
今年は、
キャンパス近くに小学校が開校したこともあっ

と、
親子連れからお年寄りまでが大興奮であった。
他にも、
毎年恒例のダンスバトル、
劇団ひまわりによる

て子供連れの来場者が多く、
大学生だけの祭りではなく、

公演、
ミス・ミスターコンテストなどの企画イベントがあ

「地域イベント」
の感がいっそう濃くなった。
ひびきのキャンパスらしい取り組みとして、
会場内にゴ
ミ箱は設置せず、
「ecoステーション」
と呼ばれるゴミの分

り、
非常にバラエティーに富んでいて、
来場者が飽きない
よう配慮されていた。

別回収場所を何か所か設けた。
当日出されるゴミはすべ

ステージ以外でも、
キャンドル作成体験、
子どもに大人

てここで回収され、
エコ容器などにリサイクルされる。
エ

気の本格お化け屋敷、
大画面ゲームなど多くのイベント

コステーションで案内していただいた人も非常に親切で、

が実施され、
時には長蛇の列が生まれるほどの大盛況で

素晴らしい取り組みであると感じた。

あった。

当日配布したパンフレットには、
響嵐祭についての知り

ステージ企画終了後にグランドで行われた後夜祭で

たい情報が細かに記載されていて、
来場者にとって手放

は、
２日間を振り返る感動のムービーが上映され、
巨大な

せない一冊となったようだ。
内容をよく見てみると、
いか

「感謝」
の火文字も焚かれ、
最後には150発の花火が打ち上

にも学生らしい楽しそうな特集などが組まれており、
製作

げられ、
見る人を魅了した。

に携わったメンバーたちのお茶目さも伝わってきた。
持ち

第16回響嵐祭を通して実行委員の様々な取り組みと工

帰って見返すと、
また新たな発見もあり、
響嵐祭らしい愉

夫が伝わってきた。
毎年見ていて思うことだが、
学生が一

快な一冊であった。

からすべて自分たちで企画し、
運営し、
後輩たちに託すこ
の良い伝統が今後もずっと続いていけばいいなと願うば

会場のほとんどを埋め尽
くしていたのは模擬店。
学生

かりである。

だけではなく、
教員、
地元の

第16回ひびきのキャンパス大学祭実行委員長

方々などから多くの出店



舗による本格的な料
理など、その内容は

◀

多国籍の料理、
地元店

◀

◀

店や留学生団体による

◀

若い命 ︱ 咲き誇る

向を凝らした面白い出

◀

◀

があり、
その数約40店。
趣

帆足卓也
（３年・エネルギー循環化学科）
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支部総会
鹿児島支部

アクアガーデン ホテル福丸 平成30年６月９日

懇親会の様子

全体写真では紅一点の田中美里幹事

善会長、田中幹事には、出席者全員と会話を交わして
いただくなど盛り上げていただき、本当に楽しく充実

参加者 30人
支部以外からの参加者 善正善・同窓会会長、
田中美
里・本部幹事

した会となった。
校歌・逍遙歌斉唱のリーダーは川井田克副支部長、
万歳
三唱は丸野純愛さん
（S40・商）
。
お２人の力強いリードに、
最後まで元気をいただいた。

会 場 の ホ テ ル 福 丸 は、本 支 部 会 員 永 野 明 子 さ ん

当初、
今年こそ40人以上の出席をと考えていたが、
それ

（H12・人間関係）の実家兼職場であり、毎年３月・９月・

は叶わなかった。
それでもめげずに同窓のよしみを結ぶ場

12月開催の懇親会会場をお願いしているが、今年は総

づくりや、
呼びかけの工夫を図り本支部の一層の発展を目

会・懇親会の会場もお願いすることになった。

指していきたい。

支部長 柿木正敏
（S47・国文）

自分の実家で鹿児島支部総会が開催されるのであれ
ばぜひ出席したい、とのことで初参加くださったのは
長崎市在住で、明子さんの伯父である永野良明さん

小倉支部

ホテルテトラ北九州 平成30年６月９日

（S41・米英）
。数年ぶりに顔を見せていただいたのは、
四元泰隆さん
（S43・商）
、宮廻甫允さん
（S44・経営）、久
木野親志さん
（S56・経済）
、西原勇樹さん
（H25・比較文
化）
など。
17時からの総会は、坂口洋文幹事
（S45・国文）による
進行。善会長からは、同窓会の現状や課題、及び本年度
同窓会の運営・活動方針等について親しく丁寧なお話
をいただき、
出席者にとって、同窓会が全体的なものと
して一足飛びに身近に感じられるものとなった。
協議は、徳重正文幹事
（S45・経済）が議長を務めるな

肩を組んで、
逍遙歌を高らかに

か、
平成29年度経過報告や決算報告、及び本年度の行事
計画・役員
（全員留任）について承認をいただいた。本学

参加者 （男）
44人 （女）
６人

の名称変更に伴う支部規約の文言修正などがずっと懸

支部以外からの参加者

案であったが、今回その修正についても承認をいただ

山清種・八幡支部長、
樺山和幸・中間・遠賀副支部長、
藤

いた。

元和己・福岡支部幹事、
宮崎幸一・第68回総会実行委員

18時からの懇親会は、楢林繁幹事
（S60・経済）司会の

柳喜久子・同窓会副会長、
北

長

もと、城戸光榮さん
（S35・商）の乾杯で開宴。この日も
焼酎
「伊佐美」
〈提供：種子島公紀さん
（S41・中国）
〉をい
ただき感謝。
節目会員としてスピーチをいただいたのは、四元さ
んと川井田克さん
（S53・経済）のお２人。
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総会では、
活動報告・会計報告等の後、
二水会案内に関
するご意見を多くいただきました。
また、
懇親会では、
柳副
会長の祝辞、
海原氏の乾杯で、
にぎやかな祝宴が始まりま
した。

アトラクションとして、
平成12年卒業の植山佳世氏をお
迎えし、
平家琵琶の演奏と語りに魅了されたひとときを過

関西支部

新大阪ワシントンホテルプラザ
平成30年６月10日

ごすことができ、
参加者も大満足の様子でした。
小倉支部では、
日頃から同窓会に関わりを持ちやすくす
るために、
毎月第二水曜日の午後７時から９時まで、
月例
会を催しています。
一度でも参加された方には、
案内の葉
書を送る、
という形で参加者を増やしつつ約30年続いて
います。
しかしながら、
最近では、
葉書は楽しみだけれども参加
はしていないという方も増え、
この手段も役目を終えた感
があります。
さらには、
支部の財政難も追い打ちをかけ、
葉

会場の端から端までを埋めた参加者

書代の捻出にも事欠く状況です。
これからの支部運営についても、
いろいろ検討の余地
が山積みです。
同窓の皆様方のご意見・アドバイスなどお
待ちしています。

和歌山支部

中別府昇
（S52・中国）
ホテルグランビア和歌山
平成30年６月９日

参加者 80人
支部以外からの参加者 善正善・同窓会会長、
矢野龍・
富美子・住友林業㈱代表取締役会長夫妻
（講演）
総会は佐坂副幹事長の開会宣言を合図に10分遅れで
始まり、予定通り終了しました。
私は、総会の司会進行を仰せつかり、緊張のなか司会
席に立っていました。
開会宣言に続き、今市・第24代応援団長・古市・第28代
団長のリードで校歌の１番と５番を斉唱しました。両
氏のリードは見事なもので、汗だくになりながら手を
振る姿が印象的でした。余談ですが、校歌の４番と５番
は後からできた「ひびきの学舎」のフレーズのため運動
部出身の先輩方も知らない方が多かったようでした。
吉元支部長の挨拶のあと、松尾学長と善会長に来賓
のご挨拶をいただきました。

青空の下、笑顔が並んだ

その後は議案審議に進み、多数の皆さまの承認を頂
参加者 8人

き城戸副幹事長の閉会の辞となり総会は滞りなく終了

支部以外からの参加者 清家幸三・本部幹事

しました。

６月９日
（土）
に開催したのは、
関西支部が６月10日
（日）

ばしいことですがその時、困ったことになっていまし

滞りなく終了ということは、司会者にとって一番喜
に総会を開催するので、
その前日にすれば善会長に出席

た。総会が終わると写真撮影に進む予定でしたが、この

してもらえるのではないか、
という計算からでした。
ところ

日の講演予定である矢野龍・富美子ご夫妻の到着が遅

が、
「当てた予算と越中ふんどしは向こうから外れる」
とい

れていたのです。予定にはなかった来賓者の紹介など

うわけで、
善会長は他支部の総会に参加された。

を交えて時間の引き延ばしにかかりましたが、矢野先

支部としては、
参加者が高齢者役員ばかり５人なので、
何とかしようと高野山ツアーを計画、
11月10日
（土）
に高野
山駅に集合し、
宿坊に泊まり写経や阿字観などを体験し
ようと計画しています。
若い会員を狙った作戦ですが、
何
人来てくれるか？本部から案内状を出してもらっていま

わって仕舞いました。
総会が終わって数分後、秘書の方から「あと５分で到
着します。」と耳打ちされ一安心しました。
懇親会では、本日のメインである矢野龍住友林業㈱
代表取締役会長に、ご講演を頂きました。矢野先輩は満

すが……。
役員一同当日高野山駅に来てくださるのを待っていま
す。

輩の到着前に城戸副幹事長の閉会の辞があり総会は終

支部長 有松敏幸
（S36・米英）

州から引き揚げての、ご自分の生い立ちや経営されて
いる住友林業株式会社の目指すものなどを話され、大
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支部総会

変勉強になる講演でした。特に奥様との出会いなどご
自身のプライベートに踏み込んだお話しもされていた

なった。
総会あいさつで、沖田康尚支部長が、
「昭和33年12月
に同窓会本部の働きかけで、広島の地に就職した先輩

のが印象的でした。
その後、料理とお酒を頂き、ほろ酔い気分のなか、歓

たちが、連絡を取り合って同窓の絆を深めようと参集

談しました。皆それぞれ世代は違えど「学生時代」に

して以来60年。地道な活動を繰り返しながら、今日の支

戻ったかのように感じられました。

部を築いてこられた。その労苦に、改めて感謝するとと

引き続き、
紅白を狙う「五条

哲也」のショウタイム。

もに、さらなる支部活動の発展を約束したい。広島支部

小倉の
「無法松の一生」から入られて、矢野先輩ご夫妻

は平成26年７月に女性の会『野の花会』、昨年11月には

推薦の
「芭蕉布」
、尊敬している
「小林旭」や
「森進一」の

若者の会『広島夜嵐会』をスタートさせ、幅広い世代が

唄、もちろんご自分の持ち歌と20曲を絶唱！！ヤンヤ

集う同窓会になりました。今後は若手の会員、女性の会

の喝さいでした。

員が気軽に参加できる柔軟な組織にして、広島支部を

それからインド・カジュラホで
「めだかの学校」を経

全国有数の地方支部になるよう、同窓生が一丸となっ

営されている高森千賀子さんの寄付活動が実施されて

て支部活動を活性化していくことを決意し、61年目の

同窓生の皆さまの
「温かい心」が集まりました。

スタートを切りたい」と述べた。

最後に応援団の市・市団長コンビの「逍遙歌」の演

福島一之副支部長（S56・法律）の司会で開会。今回の

舞、・・ともに美酒を汲まんかな・・皆さんが肩を組ん

総会案内でわかった物故同窓生の冥福を祈って黙と

で輪になって絶唱されて、お開きとなりました。

う。野中清孝幹事（S62・法律）のリードで全員が起立し

このような貴重な時間を過ごすことが出来る同窓会
を脈々と繋いで来られた先輩方に感謝致します。
丸岡敏明
（H４・経営）



て校歌を斉唱した。続いて、幸本裕行幹事（S56・経済）
の司会で、平成29年度支部活動報告、決算案、平成30年
度の活動方針、予算案、さらに役員体制を審議し、いず
れも原案通り承認された。新役員では、昨年末に発足し

広島支部

広島グランドインテリジェントホテル
平成30年６月16日

た若者の会「広島夜嵐会」事務局長の山下翔幹事（H20・
法律）、西森玉美幹事（H24・人間関係）の２人が支部役
員（幹事）に就任。長年、幹事を務められた新長保彦さん
が役員を退かれた。
議事の審議の後、来賓が紹介された。
善会長は「同窓会の課題はいかに若い会員や女性会
員に同窓会活動に目を向けてもらうか。このまま同窓
会の高齢化が進んでいくと、将来が危ぶまれる。今、本
部が注力しているのは現役学生会員の目をどう同窓会
に向けるか、である。それが公募型学生支援事業。学生

参加者全員の記念撮影

の自主的活動へのチャレンジを支援するもので、現在
その企画を公募している。こうした支援活動を通じて、

参加者 60人超

学生と同窓会の距離を縮め、同窓会への興味を示して

支部以外からの参加者 松尾太加志・北九州市立大学

もらい、卒業後の同窓会活動への参加につながるもの

学長、
善正善・同窓会会長、
山邊由紀子・本部幹事、
宮崎

と期待している。広島地区からの母校への入学生は

幸一・第68回総会実行委員長、
開原算彦・福山支部長、
中

年々増え、今春は90人だった。福岡県についで第２位の

山雅晴・岡山県支部長、
横光克彦・衆議院議員
（記念講演

多さで、広島県と北九大の結びつきは強まっている。広

講師）

島支部が若い力で卒業後の学生の受け皿になっていた
だきたい」とあいさつ。松尾太加志学長も「支部発足60
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今回の総会は、広島支部で初めて会合を開いた昭和

年おめでとうございます。2017年の全国大学の地域貢

33年12月以来、
60年を迎える「還暦総会」になることか

献度総合ランキングで、北九州市立大学は第５位、公立

ら、支部をあげて同窓生の参加をお願いした活動が奏

大学では第１位でした。非常に誇りに思っています。就

功。
若手から女性まで幅広い世代の同窓生55人が参加、

職率も全国平均を上回り、地域創生学群、国際環境工学

本部や近隣支部を含めると60人を超す、盛大な総会と

部は100％でした。同窓会からはいろいろなご支援をい

ただき感謝しています。同窓会は一番心強いサポー

支部長 伊塚弘
（S44・商）

のであります。

ター。
引き続き力強くご支援をいただきたい」と祝辞を
述べた。

中津支部

総会記念講演に立った横光克彦衆議院議員（S41・米

ヴィラルーチェ 平成30年６月29日

英）は俳優の世界から国会議員という政治の世界に
入った半生を、
ユーモアを織り交ぜながら振り返り、最
後に２つの命を比較。
「宿命は変わらないが、運命は自
らの決断で切り開くもの」と結んだ。
懇親会では、元支部長の西信明さん
（S33・商）が、支
部結成時の苦労話を披露。続く乾杯の音頭は同じく元
支部長の三浦賢彬さん
（S36・商）が発声した。続く懇親
の夕べは若者の会「広島夜嵐会」が企画・進行した。岡田
大志幹事
（H19・法律）が司会を務め、携帯電話を使って
景品をゲットするゲームをして会場を盛り上げた。景

人生の楽しみを分かち合う場に

品獲得者は一言あいさつし、北九大の思い出や現況な
ど紹介した。
最後に全員が肩を組んで輪を作って、野中

参加者 21人
（女性４人）

幹事の音頭で逍遙歌を合唱して、来年の再会を約束し

支部以外からの参加者

て散会した。

支部長 沖田康尚
（S40・米英）

横光克彦・衆議院議員、
鈴木

雅子・同窓会本部幹事長、
宮崎幸一・第68回総会実行委
員長、
穴井弘・豊前・築城支部長、
坂本征四郎・宇佐・高田

行橋・京都支部

支部長

京都ホテル 平成30年６月23日

２年ごとの開催で、北山一彦支部長（S44・商）の挨
拶、多くの来賓の方からの祝辞の後、総会が始まりまし
た。
議事では、今年初めて宇佐・高田支部と合同で開催し
た「女性の会（はこべの会）」の報告があり、新役員とし
て桒原幸子さん（S56・経済）が承認されたほか、議案は
いずれも拍手で承認されました。
引き続き行われた懇親会では、参加者一人一人から
近況報告。これまではビンゴゲームに興じている間に、
あまり話さないまま終わってしまう方もあったのです

若者、女性の参加も目立った

が、今回は皆さんといっそう交流の深まるひとときと
参加者 40人
（女性６人）

なりました。特に、女性の会からつながって初めて総会

支部以外からの参加者

に参加してくださった瀬口志穂さん（H21・英）、勤務先

善正善・同窓会会長、
宮崎幸

一・第68回総会実行委員長

の北九州から駆けつけてくださったニューフェイスの
今福元紀さん（H30・法）の参加に、支部同窓会が活気づ

今回は、
若者や女性の参加をめざし支部経費を削り、
平

きました。
これからも同窓会が出会い・再会の場となり、人生の

成の卒業生や女性会員に配慮し個人負担の軽減をした。
結果としては、
平成会員12人、
女性会員６人でした。
さら

楽しみを分かち合う場となることを期待しています。

に、
職域特別会員として西日本シティ銀行行橋支店より２



幹事 久恒薫
（S58・国文）

人参加していただいた。
懇親会の途中のイベントに会員のギター演奏で雰囲気
が一変。
大いに盛り上がった。
支部活動の課題はたくさんありますが、
女性や若い会
員の参加によりそのあり方も変ってくることを期待するも

八幡支部

北九州ハイツ 平成30年６月30日

参加者 68人
支部以外からの参加者 松尾太加志・北九州市立大学
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支部総会

や公立大学での高い位置づけが報告された。また、これ
からの母校の方向性については、100周年に向け「地域」
「世界」
「環境」の３本のキーコンセプトを掲げてグロー
バル人材の育成をめざした大学像を実現していくと力
強く話された。今回は同窓の各級議員の参加が少なく、
大家智志参議院議員の代理と田中常郎市議のみで期待
外れであった。
乾杯は中尾副学長（図書館長）の音頭で懇親・交流の

ステージに勢ぞろいした若者たち

輪が拡がった。秋に予定されている同窓会総会・懇親会
について当支部の宮崎幸一実行委員長（S48・米英）が
決意を述べ同窓の支援を要請した。
懇親が深まるうちに福岡ひびき信用金庫の新採を含
む若者たちがステージいっぱいに広がって各自の決意
表明をし、フレッシュでバイタリティあふれる若い姿
を見せた。そのうちの数人が抽選会を担当。当選者が自
己紹介をして和やかな笑いを誘った。外国人として参
加した、ベトナム国のグエン・バン・ルック君（H27）と
中国の郭超さん（H30）を紹介し激励した。ルック君は

会場にやさしさを広げた若い女性会員の笑顔

２度目の参加で八幡西区内の企業に勤務している。
フィナーレは大下哲治氏（S49・経営）の名調子に合

学長、
中尾泰士・同副学長、
善正善・同窓会会長、
鈴木雅

わせて参加者一同、肩を寄せ合って逍遙歌を高らかに

子・本部幹事長、
江口卓男・本部事務局長、
岸野利之・中

歌った。締めくくりは木村副支部長の挨拶と一本締め。
この度の総会・懇親会の成功は支部役員はもとより

間・遠賀支部長、
進昭紘・小倉支部長

同窓会本部事務局の皆さんの温かいご支援によるもの
今年は、当支部創立60周年に当たり、全会員
（2,630
人）
にご案内した。
総会の進行は井上幹事長のことばで始まり、物故者
への黙とう後、校歌斉唱で会場の雰囲気が盛り上がっ

であり感謝を申し上げます。帰路は黒崎駅と八幡駅方
面へのバス２台で会場を後にした。幸いにも雨は止ん
でいた。
幹事長 井上雄大
（H10・法律）



た。
北山支部長が支部の生い立ちから現状を報告、大規
模化しつつある支部活動の難しさを話した。同窓生間
の年齢差も70歳、若者たちや女性の参加交流は年々遠

兵庫支部

神戸ハーバーランド温泉万葉倶楽部
平成30年７月７日

のき、全国どこの支部においても共通で大きな課題と
なっている。
今回の参加者を分析してみると、昭和40年代が21人
と一番多く、次いで30年代が16人、
50年代が５人、平成
が新卒者を含めて25人となっている。
監査報告、
役員の承認がなされ総会が終了、懇親会に
入った。
来賓の紹介の後、２期目の善同窓会長の挨拶が
あった。第一期の２年間、全国の各支部を回り、支部活
動のあり方、
方向性について語り合ってきたこと、現役
学生との交流を促進するために学生支援策などを開始

仕切り直しとなった総会に集まった元気な顔

していることなどについて熱っぽく語られた。
松尾学長からは、
母校の学究問題への取り組み、地域
貢献度、学生の就職率の高さなどについて全国の大学

参加者

31人（延期前は37人の予定）

支部以外からの参加者

重留正弘・本部幹事、吉元

勝・関西支部長、出口耕三・同副支部長、中西好昭・岡
30

人」が馬頭琴のほか、オカリナ、リンベ、ミニジャンベな
どいろいろな楽器を駆使して「真っ赤な太陽」などの演
奏で楽しませてくれ、沖縄三線に合わせて沖縄民謡「十
九の春」を名越支部長が、
「花」を安徳信義幹事長（S44・
商）が唄い、
「新・安里屋ゆんた」の曲に合わせて西村洋
子幹事（S41・米英）の踊り指導で、参加者たちが見よう
見まねで会場狭しとばかり踊りまわった。最後はお決
まりの逍遙歌で大合唱で閉会。カラオケ三昧の二次会
へと移行した。
参加者を楽しませたモンゴル音楽

山県支部相談役

支部長



宮崎支部

名越英昭（S37・米英）

ホテルマリックス 平成30年７月21日

西日本豪雨により７月７日（土）開催予定を延期して
の、
仕切りなおしとなった。
進行役高山行雄幹事（S45・米英）の開会宣言で始ま
り、新たに届いた訃報、杉山剛太氏
（S34・商）
、沼尾竜二
氏
（S40・商）
、山田紘昭氏
（S44・商）ら物故者への黙祷を
捧げた後、永翁正臣幹事
（S41・商）のリードで校歌斉
唱、そして名越英昭支部長
（S37・米英）が大雨被害のお
見舞いと支部運営協力金へのご協賛に対するお礼を述
べた。
来賓としてご出席の４氏を紹介し、本部からご臨席

なごやかな表情で集合写真におさまる参加者

の重留正弘幹事
（S40・商）が北九大の学生達が育てた
縄文の古代米からできた日本酒
「とよとよ」の紹介、来

参加者

年４月米英科が生まれ変わり、“英語を学ぶ”から“英語

支部以外からの参加者

40人（男36人、女４人）
本部幹事・林寛之氏

で専門分野を学ぶ”へ学位プログラムへの転換等の説
明があった。

今年度は役員改選がありました。長年にわたりご尽

平成29年度の活動報告は二宮慶治郎事務局長（S38・

力いただいた有村支部長、稲森事務局長、藤田幹事、池

米英）
から、
収支決算報告・予算、監査報告はまとめて牛

田幹事、簑田幹事の５人に心から敬意を表します。ま

丸敬孝幹事
（S51・中国）からそれぞれ報告があり、次期

た、新役員として支部長に私、岡原ほか11人が承認さ

支部長選任は役員会の内定通り名越支部長の続投が承

れ、非常に責任を感じますが、下登事務局長はじめ役員

認され、
新しい役員陣が紹介された。

の皆さんと楽しみつつ進めていきたいと思います。

記念写真撮影後、懇親会まで約１時間の休憩時間に

宮崎支部は、ゴルフコンペや女性の会のほか平成28

フリーで温泉施設を利用できる特典を生かして温泉を

年度から自主的活動の「縁活」や若者の会活動にも取り

楽しみ、
ゆかた姿で懇親会に臨んだ。

組んでおり、今年度もこれらの事業計画が承認されま

懇親会は同窓生三村秀樹・晴美夫妻
（S60・経営）が結

したので、多くの会員の参加を期待するところです。

成のユニット
「弦詩人」によるモンゴル音楽の演奏で始

懇親会では、今回も岩切隆男幹事のお世話で市内在

まった。モンゴル民族衣装で馬頭琴やトプシュール等

住のオペラ歌手とキーボード奏者に華を添えていただ

の楽器を紹介、ホーミーと呼ばれる独特の唄い方を披

き、なかなか生で聞くことのない美しい歌声に皆さん

露しながら、
未知の世界へと誘っていただいた。

うっとり感動した様子でした。長谷川先輩の乾杯で始

乾杯は大村実良副支部長
（S33・商）のご発声で、重留

まり、一年ぶりの再会に話が弾み、途中からは、ステー

幹事提供の古代米の日本酒
「とよとよ」で乾杯し、暫時

ジで初めて参加の新卒の四枝君や伊東先輩などの自己

歓談タイムを過ごし、
「 モンゴル音楽と沖縄三線の調

紹介、坂元先輩が都城から参加の３人を紹介、また近況

べ」第２部が始まった。平服に着替えたユニット「弦詩

報告など和気あいあいとした時間を過ごし、最後に有
31

支部総会

村支部長のたっての依頼で、応援団OBの伊東光信先輩
にエールを切っていただき、逍遙歌、田上先輩に締めの

徳島支部

ホテルグランドパレス徳島
平成30年８月26日

ご挨拶で閉会となりました。
二次会には、
林幹事もご参加いただき、歌って踊って
大いに盛り上がり、
本当に楽しい時間でした。このよう
に世代を超えた同窓会は出会いのための場として大変
意義があります。これからもこの伝統を引き継いでい
きたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
支部長



岡原恵子（S57・法律）

福岡県南支部
参加者

ホテルマリターレ創生
平成30年７月29日

１年に１回の仲間との交流

47人

支部以外からの参加者

松尾太加志学長、屋地公克・

本部副会長、今泉健幹事、宮崎幸一・第68回総会実行
委員長
第25回の節目となる総会で、来賓のご挨拶や大家敏
志参議院議員のご祝辞の電報の披露の後、松尾学長に
「北九州市立大学と私」の演題で特別講演をいただきま
した。
近年の大学を取り巻く大きな環境の変化の中で、ご
自身の体験を交えた北九州市立大学の大きな発展と学

資料を見ながら

生のみなさんの成長をうかがえるお話に対し、参加者
から大きな拍手が送られました。
懇 親 会 で は、久 留 米 市 前 副 市 長 の 橋 本 政 孝 先 輩
（S49・経済）の乾杯の後、昨年に引き続き、はるばる久

参加者

10人

支部以外からの参加者

善正善・同窓会会長、小林真

由美・本部幹事

留米まで来ていただいたマンドリンクラブのみなさん
による心地よい演奏のもとで、歓談が弾みました。
今回は、
従来の同職種のテーブルを改め、参加者同士

善会長からは同窓会が抱える諸問題、そして進行中

のビジネスチャンスを狙う意味で異業種間交流を図る

の改善などについて、さまざまなお話をいただきまし

などの試みも行われました。

た。

引き続き行われたバザーやアトラクションも好評で

そのひとつに、
「評議会会場をホテルから大学の施設

した。
ここ数年大規模災害が続くこともあり、ことしも

に替える」とのこと、まことに結構な案だと思いまし

募金箱とバザー収益の一部を被災者救援寄附に充てさ

た。

せていただいております。

小林幹事からは「女性会員の参加」について、前進の

宴の締めにあたり、
「あいさつ大使」として半世紀を
超えて、今も子供達に熱い声援を送られている平岡支

見られる支部があるとのこと。残念ながら、徳島支部で
はいっこうに進展がありません。

部長から、多くの同窓生と現役生の未来に向けたエー

16時ごろから懇親会。なごやかな時間でありました。

ルのご挨拶により、盛会のうち第25回の記念同窓会総

最後に記念撮影をし、来年の再会を約して解散いた

会の幕が閉じました。

32

総会は、15時30分から18時30分まで開催。

安達弘幸（S60・政治）

しました。

支部長

田中学（S46・米英）

豊前・築上支部

ニューいずみ
平成30年９月８日

和気藹々と……

参加者

下関支部

下関グランドホテル 平成30年９月29日

台風接近の中、
元気な顔を見せた参加者

参加者 26人
（女性13人）

17人

支部以外からの参加者

福田信夫・本部幹事、伊塚

弘・行橋京都支部長、北山一彦・中津支部長

支部以外からの参加者 漆原朗子・北九州市立大学教
授、
善正善・同窓会会長、
林寛之・本部幹事、
田中美里・本
部幹事、
沖田康尚・広島支部長、
重田千恵子・宇部支部幹

恒例会場だった「フィオーレ」の閉店に伴い、会場を

事、
辻秀幸・門司支部幹事

ニューいずみに移しての開催となりました。
総会は片山益朗氏
（S44・国文）の司会進行で始まり、

沖縄沖にまで近づいた大型で強い台風24号の余波が

福田幹事から大学や同窓会の近況や問題点の説明を聞

心配されたが、出席予定者（急な体調悪化などを理由と

き、その後の議事は森口嘉治
（S52・経営）議長のもと、

する４人を除いて）計26人が元気な笑顔と共に姿を見

活動報告、決算報告、新役員承認等、滞りなく進められ

せた。

可決成立しました。

参加者総数のうち女性が13人と半数を占めて、会場

続いての懇親会は、まず記念写真の撮影後、副支部長

の雰囲気を華やかに、そして和らげてくれました。

の井上康憲氏
（S50・経済）の司会進行で始まりました。

定刻11時に、副支部長池内京子さん（S45・国文）の司

皆さんの和気藹々の懇談は２時間余り、終わりそう

会進行により、ピンとした空気感とともに総会が始ま

もありません、司会者の
「〆の逍遙歌を歌いましょう」

りました。まず、参加者全員で校歌を歌い、支部長挨拶、

の声で、逍遙歌を罵声高吟、
「万歳三唱」でお開き。来期

同窓会会長挨拶と続き、来賓の紹介を終えて、会場の空

は声掛けと工夫をしてより多くの参加者を増やす、努

気は和み、緊張の糸が緩んで来たようです。支部活動報

力をしなければと考えています。
訃報
豊前・築上支部 元支部長有永義正氏が平成30年10月24日亡くなりまし
た。
氏は昭和44年に商学科を卒業され、
家業の農業に専念してきました、
営
農集団を立ちあげ、
中心となって運営・指導する傍ら、
町会議員として又
消防団長として活躍され、
その諸事功績が認められ二度の叙勲を受けら
れました。
当支部長には平成20年から４年間、強い信念と行動力で我々を引っ
張ってくれました、
力強い相談役を亡くして残念です。
今までの助言を肝に銘じ頑張ります、
本当に有り難うございました、
謹ん
で故人の冥福をお祈りいたします。



参加者の半数を占めた女性会員

支部長 穴井弘
（S33・商）
支部総会の模様を伝える新聞の記事
（山口新聞

９月30日付）
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支部総会

告、会計・監査報告、役員改選などの報告・承認事項が

今年の参加者は６人
（当日１人欠席）
で、
初めての参加

淡々と進み、
賛同・承認を得て総会は無事終了となりま

者が、
竹辺晴夫さん
（S55・政治）
、
谷泰良さん
（H29・経営情

した。

報）
の２人です。
最初に出欠席の状況を説明。
登録会員数

漆原先生による
「言葉の不思議と力」の講演に神経を
集中して聴き入りました。なかなか聴けない類のテー

が62人で、
出席６人、
欠席23人合わせて29人。
つまり50％
近くの会員と連絡が取れていることを報告しました。

マであり、僅か40分の短い講演であったことを悔やみ

事業報告では、毎月第３木曜日（現在は第３金曜日）

ました。然し、
「Q＆A」に移ると参加者の積極的な質問

に親睦会（事情によって開かれない場合があり）を開催

と、
漆原先生の真摯な応答に会場は湧き、大きな共感を

していること、３か月か４か月に１度、昼食会を行なっ

覚えました。

ていることを報告しました。決算報告の後、林幹事より

そしていよいよ、最年長S33～最年少H18、世代格差
半世紀に及ぶ年齢無差別の懇親会の始まりです。
「ふぐ

同窓会の現状、今後の方針などを説明してもらいまし
た。

の本場下関」とは云っても、ふぐフル・コースとまでは

今野嘉人さん（H16・経営情報）の音頭で乾杯をして、

行きません、それに近い料理を会場のホテルにお願い

宴会が始まりました。私の方から、初参加の竹辺晴夫さ

しました。
ホテルシェフはねじり鉢巻きで、腕に縒りを

んの歓迎会を行なったこと、今年、北海道出身の卒業生

かけたそうです。
飲み放題とも相まって、お酒も料理も

４人（全員男性）のうち、２人が大学院に進学（北九州市

随分と進みました。それに輪を掛けた進行役のユーモ

大、広島大）、１人が北九州市内の企業に就職、あと１人

アと豊かな人間味に、飛び入り発言も絡み会場は緩

が北海道苫小牧市の中学校で英語教師をしていること

み っ ぱ な し。東 京 か ら 駆 け 付 け た 桜 木 美 保 子 さ ん

を紹介しました。それで、苫小牧市在住の卒業生と、出

（S45・国文）の万歳三唱で大団円を迎え、名残惜しさの

身が東京で、現在北海道大学の大学院で統計学を専攻

中でフィナーレとなりました。参加いただきました皆

している卒業生の歓迎会を、そのうち行なうことを提

様誠にありがとう御座いました。

案して、了解を得ました。

支部長 吉村和
（S42・米英）



このような情報が提供されているのが、事務局から
の会員一覧表です。卒業生の場合は、実家に電話すれ

北海道支部

寿司の福家 平成30年10月６日

ば、どちらかの親が電話口に出て、情報を教えてくれま
す。前述した北海道大学の卒業生は、本人が自分の新住
所を事務局に連絡されたのでしょう。それで本人と連
絡を取ることが出来ました。北海道支部では、どんな情
報でも大切にして、個々に接触しています。過去に支部
として、札幌市内で90mジャンプ場まで歩いたこと（参
しゃこたん

加者４人）次の年に積丹半島まで、旭川に住む杉山秀之
さん（S37・米英）が娘婿と共に車を出して１日旅行し
たことなど報告したのですが、その後、なかなか良い計
画がわきません。その代わりに、数か月に１度、昼食会
を開いています。
前列左より
後列左より

今野嘉人（H16・経営情報）、竹辺晴夫（S55・政治）、
谷泰良
（H29・経営情報）、杉山秀之（S37・米英）
為近久治（S37・米英）、林寛之（H10・経済）、網谷義男（H6・中国）

宴もすっかり盛上ってきましたが、８時30分を過ぎ、
初参加の谷泰良さんの締めで支部総会を終了しまし
た。

参加者 6人
支部以外からの参加者 林寛之・本部幹事

その後、近くのホテルオークラのロビーに席を移し、
各自飲み物を注文し、１時間半ほど雑談しました。途
中、林幹事が、JTB勤務の今野嘉人さんに、同窓生の北

午後６時から、
事務局長の網谷義男さん
（H６・中国）
の
司会で支部総会が始まりました。
最初にこの８月１日、
83

過ぎに、散会しました。

歳で死去された前支部長臼井均さん
（S53・米英）
のご冥福



を祈って黙とうしました。
校歌斉唱の後、
各自、
自己紹介の
あと議事に移りました。
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海道旅行を計画したらどうかと勧めていました。10時
支部長 為近久治
（S37・米英）

戸畑支部

焼きとり しげ 平成30年10月７日

講演するアン・クレシーニ准教授

参加者

集合写真にもただよう家庭的な雰囲気

男性

100人（女性21人）

支部以外からの参加者
参加者

松尾太加志・学長、アン・ク

レシーニ・准教授（特別講演会）、隅川智弘・副幹事長、

25人

支部以外からの参加者

屋地公克・本部副会長、少林

黒土耕吉・幹事、実藤康文・幹事、応援団・チアリー
ダー（10人）、体育会総務委員会（３人）、硬式野球部

寺拳法部
（現役学生）９人

（６人）
暑過ぎた夏を、元気に乗り切った10月７日に恒例の
戸畑支部総会を焼きとりしげにて開催致しました。現

2018年度福岡支部のつどい（総会・特別講演・懇親会）

役学生
（少林寺拳法部）９人にも参加いただき、初参加

は、総会のあとアン・クレシーニ准教授が「みんなに

の方も含め25人の会となりました。

知ってもらいたい
『日本は最高バイ！』のポイント」の

家庭的な雰囲気の中、先輩方は後輩に暖かいまなざ

題で特別講演。アン准教授は来日後、日本語を猛勉強し

しで接し、後輩方は先輩方を気遣いながら話に耳を傾

たものの「なんで赤ちゃんと一緒に寝ると？」など日本

けていました。
色々な話が飛び交う中、終始笑顔に溢れ

人の言動は疑問だらけ。日本文化はおかしい、アメリカ

楽しい時間を過ごしました。

文化が正しいと思っていた。ところが日本人が食事前

小倉旦過市場の中の大学堂にも話が及び、
地域の活性
化にも協力しようという皆さんの意志が感じられました。

に唱える「いただきます」の意味を友人から教わり、日
本の食文化の世界観にショックを受けたという。

こういう風に、楽しく集い話が出来、美味い料理、美

「文化の下にある世界観は、行動、考え方すべてに影

味い酒を味わえるのは、健康でいるお陰と再確認。来春

響している。共感はしなくていい。互いに謙虚な心で理

のバスハイク、来年の支部総会での再会をお約束して

解しようとすれば、なんでも乗り越えられる」と強調し

の閉会となりました。
「健康万歳！北九大万歳！」

た。

支部長



大野真由美（S49・米英）

懇親会は、大霜洋実行委員長（S42・商）の開会挨拶、
松尾学長の来賓挨拶などのあと、阿部良毅さん（S32・

福岡支部

西日本新聞会館 天神スカイホ－ル
平成30年10月20日

商）の乾杯の音頭でスタート。ヒルトン福岡シーホーク
に今春就職した藤田悠希さん（H30・中国）は、アン准教
授の話を聞きたくて参加。
「留学先で、相手との考え方
が違いすぎて戸惑ったが、アン先生の話を聞いて納得
できた」と話した。
今春税務署を定年退職、５月に博多区で税理士事務
所を開いた谷村恭雄さん（S55・経済）も初参加。新聞で
アン准教授の講演があることを知り、当日飛び入り出
席した。
「いい講義を聞けて良かった。日本の文化を大
切にしたい」と満足そう。

応援団員のリードで逍遙歌、校歌を歌う参加者たち

同じく初参加の福岡市立特別支援学校教諭・仲谷仁
美さん（H８・英文）と、那珂川市議会議員・平山ひとみ
35

支部総会

さん
（S60・国文）は
「先輩、後輩との新しい出会いがあ
り、
視野が広がった」と喜んでいた。
恒例のアトラクションでは、応援団・チアリーダー部
の気合あふれる演舞、お楽しみ景品抽選会などがあり、
フィナーレの逍遙歌と校歌斉唱では参加者全員が円陣
を組み、
声高らかに歌い上げた。
河内信行（S48・国文）



関東支部

第一ホテル東京 プリマヴェーラ
平成30年11月３日

応援団の演舞に感激

小夜子団長（３年生・地創）、下鶴陽冬団員（２年生・法

お子さん２人（前列中央と右端）も一緒に

律）によるキレのある演武に一同目を奪われた。岩岡幹
参加者

66人
（女性６人）

支部以外からの参加者

事、小形美乃莉幹事（H26・国関）による進行でビンゴ

池永紳也・北九州市東京事

ゲームとジャンケン大会が行われ、ここでも関東支部

務所所長、
善正善・同窓会会長、神﨑英昭・神奈川支部

のアイドル岩岡文乃ちゃんが活躍した。ビンゴゲーム

長、
須古正恒・千葉支部長

でもジャンケンでも見事景品を受け取ることのできた
ラッキーな参加者もいた。現役学生を含む卒業後10年

盛会でした。
この２年間を振り返るとともに、今後の

以内の同窓生紹介に参加者らは温かい拍手を送り、松

関東支部の発展のための意見交換、親睦を深める場と

下団長、下鶴団員と応援団の50年先輩である白石支部

なった。

長のリードのもと、校歌・逍遙歌を大合唱。田中前支部

総会では、平成28～29年度に行った諸活動や近隣支

長による万歳三唱の後、次回も多くの新たな出会いで

部との交流等の活動が児森進作幹事（S42・商）により

楽しい同窓生の集まりとなるよう、再会を約し、白戸副

報告された。
議案審議に入り、白戸文明副支部長兼会計

支部長による閉会のことばでお開きとなった。

（S46・経営）による平成28・29年度決算報告と田中政治
監査（S45・経済）による監査報告に続き、平成30年度の
活動計画案並びに予算案が提起され、参加者による貴
重な意見を受けながら議決された。また、村田重章幹事
（S42・米英）から提起された白石泰彦支部長
（S44・経
営）の再任が決定し、全ての議事が終了。引き続き集合
写真の撮影が行われ、お楽しみの懇親会へと移った。
２人のお子さんを連れた岩岡文枝幹事
（H９・国関）
が開会のことばに臨み、岩岡幹事の長女文乃ちゃんの
可愛らしい発声に、出席者らも顔をほころばせながら
会がスタート。来賓の善会長、池永所長から挨拶を賜
り、小西孝蔵氏
（S38・中国）の発声のもと乾杯。しばし、
会食・歓談を楽しみ、神﨑神奈川支部長、須古千葉支部
長の挨拶に耳を傾けた。余興では、現役応援団員、松下
36



幹事

小形美乃莉（H26・国際関係）

支部の自主的活動事業
熊本支部

感謝感激の
【山鹿・菊池ブロック同窓の集い】



平成30年７月14日

楽しい、
うれしい時間でした

の新時代へのバトン役として、必ず次世代へ繋いでく
絆を確認し合った参加者

１月の支部新年会で標記の集いが提案され、賛同を

れることを確信しました。ご返信下さった同窓、集いを
支援してくださった内外の皆様に深謝し、
「本当に楽し
い一時と絆を確認、感謝。次は貴方と‼」のメッセージ

得て準備が始まった。当地区での開催は初めてで、
「参

を刻み、報告とさせていただきます。

加者は何人ぐらいだろう」
。先が見えない中、名簿では



直近10年間で卒業会員、中でも女性会員が多くなって
いることが感じられた。そこで企画は昭和・平成を問わ
ず、ベテラン・中堅、若者・女性各位の参加に期待し、４
月に概要案内、５月正式案内状の二段構えで広報を実

支部長

北陸支部

井上俊夫（S47・英文）

福井ランチ会



平成30年９月22日

施。
当地区は熊本で初の首相清浦圭吾翁を出した山鹿
市、尊王思想で武門集団の菊池一族
（西郷隆盛の祖）の
本拠・菊池市を擁し、肥後国の祖で誇りある地域。
当日は菊池市に両市の８人、熊本８人が参加。会は三
池勝昭副幹事長の進行で、竹元茂一氏による卓話がス
タート。
氏は50歳超で異分野起業の折、県下で活躍の同
窓にお世話になった話を主に
「同窓意識を持ち邁進で
きたことが大きかった」などと話された。
懇親に入る前、今回発生の豪雨犠牲者と同窓故人に
黙祷。山鹿地区世話人の寺地政喜氏の高らかな乾杯発

初のランチ会。
まずまずでした

９月１日、福井駅前の「和風しゃぶしゃぶ

おめでた

声で懇談開始…。会話も弾む中、自己紹介に移る。正に

い」で開いた福井ランチ会に参加したのは富山１人、石

主役達の登場となり、古今に溢れる逸話が披露され、同

川２人、地元福井１人の計４人（男３人・女１人）。

窓の真摯さや存在の大きさに初参加の方々は「参加し

美味しい『しゃぶしゃぶ御膳』をいただきながら北方

て本当によかった」。主役達の降壇後は支部会員著作な

キャンパス周辺の様子やモノレールの話題などで盛り

ど書籍の抽選会。樋口信夫副支部長のリードで抽選会、

上がり、２時間余りを楽しく過ごしました。地元福井か

参加者全員に各種書籍が。同窓各位渾身の名著を知り、

らは四ツ井博文氏（S63・政治）がご参加、福井に力強い

ご堪能戴くことが目的でした。尚、西日本豪雨災害に少

味方を得た感じです。福井県のことをいろいろご説明

しでもと、
全員が書籍代としての一定額を、また一部の

いただきました。次回の富山での成功を約し散会とな

方からは大枚を賜るなど、善意の申し出があり、支部で

りました。散会後、浦田勝彦氏（H３・経営）は趣味の越

お預かりしたことを付記します。

前鉄道を、坂口千枝美さん（S54・米英）は町並みを、私、

一方、
懇談は続くも時間到来。校歌・逍遙歌の斉唱後、
閉会挨拶を菊池地区世話人の板井真純氏に熱く語って
いただき、
楽しく感動のうちに会は閉幕した。
この集いは熊本支部として大変意義深く、北九大魂

河野（S63・経済）は平泉寺を散策して帰途につきまし
た。
今回は参加出来なかった方から、
「知り合いが居ない
ので参加しにくい感があり、年代別の集まりがあれば
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支部の自主的活動事業
いい」
とか、
「機会があれば参加してみたい」とか、
「サー

クルやクラスメートの消息を知りたい」などのご意見
がありました。
来年の
『ランチ会』はこうしたご意見、ご要望等を参
考にしながら行おうと思いますので、皆様のご参加を
お待ちしております。


支部長

神奈川支部

河野康芳（S48・経済）

ミナト横浜 ― 海 ・船 ・船

潮風に吹かれ初秋の一日を満喫

「浮かぶ文化遺産」
氷川丸をバックに

平成30年９月22日

その後は、横浜開港
50周年記念として大正
６年に建造された「横
浜開港記念館」を見学
した。
館内で特に目を引く
のは、江戸・明治時代の

浦賀引揚の第１便となった
「氷川丸」

生活風景や1853年に日

本に来航した米国ペリー艦隊の旗艦ポーハタン号の勇
横浜開港記念館内の大ステンドグラス

壮なステンドグラスである。鮮やかな色彩と構図は見
る者を飽きさせることがなかった。
この重要文化財を見学した後、山下公園へ移動。

神奈川と言えば、
何といっても世界的にも有名な〈ミ

海を眺めて小休止の後、公園に係留されている浮か

ナト横浜〉
でしよう。でも意外に知らないことも多いは
ず。

ぶ重要文化遺産「氷川丸」を見学した。

そこで、
今回は潮風に吹かれながら、海から港を眺め

この船は、昭和５年にアメリカ航路の貨客船として

たり珍しい船を見学したり、チョッピリ役に立つ日本

建造され、第２次大戦中は海軍病院船として、戦後は戦

の海運の現状や周辺海域の警備などを知るイベントを

地からの引き揚げ船として、昭和20年10月に約2,500人

実施した。

の軍人を満載し、初めて南方諸島から浦賀港に入港し

初めて耳にする言葉「危険な暑さ！」も過ぎた９月22

た。カット写真は、引き揚げ者が甲板上に鈴なりになっ

日（土）横浜駅に集合した一行は、ベイエリアを海上か

て涙ながらに故国の山河を眺めて手を振っている歴史

ら眺めるシーバスに乗船、みなとみらい21の高層ビル

的な写真である。

群や海上防災基地、岸壁に係留された巡視船などを眺

横浜ならではの、色々な歴史や現状を（吸収）した一

め、約25分の海上ドライブを楽しんだ後、
「海上保安庁

行は今度は胃袋に（吸収）する物を求めて至近の
「中華

資料館」
を見学した。

街」へ。街は色々な言語や観光客で賑わっていたが、吉

館内には、平成13年末に発生した九州南西海域での

永さん（S38・中国）馴染みの飯店に入り、今日の反省

北朝鮮工作船事件にかかわる工作船や回収物件が公開

会？をしつつ疲れを癒した。飯店プレゼントの紹興酒

されている。当該船は44トン、速力33ノットと言われ、

のボトルはあっという間に空になった。

日本名の船名で搭載していた速力55ノットの小型船や

今回の参加者は９人と、やや寂しい感はあったが、神

水中スクーター、軽機関銃、自動小銃、ハングル標記の

奈川支部のモットー【楽しく、役に立つ同窓会】を具現

衣類等が公開されていた。わずか17年前に起こった大

する有意義なイベントであった。
同窓会とは不思議なもの！

事件も、
既に忘れ去られようとしているが、近い過去を
知る必見の場所であろう。

すぐ十年来の知り合いになれるものです。
支部では、いろいろなイベントを計画しているので、

次に
「横浜税関資料室」では、税関の仕組み、覚醒剤や
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老若男女が初対面でも

銃器など社会悪物品の密輸阻止の先端技術などを知る

皆様も一度参加してみませんか！！

ことが出来た。



支部長

神﨑英昭（S41・米英）

関西支部奈良地区分科会


黒天

平成30年11月10日

③総会の席順を地区分科会別にしてはどうか？④次回
も開催して欲しいというご意見もいただき、年１回を
目標に開催していければと思います。そして、一人でも
多くの方に声をかけて連れてくるということを継続す
れば、奈良分科会の充実につながるのではと思いまし
た。加えて⑤女性の参加者を増やすことも大きな課題
であると感じました。
今回は、他に小林久雄（S43・中国）
、丸目敏昭（S45・英
文）、高橋浩一（S45・米英）、芦原輝彦（S46・経営）、長尾
博（S51・経営）、井田秀史（S59・経済）の各氏（敬称略）に
ご参加いただき感謝いたします。ありがとうございま

盛り上がった分科会

した。
これからも、奈良在住の同窓生の皆さまと奈良分科

奈良県在住の同窓生は小葉竹先輩（S40・商）はじめ

会の発展、継続に尽力し、ひいては関西支部創立70周年

11人、関西支部より吉元支部長
（S42・商）はじめ３人の

に向けて共に力を合わせていきたいと思いますのでご

計14人で行いました。

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

集合場所のJR王寺駅中央改札口に、
11時20分ごろか

上羽伸一（S55・経営 陸上部）



ら出口副支部長
（S44・米英）
、今回の分科会の幹事でも

平成30年 北九州市立大学
関西支部奈良地区分科会

ある宇都副幹事長
（S45・経済）とともに、皆さまをお待
ちしていたところ、それらしき男性が近づいて来られ
（約半数の方のお顔が分からなかったものですから）、
「北九大?」
「お待ちしていました」という感じで挨拶を

＜参加者名簿＞
（敬称：略）


交わし、
歩いて３分ほどの会場へと向かいました。
司会は宇都副幹事長が務められ、私、上羽が開会の辞
を述べました。
支部長からは、
「２年後の関西支部創立70周年記念事
業へのご意見、ご提案を賜りたい」との挨拶をいただ
き、司会からは今回の分科会開催の趣旨のご説明をさ
せて頂きました。
その後、１人１分という短い持ち時間で自己紹介に
入りました。その中で、佐坂副幹事長
（S43・米英）と藤
井先輩
（S47・中国）が山口県の同郷で、同じ高校の先輩
後輩であることが分かったときは、場が笑顔に包まれ、
一気に打ち解けた雰囲気になりました。

平成30年11月10日

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

氏
名
小葉竹英樹
小林 久雄
丸目 敏昭
宇都 龍彦
高橋 浩一
芦原 輝彦
藤井 純一
長尾
博
川嵜
豊
上羽 伸一
井田 秀史

卒年
S40
S43
S45
S45
S45
S46
S47
S51
S55
S55
S59

学科
商学
中国
英文
経済
米英
経営
中国
経営
経営
経営
経済

住 所
奈良県生駒郡
奈良県北葛城郡
奈良県北葛城郡
奈良県生駒郡
奈良県奈良市
奈良県橿原市
奈良県天理市
奈良県奈良市
三重県伊賀市
奈良県生駒郡
奈良県大和郡山市

12
13
14

吉元
勝
佐坂 茂美
出口 耕三

S42
S43
S44

商学 京都市西京区
米英 京都府京田辺市
米英 大阪府箕面市



計14名

備考

支部長

会場：黒天

川嵜幹事
（S55・経営）のリードで写真撮影、小葉竹先
輩の乾杯のご発声で、会食歓談へと移らせていただき
ました。
就職してからの転勤、転職や趣味、そして、皆さん小
倉、八幡、鹿児島、山口など九州出身の方が多かったの
ですが、
奈良に住むようになった経緯など、大いに話が
盛り上がりました。皆さまのご意見として①過去に関
西支部の総会に参加したことはあったが、大勢の参加
者で疎遠に感じ、今回も遠慮しようかなと思ったけれ
ど、熱心な電話でのお誘いもあって来て良かったとい
う感想もいただきました。②更にウォーキングの会や、

広げよう仲間の輪
お願い
サークルやゼミのＯＢ会、
あるいは有志による会合
が開催されています。
これから開催しようとお考えに
なっている皆さん、
ぜひ同窓会にご一報ください。
また、
開催後には会合の原稿
（500字程度）
と写真
（説明文付き）
を同窓会本部までメールなどでお寄せ
ください。
北友会会報への掲載によって仲間の輪が
広がることもあります。
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