
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個人情報の取り扱いには充分ご注意ください。 
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マフラーもとても好評のようでした。リで 
その後、校歌合唱、同志４７会の元応援団がステージに

揃い平野団長の堂々とした巻頭言、そして白旆の歌を大合
唱しました。終盤に入り次期当番幹事への伝達式が行わ
れ、万歳三唱、そして午後５時閉会の辞となりました。し
かし私達の仕事はここで終わりではありません。２階会場
から１階入り口まで全員で並びお見送りです。それが終わ
りようやくホッとしたのでした。 
 その後記念写真を撮り、午後６時私達同志４７会だけの
懇親会会場に移動し、ようやくゆっくりできたのでした。
無事に終わった喜びでみんな笑顔でリラックスしている
ようでした。ステージでは坂田一男君の凛々しい舞、ヒラ
メさんと坂田真知子さんの楽しい南京玉すだれ、原淳二君
からの書のプレゼント、47 会の歴史 DVD 上映（その他
いろいろあって書ききれません）最後にこれまでみんなを
ひっぱってくれた大坪君に感謝状を贈り胴上げをして、感
謝の気持ちを伝えました。そして午後９時にようやく創世
での長い１日が終わったのでした。その後も遅くまで久留
米のどこかで２次会、３次会と続いていたようです。 
 今回の大同窓会について、先輩方からもたくさんのお褒
めの言葉をいただいています。このように大成功で終わる
事ができたのは、桑野実行委員長、大坪事務局長をはじめ
出田君、山本君、坂田君、森君四人の実行委員長、委員の
努力、そして当日出席してくれたみんなの心を込めたおも
てなし、残念ながら出席できなかったけど応援してくれた
みんな、同志４７会全員の「絆」だと思います。これから
もこの「絆」がある限り同志４７会は不滅です。ほんとに
お疲れ様でした！そしてこれからもヨロシク！    
                  （山下博子 記） 
                                 

１０月７日（日）私達同志４７会 
幹事による、第４０会大同窓会が創 
世にて開催されました。１年前に実 
行委員会を立ち上げ「絆－今、時代 
を越えて」をキャッチコピーに決め、 
桑野実行委員長、大坪事務局長の元、 
みんなの知恵と力でしっかり準備を 
してきました。午前１０時、当番幹 
事として集まったのは約１６０名。 
関東、名古屋、関西など遠方からも 
大勢来てくれました。全員が事前に 
決められた役割分担（受付、案内、 
送迎など）にそって進行もスムーズ 
です。この日天気予報では午後から 
雨でしたが、私達の熱意が天に届い 
たのでしょう。夜まで降るのを待っ 
てくれたようでした。 
 午後２時３０分いよいよ本番です。 
８８８名の卒業生の方々でメイン会 
場、第２、第３会場もいっぱいです。 
上は８０歳を越えた大先輩から、下 
は平成卒業の後輩まで一同に集う大 
同窓会。明善の歴史を感じた瞬間でした。 
 第１部では物故者への黙祷、会長挨拶、祝辞などの後、
１０月３日に行われた明善創立記念日講師としてドイツ
より招かれたクリスチャン・クルーゲ氏の紹介がありま
した（通訳は小林美智子さん）第１次世界大戦の時、久
留米の俘虜収容所に収容されたドイツ兵達と当時の久留
米高女との音楽の交流があったのです。その時の一人エ
ルンスト・クルーゲさんの息子さんです（詳しくは同志
４７会ＨＰの「高女と第九」をご覧ください） 
 そして３時から第二部の懇親会、ここからが私達同志
４７会の力を発揮するところです。原淳二君、小林美智
子さんの軽妙な司会により、楽しく華やかな宴の始まり
です。今回のテーマでもある「大同窓会の４０年のあゆ
みを振り返る」この１年、同窓会館、先輩達から大坪君
はじめ広報、企画委員のみんなが大同窓会に関する写真
や情報を集めてきました。これを会場の大きなスクリー
ンで上映し、ステージにて先輩方に大同窓会の思い出を
語っていただきました。第１回は明善体育館で行われて
いたり、１２回目に先輩の中村八大氏、黒柳徹子さん、
永六輔さんをゲストに迎えられていたり懐かしい写真や
思い出話をみなさん楽しんでいらっしゃるようでした。 
 次の企画は、今回の記念品のタオルマフラーを使って
のファッションショー、企画委員を中心に２０名程の人
達がモデルになり、ちょっとメタボのお父さん、ラグビ
ー尐年と看護師さん、神田川の歌に出てくるようなカッ
プル、チョイ悪オヤジと美女カップルなど、タオルマフ
ラーをいろんなスタイルで見せてくれる楽しい演出。み 
んなプロのモデル顔負けの演技にビックリです。タオル
ーもとても好評のようでした。 
 
 
 その後、校歌合唱、同志４７会の元応援団がステージ

 

 
実行委員長  桑野裕文 

－笑顔でありがとう－ 
５４歳のオジサンが「笑顔でありがとう」こんな言葉が素直に言

える。それが今の私の心境です。振り返れば、皆さんの笑顔と４７

会の絆があれば、「大同窓会、大丈夫。皆さんに楽しんでもらえる。」
そんな想いの１年間でした。それを確信できた拡大実行委員会。実
行委員長からの無理なお願いに、付き合ってくれた実行委員会のメ

ンバ－。それぞれの役割をさりげなくかつ完璧なまでに成し遂げて
くれた同窓生。皆さん有難うございます。皆さんに感謝をし、皆さ
んのご多幸を祈念します。 
 

企画委員長  森  誠 

同志４７会の皆様、本当にお疲れ様でした。皆様の物心両面から

のご支援に心から感謝申し上げ、そして、献身的な活動に心から敬
意を表します。 
私と致しましては、委員長を拝命しながら皆様のご期待に充分に

はお応えできず、申し訳なく思っております。そんな中、企画委員
の皆様が着々と企画を立案され、制作され、実施に漕ぎ着けて頂き
ました。重ねて厚く御礼と感謝を申し上げます。桑野実行委員長、

大坪事務局長はじめ、各委員会の皆様にもご支援頂きましたこと、
本当に有難く思っております。 
一生に一度の担当幹事年度に、同志４７会の結束が更に強まった

ことが、何よりの収穫だったのではないでしょう？ 新たに消息が解
った仲間、これをきっかけに同窓会に初めて参加された仲間、５０
歳を超えて尚、明善高校の思い出を語り合い、その将来を思いやる

仲間がいること、それが再認識できたことが、これからの私達の人
生に大きなフルーツをもたらすと信じています。 
どうぞ又、久留米で、同志４７会で、各地のミニ同窓会でお会い

致しましょう。お互いに健康に気をつけて、益々元気で行きましょ
うね！ 

鹿児島の地より、感謝の意を込めて。 

 

 
総務委員長  出田剛朗 

大同窓会のお世話、大変、ご苦労様でした。まず、160 名の方が
集まっていただいた事に感謝します。次に、ぶっつけ本番にも係わ

らず自分の仕事を理解し、テキパキと動いてくれた事にも感謝しま
す。お陰で大きな問題も発生せず、無事に大同窓会を終了する事が
できました。ありがとうございました。 

桑野実行委員長、大坪事務局長の奮闘のお陰で仕事的には楽チン
でしたが、胃の方は変調をきたしていたようです。 

ところで、この大同窓会の影響は凄いですね。ホームページの「書

き込み」の凄い事。この展開の速さにはついて行けません。案文し
ている間に話はあちこちへ飛んで行ってますもんね。 

今回の御世話の間に、新しい出会いが多々あったようで、益々私

達の「絆」が深まったようです。これからも「絆」を深める催し物
（こぢんまり会等）があると思いますが、盛会となるようにご協力
下さい。 
 

財務委員長  山本隆幸 

第４０回明善大同窓会は、１６８名の４７会同志が約８９０名の

先輩や後輩の方々を迎えて、盛会をもって閉会することができまし
た。この成功は、みんなが会当日の役割を夫々責任もって行動し、
誠意ある態度で先輩・後輩の方々に接したことや、協力金・広告掲

載への拠出、チケット販売などにご協力頂いた賜物と思います。ま
た、大同窓会に参加できなかった同志で、１９８５年の第一回同志
４７会同窓会以来２２年の間、同志４７会の運営を手伝ってくれた

大勢の人の協力があったことも忘れることができません。大同窓会
の収支決算においても、今後の同志４７会の運営資金となる余剰金
が十分に残りましたことを報告いたします。御礼申し上げます。ご

協力ありがとうございました！ 
大同窓会後、４７会ホームページへのアクセスが多くなり、掲示

板には楽しい話題が満載されるようになっています。これを機会に

同志   
４７会の絆が一層強くなっていく事を願っております。 

なお、決算報告書は別紙にて報告させて頂きます。 

 

 

 
 

温泉を楽しむこぢんまり会バス旅行（案） 
日 時：平成２０年１月２６・２７日 
場 所：湯布院温泉 七色の風 
参加費用：２０，０００円（昼食代別） 
募集人員：最大３７名（先着順で受け付けますのでお早めに） 
募集締切：１１月３０日 
募集方法：onsen-kodinmarikai@jp-aim.com までメールで！ 
幹   事：丹治義昭 

                              ―行程―       

  １日目 博多駅（１０：００）→久留米（１１：００）→耶馬溪観光（昼食）→湯布院（散策） 
           または日田のいいちこ工場見学  宴会場にて夕食 
 ２日目 ホテル（１０：００）→九重夢大橋→どっかで昼食→久留米（１５：００）→博多駅

（１６：００） 
                                または日田のサッポロビール工場見学   解散お疲れ様！ 

 
 

拡大実行委員会＆打ち上げ 
日 時：１１月１７日（土）午後６時００分～ 
場 所：ブリヂストンクラブ 

（明善北ラグビー場横、梅の花となり） 
会 費：２，０００円 
参 加 者：４７会メンバーだっでん OK！ 

:：大同窓会に参加できなかった方も OK! 
申し込み：大坪事務局長、山本・出田・坂田まで 
予約は４０名ですが、７０名ぐらいまで大丈夫です。 

 

第４１回明善大同窓会  

平成２０年１０月１２日（日） 
於 創世 

 

 

事務局  大坪純一 

１９６９年明善高校へ入学し、９０周年文化祭の時から大同窓

会の存在を知った。以来、３８年後の２００７年本当に当番期を

迎え、その役目も無事終えた。特別意識してきた訳じゃない、で

も何処かに何かがあった。企画をずっと暖めて来た訳でもない、

たまたま第４０回という節目に当たった。５０周年、１００周年

という大きな区切りもあるけれど、約４０年とは人が生きてきて

振り返るにはちょうど良い期間かもしれない。４０才の４０年後

は８０才、５０年だったら９０才。この１０年の時間はとても大

きい。そして「絆-今、時代(とき)を越えて」このタイトル通り、

過去を総括すると同時に次世代への橋渡しが出来たと思う。「天の

時」、「地の利」、「人の環」見事な程の相乗効果の成果だと思う。

人選が良かったって誉められる。嬉しかった。でもそれも同志４

７会開催毎の返信ハガキ、それに一枚一枚書かれたコメントに込

められた一人一人の人生、一行一行の喜怒哀楽。それらの文章が

どれほど事務局を勇気づけてきたことか。同志４７会のみんなの

名前は覚えたけど、未だ顔を覚えきらない・・・。（もうちょっと

努力します？） 

 １０月７日参加できた方、残念ながら出来なかった方々へ「お

疲れさまでした」そして「ありがとう！」、と同時に、様々な理由

で返事できなかった方へ「同志４７会の絆」は永遠です。生きて

いる限り、どっかで逢おうぜ！・・・「愛を込めて」           

広報委員長  坂田一男 

皆様のお陰で大同窓会を無事に終わる事ができ、ホ
ッとしているところです。これまで広報委員会からの
原稿依頼などに快くご協力して頂き、誠にありがとう
ございました。これからは年１回、会報発行予定です。
更なるご協力をお願いします。 
 さて、大同窓会特集号「どうしよんな？会報第５号」
をお届けします。当日の様子が細かく再現されていま
す。また、投稿していただいた方で長～い文章は紙面
の都合で掲載する事が出来なかった事をお詫び申し
上げます。大同窓会記念（記録）写真集を製作予定で
すので、その時に掲載させて頂きます。ご了承下さい。 
 また今後、こぢんまり会や温泉バスツアーなどが計
画されていますので、奮ってご参加下さい。これから
も同志４７会の絆！大切にしたいと思います。 

http://www2.ktarn.or.jp/~tamaki/i
magine/meizen47hp/index.html 

同志４７会 

ホームページ 
掲示板への書き込みをお待ちしています。 

    

mailto:onsen-kodinmarikai@jp-aim.com
http://www2.ktarn.or.jp/~tamaki/imagine/meizen47hp/index.html
http://www2.ktarn.or.jp/~tamaki/imagine/meizen47hp/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

西尾（小林）豊子さん 

あの日に返ったような.めった
に見られない（口を大きく開け
た）笑顔の集合写真。いいで
すネ。平野様様。感謝。地元
周辺の人には、何から何ま
で、本当にありがとうございまし
た。逐次メールでお知らせいた
だいていたので、たいへんさがよ
くわかりました。事故もなく無
事に終われてなによりでした。
私は、当番幹事のはずなの
に、疲れより楽しい思い出にな
りました。（仕事をあまりしてな
い！？）今は、思い出写真を
楽しみに見させてもらってま
す。ありがとうございました。 

 

 

村上（森山）博子さん 

いつの間にか、総務という役をいただき、総務委員会、拡大実行委員会、襷
のアイロンがけ、１０・１１組の人たちとの連絡、などなど・・・、大同窓会まで、あっ
という間の一年でした。加代ちゃん、渡辺さん、玲、おまけの真理（ランチだけ参
加）と私の４人＋１人でしたアイロンがけ。高校３年生、修学旅行、仲間たち・・・
など舟木一夫のレトロな青春歌のバックミュージックと共に、口は今昔話に花が咲
き、手は止まることなく、１０時頃より夕方まで、「折り返しは表に出ないように」と
か、「女性用は少し短めに」とか少しは知恵を絞りながら、汗をかきかき、の１日で
した。あの襷は自称汗かきの玲が、汗で染まないか、１日かけて実験して、ＯＫ付
の襷でしたよ。皆さんも大丈夫だったでしょう！？記念に残る仕事に関われたこと
はとってもよかったと思っています。大同窓会の当日は、終身会費の係りを東京か
ら、駆けつけてくれた、銀子ちゃんと二人で担当。私たちは笑顔を振りまいているつ
もりが、ちょっとひきつらせ、「終身会費の受付を行っています。」と声を張り上げな
がら、（入ってください）と思っていました。しかしながら、チラッと見ていかれるだけ、
先ずは、同期から勧誘開始、(ちょっと睨みをきかせ）最初から最後まで粘ったせい
か、１８名の方が入ってくださいました。(去年の倍だって、ヤッタ～)もっと美人の方
がよかったんじゃないのと思いましたが、笑顔美人だったのかなぁ！？(自画自賛)
それとも怖かったのかなぁ！？でも大勢の方に支えられて、無事大役を終えること
ができました。ありがとうございました。最後に一言  たのしかったよ～ 

中山寛君 

同志４７会の世話のみならず、ずーっと
大同総会開催へ向けての準備にあちこち
駆け回りながらの激務、本当に本当にあり
がとう。打ち上げの時の感極まった純ちゃん
の涙に心よりお礼を申し上げます。各委員
会の皆さんも同様、その行動力に頭が下が
りました。皆さん、お疲れさまでした。いろい
ろ周到に準備したとしても、やはり本番では
先輩達にいくつかの指摘やアドバイスをいた
だきました。来年の幹事学年へ参考になれ
ばと思いますので、以下メモします。 
１．来賓・恩師の席には必ず名前を準備し
ておく。（荒木先生の件） 

２．テーブルの表示（高女○○、一九会の
詳細）などは間違えずに。 

３．マイクテストを充分にしておく。また、話さ
れる方がマイクから遠くて隅の席に聞こえ
ないことがないように。 

４．パンフレットを忘れないように、受付での
記帳の時、封筒に学年と名前を書いて
もらっておく。     お疲れさまでした。 

 

 

 

池田敏彦君 

この同窓会をキッカケに、クラス会が続いていま
す。「ありがたや、ありがたや」です。楽しいひと時を
過ごす時間が増えました。明善を卒業して３５
年。 その間に経験した中で、一番大きいことは
「人の輪によって、非常に助けられたこと」です。自
分に出来ないことでも、いとも簡単に出来てしまう
人が世の中に五萬といることがわかりました。〔当た
り前のことですが、実体験がないころは、理解でき
ませんでした。）その人たちは、世の中に出てから
知り合った人もいますが、私の場合、多くは、学生
時代のクラス、学年、クラブで知り合った人が起点
になり人の輪が広がっています。そのことで、自分
の能力の何倍もの結果を出すことが出来ました。
それ以来、大学のクラブの会合では後輩たちに、
会社でも、事あるごとに伝えています。若い人がそ
のことに気付き、もっと早くからその感動を味わえる
ようにと。今後は、明善同窓会の輪の中でも、良
い意味で、お互いに利用しあえれば幸いです。 
私に力はありませんが、力のある人を知っていま
す。お互いに、無理のない範囲で、楽しみながら、
そして、思いがけず、「実」もできれば、もっと「ハッ
ピー」ではないでしょうか。とりあえずは、クラス会を
楽しみます。 
  
 

 

坂田広報委員長から突然の「会報原稿依頼」のメール、
なんで俺？と思いましたが以前、大坪事務局長に「何で
ん言うて、できることはなんでんするけん。」と言って
たので、当日の感想を一言。 
 それは、「あ～、楽しかった！！」かな？また「１年以上
も前から準備に奔走してくれていた、実行委員長、事務局長は
じめ実行委員会の皆さん本当にありがとう！ごくろうさまでした。」
これが実感です。 
昨年の大同窓会２次会、１月の臨時同志４７会、６月

の福岡支部総会、８月の同志４７会決起大会、９月の同
窓会会報発行、１０月６日のリハーサル、７日の本番と、
１年に７回も同期会に出席したようなものでした。７日
はなんと１２時間も同期会をしていたような感じで、ま
た、同志４７会のＨＰの書き込みにもありましたが、高
校時代の文化祭の準備や体育祭を思い出して懐かしい
気分になったりしました。当日、特に印象的だったこと
を書き並べてみます。 
１）我らが平野団長の大迫力の巻頭言。（前日も当日も 

小声でぶつぶつ言って練習してたけど本番ではさ 
すが、一発ＯＫ！） 

２）ヒラメと W マッチャンのすばらしい演出、役者選 
び、演技指導。（なんと絵コンテまで書いての演技 

 

 丹治義昭 

指導でした。） 
３）タローのファッションショーでのすばらしい掴みの

名演技。（これで観客をひきずりこんでしまいまし
た。） 

４）桑野実行委員長のすばらしい挨拶。（昔から話はう
まかったが、３０数年で磨きがかかっていたな。） 

５）大坪事務局長製作の大同窓会４０年史３部作。（Ｈ
Ｐで過程を見ていましたが、仕事の時間がなくて会
社が潰れるのでは？と心配していました。） 

６）そして皆の誠実で、明るい笑顔の接客態度。（皆も
ともと誠実？でしたが５０数年の年輪がにじみ出
ていました。） 

７) 淳二、美智子コンビのすばらしい司会。（さすが校
長、さすが国博のガイド。） 

 

 

[大好評！丹治君製作のミニ幟] 

 

[迫力満点の応援団] 

 

[大盛り上がりのファッションショ

ー] 
【後日談】 
 ８日、うちに帰ると娘が「久留米での同窓会に、福岡から２泊３
日で行くやら、異常やない？」と言われ「異常で結構、うらやまし
かろうが？」と答えていたのですが、１０日に４７会のＨＰから集
合写真をプリントして（額に入れ）持ち帰り、見せると、妻「この
人数で、この歳で、全員が本気で笑っている写真なんか見たことな
い！あなたたち、ほんと仲がいいんやね。」娘「やっぱり異常やね。
でも卒業して３０何年もたって、こんだけ人数が集まって、こげん
楽しそうなん、よかね～」と二人ともいたく感心（感動？）、そこで
「よかろ～が、この仲間は俺の宝たい！」と言ってやりました。 
 
【後日談その２】 
 原稿依頼の返信：「悪魔のメールありがとう!何で俺が?」(S) 
 

８）すばらしい打ち上げ会の企画、演出。（事務局長製 
作のＤＶＤ、坂ちゃんの真剣な顔、玉簾三姉妹…） 

などなど、他にもたくさんありますが多過ぎてやはり書
ききれません。 
 当日、同窓会が終わり見送りをしていると、出席者の
方々から「ご苦労さまでした、今年の同窓会はすばらし
かった。」「ほんとにいい同窓会でした。」「楽しくすごせ
ました、ありがとう。」など等、たくさん声を掛けてい
ただき、やり終えた達成感を感じると共に、同志４７会
の、この仲間だからここまでやれたんだという連帯感を
大いに感じ、正しく「絆－今、３０数年(とき）を越えて」で
した。 
 最後になりますが、実行委員会の皆さんはじめ早くか
ら準備に携わっていただいた皆さん、本当にありがと
う！ご苦労さまでした。「明善同志４７会ばんざい！！」み
んな本当にお疲れ様でした。 
 
 

上滝通泰君 

大坪どの。ホッとしたことでしょう
ね。お疲れさまでした。あまり貢献
できなかったことが心残りです。一
言です。「甘酸っぱさとほろ苦さの
混じった大切な思い出をつくること
ができました。すばらしい余韻は
次に進むための大きな糧、元気
の素。みんなありがとう。」 
 

 

みんなの 

コメントです！ 

 

野口（中村）加代子さん 

皆様お疲れ様でした。お見
送りの時、「良かったよ お疲れ
様」と声をかけて下さり、有り
難うございましたと、お礼申し
上げました。集合写真のあの
皆様の笑顔から出たエネルギ
ーが、成功の証だと思わせて
頂きました。微力ながらも、お
手伝いさせて頂いた事に深く
感謝申し上げます。 

 

渡辺（小川）慶子さん 

大成功おめでとうございます。
特にタオルマフラーのファッションシ
ョーは大好評でしたね。私も旅先
で重宝しました。当日しか参加
出来なかったけど、掲示板にも書
込み出来たし、あれから益々絆
が深まったような気がします。本
当にお疲れ様でした。そしてあり
がとう(*'-^)-☆ 
 

口石（下川）麻裕美さん 

ところで、あの胴上げで丹治君が名誉の負傷をしたこと覚えてます
か？昨日はまだ鼻がピエロ状態(上のほうが黄色で下が赤、他は肌色）
で痛いと言ってましたよ(^_^.)それにしても、各委員長はさすがでした！特
に桑野君は、最後まで憎まれ役をちゃんとやってくれて立派だったし、そ
れこそ体当たりで一人何役もこなした坂田君には頭が下がるし、出田
君も隅々まで何度も何度も見て回って声をかけてくれてたし、山本君は
ガッチリ勘定していたし(笑）、森まこちゃんも何度も何度もお年寄りの手
を引いて階段を上がり降り。そして、ヒラメをはじめ地元のみんなの労に
はただただ感謝するばかり。とりあえずみんなでバ～ンと打ち上げやってく
ださい。あー、終わっちゃって物足りない・・なんて言ったらひんしゅくも
の？？でも、みんな心のどこかでそんなような気がしてるんじゃないかな。
さ、次は何をやりますか事務局長？ 
 


