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賜り感謝申し上げます。	
　この１年間の活動を振り返りま
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を官邸を見下ろす霞ヶ関で開催、会員 70名、豊工会本部
会長赤嶺ご夫婦、小笹専務理事、学校からは佐藤教頭、
また東京高友会からのご出席をいただき、盛大又楽しく
終了致しました。また会の行事として、各科ごとの部会、
親睦ゴルフ大会、在京大分県人会 90周年記念式典への参

加、役員の他校同窓会への出席などを行いました。
　特にうれしいニュースは昨年 11月に福島県で行われた
「高校生ロボット相撲全国大会」で母校が優勝したことで
した。今年３月には、校門入り口傍に優勝記念碑が完成
しています。若い大工の卒業生が、「イチロー」の言葉を
借りると「夢は近ずくと目標に変わる」の心構えで、日
本の技術開発に貢献して頂けると期待しています。
　今年 27名の卒業生が関東圏にやって来ました。東京豊
工会にも参加願い諸先輩方との交流を広め、会の発展と
同時に、個人の成長を期待します。また、会員皆様のご
健康を祈念申し上げ、皆様が東京豊工会行事に参加され
ることが、会の発展になると念願しています。
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第 30 回目　「高校生ロボット相撲全国大会 2018」で母校電気科２年生チーム（未来ロボット工学研究部」）が優勝

大分工　悲願の初Ｖ

決勝に挑む内田翔真さん（左）と
上田征尚さん

高校生ロボット相撲全国大会

2018 年 11 月 24 日大分合同新聞掲載写真
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　東京豊工会会員の皆様、健康で益々ご清栄のことと存じます。元号は新しい「令和」となりました。
　なにか新鮮で明るい未来がありそうです。そんな中、気軽に久ぶりの友との語らい、また先輩後輩ともど
も、心新たに楽しいひと時をお楽しみいただけたらと思います。まだ参加されたことの無い方、しばらく参
加していない方々も、令和元年の大同窓会に集合ください。皆さんが参加してくれることで、東京豊工会全
員が元気になれます。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）

校歌斉唱 歌手　福田詠一郎（2009 電子科卒）

昨年のスナップ

 令和元年度（2019）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

日時：令和元年７月６日（土）　11時～13時
場所：日本青年館ホテル（新宿区　神宮外苑）
交通：東京メトロ銀座線　外苑前駅３番出口　徒歩３分　　
会費：男性　９千円　　女性　５千円　
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大分工業高等学校
　校長　原　　 勇  人母校校長　新任ご挨拶　母校の近況

　校内の桜が咲き誇る中、３年間
勤めた大分工業を３月末で定年
退職をいたしました。「技術の道
で 未来をひらく 大分工業」をキ
ャッチフレーズに掲げ大分工業
の発展を目指し学校運営をして
参りましたが、３年間はあっとい
う間に過ぎたように思います。

　この間、東京豊工会の皆様には、定時制の全国体
育大会の応援をはじめ大分工業を暖かく見守り、ご
支援・ご協力いただきましたことに心より感謝申し
上げます。
　今年度、生徒が頑張って２つの日本一を取ること
ができました。昨年の 11 月に高校生ロボット相撲全
国大会で２年生が初優勝をし、３月にはウェイトリ
フティングの全国高校選抜大会で男女２名が優勝し
日本一に輝きました。また、４月２日に野球部が九
州高校野球大分県予選で 28 季ぶりに優勝をして九州
大会に出場を決めるなど、生徒は様々な分野で活躍
をして大きな成果を残しています。
　また、生徒や同窓生の活躍に誘われて多くの中学

生が大分工業を志望し、県下一の競争倍率のもとで
高校入試を行い、大分工業の新１年生 280 名を決め
ることができました。これで４月から赴任する新校
長に新たな学校づくりを委ねる準備ができました。
　東京豊工会の皆様には、３年間大変お世話になり
ました。今後とも母校である大分工業をこれまでと
変わらぬご支援をお願いいたしますと共に、東京豊
工会がますます繁栄されますことをご祈念申し上げ、
ご挨拶といたします。

　平成 31 年４月１日、鶴崎工業高
校の校長から大分工業高校の校長
として赴任いたしました。
　私自身、大学卒業後の昭和 59 年
４月から６年間、平成 17 年４月か
ら６年間、機械科の教諭として勤
務し、大分工業高校の全日制へは
３度目、定時制へは初めての勤務

となります。２度目勤務の平成 22 年には、野球部が３
度目の甲子園出場を果たし、バスで応援に行ったことが
思い出に残っております。その際には、豊工会の皆様方
から多大なるご支援をいただき心から感謝申し上げま
す。また、毎年、春高バレーや全国定時制体育大会にも
応援に来ていただいているともお聞きし、母校の応援団
としてもご支援いただき重ねてお礼申し上げます。
　折角の機会ですので、本校の近況を報告させていただ
きます。
　昨年の秋には、未来ロボット工学研究部が「高校生ロ
ボット相撲全国大会」で優勝。そして、今年３月には、
ウエイトリフティング部が「全国高校ウエイトリフティ
ング競技選抜大会」において、男子 73kg 級・女子 64kg

級で男女アベック優勝を果たすなど、文化部、運動部と
も大分工業高校の名前を全国に轟かせる活躍を果たして
くれました。
  今年度は、創立 118 年目を迎え、「技術の道で未来をひ
らく大分工業」をキャッチフレーズに、運動部はもちろ
ん工業技術でも活躍する歴史と伝統を誇る大分工業高校
として更に発展を目指していく所存であります。今後と
も母校である大分工業高校に対しまして、更なるご支援
を賜りますようお願いいたしますとともに、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す。

2019 年　卒業授賞式

2019 年４月８日　始業式

母校前校長　退任ご挨拶

３年間大変お世話になりました
大分県立大分工業高等学校

前校長　安野　豊治
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東京豊工会の会員の
皆様、お元気でしょう
か。

日頃より豊工会本部
へのご協力、心より感
謝申し上げます。

この原稿を書いてい
る最中にビックニュー

スが飛び込んできました。九州高校野県予選「大
分工 28 季ぶり優勝」「九州大会出場」素晴らし
い活躍です。今年の夏がとても楽しみです。平
成 30 年度は野球のみならず、弓道　ボクシング　
ウエイトリフティング　優勝、文化部では未来
ロボット研究部のロボット相撲が日本一と、後
輩の活躍が大変素晴らしい一年でした。今年の
高校入試も電子科が２倍以上　学校別でも県下
トップの倍率でした。優秀な後輩が入学致しま
した。

豊工会も６月に総会、30 年度は 200 人を超え
る会員が集まり大盛況でした。今回初めて廣瀬
県知事もお祝いに駆けつけて頂き、お言葉を頂
きました。県知事は「今年は災害の多い年でし
た、　この災害の復旧に一番活躍したのは、豊工
会の皆様方でした。県を代表して御礼申し上げ

ます」とお褒めの言葉を頂きました。
豊工会誌も今年、念願のオールカラーになり、

会員の活躍のページも拡充しました。豊工会誌
は会員を繋ぐ絆、益々充実に努めます。今年の
２月 28 日は、今年卒業する後輩の「豊工会入会
式」を行い 274 名が入会致しました。今年の就
職先は県内 111 名　九州 30 名　中国３名　関西
８名　中部 13 名　関東 27 名　後は公務員と進
学でした。後輩を宜しくお願い致します。

さて、今年は豊工会発足 110 周年を迎えます。
記念総会、記念式典を６月 22 日（土）ホテル日
航オアシスタワーで行います。会員参加 400 人
が目標です。是非これを機会に大分に里帰りし
て下さい。奥さんの参加大歓迎、お待ちしてお
ります。又記念事業の為、昨年から会員の寄付
金もお願いしております。宜しくお願い致しま
す。 

最後になりますが　今後とも豊工会本部への
ご協力を宜しくお願いしますとともに、東京豊
工会の益々の発展を祈念致しまして、挨拶とい
たします。

豊工会会長　赤嶺　昭
昭和 41 年機械科卒業

ロボット相撲優勝記念碑完成 2019.3.27 野球部九州大会壮行会 表彰式 2019.4.8

2019 年４月大分県春季高校野球大会優勝記念写真 2019 年４月・野球部九州大会出場ボード

豊工会　本部会長　ご挨拶
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土木科卒の第５回「毘沙門会」を開催
　３月 31 日（金）第５回目の「毘沙門会」を、今年も安藤さん知り
合いのお店、渋谷　「サカノバグラン」で開催しました。年々皆さん
歳を重ねますが昭和 29 年卒の大石さん以下、元気に８名の参加で和
気あいあいの楽しいお酒の会となりました。今回も岐部東京豊工会会
長の参加を頂き、交流を深めました。二次会は渋谷センター街で締め
て、次回の再会を約束しました。
　参加者　大石潔、染谷武雄、嶺清次、綿貫元恵、安藤寅生、山下藤則、
利光憲士、　岐部東京豊工会会長（39R）　　　　　記 : 利光憲士（36C）

　昨年は 10 月 22 日（月）にいつもの紫 CC で大会
を行いました。参加者は 12 名と例年より少なかった
ですが、皆さん楽しいゴルフを満喫されました。
　成績　優勝　綿貫元恵さん（37C）、準優勝　倉掛
敏行さん（35M）、３位　野尻巌さん（38C）でした。
　今年も 10 月に同じ紫 CC でゴルフ大会を行います。
総会時に皆さんにご案内致しますので楽しみにお待
ちください。老いも若きも参加でゴルフを楽しみま
しょう。

東京豊工会ゴルフサークルの活動状況ご案内

連絡先：幹事　利光　憲士　携帯　090-1402-2720
　　　　　　　安藤　寅生　携帯　080-5436-6968

　平成 30 年９月 20 日（木曜日）、上野にある居酒
屋“ミトビア”で「お化けの会」の集いを開催しま
した。
　当日は 13 名の参加者があり、飲みながら最近の
活動状況の話題、大分での昔話に花を咲かせて時間

お化けの会開催 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。
本年度の参加者は以下の通りです。

32 年・有吉修身　33 年・川住哲美　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

　新元号が「令和」と定められた。発表時に感じた
意外性も、令和、令和と繰り返し音にしてみると、
響きは奥深く好ましい。 
　令和元年、我々もついに後期高齢者（75 歳）の
仲間入りをする。まだまだ現役で頑張るメンバーも
いて、それぞれに忙しくしているが、再度の改元に
立ち会えた事を期に、更に気を引き締めて元気を続
けたい。ただ、38E 会は一昨年秋、突然にメンバー
の一人を失った。その夏の 38E 会で再会を約して
別れた直後のこと、突然すぎて、何かが胸につかえ
て今日に至っていた。
　漸く、この４月６日、38E 会としてお墓参りを果
たせた。墓碑は、在住していた「茨城県つくば市」

東京38Ｅ会「４月６日平成最後の桜観38Ｅ会開催」　　

の筑波山を
望む筑波霊
園 内 に 有
り、山を好
んだ彼の聖
地にふさわ
しい。天候
にも恵まれ、いい再会となった。そして彼が好んで
100 回も登山をしたと言う筑波山にも登り彼を偲ん
だ。
　参加者：秋吉寿人　河野行弘　平井敏雄　
　　　　　三重野敏行　姫野洋治　山口憲治

記：東京 38E 会　会長　山口憲治

後方の山が筑波山
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　平成 30 年 12 月８日（土）忘年会を兼ねて、懇親
会を茅ヶ崎市駅付近の和食居酒屋、「ます田」で開
催しました。参加者は 10 名で、好みに合わせ飲み
放題のビール、酒、焼酎を飲み、美味しい季節料理
を食べ、相互の近況報告を行いました。時間が経つ
につれ、ワイワイガヤガヤ話に花が咲き、大いに盛
り上がり、懇親を深めました。宴の終了後二次会の
カラオケで更に盛り上がり楽しいひと時を過ごす事
が出来ました。
　今回参加出来なかった会員の皆様、今年も 11 月
又は 12 月に懇親会を開催致します。
　是非参加頂きますようお願い致します。

湘南会　会長　藤沢　孝（35E）

「忘年懇親会」開催される

　平成 30 年 11 月 24 日（土）、九段下のホテルグラ
ンドパレス「千代田」に於いて霜月会を開催しまし
た。参加者 12 名で和やかな雰囲気の中盛大に催さ
れた。ご参加頂いた皆様に心より感謝申し上げます。
東京豊工会そして霜月会に長年にわたりご尽力して
きた姫野富雄会長に替わって、私山本邦彦が会長を
勤めることになりました。ご協力の程をよろしくお
願いします。
　今年は有吉修身さん（32K）と山本邦彦（32A）
の２名が傘寿を迎えました。ささやかながらお祝い
のしるしとして寄せ書きを添えて色紙を贈りまし
た。霜月会は特段の企画を設けることはなく、折々
の話題にふれ、談笑し、互いの近況を語り、旧交を

霜月会開催
温めています。皆様の参加を心よりお待ちしていま
す。次回の開催は、令和元年 11 月 16 日（土）を予
定しています。
参加者：写真下段左より本田稔基、大石潔、姫野
富雄、山本邦彦、井上克明　上段：藤沢孝、高橋
友治、原田貞夫、森﨑重喜、岐部寿則、石原満喜一、
守田晶一

幹事　森㟢重喜
記：会長　山本邦彦

　昨年の見学会は雷会の発足以来 15 回目となり、９月７日（金）～８日（土）
に若杉会長以下、有志 13 名で「富士山世界文化遺産構成資産登録」の静岡
県「三保の松原」を訪ねました。初日は「東海大学海洋科学博物館を見学、「天
女の館　羽衣ホテル」で夕食懇親会を行いました。翌日は「三保の松原」を
散策し、その後「清水次郎長記念館」を訪ねて、解散となりました。
2019 年計画について
　９月６日（金）～７日（土）１泊２日の北関東で、初日は本田技研工場又
は大塚製薬高碕工場のいずれかを見学、翌日は関東八十八箇所霊場「第一番
札所・高崎観音」の見物をします。宿泊は「温泉マーク発祥の地」と言われる、
群馬県安中市の磯部温泉を予定。
　６月末に詳細をご案内致しますが、今から予定いただき、是非ともご参加
をお願いいたします。

雷会幹事　竹中重信　（45E）

皆さんご参加ください
雷会　2018年実施報告と2019年の計画について
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東京豊工会ホームページ紹介　リンクで故郷や会員のHPを見る　
東京豊工会ホームページ担当　竹中重信（45Ｅ）

電通・電子科親睦会
「Ｒの会」開催報告

　秋晴れの平成 30 年 11 月 23 日（土）初の電通・
電子科親睦会「Ｒの会」を新宿ワシントンホテル新
館で開催致しました。初会合には 16 名の方が参加、
和やかに、賑やかに、楽しい会になりました。
　始めに 33R 高瀬様（㈱日本コンピューター開発会
長）の開会の挨拶、乾杯、と続き食べながら、飲み
ながらの自己紹介、美味しい料理と、お酒で直ぐに
時間は過ぎお開きの時間となりました。記念撮影の
あと、新宿西口で二次会まで盛り上がり、次回の開
催を約して散会となりました。
　御出席の皆様ありがとうございました。今回残念
ながら参加できなかった皆様、これからもよろしく
お願いします。

参加者：
33R 高瀬拓士　34R 大野悟　
35R 加藤征雄・須賀昭典　
37R 荒川英敏・釘宮節男・後藤真美
38R 友永菊太郎　39R 岐部寿則
41R 安部明信・長谷攸三郎・松原紀
46R 森安信　50R 藤尾浩三　
53R 久保田学　H20R 福田詠一郎

記 : 安部明信（41R）

　東京豊工会・ホームページ（以下、HP）の紹介です。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」と入力して開いてみて下さい。
以下のような、HP の便利な機能・利用方法もあります。（５月１日より
のhpアドレス　http://www.hp8.jp/t-hokokai/）
トップ画面メニュー：リンク　から開く　
１．�母校や豊工会本部、東京豊工会の会員の方々が公開している個人・
法人のホームページがワンクリックで閲覧できます。

２．ふるさとの市町村のホームページをワンクリックで見ることができます。
　　大分市　別府市　由布市　佐伯市　国東市　杵築市　日出町　
　　臼杵市　姫島村……

現在公開中のホームページのリンク先です
日本コンピュータ開発　　
　高瀬拓士　33R　http://www.nck-tky.co.jp/　　
㈱コスモ
　但馬三二　42K　http://www.cosmo.co.jp/　
「テニスのおじさま日記」
　椎原義昭　34R　http://shiichany.exblog.jp/　
たっちの独り言
　後藤章夫　63C　http://blog.livedoor.jp/tacchi555/

東京豊工会 HP トップ画面

日本コンピュータ開発さんの HP ㈱コスモさんの HP

会員の皆様からのHPへの投稿や広告を広く募集中です。友人・仲間同士の旅行や趣味の紹
介など、身近な話題や広報宣伝記事を気軽にお寄せください（写真も合わせてお願いします）。
問合せは、e-mail:shrs-t@catv296.ne.jp までお願いします。

HP 担当からのお願い
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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 髙　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 51 Ａ 伊　藤　啓　記
監　　事 41 Ａ 豊　島　範　幸
　 〃 47 Ｅ 仲　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　明　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

相談役　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.junkaikaku.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

1475）2283（30：XAF　0475）2283（30：LET
URL：http://www.dai1housing.com
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福岡県豊工会北九州支部
支　部　長　山﨑憲次郎　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 山﨑富士夫 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　川野ひさを　S40 化学

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：TEL048-861-8837

・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

30E　クラス会

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　副会長　広告担当　 山村　浩（37TE） TEL・Fax　046-253-6662

広告の募集

１枠　縦５ｃｍ×横  ９cm　  10,000円
２枠　縦５ｃｍ×横 18.7cm　20,000円

連絡先

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）

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　掲載をお待ちしています
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私 の 近 況 報 告私 の 近 況 報 告

＜巣立ち＞
　母校の「寄宿舎　涼月寮」巣立ちの際、泰平宮治
校長から『人生岐路多し・・・・・考究、選択、決
断・・・・・幸多かれ　（中略）　』と記した色紙を
仲良しだった子息を介して頂いた。
　時は流れて 65 年～　関東最北那須連山の麓に東
京暮らしから移住して 20 年、今、庭先に豊後梅、
クロッカス、カタクリの花が。温泉、眺望、自然災
害の少なさを良しとし、終いの住処を見定めている。
＜老々介護に明け暮れ＞
　～７年前、妻が難病パーキンソン症に。今、要介
護２。ヨチヨチの歩行器歩き、週３日のリハビリデ
イサービス。衣、食、排泄何でも有りの自宅介護。
　遡れば、深夜勤看護師、家事、一男（判事）、一女（栄
養士）の子育てなど全てお任せの半世紀だった。
　昨今、介助の都度‶アリガトウ〟手料理に‶お
いしい〟のひとことに安堵し、鶴の恩返しならぬ、
半世紀の苦労への恩返しの思いで、日夜、家事に励
んでいる。

＜ふるさとの風景に思う＞
　① TV ドラマの画面に湯布院、塚原温泉、十文字
原高原などが出るたびに、70 年前、中学体育授業
で布製グローブ野球を、今のアフリカンサファリ傍
の野っ原で楽しんだことを思いだす。（ちなみに山
中伸弥ノーベル賞の祖父母、母が、当時に十文字原
開拓団に就農したとか。）
　② TV 全国ネットで安心院町津房小学校給食に特
産スッポン料理が話題に。昨年帰省時に同町でスッ
ポン料理フルコースを満喫できた。～今、高校野球・
明豊・大分の大活躍に心おどらせている、いつも故
郷と共に有りたい。
　○毎年５月・11 月、E29 クラス会が続いている。
まず東京五輪までは‶元気に合おう〟と、東京豊
工会総会同窓会と共に楽しいひとときだ。
　～紆余曲折のわが人生、交わらせて戴いた全ての
方々に深謝。疲れたら、心と体を休ませ、笑顔で愉
快に歩みたい。

工藤政文さん・那須塩原市在住
（昭和29年電気科卒　元・東京電力勤務）
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　私は現在、鹿島建
物総合管理㈱という
会社でビル管理の仕
事をしています。
　電気・空調・衛生・
建築といった建物の
機能を維持し、建物
を利用する人が安全
かつ快適に過ごす為

に欠かす事の出来ない仕事です。
　高校卒業後、現在の会社に入社する事が出来たの
ですが、3 年間勤めた後一度退職をしました。退職
後は、専門学校でエレキギターの製作について 2 年
間勉強し、製造関係の仕事への転職を目指していま
した。エレキギターについては以前から音色が好き
で、どのように作られているのか大変興味があり、
好きなことを仕事にしたいという思いもあり挑戦を
することにしました。
　エレキギターについてよく分からない人も多いと
思いますが、エレキギターはアコースティックギ
ターと同じく、基本的に木で出来ています。アコー

スティックギターとの大きな違いは、アンプとス
ピーカーが無いと本来の音を出す事が出来ないと
いうところです。エレキギターには電装部品や金属
パーツが付いており、木が使われているようには見
えないかもれません。しかし、木材の違いでも大き
く音色が変化します。在学中は製作を通して、そう
いった専門的な勉強を行いました。
　製造の仕事となると当たり前ですが、決まった物
を決まった品質や価格帯で作らなければならず、好
きだからこそ仕事にするのは難しいと感じ、製造で
はなく販売の仕事に就きました。しかし、そこでも
自分の欲しくない物を売らなければならない場面が
あり、好きだからこそ仕事として続けることが出来
ませんでした。
　好きな事を仕事にするという夢は叶いませんでし
たが、仕事に対する考え方や、興味を追求し知識や
技術を身に付けた事は、私の人生にとって大きな財
産となりました。
　現在の会社に出戻りという形で再び雇って頂いた
事に感謝し、これまでの経験を糧として仕事に精進
します。

内野　聖さん　（平成24年（2012）建築科卒）

本会での校歌斉唱
ご依頼に恐縮しつつ
も、一方で勤務後の
大宮や浅草でノドの
調子を整えている
私。声しか取り柄が
ないのです。

さ て 今 年 ４ 月 で
60 歳 を 迎 え た。18

歳から 42 年間の会社生活。いくつかの公私の節目
も経た。営業仕事は相変わらず慎重派で数万円から
数億円の商談をビクビクしながら戦って、たまに勝
利してきたが、それも６月の定年で一区切り。しば
らくは嘱託として経験を活かし、常用薬のないこの
健康を維持し、会社に貢献する。しっかり働きます。

思い起こすと、教育用コンピュータが富士通製
だった事などがきっかけで受験、運よく入社でき東
京配属となった。会社に先輩方が 60 名以上いるこ
とを聞いた時の衝撃は忘れない。

本会では姫野先輩や各位が各企業を実務で支え、
また経営者として重責を担われ、それぞれ歩んで来
られた先輩方や若手に囲まれ、尊敬し驚嘆し朗らか
さにも毎回圧倒される。気付きを頂ける皆様に感謝
いたします。

墨田区に住まいして 30 数年、現在の住まいで 23
年がたち高齢者の一人住まいも増えてきた。下町の
良さを残す住民同士顔の見えるマンションとして地
域警察からも褒められているが、更に住民交流を進
める場を企画できないか、と思うようになった。

地域に目を向けるような心境になれたのも多少気
持ちに余裕が出来るからだし、これからの自身の心
とカラダを大切にしていこう。

大分に帰ると未だに甘い煮豆を作って待っていて
くれる、昭和６年生まれの母。５歳と２月に生まれ
た女児二人の孫を相手に、好々爺になっている自分。
受け継ぐ不思議を想い、内助の愛の情にも感謝して、
より楽しく元気に、「次」に向かっていきたい。

久保田　学さん　（53R　富士通㈱勤務）
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　母校卒後上京し東
電へ入社後、ほぼ一
貫して超高圧基幹送
電線の新設工事に従
事してきました。
　東京で勤務すると
は、大分に暮らして
いたころは思いもし
なかったのですが、
すぐに満員電車の洗
礼を浴び嫌になって
しまいました。とこ
ろが７月になると異
動になり、入社早々
栃木県の現場へ配属
さ れ ま し た。 田 舎

者にとっては、北関東とはいえ広い平地ののどかな
風景と日光連山の見える景色にホッとしました。も
しかして東京にそのまま居たら、たぶん大分へ逃げ
帰っていたかもしれません。その時の工事は電源開
発㈱の開発による水力発電所（出力 100 万ｋＷ）福
島県の大内宿（藁葺屋根の宿場で有名）の近くから
栃木県の宇都宮まで 120 ｋｍの送電線を作る工事でし
た。送電線路のほとんどが峻険な山岳地帯で、機
材の運搬のため、林道を山中深く切り開き、さらに
ロープウェイを掛けたり、谷間のわずかな広場にヘ
リポートを設営し空輸したりと、とにかく現場への
道程が大変で、作業員や我々監理員は徒歩で登山し
なければならず、３Ｋ職場どころか４Ｋ５Ｋでした。
新たなＫは「怖い」野生のクマ、イノシシが多いこ
と更なるＫは「帰れない」当然ながら自宅通勤など
望むべくもなく単身赴任です。独身時代は気軽に現
場を渡り歩きましたが、家庭を持つと単身赴任には
抵抗があり、通える現場は遠距離通勤を選択しまし
た。しかし、最後の現場となったところは、岐阜県
高山市で単身赴任となりました。そこは日本でも有
数の豪雪地帯で、名古屋から高山本線（単線でディー
ゼル）で３時間、東京からだと、東海道新幹線でも
北陸新幹線でも６時間近くかかる陸の孤島のような
場所です。
　ここに 2014 年から 2017 年の３年間赴任しました。
ここで携わった仕事をご紹介します。
　飛騨と聞けば奥飛騨慕情のイメージが湧くでしょ
うか、山深く北アルプスの峰々が指呼の間にあり三
大曳山祭りでも有名な高山祭が年に２回開かれるこ
とと、近年の日本ブームでしょうか海外からの旅行
者が目白押しで、赴任当初はとても驚きました。観
光資源でもある古き良き町並み（京町屋つくり）が

観光資源であり賑やかです。一度訪れてみてはいか
がでしょうか、私は臼杵市で過ごしたこともあり、
風情が似ているので懐かしく感じました。しかし高
山ラーメンはちょっとお勧めできません。飛騨牛は
胃にもたれます（サシが凄い）魚介類は日本海から
の流通がよく美味しかったのですが、味噌が八丁味
噌のためなれませんでした。
　仕事の内容は、関西と関東の電力融通をさらに増
強することを目的に 20 万Ｖの直流送電線を岐阜県

（中部電力）から長野県（東京電力）へ約 90 ｋｍ新設
することです。女工哀史で有名な野麦峠の近くを通
過します。送電を直流にすると、途中に工場などの
負荷を入れることができませんが、交流よりも電線
数が半分になることで鉄塔高が低くでき、資材と作
業量が比較的小さくなる利点があります。この設備
は日本の電力会社が共同出資で建設するもので、工
事は東電と中部電力が分担することになりました。
この背景には東北の震災の時、緊急な電力融通が東
西で十分できなかったことが遠因です。
　現在は建設工事にかかっており基礎工事と鉄塔組
立工事が進捗しています。しかしながらその姿を見
ることは中々に難しく、山間を隠れるように配置し
ているため、完成しても見つけることが難しいと思
います。私は、着工までに環境影響評価に携わり、
環境保全対策に関する仕事をしました。送電線の場
合は大規模な開発のように思われますが、鉄塔の立
つ敷地以外は仮設工事のため原型に復旧することを
基本とするため、環境への影響は比較的小さく、環
境影響評価対象事業から外している地方自治体も多
くあります。岐阜県もその例にもれず、電圧で事業
対象を満たさなかったため、環境影響評価を実施す
る必要はありませんでしたが、岐阜と長野をまたぐ
事業であるため長野県の条例の一環として実施した
ものです。
　環境調査で特筆することは、今まで携わった工事
の中でも、自然度が高く特に亜高山帯から高山帯
へ移行する箇所であり、さまざまな動植物の宝庫で
あることでした。大きな鳶かなと双眼鏡を向けると
それはクマタカでした。小さなトビなどその縄張り
を冒すことができずあまり見かけることができませ
ん。大型猛禽類の牙城なのです。その餌となる小動
物やこれを捕食する中型大型の獣も多く林道を駆け
抜ける影はたいていがイノシシか鹿でした。高山市
内では住宅地をランニング中にクマに襲われて重傷
を負ったり、果樹園で作業中のご老人が襲われ亡く
なるなどの事件が毎年のようにあります。ラジオで
は毎日クマの目撃情報が報じられます。そのような
場所ですから現場は峻険な上に山深く機材運搬の

東京電力勤務　向田弘澄さん　（昭和54年（1979年）電気科卒　58歳）

送電線工事に一筋

飛騨山脈　笠が岳
日本百名山・標高 2898 ｍ頂上
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工夫に一苦労ですが、作業員さんの高齢化
が甚だしく通勤用にモノレールなどを導入
し、人材確保と健康維持に努めます。完成
は２年後となりますが、設備の状況がわか
るように CG を添付しておきます。これは、
カシミール３Ｄというフリーソフトにデー
タを入れて設備を再現したものです稚拙で
すがイメージをご覧ください。

在京大分県人会創立90周年式典の報告
　東京豊工会会誌 47 号に在京大分県人会創立 90 周
年式典のご案内記事を掲載し、会員の皆様の参加を
お願い致しました。お陰様で会は無事終了。その報
告をさせて頂きます。
　平成 30 年 10 月 27 日、東京品川の「グランドプリ
ンスホテル高輪」での開催。会員ら約 1629 名（１部
２部含め）が参加しました。日本を代表する太鼓奏
者の演奏や、ギター演奏・三味線集団による君が代
の生演奏での開幕、実行委員長の開会のことば、会
長の 100 周年に向けた会員増強を目指す言葉、記念
事業名誉会長・御手洗冨士夫氏のメッセーが代読さ
れた後、歴代会長へ感謝状が贈呈された。
　来賓の広瀬勝貞大分県知事からの祝辞、来賓の紹
介・祝辞と進み、懇親会が県議会議長の乾杯で始ま
りました。ステージではサックス演奏、７人の歌手
に依る歌のメドレー、多方面からのゲストによるコ
メント披露が続き、豪華景品の当たる大抽選会もあ
りました。
　郷土色豊かな料理・焼酎等ふるさとの味を楽しみ、
別会場では物産販売、温泉・旅行等の紹介パンフレッ
ト配布があり、ここも賑わいを見せていました。
　２部では、大分出身歌手・南こうせつさんのコン

サート。イルカさんもゲスト参加で熱唱。神田川・
なごり雪など、会場を埋めた 1600 名全員が聞き入り、
楽しい会は終了。皆さん、手に手に大分土産のかぼ
すを下げて、家路に着きました。
　私も式典の副実行委員長として参加し、お手伝い
出来た事を誉に感じています。10 年後の 100 周年式
典はもっとすごいことになるでしょう。
在京大分県人会創立 90 周年記念事業副実行委員長　

理事　鷲見元吾（36TA）



13

令和元年度　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、会の円滑な運営と活動を実施するに当たり、年会費並びに活動
賛助金をお願いすることとなりました。つきましては、令和元年度の年会費・活動賛助金につ
きまして、同封の振込用紙によりご入金を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。

　【追伸】　本年４月から、ゆうちょう銀行での振込手数料がアップしました。窓口では 200 円、ATM 利用
では 150 円です。窓口では、皆様方のご協力金が少なくなります。振り込み時にお手数をお掛けしますが、
ATM を利用されますようお願い致します。
　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。

令和元年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：24 名

A18 笠木　　寛 1
A26 谷脇　福穂 8
A32 山本  邦彦 3
A33 高橋　友冶 2
A36 城向　幸治
A37 後藤  孝保
A38 篠田  正弘 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 1
A48 吉田　哲朗 2
A52 渡辺　雅彦 1
A62 池永  誠司 2
AH9 町田　　潔
AH24 内野　　聖
AH30 長井　敦人
AH30 加藤　竜也
TA36 鷲見  元吾 2

土木科：14 名
C29 助安  純義 3
C30 大石　　潔 1
C34 染谷　武雄 3
C36 房前　紀義 1
C36 利光  憲士 3
C36 植木　洋一
C37 綿貫  元恵
C38 吉良  幸一
C39 安藤  寅生 3

卒年 氏　名 口数
C39 山下  藤則
C43 阿部  洋一 1
C45 野尻  俊雄
C47 蠣原　　実 1
C53 立川　真司

電気科： 79 名
E17 柴家    茂 1
E23 渡邊  通生
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 3
E31 仲摩　文雄 1
E31 小野　　敏
E31 森元　　深 1
E31 井上  克明 3
E31 本田　稔基 4
E31 熊谷  覚志 1
E31 栗林    孜
E31 江坂顕二郎 2
E31 高橋    勇
E31 小野　宗男
E32 首藤　年秀    
E32 小野  邦芳 1
E33 西村  幸男
E33 田北　　磨 1
E34 安部駿太郎
E34 川俣  忠紀 1
E34 田村好史郎
E34 工藤　素弘 1
E34 赤嶺　淳一
E34 達見　　潔

卒年 氏　名 口数
E35 小手川武彦 3
E35 河野　幸一 1
E35 安波  雅朗 2
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 小名川征生 2
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 佐々木眞一 1
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 三重　精治
E38 橋本　達夫
E38 姫野　洋治 3
E38 森田　雅巳 1
E39 永沢　利夫 2
E40 木村  潤一
E41 姫野  文雄
E41 高橋　周孝 1
E41 上田　和敬 1
E43 河野　公生
E43 間野　　健 1
E43 平野　文明 1
E45 梅木　尊則 1

卒年 氏　名 口数
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
E53 松下　一司
E54 向田　浩澄 2
E55 梅木　浩朗 1
E62 高野　正将 1
TE34 後藤  全正
TE37 山村    浩 3
TE37 元永  詔八 3
TE49 矢野　建喜 2

採冶・化学科： 21 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 小倉  晃一 1
K34 森﨑　重喜
K35 岡崎　成美
K36 原田　貞男
K37 三浦　清宏
K37 河本　司朗 2
K37 山下　博巳 1
K37 垂水　由雄 1
K38 石原満喜一 3
K38 山村　則義
K38 岩田　雅彦
K39 広瀬　貞夫 3

卒年 氏　名 口数
K44 足立　友秀 3
K46 渡邊　俊二

機械科： 63 名
M27 今吉  周一
M28 廣瀬  彰夫
M28 北山  博宣
M29 岩下  正次 2
M29 宮崎  義則
M29 後藤  忠弘 5
M30 蓑浦  哲男
M30 岩尾  昭人 1
M32 二宮  兼重
M32 石川  勝一
M33 阿部  政信 1
M33 太田　定徳 1
M33 近田    修
M33 荒金  敏夫
M33 後藤  有三 1
M33 柴尾  数年
M33 足立    元
M33 和田　治雄
M33 橋本  和己 1
M33 清松  邦廣
M34 萩尾  征雄
M34 原田    廣
M34 田代  久人
M34 矢野  正義 1
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 若杉  眞成
M35 清水  純一 1

卒年 氏　名 口数
M35 倉掛  敏行
M35 井田  庸雄
M35 東    泉
M35 片山  健司
M36 久々宮洋典
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 3
M39 山崎  弘幸
M39 江戸  重和
M39 関山  喜郎 1
M39 松尾多見也
M40 榊　　健二 3
M40 村谷  憲一 2
M41 河野  要人 2
M41 三重野高視
M41 増尾  正則
M41 小林  純一
M45 炭本  辰二 1
M46 岡地  祐司 8
M47 手島　敏夫 1
M48 井本  国義
M48 小林  博美 1
M55 沼田  真清 8
TM36 佐藤  徳治 3
TM37 秦　  範男 8
TM38 松下　　威 1
TM42 麻生  倫典
TM43 高倉　岳男 1
TM50 幸野  義夫 3

卒年 氏　名 口数
電通・電子科： 32 名

R27 渋谷元三郎 1
R28 佐藤  信之
R28 姫野  富雄 3
R30 長野　友久 1
R31 小手川和洋 1
R31 池永　高司
R33 高瀬　拓士 3
R34 大野    悟 1
R34 椎原  義昭 1
R35 須賀  昭典 1
R36 是松  義行 2
R36 伊東　俊幸 1
R36 佐保　邦博
R37 釘宮  節男 3
R37 池永　英勝
R37 後藤　真美
R37 原田　克正 1
R37 荒川　英敏 3
R38 友永菊太郎
R39 岐部　寿則 8
R39 幸　　勝宏 1
R41 宮崎　　忠 1
R41 有田　哲夫 1
R41 安部　明信 1
R41 長谷攸三郎 1
R43 伊東　俊治
R45 牧　多加志
R46 森　　安信
R50 藤尾　浩三 1
R52 土師　康孝 2
R53 久保田　学 2
RH21 福田詠一郎

会費納入者 ：
賛助金納入者 ：

234 名
136 名
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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大分市
❸友達二人での自転車旅行（関西、
四国方面）
❹東京電力パワーグリッド株式会社
❺主に関東圏内への電力供給
❻変電設備の運転保守

❼神奈川県相模原市
❽リニア新幹線の駅が出来ること。
❾この歳になっても、まだバレーボー
ルや卓球の練習に参加しています。
最近では、７月に藤沢市の鵠沼海岸
で４人制ビーチバレーの試合にも参
加しました。（初心者クラスですが！）

若い方が気軽にたくさん参加できる
ような会になればいいですね。

藤本　倖太 さん　
平成2７年建築科卒　19歳

❶姫島村
❷自然豊かな姫島の海で泳いだこと
と釣りをしたこと。
❸体育大会でバックボード制作
❹鹿島建物総合管理株式会社
　首都圏東支社　建物管理部
　東京イースト21管理事務所
❺建物総合管理の会社です。
　建物管理のプロフェッショナルです。
❻日々の日常点検や検針、空調、衛
生などの建物の維持管理を行って
います。

❼千葉県市川市
❽人口は48万人で都心にも近く過ごし
やすい街です。

　北部には農地や緑もたくさんあり、
梨が特産品です。

❾趣味は釣りと映画鑑賞です。
何事にも手を抜かない。
豊工会の方々には高校在学中に大変
お世話になりました。今度は社会人
として豊工会に貢献できるよう、そ
して後輩のお手本となれるように頑
張りたいと思います。

井本　国義 さん　
昭和48年機械科卒　62歳

❶国見町
❷国見町は国東半島の北部にあり、国
東半島中央部には神社仏閣が点在
しています。両子寺や富貴寺等の名
刹も多く何度も出かけました。昨今
では温泉も増え、帰省するたびに地
元の温泉を楽しんでいます。
❸アルバイトで大分グランドロキシー
やセントラルロキシーで映画を映し
ていたことがあります。
❹ＵＤトラックス株式会社
❺大型トラックの製造及び販売
　かつては、国内初の２サイクルディー
ゼルエンジン、リアエンジンバスやモ
ノコックバスの発売等意欲的な会社
でしたが、現在ではボルボ100％の

子会社となり、いい社風が消えてし
まったのが、残念でなりません。

❻海外サービス研修を担当
　研修資料の作成や海外販社で現地
サービスマンを対象に研修を実施し
ています。

❼埼玉県蓮田市
❽人口62,000人の何の特徴もない市で
はありますが、住むにはいい所です。

❾市のボランティアに参加し、地域に溶
け込む努力をしています。

ボランティアの関係もあり、地域の人
に関心を持つようにしています。

会報が届くたびに思うことは、S48卒
の人の消息が少ないことです。

kenny.im@arion.ocn.ne.jp

梅木　浩朗 さん　
昭和55年電気科卒　55歳

❶ 大分県大分市　滝尾
❷  小、中学校ともに在校生徒が多くス

ポーツが盛んな町。　
❸  高校 1 年の体育大会で総合優勝をし

たことです。
❹   鹿島建物総合管理株式会社　１年目
❺  建物管理業務を主に行い、法律に定

められた基準に適合しているかなど
の点検業務を行っている会社。

❻  日常点検や定期点検等の点検業務を
主に行っています。

　  建物管理業務・日常点検・定期点検
　  ・機器不具合対応

❼ 千葉県市川市行徳
❽  きれいで、商業施設もありとても住

みやすい所です。
❾  私は 4 月より会社の寮での新生活が

始まり、寮周辺の探索をしておりま
す。いままで生まれ育った場所とは
違い様々な発見があり、とても楽し
いです。

  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。
  今後も積極的に参加させていただき
ます。
tat-katoh@kajima-tatemono.com

加藤　竜也 さん
　平成 30 年建築科卒　19 歳

顧問退任にあたって　定時制　昭和36年（1961年）・建設科卒　鷲見元吾
数々の楽しい思いで　皆様に感謝

　先ず、東京豊工会に初めて参加したのは、26A 谷
脇福穂氏が会長時に、熱海での幹事会に 32A 熊野
御堂氏に同行させていただいた時です。定時制卒業
の会員は初めてだと、参加者全員に承認・推薦をい
ただき、大歓迎して頂いた事を、今でも鮮明に記憶
しています。
　それ以降８名の会長の下で、幹事・副会長・顧問を、
勤めてきました。何分、浅学非才の身で有りました
が、諸先輩の指導、ご加護をいただき、下矜持を持
ち「一意専心」をモットーに、自分なりに会に協力
してきました。
　その中でも一番の特筆と考える事は、建築科 OB
会「吉祥寺会」にて、大分工業建築科東京現場研修
プロジェクトを立ち上げ、60 ～ 70 歳の 10 年間に亘
り、東京、横浜の大規模工事作業所の見学会を実施
した事。大分では絶対に見られない超高層ビル、特
殊建築物の見学に同行し、次世代を担う人材が沢山
育って欲しいと、応援しました。生徒は勿論ですが、
一番勉強になったのは同行した教員だったと想って
います。研修会は平成 24 年で終了しましたが、そ
の後も先生や生徒との手紙や年賀状のやり取り等親
交が続いています。
　又、横浜ベイスターズに入団した卒業生の内川聖

一選手を、多勢で球場に応援に出かけた事。甲子園
への応援。春高バレー・定時制の野球・卓球・柔道
等々の応援。大相撲観戦、バス旅行等、幹事会・総会、
大変ではありましたが楽しく過ごしてきました。
　今回顧問を卒業しますが、今後は会員としてでき
る範囲での協力をしていきます。役員の皆様に感謝、
感謝です！！
追伸
　会員の皆様、更なる東京豊工会への参加、ご支援
とご協力を宜しくお願い致します。
　また、次の新しい役員の皆様、若い会員の方々に
期待しています。



15

　平成 27 年５月発行の 42 号からカラー印刷とし７回目となりました。平成 21 年 12 月の 31
号から10年目18回目の編集となりました。この間会員の高齢化もすすみ65歳以上が多数を占め、
65 未満の現役世代の会員が少数であるのが現状です。大同窓会には、20 代～ 30 代の方も参加
してくれています。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３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
ですが、母校や会員の近況情報をお知らせし、会員皆様の糧になるものにしていきたいと思います。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（38E）  
　〒 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://www.hp8.jp/t-hokokai/

編 集 後 記

　昨年は鎌倉方面のバスツア
ーを企画致しましたが残念な
がら参加者が少なく、中止と
なりました。今年は 9 月中旬
ごろ、新規開場した豊洲新市
場の散策を企画しています。
　お寿司食べ放題も有ります
ので、皆さんの参加で大いに
楽しみ親睦を深めましょう。
　詳細は総会時に皆さんにご
案内致します。

幹事　利光　憲士　
携帯090-1402-2720

会員懇親行楽会の企画ご案内　 ９月中旬 豊洲市場見学会と寿司食べ放題

　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（40M）
　　　TEL/FAX　047-457-2450 　E-Mail　kk.murayhtc_b@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

電子
電通・電子科の親睦会

「Ｒの会」

事務局　安部 明信（昭41年電子）

新しく発足致しました、気軽にご参加下さい。

〒243-0003　神奈川県厚木市寿町 2-2-6-405
Email　abechic4191@yahoo.co.jp

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）

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）

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:045-852-2746　Email :mieno.t@nifty.com

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

　竹中重信（45E）


