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発行人 : 早 坂 竜 太
989-6145

Tel&Fax 0229-24-3711 http://www. kenyukai. net

3-13-21
E-mail : f̲kenyukai@ybb. ne. jp

■賛助会員 ・青木工務店一級建築士事務所 0229-72-1279 ・㈱泉商店 0229-26-3100 ・㈱愛建工業 0225-92-6711 ・菊池 和子 様
・㈱大崎防災 0229-72-2828 ・門脇建設㈲ 0229-26-4417 ・古川ガス㈱ 0229-23-1100 ・㈱髙勝リフォーム 0229-27-1051
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■賛助会員 ・㈱金原土建0229-22-1665 ・㈲鎌田板金工業0229-32-2901 ・孝設計0229-24-1003 ・㈱後藤鐵工0220-22-3768・㈱浦島 アインパルラ浦島0229-24-8833
・佐々木幸正建築設計室 0229-23-8841 ・㈲仙北シロアリ022-359-4158 ・新日本商事㈱ 0229-34-2242 ・㈲太子堂造園 0229-22-5005
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■賛助会員 ・菅原政隆建築設計事務所 0229-83-2309・鈴木文男様・㈱スペースワーク022-797-5801・㈲白鳥設計 0228-23-5782・㈱木材スーパーエンドー0229-34-2988
・タイコー㈱ 0229-22-6911 ・酒井則夫 様 0229-23-5865 ・㈱センソク022-294-0601 ・㈱仙北建設 0229-23-7722 ・㈲サトー商会 0229-23-6055
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■賛助会員 ・㈱ダイマル 0229-22-1221 ・㈱チバミン 0229-22-0291 ・㈲司板金工業 0229-23-0617 ・鶴秀工務店㈱ 0229-63-5656 ・㈱冨士工 03-3449-1110
・㈱日本トワエイ 0229-39-1955 ・ハック印刷 0229-23-8900 ・原建築設計事務所 0229-23-0607 ・ONO一級建築士事務所 0229-23-3688
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■賛助会員 ・㈲ヒロプランニング 0229-22-4737・㈱プロウイング 03-3254-7711・㈱檜工務店 0229-91-8155・㈱富士電工 0229-22-2648・en architects 022-215-3564
・㈱藤山工務店 0229-39-1234 ・㈱古川土地 0229-23-8484 ・丸か建設㈱ 0229-63-2101 ・㈱三塚内装 0229-24-0550 ・㈱東北イノアック 050-3145-5836
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( 令和元年 7 月以降判明分 )
※個人情報保護のため、個人の住居を簡略表示と
し、電話番号も掲載いたしません。
☆

旧1

崇

◆6511 近江 理紗
◆6708 近江 志穂
◆7104 氏家 拓輝
◆7110 菊地紗矢香
◆7119 斎藤
◆7120 齋藤
◆7121 齋藤
◆7127 関

多恵
友紀
颯樹
秀輔

３年生からも「古工生であることを誇りに思
います。」と力強い言葉をいただきました。

■第２８回栗原支部総会
〔８月 23 日 ( 金 )・アロマゲート・出席 12 名〕

< 敬称略〉

〜 ７1 回

◆1844 吉田直三郎
◆2324 白石

いつもながらハイレベルな戦いとなり、皆
さん真剣な眼差しでプレイ。優勝は、62 回生
の菅原俊一さん。久し振りに若い世代から優
勝者がでました。本人曰く
「２連覇します！」
と
のこと。まだまだ先輩たちも負けていられま
せん！
( 青年部長 高橋 俊大・58 回 )
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七ツ森ビルド合同会
社代表取締役
㈱久慈建築設計事務
所特別顧問
大崎市役所建築住宅課
オリエンタルランド
㈱福田組東北支店
㈱ネクスコ東日本エリ
アサポート
㈱ハウテック東北工場
経塚工業㈱
㈱大京穴吹建設
東芝メモリ岩手㈱

古工建友会事業記録

本部よりご多用のところ早坂会長、宮澤館
長、猪股運営委員長、藤山大崎支部長、遠藤
編集部長にご出席いただき心より感謝申し
上げます。 総会では事業及び決算報告に
ついて満場一致で承認いただきました。
白鳥支部長のお声がけにより若い 2 名の
初参加があり、
フレッシュな雰囲気の中、参加
者の近況報告や当時の古工など笑いの絶え
ない豊富な話題で大いに盛り上がりました。
田舎 ( いい仲 ) の栗原支部総会。
おいしく
楽しかった時間に感謝します。
( 幹事長 髙橋 誠一・36 回 )

■就職模擬面接
〔９月４・５・６日・古工建友倶楽部・模
擬面接希望 20 名・面接官延 14 名〕
今年度は９月 4・5・6 日、3 日間の日程で
開催いたしました。ただならぬ緊張感の中、
生徒の皆さんはしっかりと受け答えなども出
来ており感心いたしました。本番でも、明るく
元気に頑張って欲しいですね。緊張は当たり
前！全員！落ち着いてファイトです！
〈面接官〉千葉裕一 (24)、木村哲夫 (29)、藤
山吉彦 (30)、門脇二郎 (37)、鎌田孝志 (39)、
佐藤 優 (42)、三塚猛 (42)、小坂井康弘
(45)、遠藤秀春 (47)、小林弦 (41)、紺野道子
(46)
( 事業部長 小坂井 康弘・45 回 )

〈令和元年 7 月〜〉

■大崎青年部「第２２回菊池杯争奪歓迎送別 ■建築科 3 年生古工建友倶楽部訪問
ボウリング大会」
〔８月 27 日 ( 火 )・43 名〕
〔７月 20 日 ( 土 )・三本木ビックボウル・10 名〕
72 回生となる建築科 3 年生が訪問。早坂
会長より、建友会の成り立ちや歴史をはじめ
「第
「多くの先輩方の無私の心で続いている素敵 ■第３６回大崎支部総会「大崎のつどい」
１９回大崎青年部のつどい」
な会である。」
と説明があり、宮澤館長からは
倶楽部の利用方法や「何事も自分のことだけ 〔９月７日 ( 土 ) アインパルラ浦島・36 名〕
３年ぶりの開催となったつどいですが、15
ではなく ” 誰かのために ” と思うと頑張れる
よ。」
と、今後の人生に向けたアドバイスを頂 回生から 71 回生まで幅広い年代の会員が
きました。真剣なまなざしで参加していた 交流を深めました。懇親会では青年部の進行

新規賛助会員のご紹介
＊大崎市古川の結婚式場。
『 出来ない結婚式、
ゼロに。』
がテーマ。
他宴会、
会議等のご利用も承っております。

㈱浦島 アインパルラ浦島
執行役員 支配人 熊谷

渉 様

〒989-6116宮城県大崎市古川李埣３丁目２−２
TEL 0229-24-8833 FAX 0229-24-8422
http://ｗｗｗ.ainperla-urashima.co.jp
E-mail：info@ainperla-urashima.co.jp

★結婚おめでとう★
＜令和元年7月以降判明分＞

☆6514 小倉

俊訓さん

＊披露宴には本部から祝詞をお送り
します。 事前に連絡下さい。

<紹介者：会長 早坂竜太>

■賛助会員 ・㈱村田工務所 0229-24-1500 ・㈱吉田産業仙台支店 022-235-8111 ・只野 悟様 ・
ＹＫＫAP㈱仙台ビル建材支店大崎営業所 0229-52-7211
・豊和建設㈱ 0225-93-7553 ・菱中建設㈱石巻支店 0225-22-5145 ・武部防水工業所 022-258-6586 ・佐藤工業㈱東北支店 022-265-1670
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■第３３回関東支部総会「関東支部・青年部
合同のつどい」
〔10 月 19 日 ( 土 )・ホテルニユーオオタニ
宴会場・出席 21 名〕
参加者 20 名を超える事が出来たのは、ご
家族で出席いただいた早坂会長の奥様と娘
さん奈夏ちゃんの出席があっての事。
おかげ
さまで会場は和やかに盛り上がり大変楽しい
総会となりました。 懇親の部では古工関東
同窓会前会長加藤氏の祝辞、本部相談役原
清人氏の乾杯で始まり、恒例のロールケーキ
( お菓子 ) 争奪戦では編集部長遠藤ゆりさん
のプレゼンターで盛り上がりも最高潮に達し
ました。場所を移しての２次会は大カラオケ
■第２７回北海道支部総会「北の大地の集い」 大会！赤坂の夜は 21 時終了となりました。
ご参加いただいた皆さん遅くまでお疲れ
〔９月２８日 ( 土 )・串鳥番外地・出席６名〕
様でした。（支部長 小出順一郎 26 回）
毎年同じ顔ぶれとなっておりますが、アル
コールが入ると自然に盛り上がり、過去の想
い出や、ラグビーワールドカップの話題など
に話の花が咲きました。
ここ数年、体調不良で欠席されている先輩
方も多いのですが「北の大地の集い」の席で
会員皆さまにまたお会いできる事を楽しみ
に、健康に留意して頑張っていきましょう。
( 支部長 千葉 敏明・20 回 )
で
「くじ引き大会」が行われ、豪華景品を前に
大変盛り上がりました。校歌斉唱では青木司
氏 (27回 ) のエール、手締めは宮澤忠一館長
(21 回 ) で行われ、大盛会のうちに終了しま
した。
( 幹事長 小林 弦 41 回 )

■第１５回仙台支部ゴルフコンペ
〔10 月５日 ( 金 ) 仙台ゴルフカントリー倶楽
部・参加・12 名〕
台風 18 号から変わった温帯低気圧によ
る風雨の予報で「ゴルフコンペ」の開催を大
変心配しておりましたが、当日は下界の不安
をよそに雨に降られる事もなく始終楽しいラ
ウンドだったようです。今年の優勝は 15 回生
の吉田勝夫先輩！おめでとうございます！

■第１３回三役会
(11 月６日 ( 木 )・建友倶楽部・６名 )
・運営委員会、本部役員会、総会の日程につ
いて

■第６６回運営委員会
■第４１回仙台支部総会「伊達な集い」
「伊達 〔11 月 27 日 ( 水 )・建友倶楽部・22 名〕
・三部会事業報告・本部役員会、総会の日
な青年部の集い」
〔10 月４日 ( 金 )・パレスへいあん・出席 21 名〕 程について

本部より宮澤館長、早坂会長にお越しいた
だき、また、宮城県建築士会会長の砂金隆夫
先輩（19 回）にもお忙しい中足を運んでいた
だきました。感謝申し上げます。出席会員の
高齢化が若干気になる所ではございますが、
ますますお元気な先輩方と食べて飲んで高
らかに校歌を歌い、貴重な時間をご一緒出
来る事。来年もまた皆さんにお会いできる事
を楽しみに続けて行きたいと思います！
（幹事長 遠藤ゆり 45 回）

■建築科・建友倶楽部交流会
〔11 月 27 日 ( 水 )・建友倶楽部・22 名〕
スポーツ交流会、模擬面接やインターンシ
ップ等、先生、在校生と会員が接する事業は
多い。今回も、互いの要望など率直な意見が
交わされた。

■賛助会員 ・㈱バリュー・ザ・ホテル宮城 022-383-7261 ・阿部建設㈱ 022-223-8115 ・㈱ウエスト工房 022-235-7031 ・巧成建設㈱ 022-373-9002
・㈲伊藤鐵工 0229-23-3186 ・㈲シーアイ設計 022-343-8311 ・㈱ピーエス技研 042-549-1957 ・㈱鈴木弘人設計事務所 022-722-7822
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平成 31・令和２年度

忠一

（古工建友倶楽部館長・21回生）

２０２０年あけましておめでとうございます。 本年も会員
皆さまに良い年でありますようお祈りいたします。
昨年は、
７月に２１回生北海道で同級会、1２月に２１回生東京支部
忘年会参加、
９月には大人の休日で東北・北海道５日間旅行。PGの県外遠征では７月
に青森十和田大会、
８月秋田ジュネス栗駒大会、
１
２月福島相馬松川浦大会参加と、
忙しくても楽しい年でした。 また、県内に新しいPG場が登米市・東松島市にオープン。
プレーする場が増え楽しみです。
２０１
９年PGプレー日数は２１
４日でした。今年はもっと増えそうです・・・・。

＜令和1年８月以降判明＞
■0827鈴木 孝雄さん
古工建友会教職部会初代会長
(R1年12月15日死去)
■1724澤邉 好弘さん
(R1年6月3日死去)
■2001青木 政美さん
(R1年11月30日死去)
■2006江刺 英夫さん
(R1年12月15日死去)
■2512菊地 敏さん
(R1年10月6日死去)

◆１９回生同級会
【Ｒ元 . 11. ８「わらやきや」出席１６名】

７０才

以上の会員の皆さまへ

平成２６年度より、７０才以上の先輩会員の皆様は
年会費 ２,０００円 が免除となっております。

令和２年度から該当するのは２1

回生の

皆様です。
同封の振込用紙には会費納入金額の記載は
ございませんが、可能な範囲で「維持カンパ」への
ご協力をお願いしております。
これまで同様、後輩たちの奮闘と
建友会の運営を温かく見守りくださいますよう、
お願い申し上げます。

毎年恒例となっておりますが「令和」とな
って初の 19 回生同級会「六無会」。今年は
仙台での開催となりました。地元出席者が

い話もあり、ウン十年前の思い出話もあり・

多い中、久しぶりに東京からの参加となった

・・話題は尽きませんが、楽しい時間はあ

同級生など、総勢 16 名での大変にぎやか

っと言う間です。

な会となりました。近況報告では、まだ現役
で働いている者も多く、団塊の世代がやすや

来年は新緑の鳴子で開催を予定しており
ます。皆さんまた元気に再会しましょう。

すと引退出来ない世相を反映したありがた

（幹事

武部文雄）

古工建友会「本部役員会」と「総会」のご案内
古工建友会会長

早坂

竜太

下記の内容で「総会」
を開催致しますのでご案内を申し上げます。
尚、
一般会員の皆様は総会のみの参加となります。
日
場

次の方たちが、資格を取得されました。
心から祝意を表します。
(令和元年7月以降判明、事務局把握分)

◆二級建築士
5505 伊辺

佑成
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令和２年 (2020) 年２月１日 発行
早坂 竜太（37回）
猪股 昭一（29回）

時 ： 令和 令和 ２ 年 ４ 月 25 日 (土) １５時〜「本部役員会」
同
上
１６時〜「総
会」
所 ： 古工建友倶楽部 ℡ 0229 − 24 − 3711
大崎市古川北稲葉3−13−21

※会場準備の関係上、
出席される方は建友倶楽部までご連絡ください。

◆早くも令和も２年。元号が違和感なくしっくりしてきました。(建
友会の年度としては、R元年度表記はなく、R2.3.31までH31年度
となります) 受け継がれて創設４８年目。会報は８５号に。巻頭で台風の恐ろしさを克明
に伝えていただきました。災害復旧に携わっている多くの方々のご尽力に頭が下がります。
◆友に貰ったシクラメン。3夏越し植替え成功。今、倶楽部で真綿色に咲いてます。今は、昔は
なかった色も、そして香りまでついているものもあるのだとか。世の中、もうできないことは
ない？ 令和２年、幸せな年でありますように。(恵)

遠藤 秀春

■ 賛助会員 ・フルテック㈱古川営業所 0229-24-2718・日建学院仙台校 022-267-5001・ワタヒョウ㈱ 022-232-4281・三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ 045-227-1286

・中外商工㈱東北支店 022-375-5656 ・㈲三信建設 0424-93-1398 ・㈲イエミツ 03-3767-7199 ・㈲クラフト 03-3223-1370 ・㈱美装社 0229-23-7752

