門浪会 本部

ご

挨

拶

門浪会 会長 岩田

勝彌

（北高 15 期）

門浪会会報を発行するにあたり、関東支部、関西同好会、門司学園の皆様方のご
協力に深く感謝申し上げます。有難うございました。
今後とも、会報の発行にご協力下さいます様、お願い申し上げます。
母校が統合され、『門浪会』が継続、結束する為には、この会報が必要であり、
唯一会員の『絆』の源となると考えています。再度、この趣旨をご理解いただき、
ご協力のほどお願い申し上げます。
会報の構成は、本部記事の掲載、楽しい同期会の記事を中心に、活動状況をお伝
えしています。同期会の活性化による正確な名簿の整理を行い、多くの会員に会報
が届き、なつかしい高校時代を思い出していただければと思っています。
会報の発送は、現在本部に名簿が揃い、会費を納入された会員を中心に行ってい
ます。
同期会で名簿を作成し、本部登録した会員には、一回のみ会報を発送させていた
だきます。
現在門浪会は、会員の皆様から納入していただきました年会費を、これまで積立
てしています。門浪会が今後正常に活動する為に財源が必要です。出費多難な折、
誠に恐縮ですが、年会費の納入にご協力下さいます様、重ねてお願い申し上げます。
又、門浪会の運営につきまして、日頃からご支援、ご協力をいただき有難うござ
います。今後とも宜しくお願い申し上げます。
平成 25 年は門浪会の総会及び懇親会が開催されます。当番期は『１』の
付く期です。
すでに準備委員会を発足し進めています。
日

時：平成 25 年９月７日（土） 午前 11：00 より午後 15：00 まで

場

所：リーガロイヤルホテル小倉

会

費：６, ０００円
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門 司学園便り
門司学園高等学校
今回の門司学園便りは生徒会執行部が担当さ
せていただきました。

生徒会執行部

２日目は、合唱コンクール、展示見学、２年
ステージ発表などがありました。また、中高合

昨年度から中学校と高校の校地が統合され、

同の企画としてバナナのたたき売りを高校生徒

同じ校舎の中で中学生と高校生、６学年が学ん

会と中学生有志で行いました。バナナは皆さん

でいるという本当の意味での中高一貫校 “門司

のご協力で完売することが出来ました。さらに、

学園” の新たなスタートです。

今年からの新企画として出店を行い、３年生有

校地が統合されたことで色々なことが変わり

志による焼きトウモロコシと、かき氷の販売を

ました。その中でも一番変わったことは学校行

行いました。売り上げはそれぞれ焼きトウモロ

事です。今まで、中学校と高校、別々に行われ

コシは九州豪雨の被災地である阿蘇市に、かき

ていた行事も初めて “門司学園” として行うこ

氷は東日本大震災の被災地である宮城県立志津

とが出来ました。やはり、中高合同での体育大

川高校に寄付しました。

会や学園祭はそれぞれ別々に行っていた時より

校地が統合されるのに伴い校舎の増築が行わ

も華やかで、団結してやり遂げることが出来ま

れました。新校舎は、まだ新しいということも

した。これから６学年そろって “門司学園” を

あり大変過ごしやすく生徒達の笑顔や笑い声で

盛り上げて行きたいと考えています。

毎日あふれかえっています。教室は明るく冷暖

体育大会は、６学年がブロック別に整列した

房も完備されており、授業に集中することがで

入場行進から始まり、高校による応援合戦は今

き、皆熱心に勉学に励んでいます。また、広く

年も大盛況で赤ブロックが優勝しました。ブロ

なったグラウンドを利用し、生徒達は精一杯体

ック対抗団旗リレーは団旗がぶつかるなどハプ

を動かして、日々心身共に成長しています。

ニングもありましたが、３ブロック全てが見事
ゴールすることが出来ました。

21 世紀枠九州地区推薦校に選ばれました。そ

学園祭では、１日目に初の試みとして「中高
合同クイズ大会

今年度は野球部が目覚ましい活躍をみせ、

ｍｉＱ」を行いました。中高

のほかの部活動も時間など多くの制限がある中
で素晴らしい成績を残しています。（図１参照）

ランダムでチームを組み、グラウンドで○ ×

来年は、今年よりもさらに充実した学校生活

問題、四択クイズを行った後、正解数が同率の

を送ることが出来るよう、生徒会を中心に生徒

チームで早押しの決勝戦をし、優勝チームを決

一人ひとりが目標を持って頑張って行きたいと

定しました。

思います。

図１

◆ ◇ ◆ 部 活 動 の 名 前、 人 数、 成 績 ◆ ◇ ◆

部活動名
野

球

人

数

23 人 ３人

男女バスケ 17 人 ４人
バ レー
７人 ２人
陸 上
25 人 １人
ラグビー 11 人 ３人
水

泳

10 人

剣 道
７人
柔 道
男女ソフトテニス 22 人

部

活

動 実 績
九州大会場
21 世紀枠九州地区推薦
新人戦１回戦突破（男女）
新人戦１回戦突破
インターハイ出場 (110m ハードル )
九州大会出場
インターハイ予選福岡大会出場
新人戦九州大会出場（１名決勝進出）
初級 ２名合格
金鷲旗出場
新人大会北部ブロック予選会（男女）

部活動名

人

吹奏楽

34 人

演
美

劇
術

11 人
14 人

茶華道

18 人

書 道
科 学
ＥＳＳ

10 人
５人
12 人

インターアクト 12 人

数

部 活 動 実 績
吹奏楽コンクール 福岡県大会 銀賞
高文連 福岡県大会 三部門優秀賞
アンサンブルコンテスト 福岡県大会１位（九州大会（２月）出場）
地区大会 優良賞
高文連 県大会 全国推薦
高文連主催小倉城庭園にてお茶会
裏千家淡交会九州地区大会参加
第９回 安芸全国書展高校生大会書道美術館賞
科学技術フェアへの出席
スピーチコンテスト福岡県大会出場（暗唱・弁論）
月１回程度のボランティア活動
ユニセフ・24 時間テレビ街頭募金 等

注）人数は、選手、マネージャーの順番です。
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第一回

門司学園中学校高等学校
体育大会について
体育副委員長

竹田

美咲

初の中高合同での体育大会開催（平成 23 年

いなかったということです。同じ係の仕事でも

６月２日）ということで、昨年度までとは異な

中高で道具の使い方が異なっていて、予行会や

り、何もかもが一からのスタートでした。

本番で時間がかかってしまうことがありまし

今までにない大きな仕事に対する不安で何度

た。

も押しつぶされそうになることもありました

二つ目は時間についてです。度々５分前行動

が、実際に練習や準備を進めていくうちに、実

を心掛けるように呼びかけていましたが、練習

行委員長・副委員長の先輩方や先生方と一緒に

が始まる時間に遅れなかった人が一人もいない

この体育大会を何としても成功させたいという

わけではありませんでした。一人でも時間に遅

思いが強くなっていきました。

れれば、他の生徒全員の時間が無駄になってし

しかし、例年に比べ練習時間が短くなり、さ

まいます。練習時間は限られていますので、有

らに全校生徒の人数が増えたため、気持ちは焦

効に使ってほしいと思います。他にも改善すべ

るばかりでした。練習が上手く進まず、心が折

きところが多くありますので、対策を講じてい

れそうになることも多くありましたが、そんな

きたいと思います。

とき私を支えてくれたのは実行委員の皆でし

来年の体育大会でも私は実行副委員長として

た。初めての中高合同の体育大会で不安なのは

生徒の中心となって体育大会を動かしていくこ

私だけではなく皆同じなのだということに気付

とになると思います。実行委員や生徒会だけで

き、生徒全員の頼れる存在にならなければなら

なく、生徒全員で作り上げていく一生忘れるこ

ないのだと思いました。彼らの支えが無ければ、

との出来ない体育大会にしたいと思っていま

実行副委員長としての私はいなかったと思いま

す。

す。
体育大会は仲間同士で助け合い、絆を深めて
いくことができる行事のひとつです。さらに中
高合同での開催になり、普段同じ校舎で授業を
受けていてもあまり関わることのない中学生と
高校生が協力し合うことで、門司学園が中高一
貫校としてより一層発展していくことにつなが
るのではないかと思います。
今年の体育大会は練習ではなかなか忘れ物が
減らず成功するのか心配していましたが、本番
では入場行進もラジオ体操もきちんと出来てい
て、「知行合一〜大いなる躍動〜」というテー
マに沿った素晴らしい体育大会になったのでは
ないかと思います。
しかし残された課題も多くあります。
一つ目は中高で縦と横の連携がうまく取れて
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門司学園野球部
九州地区推薦校となるも、出場ならず！！！
門司学園野球部が 2012 年秋の福岡県大会で準優勝し、2007 年の開校（再編統合）以来、初め
て九州地区大会に出場しました。同大会では、２回戦で長崎日大（長崎第１代表）と対戦し延長に
もつれ込む接戦となりましたが、同 13 回に力尽き、５対６で惜しくも敗れました。
▽２回戦（平成 24 年 10 月 28 日

長崎県営野球場）

門司学園 0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

5

長崎日大 1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

6

（延長 13 回）
この戦績と「少ない部員で、学業と両立しながら短い練習時間を工夫した」（県高野連）などの
点が評価され、今春の第 85 回記念選抜高校野球大会の「21 世紀枠」県推薦校として選ばれ、そ
の後の九州地区候補の絞り込み（九州全県の推薦校８校から１校を選出）においても見事選出の栄
を勝ち取りました。
こうした朗報に接し、これまでは遥か遠くにあると思っていた甲子園出場が、ひょっとして実現
するかもしれないと、地元では大変な盛り上がりを見せていましたが、残念ながら、年明け後１月
25 日に行われた選考委員会による最終絞り込み（全国９地区の候補校から４校を選出）には残れず、
無念の涙を飲んだところです。もっとも、出場４校の枠内には入れませんでしたが、21 世紀枠の
第一補欠校に選定されるなど相応の評価は受けており、これを機会にさらなる飛躍へと繋げてほし
いものだと思っています。
今回、今一歩のところで出場の機会を逃しましたが、選手の努力、学園ＯＢ等の応援が今後とも
期待できますので、さほど遠くない時期に甲子園出場の夢が実現するものと確信しています。“頑
張れ

門司学園野球部”。

（渡辺
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勝治

北高 15 期）

久仁

車窓から見える海、高炉、ボタ山……。石炭を多く産出した筑豊・京築、製鉄
業が栄えた北九州では、鉄路の発展が目覚ましく、人々の思い出には、駅が、列
車が、姿を現す。昨年、歴史あるＪＲ直方駅旧駅舎がなくなり、折尾駅の解体も
決まった。ただ、なじんだ風景が失われたとしても、人の縁を育む存在であるこ
とは変わらない。新年を機に、鉄道が運んだ幸せを訪ね歩いた。

偕
老
の
春
や門
司
港
０
哩

人生のそばに駅

門司港 90 代夫婦の原点
「つらい時も、楽しい時も、一緒だったね」。北九州市門司区、永木睦文さん（96 歳）、照江さん
（91 歳・門浪会４代目会長、門女 27 期）夫婦は笑顔で、木造駅舎を見つめた。大正の建築様式を
随所に残すＪＲ門司港駅の駅舎は、今年「98 歳」を迎える。
国鉄門司鉄道管理局が置かれ、大陸貿易の港町としても栄えた門司港地区。幼い頃、睦文さんは、
長崎行きの列車をずっと眺めて過ごし、西の終着駅を夢見た。
照江さんは、いわゆる門司港の「シティーガール」。駅内の高級洋食店で食事した時、どれほど
緊張したことか――。故郷に関する古く、甘い記憶だ。
◆
1944 年５月。照江さんは、戦地に赴く夫が乗った列車が見えなくなるまで、改札口から手を振
った。「無事に帰ってきて」。その日の日記につづった。
駅から大分・別府へ新婚旅行に出かけたのは、ほんの数日前のこと。三重県の機械工場で働く睦
文さんとは、親同士が進めた縁談で顔を合わせて以降、交際は文通だった。関門海峡を眺めながら、
交わした会話が、夫婦の証しとなった。
それから約１年半後。
「生きて帰ってきたんだ」。睦文さんは、車窓から駅の屋根が見えた瞬間、ようやく生の実感が湧
いた。送られた鹿児島県・種子島の海軍基地では、空襲を受け、目の前で爆弾がさく裂したことも
あった。
一帯は焼け野原で、無傷の駅は頼もしかった。ただ、遠くに見える海峡には機雷で沈没した船舶
のマストが無数に立っていた。
「哀れな負け方をしたもんだ」。駅舎を出ると、冷たい雨が降っていた。
◆
最愛の地で 60 年以上が過ぎた。荷役会社に約 50 年間、勤務し、日中友好にも尽力した睦文さんは、
駅前のビルの一室を借り、門司港の歴史の研究を続ける。照江さんは、駅の長いホームを歩き、改
札口の向こうに港が見えると、今も心が躍る。
駅は今年にも、建造以来、初の本格改修に入る。
※ 2012 年（平成 24 年）１月１日（日曜版）読売新聞より転載
提供者
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門浪会顧問

秋武

邦子（北高１期）

門司港駅の歴史
門浪会副会長

好川

慶治

（門北 15 期）

門司港駅は、1914 年（大正３年）１月に建

が、関門トンネルの開通に伴って門司駅の名前

築された木造駅舎で、ネオ・ルネッサンス様式

は関門トンネルが接続することになる従来の大

と呼ばれる左右対称の外観デザインが特徴であ

里駅を使うことになり、当駅は門司港駅へと改

る。同年には、昨年リニューアルオープンした

称した。それまでは門司の埠頭にある貨物輸送

東京駅が建築されている。1969 年（昭和 63 年）

用の駅が門司港（こちらの読みは『もじみなと』）

門司港駅は駅舎としては全国で初めて国の重要

と称しており、これに合わせて貨物駅は門司埠

文化財に指定された。

頭駅に改称された。それ以降の当駅は、本州と

駅構内には戦前から使用されている洗面所、

九州を連絡する鉄道輸送の流れから外れること

手水鉢、上水道など様々な歴史的資産が存在す

になった。しかし門司鉄道管理局や国鉄九州総

る。現在は別用途に使用されているが、『一、

局などは引き続き門司港駅のそばに置かれ、国

二等客待合室』『チッキ（手荷物）取扱所』『貴

鉄分割民営化後もＪＲ九州は異例の福岡と北九

賓室』『関門連絡船通路跡』等も残されている。

州の２社体制を維持して、門司港駅脇に北九州

特に関門連絡船通路跡には旧日本軍の命令で設

本社が引き続き置かれていた。しかし福岡本社

置された渡航者用監視窓の跡も残っている。こ

への統合に伴い 2000 年（平成 12 年）に北九

れは当駅が外来航路の寄港地だったため、戦時

州本社は閉鎖になった。
最後に、門司港駅の３不思議を紹介します。

下の不審者を発見する格好の場所だったとされ

その（１）、駅前広場から切符売り場、改札口

ている。
当初は、九州鉄道の起点の駅として門司駅が

を通り電車が発着するホームまで『階段』が全

1891 年（明治 24 年）４月１日に開設された。

くありません。その（２）、ホームには『ベンチ』

初代の駅舎が建てられたのは現在の門司港駅舎

が全くありません。その（３）、ホームに掲げ

が所存する地点よりも東側、今の北九州銀行

られている行き先案内板が通常は線路に沿って

（旧山口銀行）門司支店の裏手に当たっていた。

掲げられているが、全て改札口側に向いている。

1901 年（明治 34 年）５月 27 日には関門連

しかも『もじこう』とだけ書かれている。
尚、門司港駅は開業後 100 年近くが経過し、

絡船の運航が開始され、本州の鉄道と結ばれて
多くの旅客と貨物がこの駅を経由することにな

老朽化が進んでいる為、昨年９月末から保存修

った。しかし間もなく、1911 年（明治 44 年）

理工事が実施されている。このため駅舎での営

10 月から下関−小森江間で貨物の車両航送が

業は昨年 10 月から仮駅舎に移行した。今年６

開始されて、貨車は直接連絡船に載せて本州と

月頃には現在の駅舎は工事用防御ネットに覆わ

九州の間でやり取りされるようになり、当駅を

れ、本格的な工事が行われる。新しい駅舎は以

経由するのは旅客が中心となった。

前と同じネオ・ルネッサンス様式の駅舎になる

1914 年（大正３年）に、現在も存在する２

予定です。工事の完成は 2018 年３月の予定で、

代目の駅舎が完成し、移転開業した。その後も

新しい門司港駅の全景が観られるのは５年後と

九州の鉄道の起点としての地位を保っていた

なります。
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世界平和のパゴダ
新しい僧侶を迎えて
藤井

博美

そんな環境の
中、お二人の笑
顔ある応対はと

（北高 13 期）

ても印象的でし
た。私はボラン

和布刈の山にキラキラと煌めく寺院パゴダ

ティアを通して

は、戦没者の供養と世界平和を祈念する為、旧

少しでもお役に

門司市の市長

立ちたいと思っ

柳田桃太郎さん（故人）のご尽

力に依り、
「世界平和パゴダ」が建立されました。

ています。常々

その後、54 年に渡って布教に努められたウ・

お二人は「交流

ケミシダ大僧正が 89 歳で死去され、閉館に追

を深めたいの

い込まれました。

で、いつでもパゴダに来て下さい」と話されて

そんな窮地の中、2012 年８月にミャンマー
より、ウ・ヴィマラ長老（48 歳）とウ・ケン

います。これからも多くの人と交流を深めて欲
しいと思います。

ミェイタラ僧（32 歳）のお二人が派遣されて
きました。

「寺院パゴダ」近影

今年は北九州市制 50 周年でもあります。皆
様、日緬仏教文化交流の為にパゴダに行ってみ

僧侶の生活は、お釈迦様の教えのもと戒律は

ませんか。

厳しいもので、例を挙げますと四足動物（牛・豚・
象など 10 種類）の肉は食せない。僧侶でいる
間は結婚できない。１日２食。経文を唱える時
間は厳守。殺生してはいけないなどです。加え

思い出ステーション

て日本の寒さです。お二人には経験のない寒さ
なので、日々困難な環境の中で生活をされるこ
とでしょう。

門司港駅隣の旧ＪＲ九州第一庁舎に『思い出
ステーション門司』が昨年４月２日にオープン
しました。門司の古きよき時代の郷土資料や懐
かしい写真を展示しています。門司区はレトロ
地区の整備が進んでいますが、近年では子供の
減少とともに、小学校から高校まで多くの学校
が統廃合されました。特に県立高校は４校が２
校に統合され、門司北高は中高一貫校となり県
立門司学園高校となりました。多感な時期を過

内 部 の 様 子

パゴダの僧侶と記念撮影
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ごした思い出深い学び舎も、次第、次第に姿を
消しつつあります。門司北高、他３校の同窓会
に残る資料や懐かしいアルバム、女子生徒の制
服等の展示や家庭に眠っていた写真集等を通じ
共有発信し、次の世代に引き継いでいこうと思
います。
オープン以来約 5,000 人が来場されて、感
動しています。門司港レトロにお越しの節は、
ぜひお立ち寄り下さい。

〝ロバート〟フィーバー
秋山 竜次さん： 門司港レトロやイルミネーション、それに関門海峡花火大
（北高出身）48 期 会が最高です。
馬場 裕之さん： 昔ながらの景色や市場などを残しつつ、観光客でにぎわう
（北高出身）48 期 活気ある都市になってほしい。
山本

博さん： 門司のビール工場や洋館など、歴史があって大好きです。

『北九州市制 50 周年、つながる、支えあう、
受け継ぐ 50 年、大好き私たちのまち』にロバ
ートが北九州市観光大使として２月 10 日、
『お
笑いライブイベント』を行いました。
彼等の魅力は、気さくでどこにでもいる『お
兄ちゃん』のようで、お年寄り、若いお母さん、
小学生くらいまでの子供等に大人気でした。そ

お笑いライブイベントの様子

の場の雰囲気で秋山さんを中心とした掛け合
い、会場 600 名の市民は、青空の下、心から
笑っていました。これからもずっと、皆様に愛
される『お笑い芸人』として、活躍は間違いな
いと確信いたしました。
記念写真もサインも、近い将来の門浪会出席
も約束いただきました。久しぶりに楽しい一時
ロ バ ー ト の ３ 人 と 記 念 撮 影

を過ごしました。
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同 期 会 便 り
傘 寿 を 祝 い
乾

節子

贅沢なまで行き届いたホテルの夕食を口にし
ながら、おしゃべりタイム。タイムスリップす

（門女 40 期）

るのに時間はかかりません。話が弾み「すみま

学制改革で余儀なく門女 40 期・北高１期卒

せんが？」という声に慌てた次第。大きなお風

業といわれるあの頃の乙女もいつしかこの齢。

呂で疲れをとりました。また、来年もね。それ

ここまで生きてきたご褒美にと、一泊二日の旅

まで、健康に気を付けていましょう。

をしました。（９月３・４日）11 名の参加、門
司港駅 12 時集合、山口県長門市湯本温泉大谷
山荘で過ごしました。
送迎バスの乗務員さんのご好意で、長門にあ
る金子みすゞ記念館に立ち寄ることが出来まし
た。若くしてこの世を去った、金子みすゞの美
しく優しい詩の言葉に触れ、いつまでも立ち去
ることが出来ませんでした。
湯本温泉大谷山荘の前にて

関東在住の３期同期会を千葉
県銚子市で開催しました。
関東支部

坂田

満生

（北高 3 期）

三期は昭和 27 年３月卒業です。
昨年は東京・新橋の会合で 15 名の参加があ
りましたが、今年は一泊二日の会合のため、本
人の体調不具合か連れ合いの体調不具合とかで
「一泊」では参加は無理とする方が多く、残念

犬吠埼観光ホテルにて

ながら７名の参加にとどまり、一抹の寂しさを
禁じ得ませんでした。しかしながら、大山晃さ
んが北九州市若松区から飛び込みご参加を頂い
たのは大いなる救いでありました。

日

時

ホテル

平成 25 年、３期生は傘寿の齢を迎えます。
傘寿の祝会を盛大に門司区で開きたいもので
す。大山さん始め九州の諸兄姉にお世話係りを
お願い致したいものです。頑張って下さい。
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H24・11・11（日）
千葉県銚子市犬吠埼 10293
犬吠埼観光ホテル（外は太平洋）懇親会

参加者

飯野和子・豊田豊子・池田正宏・大山
坂田満生・関

迪夫・平田

見

学

犬吠埼灯台

幹

事

坂田満生・豊田豊子

博

ヤマサ醤油工場

晃

燦々会（北高９回）開催
白石

洵

（北高９期）

北高を卒業して 54 年目の同期会を平成 24
年９月 25、26 日に一泊二日で、北高卒業旅行
での想い出の地、奈良で行った。
今回は、高齢期を迎えた私達、「身体と頭を
使い認知症を遅らそう」というキャッチフレー
ズで、奈良の旧跡を歩き、いにしえの奈良の都
の歴史を勉強してみようと計画。参加者には、
数点の宿題をお願いした。
１日目は、日本の律令制度を推進するため、
中国の都を模して藤原京から平城京へ遷都し
84 年で廃都となったが、1200 年ぶりに再建
した新しい「平城宮」の姿を。２日目は藤原氏
の氏寺として建立された興福寺の「国宝・阿修
羅像」の神秘にふれ、東大寺建立と正倉院に宝
物を残された、聖武天皇と光明皇后に想いを馳
せながらの、体力向上ウォーキングを奈良観光
ボランティアさんの解説を頂きながら奈良町の

新しく再建された「平城宮」をバックに

旧跡も巡った。
また、懇親会では、九州からの参加者が賞品
を持参してのビンゴゲーム。関西参加者による、
ハーモニカ、リコーダー演奏に手話を交えて懐
かしい歌を全員で合唱。最後には、脳の活性化
を図ろうと、ゆび体操や身体を使うゲームで身
体と脳をパニック状態にすることも出来、今回
の燦々会の目的を、ほぼ、達成したと自己満足
し、和やかで、目尻を下げた同期会だった。

十二期同期会

錦秋の九重夢大吊橋は、最高の眺めの中、吊
橋を往復。怖々の者も、皆で渡れば怖くないと
もろずみ
両角 要子 （北高 12 期） 楽しめた様子。くじゅう野の花の里で山菜料理
の昼食を終え、帰路に。
車中は、これ又幹事と添乗員さんの掛け合い
「人生 70 古来稀なり…」で始まる案内状。
が漫才のようで、笑いの渦。
昨今は、70 才は稀でもなくなりましたが。
東京・大阪・岡山からの友人も大満足の旅と
11 月 11 日、12 日に別府温泉一泊、古稀祝
なりました。古稀という年を忘れ、高校生に戻
の同期会を行いました。
さぶろく
昭和 36 年卒業なので「三六同期会」と命名し、 っておりました。
「笑い皺をおみやげに帰ります」と言った友
脈々と続いております。
人。正に正に。
門司港、門司、小倉、博多の各駅前で参加者
かくして古稀の同期会は終了致しましたが、
を迎え、一路臼杵へ。石仏を見学、お参りし、
「三六同期会」はまだまだ続きそうです。
別府のホテルへ。温泉に浸かり、いざ宴会！
各々の一言の挨拶を聞きながら、飲んで食べ
て、幹事小原氏の「どじょう掬い」に一同大笑
い。同期夫婦の「麦畑」が始まり、又楽しい笑
い。カラオケで、シャンソンあり、演歌あり民
謡ありと、芸達者な面々。本当に幸せな時を過
ごしました。
翌日は晴天の中、海地獄、血の池地獄に行き、
小学校の修学旅行の思い出を話しながら温泉玉
子。
国指定名勝 海地獄にて
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今年の同期会
藤原

新也 （北高 13 期）

世の中には同窓会なるものがあり、この歳に
なって初めて参加させていただいた。
今回は卒業 50 年記念ということで「これが
最後になるかも知れないとのことで、同窓会旅
行と相成った。
貸し切りバスで阿蘇散策。九重高原に一泊し、

同 期 生 と 50 年 ぶ り の 再 会

今日は別府鉄輪で海地獄などを見て私は博多で
下り、そのまま宗像へ。知り合いの編集者の話

り積もった話の花を咲かせようと心密かに目論

によると、50 年も経って 30 名以上も集まる

んだ。

というのは、かなりレアなケースらしい。

「梅丸どこにおるんか？」

しかし半世紀も経つと顔が認知できないとい
う、もどかしさがある。認知できたのは５〜６
名というところか。

宴会がそろそろお開きになるころを見計らっ
て幹事のところに行き、尋ねる。
「え、梅丸おらんよ」

九重高原のホテルの宴会では最初に名前が読
み上げられた。

幹事のＲが不思議そうに私を見ている。
「おらんって、さっき名前呼んだやろ」

その中に「梅丸」という名字があり、はっと
した。

「え、ああ、あれか。新也ちゃん説明全然聞
いてなかったんやね。10 何名の名前読み上げ

梅丸は私と同じ旅館の息子で、門司港の税関

たのは、あれは死んだ同級生の名前よ」

前で商いをしていたのだが、私は小学校のころ

ひとり宴会の席を立ち、外に出た。

からよく彼の家を訪ね、海や山や街で遊んだも

標高 1000 メートルの九重高原はすでに冬の

のだ。

ような冷気に包まれている。

自己主張などのない穏やかな少年で、彼はい

評判通り、高原の夜空の星はこれまで見たい

つもぼんやりとした笑顔を浮かべていた。そん

かなる星空よりも “満天の星空” だった。いや、

な彼が好きだった。特別に何をしたという記憶

私のその折の気持ちが、その夜空の星に一層輝

はないが、ふたり連れ立って町を歩いているだ

きを感じたということかも知れぬ。流れ星がい

けで楽しかった。

くつも光線を描いては消えた。

高校の時、郷里を出て以降、世界をほっつき
歩いていた関係もあって、30 年近くも帰郷す

こうして、いくつもある星のひとつひとつが、
あえなく消えて行く。

ることがなかったということもあり、その後、
梅丸とは疎遠になった。

私たちはすでに、そういう年齢にあるという
ことだろう。

その梅丸の名前が読み上げられたのである。

自身の死など全く眼中にない私のような不届

しかし宴席を見渡すが、どうも顔が認知できな

きものが、こうして同年代の集団に身を置くこ

い。50 年の歳月というものは親友の顔すら忘

とによって、命の脆さ危うさというものを改め

却の彼方に置き去りにするのか。歳月の残酷を

て思い知らしめられる。

思う。

そういう瞬間を持ったことが良いことだった

まあ、宴会が終わった後で幹事にどれが彼で
あるか問い、九重高原の満天の星の下で、積も

のか、あるいはそうではなかったのか。今は判
然としない。
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14 期 屋 久島トレッキング旅 行
川副

渡

（北高 14 期）

2011 年３月 11 日 14 時 46 分に発生した東
日本大震災のテレビニュースが、三陸海岸から
内陸へ押し寄せる津波の映像を伝えるのを見て
愕然としました。今現実に起きていることとは、
しばらく信じられませんでした。実況の映像だ
と理解できたと同時、一時間前に予約したばか

ヤ ク ス ギ ラ ン ド 班

りの 14 期生 48 周年同窓会が、実行可能なの
かと不安でいっぱいになりました。翌日の九州

行することにしました。

新幹線開通式が中止になったり、中国や韓国か

当日の屋久島は「１ヶ月に 35 日雨が降る」

らの観光ツアーが次々に中止になるのを見て、

と小説浮き雲で林芙美子が書いたのに相違し

模様眺めをしていた幹事は、これでは新幹線開

て、３日間とも快晴でした。縄文杉班・白谷雲

通が景気浮揚の引き金になると期待していた九

水峡班・ヤクスギランド班と、脚力に応じて３

州経済界の大きな打撃になると思いました。

班に分かれ、思いっきりトレッキングを満喫し

14 期生が用意した 150 万円を、微力ながら

ました。楽しい３日間でした。

景気浮揚のために使ってしまおうと同窓会を決

とすぎだに橋にて／縄文杉班

白 谷 雲 水 峡 班

久野（永田）
・榎田・小林（古賀）
・中村・平田・河田（福島）
・藤井（幡手）
・武智（長岡）
・浜田・川副（狭間）
・安立（石黒）
小深田（岩武）
・藤吉（辰巳）
・宮本（安部）
・森崎（小司）
・岡本（伊東）
・林（田中）
・山田（松永）
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北高 15 期同窓会開催にあたって
平成 24 年９月 15 日、２年振りに門司倶楽
部にて北高 15 期の同窓会が行われました。

徹

（北高 15 期）

年をとればとる程、同窓会は楽しみになって
きます。何故かというと、皆と会うたびにお互

卒業生総数 248 名の内、当日の出席者は 34
名（男子 18 名

清水

女子 16 名）でしたが、とて

も楽しい雰囲気の内に開催されました。

いにパワーをもらえるからです。昔なつかしい
話からお互いの近況報告等々、話は盛り上がる
ばかり……このひとときがたまらなく嬉しい、

我々 15 期は高校を卒業して実に 48 年を経

感動できる一瞬でもあります。

過、年令も 66 ～ 67 才を数えるに至っており

まだ “若い” “生涯青春” の気持ちを忘れずに

ます。そしてすでに他界された方は 25 名を数

次回の同窓会を今から期待して、皆と会えると

えます。

きを楽しみにしています。

平成 24 年 9 月 15 日
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於

門司俱楽部

北高 31 期第６回同期会
新井

考一

の体育祭の様子をビデオ上映しました。これら
の写真やビデオも当時を思い出させ、会場の盛
り上がりに一役買っていたようです。会場のあ

（北高 31 期）

ちらこちらに歓談の花が咲き、恩師の先生方も
交えて高校時代に戻ったように旧交を温めるこ

平成 24 年 11 月３日、私達 31 期生は、小

とができました。

倉北区のホテルニュータガワに於いて、第６回
目となる同期会を開催しました。卒業後 33 年

私達 31 期生の同期会は、４年に一度オリン

という月日を経て、同期生 49 名、恩師９名の

ピックの年に開催しております。次回は平成

参加となりました。

28 年、リオデジャネイロのオリンピックイヤ

当日、会場には、幹事一同で、卒業アルバム

ーに開催予定です。それまで、皆、元気で過ご

全ページを拡大した写真を壁一面に掲示しまし

し、再会を誓い合い、校歌を斉唱して閉会いた

た。アトラクションとして、私達が３年生の時

しました。

2012 年 11 月 3 日

於

ホテルニュータガワ
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北高 38 期同期会
卒業 25 周年同期会
濱田

信

（北高 38 期）

卒業から 25 年目、８月 12 日に門司港ホテ
ルにて「卒業 25 周年同期会」を開催しました。
帰省したお盆開催を選んだのですが、参加で
きない人も多く、最終的には同期生が 54 名、

同 期 会 の 仲 間 た ち と

５名の先生、岩田会長にも出席いただきまして、
合計 60 名となりました。
しかし今回、卒業 25 年目にして初参加の同
級生も目立っており、同期のつながりが更に広
がったのではないかなと感じています。
開会は、前代表幹事の大久保君による乾杯の
発声。
しばらく歓談してから、来賓代表として吉村
先生、そして岩田会長に挨拶を頂戴しました。
同期会の女性メンバー

楽しい時間は早く過ぎるもので、最後は、当

今回、門司港ホテル勤務の山崎君（料理長）、

時の学校行事や風景、卒業アルバムの個人写真
と、当日のスナップ写真を一人ずつスライドシ

調整に参加してくれた幹事のメンバー、そして

ョーにしてスクリーンに流しました。

当日、会を盛り上げてくれた同期の仲間に感謝

涙のエンディングを期待していたのですが、

しています。

結果「劇的ビフォーアフター」という感じで、

次回開催は 30 周年の５年後？

写真が移り変わる度、同級生の変貌に大いに盛

また元気な姿で仲間と再会できたらいいです
ね。

り上がっていました。

於

門 司 港 ホ テ ル
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関西支部

最後には、校歌、応援歌を合唱し、来年の再
会を約束して、愉しい時間を共有することがで
きました。

門浪会関西同好会
松井嘉代子

散会してからも、なごりを惜しみ、二次会で

（北高 11 期）

平成 24 年、11 月 14 日（水）京都タワーホ

おしゃべり、飲み、久しぶりの諸先輩、後輩の
方々との話はつきず、やはり「故郷は懐かしい
良きもの」としての絆があるのを感じます。
同好会は北高９回、10 回、11 回生が順番に

テルにて、第３回目の門浪会関西同好会を開催
いたしました。（当番幹事

お世話を引き継いでおります。

北高 11 回生）

来年の９回生は神戸で開催？とのことです。

当会も高齢化が進み、参加者も 17 名と減少
いたしましたが、参加者全員から、現在の状況

私も多忙ながら、身体には十分気をつけて、来

や、健康の秘訣、老後？の過ごし方等、参考又

年も皆様とお会いして、楽しいひとときを過ご

貴重な体験談を聞かせていただきまして、和や

したく思います。
こんな風に感じられる関西同好会の絆って、

かな内にも、「来年も必ず参加するから続けて
ほしい」という力強い発言もあり、盛り上がっ

本当に素晴らしいな…って自賛している現在で

た会になりました。

す。

2012 年 11 月 14 日

於
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京都タワーホテル

関 東 支 部 運 営 委 員 会 活 動 報 告
門浪会

関東支部長

坂田満生

現在、関東支部に登録されている会員数（登録会員）はおおよそ 800 名であります。関東地区に居
住されている門女・北高の卒業生はおそらく 2000 名程度と考えております。
当支部運営委員会の活動としては １、年１回の支部総会の支援（総会の運営の主体は各当番期が当
たります） ２、門浪会会報の原稿依頼 などなどであります。
平成 19 年８月、森本美津子氏（北７期）の提案により吉村キミ氏の後任の支部長の選任会議が開催
され、その結果、「共学最初の男子」の声に押され、私は自らの非力、浅学を省みることなく、支部長
をお受け致しました。案の定、運営委員会の開催運営は私の手にあまり、副支部長高橋一真、鈴木澄江
両氏のお力添えを頂くとともに、各運営委員全員のご協力を得、現在に至っております。
運営委員会は 17 人で構成しており、次の各氏です。
名誉会員
副支部長
支 部 長
監
査
副支部長

吉村
鈴木
林
坂田
佐竹
梅津
高橋
田中

キミ
澄江
民子
満生
治男
禎三
一眞
慶紀

門女 34 期
門女 39 期
北２期
北３期
北６期
北７期
北８期
北９期

書

記

会

計

名簿担当

山内 泰文
安藤 秀樹
安波恵美子
桑子
隆
石原 寛樹
石原美佐保
野津 睦夫
井口 久生
中井 文雄

北 10 期
北 12 期
北 12 期
北 13 期
北 14 期
北 15 期
北 16 期
北 17 期
北 19 期

運営委員会の開催は年４回です。その内３回は通常会、１回は臨時会です。
主な議題としては １、支部総会支援に関する事項 ２、会報原稿に関する事項 ３、支部財政に関
する事項 などであります。
ここ数年難しい議論が多くなりました。
その遠因は言うまでも無く母校北高の閉校にあります。
１ 会員数は低減方向
２ 20 期生以降の登録会員が少ない。
３ 運営委員のなり手が少ない。
４ 会報費用の負担のため、会費（現在当支部は 1000 円／年）の増額値上げの検討
などが議論の中心であります。
母校の閉校によって同窓会活動はある程度の影響は受けざるを得ませんが、門浪会結束の絆として発
行が決定された門浪会会報を大事に育て、100 有余年の伝統ある母校門女・北高の同窓会活動・門浪
会活動を同窓生各位の心によって続けなければ成らないと考えております。
母校への思い、高校生活での人生最初の出会い、級友との連帯感、牽いては郷里に対する郷愁、おそ
らくこれらが同窓会活動のエネルギーの源泉であろうと私は考えております。
20 期生以降の会員の皆さま、いや関東在住の未登録の会員諸兄姉の皆さま、若き日と郷里に思いを
巡らせ、是非、「会員登録」をお願い致します。と共に同窓会活動にご参加下さいます様切にお願い申
し上げる次第であります。
運営委員の各氏には大変お骨折りを頂いております。時間的にも費用的にも多大の自己負担をお願い
しております。当初、運営委員は各期の代表を以って構成することになっておりましたが、諸般の事情
から当初の原則を貫く事が出来ません。今や、運営委員会はオープンにすべきと考えております。どな
たでも可能な範囲内で、ご自由に運営委員会にご参加ご出席を頂き、ご意見を述べて頂き、事務のお手
伝いを頂き、門浪会活動を支えて頂きたいと存じます。
同窓生各位の運営委員会への自由なご参加は大歓迎であります。
これからも門浪会活動が地道に続けられて行く事を念じて止みません。
以 上
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運 営 委 員 会 の メ ン バ ー

平成 24 年度
門浪会関東支部総会を終えて、そのご報告
関東支部

朝比奈

弘 （北高 16 期）

平成 24 年度門浪会関東支部総会が６月２日

参加の岩田勝彌門浪会会長に来賓のご挨拶をい

（土）正午から中央区日本橋蛎殻町ロイヤルパ

ただきました。また門司から古井保子さんも参

ークホテル２階 “有明” にて開催されました。

加くださいました。前支部長で関東支部名誉会

本年度は門司北高校第 16 期が幹事を担当しま

員である吉村キミさん（門女 34 期）にも暖か

した。

いお言葉をいただきました。総会議題である“今

当日は野津睦雄さんを中心に、北九州と静岡

後の関東支部運営について” 議事に諮りました

から同期の応援もあり、開始時刻１時間前に幹

が、色々と活発なご意見が交わされ、今後支部

事 12 名が集合、会場準備も終え開会を待ちま

運営委員の皆様にご検討いただくこととなり、

した。当日門司高等女学校第 35 期から５名の

総会は無事終了しました。
引き続き懇親会は副支部長の鈴木澄江さん

皆様、一番若い会員では門司北高校の第 23 期
から１名の参加を得、67 名の出席となりまし

（門女 39 期）による乾杯の音頭で始まりました。
今回の宴席テーブルは円卓 10 卓とし、お食事

た。
関東支部総会は開会の辞から始まり、まず物

は皆様が移動しなくてすむ様、ホテル特製和食

故者に黙祷を捧げました。門女にて２名、北高

弁当形式としました。お弁当の傍には今回幹事

で６名の方が昨年総会以降お亡くなりになって

の野津さんが “平成 24 年度

います。改めてご冥福をお祈り申し上げます。

総会” と流暢に揮毫した箸が添えられていまし

坂田満生関東支部長のご挨拶、その後支部運

門浪会関東支部

た。

営委員の方の自己紹介に続き、門司の本部から
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懇親会では出席者の皆様も久しぶりの再会に

話が弾みどの卓からも笑い声があがり、和やか
な雰囲気で進みました。総会の中盤には特別の
催しとして、幹事の野津さんのご友人である戸
丸文雄さん（何と元警視庁捜査１課の鬼刑事！）
による踊り “ひょっとこ踊り”、“福の神” が披
露されました。ひょっとこの面と衣装による
ユーモラスな踊りは会場の拍手喝采を浴びまし
た。
校 歌 斉 唱

《戸丸さんは “立川諏訪はやし連” に所属
しています。立川諏訪はやし連は昭和 48
年に立川諏訪神社参道の商店街有志 16 名
が集まり発足しました。発足に際しては青
梅市の橋本吉光師匠に指導を仰ぎ、神田囃
子千ヶ瀬流の祭囃子を習得しました。例年

副支部長高橋一眞さん（北高８期）の閉会の

８月に行われる立川諏訪神社のお祭りに

辞にて、懇親会も終了、名残惜しみながら散会

お囃子として参加しています。総会では
ひょっとこ踊りを「仁羽」という曲で、又、
福の神は（半面で踊った踊り）幸福の証し

となりました。
今回総会開催に際しましては、役員の皆様や
先輩各位のご支援を頂き盛会に終えることがで

として「屋台」という早い曲で踊っていた

きましたこと御礼申し上げます。加えまして懐

だきました。》

かしい門司の香りを “門司港レトロ” のパンフ
レットとしてご提供いただきました北九州市首
都圏本部に御礼申し上げます。
平成 25 年１月 20 日

戸丸文雄さんによる踊り “ひょっとこ踊り”

懇親会も盛り上がった雰囲気の中で終盤に入
り、門浪会歌姫の奥野真理子さん（北高 24 期）
の歌唱指導により、門司高等女学校第一校歌お
よび第二校歌、門司北高校校歌および応援歌を
斉唱しました。次年度幹事である第 17 期の井
上賢二さん、内藤英四郎さん、井口久生さんよ
り “来年度は参加者は 100 名を目指す” と、意
欲満々の挨拶に大きな拍手がおくられました。
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ロイヤルパークホテルでの懇親会の模様

門女 39 期同期会
鈴木

澄江

（門女 39 期）

和食コースを選び、懐かしい思い出話、近況等、
話題は尽きる事なく、大いに盛り上がりました。

恒例の同期会を 11 月 30 日、日銀鳥居坂会

至福の日は短く、正面玄関の公孫樹に別れを

館に於いて、出席者７名にて乾杯致しました。

告げ、夕暮れの鳥居坂を、お互いの健康を気遣

晩秋の庭園は、赤黄緑のコラボレーションが

い、来年の夢に思いを馳せ、六本木駅へと向か

美しく輝き、赤ワインとステーキコース、又は

いました。

紅く色づいた庭園の木々
（左より）田中サエ子・鈴木
中村 信子・原田

正子・鈴木
悦子・渕上

澄江
和子・土佐野幸子

部
関東支 一引揚者の門女時代の想い出
中村

信子

（門女 39 期）

1945 年 ８ 月 15 日 の

私が台湾から引揚げてきたのは終戦の翌年の

敗戦は、国土は破壊され

３月 21 日。鹿児島市に上陸して三つの衝撃を

国家経済は破綻し、多く

受けた。肉体労働者が皆日本人であったこと、

の諸国民の命を奪って価

車窓から見た日本の自然の絶句するほどの美し

値観の大転換を齎すとい

さ、戦災で破滅した都市の惨状である。
門司港駅で下車すると、構内は戦災孤児 10

う、日本歴史上未曾有の

人ほどが泥まみれ垢まみれのまま駆け回ってい

大事件であった。
戦争以来、外征部隊の性格を持つ日本の軍隊

て、私達の目の前では５歳くらいの子供が拾っ

は、アジア各地に進撃し屍を残して海外から帰

たタバコを燻らしながら、得意げに大人の反応

還した。その数、兵士や軍関係者は約 353 万。

如何と見つめるのだった。やがて新町の知人宅

各植民地からの引揚民間人は、350 万ともい

に案内されたが、栄町までは瓦礫の原で、戦争

う人口大移動で、そのうち台湾からは約 40 万

の凄まじい狂気の結果が身に沁みた。
門司到着の翌日、母は県立門司高等女学校に

が帰国した。
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妹と私の転校の手続きに出かけた。

サアーッサ

その頃からインフレ昂進、あっという間に生

港から

サアッサ復興

復興は

港から、

活難で、夏休みの終わりには家族離散の窮地に

出船入船

追い詰められてしまった。私と妹は京都の毋の

ヤッチャレナ

友人宅へ行くことになり、８月 30 日の夜、布

瀬戸は平和の波しぶき

団などを駅まで運んで戻ってきたところへ「ク

エイホラ

ルナ、アトフミ」と断りの電報が届いたのであ

ヤッチャレナ

門司と関

エイホラ

発破だドリルだ
波しぶき
エイホラ元気で

った。
という景気のよい歌二曲であった。

家賃節約のため母は無料の引揚者住宅へ引越
しを決めた。そこで見た満員の建物は、真ん中

東京の芸能活動の場は空襲で失われていたか

に通路があり、両側に四世帯一室使用の板敷き

ら地方巡演がよくあった。学校では城崎先生の

長屋、隣室とは薄い板の、身長ほどの高さの間

音楽学校の教授である上野千鶴子が、門女の講

仕切りで、通路面は空けっぱなし、プライバシ

堂で二回、歌曲の演奏をされた。イタリア留学

ーは全く無い。共同の台所とトイレは外で、屋

から帰国のテナーの声楽家がイタリア歌曲を歌

根があるだけ良いというものだった。無気力な

ったこともある。伴奏は兼松信子という美しい

顔、顔。母は娘達の住むところでないと判断し

ピアニストであった。
栄町の劇場で、市川猿之助や中車の一行が歌

て「死んだ気持ちで頑張りましょう」と再び新

舞伎公演をして、学校から見に行ったこともあ

町に帰ったのであった。
母は結婚前に女学校で国語と書道の教師をし

る。出し物は「土蜘蛛」や「勧進帳」であった。

ていたが、知人の大衆食堂で働いていた。その

有働先生が国語の「隅田川」の授業で能や狂言

うちに新町の表通りが貸して貰える事になり、

の魅力は腰に有る、と話されたので、「土蜘蛛」

戸板一枚に石鹸や歯ブラシなどを並べたとこ

の腰の動きを真剣に見たがよく分からなかっ

ろ、物資欠乏のころで飛ぶように売れる。小倉

た。卒業生で宝塚にいた方だかの指導で、同じ

の魚町から仕入れてくるので私も魚町や、関門

栄座で門女生が娯楽的な芝居などを公演したこ

海峡を渡って下関に仕入れに行くことも度々あ

ともあった。平岡養一の木琴演奏も聴いたので

った。海峡を渡るとき、潮風を受けながらポピ

はなかったろうか。
４年生の４クラスが専攻科で１クラスにな

ュラーな世界名曲をどんなに清清しい思いで歌

り、翌年、学制改革で新制高校３年に編入する

ったことか……。
転校早々、富永校長が各教室を回って「民主
主義」について講議をされたことが印象に残っ

ことが出来た。高校を卒業したのは 17 人で、
私は卒業式を３年連続して行っている。
殺伐とした戦後、といわれることも多いが、

ている。黒板に図解しながら「今までは上から
命令されたことに服従するだけだったが、これ

この時代ほど門女生は映画を観たことはなかっ

からは主権在民で、国民が自分たちで国を造っ

たと思う。教師引率で白木崎だかの映画館に行

ていくのだ」というような説明をされて、大い

くのだ。アメリカ映画、グリア・ガースンの「キ

に共鳴させられた。また教科書は軍国主義や皇

ューリー夫人」「心の旅路」ビング・クロスビ

民思想の箇所の墨塗りしたものを使用した。

ーの「わが道を行く」「少年の町」。ガーシュイ

敗戦国民を元気にするためだろうか、市内の

ンをモデルにした音楽映画。ディアナ・ダービ

女学生が総出で、老松公園で盆踊りのような「復

ンの「美しき青きドナウ」「オーケストラの少

興音頭」を踊ったことがある。

女」。ソニア・ヘニイの「銀盤の女王」ともう
一作。フランス映画ジャン・マレーの「美女と
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野獣」
「悲恋」
「悪魔は夜来る」。ロシア映画の「イ

命からがら帰国してきた人々は、生きるために

ワン雷帝」「シベリア物語」「石の花」石の花は

どんなことでもしなければならなかった。

世界初の総天然色映画だった。「ヘレン」とい

台湾時代の女学校の同級生でも女学校中退は

う少女が出てくるイギリス映画も観たと思うが

多く、進駐軍相手のダンサーになった人もいる

何だったろうか……。

し、温泉街で闇タバコを売ったり、駅前で靴磨

戦争中は美しいもの、楽しいものを全く享受

きをして弟を養いつつ、美容学校に通っていた

出来なかった。美や文化に対する切実な飢えや

友人もいる。新町の通りで戦災孤児が筵の上で

渇きが教師達を動かしていて、生徒の映画鑑賞

死にかかっているのを見たこともある。詩人で

になったのだと思う。

英語教師の小笠原先生が、満州から沢山の孤児

四年の卒業式を前に新聞社の見学と裁判所で

の面倒を見つつ引揚げてこられた方であったの
も今思い出す。みんな戦争で運命が狂わされて

の少年の窃盗事件の裁判も傍聴した。
私の住んだところが繁華街であったので、少

いたのだった。

しは当時の世相に触れたかもしれない。３軒隣

就職して母を助けるつもりであったが、担任

にダンスホールが開店して毎晩超満員の盛況で

の小笠原先生が「求人の条件に両親健在の者、

あった。一番近い横丁には特殊飲食店といわれ

と全部書いてあるので困っている」と話された

ていた娼婦達の働く店が数軒あった。いわゆる

ときに、父に４歳で病死された私は、働きなが

赤線地帯である。

ら勉強しようと東京行きを決意したと思う。

ある晩、いつも 11 時の閉店まで店番をする

東京に向かう途中で、広島の原爆の焼野原を

ことにしていた私が店で読書中、栄町の辺りで

見ることができた。その一望、瀬戸内海までの

乱れ走る足音や鋭い笛が鳴り、突然モダンな美

廃墟の光景は今も鮮やかに目の中にあって、戦

女が飛び込んできて「隠して」という。当時よ

争が極め付きの犯罪だと告発し続ける。

く行なわれていた「パンパン狩り」だ、と直感

私の門女生の頃は苦難時代と言えるのかもし

した私は階段下に彼女を隠し、手前に箱を積み

れない。精神的にも青年前期特有の形而上的な

上げた。店の前を「私服」が行き来するが私は

問題、神の存在とか、生や死、生きる意味など

知らん顔をして読み続ける。やがて物音が途絶

について深く悩んだりしたが、何よりも四人の

えて「誰もいない？出ても大丈夫かしら？」と

子の教育のために戦っていた母の姿が、懐かし

彼女が小声で訊いた。霧の流れる通りに人影は

く「生」を支えてくれるのだ。

無い。そう伝えると彼女は「有難う」と言った

個人的体験を語るのに躊躇もあったが、終生

だけで消えるように去って行った。息を凝らし

の友人を得た門女時代であり、戦争で翻弄され

ている間、野犬狩りに遭うような自分の境遇を

た庶民の記録の一つ、特に引揚者の証言でも有

惨めに思っていたのではないだろうか。当時戦

ると思うので書かせていただいた。

災で家や身内を失った人は多く、満州などから
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平成 25 年１月 25 日

ミャンマーでの
事業展開について
中井

文雄

産工場の建設及び電気・通信工事会社の現地法
人を設立しました。この件は「時事通信社」に
記載されました。

（北高 19 期）

双見通信工業株式会社

ミャンマー国のインフラ整備は未着手の状況

代表取締役

1998 年初めてミャンマーを訪れて以来、私
はこの国の将来性に着目し、ビジネスの展開と
人材育成事業を立ち上げたいと決心し、15 年
間に亘りこの国の変遷を見続けて参りました。
昨年の経済制裁の解除とミャンマー国の政治
状況の変化に伴い、世界各国からビジネスマン
が押し寄せてきております。
そのような状況下、漸くミャンマー国でのビ
ジネス展開の環境が整って参りました中で、私
はミャンマー企業と共に、電柱の架線金物の生

にあり、おおいに今後が期待できます。
又、私はミャンマーでの人材育成にも力を入
れており、縁あってミャンマーの知人の方から
地方の村の学校を紹介され、ミャンマー中央の
バガン地方の学校にコミュニティ会館を建設す
る運びとなりました。このことを通じて、この
地域での文化との交流も図りたいと考えており
ます。
このように、微力ながらもビジネス、人材育
成を通してミャンマーとの懸け橋になればとの
思いから日々事業を展開しております。

ヤ ン ゴ ン 市 内

ミャンマー国旗
− 23 −

事務局だより
［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 12 月 20 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。
［３］アクセス等
ホームページはこちらから
E メールアドレスはこちらから

➡ http://www.haginet.jp/tonami.
➡ tonami@lime.ocn.ne.jp

─ 門浪会会報

第六号 ─

発行日／平成 25 年４月１日
発行者／門
浪
会（門司北高等学校同窓会）
〒 801-0873 北九州市門司区東門司２-14- ９
TEL・FAX 093 − 321 − 8946
藤島智子（北高 15 期）
事務局 E メールアドレス tomo-moji@hb.tp1.jp
印刷所／エポック株式会社
〒 800-0039 北九州市門司区中町 5-10
TEL 093-382-0400

− 24 −

