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森田支部長の急逝を悼むと共に、お願いごと 

 

副支部長 兼幹事長・会計幹事  佐藤 将彦（昭 43学子） 
 

多賀工業会東京支部の皆様には、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。 
日頃より支部の運営にご理解・ご支援を賜り、心からお礼申し上げます。 

 

私は、森田支部長が1月に正に突然、発病、急逝され、それまで副支部長であったこ

とにより、急遽、支部長代行しているものです。故森田氏は、５年前、当方が会計幹事

を引き継いで以来、当時の小林支部長の「収支改善プロジェクト」の旗振りのもと、故

人が幹事長その後、支部長につかれた時から、身近でご一緒に活動をして頂いた先輩で

した（３頁追悼補稿）。 

お陰様で当支部は皆様支部会員はもとより、幹事会のご支援・協力を賜り、ここ４年連続で、額はわずかです

が、下図のようにオペレーション収支黒字を達成してきまして、さあ、今後も、コロナ禍の時期を乗り切っていか

ねばと思っていた矢先で、その急死は、非常に残念でたまりません。故人のご冥福をお祈りするばかりです。 

そこで、この紙面をお借りして、故森田支部長とのコンビで、上述の「収支改善プロジェクト」活動の結果を紹

介させていただきたいと思います。かつ、幹事会はもとより、皆様支部会員のご協力・支援に感謝申し上げます。 

本プロジェクトは、平成29年8月に当時の小林支部長の掛け声のもと発足され、それまでは、繰越金を年々、

食いつぶして、そのままだと２～３年で、赤字転落の憂き目にあうとの危機感から、財務検討の上、収支改善を図

っていこうと幹事会・同好会主要メンバーからなるプロジェクトを構成し、2回ほどのプロジェクト会議を経て、

印刷会社相見積もりなどによる「会報費」、総会と懇親会同一会場化などの「同窓の集い費」、同好会支援費半減な

どによる「交流費」の各圧縮、懇親会援助費見直しなどの「会議費」削減、「会議費」減と連動した「交通費」削

減の各施策をし、次年度の平成30年度に実行年度として展開し、今日に受け継がれてきているものです。 

手前みそっぽくなりますが、悼む記に免じてご容赦ください。下図にいわゆる「V字回復 」ぶりを記します。 

当方はといえば、会社現役のころ、新潟県の柏崎工場出向時及び、中国は上海赴任時に覚えた、好きなだけの

ゴルフですが、幅広い方々とやりたいという、単純な気持ちだけで当時の同期の仲間に誘われ、約９年前に入

会、以来支部活動に参加しております。 

年々、年会費納入者減少、会員の高齢化と活動参加者の固定化が進み、かつコロナ襲来で支部活動は衰退期の

入口にたっていることを痛感します。 
 これを食い止めるべき、改善課題が山積みの折、また、当支部創立 40 周年を 2 年前に迎えたのですが、
祝い行事もままならなく、ずるずると来てしまいました。 
 当方の同窓会への思いは、個人的には、大きな図体でなくても良い（負け惜しみ的）から、小さい組織で
も「やれる方々が、楽しんでやれれば」という、いわばサロン的な交流の場を目指したいです。 
 何とか現状を打破したいと、現役学生・会社現役及び、OB の方々はもちろん、特に若い方たちの力も借
りたいと、幹事会会員・ホームページなどで勧誘など呼びかけていますが、発信力がいまいちの為？か、マ
マにならない状況です。是非、当支部入会はもちろんのこと、幹事会・同好会（女子会あり）に入られて、
及び事務局活動など手伝っていただくとありがたいです。 
ご一緒に活動していただけませんか？ 

 ここ 2 年間のコロナ禍の巣ごもりを脱して、ブラッと懇親会中心の「同窓会の集い」（開催の場合）に顔
を出していただけませんか？  
  
多賀工業会本部とも賛助会員などへのアプローチなどで連携し、近隣・首都圏支部の動向もウオッチしな

がら活動を進めていくつもりでおります。改めて、是非、皆様のご協力・支援の程宜しくお願い致します。 

最後に、支部会員の皆様の益々の活躍と、ご健勝を祈念申しあげます。 
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2022 年度（第 42 回） 

多賀工業会東京支部「同窓の集い」は中止 
 

新型コロナウイルス感染の終息が依然として見通せない状況が続いています。 

さて、今年度は「同窓の集い」を 6 月 11 日に本部総会との合同開催として計画してき

ましたが、本部はコロナの不透明な終息に鑑み、集合形式の総会をせずに郵送による総会

を実施することになりました。また、延期になっていた東京支部総会との合同総会開催に

ついても中止となりました。 

東京支部としても、コロナの感染動向を見守ってきましたが、単独での「同窓の集い」

の開催は「中止」したく、幹事会（書面審議議決）に諮り 3 月 18 日に決定しました。 

ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。 

 2022 年 5 月 第 25 号 目次  

挨   拶 森田支部長の急逝を悼むと共に、お願いごと ------------------- 佐藤 将彦 ---------- １ 

報   告 2022年度（第 42 回）同窓の集い中止のご案内 ------------------ 事 務 局 ----------- ２ 

第 25 号目次 ----------------------------------------------- 事 務 局 ----------- ２ 

故森田支部長(昭 42学電)の追悼補稿 --------------------------- 佐藤 将彦 ----------- ３ 

2022 年度多賀工業会東京支部（書面）総会議案 ---------------- 事 務 局 ----------- ３ 

2021年度東京支部決算報告 ---------------------------------- 佐藤 将彦 ----------- ４ 

2022年度東京支部予算（案） -------------------------------- 佐藤 将彦 ----------- ５ 

随   筆 中国重慶 -------------------------------------------------- 圷   弘 ----------- ６ 

短歌風に綴る自然との触れ合い ------------------------------ 内田  茂 ----------- ８ 

ダイキン工業での思い出 ------------------------------------ 吉田 通廣 ----------- ９ 

ブルベ(Brevet)へのお誘い ---------------------------------- 平尾 直人 --------- １０ 

チンギスハーン国際空港への運営参画 ------------------------- 吉田 典史 --------- １２ 

同好会活動 囲碁部 -------------------------------------------------------- 田中 栄太郎 -------- １４ 

           ゴルフ部 ------------------------------------------------------ 佐藤 将彦 --------- １５ 

写真部 -------------------------------------------------------- 小林    渡 --------- １６ 

女子会 -------------------------------------------------------- 太田  悦子 --------- １８ 

お 知 ら せ   HP編集室より・編集後記 --------------------------------- 黒澤郁雄・小澤喜宏 --------- ２１ 

2021年度年会費納入者・ご寄付者名簿 ------------------------ 佐藤 将彦 --------- ２２ 

協 賛 広 告  ジュン・ホーム、いすず電機工業所、大協印刷 ----------------------------------- 裏表紙 

 

表紙の写真：＜手ごたえあり＞ 

                    撮影地：横浜市（2021 年 5 月） 

箱根駅伝が行われる国道一号線の近く、横浜の街中を流れる平戸永谷川の遊水池に一年を通し色々な野

鳥が飛来します。鷺、川蝉、鴨、燕、セキレイ等が競って餌を漁ります。 

コロナ禍の中、散策中の老若男女が野鳥にいやされています。 

撮影した青鷺の獲物はザリガニが多いようです。 

                                黒澤 郁雄（昭 45 学精） 
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故森田支部長（昭 42 学電）の追悼補稿 

 学校ご卒業後、河合楽器製作所入社、2年後富士通（株）に転社、プリンター・

ファクシミリ事業発展に貢献され、同社米国法人副社長としてご活躍。東京支部

への参加は、平成 7年度第 17回総会から。平成 18年第 28回総会後に幹事会メン

バーとなり、平成 21年会計幹事に着任、平成 27年まで従事。平成 28年副幹事長

就任を経て、令和元年、幹事長就任。「同窓の集い」（懇親会）では、フルート演奏。

その後令和 2 年支部長就任、以来 2 年間、精力的に、コロナ禍の支部活動をリー

ドされてこられました（合掌）。 

 

 

２０２２年度（第 42 回） 多賀工業会東京支部（書面）総会  

昨年に続き、新型コロナウイルス感染の終息が依然として見通せない状況が続いています。 

「同窓の集い」は中止としましたが、支部総会は会則上必要なので、集合する事は止め、下記議

案について、書面にての採決を行う、書面表決とさせていただくようお願いいたします。 

 

同封葉書の表決書に賛否をご記入の上、６月１１日（土）迄にご投函下さい。 

また、多賀工業会東京支部ホームページ（http://tokyo.tagakgk.com/index.html）からも、議案の表

決ができます。 

ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。 

２０２２年度（第 42 回） 多賀工業会東京支部総会 議案 

１号議案 支部長人事  新支部長 佐藤 将彦（昭 43 学子） 

 

森田支部長死去に伴うもので、副支部長として、支部長代行をしている同氏 

が幹事会承認で（互選）推挙されました。 

 

２号議案 ２０２１年度決算報告、及び２０２２年度予算案 

        

内容は、本会報２５号の４、５ページに掲載してあります。 

  

  報告事項 ２０２１年度事業報告、及び２０２２年度計画 

         

 ２０２１年度事業報告、及び２０２２年度計画については、本会報２５号に 

掲載してある２０２１年度決算報告、及び２０２２年度予算案並びに各同好会 

の活動報告に記してあります。 

 

２０２２年度の活動は引続き、コロナ感染拡大対策を講じながら、制約を 

受けての活動になるものと思われます。 

http://tokyo.tagakgk.com/index.html
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 広園寺（東京都指定有形文化財・八王子市山田町） 
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中国重慶   

圷 弘（昭３７学機） 

 

シルクロード、長城、三

国志、水滸伝、始皇帝など

の国の歴史事に関わる地

には興味を魅かれる思い

はあったが、特に重慶に行

ってみたいとは思っても

いなかった。しかし最近直

行便が出来、時間的にもそれほどの距離ではなく

なったので１２月中旬の便で３日間ほど行ってみ

た。 

 

着いたのは夜になってからであったが霧が濃く

湿潤で暖かであった。日本より寒いだろうと思っ

ていたが滞在中持って行ったセーターを着る要も

なく温暖で市街地の道路沿いには植えこまれた

種々の花々が咲いていた。 

 

重慶市は山岳に囲まれた盆地で、長江の中州に

出来た市街地は強固な岩盤の上に在り地震は無い

と言う事だが坂が多く、この地では自転車は使わ

れる事なく最初から日本から進出した本田、ヤマ

ハのバイクが走り始めたとの事であった。 

 

重慶の夜景 

 

しかし隣接する四川省の九寨溝などはつい最近

も激しい地震に襲われ漸く観光道路が開通したば

かりと云った事を考えると危険が無いとは言い切

れないような気もする。 

 

過って重慶は四川省の一部であったが北京、上

海、天津に次いで 1997 年頃政府の直轄地となり

北海道と同じくらいの面積と 3000 万人を超える

人口を擁する独立都市となり、今では四川省の成

都より大きく都市部の人口は上海を上回るくらい

になっている。 

 

成都には現役時代宝山製鉄向け製鉄機械の合作

の為この地に在った国営の第二重型機械まで来た

事が２度ほどあり、また３年ほど前にも”九寨溝

と黄龍観光ツアー”で来ているので四川省には馴

染みがあった。当時大きいと思った成都より現在

重慶がこれをしのぐ大きさになっているとは思い

もしなかったことであった。また重慶は現在オー

トバイ、自動車産業、重機械製造、電子機器産業の

一大拠点ともなっているとのこと。 

 

先に霧の話をしたが、この為か冬季の冷え込み

はそれほどでない。しかし夏は 40度Ｃを超える日

が１週間くらいは続き 42 度Ｃを超える日は学校

も職場も休みになる事になっている様だが、政府

機関は越える予報をなかなか出さないとのこと。

霧は冬季につきものでたまに陽が射す様なことが

あると犬が吠えだしたりするそうだ。地形の為ば

かりでなく大気汚染の激しさがこの霧の大きな原

因になっているように思える。 

 

日中戦争時日本軍がこの地に爆撃を加えた事も

あったし、蒋介石の国民政府がこの地を臨時首都

とした事もあり、ほぼ国の中心にあるとも言え中

国政府は沿岸部ばかりでなく国の内陸部開発の拠

点としてゆきたい様だ。 
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全長 6300Ｋｍの長江の有名な世界最大

と言われている三峡ダムはこの地の 600Ｋ

ｍ下流に在りむしろ武漢に近く、流れの途

中には三国志で有名な劉備玄徳が崩じられ

た白帝城や戦場となった赤壁なども在る。

1000ｍを超える断崖の三つの峡谷はダムの

建設で水位が 100ｍ位上がったものの景観

にはほとんど影響を及ぼすことなく毎日重

慶市の河港から 200～300 人乗りのクルー

ズ観光船 10 隻ほどが３泊４日の旅に出て

いる。 

 

市内の河港には何隻かのドレッジャーが

川底を浚っていた。聴くところによると三

峡ダムまでの流れへの砂礫の流入が多くダ

ム自体危機的状況になっている様だ。原因

の一つとして水位が上がった為にその圧力

が地形のバランスを崩し地震が多くなり崩

れ落ちが多くなったとも言われている。 

2009 年に竣工した三峡ダムの寿命が見え

てきた様にも思える。急流だからこそダム

は造られたのだろうがダムのため流れが弱

くなり砂礫が川下まで流れず河底が埋まり

砂防ダム化しつつあるように思える。 

 

ついでながら三国志は３世紀に呉と魏と

蜀が覇権を争った物語だが当時の”魏志倭

人伝”にはこの頃大和の国から卑弥呼の使

節が魏にたどり着き金印を与えられている。 

市街には高層ビルが林立し霧の為上層が

霞んでいた。金融街、商業街、グルメ街、世

界の有名ブランド店が多く見られ活気に溢

れている。また市を囲むように縦横に高架

の車道がループを描く近代都市である反面、

宮崎駿監督の”千と千尋の神隠し”を思わせ

る洪崖洞などは台湾の九分などより大きな

歓楽街でノスタルジックさをも残している。

夜対岸から中州のビル街を望むと各ビルが

各々統一接続した調和の取れたイルミネー

ションを川面に映し出し、さながら国力を

誇示している感が有る。 

 

華街 

 

自分が合作などで中国に来ていたのは

1995～7 年頃だったと思うが、知的財産権

などは無視されてここまで国が発展してし

まうとトランプが如何に喚いても今まで欧

米諸国共々と取り返しのつかない事をして

きたようにも思える！ ーー眠れるトラを

起してしまった今この国の今後はどうなっ

て行くのか怖いような気がする！ 

 

 

著者プロフィール 

・1962年 機械科卒でＩＨＩ（当時の石川

島播磨重工業）入社 

・1999 年伊藤忠アメリカとの合弁会社に

出向 デトロイト勤務 

・2009年 ＩＨＩ自主退社 
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短歌風に綴る 自然との触れ合い 
            内田 茂（昭和３８年学電） 

６２歳で３９年間の会社生活に

終止符を打った。それ以来少々の

田畑の農作業を楽しみながら、時

間のある時は独りﾄﾞﾗｲﾌﾞや野山の

散策、親しい友達と渓谷・山・海

や植物園などの自然散策と近くの

名所旧跡を見分し、その美しさに

感動した。その感動を「短歌風に綴る日々の想い出」とし

て日誌代わりに綴り、今年で第８集となった。時 ﾍ々ﾟｰｼﾞ

をめくり、その時の懐かしさを思い出している。東京支部

会報に寄稿の要請があり、特に書くネタもないので「短歌

風に綴る日々の想い出」より春夏秋冬に関する想い出を抜

粋しました。 

春：西山公園・西山荘散策 

・里山のサクラサクラの真白きに心も染めつ歩むは楽し 

・咲き誇る桜トンネル歩みつつ自然の恵み心に刻む 

・満開の桜並木を見下ろして山坂登る心根
ね

軽し 

・華やかに今をときめく桜花短き命謳歌するらむ 

・西山を展望台より見下ろすに大地を被
か

づく花の絨毯 

・山桜・染井吉野と混じり咲く眼にも楽しき春爛漫ぞ 

・苔の生
む

す太き幹から仰ぎ見ぬ青空に映ゆる真白き桜 

・老木に鮮やかにつく花みれば吾も咲かさむ人生の花 

・満開の桜並木を歩む客絶景！叫
おら

ぶ声高らかに 

・咲き渡る桜林にホーホケキョ清
さ

やかに響
とよ

む西山の里 

・春うらら筆に尽せぬ清らけき桜世界に夢の心地す 

・枝々の桜豊に咲く園
その

にピンク色濃き桃の木混
まじ

る 

・茅葺の屋根に鳶尾
い ち は

草
つ

の青き葉を吾が眼に残す西山
にしやま

御殿 

・去年
こ ぞ

刈りし稲株残る御殿田に光圀公の面影偲ぶ 

 

 

 

 

 

夏：花園の紫陽花の森 

・咲き渡る色とりどりの紫陽花に田の草取りの疲れを癒す 

・紫陽花と杉の香りのそよ風を浴びつつ独歩紫陽花の森 

・天を覆ふ杉の林に咲き揃ふ紫陽花園に心溶け込む 

・見渡せば径
みち

も狭しと咲き競ふ白き紫陽花現
うつつ

心ぞ 

・色形数ある中に細長く白く咲きたる柏葉紫陽花 

・ＴⅤ見て訪ねて来たる遠方の人で賑はふ紫陽花の森 

・紫陽花の千超え品種日本一眼にも鮮やか千花繚乱 

 

 

 

 

 

 

秋：国営ひたち海浜公園     

・心満つ色も豊かに咲き誇るコスモス・コキアの花景色 

・秋空に紅きコキアと鮮やかなコスモス花の絨 毯
じゅうたん

コラボ 

・コスモスの咲き渡りたる構内に秋風戦ぐ友が笑顔ぞ 

・赤々と浜辺の丘を染め上ぐる秋陽に映ゆる紅葉コキア 

・散策の数多
あまた

の人の溶け込みて紅く燃立つコキアの大地 

・ゴージャスな色とりどりの大輪に心時めくローズガー 

デン 

・萩の花去り行く秋を惜しむ如秋陽に照らひ散り始めたり 

・白き穂の長く伸びたる芒原座して食する老夫婦
ふ う ふ

多かり 

・数々の花に誘はれ公園を散策するも一万歩超え 

 

 

 

 

 

冬：初雪 

・なにげなく硝子戸見れば雪の舞ひ裸木の枝に雪花咲きをり 

・雪帽子被
か

づく老木きらきらと朝陽に照らひ華やぎ若し 

・農道の枯生
かれふ

に被づき雪積もり野面真白く眼にもさやけし 

・柿の木の上枝
ほつえ

に咲きし雪の花命短く朝陽に溶ける 

・雪道を独り歩めば踏む雪は痛い痛いと悲鳴あげゐる 

・寒風に畑も真白く雪積もり埋もるる大根苦しからずや 

・軒の下ドスンドスンと雪の落つ雪崩の怖
こわ

さ告ぐるが如く 

・雪の田にエサを求むる雀群れ電線に並
な

み雪解けを待つ 

西山公園の桜 

柏葉紫陽花 紫陽花散歩道 

海
浜
公
園
の
コ
キ
ア 

裸木の雪花 雪帽子の植木 

著者プロフィール 

１９６３年（株）日立製作所に入社し、 

多賀工場にて新製品やＯＡ機器の開発に従事した。 
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ダイキン工業での思い出 

吉田 通廣（昭 45電気）  

１．はじめに 

就職時出身地の関西系のダイキン

工業を紹介され、聞いたこともなか

ったが空調機最大手、それならと入

社試験を受け無事就職。ここ十数年

株価の大幅上昇で注目を浴びている

ので簡単な会社の紹介と私の思い出を記したい。 

２．ダイキン工業の紹介 

入社当時、国内４工場、海外１工場、社員６千人強。

現在国内はほぼ同構成。海外はその後の発展で１５０

を超える国と地域に事業展開。社員は全社で８万人を

超える。業績も空調業界で世界一となった。エリート

集団ではなく、社風は自由な雰

囲気で衆議を決するに侃侃諤

諤の議論をする野武士的風土。

また、人員整理はしない理念が

あり、かつて経営不振に陥った

時もそれは無かった。 

20 年程前から業績向上。その一番の要因はその数年

前に社長となった井上礼之現会長の采配である。氏は

自由な人物であり、入社２年目に会社に嫌気が差し 1

週間ほど無断欠勤というエピソードを何かの機会によ

く話しされる。ネット検索ご覧あれ。 

３．思い出 

３．１ インバータエアコンの研究から生産 

インバータエアコンの研究から生産まで携わる。

これによりパワーエレクトロニクスの基礎理論と、理

論だけでは分からない実際の

電気系統機械系統の可視・不可

視部分の動きを開発試験で理

解することができた。 

３．２ 工業会活動―国内国際会議参加 

 インバータエアコンの配電線に逆流する低周波ノイ

ズ電流規制値が検討され、工業会の代表として１０年

間国内会議と IEC （国際標準電気会議）に参加した。 

１） 国内国際会議での交渉方法 

 電力会社、製造者、大学の三者による規制値検討。

誠意ある提案で製造者側要求の成立を望んだが、それ

では Win-Win の関係にならないことが分かり、ちょっ

とした交渉術を垣間見た。詳細は別途機会に。 

２） 世界各国の国際会議へ参加 

各国の持ち回りで１週間の会議が年２〜３回あっ

た。在任中には欧州の英、仏、独、伊、西、蘭、芬

蘭、愛蘭、洪牙利、北米の米、加、その他豪、韓、南

ア、日本で開催されいろんな国の

見聞を広めることができた。危険

な目に会ったのは南ア。 

３） 国内と国際会議の違い 

 国内は比較的早期に決定、国際会議では会議が踊る。

国内は上部に経産省の審議会がありいつまでも延ばせ

ない。国際 IEC にはそのような権威を持った組織は無

い。米国のある委員になかなか決まらない理由をきい

たら、これが民主主義であると言った。なるほど。 

４） エピソード 

各国の英語の発音 : 英ロンドン、豪州では day はダ

イと発音、初めは戸惑った。仏人は半分仏語のよう。

伊・西人はゆっくり話し聞き取りやすい。愛蘭では日

本人でも聞きやすい綺麗な発音。米国人は他に比べて

下品に聞こえる。 

海外は危険？ : ローマ空港発ホテル着のタクシー

で、ある手口で２倍近い料金を取られる。パリ地下鉄

で同行日本人がポケットに手を突っ込まれた。南アで

は別の会議の日本人が夜の街で背広を切られ、私も白

人から危険なのでホテルに帰れと言われた。 

珍しい食べ物 : 豪州でアリゲーター、鯨肉のよう。

加でバッファロー、２度と食べたくない。芬蘭でトナ

カイ、鹿肉だ美味しい。パリと洪牙利でフォアグラ、

有名な洪牙利のそれは安くて絶品。  

４．終わりに 

工業会の思い出となり御免。当支部飯塚英一氏は学

科の同期生。小生が会議に参加しているとき、関連の

工業会在籍を知ったのは退職後の同期会でのこと。 

入社当時からのダイキン持株会の毎月一万円の積立

株が退職時累計約一万株であり、現在時価 2 億円以上

の資産である。この話は聞いた人にかなりのインパク

トを与える。しかし、順次売っていたため退職時は僅

かの残株であった。残念。 

著者プロフィール 

・昭和 45 年 : ダイキン工業入社〜定年退職 

・平成 20年 : 伊藤国際特許事務所 

・平成 23年 : 住友電気工業研究所〜平成 25年 

・趣味 : 乗馬、スポーツ吹矢、読書 

 

 

 

ダイキンぴちょんくん 

巨大看板 (大阪梅田) 
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ブルベ（Brevet）への誘い 

 平尾 直人（昭 62院機） 

１．はじめに 

ひょんな事から女子

会会長の太田さんから

お声掛け頂き、大西さん

（前回ご執筆）と平成

28年度の「同窓の集い」

に参加したことがキッ

カケで、今回執筆する運びとなりました。学年/学科

は異なりましたが同じサークル（原子音楽研究会）に

所属したのがご縁の始まりです。その辺りはまた別の

機会に。 

 

２．ブルべ（仏語 Brevet）への誘い 

ブルベって聞き慣れない言葉ですよね。ブルベとは

ノーサポート・自己責任の長距離サイクリングイベン

トで、タイムや順位に拘らず制限時間内での完走を認

定します。参加者は、主催者から事前に公表されたル

ート通りに走り、指定されたチェックポイントを時間

内で通過してゴールを目指します。 

距離は最短で 200ｋｍ、300ｋｍ、400ｋｍ、600ｋｍ

（制限時間:40時間、東京～青森 or広島）と非常に長

いのが特徴です。制限時間は平均時速 15km に設定さ

れて、ゴールまでのタイムマネジメントが非常に重要

になります。 

また同一年内に 200ｋｍ～600ｋｍを全て完走する

と、SR（Super Randonneur）の称号を得られます。 

 

ブルベは四季を通じ、どんな天候でも開催されます

（主催者の判断によります）。真夏は炎天下の灼熱に

苦しみ、真冬の深夜は指先が痺れ身体も凍えそうにな

り、大雨強風に苛まれます。 

自転車の上で走りながら食べる（補給する）、仮眠を

取りながら一昼夜走るなど衝撃的な出来事の連続で

したが、私は一発で魅了されてしまいました。 

安全面からヘルメット、ライト（前灯、後灯）、ベル、

反射ベスト（工事現場の人が着るような）は必須。こ

れに合羽、輪行袋（リタイヤ時必須）、補給食、仮眠道

具、予備チューブ等が加わります。 

大人の判断で途中リタイヤ（DNF：Do Not Finish）

する場合、大事なのは場所と時間です。疲労困憊でボ

ロボロになり、深夜の山奥で交通機関も通ってない所

だと帰宅出来ません。こうなったら負けです。お家に

帰るまでがブルベです。 

幸いにも 2010 年/2012 年/2018 年は SR を取得でき

ましたが、2020年のコロナ禍以降はほとんど自転車に

乗らない生活が続いています。 

ブルベの最高峰は、4 年に一度開催されるフランスの

PBP（Paris-Brest-Paris-Randonneur、1,200km）です。

いつかは参加出来ればと願っています。 

 

３．思い出深い遠征ブルベ 

新幹線に乗って大分県（九重連山）、青森県（十和田

湖）のブルベに参加しました。 

初めて飛行機で参加したのは、沖縄の 300km（本島

一周）です。那覇空港ではバイクが壊れて出て来ない

かドキドキしましたが、丁寧に手渡してもらいホッと

しました。ホテルに荷物を預けて 24:00時にスタート。 
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常夏の国のイメージが強いですが、2 月開催のため

気温は 10℃前後。海岸線は風速 10m 以上の向い風で、

北部のやんばる（山原）地域は細かいアップダウンの

繰り返しで脚が削られました。とても楽しかったので、

3回もリピート参加してしまいました。 

北海道の 8 月 600km（滝川-宗谷岬-滝川）も忘れら

れません。北海道はスケールが大きいですね。街から

街まで 50km以上あって、その間信号・コンビニ等がな

いのにビックリ。千歳空港から JR滝川駅まで輪行し、

夜は名物の松尾ジンギスカンを堪能しました。 

翌日は爽やかな気候を期待していたのですが大間

違い、日中は 33℃超えの熱波でした。オロロンライン

はひたすら真っすぐな道が続き、利尻島に沈む真っ赤

な夕日は感動的でした。日本最北端の宗谷岬には

23:30 頃到着。ここから気温は 5℃まで一気に下がり

半袖短パンでは寒過ぎて動けず、ありとあらゆる物を

着込んで走り続けました。この完走で SR 取得できた

思い出のブルベです。 

こんな非日常的なイベントは、いかがでしょうか。 

 

４．さらに登山へ 

自転車で各地の紅葉を見に行くのが高じ、日本一の

紅葉と称される涸沢カールまで歩きました。眩いばか

りのモルゲンロートと穂高連峰の雄大な景色に大感

激。 

これがキッカケで登山を始め、富士山/北アルプス

（穂高連邦、燕岳、常念岳他）、近場は谷川岳、丹沢他

を登りました。 

昨年、無事還暦を迎えることが出来ました。この先

どんな新しい事が待っているのでしょうか、期待でワ

クワクが止まりません。毎日が充実し満足の行くよう

願っています。 

 

筆者プロフィール 

・昭和 62年 4月：富士通株式会社入社 

・平成 15年 2月：富士ゼロックス株式会社入社 

・令和 03年 3月：定年退職 

・令和 03年 4月：富士フィルムビジネスイノベー

ション株式会社入社 

・趣味：音楽、ロードバイク（自転車）、登山、車 
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ﾁﾝｷﾞｽﾊｰﾝ国際空港への運営参画 

吉田 典史（平９院都） 

１．概要 

成田国際空港株式会社（以下、

NAA）が日本企業連合の一員とし

て、経営･運営に参画しているモン

ゴルの首都ウランバートルにある

チンギスハーン国際空港が、昨年

7 月 4 日に開港を迎えました。 

今回は新空港の建設から供用開始までの経緯と供

用を実現させるまでの取組みについてご紹介させて

頂きます。 

 

２．新空港建設の背景 

モンゴルは、1990 年以降の市場経済化の推進や、近

年の製造業・鉱業部門等の発展により、景気変動の多

少の波はあるものの概ね順調な経済成長を続けており、

特に近年はサービス産業の成長や、豊富な地下資源や

畜産資源に対する投資拡大等を背景に、Covid-19 発生

以前は同国への海外からの渡航者が著しく増加してい

ました。 

このような状況下において旧空港の国際線旅客者数

は、2009 年の 45 万人から 2019 年には 160 万人に達

し、今後も国際線を中心に需要の増大が見込まれてい

るものの、旧空港は、地勢的制約として南側に山が突

出していることから、離着陸が北西方向の一方向のみ

に制限されていました。 

そのためモンゴル政府は、旧空港における容量の拡

大、安全性の確保、利便性の向上は困難と判断し、日

本政府の政府開発援助（ODA）を受けて、ウランバー

トル市中心部から南に約 50 ㎞の地点に新空港を建設

することを決定しました。 

 

３．日本企業の運営参画 

モンゴル政府は、新空港を旧空港のような政府組織

による非効率的な運営ではなく、民間企業のノウハウ

を取り入れて運営面と経営面の双方から効率的な空港

とすることを目指し、コンセッション方式を導入する

ことを決定しました。 

その結果、モンゴル政府による新空港運営者の選定

プロセスを経て、空港経営･運営などの経験豊富な日本

企業連合 4 社（三菱商事株式会社、日本空港ビルデン

グ株式会社、株式会社 JALUX、NAA）が経営・運営

に参画することが決定して、2019 年 7 月に 4 社がモ

ンゴル政府と合弁で設立した New Ulaanbaatar 

International Airport LLC 社（以下、NUBIA 社）を

通じてモンゴル政府と事業権契約を締結し、空港運営

事業への参画がスタートしました。 

NAA は 2 名の社員を NUBIA 社に出向させて、取締

役兼 Operation Center 長と Engineering 部長として

現地で供用準備を進めました。 

 

４．供用開始までの NAAの取組 

内陸国であるモンゴルでは国際空港は極めて重要な

インフラ施設に位置付けされているものの、旧空港で

は人材育成や空港運営･維持管理体制などの面から多

くの課題を抱えており、モンゴル政府は新空港をお客 

チンギスハーン国際空港（ターミナルビル全景） 

事業権契約調印の様子 

成田国際空港での研修風景 
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様に満足して貰える空港にすると共に計画に沿って

供用準備を遅滞なく適切に実施するためには供用に

向けて人材育成や維持管理体制等を強化するなど改

善の余地があるとの認識を持っていました。そのため、

2013年 8月に日本政府に対し、新空港の運営･維持管

理能力向上を目的とした円借款附帯プロジェクトの

実施を要請しました。 

その結果、NAAは 2014年 6月以降、安全で高品質

なサービスを空港利用者に提供できるよう、さまざま

な取り組みを実施してきました。一例として、専門知

識を持つ複数の社員を 2週間程度の短期出張で繰り返

しモンゴルへ派遣し、モンゴル人スタッフに教育訓練

を実施しました。その際には文化や習慣の違いにより、

物事の進め方や計画の立て方など、訓練実施時には戸

惑うこともありましたが、教育訓練を通じて、お互い

の考えを尊重しながら、自分自身で対処する力やスタ

ッフ間での情報共有の習慣化なども進めて行きまし

た。モンゴルへの社員の派遣に加え、日本の空港運営

方法をより具体的にモンゴル人スタッフ達に伝える

ため、16回に渡る本邦研修を実施して 96名のモンゴ

ル人研修生を成田国際空港等に招き、日本の空港運営

方法を実際に体験する機会も提供しました。 

５．日本企業連合に求められている役割 

チンギスハーン国際空港はモンゴルの経済活動に

重要な役割を果たす新たなインフラとしてモンゴル

政府や国民から非常に大きな期待を持たれています。 

本空港の運営にあたって、日本企業連合 4社はそれ

ぞれの知見を合わせ、安全を最優先に、拡大した処理

能力により便数の拡充などを通じて空港の利便性向

上に努めていくと共に魅力ある商業施設の整備・運営

などを通じて、質の高いサービスを提供し、NUBIA社

の収益力向上、ひいてはモンゴルにおける持続可能な

経済発展への寄与を図ることとしています。 

その中でも NAA は、現地スタッフの力を最大限に

活かし、また成長できるように協力し、空港運営で最

も重要な安全・安定運用を徹底して追求すると共に、

モンゴルでは浸透していないコスト管理を徹底する

ことで、空港施設全体の質を高めながら効率的に維

持・管理するという大きな役割を担っています。 

モンゴルは自然豊かで手付かずの自然が多く残さ

れた風光明媚な国ですが、日本では相撲では有名なも

のの、まだまだ旅行で訪問する方はごく僅かです。 

成田国際空港からは直行便も運航されており、片道

4～5 時間程度と国際線の中では比較的近距離に位置

しますので、コロナ渦が落ち着いた頃に是非一度訪問

してみて下さい。 

新空港の供用開始式典の様子 

供用開始後のターミナルビル内の風景 

著者プロフィール 

・1995年 3月：都市システム工学科卒業 

・1997年 3月：都市システム工学専攻修了 

・1997年 4月：新東京国際空港公団（当時、現成

田国際空港㈱）入社 

・2019 年 12月：New Ulaanbaatar International 

Airport LLC出向 

・2021 年 12月：成田国際空港㈱復職 

NAA社員によるモンゴルでのセミナー風景 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

西暦 2020、2021年度の大会入賞者（*1）は以下のとおりです。 

 

会場 開催日 優勝 準優勝 三位 四位 BB（*2） 参加者 

越後屋 

旅館 

2020 

11-17、18 

森七段 

（化 40） 

兼子二段 

（電 38） 

藤沼五段 

（機 43） 

上田四段 

（電 37） 

山田六段 

（電 42） 

11名 

あいパル 

（戸田市） 

2021 

10-29 

白石二段 

（化 38） 

阿部四段 

（子 44） 

藤沼五段 

（機 43） 

兼子二段 

（電 38） 

田中四段 

（化 40） 

11名 

 

越後屋 

旅館 

2021、11 

-30、12-1 

小室五段 

（金 36） 

兼子二段 

（電 38） 

田中四段 

（化 40） 

白石二段 

（化 38） 

森七段 

（化 40） 

10名 

    （*1）入賞者基準・・・埼玉越碁会 

（*2）ブービー賞（最下位から 2番目）  

 

      

            対局風景（越後屋旅館）                                

囲碁部 
部長 田中 栄太郎（昭 40学化） 

現在、2020 年 2 月の第 81 回大会からコロナ

禍のため会場予約が出来ず、本支部としての囲碁

大会を中止しています。以前から交流のある埼玉

支部の越碁会の大会に積極的に参加してきたの

で、その結果を報告します。 

（会場） 

・越後屋旅館：埼玉県秩父郡小鹿野町 

・あいパル ：埼玉県戸田市上戸田 2-21-1 

コロナ禍終息の節は大会の再開を予定しています。 

その場合、会員の方々に連絡するとともに、囲碁に

関心のある方には卒業年代にかかわらず多数の参加

者を歓迎します。 

 

連絡窓口 

部長：田中 栄太郎 

TEL：0466-82-4988 
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ゴルフ部  
                      

 

  部長 佐藤将彦（昭 43 学子） 

 

令和３年度活動報告と令和４年度活動計画

は次の通りです（氏名は敬称略及び、卒年の

「昭」省略）。報告は逐次、当支部 HP に掲載

しておりますので、折に触れて HP をご覧に

なってください。 

一口に言って、部活動は、昨年以上に「コロ

ナ禍」と台風に泣かされました。しかし、そん

な中、4 月のマスターズでの松山英樹選手の優

勝、8 月の 2020 東京オリンピックでの稲見萌

寧選手の銀メダル獲得は、ゴルファーにとっ

て天にも昇る、嬉しい朗報でした。 

なお、私事ですが、数え年で喜寿の年に、東

京オリでアクレデテーション（資格認証）カー

ドの発行・手渡しのボランティア活動に参加

するなど記念すべき年でした。 

  

1．令和３年度第 42 回春季３支部合同コンペ 

（幹事は埼玉支部） 

・開催日：2021 年 3 月 26 日（金）         

・場所：坂東ゴルフクラブで予定し、2 度目のコ

ロナ緊急事態宣言明け後でありましたが、第 3

波の余波が残るとして計画段階に「延期」され、

その後「中止」と相成りました。 

 

2．令和３年度 四支部（旧五支部改め）懇親 

コンペ「中止」   （幹事 埼玉支部） 

例年、6 月開催のコンペでしたが、3 回目のコ

ロナ緊急事態宣言下であり、昨年に引き続き、

「中止」となりました。 

 

3．令和３年度第 43 回 秋季３支部合同コンペ 

（幹事 東京支部） 

・開催日：令和 3 年 10 月 1 日（金） 

・場所：  紫カントリークラブあやめコース  

・参加者：8 名（内、埼玉支部 3 名、千葉県支 

部 1 名、東京支部 4 名）。以下、東京支部参加 

者は、冨田瑞穂（41 学機）、青野潔（41 学化）、

西岡周二（47 学機）、佐藤でしたが、残念なが

ら、台風 16 号にこの日だけの狙い撃ちに合っ

て、前日「中止」を宣言し、参加者老体への影

響、行き帰りの交通安全を考慮し、やめました。 

 

4．令和３年度第 44 回 年末３支部合同コンペ 

（幹事は千葉県支部でしたが、事情により、 

 埼玉支部、東京支部が代行） 

・開催日：令和 3 年 12 月 7 日（火） 

・場所：リバーサイドフェニックス GC 

・参加者：10 名（内、埼玉支部 7 名、千葉県支 

部 1 名、東京支部は、冨田瑞穂、佐藤の正に

少数精鋭？の 2 名のみ）。 

・優勝 : 高橋氏（埼玉）、2 位：冨田、3 位：佐

藤。 

・競技方法：埼玉支部持ちハンディ＋新ペリア 

方式（初参加者） 

・その他：参加者全員コロナワクチン 2 回接種

しての、オミクロン株発生・感染拡大前で、第

６波の来襲予想される前に、年度末にしてや

っとコンペを実施できました！ 

 
 

 

 
 

 

 

5．令和４年度計画  

  コロナの終息が未だ見えない状況ですが、

感染防止しつつ、日頃の健康維持に努め、技術

研鑽をしつつ、下記を開催予定しています。 

（１）３／２５（金）第４5 回 

春の３支部合同コンペ（幹事埼玉支部） 

・場所 坂東ゴルフクラブ  

（２）６月上旬 四支部懇親コンペ  

・場所 未定  （幹事 埼玉支部） 

（３）９月下旬 第４６回 

秋の３支部合同コンペ（幹事東京支部）        

・場所 紫カントリークラブあやめコース 

（４）１１月～１２月 第４７回 

年末３支部合同コンペ（幹事千葉県支部） 

・場所 未定   

 

入会受付中、コンペスポット参加大歓迎！ 

連絡窓口 部長： 佐藤将彦 090-8819-7305 

副部長：西岡周二 0299－59－2983 

第 44 回リバーサイドフェニックス GC（集合写真） 

三支部幹事（千葉県 埼玉  東京） 東京支部（佐藤、冨田氏）  

            富田氏、岡部氏、佐藤     参加者 
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写真部 
部長 小林 渡（昭 38学電）  

 

１．活動 

昨年と同様令和 3 年度は新型コロナの影響で活

動出来ず、東京支部写真展中止、オンラインによ

る本部「こうがく祭写真展」出展、秋の撮影会のみ

実施しました。 

 

２．こうがく祭 

オンラインによる「こうがく祭写真展」11月 6

日（土）に実施、東京支部 6名,13点出展しまし

た。抜粋して 6点掲載します。 

 

 

・フェイス 山崎 慎一郎（昭 31学原） 

 

 

・石柱の公園 圷 弘（37学機） 

 

 

・三兄弟 小林 渡（昭 38学電） 

 

 

・銀座夕まぐれ 三好成實（昭 39学機） 

 

 

・夫婦岩 田中 栄太郎（昭 40学化） 
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・ゲット 黒澤 郁雄（昭 45学精） 

 

３．秋の撮影会 

12月 3日（金）「晩秋の江戸東京たてもの園を訪

ねる」と題して実施しました。参加者 6名、一般

3名、当日は快晴、歴史的価値の高い建造物、江

戸時代から昭和中期に都内にあった民家、商店、

住宅等 30棟の建物を見学、撮影しました。中で

も高橋是清邸の二階は是清の書斎や寝室として使

われ 1936年（昭和 11年）2.26事件の現場とな

りました。歴史の重みを感じました。 

 

 

・参加者一同 

 

 

 

 

 

・レトロな建屋内 1 

 

・レトロな建屋内２ 

 

４．会員の活動状況 

◇小林 渡 

・全日連神奈川県本部「第 5回（2021）フォト

コンテスト神奈川」自由部門 準特選。 

・「第 19回 JPA（日本写真作家協会）公募展」

「生活と文化部門」銀賞。 

◇高橋 伸二（昭 41学機） 

・「第 38回埼玉県写真サロン」準特選。 

・「第 19回さいたま市美術展」写真部門 入選。 

 

５．入会の案内 

連絡窓口 

小林 渡  E-mail : koba-wt@nifty.com 

黒澤 郁雄 E-mail : 8my66j@bma.biglobe.ne.jp 

mailto:koba-wt@nifty.com
mailto:8my66j@bma.biglobe.ne.jp
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東京支部女子会 活動報告 

 

 
女子会会長 太田（旧姓野原）悦子（60 学電） 

 

 いつも東京支部女子会にご

支援をいただき、同窓の皆様

には感謝申し上げます。 

当初の予想以上に長く続く新

型コロナウイルスの状況です

が、皆様いかがお過ごしでし

ょうか？ 

私たちを支えてくださる医療関係のお仕事の

方もいらっしゃるかと存じます。感謝申し上げ

ます。 

 

女子会は、昨年度に引き続き、今年度も活動を

全面的に休止しておりました。2022 年は、また

皆様とお会いできるような状況となることを、

心から願っております。 

  

１：東京支部ホームページでアンケート 

このような状況で、会員皆様のホームページ

へのご意見を募るべく、GoogleForms を利用して

アンケート実施致しました。東京支部のホーム

ページからの告知であった事から、あまり多く

のご意見を集めることはできませんでしたが、

以下にご報告いたします。 

（期間 2021 年 7 月 20 日〜10 月 05 日、回答 20

名、回答者のほとんどは幹事であったと予想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問６以降の回答は次ページとしますが、回答者

の年齢層が 70 歳台以上 65％であったことからか、

「HP を見る手法は PC がほとんど」が 85%となり、隙

間時間に手軽に見るという環境ではないのかもしれ

ません（ちなみに筆者は仕事以外では PC は使わず、

タブレットとスマートフォン利用者です）。対象年齢

により、求められる内容や見やすさはかなり異なる

ことに留意が必要と感じました。 

 

また、自由記入いただいたご意見は貴重なものば

かりで、ホームページに関するアンケートでしたが、

同窓会についても自由記入形式でご意見を頂戴しま

した。（質問 8、質問 9） 

 

今後は世代を超えた意見に基づいての検討が必要

ですので、特に 20 歳台から 50 歳台の声や想いを集

める工夫（しかけ）を、ぜひ皆様からもご提案いただ

きたいと思います。また、可能であれば大学との連

携などで、現役学生からの意見も伺えればと思いま

した。 

 

 

 

 

 

５

後の活動に繋がるかと考えます  
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２：今後の予定  

今しばらくは、集まっての活動は難しい状況です

が、秋以降での活動再開ができると良いと期待して

おります。 

また、女子卒業生と同窓会との懸け橋になれるよ

うな仕組みについて、多方面から期待をいただいて

おります。この点については、同窓会に参加する 20

歳代から 50 歳代の同窓生がさらに激減している問

題と別にせず、性別ではなく長期視点での検討をす

べきでもあると個人的には考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰り返しになりますが、多くの方のご意見をご遠

慮なく以下にお寄せいただけ

ますと幸いです。 

 

今後も、どうぞ、よろしくお

願いいたします。 

 

以下、アンケーと結果の続き（質問９まで）です。 

 

 

 

後の活動に繋がるかと考えます  

後の活動に繋がるかと考えます  

7:HP にどんな記事が増えると、より多くの人が見たくなると思いますか？いくつでも選択してください 
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後の活動に繋がるかと考えます  

後の活動に繋がるかと考えます  

参加者を増やす方法へのご意見をご自由にご記入ください（任意） 
8 : 東京支部では、会員増加に向けて HP 活用を考えています。HP 利用を含め、 

9 :HP のみでなく同窓会についてお考えのことなど、ご自由にご記入ください 
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HP 編集室長 黒澤 郁雄（昭 45 学精） 

  

 

 

 

今年もコロナ禍により、自宅待機や、リモートでの

打ち合わせ等で生活が変わり、定着しつつある一年

でした。現在も緊急事態宣言が発出され、宣言が延期

中のなか、会員の方々の活動も自粛モード。皆さんか

らの投稿も激減し、手持ち無沙汰でした。 

 

毎回記述しておりますが、コロナ禍の中ですが、家

に籠っていても可能な情報、3 密を避けて得られた情

報の発信を会員の方々から送って頂き、少しでも HP

をにぎわしていただきたいものです。現在の幹事メ

ンバーはお年寄り集団ですので、若い世代の生き生

きとした風を吹き込んでいただき、当支部の活性化

を支えて頂く事をお願いする次第です。よろしくお

願いいたします。 

 

 今後も会員の皆様からの支援をいただければ幸

いです。 

 URL : http//tokyo.tagakgk.com/ 

 

  

 

 

 

 

会報編集室長 小澤 喜宏（昭 53 学子） 

昨年の会報 24号の編集後記を書く頃は、あと１年

もすればワクチン接種が終わり、特効薬も普及し日

常を取り戻すのではと楽観視していました。ところ

がいまだ新型コロナウィルスは安定化せず、3回目の

接種の前倒し、５歳から１1歳への接種開始など、感

染拡大が収まっていません。コロナ禍の中でリモー

トワークやネット会議が増え、便利ですが伝わるの

は映像と音だけ、虚しさを感じているのは私だけで

はないと思います。 

 

そのような中で、執筆者の皆様から素晴らしい原

稿が届き、また例年通り写真部からは表紙はじめ会

報を飾る写真を送っていただきありがとうございま

した。 

 

今回寄稿いただいた随筆では、著者の皆様が訪問

した所で、観て、聴いて、触って、嗅いで、味わった

経験が表現されています。 

 

「観光」は字のごとく、実際に現地を訪れ、その場

の光を観て人間の５感が刺激される体験です。この

リモートで得られない高揚感を伴う行動は、人間の

持つ本質的な欲求なのだそうです。 

 

早く日々の生活の安全・安心が保証され、家族や友

人と旅行ができるようになり、皆様からの随筆の寄

稿が増えること、また多賀工業会東京支部の同窓の

集いが再開されることを祈念しています。 

 

なお、会報への随筆投稿は随時受け付けておりま

すので、会員の皆様からのご協力をいただけると幸

甚に存じます。 

 

連絡先 E-mail:ym-ozawa@violin.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

多賀工業会東京支部会報 【第 25 号】 

 発 行 2022 年 5 月１日 

 発行者 支部長代理 佐藤 将彦 

〒193-0804 八王子市清川町 4-8 

TEL 090-8819-7305  

HP 編集室より 

編 集 後 記 

編集室員 

兼子 八郎（昭 38 学電）  小林  渡（昭 38 学電） 

藤枝 伸一（昭 45 学子）  小澤 喜宏（昭 53 学子）  

加藤 邦治（昭 53 学子）  鈴木 葉子（昭 62 学化）  

二川 克美（昭 63 院情） 



 （敬称略、順不同）

2022（令和4）年1月以降の納入分は、次年度の掲載となります。

氏名の後○は本年度以降分納入又は既納分(前納)を、氏名の前□は以前分納入(後納)を示し、中の数字はその年数を示します。

昭17専金 坪能　進① 昭37学機 宮澤　信夫 昭39学金 入江　暢泰 ③ 昭44学子 阿部　正志 昭51学精 秋山　雅俊 ②

昭18専機 山本　栄治 昭37学電 上田　正雄 昭40学電 手塚　勇夫 ② 昭44学子 石川　久 ④ 昭52院金 武藤　和望

昭18専金 市島　健男 昭37学電 佐藤　恭久 昭40学電 山崎　輝行 昭44学子 吉田　真吾 昭52院金 渡辺　隆

昭22専金 土屋　敏夫 ① 昭37学電 西川　正登 昭40学金 松本　二郎 昭44学精 菊地　政行 昭52学情 柴田　一成

昭23専電 塩野　譲 昭38学機 河上　弘一 昭40学化 田中　栄太郎 昭44学精 山口　良治 昭53学子 小澤　喜宏

昭26専通 菊地　玲二 ③ 昭38学機 小林　一 昭40学化 平山　隆司 昭45学電 小滝　麟太郎 昭53学子 加藤　邦治

昭28学電 橋本　久美 昭38学機 駒場　方耀 昭40学精 大泉　雅靖 昭45学電 永木　利夫 ① 昭53学情 西部　俊憲

昭29学原 石橋　弘 昭38学機 桜井　衛 昭4１学機 高橋　伸二 昭45学電 吉田　通廣 昭53学情 高木　利之 ①

昭29学原 奥野　眞治 昭38学機 丹下　宏 昭4１学機 冨田　瑞穂 昭45学子 藤枝　伸一 ② 昭54院子 川村　澄

昭30学機 田口　忠夫 昭38学機 豊田　元雄 昭41学化 青野　潔 昭45学精 黒澤　郁雄 昭54学子 佐伯　豊

昭30学機 檜山　邦良 昭38学機 中村　好秀 昭41学化 岡本　實 ② 昭46学電 飯塚　英一 昭55院電 丸島　國義

昭30学電 木村　好延 ① 昭38学機 長谷川　幸夫 ① 昭41学化 斉藤　保夫 昭46学電 加藤　昌男 ① 昭56院精 鳥居塚　卓

昭31学原 山崎　慎一郎 昭38学電 内田　茂 昭41学化 橋川　隆夫 昭46学電 狩野　守 昭56院精 田中　克弘

昭31学電 大内　孝 昭38学電 遠藤　喜久男 ② 昭41学化 矢島　勝司 ⑥ 昭46学子 大崎　孝明 ③ 昭56学機 峰村　勝幸 ⑤

昭31学電 藤川　俊明 昭38学電 兼子　八郎 ⑦ 昭42学機 小森　廣樹 昭46学子 栗原　功幸 昭57学金 若松　洋治

昭32学原 矢野　睦男③ 昭38学電 後藤　紀夫 昭42学電 粕谷　利夫 昭46学子 安田　健博 ② 昭58院子 土生　理 ②

昭32学電 山下　正明 昭38学電 小林　渡 昭42学電 森田　徹郎 昭46学子 井村　豊 昭58学機 有路　博 ②

昭33学機 奥　康治 昭38学電 坂野　栄 昭42学電 山田　惠規 ② 昭46学金 今富　久雄 昭60学電 太田　悦子 ①

昭36学機 1⃣ 柏木　尚 昭38学電 佐々木　登喜夫 ① 昭42学精 2 ⃣ 下ノ村　勇 ② 昭46学金 大井川　勝雄 昭60学電 田島　清至 ②

昭36学機 上月　秀俊 ④ 昭38学電 寺内　賢一 ① 昭42学精 山本　蕃 昭47学機 西岡　周二 ⑤ 昭62学化 鈴木　葉子

昭36学機 真下　知行 ① 昭38学電 橋本　政巳 ⑩ 昭43学機 遠藤　義和 昭47学子 五十嵐　喜良 ⑧ 平06院電・子 川村　敏雄 ④

昭36学機 森永　隆宏 昭38学金 海老原　雄二 昭43学機 藤沼　隆夫 昭48院子 鈴木　幹夫 ④ 平08院生 東　學

昭36学機 横山　馨 昭38学化 大塚　進 ④ 昭43学子 佐藤　将彦 昭48学機 村上　宗久 ① 平08学電・子 生井澤　伸秋 ③

昭36学電 飯村　卓郎 ③ 昭38学化 白石　道彦 昭43学子 鈴木　弘道 ② 昭48学化 駒坂　俊樹 ① 平09学都 藤井　貴弘 ②

昭36学電 小宅　仁 ③ 昭38学化 高木　二郎 昭43学子 角田　勇 昭48学精 小泉　幸範 平10学機 山本　夏江 ③

昭36学金 鈴江　芳雄 昭38学化 矢部　功一 ② 昭43学子 野崎　淳一  ⑪ 昭48学精 福島　良信 ① 平10学機 吉田　順子

昭36学金 小室　哲夫 昭38学精 磯部　亮 昭43学子 袴塚　邦彦  ④ 昭50院精 加藤　清 平24院情 張　立業 ②

昭37学機 圷　弘 昭38学精 上野　武彦 昭43学化 池上　毅 昭50学子 松田　実 ⑧

昭37学機 栗橋　貞夫 昭38学精 矢嶋　國男 ③ 昭43学精 斉藤　央道 ③ 昭50学精 岸添　義彦

昭37学機 澤野　孝慈 昭39学電 塚本　文彦 昭44学機 斉藤　昭 ③ 昭51学子 仁平　孝 ④

合計　147名
　　　　(前納者、後納者を含みます)

2021（令和３）年度ご寄付者
　　 （敬称略、順不同、単位は円）

昭17専金 坪能　進 1,000 昭40学精 大泉　雅靖 3,000

昭17学原 石橋　弘 8,000 昭48院子 鈴木　幹夫 10,000

昭36学機 上月　秀俊 6,000 10,000匿名希望（1名）

２０２１(令和３)年度
  年会費納入者

　　　　　　　　　年会費納入のお願い：
　　　皆様に納入して頂く年会費とご寄付が当支部の主な財源となっております。
  　◇『同窓の集い』（開催の場合）に参加時、当日受付にて直接納入いただけます。
　　◇その他の場合は、ご面倒でも同封の郵便局払込用紙(注)にて、窓口または、
　　　ＡＴＭから、極力、口座からの振込みをお願いします。現金振込みでは加算料金110円が
　　　発生します（なお、振込み料金そのものは支部負担）。
　　　（注）ご寄付の場合もこの用紙をお使い下さい。

会費ご納入有難うございました。納入された方で記載漏れや

間違いがありましたらご寛恕の上、ご連絡をお願い致します。

また、これまでの未納分も受け付けています(後納扱い)。

（連絡先：会計幹事 佐藤 将彦）

Tel：090-8819-7305

E-Mail：mke-sato@mud.biglobe.ne.jp

ご寄付有難うございました。
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営業品目：少量多品種対応可 
◊ワイヤハーネス設計・製作 
◊各種ケーブル加工  
◊組立配線 

   

 

本社  日立市東金沢町 4 丁目-12-7 

     TEL  0294-36-6835 

FAX  0294-35-2505 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.isuzudenki.com/ 

   代表取締役 小宅 仁 （36 学電卒） 

 
 

 

ワイヤハーネス設計・製作 
顧客の信頼を得て５６年 

有限会社 いすず電機工業所 

営業品目：少量多品種対応可 

 ◇ワイヤハーネス設計・製作 

 ◇各種ケーブル加工  

◇組立配線 
   

本社  日立市東金沢町 4 丁目－12－7 

TEL 0294-36-6835 

FAX 0294-35-2505 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.isuzudenki.com/ 

  代表取締役 小宅 仁 （S36 学電卒） 


