原点回帰
〜バトンを 煌く次の100年へ〜

第39回 関東誠鏡会総会・懇親会
日 時：2019年 8月31日
（土）13:30〜16:00
会 場：ホテル椿山荘東京
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ご挨拶
「ご挨拶」 関東誠鏡会 福元会長
第 39回関東誠鏡会総会が開催されますこと会員の皆様に心より感謝いたします。
また、開催準備にご尽力いただきました加来実行委員長はじめ高 41期の皆様に
は厚く御礼申し上げると共に心から敬意を表します。また本年、母校が創立百周年
を迎えられましたこと心よりお祝い申し上げます。この一世紀の間、継続して優秀
な卒業生を輩出し続けたのも内村校長先生はじめ教職員の皆様の賜物と感謝致し
ます。
関東誠鏡会は1981年に発足し、関東地区でご活躍の同窓生の懇親の場として今
日まで引き継がれて参りました。同窓の先輩方は、各企業や各所でご活躍され、日本経済の一役を担ってき
たと言っても過言ではないと思います。今年のテーマは「原点回帰 ～バトンを 煌く次の100 年へ～」です。
100 年目にふさわしいテーマのもと、この大切な同窓会を次世代へとタスキを繋いでいきたいと思います。

「第 39 回関東誠鏡会総会を祝して」 本部誠鏡会 濵地会長
関東誠鏡会の皆様には、第 39 回総会が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
福元会長におかれましては関東誠鏡会の運営に尽力されておられますことに、また加来実行委
員長を始め高校 41期の皆様には総会開催へのご努力に対し心からの敬意を表します。この度の
総会は『原点回帰 ～バトンを 煌く次の100 年へ～』をテーマに開催されますが会員の八高時代を
懐かしく振り返る想いを強く感じます。
さて、母校はいよいよ今年11月に創立100 周年を迎えます。誠鏡会としてもこの記念すべき年
を祝うために同窓会館建設を計画し、すでに学生食堂の建設が始まり、間もなく会館となる2 階
部分の建設が着工となります。あらためて関東誠鏡会の皆様のご協力に厚くお礼申し上げます。
本年は浦野浩二教頭が苅田工業高校の校長として転出され、後任として野口和孝教頭（高 34 期）が着任されました。同
窓の内村校長、野口教頭、生田事務長を始めとする学校と、そして、父母教師会と共に創立100 周年に向けて母校を盛り上
げるべく努力していきたいと思っております。
最後になりましたが関東誠鏡会の益々の発展と会員の皆様のご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。

今後も来京の在校生や在京の大学生への支援や世代間交流を深め、同窓会の輪を広げていきます。会員の
皆様も「新たな仲間づくりの場」としてご活用いただけたらと思います。
最後になりますが創立百周年を迎えた輝かしい母校と関東誠鏡会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝
を祈念して、ご挨拶と致します。

「ご挨拶」 八幡高等学校 内村校長
第 39 回関東誠鏡会総会が、盛大に開催されますことを、心からお慶び申し上げ
ます。
今春の人事異動では、苅田工業高校校長として転出した浦野浩二教頭の後任とし

「ご挨拶」 北海道誠鏡会 野村会長
第 39 回関東誠鏡会総会が、高校 41期・加来実行委員長はじめ実行委員の皆さんの準備で盛大
に開催されること、お祝い申し上げます。場所も「椿山荘」で楽しみにしております。
2020 東京オリンピック・パラリンピックの観戦チケットの予約、国立競技場の外観も現れ、
徐々に期待が膨らんでいます。前回東京オリンピックが開催されたのは私が八高卒業の年で、半
世紀経ちました。当時はテレビだけの観戦で感動しましたが、今回は是非スタンドで応援しよう
とチャレンジしています。母校も創立100 周年を迎え、記念行事が続いています。同窓生皆さん
で応援しましょう。
さて、北海道誠鏡会も会員 20 名足らずの弱小ながら、知恵を絞って企画を考え、全国からの参加をいただいて、今年は
6 月8日札幌で開催 22 回となりました。丁度、よさこいソーランまつりの最中で、200 万人来場者と一緒、サッポロビール
を片手に（？）さじき席で演舞を楽しみました。懇親会も各地から参加された方々のお土産が並び、抽選会等大いに盛り上
がり、二次会場のカラオケ BOX に移動。深夜までカラオケと昔の思い出話しと札幌を楽しんで散会となりました。来年
は、NHK 朝ドラ「なつぞら」の舞台になっています、十勝・帯広で広い牧草地、おいしいスウィーツやワイン、六花の森で
花々等を楽しみながらの開催と準備にかかります。皆さまのご参加をお待ちしております。
おわりになりますが、関東誠鏡会の発展と皆様のご健勝を祈念し、御挨拶といたします。

て、野口和孝教頭が着任しました。八幡高校 34 期生です。全教職員、力を合わせ
て八幡高校の発展のために尽力して参ります。
関東誠鏡会の皆様には、母校の教育活動にご支援ご協力を賜り、特に、昨年 7 月
に開催された放送部の全国大会、本年 3 月に実施した本校1学年の関東・関西研修
の折に賜った大いなる激励に心から感謝申し上げます。生徒達は先輩方の心温まる励ましに大変勇気づけ
られて帰って来ました。
「八高百代～世紀を翔る解なき問いへの挑戦！」を掲げた百周年記念行事は着々と進み、生徒たちは自ら
が八高の歴史を創ることを自覚しています。この自覚は、自らの人生を逞しく切り拓いて日本や世界を創造
していこうとするエネルギーを生み出す心の鉱脈に繋がっていくと確信しています。
関東誠鏡会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝をお祈りいたしましてご挨拶とさせていただきま
す。

「第 39 回関東誠鏡会総会 お祝い申し上げます」 中京誠鏡会 岩浪会長
第 39 回関東誠鏡会総会が斯くも盛大に開催されますことに、心よりお祝い申し上げます。高
41期の皆様方のこれまでのご尽力に感謝申し上げます。
平成元年卒業とのことで、
正しく平成の中心で闊歩されてきたと思います。歴史のある椿山荘の
開催は、
令和新時代に相応しい記憶に残る総会になることでしょう。
大いに楽しみたいと思います。
我が中京も今年は新規一転、アクセスの良い名鉄グランドホテルで開催しました。特に 41期
をはじめ39～43 期の方々が大勢ご出席下さり、大いに若返りのパワーを頂きました。毎年好評
の「為になるいいお話」では、関東から39 期の木下淳次郎氏にお越し頂き、そのミュージックへの
想いに感動しました。更に19 期吉野ひろ子様が関東より、なんとピアノ伴奏者も伴って駆け付けて下さり、一緒に肩を組
みながらの校歌斉唱、図らずも涙がこみ上げてきてしまいました。また、2 次会場でも、溌溂とした美しい歌声とピアノで
皆様を魅了、思わず懐かしい歌に口ずさみ、青春を謳歌しました。
翌日の「名古屋城本丸御殿と徳川美術館、白壁界隈の散策」では中京の歴史と産業の祖を見学し、親睦を深めました。来
年はこのように、いろいろ楽しい中京誠鏡会に是非ご参集下さい。最後になりましたが、関東誠鏡会の発展と皆様のご健
康ご多幸を祈念し、お祝いの言葉とさせて頂きます。
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ご挨拶
「原点回帰」 関西誠鏡会 入江会長
第 39 回関東誠鏡会総会の開催、心よりお慶び申し上げます。また本総会の開催にあたり福元
関東誠鏡会会長をはじめとする41期の実行委員の皆様の御尽力に深く感謝申し上げます。今回
の総会のテーマは『原点回帰 ～バトンを 煌く次の100 年へ～』とのこと、関西誠鏡会も言葉は違
いますが、
『伝統を守りて、変化を』とここ数年活動に励んでおり、この 6 月には第 42 回目の総会
を無事終了致しました。母校の創立百周年に負けぬよう、まさにバトンを一つ一つ繋いで、まず
は半世紀への関西誠鏡会存続をやり遂げたいと役員一同活動しています。
首都東京は常に変化する都市ですが、大阪も最近は大きく変化しつつあり、少し垢抜けしてき
た感じがします。変化の歩みは遅いようですが、関西誠鏡会もゆっくりと着実に時代の波に乗り遅れないように変化をし
て行きたいと思う次第です。
最後になりますが、関東誠鏡会が益々盛会となりますことをお祈りして、御挨拶に代えさせて頂きます。

「ご挨拶」 福岡誠鏡会 平良会長
第 39 回関東誠鏡会総会の開催を心よりお慶び申し上げます。
昨年度より福岡誠鏡会の会長を拝命しています高校 32 期の平良です。宜しくお願い致します。
さて、今年の関東誠鏡会テーマは「原点回帰 ～バトンを 煌く次の100 年へ～」と伺っておりま
す。このテーマには創立100 周年を迎えた母校が、5 年後10 年後、そして次の100 年後へと後輩
達へバトンを繋げていこうという心意気が込められているかと思います。
そして、今年の関東誠鏡会総会の会場は椿山荘東京。椿山荘といえば、私も東京在中の若かり
し頃、友人の結婚式で訪れた記憶があります。都会のど真ん中にこんなに閑静で趣のある庭園が

あるのだと驚き、こんな素敵なところで結婚式をあげられるような立派な大人になろうと誓ったものです。立派な大人に
なるという誓いは未だ果たしておりませんが。
首都東京で開催される総会らしく、関東誠鏡会の総会は毎年オシャレで最先端をいっているイメージがあります。今年
も大いに期待しております。
我が福岡誠鏡会は、来年記念すべき第 30 回という節目を迎えます。来年 5 月16日（土）の総会の翌日には記念の日帰り
ツアーを企画する予定です。たくさんのご参加を福岡の地でおまちしています！
最後になりましたが、本日の総会のご盛会と関東誠鏡会の益々のご発展並びに皆さまのご多幸を祈念いたしまして挨拶
とさせていただきます。

「第 39 回関東誠鏡会総会をお祝いして」 宮崎誠鏡会 三重野会長
母校の八幡高校が100 周年を迎える今年に、福元勝志会長のもと実行委員 41期の皆さんの手
で「第 39 回関東誠鏡会総会」が開催されることを心よりお祝い申し上げます。
私は19 期でして今年 71歳になります、高校のほうが 29 歳も先輩でして、とても100 歳まで生
きながらえるとは思いません。さすがに創立100 周年はすごいし、ずっと先まで頑張ってほしく
思います。
さて私ども宮崎誠鏡会総会は、今年 5 月11日に第14 回目の総会を皆様お蔭で無事終了するこ
とができました。本当にありがとうございました。前日の10日は恒例のゴルフコンペで毎年 3 月
にアクサレディースが開催されるUMK カントリ－クラブで行いました。天気も良く最高でした。関東からは19 期の田原
洋一君が参加していただきました。総会では肥後誠鏡会会長の副島先生が健康についての講演をしていただき、楽しく聞
かせていただきました。今回は50 名の参加者を頂き、また現役の宮崎大学と宮崎県立看護生徒さんも参加で盛り上がま
した。次の日は「高千穂」へのミニ旅行も天気が良く、青葉の緑が目に気持ちよく、高千穂峡のボ－ト乗りも待ち時間なし
の快挙でた。それも参加していだいた福岡誠鏡会の平良会長と同期 32 期の岩尾洋子さんガイドのお蔭がありました。関
東からは19 期の井手哲男君が参加していただきました。最後は宮崎で一番美味しいと評判の「西都の入船のうな重」で締
めました。
最後になりましたが会員の皆様の健康とご発展を祈念します！

来賓ご紹介

本会へのご出席を賜り、誠にありがとうございます。謹んでお礼申し上げます。
八幡高等学校
誠鏡会
誠鏡会本部
北海道誠鏡会
中京誠鏡会

関西誠鏡会

「第 39 回関東誠鏡会総会開催にあたり」 肥後誠鏡会 副島会長
第 39 回関東誠鏡会総会の開催、誠におめでとうございます。本来なら参列の上でご挨拶申し
上げるべきところですが、所用のため参加できず紙面にてご挨拶申し上げます。
新しい元号が令和と定まりましたが、使い慣れた昭和や平成に比べまだまだしっくりこない感
があります。いずれ慣れ親しむ事になるかと思いますが、大正、昭和、平成を経てやがて100 周
年の伝統をもつ八幡高校の歴史に令和という時代がどのような一ページをもたらすのか、楽しみ
です。同窓会は青春時代に戻れる瞬間であり、いつの時代も変わらぬ友情を確かめ合うひととき
でもあります。また、意外なところで意外な仕事をされている先輩や後輩に会えるのも楽しみの
一つで、世代を超えたおつきあいができるのも同窓会ならではでしょう。令和につながる八校スピリットをこれからも大
切にしたいと思います。
なお、肥後誠鏡会総会は本年10 月12日土曜日に開催いたしますが、今回は加藤清正をテーマにしたツアーも予定して
おります。秋の肥後路と郷土から愛されている清正を巡る旅、そして同窓会にあなたも参加しませんか。

福岡誠鏡会
肥後誠鏡会

北九州市

北九州市東京事務所

謝志会

謝志会
謝志会
東京東筑会
東京紫水会
津苑会東京支部
若松商業高校

事務長

生田

千博 （高 33 期）

会長
副会長
副会長
会長
顧問
事務局長
顧問
顧問
会長
事務局長
会長
事務局次長

濵地 英伸 （高 15 期）
今田 成子 （高 21 期）
岡橋 正之 （高 23 期）
野村 俊治 （高 16 期）
難波 範晃 （高 11 期）
佐藤 智宏 （高 30 期）
高村
馨 （高９期）
次山 皖子 （高 9 期）
入江 敏弘 （高 24 期）
久保田 次郎（高 33 期）
平良 卓司 （高 32 期）
緒方
司 （高 26 期）

所長

池永

紳也

会長
事務局長
会長
幹事長

田中
結城
柏原
林
広瀬
岸

博昭
謙吾
孝
良雄
恵子
清美

（小倉高校）
（東筑高校）
（東筑高校）
（小倉商業高校）
（小倉西高校）
（若松商業高校）
（8月3日現在・敬称略）
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大蔵校舎跡・ 清田校舎を訪ねて
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創立 100 周年企画：八幡と八幡中学校・高等学校の歴史
校名になっている「八幡」は、1901 年「官営八幡製鐵所」が誕生して以来、鉄の都として日本の近代化と経

済発展を支えてきました。その「八幡」と、共に歩んできた本校の歴史を振り返ります。

発展著しい八幡市の最初の（旧制）中学校

として、1919 年「八幡中学校」が開校しま
した。

八幡市の市街から大蔵、清田へと移転し

て現在に至ります。

八幡誕生
1889（明治 22）年 4 月 尾倉村・大蔵村・枝光村の三村合併に
より「八幡村」となる。当時の八幡村は、洞海湾に面して塩田が
広がる、人口 2,000 人ほどの小さな村だった。

枝光村

官営八幡製鐵所の建設・創業
1897（明治 30）年、日本初となる銑鋼一貫製鐵所の建設地が八
幡村に正式に決定。

1917（大正 6）年八幡町から八幡市へ
1919（大正 8）年 4 月 15 日「福岡県立八幡中学校」が尾倉尋常
小学校（現在の北九州市立八幡病院）の一部を仮校舎に開校。
1921（大正 11）年に大蔵校舎に移転。
1926 年以降、八幡市は、黒崎、上津役、折尾、田代、香月・木屋
瀬を編入して、1963 年北九州市八幡区となる。

戦時下の八幡
1944（昭和 19）年、学生の勤労動員が強化され、授業が停止。
生徒は工場勤務や奉仕活動に従事した。戦時特例で修行年限
が 5 年から 4 年へと短縮されたため、中 23 期は 1945（昭和 20）年
3 月、4 年（新制高校1年）で1年上級の中 22 期とともに卒業した。

八幡中学校開校（1919）
尾倉尋常小学校に仮校舎

尾倉村

1896 年（明治 29 年）製鐵所官制公布当時の八幡村
当時 7 割が農業従事者の農村。奥に皿倉山が見える。

八幡中学校開校・大蔵校舎移転

大蔵村

八幡村（1889-）
八幡町（1900-）

明治 20 年頃の尾倉村・枝光村・大蔵村

八幡市
（1917-1925 時点） 清田校舎

（1971-）

校舎は空襲対策として迷彩色で擬装
（カモフラージュ）している

大蔵校舎に移転（1921）

高射砲があるため背景の
山の部分が切り取られた

八幡市（1917-1925）
その後編入を繰り返し西に拡大

尾倉と枝光にまたがる八幡製鐵所の建設予定地（明治 30 年頃）
洞海湾に面して塩田が広がり、洞海湾の向こうに若松が見える。
1944 年 6 月 16 日 B29 による日本初の空襲で
被災した中央町の様子。奥が東田地区の工場

戦時中、八幡への大規模
な空襲は 3 回あった。八幡
は、国内で初めて B29 によ
る空襲を受けた都市であ
り、特に 1945 年 8 月 8 日の
被害は甚大で 20 万発以上
の焼夷弾が降りそそぎ、市
街地が焼き尽くされた。
大蔵校舎は空襲されず
焼失は免れた。

現在の尾倉・枝光地区

1901（明治 34）年、官営八幡製鐵所が創業。
その後、製鐵所の建設・拡張にともなって、小さな農村には、
九州をはじめ各地から人口が流入し、八幡は " 鉄都 " へと変貌し
ていった。
八幡の人口推移

1900（明治 33）年 4 月 建設中の東田第一高炉を背景に
伊藤博文候爵を迎えて並ぶ要人

1945 年（昭和 20 年）卒業する中 22 期（5 年）の写真

戦災概況図 八幡市
空襲による焼失地域を示す

1945（昭和 20）年 八幡大空襲直後の中央町

八幡高等学校改称・清田校舎移転

1901（明治 34）年 小伊藤山から見た
操業開始当初の製鐵所全景

9

1948（昭和 23）年 4 月 学制改革により、
「福岡県立八幡高等学校」に改
称。当初は男子校で翌年男女共学化となる。
1950（昭和 25）年 3 月 25 日 第 22 回選抜高等学校野球大会に出場。
同年 11月、記念館が焼失。
1953（昭和 28）年 6 月 28 日 北九州水害で大蔵川が氾濫し、校舎の一
部、プール、工作教室が流失。
1971（昭和 46）年 3 月 24 日 清田町に清田校舎が完成し、全面移転。

1953（昭和 28）年 氾濫する大蔵川

10

講演企画

試練と再生
「北九州地域」は、日本の四大工業地帯の一つとして、重化学工業を中心に
発展し、日本の近代化・高度経済成長の牽引役を果たしてきた。
一方で激しい公害をもたらし、大気汚染は国内最悪を記録、洞海湾は工場
廃水により「死の海」と化した。この公害に対し、子どもの健康を心配した
母親たちが対策を求めて最初に立ち上がり、住民運動やマスメディアの報道
が公害に対する社会の問題意識を高め、企業や行政の公害対策強化を促した。
産官学民が一体となって公害に取り組んだ結果、北九州市の環境は急速に改
善され、1980 年代には、環境再生を果たした奇跡のまちとして国内外に紹介
されるようになった。
1961（昭和 36）年の堺（大阪府）
、1965（昭和 40）年の君津（千葉県）など新
しい製鉄所の誕生に対して、
「母なる製鉄所・八幡製鐵所」は、長年育んでき
た技術や管理システム、そして多くの労働者を提供した。転勤者の数は
1954（昭和 29）年から 1978（昭和 53）年の間で１万人を超え、家族と共に八

高 41期の吉岡さんは、吉岡桃太郎のペンネームで執筆、講演活動を

続ける傍ら、台湾のテレビやラジオに出演されています。今回のテーマ

は原点回帰。私たち八高生の原点である北九州がどのように注目されて

1960（昭和 35）年 城山地区の様子

演奏企画
1960（昭和 35）年 洞海湾の様子

のバンドメンバー「The Blanks」
。ここ関東でも公演
決定！ 煌めきを歌にのせて届けます。

＂ヤハタ 41号のテーマ＂
1969（昭和 44）年 君津転勤者との別れ

世界遺産登録
2015（平成 25）年、官営八幡製鐵所建設時に建てられた「旧本事務所」
「修繕工場」
「旧鍛治工場」が、
「明治日本の
産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産として、UNESCO の「世界文化遺産」に登録された。

1899（明治 32）年 八幡製鐵所建設風景

修繕工場

旧鍛冶工場

明治 22 年の「八幡村」誕生から「八幡町」「八幡市」「八幡区」「八幡東区・西区」と変遷し、世界にも認め

られた「八幡」。私たちの「八幡中学校・高等学校」は、
「大正」「昭和」「平成」と激動の時代を、
「八幡」と共に
歩み、発展を支えてきました。

これまで100 年つないできた歴史のバトンは、大いなる「遺産」と「誇り」であり、
「令和」そして次の時代へ

と引き継がれていくことでしょう。
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「The Blanks」公演 !!

第 97 回誠鏡会懇親会で会場を盛り上げた高 41期

2001（平成 13）年 再開発された東田地区

旧本事務所

いるかについてお話いただきます。日本と台湾のかけはしとしてご活躍
の吉岡さんの講演をどうぞお楽しみに。

幡の地を後にしていく状況は、
「民族の大移動」に例えられた。
1974（昭和 49）年、北九州市が 7 区制を施行するに伴い、
「八幡区」は東西に
分区され、
「八幡東区」と「八幡西区」が誕生。
1978（昭和 58）年、洞岡第 4 高炉が廃止となり、ついに、1901（明治 34）年
の官営八幡製鐵所操業以来 70 年以上灯り続けていた八幡の高炉から火が消
えた。かつては 6 基の高炉が立ち並んだ八幡東区東田地区は、再開発によ
り、人が集い生活する場所として生まれ変わり、環境に関する様々な先進的
実証実験が実施されるなど、
「世界の環境首都」を目指して魅力あふれるまち
づくりがすすめられている。

吉岡 生信さん「世界の中の北九州・我が故郷」

＂煌めきのストーリー＂

メンバー 下東寛史（メインボーカル・アコースティックギター）
永田敦士（エレキギター・アコースティックギター）
石松礼二（エレキギター）
河野 徹（ボーカル・カホン）
奥野葉子（キーボード）

The Blanks
（ザ ブランクス）

13

14

15

16

2 0 1 9 つながり瓦版

2 0 1 9 つながり瓦版

昨年は様々なご支援を賜り、ありがとうございました。
高 41期主催の今年の総会・懇親会を全力で応援します！
高 40 期

気のおけない友が集う場所。八高分室、広がり中。
高 35 期
同期11名で宿泊。楽しい大人の夏休み。

35 期の岩下裕志＆優子夫妻が、滋賀県・長浜市に古
民家再生民泊『竹生優庵』
をオープン！

元尚くんのお店、渋谷「Beat cafe」も私たちの分室。

35＆36 期の田中元尚くんが陣内孝則さん率いる
「TH eROCKERS」
のライブにドラマーで参加！

☆詳しくは、
『竹生優庵』
『Beat cafe』で検索をお願いします。

関東誠鏡会・懇親会のご盛会心よりお喜び申し上げます
高 36 期
昨年の第 38 回関東誠鏡会総会・懇親会には、多くの方々にご参加いただき、ありがとうございました。
「讃歌を紡
ぐ ―ネクストステージへ―」
のテーマで臨んだ懇親会は、諸先輩方のご指導、後輩の皆さんのご協力のお陰で、こ
れまでにない新しい様々な取り組みにチャレンジし、
そしてそれを実現することができました。改めて厚く御礼申
し上げます。

第

30 回

福岡誠鏡会総会・懇親会
2020 年

5月16日 土 1 3 時 30 分より

会場 乞うご期待！
来年 5 月は、いよいよ高 40 期として当番期最後となる福岡誠鏡会総会・懇親会を開催致します。第 30 回という
福岡誠鏡会節目の年、同窓生の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
17

再会の場を作っていただき、ありがとうございます。
当番期を機会に、同級生と会う機会も増えました。総会は毎年再会できる場になり、つながりが続いています。
今後も益々のご発展をお祈りします。
高 36 期一同
18
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祝 100 周年。新しい時代も「八高ファイト！」
高 37 期ーTEAM3785

4 年間のご支援、ご協力ありがとうございました。サンキュー 八高 !!
高 39 期
85
TEAM37

年に一度先輩や後輩、同期が一同に集まる同窓会で、たくさんの元気と力をもらっとうんっちゃ。
「八高ファイト！」
いちばん好いとー！

祝令和！ 祝 100 周年！ この瞬間一期一会！ バトンに込め
高 38 期 関東チーム

皆様、創立100 周年誠におめでとうございます。私達高 38 期もこの瞬間、この場に立ち会えた事を誇りに思い、
心から感謝しております。誠鏡会も日々一人一人の積み重ねが大きな輪となり、
繋がっていく。この節目から煌く
次の100 年に思いを込めて．
．
．
。今日もありがとうございました。来年もまた笑顔でお会いしましょう！
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私たち高校 39 期は、本年の第 29 回福岡誠鏡会総会で4 年間の当番期を無事に終了しました。
北九州、関東、関西および福岡と、ご支援、ご協力いただいた皆さまに感謝申し上げます。
私たち高校 39 期、
「サンキュー 八高!!」
を合言葉に、
「感謝をつなぐ」想いで、当番期を務めさせていただきました。
この4 年間の当番期をあらためて「つながりの起点」とし、これからも同窓生皆さまの「100 年分の思いをつなぎ、
未来へ」
、しっかりとつないでいこうと思います。サンキュー 八高!!

お・も・て・な・し 2020
高 42 期 関東

今をさかのぼること30 年前。私たちが高校 3 年生のときに八幡高校は創立 70 周年を迎え、私たちは平成元年度
の卒業生となりました。
そして時代は平成から令和へ。旧交を温めるとともに、新たな友情や巡り会いを喜びながら、私たちは今年創立
100 周年を迎えた母校の歴史を改めて感じています。
奇しくも東京オリンピック・パラリンピックが行われる、記念すべき2020 年。
第 40 回関東誠鏡会総会・懇親会は、私たち高 42 期が精いっぱい“おもてなし”いたします。
20

高 41期から皆さまへ

関東誠鏡会役員・活動紹介

ご寄付
寄付募集にご賛同いただき、ありがとうございました。ここに謹んで感謝の意を表するとともに、ご寄付を
いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。 ※8月2日までにご寄付をいただいた方々のご芳名となります。

役員
顧問

篠原 政美（高 18 期）

副会長

三橋 正司（高 34 期）

会長

福元 勝志（高 30 期）

事務局長

山本 寿美子（高 26 期）

理事

石橋 昌祐（高 29 期）

事務局次長・理事

一木 誠（高 34 期）

理事

中塚 秀則（高 35 期）

会計

平山 貴子（高 34 期）

理事

伊東 努（高 47 期）

会計補佐

http://kanto-seikyokai.jp/

武内 ひとみ（高 28 期）

会計監査

山下 孝宏（高 30 期）

安部 健
飯田 皓一
津田 厚生
森 猛
梅原 英毅
津村 禮次郎
山口 勇
稲富 末雄
木原 節子
山本 高照
相良 浩二郎
篠原 政美
浦田 修造
内田 雅敏
山下 忠
田中 孝子
新郷 政紀

様 （高 2 期）
様 （高 3 期）
様 （高 9 期）
様 （高 10 期）
様 （高 12 期）
様 （高 12 期）
様 （定 12 期）
様 （高 14 期）
様 （高 15 期）
様 （高 15 期）
様 （高 16 期）
様 （高 18 期）
様 （高 18 期）
様 （高 20 期）
様 （高 20 期）
様 （高 20 期）
様 （高 21 期）

中村 昭博
山本 寿美子
畔野 尚史
武内 ひとみ
天野 雅子
樋渡 乃扶子
高29期有志ご一同
松崎 均
津村 行彦
福元 勝志
山下 孝宏
完山 泰秀
安武 明彦
武久 和彦
三橋 正司
平山 貴子
中川原 寿

様 （高 21 期）
様 （高 26 期）
様 （高 26 期）
様 （高 28 期）
様 （高 29 期）
様 （高 29 期）
様 （高 29 期）
様 （高 30 期）
様 （高 30 期）
様 （高 30 期）
様 （高 30 期）
様 （高 33 期）
様 （高 33 期）
様 （高 33 期）
様 （高 34 期）
様 （高 34 期）
様 （高 34 期）

本戸 義信
佐藤 誠哉
徳丸 順子
森友 雅
重見 慎二
竹原 孝
水野 礼美
瀧口 郁子
平田 和也
植野 陽子
宮本 泰宏
川口 浩之
宮内 孝
乾 依子
小西 秀章
加藤 ゆき
大住 壮史

様 （高 35 期）
様 （高 35 期）
様 （高 36 期）
様 （高 36 期）
様 （高 36 期）
様 （高 37 期）
様 （高 37 期）
様 （高 37 期）
様 （高 37 期）
様 （高 37 期）
様 （高 38 期）
様 （高 39 期）
様 （高 40 期）
様 （高 40 期）
様 （高 40 期）
様 （高 42 期）
様 （高 47 期）

ご協力

活動の一部紹介

総会運営にあたり、多くの方々より多様なご支援をいただきました。ここに謹んで感謝の意を表するととも
に、ご支援をいただいた団体、個人のご芳名を掲載させていただきます。

2018 年

アイエフシー株式会社様／株式会社エディング様／株式会社プリンストン様／北九州市東京事務所様／高 42 期渡

8 月 24 日

メールマガジン「関八ニュース」配信

10 月19 日

メールマガジン「関八ニュース」配信

11月17 日

交流企画「JAL 機体⼯場⾒学」

9 月1日

10 月 27 日
12 月 8 日

邉様／高 47 期伊東様／小金井薪能様／清水建設株式会社様／上新法務事務所様／ジョージワシントン様／杉野建

築設計事務所様／誠鏡会役員の皆様／武久和彦税理士事務所様／つながり瓦版にご出稿いただいた皆様／ホテル

第 38 回関東誠鏡会総会

次期当番期への引継会・懇親会

椿山荘東京様／ミヤリサン製薬株式会社様／八幡高校教職員の皆様（50 音順）

4/20

交流企画「春の皇居を走ろう！」
皆さま、本日は第 39 回関東誠鏡会総会・懇親会にご参加いただき、誠にありがとうご
ざいます。この場をお借りし、厚く御礼申し上げます。
本年の総会・懇親会は、
「原点回帰 ～バトンを 煌く次の100 年へ～」をテーマに掲げ、
本日のこの場が、皆さまの原点である懐かしい学生時代に戻れる場所になればと全力を
尽くし、準備させていただきました。皆さまの人生の原点となった母校での日々、あら
ためて思い出していただければ幸いです。
また、サブテーマにあるバトンの継承、これにつきましては本日、本会にご参加いただ
きました皆さまの引き続きのご協力が不可欠でございます。母校に対する思いを、是非
本会の末長い継続という形にし、皆さまとともに歩み続けられればと思います。
母校は今年創立100 周年という節目の年を迎えました。本日同じ時間、同じ場所で皆

謝志会忘年会

2019 年
1月 30 日

2 月 22 日

メールマガジン「関八ニュース」配信

3 月 25 日

交流企画
「八⾼⽣関東・関⻄研修旅⾏」歓迎会

4 月 20 日

交流企画「春の皇居を⾛ろう！」

4 月19 日

メールマガジン「関八ニュース」配信

6 月 21日

メールマガジン「関八ニュース」配信

7 月 22 日

交流企画「八⾼放送部全国⼤会出場」激励会

8月3日

謝志会納涼会

6 月 26 日

7 月 24 日
8 月 31日
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関東誠鏡会幹事会

関東誠鏡会幹事会
関東誠鏡会幹事会

第 39 回関東誠鏡会総会  

「未来サポート募金」の振込先
■三菱 UFJ 銀行

「関東誠鏡会 会計 平山貴子」

本店 001 普通 口座番号 6007933

■ゆうちょ銀行

「関東誠鏡会」00130-2-387634
振込元の記載欄に、必ず卒業期の記載をお願い
致します。

さまとともにそれをお祝いできたことを嬉しく思うと同時に、次の100 年に向けて更なる発展を願わずにはいられま
せん。ここに集った全員で、それぞれが何らかの形でサポートしていきましょう！
最後になりましたが、本総会の開催にあたり当番期の我々を温かく見守り、多大なるご支援、ご協力をいただきま
した役員の皆さま、母校の諸先輩方、そして関係者の皆さま、本当にありがとうございました。皆さまの協力なしに
は本日を迎えることはできませんでした。高 41期一同、深く感謝申し上げます。
我々も明日からまた、新たな100 年に向けて一歩を踏み出していきたいと思います。
第 39 回 関東誠鏡会総会・懇親会
実行委員長 高 41期 加来 晴寿
実行委員会一同
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原点回帰
～バトンを 煌く次の100 年へ～

