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福岡県立八幡中学校・八幡高等学校同窓会

第 32回 関東誠鏡会総会・懇親会

つながり瓦版２０１２
北九グルメマップ
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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

開会宣言
物故者追悼
関東誠鏡会会長　挨拶
来賓ご紹介
来賓ご挨拶
八幡高等学校　校長ビデオレター
関東誠鏡会活動報告　
事務局報告

乾杯
祝辞・祝電披露
ご歓談（イベントコーナー）
実行委員長　挨拶
高校 35期への引継ぎ式
応援団・校歌斉唱
万歳三唱
閉会の辞

【第一部】総会　14:30 ～ 15:00 【第二部】懇親会　15:00 ～ 17:00

第 32回関東誠鏡会総会・懇親会　式次第

みなさん、ようこそ！
福岡県立八幡高等学校・中学校同窓生が一堂に集い
つながりを結ぶ会が、今始まろうとしています。
世代を超えて、時空を超えて、
つながりは更に強く、絆から「結ぶ」へ
素晴らしい仲間との新しい出会いを求めて。
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関東誠鏡会会長 ご挨拶

八幡高等学校校長 ご挨拶

来賓 ご挨拶

第３２回関東誠鏡会総会を祝して
関東誠鏡会会長　篠原政美（高１８期）

　第３２回関東誠鏡会総会の開催にあたり、ご参加いただきました総会メ
ンバーの皆様とご来賓の方々に心より御礼とお祝いを申し上げます。
　さて、本日ご来賓であるべき八幡高校の校長先生は参加されておりませ
ん。実は、八幡では体育大会の真最中であります。しかし、井星校長先生
の発案で、母校の体育大会をライブ感覚で、皆様は見、聞く事ができます。
時間と空間を越え、後輩を見守ってください。これこそ、まさに同窓生と
在校生を「結ぶ」架け橋かと思います。関東誠鏡会は一人一人の結びつき
を大切にしたいと思います。
　最後に、当番期３４期の総会への熱意、演出、尽力に感謝致しますとと
もに、ご来場の皆様とご家族のご健勝、ご多幸を祈念してご挨拶とさせて
いただきます。

第３２回関東誠鏡会総会を祝して
誠鏡会会長　濵地英伸（高１５期）

　関東誠鏡会の皆様には、第３２回総会の開催、心よりお慶び申し上げます。
　篠原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、三橋実行委員長を始め高校３
４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。
　いま、関東は東日本大震災以降逼迫した電力事情のもと大変厳しい生活、経済活動を強いられて
おられることとお察しいたします。
　さて、母校は本年の進学で、国公立大学の合格者が209名を数え、大変良い成績を挙げ、さらに、
昨年、スーパー・サイエンス・ハイスクールの指定校となりましたが理数教育に今まで以上の力を
注ぎ成果を挙げています。また、今年の異動で、新しく母校出身の高野朝幸教頭 (高 33期 )が赴任
されました。互いに協力しながら母校の発展に努めたいと思います。
　本部では来る 100 周年に向け同窓会館建設を目標とした記念行事に向け委員会を立ち上げ本格的
に活動を始めました。学校、父母教師会と三位一体となって努力したいと思っています。関東誠鏡
会会員の皆様の絶大なるご支援、ご協力をお願い致します。
　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。

第３２回関東誠鏡会総会を祝して
北海道誠鏡会会長　野村俊治（高１６期）

　第３２回関東誠鏡会総会の開催をお慶び申し上げます。
　今年３月東京スカイツリーが開業、予想を上回る入場者でにぎわい、久しぶりの明るいニュース
です。これに合わせて、各地方からの出席者も増すのではと、私も楽しみにしております。
　５０年前、修学旅行で八幡駅から夜行列車で長時間かけ東京に近づいた時に、試運転中の新幹線
に遭遇したことや、東京タワーの展望台に上り感動したことが懐かしく思い出されます。東京オリ
ンピックから４８年が過ぎましたが、８年後の２０２０年にふたたび、東京でオリンピックが開催
されることになれば、日本の復興にはずみがつくでしょう。
　３４期実行委員皆さんの企画で、大蔵校舎校門、西鉄電車の七条電停の再現など、故郷から遠く
離れている同窓生にとってうれしいかぎりです。
　最後に、関東誠鏡会のさらなる発展をお祈り申し上げます。

第三十二回関東誠鏡会総会を祝して
中京誠鏡会会長　難波範晃（高１１期）

　第三十二回関東誠鏡会総会の開催を心よりお慶び申し上げます。
　関東地方はまだまだ東日本大震災も収まらず、たびたびの余震、又大雨の自然災害に見舞われた
た中、総会を立ち上げた三十四期の皆様のご苦労・ご努力に深く感謝いたします。
　八幡高校も一世紀に近い歴史の中、故郷から遠い異郷の地にあって文武両道に活躍された、優秀
な人材を輩出した関東誠鏡会の会員の皆様へ敬意を表します。
　今年七月七日（土）に我が中京誠鏡会は酷暑の中、第十回の記念総会を開催することが出来ました。
本部より、濱地会長・校長代理で岩下先生を始め、関東誠鏡会の篠原会長・北海道・関西・福岡の会長・
役員の方々のご出席を賜り、在名の他校の同窓会の代表の方々、地元福岡・関西･関東より応援に駆
けつけて頂くなど、総勢九十八名もの出席者で盛大な会となりました。
　恒例のミニ講演会も今年は高校２期の前日本福祉大学理事長・総長の大沢勝先生（愛知県社会福
祉協会会長）にお願いし、「新しい福祉文化を探る」をテーマにお話を頂き、主席者の方々に楽しん
で頂きました。関東誠鏡会より教えていただきましたふるさとビンゴも、恒例となり、毎年催し、
懐かしい地名等で盛り上がりました。中京誠鏡会を今後ともよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、今後益々関東誠鏡会の発展と会員の皆様のご健勝を記念し、ご挨拶といた
します。

時空を超えて
福岡県立八幡高等学校　校長　井星　英

　現在の年齢から旧制八幡中学校・八幡高等学校に通学していた頃の十代
に戻る。更には、今、関東の地に生きる場所を定めておられる皆様がかつ
ての大蔵校舎や現在の清田校舎に思いを馳せる。これを可能にしているの
が関東誠鏡会総会だと思います。同窓会に参加すること、同窓生に会うこと、
それは「時間と空間を超える」ことではないでしょうか。
　今年度は、関東誠鏡会総会と本校の体育大会日程が偶然重なり、直接ご
挨拶できないことをお詫び申し上げます。しかし、偶然は別の「時空を超
える」機会を与えてくれました。インターネット等の通信手段を利用して、
関東誠鏡会総会開催中に現在の八幡高校体育大会をリアルタイムで実況中
継しようという試みです。体育大会当日の良好な天候と通信機器が順調に
機能することを祈るばかりです。
　関東誠鏡会の皆様の御健康をお祈りしつつ、本校への変わらぬ御支援を
お願いいたします。
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来賓 ご挨拶

来賓 ご紹介

第３２回関東誠鏡会総会を祝して
関西誠鏡会会長　岩尾将治（高１５期）

　第３２回関東誠鏡会総会が三橋実行委員長の下、高校３４期の諸君の手により盛大に開催されま
す事に心より御喜び申しあげます。
　オリンピックや東北大震災でも如実に見られたように、我々日本人は目的を一つにし、心が結ば
れた時に見事な力を発揮します。その意味で今年総会のコンセプトとして掲げられた｢結ぶ｣と言う
言葉に込められた意味は、当に今日の誠鏡会の姿と向かう方向を教え、胸に響いて参ります。時代
と社会環境の変化を乗り越え着実に躍進する母校、連帯の輪を全国に広げつつある誠鏡会の姿は私
達会員にも元気と希望を与えてくれています。この総会活動を通じ関東誠鏡会が一層飛躍し、また
会員の素晴らしい交流の場として発展、継続することを心から祈念して御祝いの御挨拶と致します。
　最後になりましたが、第３５回関西誠鏡会総会に藤城会長の参列を頂く等、多大な声援を頂いた
事に深く御礼申し上げます。

ご挨拶
宮崎誠鏡会会長　後藤治人（中１７期）

　第三二回関東誠鏡会総会が「結ぶ」をテーマのもと盛大に開催されますこと誠に慶ばしく心より
お祝い申し上げます。
　母校を巣立ってから数多くの同窓の方々が、それぞれの環境の中で母校愛に燃え、立場の違いは
あっても手を携え力を出し合いながら発展へ向け前進する姿、意欲に満ち溢れた総会は誠に素晴ら
しいと思います。
　私共宮崎誠鏡会も、七回目の総会を迎えました。会員は少数小粒ですが、先輩方関東誠鏡会の皆
様方に負けないよう一同頑張っております。
　一昨年宮崎県下を襲った畜産口蹄疫も、二年を経過しようやく復旧を成し遂げたところです。二
十六万頭の埋殺慰霊碑の建立祭も終り宮崎牛の安定出荷が始まっております。お暇な折には是非足
をお運びください。
　最後に、関東誠鏡会の今後益々のご発展をお祈り申し上げ挨拶と致します。

ごあいさつ
福岡誠鏡会会長　入江潤三（高１８期）

　第三十二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。
　東日本大震災からはや一年半が経過しましたが復興への槌音はまだまだ小さく、全国で「がんば
ろう日本」を合い言葉に絆を強め、復興へ国民が一丸となった取組に期待をしていますが、福島第
一原発の大事故による安全性の確保の問題が影響し、震災瓦礫の撤去が解決できずに思うように進
んでいない状況にもあります。一日も早い瓦礫処理の解決と復興の確実な足取りを願っています。
また、福岡県でも多くの被害がでました七月中旬の九州北部豪雨をはじめとする昨年からの雨風や
雪等の自然災害の復旧復興が一日も早く出来ることを祈念しています。
　七月末からロンドンオリンピックが開催されました。思い返せば二年生の時が東京オリンピック
の年で、大蔵校舎の武道館でテレビ観戦をし、日本選手の活躍に胸を躍らせて応援したことを思い
出します。ロンドンオリンピックでも日本選手の活躍に連日テレビから目が離せない程の熱戦が展
開されて国民に感動と勇気と元気を与えてくれました。
　去る五月十九日に開催しました第二十二回福岡誠鏡会総会は、本部の濱地誠鏡会会長様や井星校
長先生、遠くは北海道誠鏡会から野村会長様をはじめ各支部会長様等ご来賓各位や会員各位のご協
力を賜り、百九十二名の参加をいただき盛大に開催できました。
遅くなりましたが紙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、今後益々ご発展されますこと
を祈念しています。

ごあいさつ
肥後誠鏡会会長　出田秀尚（高９期　旧姓豊福）

　第３２回関東誠鏡会の開催、お祝い申し上げます。３２年もの長い間、このような有意義な会が
続けられていることは、ご同慶の至りです。
　多感な青春時代を過ごした八幡の地を離れ、日本の首都圏である関東で、数々の辛苦を乗越えて
来られた方々にとっては、誠に意義深いものと思います。高校３４期の方々の企画により、本日は、
同世代との再会、異世代との新しい出会いを通して、必ずや人生の糧が得られるものと思います。
昨年の東日本大震災以来、日本人の価値観が「物」から「心」へと大きく動いています。今回のテーマ「結
ぶ」は、心を大切にしていくことを、いっそう強めて行くことになると思います。
　今後とも、関東誠鏡会の会員一人一人が、八幡高校で培われた文武両道の精神を、いつまでも持
ち続け、激動の首都圏で心豊かに生きて行かれることを願い、また、会の益々のご発展を祈念し、
ご挨拶に代えさせていただきます。

誠鏡会　　　　副会長／楢橋達成  （高 16 期）
北海道誠鏡会　会長／野村 俊治（高 16 期）
中京誠鏡会　　会長／難波 範晃 （高 11 期）
中京誠鏡会　　会計／原田 涬（高 9期）
関西誠鏡会　　顧問／高村 馨（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／入江 敏弘（高 24 期）
福岡誠鏡会　　副会長／橋内 京子（高 26 期）
福岡誠鏡会　　事務局次長／野口 恵庸（高 28 期）
肥後誠鏡会　　会長／出田 秀尚（高 9期）

北九州市シティプロモーション首都圏本部　本部長／小田 昭裕

謝志会会長　　若松高校  関東礫陵会／小田 耕司
小倉高校　　　関東明陵同窓会　会長／新井 修一郎
東筑高校　　　東京東筑会　幹事長／結城 謙吾
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　副支部長／五島 啓子
西南女学院　　西南女学院同窓会関東支部　幹事／河相 真知子
戸畑高校　　　天籟同窓会関東支部　副支部長／木村 進
小倉商業高校　東京紫水会　幹事／川野 幸次
若松商業高校　岸 清美
八幡大学附属高校　坂田 恵子
　　　　　　　　　　　　　                              ( 敬称略 )　　　　　　　

【誠鏡会】

【北九州市】

【謝志会】

本会へご出席賜り、誠に有難うございます。謹んで御礼申し上げます。
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平成 24･25 年度　関東誠鏡会　役員 関東誠鏡会の活動スナップ

〈顧問〉
〈顧問〉
〈会長〉
〈副会長〉
〈副会長〉
〈事務局長〉
〈事務局次長〉
〈事務局員〉
〈会計監査〉
〈理事〉

麻生　利勝　　（高 10期）
藤城　昌三　　（高 12期）
篠原　政美　　（高 18期）
岡村　芳子　　（高 20期）
松本　勝義　　（高 29期）
室井　和也　　（高 17期）
山本　寿美子　（高 26期）
武内　ひとみ　（高 28期）
牧野　真憲　　（高 25期）
長田　先雄　　（高 18期）
井手　庸夫　　（高 18期）
岩永　正雄　　（高 19期）
一丸　智恵子　（高 24期）

平成 24･25 年度の関東誠鏡会　役員をご紹介します。 つながりを「結ぶ」関東誠鏡会の活動の一部をスナップ写真でご紹介します。

高 12期：津村禮次郎氏
北九州市民文化賞受賞記念祝賀会

頑張れ、八高卒業生！ 2時間でマスターする
『思いが伝わる、心が動く！感動スピーチ／プレゼンの技術』
高 34期：佐々木繁範氏

全国放送コンテスト出場
八幡高校放送部、交流会

放送部、第 59 回 NHK 全国放送コンテスト出場
2012.7.23　新宿センタービル

八高生特別セミナー
2012.6.10　日比谷図書文化館

北九州市民文化賞受賞記念祝賀会
2012.2.3　新橋亭
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さよなら西鉄電車、
思い出を乗せて未来へつながる・・・
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西鉄北九州線は、1908 年に設立された九州電気軌道が、1911 年門司東本町～八幡大蔵
川間を開業させたのが始まりです。また、これは現在の西鉄の創業の歴史でもあります。
「西鉄北九州線」と呼ばれる正式名称は、西鉄成立時（1942 年）からの呼び名で、実は、
北九州市が成立 (1963 年 ) する前から『北九州』を名乗っていたのがチンチン電車なの
だそうです。高度経済成長期には八幡製鉄所の通勤者の足として、そして通学や生活の
ための交通手段として愛されてきた電車も、製鉄所の事業縮小、車社会の到来と引き換
えに、市民の足としての役目を果たしたのでした。

今日、「スマートシティ」という都市づくりの考え方が注目されています。省エネを促進、
CO２を削減してクリーンでエコロジーな町を作ろうという考え方です。その解決策の一
つとして世界中の都市でクリーンで効率的な交通手段として「路面電車」が見直されて
います。北九州市はエコシティとして世界の先端を進もうとしています。奇しくも八幡
東区東田地区は、スマートシティの先端実証実験地区として指定され、新しい街づくり
への実験が始まっています。未来の北九州市に再び、路面電車が走る時代がやってくる
のかもしれませんね。

北九州の町を縦横無尽に走り回っていた西鉄北九州線のチンチン電車。路面電車の
廃止から 20 年が経ちました。電車が走っていた時代を過ごした方々には 少なから
ず、思い出をお持ちの方も多いのではないでしょうか？今、改めてチンチン電車を
思い出す事で、あの頃の出来事や町並みの懐かしさにも出会えるような気がします。

中央町付近を走るチンチン電車

チンチン電車の切符

『七条」電停は、八幡高校同窓生が
保管していた

七条を走行する、最終電車

チンチン電車は、門司港レトロ地区と
香椎花園で保存されている。

電車の中の魚町の電停の枠は、
七条電停の本物の枠である。

最後の電車を見送る「七条」電停

１９９２年１０月、西鉄電車北九州線が廃止になりました。
私は当時、八高の麓である宮の町に住んでおり、ある日、路面電車が廃止になると
聞きました。普段は車の移動が多く電車を利用する事はそうありませんでしたが、
電車がなくなると聞いて「これは最後の瞬間を見なければ！」と出掛けることにし
ました。夜中だったので、私は服を着込んで、両親と一緒に歩いて行きました。

七条電停には、多くの人が集まっていました。暫くして、黒崎方面からおなじみの
赤い電車が来ました。しばらくして、今度は飾りを付けた電車が来たので、これが
最終電車なのだと一目で解りました。乗客は窓から身を乗り出し「ありがとう～！！」
と手を振って叫んでいます。私はどうして西鉄の人でなく乗客がありがとうと言っ
ているのか、ちょっとおかしくて笑いました。でも、今は解るような気がします。
道にいる人々は、電車に向かって「ありがとう～！」と手を振り代えしていました。
これがその時の写真です。

小倉に向かって小さくなっていく最終電車を拍手で見送り、少し寂しさを感じてい
た時、電停に大きな脚立のようなものが運び込まれ、工事の人が登っていきました。
そして大きなペンチで、電線を「ブチッ」と切断しました。電車が通過して５分も
経たないうちだったと思います。私は「わぁ･･･」と、なんとも現実的な社会をみた
ような衝撃を受けたのを、今でもはっきり憶えています。

時々、長崎など今も電車の残る町で、久しぶりに電車に乗ると、私たちの住んでい
た町にも電車が走っていたこと、そして最終電車が走った日のことを思い出します。

Column

最後の電車を七条電停で見送った、高35期のお二人に「あの日」の出来事を綴っていただきました。

　江頭直子（高 35期）

松本芳昭（高３５期）　協力：横地徳（高３６期）

そして最終電車の赤い灯を見送ると、もう二度と電車が通ることのない電停に向かった。見えな
くなるまで見送りたかったがそうもいかない、撤去作業はすぐに始まるからだ。最終電車を見送
る周りの住民のざわめきはまだ続いている・・・

「松本さん、七条の電停もらえることになりましたよ。西鉄に掛け合ったら許可してくれました。
上下線あるので一ついりませんか？」廃止間近のある日、八高鉄道研究会のメンバー横地君から
の突拍子もない電話にあっけにとられた。平成 4 年 10 月 25 日、西鉄北九州線、砂津～黒崎駅
前間が廃止となるため、高校３年間通学で利用し様々な思い出の詰まった路線にどういう別れを
告げるか考えていたところだが、電停をもらおうとの発想までには至らなかった。

最終電車に乗車した横地君とは七条電停で落ち合い、撤去作業はすぐに始まった。西鉄の作業の
方の協力のもと、上下線２つの重量物を往来する車に注意しながら歩道まで移動させる二人組は
かなり目立っていたようだ、沿線の住民から声がかかる。「それもらっていくの？　すごいね。」「え
え、私達八高の卒業生なんですよ。３年間この電車で通ったもので、思い出がたくさん詰まって
いるんですよ・・」残念ながら私の所有している「七条」のプレートの１枚はどさくさの中、誰
かに盗まれてしまったが、沿線住民の方々が、不法に持ち去ろうとした人物に注意してくれたの
で残りのプレートは無事確保できた。たくさんの偶然と多くの方の協力で残された大切な品物に
は違いなかった。

時は巡り、平成２２年。久しぶりに横地君から電話があった。「松本さん。七条の電停、まだあ
のままですよね？」鉄製の支柱から外側の金属部分を譲ってもらえないかという話があるという。
西鉄北九州線保存会という団体が、公に活用したいとのことだった。長年の懸案が一挙に解決、
私は快諾した。関東誠鏡会総会という晴舞台に電停枠全体を提供できなかったのは残念ですが、
ホテルオークラにある「七条」の表示板は高校生だった当時の我々をずっと見守り続けた本物で
す。七条電停の本体枠は、北九州市の門司港レトロ駐車場に展示してある１４８号電車の車内で、
魚町電停に化けて展示されています。西鉄もその他の電停はすべて処分したようなので、まさに
残っているのはこの七条電停だけなのです。

登校時の大混雑の電車にこれに乗らないと遅刻だと無理やり乗ったこと、冬の朝、課外の日に星
を見ながら乗ったこと、所属していた吹奏楽部の練習の後に仲間とワイワイしながら乗ったこと、
定期試験がすべて終わり解放感に浸りながら乗ったこと、そしてあの子とのこと・・・。
七条電停は、八高時代の思い出がまさに濃縮されたものを残せる喜び以外の何物でもなかった。
高 36 期が当番幹事の来年の本部総会では、もう１つの思い出の品が、今度は完全な姿で日の目
を見るはずである。

七条電停よ永遠に・・

路面電車 最後の日

路面電車がつなぐ、スマートシティの夢
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関東で味わえる

北九グルメマップ
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10 11 12

7 8 9

4 5 6

唐そば

1 唐そば

ジヨージワシントン

2 ジヨージワシントン

小倉どき肉うどん

3 小倉どきどきうどん

チロリアン 堅パンうまかっちゃん

つけ麺屋「本城」

10 つけ麺屋「本城」

かば田

11 かば田

山小屋

12 山小屋

味のウエスト 津田屋流豊前裏打会「武膳」

8 津田屋流豊前裏打会「武膳」

九州料理、なん！

9 九州料理、なん！

ごろすけほっほ

4 ごろすけほっほ

北九州きょうちゃんうどん

5 北九州きょうちゃんうどん

「corretto」コレット

6 「corretto」コレット

蒸し麺の「小倉のちゃんぽん」！

戸畑の福龍の流れを汲む蒸し麺を使った
ちゃんぽん。ゆで麺と蒸し麺の選択可能、
小倉の料理人が鶏がらを使ったスープのだ
しにこだわっている

高３４期北九グルメ探検隊による独自調査に
基づく、関東で味わえる北九州の味、そして
八高生にまつわるお店をご紹介します。

北九州にこだわった親父の店、ごぼう天う
どんにかしわおにぎりという黄金の組み合
わせにこだわりを感じる店、基本うどん屋
ではあるが３Fは居酒屋

オーナーは八高 45 期ラグビー部出身の松
山さん、鎌倉、湘南の地元食材にこだわっ
た素材を生かした料理は美味。ゆったりと
した空間の素敵なレストラン

埼玉県川口市柳根町 1-22 東京都目黒区自由が丘１丁目１２-７ 神奈川県鎌倉市御成町 14-25

たまたま入った居酒屋の大将が、荒生田出
身だったお店、八高卒業生も通うという赤
坂にある九州料理の居酒屋

北区にあるつけ麺屋、店の名前のとおり、
おばちゃんが八幡西区本城出身である。つ
け麺の店だが、隠れメニューにとんこつ
ラーメンがある

東京都赤坂 3-19-12

東京都北区滝野川 7-1-7

黒崎の名店が東京に出展、黒崎の親父が上
京し息子と二人三脚で苦労しながらスープ
を作った 2代目物語は有名、渋谷に 2店舗
ある
東京都渋谷区渋谷 2-22-6

高 21 期中村さんがオーナーパティシェの
本格ケーキ屋さん。インターネット注文で
全国発送も可能。素敵な名前のケーキがた
くさん

山梨県都留市上谷 5-6-1

小倉幻の名物うどんが関東に上陸、関東風
のしょうゆつゆが絡んだ麺と甘辛のすじ肉
としょうがが食欲をそそる。うどんなのに
替え玉ありというところが不思議

東京都千代田区神田錦町 1-14

千鳥饅頭の千鳥屋は駒込に本店が有る東京
千鳥屋がある。関東にも直営店舗が何店も
ありチロリアンは売っている。関西にも千
鳥屋グループがあるが、関西ではチロリア
ンは売っていない

意外に関東のスーパーでは見かけない、う
まかっちゃんだが、九州を本拠地とする
Mr.MAX では大量に販売されている。また、
船橋ららぽーとや有楽町の九州アンテナ
ショップでは購入が可能

もともとは八幡製鉄所の職工さんたちのエ
ナジーフードであるが最近では防災備蓄と
しても注目されている。関東では、スーパー
成城石井で取り扱われているので関東でも
購入が可能

3号線のウエストの支店が町田街道沿いに
有る、うどん屋のはずだがそばがメイン、
スープは九州の味と同じ

東京都町田市忠生 4丁目 8-2

北九州の明太子かば田の支店が関東に 2店
舗（経堂と横浜の港北区）ある、三軒茶屋
の平塚の明太子がなくなった今、北九州の
明太子屋はたぶんここだけだろう

東京都世田谷区経堂 1-11-12

小倉発祥の津田流豊前裏打ち会、うどんの
コシにこだわった細麺、上品なスープにご
ぼう天、神田小川町のほか、千葉の八千代、
ビーナスフォートに店舗あり

東京都千代田区神田小川町 3-11-12

清澄白河にある筑豊ラーメンの店、関東に
はその他複数の出店が有る。博多ラーメン
より麺が太く、なんとなく北九州に近しい
感じがするラーメン

東京都江東区白河 1-6-1

だしにこだわった親父の味が決め手！ 八高生がオーナーの本格リストランテ！

大将が荒生田出身でびっくり！小倉発祥のコシのある本格うどん！3号線のウエストと同じ味！

北九州空港にもあるラーメン屋さん！

意外に売っていない、ラーメンの定番！ 関東でも買える、北九のソウルフード！実は関東でも店舗で購入可能！小倉発祥のすじ肉のうどん！富士山の麓にある八高生のケーキ屋さん！黒崎の名店が東京でも人気！

昆布だしの明太子が関東でも買える！おばちゃんは本城出身です！

ごろすけほっほ

きょうちゃん

ジョージワシントン コレット 唐そば

かば田

山小屋

北九州きょうちゃんうどん



14 15

つながり瓦版２０１２

つながり瓦版 2012

高１１期　関東イレブン会

同窓生へのメッセージ

「第１０回中京誠鏡会総会」にイレブン大挙参加！

7月7日、全国から11期生25名が名古屋に集まり、「中京誠鏡会創立１０周年」を盛大に祝う。翌8日
、高10期　恵良宏先輩の案内で、高11、高31期合同“伊勢神宮特別参拝”、“神楽奉納”という稀有の経
験をし、併せて同窓生間の交流も図られた。

関東・高29期

同窓生へのメッセージ

祝、第32回総会！私たち、高29期です！

関東誠鏡会の皆さん、高校２９期です！幹事期を務めた２００７年の第２７回関東誠鏡会総会では、
目標の『出席者数３００名以上！』を達成する３０８名の同窓生にお出でいただき、ありがとうござ
いました。あの時の感動はいまも私たちの中で息づいています。当番期の皆さん、いまその渦中にい
るあなた方が羨ましい！楽しんでください！！ ２９期のみんな、１０月下旬に同期会やるよ！

高１２期　

同窓生へのメッセージ

１２期の古希祝賀会に１００名が参加

１２期は古希祝賀会を昨年１０月下旬、小学時代の修学旅行再現を兼ねて別府温泉にて二泊三日で開
催。同期100名が馳せ参じ、枕投げこそ無かったものの、元気に古希を迎えられたことに感謝し校歌
斉唱で大団円であった。
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関東・高校33期一同

同窓生へのメッセージ

高33期です、昨年は大変お世話になりました！

昨年は「FeelYour北九州in関東」をテーマに開催し、本当に多くの方々に支えられ、お陰様で381名も
の参加者の皆様と一緒に楽しむことができました。会場からお帰りになる際に満面の笑みでありがと
うと言われ、我々のそれまでの苦労が一瞬で吹き飛ぶ嬉しい瞬間もありました。この貴重な経験をさ
せて頂いたこと、多くの先輩や後輩達との出会いがあったこと改めて感謝しお礼申し上げます。

高校32期

同窓生へのメッセージ

高32期、当番幹事を無事終えました。

関東誠鏡会の皆様、私たち高32期は2012年5月19日の福岡誠鏡会総会の幹事をもって、４年間に亘る
当番幹事の勤めを無事終えることができました。これは本部、各地役員の皆様、多くの同窓生のお力
添えがあったからこそと思っております。同期とも4年間の当番幹事の仕事を通して、新たな繋がり
や多くの思い出を作ることができました。本当にありがとうございました。

関東誠鏡会　高35期

同窓生へのメッセージ

高35期・来年の当番幹事に向けて活動開始！

第３３回（平成２５年）関東誠鏡会総会は高３５期が当番幹事を務めます。ご参加下さる皆様に楽し
んで頂ける総会になるよう取組んで参ります。

高34期

同窓生へのメッセージ

高34期・楽しみながら、つながりを「結び」ます！

今年の当番期、高34期です。私たちは、1982年卒業（1963年生）、世阿弥の600年後輩にあたります
。総会へ向けての私たちのモットーは、「まず、自分たちが楽しもう！」です。30年ぶりに再会した
仲間たちと、わいわいガヤガヤと準備を進めてまいりました。皆さんに楽しんでいただける総会にな
りますよう頑張りますので、本日はよろしくお願いいたします。
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 関東誠鏡会ラグビー部OB

同窓生へのメッセージ

今年はこのメンバーが総会に参加しています！

高３の時、亀井部長から森の体重をラグビーに活かせと言われ入部させられました（高10期森猛）
大変な日々や楽しい思い出等学生時代を満喫。部員からは16番目のメンバーと言われたことも！？
（ 高24期一丸智恵子）50歳からマラソンにハマっています（高30期福元勝志）同：野村隆宏・佐藤博
私の青春でした（高34期住近俊司）関東でOBの方に会えてうれしいです（高34期石井由佳）

同窓生へのメッセージ

関東誠鏡会のみなさん、こんにちは！　私たちは八幡在住の34期です。
9月8日（土）は八高で体育大会が開催されます。実は、私たちの子供が八高
生であるという繋がりで、八高の体育大会に伺うついでに、八幡高校での
LIVE中継を担当することになりました。なにゆえ素人のカメラワークになり
ますが、誠心誠意頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
9月8日は晴天になることをお祈りしています。

 高34期　塘政輝・三原久美子(守永）
私たちが八高からLIVEをお届けします！

弓道部（高32期～36期）

同窓生へのメッセージ

入魂の一射、青春の正鵠を射る!!

ロンドン五輪の女子アーチェリー団体戦で日本は銅メダルを獲得しましたね。行き詰る一射一射の得
点の応酬や、特に日本女子最後の一射が１０点を獲得した瞬間は素直に感動しました。それは３０年
前の北九州大会（in夜宮弓道場）で個人戦を勝ち抜く最後の一射を中てたことを思い出させるもので
した。（8射5中ｷﾞﾘｷﾞﾘ!）　あの夏、あの一本の的中を喜んでくれた仲間達の笑顔に乾杯!

吹奏楽部OB（34･35期）

同窓生へのメッセージ

奏でよ、八高ブラス！その永遠のハーモニー♪

思い返せば1981年、第7代（34期）第8代（35期）により、八高ブラス史上初めて九州大会に進んだ
時の指揮者は佐藤史郎先生だった。奇しくも本日の司会者は先生のご子息であり、現八高ブラスの顧
問、チャーリーこと池田先生は35期、つながりは更に強く！後輩諸君、待ってるぞ、普門館で♪
　八高ブラスドットコム　 http://hachikobrass.com/      facebook  www.facebook.com/hachikobrass

同窓生へのメッセージ

東南アジアのミャンマーに長期出張中です。２人の子供と同僚の夫と旧首都
ヤンゴンで生活しています。八高時代に志した「環境保全」の仕事について
今年で１０年目を迎えました。希少性の高いマングローブ林の保全と住民の
生計向上のため、造林技術の普及・衛星画像・GISを使った土地利用解析の
業務に携わっています。世界の森林と子供達の未来のために少しでも貢献で
きればと思ってます。では、来年の関東誠鏡会総会でお会いしましょう！

 高47期　馬場亜希(大塚）
海外でも楽しく頑張ってます！

頑張れ、八高ブラス♪
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ジョージワシントン

http://www.georgewashington.jp

〒402-0053
山梨県都留市上谷5-6-1
0554-45-4260

 

富士五湖、河口湖においでの際は、是非お立ち寄りください。
全国発送も承ります。

年末年始のご贈答用にもぜひご利用ください。ご興味をお持ちの方
は、ネット販売サイト【Ｍマート】の当社パシフィックフーズ㈱の
ホームページをご覧ください。

富士山が噴火するまでがんばります！！

パシフィックフーズ株式会社(カニなど水産物の輸出入販売業）

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
 

1年を通じて、皆様のご要望にお応えできるよう、お求めやすい価格
と高い品質、豊富な品揃えでご注文をお待ちしております。夏は太
陽の下で家族や友人とＢＢＱを、冬は暖かい部屋でカニ鍋やカニし
ゃぶを是非お楽しみください。春の歓送迎会や食欲の秋にも、豪華
なカニはお勧めです。ご興味をお持ちの方は、ネット販売サイト
【Ｍマート】の当社パシフィックフーズ㈱のHPをご覧ください。

春夏秋冬　かに三昧！

同窓生へのメッセージ

同窓生へのメッセージ

同窓生へのメッセージ

6月27日の幹事会で副会長に就任いたしました。最年少の理事から副会長と
いうことで、ちょっといきなりな感じもしますが、幹事会でも温かい拍手で
承認していただき、大変ありがたく思いました。
同窓会に何ができるかと言えば、そう大したこともできないかもしれません
が、篠原新会長の下、同窓生のため、八高生のための同窓会となれるよう頑
張りますので、よろしくお願いします。

 高29期　松本勝義

 高21期　中村昭博

 代表取締役社長
 高33期　完山泰秀

えっ、副会長！？

同窓生へのメッセージ

関東誠鏡会会員でグリーＯＢは中23期田中正博、高３期江藤俊信、高１０期
森猛、高４３期都志見 麿の４人が確認が出来ています。高１０期以降４３期
の間を把握していませんのでグリーＯＢがいないかと探しています。毎月１
回月の最終土曜日に練習をしています。恩師の佐藤史郎先生は高校が違って
いましたが、グリーＯＢでした。男性合唱の作曲第一人者、多田武彦氏への
委嘱作品「中也の雨衣」を１２月の演奏会向けて練習をしています。

 高10期　森 猛
集え！西南グリー東京ＯＢ会へ

同窓生へのメッセージ

縁のある方と巡り会う事ができるかどうかはあなたのお気持ち次第です。
あなたの幸せをお世話させていただいております。

全国仲人連合会　文京本駒込支部
 http://www.omiaibank.com/
東京都文京区本駒込5-40-5-1402　tel: 03-5814-8176

 高25期　石原扶美子　（全国仲人連合会　文京本駒込支部）
幸せのおてつだい

同窓生へのメッセージ

関東34期、香港特派員の竹田です☆、福岡特派員の後藤です♪
仲間と共に実行委員会メンバーとして活動を共にしてきましたが、この春、
突然の辞令により香港、福岡へ転勤となってしまいました。同期のメンバー
からは「行くな～！」と叫ばれましたが、総会成功の鍵を担う特殊任務を異
境の地で遂行してまいりました！本日は、香港より馳せ参じ、誘導の任務に
就いています！（竹田）会場の映像を担当しているのは私です！（後藤）

 高34期　竹田真史　後藤一之　
特派員として頑張っています！
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International Fine Chemicals Co.,Ltd.／アイエフシー株式会社

ペプトレックスは、自衛隊体育学校、日本体育大学、陸海空自衛隊員、阪神
タイガースや有料老人ホーム、病院、エステサロンなどでご利用いただくプ
ロ向けに販売していますが、八高生には特別に小売販売いたします。弊社ま
でご相談ください。

オリンピック選手も使う速吸速効ペプチド飲料

＜寄付編＞　総会へのご寄付・お心付けを賜り、誠に有難うございます。
　　　　　　ご協力ありがとうございました。

同窓生へのメッセージ

 高12期　梅原英毅
 代表取締役社長

http://www.ifcc.co.jp

〒211-0034
本社　川崎市中原区井田中ノ町14-40
営業所　川崎市中原区井田中ノ町8-8-105
ゾンネンハイムビル
TEL:044-741-3271　FAX:044-741-3275

PeptoLex(プロトレックス）は、カゼインミクロペプチドに炭水化物（トレハロース）を配合し
カシス味に調整した、おいしいペプチド飲料です。運動前、運動中、運動後に、美味しくすぐ飲
めるリカバリードリンクとしてオリンピック選手のために開発されました。

●スポーツ・パフォーマンスの向上に
カゼインミクロペプチドは消化する必要がなく、ダイレクトに素早く吸収されるため、特に激し
い運動による筋肉のダメージを素早く軽減させることから、運動前、運動中に飲むことがおすす
めです。運動後に飲むことによって、今日の疲れはその日のうち回復させるために有効です。

●ダイエットと美しいボディラインをサポート
PeptoLexは筋肉成長を刺激し脂肪を燃焼させます。カロリーや脂肪を燃焼させることの出来るの
は筋肉だけです。筋肉は燃焼カロリーが高く、筋肉量を増やすことは自動的に脂肪を減らすこと
になり、シェイプアップの効果だけでなく健康的な体重を維持することができます。

International Fine Chemicals Co.,Ltd.
アイエフシー株式会社

●スペシャリティーケミカルズ
　医薬、農薬　バイオ薬品　香料
　食品添加物、サプリメント、化粧品原料

●スペシャリティーポリマーズ
　医療機器ポリマー、コーティングポリマー
　電子材料ポリマー、ハードディスクポリマー
　液晶ケミカルズ、感光体、半導体洗浄剤

●自衛隊が愛用・速吸速効の
　　「ペプトレックス」の製造販売

高 26期 山本　寿美子　様
高 26期 桝本　康夫　様
高 26期 日高　正行　様
高 28期 多田　直子　様
高 28期 藤本　裕三　様
高 29期 樋渡　乃扶子　様
高 29期 有薗　一男　様
高 29期 松本　勝義　様
高 30期 山下　孝宏　様
高 30期 福元　勝志　様
高 32期 荻原　潤子　様
高 32期 副島　久信　様
高 33期 井田　守　様
高 33期 梶原　大資　様
高 33期 安武　明彦　様
高 33期 佃　周二　様
高 33期 坂本　雅美　様
高 33期 林　豊子　様
高 34期 松本　文子　様
高 35期 大道　泉　様
高 35期 山上　理加　様
高 36期 重見　慎二　様
高 36期 高野　直美　様
高 47期 伊東　努　様

放送部OB有志一同　様
International Fine Chemicals Co.,Ltd. / 
アイエフシー株式会社　様

SPECIAL THANKS

第 32 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。本当にありがとうございました。

塘政輝（高 34）三原久美子（高 34）松本芳昭（高 35）横地徳（高 36）江頭直子（高 35）、北九州きょうちゃんうどん、
ジョージワシントン、Corretto、株式会社スターフライヤー、北九州市シティプロモーション首都圏本部 ( 敬称略）

高 34 期から、ごあいさつ

　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、当誠鏡会のためにご
臨席を賜り厚くお礼を申し上げます。

　今年のテーマは「結ぶ」、懐かしい八幡、高校時代の思い出、そして現
在。多くの仲間との「縁」を結ぶ会にできればという意味をこめてこのテー
マを進めて参りました。また、私たち同期にとっても、30年ぶりに再会し
た仲間たちとの様々な新しいつながりが結ばれた一年でした。

　どうすれば、参加していただいた皆さんに楽しんでいただける会になるの
だろう？、その答えが見つからないままに、「まずは、自分たちが楽しも
う！」というモットーで、企画や演出、DMなど、日々楽しみながら活動を
進めて参りました。これらの活動を通じて、同期の素晴らしさを実感すると
共に、後輩や先輩たちの応援もたくさん頂きました。この素晴らしいつなが
りは、私たちのこれからの人生にとってかけがえの無いものとなる事でしょ
う。そういう意味では「結ぶ」という喜びを一番実感できたのは我々当番期
だったのかもしれません。八幡高校同窓生であることを誇りに思い、感謝す
ると共に、この喜び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 32 回関東誠鏡会総会実行委員会
高 34 期一同

個人 団体・企業
中 23期 田中　正博　様
高 2期 安部　健　様
高 3期 松永　怜一　様
高 10期 森　猛　様
高 11期 豊岡　稔　様
高 11期 外薗　親見　様
高 11期 千脇　新一　様
定 12期 山口　勇　様
高 12期 藤城　昌三　様
高 12期 能浦　栄蔵　様
高 13期 岸下　敬治　様
高 14期 大石　武志　様
高 15期 木原　節子　様
高 15期 山本　高照　様
高 17期 室井　和也　様
高 18期 篠原　政美　様
高 20期 山下　忠　様
高 20期 佐藤　千江　様
高 20期 岡村　芳子　様
高 22期 今林　靖博　様
高 24期 染谷　和江　様
高 24期 山田　修司　様
高 24期 一丸　智恵子　様
高 25期 牧野　眞憲　様




