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発行人 : 早 坂  竜 太90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

90 令和 4 年８月1日発行

■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



90 令和 4 年８月1日発行

■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  
　　  　　　 ・㈲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



90 令和 4 年８月1日発行

■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



古工建友会　創設50周年記念特別企画　会報紙面ツイッター(Twitter)
～140文字でつぶやく　建築科 ・ 建友会の想い出～

▼0912　鹿野　功
終戦の時、国民学校1年生。現在は８４歳です。在校中はバレーボール
部で県大会新人戦初優勝した時の事が忘れられません。傘寿祝い
の会を松島で行い札幌、長野等から１３名が集まりました。思い出話
に花が咲き又会える日を楽しみに散会しました。事務局の皆さんいつ
もありがとうございます。

▼1239　中澤　雄一　
沖縄へ移住。言葉や生活の違いに馴染めるか心配でした。喜屋武さ
んとか我那覇さんとか聞きなれない苗字の方、同じ苗字の方が大勢
なのにはビックリ。自分の苗字は沖縄には居ないようです。内地の方ね
と聞かれ会話が変わった気がしました。でも皆さん親切で優しい方々
が大勢でホットして居ます。沖縄へ遊びに来来。

▼1305　五十嵐　直喜
私、間もなく傘寿。古工を1961年に卒業。11年のサラリーマンを経て
1972年に土地家屋調査士事務所を開業。コロナの感染もあり49年
間で現役を引退。衰えを防止すべく、茅ケ崎市の高齢者のG・ゴルフ
ほか3つの同好会に入り、50人程の仲間と週の半分汗を流していま
す。また今年は久し振りに同級会が楽しみ。

▼1523　佐 木々　俊夫
平和とは『戦争のない状態』とある。それなら話は簡単だ。一部の識者
が主張するように、さっさとウクライナが降伏すれば平和は達成する。
しかしこれは思想家ルソーの云う『奴隷の平和』と云うもので、命の危
険はないが、個人の権利や自由が認められない平和と云うことにな
る。さて貴方 の々選択肢は如何かな。

▼1621　鈴木　健治
昭和37年２年生当時、県北地震発生。木造校舎２階の漆喰壁が崩れ
天井の蛍光灯は大きく揺れ窓から飛び降りる生徒も・・・。数日後、物
理の授業中クラス全員暗黙の了解？貧乏ゆすり数日前と同じ揺れビッ
クリした先生は教壇から廊下へ逃げたよ、からかった生徒はウッシシ。
懐かしい思い出と当時の先生に反省をしています。

▼1703　岩渕　　望
私達の建築科担任が菊池謙先生。私は1965年清水建設に入社し
2006年定年退職。2012年に先生が著作した「建築徒然草」を送って
くれそれを読んだ後、私が東京都内の「綱町三井俱楽部」「日銀本
店」「中央合同庁舎3号館」など古い建物の免振装置設置計画図を
作成して受注出来たことを伝え喜んでくれました。

▼2515　後藤　勝廣
一度きりの人生、とよく言われます。不運な事故により現場を離れ、旅
先で出会った人の影響で教職の道へ。人生の大転換です。３５年の勤
めを終えて８年目。精一杯生きてきたつもりでも心の片隅にはやり残し
たものが多 あ々ります。時間の縛りから解放された今、いろいろなこと
に挑戦してみたいものです。

▼2638　横山　武弘
半世紀後の今日も建友会が持続進化していることは，まさに偉業と敬
服いたします。私は建友会の設立が熟した昭和４６年度に入学し，３年
生の卒業設計では初代の桜田国男会長さんから新設されたばかり
の建友会長賞をいただく幸運を得ました。今更ながら光栄に思いま
す。創設５０周年おめでとうございます。

▼2737　中川　俊夫
母校を卒業し直ぐに建設会社に入社して以来、47年間ほぼ建築現
場一筋に勤務しております。在校時は成績や部活で一切目立つこと
のない私でしたが、ものづくりの大切さや楽しさの基本を学んだこと
で今の自分があると思い、改めて当時の菊池科長、千葉一男先生他
恩師の方 に々感謝致します。

▼2820　佐 木々　次郎
やり残した事、やってみたい事。木村屋のラーメンと焼き鳥(遠藤もう
ないよね？)／腰掛かま継の再挑戦(本田教えて)／桜ノ目折り返しマ
ラソン(和善現役？)／校門の植樹(暢喜少ないよね緑)／体育祭で行
けなかった女子高文化祭(寿ずるい)。もうすぐ６５歳。後輩から「頑張
らないように」と同級へ。

▼3115　佐 木々　徹
建友会公式HPを開くと目に飛び込んでくる「大同団結」の大看板。開
くたびにそこに居た自分を探してしまいます。当時あれほど嫌だった応
援団の練習の成果か、いまだに校歌は忘れていません(-_-;)
昨年の春から民間企業で働いていますので、会の活動にも参加して
いきたいと考えています。よろしく！

▼3228　高橋　喜悦
建友会員になって早40数年。改めて振り返ると、高校時代の事を思い
出します。1年生での大運動会の応援練習のきつかった事。2年生で
は運動会の結果次第での3年生からの圧力。3年生では卒業製作に
四苦八苦しながら書きあげた事。それでも先生方には良くしてもらっ
た事。俺も歳食ったなあ！

▼3402　石川　雅博
昭和５４年の春、髪にバリカンを入れ丸坊主で古工に入学した。知っ
てる奴は誰一人いない。同じ宮城なのに言葉も違うので通じない。し
かし三年間の在学中に親友と呼べる友が出来た。東日本大震災で甚
大な被害を受けた際、県を離れた友が一番先に駆けつけてくれた。
本当にありがたかった。一生の宝者である。

▼4526　瀧川　和則
コロナ禍で外出の機会が減り、生活スタイルや仕事のやり方も変化し
ている今日この頃ですが、みんな元気ですか？早くこの状況が落ち着
いてみんなで飲みたいですね。その時には高校時代の思い出や近
況などで大いに盛り上がりましょう！

90 令和 4 年８月1日発行

■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



古工建友会　創設50周年記念特別企画　会報紙面ツイッター(Twitter)
～140文字でつぶやく　建築科 ・ 建友会の想い出～

▼5012　松坂　敦子
建築科５０回生の皆さん元気ですか？このお話をいただき、すごい久し
ぶりに卒業する時の文集「we are 山蔦家の使い」を探して見ました。
その時のみんなの思いが詰まってる内容で高校時代にタイムスリップ
でした！楽しく内容の濃い３年間でしたね。またいつかみんなで会える
日がくるといいですね。

▼5311　岡部　博喜
当時の建築科ベテラン先生方に「適度に的確に考えること」を教えて
頂きました。「適当」との言葉を笑い厳しく話してました。今会社の代表
の立場でもその言葉を痛感しています。時代で求められる事は変わり
ますが人と人との仕事である以上不変なつながりや考え方を建友会
は守って支えになってくれています。

▼5732　藤山　達也
卒業してから１８年、学校行くのが楽しかった。色んな悪さしたのも今
ではいい思い出です。FCバックやコスバックに執着していたのも懐か
しく感じます。最近では、同級生の子供が我が母校に入学したとの声
もあります。本当に時が過ぎるのが早く感じます。皆様方の益 の々ご活
躍を期待しております！

▼6616　桑折　治樹
桜が舞い散る中、あの校舎を巣立ってあっという間に８年の月日が流
れました。皆それぞれ、その中で多くの経験をしたことでしょう。しか
し、これから自分達の進む先には、不透明な未来が待ち受けていま
す。それでも、周りに振り回されずに、自信を持って歩んでください。皆
の思いへ、まっしぐら！

▼7215　鎌田　啓太郎
建築の先生方お元気ですか。私は元気です。大学に入り3年が経ち
とても楽しく勉強したり遊びに行ったりしています。高校に1回も顔出し
に行っていないので近いうちに必ず行きます。この前、ばったり五十嵐
先生と会って、自分の髪が長く顔が隠れていたけど、すぐ分かってもら
えたのでうれしかったです。

▼7316　菅原　　愛
高校を卒業してから２年が経ち、今年は２０歳という節目の年となりまし
た。成人年齢が１８歳に引き下げられ、一足早く成人になりましたが、
やはり２０歳にならないと成人を感じません。現在私は大学に通ってい
て、大学で学べて良かったと感じています。今後は大学生として後悔
のない選択をしたいです。

▼7439　八巻　理梨
私は古川工業で素敵な思い出が出来ました。それは個性豊かな素晴
らしい仲間や常に私達の事を一番に考えてくれた先生方や古川工
業の伝統を受け継いで下さった建友会の方 が々居たからこそ成り立
ったものだと思います。今後は古川工業の伝統を受け継いでいきたい
と思いますのでよろしくお願い致します。

▼建築科教員　小松伸幸
90号発行おめでとうございます。赴任して来年20歳，時の経つのはな
んと早い！赴任当時，建築のことなど何も知らず右往左往し，飲み会
の多さに驚いたのを思い出す。多くの会員の皆様，先生方に支えられ
今の自分があることを再確認。今，嬉しく思うのは社会人として活躍
する卒業生を見ること。只野先生が帰ってきたこと！

▼7514　木村　美友 （現3年生）
建築科に入って３年目。大好きなクラスメートや後輩，優しい先生と一
緒に青春を送れて最高の毎日です！特に担任の五十嵐先生はいつ
も私達に沢山の愛を注いでくれます。私も愛してます♡私が二十歳に
なったら一緒にお酒飲みに行きましょう。これからもやらかすつもりな
のでフォローよろしくお願いします♡

▼7610　大内　花純 （現2年生）
私は，建築科に入学してよかったと改めて思います。クラスの雰囲気
も良く，ずっとしたかった製図も毎日できて，すごく幸せです。これか
ら，たくさんの行事があるので，良い思い出が作れるよう頑張りたいと
思います。

▼7721　髙橋　京吾 （現1年生）
入学式から２ヶ月が経とうとしていてクラスの人との距離が縮まってい
る頃だと思います。いつも熱心で熱い先生！只野先生が担任で，只野
先生は建築に必要な部材で宝物があり，その話をすると授業が潰れ
るほど宝物を愛してやまない先生です。自分達も建築に関する事を覚
えて宝物を見つけられたらいいです！！

90 令和 4 年８月1日発行

■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



　 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

吹き抜け
火格子

ろ布

トリックアート
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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  　　  ・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



(令和4年2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。　　 <敬称略〉

旧 1 ～　７4 回

◆1127高橋　邦彦　㈲菅原興業建築部部長
◆1801青砥　徳行　歩鍵㈱顧問
◆2132高橋　幸一　㈱スリーエイチ建築部
◆2514黒木　一吉　二階堂トクヨ先生を
　　　　　　　　　  顕彰する会事務局長
◆2613小出順一郎　㈱プロウィング顧問
◆3115佐々木　徹　㈱トータルソリユーション
　　　　　　　　　　  研究所参与
◆3540吉田　博志　㈱櫻田建築設計事務所
◆4401青柳　　大　前田建設工業㈱
　　　　　　　　　　　　東京建築支店
◆5311岡部　博喜　㈱理以建設代表取締役
◆6938結城明香里　㈱北洲ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ事業部
　　　　　　　　　  岩手建設課
◆7408上野　大樹　ポラスハウジング協同組合
◆7411小畑　伍輝　㈱ＮＴＫセラテック
◆7415木川田翔夢　㈱フジタ
◆7418小城下舞美　大崎市役所建築住宅課
◆7419小関　啓太　㈱福田組
◆7421小林龍之介　仙台土木建築工業㈱
◆7429平　　隼士　八生建設㈱

　　　　　　古工建友会事業記録
〈令和4年3月～〉

■第１９回三役会
〔３月８日・建友倶楽部・６名〕
・運営委員会の開催について
・本部役員会及び総会日程、議事について
■第６９回運営委員会(書面確認)
〔３月２９・２９名〕
本部役員会に上程する議案を郵送し、書面
確認と致しました。
■「第５７回本部役員会」　「Ｒ４年度総会」
　　　　本部役員による書面議決に。
4月23日に予定しておりましたが、コロナウイ
ルス感染拡大に鑑み昨年に続き中止とし、本
部役員会、総会の審議内容につきましては、
本年度も本部役員への郵送による書面審議
をもって総会に代えさせていただきました。
本部役員提出の書面議決書の結果は次の通
りです。

<議案>
　第１号議案：令和３年度事業記録書並び
に決算書承認の件　【賛成４８　反対０】
第２号議案：令和４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】
第３号議案：創設５０周年記念全国大会開
催の件　【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。
■臨時三役会
〔５月２６日・建友倶楽部・６名〕
・創設５０周年記念第１０回全国大会の開
催要項について

  　　　＜令和4年1月以降判明＞　
　■K119 千葉 五郎さん(令和３年１月11日死去)
　■0331 鈴木 弘人さん(令和４年６月６日死去)
　■0338 日野 幸一さん(死去)
　■0435 森 史郎右衛門さん(令和３年９月６日死去)
　■0533 武田 耕晴さん(死去)
　■0618 櫻井 秀次さん(令和４年２月20日死去)
　　本部相談役／前北海道支部長
　　北海道支部設立の時より長きにわたり古工建友会の発
　　展にご尽力いただきました。

　■0625 佐藤 　忠さん(令和２年６月死去)
　■0819 斎藤 義一さん(令和３年７月24日死去)
　■1014 菊地 繁治さん(令和４年３月16日死去)
　■1315 木村 晴至さん(令和３年９月18日死去)
　■1322 佐竹 正昇さん(令和３年７月死去)
　■1433 鈴木 敏嗣さん(令和３年２月12日死去)
　■1617 佐藤 静夫さん(令和２年　死去)
　■1715 小林 文夫さん(令和３年12月24日死去)
　■2320 佐藤 一夫さん(令和３年　死去)
　■2540 村上 　章さん(令和４年３月31日死去)
　■3632 山田 浩志さん(令和４年３月12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4年1月以降判明、事務局把握分)　

　  ◆一級建築士　　　4410 川村 　学
　  ◆一級施工管理技士　　4401 青柳　 大
　  　　　　　　　　　6407 加藤 和志
　  ◆二級建築士　　　7006 大場 東貴
　  ◆二級施工管理技士　7006 大場 東貴

寄 贈 図 書
佐藤康雄(18回生)様より
書籍：「宮城県美術館　誕生から移転断念ま
　　　で未来へつなぐ４０年の軌跡」

心より感謝申し上げます。

　今年は3年ぶりにパークゴルフの全国大会が開催されました。５月にさくらカッ
プ（宮城県大崎市田尻）、６月りんどうカップ（岩手県洋野町大野）。どちらにも
参加しました。今後は７月に十和田大会（青森県十和田市）、８月ジュネスカップ
（秋田県東成瀬村）、９月に全日本パークゴルフ大会（札幌市）、１２月松川浦カ

ップ（福島県相馬市）。何れも２日間にわたる日程の大会ですが、そのすべてに参加しま
す。各県から参加する顔見知りの方 と々の再会も楽しみです。
　６月末までのプレー日数は１０会場１２６日。昨年より少し増えました。仲間に体の疲労を心配されます
が、きちんと対策をしています。プレー後４０分かけてのストレッチ（筋肉、関節を元通りに）、２５年以上続け
ている朝６時２５分のテレビ体操。
　まだまだ体は自称５０代。１１月の「全国大会」では皆様と元気にお会い出来る事を楽しみにしています

 宮澤　忠一  （古工建友倶楽部館長・21回）

雑記
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■賛助会員 ・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  　　　　　　　 ・㈱ピーエス技研 042-549-1957



 

 

第44回古工建友会  仙台支部 総会
「伊達な集い～絆2022～」のご案内
　　　　　　支  部  長　杉浦　洋一（29回）
　　　　　　青年部長　和泉　　静（40回）
日　時　令和４年１０月１４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　7, 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１8回古工建友会 仙台支部
「ゴルフコンペ」のご案内

日　時　令和４年１０月１４日（金）
　　　　午前８時スタート
場　所　仙台ヒルズゴルフ倶楽部
　　　　泉区実沢字中山南25-5
　　　　℡022-278-0736
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）

※ゴルフコンペ参加希望の方は携帯番号を必
ずご記入ください

　第３6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 4 年１０月８日（土）
受　付　午前１１時３０分
総会・懇親会　午後１２時００分～
場　所　総合宴会場　オーラム　　　　　　　
　　　　台東区東上野1-26-2　電話03-5812-1123
アクセス　JR山手線・・・御徒町駅　北口  徒歩8分
 　　　   大江戸線・・・新御徒町駅 A1　徒歩2分
 　　　   日比谷線・・・仲御徒町駅3番出口 徒歩6分
　　　　銀座線・・・・稲荷町駅　徒歩5分
　　　　つくばエクスプレス線・・・新御徒町駅 A1 徒歩2分
会　費　１  ～  ５７ 回 生　１０，０００円
　　　　５８回生以降と女子　８，０００円
　　　　令和４年卒業生招待
　　　　※同時開催の同級会を歓迎します。
　　　　※今回のみ古工関東同窓会と合同開催になります。
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
　　　　E-mail :hyhft120@yahoo.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　　　
　　　　　　　　　　　　　　  　

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）
　北海道のコロナの収束がまだ見えない状
況なので、今年度の総会は開催致しません。

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）
　全国大会への支部会員の参加を要請し、今年
度の総会は開催致しません。

胸熱でした！２度目の紙上ツイッター企画。倶楽部に寄せられる
一つ一つのつぶやきがもう嬉しくて。人選は各学年一名ずつ。名
簿片手に編集部長の独断で選ばせていただきましたが、その人
となりが表れているのでしょうか？懐かしい同級生のつぶやきが
久しぶりの皆さまにも届きますように！　（4541編集部長）

mail :  info@kenyukai.net

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。
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遠藤   秀春

令和４年 (2022) 年８月1日　発行
早坂  竜太 （37回）
猪股  昭一 （29回）

2,000

令和3年度・令和4年度

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

　　　　　　　支部長　藤山　吉彦 (30)
　今年度は全国大会開催と重なる為、大崎支部
総会 「大崎のつどい」は開催致しません。
全国大会でお会いしましょう!!

出欠締切
９月15日

出欠締切　９月15日
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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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