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■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



20191968

➡

　令和２年４月25日に開催が予定されていた「第55回
本部役員会」並びに「令和２年度総会」につきまして今般
のコロナウィルス感染症による感染拡大の状況を鑑み中
止とさせていただきました。なお、総会で審議が予定され
ていた議案につきましては本部役員への郵送による書面
決議とし、すべての議案について全員の賛成を持って可
決されましたことをご報告いたします。

コロナ禍　総会中止にコロナ禍　総会中止に
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■賛助会員 ・㈱金原土建0229-22-1665　　  ・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



　 佐藤工業株式会社
　  東 北 支 店

執行役員支店長 　塩 崎 貴 章
〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目10-3

TEL 022 -265 -1670
FAX 022 -265 -1795

大崎地域広域行政事務組合・西地区熱回収施設整備・運営事業建設工事

三 菱 ・ 佐藤工業 ・ 古川土地
特定建設工事共同企業体

三 菱 ・ 佐藤工業 ・ 古川土地
特定建設工事共同企業体
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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　　・㈲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　  ・㈱センソク022-294-0601 　 ・㈱仙北建設 0229-23-7722　  ・㈲サトー商会 0229-23-6055



日頃より古工建友会にご支援をいただいている賛助会員の皆様をご紹介いたします。
１口～１０口のご協力をいただいております。　　　　　  　　　(６４社・３個人)

㈱古川土地
大崎市古川駅前大通2-6-16

㈱仙北建設
大崎市古川中里3-9-18

㈱藤山工務店
大崎市田尻沼部字新富岡57-1

㈱センソク
仙台市若林区蒲町字原田南15-2

佐藤工業㈱東北支店
仙台市青葉区本町1-10-3

㈱東北イノアック
遠田郡美里町北浦字二又下28

三菱重工環境・化学　
　エンジニアリング㈱
 横浜市西区みなとみらい4-4-2

㈱愛建工業
石巻市伊原津1-1-41

㈱泉商店
大崎市古川飯川字馬場164-1

㈲鎌田板金工業
遠田郡美里町牛飼字八幡55-2

佐々木幸正 建築設計室
大崎市古川駅南3-10-2

菅原政隆 建築設計事務所
大崎市鳴子温泉字久田104-4

㈲太子堂造園
大崎市古川城西2-6-1

原建築設計事務所
大崎市古川中里6-2-31

㈲ヒロ プランニング
大崎市古川北稲葉3-12-13

㈱ピーエス技研
東京都昭島市拝島町1-8-2

㈱冨士工
東京都品川区東五反田1-22-1

㈱富士電工
大崎市古川南新町7-46

青木工務店　　　　
　一級建築士事務所
大崎市岩出山上野目字深山51

阿部建設㈱
  仙台市青葉区中江2-23-20

㈲イエミツ
大田区大森北3-13-11富坂ﾋﾞﾙ101

㈲伊藤鐵工
   大崎市古川江合錦町2-6-45

㈱ウェスト工房
仙台市宮城野区扇町1-8-21

㈱浦島
アインパルラ浦島
大崎市古川李埣3-2-2

en architects
仙台市青葉区小田原8-1-24-202

ONO一級建築士事務所
 大崎市古川江合錦町2-6-1村田ビル1F

㈱大崎防災
大崎市岩出山南沢字二ツ檀12-1

門脇建設㈲
大崎市古川新田字昭和13

㈱金原土建
大崎市古川南町1-6-11

古工建友会創設者　　　　
故 菊池  謙先生令夫人　

　菊池 和子様

㈲クラフト
東京都杉並区高円寺北2-3-4-3F

孝 設 計
大崎市古川字竹ノ内249-3

巧成建設㈱
仙台市泉区野村字菅間前34-8

㈱後藤鐵工
登米市迫町佐沼字大網391-2

㈲サトー商会
大崎市古川江合寿町1-5-5

㈲三信建設
東京都清瀬市中里1-1725-14
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■賛助会員 ・㈱ダイマル 0229-22-1221　　　  ・㈱チバミン 0229-22-0291 　　　  ・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



ご支援ありがとうございます。

今般の厳しいコロナ禍中にもかかわらず、今年度もお支えいただいている　　　　
　　賛助会員の皆様を、今回においてはこのような形でご紹介させていただきました。

㈲シーアイ設計
泉区泉中央3-36-1ｾﾝﾄﾚｱｶﾏⅡ-201

㈲白鳥設計
栗原市築館字左足36

新日本商事㈱
遠田郡美里町北浦字天神南35-1

㈱鈴木弘人 設計事務所
仙台市青葉区八幡1-10-14

古工建友会名誉会長　　　

鈴木 文男 様
　　　　　　　建築５回卒

㈲仙北シロアリ
 黒川郡大郷町大松沢字上町35

タイコー㈱
大崎市古川穂波4-7-6

㈱髙勝リフォーム
大崎市古川駅東3-6-1

武部防水工業所
仙台市宮城野区福室4-1-2

只野　悟 様
元古工建築科教員

㈱ダイマル
大崎市古川十日町9-25

㈱チバミン
大崎市古川駅東1-5-11

中外商工㈱東北支店
仙台市泉区松森字前田58-14

鶴秀工務店㈱
加美郡加美町字北町三番10-3

仙台市青葉区SS30

日建学院仙台校
住友生命仙台中央ビル７F

㈱日本トワエイ
大崎市田尻字太子堂14-5

ハック印刷
大崎市古川稲葉1-1-29

㈱バリュー・ザ・ホテル宮城
名取市上余田字千刈田555-1

菱中建設㈱石巻支店
石巻市南光町1-4-20

㈱檜工務店
大崎市古川米倉字上屋敷72-1

 ㈱美装社
大崎市古川鶴ケ埣新江北16

㈱プロウイング
千代田区神田鍛冶町3-5-8-2F

フルテック㈱古川営業所
大崎市古川旭1-14-25

古川ガス㈱
大崎市古川若葉町2-14-1

豊和建設㈱
石巻市字双葉町1-10

丸か建設㈱
加美郡加美町字赤塚37

㈱三塚内装
大崎市古川大宮3-2-16

㈱村田工務所
大崎市古川江合錦町2-6-1

㈱木材スーパーエンドー
遠田郡美里町関根字鹿嶋124

ＹＫＫＡＰ㈱仙台ビル　
　建材支店大崎営業所

大崎市三本木字吉田1

ワタヒョウ㈱
仙台市若林区卸町3-4-2
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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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■賛助会員 ・㈱村田工務所 0229-24-1500   ・㈲鎌田板金工業0229-32-2901    ・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



(令和２年1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。

　恩　　　　　　師
　　　　　　　　　 　(　)内は前任校
◆大内 栄幸先生　退職
　　(宮城県登米総合産業高校校長)　　　
　　　　
　　　　　　　　　　☆　　　　　 <敬称略〉

旧 1 ～　７2 回

◆2324 白石　　崇　㈱久慈建築設計事務所
　　　　　　　　　   取締役
◆2727 亀山　安雄　亀山建築企画
◆2733 高橋　清一　ＴＭ企画代表
◆3533 桧野　裕司　裕設計工房
◆4420 佐藤　　純　奥田建設㈱建築部
◆4605 及川　　徹　大東建託㈱岐阜支店
◆5311 岡部　博喜　㈱理以建設
◆6610 大黒さやか　㈲大黒工務店

　　　　　　古工建友会事業記録
〈令和２年3月～〉

■第１４回三役会
〔3月11日・建友倶楽部・６名〕
・運営委員会の中止決定
・本部役員会及び総会日程議事について

■「第５５回本部役員会」　「Ｒ２年度総会」
　本部役員による書面議決に。

　コロナウイルス感染拡大に鑑み中止となり
ました本部役員会、総会の審議、本部役員提
出書面議決書の結果は次の通りです。
<議案>
　第1号議案：平成31年度事業記録書並び
に決算承認の件　　　【賛成48/反対0】
第2号案：令和2年度事業計画書(案)並びに
予算書(案)決定の件　 【賛成48/反対0】
<結果>
 すべての議案について全員の賛成をもって
可決されました。

◆１０回生傘寿を祝う会　
【Ｒ1.5.26「東鳴子温泉ホテルニューあらお】
　10回生同級会　傘寿祝会　参加者9名

　毎年恒例となっている10回生の同級会。
年々参加者は少なくなっていますが、傘寿の
歳まで皆と祝えたことを嬉しく思います。会報
を見て、懐かしい顔に会いたくなった同級生
諸君がおられましたら、次回はぜひ参加を。
連絡お待ちしております。　　（柴田　重男）
　
◆２７回生同級会　
【Ｒ2.2.15「松島　ホテル壮観」出席１０名】

　厄年以来の同級会開催となり、いつもの出
席メンバーでした。近況報告や仕事のこと、
今後の生活設計など盛りだくさんの話し合い
で楽しい時間を過ごしました。来年は、新潟
での開催を決定し再会を誓いました。
　　　　　　　　　　(幹事　佐々木幸正)

  　　　＜令和2年1月以降判明＞　
　　■0333　吉田 勇雄さん
　　　　　　　H27年2月2日死去
　　■1025　鈴木 芳顕さん
　　　　　　　R2年4月20日死去

次の方が、資格を取得されました。
心から祝意を表します。　

(令和2年1月以降判明、事務局把握分)　

　◆二級建築士　 6938　結城　明香里

新型コロナウイルスの影響で県内のパークゴルフ場
は、３月中旬から２か月間休止状態でした。７月末まで予

定されていた各大会もすべて中止。パークゴルフだけじゃなく各種団体の行事も開催
できなく、また外出も自粛、毎日テレビの前でコロナのニュース。　それでも体力維持の
ため６kmのウオーキング・ストレッチを続行。食事制限も行いコロナ痩せ2㎏に成功。や
っと５月中旬から新しい様式ですべてのパーク場がオープン、プレーを楽しんでいます。

 宮澤　忠一  （古工建友倶楽部館長・21回）
雑記

89ざっ
きぱ

ーく
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■賛助会員 ・㈱バリュー・ザ・ホテル宮城 022-383-7261        ・阿部建設㈱ 022-223-8115      ・㈱ウェスト工房 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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第42回古工建友会  仙台支部 総会
「伊達な集い」のご案内

　　　　　　　　　支部長　杉浦　洋一（29回）
日　　時　令和2年１０月 2日（金）
　　　　　午後 6  時 ～
場　　所　パレスへいあん　青葉区本町1-2-2
　　　　　TEL 022-265-5111
会　　費　６, ０００円
※「伊達な青年部のつどい」合同開催いたします。

　　　　　　出欠締切　９月15日

　同日開催を予定しておりました毎年恒例のゴルフ
コンペですが、残念ながら本年は開催を見送らせて
いただく事となりました。来年には会員皆さまで楽し
いプレーを再開できますよう、コロナ終息に向け力
を合わせて頑張ってまいりましょう！

第44回古工建友会
石巻支部総会のご案内

　　　　　　　支部長　石川　雅博(34回)
日　時　令和２年９月11日(金)　19：00～
場　所　飛翔閣　石巻市山下町１丁目19-6
　　　　　　　　TEL　0225-95-2424
会　費　6,000円
　通年ですと、石巻支部総会は６月初旬に開
催しておりましたが、新型ウイルス感染拡大防
止の観点より、時期尚早と判断させていただき
ました。　昨今は終息の兆しも見えつつありま
すが、第二波の懸念もある中で、現状に鑑み９
月に延期させていただきます。どうぞご理解、ご
協力のほどお願い致します。
一日でも早いコロナ終息を願い、皆様多数の
ご参加をお待ちしております。

第２9回古工建友会
  栗原支部総会開催について

　　　　　　　支部長　白鳥　淳（22回）
　例年通りですと８月第４金曜日を予定しているの
ですが、新型コロナ感染拡大防止対策のため確定で
きません。感染の状況を見て判断したいと考えていま
す。今年度中には開催できますことを祈っております。

第３4回古工建友会 関東支部 総会  「関東支部・青年部合同のつどい」ご案内
　　　　　　　　　　　　　　支部長  小出　順一郎（26回） 　青年部長  早坂　徹（39回） 

日　　時　令 和 2 年１０月２４日（土）　 受　　　付　１４時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   総会・懇親会　１５時００分～
場　　所　ホテルニューオータニ 宴会場　　　　　　　
　　　　　千代田区紀尾井町4-1　電話 03-3265-1111　　　　　　出欠締切  １０月1５日
アクセス　赤坂見附駅(地下鉄銀座線・丸の内線)Ｄ紀尾井町口5分
 　　　　　永田町駅(地下鉄半蔵門線)7番出口5分　麹町駅(地下鉄有楽町線) 2番出口 6分
 　　　　　四ッ谷駅(ＪＲ)麹町口・赤坂口10分
会　　費　１～６０回生　８，０００円　６１回生以降と女子　５，０００円
　　　　　令和２年卒業生招待
　　　　　※同時開催の同級会を歓迎します。
連 絡 先　支部長　小出　順一郎（26回） 携帯090-2542-9956  E-mail : jkoide@bcd.taisei.co.jp
　　　　　青年部長　早坂　徹（39回） 携帯 080-1106-7215  E-mail :hayasaka@gw.ohmoto.co.jp
　　　　　FAX　03-5989-0509

　　　　　　  糖尿病予防の為にジムに通い始めてはや1年が経ちました。今
では糖尿病の事はどうでもよくなって、いかに筋肉を増やし脂肪を落とすかば
かりを考えるようになってしまいました。朝起きたら鏡の前で筋肉チェックして、
夜寝る前に筋肉チェックするという完全ナルシストスタイルになっております。
好きな言葉も「simple is best」から「タンパク質」に変わってしまいました。その
甲斐もあって体脂肪は25％くらいあったものが13％くらいになってもうすぐ腹
筋と初対面をすることができそうです。今夜も建友会に筋肉部を作るべくプロテ
インを片手にジムに行きたいと思います。　(4706スーパー遠藤)

平成31年度・令和2年度

早坂  竜太 （37回）
猪股  昭一 （29回）

第37回古工建友会  大崎支部 総会
「大崎のつどい」のご案内

　　　　　　　支部長　藤山　吉彦 (30回)
日　　時　令和２年９月19日（土）
　　　　　PM６：３０～
場　　所　アインパルラ浦島  古川李埣3-2-2　
　　　　　℡0229-24-8833
会　　費　6,000円
　　　　　1,000円 （新入会員）
※先立って「青年部のつどい」を同所で持ちます。
　 (PM6：00～) 青年部長　高橋　俊大(58回)

出欠締切  ８月31日

mail :  f_kenyukai@ybb. ne. jp

参加希望の方は TEL&FAX または mail (古工建友会) にてお申し込み下さい。

第２8回古工建友会
北海道支部総会開催について
　　　　　　　　支部長　千葉　敏明（20回）
　今年度の支部総会は、コロナの状況が先の見え
ない現状ですので、開催中止か延期か決めかねて
おります。決まり次第支部会員の皆様には個別にご
連絡いたします。

86 令和２年８月1日発行

■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
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