仕事ぶりは「流石」の一言に

イベント後の懇談会

て、司令塔である松浦ひとみ

子 会 長（ 高 ４） を 頂 点 と し

ん本名入江珠子さん（高 ）

や、ジャズシンガーれいらさ

ウーマン人生とその成功秘話

トに裏打ちされたハンサム

シャープな質問が盛んに飛び

さんに対し、若い女性たちの

交流会場において出演者の皆

ても私が目を見張ったのは、

一つとして「同窓会に行くこ

で「元気で長生きの秘訣」の

た県医師会のシンポジウム

昨 年、 福 岡 市 で 開 催 さ れ

い、親しまれる同窓会運営に

にそって、より多くの方が集

熟のピアノ演奏に、聴衆の知

次々に手が挙がる丘女の姿に、

も の で す。 何 の 躊 躇 も な く

立てて発言することは難しい

気を与える」仲間の集まりで

同窓会は「元気をもらい元

た。

と」のアドバイスがありまし

しました。多くの皆様の支援

のおかげで基金は一定規模に

達し、所期の目的の通り、在

校生の支援に充てました。引

き続き皆様のご支援をお願い
いたします。

当面する課題としては、老

朽化した母校校舎の全面改装

に向けての促進活動です。母

テーマは「同朋

ＨＡＲＡＫＡＲＡ」

）

ましておめ

新年あけ

の誇るべき長い歴史は大変幅

ＡＲＡＫＡＲＡ」です。母校

今年のテーマは「同朋 Ｈ

始時刻は午後６時の予定です。

穣（高

でとうござ

年度総会実行委員 長 岩渕

定期総会に向けて

平成

います。

るプロジェクト「筑紫丘高校

等から成るオール筑紫丘によ

くにつれ日々身の引き締まる

ら襷を受け継ぎ、開催が近づ

小島洋実行委員長（高 ）か

光 輝 く 青 春 を 謳 歌 し た「 同

様は年代こそ違え同じ場所で

広い世代の同窓を輩出してき

校舎全面改築促進期成会」を

平成 年度の総会において

また、首都圏においては学

思いでございます。

平成 年度の定期総会は、

会の発展に期待しております。 てまいりますので、何とぞご

参加の和を広げるものとして

こうした動きは、会員各層に

びに母校の発展のため頑張っ

部役員・幹事一同、同窓会並

できる運びとなりました。開

を賜り、同窓の皆様をお迎え

て、皆様の絶大なるお力添え

テルニューオータニ博多」に

６月７日（土）
、
福岡市の「ホ

致します。

ます。どうぞよろしくお願い

が大きく大きく広がるよう、

∞」の下に『ハラカラの輪』

回生一同、一生懸命頑張り

支援ご協力をお願い申し上げ

ておめでと

明けまし

能力、コミュニケーション能

抜くタフさ、意欲、問題解決

主体的にしかも積極的に生き

ます。このような社会では、

だと思います。思いが違う異

る体験を通して身に付くもの

の目標達成のため悪戦苦闘す

な集団の中で優勝という共通

でもまれ、運動会などの大き

つの目標に向けて集う部活動

技能や意識が異なる部員が一

に付くでしょうか。それらは

聞いて学力を高めるだけで身

こうした資質能力は授業を

重ねてお願い致します。

ご指導ご鞭撻を賜りますよう、

同 窓 会 の 皆 さ ん、 今 度 と も

そういう人材を育む学校です。

います。

中で培われるものだと考えて

の意見を積極的に取り入れる

説得したり交渉し、時に他人

年齢集団をまとめ、粘り強く

丘トンネル工事や講堂の建設

こられました。母校下の筑紫

委員会で教育行政に携わって

館は在校生が母校の歴史を

と指導をされました。記念

全般にわたって的確な指示

して、企画・入札・建設と

館建設に際しても委員長と

べ んた つ

にも、行政の立場から積極的

知る絶好の施設となってお

洋祐 校長

うございま

力を併せ持つ人材が求められ

の価値と言えば、豊かな人間

にご指導をしていただきまし

上原

す。本校教

ています。

年頭あいさつ

育に対するご理解とご支援・

性、正義感や公正さを重んじ

た。退職後の同窓会との係わ

上げます。

る心、自律しつつ他人と協調

り、他校からも建設の参考

竹若前副会長逝去

する心などが該当すると思い

りは、平成 ～ 年度監査、

と流行」
があります。
「不易」

ます。では、これからの社会

二前副会長（高 ）が逝去さ
れました。享年 。

竹若前会長は、永年県教育

んでご冥福をお祈りいたし

竹若前副会長を偲び、謹

い程です。

として特に支部問題の取りま

ます。

（事務局）

とめに尽力されました。記念

副会長時代は、組織委員長

運営にあたられました。

に、と見学があとをたたな

同 ～ 年度副会長と、会の
世紀、人類には 世紀繁
栄の遺産処理が課せられ、経

平成 年 月 日、竹若幸

の「流行」は何でしょうか。

さて教育の世界にも「不易

本校は日本の未来を託す、

ご協力に対しましてお礼申し

心身ともにタフな人材の育成

年、教育支援基金を創設いた

母校支援に関しては、一昨

ます。

つながる→つなぐ→つなげる

朋」です。サブテーマの「∞

ました。総会にお集まりの皆

生部会主催による「若手大同

組成し、活動を始めました。

たすき

総会」が大勢の参加者を集め

校、ＰＴＡ、丘上会、同窓会

37

今年も役員・常任幹事、支

稔

25

にぎやかに開催されています。

会長 門司

もん じ

皆さんの積極的な参加を
年頭あいさつ
年頭に当
たりごあい
さつ申し上

副会長（高 ）の采配のもと
と、渡辺栄子さん（高８）の

交う光景でした。論旨を組み

性と感性が満たされ、会場は

私はあらためて筑紫丘の威力

標となる元気な先輩の姿、元

また、在校生に対しては目

お待ちしています。
ました。みなさま応援をよろ

気な同窓会の姿を見せたいも

36

丘 女 会 （おかめかい）
華やかに発足記念イベント
野に秋桜（コスモス）揺れ
尽き、筑高女子の面目躍如た

さすが

月５日（土）
、本部の肝

る

校の発展とともに同窓会にお

げます。母

イベント成功の要因は、本

いても活動は着実に広がり前

るものがありました。

進しています。今年も「会員

いりで今年度発足の運びとな
校卒業生であるということを

の友誼を深め母校の発展に寄

りました、筑紫丘高校女子同
窓会「丘女会」の記念イベン
条件に出演者を選定したこと

与すること」
、この会則目的

に、異学年のＯＧ有志が結束
華麗な歌声を乗せて岩崎大輔

面白好きの丘女のバラエ
同窓の喜びに溢れる空間とな

とにもかくにも「丘女会」

ていただいた薫り高い珈

しくお願いいたします。

次に、ここ一両年の新たな
活動を振り返り感ずるところ
を述べたいと存じます。
一つは女性の親睦の会の発

ントが母校で開催されました。 済のグローバル化が進展し、

足です。昨年 月に発会イベ

37

おか め かい

ト が、 母 校 の 視 聴 覚 教 室 で
）の筑紫丘陸上部スピリッ

にありました。
畑伴子さん
（高

し、１１４人もの同窓生を迎
さん（定 ）が繰り広げる円

女子入学一期生の山本睦

に ぎに ぎ

賑々しく開催されました。

えて、丘女らしい心温まる事

ティーに富んだ企画、賢い丘
りました。

努めて参ります。

業を実施できました。

女の周到な準備、そして持ち

は前途洋々たる船出をいたし

あり、皆様の積極的な参加を

界大会で優勝された後藤

に恐れ入った次第です。

ちゅう ち ょ

場キッチリ、使命感に燃える
ば いせ ん

直紀さん（高 ）にいれ

その後、焙煎技術の世

西日本新聞印刷

加えてわが国では人類未経験

19

白水心子（高 ） のです。
24

26

18

琲を味わいながら、親交
を深めました。それにし

31

26

23

38

印刷

の超少子高齢化社会に突入し

20

ホームページ http://www.chikushigaoka-dousoukai.com/

女性の会ならではの楽しい和
やかな集まりでした。

74 10 28

46

講演する畑伴子さん（高 ）

11
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21

10

平成26（2014）年１月１日（水）

筑 紫 丘 高 校 同 窓 会 会 報
第 54 号
（１）

このナウマン象臼歯の化石
は、昭和 （１９５１）年
なお、この化石は現在、福

されたものである。

示中である。この４、５月は

同館の「常設展示室 」で展

素になり戦後は単なる黒表紙
となった。
学制改革直後の帳簿には
る。

「筑紫高等学校」の記名があ

）▽綾部純子（高 ）▽筑

月 日、

美（ 中 ５） ▽ 有 志 一 同（ 高

高三八会（高 ）▽三島寿永

年

年４月１日〜

教育支援基金受付名簿

平成

（平成

掲載は受付順）

おかげさまで、これまでに

基金から 万円を支援金とし

）▽松本精一郎（高 ）▽

15

吉村圭介元教諭と

下流で小石を採集中の西田惣

岡市博物館に貸し出していて、

太郎氏により発見され、
「福

月に那珂川に架かる警弥郷橋

吉村圭介先生は、昭和 年

備品台帳も支出簿同様大判
の革張り背表紙で、戦後武道
が禁止となり、ＧＨＱの指令
により剣道用具が焼却処分さ
れたことが記録されている。

）
・研

・高 ・定 ）▽榎本秀伸

米寿・古稀祝扇子受領者（中

14

ナウマン象臼歯の化石

３月 日から同 年３月 日

館で展示される。

が、その後は再び福岡市博物

記念館で里帰り展示の予定だ

ついて」と題して松尾信一・

岡市出土の旧象の臼歯化石に

まで 年間、筑紫中学校・筑
紫丘高校に勤務された。
吉村圭介両氏によって昭和
年２月、九州大学農学部学芸

会計帳簿類

筑紫丘高校守護刀
刀匠山口寿信（高

36

ています。今後ともご支援を

８８円を基金として積み立て

て支出し、現在３５２万２４

敦子（高 ）▽勝野雅弘（高

▽高橋ヨシエ（高７）▽足立

（高 ）▽渡邊博志（高 ）

）▽富田紘（高 ）▽第

回筑中・筑高ゴルフコンペ及

よろしくお願いいたします。

▽森永武彦（高７）▽高 回

び表彰式参加者▽門司稔（高

▽市吉康政（高 ）▽江濱義

回のゴルフコンペ

博（高 ）▽剣持登志子（高

第

優勝は須堯さん（高 ）

）▽丘仁志会（高 ）▽高

有志一同▽土師政敏（定 ）

12

教科は生物。
「 カンパチ 」
のあだなで親しまれた。
雑誌第 巻第１号に報告され
校創立準備の年から、福岡県

昭和元（１９２６）年の学
がコンピューターを導入する

た。
ナウマン象化石は、福岡市

もの。 ・８センチの太刀で

成４年３月 日に寄贈された

母校の発展を祈って制作。平

銭だったことが記されている。 師真砂光治（高校 ）両氏が
当時は「給料」ではなく「俸
給」だった。
戦前の会計帳簿は革張り背

創立の時の支出簿には、昭

簿などがそろっている。

直前の昭和 年度までの支出

周辺での発見例がなく貴重な
資料である。
この化石は、長らく吉村圭
和２年３月に支給された生

介元教諭が、先生の逝去後は
ご遺族が引き続き保管されて

いのる

ある。
「祷 筑紫丘高校発展」
表紙で学校名が金文字で押圧

と刻む。

田徳太郎初代校長の俸給は

されていたが、だんだんと簡

きたが、平成 年６月 日、
２２４円 銭、教員は 円

17

・ 回生有志

（事務局）

です。実行委員が東奔西走し

続いて「お楽しみ抽選会」

続き筑紫丘ゴルフクラブで

て用意した賞品で、さらに会

に大きな拍手が起こりました。

１３３人（ 組）の参加のも

秋恒例の筑中・筑高同窓会

で頂き、本当にありがとうご

教育の功労者として平成 年

場は盛り上がりました。景品

孝氏、いまは故人となった内

長なども経て平成 年に退職

法人の理事になり、副学部

しの下に、昨年６月１日、ホ

回生の周到な準備とおもてな

かしさいっぱいでした。何か

寂しさも感じましたが、なつ

８時にスタートすることがで

やや強風の中、予定通り午前

多少の不安がありましたが、

児 玉 信 行 実 行 委 員 長（

回）の閉会のあいさつの後、

きました。風も次第に治まり、 校歌・応援歌、そしてエール

ら何まで本当にありがとうご
ざいました。

なお、成績は次のとおりで

ました。

午後には薄日も差して、全員、 を送って、夜の街に繰り出し

ラウンドを終了することがで

すが、優勝した須堯さんは

きました。

表彰式も昨年同様、会場を

こり、続いて中学で大東亜戦

校では工場（久留米ブリヂス

月 日に開催された第３回福

岡県高校ＯＢ・ＯＧゴルフ大

人が参加して開かれました。 会（ＴＮＣ主催）に「筑高イ

ニューオータニ博多宴会場で

移 し、 午 後 ６ 時 か ら ホ テ ル

年６月

レブン会」メンバーとして出

門司会長のあいさつ、そし

終戦のことも知らず演習続行

▽優勝須堯諄一（高 ）▽準

（敬称略）

場し、優勝されました。

した。少しでも皆さまのため

が、すでに平均寿命は超しま

主義に激変し、苦労しました

しました。軍国主義から民主

業。 月１日に小学校に赴任

し、９月 日に師範学校を卒

岡山県から貨物列車で復員

中敗戦したことを知りました。 て乾杯の後、表彰式に移りま

日、
熊本で空襲（福岡は 日）
、

官 学 校 へ。 昭 和

トン）動員。そのまま予備士

争に拡大、動員。第一師範学

小学校 年で日支事変が起

感謝申し上げます。

と、盛大に開催されました。

ゴルフコンペは昨年に引き

賞品が発表される度に、会場

しの宿』をはじめ、数多くの

した。優勝者への『おもてな

37

を提供していただい方々にも、

私は 歳で米寿の記念品ま

31

10 49

台風 号の接近で、開催に

時）からは 年間の私立学校

10

11

ざいました。２５０人余も卒

野一彦氏、永岡茂治氏、馬場

テルニューオータニ博多で開

36

ご遺族から筑紫丘高校に寄贈

しい思い出が残っています。

88

大谷希幸（中 ） 業した同級生は 人の出席と

に表彰された。

筑中に入って終生忘れ得な

したが、学園の関連大学に移

催され、千人余の同窓生が集

時）から昭和 年に労働省技
同窓会総会の事前の計画準

26

岩崎さんは昭和 年筑中か
ら旧制福高に進学、理科乙類
を１年修了し翌 年新制九大
した。大学院で薬品分析化学

平成 年度総会
盛大に開催

いのが「東宝満西脊振」の校

利貞氏、古屋秀雄氏、山内重

り学部長、管理部長、副学長

まりました。

期生だったが、四年修了（四

能検定試験委員として職業訓

備から事後の処理まで大変ご

6

転校生を取り巻く忘れ得ないあの友この友

さらに田圃の中の一本道を

大谷希幸氏に感謝しています。 へ。 年医学部薬学科を卒業

同窓会報づくりに余念のない

岩崎正武さん（中 ）
実家が種苗の販売をしており
私は 年９月初め筑中の転

両親ともに就職した。

ともに登下校した大西雄三氏、 を専攻していて第一薬科大学

15

34

22

26

私は戦後、筑中に転校して

きた。東京都世田谷区内に住

み学齢に達して成城中学校
入試験にパスし、２年７カ月

平成 年度定期総会は、

父は陸軍士官学校を出て戦

歌と、
「 聴け玄海の波洗う 」

太郎氏を懐かしんでいます。

をし、 年にすべての職から

への就職が決まった。

14

25 25

36

18

12

22

36 13

12

古岡稔氏、三坂一生氏、安川

車隊長をして南方に転戦中。

の応援歌で、今でも折にふれ

電車通学になってからは、

彌氏（中 ）から、事務局に

ご冥福をお祈りいたします。

修）で福高に入ったため一年

練に延べ 年間協力したと感

70

後に 回生として卒業した。

母は空襲が激しくなった東京

てよく口遊さむ。郷愁を誘う

お礼状が届きました。戦中・

くち ず

を離れて実家のある福岡市高

は日本分析化学会から薬学的

身を引く。
海氏、牛草宏氏、金藤義次氏、

手法を用いる臨床化学分析の

◇

歌だ。

日下部桂造氏、清水栄一氏、

―出席された三谷（藤）勝

お世話になった先生には、

辰元喜治氏らと親しくしてい

てこられた感慨が込められて

戦後の激動の時代を乗り越え
功労賞を贈られた。

開発と学会への貢献で、学会

なお、この間の平成 年に

旧制福高２回生の相羽尚先生

山田太郎氏や故人の伊佐山勝

宮に疎開した。終戦で父は捕
虜になり抑留されたが、 年

を は じ め、 八 尋 松 次 郎 先 生

また九大医学部内での医局

や古屋明先生、吉村圭介先生、 ました。
内田正男先生、的野勝先生で、

また、同期の道祖会関係で

上、旧制最後の学生となった

いましたので紹介します―

は、世話人の長田健氏、会合

謝状を。
さらに麻生渡知事
（当

また、
亀井光福岡県知事
（当

60

33

22

22

心労になったことと存じます。 にと思い健康維持に努めます。

の写真を撮影する大塚惟公氏、 林田健氏と一緒に出場した楽

すでにみんな物故されており、 対抗野球試合では、筑中で同

寄贈を受けた剣刀

21

10

優勝川下睦彦（高 ）▽３位

黒川徹郎（高 ）▽ベストグ

ロス篠塚武久（高 ）

また、このゴルフコンペに

よる教育支援基金は 万７千

円でした。 中山利明（高 ）

26

６月に解かれて帰国し、母の

第一薬科大学で 活 躍 し た
岩崎正武さん

19

（旧制）に入学。昭和 年４

19

15

21

12

20

月名古屋陸軍幼年学校に入る

74

10
28

32 31

が、終戦で復員をした。

37

11

門司会長から優勝カップを
受ける須堯さん（右）

17

10

6

30

67

26

10
18

36

18

84

14

24

11

13

16

13

48

21

19

10

10

18

25

23

24

31 18

ナウマン象臼歯の化石

20

28

記念館収蔵品紹介④

26

14

50

20

そろった会計帳簿など

25

52

99

25
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活も目標としている大会があ

陸上部だけでなく、ほかの部
た。これは、思考力や応用力

術コンテスト」を実施しまし

教委が６月に「高校生科学技

は非常に恵まれた環境でした。 て始まって以来の全国大会出

合える仲間がいる筑紫丘高校

全力で打ち込め、それを支え

た。自分が興味のあることに
果を存分に発揮し、囲碁とし

部室で一生懸命練習した成

１年 空田 聡（３段）

部活動報告
ると思いますが、その大会に
を問われる共通問題と、科目

年度はインターハ
出るだけでなく、そこで勝つ
別の記述式テストで行われる

平成

イ（全国高校総体）が北部九
難しいコンテストですが、本
たです。

１、２年の時は数学を受験

した。これは自分たちの努力
だけではなく、熊本へ送り出
してくださった学校の方々、
応援してくれた皆さんのおか

福岡県教育委員会が主催す
法則から物体の運動等をすべ

験しました。物理は限られた

の強い誘いもあり、物理を受

その期待に応えるべく大会当

福や激励の言葉を頂きました。

たってたくさんの方々から祝

全国大会に出場するに当

げだと思います。

る科学技術コンテストで最優
て明らかにする学問です。１

日まで一生懸命練習し、本番

しましたが、今年は先生から

場を成し遂げることができま

州開催だったこともあり、出
ことを目標として練習して頑
僕は筑高生で本当に良かっ

張ってください。
３年 組 吉田 優一朗

校でも理数科３年生の生徒が、 【物理】優秀賞
生物科目で最優秀賞、物理科
目で優秀賞を受賞しました。
【生物】最優秀賞

秀賞を頂きました。昨年は優

年の頃はこのことが理解でき

３年 組 小原 寛士

秀賞だったので、今年受賞で

▽水泳部

場しなかった部活動も、会場

運営の手伝いをするなど、県

の部活動全体がとても盛り上

がった年になりました。本校

でも、多くの部活動が日ごろ

の成果を発揮し、県大会に進
みました。中でも陸上部は北
部九州大会で６位入賞を果た
し、インターハイに出場しま
２年３組 松尾 虹歩

に備えたいと思います。全国

した。水泳部、山岳部も前年
インターハイ予選
（九州大会）

大会では各地方の強者たちが

に引き続き九州大会に出場す

ませんでしたが、２、３年と

す。

知識を深めていく中で、物理

百メートルバタフライ出場

きて、とてもうれしかったで

るなど活躍しています。また、
五十メートル背泳ぎ８位
日々進歩し続けており、医療

うになり、魅了されていきま

択している人は少ないですが、 理性の厳密さがよく分かるよ

と数学との関連性や、その論

ちの力を出し切れるように頑

集まると思いますが、自分た

生物学は、理系の中では選

私は７月に行われた高体連

全九州高校新人水泳大会

九州大会に出場し、入賞して

した。高校３年間で自分がど

水泳部は新人戦においても、

います。
分野など私たちの生活にも密

（２年 組 野副 峻史）

張ります。

九州大会に出場しました。と

れだけ成長したのかを確かめ

▽陸上競技部
接に関わってくる奥の深い学

つもりで科学技術コンテスト

たく、その集大成をぶつける

ても緊張しましたが、チーム

３年８組 渡辺 壮流

受賞に至るまでに、ご指導

の誤りでした。
また同面の
「同

香、心にしみた校歌斉唱の筆

世代を超えて集まった
同窓会関西支部の面々

★関西支部総会・懇親の集い 10月27
日、ホテルグランヴィア大阪にて、第
30回筑紫丘高校同窓会総会・親睦の集
いが開催されました。今年は福岡・東
京からの来賓・ビジターを含め96人が
集いました。また、今回初参加の方も

★首都圏同窓会382人参加 平成25年
度の首都圏同窓会総会・懇親会は、11月
９日（土）
、目黒雅叙園で382人の参加
を得て開催されました。
総会では母校２年生の東京研修、大
学生が集うTokyo Hills、就活生向けの
就活の会、10年代ごとの20’s～60’sの会な

382人を集めた首都圏同窓会

在関東の高18回生の集い「ほの字会」

メートや先生方の応援もあり、 問だと思います。
自分の中の精いっぱいの力を

八百メートル出場

学校囲碁選手権熊本大会が行

窓会花盛り」の１２０人が集

松次郎教諭は八尋松次郎教諭
われ、男子団体で準優勝し、

うの筆者、横邊三香は溝邊三
国大会出場が決定しました。

者、小山正貴は小松正貴の誤
たします。

りでした。訂正してお詫びい

メンバー
２年 山下 誠（５段）
野副峻史（３段）

れる」若さを保ち、頭に「老い」が付
かぬよう五輪開催まで元気を保つこと
を誓い合いました。 伊丹 侃（高18）

インターハイ

２年前と３年前に、僕と同

に挑みました。
じ部活の先輩方が物理で最優

くださった先生方、理数科や

秀賞という成績を収められて

出しきることができました。

話になりました。本当にあり

いたので、「自分も続きたい」

インターハイ予選

がとうございました。今後と

と意気込んでいたのですが、

生物部の皆さんには大変お世

も筑紫丘高理数科の素晴らし

２位という結果に終わり、残
念でなりません。後輩たちに

い伝統に恥じぬよう努力を続

来年こそはインターハイに出
場したいです。
また、 月に行われた新人
大会に出場し、ベストを尽く

高校３年間で、他にも生徒

希望を託し、来年こそは筑紫

けていきたいと思います。

（北部九州大会）
八百メートル６位
大分で行われたインターハ
戦では私を含めた 人が九州
すことができました。

イに出場しました。自分は高

校に入った時に全国大会に出

これからもチームメートと

会や行事の運営など様々なこ

いませんでした。ここまで頑

切磋琢磨しながら水泳に取り

張れたのはいろいろな人のお

号４面

全国出場を決めた特別活動
「囲碁・将棋」の生徒たち

の記念館収蔵
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紹介③の３段目５行目、松井

お詫び

11
３月 日に大阪で行われる全

昨年 月９日に全九州高等

▽特別活動「囲碁・将棋」

しています。

持ち帰ってくれることを期待

丘に最優秀校のトロフィーを

組んでいきたいです。

▽高校生科学技術コンテスト

県教委主催の高校生科学技
術コンクールで、最優秀賞
を獲得した小原君（左）と
優秀賞の吉田君

とを経験させていただきまし

かげです。ありがとうござい
ます。今年は自己ベストの記
録が出ず、けがもしてあまり
調子が上がりませんでした。
それでもインターハイに行け
たのは、自分が全国に行くと

信じて、言い聞かせ続けたか

らだと思います。全国に行け

けど、インターハイで結果を

将来の科学技術振興を担う

たことはとてもうれしかった
残せなかったのは、どこかで

人材を発掘しようと、福岡県

力泳する松尾虹歩さん

満足してしまったからです。

★ 還 暦 記 念 の 同 窓 会 丘 仁 志 会（ 高
24）は還暦を迎えた祝いに三つのイベ
ントを行いました。５月に関西
で同窓会を開催し、６月の定期
総会で同窓の ｢うえやまとち｣
さんデザインの、真赤なそろい
のＴシャツを着て祝いました。
11月の済州島旅行で世界遺産
を巡り、パワースポットで力を
定期総会で還暦記念の赤いTシャツを着た高24回生

力走する渡辺壮流君
（左から３人目）

25

ることができるとは思っても

18

18人にのぼり、年々盛会になっていく
様を感じました。総会に続いて開催し
た親睦の集いでは、恒例となった席替
え、昨年好評だったテーブル対抗筑高
クイズ、今回初企画の運動会DVD鑑賞
を通じ、笑いあり、感動ありの雰囲気
の中、学年・世代を超えた交流が行わ
れました。また、36回、37回卒生による
郷土品・筑高グッズ販売（こちらもほ
ぼ完売）を通して幹事学年（卒後30年）
世代の強い団結力も印象的でした。
「筑高いくジェー」のノリのまま約70
人が２次会に突入し、本当に楽しい１
日を過ごしました。さて、来年関西支
部は支部発足30周年を迎え、記念企画
も検討中です。関西在住の皆さん、来
年も楽しいひとときを過ごしましょう。

堤 一弘（高32）
◇
教育支援基金募金箱に14,000円を寄せ
ていただきました。関西支部の皆さん
ありがとうございました。 （事務局）

★関東「ほの字会」開催 平成25年10
月19日（ 土 ）、 関 東 在 住 の 第18回 卒 業
生 に よ る「 ほ の 字 会 」（ 会 長・ 森 永 茂
樹、副会長・田中薫、代表幹事・伊丹
侃）が東京港区新橋で開催されました。
会が把握している関東在住会員は88人、
全員が現役を退く年齢にあり、関東を
つい
す み か
終 の棲 処とする人も少なくありません。
毎年秋に開催し、東京の名跡を歩くプ
レイベントと懇親会の二本立てで、親
交を深めています。
この日のプレイベントは新橋から旧
汐留操車場跡の鉄道歴史資料館、さら
に浜離宮を訪ね、懇親会は福岡から駆
け付けた元東京の企業戦士４人が加わ
り、総勢40人の大宴会となりました。
ちなみに「ほの字会」の意味は「ホ」の
字を崩すと「十八」になるという言葉
遊びです。団塊１期生はいつまでも「ほ

9

ど、恒例の活動が紹介され、また、今
後の運営方針として連携・インフラ・
財務の強化が報告されました。
懇親会では、同級生の横の繋がりと
世代を超えた縦の繋がりをさらに深め
るとの思いを込めた「つなぐ」という
テーマのもと、福岡の応援も含めた80
余人の36回生がおもてなしに努めまし
た。今年の企画である国内外で活躍す
る卒業生の紹介、かしわ飯やがめ煮の
提供など喜んでいただけたと思います。
また筑高体操や応援団による応援歌・
校歌では、世代を超えた一体感が会場
を包みました。首都圏同窓生の繋がり
がさらに磐石になり、首都圏同窓会の
ますますの躍進・発展を期待します。
幹事学年代表 亀山 伸（高36）

11

11

21

蓄え、素晴らしい思い出となりました。
飲んで、食べて、笑って還暦の節目は、
楽しい一年となりました。

内田洋子（高24）

同 窓 会

11
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みんな進学や就職でだんだ

に没頭していました。でも、

たちとバンドを組んで音楽

後藤 小説家のイメージって、

をしてますよ。

で、割りと規則正しい生活

いけないんですよ。ですの

には毎日お寺に行かないと

合っていただきました。

談義から趣味に至るまで語り

盛り上がり続け、互いに珈琲

約３時間にわたって、話は

（笑）
。

いつでも連絡してください

後藤 もし、なにかあったら、

がありました。

ん集まれなくなって。
「音
ホテルに缶詰めで原稿書い

を書いているので、基本的

すると「専門家であるのみ
楽はなかなか一人ではでき

てるみたいなイメージでし

学 生 の 頃 は、 同 級 生

ならず、世界をも制された後
ない」と、そう思っていた
たけど。

岡崎

藤さんのお相手が務まるかは
時に、
「 小説家になら１人

たりにしてしまった筆者は

心もとないのですが、ぜひ１
でもできる！」って思った

図々しく、２人に対談を依頼

度お会いして、お話をさせて

した。

いただきたいと思っておりま
んです（笑）

前立腺がんを

患った。選択する

治療法は外科手術、

放射線、ホルモン

︱最後にお互いの印象をお聞

象をお尋ねしました。

１度お店におうかがいしま

がします。今日はありがと

バイザーがついてくれた気

ど」と言われ、考えは放射線

うございました。その前に、 たが、成功の確率は「６割ほ

らない。主治医は手術を勧め

的には自身で決めなければな

療法の三つ。最終

かせください。

に傾いた。昨年１月ことだ。

生まれてはじめて小

説家という人にお会いして、 後藤 美味しいコーヒーを準

後藤

すね。お寺で書いたりして

どこで治療するかを決めか

すね（笑）

岡崎 ものすごく心強いアド

した」
。岡崎さんから早々の

珈琲党は変人

最後に、お２人に互いの印

お返事をいただき、対する後

岡崎 全然そんな事はないで

今年度、同窓会を沸かせた

で検索すると、鹿児島県指宿

との助言があり、急ぎネット

児島に先進医療があるばい」

備して、お待ちしてますよ。 ねていたとき、実兄から「鹿

会うまでは「一体どんな変
宿して作品を書くみたいな

市の「がん粒子線治療研究セ

でもいつかは温泉宿に投

ます。

ことには憧れますけどね

珈 琲 と い う の は、 本

藤さんからも「こちらこそ、
よろしくお願いします」と拍
来嫌な味なんですよ。苦い

（笑）

お２人ともお酒が飲めると

はないんです。だから珈琲

元来、人生に必要なもので

しかも、嗜好品なので、

るようになりましたね。

後藤 電話がよくかかってく

るや否や、２作目と併せて、

の隠し玉に選ばれ、出版され

のミステリーがすごい大賞」

やその周りの仲間たちが始

ともとは、筑紫丘の同級生

後藤さん（以下「後藤」
）も

ようと思われたんですか。

岡崎 実はいないんですよ。

な方はいるんですか。

たが、アドバイザーみたい

小説読ませてもらいまし

珈琲の世界は結構コネがあ

界一になって思うことは、

後藤 そうですね。でもあり

つかない感じですね。
がたいことですけどね。世

誰が焼いたかという先入観

１分で 回だった。むろん照

私の場合、照射時間は１日

イオン線（重粒子）だ。

線には陽子線（水素）と炭素

エックス線とガンマ線、粒子

の２種あるそうだ。光子線は

放射線には光子線と粒子線

治療に踏み切った。

療法です」との説明を受け、

わりでなく、手術の代わりの

ます。化学療法や放射線の代

くと「ここでは陽子線で行い

セカンドオピニオンで出向

ンター」が見つかった。

し酸っぱいし。それを好ん

◇

で飲もうというんだから人

後藤

キーワードの一つ。
それは
「珈
琲（コーヒー）
」だろう。
ば いせ ん

９月某日、春日原の料理屋

談が決まった。

立役者は珈琲焙煎士として、 子抜けするほどあっさりと対
スティング・チャレンジ」で
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併設のホテルに宿泊。治療費

を含めると数百万円かかった

が、日常生活に何の支障もな

く終えることができた。

治療を終えて約半年。血液

た「１・ 」に。一概に言え

ないが、腫瘍の疑いがあるか

躍を心より祈念いたします。

どうかの目安は「４」
。

葉の一つ一つに含蓄があっ

自愛を︱。

Ｎ・Ｍ（高 ）

がん予防のキーワードは

ても公平な世界だと思いま

「 食事 」
「心」
。御
会報委員・前川健太（高 ） 「たばこ」

なりそうです。大きな収穫

て、全てが小説のセリフに
岡崎 本名です（笑）

すね。ちなみに？

お２人の今後のさらなる活

筆者かもしれません。

の「 ・ 」からグッと下がっ

フェッショナルが共通話題で、 検査によるＰＳＡ数値は当初

が、まったく職種の違うプロ

正直、意外に常識人で、

した（笑）
。
そういう意味では、小説

いくんです。

こうやって普通にお酒が飲

ち着いてきました。

家にはペンネームが存在し

めることがうれしいですね。 いただき、一番感動したのは

（笑）とはいえずいぶん落

て、誰が書いたか分からな

は緊張しました（笑）
。言

岡崎 珈琲の専門家に会うの

お金がなくて生豆を買って

後藤 ベストセラー作家って

いけど、
「面白い」
「面白く

きては自分で焼いていたん
ですよ。そのうちにロース
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岡崎 僕自身は、実家のお寺
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︱岡崎さんはどうして小説家
になろうと？
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宴座
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「珈琲好きは多趣味な人が多い」と
後藤さん
「小説家なら１人でできる」と
岡崎さん

対談後、握手を交わす焙煎士の後藤直紀さん（右）と
小説家の岡崎琢磨さん
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焙煎士の後藤さん
小説家の岡崎さん
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