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-On going-
前進する・進行する

撮影：中野  英治 氏

写真展「旅宿の花」より
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先帝祭 上臈道中　（表紙の写真説明）

　先帝祭は、５月２日から３日間にわたり開催される山口県下関市、赤間神宮の祭である。平家

一門とともに壇之浦の合戦で入水した安徳天皇を弔うために営んだ法要が始まりといわれている。

２日は御陵前祭と平家の墓前祭、３日は平家の落武者の子孫と称する漁師たちの参拝、女官が菩

提を弔うため遊女に姿を変えて参拝したという上臈道中がある。

上臈道中では、遊女独特の歩き方である「外八文字」が披露される。先帝祭最大の見せ場で、毎

年多くの参拝者や観光客で賑わっている。



－ 1 －

　木々の緑も日ごと色鮮やかな季節となりました。会員の皆
様にはお健やかにお過ごしでしょうか。　
　新型コロナ禍、変異ウイルスが次々と発生、感染拡大で終
息のめども立たず、私達の日常生活にも大きな変化をもたら
しています。今後はウィズコロナで行くことになるのでしょ
う。
５月になって明るい兆しが見えていることを祈りつつ健康管
理に努めましょう。
　令和４年度会報誌 15 号は４月末に皆様のお手元に届くよ
う発送致しました。寄稿頂きました会員の方、又、広告のご
提供などのご協力ありがとうございました。
　会報誌発行も 15 年を迎えました。平成 21 年３月、母校閉
校に先だち同窓会活動の情報発信と会員の絆となるよう発行
することになりました。総会、懇親会の報告、みんなのエッ
セイ、ふる里便りなど門司を離れた同窓生の門司への思いは
一層強いのではないでしょうか。
　同窓会、同期会などの開催が難しい昨今、多くの会員の方々
に会報誌をお届けできるよう努力しています。
　只、門浪会本部および関東支部では会費納入者の低迷に苦
慮しています。会の存続は会費・ご寄付・広告のご提供など
が運営の柱となっています。会員の皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます。

令和４年４月吉日

ご 挨 拶
門浪会会長 古井　保子（北高 13期）



－ 25 －

　会報誌の創刊号は 2008 年平成 20 年３月に発行され、今年 2022 年で 15 号となります。
当初、会報誌を何時まで発行するかが議論となり、そこで決まったのが英語のアルファベッ
ト（Ａ）から（Ｚ）の 26 文字を基本とし、合計 26 号を発行する事となりました。即ち、
後残り 11 号の発行となり、それまで門浪会役員及び会報委員が健在である事が必要です。
　しかし、現在の役員及び委員は後期高齢者となり、数年後には 80 歳を超えます。
以前から門浪会で活躍できる若い人達を探していますが、なかなか見つからないのが現状
です。従いまして、北九州市や下関地区に居住されている会員の方で、ご協力頂ける方が
いらっしゃいましたら是非ご紹介下さい。
尚、連絡先は事務局（豊嶋博）です。TEL・FAX : 0 9 3 - 3 3 2 - 6 2 9 6
　　　　　　　　　　　　　　　  メールアドレス：toyo-h@eos.ocn.ne . jp

ここで、今まで発行しました 15 号の明細を改めてご紹介します。

創刊号（Ａ）2008 年平成 20 年３月（Advance：進める、促進させる）

　２号（Ｂ）2009 年平成 21 年４月（Brilliant：素晴らしい、立派は、輝かしい）

　３号（Ｃ）2010 年平成 22 年４月（Change：変わる、変える）

　４号（Ｄ）2011 年平成 23 年４月（Delight：歓喜、楽しむ）

　５号（Ｅ）2012 年平成 24 年４月（Elegancy：優雅、上品）

　６号（Ｆ）2013 年平成 25 年４月（Futurity：未来、将来、後世）

　７号（Ｇ）2014 年平成 26 年４月（Growth：成長、発達、発揮）

　８号（Ｈ）2015 年平成 27 年４月（Happiness：幸福、幸運、幸せ）

　９号（Ｉ）2016 年平成 28 年４月（Imagination：想像力、創作力）

10 号（Ｊ）2017 年平成 29 年４月（Joyfully：喜ばしげに、うれしそうに）

11 号（Ｋ）2018 年平成 30 年４月（Kindliness：親切、情け深い）

12 号（Ｌ）2019 年令和元年４月（Large hearted：心の大きい、度量の広い、寛大な）

13 号（Ｍ）2020 年令和２年４月（Mightily：力強く、強大に）

14 号（Ｎ）2021 年令和３年４月（Neatly：きちんと、清潔に）

15 号（Ｏ）2022 年令和４年４月（On going：前進する、進行する）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上 

門浪会副会長
北高 15 期　好川　慶治

2022 年（令和４年）４月

会報誌の表紙に記載している英語の単語について



－ 26 －

　今年もコロナウイルスの猛威が解消せず、門浪会も各種会合を開催できず、会員の皆様との交
流が希薄となってしまいました。その中で会報誌第 15 号は、会員同士の数少ない情報や、思い出
のよりどころのひとつになればと、会員の皆様に原稿をお願いし、何とか発行することが出来ま
したこと、ご協力いただいた皆様に感謝いたします。

⑴　会費納入のお願い
ご案内の通り「福岡県立門司北高等学校」の廃校と共に同窓会費の入金が途絶しました。よっ

て「門浪会」の日々の運営については、皆様のご厚意である、年会費 2,000 円で賄われています。
一人でも多くの方のご協力をお願いします。

⑵　協賛広告・寄付金のお願い
運営資金補填のため、会報誌への協賛広告と寄付金をお願いしています。寄付金に上限、下

限はありません、会費に上乗せをしていただいても結構です。
協賛広告は名刺サイズ 5,000 円、名刺サイズ× 2，10,000 円です。広告は、会社、商店、個人、

団体いずれも結構です。
⑶　投稿のお願い

『会報誌第１6 号』の原稿を募集しています。内容は、同期会だより、紀行文、随筆、俳句、
地方便り等を以下の要領でまとめて下さい。

｢随筆｣ は 2,000 字程度、｢地方便り｣ などは 800 字程度、｢その他の会合｣ 等は 400 字程度に
まとめて下さい。

⑷　原稿・広告共に締め切りは 2022年 12月 31日です。
⑸　会費、寄付金、広告料の振り込みは下記までお願いします。
　・ゆうちょ銀行　０１７２０－６－１３５３２７　門浪会
　・門浪会ホームページ　URL　http://www.tonamikai.jp/（門浪会でアクセス）

事 務 局 便 り

事務局からのお願い

お問い合わせ、原稿の投稿等は下記「門浪会」事務局までお願いします。

― 門浪会会報　第十五号 ―
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