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　今年は熊本の地震や台風災害、
また鳥取の地震と自然の猛威を見
せつけられた年でした。いつこの
関東にも災害が来るかもしれませ
んが、気持ちは前向きに持ちたい
ものです。
　さて今年の豊工会活動状況です
が、7月 2 日の大同窓会には大勢

の方々がお集まり戴き大変な盛り上がりで有難うござい
ました。8月には母校定時制の生徒が全国大会に出場数

日に亘り会員の皆さんが応援に駆け付け、母校から感謝
の言葉を戴いております。10 月には ｢ はとバス旅行 ｣、
「ゴルフ大会」も開催致しました。皆さんの参加で楽し
いひと時でした。この他各科の仲間同士の懇親会や、県
人会、東京・大分高友会との交流など、幅広い活動を展
開しています。仲間の関西豊工会は今年 90 周年を迎え
られたとの事、東京豊工会もこれに負けずに役員一同頑
張って参ります。来る新年酉年も皆さんの益々のご健勝
をお祈り申し上げますと共に、これからもご支援をよろ
しくお願い申し上げます。

特別企画　はとバスの旅
「東京スカイツリーとベイサイドドライブ」参加者の皆さん

会長　利光　憲士（36C）

謹賀新年
２０１７年
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　平成 28 年度総会は 11 時より開催、利光会長を議長に選出し、守田幹事長議事進行で議案どおり全会一致
で承認されました。
　総会終了後、11 時 45 分よりは「東京豊工会大同窓会・懇親会」を開催、来賓を交え東京豊工会会員など
90 名余の参加者で盛大に懇親が図られました。
　司会者は 39 年土木科卒の山下藤則さんが務め、来賓紹介・豊工会本部の高橋会長挨拶、母校安野校長の
挨拶を頂き、53 年電子科卒の久保田さんのリードで校歌斉唱、26 年建築科卒元東京豊工会会長谷脇さんの
乾杯の音頭で懇親会に移りました。アトラクションは演歌歌手・田島麻美さんの「演歌」と植山忍さんらの

「どじょう掬い」の演舞が行われました。会員の皆様は 1 年ぶりの再会でワイワイガヤガヤの 2 時間を過ご
しました。会の締めは 28 年電気通信科卒の元東京豊工会会長姫野さんの一本締めで、名残惜しんで終了と
なりました。その後「まだお話のつきない人、まだまだお酒を飲みたい人」20 名あまりがホテル内のバー
で 2 次会を行いここでも大盛会で 4 時過ぎの散会となりました。お忙しい中で東京豊工会会員の皆様が多勢
参加して頂き有難う御座いました。29 年度も東京ガーデンパレスで開催いたします。再会を祈願致しまし
てお礼と致します。	 総会担当　39 年電子科卒　岐部寿則

 平成 28年度大同窓会を開催しました
於 :平成 28年 7月 2日（土）　東京ガーデンパレス
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来賓の皆様

電気科の皆さん

土木科の皆さん 建築科の皆さん

電気科の皆さん

化学科の皆さん

電通・電子科の皆さん機械科の皆さん
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平 成 2 8 年 度 総 会 寄 稿 川 柳
そのうちに　総理のなりてが　いなくなる	 麻生　　茂	36E
舛添の　舛に添えなし　道義心	 高橋　憲一	30E
ザル法の　政治資金で　刈る頭	 高橋　憲一	30E
外遊が　豪遊過ぎて　足を出し	 高橋　憲一	30E
弁解に　こんな手もある　「第三者」	 高橋　憲一	30E
税金で　大盤振舞　身はせこい　	 高橋　憲一	30E
何でもありの老々介護さなか 極力笑顔で50年余の 鶴の恩返し	 工藤　政文	29E
さっしーさん AKB総選挙 初の連覇万歳 大分ん0 星娘か	 工藤　政文	29E
古希急に　飛距離が落ちる　へぼゴルフ	 平松　祥孝	37E
薬にも　朝昼晩の　しるしつけ	 長木　正次	43A

「せこい」　一躍　世界共通語	 菊池　照弘	34M
唱歌ふるさとが 身にしみる 今日このごろです	 河野　憲一	36M
世の中の　進化は夢の　中にいるみたい	 河野　憲一	36M
都議会も　都知事ひとりに　かきまわされ	 村谷　憲一	40M
都知事の　税金どろぼう　マスをこえ	 村谷　憲一	40M
50 年　よくぞここまで ?　通過点 ?	 染谷　武雄	34C
我妻は　足が痛い腰が痛いで　明日ゴルフ	 染谷　武雄	34C
頭ハゲ　似なくて良いのに　父の顔	 房前　紀義	36C
鏡見る　亡き父思い　手を合わす	 房前　紀義	36C
ナマズ君　あばれないでよ　土の中	 姫野　富雄	28R
精査する　意味知らない　セコイ知事	 秦　　修一	36K
ヘソクリで　逃げたつもりが　墓穴掘る	 高橋　憲一	30E

平均寿命　過ぎたぞー　一層頑張るぞ	 池辺　康夫	28K
女房が脳梗塞で 倒れ知る 我が家の事何も知らぬと	 有吉　修身	32K
自惚れが わが身滅ぼす出来心 家族旅行が会議費となり	有吉　修身	32K
来るという　地震気になる　老いの坂	 菊池　照弘	34M
予想せぬ　場所に大揺れ　肥後・豊後	 菊池　照弘	34M
柳も硬直　夫に向って　ウソつく我がお上	 石川　勝一	32K
消費税　時期と任期が　共に延び	 井上　克明	31E
オバマ来て　真珠湾詣での　誘いかな	 井上　克明	31E
オバマ来て　消費税延ばし　お土産かな　　	 井上　克明	31E
幸せは 小さな愛の与え合い 喜び満ちて 平和な世界	 江坂顕二郎	31E
善悪を　教える教育　国が立つ	 江坂顕二郎	31E
何事も　一強丈じゃ　味気ない	 渡辺　通生	23E
保守党に　世襲の多い　付け焼刃	 渡辺　通生	23E
列島が　格差に歪み　揺れ動く	 渡辺　通生	23E
父の日や　一瞥くれし　地域詣	 朝来野国彦	28R

「せこい」　一躍　世界共通語	 山本　邦彦	32A
「せこい」知事　政治資金　丸喰いか	 山本　邦彦	32A
｢せこい」印押され　去りゆく　政治家	 山本　邦彦	32A
健康と　伴侶の大事　今に知る	 長木　正次	43A
我が家計　第三者にて　見て貰う	 三重野敏行	38E
小遣いも　厳しい目にて　ムダをみる	 三重野敏行	38E

豊工会本部会長（44A）		 高　橋　正　夫			
大分工業高等学校校長	 安　野　豊　治
豊工会本部元副会長（30E）	 是　永　佑　一
県立高田高校	同窓会副会長	 遠　藤　泰　博
国東高校東京同窓会会長	 有　次　　　隆

三重農業高校関東同窓会会長	 島　村　廣　幸
三重高校同窓会東京支部	 後　藤　祐　寛
東京大商同窓会会長	 湯　山　香代子
東京十王同窓会（杵築高校）事務局長	 軸　丸　　　隆
大分合同新聞東京支社	 渡　辺　大　祐

会　　員

会員友人・家族

ご  来  賓

 平成28年度　東京豊工会大同窓会参加者

28E	 渡　邊　千　一
29E	 工　藤　政　文
29E	 若　杉　実　生
30E	 大　田　浩　司
30E	 高　橋　憲　一
31E	 本　田　稔　基
31E	 高　橋　　　勇
31E	 小　野　宗　男
31E	 森　元　　　深
34E	 川　俣　忠　紀
34E	 安　部　駿太郎
34E	 後　藤　全　正
35E	 藤　沢　　　孝			
35E	 河　野　幸　一
36E	 麻　生　　　茂			
36E	 北　村　信　幸
37E	 佐　藤　尋　信
37E	 山　村　　　浩			

友人　 藤　岡　百合子　　 友人　 中　村　●　●　　 友人　 上　原　直　和　　 友人　 大　石　　　恵

37E	 平　松　祥　孝
38E	 三重野　敏　行
43E	 河　野　公　生
45E	 竹　中　重　信
45E	 板　井　善　一
53E	 松　下　一　司
54E	 向　田　浩　澄
55E	 梅　木　浩　朗
35M	 久多良木　千秋
35M	 倉　掛　敏　行
36M	 河　野　憲　一
36M	 佐　藤　徳　治
37M	 秦　　　範　男
40M	 村　谷　憲　一
46M	 岡　地　祐　司
30C	 大　石　　　潔			
36C	 利　光　憲　士
36C	 竹　下　　　健

36C	 嶺　　　精　次			
36C	 房　前　記　義
37C	 綿　貫　元　恵
38C	 吉　良　幸　一
38C	 野　尻　　　巌
39C	 安　藤　寅　生
39C	 山　下　藤　則
33K	 川　住　哲　美
34K	 森　﨑　重　喜
36K	 原　田　貞　男
38K	 石　原　満喜一
38K	 山　村　則　義
28R	 姫　野　富　雄
34R	 大　野　　　悟
35R	 須　賀　昭　典
37R	 釘　宮　節　男
39R	 幸　　　勝　宏			
39R	 岐　部　寿　則

41R	 安　部　明　信
41R	 長　谷　攸三郎
53R	 久保田　　　学
26A	 谷　脇　福　穂
32A	 山　本　邦　彦
33A	 高　橋　友　治
36A	 鷲　見　元　吾
38A	 清　原　哲　嗣
38A	 篠　田　正　弘
38A	 森　山　龍三郎
42A	 守　田　晶　一
43A	 長　木　政　次
H9A	 町　田　　　潔
H27A	 藤　本　倖　太
H28A	 衛　藤　雅　矢
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母校校長ご挨拶
（近況報告）

大分工業高等学校
　校長　安  野  豊  治秋は大きな学校行事の季節

　東京豊工会の皆さまには、常
日頃から本校へのご支援・ご協
力をいただき感謝しております。
今後ともどうぞよろしくお願い
します。
　秋は大きな学校行事の季節で
す。10 月には体育大会が行われ、

機械科が 7 年振りに優勝しました。「ガチョウとカ
メ」、「馬と蛸」、「芋虫の旅行」など伝統の競技をは
じめ、真剣勝負をする生徒達の大工魂を見ることが
でき、その勇姿がテレビ局によって、今年度も大分
県内に紹介されました。また、11 月には「大
工祭」が 2 日間行われ、作品展示やイベント、
パフォーマンスと、心が躍る楽しい文化祭が
生徒の手で行われています。
　11 月 13 日に北海道で行われた「ものづく
りコンテスト全国大会」では、工業化学科 2
年の女子生徒が、化学分析部門で全国 3 位に
入賞しました。大分工業高等学校にとって、

昨年度の電気工事部門の最優秀（1 位）に続き、2
年連続の全国大会上位入賞です。同じ日に、弓道部
女子が大分県大会で団体優勝し、昨年度の男子に続
き全国選抜大会出場を果たしました。今年度も生徒
達は「文武両道」の伝統を受け継いでいます。
　さて、本校は芳河原台に移転し約 40 年近くが経
ち、毎年のように校舎の改修工事が行われています。
今年は管理棟の大規模改修工事が行われ、1 月には
真新しい姿に若返る予定です。来年からは新しい校
長室から様々な情報を豊工会の皆様に発信できると
思います。ご期待下さい。

　東京豊工会の皆様方　平素より豊工会本部へのご
支援、ご協力に心から感謝申し上げます。本校は明
治三十五年、別府町及び浜脇町学校組合立工業従弟
学校として設立認可を受け、幾多の変遷を経て
二十八年、校名を大分県立大分工業高校として、機
械・電気・電気通信・建築・土木・工業化学の各課
程が設置されました。昭和三十年には定時制が設置
され、機械・電気・建設の三課程が追加設置されま

した。卒業生は約二万八千名余りを数え、大分県下
一の同窓会が出来上がっております。
　さてこの度、大変悲しい出来事ではありますが、
高橋正夫前会長が急逝され、9 月の末の理事会で新
会長に就任する事になりました。会長受諾にあたり
私の抱負を述べさせて頂きました。「この度は伝統
ある大分工業高校同窓会の会長にご推挙頂き、身に
余る光栄です、豊工会会長を喜んでさせて頂きます。
私の信念は明るく元気でプラス思考です。輝く豊工
会を誕生させます。そして県下唯一の同窓会組織を
益々発展させる事に全力を尽くします。ありがとう
ございました。」
　東京豊工会の今後益々の発展を祈念し、会長就任
の抱負とさせて頂きます。

本部新会長就任ご挨拶

輝く豊工会を誕生させます

豊工会会長　赤嶺　　昭
（41M）

　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。
　会員住所録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  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



5

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
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　恒例の第 17 回東京豊工会ゴルフ大会が、今年も千葉県紫 CC あやめコースで 10 月 24 日（月）に開催さ
れました。絶好の秋日和の中、ゴルフ好き者同士 18 名が集まり、最高齢の 29 年卒：渡邊哲男さん、工藤政
文さんをはじめ、和気あいあいで、それぞれのプレーを楽しまれ、昼食時の懇親、また大会終了後のパーテ
ィで、大いに懇親を深めました。皆さん元気でまた来年の再会を約束して散会しました。
　成績は以下の通りです。
　優勝　森山龍三郎（38A）　　準優勝　野尻　巌（38C）　　３位　板井善一（45E）
　ベストグロス　野尻　巌　82 倉掛敏行（35M）

ゴルフクラブ「第17回東京豊工会ゴルフ大会」開催

新会長に
赤嶺昭氏（41M）選出

　東京豊工会の皆様、い
かがお過ごしでしょうか。
いつもお世話になり大変
感謝しております。
　校内の欅も色づき、少

しずつですが季節は進んでいるように感じられ
ます。
　去る、9月20日の髙橋会長の急逝には、私自身、
私事で上京していたこともあり、髙橋会長を送
る場に居ることが出来ずにいる自身にもどかし
さを感じました。
　さて、10 月 1 日（土）に、緊急役員会（理事
と監事）を開きましたが、理事二方がご都合で
欠席されたこともあり、新代表理事の決定は、
翌 2 日（日）に役員会を開き、新代表理事（豊
工会会長）に機械科理事の赤嶺　昭（41M）を選
出しました。その後、法務局への提出書類を揃
えるのに苦労しましたが、11 月 8 日に登記が完

了しました。
　また、本年度総会後は、別府豊工会館跡地の
件が優先し、外務専務理事制導入については、
いまだ具体的には進んでいません。これからの
事務局の在り方を考えると、外務専務理事制の
導入について急展開できればと思います。そし
て、総会の時に提案させて頂きましたように、
来年度の総会に向け、支部選出および学科別代
議員と理事・監事の選出の準備をしています。
さらに、総会後、理事 ･ 監事の法務局への届け
出作業（手続き期限有）の準備もあります。
　さいごに、阿蘇中岳の火山灰は、未だ大分市
に降ることがあり、降灰は流水でも流れにくく
硫黄臭くも有ります。それとは別に行き戻りつ
つ確実に冬に向かっているように思えます。関
東 4 都県の天候は、例年になく不順なように思
われます。東京豊工会の皆様、お体大切になさっ
て下さい。
　簡単ではございますが、豊工会本部の近況報
告とさせて頂きます。

豊工会本部の近況 豊工会本部事務局　専務理事　東 本 健 二（50K）
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漏電で困ったら一声を！

一般社団法人

大分県立大分工業高等学校同窓会（豊工会）

会　　長　41Ｍ 赤　嶺　　　昭
副 会 長　36Ｅ 髙　木　　　洋
　 〃 　　37Ｒ 川　邉　正　俊
　 〃 　　41Ａ 浦　松　　　傳
　 〃 　　38Ｃ 中　村　宏　一
　 〃 　　45Ｋ 釘　宮　正　昭
専務理事　50Ｋ 東　本　健　二
副専務理事　61Ｒ 田　崎　千　穂
会計理事　Ｈ5Ｒ 前　原　卓　広
監　　事　36Ｒ 河　野　典　勝
　 〃 　　41Ａ 豊　島　範　幸

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 クラス会

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）

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

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）

【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。

豊工会福岡支部役員
支 部 長　大末　精一（40M）会　　計　村上　　博（47A）
副支部長　黒崎　健一（43K）会計幹事　渡會　哲男（46E）
事務局長　木津　　勝（43A）会計幹事　沓掛　武志（63R）
理　　事　牧野　俊二（43C）田崎　建喜（43M）山㟢　龍二（45K）
　　　　　桑名　雄二（48T）足立　俊美（49C）塩月　淳一（49C）
　　　　　渡邊　智晃（50E）佐藤　誠二（H5A）

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　道恭　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
科連絡担当　椰野　　昭　S34　電気
科連絡担当　鹿島　金重　S45　建築

東京豊工会
会長　利光　憲士（36C）

幹事長・兼建築副会長 守田　晶一（42A） 副会長 岐部　寿則（39R）
副幹事長 村谷　憲一（40M） 副会長 安藤　寅生（39C）
会計・兼副会長 石原満喜一（38K） 副会長 佐藤　徳治（36TM）
会計監査 本田　稔基（31E） 顧問 森崎　重喜（34K）
会計監査 河野　幸一（35E）  顧問 藤沢　　孝（35E）
副会長 岡地　裕司（46M） 顧問 鷲見　元吾（36TA）
副会長 三重野敏行（38E）  

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ねがいします。

d-m1＠lime.ocn.ne.jp
代表取締役会長

森﨑重喜(34K)・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

池辺庸夫(28K)・有吉修身(32K）
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１．企業･団体等の広告掲載
　　1枠（縦4㎝横6㎝）5,000円	
　　2枠縦（4㎝横12㎝）10,000円
２． 東京豊工会会員の個人情報掲載
　　会員で個人での掲載に限る
　　（元気情報、趣味の案内、サークル会員の募集）
　　1枠（縦2㎝横6㎝）2,000円（縦1㎝追加千円）

　　〒 181-0004　
　　　東京都三鷹市新川 2-15-16
　　　電話・FAX　0422-44-5855

東
京
豊
工
会
・
会
誌
の

「
広
告
・
情
報
」掲
載
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

申込み先　
東京豊工会 会誌広告
担当副会長　

　佐藤徳治（36TM）

電気科有志の会「豊工雷会」会員募集
本会は、会員相互の情報交換を通じた進展と親睦を目的とする。
現在 62名が参加、研修見学会、母校貢献活動を実施、会費無料

お問い合わせは各役員にお気軽に：名簿は事務局に
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）恒松忠彦（34E）
黒田幸夫（38E）向田浩澄（54E）

事務局　三重野敏行（38E）
Email :mieno.t@nifty.com　TEL:070-6511-2746
〒 245-0066  横浜市戸塚区俣野町 1403 番地
　　　　ドリームハイツ 6－８０７

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

　東京豊工会の皆様には、ますますご清栄にてご活
躍のことと心よりお慶び申し上げます。
　東京豊工会様とは平成 4 年頃から 8 年頃までは、
お互いに総会に出席して情報交換をしていました
が、平成 9 年により本部が「県外支部連絡会」を開
催することになり中断となりました。
　この度は、東京豊工会誌をお借りして関西豊工会
の現状を紹介させて頂きます。
　関西豊工会は今年、平成 28 年 4 月に支部創立 90
年を迎へ、6 月 19 日に総会と支部連絡会を兼ねた
支部創立 90 周年記念式典を開催しました。
　御会より森田昌一幹事長様に御来席を賜り、誠に
有難うございました。
　弊会は昭和元年正月に当時の校長と大阪在住の有
志との間で話が纒まり、4 月に豊工会県外支部では
最初の大阪支部が誕生しました。
　太平洋戦争と戦後の教育改革で支部活動は一時休
止されましたが、昭和 28 年の学校創立 50 週年を機
に支部も活動を再開しました。
　会員に情報を提供して絆を深める目的で昭和 62
年 4 月に、会誌「豊工会大阪」を創刊し今年で第
30 号を発行しました。
　大阪万博後は大阪以外の会員が多くなり、平成
17 年に大阪支部を「関西支部」に変更すると共に
関西では「関西豊工会」という名称を採用すること
にしました。
　会員数も平成初期までは 1,200 名が在籍、総会に
は 100 名前後が出席していましたが、高齢化と関西
に就職する生徒も減り、現在は会員 850 名と減少し
総会出席者も 50 名前後に落ち込んでいます。

毘 沙 門 会
土木科卒の皆様方の親睦会
会　長　染谷武雄（34C）
顧　問　大石　潔（30C）
事務局　安藤寅生（39C）
事務局　山下藤則（39C）

　今後支部の存続を図るためには、減少している会
員を把握して、支部活動に参加できる雰囲気を作る
かが役員の務めと思っています。

関西豊工会の歩み
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新会員近況報告

お化けの会開催
　9 月 29 日（木曜日）の「お化けの会」に 16 名の
仲間が集い、和気あいあいの時間を過すことが出来
ました。3 年ぶりの会の開催でもあり、みんなの近
況から大分工業高校時代の思い出と話が尽きない時
間を過ごせました。
　今後もこの会を続けていくうえでも重要な「お化
けの会」会長選出の話題に移り互選の上、33 年卒
の川住氏に決まりました。詳細につきましては、会
誌広告欄の“お化けの会”を参照願います。
　会の成功には、化学科の皆さんの参加を欠かすこ
とはできません。今回は都合により参加できなかっ
た方も、次回のお化け会には時間を調整されて、集

入社 4 年目

塚越　祥太 さん
平成25年建築科卒

　私は PM（プロパティマネジメント）賃貸経営管
理業務、BM（ビルマネジメント）ビル管理運営を
行っている「鹿島建物総合管理株式会社」で非常駐
物件の管理に務めています。

　一つの物件を複数名で勤務している常駐と違い非
常駐は複数の物件を一人で管理し様々なお客様のニ
ーズに応え日々勤しんでいますが一社員としては未
熟者のため上司に相談も多々あり知識と経験を積み
重ねています。
　聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。と先人の言
葉があるように知ろうとする意欲が自分の成長につ
ながる為、常に向上心を持ち業務に取組んでいます。
将来は培った知識を後輩社員に伝え会社の総合力を
高めよりよい会社へ、また、上司に相談をし合える
良好な関係作りを今後も続けていきたいと思いま
す。

まれますようお願いします。
　本年度の参加者は以下の通りです。
　30 年卒：小野義男　
　32 年卒：有吉修身
　33 年卒：川住哲美・三浦征支・河野仁・佐藤勇　
　34 年卒：森﨑重喜
　35 年卒：岡﨑成美　
　36 年卒：原田貞夫
　37 年卒：河本司郎・垂水由雄・三浦清宏・山下博
　　　　　	己・小山俊和
　38 年卒：石原満喜一・山村則義

化学科副会長　石原満喜一（38K）

　平成 28 年 11 月 25 日（金）平成 28 年度の霜月会をいつものホテルグ
ランドパレス・和風レストラン千代田で 14 名の参加を得て、昼食会ス
タイルで開催しました。
　今年は、東京豊工会活動に参画いただいている傘寿を迎えた昭和 30
年卒業の太田浩司さん（30E）・高橋憲一さん（30E）・平山一政さん（30E）
の 3 名の傘寿祝いを兼ねて企画しましたが、皆さん諸事情・体調不調な
どで、残念ながら欠席となりました。
　会は山本邦彦幹事（32A）の司会により、姫野富雄会長（28R）
の乾杯と挨拶で始まり、参集した皆様の近況報告や家族状況、体調
の報告等思い思いの会話に花が咲き、和気あいあいとした楽しい会
となりました。
　また東京豊工会利光会長より最近の本部豊工会の状況報告をさ
れ、本日参加諸先輩のお元気な様子を伺い、いつまでもお元気でい
て戴きたいとの御挨拶がなされました。
　来年も元気に集い合うことを皆で確認し、記念の集合写真を撮影
して御開きとなりました。東京豊工会　幹事長　守田　晶一（42A）

霜月会を開催しました
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私 の 近 況 報 告私 の 近 況 報 告

　昭和 36 年 3 月中旬「ホンシャニ　
シュッシャセヨ」と一本の電報が届
いた。入社式の 2 週間前の事だった。
父の縁で「日産建設株式会社」に入
社する事になったのだ。「元気で頑
張ってこい」と言う父の言葉を背に、

一路東京へ向かう。当時、大分駅から西鹿児島発東
京行夜行列車「特急富士」で約 24 時間の長旅だった。
　港区青山一丁目の本社に辿り着き、その夜は本社
の寮で一泊、次の日「君は九州だったな、仙台支店
で応援の要請があるので入社式まで仙台に行くよう
に」との指示で、その日の午後、上野駅から仙台に
向かった。この一言が東北との縁の始まりだった。
　仙台で一泊し、次の日の一番列車で山形県鶴岡市
由良へと向かう。着いた所は日本海沿岸の寒漁村の
防波堤工事現場だった。大分を発つ時は桜の蕾がほ
ころび始め春本番だったが、ここ由良は積雪 30cm、
一面の銀世界、驚くやら、呆れるやら、方言言葉の
不明の中、夢中で過ごした記憶がある。大分を発っ
て 4 日目の事だった。以来、東北各地の工事現場を
転々と移動した。
　実社会に出た大分工業卒業生の大半が感じ、経験
して来たと思われる「徒手空拳、無我夢中、体が資
本の九州男児」。幸い、運と縁と上司に恵まれ、由
良漁港修築工事を振り出しに、高速道路秋田道「雄
和工事」まで約 40 年間 30 現場を歩き、担当現場の
総請負額 113 億 5200 万円。本給 8,500 円から始まり
790,000 円の給料を最後に退職。ボーナス合算で 1
億 8000 万のトータル給料の中で結婚、子育て、持

ち家、刀剣小道具趣味等々を充分楽しみ、時代に恵
まれ、飲み食い、ゴルフは現場の砂利、砂、セメント、
人夫賃で満たす日々を送り、体を壊さないのが不思
議な現場生活を過ごした。
　現職中、居酒屋で隣り合わせた紳士と意気投合、
冷凍和菓子のメーカー社長。女房と娘を店舗に一ヶ
月間出向させ、社長の後押しで「だんご屋」を秋保
の地に開業。開店以来 25 年が過ぎた。
　今年の 7 月、数十年ぶりに東京豊工会同窓会に初
参加。先輩、後輩諸氏の活躍ぶりを目の当たりにし、
生きる力を戴いた。
　田舎に住み、ささやかに、地域社会の一隅を照ら
す店作りを心掛け生きている昨今です。ネットで私
の店が出ます「クラフト三笑」をお開き下さい。
　最近、店頭で見た夫婦失落の一場面。70歳代の夫婦、
旦那が先に店に入り、ケース内の「だんご」（七種類
ある内の「よもぎだんご」）を指差し、奥方に「これ…」
と言うと、すかさず奥方は「お父さん糖尿病でしょう」
ときつい一言。肩を落として「母ちゃん、俺車で待っ
ているから」とすごすご駐車場へ。
後に残った奥方は「近所のお土産
を買うから少し待っていて」と言
いながら、自分の好みの串だんご
をペロリと一口。口を拭って旦那
の待つ駐車場へ戻って行った。
　嗚呼　ご同輩、生き残るのは女
だと確信する瞬間でした。皆様方
の奥方は、よもやこんなではない
でしょうね。

房前紀義さん　（36C）

　昭和 63 年度建築卒の丸山亮一
です。卒業して早 29 年が経ち初
めて豊工会に参加させてもらい
ました。今回、豊工会に参加させ
てもらった経緯は先日、従兄の紹
介で大分市人会（東京）に出席し

た時、大工の大先輩に出会い 10 月 10 日に「はとバ
スツアー」に参加して来ました。その際に自己紹介
を兼ねて「私の近況について」原稿依頼されました。
　私は大工卒業名簿に登録していなかったのでこれ
を機会に大工卒業生との交流を深めていきたいと思
い原稿依頼を受けました。
　ここで簡単に自己紹介を兼ねて近況報告します。大

工卒業後、日本大学工学部に進学し卒業後は太平工
業㈱東京支店建築に入社し、9年半関東地区で現場監
督を行い、平成13年 10月に地元大分に転勤し、平成
26 年 4 月に君津転勤になり、今年 1 月からは鹿島に
応援に来ています。今の私の仕事内容は新日鐵住金㈱
の子会社の日鉄住金テックスエンジ㈱（太平工業から
社名変更）で建築工事を新日鐵住金㈱構内で倉庫や工
場の新築案件や改造工事を行っています。日々、仕事
に追われ週1の休みです。仕事ではいろんな県に行け
ますがゆっくり観光までは出来ません。
　今一番望んでいる事はゆっくり休みたいです。
　これからは豊工会等に参加し交流を深めていきた
いのでよろしくお願いします。

丸山亮一さん　（63A）
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「40M in 姫島・同級会」の旅　　　村谷憲一（40M）  
　40M の同級会、昨年の山口錦帯橋に続き今年は国
東半島の沖合に浮かぶ神秘の島、姫島で開催した。
8 月 13 日から 16 日までの 3 泊 4 日の旅。観光案内
書によれば姫島は「古事記や日本書紀にも登場する
詩情豊かな神秘スポット」生まれて初めての訪問、
期待に心を躍らせ、いざ成田空港へ出発、成田空港
の第 3 ターミナルから AM8：20 分出発の Jetstar
で大分に向かう。大分空港に迎えに来てくれた藤本
君と姫島行きの伊美港へ、途中、道の駅で名物の「ハ
モ丼」昼食。国東は有名なハモの産地と初めて聞か
された。
　伊美港からフェリーに乗り、20 分後、姫島に初
上陸、コロンブスになった気分。姫島港には栗原君
が迎えにきてくれ、今夜、同級生 18 人が集まる宿
へいく。この宿は今回の同級会のため、幹事であり

姫島出身の大下君が空き家の民家を借り、大下君を
はじめ姫島在住の大下君のお姉さん達の奮闘できれ
いに掃除してありとても快適な宿泊場所であった。
又、この宿にはテレビも電話もエアコンも無い代わ
りに 10 台の扇風機が涼しげに回っていた。閑散と
した静かな環境で満足。夕方には今回の参加者 18
人が揃い、皆で今夜の宴会場「姫乃屋」へ向かい大
宴会。恒例の各人の近況報告と賑やかな歓談の後、
記念写真、2 次会として近くのスナックにてカラオ
ケに興じた。宿泊所に戻ってもまたまた歓談。皆が
集まるとすぐに 70 歳のオジンがたちまち 18 歳の若

　「豊の国特命かぼす大使」は現在 215 名程います。
故郷大分の魅力の発信と発展のためにヒト肌脱いで
頑張ってる人、「大分の顔」になる人を、大分県と
大分合同新聞が選出、任命しています。関東在住の
方々は大分合同新聞東京支社が取材、紹介していま
す。不肖鷲見元吾は神奈川大分県人会会長大分のア
ンテナショップ「寄っちょくれ」「浜の牡蠣小屋」
等その他で大分の為頑張ちょるとの事で、今年 5 月
30 日「豊の国特命かぼす大使」に任命されました。
とても光栄です。豊の国かぼす大使会・特命かぼす
大使名誉会長を務めるのは広瀬勝貞大分県知事で
す。かぼす大使会会長は大分合同新聞社社長、長野
健氏です。大使に任命されると立派な額縁に入った
任命証と、特製の置物クリスタル製豊の国特命かぼ
す大使（高山辰雄画伯筆）と、大分合同新聞社朝刊
1 頁分の本人の紹介記事と写真・
かぼす大使応援の大分かぼす会応
援広告入り新聞額を頂ける。又 3
年間大分のかぼすを送って下さる
事です。特命かぼす大使には大分
県外に在住している大分県人、大
分県人ではないけれども大分県
と深くかかわりのある政治・経
済・文化 - スポーツなど様々な分

野で活躍している著名人が任命されるもの。これに
対して「かぼす大使」もいます。大分県内で活躍し
ている県外企業のトップで県外に転出された方々が
任命されるもの、中央官庁・政治評論家・弁護士・
マスコミ関係・商社・学者・落語家・スポーツ関係
等々です。神奈川県内には現在 6 人います。「豊の
国特命かぼす大使」の大分工業高等学校関係者は、
S40 年化学科卒俳優・日本考古学会会員刈谷俊介氏、
S45 年入学作詞家・歌手・花岡優平氏と自分の 3 名
です。合同新聞に掲載された当日には、大分工業高
等高校からもお祝いの電話を頂き、兄弟、親せきや
友人からも 30 本以上電話をもらいました。長く生
きてきた人生で大変嬉しい 1 日になりました。これ
からは「豊の国特命かぼす大使」の名に恥じない活
動をしていきたいと考えています。

鷲見元吾さん　（36AC）
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者に戻るから不思議である。
　姫島にはガソリンスタンドが 1 カ所、かわいいス
ーパーが 2 軒、共同風呂（温泉）が 1 カ所あり、車
があれば生活には困らない島である。今回、お盆の
時期に同級会を開催した理由は有名な姫島盆踊りを
みる目的であった。「キツネ踊り」「アヤ踊り」「た
ぬき踊り」「田植え踊り」「三番そう」「銭太鼓」「猿
丸太夫」、各地区が競って踊る姿は一見の価値があ
った。姫島盆踊りは平成 24 年に「国選択無形民俗

文化財」に指定されたとのこと。この踊りを港の中
央広場で 14 日、15 日の二日間、見て十分姫島の夏
夜を堪能した。姫島滞在中、島巡りをしたり、昼間
は防波堤からのつり、新鮮な姫島産魚介類を使った
バーベーキュ等で過ごし、あっと言う間に滞在期間
が過ぎた。
　別れの前に来年の名古屋開催同級会での再会を約
束して 16 日に姫島を後にした。幹事の皆様、今回の
姫島同級会大いに楽しむことができ感謝、感謝です。

　会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。	
　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。
　10 月末までに本年度の会費納入および賛助金のご提供いただきました方の氏名を掲載しまし
た。28 年度もあと 3 ヶ月余りとなりましたが、まだ本年度の会費をお振込頂いていない会員の方
もおられます。未だ未納のようでしたら会誌同封の振り込み用紙により、平成 29 年 2 月末日ま
でに振り込みいただければ幸いです。御不審な点等がございましたら会計担当（下記）までご一
報くださいますようお願いいたします。	 平成 28 年 12 月

東京豊工会会長　利光憲士（36C）　　会計担当　石原満喜一（38K）
〒 215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺 3-9-3　　TEL&FAX　044-952-3790

平成 28 年度　東京豊工会会費納入・賛助金ご提供のお願い

卒年 　 氏　　名
口
数

卒年 　 氏　　名
口
数

卒年 　 氏　　名
口
数

卒年 　 氏　　名
口
数

卒年 　 氏　　名
口
数

卒年 　 氏　　名
口
数

卒年 　 氏　　名
口
数

C37 綿貫  元恵 1 E34 工藤　素弘 1 E41 高橋　周孝 2 K45 長野　武士 M35 吉本  眞一 TM43 高倉　岳男 1

A18 笠木　　寛 3 C38 野尻　　巌 E34 恒松　忠彦 1 E41 上田　和敬 1 M35 河合　孝一 TM50 幸野  義夫 3

A20 池邉　安夫 5 C38 吉良  幸一 E35 小手川武彦 3 E41 姫野  文雄 M17 安部　政実 1 M35 久多良木千秋 1 TM38 松下    威

A26 谷脇　福穂 8 C39 安藤  寅生 3 E35 河野　幸一 2 E43 河野　公生 1 M24 足立  利昭 M35 加藤  弘信

A32 後藤　清治 C39 山下  藤則 1 E35 安波  雅朗 1 E43 間野　　健 1 M27 今吉  周一 M35 此本  安伸 R27 渋谷元三郎 1

A32 山本  邦彦 3 E35 河津  邦次 1 E43 平野　文明 1 M28 廣瀬  彰夫 M35 若杉  眞成 R28 朝来野国彦 1

A33 高橋　友冶 E20 佐藤  幸代 1 E35 後藤　明治 E45 竹中　重信 1 M28 北山  博宣 M35 清水  純一 R28 佐藤  信之

A36 城向　幸治 E23 渡邊  通生 E35 大嶋  浩二 3 E45 板井  善一 1 M28 阿南  宰史 2 M35 倉掛  敏行 R28 姫野  富雄 1

A37 野仲　洲冶 E28 渡辺  千一 3 E35 藤沢    孝 3 E47 平田　裕次 M29 岩下  正次 1 M35 井田  庸雄 1 R29 錬石 英太郎 1

A37 後藤  孝保 E29 工藤  政文 3 E35 堀江  準司 1 E47 竹下　隆三 1 M29 宮崎  義則 M35 東    泉 1 R31 小手川和洋 1

A38 篠田  正弘 1 E29 若杉　實生 1 E35 櫻井  広志 E48 梶原　和利 3 M29 後藤  忠弘 3 M35 片山  健司 R30 長野　友久 3

A38 森山  龍三郎 1 E29 中原  敏行 E35 横溝 雄三 E51 竹下　信行 1 M30 岩尾  昭人 M35 足立  　全 R33 高瀬　拓士 8

A38 清原　哲嗣 E29 足立  五男 1 E35 土田　恭愛 1 E53 松下　一司 2 M30 蓑浦  哲男 3 M36 久々宮 洋典 R34 大野    悟 1

A39 大久保  昂 E29 上田　靖雄 1 E36 藤澤   香 1 E54 向田　浩澄 3 M30 戸口  豊友 M36 高畠  英章 R34 椎原  義昭 1

A40 本田　幸一 E30 大田　浩司 E36 北村　信幸 E55 梅木　浩朗 1 M31 麻生  元治 10 M36 河野  憲一 2 R35 須賀  昭典 1

A40 佐藤　秀美 1 E30 高橋  憲一 3 E36 麻生  　茂 TE34 後藤  全正 M32 石川  勝一 1 M37 甲斐  秀人 R35 和田　文雄

A42 守田  晶一 8 E31 仲摩　文雄 1 E36 陶山　　洋 2 TE37 山村    浩 2 M32 二宮  兼重 M37 松本　公徳 1 R36 是松  義行 2

A43 白坂  哲治 3 E31 森元　　深 E37 阿部　義信 1 TE37 元永  詔八 3 M33 阿部  政信 M38 池辺  貞広 R36 伊東　俊幸 1

A43 足達　博隆 E31 井上  克明 3 E37 佐々木 眞一 1 TE50 松野　郁夫 2 M33 橋本  和己 1 M38 鈴秋  克介 1 R37 後藤  真美

A43 長木　正次 8 E31 本田　稔基 E37 秋吉  隆美 M33 荒金  敏夫 1 M39 山崎  弘幸 R37 釘宮  節男 3

A62 池永  誠司 2 E31 熊谷  覚志 1 E37 佐藤　尋信 1 K18 式田  耕三 1 M33 後藤  有三 M39 江戸  重和 R37 池永　英勝

AH9 町田　　潔 E31 栗林    孜 E37 藤野  博通 K27 中野　英俊 1 M33 柴尾  数年 1 M39 松尾多見也 1 R37 山本　英準 1

AH27 藤本　倖太 E31 江坂 顕二郎 1 E37 平松　祥孝 2 K28 池辺  庸夫 3 M33 足立    元 M40 安部  秋弘 3 R39 岐部　寿則

AH27 衛藤　雅矢 E31 高橋    勇 E38 佐藤  公孝 K31 有田    晃 1 M33 新谷  一成 M40 村谷  憲一 2 R39 幸　　勝宏 1

TA36 鷲見  元吾 E31 小野　宗男 E38 三重野 敏行 1 K32 有吉　修身 1 M33 梅木  国広 8 M41 河野  要人 2 R41 安部　明信 1

E31 小野　　敏 E38 山口  憲治 K33 川住  哲美 1 M33 和田　治雄 M41 三重野高視 R41 長谷　攸三郎 1

C29 助安  純義 1 E32 藤川  心吉 1 E38 秋吉  寿人 1 K34 小倉  晃一 M33 清松  邦廣 M43 川島　隆夫 1 R43 伊東　俊治

C30 大石　　潔 3 E32 首藤　年秀    E38 平井  敏雄 1 K34 森﨑　重喜 1 M34 原田    廣 1 M45 炭本  辰二 1 R45 牧  多加志

C31 川原　敏明 E32 小野  邦芳 2 E38 河野　行弘 1 K36 原田　貞男 M34 田代  久人 M46 岡地  祐司 8 R49 小笹　英司 1

C34 染谷　武雄 1 E33 西村  幸男 E38 黒田　幸夫 1 K37 河本　司朗 M34 矢野  正義 1 M48 井本  国義 1 R50 藤尾　浩三 1

C36 房前　紀義 1 E33 田北　　磨 E38 三重　精治 K38 石原　満喜一 8 M34 萩尾  征雄 M48 小林  博美 R52 土師　康孝 1

C36 利光  憲士 8 E34 安部 駿太郎 E39 永沢　利夫 1 K38 山村　則義 2 M34 菊池　照弘 TM36 佐藤  徳治 8 R53 久保田　学 2

C36 佐藤　雪光 1 E34 川俣  忠紀 1 E40 菅　　賢文 K38 岩田　雅彦 1 M34 濱田  一男 3 TM37 秦　  範男 8 R53 宮本  新吾 1

C36 嶺　　精次 E34 田村好史郎 E40 木村  潤一 K39 広瀬　貞夫 1 M35 竹谷  喜義 会費納入者 ： 234 名

C36 竹下　　健 1 E40 岩見　正明 K42 塚本　紀幸 M35 加川  厳信 賛助金納入者 ： 139 名

電通・電子科： 28名

建築科：24名

土木科：14名

電気科： 83名

採冶・化学科： 16名

機械科： 69名
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　東京豊工会電気科有志の会「豊工雷会」会長・若杉實生
（29E）では、2004 年発足以来 12 年目を迎え 13 回目の研修
見学会を 2016 年 9 月 11 日～ 12 日と行いました。本年は千
葉木更津の鋸山大石仏観光をして、「木更津温泉・龍宮城ス
パ・ホテル三日月」に宿泊し、翌日新日鉄君津製鉄所・圧
延工場を訪ねました。
　恒例の講演会は「私の勤める電気保安」と題して、三重
野が行いました。
参加者　若杉實生（29E）　　　平山一政（30E）
　　　　井上克明（31E）　　　本田稔基（31E）夫人
　　　　森元　深（31E）　　　藤沢　孝（35E）
　　　　小名川征生（35E）　　秋吉寿人（38E）
　　　　三重野敏行（38E）

雷会事務局　三重野敏行（38E）

No26 雷会 
 
 
 
 
 

   雷会 ２０１６年 9 月・研修見学会実施     
 東京豊工会電気科有志の会「豊工雷会」会長・若杉實生（29E）では、２００４年発

足以来１２年目を迎え１３回目の研修見学会を２０１６年９月１１日～１２日と行いま

した。本年は千葉木更津の鋸山大石仏観光をして、「木更津温泉・龍宮城スパ・ホテル三

日月」に宿泊し、翌日新日鉄君津製鉄所・圧延工場を訪ねました。 
恒例の講演会は「私の勤める電気保安」と題して、三重野が行いました。 
参加者 若杉實生(29E) 平山一政(30E) 井上克明(31E) 本田稔基(31E) 夫人  
森元深(31E) 藤沢孝(35E)  小名川征生(35E) 秋吉寿人(38E)  三重野敏行(38E) 
 

 

 
記：雷会事務局 三重野敏行(38E) 

湘南会発足10年「16回目の懇親会」開催
湘南会　会長　藤沢　孝（35E）

　湘南会は、平成 18 年 10 月に発足し、今年で満
10 年を迎えました。創立 10 周年を祝うとともに忘
年会を兼ねて、懇親会を 12 月 3 日（土）景珍楼茅
ヶ崎店で行いました。出席者は 12 名、今回で第 16
回目の開催となりました。
　先ず 10 年前の発足当時を振り返ってみたいと思
います。茅ヶ崎、藤沢在住の「東京豊工会」会員 7
人で、時々飲み会を開き親交を重ねていたが、首
藤幸平さん（34M）が、2001 年発行の豊工会会員
名簿より、湘南地区在住の「豊工会」会員を抽出
したところ、68 名の会員が在住されていることが
分かりました。そこで 7 人で手分けして、身近に
いる会員に声をかけたところ、22 名の皆様に賛同
を頂き、10 月 19 日に茅ヶ崎にて初会合を開き「湘
南会」として発足致しました。
　目的は、この湘南地区に縁あって住居を構えた

「豊工会」会員同士、時には一同に会してグラスを
傾けながら、大分弁で親交を重ねることと、「湘南
会」を通じて新しいメンバーが「東京豊工会」の
総会や新年会に参加していただくことです。
　発足当時の役員は、顧問：森岡幸一（26A）、会長：
長野友久（30R）、副会長：和田春雄（33M）、副会長：
藤沢孝（35E）、幹事長：首藤幸平（34M）、副幹事長：
清水純一（35M）、副幹事長：久多良木千秋（35M）
の 7 名でした。この 10 年の間に、首藤幸平さん、
森岡幸一さんが故人となり、残念でなりません。
　手島敏夫幹事長（47M）司会の下、和気藹々とし

た中に個人の近況報告や、母校ロボット部の全国
大会出場の話、内川選手の話題等で会は大いに盛
り上がり絆を深めました。
　宴の終了後、カラオケで更に盛り上がり茅ヶ崎
の夜を満喫致しました。

サザンビーチ茅ヶ崎
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役員活動報告

母校「平成28年度全国高等学校定時制体育大会」出場の応援！
今年も母校が標記の大会に出場するとの朗報を受け、8 月 1 日から 2 日・7 日と会員有志で応援に駆けつけ
ました。今年の出場種目は①バスケット②卓球③柔道でした。暑い中選手の懸命な活躍に応援の皆さんは東
京豊工会の緑の小旗を振りながら熱い声援を送りました。

①バスケットボール　8月1日（月）東京体育館
　埼玉県の川口市立県陽高校と
対戦、母校からは 8 名の選手が
出場しました。我ら懸命の応援
も届かず残念ながら一回戦で敗
退しました。出場選手は今大会
が良い経験になったと思います。
　［応援者］

佐藤徳治、鷲見元吾、山村浩、
石原満喜一、岡地裕司、
竹中重信、利光憲士　	

②卓球　8月2日（火）駒沢競技場
　母校からは菅原洸翔選手（1E）、
河野勝選手（1E）の 2 名が出場、
一年生で初陣にもかかわらず、
菅原選手は一回戦を 3 － 0 でス
トレート勝ちしましたが、2 回
戦で 1 － 3 惜しくも敗退しまし
た。また河野選手は善戦空しく
一回戦で散りました。両君共ま
だ若いので、力を付けてまた来
年の出場に期待しましょう。
　［応援者］佐藤徳治、鷲見元吾、森崎重喜、山村浩、利光憲士

③柔道　8月7日（日）講道館
　母校から 3 年連続出場の富成
瞳美選手（女子 3M）、三隈玲
芽選手（男子 1M）の 2 名が出場、
女子の富成選手は 78kg 級にエ
ントリー、1・2 回戦と一本勝
ちで勝ち上がりましたが、3 回
戦で惜しくも敗退しました。そ
れでも過去の経験で付けた実力
で、堂々 5 位の成績を残しまし
た。一方三隈君は団体戦（県内
他校合同編成）に出場しましたが、チームは一回戦で惜しくも敗退、その後の個人戦では、73kg 級に出場
し一回戦で一本勝ち、2 回戦に進みましたが神奈川県鈴木選手に惜しくも一本負け喫しました。でも来年は
大いに期待できそうです。
　［応援者］佐藤徳治、山村浩、秦範男、安藤寅生、村谷憲一、藤沢孝・夫人、守田昌一、三重野敏行
　　写真集「東京豊工会ホームページでご覧ください。検索：東京豊工会」　　　　　　　

佐藤徳治（36TA）
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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 4
回目となりました。平成 21 年 12 月の 31 号から 7 年目 15 回目の編集となりました。
この間会員の高齢化もすすみました。一方若い方々も同窓会に参加してくれています。本
会誌が大工同窓の会員皆様の絆を繋げるツールになるよう幅広い情報掲載にと心掛けて
いますが、記事の収集に苦労もしています。会社で体験したこと、旅したこと、家族の自
慢など、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/

東京スカイツリーとベイサイドドライブを楽しむ
　第 3 回懇親旅行会「東京スカイツリーとベイサイ
ドドライブ」が 10 月 10 日（月・祝日）に 14 名の参
加で開催されました。当日は曇天続きの合間、天気
に恵まれ、高みの見物には絶好の快晴でした。ツリ
ー展望デッキ朝イチの見晴らしは素晴らしいもので
した。遠くの富士山、近くの浅草界隈、程よい眺め
の墨田川全景を見渡すことができました。外国人だ
らけの浅草観音・仲見世での自由散策後
のドライブでディズニーランドの舞浜ホ
テルグランドリゾートでの昼食になり、
和洋折中のバイキング料理は多種多様で
ゴージャスな雰囲気を味合わせてくれ

た。飲み食いの後はベイサイドドライブでお台場に
移り、グランドニッコーホテルを起点に各人それぞ
れフジテレビ展望台、自由の女神像なぞへと散って
いった。帰路は東京駅までの名所、勝鬨橋、歌舞伎座、
銀座三越、有楽町朝日ホール、帝国ホテル等の案内
ガイド拝聴しながら、無事に懇親旅行を終えること
ができました。　　　　　

ツアー幹事　森﨑重喜（34K）

編 集 後 記

平成 28 年度役員会議事録（要約 4 月～10 月）

● 4 月 23 日（土）役員会・ウッドクラフト会議室にて
　・平成 27 年度豊工会の「大同窓会・総会」会場など検討

（会場変更など）。
　　アトラクションに、コロンビア演歌歌手・田島麻美予定。
　・「会誌」　「大同窓会・総会」案内状発送を 5 月 28 日

13：00 ～ウッドクラフトでおこなうことを決定。
　・今年度の「はとバスツアー」実施の計画検討。
● 5 月 28 日（土）役員会・ウッドクラフト会議室にて
　・「会誌 44 号」　「大同窓会・総会案内」の発送作業。
　・平成 28 年度「大同窓会・総会」内容及び会費等につて

種々協議。
　・幹事会の資料確認等実施。
● 6 月 18 日（土）幹事会を東京ガーデンパレスで開催
　・「大同窓会・総会」進行内容の説明検討で概要確定。
　・今年度の「はとバスツアー」の実施について検討、了

承される。
● 6 月 25 日（土）役員会・ウッドクラフト会議室にて
　・平成 28 年度総会の内容を最終確認。
　・はとバスツアーについての内容等の検討。
　・関西豊工会 90 周年記念総会及び支部連絡会が 6 月 12

日行なわれたことの報告。
　・他校総会へ来賓としての出席者より「参加者数・内容

等の報告」。
● 7 月 30 日（土）役員会・順海閣にて総会の反省会として実施
　・「大同窓会・総会」の反省事項

　　今年度は、会場を変更したが良かったこと。
　　来年の「大同窓会・総会」は、7 月 8 日（土）とし会場・

費用等は今後検討していく事を決定。
　・会誌発行に関する意見を役員にて種々検討し発行部数

やページ編成を決定。
　・会費について、納金される方が減少しているのでその

対策について協議。
　・「大同窓会・総会」の準備には担当副会長だけでなく役

員それぞれ役割分担で行う事を検討。
● 8 月の役員会は中止
● 9 月 24 日（火）役員会・・ウッドクラフト会議室にて
　・豊工会本部の高橋会長が逝去されたので東京豊工会と

して弔電を打ち役員会として香典を送った報告など。
　・母校定時制スポーツ部活動が種々全国体育大会に出場

し、応援活動したことの報告実施。
　・「東京・大分高友会」会合に参加、どの高校も会員の減

少に苦慮している実情などの報告実施。
　・雷会の定例勉強会実施の概要説明。
　・11 月 25 日（土）霜月会開催予定連絡。
● 10 月 30 日（火）役員会・ウッドクラフト会議室にて
　・来年の「大同窓会・総会」概要検討。
　　7 月 8 日（土）とし会場は東京ガーデンパレスで費用

昨年と同じ。会費 8,000 円を予定する、詳細は今後検
討していく事を決定。

　・役員改選年度なので、各科改選の検討推進を確認。

第３回会員懇親旅行会 はとバスツアー報告


