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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３年度から 該当するのは２２回生 の皆様です。同封の振込用紙に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。

70才以上の
会員の皆さまへ

20211967

➡

　2020年のPG回数は、コロナに負け
ず203回でした。1日約10km歩くので昨年は
2,000km歩いた事になります。健康的スポーツですよ
ね。
　冬にJR大人の休日俱楽部を利用し一人食べ歩
き旅行。1日目、新潟で昼食。たれカツ丼(卵を使わ
ないカツ丼)夜は居酒屋で海の幸。2日目、8時に地
上125ｍ朱鷺メッセ展望台から万代橋など市内を
一望。昼は直江津で海鮮丼。その後長野市に移
動。夜は信州戸隠そばと郷土料理。3日目、8時に
善光寺参り。その後水戸市に移動、昼食は大洗港
であんこう鍋定食。夜はカウンター焼肉店でホルモ
ン。4日目、昼に宇都宮で水餃子と焼き餃子を。夜、
自宅でいつもの晩酌。楽しい4日間でした。

 宮澤　忠一
 （古工建友倶楽部館長・21回生）雑記
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87

遠藤   秀春

令和３年 (2021) 年２月1日　発行

古工建友会賛助会会員ご芳名 【６４社・３個人】 敬称略
㈱愛建工業　青木工務店一級建築士事務所　阿部
建設㈱　㈲イエミツ　㈱泉商店　㈲伊藤鐵工　㈱ウ
ェスト工房　㈱浦島　アインパルラ浦島　en archi-
tects　㈱大崎防災　ＯＮＯ一級建築士事務所　門
脇建設㈲　 ㈱金原土建　㈲鎌田板金工業  菊池和子
㈲クラフト  巧成建設㈱  孝設計  ㈱後藤鐵工  佐々木
幸正建築設計室  佐藤工業㈱東北支店  ㈲サトー商会
㈲三信建設　㈲シーアイ設計　㈲白鳥設計　新日本
商事㈱　 菅原政隆建築設計事務所 　㈱鈴木弘人設
計事務所  鈴木文男  ㈱センソク  ㈱仙北建設  ㈲仙北
シロアリ　 タイコー㈱ 　㈲太子堂造園 　㈱ダイマル
㈱髙勝リフォーム　   武部防水工業所　  ㈱チバミン
只野　悟　  中外商工㈱東北支店　  鶴秀工務店㈱
㈱東北イノアック　日建学院仙台校　㈱日本トワエイ
ハック印刷　原建築設計事務所　㈱バリュー・ザ・ホ
テル宮城　  ㈱ピーエス技研  　菱中建設㈱石巻支店
㈱美装社　　㈱檜工務店　　㈲ヒロプランニング
㈱冨士工　㈱富士電工　㈱藤山工務店　古川ガス㈱
㈱古川土地　フルテック㈱古川営業所　㈱プロウイ
ング　豊和建設㈱　  丸か建設㈱　　㈱三塚内装
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱　㈱村田工
務所　㈱木材スーパーエンドー　ＹＫＫＡＰ㈱仙台ビ
ル建材支店　ワタヒョウ㈱

早坂  竜太 （37回）
猪股  昭一 （29回）

令和２・３年度会費   各2,000円　お近くの郵便局より同封の振込み用紙にて記載分をご送金ください。
★銀行からも振り込めます!★　【振込先口座番号】七十七銀行南古川支店　普通 5233852　古川工業高等学校建友会会長   早 坂 竜 太

北から南から ―事務局把握分―
( 令和２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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　賛　助　会　員　　　　　
[ 謹慶 ] 令和２年「秋の褒章」黄綬褒章受章
　　　 大槻秀樹氏 ( 阿部建設㈱代表取締役 )
[ 住所変更 ] ㈱センソク様
　　　 　　仙台市若林区蒲町東 10-13

　　　　　　　旧 1～７２回　　 <敬称略〉　

◆1038 千葉 三男　京葉興産㈱相談役
◆2023 菅原 繁利　茨城県龍ケ崎市に転居
◆5822佐々木雄二　向井建設㈱東北支店秋田営業所
◆5930 千葉 里美　アルプスアルパイン㈱涌谷工場
◆6713 佐川 水紀　新みやぎ農協いわでやま支店
◆7127 関　 秀輔　キオクシア岩手㈱

古工建友会事業記録  〈令和２年８月～〉
■建築科３年生古工建友倶楽部訪問
〔8月27日（木）・36名〕
73 回生となる建築科 3 年生が、コロナ禍と
激暑の中、全員マスク姿で訪問してくれました。
早坂会長と宮澤館長が迎え「令和 4 年に 50
周年を迎える古工建友会は、全国にも例のな
い唯一無二の会である。」「卒業後は各支部総
会への参加を！」と呼びかけました。

■第37回大崎支部総会「大崎のつどい」
〔9月19日（土）アインパルラ浦島・25名〕
コロナ自粛中での開催の為、感染予防対策を
充分にとりながら会員同士の交流を深めまし
た。懇親会では青年部の進行で「ビンゴ大会」
が行われ大変盛り上がりました。校歌斉唱の
代わりに「45 周年記念大会ＤＶＤ」を鑑賞。
佐々木幸正氏（27回）の手締めにより盛会裡
に終了いたしました。（幹事長 小林弦・41回）

■就職模擬面接
〔10 月 7・8・9 日・古工建友倶楽部・対称
生徒 18名・面接官延 15名〕
コロナの影響等もあり、例年より一月遅れの実施
となりました。緊張の中、皆さん受け答えもしっ
かり出来、大変関心いたしました。本番でも明る

く元気に自分をアピールしてきてくださいね！
〈面接官〉宮澤忠一（21回）、板垣力（25回）、
木村哲夫（29 回）、猪股昭一（29 回）、藤
山吉彦（30 回）、門脇二郎（37 回）、小林
弦（41回）、佐藤優（42回）、三塚猛（42回）、
小坂井康弘（45 回）、紺野道子（46 回）、
遠藤秀春（47 回）、佐藤敬太（48 回）、高
橋俊大（58 回）。面接官の皆さま、貴重な時
間を割いてご協力いただき感謝申し上げます。
　　　　　（事業部長　小坂井康弘・45回）

■第１５回三役会
[11月 16日 (月 )・６名 ]
・運営委員会 /建築科・建友倶楽部交流会延期決定
・本部役員会及び総会日程について

☆結婚おめでとう☆
＜令和 2年 7月以降判明分＞

　　☆5831 竹中　裕一さん
　＊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。

☆資格取得者☆
　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2年7月以降判明、事務局把握分)　

　　◆一級建築士　6213　日下　　健
　　◆二級建築士　6717　佐藤　大樹

古工建友会 「本部役員会」 と 「総会」 のご案内
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。

日時：令和 ３ 年 ４ 月 2４ 日 ( 土 ) 
　　　１５時～ 「本部役員会」
 　　  １６時～ 「総　　　会」
場所 ： 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。※新型コロナウィルス感染症の動向により、開
催場所の変更や、書面議決の可能性もございます。その際
は古工建友会ホームページでお知らせいたします。

　　　　  ＜令和2年7月以降判明＞
■0228 林　信二さん(令和2年1月13日死去)
■0503 浅野　登さん(令和2年4月5日死去)
■1009 大衡貞夫さん(令和2年12月死去)
■1401 浅野吉弘さん(令和2年7月25日死去)
■賛助会員　
　㈱三塚内装  代表取締役社長　三塚 富生さん
　　　　　　　　　 (令和2年12月16日死去)

　　　　　　    ページの大幅減。
　　　　　　　 時節柄お許しください <(_ _)>
子供のころ、母の仕事のお付き合いで度々同行し
た古川市役所。市内でも空の広い地域で育った
私にとって、RC３階建ての庁舎は由緒ある立派
な建物だと信じていました。過ぎし年月40数年・・・
（旧）と表現される大崎市の公共建築物は次々と
更新の時期に差し掛かっているようです。携わる
会員皆さまの活躍と共に故郷の進化もお届けし
ます！　（編集部長4541）

謹んでご冥福をお祈りいたします。

謹　弔

（株）
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