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　昨年７月利光前会長の後を引き継
ぎ約１年を経過いたしました。 
　昨年の東京豊工会総会・大同窓会
時には、九州北部豪雨災害のへの義
捐金を募りましたところ 12 万１千
円の募金となりました。義援金は大

分県東京事務所にお渡ししました。後日に大分県知事からの
お礼状が届きました。ここに改めて感謝申し上げます。
　東京豊工会員数の状況は設立以来、会員減少と平均年齢の
上昇となっています。要因は関東地域へ就職する生徒の減少
で若い会員の減少によるものと、既存会員の高齢化です。
　東京豊工会を立ち上げた諸先輩方の熱意を継続し、活性化

を持続するため、母校後輩支援及び会員の親睦に関するグル
ープ活動に力を入れています。母校支援では、全国大会出場
選手応援には力を入れています。恒例ともいえる春校バレー
の出場がこの数年ないのが残念です。定時制においては、陸
上・柔道・テニスと毎年全国大会に出場されているので、都
度有志で応援に参上しています。全日制在校生の更なる活躍
を期待し、大会出場で上京の際には会員皆様とともに応援活
動を推進したいと思います。
　グループ活動では、はとバス親睦旅行や霜月会、ゴルフク
ラブ、科別のグループ活動で会員の懇親を図り、東京豊工会
の発展を持続させてまいります。今後とも皆さまのご支援ご
鞭撻をお願いいたします。

昨年の大同窓会スナップ写真

会長　岐部　寿則（39R）
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�会員懇親行楽会はとバスツアー／役員会議事録要約／
　住所変更時のご連絡／編集後記P15
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日時：平成30年7月7日（土）　時間：11時 30分から14時 30分
場所：霞が関ビル35階　　東海大学校友会館　
交通：��地下鉄銀座線　虎ノ門駅G07　

11番出口より徒歩３分
千代田線・日比谷線・丸の内線　
霞が関駅から徒歩≒６分程度

会費：男性　9,000円
　　　女性　5,000円　
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　東京豊工会会員皆様　一年も早いもので今年も大同窓会の季節が参りました。
　東京豊工会の皆様にはますますお元気で活躍されていることと存じます。世の中のニュースは種々相変わ
らず賑わっています。そんな中気軽に久しぶりの友との語らい、また先輩後輩ともどもの交流で楽しいひと
時をお楽しみいただけたらと思います。近年は東京豊工会も高齢化が進み参加できる人が減少傾向にありま
す。半面新人の参加もちらほらと見受けられます。数年に一度ぐらいは参加してやろうではないかと大工魂
を燃やして重い腰を上げていただき、30 年度の大同窓会にはぜひぜひ参加をお願い致します。皆さんが参
加してもらえることで東京豊工会全員が元気になれます。ぜひ参加を心よりお待ちしております。

副会長（総会・大同窓会担当）岡地祐司（46M）

昨年の会場スナップ

 平成 30 年度　東京豊工会総会

“東京豊工会大同窓会” 開催のご案内
先輩・後輩の方々との交流を楽しめる会に
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大分合同新聞　平成 30 年１月 20 日　掲載

「技能五輪国際大会」の自動車工職種で銅メダルを獲得した
下原侑也さん（日産自動車㈱）

大分工業高等学校
　校長　安  野  豊  治母校校長ご挨拶　母校の近況

　今年の大分は例年になく寒
い冬でしたが、暖かい日が続
き、ようやく校内では梅の花
が満開となる春の季節となり
ました。東京豊工会の皆さま
には益々ご健勝のことと拝察
申し上げます。
　さて、この冬の本校の近況
を報告したいと思います。２
年生は１月末から５日間、長
野と東京への修学旅行に行っ

てきました。戸狩温泉スキー場でのスキー研修は２
日間の晴天のもとで行われ、生徒達の上達は素晴ら
しものがありました。東京では雪に見舞われるなか、
生徒達は東京自主研修やディズニーシーで一生の思
い出を作ったことと思います。
  また、２月には、３年前に電気科を卒業し日産自
動車㈱に入社した下原侑也さんが、昨年の 10 月に

アラブ首長国連邦で行われた「技能五輪国際大会」
で自動車工職種で銅メダルを取った報告会を大分工
業で行いました。その大きく成長した姿は、全校生
徒に夢と希望を与えてくれました。
　さらに、今年の土木科は体育大会での優勝に加え、
３年生が２年間かけて「２級施工管理技術検定」の
学科試験に全員合格を成し遂げ、その快挙は新聞で
も大きく報道されました。
　３月１日には、今年の３年生も文武両道の伝統を
引継ながら、全員が自分の進路先を決めて卒業し、
新たなステージへと巣立っていきました。４月から
は新１年生を迎え、「技術の道で未来をひらく大分
工業」のキャッチフレーズのもと、新たな大分工業
の伝統を創っていきたいと思っています。
　東京豊工会の皆さまには、母校大分工業高校に対
しまして、変わらぬご支援を賜りますようお願いし
ますとともに、東京豊工会が益々繁栄されますこと
をご祈念申し上げましてご挨拶といたします。

卒業生 技能五輪国際大会にて銅メダル獲得！！

土木科３年生 国家試験の「２級施工管理技術検定」学科試験全
●

員
●

合
●

格
●

！！
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東京豊工会の皆様に
は、益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます。ま
た，平素から豊工会活動
にご支援ご協力を賜り厚
くお礼申し上げます。

私は、昨年の豊工会総
会におきまして専務理事の大役を仰せつかりま
した昭和 54 年土木科卒の小笹と申します。出
身は国東半島の先に浮かぶ「伝説とロマンの島」
姫島村です。以前から「お盆のキツネ踊り」や「車
エビの養殖」が有名でしたが、最近では「渡り
蝶のアサギマダラ」、「珍しい地質・地形」によ
り日本ジオパークにも認定され多くの観光客で
賑わっています。昭和 54 年卒は、諸先輩方が
勉学に励んだ春日の校舎で１・２年生を過ごし、
３年生を現在の校舎（当時は、曲の校舎と呼ん
でいた。）で勉強し卒業した年代になります。

平成 20 年の総会で専務理事を仰せつかり、
平成 21 年（2009 年）６月に豊工会発足百周年
記念総会を無事開催できたのもよい思い出とな
りました。豊工会員の OB 教員も年々少なくな
り、近年は 10 数名が勤務しているのですが、
学校運営・クラス担任・部活動顧問と多忙にな
っており、豊工会の仕事まで手が回らないのが

豊工会本部の近況 豊工会本部事務局　専務理事　小 笹 修 広（54C）

現実です。前専務理事も書いておられましたが、
事務局を維持することが非常に難しくなってき
ており「外部事務局制・外部専務理事制」を視
野に早急に対策をとらなければならない状況と
なっています。豊工会の皆様方の意見を伺い、
豊工会が今後も長く続くための対策を考えてい
こうと思いますので、よろしくお願いします。

現在の校舎も移転してから昨年で 40 年を経過
し、「新校舎」と呼んでいた建物にもあちらこち
らで老朽化が進み、これまでに体育館・第１教
室棟・第２教室棟・機械科棟・本館・土木棟・
機械科実習棟と改築され、今年は電気科棟・建
築科棟が改築されます。今後は、工業化学科棟・
土木科実習棟の改築も予定されています。最近、
同級会を大分で開催した翌日に数名の方が母校
を訪問して頂いてます。皆さん「春日校舎」の
卒業生なので、現在の校舎は初めてですが、学
校創立百周年事業で再建した豊工会館の１階資
料館で昔を懐かしく回顧される姿を拝見してい
ます。東京豊工会の皆様も大分県へご帰郷の際
は是非学校へ足を運んでいただきたいと思いま
す。最後になりますが、東京豊工会のますます
のご発展を祈念いたしまして、ご挨拶とさせて
いただきます。
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　４月１日まだ桜吹雪の舞う良き日、第４回目の
「毘沙門会」を安藤さんの知り合いのお店渋谷「サ
カノバグラン」で開催しました、今回は土木科メ
ンバーのほかに、特別に岐部会長も駆けつけて戴
き、計９名の楽しい会となりました。
　今回から、新会長に綿貫さん（37C）を選出、気
持ちも新たに和気あいあいの歓談、渋谷センター

　私達、38 Ｅ同期会は年１～２回の周期で東京周
辺で懇親会を開催しています。
　今回は昨年に逝去された黒田幸夫君を偲ぶ会とし
て、４月１日、７名の参加で桜咲く新宿御苑を散策
し、その後新宿の居酒屋北海道で、黒田君を偲び懇
談をしました。黒田君は昨年７月末の同期会に参加
し元気に語らって、次回の同期会を楽しみにしてい
たところでした。
　９月に急性進行がんで入院し、手術も出来ず 11

湘南会　会長　藤沢　孝（35E）
　平成 29 年 12 月９日（土）忘年会を兼ねて、懇
親会を茅ヶ崎市の中国料理店で開催しました。会
員の皆様は忘年会月で日程が同じ日になり、又諸
事情が有って、残念ながら参加者は６名でした。
僅か６名でしたが飲み放題の紹興酒をたっぷり飲

土木科卒の第４回「毘沙門会」を開催

　今年も恒例のゴルフ大会を 10 月に計画いたしま
した。昨年の第 18 回はあいにくの台風により中止
となりましたが、今年こそは好天のもとでゴルフを
楽しみましょう。下記の様に場所・日時を決めまし
たので、皆様のふるっての参加をお待ちいたしてお
ります。（詳細は７月の総会時に再度ご案内とご参
加の確認をいたします。）
・開催日時：平成 30 年 10 月 22 日（月）　　
 スタート９時～６組
・場　　所：  紫カントリークラブあやめコース
 西コース（千葉県野田市）
・概算費用：  プレー代　１万４千円程度
　　　　　　（昼食付セルフプレー）

東京豊工会ゴルフ大会開催のご案内

街へ２次会も意
気盛んに繰り出
し て、 次 回 も 元
気な再会を約束
して散会しまし
た。
参加者：  大石　潔、染谷武雄、嶺　清次、綿貫元恵、

吉良幸一、安藤寅生、山下藤則、豊工会会
長　岐部寿則（39R）

記：利光憲士（36C）

 会費３千円を予定しています。
・ゴルフ会幹事・連絡先　　
　利光　憲士（36C）
　　　（メール）ken5566@ae.auone-net.jp
　　　（携　帯）090-1402-2720　
　安藤　憲生　（携帯）080-5436-6968

　山下　藤則

東京豊工会38Ｅ同期会開催
月 に 亡 く な ら れ と、
49 日法要後に奥様か
らのお知らせでした。
黒田君のご冥福を祈
り、我々の健勝を祈
念して散会となりま
した。
　次回は 10 月頃を予定しています。東京近郊の 38
Ｅのみなさん、ご参加をお待ちしています。
参加者：  会長・山口憲治、森田雅己、野中　勝、秋

吉寿人、姫野洋治、平井敏雄 090-4628-0866　　
記：三重野敏行　070-6511-2746

「懇親会」開催される み、美味しい中国料理を食べ、相互の近況報告を行
いました。又店員の中国人女性達と中国語を交え談
笑し、参加者は 10 人はいるのではないかと、錯覚
を起こすほど大いに盛り
上がり、和気藹々のひと
時を過ごしました。宴の
終了後、カラオケで更に
盛り上がったことは言う
までもありません。
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　平成 29 年９月 29 日（金曜日）、上野にある居酒
屋「鳥が島」於いて、お化けの会の集いを開催しま
した。当日は、15 名の参加者があり飲み放題・し
ゃべり放題と３時間の楽しい時間を過ごすことが出
来ました。
　川住会長のもと本年度の再会を約束して 15 時に
散会しました。

【参加者】32 年・有吉修身／ 33 年・川住哲美　三
浦征支　佐藤　勇／ 34 年・森﨑重喜／ 35 年・岡﨑
成美／ 36 年・原田貞夫／ 37 年・河本司郎　佐竹　
毅　垂水由雄　三浦清宏　山下博己　小山俊和／
38 年・石原満喜一　岩田雅彦

　雷会は 2004 年に発足し 14 年目となりました。発足以来毎年研修見学と称して社会見学を行ってきました。
前回は１月 21 日～ 22 日には石和温泉で「マルス山梨ワイナリー見学」を行い「華やぎの章　慶山」に一泊、
新年会を行いました。今年は９月初旬に開催予定です。大同窓会時に企画を発表します。どなたでも参加で
きますので、奮ってご参加くださるようお願いします。

１．期　　日　９月初旬～中旬　
　　　　　　　金・土・日・月の中で　1 泊２日（予定）
２．行先予定　 世界遺産三保の松原　海の博物館

（東海大学海洋科学博物館）
　　　　　　　または、本田技研工業㈱狭山工場
ご希望の方は、７月中に下記事務局へご連絡ください。
　　事務局　三重野敏行（38E）　電話 070-6511-2746
　　E-mail :  mieno.t@nifty.com　　 雷会会長　若杉實生（29E）

皆さんご参加ください
雷会・秋の企画 《新年会の報告と秋の企画》

東京お化けの会
親睦会に是非ご参加を

　平成 29 年 11 月 25 日（土）、九段下にあるホテル
グランドパレス「千代田」に於いて平成 29 年度の
霜月会を開催しました。
　参加者は 14 名で和やかな雰囲気の中、盛大に催
すことが出来ました。ご参加頂いた皆様には心より
感謝申し上げます。なお今年度より幹事に森崎重喜
氏（Ｓ 34K 卒）が加わり、会の運営に尽力して頂
くことになりました。
　傘寿を迎えた井上克明、高橋勇、本田稔基の各氏

（各Ｓ 31E 卒）に対しては、参加者より自身の近況
を織り交ぜながらの心温まる祝辞とともに色紙の贈
呈も行われました。またイギリス勤務の経験のある
荒川英敏氏（Ｓ 37R 卒）からは赴任当初の英会話の
苦労話なども披露されました。霜月会は毎年、気心
知れた仲間が集まって、和気藹々とした雰囲気のな
かで旧交を温めるべく活動しています。皆様のご参

平成29年度　霜月会開催

加を心よりお待ちしております。
【参加者】姫野富雄（S28R）、井上克明（S31E）、本
田稔基（S31E）、高橋　勇 （S31E）、川住哲美（S33K）、
森崎重喜（S34K）、藤沢　孝（S35E）、原田貞夫

（S36K）、佐藤徳治（S36TM）、荒川英敏（S37R）、
岐部寿則（S39R）、守田晶一（S42A）、山本邦彦

（S32A）、 大石　潔（S30C）
　写真は大石氏を除き 13 名、次回開催は平成 30 年
11 月中旬の予定です。是非皆様の参加をお待ちし
ています。 　　　　　　   霜月会会長  姫野富雄 

幹事　山本邦彦 ・幹事　森崎重喜

　恒例の「東京お化けの会」、本年度も会長・川住
哲美さんの号令のもとで、親睦会を開く予定です。
開催内容が決まりましたら別途ご案内しますので、
前回は都合が悪かった人も、是非参加されるようお
願い致します。

　　　東京豊工会副会長　石原満喜一（38 年卆）
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　前号でも紹介しましたが再度、東京豊工会・ホームページの紹介をさせて頂きます。当 HP は 2016 年３
月のリニューアルにより、トップ画面を一新し、掲載記事を見易く分かり易く整理改修致しました。インタ
ーネットの検索で、「東京豊工会」を開いてみて下さい。
　以下に、HP の便利な機能・利用方法をいくつか紹介いたします。

HP 担当からのお願いです！
会員の皆様からの HP への投稿を広く募集中です。友人・仲間同士の旅行や会合、
趣味の紹介など、身近な話題を気軽にお寄せください（できれば写真と共に）。ま
た、企業広告のページでは団体や企業の宣伝告知の媒体としてご利用頂けます。
問い合せ先：e-mail で shrs-t@catv296.ne.jp までどうぞ。  担当：竹中重信（45E）

母校や、ふるさとの今を是非ご覧ください !

リンクから見られる関連ホームページの一例（関連 HP より抜粋）

ホームページの便利な機能・利用方法
１．発行済みの東京豊工会会誌を PDF 形式で閲覧できます。　
　　トップ画面メニュー：豊工会会誌（現在、2015 年発行の第 43 号から最新の 46 号を掲載中です）

２．会員の皆様の住所変更の連絡ができます。
　　トップ画面メニュー：住所変更

３．母校や豊工会本部、また大分県の各自治体のホームページがワンクリックで閲覧できます。
　　トップ画面メニュー：リンク　をクリックして観たい HP を選ぶ。

東京豊工会ホームページの紹介

「豊工会本部 HP」より 「大分県 HP」より

「母校 HP」より 「母校 HP」より
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【広告】　広告のご掲載有り難うございます。情報を発信し、活用してニーズを満たす。

一般社団法人
大分県立大分工業高等学校同窓会（豊工会）

〒 870-0948　大分市芳河原台 12 番１号

会　　長 41 Ｍ 赤　嶺　　　昭
副 会 長 41 Ｍ 園　田　重　信
　 〃 36 Ｅ 高　木　　　洋
　 〃 37 Ｒ 川　邉　正　俊
　 〃 41 Ｍ 浦　松　　　傅
　 〃 45 Ｃ 奈　須　宏　二
　 〃 45 Ｋ 釘　宮　正　昭
専務理事 54 Ｃ 小　笹　修　広
副専務理事 52 Ｅ 廣　川　収　造
会計理事 H5R 前　原　卓　広
監　　事 41 Ａ 豊　島　範　幸
　 〃 47 Ｅ 中　摩　時　夫

東京豊工会
会　長　　　岐部　寿則　　（昭 39 電子）

幹事長兼副会長 守　田　晶　一（昭 42 建築） 副 会 長 三重野　敏　行（昭 38 電気）
副幹事長 村　谷　憲　一（昭 40 機械） 副 会 長 安　部　昭　信（昭 41 電子）
副幹事長 竹　中　重　信（昭 45 電気） 副 会 長 安　藤　寅　生（昭 39 土木）
会計兼副会長 石　原　満喜一（昭 38 化学） 副 会 長 山　村　　　浩（昭 37 定電気）
会計監査 本　田　稔　基（昭 31 電気） 顧　　問 藤　沢　　　孝（昭 35 電気）
会計監査 河　野　幸　一（昭 35 電気） 顧　　問 鷲　見　元　吾　（昭 36 定建築）
副 会 長 岡　地  祐　司 （昭 46 機械） 顧　　問 利　光　憲　士（昭 36 土木）

大分工業卒業のみなさまの会費納入により活動がささえられています。よろしくご協力をお願いします。

横浜中華街・広東料理

本館　横浜市中区山下町 147　電話 045-681-1324

豊工会員　歓迎

東 京・大 分 高 友 会
県内各高校の同窓会活動を

活発にし大きな輪を作ろう

会 長　守　田　晶　一（42A）

TEL・FAX 049-243-5640
E-mail morixmori@tbz.t-com.ne.jp

豊工会員のたまり場
こつこつ庵

0 9 7 − 5 3 7 − 8 8 8 8
大分合同新聞社 裏側

（31E関東会）

http://www.jyunkaikaku.co.jp

建築リフォーム

株式会社 第一ハウジング
代表取締役会長

松　下　一　司（S53E）
MAIL：d-m1@lime.ocn.ne.jp

東京本社
〒 114-0014　東京都北区田端 4－21－14－103
TEL：03（3822）5740　FAX：03（3822）5741
URL：http://www.dai1housing.com
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漏電で困ったら一声を！

本田電気管理事務所
本 田 稔 基（31E）

〒 343-0806 埼玉県越谷市宮本町 5-7
電　　話 048-962-6387
携帯電話 090-3137-9220

岡﨑成美(35K)・原田貞男(36K)・小山俊和(37K)

東京お化けの会

採鉱冶金科・冶金科・工業化学科・化学工学科

山村則義(38K)・岩田雅彦(38K）

楽しい日々を目指す我らの会

会長　川住哲美(33Ｋ）連絡先：TEL048-851-8837

・森﨑重喜(34K)池辺庸夫(28K)・有吉修身(32K）

リフォームから新築まで

一級建築士 取締役　岡地　祐司（46M）
〒221-0005 横浜市神奈川区松見町1-7-3  TEL 045-421-2544  FAX 045-421-2545

リフォーム新築をお考えの方、是非ご相談下さい

株式会社  岡 地 建 工 社

東京豊工会

31E・関東会

毘 沙 門 会
土木科卒の皆様方の親睦会

会　長　綿貫元恵（37C）
顧　問　大石　潔（30C）
事務局　安藤寅生（39C）
事務局　山下藤則（39C）

合同会社　Ｏ　Ｔ　Ｓ

 電気通信工事（ケーブルＴＶ）

執行代表　岐部壽則（S39R）

TEL　045-392-5712

 〒244-0804  横浜市戸塚区前田町 1254-10

東京豊工会電気科有志の会

「豊工雷会」会員募集
会長　若杉實生（29E）　　副会長　平山一政（30E）

幹　事　井上克明（31E）　藤沢　孝（35E）　向田浩澄（54E）　 
　　　　高橋周孝（41E）

申し込み事務局　三重野敏行（38E）迄
〒 245-0066  横浜市戸塚区俣野町 1403 番地

　　　　ドリームハイツ 6 −８０７
TEL:045-852-1323　Email :mieno.t@nifty.com　

東京豊工会　副会長　広告担当　

山村　浩（37TE）

〒 252-0327　神奈川県相模原市南区磯部 4342-3
　　　　　 TEL　Fax　046-253-6662

広告の募集　年一回発行の東京豊工会　会誌
企業の紹介、趣味のサークル、
豊工会員仲間の会、掲載をお待
ちしています。

１枠　縦５ｃｍ×横  ９cm　  10,000円

２枠　縦５ｃｍ×横 18.7cm　20,000円

申　込　先
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私 の 近 況 報 告私 の 近 況 報 告

　42 年電気科卒　臼杵市出
身　匹田です。 
　いすゞ自動車㈱を退職し
て早数年、今年の年末に 70
歳の古希を迎えます。 
　早いもので中年太り解
消にマラソンを始めて 32
年。 
　15 年前に横浜の根岸森林
公園を拠点にしているラン
ニングクラブに所属し、毎
週土曜日に常時 40 名位で走
力別チームに分かれて練習
をおこなっています。 

　以前は遅いチームでは有りますが、先頭を走り、
フルマラソン最盛期のタイムはサブ４（４時間切り）
でした。 
　今では悲しいことに最後尾を離されないように
走っています。 
　一抹の寂しさを感じ、もう年だから仕方ないかと
自己納得しながら……。 
　昨年の東京マラソで体力の限界を感じて、以降
レースに参加せず、年齢、体力に合った健康的なジョ
グに切り替えました。 
　現在は体にあまり負担にならない程度に箱根外輪

山、足柄峠、高尾山等のトレイルラン、都心の観光
を兼ねた山手線一周等のファンランを楽しんでいま
す。 
　又、クラブの仲間との飲み会、若者達のイベント
に積極的に参加して気持ちの若返りを図っていま
す。 
　おかげで医者いらず、薬いらずの快適な生活を
送っています。 
　これからも体力、気力の続く限り健康的な走りを
続け、健康寿命を一日でも延ばす努力をしていきま
す。 
　枯れた走りで健康寿命を意識し始めた今日この頃
です。 

平成 20 年に「建築科東京夏季研修会に参加した平成 22 年建築科卒・崗本美空さんにお会いしてきました。母
校訪問のおり勤務先㈱大有設計を訪問し近況をお伺いしました。

崗本美空さん談
　平成 20 年東京現場見学夏期研修会に私は建築科の生徒４人で参加して早 10
年にもなります。東京横浜市内の大規模な建造物に驚き、建築の奥深さを認
識する事が出来、まだ高校２年生でしたので将来の進路選択に大いに役立つ
事が出来、私に取って大きな財産となりました。大工を卒業して大分大学の
建築に進学、無事卒業、現在大分の建築設計事務所㈱大有設計にて、建築設
計部に勤務し、意匠、構造、設備設計、耐震診断などに従事しながら建築士
の資格取得に日々精進しています。東京豊工会の鷲見元吾先輩の来社に、私
の現在の仕事の内容や東京研修会でのいろいろなお話等、時間の過ぎること
も忘れてしまいました。東京豊工会会員の皆様のこと、私は一生忘れません。
私も目標に向かって頑張ります。くれぐれも皆様に宜しくお伝えください。

匹田立見さん（42E）

2017．11．13 談受（鷲見元吾 TA36）
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　このたび平成 29 年度～ 30 年度東京豊工会電気科
幹事を拝命いたしました、よろしくお願いいたし
ます。私は昨年古希を迎え独居老人になって３年半
になりました。妻を亡くして１年後、体調管理のた
めに何げなく近くのスポーツクラブに通い始めまし
た。そのスポーツクラブで「古希になると“キョウ
ヨウ”と“チョキン”が大切」という話を聞きまし
た。意味は“今日用（きょうよう）を作ることと貯
筋（ちょきん）筋肉を蓄えることが大切ということ
だそうです。スポーツクラブに通い始めてはや２年
半になりました。毎日やつがいに焼酎を２合飲んで
いるにもかかわらず、健康診断の各種検査数値はす
べて基準値に入っているばかりか年を追うごとに数
値が改善しています。
　55 歳でいすゞ自動車を早期退職し、アルバイトで
市ヶ谷に通っている頃（2010 年）に前の会社の同じ
職場で働いていた大型車設計部の先輩から高齢者介

護施設の慰問演奏ボランティアに誘われまして断り
きれずに始めたのが運のつきで、当初は４人でやっ
ていたグループに新メンバーとして組み込まれ、最
初は MC だけでいいと言われて入ったところ、次
は簡単だからということでボンゴとボーカル、次は
ベース次はギターと全く楽器など縁のなかった私に
難題を吹っ掛けられ続けて気がつけばはや８年が過
ぎていました。今ではメンバーも６名になり、（写真）
７か所の高齢者福祉施設に月一回のペースで順番に
訪問演奏をしています。楽曲は戦後から昭和時代の
ものを演奏していますので入居者、通居者の方々に
たいへん喜ばれております。バンドを始めて今月に
行く施設で 72 回の演奏会、レパートリーは 110 曲
を数えます。平均年齢 71 歳のエレキバンド、老体
鞭打って今しばらく恥をさらしながら頑張ろうと意
気込んでいるところです。

新・電気科幹事　高橋周孝さん（41E）

「ベルマスターズ」メンバー　後列右側が高橋周孝さん

７月７日の大同窓会で歌います

女越中風の盆・町田女は深情け 渡辺はる代 

渡辺歌謡教室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽事務所…渡辺はる代
相模原市相武台駅北口　まねきねこ（火・金）　TEL・FAX　042-797-0242　携帯　090-6480-4834
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福田詠一郎さん　（H21R）

福田詠一郎（ふくだ　えいいちろう）

　豊後大野市（犬飼町）出身です。株式会社 OEC とおおいたインフォメーションハウスでの勤務経験があ
ります。2015 年に脱サラ・上京し、音楽の夢を追っています。
　CD ご購入や企業 CM へ起用いただいたり応援してくださると嬉しいです。

７月７日大同窓会に
参加します！

大分工業高等学校電子科
2009年（平成21年）卒業
1990年生まれ　27歳

ウェブサイト
http://fukudaeiichiro.wix.com/fukudaeiichiro からご
購入頂けます。

お気軽に
fukudaeiichiro@gmail.com までご用命ください。

CDの購入

催し（結婚式、忘年会、新年会、など )で
起用する
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　在京大分県人大集合、在京大分県人会創立 90 周
年記念式典イベントを開催します。

日時　平成 30 年 10 月 27 日（土）
場所　 グランドプリンスホテル新高輪　飛天の間　

品川区高輪３―13―１

　記念式典に加え、県内市町村のブース出展や、県
出身歌手に依るショ―等、他盛大に行われます。又
大分県産品の豊富な食材や、酒・焼酎等もホテルに
持ち込み、オ―ル大分県産の物産を堪能して頂く
大々的な行事で、大分県を満喫する会です。（全員
着席、1300 名）
　10 年前 80 周年記念式典は元豊工会会長の立川貴
士氏が実行委員長を務めましたが、今回 90 周年記
念式典イベントは、私こと鷲見が副実行委員長に委
嘱されましたので報告致します。是非とも当日は東
京豊工会の会員の皆様も大勢の参加お願い致しま
す。当日の前売り券販売は５月 20 日（日）在京大
分県人会総会からの予定です。

　

ご参加希望の方は鷲見迄ご連絡ください。　
在京大分県人会 90 周年記念式典　

　理事・副実行委員長　
豊の国特命かぼす大使・神奈川大分県人会会長　　

　携帯 090-8873-4545　鷲見元吾

東京豊工会　顧問・鷲見元吾（TA36）

会員電子メールインタビュー
会員の方に、出身地や高校での思い出、
　　　　　　　近況について電子メールでインタビューしました。

❶出身中学校時の市長村名は　❷過ごした町の思い出 町の自慢　❸高校時代の思い出を一言　❹今勤めている会社名と職位は（勤めて
いない方は退職時の会社名を）　❺ＰＲするものを一言　❻どんな仕事をしていますか（されていましたか）　❼いまお住まいの町はどこで
すか　❽町の自慢は何ですか　❾今取り組んでいることはなんですか 仕事でも趣味でも何でも結構です　あなたの信条は何ですか　
東京豊工会へコメントを一言　Ｅメールアドレス

インタビュー内容

❶北海部郡佐賀関町
❷関鯖関鯵で有名な町ですが、何んと

言っても冬場の一本釣りの寒鰤が最
高に美味しいです。それと関東ではカ
サゴと言っている魚ですが、佐賀関で
は「ホゴ」と言います。この味噌汁は忘
れない味です。海の幸が自慢です。
❸三年生の時に体育祭が中止になりそ

うになりました。確か暴力行為があった
ように記憶しています。決行派と中止
派で大分もめたのですが結果的には
実行されました。（ちなみに私は中止
派でした）。そして随分盛り上がった

体育祭になりました。何が盛り上がった
かは記憶があやふやです。
❹浄土真宗本願寺派　正福寺　住職
❺浄土真宗・親鸞聖人の教えをお取次す

ること。
❻お念仏の教えを弘めるお手伝いです。
❼埼玉県新座市
❽武蔵野の面影がわずかですが残って

いますところ。
❾多くの方とご縁を持つこと。
当たり前の事を、当たり前と受け止め

る、むしろ有り難き事と受け止める事。

首藤　克治 さん　
昭和５７年機械科卒　51歳

❶大分市南大分
❷あまり聞いたことはないですが、私は、

大分市明磧（あけがわら）橋から見え
る高崎山・由布山・鶴見山は絶景と
思っています。
❸一年生の時の運動会で優勝したこ

と、機械科は先輩含めて、怖い人や、
頭のいい人や、運動がすごい人がい
る、楽しいところだと思いました。最近
はネットで、運動会を相変わらずやって
るんだなと楽しんでます。毘沙門も昔と
は変わりましたね。
❹日立ビルシステム㈱にてエレベータの

機械設計
❺エレベータの製造、据え付け、保守、ビ

ル設備メンテナンス。一戸建てのご家
庭用にホームエレベータもあります。品
質、保守の良さ、ぜひ日立のエレベータ
を入れてください。

❻古いエレベータを最近の省エネタイプ、
新基準の安全装置、最新意匠に入れ
替えるための機械設計。

❼茨城県ひたちなか市
❽毎年夏は、ロックインフェスティバルを

やっています。魚もおいしいです。
❾人に対する思いやりとは何か、自分に足

りないものは何かを考えるようになり、本
などを読んでいます。なかなかうまく実践
はできませんが。
人の気持ちを思いやる（ことができるよ

うになりたい）。
私自身行事に出ていませんが、先輩

方々の話しを聞くため、若い人にも参
加してほしいです。会誌も読んでもら
いたいです。
携　帯　shuto-kt@ezweb.ne.jp
　Eメール　shuto-kt@basil.ocn.ne.jp

久保田　学 さん　
昭和５３年電子科卒　56歳

❶大分市南生石、大分市賀来
❷西大分駅南側のフジボウ社宅近く。

蒸気機関車の排煙と香り。裏山竹林
内に友達と作った秘密基地。
❸我輩が猪狩であ～る。＆王子中学か

ら続けたブラスバンド活動。
❹富士通株式会社 シニアマネージャー
❺情報通信システムの製造販売、サービス提供
❻ＪＡ/ＪＦ組織への営業活動

❼東京都墨田区向島
❽東京スカイツリーと下町情緒
❾自宅内装全壁紙の張替え（結構うまい

もんだ）。お客様の悩みを情報システム
で解決する方法を如何にして分かりや
すく伝えるか、の考察／工夫／実践。
得意平然、失意泰然
壮年
marb.kubota@nifty.com

板井　善一 さん　
昭和４５年電気科卒　６3歳

❶ 大分県大分市
❷  温泉県で有名な大分県は豊かな自然

と綺麗な海があり、山の幸・海の幸
が揃った素敵な町です。

❸  ３年間バスケ部に所属し、仲間と共
にどんな時でも苦難・困難を乗り越
え続けたこと。

❹  鹿島クレス㈱　２年次を迎えまし
た。

❺  建築の最先端に立って仕事をし、素
晴らしい建物を建てるための施工管
理を行う仕事です。又鹿島建設社員
として働くことができる。

❻  現場で施工管理を行う仕事です。

      お客様や現場関係者の方々と関わ
り、一つの物を作る為に全員で力を
合わせて業務に取り組んでいます。

❼ 千葉県　
❽  都内も近く、交通機関がとても便利

で非常に住みやすい町です。
❾  冬はスノーボード、夏はサーフィン。

その他休日は買い物や娯楽で毎日楽
しんでいます。

  社会人としての基盤を作る為に礼儀
作法がきちんとできるようになるこ
とが私の信条です。
  皆様との交流を深めたいと思ってお
りますので、宜しくお願い致します。

井ノ口　智大 さん
　平成29年建築科卒　１９歳
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平成30年度　東京豊工会年会費・活動賛助金納入のお願い
東京豊工会　会員各位
　東京豊工会の活動に対しましては、平素より多大のご支援、ご協力を賜り心から厚く御礼を申
し上げます。
　会も４月から新年度となり、年会費並びに活動賛助金を、会員の皆様にご負担いただき、会の
円滑な活動を進めて参りたいと考えています。つきましては、平成 30 年度の年会費・活動賛助
金につきまして、同封の振込用紙によりご入金賜りますように、よろしくお願い申し上げます。

　なお昨年度より会誌発行を５月の１回のみとしています。従って、12 月末での再依頼をいたしません。
　今回同封の振込用紙にて、忘れないうちに早目の納入いただきたくお願い申し上げます。
　尚、ご不審な点等がございましたら、下記の会計担当まで、ご連絡くださいますよう御願い致します。

平成 30 年５月吉日
東京豊工会会長　岐部寿則（37R）　　会計担当・石原　満喜一（38K）　　　

（会計連絡先）〒 215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺３- ９- ３　　TEL&FAX　044-952-3790

【会誌送付について説明】会誌の送付につきましては以下のルールで送付しています。

　１．69 歳以下、会員全員　　２．70 歳以上、この３年間内に会費納入があった方

　従いまして、70 歳以上の方で３年間会費未納としている方には、会誌をお届けしていません。友人において、
会誌が届かないと言う方がいましたら、会計担当へ連絡するようお伝えください。
　また、会費を納めていない方がいましたら、このルールを PR いただくようお願いいたします。【東京豊工会】

卒年  氏　　名 口数
建築科：21 名

A18 笠木　　寛 3
A32 山本　邦彦 3
A33 高橋　友冶 7
A36 城向　幸治
A37 後藤　孝保
A38 篠田　正弘 1
A38 森山龍三郎 1
A38 今宮　孝憲
A39 大久保　昂 1
A40 本田　幸一
A40 佐藤　秀美 1
A42 守田　晶一 8
A43 白坂　哲治 3
A43 足達　博隆
A43 長木　正次 8
A44 平山　則男 5
A46 戸髙　正三
A48 吉田　哲朗 2
A62 池永　誠司 2
AH9 町田　　潔
TA36 鷲見　元吾

土木科：16 名
C29 助安　純義 1
C30 大石　　潔 1
C34 染谷　武雄 3
C35 森永　功文
C36 房前　紀義 1
C36 利光　憲士 8
C36 佐藤　雪光 1
C36 竹下　　健 1
C37 綿貫　元恵 1
C38 野尻　　巌
C38 吉良　幸一
C38 後藤日出市 1

卒年  氏　　名 口数
C39 安藤　寅生 3
C39 山下　藤則
C43 阿部　洋一 1
C45 野尻　俊雄

電気科： 82 名
E17 柴家　　茂
E23 渡邊　通生
E28 渡辺　千一 3
E29 工藤　政文 3
E29 若杉　實生 1
E29 中原　敏行
E29 足立　五男 1
E29 上田　靖雄 1
E29 渡邊　哲男
E30 高橋　憲一
E30 伊東　睦朗
E30 高橋　秀明
E30 平山　一政
E31 森元　　深
E31 井上　克明 3
E31 本田　稔基 5
E31 熊谷　覚志 1
E31 栗林　　孜
E31 江坂顕二郎 1
E31 高橋　　勇
E31 小野　宗男
E31 佐藤　成光 2
E32 首藤　年秀　　
E32 小野　邦芳 1
E33 西村　幸男
E33 田北　　磨
E33 堀田　栄一 1
E34 安部駿太郎
E34 川俣　忠紀 1
E34 田村好史郎

卒年  氏　　名 口数
E34 工藤　素弘 1
E34 赤嶺　淳一
E34 達見　　潔
E35 小手川武彦 3
E35 河野　幸一 1
E35 安波　雅朗 3
E35 後藤　明治
E35 藤沢　　孝 3
E35 堀江　準司 1
E35 櫻井　広志
E35 横溝　雄三
E35 土田　恭愛 1
E35 河津　邦次 1
E35 小名川征生 6
E36 藤澤　　香 1
E36 北村　信幸 1
E36 麻生　　茂
E36 陶山　　洋 2
E37 阿部　義信 1
E37 秋吉　隆美 1
E37 佐藤　尋信 1
E37 藤野　博通
E38 三重野 敏行 2
E38 山口　憲治
E38 秋吉　寿人 1
E38 平井　敏雄
E38 河野　行弘 1
E38 黒田　幸夫 1
E38 橋本　達夫
E40 菅　　賢文
E40 木村　潤一
E40 岩見　正明
E41 高橋　周孝 2
E41 上田　和敬
E43 河野　公生 3

卒年  氏　　名 口数
E43 間野　　健 1
E43 平野　文明 1
E45 梅木　尊則
E45 野上　和生
E45 竹中　重信 2
E45 板井　善一 1
E47 平田　裕次
E47 竹下　隆三 1
E48 梶原　和利 1
E51 竹下　信行 1
E54 向田　浩澄
E55 梅木　浩朗 1
E62 高野　正将 1
TE34 後藤　全正 8
TE37 山村　　浩 3
TE37 元永　詔八 3
TE50 松野　郁夫 1

採冶・化学科： 19 名
K18 式田　耕三 1
K27 中野　英俊 1
K28 池辺　庸夫 3
K31 有田　　晃 1
K32 有吉　修身 1
K33 河野　　仁
K33 川住　哲美 1
K34 小野　和信
K34 福原　信之
K34 小倉　晃一 1
K34 森﨑　重喜 3
K37 三浦　清宏
K37 河本　司朗
K36 原田　貞男
K38 石原満喜一 3
K38 山村　則義 1
K38 岩田　雅彦 1

卒年  氏　　名 口数
K39 広瀬　貞夫 1
K42 塚本　紀幸

機械科： 64 名
M28 廣瀬　彰夫
M28 北山　博宣
M28 阿南　宰史 2
M29 岩下　正次 1
M29 宮崎　義則
M29 工藤　治俊
M30 蓑浦　哲男 1
M32 二宮　兼重
M32 石川　勝一
M33 阿部　政信
M33 太田　定徳 1
M33 近田　　修
M33 荒金　敏夫 1
M33 後藤　有三 1
M33 柴尾　数年 1
M33 足立　　元
M33 梅木　国広 8
M33 和田　治雄
M34 原田　　廣
M34 田代　久人
M34 矢野　正義 1
M34 三ヶ尻昭雄
M34 菊池　照弘
M34 濱田　一男 1
M35 加川　厳信
M35 吉本　眞一
M35 河合　孝一
M35 斉藤　國士
M35 久多良木千秋 1
M35 此本　安伸 1
M35 若杉　眞成
M35 清水　純一 1

卒年  氏　　名 口数
M35 倉掛　敏行 1
M35 井田　庸雄
M35 東　　　泉
M35 片山　健司
M35 足立　　全
M36 宇都宮弓豊
M36 久々宮洋典
M36 高畠　英章
M36 河野　憲一 2
M37 甲斐　秀人
M37 松本　公徳 1
M37 岡部　春幸
M38 鈴秋　克介 1
M39 山崎　弘幸
M39 江戸　重和
M40 村谷　憲一 2
M41 河野　要人 2
M41 三重野高視
M41 増尾　正則 8
M45 炭本　辰二 1
M46 岡地　祐司 8
M48 井本　国義 1
M48 小林　博美
M51 片岡誠一郎 3
M55 沼田　真清 3
MH07 匹田　　直
TM36 佐藤　徳治 8
TM37 秦　　範男 8
TM38 松下　　威
TM42 麻生　倫典
TM43 高倉　岳男 1
TM50 幸野　義夫 3

会費納入者
賛助金納入者

卒年  氏　　名 口数
電通・電子科： 30 名

R27 渋谷元三郎 1
R28 佐藤　信之
R28 姫野　富雄 3
R29 錬石英太郎
R30 長野　友久 3
R31 小手川和洋 1
R31 池永　高司 3
R33 高瀬　拓士 8
R34 大野　　悟 1
R34 椎原　義昭 1
R35 須賀　昭典 2
R35 和田　文雄
R36 是松　義行 2
R36 伊東　俊幸 1
R36 中村　和子 1
R36 佐保　邦博
R37 釘宮　節男 3
R37 池永　英勝
R37 後藤　真美
R37 山本　英準 1
R37 荒川　英敏 3
R39 岐部　寿則 8
R39 幸　　勝宏 1
R41 安部　明信 1
R41 長谷攸三郎 1
R43 伊東　俊治
R46 森　　安信
R50 藤尾　浩三 1
R53 久保田　学 2
R54 矢野　直宏 1

232 名
134 名
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　私は、平成 25 年７月の東京
豊工会総会に於いて、前藤沢孝
会長より第 16 代会長として拝
命を賜り、以後平成 27 年７月
まで２期４年間東京豊工会の
発展運営に努めて参りました。
不慣れながらこの間、会員の皆

様、諸先輩、事務役員の方々に多大なるご指導ご支
援をいただいて、何とか職責を全うすることができ
ましたこと厚く御礼申し上げます。
　時代は移り変わり、郷里大分から首都圏へどんど
ん就職した時代は遠い昔となり、豊工会員も年々高
齢化をたどり、一方若い人の上京の数は少なく、従っ
て若い人の入会も減少している状況で東京豊工会の
運営方法が非常に難しくなっている状況です。しか
し、母校を通じた会員相互の親睦運営は貴重な財産
で、続けていかねばならないと考えています。活動
の一例として私の在任中に事務局の場所が３度変わ
りました。東神奈川の沢崎会員の事務所から、平成

26 年２月に鷲見顧問のはからいにより伊勢佐木町
NPO 法人ウッドクラフト様へ、さらには石原会計
担当の計らいで平成 29 年７月から新百合ヶ丘の自
治会館へと、会員皆様のご支援により綱渡りの状態
で事務局一同懸命に運営を努めている現状です。会
の活動も会員の親睦高揚をはかるべく皆さんの創意
工夫をこらして、「はとバスツアー」の実施や見や
すい東京豊工会誌を目指して平成 27 年５月第 42 号
よりカラー化するなど会の発展を目指してきたとこ
ろであります。また母校支援では２度にわたる春高
バレーの応援や定時制全国大会の応援など皆様のご
協力のもとに進めてきました。まだまだ至らない点
は多々ありますが、幸い後任として 39 年 R の岐部
寿則氏の承諾を得て会長職をお願いすることとなり
ました。今後は、岐部会長新体制のもと、より良い
東京豊工会の発展運営が望めるものと確信していま
す。私は微力ながら顧問として今後とも会のお手伝
いをして参る所存です。長い間のご支援に対し深く
御礼申し上げ退任の挨拶といたします。

会長退任にあたって

豊工会福岡支部役員

顧　　問	 佐藤元一（33R）	 佐藤忠男（41A）	 大塚義憲（41R）
支 部 長　大末精一（40M）　　副支部長　黒崎健一（43K）
会　　計　村上　博（47A）　　事務局長　山崎龍二（46K）
理　　事　岑　　定（41K）	 牧野俊二（43C）	 岐津　勝（43A）
	 藤川光廣（45M）	 足立俊美（49C）	 塩月淳一（49C）
	 渡邉智晃（50E）	 後藤清正（53C）	 佐藤誠二（H5A）
会計幹事	 渡會哲夫（46E）	 沓掛武志（63R）

福岡県豊工会北九州支部

支　部　長　山崎憲次郎　S42　電子
副	支	部	長	 阿部　一生	 S33	 土木
副	支	部	長	 首藤　道泰	 S35	 建築
副	支	部	長	 山崎富士夫	 S47	 化学
副	支	部	長	 榎　　正寿	 S56	 機械
副	支	部	長	 高柳　俊治	 S62	 電子
理　　　事	 大久保賢一	 S47	 化学
会	計	幹	事	 新山　政夫	 S34	 機械
会	計	幹	事	 江藤　　守	 S39	 電気
懇親会幹事　川野ひさお　S40	 化学

東京豊工会・機械科幹事

副幹事長　村谷　憲一　（S40）
副 会 長　岡地　祐司　（S46）
幹　　事　萩尾　征雄　（S34）
幹　　事　此本　安伸　（S35）
幹　　事　若杉　眞成　（S35）
幹　　事　引田　忠義　（S36）
幹　　事　河野　憲一　（S36）
幹　　事　山崎　弘幸　（S39）
幹　　事　安部　俊雄　（S39）
幹　　事　安部　秋弘　（S40）

第３回はとバスツアー参加者の皆さん

2016 年１月春高バレー応援団の皆さん

顧問 利光　憲士（36C）
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　平成 27 年５月発行の 42 号からカラー印刷とし４ページを追加、文字を大きくして６回目となりました。
平成 21 年 12 月の 31 号から９年目 17 回目の編集となりました。この間会員の高齢化もすすみ 60 歳以
上が多数を占め、60 歳未満の現役世代の会員が少数であるのが現状です。一方若い方々 20 代～ 30 代の
方も数名が大同窓会に参加してくれています。若い方々は、大先輩に気後れして参加を渋る傾向がありま
すが、今日においては、上下関係なく和気あいあいです。仕事やふるさとの話しで盛り上がります。今後
の人生に励みになる会話になると信じています。是非大同窓会に参加して見てください。
　会誌は年一回のみの発行で２年目です。本会誌が大工同窓の会員皆様の絆を繋げるツールであります。

　年一回で内容のあるものにしていきたいと思います。次回会誌掲載記事収集に皆様の情報提供をお願いすることがありま
す。その際は宜しくお願いいたします。
　東京豊工会会誌担当　副会長（電気科）三重野敏行  
　〒 245-0066　横浜市戸塚区俣野町 1403 番地ドリームハイツ６-807　
　メールアドレス　mieno.t@nifty.com　東京豊工会ホームページ　http://leaf.ruru.ne.jp/jpn/t-hokokai/

　今年も会員相互の懇親行楽を目的に第５回「はとバス」
で行く日帰り観光を企画しています。秋の好日に皆さん
で行楽を楽しみましょう。今回は横浜鎌倉方面を予定し
ています。７月総会時に詳細をご案内いたします。

担当幹事　利光憲士（36C）
連絡先（メール）ken5566@ae.auone-net.jp

　　　　（携帯）090-1402-2720

編 集 後 記

平成 29 年度役員会議事録要約（平成29年４月～平成30年３月）

●４月 22 日（日）・ウッドクラフト会議室にて
　・平成 29 年度の役務決定
　・会誌 46 号の発刊準備
　・会計報告　平成 28 年度末で会費 262 名、賛助金 154 名
 　　合計収入 844,000 円
　・総会／大同窓会　日時確定７月８日（土）に開催決定
　・はとバスツアー　「目黒雅叙園と相田みつお美術館」に決定
●５月 27 日（金）・ウッドクラフト会議室にて
 ・会誌 46 号発送 
 ・「在京大分県人会の総会」５月 20 日開催結果報告 
 ・豊工会の本部総会・支部連絡会議　５月 27 日利光会長出席
 ・大分県在京同窓会など開催の報告
 ・「総会 / 大同窓会」実施事項　担当の岡地副会長を中心に協議
●６月 24 日（土）・新百合ヶ丘の万福寺会館会議室にて
 ・東京豊工会総会時の進行について協議 
 ・はとバスツアー　協議 
 　　９月 23 日、シンフォニーランチクルーズに決定 

会員懇親行楽会 はとバスツアー企画

　会員の皆様へお願い。住所変更した場合、お手数でも下記の FAX 又はメールアドレ
スにご連絡下さい。会員住所禄は会員同志を結ぶ絆の「会誌」の発送及び総会の案内用
として大切なものです。

【住所変更の際の連絡先】東京豊工会会員名簿担当　副幹事長　村谷憲一　（40 Ｍ）
　　　TEL/FAX　047-457-2450     E-Mail　 kenichi_muraya@gf7.so-net.ne.jp

または「東京豊工会ホームページ」から連絡できます。

住所変更時のご連絡のお願い

●７月 29 日（土）・順海閣にて
　・総会 / 大同窓会の反省会並びにはとバスツアーの最終確認
● 10 月 14 日（土）・新百合ヶ丘の万福寺会館会議室にて
　・「東京・大分高友会」 
 　　幹事会開催から各高校同窓会の運営状況を報告
　・2017 年より会誌の発行を年１回（５月号）と決定
 　　2018 年の年頭挨拶を年賀状で届けることを決定
●Ｈ 30 年１月 27 日（土）・新百合ヶ丘の万福寺会館会議室にて
　・会長年度抱負挨拶　
　・今年初めて会誌に変えての年賀状結果について討議。
●Ｈ 30 年２月 24 日（土）・新百合ヶ丘の万福寺会館会議室にて
　・「若い世代の東京豊工会参加促進協議」 
　　　平成卒業の若い世代へ会長からメッセージを送る
　・「会誌 47 号」の紙面掲載内容など協議  
●Ｈ 30 年３月 24 日（土）・万福寺会館会議室にて 
　・総会
　・大同窓会内容について審議 
　・会誌 47 号　掲載内容について、審議 


