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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 ・㈱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







(令和3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

◆㈱三塚内装代表取締役社長に
　　　　　三塚　猛氏 (42回) 就任(R3.1)

◆木材スーパーエンドー代表取締役社長に
　　　　　遠藤秀春氏 (47回) 就任(R3.7)

　　　　　　　　　　　　　　☆　　　　　 <敬称略〉

旧 1 ～　７3 回

◆5230 千葉　智彦
　日本ハウズイング㈱本社営繕管理部

◆7224 鈴木　結衣
　ＹＫＫＡＰ㈱東北支社

　　　　　　古工建友会事業記録
〈令和3年7月～〉

■OB・OG及び在校生スポーツ交流会
[７月１０日(土)・三本木パークゴルフ場・
４６名]

■建築科3年生古工建友倶楽部訪問
[８月２６日(木)・４５名]
　毎年恒例の倶楽部訪問。　酷暑の中、建築
科3年生39名の皆さんが昨年に続きマスク
姿での訪問となりました。早坂会長より「建友
会は、R4年創設50周年を迎える。全国的に
見ても唯一無二の会である。」「家族を大切に
感謝を忘れずに」。宮澤館長より「我々は後輩
の皆さんの役に立ちたいと思っています。悩
み事があればぜひ相談して欲しい。」とのお
話を頂き、人生の先輩からのメッセージを皆
さん真剣に聞き入っておりました。３月に卒

業を迎える３年生の皆さんは74回生となり
ます。

■第１８回三役会
[１１月６日(土)・建友俱楽部・６名]
・運営委員会/建築科・建友倶楽部交流会開
催決定
・本部役員会及び総会日程について
・全国大会開催について

■第６８回運営委員会
[１１月２４日(水)・中鉢・１９名]
・各部事業報告
・本部役員会開催決定
・全国大会開催について
・名簿／リーフレットの発行決定

■建築科及び古工建友倶楽部交流会
[１１月２４日(水)・中鉢・２４名]
　建築科職員７名、１７名の建友会役員が
参加。模擬面接、インターンシップ、スポーツ
交流会等、建築科との連携事業は古工建友
会の要である。コロナ禍中でR３年度の模擬
面接、インターンシップも中止となってしまい
ましたが、今後も円滑に行われるようにと久
方振りに開催された。
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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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遠藤   秀春

令和４年 (2022) 年２月1日  発行

早坂  竜太 （37回）
猪股  昭一 （29回）

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　時  ：  令和 令和 ４ 年 ４ 月 2３ 日 (土) １５時～ 「本部役員会」
　　　　　　　　　　　同　　　上　　　　　　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３・   令和４年度

高校時代は自転車競技部に所属し勉強そっちのけで部活だけを
していました。その甲斐もあり学校のテストでは常に下から2番目
をキープしていた私ですが、大学はスポーツ推薦で行くことがで

きました。その当時ジムに行って筋トレをしていたのですが、最高記録はベンチプレス
90kgでスクワットが130kg。
41歳から血糖値を下げるためにジムに行き始めた私ですが、今はベンチプレスが120kg
とスクワットが160kgあがるようになりました(笑)本気で部活に打ち込んでいた学生時代、
20年後に筋力が増えてるとは思いもよりませんでした。ここから20年後さらにパワーアップ
する為、今日もプロテインを片手にジムに行きたいと思います。  (スーパー遠藤)

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4年度から該当するのは
２3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。

　　 　以上の会員の皆さまへ７０才

　１２月１９日で令和3年のパークゴルフ大会の全日
程を終了し、２０日から次男の孫に会いに鳥取県米

子市へ向かう。JRなどを乗り継ぎ電車の旅。
　１日目は金沢市、兼六園・ひがし茶屋街を観て夜は地酒で一杯。2日目は
舞鶴経由で兵庫県城崎温泉泊。３日目に米子へ到着。次男の店『ラーメ
ン一刻』で昼食、美味しかった。4日目、岡山経由で東京へ。以前から行き
たかった北区のラーメン富士丸に。18時開店だが17時に到着。すでに15人
程並んでいました。食べられたのは18時40分頃。人気あるんですね。 5日目は
台東区にあるラーメン店 天神下大喜に。残念ながら引っ越していて次回の
楽しみに。
　今年のパークゴルフの成績は、6月気仙沼で、10月小田ダムで2回の優勝
と見事でした。 県内外のプレーは昨年より多い２４９回でした。

 宮澤　忠一
 （古工建友倶楽部館長・21回生）

雑記
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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3年7月以降判明、事務局把握分)　
　
　　◆二級建築士
　　　7330　宮嶋　悠花

■恩 師  平　孝幸先生
　　　　　(令和３年　死去)

■0311 小野 坤助さん
　　　　　(令和3年3月11日死去)

■2328  高橋 一政さん
　　　　　(令和3年4月27日死去)

■3633  大和 　敬さん
　　　　　(令和3年7月17日死去)

謹　　弔 ＜令和３年７月以降判明＞
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■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 　　・三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱  045-227-1286
　　  　　　 ・㈲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  　 ・ワタヒョウ㈱ 022-232-4281
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