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平成26、27年度行事予定（総会のご案内）
　平成26、27年度の各支部総会を下記の通り開催いた
します。皆様、お誘い合わせの上、多数ご参集下さい
ますようご案内申し上げます。

平成26年度　広島地区九大法・経同窓会総会
日時　平成26年11月７日（金）19時〜 21時
場所　メルパルク広島
　　　（広島市中区基町６－36
　　　TEL（082）222－8501）
<お問い合わせ先>

広島地区九大法・経同窓会事務局　藤森　誠
中国電力㈱　お客さまサービス本部内
TEL（050）8202－2057
E-mail  278828@pnet.energia.co.jp

平成26年度　大分県支部総会
日時　平成26年11月21日（金）18時30分〜
場所　トキハ会館
　　　（大分市府内町２－１－４　
　　　TEL（097）538－3111）
<お問い合わせ先>  大分県支部事務局　油布　正春

大分県中小企業団体中央会
TEL（097）536－6331
E-mail  yufu@chuokai-oita.or.jp

平成27年　関西支部総会
日時　平成27年２月21日（土）15時〜
場所　大阪弥生会館
　　　（大阪市北区芝田２－４－53　 TEL（06）6373－1841）
<お問い合わせ先>　関西支部事務局　中野　光男
　　　富士精版印刷株式会社管理本部　気付

TEL　（06）6394－1182
E-mail  m-nakano@fujiseihan.co.jp

平成27年度　福岡支部総会
日時　平成27年６月12日（金）18時〜
場所　ホテルオークラ福岡

（福岡市博多区下川端町３－２　TEL（092）262－1111）
<お問い合わせ先>　福岡支部事務局　平井　彰

（一社）九州経済連合会内　TEL（092）761－4261
E-mail  hirai@kyukeiren.or.jp

平成27年度　東京支部総会
日時　平成27年７月７日（火）18時〜20時50分 　

場所　学士会館　210号室
（東京都千代田区神田錦町３－28　TEL（03）3292－5936）

<お問い合わせ先>　東京支部事務局　吉元　利行
株式会社オリエント総合研究所
TEL （03）5877－5590　FAX（03）5877－5859
E-mail　toshiyuki.yoshimoto@onet.orico.co.jp（会社）
　　　   t29yoshimoto@aol.com （自宅）
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第11代同窓会長

� 貫　�正義氏
　（九州電力株式会社会長）　

1968（昭和43）年卒

　池田前会長の後を受け、第
11代会長に就任いたしまし
た、九州電力の貫でございま
す。

　私は、昭和20年に八幡市（現在北九州市）に生ま
れ、黒崎小、黒崎中、八幡中央高校を経て九大経済
学部に入学しました。
　小学校３年の12月に肺結核にかかり、１年４カ月
自宅療養となり、また、中学２年生になった４月に
父親が急死し、この２つの出来事が私自身の人生に
大きな影響を与えたような気がしています。大学時
代はノンポリ派で混声合唱団に入り、高木暢哉（の
ぶや）ゼミで少し勉強をし、昭和43年卒業後、運良
く九州電力に入社することができました。高木先生
に、受験の紹介状をお願いした時に、｢九電はダメ
な会社だけどね｣ とぽつりと言われた先生の言葉を
｢だから頑張れ｣ と受け止め、現在に至っています。
　企画部に在籍中にオイルショックによる、昭和49
年48.1％ UP、昭和51年24.8％ UP、昭和55年46.8％
UPというすごい料金値上げを担当しました。その
後燃料費が安い原子力と石炭発電所の開発を進め、
昭和55年当時平均で23.5円/kWhであった電気料金

　平成20年７月に前同窓会
長の平山さんの後を引継ぎ
会長に就任し、６年間経過し
ました。就任当初は不慣れ

で、事務局や同窓会会員の皆様にはご迷惑をおかけ

を平成22年には15.2円/kWhと35％引き下げ、９電
力中２番目に安い料金にすることができました。
　九大卒業後は、同窓会活動には不熱心だったので
すが、今は伊都の九大学術研究都市推進機構の理事
長と九大全体の福岡同窓会の会長も務めさせていた
だいております。特に九大学研都市については、九
大が有している高度な技術開発力を収益に結びつけ
ていく活動を強化していきたいと考えております。
　またアベノミクスの順風は吹いていますが、九州
では第２・第３の都市とその周辺地域から九州外へ
の人口流出が続き、故郷崩壊が拡大しています。こ
れらへの対応として九州８県からなる九州経済同友
会では道州制の検討をしており、私も九州経済同友
会の代表委員として、また全国44同友会からなる全
国経済同友会の分権改革委員会の共同委員長として、
道州制の実現に取り組んでいるところです。
　また、現在進められている電力システム改革によ
り、発電部門、送変配電部門、販売部門が別会社と
して分離されれば、電力会社は弱体化し、原子力発
電の減少、太陽光の急激な増大などにより、電気料
金が高騰するという課題に直面しています。
　このような状況下で九州を再生する柱の一つとし
て九州大学経済学部同窓会の力を結集していきたい
と考えます。
　私の前任池田さんは偉大なる先輩であり、とても
その真似はできませんが、精一杯努力してまいりま
すので、皆様のご支援ご指導をお願い申し上げます。

いたしましたが、何とか無事に役を終えることが出
来ました。後任は九州電力会長の貫氏に快諾を得ま
したので、ほっとしているところであります。
　就任期間中には、民主党政権の誕生、東日本大震
災、福島原発事故など多くのことがありました。ま
た、円高・デフレ等により長い間、日本経済は停滞
を余儀なくされていましたが、安倍政権の誕生によ
り、漸く明るい兆しが現れてきました。
　その間、九州大学では記念すべき100周年を迎え、
全同窓会が協力して記念事業を行うことが出来たこ

同窓会長就任にあたって

同窓会長退任にあたって

新会長就任挨拶

前会長退任挨拶

第10代同窓会長

� 池田　弘一氏
　（アサヒグループ

ホールディングス株式会社相談役）
1963（昭和38）年卒
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とは、大変喜ばしいことでありました。
　日本も世界も激しく、大きく動いており、世界情
勢の変化スピードは過去と比べようもない程です。
そのような状況の中で将来を担う人材を育成してい
く為に、今後大学の果たす役割はますます重要なも
のになると考えます。同窓会としても、大学と連携
を更に強化して人材育成への支援をせねばなりませ
ん。志を持つ人々が自ら実行し、如何に次世代にバ
トンを渡していくかが、とても大事だと思います。
最近の同窓会では、若い卒業生や現役の学生の出席

も目立つようになりました。大変、嬉しいことであ
り、同窓会の場が、世代間の交流活性化の一助にな
ればと思います。
　この６年間、大学事務局長の丑山氏、久野氏、藤
井氏の３先生、また、福岡、関西、東京の同窓会事
務局の皆様には大変お世話になりました。有難うご
ざいました。
　九州大学経済学部同窓会が、貫新会長の下で益々
発展することを心から祈念申し上げます。

東 京 支 部　
1．理事会の活動状況
　平成26年５月29日（木）午後７時から学士会館
319号室にて、本年度第２回目の理事会を池田支部
長ほか今年度理事候補者も含めて14名の参加にて開
催しました。理事会では、７月総会の準備状況を報
告し、提出する議案内容を確認しました。
2．新卒者歓迎会について
　４月12日（土）午後3時より、TKP品川カンファ
レンスセンターＡＮＮＥＸにて「新卒者歓迎会」を
開催しました。当日は、関東地区には配属された今
年の経済学部卒業生16人を含む39名の参加がありま
した。
　今年は、過去にこの歓迎会に出席したことのある
平成24年、平成25年の卒業生を中心に企画し、社会
人としての先輩から、仕事への取り組み内容のプレ
ゼンテーション、会社生活、東京生活等についての
盛りだくさんのアドバイスを行いました。池田支部
長差し入れのアサヒビールを飲みながら、卒業生を
送り出したばかりの先生や自社の後輩にもなった先
輩を交えて交流するとともに、新卒者同士も入社後
の情報交換などで、予定した時間では足りず、近所
の居酒屋で二次会となり大変盛り上がりました。
3．東京支部総会・懇親会について
　毎年７月７日に東京・神田神保町にある「学士会
館」で開催する経済学部同窓会東京支部の総会と懇
親会が今年も80名弱の出席を得て、にぎやかに行わ
れました。総会では、６年間支部長を務められた池
田弘一さん（昭和38年卒、元アサヒビール会長）が

支 部 だより支 部 だより
退任され、新しく籾井
勝人さん（昭和40年卒、
ＮＨＫ会長）が就任さ
れました。また新任の
副支部長に秦喜秋さん

（昭和43年卒、元三井
住友海上保険会長）ほ
か、新任理事５名、新
任監事２名に就任いた
だきました。 
　総会後は、記念講演
として、今年経済学部同窓会長に就任された貫正義
九州電力会長（昭和43年卒）に「電気事業をめぐる
課題」と題して、電力をめぐる現状と課題、電力シ
ステム改革について、大変興味深い話をいただきま
した。７時過ぎからの懇親会では、９つのテーブル
に分かれ、今回初めて揃いの九大ロゴ入り法被をき
た理事をテーブルマスターにして、参加者の自己紹
介と近況報告で懇親を深めました。また、４月の新
卒者歓迎会を39名の参加で成功に導いた平成24年卒
業の若手理事、大学からも卒業生を送り出したばか
りの若手の先生方の参加を得て、例年以上に活気が

籾井新支部長挨拶

東京支部同窓会理事ら
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あり、出席者からは「参加してよかった」「楽しかっ
た」とのお褒めの言葉も頂戴しました。 また、二
次会では、懇親会に間に合わなかった10人余りの人
たちも加わり、充実した時間をすごすことができま
した。 
4．九大東京同窓会summer festa2014
　 毎 年 恒 例 に な っ た 九 大 東 京 同 窓 会 主 催 の

「Summer Festa 2014」が８月30日（土）午後５時
30分から青山ダイヤモンドホールで開催されました。
九大東京同窓会は、籾井経済学部同窓会東京支部長
が本年度から会長に就任され、挨拶されました。会
場には、浴衣姿の卒業生も多数みられ、黒田官兵衛
にまつわるアトラクションや盆踊りなどで全学部か
らの300名を超える多数の参加者も盛り上がりまし
た。経済学部からは支部の同窓会に参加した経験の
ない10数名の参加者があり、来年の七夕総会への参
加を約束していただきました。

【事務局長　吉元　利行　昭和53年卒】

関 西 支 部　
　関西支部では、毎年５月の第３土曜日に見学会を
実施しています。昨年は、池田市にある日清食品の

「インスタントラーメン発明記念館」と小林一三の
「逸翁美術館」と「小林一三記念館」でした。今年は、
５月17日（土）に羽曳野市にある「河内ワイナリー」
で26名（うち奥様２名）が参加、集合場所の近鉄南
大阪線「駒ヶ谷駅」に揃いました。当日は、みなさ
んの日頃の行いよく最高の天気でした。まず、ワイ
ン館の金銅商店の４代目社長の案内で、さわやかな
風の中ブドウ畑の見学、使われている種類は「デラ
ウエア」と「マスカットベリーＡ」、栽培法は、垣
根栽培と棚栽培であることの説明を聞きました。続
いて、工場見学で、大きな樽がいくつも寝かせてあ
り、樽の素材は樫の木・どんぐりの木といった固い

木が使われていて、ワイン造りはお盆過ぎから忙し
くなるそうです。また、ぶどうの中には、色がいく
つも付きワイン造りに不適当な不良品が１割ほど出
て、これを何とか活用できないかと考えられたのが

「梅酒」という説明を聞き、人の知恵はすごいなあ
と感心させられました。
　一通り見学が終了したあとは、楽しみの懇親会で
す。石橋支部長の挨拶と乾杯で始まり、美味しい料
理（オードブル、魚料理、特別に準備していただい
たステーキ）を食べながら、社長のお母さんから聞
いたワインあれこれ、例えば、瓶の形がボルドーは
いかり肩、ブルゴーニュはなで肩とか、赤ワインは
大ぶりなグラス、白ワインは小さめのグラス、シャ
ンパングラス、昔はクープ型、今はフルート型など
などです。後で、社長に聞くとみなさんよくお飲み
になりましたので、倉庫から何本も追加でワインを
取りに行きましたと言われました。予定時間をかな
り過ぎて終了し、お土産を買って、帰路につきました。
今回の幹事役（平成３年卒の谷村理事）のお蔭でお
いしい料理、ワインを満喫でき、楽しい一時を過ご
すことが出来ました。ありがとうございました。

【関西支部副支部長　小森田　憲繁　昭和46年卒】

　関西支部の年間行事予定は基本的に第３土曜日に
実施。２月に支部総会（来年は２月21日、於：大阪
弥生会館）。３月に春のゴルフ会（来年は３月21日）。
５月に見学会（来年は５月16日）。９月に秋のゴル
フ会（今年は９月20日、於：愛宕原ゴルフ倶楽部）。
11月に勉強会（今年は11月15日、於：大阪弥生会館、
講師：平成８年卒の藤川昇悟氏）、を開催いたします。
参加ご希望の方は遠慮なく事務局までご連絡下さい。

【関西支部事務局長　中野　光男（昭和50年卒）】

富士精版印刷株式会社　管理本部気付
Tel：０６－６３９４－１１８２

Mail：m-nakano@fujiseihan.co.jp

ワイン館前
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福 岡 支 部　
１．新同窓会長に貫正義氏を選任
　～平成26年度全国・福岡支部合同総会を開催
　平成26年度の全国・福岡支部合同総会を６月６日
㈮、ハイアットリージェンシー福岡で開催しました。
総会・特別講演会には75名、懇親パーティには170
名が出席しました。
　当日は、先ず藤井美男・同窓会事務局長の司会に
より全国総会が開催され、①平成25年度決算・平成
26年度予算について、②規則改正について、③役員
交代について、いずれも原案通り承認されました。
②では、在校生を同窓会員とすることが認められ、
③では、２期６年に亘って同窓会の活性化に尽力を
された池田弘一・第10代同窓会長が勇退され、貫正
義福岡支部長（昭和43年卒、九州電力㈱会長）が第
11代会長に就任されました。なお、池田氏は東京支
部長も退任され、後任には籾井勝人氏（昭和40年卒、
NHK会長）が７月７日開催の東京支部総会で東京
支部長にご就任されています。
　続いて開催された福岡支部総会では、同支部平井
事務局長の司会により、①平成25年度事業報告・決
算報告②平成26年度事業計画（案）・収支予算（案）
がいずれも原案通り承認されました。
　その後、特別講演会が開催され、福岡支部監事で
㈱如水庵社長の森恍次郎氏（昭和45年卒）より、「『軍
師官兵衛』と如水庵」と題してご講演をいただきま
した。森氏は、黒田官兵衛の生涯とご社業である如
水庵のお菓子づくりの歴史を重ね合わせ、ユーモア
を交えてお話しされ、出席者は興味深くお話を伺い
ました。また、本号所載のご講演でも言及がありま
すように参加者一同にお菓子のお土産までいただき
ました。
　総会に引き続いて懇親パーティが開催されました
が、昨年・今年度卒業生や在校生・留学生を無料招
待としていたところ、45名の参加があり、来賓の方々
を含め170名により大いに交流を深めました。パー
ティでは、池田前会長の開会挨拶に続き、来賓紹介
として田中法学研究院長、名誉教授の先生方、同窓
会役員紹介として東京支部・関西支部・福岡支部の
役員の方々を紹介。続いて山本研究院長より現役の
先生方のご紹介があり、貫新会長の乾杯の発声によ
り懇親会が開催されました。懇親会の途中では籾井
新東京支部長のご挨拶と、留学生紹介が行われ、最
後に応援歌「松原に」を全員で合唱した後、貫新会
長と福岡支部運営委員の嶋田正明氏（昭和54年卒）

による博多手一本で幕を閉じました。
　年々若い方々の参加が多くなり、総会は大いに盛
り上がりましたが、福岡支部としてはサロン会やゴ
ルフ会をはじめ日常の活動のさらなる活性化を目指
したいと思います。
２．今年もアサヒビール博多工場見学会、アサヒビー
ル園懇親会を開催
　今ではすっかり福岡支部の夏の恒例行事となった
アサヒビール博多工場見学会とアサヒビール園懇親
会。今年は７月18日（金）に開催しました。最初に
一般の方々に交じって博多工場の見学会に参加し、
各種缶ビールや瓶ビールの製造工程を見学しました。
それとともにビール製造の基本的な知識やアサヒ
ビールの歴史、世界に広がるアサヒビールのネット
ワークの理解を深めました。その後、楽しみにして
いたアサヒスーパードライやエクストラコールドな
どの試飲をし、隣接するアサヒビール園でジンギス
カンとビールに舌鼓を打ちつつ、懇親を深めました。
　今回は名誉教授の川端先生、児玉先生、福留先
生、現役教官の潮﨑先生、OBの檀豊隆氏（昭和40
年卒）、諸岡安名氏（同57年卒）、梅原晋氏（同59年
卒）、それに事務局の平井彰（同55年卒）が参加し
ました。通常は平日の日中のみ稼働するビール工場
ですが、夏期期間中のみ夜間も稼働し、一般人の工
場見学を受け入れており、福岡支部では、今後もこ
の見学会、懇親会を続けていくこととしています。

【事務局長　平井　彰　1980（昭和55）年卒】

３．晴天の下で第56回交流ゴルフ会を開催
　平成26年６月14日（土）、天候にも恵まれ、交流
ゴルフ会では久々の４組が集まり、楽しいゴルフ会
を行うことができました。
　最初のスタートの山本信三郎さん、牛房良嗣さん、
井上観光さんの第１組は、80歳代ということでグ
リーンティーからのスタートです。皆さん、エイジ
シューターを目指す勢いでゴルフに臨んでおられま

第56回 交流ゴルフ会
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特別講演

　なぜ私の会社に「如水庵」
という社名を付けたかという
ことを、まず会社の沿革を述
べることで説明したいと思い

ます。
　私の祖先は今の本社のある博多駅前一丁目付近で、
農業のかたわらお菓子づくりを始めたのがはじまり
です。米から水飴を作り飴菓子にして博多の街に売
りに行ったり、当時は太宰府街道の入り口付近だっ
たので、ぼた餅、よもぎ餅を旅人に売っていたよう
です。江戸期になると黒田藩が博多の神社仏閣を聖
福寺や承天寺のある御笠川沿いに集めたので、その
神社仏閣に御供物の菓子を納めるようになりました。
砂糖が手に入るようになってからは、米・麦などの
穀物の粉と水飴で作ったお菓子を作るようになりま
した。松風は今でいうカステラのようなお菓子です
が、私どもは今でもカステラ生地といわずに松風生
地と呼んでいます。
　当社創業の伝承はいろいろありますが、1830年（天
保元年）頃には、すでに松永庄右衛門が「榮松堂」
という屋号でお菓子屋を本業とするようになり、農
業が副業になりました。明治時代には汽車が開通し、
農業は完全にやめて菓子屋専業になりました。1890
年（明治23年）には松永庄右衛門の孫の森千太郎
が「榮松堂」を継承して「森栄松堂」を設立します。
1910年の岡山、1911年の久留米での陸軍特別大演習
の際には、明治天皇より御紋菓調達を拝命していま
す。1930年頃、千太郎の長男、治三郎が神社仏閣御
供物調進所である「森栄松堂」を、次男伊三郎が今
の福岡高校のある付近で進物菓子の「森伊製菓」を、
三男勘次郎が飴菓子の「森勘製菓」を設立します。

戦時中は統制経済で砂糖が自由に手に入らず、昭和
16年から４年間で全国の菓子屋のほとんど休・廃業
になりますが、「森栄松堂」だけは国の宗教である
神社仏閣の御供物調進所であったので、申請すれば
砂糖が手に入り廃業せずにすみました。しかし戦後
になると勢いがなくなった神社仏閣の御供物を納め
るだけでは立ち行かなくなり、一般のお客様向けに
松風饅頭などを作るようになりました。しかし他の
お店の饅頭は売れていても、松風饅頭はなかなか売
れません。そこで私の母が「『加賀百万石』がよく
売れているらしいから、ウチも黒田五十二万石とい
う名前で何かお菓子を作ったらどうか」と提案し、
そこで1951年（昭和26年）に「森栄松堂」の「最
中の黒田五十二萬石」を発売することになりまし
た。その際、祖父と父が東京の赤坂にある黒田本家
に行き、「ぜひ藤の花のご紋所を使わせてください」
とお願いし了承を得て、いただいた瓦から型を作り
最中の皮にしたことで、黒田家との縁を賜りました。
私も幼い頃から何度も父に連れられて黒田家に行っ
たことを覚えています。
　おかげでその最中がヒットして、森栄松堂を法人
化。1962年（昭和37年）に「株式会社五十二萬石本
舗」を設立しました。やがて、父亡き後母が「『五十二
萬石本舗栄松堂』と昔の屋号を大切に残した方がい
いのでは」といいましたが、「五十二万石は官兵衛
が始祖だから、如水庵の方がいいのではないか」と
私が提案しました。なぜなら、亡くなった父が如水
公を尊敬しており、子どもの頃から私に「如水公の
ような男になれ」と言っていたからです。しかし、
私は黒田如水をあまり好きではありませんでした。
映画やテレビに出てくる黒田官兵衛は有岡城の牢か
ら救出される場面が多く、汚くて、言葉少なく、場
合によっては平然と人を殺す暗いイメージが強かっ
たからです。
　しかし、あまりに父が如水公を好きだったので気
になって、昭和52年頃、図書館で黒田如水のことを

「軍師官兵衛」と如水庵
株式会社如水庵

株式会社五十二萬石本舗

代表取締役社長　森　恍次郎氏
1970（昭和45）年卒

す。皆さんの元気に楽しくゴルフをされる姿は、私
たちの人生の目標になります。しかし、下手くそゴ
ルファーの私がエイジシューターになるにはギネス
ブックに載るまで元気で長生きするか、ゴルフの腕
を磨くしかありません。パーティでは貫会長にお話
をいただき、電気の大切さや原子力の再稼働の意義

を分かりやすく説明してもらいました。今回、優勝
は井上観光さん（昭和35年卒）、ベスグロは貫正義
さん（同43年卒）でした。
　次回は11月16日（日）、伊都ゴルフ倶楽部で開催
いたします。　　

【運営委員　嶋田　正明　昭和54年卒】
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調べると、官兵衛に関する本が100冊近くあること
を知りました。福岡県立図書館だけでも20数冊あり
ました。そこで、その20数冊をむさぼるように読み
ました。それまで私は大の坂本龍馬ファンで、「21
世紀の坂本竜馬になろう！！」と決心していて、新
婚旅行も妻と高知に３泊４日の旅行をしたくらい龍
馬に惚れこんでいました。しかし如水の本を20数冊
読んでから一変しました。兵隊に行った父はよく「官
兵衛如水公のようなリーダーのもとで働く兵隊は幸
せだ」と母に言っていたそうですけれども、20数冊
読んでからは「なるほど父が尊敬していたのは、官
兵衛が兵隊を大切にし、犠牲を出来るだけ出さない
賢いリーダーであったことではないか」と気が付き
ました。簡単にいうと、彼の平和主義、文化主義、
人間主義に感動しました。
　それで屋号を「如水庵でいこう！！」と母と手を
取り合いました。官兵衛の隠居名は「如水軒」が正
しいのですが、餡の甘いイメージから「庵」にしま
した。
　実は昭和50年頃、ＮＨＫの関係者の方から「次の
大河ドラマの主人公は、ひょっとしたら黒田官兵衛
になるかもしれないよ」と聞いたことがあります。
ところが待てど暮らせど実現しないので諦めていた
ところ、それから40年近く経った２年前に大河ドラ
マ化が発表になりました。なぜ、ドラマ化がこれだ
け延びたのか考えてみると、如水の人間像が人によ
り様々で、ひとつに絞りきれないからだったからだ
と思います。如水は「クール・ヘッド」、ものすご
く頭がいいが、「ウォーム・ハート（温かい心）」で
ない部分があるという見方が強い。私が吉川英治の

『黒田如水』を読んだとき、如水が平然と人を殺す
ところが何カ所か出てきます。著者の如水像はそれ
ぞれ違います。しかし20数冊読むと、忽然として官
兵衛という人の人物像が、浮かび上がってきました。

「官兵衛は天下を取ろうという気はまったくなかっ
た。ただただ戦乱の世を終わらせたい。それ一筋に
生き抜いたウォーム・ハートの人である」と理解す
れば、それぞれ著者の如水像の違いが解消されたの
です。
　ＮＨＫの大河ドラマの冒頭で、官兵衛が小田原攻
めで単身乗り込み、「命を粗末になさるな！！」と
５万５千人の兵の命を救う場面があります。天下を
取ろうという人が、あのように命がいくらあっても
足りないようなことをするはずがありません。官兵
衛は、すべての戦いで犠牲を少なくしようと行動し
ます。兵糧攻めにしろ水攻めにしろ、犠牲が出る寸

前に敵に「応仁の乱以来民百姓は戦いに苦しんでい
る。ここらで織田信長に天下を取らせて戦乱の世を
やめようではないか」という趣旨の手紙を出して和
睦を勧めます。
　ここでＮＨＫの「軍師官兵衛」のリーフレットが
あるので、引用させていただきます。
＜「人は殺すよりも使え」―― 黒田官兵衛は、戦
国乱世にあって一風変わった男だった。生涯50数度
の合戦で１度も負けを知らなかった戦の天才だが、
槍や刀で人を殺すのではなく、智力で敵を下す、そ
れが官兵衛の真骨頂だった。
　信長、秀吉、家康の三英傑に重用されながらも、
あり余る才能ゆえに警戒され、秀吉には自分の次の
天下人とまで恐れられた男。それでも乱世を見事に
生き抜き九州・福岡藩52万石の礎を築いた男、黒田
官兵衛。和歌や茶の湯を愛した文化人であり、敬虔
なクリスチャンとして信仰を貫き、側室を持たずた
だ一人の妻と添い遂げた律儀な男。一方で、権謀術
数渦巻く戦国時代にあって、巧みな弁舌と軍略で秀
吉を支えた冷徹な軍師。播州姫路に生まれた地方大
名の家老は、いつしか天下一の軍師へと変貌する。
それは、乱れた世を正すために、時代がこの男を必
要としたからかもしれない。＞
　有岡城での13カ月にも及ぶ獄中闘争で、官兵衛は
筋金入りの平和主義、文化主義、人間主義の人間へ
と生まれ変わります。如水はまた、千利休に一目お
かれるくらいの茶人にもなります。利休七哲の一人
にも入っています。彼を土牢に入れた荒木村重も、
家族は信長から惨殺されますが、一人生き延びて大
名達の茶道の指導者になります。村重も利休七哲の
一人です。官兵衛は友情を大切にする男で、自分を
土牢に押し込めた村重が存命しているとわかってか
ら「今度機会があれば会いたい」という村重に宛て
た官兵衛の手紙が最近見つかったそうです。彼は「罪
を憎んで人を憎まず」という友情を最も大切にする
人間主義の人だと思います。
　晩年、官兵衛は「黒田如水茶湯定書」を書き残し
ていますが、彼は軍師に茶道は必要ないと思ってい
ました。しかし、秀吉に誘われてお茶を始めてみる
と、茶の湯の精神は神の前では平等というクリス
チャンの精神であることを知ります。利休の奥さん
は熱烈なクリスチャンで、利休は奥さんと毎週教会
へ行き、赤ワインの飲みまわしを濃茶に取り入れた
り、刀を外にかけてにじり口から茶室に入ると、そ
こは神の国、人間平等世界と言う考え方を取り入れ
ました。官兵衛は人間と人間が対等に、平等に話し
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合える茶の湯は戦略を話し合う最高の場であると思
うようになったのでしょう。
　あるとき秀吉が石田光成や千利休などの側近に、

「わしの次に天下を取るのは誰と思うか」と聞いた
ところ、徳川家康などいろんな名前が挙がりますが、
秀吉は「自分を超えるものが一人だけいる。だがそ
いつは天下を取ろうというような気持ちがさらさら
ない。もし彼が天下を取ろうという気になったら、
いっぺんで天下を取れる凄い男だ」と言った。側近
が「まさか官兵衛ではないでしょうね」と言ったら、
秀吉は「その官兵衛だ」と答えた。それを伝え聞い
た官兵衛は「これはいかん。警戒されている」と察
知し秀吉に隠居を願い出ます。
　このとき官兵衛は、「水五訓」を秀吉に示して隠
居名を「如水」と名乗ったといわれています。この「水
五訓」は当社の経営理念の中の行動理念にしていま
す。「水五訓」には次のように書いてあります。
一、自ら活動して他を動かすは「水」なり。一、常
に己れの進路を求めて止まざるは「水」なり。一、
障害にあい、激しくその勢いを百倍にするは「水」
なり。一、自ら潔くして、他の汚濁を洗い、しかも
清濁併せ容るるは「水」なり。一、洋々として大海
を充たし、発しては雲となり、雨となり、凍っては
氷雪と化すも、其性を失わざるは「水」なり。
　この「水五訓」は「私は天下を取ろうという気は
さらさらございません。ただただ秀吉様の君臣とし
て早く天下が統一されて戦乱の世を無くしたい」と
いう気持ちを示すために書かれたと言われています。
　また官兵衛という人は、「人に媚びず、富貴を望
まず」を信条としています。ですから家来よりう
まいものは食べない。徹底的に節約をして貯金を
し、いざという時にパッと使います。それが「関ヶ
原」の時に生かされます。そのとき官兵衛は中津に
いますが、息子の長政は黒田家の二十四騎をはじめ
主力の軍勢を引き連れて関ヶ原に出陣します。中津
に残っている官兵衛の手元には女、子ども、老人ば
かり。しかも九州の７〜８割が石田光成方。ここが
勝負どころとばかり貯めていた銭を使って浪人など
の兵を募集し、一次・二次・三次募集で9000人集め
てほとんど血を流さずに調略、ほとんど言論戦で城
を落としていきます。その度に兵隊の数も増えてい
き、最後は４万人くらいに膨れ上がります。残りの
敵は鹿児島の島津だけになりますが、関ヶ原の戦い
は息子・長政などの活躍で予定外の半日で終わって
しまい、家康からの「もういいよ、ありがとう」の
メッセージで九州の関ヶ原は終わります。

　彼の信条は「人に媚びず、富貴を望まず」です。
私はいま福岡市長、県知事に提案していることがあ
ります。黒田節の「酒は呑め呑め呑むならば」とい
うのは官兵衛の家来・母里太兵衛の歌で官兵衛の歌
でないから、福岡生みの親・官兵衛の歌を一般公募
して作ってほしいというものですが、どうも市長も
県知事も福岡市民の歌・県民の歌があるのであまり
乗り気でなさそうです（笑）。
　また如水と名乗ったのは、老子の「上善は水の如
し」という言葉からとったという説もあります。ま
た荘子の「君子の交わりは淡きこと水の如し」に由
来するという話もあります。
　やがて如水は中津から筑前に来ますが、自分の隠
居領は宗像に所有します。太宰府にも「如水軒」と
いう茶室を持っていました。太宰府で詠んだのが「松
梅や　すえ長かれと　みどり立つ　山よりつづく　
里は福岡」。これは福岡と名付けたいわれの有名な
歌です。「いま松をシンボルとして福岡城をつくっ
ている、いま私が住んでいる所は梅をシンボルとし
た太宰府天満宮である、宝満山からずっとつづいて
いる黒田家の領土は自分の出身地備前の福岡にちな
んで一応福岡と名付けるけれども、本当の意味は松
や梅のようにめでたい“幸福”を呼び込んで、ここ
福岡の民衆が幸せになるよう“幸福の丘”になるよ
うに強く念願している」というのが、この歌の趣旨
です。
　私が一番感銘するのは、死の１カ月前に次のよう
な辞世の歌を詠んだことです。「おもいおく　言の
葉なくてついにゆく　道は迷わじ　なるにまかせ
て」。要するに、「まったく悔いはない、大満足の人
生であった、ありがとう、みなさんさようなら」と
いう堂々たる辞世の歌です。私もこういう歌を詠ん
で死にたいなと思います。できれば官兵衛みたいに
59歳、今でいう80歳くらいではなく、100歳くらい
で死にたいとも思っているのですけど…（笑）。
　官兵衛と信長、秀吉、家康の生涯の年譜を次のよ
うに覚えておくと便利です。1534年に信長誕生です
が、「いご見よ」と覚えたらいいと思います。それ
から２年違いの1536年に秀吉が誕生します。これは

「いご見ろ」。家康は６年遅れて1542年に誕生します。
これは「いご世に出る」。そして官兵衛が「いごよ
ろしく」1546と、信長の一回り下で生まれるという
わけです。この年齢差というのは、覚えておくと非
常に便利ですので、お勧めします。
　いまＮＨＫのドラマでは官兵衛は1579年、33歳、
三木城攻めの最中です。信長を離反した荒木村重を
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説得するため有岡城に向かうが牢に入れられるとこ
ろです。先週の日曜日は、有岡城が落城し救出され
ました。これから軍師官兵衛の本格的な人生が始
まっていくわけです。キリスト教に入信したのが
1583年・38歳、洗礼名はシメオンです。長政に家督
を譲ったのが44歳。これ以降、彼は言論戦で多くの
手紙を書いていますが、最後にサインして印鑑を押
していますが、その印鑑のデザインは二重丸の中に
十字架が、内と外の円に間にローマ字で「シメオン・
ジョスイ」と彫ってあります。その「シメオン・ジョ
スイ」というお菓子を、今日みなさんへのお土産と
して持参しました。このお菓子の中がイチジクの餡
で、福岡県産トヨミツヒメも使用しています。外側
は洋風にサブレ生地にしました。もう一つのお土産
のお菓子は「官兵衛の赤合子〜餅どら〜」です。こ
のお菓子は50数回戦って無敗という官兵衛にあや
かって、受験生に好評です（笑）。この官兵衛の兜「赤
合子」は、光姫と結婚するときに光姫の実家から贈
られたものです。合子というのは蓋付きの器のこと
ですが、その由来はハマグリだそうです。ハマグリ
というのは同じ大きさの貝殻を持ってきても、絶対
に合いません。ワンセットでほかの貝殻では合いま
せん。したがって光姫の実家から、光姫以外を愛し
ちゃあだめよという意味を込めて贈られたといわれ
ています。だから結婚式の引き出物にもいいんでは
ないかと思っています（笑）。
　官兵衛の59年の生涯は、非常に頭がいい「クール・
ヘッド」だけれども、それの数倍「ウォーム・ハー
ト」の人で、徹底的に人を信じます。
　以上ですが、最後に如水庵と官兵衛の話をまとめ
させていただきます。
　私は父の「黒田如水公のように生きよ」という言
葉と、如水公への深い尊敬の念から、屋号を「五十二
萬石　如水庵」としました。黒田如水公の血を流さ
ずに勝つことを第一とした平和主義、茶道・詩歌・
文学・四書五経・土木建築など学問を身につけた
日本の諸葛孔明といわれる文化主義、「人に媚びず、
富貴を望まず」を信条とし、神罰・君罰より民罰を
一番恐れ、「宗教のために人間があるのではなく人
間のために宗教がある」と考えた、徹底した人間主
義。この黒田官兵衛如水公の平和主義と文化主義と
その根底にある人間主義を基調に「お客様に喜びと
感動を！従業員に成長と幸福を！社会に貢献を！」
という如水庵グループ経営理念の実現を目指してお
ります。
　筑紫の国から、商人の街・博多、そして黒田

五十二万石の城下町・福岡。美味しく、詩心あふれ
るお菓子を通し、筑紫・博多・福岡と三つの呼び名
のある我が郷土の悠久の歴史・風土を讃え、地域の
人々と共にくつろぎとやすらぎの平和の文化を創造
していくのが菓子製造販売業の「五十二萬石　如水
庵」の事業です。
　万葉集4516首のうち596首が詠まれた筑紫の国。
この筑紫・太宰府・鴻臚館文化を讃えるお菓子とし
て、万葉の詩がきこえる「筑紫もち」。この「筑紫
もち」はいま1500万個、年間15億円売り上げており、
このお菓子がなければ当社の存在はありません。そ
して遣唐使送迎の宴「荒津の舞」、梅花の宴「曲水
の詩」、御笠の月「天王光」、春はもえ、秋はこがる
る「かまど山」、元寇を偲び、砂浜・防塁・松林を
表した「今津の浜」があり、ご好評いただいており
ます。
　1639年の江戸幕府による鎖国までは、当時の日本
の港町、安濃津（三重県津市）、堺津（大阪府堺市）、
坊津（鹿児島県）、よりも一番栄え輝いていた那の
津（博多津・袖の湊ともいう）。この国際貿易港博
多、どんたく・山笠文化、博多町人文化を讃えるお
菓子として、九州新幹線全線開通記念銘菓「とっとー
と。」、博多の一大行事「どんたく絵巻」があります。
　黒田如水公が黒田家ゆかりの備前福岡にちなみ、
民衆が幸福になる丘の願いを込めて福岡と名付けた
由来の歌、「松梅や　末長かれと　緑立つ　山より
つづく　里は福岡」。この黒田五十二万石の城下町
福岡、また黒田如水公を讃えるお菓子として、福岡
から幸福の風を―――の祈りを込めた「幸の風ふく
おか」。このお菓子は社内では人気ナンバーワンの
商品です。そして、獄中の如水公に生きる希望を与
えた藤の花の紋所を賜った「最中の黒田五十二萬石

（如水公・光姫様の二種類）」があります。さらに、
このたび大河ドラマ“軍師官兵衛”放映を記念して、
如水公愛用の兜「官兵衛の赤合子〜餅どら〜」と如
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水公の洗礼名に因む「シメオン・ジョスイ」を新発
売しました。それに加えて「官兵衛の赤合子〜トマ
トゼリー〜」も美味しいですから、ぜひ食べてみて
ください。
　最後になりますが、もし今、官兵衛の思想・哲学
を持って彼のような人間が登場してきたら、なにを
やっていたでしょうか。ある会合の講演で、そうい
う質問がありました。その会合は、「憲法９条は変
えた方がいい」「核兵器は持った方がいい」という
人たちの会合でした。そこで私は敢えて、次のよう
に言いました。もし官兵衛のような人が、今、登場
していたら、まず彼は本当に人間を大切にし、地球
上から核兵器をなくそうと取り組んでいると思いま

す。私も九大時代に、核兵器廃絶運動をやっていま
した。それから憲法９条は、人類の理想であると考
えるでしょう。そして世界不戦条約締結のために、
命懸けで走り回っていると思います。こういう話を
会合でしたら、会合の後のパーティーで「あなたの
話を聞いたら、たしかに自分たちは日本のことしか
考えてない。しかし、博多支部だけが方針を変える
わけにはいかんしなあ。どうしようか ・・・ 」（笑）
と言っていただき大変嬉しく思うと同時に、世界不
戦の実現の難しさを痛感しました。
　そういう素晴らしい官兵衛の思想を、事業経営を
通じて実現していこうという決意でございます。ど
うもご清聴ありがとうございました。

　今年１月に歌集『晩禱』
を出した。『原子野』に次ぐ

私の第二歌集である。『晩禱』という歌集名は、み
ずからも晩年にある私の、被爆死の友をはじめ、多
くの先立った人びとに捧げるささやかなレクイエム

（鎮魂歌）という思いが本歌集にはあるからである。
また、これからの世があやまりないものであってほ
しいという禱りも含意されている。そうした思いを
もって、私は現に生きつつある「今」を歌い、現代
の種々相に迫ってみたいと考えた。そしてそこに生
きる私の思いを伝えたいと思った。その意味ではこ
のつたない歌集は、短歌という形式をもってする、
ひとりの人間の生きた軌跡といってよい。
　私は長崎高商（現長崎大学経済学部）在学中に原
子爆弾にあった。この19歳の時の被爆体験は強烈で
あり、私のその後の生き方の原点をなした。だから

『原子野』につづいて本歌集でもその原爆について
詠み、被爆の惨を後世に伝えたいと思った。こうし
た被爆体験をもつ私にとって近年の大きなショック
は、大震災にともなう福島原発の事故であった。こ
の原発事故もヒバクシャを生み、放射能による深刻
で長い被害を与えている。だから、この原発事故に

ついても、私は被爆者という視点から歌を詠み、本
書に収録した。
　若い日の被爆体験は、私に反戦・平和の思いを強
くうえつけた。したがって、そうした思いをもって、
戦争にゆかりの深い地を折にふれて訪ねて歌を詠ん
だ。沖縄、特攻基地知覧、特攻「回天」の基地大津
島、戦艦「大和」の基地呉などがそうである。また
公害問題の典型、水俣病の水俣も再三にわたって訪
ねて歌を詠んだ。その他この歌集では、きわめて多
岐にわたるテーマについて詠んでいるが、それらの
歌のすべてにふれることはこの小文では到底無理で
ある。そこでこの小文では、本誌編集部の要望もあ
り、私の恩師向坂逸郎先生について詠んだ歌に的を
しぼり、それに関連して、先生の下でおこなった研
究会の模様などについて書いていこうと思う。
　向坂先生は九大経済学部の教授のなかでも最も著

  同窓生健筆模様
歌集『晩禱』

九州大学名誉教授

小島　恒久氏
1950（昭和25）年卒

　

現
代
短
歌
社

２
０
１
４
年
１
月
刊
行
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名な一人である。1925年草創期の九大法文学部に28
歳で赴任し、経済学概論を担当された。だが、わず
か３年にして、三・一五事件の余波で、石浜知行教
授、佐々弘雄教授とともに「左傾教授」として九大
を追放になった。これは昭和における学問弾圧史の
嚆矢であった。その後東京にあって文筆活動に従事
し、まず世界初の『マルクス・エンゲルス全集』を
改造社から編集、刊行された。またマルクス経済理
論の研究や、その日本への適用をめぐって、地代論
争や日本資本主義論争など数多くの論争に参加され
た。だが、こうした活動も1937年、人民戦線事件で
検挙されたために中断せざるをえず、その後獄中生
活を送られたが、節を曲げることはなかった。1939
年保釈になったが、文筆活動は許されず、家のまわ
りの僅かな土地に芋などを作って、戦時中の飢えを
凌いだ。
　　保釈後の戦時を困苦に耐へし師の

肥
こえ

担
た

桶
ご

かつぐ農日記読む

　　肥かつぎ芋をつくりて弾圧下の
戦時の飢ゑを凌ぎし師思ふ

　敗戦の翌1946年、九大教授に復帰し、経済原論を
講じられた。その翌春九大に入学した私は、先生の
講義をうけ、そのゼミに参加した。ゼミのテーマは
地代論争であった。1950年九大経済学部を卒業した
私は、大学院の特別研究生になり、向坂先生を指導
教官とした。大学院では旧法文学部の建物の三階に
あった先生の研究室で、毎週『資本論』の研究会が
もたれた。これには先生の所の大学院生だけでなく、
他の教授の所の大学院生や助手なども参加した。そ
の研究会での先生の指導は厳しく、自らの頭で資本
論を読み、わからない所は徹底して調べろという態
度であり、他人の説をうけうりしたような安易なこ
とを言っていたらこっぴどく叱られた。
　『資本論』は聖書にあらず疑い得る

心もて読めとつねに諭されき

　大学での研究会の他、先生は当時市内練塀町の石
橋さん宅に下宿されていたが、そこで毎週夜有志の
研究生とドイツ語の講読会をもたれた。このテキス
トはメーリングの『カール・マルクス』であった。
　九大在職中先生は、一年の半分は東京、半分（後
学期）は福岡という生活を続けられたが、その先生
不在中は、当時九大教養部教授であった岡崎次郎先
生のお宅で、有志の研究生で『資本論』の原書によ
る研究会をもった。岡崎先生のドイツ語の読みはき
わめて精密であった。
　ところで、向坂先生はその東京にいる期間、鷺宮

の自宅でも『資本論』の研究会をされていた。これ
には在京の若い学究、たとえば近江谷左馬之介（後
九大教授）、長坂聡（後東京教育大教授）、吉田震太
郎（後東北大教授）、佐藤進（後東大教授）、塚本健（後
東大教授）らが参加していた。私も上京した時は先
生のお宅に泊めてもらったのでこれに参加した。こ
の研究会は先生の書斎（和室）でもたれていた。家
では先生は大体和服であったが、こうした畳の間に
座る時は常に正座であり、弟子の方があぐらという
奇妙な対照の研究会であった。その正座姿にはどこ
か古武士を思わせるような風格があった。この書斎
の床の間に、先生亡き後は、白布に包んだ先生の遺
骨が置かれていた。
　　師は正座われらは胡

あ

座
ぐら

し『資本論』

読みし書斎にみ骨置かれぬ

　向坂ゆき夫人は、自分が生きている間はこうして
夫の遺骨を側に置いておきたい。私が亡くなった時
に、一緒に葬ってほしい、と常日頃言われていた。
この言葉通り、夫人が2007年６月、102歳で亡くな
られた後は、町田市にある墓に共に眠っていられる。
　ところで、先生はこのように東京の自宅と、九大
の研究室と２個所でもっている研究会のメンバーを、
一所に集めて合同の研究会をもとうということを考
えられた。私が研究室に残った1950年夏にその第１
回がもたれたが、この時は信州の梓川と奈良井川が
合流するあたりに一軒家を借りて、１週間の合宿を
した。そして昼は『資本論』を読み、夜はマックス・
ウェーバーの『職業としての学問』を読んだ。東京
の俊秀たちとの合同研究会はよき刺激となった。こ
の合宿の賄いはゆき夫人らにしていただいた。
　これを第１回として、その後毎年夏に信州で合同
の研究会がもたれたが、翌年からは、先生が常宿と
して『資本論』の翻訳などをされていた、松本郊外
扉温泉の明神館ですることが多かった。この明神館
は当時は山の中の鄙びた温泉宿であったが、今では
天下の名旅館となっている。
　こうして先生の下で研究生活をはじめた私は、そ
の後研究面だけでなく実践面などでも先生と行を共
にし、その驥尾に付して歩いてきた。その意味では
学問だけでなく、人生の師と言って良かった。
　　経師を得るは易

やす

く人
じん

師
し

は難しと言へり

その師に遇ひえしわが若き幸

　以上、向坂先生を詠んだ歌に的をしぼった形で、
歌集『晩禱』についてのべてきた。歌集の中には、
その他にも触れたい歌がいろいろあるが、すでに予
定の枚数も尽きたので、ここでは割愛したいと思う。
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リレー随想

その後の向坂逸郎先生

法政大学名誉教授

福田　豊氏
1955（昭和30）年卒

　私は、1951年久留米の第二分
校に入った。サンフランシスコ
講和条約反対闘争で校内外は騒

然としていた。戦後６年経っていたが、寮の食事で
は足りなくて毎夕飯盒炊爨して足りない分を補って
いた。同じ釜の飯を食った仲間のなかに田中慎一郎
君（元北九州大学学長、本会報第46号に登場）がい
て、以来60年彼が逝くまで、ともに行い、ともに語
り、ともに飲む、終生の付き合いが始まった。
　教養部の講義で覚えているのは、湯村武人先生の
西洋経済史、奥田八二先生の社会思想史、川口武彦
先生の経済学である。
　当時私は経済学関連の本を濫読していたが、内
田穣吉著『日本資本主義論争』（上、下）を読んで、
この論争に強い関心をもった。わからないところが
沢山あったので、それを箇条書きにして湯村先生に
質問した。なぜ湯村先生を選んだのかはわからない。
質問に答えていただけそうな雰囲気が先生にあった
のだろう。ところが、湯村先生は、質問には直接お
答えにならないで、書架から向坂逸郎著『日本資本
主義の諸問題』とカール・カウツキー著『農業問題』

（岩波文庫上、下）を取り出して、「これを読んでご覧」
と貸してくださった。カウツキーの『農業問題』に
は歯がたたなかったが、向坂先生のご本は面白かっ
た。なぜカウツキーの本を一緒に貸してくださった
のかその時はわからなかったが、後に向坂理論はカ
ウツキー主義だという批判があるのを知って、合点
がいった。
　湯村先生は、質問に対して終始直接にはお答えに
ならなかった。おそらく私の質問の内容から私の勉
強の程度をお知りになり、答える前にまず勉強して
もらおうというお考えだったのに違いない。その後、
先生から川口先生を紹介していただき、川口先生か
ら向坂先生や堺利彦、山川均のことを伺ううちに、

進学したら是非向坂ゼミにはいろうと決心した。
ちょうどその頃、東大にはいっていた中学時代から
の親友佃亮二君（元日銀理事、元福岡銀行頭取・会
長）から、いま東大の文系学生のあいだでよく読ま
れている本だとして宇野弘蔵著『社会科学のため
に』、大塚久雄著『近代欧州経済史序説』、福武直著『社
会科学と価値判断』が送られてきた。私が資本主義
論争にはまり込んでいるのを知って、もう少し他の
本も読んでみては、と選択してくれたものと思われ
る。何十年か後にそのことを話題にすると、彼は本
を送ったこと自体を忘れていた。
　経済学部に進学したあとは、当然のように向坂ゼ
ミにはいった。その頃の向坂先生については、本会
報第45号に原田溥君（九州大学名誉教授）が書いて
いるので、そちらに譲りたい。ゼミでは『資本論』
を読んだが、第一巻のどこまで読んだかは記憶がな
い。ゼミのコンパで甘党の向坂先生に「酒を飲み過
ぎる」と叱られたこと、仲間の誰かがタバコをポイ
捨てして「地球は灰皿ではない」と嗜められたこと、
など先生のお人柄をしめすエピソードのほうはいく
つか記憶に残っている。
　大学院に入るとき、片山伍一先輩（玉名中学の大
先輩、当時経済学部助手？）から「向坂ゼミに入る
と勉強する時間がなくなるぞ」と忠告されたが、そ
れを承知で向坂ゼミに入り、早速三池労組の学習会

（いわゆる向坂教室）に参加することになった。四
ツ山支部で週一回『賃労働と資本』や『空想より科
学へ』を輪読し、時々先生の代講として本所支部に
行き『資本論』を講義した。支部長が「ヤマ（鉱山）
の言葉に翻訳して」くれたが、貧乏で小学校にもろ
くに行けなかったヤマの人たちが難解な資本論を理
解するのは容易なことではなかったと思われる。
　大学院にはいってすぐ、東大からきた毛利淳一君
に「君が向坂ゼミの福田君ですか。僕は毛利といい
ます。山田盛太郎ゼミの出身です。労農派と講座派
の対決をしよう」と申し込まれた。しかし、彼とは
会うたびに酒の対決となって盛り上がり、ついにま
ともな議論をしたことはなかった。後年、東京赤坂
のほろほろ鳥屋で酒を酌み久闊を叙したが、そのあ
と何年も経たないうちに彼は夭折した。約束を反故
にしたような妙な感じで辛かった。酒を飲むときは
原田君や川島信義君（西南学院大学名誉教授）が一
緒だった。今の福銀本店の裏あたりの小さい飲み屋
で安酒を飲んだ。酔っ払っては飲めない原田君のう
ちに泊まり、ご母堂にご迷惑をかけた。
　1960年、安保・三池闘争のさなか、向坂先生から
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東京で仕事をするようにという連絡があり、すぐ上
京した。九州大学を退官されたあとの向坂先生は、
大内兵衛先生とご一緒に社会主義協会代表としての
仕事に専念されていた。当時の向坂先生のお考えは、
誤解を恐れず大略すると、（１）日本の当面する革
命は日本を支配する独占資本とその政治勢力を倒す
社会主義革命である、（２）議会制民主主義が行わ
れている日本の革命は議会を通じて（議会で安定多
数を獲得することを通じて）平和的に行われる、（３）
革命を達成する主体は労働者階級である、（４）社
会主義革命によって樹立された政権は生産手段を国
有化し、計画経済を実施することによって国民生活
を向上させなければならない、（５）この政権はソ
連などと形は違っているが、プロレタリアート独裁
の政権である、というものであった。
　社会主義協会（以下協会と略称）はこの理論を現
実のものにするために、内外の政治・経済情勢の分
析、マルクス主義理論の研究、労働者教育につとめ
た。この理論にとっては労働組合や社会主義政党な
ど組織された力の強化がなによりも肝要なので、協
会は社会党や総評傘下の労働組合の学習活動に積極
的に参加し協力した。三池の「向坂教室」はその嚆
矢といえよう。
　上京したあとの私の主たる仕事は、先生のもとで、
労働大学の講師（経済学）をし、テキストを執筆し、
労働組合の学習会に参加することであった。
　安保・三池闘争を経て、協会には国会議員、労
組や青年政治組織の幹部の入会が増え、向坂先生
は、学者としてよりも政治団体や労働団体にたいす
る助言者的仕事に没頭されることが多くなった。そ
ればかりではなく、ソ連や東独のマルクス・レーニ
ン主義研究所との交流も始まった。先生は、『資本
論』の翻訳者として、社会党左派に強い理論的影響
力をもつ学者として、さらに三池闘争を理論面で支
えた「向坂教室」の主催者として、夙にソ連や東独
でも著名であり、協会と両国の研究所との交流がは
じまったのである。相互に代表団を派遣し、世界情
勢の分析、マルクス・レーニン主義の理論研究の成
果をめぐってシンポジュウムを開いたり、古都を訪
ねて文化面での交流を図ったりした。
　そのうちに協会は、「マルクス・レーニン主義と
は何か」を歴史的、理論的に検証する仕事を怠った
まま、事実上日本のマルクス・レーニン主義研究所
として振舞うようになった。かつては自らをマルク
ス主義の研究団体と規定していたが、いまやマルク
ス・レーニン主義の研究団体と称するようになった

のである。協会発行の文献に「レーニンは二月革命
から十月革命までの間平和革命が可能であると言っ
た」と、あたかもレーニンが協会と同じ平和革命論
者であったかのように仕立て上げる言説が載ったり
した。
　当時私は社会主義協会の理論機関誌『社会主義』
の編集長であったが、1968年のチェコ事件（ソ連お
よびワルシャワ条約機構軍がチェコの民主化運動を
武力で蹂躪した事件）の時には、先生から「協会の
見解はソ連の情報にしたがって書くように」という
指示が出た。「民主化運動について検討する必要は
ありませんか」と伺うと、「その必要はない。あれ
は反革命だよ」というお答えであった。その後、「日
本が社会主義国になったらワルシャワ条約機構には
いる」という週刊誌での先生の発言があったりして、
協会はソ連派だ、ソ連の手先だと非難されるように
なった。
　協会所属の国会議員から年金改革について問題
が出された時、先生は、「資本主義政府から金を貰
うとは何事か。馬鹿げている」と一蹴された。「改
良」という言葉を徹底的に嫌われた先生の一言であ
る。「改革の戦いをしなければ国会は暴露の演壇（周
知のレーニンの言葉）だけということになりますが」
という反問に、「それでいいんだよ」と云うお答え
があり、問答は終った。
　そんな状況が続くなかで、私は1982年に、鎌倉孝
夫君（当時埼玉大学教授）と相談して河出書房新社
から『現代資本主義と社会主義像』という本を出し
た。協会のマルクス・レーニン主義化に同意できな
い研究者たちが、「西ドイツ社会民主党の社会・経
済戦略」、「西ヨーロツパ社会主義の実験」、「ユーロ
コミュニズムと先進国革命」「ソ連社会主義は『発
達した社会主義』か」などの論文を書いて協力して
くれた。この本は、ソ連社会主義の批判、ユーロコ
ミュニズムや西欧社会民主主義の肯定的評価、を通
して協会を真っ向から批判する内容になっていたの
で、予期していた通り、協会の激しい反発を買った。
非難は当然理論機関誌『社会主義』の編集長である
私に集中し、私は編集長を辞した。そして、研究者
の多くとともに協会を離れた。この時点で、長い間
お世話くださった向坂先生ともお別れすることに
なったが、覚悟していたこととはいえ、実に辛い別
れであった。先生のお考えをずっと継承できなかっ
たという意味では、まことに不肖の弟子であった。
　先生が亡くなられたとき、朝日新聞の求めに応じ
て追悼の小文を書き、「一つの時代が終った」と結
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までの思い出話が中心でした。その中で特に入学し
てくる学生たちに伝えられたテーマ「大学で何を得
るのか」のお話は心に残りました。大学で得るのは

「知」だけではない。「三つの出会い」が大切だ。そ
れは、⑴良き師を得る事⑵良き友を得る事⑶良き書
物を得る事である。特に良き本との出会いはいつま
ででも無限に作ることが出来ると若き学生たちに話
されていたそうです。
　我が身に重ねてみて、大屋先生を始め　いまだに
尊敬してやまない諸先生、先輩や同期生、後輩を含
めた「良き師」、未だに夢や事の善悪を心置きなく
語り合える昔からの「良き友」に恵まれていると思
いますが、「良き書物」に関してはまだまだ未熟な
のを自覚しています。読書欲は旺盛でも量ではなく
質を求めなくてはとのお話しは反省させられました。
　時は瞬く間に過ぎ、遠路はるばる来られたゼミＯ
Ｂの方々と再会を約しつつ、ここもいずれ糸島の
ニューキャンパスに移るのではと残念に思いながら、
三畏閣に別れを告げました。
　大屋先生、これからもお元気に過ごされ、次回又
お会いしてお話を御伺いできる事を、楽しみにして
います。

（平成25年10月吉日、大屋ゼミ１期生同期・良き友
川田隆夫君、佐野壬彦君への報告を兼ねて記す。）

リ レ ー 随 想 　  

昭和40年代の九大生から見
た福博昨今―六本松、箱崎界隈

前福岡市副市長

靍川　洋氏
1970（昭和45）年卒

＜六本松地区＞
　九大の教養部のあった六本

んだが、先生が大きな希望を託された総評は解散し、
社会党は解党した。こよなく愛された三池労組もも
うない。協会が親交を結んだソ連や東独のマルクス・
レーニン主義研究所は別の機関に変わり、往時を偲
ぶよすがはない。偶然のこととはいえ、向坂先生の
ご逝去と相前後して世界も日本も大きくかわり、新
しい時代が始まった。

リ レ ー 随 想 　  

統計学ゼミナール同窓会

大屋ゼミ１期生

柴田　康之氏
1963（昭和38）年卒

　昭和37年に大屋祐雪先生（名
誉教授）が経済学部助教授にな

られ、統計学ゼミナールを開講されました。それか
ら幾星霜、ゼミは浜砂先生（名誉教授）に引き継が
れながら、そのゼミの卒業生たちがいつの間にか東
京や福岡、時には九重の大学の山の家で、年に何回
か「大屋ゼミ（統計学ゼミ）」と称して集うように
なりました。大人数だったり、少人数だったりしま
すが大屋先生を囲んで、飲み且つ語らって「夜のゼ
ミ」が続いています。
　昨年（平成25年）秋晴れの良き日には、全国から
老若男女の統計学ゼミOB約50名が箱崎に集いまし
た。今回の会場は、あの懐かしい箱崎の「三畏閣」
で設営されました。（幹事の嶋田君のグッドアイディ
アでした。）　我らが三畏閣はほとんど昔の儘の佇ま
いで、今は地下鉄箱崎九大前駅のすぐ近くに健在で
す。卒業以来初めて、52年ぶりの訪問でしたが、門
をくぐると威厳すら感じる建物に、当時の記憶がよ
みがえりました。
　米寿を迎えられた大屋先生は、奥様とご一緒にお
見えになられ、久しぶりにお会いしお話をお伺いで
きたのはうれしい限りでした。
　あの頃「貪り食った」記憶がある名物のすき焼き
を、昔の儘のスタイルで料理をしながら、懐かしさ
と共に味わいつつ、全員和気あいあいの時を過ごせ
たのは素晴らしい思い出と成りました。
　恒例の大屋先生の講話は、何時お伺いしても心に
残るようなお話で常に感服させられていますが、今
回は九大にお見えになられる前後から退官される頃

2013年10月　大屋祐雪先生米寿記念の会　　於　三畏閣
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松は現在ではすっかり様変わりしている。それは九
州大学が既存施設の老朽化、狭隘化と長年、福岡空
港の近接にあるため航空機騒音により、箱崎、六本
松、原田地区のキャンパスが既存キャンパス内での
再整備が限界のため、新たに福岡市西区の元岡、桑
原地区に移転することにより、世界的レベルの新た
な教育拠点の創出を目指して移転中のためである。
　私は昭和41年４月に入学し昭和45年3月に卒業以
来、福岡に就職したため、半世紀にわたって、ずっ
と福岡市と箱崎、六本松界隈の大きく変貌した姿を
見てきたのでその移り変わりの一端を報告したいと
思う。
　昭和40年代の六本松は西鉄の路面電車の城南線が
博多駅前から渡辺通り、六本松を通って西新まで
走っていた。練塀町など、今はない名前の電停もあっ
た。
　六本松は九大教養部の学生や七隈にある福岡大学
の大学生の街であった。そのため、当時はパチンコ
店、マージャン屋、古本屋、スナック、食堂、映画
館が多く並んでいた。大学には行かずに洋酒大学と
いうスナックに通って留年した者もいた。
　九大六本松キャンパスの周辺は商店街や住宅地が
広がり、独特の学生の街の貌をずっと残していた。
また、時には大濠公園まで足をのばして、ボートな
どに乗り、遊んでいた。教養部キャンパス内は食堂、
ミルクホールやプール横のクラブの部室でたむろし
たり、教養部の１年生と２年生前期までの間、運動
部や軽音楽部主催のダンスパーティで青春を謳歌し
ていた。クラスやクラブのコンパは大概、亭々舎で
すき焼きが定番であり、飲み過ぎた新入生はリヤ
カーを借りて下宿か寮まで運ばれていた。また、乏
しい小遣いをやりくりして、パチンコやマージャン
を覚えたり、トリス、レッド、ハイニッカなどをハ
イボールやコークハイで飲んでいた。まだ焼酎は今
のようにブームになっていなかった。
　昭和50年（1975年）に地下鉄建設のために西鉄の
路面電車の城南線や明治通りの貫線が廃止になり、
その後、平成17年（2005年）に地下鉄七隈線が開通
しても六本松界隈はあまり変わらず、西新や大橋、
天神が福岡市の発展と共に大きく変貌を遂げたのに
対して、学生の街としてあり続けた。
　しかし、平成21年（2009年）9月に六本松キャン
パスの閉校式を行い、西区伊都キャンパスに移転
し、さらに、平成22年から校舎の解体工事が始まっ
た。九大の六本松キャンパス跡地は約6.5haの敷地
面積で平成23年の跡地まちづくり計画によると北側

に「商業、業務、サービス、交通機能と居住機能等
の複合的利用」と広場、オープンスペースを挟んで
南側は「市内に点在している地方・高等裁判所と地
方検察庁、弁護士会館等の法曹界ゾーン」とし、“緑
と学びと人をつなぐ”をコンセプトに「青陵の街」
六本松をめざしたまちづくりが始まった。
　まず、今年平成26年２月から六本松キャンパス跡
地を九大から一括売却と跡地利用計画を引き受けた
ＵＲ（都市再整備機構）が北側の2.2haの開発事業
者を募集してＪＲ九州が決定し事業が始まった。そ
の北側の複合施設に老朽化していた舞鶴の福岡市立
少年文化会館がプラネタリウムなどを備えた青少年
科学館として平成29年には入居する予定である。５
年10年後の六本松キャンパス跡地は大きく変わって
いくことになると思われる。
　また、私は教養部時代には大濠公園に近い草香江
に下宿していたが、友人が樋井川沿いの田島寮に入
寮していたのでよくお邪魔していた。その頃でもま
だ、田島寮は旧制福岡高等学校の面影を残し、寮祭
では赤褌で寮生が樽神輿を担いで街に繰り出してい
た。また、幸いにも私は経験したことがないが、田
島寮名物の“寮雨”や“ストーム”も残っていた。
また、当時の教養部から各専門学部への留年率は約
10%と言われていたが、田島寮生の留年率は約20%
を超えると噂されていた。そのような田島寮敷地の
大半も現在では中村学園大学のグランドに変わって
いる。
＜箱崎界隈＞
　九州大学の各専門学部のある箱崎地区も大学の移
転やＪＲ九州鹿児島本線の高架事業などにより少し
ずつ街の様子が変わりつつある。
　我々の学生時代であった昭和40年代の箱崎は九州
大学の学生街と筥崎宮のある清閑なまちであった。
九州大学は海に近い西側には国道３号線と西鉄貝塚
線が千鳥橋、馬出三丁目、浜松町、網屋立筋、箱崎
松原、九大中門、貝塚と走っており、東側には当時
の国鉄鹿児島本線と宇美川に囲まれた地域があった。
　北側に農学部、松原寮があり、国道３号線側に文
系学部があり、さらに工学部、理学部と大学本部が
位置していた。南側の馬出、浜松町には移転しない
医学部、付属病院と歯学部、薬学部が今もある。
　大学の「伊都キャンパスへの移転スケジュール」
によると第Ⅰステージ（平成17年〜 19年）に工学
部の学生教職員5200人が移転し、第Ⅱステージ（平
成20年〜 23年）に基礎教育院（旧教養部）10800人
がすでに移転している。第Ⅲステージ（平成24年〜
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31年）には残りの理学部、農学部、文系学部（18300
人）が移転することになっている。
　箱崎地区の九大移転後の跡地のまちづくりについ
ては九州大学と福岡市と地元などによる「九大箱崎
キャンパス跡地利用将来ビジョン」などの検討がす
でに始まっている。歴史的建築物である工学部本館
などの保存などが関係者から望まれており、そう
いった九州大学の100年の歴史を生かしたまちづく
りが課題である。九州大学のある箱崎地区は大学の
街のため、福岡市がこの100年で大きく変貌したの
に対して、あまり変わらなかった。
　明治22年（1889年）に人口約５万人で市制が発足
した福岡市も平成25年（2013年）には150万人を超
えている。昭和50年（1975年）には山陽新幹線が博
多まで開通し、昭和47年（1972年）に政令指定都市
に指定され、地下鉄も昭和56年（1981年）に室見〜
天神間が開通している。
　平成元年（1989年）には市制施行100周年を迎え、
当時ではまだ珍しいアジア・太平洋をテーマにした
博覧会“よかトピア”を開催して大成功を収めてさ
らなる都市の発展の起点となった。海の玄関口博多
港には主に韓国や中国などから年間約85万人の海外
観光客が出入国しており、福岡空港は国際定期路線
がシンガポール、香港、バンコックなどがアジアの
主要都市20とつながっている。また、ＪＲ九州新幹
線―鹿児島ルートも平成23年３月に全線開通し、博
多〜鹿児島中央間が１時間19分に短縮した。
　しかし、九大のある箱崎地区は最近までほとんど
変わらなかった。九大正門前から箱崎宮前を通る通
称、大学通りは今も狭いままである。だが、鹿児島
本線沿いの箱崎駅前の道路は鹿児島線、笹栗線の高
架事業と箱崎土地区画整理事業により、すっかり、
様変わりしている。千代の松原や米一丸の踏み切り
もなくなり、箱崎駅と吉塚駅は高架駅となり、道路
幅員も４車線になっている。
　私は２年生の後半から、網屋立筋に間借りしてい
たが、風呂は外湯で銭湯の「恵比寿湯」か「大学湯」
を利用していた。冬の寒い夜などは「赤のれん」の
ラーメンを食べるのが楽しみで、まるで「神田川」
の世界のようであった。筥松の「梅乃湯」も新楽通
りの「大学湯」もすでに廃業している。
　さて、六本松の教養部も伊都地区への移転を待
たず、平成６年（1994年）に大学改革の一環とし
て、教養教育は全学共通教育として改変されていた。
我々の時代、教養部で社会人、大学人としての基本
的「教養」を学ばずに、コンパ、ダンパ、合コンと

ひたすらモラトリアムを謳歌し、さらに、70年安保
の学生運動が「教養部」廃止に拍車をかけたのかと
いささか、反省をしている。
　大学４年間のクラブ活動は新聞部に所属し、スト
ライキで授業の無い日も部室に通っていた。（九州
大学新聞は創刊昭和２年だが、現在、残念ながら休
刊中である）
　昭和43年１月の米原子力空母エンタープライズ佐
世保寄港や６月２日の米軍機ファントムの建設中の
大型電算機への墜落炎上による学生運動は急激に高
揚した。当初、総長を筆頭に全学をあげて板付基地
撤去市内デモ（約6000人）を行っていたが、昭和44
年１月５日未明の突然の米軍機引き降ろしや大学立
法の成立などに抗議して、九大でも次つぎに全学ス
トライキに入り、建物封鎖が行われていった。経済
学部でもストライキが続いたため、昭和44年の４年
生の時はゼミにも出席しなかった。主任教官は当時、
新進気鋭の川端久夫先生であったが、テキストはＣ・
バーナードの『経営者の役割』であり、マル経の九
大生としては馴染みがなく、経営者の役割は利潤の
追求以外にないだろうとストが解除になった10月以
降もゼミに出席しないままに卒業した。平成24年11
月第53号のリレー随想で当時の川端名誉教授も違和
感を持っておられたと書いておられ、少し、気もほっ
としているが、ゼミに出席しないままに卒業させて
もらったことに紙面を借りて深くお詫びと感謝を表
させていただきます。
　さて、今後、平成31年にかけて経済学部も箱崎か
ら西の伊都キャンパスに移転していくことになるの
でいささか、さびしい気もするが、福岡市のこの
100年の発展も地元福岡経済界の熱心な誘致活動に
よる九州大学の創立によるところであり、今後の
100年も伊都キャンパスにおいても、世界トップク
ラスの研究・教育拠点として「知の新世紀を拓く」
大学をめざすことを期待して、このＰＣを閉じたい
と思う。

リ レ ー 随 想 　  

とぜんなか・はなし

九州日野自動車株式会社

代表取締役社長

平川　憲一郎氏

1975（昭和50）年卒
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　このたび同期の中原君（九電）から同窓会報・リ
レー随想への原稿執筆依頼を受けた。原稿を書くの
は久しぶりの機会なので何を書こうかと頭が交錯し
たが、結局のところ“かしこまらずにありのまま”
でいこうと決めて“とりとめのないまま”に近況か
ら書き出した。
＜エピソードⅠ　学友との再会＞
　今年の５月10日（土）に経済学部・昭和50年卒の
メンバーを中心とした同期会「博多健人会」が福岡
の天神「雑魚屋」であった。同期会には中原君、中
野君（太陽神戸銀行）、中家君（三菱商事）、中村君

（ブリヂストン）、西嶋君（住友電工）、富井君（日
本長期信用銀行）、湯田君（住友生命）　川波君（九
大）、遠藤君（九大）、重岡君（三菱電機）など20人
が参加した。みんな学生時代と風体は変わっていて
も、話しているうちにだんだんと当時のことが彷彿
とよみがえりすぐに無礼講の席となった。歌手の太
田裕美に良く似ている同窓会事務局の藤原さんが紅
一点で花を咲かせていた。２次会のカラオケでは期
待に違わず往年のヒット曲が時を超え堰を切ったよ
うに延々と続いた。川波君のリクエストに応えて僕
は「亜麻色の髪の乙女」を歌った。昭和40年代のヒッ
ト曲である。翌日は「伊都ゴルフ倶楽部」での交流
コンペがあり８名が参加したが、原田君（三菱化成）
が見事優勝に輝いた。この日に備え準備万端の早田
君（旭硝子）、アメリカ生活で技を磨いた富井君が
優勝できずに悔しがっていた。中原君と僕はコンペ
には参加したものの蚊帳の外の存在だった。
　その後、６月６日（金）に「九州大学経済学部同
窓会」が博多駅近くの「ハイアットリージェンシー
福岡」であり同期の中原君や野瀬君（三井物産）ら
と一緒に出席した。同窓会役員の中野君も関西から
駆けつけ、会場は百数十人の参加で大いに盛り上
がった。
　話は少し横道に逸れるがこの同窓会に一緒に出席
した中原君と濱中君（東京海上）とは真夏の暑い時
期に当時の国鉄の周遊券を使って鳥取、島根や京都
に旅した思い出がある。博多駅に集合した３人だが
これから旅行に行くのに濱中君があまりの軽装で着
替えも歯ブラシもいっさい持ってこなかったのには
驚いた。僕たちは鳥取大、島根大の素泊り50円の宿
泊施設に布団も借りずにごろ寝した。天の橋立近く
の駅ではプラットホームのベンチで新聞紙を身体に
巻いて寝たがその時の感覚が今でも生々しく蘇る。
鳥取では砂丘を裸足で歩いた時のジリジリと焼ける
ような熱さが鮮明に残っている。

　僕は九州を出て長いこと愛知や東京に住んでいた
せいで福岡での九大の同窓会にはとんとご無沙汰
だった。それだけに経済学部同窓会の当日は興味
津々の思いと言うに言われぬ緊張感とで会場の空気
をうかがっていた。同窓会といっても現役の学生も
多数出席していてその場をなごませていた。貫・同
窓会長兼福岡支部長（九電会長）のご挨拶に続いて
ゲストである「如水庵」社長の森恍次郎先輩から店
名の由来ともなった黒田官兵衛にまつわる講話を拝
聴した。黒田官兵衛は戦では53戦０敗と無敵を誇り
上からは怖れられた武将であったが、後にキリスト
教に入信し人間主義を貫いた人でもあったという話
だった。現在放映中のNＨＫ「軍師官兵衛」でそう
いうくだりが放送されるとのことである。森先輩は
ＮＨＫで黒田官兵衛が取り上げられることを永い間
待ち望んでいてやっとのことで思いが実ったとのお
話もされたが、当日は経済学部ОＢで、九大経済学
部同窓会・東京支部長のNＨＫ籾井会長も出席され
ていて笑顔で応えられていた。
＜エピソードⅡ　九大入学時＞
　九大に入学してすぐに先輩がお祝いにと中洲に連
れて行ってくれた。僕は初めての中洲をおっかな
びっくりしながらも大いに満喫した。当時の中洲は
今よりもっときらめいていて、すぐに若者を受け入
れてくれるようなスポットだった気がする。那珂川
沿いのビルに若者がたむろするダンパ（ダンスパー
ティ）の店があって中家君や中村哲（三井アルミ）
君とよく行った。みんなと集まっては酒もよく飲ん
だが、当時はサントリーの角瓶が贅沢で、「たぬき

（オールド）」に至ってはめったに口にできなかった。
中洲には最後に締めで行く飯ごうで食べさせる食事
処があったがその店は今も健在らしい。
　教養部時代は田島に下宿していた。当時は近くに
まだ筑肥線の鳥飼駅があった頃だ。西日本新聞社の

1971年8月3日　天野橋立海水浴場
左から中原、濱中、筆者
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島村さんという当時活版部長だった方の家に間借り
していた。奥さんは僕が飲んで帰りが遅くなると枕
元に水差しを置いてくれる気のつく人だった。でも
ある日僕は突然リヤカーで勝手に引っ越し勝手に入
寮した。田島寮に何の手続きもしないままだったの
で寮務員さんからたっぷりしぼられた記憶がある。
寮では僕の部屋に毎日のように仲間がたむろし雀荘
と化した。部屋の壁には戦績表が何段にもグルリと
貼りめぐらされていた。香椎海岸からサザエを買っ
てきて電気コンロの上で焼くと貝の中の汁が垂れて
ニクロム線を断線させたこともある。しょうゆの焼
けた臭いや砂が混じりジャリっとしたサザエの食感
も寮生活の思い出である。
　箱崎でも寮生活は続き松原寮に移り住んだ。松原
寮は今も存在していると箱崎君（ＦＭ福岡）から聞
いた。僕はこの頃にクルマの免許も取り危なっかし
い運転テクニックながらも行動範囲を広げた。経済
学部でのゼミは国際経済論の木下悦二先生ゼミに入
りマルクス経済学を教わった。
＜エピソードⅢ　九大卒業後＞
　僕は1975年に九大を卒業し先輩の強力なリクルー
トで「トヨタ自動車工業」に入社した。同じ経済学
部の中村滋子さんもトヨタの同期入社であるが数年
で結婚退社したと聞いた。トヨタは入社７年後の
1982年（昭和57年）に「トヨタ自動車工業」と「ト
ヨタ自動車販売」が合併して現在の「トヨタ自動車」
となった。工販合併後の「新生トヨタ」は国内外で
の基盤を強化し大きく成長した。今や利益２兆円を
こえる大企業だが、僕が入社した頃は三河の地で「ト
ヨタモンロー主義」、「トヨタは石橋をたたいても渡
らない」などと揶揄されていた。それでもトヨタ生
産方式に代表される地道な改善努力や数々の苦労を
経て今日の発展につなげていった。僕はそういうト
ヨタからはたくさんのことを学んだが、その一つが
先人たちから受け継がれた行動規範である。トヨタ
の社員はいつも「感謝の気持ちと謙虚さ、そして常
に危機意識を持って行動」している。余談ではある
が「新生トヨタ」となり社歌を新しくつくるため社
員から作詞の募集があった。これは工販合併後の社
員の「心をひとつ」にしようというねらいであった
が、それに僕の応募作品が選ばれて今も歌われてお
り誇りに思っている。ちなみに作曲者は團伊玖麿氏
である。
　トヨタ入社時の面接で入社理由を「寄らば大樹の
陰」、昇進希望を「次長まで」と答えた記憶があるが、
今思えばもっと違う答えをしておけばよかったかな

と思っていたりする。
　トヨタでは「総務、広報、宣伝、国内営業」と様々
な部署を経験した。入社して最初に配属された部署
は「総務部管財課」で仕事の中身は社有地の売買、
賃貸借、管理などだった。クルマ会社とは無縁のよ
うな仕事だったので不思議に思っていたが、仕事柄
たくさんの人との付き合いがありそのときの経験は
今の仕事にも大いに役に立っている。その後、「広
報部」での勤務を経て「宣伝部」へ異動となり入社
して初めて東京に転勤となった。新天地での不安も
あったがそれは杞憂に終わり、まだバブルの香り漂
う花の都で活気ある日々を謳歌できた。「宣伝部」
では主にＣＭ制作を担当し多くのタレントを起用し
た。藤井フミヤ（久留米出身・当時チェッカーズ）、
木村拓哉（スマップ）、村上龍（佐世保出身・作家）、
石田ゆり子（女優）、加藤紀子（タレント）などで
ある。当時はテレホンカードがブームの頃でタレン
トの載ったテレホンカードをプレゼントするとクル
マが買ってもらえるような良き時代でもあった。で
も今でも記憶に新しい神戸の震災や地下鉄サリン事
件が起きて社会不安が増したのもこの頃である。ト
ヨタでは「宣伝部」の後に「国内営業部」に異動した。

「国内営業部」で販売会社の販売面や収益面での経
営体質強化の支援に携わった後に「ダイハツ」と同
じトヨタのグループ会社である「日野自動車」に転
籍した。
　「トヨタ自動車」から「日野自動車」に移り今年
で10年目となる。「日野自動車」では国内営業部門
の執行役員まで経験し、２年前の平成24年４月から
は「日野自動車」の子会社である「九州日野自動車」
というトラック・バスの販売会社で社長として勤め
ている。当社はまだまだ成長過程の会社ではあるが、
社員の質は高く将来性のある会社だと思っている。
福岡市は人口約150万人で男性70万人、女性80万人
と女性が10万人も多い。当社の女性は今のところ全
社員の１割程度だが今後は採用も増やし活躍できる
場を広げていきたいと考えている。余談ではあるが
女子会にも時々呼んでもらっている。とにかく今は
全社員一丸となって「もっといい会社にしよう」を
スローガンに「経営改革」に取り組んでいるところ
である。
＜エピソードⅣ　里帰りした福岡の印象＞
　転勤のおかげで39年ぶりに福岡にそれも縁あって
九大の本拠地である箱崎に里帰りした。福岡にきて
早々に箱崎キャンパスでの「九州大学百周年記念式
典」に出席し福岡にきたという実感が湧いた。私生
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活ではしばらくは博チョン族の夢を堪能できたが、
昨年８月に女房も福岡にきてくれて今は犬２匹（黒
ラブ＆ジャックラッセルテリア）とともに暮らして
いる。宇美川の水面を眼下に見下ろすマンションの
４階で狭いながらも楽しいわが家を満喫している。
　福岡は人も街も活き活きしていて大変魅力的であ
る。加えて美味しいものや新鮮な驚きが多い。時間
を見つけては女房と一緒に自宅の箱崎から博多駅、
天神界隈まで歩いて行ったり、一日乗車券を使って
ランチを兼ねて街めぐりをしたりしている。時には
クルマで糸島の「伊都菜彩」や「むなかた」「うきは」
など話題の「道の駅」を往来し地産地消をしっかり
堪能している。
　学生時代は六本松から天神まで運賃25円のちんち
ん電車に乗り、当時は「神

じん
ブラ」といって天神を下

駄で闊歩していた。「神ビル」と「福ビル」が街の
ランドマークでありビアガーデンのメッカだったよ
うな記憶がある。当時天神に「マツヤレディス」が
華々しくオープンした。当時も今もそうだがやはり
福岡は女性中心の街づくりが良く似合う。
＜エピソードⅤ　再生＞
　九大に「食譜（しょくふ）」という音楽の楽譜に
なぞらえた食の研究が行われていると聞いた。僕の
記憶違いで無ければ「食譜」とはおいしいものを次
代に残すべく食品の成分を数値化しいつでも再生可
能にしている研究とのことである。また「再生医療」
の分野では今日IＰＳ細胞の研究進化で人の臓器も
近い将来には再生可能になるという。このような「デ
ジタル」な再生可能の時代は人類の将来にとって少
しでも早い実現が望まれる。その一方で過去の楽し
い思い出を気のおけない仲間と一緒にたどたどしく
呼び戻すことも「アナログ」な再生で捨てがたい。

【筆者注記】友人名のあとの（　）内は就職時の企業名を

記載した。　

【編集部注記】
　題名の「とぜんなか・はなし」は平川氏のご出身の佐賀
の方言で「とりとめのない話」の意味で使われています。
ところが、編集会議で、熊本や鹿児島では「寂しい」とか「も
の悲しい」とかの意味になるという話が出てきました。こ
れだと、平川氏の気持ちとは大きくかけ離れますので、注
記が必要だろうということになりました。漢字では「徒然」
で、音読みが「とぜん」、訓読みが「つれづれ」です。兼好
法師の「徒然草（つれづれぐさ）」の「つれづれ」です。或
る古語辞典でみると、「つれづれ」①物事がいつまでも変わ
らず長々しく続くさま。②変ったこともなく、単調で気の
まぎれることのないさま。手持ち無沙汰で退屈なさま。③
ひっそりと閑散なさま。がらんとして物寂しいさま。「とぜ
ん」①ひまで所在ないこと。無聊。退屈。②孤独で寂しい
こと、と説明されています。変化や変動の無いさまが基本
形で、肥前では「退屈」「とりとめにないこと」へと傾き、
肥後・薩摩では「孤独」「物寂しいさま」が強調されること
になったのでしょうか。
　因みに、徒然草は静思静観の随筆文学とされています
が、兼好がある事情で結婚できなかった恋人との逢引、往
来、裂かれ、死別、追憶を、105段、37段、31段、36段、32段、
104段、30段、29段の順番で密かに織り込んだ告白文学でも
あるとの見方もあります。（光田和伸『恋の隠し方――兼好
と「徒然草」』青草書房）。
　「北の屋陰に消え残りたる雪の、いたう凍りたるに」と始
まる105段では、「人離れなる御堂の廊に、なみなみにはあ
らずと見ゆる男、女と長押（なげし）に尻かけて物語する
さま」（人気のない仏堂の廊下に、普通の身分とは見えない
男が、女とふたりでなげしに腰掛けて親密に語らっている
様）と現代用語で言うデートの情景が描かれています。次
に37段では「朝夕、隔てなく馴れたる人の、ともある時、
我に心おき、ひきつくろへるさまに見ゆるこそ」（夫婦同然
に暮らしている女が、ちょっとした瞬間に、何か遠慮をし
ている様子を見せるのこそ）と続きます。間を略して、30
段では「人の亡き跡ばかり悲しきはなし」と法事と墓場の
様子を語り、最後は29段、「静かに思へば、万に過ぎにしか
たの恋しさのみぞせんかたなき」「残し置かじと思ふ反古（ほ
うご）など破り棄つる中に、亡き人の手習ひ、絵かきすさ
びたる、見出でたるこそ、ただその折の心地すれ」（身辺整
理中に今は亡きあの人が字や絵を書いた紙が出てきた。あ
の日あの時間に私は帰ったような気がする）。如何でしょ
う？　兼好の悲恋物語は、秋の夜長の読書にふさわしいか
も知れません。　　

九州日野「女子会」〜平成25年7月　天神「バルポポ」にて

昭和50年卒「同期会」〜平成26年5月10日天神「雑魚屋」にて
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リ レ ー 随 想 　  

私と九州大学

養父　規幸（旧姓:山本）氏
1977（昭和52）年卒

　今年の４月に、福留久大先生
から、そしてそれを追いかける
ように九大経済学部同窓会本部

から同窓会報への寄稿の要請を頂いた。会報なんて
パラパラッとめくってタイトルや執筆者等で私のセ
ンサーにひっかかった記事を２つか３つ読む程度
だった。それでもリレー随想の格調の高さや執筆者
のスゴさや内容の素晴らしさは知っていたし、九大
在学中も卒業後の人生も人に語るようなものを持ち
合わせていないので、お引き受けして良いものか一
旦は躊躇したが、人に頼まれるとノーと言えない、
人が言ったこと「何でも良いんですよ」を100%額
面通りに信じてしまうという性格から、パソコンの
キーボードを２本指で打ち始めることにした。リ
レー随想の品格を落とし読者諸兄からひんしゅくを
買うことになるのか、ハードルを下げることで今後
の寄稿者増に結びつくのか、心配したり楽観したり
しつつ。
　父親が九大卒だったことと、誰もがそうであるよ
うに小学校に入るまでは神童だったことから、もの
ごころついた頃から「ノンチャンは将来九大の医学
部に入るっちゃもんねー」と言われていた。父親の
仕事の関係で北海道の小学校卒業と同時に福岡の中
学校に入学することになったが、担任の先生から頂
いた色紙には「九大目指せ！」と書いてあった（小
学生の卒業記念色紙なのに）。普通、小学生の夢は
プロ野球の選手だったり、新幹線の運転手だったり
するものだが、私の夢は「九大に入る」だったのだ。
　中学時代は、これまた父親が前身の旧制筑紫中学
卒だったことから、私の夢は一時的に「筑紫丘高校
に入る」に変わった。しかし九大はそう簡単に私の
目の前から消えなかった。３年生の初夏に突然父親
が「今からファントムを見に行くそ!」と叫んで私
を箱崎に連れて行ったのである。当時は立ち入り禁
止の規制も甘く、電算センターの建築現場に入るこ
とができ、地上十数メートルのところに引っ掛かっ
た米軍機ファントムを下からながめながら「ここが
九大か」と筑紫丘高校の先にある夢を再認識させら

れた。
　高校に入ると一気にただの人になってしまったが、
テレビドラマの「アテンションプリーズ」にはまり、
成績的には実現の可能性は非常に低かったにもかか
わらず、その頃の夢は「九大の航空学科に入り日本
航空のエンジニアになること」だった。しかし、日
本でテレビ放映が始まった1953年に生まれたテレ
ビッ子で、アニメ、連ドラ、歌番組、スポーツ実況
を見るのが大好きで、「人間は８時間寝なければダ
メ」と信じていた上に生物や化学が大の苦手だった
ので、３年の３学期に文科系に転向し、夢も「九大
の経済を卒業後日航のパーサーになる」に変えた。
そんな人間が現役で合格するはずもなく、浪人生活
へ入るが、筑紫丘高校付属予備校に入ったため、高
校生活の延長になってしまい、授業中に冗談を連発
したりガムの包装紙のコレクションを競ったりで、
得意の数学/物理/地理で高得点を上げるも、英語と
国語は40点台、世界史が平均点でギリギリ合格でき
た次第。
　少し遠回りをしながら夢の九大に入ったが、子供
の頃からの夢を実現してしまったので、一安心して
しまい、日航のパーサーになるためのロードマップ
を描きそれに向かって進む意欲を持つことはなかっ
た。だからといって無為に過ごした訳では無く、当
時の多くの大学生がそうであったようにそれなり
に充実したモラトリアムを過ごした。私の４年間
は、水泳部／バイト／海外旅行／経済学部の４つの
キーワードでその想い出を語ることができるが、恥
ずかしながら、経済学部に関する想い出が一番少な
い、というよりほとんど覚えていないのである。以
下、その少ない想い出を一つ一つ掘り起こして行く。
　教養部時代はL12クラス（名前が「は行」以降の
経済学科と経営学科の50数名）に在籍した。担当教
官は福留先生だった。L12の２回生主催の新歓コン
パの前に撮った集合写真が手許にある。カメラの性
能のせいか撮り手のせいか、クラスの半数しか収
まっていないが、若かりし頃の福留先生/原田先生
も写っている。早く仲間の顔と名前を憶えようとし
たのか、一人一人の顔に名前を記しているところが
いかにも私らしい。アルバムの写真の横には「直後
のコンパでは顔面ヘドだらけが続出」と書いてある。
六本松の想い出といえば、ノンポリ水泳部の私と同
じくノンポリ遊び人と民青と黒ヘルの４人で政治と
思想の話題抜きで麻雀をやったことと、学園祭で隣
の文学部が大きな黒字を上げているのに、経済学部
のL12はタコ焼き屋で（調味料は全て私の実家から
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持って来てタコの代わりにイカを入れたにもかかわ
らず）収支トントンだったことくらいか。
　箱崎の経済学部での授業で覚えているのは、（佐
賀大から非常勤で講義に見えていた）荒川米一郎先
生が経営学の講義で「無借金経営の松下電器」を連
呼されていたこと、マークシートを何枚も塗りつぶ
しFORTRANで10人を背が高い順に並び変え、平
均身長/偏差値を出すプログラムを作ったこと、深
町先生の「Speculationを沈思黙考と訳したある有
名な教授がいる」とか、「W-G-Wをダブリュージー
ダブリューと言った学生がいる」といった作ったネ
タじゃないかと思うくらいのおもしろいお話し等か。
　ゼミは、水泳部の川波先輩（そう、2011年３月ま
で経済学研究院長をされていたあの川波洋一先生で
す）がいらっしゃる安心感と先生のお話しがおもし
ろかったことから深町ゼミを選んだ。当時の写真が
あるが、川波先生のみならずこの中から何人もの経
済学の教授を輩出しているレベルの高いゼミだった。
せっかく手にした退職金も株や投資信託へ投資でき
ず、銀行や郵貯で低利の運用をしているのも「株式
はゼロサムなので儲けるヤツがいると損するヤツが
いる」というゼミでの深町先生のお話しが私のトラ
ウマとなっているからに他ならないのだが。
　卒業までに『資本論』くらいは読みたかったが、『経
済学批判』を読むのが精一杯だった。L12からの友
人の湯浅や福崎と深町先生の部屋で自主ゼミを開き
稚拙な議論に夢中になったことや、「ヒルファーディ
ングは死なず！」というやけにキャッチーなタイト
ルをつけた卒業研究レポート作成に取り組んだこと
等もゼミの想い出である。
　オイルショックが尾を引いている時期に就活をス
タート。夢の日航は採用ゼロだったため、住銀、ト
ヨタ自販、東京海上、新日鉄に挑むも連戦連敗、三
井物産と松下電器にかろうじて残り、重役面接の時
の安川専務の人柄に魅かれ松下電器にお世話になる
ことに。「失敗した!」と思った。松下電器では九大

卒ということが全くと言って良いほど意味を持たな
い。学歴や学閥は関係無い実力主義（色んな種類の
実力があることは否定しないが）の会社だったのだ。
当然、三井グループの社内での三田会のような活動
は御法度。ところが九大ＯＢは他大卒に比べ九大卒
であることにより強い思いがあるのか、そんな社風
の松下電器であったが、「筑紫会」という九大ＯＢ
の会があり、数年に一度懇親会が開かれていた。出
席する度に、松下電器の否、日本のエレクトロニク
スの発展に、多くの九大ＯＢの方が貢献されてきた
んだなー、と感じた。そこで聞いた良い話しが、「大
学合格者数高校ランキング2014によると、東大は上
位10校の内８校が私立。つまり、金持ちの子息しか
行けない大学。一方、九大は上位10校全てが公立で
あり、人間力の観点から東大より優れていると言え
る」という話し。悪い話しが、「同期の人事職能の
人間に『俺達の頃って、文科系はほとんどのヤツが
誰でも知っているいわゆる有名一流企業に、しかも
１社に５名とか入ってたけど、最近の九大経済学部
同窓会報の卒業生就職状況を見ていると、あまり
知っている会社は無いし、５名単位で入っているの
は九電とか地元の地銀くらいなのは何故？』と聞い
たら、『有名一流企業は経費節約の為九州で会社説
明会をやらなくなった。一方で、九大は東京や大阪
まで会社説明会に行く積極的な学生が少なくなった。
結果、有名一流企業はTOEIC800点で一芸に秀でた
即戦力になる首都圏の有名私立大学の学生を採用す
ることに』という答えが返ってきたこと」である。
　失敗したと思ったのもつかの間、パナソニック大
好き人間として33年間の会社生活を送り、インセン
ティブに目がくらみ57歳で早期退職して悠々自適
の生活に入って、ふと思った。「俺のアイデンティ
ティーって？」山本さんとこのノンチャン、春吉中
野球部の…、筑高バレー部の…、九大水泳部の…、
松下の…。私みたいな凡人はこれといったアイデン
ティティーは無く、その時々の属性でしかなかった。
それ故、松下を辞めた途端に何の属性も無くなって
しまい、従って、アイデンティティー喪失症になっ

L12　新歓コンパ　1973年
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てしまったのだ。しかし、あくまでポジティブシン
キングの私は、しばらくspeculateして以下の結論
に達した。「今の自分が自分であるのは、両親や在
籍した学校や会社が影響していないはずは無い。父
親は亡くなったし学校も卒業したし会社も退職した
が、あの両親に育てられたこと、あの学校と会社に
在籍した事実こそが私のアイデンティティーなの
だ」という訳で、２年に一度の春中同窓会、九大水
泳部五輪ＯＢ会、毎年行われる筑高同窓会にはほぼ
皆勤賞ペースで出席し、筑高同窓会関西支部長と九
大水泳部後援会関西支部長（といっても名簿管理や
宴会準備等の事務局兼務だが）をやらせて頂いてい
る。もちろん、九大関西同窓会にも九大経済学部同
窓会にもよほどのことが無い限り出席させて頂いて
いるし、100周年の時は身の丈以上の寄付もさせて
頂き、（余命を計算し、終身会費こそ払っていないが）
同窓会費もしっかり払い、同窓会報への寄稿を依頼
されれば二つ返事でお引き受けしている。「還暦同
窓会」と銘打って11月８日に福岡で８年振りに開催
される九大経済同期会（この拙文が掲載される号が
発行される頃と前後するが）を楽しみにしつつパソ
コンをシャットダウンすることにする。

リ レ ー 随 想 　  

I�can�do�it!
有限責任監査法人トーマツ

濱�　佳織氏
2011（平成23）年卒

　この度は、九州大学経済学
部同窓会報第57号の「リレー
随想」に投稿の機会を賜り、

誠に有難う御座います。折角頂戴した機会ですので、

学生時代、社会人生活
を振り返り、今思うこ
とについて書かせてい
ただきます。
　はじめに、私自身の
ことについて簡単に紹
介させていただきま
す。2007年に鹿児島県
立鶴丸高等学校を卒業
後、同年九州大学経済
学部経済工学科に入学、
2011年に卒業いたしま
した。その後、2011年
に有限責任監査法人トーマツ東京事務所に入所し、
現在、総合商社や外資系日本法人等、グローバルに
事業を展開する上場会社等を中心に監査業務に従事
しております。
～学生時代～
　2007年、大学進学にあたり、将来の職業を見据え
た学部の選択をしようと、あれこれ悩んでいました。
最終的には手に職をつけたいと私が選んだのは公認
会計士になることでした。高校生の私が公認会計士
という資格を知っていたのは税理士業を営む父の影
響が大きかったと思います。もともと勉強嫌いで
あった私が簿記も全く知らない状態で公認会計士の
勉強を始めるのは、とても苦痛だったことを覚えて
います。勉強を始めたころは女子バスケ部に所属し、
バイトを掛け持ちし、大学の授業数も多かったこと
を理由に、ほとんど勉強していませんでした。しか
し、周りの友達や、同じ勉強をしている仲間に支え
られ、いつの間にか、苦痛だった勉強も新しい知識
を習得することの喜びや、これに皆と受かったら嬉
しいだろうなという前向きな気持ちに変わっていき
ました。確かに、周りの友達がバイトや旅行や飲み
会、サークルで楽しそうにしている中、公認会計士
の勉強に集中するのは難しく、誘惑も多かったです
が、一度定めた目標は達成してからでないとやめら
れないという、負けず嫌いな性格が幸か不幸か私を
熱中させました。今思えば、もう一年勉強し続ける
気力も体力もなかったのに、就職活動もせず、よく
試験にかけたな、とも思いますが、それだけ全力で
やっていたのだと思います。全力で向かっていた目
標が、一緒に頑張っていた仲間と共に達成された喜
びは今でも忘れられません。
　会計士試験合格後はゼミ論やバイト、旅行、だら
だらした生活など今思えば二度とない貴重な人生の

1976年3月　経済学部　深町ゼミ追い出しコンパ　於 三畏閣
前列中央　深町先生　右端　川波先生 2011年 勉強仲間だった先輩たち

左から首藤洋志さん白川恵子さん
佐潟直弥さん、筆者
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夏休みを過ごしました。ゼミでは内田交謹先生に
ファイナンス論のご指導を頂き、ゼミ論では満足の
いく研究ができたと嬉しく、先生には感謝しており
ます。また、ゼミの後輩と行ったNY旅行では、泊
まった安宿で隣のベッドだったオーストラリア人と
意気投合し、その後一年に一度はオーストラリアか
日本で会っていることも、人との出会いの貴重さを
学び、グローバルな友人関係に積極的になる機会と
なりました。
　資格取得等直接的な学びに限らず、バイトでも旅
行でも、自らの感じ方、考え方で学ぶことは沢山あ
ると実感した有意義な学生時代でした。
～社会人生活～
　2011年大学卒業より一足早く有限責任監査法人
トーマツに入社し、早くもその春、３月決算会社の
監査業務に携わることになり、大学生活からは一変、
公認会計士としてクライアントに往査することとな
りました。実際には、公認会計士試験合格者は原則
約２年の実務経験を積み、補習所に３年ほど通った
後、公認会計士協会が行う修了考査に合格すること
で公認会計士に登録することができるため、正確に
は公認会計士試験合格者であって公認会計士ではな
いのですが、クライアントの方から見れば公認会計
士であり、資格のプレッシャーも感じました。もち
ろん、実務の世界で通用する知識や経験は全く備
わっておらず、またビジネスの理解や、英語の契約
書や書類での業務にも大変苦労しました（今でも
苦労していることに変わりありませんが）。しかし、
周りの優秀な先輩や同期、クライアントの方たちに
囲まれ、とても刺激的な日々を送っており、日々の
業務がとても貴重な経験だと感じています。
　四半期レビューや内部統制監査、３月決算以外の
会社の監査等の業務があるため、年中忙しく働いて
いますが、上司、先輩、後輩、同期には大変恵ま
れ、家族のような温かい監査チームでお互いに助け

合いながら、真剣に、時には冗談を言い合いながら
業務に取り組んでいます。たまの休日には業務を超
え、チームでBBQをしたり、同期と海外旅行に行っ
たり、屋久島旅行に行ったり等プライベートも共有
し、悩みも相談しやすく、業務で忙しくても同期と
会うと元気になるという良い関係が築けています。
　これからも、どんなことからも何かしら学ぶとい
う意識を持ち、日々の業務に、プライベートにと存
分に楽しんでいこうと思います。

　

～今思うこと～
　私が今思うのは、いつも全力で取り組めば目標は
達成でき、また全力で取り組むからこそ達成したと
きの喜びは大きく、さらに自信がついて次も頑張れ
るということです。また、その時を共有した仲間は
かけがえのない存在であり、とても良い関係が築け
ます。これからも、様々な困難が立ちはだかり、も
うこれは無理なのではないかと思うこともあるとは
思いますが、できると信じることで、また多くの仲
間と協力することで、乗り越えていきたいと思いま
す。

リ レ ー 随 想 　  

「九大」という旗

三井不動産リアルティ株式会社

　　北山　隆之氏
2012（平成24）年卒

○２年と半年
　私が九州大学経済・経営学

科を卒業したのはもう２年と半年も前のこと。岡山
の実家に帰ると祖父はよく言う。「ついこの間卒業
したと思うとったのに、時の流れははやいのう〜」。
祖父からしてみれば、２年と半年なんてほんの一瞬

2013年　同期との屋久島旅行

2012年　同期とのモンゴル女子旅　
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の出来事なのだろう。しかし、私にとってはそうで
もない。たしかに十代の頃に比べたら、二十代の時
の流れは加速した。特に社会人になってからは、１
週間や１カ月はあっという間に過ぎて行く。朝にな
れば会社に行き、夜も深くなったころに家に帰る。
先日プライベートで高速道路を走っている折に、数
カ月ぶりに夕暮れから夜に変わっていく空をみた。
普段は日が落ちていく様をみる日なんてほとんどな
く、これが働くということなのだなーと思う。とは
いえ、私はゆとり世代。昔に比べれば、ましな環境
で働かせてもらっているのだとも思う。
　私は今、神奈川で不動産の営業をやっている。ま
だ入って半年で、毎日失敗しては学ばせて頂いてい
る。社会人という生き物に少しずつなりつつある段
階だ。たまーに九大の時の同期を思い出し、負けて
られないと自分を奮い起たせる。
○私と九大
　私は九大を卒業したあと、すぐ働きだしたわけで
はない。２年間、東京にある大学院で大学院生をし
ていた。４年生のときに、進路についてはっきりと
した答えがみえず、まだ勉強をしたいという漠然と
した思いをもとに大学院を受けた。合格をもらい、
進学を決めたのは、ヨーロッパのスウェーデンあた
り。ゼミの卒業旅行の最中だった。当時交際してい
た子が東京に行くし、他に行くとこもないし、進学
してみようというくらいの軽い気持ちだった。しか
し、もちろんそんな中途半端な気持ちで物事はうま
く回転しなかった。結局交際していた子とも別れ、
大学院も不登校気味になり、どん底の夏は今から
ちょうど２年前あたり。「わざわざ九大を出て俺は
今何をやっているんだろう？」と本気で思った。九
大のころの友人たちとも、もう連絡すらとりたくな
かった。惨めな気持ちはもうたくさんだった。
　しかし、そこで私と九大の縁は途切れたわけでは
ない。むしろ卒業して東京に来て、大学院生をして

いたからこそ出来た縁がある。それは九大経済学部
同窓会東京支部との縁。たまたま友人に誘われ、４
月に九大経済学部同窓会東京支部主催で行われた新
卒者歓迎会というイベントに私は行っていた。そう、
私がまだギラギラとしていたころだ。そこで出会っ
たのが、九大OBであり、東京支部理事のI氏。
　I氏は私の状況を知ってか知らずか、時おり飲み
に連れていってくださり、九大同窓会のイベントに
誘ってくださった。そこに行くことで、九大時代の
友人や先輩方と会う。今だから言えるが、正直同期
たちの仕事の話を聞くのは苦痛なところもあった。
輝かしい話を聞けば聞くほど、自分の現状がなぜか
馬鹿みたいに思えたからだ。仕事をしているほうが、
勉強しているより偉く立派だと考えていたからだ。
本当に、若く馬鹿だったと思う。それは比べられる
ようなものでもなく、根拠もない思い込みに過ぎな
いというのに。
　ともあれ、I氏のお陰で私は卒業して違う大学院
にいながらも、九大の旗のもとにいられた。卒業し
て会わなくなっていた友人、卒業してから知り合っ
た友人や先輩方と繋がりができ、今もそれは保たれ
ている。たまたま大学院生という、時間に余裕のあ
る立場だったので、色々と同窓会活動の手伝いをさ
せてもらっていたところついに理事という肩書きま
で頂いてしまった。昨年度の卒業式では、同窓会広
報担当として九大箱崎キャンパスにも行かせて頂い
た。まさか、自称九大OBの恥あるいは落ちこぼれ
の私が、再び卒業式に来るとは全く思ってもいな
かった。私なんかに偉そうにされた後輩たちに申し
訳ない。さらには私が同窓会と関わるきっかけと
なった新卒者歓迎会の企画運営までやらせていただ
いた。齢25にして言うことでもないが、人生とは何
が起こるか分からない。
○九大で学生生活を過ごした意味
　在学中の仲間たちはほとんど福岡で働いているの九大卒業式。天神にて学友と

2014年度　東京七夕総会にて
左から　ゼミの学友：中村龍太、恩師：鷲崎俊太郎先生、筆者
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で、会う機会は少なくなった。それでも私たちは、
九大の旗のもとに今でも集まる。来年には学友が２
人結婚式をあげるので福岡まで駆けつける予定だ。
それに、同窓会関係でたまに九大OB、OGで関東に
て集まったりもしている。もともとは全くの他人同
士が、「九大にいた」という事実だけで同じ席に座
り、盃を交わす。それも、本拠地福岡から遠く離れ
たこの関東の地で、だ。九大という旗の力の偉大さ
を、そのたびに実感する。
　「なんのために、九大に行ったんじゃ」と私は今
でも親や祖父に言われる。どうにも私の勤め先が気
に入らないらしい。あの九大に行ったくせに、その

程度の会社しか入れんのかと。私は今の職場を気に
入っているのだが、たしかに先輩方、同期の経歴を
みるとまだまだ頑張らねばならぬらしい。
　ただ、私は九大に通った意味はあったと思ってい
る。それは具体的なものではない。九大という旗の
もとに集う資格、そしてその結果生まれた人の環の
広がりこそが私にとっては財産であり、この社会を
生き抜く武器である。私はそう考えている。
　最後になりましたが、今回このような機会を与え
てくださった同窓会のＦさんならびに関係者の方々
にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ
いました。

人�物�往�来�〜新教員紹介
小室　理恵　准教授

【担当講義】
学部　「経済数学」
　　　「経済工学演習」
学府　「応用数理Ⅱ」
　　　「経済数学特研」　

【自己紹介】
　はじめまして、本年度４月に着任しました小室理
恵と申します。生まれ育った場所は東京ですが、米
国シアトルの大学院で学位を取得し、その後、しば
らくニュージーランドの大学で働いておりました。
昨年度は、ノルウェーのトロンハイムという小さな
町にある大学で研究生活を送っていました。この度、
母国に戻ってきたことを大変うれしく思っておりま
す。
　専門は応用数学で、これまでは生物、医学分野で
研究をしてきました。大雑把な言葉を使えば、「数
理生物学」という分野なのですが、私が携わってき
たのは、主に数理モデルの構築とシミュレーション
です。ある現象において数理モデルを構築する、つ
まりその現象を表す数式を考え、それを元にコン

ピュータでシミュレーションすることによって、目
に見えないところでどのようなことが起きているか
を予測、あるいは将来、何が起きるのかを予想する
ことができます。そのようなことを、生物、医学分
野における現象に関して行ってきました。このよう
に経済とは全く異なる分野で数学を応用してきたわ
けですが、この度、伝統ある九州大学経済学研究院
で働く機会をいただいたのをきっかけに、経済分野
への応用へと発展させていきたいと考えております。
　さて福岡ですが、過去に一度空港を利用したこと
があるだけで、賑やかな天神や立派な博多駅が大学
にも住居にも近いという便利で快適な暮らしを送
ることができるとは予想もしておりませんでした。
キャンパスからは山が見え、海も近いという環境は
気持ちの良いものですが、やはり、一番うれしく思っ
ていることは、食べ物全般がお手頃な上に新鮮でお
いしいということです。
　新しい場所、慣れない環境で周りの方々にはご迷
惑をおかけしてばかりの毎日ですが、少しずつ研究
院、そして同窓会の発展に貢献できるように、努力
していきたいと考えております。どうぞよろしくお
願いいたします。

濱砂敬郎名誉教授は、1965年九大入学以来、経済学部内外にわたって広い交友関係を築かれ、同窓会に
も多大の貢献をして下さいました。研修先フランクフルトでの急逝に際会し、信じ難い思いで、下記の
通り、送る会を企画致しました。

濱砂敬郎先生を送る会・日時、 2014年11月23日（日曜）13 ─15時。場所、都久志（つくし）会館、福岡市中央
区天神４-８-10、（私学会館ガーデンパレス南隣）、 ☎092-741-3335。会費（運営費）2000円。世話人代表・近昭夫（九
州大学名誉教授）、連絡担当・嶋田正明（大屋祐雪ゼミ後輩、1979年 卒、Tel・080-1533-5585）。平服着用のこと。
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潮﨑　智美　准教授

【担当講義】
学部　「財務会計」「外国書講読
　　　（英語経済）」「英語Ⅳ」
学府　「財務会計特研Ⅰ」
　　　「財務会計特研Ⅱ」

【自己紹介】
　本年度、経済学研究院に着任いたしました潮﨑智
美と申します。広島市立大学国際学部に12年間勤め
たのち、現職に就きました。
　専門は、会計学（財務会計・国際会計）です。グ
ローバル化が進展する社会において、グローバル・
スタンダードがどのように形成・承認されていくの
かを、金融や証券の分野とともに他の領域に先んじ
て進行する会計領域のルールの国際的制度化を取り
上げて研究しています。特に、大陸ヨーロッパ型会
計制度をもつドイツが、英米型会計基準である国際
会計基準（IFRS）を導入する際の対立と調整の問
題が中心的な研究テーマです。明治期にドイツ普通

橋本　由紀　講師

【担当講義】
学部　「労働経済」「外国書講読
　　　（英語経済）」「経済工学
　　　基本演習」「経済工学演習」
学府　「労働経済学特研Ⅰ」

　　　　　　　　　　　　「経済工学特論」
【自己紹介】
　2014年３月に九州大学に着任いたしました橋本由
紀と申します。２月までは一橋大学経済研究所に勤
務しておりました。福岡への着任時には、同研究所
の都留康先生や伊藤善典先生ら九州大学にゆかりの
ある先生方に大変お世話になり、早々に九州大学の
ネットワークに感謝することとなりました。出身は
富山県高岡市です。東京大学経済学部卒業後は、法
務省において入国管理業務に携わっておりましたが、
そこでの経験が、現在の研究テーマ（外国人の雇用
に関する研究）にもつながっています。法務省には
約４年間在職し、東京大学大学院に出戻りました。

商法典を模範として商法を編纂した日本の会計制度
のIFRS導入の問題を考える際にも、ドイツは興味
深い事例です。
　私と九大とのご縁は深く、院生時代には、九大で
徳賀芳弘先生（現 京都大学大学院教授）のゼミに
所属し、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
大学（フランクフルト大学）への交換留学の機会も
得て、研究の基礎を固めました。その後１年間、助
手として、「英語経済」および「基礎演習（簿記）」（当
時の開講科目名）の講義を担当しました。また、広
島に移ってからも、九大で毎月開催されている研究
会で勉強させていただいたり、広島地区九大法・経
同窓会や広島市職員による九大同窓会「どんたく会」
に参加してネットワークを広げる機会を頂いたりと、
先生方や卒業生の方々にお世話になりました。熊本
出身であることもあり、ふるさと九州に戻って来る
ことができて、嬉しく思っています。
　九州大学での職務は身に余る重責ですが、研究・
教育にいっそう精進する所存です。どうぞよろしく
お願いいたします。

ポスドクを経て、前任校の勤務まで東京在住でした
ので、今回が始めての九州生活となります。
　専門は労働経済学です。年功賃金や終身雇用など
のいわゆる「日本的雇用慣行」が揺らぐ中で、労働
市場に起こりつつある変化を外国人労働者や女性労
働者の雇用の観点から捉えるべく、研究を進めてい
ます。現在の研究テーマは，外国人労働者を雇用す
る企業の生産性の測定や、職場における性別職域分
離の分析などです。教育面では、九州大学で始めて
学部ゼミ（演習）を担当することになりました。「働
くということ」について、今一度初心に立ち戻り、
６人の第１期生とともに学びたいと思います。
　奇しくも2014年５月に、福岡市が国家戦略特区の

「創業特区」に選ばれ、外国人材の積極的受入れの
パイロット地域となりました。このタイミングで九
州大学に来たご縁を感じ、地域の外国人雇用と企業
業績の関連性を明らかにするような研究など、新た
な研究テーマにも意欲的に取り組みたいと考えてお
ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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前列中央、 山本健兒院長を挟んで、右より。川端久夫・大屋祐雪・
秀村選三・木下悦二・市村昭三の各名誉教授。
後列右より。濱砂敬郎・矢田俊文・児玉正憲・原田溥・津村常弘・
近昭夫・福留久大の各名誉教授

　第18回の九州大学経済学部名誉教授の会は、４月
５日（土）16時から19時まで、経済学部近くの「リー
セントホテル」で開催されました。例年カメラマン
を務めていただく丑山優先生が勤務校の都合で欠席
を余儀なくされたため、鮮明さを欠く写真となって
しまいましたが、添付した写真の方々が今回の参加
者です。
　山本健兒経済学研究院長から大学・学部・大学院
の近況を報告いただきました。基幹教育（かつての
教養教育・共通教育の進化形）の新試行、地球社会
統合科学府や国際教養学部などの新構想、女性教員
の増加、グローバル人材養成の要請など、絶えざる
変化のなかで、教職員と学生・大学院生、それぞれ
に懸命の努力を重ねておられるようです。
　名誉教授側は、木下悦二・秀村選三・大屋祐雪・
市村昭三・川端久夫・津守常弘・原田溥・児玉正憲・
近昭夫・矢田俊文・福留久大・濱砂敬郎名誉教授の
12名が出席し、近況報告がなされました。ほぼ共通
の話題は、健康維持の苦心、皆さんウォーキングや
体操に励んでおられます。1920年12月10日生れの木
下先生は遠からず満94歳、インターネットを駆使し
て最新資料を収集、「世界経済論」に取り組んで、「こ
の十年で根本的に変わった資本主義」の解明に余念
がない毎日で、学会や研究会に招待され現役顔負け
の活躍ぶりです。1922年12月10日生れの秀村先生は、
毎週水曜日九大図書館に通って、資料保存と論文執
筆に励まれる毎日です。恩師や先輩の思い出を綴る
ことにも力を入れておられます。魂の故郷・九州文
化史研究施設紀要に最近寄稿されました。1926年生
れの大屋先生は米寿を迎えられました。（本号の「リ
レー随想」欄に大屋ゼミOBに依る祝宴の報告があ
ります）。足が弱られていますが、「批判経済学」で
鍛えた頭は健在で奥様相手に、野球TV観戦では監
督批判を、大河ドラマ「軍師官兵衛」を見ては司馬

遼太郎の播磨灘物語との比較論評を展開しておられ
ます。市村先生は、80歳のとき教職とともに専攻学
問を引退され、一書生として放送大学の古代史や宇
宙論の講義を楽しみ、青春時代からの宿題だった信
仰の師・関根正雄先生の聖書研究の精読に励んでお
られます。川端先生は長期戦略家と見受けられます。
体力に自信なく年間の稼働時間が少ないそうで、そ
の代わりに長生きして稼働時間総計を増加させる作
戦で、こつこつと年間２本を目標に覚書（ノート）
を積み上げておられます。津守先生の真髄は継続
性、典型はお酒、一日も休肝日なし。仕事の継続も
顕著で最近一段階終えられた由、慶賀の至り。原田
先生は、学芸百般を楽しみつつ、1974年の在外研究
時に築いた人脈を活かして、ドイツモデル乃至ライ
ン型経済体制の解明に粘り強く取り組んでおられま
す。児玉先生は、国内では月１回の研究会で報告し
た後、足を伸ばして温泉を楽しまれます。研究会は
海外にも及んで、去年はベトナム、その前はドイツ
で報告されたとのこと。近先生は、森本芳樹先生の
勧めで英人作家エドワード・ラザフォードとアント
ニー・ビーバーの著作に接して面白さのあまり、次々
と両者の作品を追いかける習性が出来て、現在は米
人ジャーナリスト（と言うより現代史家と言うべき）
ハルバースタムとソールズベリーの著作に目がない
現代史探求の日々。矢田先生は、福岡に来て30年、
55歳までの15年間は研究と教育に充実の時、それ以
後70歳までの15年間は大学管理職。北九大学長を退
いて漸く書斎人に。大学再編や大学改革の相談役の
仕事以外は専ら読書の日々。『石炭産業論』『地域構
造論』『国土政策論』『公立大学論』４巻構成の矢田
俊文著作集が刊行中。「今が一番いい時期」が御本
人の述懐。濱砂先生は、九大定年後４年経過。週２
日の講義のほかは研究三昧の日々、濱砂論文が最近
ロシアの雑誌に紹介されて、翻訳と紹介を合わせて
５カ国に及ぶ由。居住地の津屋崎古墳群の発掘にも
参加されている。その濱砂先生、８月25日までは外
遊先のフランクフルトから日本に電話やメイルで元
気な様子を伝えておられたが、月末には急逝の悲報
に接することになり、友人一同、全く信じ難い思い
に沈み込んでいます。９月下旬には遺骨が帰還しま
した。関係者により本号25頁所載の形で「濱砂敬郎
先生を送る会」が開催されることになりました。

　【2014.９.15、10.21　福留記】

経済学部名誉教授の会
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九州大学経済学部　国際学術交流振興基金執行状況報告（平成2５年度）
　経済学部創立60周年を記念して、同窓会の皆さまを中心にご寄付頂いた多額の資金は、「国際学術交流振
興基金」として、これまで30年にわたって、経済学部における国際学術交流のために活用させていただきま
した。平成25年度の活動状況について、別表の通りご報告申し上げますとともに、このようなかたちでわが
学部の国際学術交流のために活用させていただきましたことに改めてお礼を申し上げます。
　特に2000年代に入ってからは、海外からの留学生が急激に増加し、経済学部・経済学府におきまして急激
なグローバル化の進展が見られてきたことは、これまでもご報告申し上げてきたところでございます。不充
分ではありますが、大学の中のゼミや研究会あるいは事務体制において英語を始めとする外国後での授業や
学生指導についてグローバル化への対応がなされてまいりました。今後、わが学部では、こうした海外から
留学生を受け入れるという意味での国際化に対しまして、日本人学生を海外に送り出すという意味の国際化
がますます必要になってきている状況にあります。経済学部・経済学府では、EEP（教育の高度化推進プロ
グラム）において、日本人の海外留学を増やす努力を重ねておりますが、今後、同窓会の皆さまからいただ
きましたこのご芳志を、さらに日本人の国際化にも活かしていきたいと考えている次第です。また、これに
併せて、研究の国際化もさらに求められており、この観点から中国人民大学、南京大学との国際カンファレ
ンスを中心に研究の国際化への活用も積極的に行いたいと考えている次第です。
　ただ、その一方で、本基金は、皆さまから頂いた貴重な財産でございますので、可能な限り持続可能な形
で使わせていただけるように使途を吟味しながら大切に活用して参りたいと考えている次第です。今後、こ
のような問題点を克服しまた新たな目標を見出しながら、さらに教育研究にとって実効の上がる国際学術交
流の実現に向けて努力を重ねてまいりたいと考えております。同窓会の会員の皆様へは、これまでのご協力
に心から感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
 【国際交流委員会委員長　川波　洋一】

申　請　者 内　　　　容 期　間

朱　　　 穎（准教授）
※研究集会への参加　The 35th DRUID Celebration Conference において、“Reshaping Cognition in Building 
Dynamic Capability: Automobile Emission Control Technology Development”について研究発表を行う

25.6 .15〜25.6 .20

宮﨑　　毅（准教授）
※研究集会への参加The 69th Annual Conference of the International Institute of Public Finance (IIPF 2013)に
て、“Fractionalization, Polarization and Local Public Goods: Natural-Experimental Evidence from Japanese 
City Data”について研究発表を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.8 .21〜25.8 .27 

藤田　敏之（ 教　授 ）／堀井　伸浩（准教授）／加河　茂美（准教授）
※研究集会への参加　The 8 th Joint Conference by Renmin  University of China,Nanjing  University and 
Kyushu  University に参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.11 .5〜25.11 .7

学　　　部
就　　職　　先 人数（   ）

アイレップ 1
あおぞら銀行 1
明石市役所 1
アサツー ディ・ケイ 1
インターネット・ビジネス・
ジャパン

1

インフォテクノ朝日 1
エイチ・アイ・エス 1 ⑴
エヌ・ティ・ティ・データ 2
ＮＴＴコミュニケーションズ 1

就　　職　　先 人数（   ）
ＮＴＴドコモ 2
ＮＴＴファシリティーズ 1
大分銀行 3
大分県庁 1
オリエントコーポレーショ
ン

1 ⑴

鹿児島銀行 2
鹿児島市役所 2 ⑴
春日・大野城・那珂川消防組
合

1

唐津市役所 1

平 成 2 ５ 年 度 卒 業 生 就 職 状 況
平成26年５月１日現在、（　）は女子で内数

就　　職　　先 人数（   ）
川崎重工業 2
関西電力 1
北九州市役所 1
キャノンIＴソリューショ
ンズ

1

九州朝日放送 1
九州大学 1
九州通信ネットワーク 1
九州電力 2
九州労働金庫 1 ⑴
熊本計算センター 1



29

平成26年11月1５日 九州大学経済学部同窓会報 第５7号

就　　職　　先 人数（   ）
熊本県庁 1
熊本地方裁判所 1
ＫＤＤI 1 ⑴
経済産業省九州経済産業局 2
厚生労働省　労働基準局 1
神戸市役所 1
神戸製鋼所 1
国土交通省九州運輸局 1
ゴールドクレスト 1
コスモス薬品 1
小林産業 1
西部ガス 1
サムスン電子ジャパン 1 ⑴
滋賀県庁 1
志免町役場 1 ⑴
ＪＦＥスチール 3
ＪＲ九州 1 ⑴
ＪＸ日鉱日石エネルギー 1
住宅金融支援機構 1
商工組合中央金庫 3 ⑴
信金中央金庫 3 ⑴
スターフライヤー 1
住友電気工業 1
スリーサイズ 1 ⑴
税理士法人　アップパート
ナーズ

1

全国共済農業協同組合連合
会　全国本部

1

全国農業協同組合連合会　
福岡県支部

1

損保ジャパン 2 ⑴
武田薬品工業 1 ⑴
中国銀行 1
中部電力 1
デロイトトーマツコンサル
ティング

1

東芝 2 ⑴
東芝三菱電機産業システム 1
ＴＯＴＯ 1
凸版印刷 1
トヨタ自動車 5
長府製作所 1
西日本シティ銀行 3 ⑴
西日本鉄道 1
西日本電信電話 1
ニチレイ 1 ⑴
日鉄日立システムエンジニ
アリング

1

日本信号 1
日本政策金融公庫 1 ⑴
日本生命保険相互会社 1
日本たばこ産業 1
日本ビジネスエンジニアリ
ング

1

ネットワンシステムズ 1 ⑴
農林中央金庫 2 ⑴

就　　職　　先 人数（   ）
野村證券 3
肥後銀行 1
日立システムズ 1
日立製作所 1
日立ソリューションズ西日
本

1 ⑴

福岡銀行 14 ⑶
福岡県信用農業協同組合連
合会

1 ⑴

福岡県庁 1
福岡国税局 2 ⑴
福岡地所 2
福岡市役所 6 ⑴
福岡商工会議所 1 ⑴
福岡地方裁判所 1 ⑴
福助工業 1 ⑴
フコク生命 1
富士通 2
富士通エフサス 1
フューチャーアーキテクト 1 ⑴
プラナコーポレーション 1
ミスターマックス 1
みずほ銀行 2
三井住友海上火災保険 2 ⑴
三井住友銀行 2 ⑴
三井住友信託銀行 1 ⑴
三井不動産リアルティ 1
三菱UFJ信託銀行 2
三菱オートリース 1
三菱重工業 2
三菱倉庫 1
三菱電機 2
三菱電機インフォメーショ
ンシステムズ

1

三菱東京ＵＦＪ銀行 3
三菱レイヨン 1
宮崎県庁 1 ⑴
村田製作所 1
明治安田生命保険 1
ヤマト運輸 1 ⑴
有限責任監査法人トーマツ 1 ⑴
ゆうちょ銀行 1 ⑴
リクルートライフスタイル 1
YＫＫ　ＡＰ 1
ワコム 1
豊田自動織機 1
企業名不明（進学塾） 1

総　計 177 （37）

修士課程（学府）
就職先又は在職先 人数（  ）  

アステラス製薬 2 ⑴
麻生 1 ⑴
麻生塾 1
ａｌｕｅ 1 ⑴
イオンディライト 1 ⑴

就　　職　　先 人数（   ）
イデア・コンサルティング 1 ⑴
ＮＥＣ 1
ＮＴＴデータ九州 1
ＮＴＴドコモ 1 ⑴
北九州市立大学 1 ⑴
熊本日日新聞社 1
コカ・コーラウエスト 2
ｋｏｔｒａ 1
コンドーテック 1 ⑴
佐賀県庁 2 ⑵
佐賀新聞社 1
ジェーシービー 1
新生銀行 1 ⑴
正興電機製作所 1 ⑴
税理士法人YＣＡ 1
進研アド 1 ⑴
総合メディカル 1
筑邦銀行 1
中国銀行 1 ⑴
中国中信銀行 1
中小企業基盤整備機構 1 ⑴
長崎県庁 1
ニッセイ情報テクノロジー 1 ⑴
日本電気 1 ⑴
農林中央金庫 1
肥後銀行 1
日之出水道機器 1
福岡県庁 1 ⑴
福岡工務店、不動産福岡 1
福岡市役所 1 ⑴
福岡中央法律事務所 1
ふくれん 1
富士通 1 ⑴
富士通九州ネットワークテ
クノロジーズ

1

ホークスタウン 1
ポーラ 1
三井化学 1
三菱化学 1
ミクラトルービジョン 1
ＭＡＴＴＥＬ 1
安川電機 1
有限責任監査法人トーマツ 1
読売新聞　上海支局 1 ⑴
楽天 1 ⑴
りそな銀行 1

総　計 53 （22）
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役　　員	 	　氏　名　

会　　長　　貫　　正義（43）

副 会 長　　石橋　英治（36）　籾井　勝人（40）

事務局長　　藤井　美男（55）　

監　　事　　工藤　重之（52）　貞刈　厚仁（52）　

顧　　問　　大屋　祐雪（26）　淵上　敏晴（29）

　　　　　　福岡　道生（30）　松浦　正純（30）

　　　　　　森山　靖章（30）　鈴木多加史（33）　　

　　　　　　進谷　庸助（35）　池田　弘一（38）

　　　　　　佐野　壬彦（38）　檀　　豊隆（40）

（理　事）

本　　部　　貫正義会長　　　　藤井美男事務局長

　　　　　　山本健兒研究院長　丑山優名誉教授

　　　　　　深川博史教授　　　大石桂一教授

大　　学　　磯谷明徳教授　　　清水一史教授

東京支部　　籾井勝人支部長　　秦　喜秋副支部長

　　　　　　杉哲男副支部長　　吉元利行事務局長

関西支部　　石橋英治支部長　　小森田憲繁副支部長

　　　　　　久保隆二副支部長　中野光男事務局長

福岡支部　　貫正義支部長　　　吉井勝敏副支部長

　　　　　　光富彰副支部長　　貞刈厚仁副支部長

　　　　　　平井彰事務局長

（評議員）

秀村　選三（22）　大屋　祐雪（26）　江藤　正憲（27）

棚倉　　亨（27）　井原　伸允（28）　高岩　　淡（29）

淵上　敏晴（29）　山下　正迪（29）　山本　和良（29）

福岡　道生（30）　松浦　正純（30）　森山　靖章（30）

濱口　廣海（31）　鈴木多加史（33）

江口　　傅（34修士）　真藤　乃輔（34）　

麻生喜久男（35）　進谷　庸助（35）　三輪　晴治（35）

石橋　英治（36）　種村　茂明（36）　山道　茂樹（36）

箱島　信一（37）　池田　弘一（38）　佐野　壬彦（38）

檀　　豊隆（40）　松浦　哲也（40）　籾井　勝人（40）

沖　　弘隆（41）　安陪　義宏（42）　平本　公雄（42）

右田　喜章（42）　秦　　喜秋（43）　杉　　哲男（43）

寺原　義之（43）　貫　　正義（43）　跡部　千春（44）

一丸　孝憲（44）　甲斐　琢己（44）　靏川　　洋（45）

森　恍次郎（45）　青柳　泰教（46）　太田　光一（46）

小森田憲繁（46）　吉井　勝敏（48）　岩崎　俊彦（49）

久保　隆二（49）　園田　一蔵（49）　加藤　孝典（50）

佐藤　敏弘（50）　富井　順三（50）　中野　光男（50）

石田　光明（51）　古賀　英樹（51）　光富　　彰（51）

工藤　重之（52）　貞刈　厚仁（52）　志村　恭子（52）

綾部　正博（53）　岡田　裕二（53）　古賀　英基（53）

境　　正義（53）　長竹　正隆（53）　吉元　利行（53）

小川　重巳（54）　川原　　晃（54）　小林　真幸（54）

嶋田　正明（54）　三浦　　正（54）　平井　　彰（55）

池上　恭子（56）　窪田　秀樹（56）　冨山　幸三（56）

米村　健史（56）　片山　基之（57）　楠　　雅之（57）

川上　　寛（58）　梅原　　晋（59）　柴田　祐二（59）

友池　精孝（59）　吉留　　郁（59）　斉藤　浩志（60）

田中　和教（61）　成宮　正和（61）

齊藤　久美子（62修士）　桜木　良平（62）

高本　英一（62）　岩中　雄次（63）　大坪　勇二（63）

古川　和哉（H1）　清丸　泰司（H2）　山崎　正良（H2）

北村　英照（H3）　谷村　信彦（H3）　林　　秀信（H3）

尾花　　研（H4）　川島　　満（H4）　権藤　健太（H4）

中村　昌子（H4）　松延　　篤（H4）　池田　　泉（H5）

宇出　　研（H5）　原山　泰之（H5）　三浦　芳徳（H5）

向　勇一郎（H5）　山崎　　浩（H7）

上田　純也（H8修士）　久保　文一（H8）

竹下　将史（H8）　手嶋　秀幸（H8）　藤川　昇悟（H8）

渡辺　正司（H8）　松田　和俊（H9）　瀧谷　善太（H10）

仲　　芳雄（H10）　安藤　大輔（H12）　岩貝　和幸（H15）

瀬戸　貴博（H15）　三角　佳奈（H15）　土公　文平（H17）

稲波　祥子（H18）　小林　秀章（H18）　伊藤　健司（H19）

亀井　祐輔（H20）　日下部清香（H20）　森内　勇貴（H20）

首藤　洋志（H22）　秋山　卓哉（H24）　北山　隆之（H24）

竹之下一也（H24）　中村　龍太（H24）　水田　晃斉（H24）

市村　昭三（元教官）清水　一史（現教員）

九州大学経済学部同窓会役員名簿          　 （カッコ内は卒業年次〜昭和、ただしHは平成）2014年９月
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各支部の役員　
東京支部…………………………………………………
支 部 長　籾井　勝人（40）
副支部長　秦　　喜秋（43）　　杉　　哲男（43）
顧　　問　淵上　敏晴（29）　　福岡　道生（30）
　　　　　池田　弘一（38）
監　　事　今井　俊之（44）　　富井　順三（50）
理　　事　髙岩　　淡（29）　　三輪　晴治（35）
　　　　　種村　茂明（36）　　箱島　信一（37）
　　　　　小林　真幸（54）　　岩中　雄次（63）
　　　　　瀧谷　善太（H10）　　岩貝　和幸（H15）
　　　　　三角　佳奈（H15）　　土公　文平（H17）
　　　　　小林　秀章（H18）　　稲波　祥子（H18）
　　　　　亀井　祐輔（H20）　　日下部清香（H20）　
　　　　　首藤　洋志（H22）　　秋山　卓哉（H24）
　　　　　北山　隆之（H24）　　竹之下一也（H24）　
　　　　　中村　龍太（H24）　　水田　晃斉（H24）
事務局長　吉元　利行（53）
事務局次長　川原　　晃（54）　　大坪　勇二（63）
　　　　　林　　秀信（H3）　　原山　泰之（H5）
　　　　　伊藤　健司（H19）

関西支部…………………………………………………
支 部 長　石橋　英治（36）
副支部長　小森田憲繁（46）　　久保　隆二（49）
顧 問　松浦　正純（30）　　鈴木多加史（33）
　　　　　佐野　壬彦（38）　　檀　　豊隆（40）
事務局長　中野　光男（50）
事務局長代理　清丸　泰司（H2）
会　　計　佐藤　敏弘（50）
監　　事　太田　光一（46）
　　　　　※以上の方は理事を兼任。
理　　事　江藤　正憲（27）　　棚倉　　亨（27）　　
　　　　　濱口　廣海（31）　　山道　茂樹（36）
　　　　　松浦　哲也（40）　　跡部　千春（44）
　　　　　甲斐　琢己（44）　　園田　一蔵（49）
　　　　　古賀　英基（53）　　冨山　幸三（56）
　　　　　片山　基之（57）　　川上　　寛（58）
　　　　　斉藤　浩志（60）　　齊藤久美子（62修士）
　　　　　谷村　信彦（H3）　　北村　英照（H3）
　　　　　川島　　満（H4）　　松延　　篤（H4）
　　　　　権藤　健太（H4）　　向　勇一郎（H5）
　　　　　上田　純也（H8修士）藤川　昇悟（H8）

福岡支部…………………………………………………
支 部 長　貫　　正義（43）
副支部長　吉井　勝敏（48）　　光富　　彰（51）
　　　　　貞刈　厚仁（52）
事務局長　平井　　彰（55）
監　　事　森　恍次郎（45）　　三浦　　正（54）
評 議 員（＊は運営委員）
　　　　　秀村　選三（22）　　大屋　祐雪（26）
　　　　　井原　伸允（28）　　山下　正迪（29）
　　　　　山本　和良（29）　　森山　靖章（30）
　　　　　江口　　傳（34修士）  真藤　乃輔（34）　
　　　　　麻生喜久男（35）　　進谷　庸助（35）　　
　　　　　沖　　弘隆（41）　　安陪　義宏（42）　　
　　　　　平本　公雄（42）　　右田　喜章（42）　　
　　　　　寺原　義之（43）　　貫　　正義（43）　　
　　　　　一丸　孝憲（44）　　靏川　　洋（45）　　
　　　　　森　恍次郎（45）　　青柳　泰教（46）　　
　　　　　吉井　勝敏（48）　　岩崎　俊彦（49）　　
　　　　　加藤　孝典（50）　　石田　光明（51）　　
　　　　　古賀　英樹（51）　　光富　　彰（51）　　
　　　　　工藤　重之（52）　　貞刈　厚仁（52）　　
　　　　　志村　恭子（52）　　綾部　正博（53）　　
　　　　　岡田　裕二（53）　　境　　正義（53）　　
　　　　　長竹　正隆（53）　　小川　重巳（54）　　 
　　　　 * 嶋田　正明（54）   * 三浦　　正（54）　　 
　　　　 * 平井　　彰（55）　　池上　恭子（56）　　
　　　　　窪田　秀樹（56）　　米村　健史（56）　　
　　　　　楠　　雅之（57）　 * 梅原　　晋（59）　　
　　　　　柴田　祐二（59）　　友池　精孝（59）　　
　　　　　吉留　　郁（59）　　田中　和教（61）　　
　　　　　成宮　正和（61）　　桜木　良平（62）　　
　　　　　髙本　英一（62）　　古川　和哉（H1）　　
　　　　　山崎　正良（H2）　　尾花　　研（H4）　　
　　　　　中村　昌子（H4）　 * 池田　　泉（H5）　　
　　　　 * 宇出　　研（H5）　 * 三浦　芳徳（H5）　　 
　　　　 * 山崎　　浩（H7）　　竹下　将史（H8）　　
　　　　　手嶋　秀幸（H8）　　渡辺　正司（H8）　　
　　　　 * 久保　文一（H8）　 * 松田　和俊（H9）　　
　　　　 * 仲　　義雄（H10）　 * 安藤　大輔（H12）　　 
　　　　 * 瀬戸　貴博（H15）　 * 森内　勇貴（H20）　　
　

……………………………………………………………
名古屋地区　　板山　和弘（54）
広 島 地 区　　佐藤　　敬（23） 　　白石　順一（34）
大 分 地 区　　髙山泰四郎（39）
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初　代　田中　　定氏 （昭和50年10月４日〜）（３期８年）

第２代　森下　　弘氏 （昭和58年２月４日〜）（１期３年）

第３代　岡野　正實氏 （昭和61年10月24日〜）（２期６年）

第４代　谷川　大介氏 （平成４年10月９日〜）（１期１年）

第５代　渡邉　彦士氏 （平成５年７月７日〜）（１期３年）

第６代　福岡　道生氏 （平成８年10月11日〜）（１期３年）

第７代　吉田　清治氏 （平成12年２月10日〜）（１期２年）

第８代　森山　靖章氏�（平成14年５月31日〜）（１期３年）

第９代　平山　良明氏�（平成17年７月７日〜）（１期３年）

第10代　池田　弘一氏�（平成20年７月７日〜）（２期６年）

第11代　貫　　正義氏�（平成26年７月７日〜）

九 州 大 学 経 済 学 部 同 窓 会 歴 代 会 長

　住所など身辺の事情に変更が生じましたら、すみやかに下記同窓会事務局までご連絡ください。

　同窓会会費の納入をお願い致します。

会費は、終身会費（45,000円）と普通会費（３年間分4,500円）になっております。
終身会費は一括払いと分割払いとがあります。ご都合のつくときにご協力よろしくお願い致します。
 ①終身会費 一括　 45,000円
 ②　　〃　 ３分割 15,000円×３回（1.5年間で納入完了）
 ③　　〃　 ６分割   7,500円×６回（３年間で納入完了）
 ④普通会費 ３年間分  4,500円ずつ（11回・49,500円の納入で完了）
◎平成18年（2006年）３月末日までに旧同窓会規定の終身会費を既に納入頂いております皆様は、そのまま新同

窓会規約の終身会員に移行しております。
◎従来の普通会員として今まで振り込まれた合計金額と、49,500円との差額を、今後何回かの分割払い、または

一括払いで払い込まれた場合も、終身会員に移行となります。
◎終身会費を分割払いにされます方は、半年毎に３回又は６回続けてお振り込み頂きますようお願い致します。
◎会費納入や住所変更等のデータは、平成26年９月30日現在で集計しました。

同窓会からのお願い

複数の同窓会関係者が写されている写真類を掲載したいと考えております。
適当なものがございましたら事務局までご連絡下さい。

　　　  九州大学経済学部同窓会事務局　（開室：平日の月・火・木・金　10時〜17時）　

　　　　　　　　　〒812－8581　福岡市東区箱崎6－19－1　九州大学経済学部内
　　　　　　　　　TEL 092―642―2442／FAX 092―642―2348／E-mail：dosokai@econ.kyushu–u.ac.jp
　　　　　　　　　経済学部同窓会ホームページ：http://koyukai.kyushu-u.ac.jp/alumni/4


