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昨年全国校友会の会長に就任された北野大先生

平成25年 公開講演会の時、皆さんと一緒に

校友会福岡ホームページ

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

支 部 長ご 挨 拶
校友の皆様に於かれましては

2020年1月17日）が色々計画されています。HP等

2020年を健やかにお迎えのこ

で詳細をお知らせ致しますので是非ご参加をお願い

ととお慶び申し上げます。

致します。

明治大学は2021年に創立

昨年はラグビーワールドカップでラグビーの人

140周年を迎えます。明治大学

気が一段と高まりました。日本ラグビー協会会長

は益々発展・充実しています。

森重隆さんは福岡市出身の明治大学ラグビー部OB

大学の発展に学校当局は大変な
努力をされておりますが、校友
並びに校友会の多大な協力も必

2

です。（ちなみに私と中学・高校・大学と一緒で
福岡市地域支部
支部長 矢谷 学

ありますが大学では先輩になります。）森さんがい
るだけでその場は和やかになりいつも笑い声が絶え

要だと思います。140周年記念募金活動が始まって

ません。彼は「何か持ってる」人です。今回のワー

おりますので是非ご協力をお願い致します。詳細は

ルドカップも彼が会長だからこそ多くの人に感動と

明治大学HP、明治大学校友会HPをご覧いただきた

勇気をくれた大会となり大成功に終わったのではな

いと思います。

いでしょうか。ラグビーワールドカップ日本代表の

福岡県支部は福岡支部（福岡市地域支部）が明治

スローガン「ワンチーム」は流行語大賞になりまし

34年1901年設立され、その後に各地域支部が設立

た。「ワンチーム」これは向殿政男前校友会会長が

され活発な校友会活動を継続して参りました。大学

唱えられた「明治は一つ」の精神と同じだと思いま

構内で九州弁が標準語と言われていた頃に比べ福岡

す。これからも校友会は一つになって「さらに前

県・九州地区の校友は減少しております。近年福岡

へ」進みましょう。本年2020年6月14日に北九州

県からの現役在校生数は約400名です。卒業後に帰

市ミクニワールドスタジアムで明治大学ラグビー部

福する校友が少なくなってきて福岡県の住所判明校

対早稲田大学ラグビー部との試合を開催致します。

友は5,200名前後であります。しかし福岡市・北九

昨年12月1日の対抗戦明治対早稲田は共に全勝同士

州市等に転勤でおみえになる校友も増えて来ており

の対戦で実にすばらしい試合で感動と元気のパワー

ます。福岡県に在住される間に校友相互の親睦をは

を与えてくれました。北九州でもまた素晴らしい気

かっていただき福岡に「明大校友会あり」と次の赴

合いの入った試合が期待されますので是非スタンド

任地で広めていただきたいと思っています。全国校

での多くの応援をお願い致します。また大会成功に

友会は各県単位支部で構成されていますが、地域支

向けたプログラム広告等のご協力もよろしくお願い

部での親密な交流があって初めて校友会全体が充実

致します。

すると思います。2人いれば校友会の始まりです。

令和2年も校友の皆様に取りまして充実した実りの

是非近くの校友を見付けていただき、親睦の輪を拡

多い一年となりますように心より祈念申し上げます。

げていただきたいと思います。ゴルフ会や各地域

福岡県支部長兼福岡市地域支部長

支部の親睦会等（福岡市地域支部の新年交礼会は

矢谷 学（S50法卒）

ゴルフの総合練習場
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事務長

冨永 晴子（平成21年 農学部卒）

福岡市地域支部総会
元号が令和に代わって最初の福岡市地域支部総会懇親

らと思います。

会が、令和元年9月12日平和楼天神本店にて開催されまし

新人校友紹介の

た。校友、福岡県内外の各地域支部、来賓の方々総勢80

後は皆様お待ち

名の会となりました。総会は会計報告、予算案の発表共に

かねの抽選会。

滞りなく進み懇親会がスタート。おいしい中華料理をいた

校友の皆様には

だきながら、年代、仕事が違う様々な方と気軽に話すこと

様々な景品を提

ができるのは楽しく、貴重な時間となりました。

供していただい

今回は岡山県より木下唯志支部長（木下サーカス社長）

たことにより、

代理出席の方より、今年の12月22日から福岡市舞鶴公園

多くの方が景品を持ち帰ることができました。ご協力本当

にて行われます、木下大サーカスの案内と、抽選会の賞品

にありがとうございました。最後に皆で肩を組み輪になっ

として、ペア招待券も提供していただきました。今回新人

て校歌を歌い福岡市地域支部総会懇親会は無事に終わるこ

校友紹介では6人の新しい校友の皆様を迎えることができ

とができました。
（H27政経卒

ました。新しい仲間を迎えて益々校友会が発展していけた

安心院 将平）

第22回ホームカミングデーに参加して
10月27日（日）御茶ノ水駅でクラスメート女子3人で

コニコ手拍子をする北野大校友会会長の姿も微笑ましかっ

待ち合わせ。昭和60年、法学部1年4組の教室にはクラス

た。その後、あの頃の姿が唯一残る、我らが校舎10号館

メートは60人。その中で女子は3人。まるで男子校だっ

に行ってみた、「ここは3階です。」とあの頃から変わら

た。男子にまぎれて育った女子は仲が良かった。今でも

ない看板。中をのぞいてみたが、「こんなに階段急だっ

「礼ちゃん」なんて呼ばれながら、御茶ノ水の坂を下って

た？」とかどこのおばさん（おばさんですけど）の会話か

行く。

いっ。ぽつんと取り残されたような校舎（今は部活の練習

さてさて、やっぱり招待学年であるから、記念式典には

場）だったが、なんだかほっとする。お昼ごはんは「しゃ

出なくっちゃ。とアカデミーコモンとかいうところにいっ

れたレモン」と名付けていたお店（憧れのレモン）に行っ

てみよう。何度となく訪れた事がある新しい（私達にとっ

てみたが、なんとお休み。でも、会えなかった時間を取り

ては）校舎であるが、やっぱり見上げてしまう。

戻すかのようにしゃべりまくるのはいつも同じ。あの頃携

式典が始まり、壇上を見ていると、うん？見たことある

帯がなくて、伝言ゲームのよう電話をまわしていたら、ク

かっこいいおじさまがいるぞ？そこには招待学年のそれぞ

ラスコンパのお店の名前が「すずめのおやど」から「すず

れの校友がいらっしゃる。やっぱりそうだ！卒業50年目

めのおやじ」に変わっていた話など、何回もした同じ話で

代表、宇崎竜童さんである。ご挨拶の中で、「僕は明治

笑う。
その後、前日に予選会を勝ち抜いた「箱根駅伝トーク

大学に行って、2つ出会いました。自分の一生の仕事とな
る音楽と嫁さんです。」とおしゃっていて、今も御茶の水

ショー」を聞いたり、物産展で大福買ったり、大満足の1日。

ジャズ祭など大学と深い関係を築いてらっしゃるようだ。

最後は記念撮影。女子3人、そして今、福岡でよく集まっ

そして、式典の最後には名曲「サクセス」と「さよならの

ている平成元年卒チームと。あの頃と景色も自分も周りも

向こう側」をアコースティックギター一本と会場の皆の手

変わったけれど、この絆は変わらない。そう思いながら御

拍子で歌い上げた。鳥肌ものでした。宇崎さんの後ろでニ

茶ノ水を後にしたのだった。

（H元年法卒

髙野 礼子）

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
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第55回 全国校友千葉大会
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令和元年10月5日・6日の2日間、「やっさい！
もっさい！ おっさ！！ 来たいよ総の国 明治はひと
つ 第55回全国校友千葉大会」が開催されました。
5日は東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート（浦安
市）で前夜祭、6日には幕張メッセ（千葉市）で記
念式典が開催され、国内と海外支部から約1600人
の校友が参加しました。福岡県支部からは、矢谷支
部長をはじめ8名が参加しました。
式典は、落語研究会出身でタレントの渡辺正行氏
（1978年経営卒）、TBSアナウンサーの高畑百合
子氏（2003年法卒）の校友2人が司会を務めまし
た。
そして、林威樹大会実行委員会事務局長（校友会
千葉県東部支部）による開会宣言、小関道生大会実
行委員長（校友会千葉県東部支部）によるあいさつ
で幕を開けました。
大会会長の北野大校友会長は、今回の大会が千葉
県東部支部と西部支部の共催であることに触れ、関
係者への感謝とともに、「まさに“明治はひとつ”
の一例だ」と強調し、校友のさらなる結束を呼びか
けました。
続いて、柳谷孝理事長と土屋恵一郎学長が祝辞
に立ち、柳谷理事長は、千葉県出身の校友の1人と
して、付属明治中学の初代校長で、明治大学総長を
務めた鵜澤總明氏を紹介。土屋学長は、「明治大学
の現在の隆盛は、今までの大学関係者や校友のおか
げ」とした上
で、「皆さん
と一緒に明治
大学の未来に
向かって『前
へ』進んでい
きたい」と語
りました。
来賓の熊谷

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

俊人千葉市長、
須藤政弘連合父
母会長からの祝
辞、さらに森田
健作千葉県知事
からのビデオ
メッセージもあ
りました。
そのあと、香川県支部の玉越浩達支部長が、来年
9月5日・6日に開催される、「第56回全国校友香川
大会」をPRしました。
最後は、大学および校友会の発展を祈念して万歳
三唱し、記念式典は幕を閉じました。
休憩後には、えちごトキめき鉄道㈱代表取締役社
長（いすみ鉄道㈱前代表取締役社長）の鳥塚亮氏
（1985年商卒）の記念講演がありました。
「廃線危機を救ったいすみ鉄道前社長直伝『考え
抜く力』～危機を乗り越える夢と戦略～」と題し
て、ユニークな施策等を紹介。鳥塚氏のユーモアあ
ふれる話しに万雷の拍手が起こりました。非常にビ
ジネスや生き方にも参考になる講演でした。
記念講演の後、 会場をホテルニューオータニ幕張
に移して行われた懇親会は、渡辺氏、高畑氏が引き
続き司会を務め、役職者らによる鏡開きや、地元の
高校生によるダンスパフォーマンスをはじめ、マン
ドリン倶楽部、歌手の竹島宏氏（2001年経営卒）
らによるさまざまなアトラクションがありました。
懇親会の最後には、応援団による指揮のもと全参
加校友が肩を組んで校歌を斉唱。
さらに、「フレフレ明治」「フレフレ千葉」とエー
ルを送り、盛り上がりの中、閉会となりました。
懇親会の後、ホテルグリーンタワー幕張で二次会
となり夜遅くまで多くの校友で最後まで大いに盛り
上がりました。
（S60法卒 緒方 弘臣）

第23回 東京六大学OB福岡ゴルフ会
令和元年10月12日（土）、第23回東京六大学OB福岡
ゴルフ会が開催され、私は鈴木幹事長のお誘いの元、初参
加を果たして参りました。天気は曇り。関東では台風19
号の上陸もあり強風の中でのラウンドとなりました。
私のペアリングは法政大学F先輩、東京大学M先輩、立
教大学N先輩とご一緒させていただきました。初参加とい
う事もあり、不安と緊張で胸がいっぱいではありました
が、諸先輩方の温かい歓迎のもと非常に楽しく過ごすこと
が出来ました。さて、肝心のラウンドの内容ですが、私は
71で回ることができベストグロスに選出していただけま
した。私は昨年まで体育会ゴルフ部に所属しており、皆様
からの期待を一身に受け明治大学への貢献の為精一杯頑張
りました。スタートホールから3連続の3パットと幸先は
かなり不安でしたが、同伴いただいた先輩方に緊張をほぐ
してもらいながら、それ以降は納得のいくプレーをするこ
とができました。中でも強風のコンディションでしたが、
風を読み切り味方に付けられた事がこのスコアで回れた要

因と考えております。
楽しいラウンドも終わり、
表彰式では出身大学の垣根を
超えて多くの方と交流を深め
る事ができました。その時私
は歴史ある六大学の諸先輩方
の仲間入りを果たす事ができた事を実感し、大変嬉しく思
いました。同時に私の使命は若手から校友会を含め、ゴル
フ大会から盛り上げていく責任感も感じました。
最後になりましたが、幹事を務めて下さいました先輩
方、お忙しい中ご参加いただきました皆様、豪華な景品を
提供して下さった皆様には大変感謝しております。この素
晴らしい六大学ゴルフ大会の歴史を受け継いでいけるよう
尽力してまいります。今回参加出来なかった皆様も是非次
回ご参加いただきまして明治大学優勝の為にお力を貸して
いただけませんでしょうか。皆様のご参加を心からお待ち
しております。
（H31商卒 梶原 正吾）

第70回 駿台ゴルフ会
11月20日（水）、令和初の第70回駿台ゴルフ会を、北
九州地域支部主催で開催致しました。場所は西日本カント
リークラブ（直方市）、気温10度で、少し肌寒さを感じ
ましたが、快晴で風も無く、絶好のゴルフ日和でした。特
に藤井先輩（大分）、光山先輩（大牟田）、今村先輩（久
留米）、遠方からのご参加ありがとうございました。
参加人数は、少し寂しい18名でしたが、WP・HD青天
井ということもあり、白熱したゴルフコンペとなりまし
た。商品もグルメ好きな皆様に喜んで頂きたい一心で、予
算度外視の海の幸（のどぐろ）・山の幸（小倉牛）をたく
さんご用意させて頂きました。お手元に行き渡らなかった
参加者の方々は、運が無かったと思ってご容赦下さい。前
回の駿台ゴルフ会（H31．4．18）で同組ラウンドの冨
永晴子さんが、ホールインワンを達成した事は、前回の記
事でも紹介されていますが、もしかしたら今回もあるので
は？と思いよぎりましたが（自分にも少し期待）、そんな
浅はかな思いは全くもって不要でした。
競技結果に戻りますが、優勝は5年ぶりの立木先輩、お
めでとうございます。優勝のスピーチでも、本当に喜んで
おられたのが印象的でした。私事ではありますが、1打届
かずの2位でした。次回は優勝目指してがんばります。こ

の度は駿台ゴルフ会幹事をさ
せて頂き、至らない点が多々
あったと思いますが、今後と
も宜しくお願い致します。71
回大会は、福岡市地域支部さ
んの担当で、春に開催予定で
すので、まだ参加なさってない校友の方は、奮ってご参加
ください。校友の輪が広がることは間違いなしです。
ゴルフの報告はここままでとしまして、令和2年6月14
日（日）に早明ラグビー（明治側から言えば明早なんで
しょうけど、今大会名のオフィシャルなので）がミクニ
ワールドスタジアム北九州（小倉駅徒歩7分）で行われま
す。成功に向けて明治・早稲田の両北九州地域支部校友
会が、支部長を中心に一丸となって活動しております。
両ラグビーOB会にもお力添えを頂き、直実に一歩一歩前
へ！！進んで行っております。しかし、北九州だけの力で
は全く足りておりません。福岡県内の明治・早稲田関係者
のお力添えをお願いしたいと存じます。当日は、みんなで
熱い応援を送り、もちろん勝利して、そのまま小倉の街中
でおいしいお酒を飲みましょう！
（北九州地域支部副幹事長 H13商卒 八田 昭彦）

福岡県弁護士会所属

代表弁護士

楠田

宏

代表取締役 藤瀬 浩幸
（昭和60年 経営学部卒）

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3−6−15 NMF天神南ビル8階

〒810-0001 福岡市中央区天神5丁目5番5-1号

（天神バスセンターより徒歩5分）

TEL092-721-5155

（平成3年 法学部卒）

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
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今 年も・・・大 韓 民 国 支 部
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総 会・懇 親 会 に出 席しました！

10月12日（土）校友会大韓民国支部（以下韓国
支部という）の総会と懇親会がソウルのロッテホテ
ル37階で開催されました。福岡県支部からは、絹笠
名誉支部長、矢谷支部長、他8名の計10名が出席し
ました。
前日11日の金曜日に
は、前夜祭も開催されまし
た！今年の前夜祭は韓国
流？「うなぎ料理」でし
た。テーブルに登場した極
上のうなぎは、目の前でお
店の方が・・・焼いて、タ
レをぬって、また焼いて、
最後はハサミで切って、最
高においしい状態を準備し
前夜祭の様子
てくれます。これはまさに
焼肉と同様の韓国流のおもてなしなのでしょう。福
岡は当然、他県の校友、台湾からの校友も参加して
とても盛り上がった前夜祭となりました！（と古森
平成会会長から報告を受けています・・・私は残念
ながら12日にソウル入りしたので参加できませんで
した）
翌日12日は17時から韓国支部の総会が始まりま
す。ロッテホテルの1階ロビーには明治大学の学校
関係者や校友、父母会関係者の方が集まって賑やか
になってきました。
この日のソウルは天
気も良く37階の会場
からは、夕暮れから
夜景のきれいなソウ
ルの街を堪能するこ
ともできました。
総会では、韓国支
（右から）キムさん、私、
部
の厳支部長から韓
周さん、紫卒会の吉田さんと
井野さん
国から350名を超え

⩿߿ࠞࡈࠚ

る留学生が現在明治大学で頑張っているとの報告も
あり、また総会には多くの韓国父母会の方が参加さ
れていることも紹介されました。最近は福岡県から
明治大学へ進む学生も少なく、韓国支部の明治大学
愛を羨ましく思いました。
いよいよ懇親会のスタートです。福岡県を代表
して矢谷支部長がこれまでの福岡県支部と韓国支
部との交流などを紹介しながら挨拶をされました。
乾杯！の後は、食事をしながら新たな出会いと久し
ぶりの再会を楽しむ時間です。韓国支部のキムさん
は数年前に次女とソウルに遊びに行った時に奥さん
と一緒に食事に誘ってくれました。台湾支部の鐘さ
ん、周さんは現在台湾留学中の次女の台湾のお父さ
んお母さんとしてお世話になっています。懇親会の
最後は、佐藤先輩のエールに合わせて全員で校歌斉
唱です！
二次会は、厳
支部長や韓国父
母会の方に誘わ
れて初めてカラ
オケのお店に行
きました。ここ
でも福岡のメン
バーは全員揃っ
懇親会終了後の記念撮影
ています。まさ
にONE TEAMです！この夜はソウルに福岡人の歌
声が響き渡りました・・・
ここ数年は仕事の関係で1泊2日での参加となって
いますが、福岡からは近くて十分に楽しい時間を過
ごすことができます。毎年総会が開催される頃のソ
ウルは、通りの街路樹も少し色づきとても素敵な季
節です。皆さん是非とも機会を作って一度参加され
てはいかがでしょう！
（北九州地域支部 S61商卒 高橋 敏夫）

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

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

代
相談役
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）

台 湾 支 部 総 会 に 福 岡 支 部 から1 6 名 が 参 加
2019年度の台湾支部

れた土屋恵一郎学長によれば、本学の校友会において

総会が、11月3日『台北

も初の女性支部長の誕生であり、正にうってつけの方

101』の86階にある海鮮

に支部長になっていただいたと話されていました。

レストラン『頂鮮美景餐

我が福岡県支部からも矢谷支部長がご挨拶に立た

廳』で開催されました。

れ、先日のラグビーワールドカップに触れられ、日本

今年も、福岡県支部から

大会が大成功裡に終ったのは日本ラグビー協会会長が

は17名、韓国支部から厳支部長ら3名、大学本部やその

明治卒の森重隆氏であったからこそであり、スポーツ

他支部会からも大人数が駆けつけて、過去最高の123名

の世界においてもこうして明治の卒業生が数多く活躍

が集まりました。

されていることを大変嬉しく思うというお話でした。

会場に到着すると、台湾の大学に留学中の高橋敏夫
北九州地域支部長のお嬢様千有紀さんが受付にいて、

ちなみに、矢谷支部長と森さんとは福岡高校の同級生
だそうです。
ところで、最近はLCCを利用して安く海外に行け

我々日本人のサポートをしていただきました。高橋さ

るようになり、以前のように参加者が一緒にツアーを

ん、お世話になりました。
総会は、まず物故者への黙祷、続いて来賓者の紹介

組んで行くことはほとんどなくなってしまったよう

に始まり、その後2018年度事業報告及び2019年度事

です。私も、安く航空券を手に入れることができたの

業計画と説明が続きました。さらに支部長交代の審議

で、タイのバンコクで数日過ごした後、台北に入りま

も行われ、全て議事が予定どおり滞りなく終了いたし

した。また前日は東京でラグビーワールドカップの決

ました。

勝戦があったので観戦後東京から台北に飛んで来られ

総会終了後は待ちに待った懇親会です。まず、頼志
明台湾支部長（1988年卒経済学修士）の挨拶があり、

た方もいらっしゃいます。台北やソウルは近いので、
このように自由に旅程を組むこともできます。

本総会をもって支部長を退任されたこと、そして新た

海外での校友会に参

に林桂朱（1973年卒経営学修士）さんが新支部長に就

加は、観光したり、美

任されたことの話がありました。お話によれば、頼さ

味しい食事をいただい

んは現在ロータリークラブのガバナーをされており、

たりということも楽し

再来年6月に台湾で開催されるロータリークラブ世界大

みですが、何よりも支

会の実行委員長も務めることになっていて、超多忙を

部の先輩や後輩の方々

極めることから、支部長を林新支部長お願いすること

との懇親を深めることができるとういうことが一番の

になったそうです。

メリットではないでしょうか。それに、普段はなかな
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一方、林新支部長は台南生まれで、中国文化大学日

かお会いすることもできない総長や学長また校友会会

本学科を卒業後、明治大学で経営学の修士号を取得さ

長らとも名刺交換をして、一緒に話したり、一緒に写

れています。彼女は台湾の女性ビジネスマンとして第

真に納まることができることも海外での校友会参加な

一線で活躍して来られた方で、台北青年会議所の初代

らではだと思います。
『明治は一つ』、皆さんも是非来年こそは、台湾総

会長、台湾青年会議所の初の女性会頭、アジア初の世
界連邦会長など、台湾で数多くの「最初」の記録を持

会に参加してみませんか。

たれている方だそうです。次に、来賓としてご挨拶さ

（S57政経卒

林 弘己）

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

秋の叙勲受賞について
この度、秋の叙勲で旭日双光章を受賞さ

の事、自分に該当するのか自問自答したところです。これ

れました木原正勝氏（昭41、法卒）に寄稿

で親子二代にわたり旭日双光章の栄に浴したことに深く感

をお願いしましたのでご紹介いたします。

謝致します。これも一重に皆様の永年に渡る心温かいご指
導ご支援の賜物と深く感謝し、お礼申し上げます。また、

令和元年11月3日秋の叙勲に際し、はか

この度は明治大学理事長

柳谷孝様、明治大学校友会会長

らずも旭日双光章の栄の浴しました。平成から令和に年号

北野大様よりご祝電を頂き誠にありがとうございました。

が変わり、即位の礼が執り行われ天皇陛下の一連の行事が

今後はこの栄誉に恥じること無きよう一層精励し、些やか

執り行われているなか、突然の叙勲の通知があり驚いた次

なりともご芳情に報いたいと存じますので、ご厚誼ご鞭撻

第です。地方行政に顕著な業績があった人達に送られると

を賜りますようお願い申し上げます。

平成会活動
＜平成会は常に前へ！＞

す。これは私の大きな宿題です。本年度の総会はロッテホ

25年ぶりの全勝対決のラグビー明早戦は圧倒的なFWの

8

テルの最上階でした。ソウル市内を一望しながら、平成会

力量を誇る我が母校が圧勝し、前へ！の精神を全国に知らし

とソウル紫紺会が校歌を歌う日も近いと思います。

め、令和元年を締めくくりました。前へ！の精神を全速力で発

＜台湾のいつもの校友達＞

揮した平成会会長の古森は、冬号で出す予定の記事を、前回

台湾地域支部の若手の中心は

の夏号で半年も早くに前出しをしてしまい、令和元年の締め

林至信校友（平成15年政経）。

くくりを平成会の記事が無い状態で迎えそうになりました。

福岡の総会へもほぼ毎年参加し

そのようなピンチを前へ！の合言葉で“前向き”に考え、10

ておりますので、面識のある校

月、11月に参加をしました韓国と台湾のと地域支部の平成

友も多いと思います。今年の台

会と同年代の若手のご紹介をさせて頂ければと思います。

湾総会は台北101の86Fのレス

ご存知の通り、韓国総会と台湾総会では毎年福岡から数十

トランで開催。若手を中心に総

名の校友が参加をしています。韓国も台湾も平成会と同じ

会の運営がされており、平成会

世代が母校と校友との交流の為

も見習う点が多いと思います。

に奮闘しております。

修士卒の校友も多く、帰国後に

＜福岡以上に熱いソウル紫紺会＞

ファミリー事業で活躍している

韓国には平成会と同世代「ソ

若手が多いのも特徴です。総会

ウル紫紺会」がございます。現

は台湾出身の校友だけではな

地の卒業生が中心ですが、日本
から駐在で来ている校友も参加

韓国総会へようこそ！

台湾の若手の中心林校友

台湾総会OBと現役学生も最後は校歌！

く、台湾へ留学している現役の学生や、台湾好きの校友の
ご家族も参加するなど、明治好き台湾好きの人が多く集い
ます。

しています。明大に留学した卒
業生の数は中国に次ぐ2番目の国

このように、平成会と同じ世代の校友は韓国や台湾で活

です。2ヵ月に一度のペースで会

躍しております。福岡の校友会とは長年交流を続けており

合（飲み会）があるらしく、距

ますので、興味を持った校友は海外の総会にも参加してみ

離的には福岡から1時間のソウ

て下さい。海外で歌う校歌は格別です！明治大学設立から
脈々と続くアジア諸国と明治大学との関わりを知る機会に

ルですので、平成会との交流を
進めることができればと思いま

ソウル紫紺会の若手校友

【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

もなると思います。

（H17政経卒

古森 則光）

弁護士法人 あずま綜合法律事務所
弁護士

東

（昭和５９年

拓治
法学部卒）

〒810-0042
福岡市中央区赤坂1-16-13 上の橋ビル3階

TEL ０ ９ ２ − ７ １ １ − １ ８ ２ ２
FAX ０ ９ ２ − ７ ５ ２ − １ ２ ８ ７

西の会
11月16日（土）に第14回西の会へ出席しました。今回
も福岡市西区に在住の校友を中心に、総勢18名の校友が
室見の老舗料亭三四郎に集まりました。
定刻どおり田中久也先輩（S31文卒）の乾杯挨拶の後
に、西の会は恒例行事として卓話を行っており、井手安美
先輩（S31工卒）を講師として、今年も配布資料を交えな
がら明治大学の活躍等について大変素晴らしいお話があり
ました。そして今回は令和元年秋の叙勲で旭日双光章を受
章された、元市議で柔道教室を主宰している木原正勝先輩
（S41法卒）の紹介がありました。木原先輩は現在、正道

訃報

館という柔道教室の代表者として、長年地元の子供たちか
ら社会人まで柔道を教えていらっしゃるそうです。近年は
少子化とスポーツの多様化等の影響で、以前よりも子供が
集まりにくくなってきたと仰られていました。その後、女
賀先輩（H9商卒）による校歌斉唱と応援団エールで、今
年の西の会も盛況のうちにお開きとなりました。
令和という新しい時代を迎え、これからますますの母校
と西区の発展ために様々な世代の方たちと協力して西の会
を盛り上げていきたい思いました。
（H15政経卒 仲 裕一郎）

安永校友が逝去されました

1 0 月 5 日 深 夜2 時 、安 永
富士男校友（31商）が87歳で
逝去されました。長年にわたり
幹事、
顧問として地域支部の発
展のために貢献された安永校
友の御霊に謹んでお別れを申
し上げます。
在りし日の安永先輩。
今年7月3日に、えくぼ会に
台湾国慶節で
（左2人目）
よる佐々木前福岡県支部長の
退任の慰労会を、安永校友が経営される新店の西中洲「ろ
じ銀」にて行い、二次会のカラオケでも楽しい時間を過ご
しました。アルコールと上手な歌とで、変わらずとても元
気に振る舞われていましたし、他界される直前9月末の電
話では熊本へ元気に旅行など行かれていたので、安永先輩
の携帯番号着信でのご子息様から訃報は正に寝耳に水でし
た。寝室でお休みになっている時の腹部大動脈破裂、直ち
に入院、奥様はじめ親族の方々の御快癒への切なる祈りも
むなしく突然、不帰の客となってしまわれました。 生者
必滅の習いとは申しながら本年で最後のお別れをすること
になろうとはなんと悲しいことでありましょう。
顧みますと、いろいろな会合で、事あるごとに生い立ち
から今日までの自分史をお聞かせ下さいました。騙されて
背負った多額の借金を仕事で返し切った話、せいろ蒸しを
発明した話、中洲の飲食業組合の会長をされ中洲ジャズ運
営などに奮闘した話、柳川高校テニス部ご出身ですので
松岡修造さんと知り合いである話など、多い時は深夜4時
くらいまで中洲の安永先輩の知り合いのスナックを4件く

らい無料でハシゴさせても
らった事を思い出します。
（私が眠くて「先輩そろそ
ろ帰らせてください」と言
うまで、安永校友は足をチ
アガールみたいに振り上げ
踊り歌われ元気元気で終わ 上手な歌を中洲で披露される
安永先輩（右端）
りませんでした。）
明治大学ではテニス部に入部され活躍されたとの事で
す。包容力ある人柄とキラキラした眼差しは徳をおもちで
した。
告別式での弟様の親族代表の挨拶にもありました「うな
ぎ柳川屋」を立ちあげた時のエピソード（奥様のアイデアを
実行した）、他から見ると天敵と思われる近所の「吉塚うな
ぎ」の社長さんとも親交を深め、告別式では弔辞を涙ながら
に読んでもらうまでの関係になるのは、心優しい安永校友な
らではだと感じました。「桃李言わざれども下己ずから径を
為す」の例えどおり今後 若き校友が続々と安永校友の歩ま
れた道を踏みしめて行ってくれることでしょう。
写真で在りし日の安永先輩の御温顔を目の当たりにしま
すと、あの元気なころのお姿
が彷彿として沸き起こり、万
感胸に迫り、申し上げる言葉
もございません。ひたすらに
ご冥福をお祈りするばかりで
す。どうか安らかにお眠り下
北野大会長と
さい。
（H9商卒 女賀 信治）

代表取締役

松 山 孝 義
法学部卒）

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●

（昭和60年

（ビバゾーン）

プラネットビル2F

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

〒810-0011

福 岡 市 中 央 区 高 砂2-24-23

TEL 092-533-0001
（代表）
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丹羽宇一郎著「人間の本性」
（幻冬舎新書）の紹介

10

先日、出張先で買い求めた本を紹介しま
す。元・伊藤忠商事の社長で、中華人民共
和国駐箚特命全権大使も務められた丹羽宇
一郎氏の著書「人間の本性」です。比較的
平易な言葉で綴られているので、読みやす
い本ではありますが、内容はとても深く、考えさせられる
本です。
まえがきで筆者はこう書いています。知人から聞いた話
ですが、なんでも20代の女性起業家がテレビで「文学や小
説をこれまでほとんど読んだことがなかったので、その価
値を知ろうと試しに川端康成を選んで読んでみたんです。
そこでわかったのは文学とか小説といったものはコスパ
が極めて悪い事でした」と発言していたというのです。
「川
端を読んで面白くなかった」というのなら、小説を好きな人
でも好みがあるので合わないというのならわかりますが、
（略）コストパフォーマンスという尺度で文学をはかってし
まう感覚は、何か大きなものが欠けているような気がしま
す。そこにはコスパという数字では割り切れない人間のさ
まざまな面が、濃密に描かれているはずだからです。
（中略）
人間の本性とはすなわち「動物の血」。その「動物の
血」が暴れだすことによって多くの悲劇が生み出されて
いる、と著者は喝破します。それを認識した上で、どうす
れば「動物の血」をコントロールするのかが重要であり、
そのためには「足るを知る者は富む」や「利他の精神」と
いった哲学を会得することが必要だと説きます。中でも、
これから進むであろうAI社会に向けた心構えを説いた文章
を、以下に紹介します。
AIは人間の可能性を浮き彫りにする（第二章より）
AIがこのまま進化すると人間の知性を超える日がくると
いう説が唱えられるなど、AIをめぐってはかまびすしいほ
どの議論がされています。AIは人間がやる仕事を片っ端か
ら奪い取る悪魔のような存在だという意見がある一方、労
働はAIに任せ、人間の大半は政府が保証するベーシックイ
ンカムで自分の好きなことをして暮らす社会になるとポジ
ティブに夢を語る人もいます。AIの知性は、たしかに近年
著しく進歩しています。車の自動運転を可能にしたり、人
間と会話ができるロボットが開発されたり、さまざまな分
野で実用化が進んでいます。将棋や囲碁の名人と試合をし
てAIが勝利したというニュースは、AIはそんなにも進化し
たのかという感想を多くの人に抱かせたと思います。

AIには膨大なアルゴリズム（解に至る手
順）がプログラミングされているわけです
から、AIがここまで進化すれば、生身の脳
に対して優位になることは想像できます。
ただし、AIが優秀だといっても、それは二
進法をベースとする「量」の計算において
です。現実社会の微妙に変化する「質」を
AIはとらえることができません。たとえば、人間の「心」
や「情熱」といったものは、記憶力や分析力ではなく、人
間の感情や感覚の世界に属します。ですからAIには「心」
や「情熱」といったものは、いまの段階ではわからないわ
けです。あるいは、人間の脳は「疑う」ことができます
が、この「疑う」ということはAIはできません。「疑う」
という思考はとても重要なもので、「疑う」からこそ、人
類はさまざまなものを発明したり、危険から身を守ったり
できるわけです。デカルトが「我思う、ゆえに我あり」と
いったように、「疑う」ことは人間を人間たらしめるもの
です。AIの進化は逆に人間にしかできないもの、人間にし
かできない可能性を大きく浮き彫りにしてくれるのではな
いでしょうか。人間が人間らしく生きていくにはどうすれ
ばいいのか？そんな根源的な問いをAIはわれわれに突き付
けているのです。
AIを技術的に掘り下げていくことが、さまざまな可能性
を広げることになる点は否定しませんが、大事なことは、
AIや機械にできることとできないことをしっかり峻別して
おくことです。AIをいたずらに脅威ととらえる必要はない
と思います。人間にしかできないこととAIができることを
バランスよく共存させ、あくまでAIは人間の可能性を広げ
ていくためのツールとして存在する。心を動かし、情熱
をもって前に進み、成長していける仕事をAIがサポートす
る。そのようにAIを人間社会のなかで巧みにデザインして
いけばいいのです。これからは、そんな労働環境や社会に
ついて議論し合いながら、われわれの生活を構築していく
必要があると思います。（以上、引用終わり）
「人間の本性」というものに向き合い、私たちはどのよ
うに生きるべきか、という問いに対する著者のメッセージ
が全編に渡って綴られています。これからの時代を乗り越
えていくための心構えとして参考にしたい、と素直に思え
た本でした。もしご興味ございましたら是非ご覧になって
ください。
（久留米地域支部 H2商卒 野口 和彦）

電気のトラブル
何でもお任せ下さい！！

喜多電設株式会社
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

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

県内の地域支部のニュース

県 内 地 域 支 部 のニュースをご紹 介します。

大牟田地域支部
大牟田地域支部では11月30日（土）に大牟田駅近くの

に留まらず熊本の荒尾・玉名の

料亭「新みなと」にて、恒例の年末懇親会を行い、30名の

校友も所属しており、荒尾市議や

校友が参加しました。大牟田地域支部は、来年令和2年3

長洲町長も明治の校友です。な

月14日に明治大学マンドリン倶楽部コンサートを計画し

お、久留米と大牟田両支部は新

ており、懇親会の前にその実行委員会を開いています。

年会や忘年会にはお互いに参加

懇親会では金森支部長がマンドリンでは頑張ろうと挨

して交流を深めようと行き来し

拶され、続いて古賀前支部長の乾杯の音頭で会が始まり

て、今回も久留米から支部長以

ました。来賓で出席されていた久留米の今村支部長が挨

下4名の校友が参加してくれまし

拶の中で面白い話をされました。
「 皆さんは柴田理恵と

た。最後に前佐賀県支部長の伊

いうタレントさんはご存知ですか？（うん、知ってる知っ

東猛彦氏の音頭のもと「明大節」を高らかに歌って楽し

てると皆さん）実は彼女がテレビ番組で全く飛び込みで

かった会を終了しました。

うちの会社に来たんですよ！それで、柴田さんも明治で

当支部では4年ごとにマンドリン演奏会を開いており、

すよね、実は私も明治なんですよ！と言ったら『あら！せ

実行委員長の光山先輩が張り切っています。是非皆さん

んぱーい！』と抱きつかれましてね」と嬉しそうに話され、

も見に聞きに来てください。
日時：令和2年3月14日（土） 17：00開場 18：00開演

場が盛り上がりました。

場所：大牟田文化会館

懇親会では昭和30年代卒の先輩から平成卒の校友ま

駐車場完備

会費2,000円

で入り交じり交流を深めました。当支部には、大牟田だけ

久留米地域支部新年会のご案内

支部長

今村 健二

日時：令和2年1月18日（土曜日）午後6時30分より
場所：「鳩屋別館」
会費：6,000円

久留米市梅満町1120

TEL 0942-32-4880

久留米支部校友は5,000円（一部支部より補助あり）

準備の都合上、令和元年12月末日までに幹事長中隈まで連絡をお願い致します。
中隈郁夫（携帯）080-1735-9415

第16回 南の会開催のお知らせ

会長

光安 力

日時：令和2年2月29日（土曜日）午後6時より
場所：西鉄大橋駅西口徒歩1分 「田すずめ」同じ場所
福岡市南区大橋1-15-16

「花 HANA」

TEL 092-710-1487

会費： 5,000円
ご出席いただけます方は、準備の都合上、2月22㈯までに

南の会事務局 女賀

信治（平成9年商）まで

お電話かメールにて、ご返信を宜しくお願い致します。
連絡先090-4838-1694

shinji_mega@sonylife.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

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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春 日野部屋
ｖ
今年も大相撲九州場所で盛

日野親方の講評で「俺に似て

り上がった福岡。校友会の相

ここ一番が弱い！」とのユー

撲ファンなら誰もが楽しみな

モアも交えたコメントで、叱

九州場所。なぜなら、栃ノ心

咤と激励をうまく交えたメイ

をはじめとする三役経験者の

ジらしいコメントも飛び出し

現役関取が在籍する名門春日

お子様と記念写真

野部屋は、明治大学とのつな

がりがある部屋なのです。親方の春日野親方は明治、部屋
付きの二十山親方も明治、実務を取り仕切るマネージャー

春日野親方とと記念撮影

争いなどの慌ただしい九州場

所も最後は大盛り上がりで終えました。
会場には11名の校友が駆け付け、TVでよく見る力士
と記念写真を撮影したり、お話をして楽しみました。3歳

も明治とメイジな部屋なのです。

春日野親方と矢谷県支部長

ました。看板力士の休場や勝

今場所は残念ながら、重

児の息子さんを連れて駆けつけてくれた松尾校友も関取

鎮・栃ノ心の休場、栃煌山の

衆と一緒に写真を撮ってもらい、楽しんでくれたようで

十両陥落と残念なスタートと

す。沢山の校友で明治出身の親方衆を囲んでの集合写真

なりましたが、栃煌山が最後

ではいつもは厳しい親方の顔も緩みます。六大学で親方

まで十両優勝に絡み、半数以

がいるのは明治大学だけですよ。是非、来年は皆さんも

上の力士が勝ち越すという好

朝稽古見学（福岡市東区三苫）、千秋楽祝賀会にご参加

結果。千秋楽祝賀会では、春

してみませんか？

（H4経営卒

姫地 徳子）

OREC green lab FUKUOKA オープン
10月31日に久留米地域支部支部長、

12

ぎゅっと絞り込んだ和のドリンクをお試しください。

今村校友が代表を務めます株式会社オー

お米ラテを飲みながら、農・食・ものづくりに触れるこ

レックが福岡市中央区赤坂にOREC

とができるカフェです。実際に農地で働く草刈り機や食・

green lab FUKUOKAをオープンしま

農に関する本も多数ございますので、気軽に立ち寄り、ご

した。福岡の人にはお馴染みの元赤坂

覧になって頂ければと思います。

マックの場所です。農・食・ものづく
りをテーマとして1Fはカフェ、2Fはラ

話題のお米ラテ

OREC green lab FUKUOKA
オーレック グリーンラボ福岡

10：00～19：00

イブラリー兼カフェ、3Fはイベントスペース兼カフェと

福岡市中央区赤坂1-13-1（地下鉄空港線「赤坂駅」1番口横）

なっております。農・食・ものづくりに関する、セミナー

定休日：日・月・祝日（他、年始年末・夏季休業）

やワークショップを随時開催しております。ご興味ありま

https：//www.orec-jp.com/greenlab-fukuoka/

したらご参加してください。下記のホームページから申し
込み可能です。
おすすめはスターバックスの目の前ですが、スタバでは
飲めない商品、お米ラテです。プレーンが税抜き500円、
青汁・煎茶ブレンドが税抜き550円です。ライスミルクと
甘麹と有機豆乳で作った飲み物です。甘みは米のみ、豆乳
のマイルドな味わいが合わさり、甘みは強いが、あっさり
とした飲み心地の新感覚のラテです。大地と太陽の栄養を

2Fカフェ&ライブラリー
食と農の書籍を揃えてます

3Fイベントスペース兼カフェ
ここでセミナーを開催します

株式会社 ジョウジマ
〒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
冨永 十喜信 （昭和51年 商学部卒）

代表取締役

條島 和孝 （平成8年 文学部卒）

木下大サーカス特別前売券校友限定販売のお知らせ！！
「世界を感動させた☆スーパーミラクルイリュージョン☆
木下大サーカス」。5年ぶりの福岡公演が、2019年12月22
日より2020年3月8日まで、福岡市中央区舞鶴公園三ノ丸広
場特設会場にて開催されますことは皆さますでにご存じのこ
とと思いますが、木下サーカス現社長の木下唯志氏は、明治
大学昭和49 年卒の校友でございます。
この度、前売り券の販売に際しまして、校友特別価格のお
知らせがございましたので、そのご案内です。
通常前売り券価格
大人：当日券 3300円が前売り 2900円を
さらに校友特別価格→2500円です
子供：当日券 2300円が前売り 1900円を
さらに校友特別価格→1700円です
（3才以上中学3年生まで）
随分とお得になっていますので、ぜひご利用ください。販
売期間は1月末日迄です。福岡市地域支部から販売致しますの
で、購入希望の方は以下の書式、1）～8）にてお申込みくだ
さい。なお郵送の切手代（84円）と郵便振込手数料は、別途

ご負担頂きますことをご了解願います。お支払いは、前売り
券と同封の郵便局払込取扱票にてお支払ください。控が領収
証となります。※校友の方のみへの販売となりますので、お
知り合いの方、ご友人分も含めて代表でお申し込み下さい。
ご注文後に校友コードの確認をさせて頂きます。
【問い合わせ先】
福岡市地域支部事務局 電話：092-553-0506
【申込先】
E-mail：official@meidai-fukuoka.jp
ファクス： 092－512－6511
福岡市地域支部幹事長 鈴木宛
書式は自由です。＜以下、1）～8）まで記入の上、メール
送信かファクスにて申込みください＞
1）申込日
2）氏名 3）卒年 4）卒学部
5）所属支部 6）日中の連絡先
7）枚数：大人2500円×（
枚）＝小計（
円）
小人1700円×（
枚）＝小計（
円）
8）前売券送付先：郵便番号、住所、宛名

ヤフオクドームリレー
ヤフオクドー ムリレーマラソンに参加
9月23日（祝）前日の夜に台風18号が福岡を通過！
「眠れな
かったから走れません～」
（緊張か風音か）と言い訳をしながら
ヤフオクドームに集合。チーム名は明治大学福岡紫紺走会。
メン
バーは高橋リーダー、松本、藤井（大分から参加）新原、梅尾、矢
加部、中村、宮坂、髙野、そして新原ジュニア！の10人が集った。
そして、数人、MEIJIの野球部やら、ラグビー部やらのシャツを
着て明治をアピールしている輩が、こういうところ、みんな好
きですな。
リレーマラソンが始まるまでの間、協賛ブースに行っ
て、それぞれエンジョイ。飴やら飲み物もいっぱいもらってきま
した。さて、ここで大分から駆け付け、朝ごはんを食べ損ねた藤
井校友。なんと、カレーを食べている。
うん？先輩それどうです
かね？と思っていた後輩だが、口に出せず。案の定、走りながら
気持ち悪かったらしい。でしょうね～。
さて、肝心の42.195キロ。普段、フルマラソンを走っている
人、私のようになんちゃって10キロランナー、ウォーキングは
するよの人、小学生と老若男女の混成チーム、どうなる事やら。
だれが何周、どこを走るか？高橋リーダーの構想のもと、
ドー
ムのグランドをスタート。ゴール地点に、人で溢れるドーム周辺
（ほとんど駐車場だったような記憶が）を駆け抜けました。襷
の受け渡しゾーンはすごい人で受け渡せないチームも続出の

中、さすが頭の出来が違う我がチー
ムはこの看板の下ね～。を合図に
スムーズな受け渡し。ふかふかの人
口芝が気持ちよかったね～。私が
走っている時に「がんばれ！明治」と
声をかけてくれたイケメンが、もし
かしたら校友だったかも。福岡支部に勧誘すればよかった。で
も、そんな余裕があるわけない。急カーブに上りに下りに2キロ
とはいえ、ぜいぜい。
しかも2周、なぜかアンカーを務めなけれ
ばいけない、最後まで緊張が解けない。結果～、3時間18分57
秒、705チーム中、327位～。え、早ーい。325位はなんか商品が
あったようですが、あと2人抜けばと思いますが、そんなの走っ
ている最中はわかりませーん。
終わった後は、
温泉に行った組、焼き肉があるの分かってたけ
ど、やっぱビール飲んじゃうよね。末金、野村校友も集合して、焼
き肉！ま、
すでに心地よい疲労が襲ってましたが、
食べたね～。
飲
んだね～。ま、
これがしたくて、走ったような気もしますが。来年
はドームの名称も変わるようですが、我こそは！と思う方、一緒
に走りませんか？お待ちしておりまーす。
なんなら2チームでも
3チームでも作って楽しみましょう。（H元年法卒 髙野 礼子）

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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新幹事紹介
新幹事

林 弘己 さん

昭和57年政経学部卒業の林弘己と申します。今年から福岡市地域支部の幹事に就任させていただ
きました。担当は財務です。出身は北九州の小倉南区で、曽根小、曽根中、小倉西高を経て昭和53
年に明治に入りました。卒業後は東京海上に10年勤務した後、太宰府にある第一経済大学で20年保
険論を教えて参りました。また平成10年に税理士資格を取得し税理士業も営んできました。数年前
に佐々木前福岡県支部長から同じ福岡南RCに所属している繋がりでお声を掛けていただき、以来校
友会の行事に参加させていただいています。これからもよろしくお願いいたします。

新幹事

宮原 誠一郎 さん

平成10年経営学部卒業の宮原誠一郎と申します。西日本シティ銀行での18年間勤務を経て、現在
は社会保険労務士をやっております。大学を卒業してから四半世紀が経ちましたが、それでもこう
やって繋がりを持てる、「我が明治」を大変誇りに思っています。せっかく幹事を拝命したからに
は、是非とも皆さんの明治大学卒業生としての「タテ」と「ヨコ」の繋がりをなお一層強くできる
お手伝いができれば、と考えております。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

新幹事

高山 展誉 さん

平成21年経営学部卒の髙山と申します。大学卒業後はメーカーに就職し6年半鹿児島で勤務して
おりました。4年前に退職し地元・福岡に戻り、現在は、機械式駐車場の販売や不動産関係の仕事を
しております。また、数年前より明大ラグビー部オフィシャルカメラマンとして、HPやSNSへ写真
提供をしております。2020年6月13日には北九州スタジアムにて宿敵・早稲田との一戦が予定され
ております。校友の皆さんと「ONE TEAM」になり明治の応援ができればと思います。

新幹事
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冨永 晴子 さん

この度、明治大学校友会幹事に任命された平成21年農学部卒の冨永晴子（とみなが せいこ）と
申します。2年ほど前、友人に誘われ、校友会の諸々の会へ参加させて頂くようになりましたが、
そんな校友会に入って間もない私に、幹事が務まるのだろうかと、甚だ疑問ではありますが、体力
と元気だけは自負する所でありますので、皆さんのご期待に沿えるよう、粉骨砕身頑張って参りま
す。皆さんのお力添えが、より一層の原動力になりますので、ご指導、ご声援の程、宜しくお願い
致します。

新幹事

安心院 将平 さん

明治大学福岡市地域支部校友会の幹事に就任いたしました平成27年政治経済学部卒の安心院将平
と申します。安心院という名字は大分県の名字ですが私は福岡生まれの福岡育ちで大学時代東京に
住んでいた以外はずっと福岡に住んでいる地元大好きっ子です。不慣れなもので校友の皆様にはい
ろいろご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、福岡市地域支部校友会の発展のために頑張
りますので、何卒今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

http://www.tsushima-fuk.com

校友紹介
新校友

西内 伶 さん

平成28年情報コミュニケーション学部卒業の西内伶と申します。高知県土佐高校出身で、釣りと
音楽が大好きです。大学時代は軽音楽サークルに所属しており、明大祭のテーマソングを演奏した
のが思い出の一つです。結婚を機に福岡に引っ越してきて、妻の実家に同居させて貰いながら、現
在はオリックス生命で営業をしております。福岡に来たばかりのころから校友会の先輩方に大変お
世話になっておりますので、いつか恩返し出来るよう頑張ってまいります。校友会に積極的に参加
させて頂きたいと思っておりますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

新校友

梶原 正吾 さん

平成31年商学部卒の梶原正吾と申します。学生時代は体育会ゴルフ部に所属しておりキャプテ
ンを務めておりました。昨年までプロゴルファーを目指しておりましたが、私の思い描いている理
想の像と現実のギャップを感じ、新たなスタートを切るために福岡に戻り就職致しました。現在は
実家に戻り、野村證券株式会社の福岡支店に勤務しております。私は福岡生まれ福岡育ちで福岡が
大好きです。この仕事を選んだきっかけも金融業界を通して皆様に幸せになっていただき、私を育
ててくれた福岡や皆様に恩返しがしたい想いが強かったからです。皆様の大切なご資産をお預かり
する責任感と喜んで貰える顔を見る事をやりがいに一生懸命頑張っております。私は転勤が無く、
ずっと福岡におりますので今後も校友会に参加させていただき、若手から盛り上げられるよう精進
します。最後になりましたが、歴史ある明治大学の校友会に籍を置かせて嬉しく思います。皆様と
お会いできた際はご挨拶させていただきます。今後とも宜しくお願い致します。

ラグビー早明戦2020in北九州
2020年6月14日（日）
13：00キックオフ
皆で応援に行きましょう！

第56回 明治大学全国校友 香川大会
2020年9月5日（土）・6日（日）
ぜひご参加ください！
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2020年（令和2年）福岡市地域支部新年交礼会のご案内
2020年新春「新年交礼会」開催のご案内です。

この度は、今までにないまったく新しい感性で、中央区天

神にございます、結婚式場「QUANTIC」クアンティックにて、フルコースディナーを召し上がりながら、校
友の皆さまと、新年を祝いたいと企画しております。恒例の「新春お年玉大抽選会」はもちろんのこと、会場
より特別に特典も頂いております。校友の皆さまとの新しい出会いと、親睦交流を深める機会として、また、
ご案内が届いていない校友をご存知でしたら、事務局へ連絡のうえ、ぜひ多くの皆さまのご出席をお願い申し
上げます。
日

時：令和2年1月17日

金曜日18時受付開始18時30分開始～終宴21時予定

場

所：QUANTIC（クアンティック）

https：//quantic.asia/

6階ON THE BEACH（オンザビーチ）の間
福岡県福岡市中央区天神2-3-33

℡092-717-3003

アクセス：国体道路沿い、西鉄福岡（天神）駅より徒歩2分、旧福新楼
会

費：6000円税込飲み放題付（女性校友及び平成24年卒以降の校友は5000円）

注意事項：人数分のフルコースディナーとなっておりますので、正確な人数が必要となります。
1月13日以降のキャンセル、当日欠席などの方は、恐れ入りますが、後日会費を徴収させていただきますの
でご理解をお願いします。※出欠は同封の返信はがき・メール・ファクスにて、1月8日必着でお願いいたします。
メール申込先

official@meidai-fukuoka.jp

ファクス申込先

092-512-6511

問い合わせ先
特

鈴木

弘幸（地域支部幹事長）

事務局ファクス

福岡市地域支部支部長

矢谷 学

（50法卒）

℡（092）631-3336（三栄印刷）

または幹事長

鈴木 弘幸（56政経卒）℡（092）553-0506（校友会福岡事務局）

典：明大卒業校友の方で、当会場で結婚式を挙げる方は50万円割引あり
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ラグビー部が早稲田に大差をつけて勝った事です。さて、
今年も色々な事がある事でしょうが、今年は 2020 東京オ
リンピックの年、がんばって「前に！」進みましょう。
校友の皆さま、新春のお慶びを申し上げます。昨年は自

編集委員長

石迫

弘久（平 8 文）

委

高野

礼子（平元法）

大な被害が発生しました。御代替わりには色々な事がおこ

〃

大島

正浩（平 11 営）

りますと近くの神社の宮司さんが話されていました。どう

〃

古森

則光（平 17 政経）

か今年は穏やかな良い年であるように祈りたいものです。

〃

櫻木

慶子（平 17 政経）

さて、個人的な事ですが、昨年は「痛快！」な事が 2 つあ

〃

安心院将平（平 27 政経）

然災害が多く発生し、佐賀県や新潟・長野や北関東まで甚
み

よ

員

りました。1 つはソフトバンクホークスが日本シリーズで

校友会事務局 女賀

信治（平 9 商）

一つも負けずにぶっちぎりで優勝した事。もう一つは明大

編集顧問

博志（昭 52 法）

本田

