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発行人 : 早 坂 竜 太
古工建友会事務局 〒宮城県大崎市古川北稲葉    古工建友倶楽部内




 

  

■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
・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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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

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
■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
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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 ・㈲ヒロプランニング 0229-22-4737
・㈱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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「大崎市の発展を応援して〜はばたけ大崎〜」
１市６町の合併により
「大崎市」
が誕生し早15
年。大きく発展し変化を続けるふるさとを変
わらぬ思いで応援する首都圏発の取り組み
をご紹介します。
『首都圏大崎連絡協議会』
とは古工建友会関
東支部の相談役である草刈文幸氏（15回）
が会長を務め、建友会会長 の 早坂竜太氏
（37回）
が顧問として故郷と首都圏との橋渡
し役を担い、情報共有・人的交流・各種支援等
に係る活動の輪を広げている。
【首都圏大崎連絡協議会とは】
大 崎 市 誕 生 に合 わ
せ、大崎市と首都圏を
結ぶ連絡基地のような
ものができないだろう
か？と首都圏在住１市
6町の出身者が集まり
「大崎市の発展を願い
支援する会」
として『首
都圏大崎連絡協議会』を発足することとなった。構成団体は
在京ふるさと会をはじめ、旧古川市内４校の同窓会や民謡団
体など、バラエティに富む華やかな面々が志を同じくして集う
こととなった。
また個人として応援したい人のために、ネット時
代に相応した「大崎ネットクラブ」を併設。現在のメンバーは
約7,000人に上る。
東日本大震災の際には、義援金はもちろんのこと物資の収
集や搬送を行い、被災地を見舞うミニコンサートを開催する
など継続的に復興を支援。被害が甚大だった令和2年台風19
号の際にも支援金を贈っている。
また、首都圏で働く地元大崎
市内高校出身卒業生を迎えての歓迎会を開催するなど活動
は多岐にわたる。
今までの単なるふるさと会とは一線を画す『首都圏大崎連
絡協議会』はふるさと大崎の発展を具体的に支援し、応援す
る活動を積極的に展開する組織である。
『首都圏大崎連絡協議会』
では、定住
人口でも交流人口でもない関わる人
を意味する「関係人口」
として、ふるさ
と大崎市に恩返しすることを目的とす
る活動を行っている。世界農業遺産に
認定された
『持続可能な水田農業を支
える大崎耕土の伝統的水管理システ
ム』についても
「大崎市出身者なのに
大崎耕土の世界農業遺産について知

らないことが多い。紹介できないことが多い。
」
ことを課題と感
じ、改めて大崎耕土の魅力を知り、学ぶことを実践している。
2020年3月には大崎耕土の「応援団宣言」を行い、都内で
の勉強会やコロナ禍で活動が自粛される中でもZoomを使った
バーチャルツアーへの参加など、様々な活動を展開している。
「ふるさとは遠きにありて思うもの」
ではなく
「ふるさとは近く
に行って支援するもの・・・」
では
首都圏大崎連絡協議会（建友会所属）
会長 草 刈 文 幸（15回）
副会長・事務局長兼務 高 橋 光 男（20回）
事務局次長 小 出 順一郎（26回）

コロナ禍

総会中止に

■賛助会員・㈱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

88

令 和 3 年８月 1 日 発行

ゆりあげ港朝市の復興が建築学会賞を受賞！
な施設再建プロセスは、今後の災害復興にも大いに参考になり
モデルとなり得るものと考えられる。
現在、ゆりあげ港朝市は週末一日あたり数千人規模の集客で
賑わい、全壊した被災地域にこのような活気ある朝市が開催され
る風景は地域復興の象徴であり、人々を勇気づけた功績は大き
い。
こうした地域貢献活動と成果が社会的に高く評価された。

「2021年日本建築学会賞
（業績）
」
《業績名》ゆりあげ港朝市を中心とする東日本大震災からの地域復興
《受賞者》ゆりあげ港朝市共同組合
閖上復興支援研究者チーム
㈱針生承一建築研究所
セルコホーム㈱
ゆりあげ港朝市 宮城県名取市閖上5-23-20 地上1階 木造
敷地面積 4136㎡ 建築面積 1364㎡ 延床面積 1037㎡

2011年の東日本大震災により地域が全壊した閖上地区の復
興に大きく貢献したとして「ゆりあげ港朝市」
（宮城県名取市）の
プロジェクトが2021年日本建築学会賞（業績）
を受賞しました。
地域住民の生活の再建と産業復興の場を取り戻すため、被災
後の早い時期から各方面の専門家を交えた住民参加型のワーク
ショップを開催し、朝市の現地再建へ向け大きな方針を決定し
た。2012年にはカナダから名取市への復興支援金が受託される
など、民間主導での建築活動が復興事業そのものを大きく牽引
する形となった。
また、住民主体の取り組みや状況に応じた柔軟

2020東京オリンピック
バレーボール男子日本代表！
藤井直伸
（平成21年度

選手

機械科卒）

東京オリンピック バレーボール男子日
本代表のセッターとして古工機械科出身の
藤井直伸選手が選出された。石巻市出身。古工在学中は1年
生からレギュラーで活躍。監督である佐々木隆義氏（現石巻工
業教頭）が自宅に併設した寮で３年間を過ごした。順天堂大
学に進学した後、現在は実業団の名門東レにて活躍中。2017
年日本代表初選出。
初めて日本代表に選んでいただいた時から東京オリンピッ
クに出場したいという思いでここまでやってきたので、素直に
嬉しいです。自分自身に後悔がないように、全力で戦いたいと
思います。また、これまで一緒に戦ってきた仲間、この一年の

【受賞を受けて】
セルコホーム㈱ 杉浦 洋一（29回）
本受賞は東日本大震災による復興事業の業績として表彰され
ました。ゆりあげ港朝市協同組合理事長の「お客さん（住民）の笑
顔を閖上の地に戻したい」
という強い想いに導かれ、参加した
人々、それをリードしたグループ、取り組みの経緯、すべてに贈ら
れた賞だと思っています。
私のプロジェクトへのかかわりは2011年５月頃、カナダ政府
による復興支援事業への斡旋からスタートしました。
この支援事
業には多数の応募があり100件ほどの案件の中から選出される
こととなりました。その後、住民同意形成、実施設計、
カナダへの
部材発注など
（カナダ産の木材を使用することが支援の条件であ
るため）英文の契約書を必死に読んでチェックし、長野の木材加
工場を視察、埼玉の金物製造メーカーへの訪問など、
まだ移動が
大変な時期に東奔西走しました。そのエネルギーはやはり
「困っ
ている人々の笑顔が見たい。」
「またあのマーケットに人々が集う
瞬間が見たい。
」
という気持ちだけでした。
現地に再建した「ゆりあげ港朝市」は現在、震災前以上の集客
があり週末は大変な賑わいとなっております。その意味では私
が、我々が願った復興を果たしているのだと、訪問するたびに感
じています。

杉浦氏はセルコホーム㈱のデザイナーとして
2017年度グッドデザイン賞ベスト100も受賞されています！

重みを痛感し、夢半ばにオリンピックという目標を絶たれた人
達の想いも感じて精一杯頑張ります。
クイック、パイプといった真ん中を軸とした速いバレーボー
ルを展開すること、そしてチームの雰囲気を盛り上げたり、鼓
舞できるような振る舞いでチームに貢献していきたいです。
震災直後、バレーボールを続けることを諦めた時もありまし
た。
そんな時に支えてくれた家族、大学関係者の皆さんには感
謝してもしきれません。
あの時の支えがなかったら今の自分は
ありません。そして、いつも温かく迎えてくださる地元の方々。
毎回帰省する際にたくさん声をかけていただいて、その度に
自分にとっての活力になりました。
たくさんの皆さんの後押しがあったからこそ、今こうして日
の丸を背負って戦うことができます。そういった皆さんにバレ
ーボールを通して、今度は自分が少しでも力を与えられるよう
に胸を張って頑張ります。
（公益財団法人 日本バレーボール協会ウェブページより）

■賛助会員・㈱村田工務所 0229-24-1500
・㈲鎌田板金工業0229-32-2901
・ＹＫＫAP㈱ビル東北支社南東北支店 022-263-4122
・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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古工建友会事業記録
〈令和3年3月〜〉

■第１６回三役会
〔3月5日・建友倶楽部・６名〕
・運営委員会の開催について
(令和3年1月以降判明分)
・本部役員会及び総会日程議事について
■第６７回運営委員会(書面確認)
※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。
[3月25日・30名]
本部役員会に上程する議案を
恩
師
郵送し、書面確認と致しました。
■
「第５６回本部役員会」「Ｒ３年度総会」
( )内は前任校
本部役員による書面議決に。
◆佐藤 誠 先生 【異動】
4月24日に予定しておりましたが、
コロナウイ
宮城野高校校長 (古川工高校長)
ルス感染拡大に鑑み昨年に続き中止とし、本
◆森谷 寛史 先生 【異動】
部役員会、総会の審議内容につきましては、
宮城県工業高校 (古川工高)
本年度も本部役員への郵送による書面審議
◆石岡 恒一 先生 【昇任】
をもって総会に代えさせていただきました。
白石工業高校校長
本部役員提出の書面議決書の結果は次の通
◆渡邊 重夫 先生 【昇任】
りです。
石巻工業高校校長
<議案> 第1号議案：令和2年度事業記録書
◆齋藤 一豊 先生 【昇任】
並びに決算書承認の件 ・賛成47・反対0
仙台工業高校主幹教諭
第2号議案：役員改選の件 ・賛成47・反対0
☆
<敬称略〉
弟3号議案：令和3年度事業計画書(案)並び
に予算書(案)決定の件
・賛成47・反対0
旧 1 〜 ７3 回
<結果>すべての議案について、全員の賛成
◆1021柴田 重男 ㈱ジェイネックス
をもって可決されました。
◆1332只野 東吾 登米市に転居
■第１７回三役会
◆1942升
秀市 ㈱黒沢建設
〔5月24日・建友倶楽部・６名〕
◆2416佐々木雄一 ㈱東洋環境開発顧問
・新年度の事業開催について
◆2613小出順一郎 ㈱プロウイング営業
推進部部長
◆2927杉浦 洋一 陽光ビルサービス㈱
リニューアル事業部執行役員
＜令和3年1月以降判明＞
◆3217佐々木和宏 鹿島建物㈱静岡建築
■0613
小川 重夫さん
工事事務所所長
令和2年10月15日死去
◆3233都築 隆浩 ㈱村田工務店
■1006 磯野 幸雄さん
◆3337亀山 金男 日本製紙石巻テクノ㈱
令和2年1月死去
取締役建設事業部長
■1046 宮内 稔さん
◆3521佐々木秀則 ㈱石川淳一事務所
死去年月日不詳
取締役顧問
◆4121庄司 賢治 東北電力㈱会津若松支社
◆6507岩渕 直央 仙台工業高校
◆6627菅原 麻衣 塩竃市に転居
◆6803浅野 陽菜 日本住宅㈱設計部
次の方が、資格を取得されました。
◆6911笠原 義樹 白石工業高校
心から祝意を表します。
◆7220佐藤 克匡 ㈱フジタ東京支店
(令和3年1月以降判明、事務局把握分)
◆7303伊藤 実那 共立建設㈱東北支店
◆一級施工管理技士
◆7314久世 楓大 ㈱第一ヒューテック
5324 佐 藤 博 昭
◆7304今井
楓 ㈱フジタ
◆二級建築士
◆7318菅原 崇尚 経塚工業㈱
6208 及 川 周 太
◆7326藤岡 里菜 ポラテック東北
6803 浅 野 陽 菜
◆7330宮嶋 悠花 大和ハウスリフォーム福島営業所
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雑

宮澤

忠一 （古工建友倶楽部館長・21回）

３月に三度目の大人の休日倶楽部旅(東日本・北海道)。
初日は、鶴岡市郊外の某ラーメン店を目的に鈍行列車で４時
間。念願叶いました。その後、酒田〜秋田〜能代と各駅停車。
２日目、能代から弘前まで日本海を眺めながら五能線の旅。
この日は青森〜函館〜バスで江
刺まで。３日目、
フェリーで江刺から奥尻へ。夕方に到着し民宿泊(秋篠宮様が宿泊された)。
４日目、奥尻島を散策(温泉・ワイナリー等) ５日目、帰路、奥尻〜江刺〜木古内〜盛岡〜
古川。
自宅到着16：30 お疲れ様。 趣味のＰＧは、半年で115回のプレー。

■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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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。

mail : info@kenyukai.net
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

第２8回古工建友会

北海道支部総会開催について

を行っていましたが、県内感染者数は落ち着い

ているとはいえ、国土交通省等からも集団での

「伊達な集い」のご案内

支 部 長 杉浦 洋一（29回）
青年部長 和泉
静（40回）

支部長 千葉 敏明（20回）

淳（22回）

通常ですと８月に納涼会を兼ね栗原支部総会

第43回古工建友会 仙台支部 総会

今年度の支部総会は、北海道のコロナの

収束がまだ見えない状況なので現状では中
止と考えております。

飲食・会議は控えるよう通達がなされているうえ

は８月開催は延期します。 但し来年になり感

染者数がある程度の落ち着きが見られたら短時

日

時 令和３年１０月８日（金）
午後１８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 50回生以降は無料
※「伊達な青年部のつどい」合同開催いたします。

第１7回古工建友会 仙台支部

間での開催も視野に入れております。一日も早い

「ゴルフコンペ」のご案内

新型コロナ終息をお祈りいたします。

第３5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

※８月下旬に、開催決定を考えております。

時 令 和 3 年１０月２３日（土） 受

付 １４時３０分

日
時 令和３年１０月８日（金）
開 会 式 午前８時
場
所 未定（参加希望者には後日お知らせいた
します。連絡先を必ずご記入ください！）
参 加 費 ３，０００円
表 彰 式 パレスへいあん（「伊達な集い」において）
出欠締切 ９月15日

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1 0 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 １０，０００円 ６１回生以降と女子 ７，０００円
令和３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080-6607-6617 E-mail:jkoide@pro-wing.co.jp
FAX 03-3254-7712
青年部長 早坂 徹（39回）携帯 080-1106-7215 E-mail:hayasaka@gw.ohmoto.co.jp

支部長 藤山 吉彦 (30回)
例年通りですと9月上旬を予定しておりま
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。新型コロナウィルス終息後
に改めて開催の予定をご案内させていただ
きます。
一日も早いコロナ終息を願い、開催の際には
皆様多数のご参加をお待ちしております。

令和 2 年度・令和 3 年度

2,000

第38回古工建友会 大崎支部 総会
「大崎のつどい」開催について
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早坂 竜太（37回）
猪股 昭一（29回）

建友会報88号をお届けします。/今号は編集作業中に建築学会賞受賞・東京
2020男子バレーボール代表選出のニュースが入りうれしい調整が＠̲＠;ありま
した。調整！大歓迎です。/Windows11が出たとのこと。
まだまだ7メインでようや
く10に半分ほど移行の編集 子は、
もう追いつけないのでは？とAlexaに話しかけ

遠藤 秀春

ています。/次号は89 (パーク)号です。乞うご期待！ 宙 (21回)

■ 賛助会員・フルテック㈱古川営業所 0229-24-2718

・㈲三信建設 0424-93-1398

・日建学院仙台校 022-267-5001
・三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ 045-227-1286
・㈲イエミツ 03-3767-7199 ・㈲クラフト 03-3223-1370 ・㈱美装社 0229-23-7752 ・ワタヒョウ㈱ 022-232-4281

