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東京九学会 新世紀

会長 S30島本 誠*

昨年 11月 に開催されました総会におきましてご承

認をいただき連川悠一会長のあとを引き継ぐことにな

りました島本誠です。先輩方が大切に築いてこられ

た東京九学会の更なる発展のため、非才ながら微力

を尽くさせていただきます。どうか皆様方のご協力を

よろしくお願い申し上げます c

東京九学会各担当につきましては、新役員になっ

ていただいた方が数名、その他主要な部門の担当は

留任いただくこととなりました。どなたもエキスパート

としてやってこられた方々なのでたいへん心強く思っ

ております。

一年の流れとしてはこれまでの形を踏襲していくこ

ととなりますが、昨年まで別建てで運営していた KG
会 (S30以 降の卒業生による)を東京九学会と一本

化する事がひとつの課題となります。

長い歴史を持つ学校の特徴として卒業生の幅広い

年齢分布があります。ただし懇親会等の集まりとなる

と回が進むにつれどうしても参加者の年齢に偏りが生

じてくるのも実状です。孫の世代、親の世代、そし

て祖父の世代が母校という共通項のもと一同に集い、

故郷に帰ったようなあたたかいひとときを共有するこ

と。これが同窓会としての理想ではありますが、一応

に言えることはとくに若い世代の参加が鈍く、現状は

なかなかそういう訳にはいかないようです。これは

様々な同窓会が抱える共通の悩みとなっています。

KG会は平成 18年、緒方昭義会長の時代、現幹事

長の高森君が中心となって発足しました。目的は将

来に向けて東京九学会の充実を図るため、総会など

の会合にもより多くの同窓生に参加いただきたい、そ

のための基礎づくりとして若手の参加意識を高めよう

というところにありました。

当時の幹事長であり,多大なご支援をいただいた故

内空閑裕明先輩の口癖でもありました「上京して来

る卒業生達に僕たちは寂しい思いをさせたらいかん」

との思いがそのまま KG会の発足以来の基本姿勢と

なっています。

その KG会も今年で 7年 目を迎え、お陰さまで本

校はじめ PTA等にもよろこんでいただけるまでに成

平成 24年度会員総会にて

長してきました。そろそろ次の段階に進んでよい時期

です。東京九学会との一本化は同窓会としての理想

に近づく大きなステップとなりますが、若い卒業生達

を大事に育ててようという姿勢は会全体の共通認識と

して必ず保持していかなければならない大切な気風で

あると思っています。

このように書きますと、KG会はなくなってしまうの

かとご′心配の方もおられるかもしれませんが、そのよ

うなことはありません。新卒者を歓迎する企画部会と

して新しいスタッフが引き継ぎ、総会との効果的な連

携を図るべく、開催時期や内容を検討中です。KG
会発足当時、一般の参加者だった若い卒業生の中に

は、のちに運営する側の一員となって活躍してくれて

いる人がたくさんいます。このように育った面々が歳

を重ね、いつか東京九学会の中心となってくれるよう

な時代が来れば、さらに充実した会の姿が見られる

のではないかとたいべん楽しみにしているところです。

以上述べさせていただきましたが、KG会について

は発足当初より関わっておりましたので思い入れが強

く、どうしてもそちらに話しの中心が行ってしまいま

した。どうかご勘弁下さい。
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何れにしましても、東京九学会をこれまで通り皆様

が楽しく集える有意義な会としてしっかりと継承でき

ますよう努めさせていただく所存です。ご支援ご教

導の程、どうぞよろしくお願いいたします。

*Prdle:東 京吉祥寺・真言宗安養寺 32世住職

九州学院中高→東海大→旭化成→大正大

学生及び会社では柔道部に所属 5段

前 KG会代表

「2013年春 九州学院」

高校進路指導部長 坂田 孝

今、九州学院は高校、中学の卒業式を終え、新し

い年度に向けて準備をはじめています。

湧くや血潮は桜咲く

先日新入生登校日があり、この 4月の新入生は中

学 116名 、高校 391名 となることが決定しました。

これにより中学が 3学年で 9ク ラス、また高校は約

30年ぶりとなる 1年生 loク ラスに、2、 3年各 9ク ラ

スの 28ク ラス体制となりました。少子化の中で、多

くの生徒さんを迎えることができましたことを関係者

一同心から感謝致しております。

さて今春の高校卒業生は 341名でしたが、3月 21

日現在、進路の合格状況はのべ人数で次のとおりです。

すなわち国公立大学 22名 、私立大学 256名 、短期

大学 8名、大学校 1名、専門学校 47名 、就職 10名 、

海外の学校への留学 (予定も含む)3名 となってい

ます。このうち首都圏への進路決定者は約 70名をこ

える見込みです。東京同窓会でもどうぞよろしくお願

いします。

近年本校の卒業生の進路決定においては、以前に

比べ大学、専門学校を問わず推薦入試による進学が

多数を占めている状況です。とりわけ普通コースにお

いては一般入試で進路を決定する生徒の数は激減し

ており、3年生の 12月 末には、7割～ 8割の生徒が

進路を決定している状況です。少子化による影響も

あり、全国の私立大学はそのほとんどが推薦入試制

度を拡大しており、読売新聞の調査によれば、私立

九学会の更なる絆を!!
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大学の学生の 44%
が一般入試を経ず

に入学していると言

われています。本

校の場合は、特に、

大学と本校の関係

に基づく「指定校推

薦」制度の推薦枠が

近年増加し、今年度卒業生の場合は 155大学から多

くの指定校推薦枠が与えられ、116名 の事業生がこ

の入試により合格し、進学を決めています。その中

でも本校と特別な関係をもち、多人数の推薦枠のあ

る京都の同志社大学 (21枠 )、 福岡大学 (14枠)そ
して地元の熊本学園大学 (28枠)については、それ

ぞれ 13‐ 名、9名、18名が合格を決めました。これ

らのほとんどが、学業と部活動の両立に頑張った生

徒たちでした。なおすべての大学、短期大学、専門

学校合格者のうち推薦入試 (自 己推薦 :AOを含む)・

指定校・スポーツ 。一般公募)による本校の合格者

は現時点で 264名を数えています。

さてそんな中、一方では特進コースの生徒たちは、

国公立大学そして難関私立大学現役合格を目指し頑

張ってきました。授業のほかに、毎日行われる朝夕

の課外、居残 り学習、模擬試験さらに宿題など多く

の時間を費やし、自分の課題に取り組んできました。

休日も学校に登校し、自学習を続ける生徒たちも多く

見られました。そのような生徒たちに教師たちも寄り

添い、心を通わせながら生徒たちを励ましてきました。

特進の人数から言っても昨年ほどのめざましい結果に

は届きませんでしたが、精一杯の努力がなされ一定

数の合格者を出しました。

ある調査によれば、大学を中退・留年せずに 4年
で卒業し、新卒で就職した企業に 3年以上勤めるい

わゆる__「ス_ト レ
=匁=上はわずか &割だそうでヽ 。

将来の職業選択についてしっかり考えさせる「キャ

リア教育」の必要性が指摘され、本校でも昨年、高

校 3年生が社会で活躍する二人の事業生のお話を聞

く機会がありました。ぜひまた卒業生の皆様から後

輩に、メッセージをいただく機会があればありがたい

と思っております。今後共どうぞよろしくお願いします。

来る5月12日 (日 )銀座博品館劇場に出演!!

座長 成 田 家 笑 イ山 鱗 田 茂 es4)

チケット:指定席 5,500円 開場 :11:30 開演 :12:00

チケット申込 :090-9973-0389 森田まで

九州学院で人生が決 まった

Sl 上野輝爾*

昭和 5年 (1930年)に生まれた私は終戦の年

昭和 20年 4月 に九州学院 3年に転入しました。白

川小学校近くの新屋敷の家は、爆弾と焼夷弾で全焼

しました。空襲の前日、九州学院で先生から防空壕

の出入り口や出回は家と反対の方向に向けておくよう

にと教えられました。それを聞いて母は私と防空壕の

出入り口を家と反対の大井出川の方へ付け替えました。

その晩に爆撃があり、翌朝隣の住人が防空壕の中で

全滅しているのが発見されました。思えば、これが

九州学院とのかかわりの第一歩でした。

8月 15日 に戦争が終わり、やがて新制九州学院高

等学校に進むことになりま曖 。その後、新赳高校

の 3年間と新制大学の 4年間つねに最上級生で過ご

すという希有な学生生活を送りました。

高校生のあいだに二回ほど人生の方向を決めるチャ

ンスがあるものだと誰かが言っていたのを覚えていま

す。詩人になろうか、牧師になろうか、科学者になろ

うかと私なりに迷いました。それなりの絆が九州学院

高等学校の生活において生じていたのです。漢詩に

魅力を感じさせて下さった池永先生、竹熊先生、聖

書研究を指導して下さった宣教師 L.S.G.ミ ラー先生、

学校のチャップレンで大江教会の牧師であった内海

季秋先生、講師として生物学を教えに来られた旧制

第五高等学校教授高橋仁助農学博士から解剖学、

進化論、魚類学などの手ほどきをうけました。先生

は “少年よ大志を抱け"で有名な札幌農学校の最

後の卒業生で、日本に進化論を紹介した東大の石川

千代松教授の助手をしたのち五高の教授になった方

でした。九州学院でこれらの緒先生の影響を受けた

ことで私の人生は決まりました。高橋先生は、戦争

ι毒熱燎 日本が世界に尊敬される国になるためには国

民が高い学問的な、道徳的な水準を保つよう心掛け

るよりほかはないと言っておられました。

敬愛会の会員から数人の希望者が牧師になる決心

をして神学校にはいりました。私は高校 1年の時に

数人の友人達と洗礼をうけました。牧師になるか、

動物学者になるか迷いました。牧師は一冊の聖書を

ま え 案 九 豚 痰

=]あつまるレーグ 多久不口男645回⇒

カフトリークラフ 聯ど置あ]聾回→

●本社 =熊本 TEL.096Ⅱ 322Ⅱ 6610い )熊本市中央区紺屋今町]婚地 求人案内本社ビル

●支店 =名古屋 北九州 福岡・久留米 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎・鹿児島

●ゴルフ場事業部 =熊本県宇城市松橋町曲野 610 壼0964‐32‐271l①
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学び説教する、生物学者は生物全体を学び研究する

と教えられ、数学や物理、化学は苦手であったのに

科学の道を進みました。熊本大学を卒業し招かれる

まま九州学院中学校・高等学校で生物と英語の授業

を三年間担当しました。当事の生徒のなかには岩崎

さん、岩淵さん、平野さん、三浦さんなど東京在住

の方もおられました。放課後、生物クラブでドジヨウ

を飼った浦川さん、久布白さん、動物園で死んだオ

ウムやヨタカを高橋先生の依頼でもらいにゆき、脳を

摘出したあと、生物クラブにもらって帰り、焼き鳥に

して食べることにしたのですが、高校生にまじって浅

川君という中学 1年生がいて私の帰りを待っていまし

た。暗くなったのでお母さんが′さ配して迎えに来られ

恐縮しました。あるとき、高橋先生が江津瑚に光る

エビがいるそうだと言われたので、川瀬院長に調査

用のボートが必要と話しましたら、さっそくボートを

購入して下さり、真夜中に何人かでボートを浮かべて

光るエビを採集しましました。淡水性のエビに発光バ

クテリアが寄生していたことがわかりました。

私の同級生の西さん、平井さん、谷口さん、田島

さんも九州学院の教師になりました。私はも少し魚類

の研究をしたいと思い続けていましたので、午前中

に授業をし、午後から大学の専攻生として高橋教授

のもとで研究をさせてもらいました。

九州学院で教えるようになって 3年後、留学のチャ

ンスが与えられ、魚類の研究で当時世界の先端にあっ

たミシガン大学の大学院に入ることが許されました。

熊本駅を出発すときには多くの先生や生徒にまじっ

て高橋教授の姿がありました。アメリカでも先走った

研究でなく、基礎をしっかり学びなさいと叫んで下さ

いました。そして九州学院も熊本駅も蒸気機関車の

煙突の煙のなかに過ぎ去ってゆきました。

*動物学博士 国立科学博物館名誉研究員

旭 光 有限会社

代表取締役 緒 力「 榮 喜  (S8回卒)

〒2730041千 葉県船橋市旭町3141
TEL(047)439‐5669 RttX(047)439-5686
E―Inail:kyokuko-86■ ogt@hkg.odn.nejp

九州学院百年の間の米国歴代大統領

東九通信編集担当*

九州学院百年史別冊 百年史年表 九州学院関係事

項は (引用部略記します):
。1906年 (明治 39年 )1月 9日 スタイワルト先生 (宣

教師)の熊本着任、・1907年 5月 16日 アメリカ南

部一致ルーテル教会の決議で、ミッションスクールの

設立・組織作りにかかる全権限をブラウン先生に委嘱、

12月 22日 ミラー先生 (宣教師)熊本着任、1910

年 1月 19日 私立九州学院 (飽託郡大江村に)設立

認可、1911年 3月 18日 遠山先生初代院長に就任、

4月 15日九州学院開校 第 1回入学生 122名 1ク ラ

ス 40名の 4ク ラス 野球部、剣道部創立…・を経て、

2012年 (平成 24年 )3月 第 84回選抜高校野球大

会出場で結ばれています6

この間 106年、九州学院生みの親の国米国の大統

領は 26代セオドア・ルーズベルトから、44代バラク・

オバマと移り代わり、この 1月 には、オバマ氏が 2期

目の就任を果たし、その就任演説は記憶に新しいと

ころです。ついては、九州学院創立 102年 目の春、

その百年と合わせ、アメリカ合衆国大統領 100余年

の事蹟を辿って見たいと思います。

先ず、スタイワルト先生が、宣教師として熊本に着

任された時は、南北戦争が 1865年 に終わって45年、

産業革命が完結してアメリカが世界の大国になろうと

していた時代でした。新大陸を求めてやって来る移

民の波、電信の普及、アラスカの購入、利害が衝突

したインデアンと戦いながらの大陸横断鉄道の開通

(1869年 )、 その結果としてもたらされた 人と物の移

動 の革命、農業への機械の導入、収入格差の発生、

鉄道業、運送業におけるトラスト、収入格差の深刻化、

鉄鋼業でも大規模労働争議が発生/AFL(ア メリカ

労働総同盟)の結成 ,反 トラスト・シャーマン法の成立、

もとはモンロー主義を守ろうとして始まった米西戦争

の結果、プエルトリコ、フイリピンなど植民地の獲得

(1898年 )があり、1901年 上記 第 26代 セオドア・

ルーズベルト (共和党)の就任に至りました。この大

統領は、我が国では日露戦争終結を仲介して呉れた

ことで知られています。

寿司・季節料理

くまもと沐斗,曇
つ

033213-2728(休 日

あ

　ＴＥＬ
　一理    客  
―  」ム  ~
TEL 03-3215-2538(ク ト日:

九学出身の方は2,400円 (通常3,

料金でお待ち致しております。

〒100‐ 0005千代田区丸の内341(新国際ビルBl)吉 村    勉  (S9)

ま
・祝＞京
嵐

‥土，日主Ｗ仝
‥日．祝
，ｏｏｏ円＞
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左から3番ロセオドア・ルーズベルト

アメリカの歴代大統領については、学術的な歴史

家や政治学者の調査或いは世論調査に基づいて業績

ρ ア ター付りだなされておりさ責棟でも_教えられるよ

うで、調べて来る宿題を手伝わされたことがあります。

ランク付けは ,時代の移りとともに、随時行われてお

り、26代セオドア・ルーズベルトは、2002年シエナ

調査 (イ タリア・University of Sienaの調査)では、

初代ジョージ・ワシントン (4位)よ りも高位で、32

代フランクリン 。ルージベルト (1位 )、 16代エイブ

ラハム・ リンカーン (2位)に次ぐ 3位にランクされ

ています。5位は 3代 トーマス・ジェファソンです。

サウスダコタ・マウントラシユモア国立記年公園の花

尚岩の露頭に、この 5人のうち、フランクリン・ルー

ズベルト (1927年 の着工時まだ大統領になっていな

かった)を除く4人の胸像がアメリカの象徴として彫

られています。

セオドア・ルーズベルトは、大統領に就任した

1906年 (ス タイワルト先生 熊本着任は 1月 )12月「太

平洋と大西洋における我が国の利益を守るために 2

つの海を結ぶ運河を建設せねばならない」と議会に

対する最初のメッセージを読み上げ、パナマ運河建

能 襲 鐵 簿 っ

ていた)の権益 をフランスから引き継 ぎ、アメリカ合

衆国によって工事 (1914年完成)を進めました。次

の 27代大統領は、同じく共和党のウイリアム・タフト。

1909年 3月 4日 の就任演説は :

``Anyone who has taken the oath l have iuSt

taken must feel a heavy weight of responsibility

If not,he has no conception of the po、 vers and

duties of the omce upOn which he is about to enteL

or he is lacking in proper sense of the obligation

which the oath imposes.今、私が行った誓いを立て

る者は何人もその責任の重さを感じるに違いありませ

ん。そうでなければ その者は、己が 将に就こうとす

る職務の権限と義務に関する概念を持ち合わせていな

いか、或いは、その誓いが課す責務についての適正

な認識を持ち合わせていないのだ と言わざるを得ませ

ん。"で始め、彼が任期中に行った各種の改革、独占

禁止の推進、ラテンアメリカ。アジアの発展途上国経

済発展促進等への抱負と施策を述べて、“IinЮke

the considerate sympathy and support of lny

fellow citizens and the aid of the Allnighty God in

_the di延血arge dmtt respollsible dlltieぶ ゴムの 躙圏多の___
遂行にあたり、国民の皆さんの共感 と支持、全能の

神の援けを乞い願うものであります"と 締めくくってい

ます。彼の大統領としてのランクは前述のシエナ調査

では 21位と43人の中位ですが、その事蹟からも、“役

に立つ善人"だったことが伺われます。以後 大統領は

ウッドロウ・ウイルソン (6位 )、 ウオーレン・ハーデ

イング(40位 )、 カルヴィン・クーリッジ(29位 )ハーバー

ト・フーバー (31位 )フ ランクリン・ルーズベルト(1位 )、

ハリー・トルーマン(7位 )、 ドワイトD.アイゼンハイワー

(10位 )、 ジョンRケネデイこ (14位 )リ ンドン。ジョ

ンソン (15位 )、 リチャード・ニクソン (26位)ジェ

ラルド・フオード (28位)ジミー・カーター (25位 )

ロナルド・レーガン (16位 )ジョージ 正ヽH.ブッシュ

(22位 )ビル・クリントン (18位 )、 ジョージ・ブッシュ

(23位 )から44代バラク・オバマ (?位 )と続きます。

ランキングは “成るほど"と 思われるものもあれば、

意外なものもありませんか?1位のフランクリン・ルー

ズベルトの時代、続く7位 ハリー・ トルーマンの時代

__4動半が_百
…

太平

―

州申学の時 ___

代に当たります。

第 2期目就任演説で、一つの米国へ団結/経済の

復興/迫られる厳しい選択/世界の同盟の錨/真の平

等実現、終わらぬ旅 を語り、“我々一人ひとりが厳

粛な義務を奉じ、生まれながらにして持つ大きな喜び

を大切にしよう。共通の努力と目的を持ち、情熱と献

東京九学会

幹事長 高メヽ 重幻L

(S32)煮 ヽ

多摩八十八ヶ所第一番札所

真言宗豊・
ll派

安 春 寺
住職

東京九学会会長 島 本 誡 永 (S30)

〒180-0002

東京都武蔵野市吉祥寺東rT l_1-21
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身によって、歴史の呼びかけに答え、あの尊い自由の

光を不確かな未来へ運んで行こう。Thank yOu.God

Bless you.And may He forever bless these Unites

States of America.:あ りがとう。皆さんに神のご加

護を、そして、アメリカ合衆国に永久に 神の祝福が

ありますように。"と結んでいます。後世、この大統領

にどのようにランクされるでしょうか。

*記 i S6尾上、監修 :S15竹熊、S54バーゼンス

忘れられない出会い

S51 坂本泰亮*

大学を卒業した後、建設会社で建築営業を経験し、

今は 賃貸住宅の管理会社で入居者募集や管理の仕

事をしています。よく目にする駅前に店舗があるよう

な不動産業者とは違い、オーナーの代わりとなって賃

貸住宅を管理する会社なので、物件や入居者のこと

についてオーナーと話をすることが多い仕事です。

この仕事を通して忘れることが出来ないオーナーと

出会いました。その方はゴルフが大好きで、商談をし

ていていも本題は数分で終わり、ゴルフの話がほと

んどでした。私自身もゴルフが好きなので、お会いす

る度に時間を忘れて仕事以外の話が出来るオーナー

と出会えたのは初めてでした。話を楽しみたいと思っ

ている自分がいる半面、ご自宅の屋上にある自家製

の練習場でスイング指導が始まると、「次の約束があ

るのにどうやってその場から立ち去ろうか…」と悩む

場面もありました。ご自身が会員になっているゴルフ

場で一緒にプレーを楽しむことも多くありましたが、

「馴染みの店で食事をしないか?」 と誘われる機会が

ありました。繁忙期だったため、「桜が咲くころにご

一緒させて下さい」とお願いしていた時のことでした。

体調を崩され、検査入院を繰り返すようになりました。

肺炎から病状が悪化し、三度と会うことが出来なくな

りました。

生前、私の家内と 3人で一緒に回わろうとお誘い

を受けていたので、思い出のゴルフ場に家内と何度

も行くようになりました。なぜかこのゴルフ場に行く

度に不思議なことが起こるようになりました。道中ひ

どい雨風の中やっとの思いでゴルフ場に着くと、コー

スだけ快晴になったり、フェアウェイに落下するのが

見えていたボールが OBゾーンにあったりと。不思議

なことが起きると「オーナーも一緒に回っているのか

な?」 と嬉しく思いながらプレーを楽しむようになりま

した。オーナーの奥様にそのような出来事があったと

話をしたところ、オーナーが大事にされていたゴルフ

クラブを形見分けして頂きました。今では手放すこと

のできない大事な宝物になっています。どうしてオー

ナーがこんなに好意を持って下さったのか分かりませ

んが、私を我が子のように接して下さいました。オー

ナーとの出会いは本当に忘れられません。これからも

ひとつひとつの出会いを大切にしていきたいと思います。

九州学院と私

S51 坂本夕以*

私は中学校で初めて英語の勉強をして、英語の楽

しさを感じました。
.も

っと沢山英語の勉強をしたいと

当時の中学校の先生に相談したところ「英語の勉強

をしたいなら、九州学院の阿部先生の元で勉強する

べき」と助言をもらい、九州学院のことを調べました。

当時の自分の学力では九州学院はギリギリだったの

ですが、合格し入学することができれば、阿部先生

が英語コースを受け持つことがわかり、必死で勉強

しました。無事に合格することができて、念願の阿部

褥   鸞

本社 月姜本市中央区九品寺 3丁目15‐ 4壺 096‐366‐ 5000(代表 )

代表取締役社長 J」 杉ヽ 康 之  (s30回 卒)

*KG会会員

大事な宝物

警
群
鶏

九州熊本産もち米 と、南阿蘇外輪山水系地下水 を使用 したこだわ りの味

おみやげに、贈 り物に、熊本新銘菓 餅遊膳。

に
な会社木 村

■甲佐工場苫/熊本県上益城郡甲佐町芝原第-151 8096:2341110
日流通団地店/熊本市南区流通団地2丁 目4番地   8096-370-8311
■事業所/熊本劇苫 福岡支店 鹿児島支店 宮崎支店 長崎支店 大分支店

専務取締役 木 村 嘉 宏 (s30回 卒 )
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先生のクラスに入ることができました。英語漬けの

毎日でしたが、とても充実し楽しい毎日を送ることが

できました。

その英語コースで運命の出会いをしました。その人

は今、私の夫となっています。高校時代からずっと交

際を続けて 2008年に入籍しました。

在学中から「結婚するならブラウンチャペルで結婚

式をしたい」と話しをしていました。夢は叶いました。

当日は神様とたくさんの人たち、また部活をしている

人たちの祝福を受けました。これも九州学院ならでは

の風景だと思いました。

3年間同じクラスでずっと過ごしてきたので辛いこ

とも楽しいことも共有できる大切な人です。これから

もずっと一緒に歩んでいこうと思います。
―運命の陛等 はヽ主共だけで闘動 ませ続■0歳過一

ぎた今でも、仲良くしている友達も九州学院の友達が

ほとんどです。同じように青春時代を過ごしてきた友

達だから、いくつになっても、みんなで集まればすぐ

に学生時代に戻った気分になり、同じように仲良くし

ています。

もし自分が九州学院に入学していなかったら今の

生活はありません。どんな生活を送っていたかと想像

しようとしても、考えられません。

九州学院に出会えたことは一生の宝物です。本当

に感謝の気持ちでいっぱいです。今では主人と一緒

に、東京九学会とKG会で幹事会のメンバーとして先

輩方や後輩と一緒に九州学院を盛り上げることをして

います。学び舎でお世話になった先生方ともお会い

できる機会が増えて、毎回参加するのが楽しみです。

これからは九州学院に恩返しをする番です。自分

自身が出来る事は微力ですが、精一杯頑張っていき

たいと思います。

*KG会会員

神奈川支部会員便り

S62 野口裕生

私は中央大学の自転車競技部に所属しています。

自転車競技とは陸上競技の様にトラツク種 目とマラソ

ンの様な種目があり、100mの様に短い種目もあれば、

マラソンの様 に長い種 目もあります。短い種 目は

200m、 長い種目は 300kmといったレースもあります。

私は短距離専門で走っています。昨年、長崎県で行

われた全日本アマチュア選手権にて lKmタイムトライ

アル競技に置いて 2位に入賞する事ができました。

インターカレッジで総合優勝目指して日々 活動してい

ます。また個人優勝目指し日々 努力しています。皆様

の応援よろしくお願いします。

螂長荒 木 傑 61o
NIasaru  ノヽraki

勤務先  株式会社(corporatiOn 営業部長
高精度赤外線検査
〒136‐0071東 京都江東区亀戸2‐33-5
TEL:03-58589573 携帯 :090-8223-5868

自宅   〒1940212東京都町田市小山町248913
TEL:042‐ 798-1640
E―mail:arakittp@ybb neip

2012年岐阜国体 チームスピリット ↑野口さん

夢叶う

∞ 軍が
り
椰 η郡『

取締役会長 齊 藤  征 ― 郎  (s12)

土木・建築・リフォーム・店舗・設計施工・建物総合保守管理
冷暖房・冷蔵庫・厨房設備・設計施工・メンテナンス

〒2330016横 浜市港南区下永谷5丁 目71番 12号
電話 045-823-8644(イ O FA× 045-826-2197

E― Mali taiselbirudo@lf n neip

携帯電話 090-3223-0330
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平成 24年度会費・寄附納入者

卒業回 氏名 卒業回 氏名 卒業回 氏名 卒業回 氏名 卒業回 氏名

1日 25 木村哲夫* S10 岩崎高紀*

坂根信義*

西田忠義*

西 義幸*

森川孝一*

S17 片山義弘

永井隆之

道端凡夫

，
“

２
０

Ｃ
Ｏ 本郷 久*

松岡正博 *

村山克己2*

S55 甲斐里菜子*

1日 27 大島 修

稲富 昭

S56 徳満優歌 *

堀川 茜 *

1日 30 坂口弘登

湯谷幸彦

S18 池部荷葉

上原 壽*

江藤隆幸 *

大西信之

木原駿一

羽山義明*

藤原成一*

S33 下田克彦* S58 原山幸一郎*

松本 汐*S34 岡本 明*

竹尾修一郎*Sl 上野輝爾* Sll 川崎義冶*

坂井照夫

曽根精華

高木恵一

連川悠一*

鍋島英一*

満井坦彦

山崎照司

米オ寸や事非る*

S62

大学生

田木 旭 *

田代 博 *

野口裕生 *

S2 片山謙冶 S35 柴田謙二*

福山裕人S3 本田章友

S5 田尻仙吉 S39 永谷隆文* S63

大学生

嶋田玲菜 *

日高宗利 *S6 井澤浩一

岩本秀雄

緒方昭義*

尾上 賢*

亀尾要道

田浦幹彦

谷山準二*

反後尭雄*

宮尾睦朗

村田秀夫

S42 木村宗明*

吉浦寛仁*S20 勝野六洋

小柳豊巳

村上博基

吉浦聖二

懇親会

参加

豊田

松本よしえS43 宮田哲冶 *

S44 倉永一郎* *総 会懇親会出席

2* 同上同伴出席

本会会員総数は、

現在760名、本通信の

発行部数は、本校・関

係団体への送付、在

熊卒業生等応援 して

下さる方々への贈呈

分を含め1000部を数

え、総会・懇親会、KG

会・新卒者歓迎会、神

奈川支部の会合、納

涼会、ゴルフ会、観劇

会、広報H.Pの 運営な

どが行われております。

会の一層の発展のた

め、総会 (本年は秋の

予定)への奮っての参

カト会

…

い致します。    ´

S49 大田黒真也*

S12 厚坂一臣

大田黒貞男

齊藤征一郎*

S21 坂口武末

平井伸二郎

S50 森川修次*

宮本泰史*
Ｑ
υ

０
４

Ｓ 金森学章

御法隆徳*

S51 石原愛子*

坂本泰亮*

坂本夕以*

(旧姓岩岡)

S13 平井洋一郎

S14 村上豪将*

山下邦夫

S25 岡山恭崇*

鳥山健二

中路孝博

S7 石井勢祐 *

清野伸一郎

日高邦廣 *

山村 赳

S15 石井捷国*

伊豆利明

江藤昭宏*

岡田享介 *

笹測征三郎

田上英武*

竹熊 誠

東 精一

山本直行*

吉住 寛

S53 新崎智秋*

S26 國武光徳 * S54 荒木智美*

芋生啓祐 *

白浜千春 *

田中雅子*

松田洋子*

S28 桂 敏明*

高濱英俊 *

山下泰裕

S8 緒方栄喜*

須子政春 *

白石健二

三浦良雄

森 雅佳之

S29 水田康芳*

S30 島本 誠*

高木宏一*

松村 修 *

S55 穴井大揮*

稲葉千昌*

禿 恭祐 *

川崎裕子*

矢野拓慎*

山崎雄二*

本田 類*

S9 木村正義

元松至人

吉村 勉 *

S32 大森尚昭*

榊 浩一*

兼本浩一*

高森重視*

S16 糸賀譲治

園田峯生

編集後記 ……………………………………………………………………………………………………・

東京九学会は新世代となり、編集担当にも、若いメンバーが加わって、

愛読宜しくお願い致します :S6尾上 賢、S15竹熊 誠、S30高木宏一、

より、九学らしく国際的になりました。

S56徳満優歌、S54マット・バーゼンス

ぇ 撃史蓄 ②谷

URL:httpv/www kg_kal ip′

九學東京着手の会 KG会   代表永谷隆史639事綿坂本6田 )

T∬ ::L器晋rrⅧ蔦ys話訛よ翼i"  酬鰹篇

訳

ヤケ甫員  ヨ哄(S15)
TAKEKUMA,Makoto

〒860-0845 熊本市上通町4-10と らやビル 402号

TEL・ FAX(096)354-9575
E―mail mtakekuma@ss.em― net nejp

翻


