News 137

— 特集 —

同期会・クラス会・クラブOBOG会・卒業生活躍特集
サレジオ同窓会日本連合
宮崎役員会合とAA連合大会派遣
2016.2.27-8 林紹溢同窓会長

育英学院同窓会
定期総会＆SHCD2015報告
2015.10.31 林紹溢同窓会長
昨年秋10月31日の育英祭初日、町田サレジオ高専の学生
食堂において隔年開催の同窓会定期総会、引き続き恒例の
SHCD2015 （Salesio Home Coming Day2015）を開催した。
40名を超える正会員の出席のもと総会成立を確認後、高専
News136号に掲載した理事会承認の議案に加えて、新に理
事の中から林智(S10EA)さんを執行役員（副会長）として選出、
他の議案とともに承認された。
続いてSHCD2015 を開宴、来賓の小島高専校長の挨拶、同
窓会長歓迎挨拶、卒業生6‐10期、43期、新卒48期代表の挨
拶につづき、恩師代表野澤先生の乾杯で始まった。途中、サ
レジオ同窓会連合世界大会に出席した近松副会長のPPTによ
る報告もあり、恒例のBINGOは最後のフルモードで64GBSD
Memoryが当たった。
出席卒業生（名簿）

ドン・ボスコの風かわら版No3

2016.2.27-8の両日、日向学院（宮崎）同窓会の担当で開催さ
れた日本連合役員会合には本同窓会から林会長、河村・近
松両副会長の3名が出席し、今後の日本連合の活動充実に
ついて討議した。
今秋東チモールで開催されるアジア・オーストラリア地域代
表者会議には林会長、河村副会長を派遣、高専からはＯＢ教
職員の西野国際交流センター長(S30ID)が支援参加する。他
に卒業生から鈴木ちひろさん
（S31CS）が参加同行すること
になった。今回の議題は開発
途上国における環境問題など
もありこれらの現地報告は次
号に予定している。

H10‐16(工高)7名
S01‐05(高専)3名
S06(同)4名
S07(同)5名
S08(同)4名
S09(同)6名
S10(同)5名
S22‐38(同)3名
S48AD(新)6名
S48EE(新)5名
S48ME(新)9名
S48CS(新)7名
T&U(教職員)18名
名簿上84名であるが当日参加が40名以上あった。

右上に続く
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育英グラフィックの会報告
2015.11.14 会長 杉原文治

高専24期デザインクラス会報告
集合写真は136号
2015.12.30 幹事 菱山浩昭

2015.11.14に育英グラフィックの会の会員が参加して東京・
両国のジャパン・スリーブの見学、飯田橋のサカタインクスで
の講演を聞いた。
その後の懇親会では今回初めてサレジオ高専からデザイン
学科の4・5年生35名が合流し、印刷とデザインの話題で交流
した。これは高専が町田に移転して始めてのことで、デザイン
学生のキャリアパス形成に有益な機会になった。
これらの会合については業界紙「印刷雑誌2016（Vol99）」に
も掲載された。（その画像は136号の18頁に掲載している）

2015年12月30日に24期工業デザイン学科の同窓クラス会
＆忘年会「みんな元気かい！？」を開催しました。
この会は不定期に開催していて今回は17名が参加しました。
遠方より参加の者や卒業以来、皆と顔を会わせるのは初めて
という者もいたり、懐かしい話しで大いに盛り上がりました。残
念ながら担任の中沢勇先生は参加できませんでしたが先生
から事前にお預かりした手紙を私が代読させて頂きました。
心温まる手紙の内容に参加者皆が傾聴いたしました。今年
（2016年3月）で育英高専を卒業して丸25年が経ちました。卒
業して四半世紀、早いものです。中沢先生最後の教え子（クラ
ス）でもあり、先生の健康と皆の健康と更なる活躍を祈り楽し
い宴は夜更けまで続きました。
なお24期工業デザイン学科の方で同窓会「みんな元気か
い！？」の案内が来ない方（消息不明の方）は是非ご連絡くだ
さい。<hissy‐1107‐color@ezweb.ne.jp>
（編集担当：集合写真は136号18ページ上段をご覧ください。
写真キャプションの開催年2016は2015にお詫びして訂正いた
します。）

高専14期工業デザイン学科クラス会開催
「朝岡先生喜寿の前祝いby高専14期ID」
2016.8.6 幹事 渡辺洋一

高専5期電気工学科同期会開催
2016.8.19 幹事 井上忠昭
2016年8月19日に5回目の同期会を開催いたしました。依田、
今野先生をお迎えし若干人数は少なめですが、その分、尽き
ること無い話題とカラオケで楽しいひとときでした。
次回は忘年会，来年は同期会を開催予定です。初参加、大
歓迎ですので、案内が届きましたら日程確保の程お願い致し
ます。
・開催場所 新宿パセラリゾーツ／会食とカラオケ
・参加人数 10名
・幹事 近藤俊一，白木準三，石田誠，井上忠昭
・連絡 mailto：inota@p3222.nsk.ne.jp

我々14期デザインの1人が池尻大橋で、『旬彩和房Sato』と
いう店をやっていることから、Satoにはちょくちょく集まり同期
会をしております。料理と酒がとても美味しく、落ち着ける良い
店です。
14期デザインは低学年時の担任が、朝岡先生で高学年時
は林先生でした。朝岡先生は、もうちょいで喜寿になられると
いうことで喜寿前祝いを下記の通り行いました。当日は17名
の参加があり、先生を囲んで卒後35年の空白を埋めました。
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高専28期情報工学科1期クラス会開催
2016.7.23 報告 清水誠

高専12期電気工学科B組クラス会開催
2016.6.26 報告 飯野昭

初めてのクラス会を開催しました。それぞれの仲の良い同士で
会うことは度々あったようですが、公式には初めてです。卒業以
来21年会っていなかった友も沢山いました。在学時に担当されて
いた木戸・小出・米山各先生をはじめプレテック担任であった野
島先生にもお越し頂くことができ、もっと早く開催していれば、故
人になられた釜・岩岡両先生もお呼びできたのにとつくづく思い
ます。SNSやメールで連絡がつく限り連絡しましたが、当日集まる
ことができたのは20数名。卒業して20年も経つと様々な事情や海
外在住も居たりと、多くの方々に参加して頂くのは難しいものだな
と実感しました。久々に会った同級生を見て、ほとんど皆変わっ
てないじゃないかと最初は思ったのですが、野島先生がお持ちく
ださった入学当時の自分たちの写真と比べると、そこにはやはり
しっかりと時が流れておりました。最終的には3次会まで行われ、
昔話や近況を語り合いました。 4年後東京オリンピックの頃にま
た開催できればと思うので今回参加できなかった級友には是非
ご連絡をくださいクラスのLINEには既に25名が登録しています。

去る6月26日品川ゲートシティー大崎の「ロ・オジ」にて、卒業以
来久しぶりの岩上学級クラス会を開催しました。担任の岩上先生
は2008年2月に他界され、その時のお通夜に集まって以来の再
会と思います。入学当時、60名いたクラスメートに様々な方法
（FaceBook、メール、卒業名簿など）で所在確認を行い、41名との
連絡が取れ、23名の参加となりました。卒業して37年、いろいろ
な人生経験が聞けて、大変良かったと思います。会の後半では
大変な盛り上がりで「来年もクラス会をやろう！」との話になりまし
た。後日、行った幹事による反省会では来年も6月頃に同じ場所
で「是非、恩師の先生方にも出席いただいて開催したい。」との話
になりました。

高専20期グラフィック工学科B組 クラス会開催
2016.5.21 報告 大塩(善如寺)陽介

中学・工高16期会
2016.10.21「古希の集い」準備幹事会
2016.6.11&8.6 報告 木戸能史

5月21日、新宿歌舞伎町「花車」で井上謙先生ご夫妻を招待し
同期20名に在校生1名で開催しました。04年、06年、09年、11年、
そして今回とで5回目になります。級友の秋田氏が逝去し皆で｢元
気なうちに集まろう｣とスタートしたのが最初でした。毎回ですが
中退、ダブリ関係なく級友として参集してもらっています。今回は
今年3月に退職された井上先生に｢お疲れ様｣との趣旨でしたの
で在校生(級友の娘さん)も参加し、普段から気持ちだけは若いは
ずのメンバーが在校生の登場で経年を｢もろ｣に肌で感じてしまい
ました(^0^;)。卒業から30年の丁度50歳、社会的責任も大きくなり
｢大いに騒ぐ｣事が出来ました。
8.14に級友の一人榊和博氏が急逝されご冥福を祈ります。次回
は18年5月予定。級友は永久幹事の私にご連絡ください。
善如寺（明石在住）

去る6月11日、8月6日下井草「庄や」において中学・工高16期同
期会の幹事が集合、2006年の還暦の集いに続いて10年後の
2016年10月21日、芝パークホテルで「古希の集い」を開催するこ
とを決定。「還暦の集い」の時も50名近くが出席したので今回もそ
れを目標に案内し、幹事団も次回「傘寿」は難しいということで出
席を呼びかけている。中工16期は在席274名中144名が不明、こ
れも消息を伝えるようBBSにも掲載。幹事会写真は6.11のもの
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高専バレーボール部OB会結成
該当する皆さん・・・連絡を！
2016.4.21 幹事 須藤一彦

高専28期電気工学科同期会開催
2016.4.29 報告 田口美幸

高専12期グラフィック卒の須藤一彦と申します。
現在高専バレーボール部のOB会を結成しようと計画しており
ます。是非該当される方は当方までご連絡ください。
須藤一彦（S12GB31）
Mailto: kuma19golf@yahoo.co.jp

工高12期印刷科(S36年卒)の仲間たち、
熱海の集い開催
2016.4.24-25 報告 澤田一・加藤多津生

2016年4月29日に新宿プリンスホテルおいて第28期電気工
学科の同窓会を開催しました。高橋良夫先生（元気ですよ）と
18名の仲間が集合し、久しぶりの再会をはたしました。卒業後
21年が経過し、会場に入ってきたときに、えっ誰！と思う者が
現れたりして会が始まる前から盛り上がりを見せました。高橋
先生の乾杯により会が始まると皆学生時代に戻ったように楽
しく過ごしていましたが依田先生が保管していた4年生の研修
旅行の写真を頂き、それを皆で見始めると歳の経過を実感し
てしましました。今回は開催に当たりＧＷということで、都合の
つかない方が多くいたので会の中で、今年の年末12月30日
18時より、新宿プリンスホテルにて再度同期会を開催すること
が決定しています。問い合わせは当方へ！

去る4月24日～25日、熱海市居住の澤田一氏の企画により
工高12期印刷科の仲間が「KKRホテル熱海」に集いました。
参加者はA組（宮崎担任）、B組（近藤担任）の有志16名、杉
並の地から巣立って早58年の年月が過ぎ、気が付けば70を
超えて喜寿も間近、103名の在籍のうち8名がご逝去、11名が
病気療養中です。会場では澤田幹事の挨拶に続き逝去され
た恩師や級友に黙祷、しかし出席した仲間はいたって元気で
夜遅くまで旧交を温め、語り尽くせない想い出に暫し時を忘れ
ての交流となりました。

ワンダーフォーゲル部
49期新人OB歓迎会開催
2016.3.26 報告 藤谷宏
3月卒業生送り出す季節、当部OBOG会は49期3名の新人
OB諸君を迎え、162名の会員に現元顧問8名を加え新宿美祿
亭において恒例の新人歓迎会が開かれた。今回は親子2世
代のメンバーも出席し、伝統の証となりました。来年2017年に
は創部50周年を迎えて記念植樹・会合を母校で開催予定で
す。会員の皆様の出席を期待します。今回は河村(1)、木原・
加藤(3)、小澤(4)、藤谷(7)、島崎(8)、町田(12)、草野(13)、小森
(14)、勝又・井原(18)、木村(27)、小林(42)、春山(48)、青山・勝
又・能勢(49)の17名でした（）内は卒期で敬称略しました。

高専7期電気工学科同期会新年会開催
2016.1.30 報告 長島清
高専7期、電気電子合同の新年会を恒例の四谷三丁目の池
田屋で開きました。この期は2014中に還暦を迎えており、前
回の会合から数年を経て皆の近況を報告しあい、互いの息災
を喜びました。
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写真部OB会「第3回新人歓迎会」と
「第2回総会」を同時開催
2016.3.19 幹事長 小泉貴志

高専1期「駒田会」開催
2015.10.18 報告 山下隆雄

3月19日（土）銀座「香季庵」にて、新ＯＢ＆ＯＧ歓迎会と第２
回総会を開催しました。
5名の新人ＯＢの卒業と新しい門出を祝うために、三浦、川
本両歴代顧問、冨田現顧問をはじめ40名近いＯＢが集いまし
た。歓迎会前に２回目の総会を開催し、新役員の改選と承認
をいただきました。新会長は高専11期GA卒の千葉達也ＯＢに
なりました。歓迎会終了後は、会場近くの「EIZO銀座ショー
ルーム」で開催されていた、サレジオ高専写真部校外展示に
足を運び現役部員と交流する有意義な時間を過ごしました。

昨年10月18日、東京池袋の「だんまや水産とメトロポリタン」
で恒例の駒田会を高専1期有志で開きました。遠路からの友
もあり、共に再会を祝い、酒を飲み、語らい、くつろぎました。
依田先生も参加され若かったあの頃を思い出し、今も気持ち
だけは若く元気であることを確認しました。参加は飯田、三木、
道善、河村、石井、喜多島、野原、堀野、水谷、稲葉、中村、
山下の皆さんでした。（編集注：高専初期に応用物理を教えた
故駒田先生を囲む会からスタートした会合）

野原節雄氏(S01E)の事業展開進む
内陸におけるエビ養殖事業
2016.8 同窓会報編集担当
高専10期電気工学科A組クラス会開催
2016.1.11 報告 林 智
2016年1月11日(成人の日)17時から池袋駅西口土間土間で
卒業以来39年ぶりにクラス会が開かれました。
手分けして連絡を取り合い15人が集まりました。これまで10
人以上が一堂に会したことはなかったと思います。久しぶりに
再会しても、直ぐに昔に戻れるって素晴らしいですね。楽しい
時間を過ごしました。来年にはとうとう還暦を迎えます。

かねて同窓会報でも既報の野原さんの事業は開始後10年
を経て平成25年には株式会社IMTとして軌道にのり現在「妙
高ゆきエビ」のブランドで商品化され高品質な小型エビとして
有名ホテルの食材としても使われている。既に農産物生産技
術として表彰、特許も取得し、モンゴルなど海外進出が試みら
れている。マスコミ報道でもテレビ東京の「ガイアの夜明け」で
特集され、絶賛されている。野原さんは54歳の時に卒業後34
年働いた大手建設会社を退職しこの事業を始められた。
「養殖エビ 野原」で検索するとヒットする。
IMTエンジニアリング社広報誌
AgriGARAGEVol003から
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杉島一男氏(S02D)プロデュースの作品「漆灯」
東京から世界へ(NHKで放映)
2016.7 同窓会報編集担当
前デザイン学科教授であった杉島先生と卒業生の新樂君（S47AD)がデザイン制作に係わった作品が漆職人の安宅さんによって
形になり、この紹介がNHK「ひるまえねっと」で7.27放映されました。
昨年よりMODS DESIGNとして取り組んできました東京都振興公社(城東支社)「伝統工芸支援プロジェクト」において、漆職人(安
宅さん)とコラボした「漆灯（うるしび）」という照明器具が最終選考で選ばれ、東京都振興公社支援のもとで販売されることになりま
した。それに伴い、国内外の様々な展示会に出品されることになりました。詳しくは下記サイトでご覧頂けます。
http://www.mods‐design.net

育英学院同窓会ホームページが
高専サイトから独立！更新が迅速に。
新サイトURLは http://www.ikueigakuin-doskai.org/

故溝部脩師通夜・葬儀・追悼
2016.4.9 サレジオ同窓会日本連合事務局提供

2016.9.13からサレジオ高専のホームページがスマホ時代に
対応して全面リニューアルした。これに伴い、育英学院同窓会
のホームページが独立し、新たなドメイン（上記）を取得し、最
新情報に更新して仮オープンした。現状では高専サイトのイ
メージの継続であるがいずれOBOGの協力も得てリニューア
ルしたいと考えている。（事務局）

去る2016.2.29フランシスコ・ザビエル溝部脩司教の逝去にあ
たり、サレジオ会日本管区では4月9日カトリック碑文谷教会聖
堂があふれる参列者のもと追悼ミサを行いました。
詳報：溝部師略歴・通夜葬儀等は下記リンクをご覧ください。

サレジオ会日本管区HPニュース
http://salesians.jp/news/14785.html

なお、高松での通夜・葬儀には、サレジオ同窓会日本連合とし
て生花と電報を事務局より手配し、育英学院同窓会は会長名
で弔電を送りご冥福を祈りました。
溝部司教様に感謝を込め、永遠の安息を！
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