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　門浪会の皆様には、日頃から、本校の教育活
動に対しまして、御理解と御協力をいただき、
誠に有難うございます。心から感謝を申し上げ
ます。
　平成 23年４月、坂口秀俊前校長の後任とし
て、門司学園中学校・高等学校の校長として着
任いたしました、固谷　寛（こたに　ひろし）
と申します。昨年３月までは、２年間にわたり
県教育委員会高校教育課において、県立中高一
貫教育校関係業務を担当しておりました。今後
は、この経験を十分に活かし、本校の一層の充
実・発展に向け、心血を注いで頑張る所存でご
ざいます。何卒、よろしくお願い申し上げます。
　「戦後の日本の建築の特徴は、それまでの湿
式工法から乾式工法への転換であった。」と建
築の専門家は言っています。これは、以前の土
壁や漆喰及びセメント等、水を沢山使って家を
建てる方式から、軽金属やガラス及び合板等、
水を一滴も使わずに家を建てる方式に変わった
ということだそうです。
　五木寛之氏は、「今の日本人の多くは、乾燥
した空間の中で暮らし、建築ばかりでなく、学
校も人間関係も、あらゆるものが湿式から乾式
に転換したのではないか。乾ききったために、
命まで乾いて軽くなった。乾いた命は軽い。命
が軽くなれば自殺者も多くなる。自分の命が軽
ければ、他人の命も軽くなる。だから、凶悪犯
罪も次々に起こる。今こそ、乾燥しきった荒野
にオアシスの水を注がなければいけないのでは
ないか。」と指摘しています。
　私の学校経営の核は「有徳の士」の育成です。

これは、すなわち、ただ勉強だけできる「でき
る人」を育成するのではなく、学力も徳も備え
た「できた人」を育成するということです。６
年間を通して「心を耕す教育」を推進し、みず
みずしく、潤いのある中高一貫教育校の創造に
向け、一生懸命に努力して参りたいと考えてお
ります。
　さて、本校も開校以来８年目を迎え、高校段
階においては、すでに２期生が卒業しておりま
す。１期生、２期生と進学面においては、難関
大学への進学をはじめとし着実にその実績を伸
ばしております。また、部活動においても、本
年度は、高校においては、陸上部の片濱雄太君
（３年）が８種競技部門で、岩手で行われた全
国大会に出場を果たしました。また、野球部が
夏の大会において、県大会出場を果たしました。
さらに、吹奏楽部においては、県大会出場を果
たし、あと一歩のところで九州大会への出場を
逃してしまいました。
　中学校においても、陸上部の中武寛文君（３
年）が走り幅跳び等の部門において、九州大会
に出場を果たすとともに、吹奏楽部も九州大会
への出場を果たしました。本年度における現在
までの部活動の主な状況は以上のとおりであり
ますが、部活動においても年々その実績が上が
ってきており、今後も「文武両道」の校風を構
築すべく頑張って参りたいと思っております。
　皆様も御承知のとおり、平成 24年４月から
は、高校も丸山の地から猿喰の地へと移転をい
たします。中高一貫教育校として、９年目にし
て初めて統合することになります。正直申し上

門司学園便り門司学園便り

固谷　　寛校　長

門司学園中学校・高等学校
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げ、中高一貫教育校でありながら中学校と高校
が７キロ離れた地で８年間にわたって教育活動
を展開してきたため、双方がそれぞれの学校文
化を醸成してきており、来年度の統合に向け、
教職員双方の意識の統一が最大の課題であると
理解しております。
　門司区に拠点を置く県立の中高一貫教育校と
して、中学校から入学してくる生徒に対して
は、６年間を見据えた系統的・継続的な教育を
提供できるような確固たる体制作りを一層進め
るとともに、高校から入学してくる生徒にとっ
ても、３年間で自己の進路実現等をしっかり図
ることのできる学校となるよう努め、皆様や地

域の方々をはじめ関係の方々の御期待に添うよ
うな立派な学園の創造を目指し、今後も全職員
で力を合わせ頑張って参りたいと考えておりま
す。
　最後になりますが、門浪会の皆様の益々の御
健勝と御活躍を心からお祈り申し上げますとと
もに、本校の教育活動に対しまして、引き続き
御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申
し上げ、門司学園の現状報告とさせていただき
ます。

●平成 16年４月　福岡県立門司学園中学校開校
●平成 19年４月　福岡県立門司学園高等学校開校
●平成 24年４月　猿喰の地で中学校・高等学校統合

　門浪会会員の皆様、旧門司北高教職の皆様には、会運営及び会報発行につきまして、御指導・御
協力をいただき、感謝いたしております。
　平成 24年新学期より、門司学園高校が猿喰の中学校（旧門司北高）に統合され、本来の中高一
貫校となりました。同時に、北高の応援歌が学園高校の応援歌として採用となりました。
　また、旧門司ＪＲ九州本社ビル１階に門司区旧四高校の同窓会が協力して『思い出ステーション
門司』を４月 23日にオープンいたします。是非、御見学下さい。

◆◇◆　プロフィール　◆◇◆
昭和 31年 12月 八幡西区に誕生
昭和 55年 ３月 大学卒業
昭和 55年 ４月 福岡県立山田高等学校　教諭
昭和 58年 ４月 福岡県立鞍手高等学校　教諭
昭和 62年 ４月 福岡県立小倉高等学校　教諭
平成 ８年 ４月 福岡県教育庁指導第一部高校教育課指導主事（英語担当）
平成 11年 ４月 福岡県教育庁教育振興部高校教育課指導主事（英語担当）
平成 13年 ４月 福岡県教育庁教育企画部企画調整課指導主事
平成 15年 ４月 福岡県立豊津高等学校　教頭
平成 18年 ４月 福岡県立小倉高等学校　教頭
平成 21年 ４月 福岡県教育庁教育振興部高校教育課　参事兼指導主事
平成 23年 ４月 福岡県立門司学園中学校・高等学校　校長

趣　　味 釣り、野菜づくり

岩田　勝彌門浪会　会長 （北高 15期）岩田　勝彌門浪会　会長 （北高 15期）

ご 挨 拶
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　平成 23 年度門浪会総会及び懇親会が９月
18日（日曜日）11時より、リーガロイヤルホ
テル小倉にて開催されました。
　総会では平成22年度決算報告及び監査報告、
平成 23年度予算案の審議について、古井副会
長が説明を行いました。
　会報については、好川副会長より、現状と記
事投稿のお願いを、会則の一部改正については
岩田会長より説明を行いました。
　役員の任期満了による改選では、若い会員の
登用を希望していましたが、全員が再選となり
ました。

　出席者の拍手による承認で無事総会を終了い
たしました。
　休憩をはさんで楽しい懇親会が始まりまし
た。
　御来賓の挨拶、会長挨拶の後、県立門司学園
高等学校吹奏楽演奏には全員が心を癒され、こ
れまでのアトラクションで一番の拍手喝采でし
た。おいしい料理とお酒、久しぶりの仲間との
再会に宴会は盛りあがりました。あっという間
に校歌と応援歌の合唱が始まり、奥野まり子さ
んと金光先生の御協力で大いに盛りあがりまし
た。

　最後に、307 名の出席者の万歳三唱で門浪
会は閉会となりました。
　０の付く期と安立副会長他役員の皆様の協力
と活動に感謝いたします。
　次の総会は１の付く期が担当となります。御
協力のほどよろしくお願いします。

門浪会総会



− 4−

　３回生諸君が昭和 27 年３月に卒業すると、
白川先生は同窓会に受け入れる手続きを開始さ
れた。
一、同窓会の名称を「門浪会」とする
二、第３回卒業生（男子 101名、女子 117名）
を新入会員として受け入れる

三、門女 37回卒として杉葉子さんを受け入
れる

　この三案件を５月 21日の常任幹事会での承
認を経て、その日の午後に谷町校講堂で開かれ
た同窓会総会で満場一致で可決、承認の運びと
なった。

◆　◆　◆
　白川先生の次の仕事は新会員を加えた「門浪
会総会」をどのように運営していくかといった
問題だった。当時としては行事として継続させ
るには難問題を抱えていた。公事先生の案とし
て、「大学に進学した諸君が夏休みで帰省した
ときに、和布刈公園で園遊会として実施する」
ということで問題の解決を図った。
　現在の総会のように業者に一任するというわ
けにはいかず、すべて「手作り」といった状況
だった。金光、入江両先生の応援を得て、やっ
と実現のメドがついた。動員された男子卒業生
の苦労は大変だったと思うが、この「動員スタ
イル」はこの後もずっと続くこととなった。

◆　◆　◆
　正確には覚えていないが、昭和 27年７月７、
８日ごろだと記憶してる。当日は天気もよく、
それほど暑くなかったこともあり、会場の和布
刈の山の中腹には和やかな雰囲気が漂ってい
た。こうして「第１回門浪会総会」は成功裏に
終わった。
　昭和 28 年、栃木先生（門女 22 回卒）が赴
任されてきて同窓会運営のスタッフに加わっ

「門浪会発足のこと」「門浪会発足のこと」 松井　信廣旧 職 員

た。しかし、この時期は同窓会運営に関しては
白川先生の指導の下にあったとも言える。残り
の３人は小惑星がウロウロしているといった状
態だった。６月 28 日の大水害が校舎を襲い、
同窓会館も大きな被害を被ることとなった。こ
のことは白川先生にとっても大きな痛手であっ
た。

◆　◆　◆
　話を公事先生に戻してみる。この頃の日本は
貧しい状態だったので、授業料を納めることが
出来ない家庭もあり、滞納する生徒も存在した。
そこで先生は解決策として、就職した卒業生か
らの援助を頼み、「門浪奨学会」設立を思いつ
かれた。日本銀行門司支店に勤務していた藤木
重美君（北高３回卒）を委員長として発足に漕
ぎつけた。奨学会は日本の情勢の変化とともに
自然消滅したが、援助を頼むにも限界があった
ことや貸与した奨学金の回収がうまくいかなか
ったことも、一因としてあった。

　執筆を終えて
〜あとがき〜

　門司北高校の施設拡充工事は 42年の食堂完
成まで継続され、60 周年記念祝典へと続き、
在校生の父兄や同窓生の皆さんにもそれなりの
負担が求められたことはご存じの通りです。こ
の頃、同窓会の発展に活躍したのが公事先生で
す。「北高会」と称する会を創って高校卒の人々
を集めては会を開き、同窓会に積極的に出席す
るよう求めたりしました。

◆　◆　◆
　また、本部と支部の交流を密にすることが肝
要であるとの考えから、大分支部の会には本部
役員に働きかけて、多数の方々とともに支部の
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会に出席して交流を深めたりもしました。福岡
支部の場合は筑後の原鶴温泉に会場を設営して
もらって、本部からも多数の方を勧誘して多数
が出席、交歓を重ねました。このようにして同
窓会の活動を活発にする努力をなされたのでし
た。

◆　◆　◆
　私は昭和 37 年から 51 年に退職するまで、
校務で多忙な毎日を送ることになり同窓会への
出席の働きかけは少し疎かになりましたが、公
事先生はいつの間にか小唄を習ったり、隠し芸
を身に付けるなどして本部や支部の会で披露さ
れていたようです。和やかな雰囲気作りにも一
役買った、といった具合でした。

◆　◆　◆
　昭和 49年に栃木先生が退職されて東筑紫短
大へと去られ、51 年には私も退職することと

なりました。同窓会は木村先生を中心に公事先
生、日高先生、金光先生などが運営されていた
ようですが、もっとも活躍が期待されていた公
事先生が 52年６月に急逝されたことは本当に
残念でした。もっと長生きされていたならば同
窓会にとっても良かったことだろうと悔やまれ
ます。
　私のことで言いますと、退職後は学校とは疎
遠となり、大阪に転居した後は門司とも全く無
縁となりました。たまたま、宝塚市で開かれた
「栃木先生を囲む会」（音楽部のＯＢ会）に招か
れて出席したおりに、栃木先生のお骨折りで門
浪会関西支部総会の案内を頂戴して、２、３度
関西支部総会に出席する機会を得ました。和や
かな支部の雰囲気に触れて感銘するとともに、
公事先生の志向しておられた同窓会の理想の姿
を見た思いがしました。

会 議 の 様 子

会 議 の 様 子

関東支部・本部役員会議

（生涯学習センター）
2012 年２月４日
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門司高女 35回生　旅の想い出

　この度会報の原稿依頼がございまして、再三お断り致しましたが、とに
かく書いて欲しいとのこと。私は、門女 34期、唯今 86 才、主人も６年
前に亡くなり、熱海の地で一人暮らしの毎日でお話し申し上げる事もござ
いませんが、一人暮らしを始める様になってから、とても感動した事がご
ざいましたので、お話ししてみます。
　２年余り前、娘が尋ねて来ていた日の事、主人の祥月命日の日、町へ鉄

板焼ステーキを食べに参りました。２人で、程良く焼けたステーキを頂き乍ら、「お父様は鉄板焼
ステーキが好きだったわね」とか「このお店を早く知っていれば一緒に楽しく頂けたのに残念だわ」
などなど。その時オーナーシェフが小さなお盆に、ステーキのサイコロ状に切った一切れと、お酒
を載せて、私の前に一言、「陰膳です」と言って、ソーッと置いて行ってくれました。思いもかけ
ない事に、２人でびっくりするやら、うれしさ優しさに涙してしまいました。シェフの心遣いがそ
れもごく自然に心からの優しい気持ちが、一切無駄口はきかずに、静かな好意が本当のおもてなし
だと感激して、事あるごとに娘と思い出話として出て来ますし、そのお店にも、時々行く様になり
ました。御商売をされる方は、この様な気配りが繁盛のもとだとつくづく思った出来事でございま
した。とても美味しいお店です。

　２年に１度の門浪会同窓総会には、懐かしい同期生が遠近より集って参加します。それを良い機
会として、同期生の旅が昭和 55年に始まり、気が付いてみれば平成 23年迄の間に、ツアーに頼
らぬ自分達だけで実行した 35回生の旅が国の内外を問わず楽しい想い出として、20回と云う歴
史を作り上げていました。
　昭和 18年に卒業して以来同期生として、70年近い歳月を強い絆で結ばれ続けている私達門女
35回生を誇りに思い私達の旅の歴史と想い出をここにお知らせ致します。

優 し さ

　「門司高女 35回生の旅の歴史」

門司高女 35回生　旅の想い出

　村　キミ𠮷 （門女 34期）

木川満千子 （門女 35期）

回 年　　　月　　　日 行　　　　　　　　　程

１ 昭和 55年 ５月 24日〜 ５月 26日 関東（東京、箱根、鎌倉、横浜）の旅
２ 昭和 57年 ５月 22日〜 ５月 24日 関西（京都、奈良、大和路）の旅
３ 昭和 58年 11月 21日〜11月 23日 山陰（出雲、玉造、大山、三朝、鳥取）の旅
４ 昭和 60年 ６月 １日〜 ６月 ６日 ハワイ（オアフ、カウアイ、ハワイ）三島巡り

同 期 会 便 り

同 期 会 便 り
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５ 昭和 61年 ６月 ５日〜 ６月 ７日 還暦記念〜信州（木曽、黒部、富山）の旅
６ 昭和 62年 10月 25日〜10月 26日 創立 80周年記念〜山口の旅
７ 昭和 63年 10月 14日〜10月 19日 東北全周の旅
８ 平成 元年 ６月 ６日〜 ６月 ８日 紀州路の旅
９ 平成 ４年 ９月 27日〜10月 ４日 バリ島、ボロブドール遺跡とシンガポールの旅
10 平成 ６年 ４月 12日〜 ４月 14日 高遠の桜と信州花めぐりの旅
11 平成 ６年 ９月 23日〜10月 ５日 熟年ヨーロッパ漫遊の旅
12 平成 ７年 ９月 25日〜 ９月 26日 湯布院と臼杵めぐりの旅
13 平成 ８年 ６月 ２日〜 ６月 ４日 古稀記念〜宮崎シーガイア綾と指宿の旅
14 平成 ９年 ９月 28日〜 ９月 30日 創立 90周年記念〜西九州（呼子平戸佐世保）の旅
15 平成 10年 10月 28日〜10月 31日 四国一周〜かづら橋と吉備路の旅
16 平成 11年 10月 16日〜10月 19日 韓国〜世界文化遺産を巡る旅
17 平成 13年 ９月 25日〜 ９月 26日 安芸の宮島〜紅葉の旅
18 平成 17年 ７月 24日〜 ７月 25日 新名所〜楊貴妃の里と角島山陰の旅
19 平成 19年 ９月 ９日〜 ９月 10日 山口の小京都〜岩国、柳井の旅
20 平成 23年 10月 18日〜10月 19日 幻の芦屋〜釜の里を訪ねて

平成 11年９月 18日

門浪会　門女・北高創立 100 周年記念
祝　賀　会

門浪会　門女・北高創立 100 周年記念
祝　賀　会

平成 19 年度

平成 19年９月９日　　リーガロイヤルホテル小倉にて
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平成９年９月 28日〜９月 30日

創立 90周年西九州（呼子、平戸、佐世保）旅
弓張の丘ホテルにて

第　 回14

平成 13年９月 25日〜９月 26日

安芸の宮島紅葉の旅（ホテル岩惣にて）

第　 回17

平成 19年９月９日〜９月 10日

山口の小京都、岩国、柳井の旅

第　 回19

昭和 60年６月１日〜６月６日

ハワイ（オアフ、カウアイ、ハワイ）三島巡り
（初めての海外旅行）

第　 回４

昭和 60年６月１日〜６月６日

ハワイ（オアフ、カウアイ、ハワイ）三島巡り
（初めての海外旅行）

第　 回４

平成９年９月 28日〜９月 30日

創立 90周年西九州（呼子、平戸、佐世保）旅
弓張の丘ホテルにて

第　 回14

平成 13年９月 25日〜９月 26日

安芸の宮島紅葉の旅（ホテル岩惣にて）

第　 回17

平成 19年９月９日〜９月 10日

山口の小京都、岩国、柳井の旅

第　 回19
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　此の度、私は同窓会
残留組となり私の追憶
と云えますか、創刊号
に投稿された菅井則子
様に関連した事等を記
載致す羽目になりまし

た。菅井様のワシントン生活が詳しく掲載され
（旧姓織畠）と書かれているのに目が止まり若
しや私共同期生の織畠京子様と関連があるので
はないかと調べました処、やはりお妹様でした。
　戦前門司仲町通り織畠病院は家の近くで私は
楠木町、小学校は別でしたがその当時病気と云
えば織畠病院から往診に来て下さり私は薬を頂
きに伺ったりしていました。
　そして昭和 13 年門司高女に入学。35 期生
として同級の１年１組何故か席も近く家も近い
ので京子様と仲良しの上原陽子さんも一緒に下
校していました。３年生の時、織畠様は熊本の
方に転校、上原様も海外へと転校されましたが、
只今は行橋に居られる様です。
　昭和 20年５月下関空襲、翌日は門司に空襲
で焼夷弾で我が家も織畠さん周辺もすっかり焼
滅焼野原となり此の度の震災を思わせました。
　私も結婚して福岡−広島−東京と移り、知人
のいない東京で偶然渋谷で友人に会い皆様の消
息を知りました。その後門司に両親の病気、葬

追憶、そして出会い
村上　佐和 （門女 35期）

儀等で行きましたが、昭和 50年頃宇部空港に
降り空港バスで唐戸迄両岸の景色を眺めていた
処、織畠病院の看板が目に入り長府で早速連絡
をとりました処、京子様が看護師として働いて
いました。彼女は戦後「ミス門司」に選ばれ戸
畑の病院に嫁ぎお子様に恵まれた事は知ってい
ましたが、その後不明だったのがやっと所在が
解り唐戸のホテルで食事等して、その後年賀状
手紙等交際を続けていました。ところが平成
15 年１月 10 日死亡通知が息子様から。病状
その他経緯が克明に記され生活の在り方病状日
誌を知る事が出来、只々驚き友達を亡くした事
を残念に思いました。お話が北高３期生の平田

村上　佐和・菅井　則子さん・清井　早苗さん

第
３
期　
平
田　
博
さ
ん

博様、同期の清井さんを通じてワシントンの菅
井則子様に届き、昨秋菅井さんが久し振りの里
帰りをされた折、帝国ホテルで積もるお話が出
来ました。お話も尽きずお別れとなり私の手許
にありました京子様のお手紙其の他お渡し出来
まして本望でした。
　先日菅井様から素敵なお便りを頂き私の宝物
となり感謝致すと共に此の様な出会いが出来ま
した事、こんな御縁、絆がつながった事に只々
感謝して余生も楽しく過ごしたいものと思って
います。
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　３月 11日の東日本大震災は、多大の悲劇をもたらしました。同期では、取手にお住まいの渕上
さんが被災されました。一階が使用できず、２階での生活を余儀なくされていらっしゃいましたが、
先日、屋根をはじめ、総ての修復工事を終了されました。11月 10 日、日銀鳥居坂分館に、昨年
同様出席者９名にて、お互いの無事を喜び合い、感激一入でした。

門女 39期　同期会
鈴木　澄江

左より〜村上　佐和・大野　信子
　　　　薄　志津子・清井　早苗

右より〜村上　佐和・大野　信子
　　　　薄　志津子・清井　早苗

前列左より〜原田　悦子・渕上　和子・鈴木　澄江・田中サエ子・鈴木　正子
後列左より〜土佐野幸子・大滝　祐子・長谷川貞子・中村　信子

（門女 39期）
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　10 月 14 日。久しぶりに帰国されたアメリカ在住の菅井則子さんと３期の坂田満生さん、平田
博さんをお誘いしてお昼のひととき。品川京急ホテル内「大志満」で楽しい語らいの時を持ちまし
た。異文化の国で今も尚お仕事をお持ちの菅井さんの興味深い経験談や、懐かしい高校時代の思い
出話に時の過ぎるのを忘れました。

　恒例の同期会を 10月１日、ホテルニューオータニで行いました。熊本から一安さんが参加され
今回は 10名となり、賑やかな語らいの時を過ごしました。来年も又元気で多数の参加をお待ちし
ています。

東 京 支 部 総 会

同 期 会 便 り 林　　民子

左より〜三木　恭子・石田　映子・園山　房子・平木智恵子・戸田　恭子
　　　　菅井　則子・今関　信子・坂田　満生・林　　民子・平田　　博

前列左より〜一安　圭子・竹原美代子・園山　房子
前列左より〜今関　信子・戸田　恭子・林　　民子・和田　知子
　　　　　　三木　恭子・川崎　和子・石田　映子

（北高２期）
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前列左から〜
　　　関　　迪夫・豊田　豊子（旧姓竹上／初参加）・徳田　孝子（旧姓立川）
　　　高橋　京子（旧姓正田／初参加）・荘野　洋子（旧姓原野）
　　　秋葉　節子（旧姓吉田）・飯野　和子

後列左から〜
　　　山脇　幸蔵・池田　正宏・関口　知代（旧姓吉田）・香春　道子（旧姓関谷）
　　　中林　正恒（初参加）・坂田　満生・平田　　博・中里　竜彦

　平成 22年９月、門司にて３期全体の同期会・兼「喜寿の会」が開催されましたが、その会に関
東地区から参加できなかった方が多く、また関東地区での開催も間が空いていたので、今回、世話
人として坂田、平田、関、飯野、香春の各氏から同期の皆さんへ声を掛けて頂き、平成 23年 10
月３日（月）東京・新橋の中国料理店（新橋亭新館）で開催する事が出来ました。世話人の皆様に
は厚く御礼申し上げます。
　関東地区在住者 35名（男 16名、女 19名）の内、出席者は 15名（男７名、女８名）でした。
また遠路、竜ヶ崎市、銚子市、野田市からの方も参加され、さらに卒業以来初めて会う方が３名（男
１名、女２名）で、13時から 16 時まで美味しい食事とお酒を堪能し、お互いの近況や体調の事
など楽しい懇親のひと時を過ごし、来年も 10月に集まろうとの声があり、開催場所は銚子、幹事
に坂田君と豊田さんを決め名残を惜しみながら元気での再会を約し、盛会裏に散会しました。

　北高３期
　　　関東地区同期会を開催しました

関　　迪夫 （北高３期）
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　去る平成 23 年 11 月 25 日（金）、第２回目
の門浪会関西同好会が「京都タワーホテル」８
階 “ラトゥール” の間で行われました。当番幹
事は私達、北高 10回卒です。
　当日は朝から冷え込みました。それでも総員
26 名の参加を得ました。出席者の中には付添
いの方と御一緒に会場にお見えになった方もい
らっしゃいました。門女の方々（当日御参加は
門女 32、33 期の５名です。）も御高齢になら
れましたが、明石市、名古屋市、西宮市、奈良
県高取町と住まいはそれぞれですが、お元気な
様子に感心致します。と言っても私達も老年者
になっているのですから、笑い話ですね。記念
写真に引きつづき、会ではおしゃべりと飲食、
予定の２時間があっと思う間に過ぎました。
　振り返って見れば、会の始まるまでは、あち
らこちらで久し振りの出会いを楽しんでおられ
る様子、お姿にやっぱり感激でした。
　門女、北高の校歌、応援歌を全員で歌い閉会
しました。会終後は、三々五々別行動でしたが、
門女の方々は同ホテルに宿泊されました。さら
に話に花を咲かせたことでしょう。私達 10回
卒の中で宿泊する者もいるので東寺周辺をひと

門浪会　関西同好会
　　　　　出席の記

神谷　蓮子

めぐりしました。大法要開催中のため大層多数
の大型バスが通りに停車しており大賑わいでし
た。塀の上には銀杏の黄色が鮮やかに見え、秋
の深まりに浸ったのです。
　タワーホテルの近くに温泉があり、それぞれ
温まることが出来ました。
　明けて 26日、有名な紅葉が見られる東福寺
へ行きました。確かに鮮やかな赤や黄色の樹々
を見られましたが、寺の境内に入るまでの混雑
は想像以上。押し合い、へし合い。
　入口近くの紅葉がお陽さまに映えてとてもき
れいなのは分かりますが、立ち止まって写真を
とっているため団子状態になっていたのです。
高い空にはヘリコプターが飛んでおり、その混
雑ぶりを観ていました。
　これからは、混雑解消に役立てて欲しいもの
ですね。近くには雪舟ゆかりの寺もあり、寄る
予定でしたが時間に追われ休憩無しで次の場所
に移動です。清水寺に行きたいという友人もい
ましたが、予定からはずしていたので、何とか
時間をやりくりして彦根へと向かいました。
　京都の秋はどこも混雑しており、年寄りには
つらくなるかも知れません。少し時をずらして
もよいかなー。そんな京都の旅でした。
　添付写真の２枚は東福寺での 10期生の記念
写真です。混雑を抜けて人を避ける場所の発見
は大変。ようやく場所を見つけ、行きずりの男
性にお願いして撮っていただいたものです。

（北高 10期）

門浪会関西同行会　2011年 11月 25日　京都タワーホテルにて



− 14−

　本文（10 回卒　神谷蓮子さん記）に出てき
ます、10 回生の散策場所である「東寺」、「東
福寺」について、蛇足になるかも知れませんが
紹介を兼ねて案内をさせていただきます。
　東　寺
　ＪＲ京都駅の南西にあり、下り新幹線京都出
発後すぐに左車窓越しに見える（夕暮、日没直
後のシルエットが素晴らしい）五重塔で有名で
す。古義真言宗の総本山で、正しくは教王護国
寺といい、平安遷都〔延暦 13（794）年〕と
共に、王城鎮護の目的で西寺に対して羅城門の
東に建立された宮寺です。弘仁 14（823）年、
嵯峨天皇はこの寺を空海に贈り別当（寺務を統
括した長官）とし真言密教の教学に専念させ
た。以後東寺は真言密教の一根本道場として延
暦寺と共にわが国の宗教界をリードした。空海
が東寺の経営で最も力を入れたのは講堂の建立
である。現在の講堂内陣諸像配置は、石積の長
大な基壇の上に中央に大日如来を中心とした五
仏、向かって右（東方）に金剛波羅密を中心と
した五菩薩、向かって左には不動が中心の五明
王、さらに四隅に四天王、東西に梵天・帝釈天
の合計 21尊が安置されている。密教教学では
こうした彫刻群像のことを羯

かつ

麿
ま

曼
まん

荼
だ ら

羅と称して
いる。境内には五重塔、金堂、食堂、宝蔵、南
大門、東大門、慶賀門、北大門、観智院客殿、
弁天堂、宝物館、大日堂、大師堂、毘沙門堂、
灌頂院、蓮花門等、重要文化財指定構造物、国
宝指定建造物が配置されている。
　又、東寺と言えば、年中行事の一つで、毎月
21日に催される大師御影供（弘法大師入寂日）
の日は境内一帯に露店が並び価値ある骨董品や
掘り出し物が見つかることで有名な縁日があ
ります。俗に ”弘法さん” といい、北野天満宮
の ”天神さん” と共に京の二大縁日の一つです。
特に正月のこの日は ”初弘法” と云われていま

〈補　　記〉
吉本　雅文

す。
　東福寺
　東山連峰の一つ月輪山南山麓の広大な寺域に
堂宇が営まれている臨済宗東福寺派の大本山
で、嘉禎２（1236）年に関白九条道家が氏寺、
法性寺の地に五丈の釈迦像を奉安する伽羅の建
立を志したことにはじまる。
　寺名を東大寺、興福寺の両寺から一字ずつと
るという気宇壮大なものであった。仏殿は延元
（1234）年に立柱、建長７（1255）年に現在
の規模に完成した。この間の寛元年間（1243
〜 47）に宋から帰国していた円

えん

爾
に

弁
べんえん

円（聖一
国師）が開山に招かれ、禅宗となった。文永
10（1273）年に法

ほっとう

堂が落慶して道家の発願以
来約四十年を経て創成期の東福寺の寺観はよう
やく整ったが、元応元（1319）年の火災によ
り焼亡する。以後南北朝から室町初期にかけ順
次復興が進められていった。明治 14（1881）
年の火災により仏殿、法堂、方丈などを失った
が、三門禅堂、東司（便所）、浴室等はその災
禍を免れて再建以来の姿を現在に伝えている。
「伽

が

藍
らんづら

面」（立派な伽藍）と呼ばれる東福寺は中
世の禅宗建築の宝庫である。

（１）エリアガイドＧ／ 28　京都　昭文社　（1992）
（２）週刊朝日百科「日本の国宝」vol.7　No.65
　　　朝日新聞社　（1998）
（３）週刊朝日百科「日本の国宝」vol.8　No.71
　　　朝日新聞社　（1998）

参 考 資 料

東
福
寺
に
て

（
黒
瀬
京
子
さ
ん
提
供
）

（北高９期）
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　一昨年の一ノ俣ほたる狩りに続き、去る９月 18 日、門浪会総会の翌日、私達 13 期 23 名は、
一般のバスツアーを利用して、菊池渓谷ウォーキングを決行しました。
　日本の森林浴の森百選！　日本の名水百選！　日本の滝百選！　水源の森百選！と云うキャッチ
フレーズ通り、渓谷に沿っての２ｋｍのウォーキング。とても快適で、自然を満喫出来ました。呑
みすぎの男性達は途中でリタイア。栗拾いをしたり、美人湯の七城温泉に入ったり、あっという間
の日帰りバスツアーでしたが、車中では一般の人達を少し気にし、少し羽目をはずし乍ら、飲んだ
り、食べたりワイワイと楽しい一時でした。
　平成 24年度は、卒業 50年の記念に、13期全体に呼びかけて、一泊旅行をと、計画しておりま
す。今度は勿論貸切りで、盛り上がることでしょう。10月が楽しみです。

　十三期同期会をバスハイクで
長野　久子

菊池渓谷ウォーキングで

　平成 23年関東支部総会は東日本大震災の３ヶ月後の６月 25日（土曜日）午後 12時より、日
本橋蛎殻町のロイヤルパークホテルで 63名の出席者を迎えて行われました。
　北高 15期（昭和 39年卒業）が当番幹事ということで、前年出席者が中心に準備を進めました。
　開催場所の決定、開催の要領など全て 14期の石原さんから引き継ぎ、開催にこぎつけました。
　当番幹事の役割分担も各人に申し出て頂き、順調に会を運営することができました。また同窓の
方々の震災後のＮＰＯの立ち上げ報告、校歌指導、歌謡２名、門司港観光パンフレットの陳列等々
御協力を頂き会は盛り上がっていきました。同窓会の主役は参加者であることを再確認しました。
　来年への引き継ぎも北高 16期野津さんに渡し終え、ほっと一息つきました。

　平成 23年 関東支部総会を終えて
池田　忠輝

（北高 13期）

（北高 15期）
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１．開会の辞
２．物故者への黙とう
３．坂田関東支部長のご挨拶
４．議　題（報告）
　　・門浪会の今後の運営について
　　・会報の発行について
５．乾　杯（鈴木副支部長）
６．歓　談
　　アコーディオン演奏
７．お知らせ（支部会員現況）
８．歓　談
９．15 期からのプレゼント（歌謡）
10．校歌合唱
11．次年度幹事（北高 16 期）の紹介
12．閉会の辞（高橋副支部長）

式　次　第

　去る、平成23年10月19日（水）門司北高16期の同期会を開催しました。
　私たち 16期は卒業以来、基本的に５年ごとに同期会を開催しています。
前回は門司倶楽部で還暦の同期会を開き、５年後の今回は 65歳で大部分
の方が、年金の満額受給と、第２のキャリアからの卒業を迎える節目の年
に当たります。
　開催に当たって、幹事を招集し、門司区生涯学習センターで、３回の実

行委員会を開きました。幹事は各クラス、原則２名程度で構成されていますが、現在は以下の通り
８名で構成されています。
　　幹事氏名（幹事長　豊嶋　博）
　　Ａクラス　浜田　桂子　　　Ｂクラス　厚地　正幸、田中かなめ
　　Ｃクラス　豊嶋　　博、満井　弘子、荒木健二郎　　Ｄクラス　土屋　圭介
　　Ｅクラス　豊嶋　輝代
　日程と会場の選定、案内状の作成、送付と回収等々準備を進め、その結果今回の出席者は、千葉
から熊本まで全国から 42名の方々に参加いただきました。それに、Ｂクラスの担任で体育の教師
であった柳井先生を迎え、同級生の塚本君のお兄さんが営んでいる、栄町の「まんねん亀」で午後
５時から開会、挨拶に先立ち、東日本大震災の犠牲者と同級生の物故者に黙祷を捧げた後、写真撮
影、挨拶を当時の生徒会長の野津君（東京）と柳井先生から頂き、大山君（福岡）の乾杯で宴は盛
り上がり、閉会は大西君（関西）にお願いし、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
　次回は 70歳を迎える事となる為、早めに開いて欲しいと言う声や、１泊でとの声も上がってい
ますが、今後、幹事会で検討したいと考えています。

　門司北高 16期
　　　　同期会が開催されました

豊嶋　　博

全員で校歌合唱

（北高 16期）
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項 目 Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス Ｅクラス 合　計

卒 業 生 55 56 54 53 55 273
出 席 10 14 6 5 7 42
欠 席 16 30 22 23 21 112
物 故 者 4 0 3 0 5 12
宛先不明 25 12 23 25 22 107

　歳と共に宛先不明の方が増えてきますが、今回クラスごとの出席者数ほかの調査結果です。

　今回、我々北高 20期生は、門浪会総会の当番期としてお手伝いをさせ
ていただきました。できるだけたくさんの同窓生、会員の皆さんに９月
18 日の総会、懇親会に出席をお願いすべく、しばらくぶりの 20 期の同
期会の同時開催を企画し、市内在住の有志の面々にお手伝いをお願いし、
まず、同窓生の住所録作成よりはじめ、住所の判明した方々全員に門浪会
総会、20期同期会同時開催の趣意書を送らせていただき、とにかく門浪

会総会に一人でも多くの卒業生の出席を、お願いをした次第でした。
　我々 20 期の同窓生もはや還暦を迎えすでに 10 余名の方々が他界されておりました。すでに、

　北高 20期 同窓会当番記
大塚　猛一 （北高 20期）
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　今回の同期会は門浪会との併設同時開催という変則的な開催をさせていただきましたが、賛否両
論あったとは思いますが結果的には成功に終わったと思います。20数年前に私が、同期会の開催
を最初に考え始めたきっかけは、実は、親友の依田君の死がキッカケでした。同級生の友人が亡く
なったりしますと、同窓会等の集まりを行っておれば良かったと思うもので、もうすでにそのころ
には数名の方々が亡くなっておられました。ある時、やはり、同窓生の娘さんが亡くなられた時に、
お参りをさせていただきました折の会話の中で、“このような突然の出来事があるので、同窓会等
はやはり、出席しておかないと” と言われたことがありましたが、今回同級生の女性の方が今年の
６月に亡くなられました。
　５月に同窓会の案内を差し上げた時には元気そうでしたが、突然のことで驚いた次第でしたが、
彼女の親しいお友達数名の方はそのショックで同窓会への出席を断念されたようでした。私論です
が、こういう事があるがゆえに同窓会には、積極的に出席をしていただきたいものです。そして、
亡くなられた方の昔話を是非されてほしいものです。ある面では、同窓会はそういう場所ではない
でしょうか。ともあれ、今回の開催はいろいろな意味で、ほぼ成功であったと考えられます。２次
会では40年間のいろいろな話が飛び交いました。奥さんが亡くなられた大谷君の話は鮮烈でした。
又、子供さんが亡くなられた大久保（小原）さん、古谷（森永）さんの話は本当にそんな事があっ

もう、こういう年齢になったのかと痛感した次第でありますと同時に、亡くなられた方々にご冥福
をお祈りするばかりでした。当日１週間前の時点では、約 50名の出席予定者がありました。その
後１週間で有志のみんなの声かけの努力の甲斐あって 71名の出席者がありました。関係者一同ほ
っと胸をなでおろしたところで、当日が待ち遠しい思いで一杯でした。
　さて、当日は、20期生はたくさんの出席者があったために、特別に受付コーナーを設けていた
だきました。11時過ぎから続々と久しぶりの面々が姿を現わしはじめ、中には 42年ぶりに初め
て顔を合わせた方も数名おり、かなり頭髪の様子も変貌した男性もいたようです。全員そろった所
で全員集合の記念写真の撮影を行いました。北高の後輩のコザクラ写真館にお願いしその日のうち
に写真を頂き感激ひとしおでした。恩師の話、家族の話、仕事の話、しばらくぶりの同窓生の話は、
話題に欠くことはありませんでした。当日は懇親会終了後、場所を門司港に移して、二次会、三次
会、四次会、と門司港の街の灯りは消えることはありませんでした。
　私達、20期生はその一週間後に有志のメンバーで反省会を開き、その中で同期会と門浪会の方
向性についても議題が及びましたが、20期としては、出来る限り当番期の有無にかかわらず、今
回と同様に同期会と門浪会総会との同時開催を行い、門浪会の存続をはかっていこうという意見に
大筋、方向性をもつことになりました。今後、先輩諸兄の出席者も減少が考えられるなか少しでも
多くの門浪会への理解者と存続を真剣に考えてもらえる各期の同窓生が増えることを切望するもの
です。成せば為るで、今後、当番期の方々もいろいろな方向性を考えられていただき、学校はなく
なりましたが、最後の卒業生が存続するまで門浪会は永続させるつもりで頑張っていただければと
考えます。

北高 20期会からの寄稿

門女、北高、旭が丘　　万歳！！
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たのと思うばかりでした。卒業後42年間のいろいろな人生が５〜６時間に集約されたようでした。
それぞれの人生、それぞれの社会、仕事の中でいい人間になられたと感じずにはおれませんでした。
ともあれ久しぶりの同窓会で皆さん大感激の様子でした。終了後に 20 余通のお礼の手紙や、30
本近くに及ぶお礼の電話をいただきましたことは、今後の同窓会活動の励ましになりましたと同時
に、私の宝物になりました。ありがとうございました。また、皆さんに会えるときを楽しみにして
おります。
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集合写真名簿　名前は旧姓表示
於　リーガロイヤルホテル小倉　2011 年９月 18日

　昭和 26年生まれ（前後している方もちらほら？）21期卒業生、ついにと言うか、やっと「還暦」
を迎え、昨年９月 24日に「還暦同窓会」を門司港にて開催した。
　在学中も女子の数が多く、男子は控えめに？学生生活を送ってきたが、卒業後の同窓会も在学中
同様、相変わらず女性の参加者の方が男性を上回り、昨年の還暦同窓会も女性 32名、男性 20名、
総勢 52名と女性に軍配が上がっている。（男性の立場で言えばまったく問題なし？）

　門司北高校第 21期卒業
　　　　　　　「還暦同窓会」報告

木村　克己21期代表幹事 （北高 21期）
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於　門司港　2011年９月 24日

　21期は原則２年毎に同窓会を開催しており、それからすれば本当は昨年ではなく今年開催予定
であったが、前回の同窓会で満場一致にて１年後、つまり昨年還暦同窓会の開催を決め解散した。
その時から１年後の還暦同窓会の準備に取り掛かってきた。残念ながら 21期は名簿が完備してお
らず、毎回クラス幹事を中心に声掛けをして参加者を集めるという、何とも原始的で危なっかしい
方法ではあるが、案外リアルに顔が見え、且つ声が聞こえるので、皆さん積極的に連絡を取り合い
ながら、フットワークを生かし？充分楽しみながらやっている。（と、思っているのだが？？）
　今回、「還暦同窓会」を目玉に呼びかけを行い、且つ準備に時間を掛けたおかげで、関東地区、
関西地区からも北九州に足を運んで頂き卒業以来の懐かしい顔もあり、又今回久しぶりに 50名を
超え、参加した皆さんに感謝の言葉を頂き幹事冥利に尽きる同窓会であった。さて、中身と言えば
いつもと変わらず飲んで、食べて、しゃべりまくっただけのあっという間の２時間強であったが、
皆さん本当にいつまでも若く？且つ、元気ハツラツで垂れ幕の「還暦」の文字が、肩身が狭そうに
見えた？気がする。（実際は「還暦」の２文字は２倍の大きさでひときわ目立っていたのだが）
　タイムマシンで 42年前に戻ったような？本当に楽しい短い時間であったが、後ろ髪を引かれる
思いで２年後の再会を誓いお開きとした。（２次会、３次会は何処へ？？）
　最後に、我々 21期生「還暦」を迎えてはおりますが、門浪会ではまだまだ若輩者であり、今後
も門浪会先輩諸氏のご指導、ご鞭撻を賜りながら門司北高校卒業生としての誇りを持ちつつ、まだ
まだ頑張ってゆく所存である。
　今回、門浪会会報に我々 21期卒業「還暦同窓会」の報告を掲載頂き、事務局に御礼申し上げる
と同時に今後の事務局の活躍を期待している。
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　2010 年８月 14 日（日）にステーションホテル小倉のレストラン・テラスにて北高 50期の卒
業以降初めての同期会が催されました。
　山本・大西、両幹事の奮闘もあり 72人の同期生が久しぶりの再会を喜び、急なお願いだったに
も関わらず駆けつけて下さった恩師も迎え、北高時代の思い出や近況報告など、和やかな雰囲気の
中で楽しいひと時を過ごしました。

　北高 50期 同期会
中嶋　康人門浪会 50期幹事

日時：2011年（Ｈ 23年）８月 14日（日）
場所：ステーションホテル小倉【レストラン・テラス】
人数：72人

（北高 50期）

事　務　局　だ　よ　り

　東日本大震災の被災者の皆様と関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　門浪会の運営につきまして、日頃から、ご支援・ご協力をいただきありがとうござ
います。会運営は、「過去からの積立金」と「卒業時の入会金」によって行われてき
ましたが、母校の閉校後は、同窓の皆様の年会費によって会運営や、会報誌の発行を
行っています。「積立金」におきましては、最後の卒業生まで使えるように、必要最
小限の利用にとどめ、現在なお一層の費用削減に取り組んでいるところです。今後と
も宜しくお願い申し上げます。
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─ 門浪会会報　第五号 ─

［１］会費納入のお願い
　年会費 2,000 円を会報誌に同封している払込取扱票でお納め下さい。
１．振り込みは、郵便局窓口（郵便局ATMでも振り込み可）払込取扱票を無くされた方は、口
座記号と口座番号 01720 − 6 − 135327 をご記入の上、門浪会と門女・北高の期を書き入れ、
振り込んで下さい。

２．数名まとめて振り込み可（各個人の氏名と門女・北高の期を払込取扱票の通信欄に明記、金
額は合計額を書き認め印を押して下さい）。

３．ご寄付をお受けすることになりました。ご希望の方は払込取扱票の金額欄を書き換え認め印
を押して下さい。

４．金融機関に出向けない方は、会計・事務局・役員が各会議のとき預かることもできます。

［２］原稿・広告募集
　「門浪会会報」は会員の随想等の発表、消息や情報交換の場です。
１．投稿者……「門浪会会報」を一部の人たちの同人誌にしないため、会員の出来るだけ幅広い
層の方々に自発的な投稿をお願いします。

２．投稿の内容……会員各位の卒業後の生活が健やかで充実している様子を発信し合い、感動を
分かち合い、勇気づけられる内容を期待します（思想・宗教・政治に関するものは、本誌に
馴染まないので不可）。「思い出の一葉」「地方だより」などの企画記事のほか、趣味娯楽、
健康法の紹介、同期会でのご活躍の状況なども取り上げていきたいと思います。（パソコン
作成可）

３．原稿の長さ……「随筆」は 2000 字程度、「地方だより」などは 800 字程度、「各地の会合」
などは 400 字程度に収めて下さい。

４．写真提供……原稿に関連した写真をご提供下さい。本誌発行後お返しします。なお、表紙と
目次ページのカット写真も募集しています。

５．締め切り……原稿・写真ともに１月 10日
６．広告募集……名刺大で 5,000 円です。詳しくは、お訊ね下さい。
７．反響をお聞かせ下さい……読後感や忌憚ないご意見を下記宛て電話・ファクスでお寄せ下さ
い。

会 報 委 員 長
会 報 委 員
会 報 委 員
会 報 委 員
会報担当副会長

（093 − 331 − 6099）
（093 − 383 − 7056）
（093 − 931 − 0120）
（093 − 475 − 5594）
（093 − 331 − 5610）

伊東　久司
渡辺　勝治
清水　　徹
宮崎　　彰
好川　慶治


