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2011年、ここに
福岡県立八幡高等学校出身者が集い、
北九州という同郷を感じながら
新たなつながりをつくる会が始まります。
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角打ちスタイルで、異世代の同窓
生とご歓談ください。ここには、関東
誠鏡会でおなじみのあの品も登場！

於：泉ガーデンギャラリー　東京都港区六本木１－５－２

屋台 屋台

なつかしっちゃセット販売隊が登場します

受 付

ケータリングコーナー こちらに北九州のフードも登場します。

屋 台

懐かしい北九州
のフードが登場
します。　　
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関東誠鏡会会長からのご挨拶福岡県立八幡高等学校校歌

来賓の方からのご挨拶

■ 福岡県立八幡高等学校

作詞／八幡中学国漢部　　作曲／矢野勇雄

洞海のほとり　うすがすむ

希望にもゆる朝ぼらけ

磨くは叡智　修むる徳義

八幡八幡　栄光ある母校

帆柱の峰に日ぞ照りわたる

鉄の都の　暮れゆけば

求真のたいまつかかげつつ

誦する経史　稱ふる祖国

八幡八幡　輝く母校

九州の野に火と燃えさかる

高き理想を　ほこりつつ

剛健の氣風　養ひて

たゆまぬ努力　ゆるがぬ心

八幡八幡　我等が母校

御国のためにいざ雄飛せん

厳しい状況のなか
お役に立てる同窓会を
会長　藤城昌三（高12期　文芸部）

はえ

ね

ぐしん

けいし

みくに

　残暑厳しい折、第31回関東誠鏡会総会へご出席賜り、誠にありがとうございます。
また、東日本大震災に際して、皆さま方からお寄せいただいたご支援とお見舞いに対し、厚く御礼
申し上げます。関東･東北在住の卒業生約3,000名の中には被災された方もあるやに聞き及んで
おりますが、人的災害は報告されていないことがせめてもの救いでした。未曾有の大震災を機に
今回の同窓会開催の是非についても討議いたしました。その結果、日本が復興に向けて一歩一
歩前進しようとしているいまこそ、総会開催は大震災への支援の一助になることを確信し、このよう
に盛大なる総会に皆さまをお迎えいたすこととなりました。

　特にこのような厳しい状況の折、故郷を遠く離れたこの地、関東で大学生活を送る新卒者には将来の就職活動などで同窓会がお役に立
ちたいと、総会への参加を呼び掛け続けていますが、十分な成果があがっていません。母校からは、毎年関東地区在住の新卒者の名簿を
いただいています。しかし個人情報保護などハードルが高く、通り一遍の手紙や案内状ではわたしたちの願いが届きません。親戚や知人の
ご子息で関東在住の学生をご存知の方はぜひ八高先輩としてのお声掛けをお願いいたします。
　
　今年の当番期３３期の皆さんは「北九州の街を関東で再現する」という独創的なアイデアで、この猛暑を吹き飛ばす勢いです。総会成功
に向ける皆さまの情熱に感謝を申し上げ、更には今日という日がご出席の皆さまにとって久闊を叙す良き一日になることを願って、ご挨拶とい
たします。

今、必要とされる学校の広報
校長　井星　英

　ポスターやチラシの作成と配布、中学校訪問や学習塾訪問、中学生進路相談事業、中学生体験
入学、サマー・ミーティングやオータム・ミーティング等の企画と実施……、何のことかおわかりでしょう
か。この二十年来、公立高等学校教職員の必須業務の一つとなった「生徒募集のための広報活
動」の一部を列挙したものです。
　社会の変容とともに社会制度も少しずつ変化していきます。高等学校もその影響を直接に受け
続けてきました。もちろん八幡高校も例外ではありません。学区拡大や少子化などにより、公立高校
教師の仕事とは考えてもいなかった広報活動が、現在では、公立高校の教職員がなすべき、学校
の存続がかかった重要な仕事となっています。以前から私立高校や私立大学の広報活動は盛んに行われていました。しかし今では、京都大
学や東京大学でさえオープン・キャンパスを実施し、他県に出張してまで大学説明会を開催する時代です。他の関連職種と同様に公立高校
教師も、ただ教室で教えていればそれで済むというわけにはいかなくなっています。教師にも「営業感覚」が求められる世の中になっているの
です。現在でも福岡県は県立高校優位であることには変わりないのですが、広報活動を特に行わなくても生徒が公立高等学校に入学してく
れていた時代は、今考えてみれば「夢のような」時代です。
　効果的な広報活動のためには、不便な通学アクセスに耐えてでも是非八幡高校に進学したいと思ってもらえる学校の特色が必要で、魅力
ある学科、高い進学実績、活発な部活動などが大事な要素となります。しかし、それだけでは不十分です。八幡高校がどのような生徒像を求
め、理想とする学校像がどんなものかというグランド・デザインが不可欠です。その理想像を示すには、旧制八幡中学校、八幡高校の卒業生の
方々が長年培ってこられた伝統が大きくものを言います。その意味で、学校創立以来二首の和歌に託された校訓、「誠」と「鏡」という八幡高
等学校の精神的支柱は、広報活動の中心にもなっているのです。
　伝統のありがたさを思い、誇りをもって地域の中学生や保護者に八幡高校を薦めることのできる喜びを感じています。そして、その伝統を関
東の地で守っておられる誠鏡会の皆様に心から敬意を表します。
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来賓の方からのご挨拶

■ 誠鏡会
さらなる飛躍を目指す母校
会長　濵地英伸（高15期）
　関東誠鏡会の皆様には、第3１回総会の開催、心よりお慶び申し上げます。
藤城会長におかれましては、関東誠鏡会の運営に尽力され、また石松実行委員長をはじめ高校33期の方々の
総会開催に向けてのご努力に対し深甚の謝意を表します。また、　3月11日の東日本大震災により被災された
方々がおられる事と思います。心よりお見舞い申し上げます。

　さて、母校は本年の入試では、国公立大学の合格者が205名を数え、さらに難関大学への合格者もおり大変良い成績を挙げました。そし
て、文武に亘って有能な生徒が多く入学しており、4月には文部科学省よりスーパー・サイエンス・ハイスクールの指定校となり大変活気づいてお
ります。只、残念なことに4月の異動で僅か1年の在籍で藤野校長が、そして、首藤参事兼事務長が転出されました。しかし、井星英校長、藤本
辰巳事務長(高23期)が着任され、これから100周年に向けて校長、教頭、事務長さらに父母教師会と共に母校の発展に努めたいと思います。
関東の皆様には誠鏡会へのご支援をよろしくお願い致します。
　最後になりましたが関東誠鏡会の益々の発展と皆様のご健勝を祈念しご挨拶といたします。　　

■ 北海道誠鏡会
がんばろう日本！　がんばろう誠鏡会！
会長　野村俊治（高16期　バレー部）
　第31回関東誠鏡会の開催を心よりお慶び申し上げます。
　3月11日の東日本大震災発生以後、福島原子力発電所の事故を始め、次から次へと未曾有の出来事が起こ
っております。被災された同窓生の皆様に心よりお見舞い申し上げます。当番期33期の実行委員の皆様はこの
様な状況の中、準備には多くの困難が立ちはだかったことと推察いたします。

　当日は「楽しみながら繋がる会」を楽しみに参加させていただこうと思っております。
　私共北海道誠鏡会も小規模ながら、広い道内各地より集まって近況報告を兼ね、酒をくみ交わしております。とは言え20数名の会員ですの
で、毎年お客様をお迎えして盛り上がりに協力いただいております。

■ 中京誠鏡会
物造りの都市から
会長　難波範晃（高11期　陸上競技部）
　第31回関東誠鏡会総会開催、お慶び申し上げます。
　この度の東日本大震災で被災された方も多数おられる事と思います。心よりお見舞い申し上げます。33期の皆
様、この大変な年に、ご苦労様でした。敬意と感謝申し上げます。
　中京地区も、物造りの都市として、東北地方からの部品納入の滞り、浜岡原発停止等の余波にて、かなりの影
響を受けましたが、徐々に立ち直ってきています。中京誠鏡会も7月16日に第9回総会を誠鏡会本部会長・各地区

誠鏡会会長のご出席を賜り、ほのぼのとした雰囲気の中無事終る事が出来ました。来年は第10回の記念総会となり、心新たに、よりよい総会
にする様、邁進する所存ですので、ご支援・ご協力の程、お願い申し上げます。
　最後になりましたが、関東誠鏡会の益々のご発展を祈念して、お祝いのご挨拶といたします。

■ 関西誠鏡会
会員の一層の連帯を
会長　岩尾将治（高15期　バレー部）　
　震災による混乱の真っ直中、第31回総会が石松実行委員長を中心に高校33期実行委員会の努力により、例年
にも増して盛大に開催されますことに心から御祝い申し上げると共に、被災された会員の方 に々関西の会員一同、
深く御見舞申し上げます。今後、復旧に要する困難な道程の中、故郷と母校を想い、人と人との繋がりの大切さ、会
員の一層の連帯をテーマで開催されることは当に時期を得たものと感服致します。せめてもの思いで、私も僅かな

期間でしたが被災地を訪れ汗を流して来ました。そこで目にした、気の遠くなるような破壊と惨状にも拘わらず被災者と全国からのボランティアが
力を合わせ、ひたむきに、一心に復旧に立ち向かう姿に感動し、逆に勇気と力を貰いました。難事に当たってこそ連帯し、力を発揮する我が国民
の真骨頂を見た気がしました。Ｗ杯サッカーの女子の活躍にも見られた連帯と絆こそが必要、かつこの不透明な時代を克服する最大の力。誠
鏡会の旗の本、これ等を一層深めつつ邁進する関東誠鏡会の益々の発展と、会員の皆様の御健勝、御活躍を祈念して御挨拶と致します。　
　　　　

■ 福岡誠鏡会

これぞまさしく同窓会組織
会長　入江潤三（高18期　生物部）
　第31回関東誠鏡会総会おめでとうございます。心からお慶び申し上げます。東日本大震災で被災されました会
員の皆様に心から哀悼の意を表しますと共に心からお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧・復興がなされ、被
災されました皆様の生活が立ち行くことを願ってやみません。
　関東誠鏡会の総会案内パンフレットを読ませていただきますと八高卒業生のための「就活支援」の取組、「つ

ながり瓦版」の発行など独自の幅広い活動が展開されていることを知り、これぞまさしく同窓会組織だと感心しました。
　私こと、さる５月21日開催の第21回福岡誠鏡会総会において会長を仰せつかりました。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。お陰様で総会は藤城関東誠鏡会会長をはじめ、本部の濵地誠鏡会会長等ご来賓各位や会員各位のご協力によりまして205名の参加が
あり、盛大に開催できました。誌面をお借りしまして関係各位に心から御礼申し上げます。
　最後に、会員の皆様の強い絆で関東誠鏡会がさらに盛り立てられ、今後益 ご々発展されますように祈念致しております。

■ 肥後誠鏡会
見えない力を大切に
会長　出田秀尚（高9期）
　関東誠鏡会の開催おめでとうございます。八幡高校の同窓生が、かくもたくさん、日本の首都圏において活躍し
ておられることに、日頃から敬意を持ち、且つ誇りに思っているところでございます。
　今年は33期生の方々の努力で、北九州を東京で感じていただこうとの企画、多くの方 と々の絆が生まれ、より一
層深められるものと思います。今、日本が、また世界が、必要としているものは、まさに絆だと思います。この事は先

の東日本大震災の復興に立ち向かう姿勢が、日本人の持てる美しい力として、世界に示されました。なでしこジャパンが世界大会で優勝できた
のは、絆の持てる力によるものだと思います。絆は新しい物を創造する力を持っています。これまで私達は、あまりにも目に見える実体ばかりを求
めてきました。これからは見えないものにある力を、大切にする時代だと思います。
　本日第31回関東誠鏡会の絆から、新たなものが創造されることを信じています。会員一人一人のご多幸と、会の益々のご発展をお祈り申し
上げます。

■ 宮崎誠鏡会
口蹄  へ』国の緑と陽太『、らか害災の岳燃新・疫
会長　後藤治人（中17期）
　関東誠鏡会第31回総会が開催されるにあたりまして心よりお慶び申し上げます。　　　　　　　
　関東一円の同窓会員の方々が永年に亘り培われたご努力が今回のご盛会につながったものと感じ、今後の活
動の方向付とさせて頂きたいと思っております。私ども宮崎誠鏡会は創立より日浅く、今年で６回目の定期総会を
開催することになりました。本年７月２日、ホテルメリージュに於いて、本部より濱地会長、八幡高校井星校長ほか、

各地区よりご来賓をお迎し、加えて母校出身の宮崎大学生の参加を得て久し振りに母校の輪を広げることができました。最後の校歌の合唱
では、一同在校時代に立ち返り感激の涙でした。
　当地宮崎は、やっと口蹄疫や新燃岳の噴火災害を克服し、太陽と緑の国を再現できるまでに回復いたしました。宮崎牛、宮崎地鶏のもも焼
き、いも焼酎など……宮崎ならではの味も沢山ございます。どうぞ一度お出掛下さい。
　簡単ではございますが、今後の誠鏡会のご発展をお祈りいたしましてご挨拶といたします。

6 7



関東誠鏡会　H22・H23年度活動報告

関東誠鏡会に登録された全会員に向けて、二種類のメールマガジンを発刊。
１）『関八ニュース』毎月1回15日前後発刊
　新設された広報委員会が編集・発刊。関東誠鏡会会員のさまざまな情報をはじめ、八幡高校や北九州のニュース、
　全国各地の同窓生情報など、皆様からの声をもとに発信しています。
２）『総会エクスプレス』不定期発刊
　総会当番期が編集・発刊。関東誠鏡会に関する最新情報を、
　総会を楽しんでいただけるよう工夫を凝らして発信しています。

◆ 関東誠鏡会メールマガジン発足

昨年総会会場にて、同窓生の皆様よりいただきました寄付金103,985円、昨年までの寄付金残高101,364円とあわせまして、
計205,349円です。使途は下記の通りです。現在残高は113,128円です。
　H22年7月21日　放送部懇親会8名（高校生7名先生1名）48,000円
　H22年8月28日　総会　学生招待2名　10,000円
　H23年7月27日　放送部懇親会4名（高校生4名　先生1名）放送部OB　学生1名　　34,221円
　H22・H23年度　支出合計　92,221円
　
　総会会場での寄付の他、下記口座への振込みも受け付けております。　
　　三菱東京UFJ銀行　本店００１　普通預金
　　口座番号　６００７９３３　口座名義　関東誠鏡会　　

◆ ご寄付ありがとうございました。

ホームページにて、入会希望された方の同窓生間の情報交換ツールとして活用されています。現在、約250名登録。

◆ 関八ML

新たな繫がりの場として、情報を発信しています。

http://www.facebook.com/YahataHighSchool

◆ 福岡県立八幡高等学校Facebookページ発足

来賓紹介

今年も、多くの皆様にお越しいただき、どうもありがとうございます。
謹んで御礼申し上げます。

関東誠鏡会は、毎年、一歩ずつ、活動を広げています。公式ホームページ、関八MLは、5年目を
迎えています。今年は、公式メールマガジンの発足という新たな動きが始りました。また、今夏に
6年連続全国大会に出場した八幡高校放送部を迎えて、激励・懇親会を開催しました。

八幡高校　 校長／井星 英　　　

誠鏡会　　　　会長／濵地 英伸（高15期） 
誠鏡会　　　　理事／瀬尾 義一郎（高12期）  
誠鏡会　　　　理事／岡橋 正之（高23期）
北海道誠鏡会　名誉会長／藤永 徹（高15期）  
北海道誠鏡会　会長／野村 俊治（高16期）  
北海道誠鏡会　副会長／江藤 孝二（高19期）
中京誠鏡会　　会長／難波 範晃 （高11期）  
中京誠鏡会　　会計／原田  （高9期）
関西誠鏡会　　顧問／次山 皖子（高9期）
関西誠鏡会　　会長／岩尾 将治（高15期）  
関西誠鏡会　　副会長／兼光 喜一郎（高23期）
福岡誠鏡会　　顧問／蔵野 篤美（高10期）
福岡誠鏡会　　事務局次長／野口 惠庸（高28期）
福岡誠鏡会　　会計監査／田中 準二（高14期）

北九州市シティプロモーション首都圏本部　本部長／丸山 聡

小倉高校　　　関東明陵同窓会　会長／長崎 新一
小倉高校　　　関東明陵同窓会　幹事長／友田 敦久
東筑高校　　　東京東筑会　幹事長／結城 謙吾
東筑高校　　　東京東筑会　組織委員長／西本 逸郎
八幡中央高校　錦綾会関東支部　支部長／田中 好行
西南女学院　　西南女学院同窓会関東支部　支部長／豊田 千年
西南女学院　　西南女学院同窓会関東支部　副支部長／五島 啓子
若松高校　　　関東礫陵会　会長／小田 健次
門司高校　　　硯友会東京支部　支部長／八名 和夫
戸畑高校　　　天籟同窓会関東支部　副支部長／木村 進
戸畑中央高校　東京飛幡会　前会長／三浦 正寿
戸畑中央高校　東京飛幡会　理事／池田 紘子
小倉商業高校　東京紫水会　幹事長／林 良雄

（紹介順、敬称略）

メールマガジン発足に伴い、公式ホームページがリニューアルしました。

http://kantoseikyokai.pya.jp/index.html

◆ 関東誠鏡会公式ホームページ

　H23年7月27日カレッタ汐留「響」にて。放送部顧
問先生1名、学生4名を迎え、関東誠鏡会役員4名、放
送部OB2名、計11名にて開催。
　この懇親会の学生費用は、総会会場にて、同窓生
の皆様より頂きました寄付金にて支払われています。

◆ 全国大会出場　八幡高校放送部との懇親会

関東
誠鏡会
HP

〈 学 校 〉

〈 誠 鏡 会 〉

〈北九州市〉

〈 謝 志 会 〉
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シティバイクの
貸し出し

ステーション

in
関東

関東で感じる北九州。北九州の今の様子をお伝え
すると同時に、関東地方で「北九州だ！」と思えるも
のなどを集めてみました。

北九州は今　～世界の環境首都を目指す～
かつては北九州工業地帯、そして製鉄の町として、全国へ名を馳せた北九州。
現在は、ものづくりのほか環境都市の一面を大きく打ち出している。

　国の「環境モデル都市」にも選ばれ、環境都市としての知
名度をあげている北九州市。環境都市への歴史の始まりは、
公害の克服の経験だ。
　1960年代、四大工業地帯の一つとして日本の経済成長を
支えていた。しかし大規模な産業は、その一方で、大気や水へ
の深刻な公害問題を引き起こしていた。八幡生まれの女性史
家・河野信子は昭和初期の洞海湾の思い出として「当時の洞
海湾はまだ青く、漁師たちがつりあげ、網にかけた魚が、市場
に並んでいた。春は、裏山にでかけて椿の花を集め、夏は、湾
口あたりで海水を浴び、海底をかきまわし、はまぐり、にし貝など
をひろいあつめた。自然は、かぎりなくやさしくひとびとを包み、
足の裏に、肌に、四季おりおりの変化を感じてきた。海はひとを
誘うという。それだけに、春、秋の若松えびす神社の祭には、北
九州に住むものは、こぞってでかけた。渡し船は、祭に集まるひ
とびとを乗せ、日に何度も洞海湾をわたった」（『科学朝日（第

30巻第12号）』1970年）と書いている。また同じ記事内で1970
年の洞海湾について「船が中洞海と進むにつれて、わたくし
は、海の上をはしっているといった思いをなくしてしまっていた。
汚水処理用のため池が、巨大な下水道に入れられ、刑罰をう
けにここにきているのではあるまいか。なぜなら、油地獄とは、こ
のようなものであろうといえる臭気。血の池地獄とは、こんな色
かと思える赤茶色、黒かっ色の水の果てしもない連続」と記し
ている。
　公害対策に立ち上がった北九州は、1971年に公害対策局
（現・環境局）を設置し、厳しい公害防止条例等を制定した。そ
れから40年。洞海湾の水の色も大気汚染も、見違えるほどに
変わった。

　この公害克服の経験は、国際貢献の場でも生かされてい
る。現在のアジア諸国における最も優先されるべき課題は、「大

気汚染」「水質汚濁」「廃棄物」などの公害問題だ。
　北九州市はアジアに近いという地理的な利点を生かし、海
外の自治体と「東アジア経済交流推進機構環境部会」（大連
市、天津市、煙台市、青島市<中国>、仁川市、釜山市、蔚山
市<韓国>、下関市、福岡市）や「アジア環境協力都市ネットワ
ーク」（ホーチミン市、ペナン市、スマラン市、スバラヤ市、セブ
市、パタンガス市）などの都市ネットワークを構築し、公害克服
で培った技術やノウハウなどについて、1980年代から専門家
派遣や研修員の受け入れなどを行っている。
　環境都市の象徴的な事例の一つが、循環型都市モデルの
構築だ。「みどりのまち」へ向け、こちらでも国内外から注目さ
れるさまざまな取り組みがなされている。
　国から「エコタウン第１号」の認定も受けた。若松区響灘地
区にリサイクル業を中心とした企業団地のほか、企業、大学に
よる実証研究エリアを形成している。2007年度にはこの事業の
経験を活用し、経済産業省と中国国家発展改革委員会の合
意に基づき｢日中循環型都市協力事業｣を開始した。北九州
市内の企業・行政関係者を中国・青島市へ派遣し、マスタープ
ラン策定や家電リサイクル工場へのアドバイスを行っている。
※エコタウン：「あらゆる廃棄物を他の産業分野の原料として活用し、可能

な限り廃棄物をゼロに近づけること」を目指したもの。家電、自動車、ペット

ボトルなどのリサイクルなどの事業を展開している。

　産業ばかりではなく市民の生活にも関係している。その一
つが、二酸化炭素排出量を減らすためのモデル地区事業だ。
小倉の都心部に地区を設定し、太陽光発電や風力発電を設

置し、LED照明を導入する。電気自動車の導入にも動きだし、
屋上緑化も推進している。その一環で、私たちが帰省した際に
活用できそうなのが、電動アシスト自転車（通称：シティバイク）
のレンタルだ。小倉駅や八幡駅の周辺で始まっており、どの貸
出ステーションででも借りて返すことができ、なかには24時間利
用できる貸出ステーションもある。費用は基本プランで、月額基
本料金525円と利用料が１時間当たり105円。
　また、新たなエネルギーの導入にも熱心で、その取組の大き
な目玉の一つが「北九州水素タウン」。2011年1月には、実証事
業「北九州水素タウン」の運用をJRスペースワールド駅周辺で
開始した。製鉄所や苛性ソーダ工場などから出てくる副生水
素を、パイプラインで市街地に供給・利用するものだ。水素燃料
電池を使い、工場ばかりではなく一般家庭でも利用するという
もの。こうした本格的なコミュニティ規模での実証は世界初の
取り組みとなる。

　これらの取り組みは、国内外で高く評価されている。北九
州市はこの強みを生かした「環境修学旅行」を学校関係者や
旅行社へ提案し、2010年秋には、長崎県の小学校５校と鹿児
島県の中学校１校が北九州市を訪れることになった。近い将
来、関東誠鏡会会員の子弟が、北九州へ修学旅行で行く日が
来るかもしれない。

工場地帯の
空と海
「昔と今」

風力発電

写真・資料提供：北九州市シティプロモーション首都圏本部現在の空と海1960年代の空と海

JR西小倉駅 JR小倉駅

北九州市役所

小倉北区役所

ムーブ

テレコムセンター2号館

スペースワールド駅前

商工貿易会館

小倉駅南口

JR小倉駅

JR八幡駅

JRス
ペー
スワ
ール
ド駅

八幡東区役所

西小倉駅前

旦
過
駅

Feel your 
北九州

Feel your 北九州 in 関東
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関東で感じる北九州
北九州を離れて、はや●年。
関東でも、「あ！　懐かしい！」と思えるモノがありませんか？

関東へ来て驚いた！
新しい土地へ来ると、いろいろと違いがあってとまどうもの。関東へ来て、驚いたこと、振り返ってみました。
「電車の時刻表に数字がなくて『5分間隔』としか書かれていない！」という声もありました。

　昔は、実家に帰るときに、板付空港から、実家のある遠賀川駅を通り越して黒崎まで行って
食べてから帰っていました。元ミュージシャンの大学の友人は、日本で二番目にうまいラーメンと
断言しておりました。すなわち世界で二番目ということになります。
　1999年なんと唐そばのオヤジさんがテレビに出ていました。その後、黒崎の本店は閉店し、今
は東京の渋谷の２店舗だけです。北九州に帰った時の楽しみが一つ減ったのは悲しいです
が、渋谷店は、近くに行った時は必ず寄っています。最近のブームに乗って、東京（二代目）オリ
ジナルのつけ麺が増えましたが、サイドメニューの真っ白いおにぎりと「茹で玉子」は北九州を
踏襲していますね。また、客の注文をマグネットの色で分けて、麺茹で係に見えるように掲示して
いるのもノウハウの伝承ですね（最近は、客の方から見えない位置に変更になりました）。
　味は、従来の唐そばを感じます。ただ関東味に合わせてかスープの脂を少なくしてあるようです。本店では、スープをそのまま
残しておくと表面に薄く脂の膜が張ったと記憶していますが、東京のスープはそんなことはありません。
　しかし、美味い!!　青春の味です。カウンターで並んで食べている他の客を横目でみて「この人ひょっとしたら北九州の人
か？」なんて想像しながらスープを飲みほし、丼の底に「謝唐」。　（高33期　燃える闘そば）

　いわずと知れためんたい屋さん。めんたいというと、福岡の方が多そうですが、「かば
田」は北九州のめんたい屋。なんと、関東にも２店舗ありました。
◆経 堂 店：東京都世田谷区経堂 1-11-12　TEL：03-3706-7770
◆横浜の店：神奈川県横浜市港北区師岡町 700 番地　トレッサ横浜南棟内　
　　　　　　TEL：045-533-5120　　http://www.ten-to-maru.co.jp/
　懐かしい味を求めたくなったら、向かってみるのもいいかも。なお、ヤマヤの関東店はもつ
なべ屋も経営。ランチにはめんたいと高菜が食べ放題です。　（高33期　めんたい）

　会社が昔は銀座にあったので、バブルのころには、たまに行っていました。バブルの象徴のような夜の銀座に、見上げると幾つ
もの丸源のマーク！　そう、銀座にも多くの丸源ビルがあるのです。北九州人からすれば、夜の歓楽街に燦然と輝く丸源マークは
小倉歓楽街の象徴でした。丸源ビルは小倉が発祥です。1号ビルは小倉の京町にあったはずですが、丸源ビルは博多と銀座に
もあるのです。
　うちの実験室に7軸のモートマンがあります。安川電機製の産業用ロボットです。本社はまだ黒崎ですよね。学生時代は同じ敷地
内にある安川物流で引っ越しのアルバイトをした記憶があります。モートマンを見るたびに、世界に誇れる北九州を感じています。
　トイレに行くたび北九州を感じます。世界に誇るＴＯＴＯ。米ロックグループが日本の衛生機器のロゴをみてグループ名にしたと
の噂もあるくらい。また、ウォシュレットの発明はトイレ革命と言ってもいいでしょう。私も入社説明会
に行ったのに……、ひょっとしたら入社していたかもしれないのに……。今では、ウォシュレットのな
いトイレには入れない体になってしまいました。
　最後に、バリバリ北九州な情報です。北九州予備校が2009年、東京に進出したようです。場所
は日本橋小網町で、名前もそのまま「北九州予備校東京校」、略称北予備東京。東京スポーツが
大阪では大スポ、九州で九スポになるように、北九州予備校が東京予備校にならなくてよかった、
と個人的には思っています。　（高33期　北予備黒崎校同窓生）

　今年２月まで１３年間、東京都狛江市（こまえ
し）に住んでいました。
　狛江は道が狭いし、世田谷区は坂道が多い
し、「車の離合が大変ですね」と東京の人に言
うと「離合って何？」と言われました。
　この問題には、東京育ちで鉄道マニアの長
男が、明快な解答を与えてくれました。
　「全国で西鉄電車だけが、駅での列車の待
ち合わせのことを『離合』と呼んでいるんだよ。
それが福岡の車のドライバーに普及したんじゃ
ないかな」とのこと。私もそういう気がします。
　それにしても、なぜこんなことまで知っている
のか、我が子ながら息子のことが理解不能で
す。　（高29期　樋渡（旧姓・渡辺）乃扶子）

●車の離合

京東。」 ！ ねんさ消燈行。んやーとっ乗客「　
でタクシーを止めようとする北九州人の声です。
北九州在住者は「東京は違うん？　ずっと（行
燈を）点けとったら判らんやん ! ! 」と言います。
タクシーの空車を見分けるときは、屋根の行燈

でも行燈は点いています。実車時には行燈を
消すって北九州（もしくは八幡東区？）だけの
ローカルルール？　（高 33 期　豚バラ串）

〈焼鳥編〉
「焼鳥では何が好き？」
即答で「豚バラ」。
「？ …… 
「ハァ？」
　関東での会話。こちらではやきとり屋に豚バラがないことが多いです

それに付出しの食べ放題のキャベツもないし。また、スズメも結構ポピュ
ラーでしたよネ。
　豚バラが食べたくなった時は、船橋の行きつけの焼鳥屋に行ってま
す。キャベツもサービスで出てくるよ。

〈うどん屋編〉
　立ち食いそば屋で初めてうどんを見た時、コーヒーのようなスープの
色と鰹節の匂いにビックリ。あれはうどんには合いませんね。九州では
うどん屋のサイドメニューがそばでしたが、こちらにうどん屋は、あまりあ
りません。九州では年に一回、大みそかにだけしか、そばなんて食べて
なかったよね。逆に今では、年に一回もうどんを食べないことがあります。

〈おでんや編〉
　今日の飲み会は、有名なおでん屋です。おでんって、北九州（若松）
では駄菓子屋で売ってたよね。丸天５円、かまぼこ５円。スジ20円。子供
のころはめったに食べられなくて、スジ肉は高級品でした。それで、有名
おでん屋で「スジってありますゥ？」と、ダメモトで聞いてみたら「あります
よ」。でも出てきたものは大根のような形 ！ 　でも大根のように透き通って
ないし、「何ですかこれ？？」「スジですよ! ! 」。
　牛のスジ肉が食べたかったのに、全くスジ違いでした。
（高33期　フード担当）

●唐そば（ラーメン）

●かば田（明太）

●丸源ビル、産業用ロボット、トイレそして北九州予備校

　まずは、「日の出の時刻」。なんだか明るいと目を覚ましたら、まだ4時。4時にしては明るい空にかなり驚きました。当初は遮光カ
ーテンを使っていなかったのですが、あまりに朝早く目が覚めることが続いたので、早々に遮光カーテンに交換しましたけどね。
　次は「テレビのチャンネルが同じ」ことでしょうか。東京に転勤した際、職場には神奈川や東京、千葉から通勤している女性た
ちがいました。昼休みにテレビ番組の話になったとき、「横浜で○チャンネルの××という番組だけど～」と私が言ったら、「関東は
チャンネルがみんな一緒ですよ」と返されました。そうなの？？　福岡では、同じ県内でも北九州市と福岡市では局は同じでもチャ
ンネルが異なるのに、東京も千葉も神奈川も同じチャンネルってすごい ！ 　と思ったこともありましたっけ。　　
（高37期　ハマのオアシズ）

●早い日の出と同じチャンネル

●食べ物３題

●タクシー　止まれ！

Feel your 北九州 Feel your 北九州 in 関東

努力は実る
かなあ………。
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今、北九州でウワサのもの
最近の北九州で話題を集めているものをご紹介！　帰省のときに試してみては!?

　北九州に限らず、全国区で有名なクロワッサン。「クロワッサンがなにより好き
でこだわりにこだわったクロワッサンを作ったらクロワッサンしか作る時間がなく
なりました」というお店。本店は若松だけれど、北九州空港や福岡空港でも販
売中。なんと ！ 三日月屋のサイトによると、東急百貨店吉祥寺店Ｂ1 食品売り
場でも、冷凍製品が販売されているそうです。

　「合馬のタケノコ」は昔から
有名ですが、なんと、とうとう
焼酎までできてしまいました。
ラベルは『銀河鉄道 999』の
漫画家、松本零士先生。

●タケノコ焼酎

　野菜の産地としても力を入れている若
松。その野菜のなかでも、最近特に評判
が上がっているのが「若松トマト」。若松で
育ったもの全てではなく、特別の栽培法で
育てられたもので、とにかく甘いらしい。

●三日月屋のクロワッサン（若松）

　創業昭和 45 年の門司港の干物屋。魚の幼児語「じじ」を屋号にした保存料なしの干物のお店。お取り寄せもできます。
門司港に現れる「バナナマン」とも関連アリ。
〒801-0802　北九州市門司区白野江 2-12-25　　TEL：0120-159-889 ←「いっこくもはやく」だそうです。

●じじや（門司港）

●若松トマト

つながり瓦版 2011
『つながり瓦版』は高29期によって

2007年に誕生した関東誠鏡会の情報誌です。

会員の皆さまにメッセージ広告を掲載していただくことで、情報交流を図ります。

今年は、メッセージ広告を掲載していただいた【広告編】と、

寄付のみでご協力いただいた【寄付編】があります。

今年も多くの皆さまのご協力をいただきました。

どうもありがとうございました。

ペプトレックスの原体は、オランダのオリンピック委員会が、乳由来
のカゼインを特許酵素プロテアーゼで消化し、摂取すると直ぐに吸収
できるプロテインとして開発。すでに各国選手団が採用。日本での許
認可は３年前。弊社が独占販売。自衛隊のオリンピック選手を養成し
ている自衛隊体育学校が採用。体力勝負の自衛隊員に好評。高齢者の
筋肉減退防止に。コラーゲンが豊富なため美容に好評。

サービス内容

アイエフシー株式会社　(International Fine Chemical Co.,Ltd.)    
自衛隊が愛用している速吸速効のペプトレックス

ペプトレックスは自衛隊体育学校や日本体育大学などの体育系学校や、陸海空の自衛
隊隊員、阪神タイガーズなどの球団他、有料老人ホーム、病院、美容エステサロンなど、
プロ向けに販売していますが一般量販店には卸していません。ただし八高 OB、現役、
関係者に15%引きで販売致します。弊社から直接購入時にお知らせください。    

梅原英毅・代表取締役社長
（高 12 期）

umecadia@ifcc.co.jp

同窓生へのメッセージ

http://www.ifcc.co.jp 　 　●　健康食品部のペプトレックス・ペプトランの製造販売
●　医療機器用スペシャリティーコーティングポリマーの販売
●　バイオ系胃腸薬の原体及びコエンザイムQ10 の原料販売
●　香料・食品添加物・医薬中間体の製造販売

〒211-0034 
神奈川県川崎市中原区井田中ノ町
8-8-105 ゾ ンネンハイムビル 1F 
044-741-3271 

近代的なペプトレックス生産工場

Feel your 北九州

番外編 ： 映画で見る北九州 積極的に映画のロケ地誘致をしている北九州。
映画のなかでも、懐かしい風景や言葉を聞くことができます。

●北九州市立美術館（戸畑区）
　八高生のデートスポットでもある市立美術館。『デスノート』（2006年公
開・金子修介監督）前編では、主人公・夜神月（藤原竜也）とL（松山ケンイ
チ）の重要なシーンや警官隊が美術館に突入するシーンに美術館が登場。
ちなみに、この美術館の設計は磯崎新氏。

『デスノート』『デスノート the Last name』【スペシャルプライス版】
各税込￥2,500　発売元：バップ
（C）大場つぐみ・小畑健／集英社 （C）2006「DEATH NOTE」FILM PARTNERS_*

●筑豊電鉄・萩原電停
（八幡西区）
　原作では静岡県だっ
たのが、映画では北九
州市が舞台となった
『 おっぱいバレー 』
（2009年公開・羽住英
一郎監督）。ロケは主
に北九州市、直方市。
萩原電停の撮影時に
は、駅前一帯が終日封
鎖されたらしい。

　ほかにも、『プルコギ THE 焼肉 MOVIE』（グ・スーヨン監督・
2007年公開）、『サッド ヴァケイション』（2007年公開・青山真治
監督）は北九州オールロケ。懐かしい風景を観ることができそう！
　ちなみに、『サッド ヴァケイション』の青山真治監督は門司高校
出身。青山監督の『Helpless』『EUREKA』と
『サッド　ヴァケイション』は“北九州サーガ”三
部作と呼ばれている。「この映画に出ている光
石研の北九州弁はカンペキ！」という高33期の
証言もある（光石研は北九州市出身）。

『おっぱいバレー』
税込￥5,040
発売元：エイベックス・エンタ
テインメント、バップ

『サッド ヴァケイション　プレミアム・エディション』
ＤＶＤ発売中：¥4,935（税込）《2枚組》
（Ｃ）間宮運送組合2007

14 15



つながり瓦版 2011【法人編】 つながり瓦版 2011【法人 / 団体編】

遠くに住んでいるお孫さんのお誕生日ケーキや七五三のお祝いの
ケーキをおくりませんか？　もちろん自分へのご褒美で自家用でも
…。　多くの八高の卒業生の方にご利用していただいてます。毎年河
口湖に避暑にお見えになって配達のご注文をされる先輩もおられま
す。どうぞご利用ください。

サービス内容

ジョージワシントン
大事な方にジョージワシントンのケーキを…。

富士五湖方面にお見えの時には、ぜひお立ち寄りください。
カフェも新設しお食事もできる様になりました。中村　昭博（高 21 期）

info@georgewashington.jp

同窓生へのメッセージ

http://www.georgewashington.jp
〒402-0053
山梨県都留市上谷 5-6-1
0554-45-4260

●　八高卒業のかた　代金を 10％OFF

ロシア産のかに・えび等の水産物を生産者より直接買付することで
新鮮かつ低価格で日本及び海外のマーケットに提供しております。高
品質・低価格を目指し、品質に見合った適正価格で販売することを心
がけております。通信販売を通じ消費者の皆様により近いところで喜
んでいただけるよう努力して参ります。ご興味がありましたら食材サ
イト【Mマート】で会社名を入力しＨＰをご覧ください。

サービス内容

パシフィックフーズ株式会社 (PACIFIC FOODS CO.,LTD.)
高品質・低価格！新鮮な水産物を直販しています

社長はロシア水産業界での 20 年の経験を生かし、たらば・ずわいがに等を買付・販
売をしているスペシャリストです。品質には絶対の自信を持ってお勧めします。小売
にも対応いたしますので年末年始のご贈答用にぜひご利用ください。掲載商品以外に
も水産物の引き合いであれば対応しますのでお気軽にお問い合わせください。

完山　泰秀（高 33 期）
kanyama@water.ocn.ne.jp

同窓生へのメッセージ

http://www.m-mart.co.jp/
〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目 2番
12 号陽光ビル４Ｆ
03-5297-2331
 

●　ロシア産水産物の買付輸入・国内販売
●　ロシア産水産物の買付・海外マーケットへの販売
●　水産物の通信（ネット）販売

昭和 33 年創業以来、皆様により良い商品をよりお求め易い価格で提
供することを目指しております。原料の仕入れから加工販売まで自社
工場で行うことにより、高品質・低価格を実現しております。各種工
場の新設、自社冷蔵庫の保税蔵置認可、自社工場のＨＡＣＣＰ取得な
ど時代のニーズに合わせて対応することで、常に高品質・低価格で商
品を提供し、安定経営を図っております。

サービス内容

株式会社マルゴ福山水産
稚内から新鮮なカニ・魚介類をお届けします

稚内最大の水産加工施設を保有しており、『マルゴ』マークの活かに、ホタテ、たらこ
等は日本水産業界の一流ブランドとして知られております。小売りは行っておりま
せんが、荷受、仲卸、業務向けの販売は取次可能ですので是非私宛にお問い合わせく
ださい。

完山　泰秀（高 33 期）
kanyama@water.ocn.ne.jp

同窓生へのメッセージ

〒097-0001
北海道稚内市末広 5丁目 7番 12 号
0162-33-3111

●　水産加工販売業（カニ・ホタテ・鮭・タラコ・その他の加工品）
●　食品の冷凍及び冷蔵保管業
●　倉庫業
●　加工食品・農林水産物の輸出入・販売及び仲介

今や Web サイトで当たり前に見られる動画。J ストリームは 14 年前
から企業の動画配信をサポートしています。株主総会のインターネッ
トライブや商品紹介映像の配信、エンタメ映像の課金配信など、広が
る動画の活用シーンに応じて、様々なサービスを提供。急速に普及す
るスマートフォンむけ動画配信にも対応しています。年間約 1 万案件
をこなす実績で、動画活用を安心してお任せいただけます。

サービス内容

株式会社Ｊストリーム
最新デバイスに高品質な動画配信

こんにちは、33 期の石松です。高校の時は水泳部でした。毎日泳いだ後疲れた体で、
あの地獄坂を下っていったのが懐かしいですね。今は今回紹介したＪストリームと
いう会社にいます。Web 関係に興味ある方どんどん連絡ください。八幡高校のつな
がり大切にしていきましょう。 第 31 回　関東誠鏡会総会　実行委員長　石松俊雄

石松　俊雄（高 33 期）
ishimatsu@stream.co.jp

同窓生へのメッセージ

http://www.stream.co.jp/
〒105-0014
東京都港区芝 2-5-6　
芝 256 スクエアビル 6F
03-5765-7000

●　PC、携帯、スマートフォン等むけ動画配信 ( ライブ・オンデマンド )
●　映像制作 ( シナリオ作成、撮影、編集、自社スタジオ提供等 )
●　サイト制作・運用サービス ( エンコード、Flash コンテンツ制作等 )
●　動画配信関連オプションサービス (CDN、課金、認証、DRM、CMS)
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高校 32期一同 

昨年の第 30 回関東誠鏡会は、皆様のご協力により 300 名を超える同窓生にお出で頂き大変な盛会となりました。本当にありがとうござい
ました。特に関東初登場の応援団OGによるコンバットマーチ、校歌斉唱は、会場が一つになって盛り上がれたと思います。 1 年にわたる総
会準備大変でしたが、皆様からの「楽しかった」との言葉に疲れも吹き飛び、これまでにない達成感と解放感にひたりながら、みなと美味し
いお酒を飲むことができました。高校卒業 30 年目にこのような機会を与えて頂いた関東誠鏡会の皆さまに心より感謝申し上げます。

同窓生へのメッセージ

高校 32期です。昨年はありがとうございました。
関東誠鏡会　高 19期　一同

高校 19 期は、本部、関東支部、関西支部、福岡支部と組織立って、同期会の活動を行い、全国的には 19 期会会
報を 20 年前から年二回発行し同期の個人宅に送付し近況をお互いに知るようにしています。19 期は還暦を
超えてニ三年が経ち、リタイヤ組が増えてきました。でも人生では現役、健康に気をつけて、スポーツに趣味
にスローライフを楽しみましょう！写真は、新年会と同期の大谷会館でのリサイタル

同窓生へのメッセージ

団塊世代も年金世代へ　スローライフを楽しもう

関東・高 29期

私たちは２００７年に第２７回総会の幹事期を務め、皆様のご協力もいただいて、おかげさまで３０８名（幹
事期除く）の同窓生に出席いただきました。幹事期は『出席者数３００名以上！』を目標に毎年奮闘していま
す。今年の挑戦はどうでしょうか？私たちは、29 期を超える幹事期を心待ちにしています。
★☆29 期のみんなへ   『勝手に同窓会』は 10 月 29 日（土）です！案内を待っててください！ 　

同窓生へのメッセージ

今年の挑戦や、如何に！ 12 期で新年会を楽しく開催しました
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つながり瓦版 2011【団体編】

つながり瓦版 2011【個人編】

つながり瓦版 2011【寄付編】ご協力ありがとうございました。

《 法人 / 団体 》 《 個人 》
◆麻生綜合法律事務所
　高 10期　所長弁護士・法学博士　麻生　利勝 （1）

◆社団法人　東京ガラス外装クリーニング協会
　高 10期　森　猛 （1）

◆ミヤリサン製薬株式会社
　高 20期　代表取締役社長　内田　正行 （1）
　高 20 期　マテリアル部部長　山下　忠 （1）

◆株式会社豊興パーキングメンテナンス
　高 33期　久保田　次郎 （1）
　
◆放送部　有志一同 （1）
　2006 年以来、６年連続で全国大会に出場中！

◆バトミントン部　有志一同 （1）

◆大村工房 （1） 

◆株式会社プライズ／代表取締役　菊地　勝 （1） 

◆稚内貿易株式会社／代表取締役　菅原　紀一 （1）

◆ASIA SEAFOOD INC.  ／ Tony Kim(President)  （1）
 
◆CDM Shipping & Air CO.,Ltd.  ／ Choi Jae Young(Director)   （1）

◆Cosmos Union Co.,Ltd.  ／ Shin Byung Ki(Director) （1）

◆GEO-YOUNG CORPORATION ／代表取締役　姜　武廷 （1）　

◆GLOBAL STAR SHIPPING CO.,LTD. ／ Byung-Soo,Jin（President） （1）

◆Haemiga Co.,Ltd ／ Jason Ma（President） （1）

◆HIGHNET SEAFOOD CORP. ／ William Lee（CEO） （1）

◆OOO "INSKOJRYBOZAVOD" ／ Krasnoyarov Igor（Director）（1）

◆InterMarine Corporation ／ Young-Ick,Seo（President） （1）

◆KORUSS INTERNATIONAL ／ Ha In Kyu（President） （1）

◆MAHA TRADING CO.,LTD ／代表取締役　朴　宇庸 （1）
　
◆NAKAMURA KOREA,LTD. ／ Byung-Soo,Jin（President） （1） 　

◆OCEAN VALLEY SEAFOOD CO.,LTD ／代表取締役　文　麟慶 （1） 　

◆Company Piligrim-Vostok ／ Safonov Oleg（Director） （1） 　

◆SAM YOUNG SEAFOOD CO.,LTD. ／ CHRIS LIM（Director） （1） 　

◆Seaworld Korea Co.,Ltd. ／ KIM SUNG HEE（President） （1） 　

◆Vostochno-Promyslovaya Kompaniya ／ Fukalov Vladimir（Director） （1） 　

◆YEONG KYUNG TRADING CO.,LTD ／ D.A.Kang（G.Director） （1）

◆中 25 期　　美浦　匡彦　（2）
◆定 12 期　　山口　勇　　（1）
◆高  2  期　　安部　健　　（1）
◆高 11 期　　丸山　義雄　（1）
◆高 25 期　　牧野　真憲　（1）
◆高 33 期　　浅井　重利　（2）　　　綾部　昭彦　（2）
　　　　　　 

◆高 34 期　　三橋　正司　（1）

◆関西誠鏡会３３期有志一同　(10)　　

洗　　光範　(2)　　　荒川　英俊　(2)
荒巻　伸秀　(2)　　　有馬　圭一　(2)
生田　千博　(2)　　　石田　裕滋　(2)
石原　典子　(2)　　　石松　俊雄　(2)
井田　守　　(2)　　　井上　伸子　(2)
井上　芳徳　(2)　　　内田　敏之　(2)
内村　尚俊　(2)　　　大石　節子　(2)
大村　晋　　(2)　　　小川　久美子(2)
織田　智治　(2)　　　柿並　香代子(2)
柏原　豊　　(2)　　　梶原　大資　(2)
川野　宗司　(2)　　　川野　孝子　(2)
河村　聡太郎(2)　　　完山　泰秀　(2)
岸上　祐子　(2)　　　木原　隆夫　(1)
坂井　信次　(2)　　　坂本　雅美　(2)
佐々木　弥生(2)　　　佐藤　哲也　(4)
篠原　正行　(2)　　　下屋敷　寛　(2)
田口　明　　(4)　　　武石　賢二　(2)
竹田　利恵　(1)　　　武久　和彦　(2)
谷口　ますみ(2)　　　佃　　周二　(2)
手島　恵美　(2)　　　友田　圭子　(2)
中川　由美子(2)　　　長崎　正治　(2)
永田　清一　(2)　　　中野　正純　(2)
中村　修　　(2)　　　長安　慶子　(1)
西村　達也　(2)　　　芳賀　久　　(2)
林　　豊子　(2)　　　林　　秀之　(2)
原田　永生　(2)　　　福田　九州男(2)
古市　昌平　(2)　　　古田　泰幸　(2)
松尾　美記　(2)　　　松本　浩治　(2)
宮 　理恵　(2)　　　村上　敦子　(1)
森     　静代　(4)　　　安武　明彦　(2)
山下　義和　(2)　　　大和　朗　　(2)
米田　英樹　(2)　　　渡辺　真由美(2)

大松　　良枝　　　　神田　　忍　　　　
久保田　次郎　　　　小林　智子　　　
高田　　昭裕　　　　田中　智恵　　　　　　　　
　　奈緒美　　　　藤崎　稲造　　　

矢野　　裕史　　　　山本　昌之

　　　　　　　　　　　　9月 2日現在

関東誠鏡会 高 34 期一同

来年の第３２回関東誠鏡会総会は私たち３４期が当番をつとめます。まだまだ実感も湧かず、とりあえず集
まって酒を飲む会合を続けております（笑）が、おかげさまで日に日に結束力が高まってきています。これか
らの一年間、はじめてのことだらけで不安もいっぱいですが、参加してよかった！と全員の方から言って頂
けるような総会を目指して準備を進めて参ります。どうぞよろしくお願い致します。

同窓生へのメッセージ

来年は私たち 34期が当番です！

「関八ニュース」を一緒に作ってみませんか？！ 
関東誠鏡会広報委員長の松本です。同窓生向けメールマガジン「関八ニュース」の『特派員』とメル
マガの『制作スタッフ』を募集します。身の回りのこと、高校時代や八幡での思い出話など、「ネタ
を提供できるよ」という方、簡単なメルマガの編集を仕事や家事の合間にメールをやり取りしな
がら「一緒にやってみたい」という方は、ぜひ、ぜひmatsumo@mvg.biglobe.ne.jp までご一報くだ
さい。お待ちしています！一緒にやりましょう！！ 

同窓生へのメッセージ

松本　勝義（高 29 期）

幸せをお世話しています
文京区本駒込で結婚相談所をしています。結婚したいと思ったときが、その方の結婚適齢期。当
相談所にはお若い方ばかりでなく、ご年配の方もご相談にみえ幸せを手に入れています。出会
いはお見合いであっても、相手をいたわり慈しむ心が愛情を育むもの。まずは、一歩踏み出して
みませんか。心を込めてお世話させていただきます。ご相談は無料ですので、気軽にお問い合わ
せください。　http://www.omiaibank.com/

同窓生へのメッセージ

石原扶美子 （高 25 期）
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関東誠鏡会　役員

実行委員長から

ご挨拶とお礼の言葉

第31回関東誠鏡会総会のために、格別のご協力をいただきました。
どうもありがとうございました。

株式会社アクティオ
北九州市シティプロモーション首都圏本部

ジョージワシントン
リンテック株式会社

三橋　正司（高34期）　
伊東　努（高47期）
（敬称略）

第31回関東誠鏡会総会実行委員長　石松 俊雄（高33期）

麻生　利勝　　（高10期 ） 
森　　猛　　　（高10期 ） 
藤城　昌三　　（高12期 ） 
篠原　政美　　（高18期 ） 
岡村　芳子　　（高20期 ） 
室井　和也　　（高17期 ） 
山本　寿美子　（高26期）
牧野　真憲　　（高25期 ）
浅川　勝義　　（高12期 ） 
能浦　栄蔵　　（高12期 ） 
岩永　正雄　　（高19期 ） 
一丸　智恵子　（高24期 ） 
松本　勝義　　（高29期 ）

〈 顧 問 〉
〈 顧 問 〉
〈 会 長 〉
〈 副 会 長 〉
〈 副 会 長 〉
〈事務局長〉
〈事務局次長〉
〈会計監査〉
〈 理 事 〉 

　第31回関東誠鏡会総会の開催にあたり、当番期33期を代表して一言ご挨拶とお礼を申し上げます。
本日は、ご多忙の中たくさんの同窓生の皆様にご出席頂き、誠にありがとうございます。
また、ご来賓の皆様におかれましては、当誠鏡会のためにわざわざお時間をさいてご臨席を賜り厚くお礼を申し上げます。

　今年はご出席の皆様に、「懐かしくて新しいつながり体験を楽しんでいただきたい」という思いを込め、『Feel Your 北九州 in 関東』のテー
マで準備を進めてまいりました。関東にいながら、懐かしい北九州の食と景色に囲まれて、同級生や異世代の同窓生に出会うことを目指しまし
たが、いかがでしたでしょうか？

　来ていただいた同窓の方々が楽しんでいただける会を演出し、若い世代にも集っていただき、多くの先輩方とつながってほしい。私たちは、
それを実現するために演出やフード、DMなど、いろいろな点でこだわってきました。それを同期の皆がそれぞれの持てる力を出し合って、楽しく
活動し作り上げてきたものです。

　これらの活動を通じて、同期の頼もしさを実感すると共に、諸先輩たちの応援もたくさん頂きました。そういった意味では、総会前にすでに多
くのつながりを体験し、八幡高校同窓生であることを誇りに思い、感謝することを一番実感できたのは我々当番期だったかもしれません。この体
験をより多くの方にも味わっていただけたら幸いです。
　
　最後になりましたが、母校八幡高校と皆様の益々の発展と飛躍を祈念してご挨拶とさせて頂きます。

第31回　関東誠鏡会総会　会誌
2011年9月17日　発行
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