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る事務局だよりでありますので、プロのような文書は一生書け

ませんが、先輩が創刊したものを途中から引き継ぎ２２号まで

続けることができました。返信はがきのメッセージを呼んで、

いつもＯＢ会に対して関心を持っていただいていることを思う

と、作成する側としてとても励みになります。箱崎さんを例に

出しましたが、参加できないけれどもＯＢ会に対する思いをメ

ッセージにして送ってくる会員がたくさんいらっしゃいます。

今後は返信はがきのメッセージはもらえなくなりました。総会

の日程の連絡は今後、今回の形でしばらく続くと思います。こ

勿来工業高等学校建築科ＯＢ会 発行日 制作 発行者

平成29年4月1日 いわき市石森二丁目1-13 勿来工業高等学校

ました。私は１年間を通してＯＢ会の行った行事を会員に伝え

たいと言う一心で事務局だよりを作成しています。素人がつく

と励ましのお言葉であり、事務局だよりを読んでの感想であり

事務局だより
事務局　千葉良司 建築科ＯＢ会

第 23 号
TEL 0246-35-0631

会長　福富大祐
FAX 0246-35-0632

読み上げました。読み上げた後に、嵐さんが、「育成基金積み立

1 幹事会 2016年5月11日 労働福祉会館 7 名 て証書預かっているが、毎年利息が付く。利息を確認して、そ

No. 行事名 日付 場所 参加者

名 の金額を後日事務局に知らせます。」と言った。その他、会計監

3 幹事会 2016年10月19日 労働福祉会館 8 名 査報告、事業計画、次年度予算の確認作業をしました。

2 総会 2016年6月25日 いわきワシントンホテル 53

名 平成28年度　第２４回勿工建築科ＯＢ会総会
5 新年会 2017年2月4日 ホテル　ミドリ 11 名

総会参加者
平成28年6月25日（土）17:00～20:30

6 設計コンペ審査会 2017年2月11日 ノア・アーキテクツ 6 名

4 ゴルフコンペ 2016年10月23日 小名浜カントリークラブ 45

いわきワシントンホテル3階

7 同上表彰式 2017年2月28日 勿来工業新校舎会議室 7 名
来
賓

富樫要次様 元建築科長 富樫　実様 校長

************No.1幹事会************* 荒川俊一様 教頭 松崎彰彦様 教頭

幹事会
平成28年5月11日（水）18：00～20：00 高瀬善溢様 同窓会会長 来賓５名+会員50名＝計55名

いわき市平　労働福祉会館　会議室

Ｏ
Ｂ
会
々
員

片寄　元橘 本田　　傳 志賀　利光 大井川　久 緑川　　章

嵐繁雄 6 福富大祐 櫛田　常雄 鈴木  茂信 福富　大祐 渡辺　  久 渡辺　善智7 千葉良司 10 渡辺久 11

柏原　正治 安齋　健治 渡辺　法広

５月１１日午後６時からいわき市平の労働福祉会館３階会議 高木　重俊 渡辺  忠敬 小野　真人 佐藤　敏男 四家　康正

31 鈴木　正吉 高杉  吉正高原典宏 14 四家康正 21 佐藤則之

橋本　浩喜

長は、この日のために幹事１１０名に連絡をし、そして今回の 真石　和男 小林　　仁 佐久間一弥 高原　典宏 中野　　修

室で平成２８年度最初の幹事会が開催されました。高原事務局 箱崎　征孝 酒井　　晃 鈴木　俊美 峯村　康三

佐藤　則之

ての幹事会が始まりました。福富会長が挨拶をした後、平成２ 渡辺　嘉孝 高橋  貞徳 鈴木　秀明 佐藤　博史 小野　太一郎

幹事会に参加したのは、７名でした。予定時間より１５分遅れ 山口　妍一 嵐　　繁雄 佐藤　政春 遠藤　　誠

緑川　嘉記

今年からＯＢ会の会員全員へのお知らせはせずに、１回生から 北郷　哲夫 石山　圭一 猪狩　  孝 田中　英正 上遠野莉久

８年度、第２４回総会についての話し合いがおこなわれました。 太田　　功 田口  孝夫 千葉　良司 鈴木　　忍

しました。各回生にお知らせをする内容について話し合いまし なった。６月２５日、いわき市平ワシントンホテル３階で第２

た。ハガキにするか、封書にするか。案内文を書いただけでハ ４回勿工建築科ＯＢ会総会が行われた。ＯＢ会役員は、総会開

ガキの大きさは飽和してしまう。幹事に伝えたいことを話し合 始１時間前の午後４時に、３階ホールに集合した。役員が準備

５３回生の幹事、各回生約２名へ連絡をして、幹事が回生ごと

総会報告
周辺は田植えも終わり、苗が育ち始め

にとりまとめ、最終的に高原事務局長がまとめるという流れに 水面が見えないほどの緑に映えた季節と

りファックスなどで連絡する。事務局だよりは、いつの時点で セルや、急な参加申し込みなどで、事務局のまとめ役が苦労し

渡すべきかを話し合いました。総会参加者は毎年５０名程度に ている様子がうかがえたが、５５名の参加者を集めることがで

なる。総会案内の封筒に同封すれば１１０名分の印刷が必要に きたようだ。懇親会の会費を受け付けるための出席者リストと、

ってみました。案内文を作成して、回生ごとの名簿も同封し、 した資料や備品など、受付用の机に並べる準備を始めた。Ａ４

幹事が名簿を参考に同級生に参加、不参加の確認をする。参加 用紙資料が入るほどの封筒が、総会に出席する人数分を１０人

者は名簿に丸を付けて、氏名と人数をまとめ事務局長へ郵送な ごとに仕分けして受付用の机に並べた。当日まで、急なキャン

文と回生ごとの名簿と事務局だよりを同封して郵送することに 整った。会場内は、総会と懇親会が別々に設置されていた。１

決まりました。昨年まで同封していた、未納会費や寄付金の伝 つのホールは、衝立を使い二つに区切り、入り口に近い方を総

票は同封しないことになりました。今年から運営費の元になる 会会場とし、奥を懇親会会場に準備されていた。総会会場には、

なる。昨年は１３００名以上に通知を出し、その通知に事務局 記載するための筆記用具を机に準備する。受付を担当するのは、

だよりを同封していた。今年は桁違いに少ないが、同封する方 会計の２５回生の橋本浩喜さん、３１回生の佐藤則之さん、そ

がいいと言うことになりました。最終的に総会の案内は、案内 して２１回生の四家康正さんも応援に加わっての受付の体制が

るという流れを考えました。通知の件については、大筋でまと には総会進行の議長席、反対側には司会のための立ち席専用の

まりました。続いて総会の資料の内容を確認する作業になりま 机が準備されていた。執行部席には、会長と事務局長が座り、

した。総会冊子の中身を読み上げて、皆に確認を取ってもらう。 会計役と監査役は、会員席の前列に座り、そして総会の準備が

収入の集金手段が無くなってしまうわけですが、それをどう補 ＯＢ会会員用の５人掛けのテーブルが１列３テーブルで３列に

うかが今後の課題となりました。総会当日振込票を参加者に配 セットされ、テーブルの上にはクロスが敷かれ、水の入ったコ

布して総会当日、その時の現金に余裕のある方には協力を求め ップが席数分準備されていた。前面には、執行部席の机、中央

している１１回生の渡辺久さん。高原さんは「渡辺さん議長宜 され審議された。２８年度事業計画、収支予算が提案され審議

しくお願いします」と確認を取りました。２ページ目は、２７ された。全てにおいて意義、質問等が無く、審議が可決された。

目的は、内容の確認が大事であるが、予行演習にもなる。とい 整った。１８回生、鈴木忍さんの司会で総会が進行していった。

うことで確認作業が始まりました。１ページ目を捲ると総会次 会長が挨拶（後記全文紹介）を行い、１１回生、渡辺久さんの

第の内容がある。司会者、会長挨拶、議長、閉会宣言の役割分 議長役で第１号議案から第４号議案の議事について報告が行わ

の３１回生の佐藤則之さんが収入と支出の予算、決算、増減を 詳しく後記に紹介しております。

ＯＢ会会長　福富大祐さん　総会ご挨拶

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５３回生となり、会員数も２０３６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。今年からは、会員数も２０００名を超えたため、昨年の総

会でお願いして、幹事の皆様に会員参加の集約をお願いしたと

ころですが、幹事の皆様には新しいシステムに尽力いただき感

謝申し上げます。さて震災を挟んで改築中だった母校、勿来工

業高校も全部の建物が完成し、昨年は旧校舎の解体も終わって、

全てが竣工しました。旧校舎で学んだ私たちにとっては、感慨

深く一抹の寂しさも感じましたが、多くのＯＢ会の先輩諸兄が

携わったこの立派な建築を見て、新たな母校の歴史の幕が開か

れていくことを実感した次第でもありました。また、総会通知

年度事業報告。これは事務局長が報告する仕事で、高原さんが 議事進行役の渡辺さんは役を終え、退席すると総会閉会の言葉

６つの行事と日付と場所と参加人数を読み上げて、問題なし。 （後記全文紹介）を１０回生千葉良司が行った。総会を終え、

３ページ目は決算報告。この幹事会に出席している、会計担当 １０分休憩後懇親会が開催された。懇親会の様子については、

担を確認ました。議長は毎年同じであるが、この幹事会に参加 れた。２７年度事業報告、収支決算報告、会計監査報告が報告

これまでになく生徒の意識が意欲的で力強い作品が多かった実

感もありましたし、何か、大きな震災という経験を経て、若い

新しい力が芽生えてきているとも感じました。総会資料でもお

解かりのとおり、一時期よりも地元の建設関係へ就職する生徒 こで一つお願いがありますが、全員通知の時は、振込取扱票を

でもお知らせしたところですが、富樫先生の長男、富樫実先生

が母校の校長として赴任して来られました。驚きとともに嬉し

さも感じたところですが、そういう意味でも、建築科の５０年

の歴史と新たな時代の幕開け、といいますか、時代の変遷を感

じるところでもありました。昨年の卒業生の設計コンペでも、

す。さて、またしても、九州地方がこれまでの経験則を超える て頂いているこの機会に呼びかけることが唯一の手段でありま

震度の大地震にみまわれ、基準強度に関する構造法令の改正も す。振込取扱票が同封してあります。協賛を呼びかけるメッセ

聞こえてまいります。疲れを癒す間もなく、建設業界がまた、 ージも入っています。本日余裕のある方は、現金を受け付けま

が飛躍的に増えております。こうした後輩が身近に巣立ってい 同封させていただきまして、ＯＢ会に強い関心のある方には、

っておりますので、先輩の皆様には、改めて、同胞の後輩には 寄付や会費を送金して頂いていました。その手段が今後無くな

温かい言葉と助言を与えていただきますよう、お願いしたしま り、運営に必要な収入の方法が無くなりました。総会に参加し

あり、あらためて総会への参加を、御礼申し上げます。簡単で めを行って会場の準備を行った高原事務局長同級生への連絡を

はありますが、会員の皆様の、ＯＢ会への変わらぬご厚情に感 していただきました各回生の幹事の方、そしてそれに応えて参

謝しつつ、総会の挨拶といたします。 加をしていただいた会員の皆様このような総会ができたことを

大きな変化を求められる予感がするところではありますが、明 す。帰宅してから振り込んでいただいても結構ですので、どう

日への栄養補給として、一年に一度、こうして先輩・後輩が集 か協力をしていただきたいと思います。それから総会を開催す

って、語り合うことができますことを、力強く感じるところで るにあたって何か月も前から準備に携わった役員の方取りまと

りがとうございました。これをもちまして第２４回勿工建築科

ＯＢ会総会を終了いたします。１０分の休憩の間に懇親会の会

場準備を整えますので、その後で懇親会を楽しんで頂きたいと

　閉会のことば 10回生　千葉良司
感謝いたしております。毎年、毎年会員が総会に参加してのＯ

Ｂ会であります。参加者の多くは地元在住ですが、遠方からお

越しいただいた方も含めましてお礼を申したいと思います。あ

思います。一端、会場を出ましてホールでお待ちください。

懇親会　司会１２回生　佐藤敏男さん

最初に福富会長からご挨拶をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

千葉副会長が総会の最後に、自分の思いも半分、会の実情も半

分、心に響く話がありましたが、全くその通りでまさに、今回

の状況は、幹事の皆さんに会員を集めてもらうという試みをし

ＯＢ会会長　福富大祐さん懇親会ご挨拶

皆様、お晩でございます。会員の皆様には、

先ほど総会慎重審議ありがとうございました。

1 2

ざいます。この後来賓の方にご挨拶をいただきますが、冨樫実

校長先生は、冨樫先生の息子さんであります。勿来工業高校の

校長先生ということでお越しいただいておりますが親子２代で

ました。心配をしましたけれども、大変尽力していただいて、

多くの方に集まっていただきました。特に１回生８名参加とい

うことで遠方からお越しいただき今日は本当にありがとうご


