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発行人 : 早 坂  竜 太91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
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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
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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  
　　  　　　 ・㈲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　  ・㈱新東工業 東北営業所 022-290-9306
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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

27

臼井　怜史



「第11回  古工建友会全国大会」
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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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■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



(令和４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。

　　　　　　　　　　☆　　　　　 <敬称略〉

旧 1 ～　７4 回

◆2626高橋 豊博　㈱加賀田組下越営業所
◆3038堀江 和久　㈱アースビルデイング
◆3622鈴木 広行　東鉄工業㈱東北支店
◆3833三浦     隆　㈱ミヤコーバス古川営業所
◆3922佐藤 洋一　古川郵便局
◆4032森 益太郎 ㈱フリーキーハンドワークス
◆4513永澤もとえ   ＪＡ新みやぎ福祉部
◆4608喜藤 純也　㈱空間創造社
◆4634藤田 　哲　㈱愛建工業
◆6616桑折 治樹　㈱薬王堂
◆6723髙橋 芹果　㈱タカカツ不動産　 

　　　　　　古工建友会事業記録
〈令和４年7月～〉

■建築科3年生古工建友倶楽部訪問
[８月25日(木)・42名]
　毎年恒例の倶楽部訪問。マスク姿での訪
問も３年目となりました。
早坂会長、宮澤館長よりメッセージをいただ
き、３年生の皆さんは姿勢正しく聞き入って
おりました。 ３月に卒業を迎える３年生は７
５回生となる。

■就職模擬面接
[９月７・８・９日・古工建友倶楽部・対象生
徒23名・面接官延16名] 
　今年度は就職希望者が23名と例年に比べ
て多く、模擬面接官としてご協力いただいた
OB、OGの皆さまには平日のお忙しい中、貴
重な時間を割いてくださり、改めて感謝を申

し上げます。

〈面接官〉宮澤忠一(21回)、猪股昭一(29回)、
藤山吉彦(30回)、門脇二郎(37回)、鎌田孝志
(39回)小林弦(41回)、三塚猛(42回)、遠藤ゆ
り(45回)小坂井康弘(45回)、紺野道子(46)、
遠藤秀春(47回)、佐藤敬太(48回)、高橋俊大
(58回)

■第１８回仙台支部ゴルフコンペ
[10月14日(金)仙台ヒルズゴルフ俱楽部・参
加12名]
■第４４回仙台支部総会「伊達な集い～絆
2022」「伊達な青年部の集い」
[10月14日(金)・パレスへいあん・出席19名] 

　３年ぶりの「伊達な集い」の一日は朝８時
集合のゴルフコンペで幕を開け、夕方の総会
から懇親会・・・３次会までお付き合いくださ
った早朝5時起きフル参加メンバーの皆さ
ま！本当にお疲れ様でございました！
　ゴルフコンペでは10回生の柴田先輩がド
ラコン賞を連発！今年の優勝者は26回生の
斎藤実先輩。腕に自信ありの会員の皆さん！
来年こそは元気な大先輩を打ち負かしてみ
ませんか？広く他支部からの参加もお待ちし
ております！
　総会では本部より早坂会長にお越しいた
だき、コロナ禍による本部活動への影響や母
校の近況などをご報告いただきました。
２年の中止期間中に過ぎてしまった役員改
選時期につきましても現在の役員が継続す
る旨で承認をいただき、役員一同、杉浦支部
長の下、引き続き会の活動を支えて行きたい
と思っております。
　また、毎回、本部より青年部活動への補助

金を頂き、何とか有意義に活動へ反映したい
と考えておりましたが、今年は50回生、60回
生代からの参加申し込みがあり、なかなか参
加へ繋げなかった世代への地道な活動によ
うやく手ごたえを感じ始めている所です。ご
支援に感謝申し上げます。
　改めまして、皆さまが元気でお集りくださっ
たことにしみじみと喜びを感じる一日となり
ました。２年間の休止時期があったからこそ、
会の存続の意義を再認識する良い機会とな
った気がします。ご出席ご参加くださった会
員の皆さま、早坂会長、本当にありがとうござ
いました。 （幹事長　遠藤ゆり 45回）

■第２７回古工関東同窓会総会
■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」
[10月８日　於：オーラム　出席30名]
　コロナウィルスの影響により、２年ぶりの
開催となりました。
　また、今回は古工建友会関東支部総会に
加え、古工関東同窓会総会を同時開催とする
記念すべき式典となりました。総会では、来賓
としてお越し頂いた大髙校長先生より、故郷
の情報や母校後輩の活躍などをお話いただ
き、諸先輩方も興味深く聞き入っておりまし
た。
　懇親会ではお酒も入り、ＤＶＤ鑑賞や各々
の近況報告など、笑いあり涙ありの祝宴とな
りました。最後に佐藤先輩のエールのもと、皆
さんで校歌斉唱し、１１月に行われる全国大
会や来年の総会での再会を誓い無事閉幕致
しました。 (青年部長　早坂　徹・39回)
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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



新規賛助会員のご紹介

　福田リニューアル㈱
　　　営業部部長　早坂　時男 様
　〒102-0073千代田区九段北3-2-4メヂカルフレンドビル3F
　TEL 03-5212-3033　FAX 03-5212-3034　
　http：//f-rn.co.jp
　E-mail：t_hayasaka@f-rn.co.jp

<紹介者　会長 早坂竜太>

大崎エコクリエイション㈱
　　代表取締役社長　松橋　博基 様
　〒989-6233大崎市古川桜ノ目字新高谷地317
　TEL 0229-25-4122
　E-mail：matsuhashi@oosaki-eco.co.jp

<紹介者　会長 早坂竜太>

㈱新東工業 東北営業所
　営業所長　大友　　仁　様 (４２回生)
　〒983-0821 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口188-307
　TEL　022-290-9306　　FAX　022-290-9307
　http：//www.shintoukougyou.com
　E-mail：j.ootomo@shintoukougyou.com

<紹介者　会長 早坂竜太>

　　　　　 ＜令和4年7月以降判明＞
　　☆6128　黒　田　　　茜 さん (旧姓那須)
　　☆6717　佐　藤　大　樹 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。

結婚おめでとう
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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　　 ・福田リニューアル㈱ 03-5212-3033
　　  　　　 ・㈲伊藤鐵工 0229-23-3186  　　　　　　 ・㈱ピーエス技研 042-549-1957　　　　　 ・大崎エコクリエイション㈱ 0229-25-4122
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遠藤   秀春

令和５年 (2023) 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 ５ 年 ４ 月 2２ 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４・   令和５年度

「年を取ると物欲がなくなってくると言いますが、私も齢45
歳にしてそのようになってきたようです。昔は欲しいものが
100個くらいはあったと思うのですが、今は3個に絞られま

した。バイクとキャンピングカーと飛行機です。私の前世は旅人だったのかという
構成ですが、よくよく考えると性格も旅人っぽい所があるなと思えてきました。幼
稚園の時に書いた将来なりたい職業もヘリコプターの運転手でした。年を取って
も人間の魂の部分は変わらないものなのだなと感じつつ、いつか飛行機に乗る
ことを夢見て今年もお仕事を頑張りたいと思います。」  (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5年度から該当するのは
２4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

　第10回古工建友会全国大会、大盛会でした。実行
委員の皆様本当に御苦労様でした。次回の開催に向け

て体調管理に留意なされお過ごしください。
　今年72歳、年男の自分。昨年までの3年間、六星占術による大殺界の時期でし
たが、幸い大事には至りませんでした。今年から3年間は良い運気に入ります。しかし！
油断ならず。気を引き締めながら、常にチャレンジしていきたいと思っています。
　昨年のパークゴルフは、大小合わせて95回の大会に参加。成績はまあまあでした?
　プレー日数は270日。仕事しているときより多いですね。今年もクラブ振るゾー✌

 宮澤　忠一
 （古工建友倶楽部館長・21回生）

雑記
89ざっ

きぱ
ーく

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4年7月以降判明、事務局把握分)　
　
　　◆一級建築士
　　　　　　6717  佐藤 大樹 　
　　◆一級施工管理技士
　　　　　　6128  黒田 　茜

■恩師　第９代校長　渡部 格先生
　　　　（令和４年７月３日死去）
■0302天野 秀雄さん
　　　　(平成27年12月5日死去)
■0220清水 健也さん
　　　　(令和４年４月４日死去)
■1301青野 吉雄さん
　　　　(令和３年７月死去)
■1326鈴木 正機さん
　　　　(平成29年12月２日死去)
■1337千葉 長男さん
　　　　(令和２年　死去)

■1345宮本 共栄さん
　　　　(平成18年８月13日死去)
■1347遊佐 正樹さん
　　　　(死去)
■1533高橋　富輝
　　　　(令和２年12月28日死去)
■2507氏家 　忍さん
　　　　(令和４年７月６日死去)
■4133本田 敏明さん
　　　　(令和４年５月30日死去)

謹　　弔 ＜令和４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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	3ページ
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