
No. 氏名 所属 通信欄

1 深谷茂樹様 校長 総会開催おめでとうございます。

2 高梨哲夫様 教頭

建築科ＯＢ会、第２２会総会、おめでとうございます。法事のため欠席させていただきます。益々

の会の発展をお祈りしております。

3 荒川俊一様 教頭 第２２会総会のご開催にあたり、心よりお祝い申し上げます。

4 寺島弘幸様 建築科長 大会のため申し訳ありません。

5 佐藤秀生様 １年担任 私用により欠席いたします。申し訳ありません。

6 金子亜希子様 ２年担任

お世話になっております。総会の出欠についてご連絡いたします。期日を大幅に過ぎてしまい申し

訳ありません。

7 吉田智洋様 建築担当

出席したいのですが6/28(土)～6/29(日)はポリテクセンター千葉にて研修中のため欠席となりま

す。

8 飯塚　誠様 建築担当 部活動の為に都合をつけることが出来ず申し訳ありません。

9 高瀬善溢様 同窓会会長 ご支援、ご協力に感謝致します。

No. 回生 氏名 現住所 通信欄

1 1 小野　奉信 神奈川 総会大変おめでとうございます。

2 1 櫛田　常雄 いわき ご苦労様です。宜しくお願い致します。

3 1 箱崎　征孝 宮城

事務局だよりの校舎全体写真を見て、第１期生時代の校舎が残っている姿を、なつかしく思いまし

た。今回も都合により出席できませんが、仙台から応援しています。

4 2 荒木　五郎 神奈川 町内行事のため欠席します。

5 2 鈴木　公男 千葉

幹事の皆様ご苦労様です。小生㈱大林組を６４才で無事卒業して早、３年を過ぎました。現在週１

回のゴルフプレーを楽しみに。東京地方裁判所の建築専門調停委員を務めています。又、某会社の

取締役をしていまして、何かと忙しい毎日を元気に過ごしています。富樫先生にお会い出来ること

を楽しみにしています。

6 2 田中　幸夫 いわき 予定が重なり出席できません。盛会を願います。

7 3 太田　　功 いわき 6月28日、29日　社員旅行につき出席できません。事務局の御苦労お察ししています。

8 3 神永　辰雄 いわき 事務局ご苦労様です。皆様方のご健康をお祈り致します。

9 3 北郷　哲夫 いわき ご苦労様です。

10 3 佐藤　文夫 埼玉

都合がつかず申し訳ありません。皆様の御建助お祈り致します。東京では３回生の集会は時々あり

ます。

11 3 戸崎　　孝 東京 都合により出席できません。66歳になります。年金生活です。老人クラブ等に入っています。

12 3 早坂　之孝 いわき 事務局の皆様いつもご苦労様です。調整ができず参加できません。申し訳ありません。

13 4 佐藤  康夫 いわき 事務局の皆様ご苦労様です。所用のため欠席いたします。皆様へよろしくお伝えください。

14 4 鈴木  茂信 いわき ご苦労様です！郡山で会議があり、総会は遅れますがその後は出席します。寄付金小額ですが送ります。

15 4 矢島  定雄　 茨城 すみません。病気のため欠席します。会費は振り込みます。

16 4 渡辺  忠敬 いわき 事務局には活動お疲れさま。

17 4 藁谷  一夫 埼玉 業務多忙。申し訳ありません。

18 5 酒井　　晃 いわき 申し訳ありません。急用のため欠席です。

19 5 船山  二郎 -

建築科ＯＢ会には過去一度も出席していません。今後も出席する予定はありません。諸行事等の案

内は不要です。通信費等の軽減に努めてください。

20 6 植木  雄二 埼玉 まだ現役で働いています。休みが取れず申し訳ありませんが欠席させていただきます。

21 6 坂本　　栄 千葉

執行部及び幹事の皆様、色々と忙しい中、大変ご苦労様です。同封の事務局だより、楽しく拝見さ

せていただきました。都合により総会には出席できませんが、今後とも宜しくお願い致します。

22 6 清水  徳男 東京 皆様によろしくお伝えいただければ幸いです。

23 6 高橋  貞徳 いわき 仕事に寄り欠席させてもらいます。ご苦労様です。

24 6 仲居  二郎 いわき 事務局ご苦労様です。今年も宜しくお願いします。

25 6 斉藤　隆夫 いわき ご苦労様です。

26 7 佐川　　旭 千葉

今年は設計活動以外に飯舘村の復興委員、座長、そして大学では建築を通して人づくりを行ってい

ます。ＯＢ会の益々のご発展を祈念しております。

27 7 谷平　文男 栃木 毎年ご苦労様です。

28 7 福富　大祐 いわき ご苦労様です。会の新しい運営のあり方を考えていきましょう。

29 8 柏原　正治 茨城 今後共、宜しくお願い致します。

30 8 白幡　　康 いわき ご苦労様です。欠席、申し訳ありません。

31 8 土田　利夫 いわき 御苦労さまです。ＯＢ会復帰までもう少し時間をください。良ろしくお願い致します。

32 10 鈴木　秀明 いわき 今回初めて総会に出席させて頂きます。何卒宜しくお願いします。

33 11 小野　光洋 新潟 仕事の関係で欠席いたします。

34 11 薗辺　和久 福島 役員の皆様、ご苦労様です。宜しくお願いします。

35 12 佐川　裕紀 いわき 6/28(土)～6/29(日)野球大会と重なり欠席します。

36 12 佐藤　敏男 いわき ご苦労様でした。よろしくお願いします。

37 12 吉成　光三 埼玉

ご苦労様です。昨年より長野市内で長野市民会館建設工事に参加しています。皆様のご健勝をお祈

り致します。勤務先を変更願います。建築研究所　結城

38 13 高木　英淑 いわき

常磐道除染のあと、大成、五洋、日本国土ＪＶ南相馬除染その①工事に相変わらず、朝早く、夜遅

い毎日です。福富先輩からの依頼の件も思うように出来ず申し訳ありません。富樫先生、諸先輩に

よろしくお伝えください。

39 18 鈴木　　忍 いわき

大変お世話になっております。４月より茨城県つくば市関東支店勤務を命ぜられました。今回3回目

の単身赴任です。

40 19 大谷　信幸 いわき よろしくお願いします。

41 21 四家　康正 いわき 返信遅くなり申し訳ありません。受付準備がんばります。写真もでしたね。

42 24 蛭田　征子 いわき

いつも事務局のまとめ感謝申し上げます。返信日1日遅くなりましたが総会、講演会、懇親会参加さ

せていただきます。よろしくお願い致します。

43 32 金成　浩弥 いわき 仕事上、出席できずすみません。よろしくお願い致します。

44 35 安齋　浩史 いわき 仕事により欠席いたします。皆様のご健康お祈り致します。

45 40 小野　太一郎 いわき 平成２６年第２２回総会４０回生から２名参加します。

46 42 荒川　憲 いわき 仕事の為参加できません。申し訳ございません。

47 46 小澤　研太 いわき 現住所は埼玉です。いつもご苦労様です。仕事のため、欠席いたします。

48 48 緑川　嘉記 いわき

６月２８日の懇親会に出席させていただきます。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたし

ます。

49 51 川邉　佑哉 茨城 卒業後、栃木県に就職しました。その為都合により欠席いたします。

50 51 山野邉　建 いわき 学校の行事のため欠席いたします。


