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所属期 卒業年度 氏名 旧姓 出身中学 近況・コメント・思い出の一曲
1 高9 1957 髙村 馨 花尾 関西誠鏡会　顧問 「だんじりイン」大阪城も７年目を迎え大阪万博の目玉にすべく頑張っています。
2 高9 1957 次山 皖子 中央 関西誠鏡会　顧問
3 高10 1958 加藤 武雄 高見 H２７年６月北九州より大阪に転居して丸３年です。今回４回目の出席です。お世話になります。
4 高10 1958 川﨑 澄𠮷 中央
5 高10 1958 亀石 秋子 冨 槻田
6 高10 1958 安岡 冨美子 古賀 中央
7 高11 1959 西田 喜代志 槻田
8 高14 1962 秦 明 中央
9 高14 1962 背尾 忠憲 槻田 関西誠鏡会　理事

10 高15 1963 岩尾 將治 大蔵 関西誠鏡会　顧問
11 高15 1963 濵地 英伸 高見 本部誠鏡会　会長
12 高16 1964 野村 俊治 槻田 北海道誠鏡会　会長
13 高17 1965 二村 靖治 中央
14 高17 1965 出光 静馬 高見 関西誠鏡会　理事
15 高17 1965 古野 徹 槻田 関西誠鏡会　理事
16 高17 1965 窪田 良雄 槻田
17 高17 1965 市原 和夫 高見
18 高17 1965 川越 森雄 槻田
19 高19 1967 岡田 昭憲 大蔵
20 高19 1967 上田 敏則 槻田
21 定19 1967 作田 続博
22 高19 1967 三重野 彰敏 宮崎誠鏡会　会長
23 高20 1968 森川 敏朗 槻田 中京誠鏡会　幹事
24 高20 1968 元松 和男 槻田
25 高20 1968 林田 絹代 多田 我孫子(大阪) 「学生街の喫茶店」在学中もよく行ったジャズ喫茶アベベ。今もあるのかな？
26 高21 1969 工藤 英博 槻田

27 高22 1970 岡田 靖 槻田 関西誠鏡会　副会長
八高滑り止めに受けた八大付属高校受験の帰り道に 流れていたビートルズの「ペニーレーン」と 水原弘の「君こそ
わが命」が耳について離れません。 八高とは全然関係ないですね。

28 高22 1970 小川 眞人 大蔵 肥後誠鏡会　副会長 関西誠鏡会総会へは初参加です。よろしくお願いいたします。
29 高22 1970 藤元 弘 中央 一応、まだ現役で頑張っています。初参加です。

30 高23 1971 村上 芳徳 大蔵
昨年定年退職し近隣のゴルフ場でのアルバイ ト＆ゴルフに明け暮れる毎日が楽しい。陽水 の「チエちゃん」、何処
へ行っちゃったのか な? 

31 高23 1971 今井 隆男 槻田 満６５才を超えましたが、益々元気に過ごしたいと思っています。
32 高23 1971 岡橋 正之 本部誠鏡会　副会長
33 高23 1971 岩浪 哲炉 槻田 中京誠鏡会　会長
34 高23 1971 兼光 喜一郎 大蔵 関西誠鏡会　理事

35 高24 1972 入江 敏弘 槻田 関西誠鏡会　会長
実行委員の皆様の御努力に感謝申し上げます。「明日に架ける橋」～休みにはソファーに寝てヘッドホンで何時間
も聞いていました。

36 高25 1973 黒川 正邦 大蔵
勝山校舎を知る最後の学年、高２５期ですかね。コール・ロチェアーノという男声合唱団で活動しています。岡山
市です。

37 高26 1974 池﨑 雅夫 定年後大阪にいて、八幡高校時代を時折懐かしんでいます！
38 高27 1975 薄 知香志 槻田
39 高28 1976 藤本 栄一 陣山 関西誠鏡会　事務局長
40 高29 1977 佐藤 吉隆 高見 八高の校歌も良いけど、小学校の頃唄った北九州市歌はまだ覚えています。
41 高29 1977 米村 良一
42 高29 1977 日永田 美奈子 和田 大蔵 幹事ありがとうございます。お世話になります。
43 高29 1977 吉田 貴代子 山本 高見
44 高30 1978 田中 裕之 枝光 思い出の一曲・・・「昭和かれすすき」
45 高30 1978 佐藤 智宏 黒崎 中京誠鏡会　事務局長 中京誠鏡会事務局です。メールでも返信しました。よろしくお願いします！
46 高30 1978 橋本 寛敏 沖田 市民農園で野菜作ってます

47 高30 1978 田中 和久 大蔵 関西誠鏡会　副会長
子育ても終り、親の介護で九州に帰る用意が始まります。「チューリップの心の旅」始めて九州を出る時を思い出
します。

48 高31 1979 髙木 純 中央

49 高31 1979 秋吉 伸二 沖田
中京誠鏡会
事務局会計

マラソンを続けています。 今年で地球を2周走りました。 思い出の曲は太田裕美の「木綿のハンカチーフ」です。 
よくコンサートに行っていました。 誠鏡会では中京誠鏡会の事務局会計を担当しています。 中京の総会も是非来て
ください。

50 高31 1979 小河 賢二 高見
51 高31 1979 小川 昭憲 竹内 大蔵 中京誠鏡会　幹事
52 高31 1979 吉川 秀一 香月 関西誠鏡会　事務局
53 高32 1980 平良 卓司 星陵 福岡誠鏡会　会長 今期より福岡誠鏡会会長となりました。若輩者ですが宜しくお願いします！
54 高33 1981 久保田 次郎 大蔵 関西誠鏡会　会計
55 高33 1981 内村 尚俊 八幡高等学校　校長

56 高33 1981 生田 千博 槻田 八幡高等学校　事務長
平成30年4月1日付けで、八幡高校事務長を拝命し、同期、内村校長と共に100周年に向け準備を進めています。校
舎も今年から6年かけて大規模改造（リフォーム）をいたします。御支援をお願いいたします。

57 高33 1981 神田 忍 槻田
58 高34 1982 三橋 正司 槻田 関東誠鏡会　副会長 関東誠鏡会として出席いたします。よろしくお願い申し上げます。
59 高34 1982 長野 浩幸 枝光北 今回講演される宇都宮さんに鳥人間コンテストで会いました。松田聖子「青い珊瑚礁」です。
60 高34 1982 宇都宮 浩司 黒崎 34期の宇都宮です。 宜しく御願いします。
61 高34 1982 後藤 一之 槻田
62 高34 1982 田中 美紀 近藤 水巻南 関西誠鏡会　理事　
63 高35 1983 田中 澄人 槻田 関西誠鏡会　理事 信楽のMIHO　MUSEUMでお待ちしています。思い出の一曲：シオン（沢田聖子）
64 高35 1983 本戸 義信 上津役 第二の人生を如何に生きるべきか!思案橋。 「大阪で生まれた女」

65 高35 1983 梶田 美保 槻田 福岡誠鏡会　事務局次長 遅くなって申し訳ありません。当日楽しみにしております。 想い出の一曲は「RYDEEN (YMO)」 でしょうか^^

66 高36 1984 松尾 俊哉 尾倉 関西誠鏡会　理事 ４月１日より新居での生活をスタートしました。今後も宜しくお願いします。

67 高36 1984 宗友 宏武 中間東 関西誠鏡会　会計監査
関西誠鏡会を盛り上げていきましょう。 当番期の皆さま、準備お疲れ様です。 いよいよ本番ですね。楽しみにして
います。

68 高36 1984 古川 孝志 中間東 登山にチャレンジしています。曲は佐野元春「someday」です。
69 高36 1984 前之園 敏行 中間東
70 高36 1984 川上 俊洋 槻田 ずっと大阪でサラリーマンやっています。USJのそばに住んでいます。曲は「聖母たちのララバイ」で。
71 高36 1984 川崎 努 黒崎 皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。
72 高36 1984 切山 貴子 高見 最近無呼吸症候群で検査入院しました!  サンハウスの「雨」を聴くと、高校時代の思い出が蘇る。
73 高36 1984 小山 朋子 淵上 中央 関西誠鏡会　事務局 『当番期さん、お世話になります。Carpentersの"Bless the Beasts and the Children"をお願いいたします！』
74 高36 1984 粂川 雅子 枝光
75 高36 1984 青木 直江 軒原 枝光北 当番期のみな様、お世話ありがとうございます。
76 高37 1985 野中 千義 中央
77 高37 1985 宮副 一成 永犬丸 「明日があるさ」・・・つらいことはずっと続かない。プラス思考になった。

78 高37 1985 松本 浩明 尾倉
誠鏡会員の親睦機会創出を目的とした、関西大衆酒場研究会を主宰させて頂いております。 一緒に食べ飲みしなが
らワイワイやりませんか? また最近北アルプスに登り、山にどっぷりハマっています。 関西の山好きの方、一緒に
登りませんか?

79 高37 1985 野中 典昭 枝光
中京誠鏡会
事務局次長補佐

80 高37 1985 椛島 和子 水巻南 尼崎は新婚当時住んでた思い出の地です。 思い出の曲は予餞会でバンド演奏した「フラッシュダンス」です。

81 高38 1986 下澤 弘志 香月

82 高38 1986 下野 隆二 木屋瀬
北九州を離れて早31年。 東京を経由して大阪で暮らしています。 今でも思い出すのは百貨店そごうのCMソング。 
「S・O・G・Oそごうへ行こう♪」です。 学校帰りによく寄っていました!

83 高38 1986 篠崎 雄一 洞北
関西在住24年目になりました。定年までは続きそうです。 関西39期の皆様、本番まであと少し、最後まで頑張って
ください。

84 高38 1986 乙川 尚也 大谷

85 高38 1986 入部 正継 永犬丸
当番期の皆様お疲れ様です. 最近はただただお仕事しています. 思い出の曲はThompson TwinsのHold Me Nowです. 高
校時代，毎日黒崎のSTONESという貸しレコード屋に 通って流行りの洋楽LPを借りて聴き入ってました. 懐かしいで
す.

86 高38 1986 諌山純彦 引野 大阪から引っ越しをして5年目になりました。 め組の人

87 高38 1986 伊藤 須美 香月
八高時代の思い出の曲は何といっても「チェッカーズ」です。デビュー～２，３年の曲であればすべて思い出の曲
です。文化祭でも皆でおどりました。

88 高38 1986 氷室 淑恵 石峰
39期のみなさん。がんばってくたさい! 文化祭の時、チェッカーズで盛り上がり、 体育館から湯気が上がっていた
のを 思い出します。

89 高38 1986 奥山 弘子 花尾
90 高38 1986 亀本 晃子 引野 5月の第28回福岡誠鏡会総会の 当番を無事に終えることができました。 ありがとうございました
91 高40 1988 松尾 勇 中間 次期関西実行委員長 よろしくお願い致します。
92 高40 1988 宮川 浩之 枝光 よろしくお願い致します。
93 高40 1988 保坂 和宏 黒崎
94 高40 1988 鍋内 和仁 上津役
95 高40 1988 宮内 孝 沖田 9/1に開催する関東の総会・懇親会の実行委員をやっています。 思い出の一曲は、松田聖子の夏の扉です!

96 高40 1988 遠藤 秀視 則松
昨年は誠鏡会総会にたくさんのご参加、ありがとうございました。当番期を境に、同級生と会う機会が増え、今は
それが楽しみになっています。

97 高40 1988 藤嶋 好教 中央
98 高40 1988 坂西 昭紀 星陵
99 高40 1988 江島 裕 熊西

100 高40 1988 久米 忠視
101 高40 1988 吉村 栄一郎 本城 今年の4月より大阪から広島に転勤になりました。
102 高40 1988 後藤 淳一 水巻南
103 高40 1988 大庭 弘靖 黒崎
104 高40 1988 神田 睦子 吉田 尾倉
105 高40 1988 井上 智子 折尾
106 高40 1988 加藤 聖子 吉岡 本城
107 高40 1988 中野 雅子 岡部 高塔 演奏する機会も多かったので、校歌が印象に残っています。
108 高40 1988 藤岡 幸子 高見
109 高40 1988 古賀 こずえ 槻田
110 高40 1988 日高 純子 沖田
111 高40 1988 西岡 志津子

112 高40 1988 一木 悦子 香月
北九州市で小学校の先生をしています。 去年4月に三女が、今年4月に次女が家を出てしまい、 早々に夫婦2人だけ
の生活になってしまいました(＞_＜)

113 高40 1988 赤木 美穂子 引野
114 高40 1988 藤原 幸子 花尾
115 高41 1989 末廣 健 槻田
116 高41 1989 金坂 慎治 花尾
117 高41 1989 木村 聡 中間東 誠鏡会活動 がんばっております。

118 高41 1989 古賀 丈太 槻田
当番期の41期 実行委員です  11月10日の総会に向け 広報部で総会誌等の準備をしております  よろしくお願いいた
します  タッチの主題歌になった 「背番号のないエース」 文化祭の放送部企画で 視聴覚室で上映して とっても感
動したことを 昨日のことのように思い出します 

119 高41 1989 熊澤 光章 穴生

120 高41 1989 石松 礼二 八児 第97回誠鏡会の当番期です! 総会の成功に向けて皆んなで頑張ってますので ご指導ご協力よろしくお願い致します!

121 高41 1989 杉野 友紀 本城
本年度本部総会担当幹事の41期です。 第41回関西誠鏡会総会の大盛況を心よりお祈り申し上げます。 また、第97
回誠鏡会総会もよろしくお願い致します。

122 高41 1989 宮園 紀子 千代

123 高41 1989 松元 陽子 高見
リンダリンダです。 文化祭か卒業式かは忘れましたが、終わった後にみんなで渡り廊下に出て歌ったことを覚えて
います。 強烈な思い出です。

124 高42 1990 森山 亮一 向洋 初参加です。よろしくお願いいたします。
125 高42 1990 内野 智弘 永犬丸
126 高42 1990 金崎 和美 水巻
127 高67 2015 椛島 くるみ 則松

HPからのご登録時に，最後の送信ボタンを押すことでご自身にメールが送信され，登録が完了です。
リストにお名前がない方は，登録後にメールを受信されているか，ご確認ください。


