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費の協力をお願いしました。今年勿工が初めての校長先生は

小野高校より赴任し、専門は数学で工業高校は初めてだそう
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です。実業高校としては川俣高校で教鞭を取った経験があり

かつて繊維産業が盛んな町だったようです。我々ＯＢ会から3 名

総会の日程を伝え、校長先生をはじめ建築科に関係する先生

方、１０名へ招待状を渡しました。

ＯＢの皆様には、総会にご出席いただき、まこと

にありがとうございます。ＯＢ会も、今年の卒業生

で５１回生となり、会員数も１９６７名となりまし

た。今年の新入会員の皆様には、心から入会を歓迎

いたします。さて改築中の母校、勿来工業高校も大震災の被災

１１月には完成する予定です。この建設には、設計や施工にお

いて、多くのＯＢ会のメンバーがそれぞれ責任ある立場で担当

しており、同じ建築科のＯＢとして、このように地域で活躍す

る先輩諸兄の姿を、力強く感じるところであります。今年の事

務局だよりでは、震災の復旧に尽力するＯＢの活躍を一部です

毎年お元気な顔を見せていただいて、嬉しい限りです。という

ことで、先ほどもお話ししましたが、ＯＢ会も毎年１クラスず

つ増えて、１回生櫛田先輩から数えて来年いよいよ５２回生、

２０００人を突破します。これを機に、大所帯と言っていいと

思いますので、毎年毎年、見てわかるとおり事務局の作業も増

えて大変になってきていますので、何か新しいやり方を考えて

いこうかなと思っておりますので、その時にはよろしくご協力

が、紹介することができました。先ほどの勿来工業の現場のこ

福富会長     総会　挨拶

お願い致します。それから、リタイアされた先輩方も数多く出

席されていらっしゃいますが、嬉しいことに今年は若い方も出

席されております。是非こういう機会に、建築独特というこの

社会を学んでいただいて、自分の思考を蓄積させて役に立てて

いただきたいと思います。なお来賓の方の祝辞もいただく予定

ともこちらに詳しく掲載してありますが、その他、第一原発現

による体育館の改築も２月に竣工し、引き続き本校舎も今年の
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て、何よりも、長期に渡る心身の健康に留意されながら活躍さ

れることを、老婆心ながら祈念したいと思います。余談ですが

今年は、県立高校二期選抜で、建築科が県内３位の競争倍率２

倍となるという嬉しいニュースもありました。震災により、建

築や土木などの職能が、あらためて見直され始めていることを

ＯＢ生４４名

実習に熱心に取り組んでおります。いま関心のあるところでは、

後輩を採用させていただければと思っております。皆様のご支

感する次第であります。震災からの復興は、昨年後半あたりか

ら本格的な事業執行に入っており、各地で作業員の不足や建設

土木資材の不足が表面化する中、関連業務に携わっておられる

ＯＢの苦労や心労もひとかたではないと察しられます。しかし、

今回の建設需要は通常と違い、特殊でロングランであることを

考えますと、日々の対応は勿論ですが、それぞれの立場におい

野球でありますけれども７月１３日に相馬東高校と対戦するこ

とになっております。それに勝ちますと、いや勝つ予定でいる

んですが（笑い）、福島高校と平工業の勝者と対戦する予定で

す。福島高校はシード校であります。平工業さんも実力のある

チームでどちらにしても強豪校であります。野球部も毎日練習

しておりますので、いい結果を出してくれることを期待してお

ります。また、３年生はいよいよ７月から就職活動が始まりま

本日はＯＢ会の総会にお招きいただきまして誠にあ

りがとうございます。生徒は今、部活それに授業、

す。皆さんの事業所さんで採用の予定を立てているのであれば、

いただきました、今年の4月から赴任しております。

ともこちらに詳しく掲載してありますが、その他、第一原発現

場での作業や下水道復旧に尽力したＯＢの記事など、関係者で

なければ経験できない臨場感にあふれた内容になっています。

建築科ＯＢが、いかにこの地域における社会インフラの基礎づ

くりを担っているか、その歴史と伝統が裏付けにあることを実

～
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同窓会は５月に総会を終えまして、また昨日はクレ

援を頂いているところであります。今後ともよろしくお願い致
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2014年5月24日 土

午後６時に幹事の皆さんに集まっていただき、第２２回総会

の打ち合わせを行いました。福富会長の挨拶の後、私（千葉）

が進行役を務め事前に準備した資料を元に皆で意見を交わしま

した。総会への多数の参加者を実現させたいためアイディアが

出されました。会合を終えてから、会議場の向かいにある「ぼ

っけもん」で懇親会を行いました。

福富　大祐

15:00 18:00
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14千葉　良司

第２２回総会がいわきワシントンホテルで行われました。今

回は、講演会が予定していたため一時間早い午後４時からの開

催となりました。この日はあいにくの雨模様ではありましたが、

出席を予定された方が徐々に集まりました。鈴木忍さんの司会

総会を終え１０分の休憩後、講演会が開催されま

した。いわき市平に弁護士事務所を構えて法律相談

に応じている菅田弁護士事務所の菅田貴博所長弁護

築や土木などの職能が、あらためて見直され始めていることを

ぬご厚情に感謝しつつ、総会の挨拶といたします。

感じます。このような状況下、まだまだ続くと思われる建設需

要に対して、建築科で学んだ技術と精神力、そしてＯＢ会の繋

がりを、活用していただくと共に、一年に一度、こうして先輩

・後輩が集って、近況を語り合うことができますことを、本当

講演会　　　　　　１７：００～１７：５０

士をお呼びいたしました。５０分間の時間の中で建の流れに乗って総会が始まり、開会のことば、会長あいさつと

続き、渡辺久さんの議長により第１号から第４号までの案件が

計画・予算が審議され問題なく参加者の同意を頂き、議案が成

築行為に対する「顧客とのトラブル防止とコンプラ

イアンス」と題して、菅田様が事前に準備した資料を元に、ど

うすれば建築行為がスムーズに完了するかを説明して頂きまし

一議案毎丁寧に処理されて行きました。事業・決算・監査報告、

勿来工業の昭和５７年度機械科卒業です。その当時、

後輩を採用させていただければと思っております。皆様のご支

お願い致します。

担任は、「やないひろみち」先生という普通科の先生でした。ま

に嬉しく力強く感じるところであり、あらためて御礼申し上げ

ます。簡単ではありますが、会員の皆様の、ＯＢ会への変わら

申します。よろしくお願い致します。実はわたくし、

た勿来工業高校でお世話になることになりました。現在、旧校

舎（本校舎）は震災の影響で使えない状態です。本校舎の裏側

に新校舎を建設中であります。本校舎建設に関わっている勿来

工業の建築科の諸先輩方がたくさんいらっしゃいますので、い

ろんな話を聞かせていただければと思っております。よろしく

します。

荒荒荒荒川川川川教教教教頭頭頭頭先先先先生生生生ごごごごああああいいいいささささつつつつ みなさんこんばんは。わ

たくし今年勿来工業に着任いたしました荒川真一と

～

懇親会　　　　　　１８：００～２１：００

きを話しあい、食事を兼ねて懇親会を行いました。

水 15:00

同窓会は５月に総会を終えまして、また昨日はクレ

ハ菊田会の総会にも出席してきております。私は磯

原に避難しておりましたが、自宅に戻りましてちょ

うど１年が経過しました。そしてＯＢ会の皆さんに会えるのは

理想に運営を努力しております。１６５００人の卒業生がおり

ます。その中で建築科が２０００人おりますが、建築科あって

の同窓会だと思っております。今後いろいろな資料を作成しな

の卒業式が行われました。彼らが入学した時は、震災の影響で

体育館は使用できない状態でした。それぞれの教室に入って校

内放送で入学式を行った経緯があります。体育館の工事に関わ

２６年度は若菜校長から深谷校長に

変 わ り ま し た 。 Ｏ Ｂ 会 役 員 3 人 で 校

長室へ行 き、 校長 先生 と名 刺の 交換

をして挨 拶を しま した 。福 富会 長が

2014年6月4日

１３１７名分。６人で２時間半掛けて行い、その後３０分間を
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勿来工業高校　プレハブ校舎　校長室

て、意見がたくさん出され、エルトマの２階に場所を変えて続
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今後のＯＢ会の運営に付いて話し合いました。そのことについ

福富　大祐 7 千葉　良司 10 高原　典宏

福富会長の事務所に事務局員が集まり、総会のお知らせを郵

送するため、封筒セット作業を行いました。封筒の中身は、総

会のお知らせ、事務局だより、振替票、返信はがき等６種類で

１７名となっている事。今年度５１回生の就職状況は、地元建

設会社の採用が多く、１社で２名の採用が５社あった事。また、

企業協賛、寄付、会費納入があり、これによってOＢ会の運営

が成り立っている事。それから総会案内を送付し、返信はがき

の通信欄のメッセージを５９名分まとめたので目を通していた

されて届かなかった通知が３１通、返信の連絡があったのが９

説明を行いました。今日５１回生までの建築科卒業生は１、９

６７名、物故者（届け出のある者）５２名、通知可能者１、３

がありました。５１回生の鎌田さんが出席され会員の皆さんに

計画・予算が審議され問題なく参加者の同意を頂き、議案が成

立されました。議案の内容については、事前に皆さんに郵送し

た議案書通りです。その後、小野真人さんから１０月開催予定

うすれば建築行為がスムーズに完了するかを説明して頂きまし

懇親会については会長はじめ、来賓の挨拶は全文を紹介します。

た。内容は別欄で紹介しておりますので、ご参照下さい。

だきたいとお願いした事、総会案内を１３１７通郵送し、移転 後で少し詳しく話を聞きたいと思います。それでは、本日は学

会会会会長長長長懇懇懇懇親親親親会会会会ああああいいいいささささつつつつ 皆さん、お晩でございます。

只今は第２２回総会慎重審議ありがとうございまし

た。引き続き菅田弁護士さん、貴重なお話をありが

とうございました。身に詰まる部分がありますので

紹介されました。また私（千葉）から総会資料の一部について

の第１回ＯＢ会ゴルフコンペの計画についての説明がありまし

た。また新事務局長の高原典宏さんによって、新入会員の紹介

思いますが、新しい体育館が完成しまして、今年３月に３年生

校の方から、新しい校長先生が赴任して頂いて、深谷校長先生

光栄だと思っております。皆さんの手元に資料が渡っていると

った方はこの日に間に合わせるため本当にご苦労様でした。こ

の体育館のこけら落としに大林素子さんを招いて講演会が行わ

っております。同窓会の話になりますが、「開かれた同窓会」を

れました。震災でダメージを受けながらも少しずつ復興に向か

して総会が閉会になりました。なお会長総会挨拶を紹介します。

の同窓会だと思っております。今後いろいろな資料を作成しな

がら展開して行きたいと思っております。そこで皆様にも一つ

お願いしたいのですが、現在建築中の校舎が今年１２月に完成来年卒業 の建 築科 の方 への ＯＢ 会々

をして挨 拶を しま した 。福 富会 長が

Ｏ Ｂ 会 の 活 動 内 容 を 簡 明 に 説 明 し ４通、今回の総会参加人数が４９名になった事。などの説明を

されて届かなかった通知が３１通、返信の連絡があったのが９

がとうございます。それといつものように、高瀬同窓会長、ご

校の方から、新しい校長先生が赴任して頂いて、深谷校長先生

がおいでいただいております。それから、荒川教頭先生、あり


