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　県内はもとより、全国各

地域あるいは地球規模でご

活躍されている同窓、金砂

会の皆様が母校と同窓会に

寄せられる思いに対しまし

て、心より敬意と感謝を申

し上げます。

　例年にもまして、暑い熱い夏を過ごした秋田

県でしたが、最大の要因は県民にとどまらず日

本中を巻き込んだ、金足農業野球部の甲子園で

の大活躍です。県民栄誉賞の栄誉に輝いた若者

の挑戦に心より敬意と感謝を申し上げます。

　我が母校のシンボルでもあるラグビー部も、

近年の教育環境や人口問題により残念ながら全

国優勝からは遠のいてはいますが、同じような

環境で部活動を続け、目標に向かってトライす

る姿は秋工生のみならず、全ての高校生に対し

て大きな励みになったと思います。

　我々卒業生も、秋田工業高校生が鍛錬し挑戦

する姿に関心を持ち、明日を担う同窓会員とな

るであろう、母校の後輩にご支援ご声援を頂き

たいと思います。

秋田の暑い熱い夏 同窓会長 工藤　嘉範（昭和５１年土木科卒）

（パース図提供）
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実習棟（Ｂ棟）改修・耐震工事

実習棟（Ｃ棟）改修工事

校舎棟建築工事

部室棟解体・建築

外周走路・水路整備工事

2期解体Ａ工区 2期解体Ｂ・Ｃ工区

2期外構A（中央通路・校舎周辺） 2期外構B（西側）

セミナーハウス建築工事

自転車置き場建築工事Ａ・Ｂ

同窓会館改築工事

多目的運動場整備工事

平成28年度 平成29年度 平成30年度
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 12 1 2 34 5 6 7 8 9 10 114 5 6 7 8 9 10 11

　同窓会の皆様には、日ごろより

本校の教育活動に対し御理解と

御協力をいただいておりますこ

とに心より感謝申し上げます。

　今年度も、いくつかの同窓会の

支部・部会に参加させていただき

ました。その中で同窓生の皆さん

のパワー、母校への想い、母校へ

の期待をひしひしと感じてきま

した。職員・生徒一同とも、数多くの同窓生の皆さん

の期待に応えるべく頑張っております。

　平成二十五年度から着手して参りました校舎改築事

業については、完成年度を迎えました。既に校舎棟や

実習棟は完成し、生徒たちは広々とした素晴らしい環

境の新しい校舎で学習や実習そして部活動に元気に取

り組んでおります。現在は多目的グランド（サッカー、

軟式野球）、金砂会館（同窓会館）、セミナーハウスの

建設工事が同時進行で行われています。また、新しい

正門も設置されました。これまでの正門に設置されて

いた校名のプレートは金砂会館で保管する予定になっ

ております。今後外構工事等を含め年度内には完成す

る予定となっております。

　この恵まれた環境をフルに活用して、秋田工業高等

学校における教育活動の充実、発展に努めて参ります

ので同窓会の皆様の変わらぬ御支援、御協力をお願い

申し上げます。

　同窓会の皆様には、日頃、本校

の教育活動については御理解と

御支援をいただき、心より感謝申

し上げます。

　今年度、教頭として赴任しまし

た高久英夫（たかくひでお）と申

します。

　赴任以来、教師魂を強く揺さぶ

るものがここにはあります。まず

は、輝かしい数々の実績と人財輩出を重ねてきた百十

余年の伝統の重さです。次に、そこから大きなパワー

をいただきながら、高い志と熱意をもって学校生活を

謳歌する現役生の活躍ぶりです。さらには、秋工の教

育を未来に繋げる、県内随一と言ってよいキャンパス

環境です。まさに「他に類を見ない学校」と感じてい

ます。

　この唯一無二の学校に縁あって入学してくれた生徒

諸君には、密度の濃い学校生活を楽しみながら、「秋

工生らしさ」を染みこませて巣立ってほしいと考えま

す。世界のどこにいても、その立ち振る舞いに、「も

しやあなたは秋工出身ではないか ?」と聞かれるくら

いの。

　きらきらと輝く「個性」とともに、諸先輩方と同じ「秋

工スピリッツ」が体から滲み出るような人間を育てら

れるよう、微力ながら精進いたします。よろしくお願

いいたします。

校長先生ご挨拶　校長　有坂　俊吉

新任教頭先生ご挨拶　教頭　高久　英夫

校舎改築工程表

2



　電気自動車の省エネレース「2018 ワールド・エコノ・ムーブ」の本戦が５月５日、大潟村のソーラースポー

ツラインで行われた。秋田工業高校が燃料電池部門で５連覇を達成したほか、鉛蓄電池部門ジュニアクラスも

制した。同部門オープンクラスは「Zero to Darwin Project」（東京）が優勝した。大会は村などでつくる組織

委員会の主催。

　燃料電池部門に３台、鉛蓄電池部門に 37 台（うちジュニアクラス 17 台）が出場。１周６キロのコースを周

回し、制限時間２時間での走行距離を競った。また、本戦前のミニカートによるライト部門には５台が出場し、

1.1 キロのコースを 45 分間周回した。この日はやや風が強かったが、各チームとも無事に完走した。

　秋田工高は燃料電池、鉛蓄電池の両部門とも順調に距離を伸ばした。燃料電池部門のマシンでドライバーを

務めたの２年生の佐藤太一さん（17）は「チーム一丸となって優勝を果たせた。改良し、来年は６連覇を狙い

たい」と話した。

上位入賞者と県勢の結果は次の通り。

【燃料電池部門】

　①秋田工高　34.744㎞

　②都産技研（東京）

　③神奈川工科大ＥＶエコランプロジェクト

　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川）

【鉛蓄電池部門】

〈オープンクラス〉

　① Zero to Darwin Project　91.694㎞（東京）

　② firststepAISINAW（愛知）

　③ teamEVF（大阪）

　⑧いでは（横手市）

　⑬ S・E・I・M（由利本荘市）

〈ジュニアクラス〉

　①秋田工高　73.978㎞

　②由利工高

　③渋川工高（群馬）

　⑧秋田高専エコレース部

　⑨大曲工高

　⑩大館桂桜高工作部Ａ

　⑪湯沢翔北高

　⑫大館桂桜高工作部Ｂ

　⑭男鹿工高

【ライト部門】

　①小野塚レーシングＺ

　　　　　　　　（群馬）

　②東海大チャレンジ

　　センター（神奈川）

　③横手清陵学院

　大潟村「ワールド・エコノ・ムーブ」

秋田工高（燃料電池部門）５連覇！
ジュニア鉛蓄電池も制す　
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　佐忠先生が天国に召されてから早いもので 13 年になる。母校に赴任さ

れたのは昭和 2６ 年、監督をお辞めになったのが昭和 4６ 年、20 年間もの

長い間グランドで情熱を燃やし続け高校ラグビーの牽引者として数々の

功績を残された。監督として全国制覇８回、国体優勝 12 回、また数多く

の名プレイヤーを輩出された。

　グランドでの佐忠先生は妥協を許さない完全主義者であった。先生が

グランドで指導されている時は息を抜く事ができなかった。グランドでは『完全燃焼』を

目指し『精魂尽くす』事を徹底されていた。実力のあるプレーヤーであればあるほど厳し

く指導されていた。自惚れを許さなかったのである。高校生らしい基本に忠実なそしてひ

たむきなプレーを選手に求め続け派手なプレーを極端に嫌っておられた。

　秋工ラグビー部の歴史は、スクラムとタックルによって創り上げたと言っても

過言では無い。佐忠先生のスクラム練習は、言葉で言い表す事が出来ない程の厳

しさであった。また先生が考案されたドリブルセービングという練習があった。

フォワード８人がドリブルで前進し、バックスがセービングで前進を阻止する。

ラックが成立した後にフォワードがサイド攻撃を仕掛ける。その攻撃にバックス

が激しいタックルで応戦するのである。フォワードとバックスの意地の張り合い

であり、実践よりもはるかに激しい練習であった。秋工フォワードのドリブルの

コントロール、激しく低いラック、フランカー陣の出足、フォワード８人の前へ

の意識などが要請されていったのである。またバックスもこの練習では一発必殺

のタックルが要求され大きなプレーヤーに対する恐怖心がとりのぞかれ、激しい

タックルが習慣づけられていったのである。このような練習があったからこそ基

本に忠実なチームが出来上がり、長い間秋工ラグビーが多くの方々に感動していただけたと思う。

　私が高校入学時に 33 名の部員が入ったが卒業時には僅か６人になっていた。３年生の全国大会の県予選で

秋田高校に３－３（当時はトライもＰＧも３点）の抽選負けし、傷心の思いで佐忠先生のご指導に報いる事が

出来ずに卒業した。私の人生で最も辛い体験だった。しかし、佐忠先生から

日本一激しく厳しいご指導頂いたことに誇りを持っている。私のような者が

法政大学に進学し、早法時代と言われた一時期にプレーヤーとして秩父宮で

プレーできたのも佐忠先生から秋工ラグビーという誇りを与えて頂いたから

こそと深く感謝している。秋工ラグビーの 1６ 度目の全国制覇を佐忠先生の墓

前に報告出来る日が来る事を信じている。

「我が心の恩師」では、皆さんと先生との懐かしい思い出話を募集いたします。

秋工同窓会・広報委員会宛に原稿をお寄せください。委員会担当者よりご連絡いたします。

E-mail : info@akiko-dosokai.org　　FAX : 018-864-6677

精魂尽くして颯爽たり 渡辺　哲夫（昭和 43年機械科卒）

佐藤忠男先生

佐忠先生自宅の展示室紹介記事

渡辺氏在校当時メンバー

我が心の恩師①
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支部活動

　静岡支部　静岡支部長　高橋　圭司（昭和 32 年冶金科卒）

　秋田市役所金砂会　会長　清野　洋一（昭和 52 年機械科卒）
　秋田市役所金砂会は昭和 3６ 年４

月に発足し、今年で 57 年目を迎え

ました。現在の会員数は 240 名で、

市職員総数の約１割です。毎年 12

月の定例総会では同窓会長をはじ

め、母校から校長先生、全国大会

へ出場する部から監督、コーチの

皆さんを招待し懇親会を行ってい

ます。とりわけ昨年の総会では、ラグビー、駅伝、バ

スケットボール、吹奏楽の各部が県代表として年末か

らの全国大会目前であり、各部からのビデオプレゼン

テーションもあって懇親会は大いに盛り上がりまし

た。また、平成 23 年度には当会『設立 50 周年』を記

念し、昭和 39 年に母校と秋田市を舞台に製作された

映画『17 才は一度だけ ( 主演 : 高田美和さん )』を秋

田市文化会館で上映したところ、市民をはじめ 1,000

名を超える来場者から好評を博しました。

　昭和 50 年代、かつて私が市役所に入所した頃は高

度成長期後の安定期でもありましたので、会員数は

400 名を超えており、総会で先輩とお酒を酌み交わす

のが楽しみでもありました。金砂会での繋がりが後に

人事異動で違う職場に配属になっても、先輩から真っ

先に声をかけていただいてスムーズに異動先の職場に

溶け込むことができ、金砂会の絆を強く感じたもので

した。このように、母校への支援をはじめ、会員同士

のヒューマンネットワークを大切にし、秋田市役所金

砂会は秋田市政と母校の発展のため、今後も元気に活

動をしてまいります。

　しっかりした同窓会本部が存在す

るおかげで、各地の同窓会支部が活

動できていることに喜びと感謝を申

し上げます。

　静岡支部の場合、昭和の最後に第

１回の総会を催すことが出来、平成

と共に年を重ねて秋工健児静岡に有

り！を実感して参りましたが、次の元号に変った時代

を考えると、心中穏やかではありません。

　創立当初は 100 名を超えた会員も、今は半分を切

る 40 名余りとなってしまいました。平成の卒業生は、

箱根の山を越える就職は少なくなり、女子学生の比率

が高くなると、その傾向は増大するでしょう。創立

25 周年と 30 周年には、記念品や記念誌を会員に配布

したりなど、カンフル注射を試みましたが、総会出席

者は期待したようには増えませんでした。

　私事で恐縮ですが、６0 歳より村の老人クラブに入

会し、その関連する役を継続する中で、老人クラブの

抱える問題と静岡支部が抱える問題と、非常に似てい

ると常々実感しております。

　老人が老人と言う言葉を嫌うので、シニアクラブと

呼ぶようにしているのが全国傾向ですが、何処のクラ

ブも戦前生まれの任意団体となり、戦後生まれが入会

することは極めて少なく、年々会員減少しているのが

実情です。そんな中でＳ1６ 年生まれの私は、Ｓ17 ～

Ｓ19 年生まれ戦中派極少の事情もあり、平均年齢 80

歳を超えるシニアクラブの中では、マメに動ける最後

の年代として、自他共に認める存在になりました。Ｓ

20 年代生まれが多数入会してくる時期まで役を続け

て、橋渡し役にならねば！と決意するこの頃です。

　同窓会支部も同様にて、創立時若手だった顔ぶれが

殆どで、新規に参加する人は稀で、総会も役員会とほ

ぼ変わらないメンバーとなります。Ｓ30・Ｓ40 年代

卒の『秋工ラグビーが花園で優勝している時代の在校

生の集い』になって久しいですが、若手一人一人が同

窓会を盛り上げよう！と、意識しなければ、存続はシ

ニアクラブよりも風前の灯であると肌寒さを覚えま

す。

　一方で、いつものメンバーでファミリー的な現状は、

年に３回は集うことが楽しみな、独特の雰囲気がある

という特徴も兼ね備えております。

　　　代筆：幹事長　大槻　榮（昭和 34 年機械科卒）
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　今から５年前の平成 25 年秋、満六十歳を迎えた私たちは福島県の会津若松市において還

暦同級会を催したのであります。帰り際、10 年後の古希での再会を誓い、涙……涙のお別

れでありました。

　その後、少人数でのミニ同級会は開くものの、あれから５年経過し、気がつくと我々同

期は「六十五歳」の定年退職を迎えておりました。

　これを機に何か会う口実はないものかと模索していたところ、数え年六十六歳（＝満年

齢六十五歳）でお祝いする「緑寿（ろくじゅ）」を発見したのであります。私たち同級生は

今年の平成 30 年が、まさにその年でありました。

　「緑寿」とは数え年六十六歳のお祝いとして日本百貨店協会が提唱したことが始まりであり、現代では還暦

の満六十歳はまだまだ現役で、長寿を祝ってもらうのは抵抗があるという人も増えており、還暦から古希まで

の間で満六十五歳を大きな節目として祝うことにしたものだそうです。「緑」を「ろく」とも読むことから「６６

＝ろくろく＝緑緑寿」となるところを簡素化して「緑寿」と名付けたともいわれております。

　……“そうだ！「緑寿祝（ろくじゅいわい）」だ！”……

　平成 30 年７月 14 日（土）午後１時、会場である「秋田温泉プラザ」に秋田と首都圏からの参加者と合流し、

太平山リゾート公園、グラウンド・ゴルフ場へと向かい、グラウンドゴルフを楽しんだあと、母校の新校舎を

見学したのでありました。設備の充実した広

いラグビー場、武道場、体育館や真新しい教室、

実習棟を見て廻り、本当に感激致しました。

　夜の宴会では担任の鳴海弘規先生も御臨席

下さり（八十歳過ぎなのに、とにかく若い）、

総勢 20 名、大いに語り合ったひと時でした。

　ありがとう。５年後の古希を楽しみに。いや、

もしかして、その間に〇〇寿があるかもしれ

ない。さがしてみよう……。

昭和４７年建築科卒 「緑寿」を祝う会
池田　昌憲

山下信子さんからの書
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京練馬区＝が、車いす陸上のトラック種目で2020年
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　佐々木さんは６歳の時に男鹿市の脇本おいばなラグ

ビースクールに入り、男鹿東中―秋田工高と進んで頭

角を現した。当時秋田工高ラグビー部だった黒澤光弘・
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　14 年に日本大に進学し、１年生で関東大学リーグ
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スポーツトピックス

新たな夢は東京パラ
元ラグビーＵ20 日本代表・佐々木凜平さん
（平成26年機械科卒）けがで車いす陸上に転身

秋田魁新聞掲載記事から
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来年度　総会・懇親会のお知らせ

　総会懇親会は毎年５月下旬頃の開催予定になっておりま

す。会の詳細につきましては、秋田魁新聞にて４月中頃に

掲載いたします。お見逃しのないよう、またお誘いあわせ

の上ご参加ください。

　総会後は、アトラクション、新入会員の紹介、懇親会と

いう流れになっております。次世代に継承できる同窓会に

するためにも、皆様の多数のご参加をお待ちしております。

企画担当副会長　桑原　栄治（昭和 50 年電気科卒）

　今年の同窓会は５月 26 日 ( 土 ) 秋田キャッスルホテルにて行

われました。今年の当番幹事は、「０」の付く卒業年でありました。

不肖、私も卒業年でありましてどうしたら皆様に楽しんでいた

だけるか、企画委員の方々と試行錯誤を重ねていろいろ趣向を凝らした企画

を試みました。

　オープニングのアトラクションは土崎港を拠点に活躍する｢早川みか　タッ

プダンススタジオ｣の華麗で軽快なタップダンスと、美しい音色を奏でるハー

プの演奏でした。質実剛健の同窓会の皆様の見つめる暖かい眼差しに優しさ

を感じました。さらにその後行われた東日本大震災チャリティーには、

37,829 円のご寄付をいただきました。正に金砂健児の勢い見よ、とそのもの

でした。ありがとうございました。

　その後は豪華景品付きのジャンケン大会、吹奏楽部ＯＢの皆様の演奏にあ

わせての応援歌の合唱、冨樫博之衆議院議員の応援エールでおおいに盛り上

がりました。負けじとわたくしめも、前日購入した学生服、

はちまき姿でエールをやりましたが二番煎じはあまり美味

しくなかったようです。

　今回の参加者は近年最多の90名との事でした。これから

もより一層楽しい同窓会を行えるように、役員一同趣向を

凝らし盛り上げて行きたいと思っております。今後も、皆

様の多数のご参加をお願い致します。

　今回の当番幹事、企画委員の皆様大変ご苦労さまでした。

ありがとうございました。

　来年度の幹事は「１」の付く年の卒業生になります。宜

しくお願い致します。

０の付く当番幹事です
受付はダンディな面々

年会費の受付を行いました！
忘れん坊さん！お待ちしております

広報委員会より写真展示企画
懐かしの思い出、新校舎のご紹介

老？若男女の交流
元気いっぱいです

応援歌伴奏はステージで演奏！
楽しく♪　演奏できました！

Ｓ43Ｅ卒 嵯峨良平さん
フルート独奏披露

懇親会余興はじゃんけん大会！
工藤会長との決勝戦は大盛り上がり

ステージ司会は H2Ａ卒 佐藤真由子さん

早川みか TAP ダンススタジオ様より
東日本大震災チャリティーのご報告
とお礼のお手紙をいただきました。
メッセージの一部を報告します。

「秋工同窓会総会アトラクションでの
募金額は 37,829 円でした。当スタ
ジオで開催おります《第７回東日本
チャリティーショー》での募金と合
わせまして、日本赤十字社　東日本
大震災へ寄付いたしました。秋工同
窓会の皆様に沢山ご協力頂き誠に有
難うございました。」

（！？）現役の応援団かな？
ピカピカの学ランです！

様になってるね、応援エール

幹事タスキの引継ぎ式
来年は（１）の付く年代ですよ！

万歳三唱！金砂健児は驀進中！

校歌、応援歌、
それぞれ学生時代の
思い出を胸に

タップダンス、ハタハタのダンスなど
目に鮮やかなステップに魅了

新入会員の紹介
H30Ｍ科 中西裕也さん
H30Ｅ科 伊藤和生さん

（共に三菱マテリアル）

同窓会総会　参加状況データ
本年度総会の参加状況を調査してみました。

50代以上のパワーが圧倒的で負けていられませんよ、
特に20～30代のご参加お待ちしてます！

年
齢
別
参
加
者
人
数

学
科
別
参
加
者
人
数

50 代以上
53％

40 代
16％

30 代
16％

20 代 9％
10 代 6％

材料 3％
冶金
3％

産業
1％情報

3％

工業化学
23％

金属 2％
地質 1％

土木 10％ 建築 21％

電気
12％

機械 21％

ばく

同窓会総会・懇親会リポート
平成30年 5月 26日（土）　in　秋田キャッスルホテル
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　私が会社に入社して早いもので

14 年が経ちました。期待と不安を

抱え、会社に向った朝のことを昨

日のことのように覚えています。

　私が勤めている、㈱東北機械製

作所は今年で操業 80 年を迎える

伝統を持ち、橋梁やタワークレー

ン等の鋼構造物を製作する鉄構機械事業部と建設・

産業機械等の鋳造部品の製造を行うマテックス事業

部の２事業部制をとっております。

　鉄構機械事業部に配属された私は、入社時から橋

梁やクレーンの組立の業務を担当し現在は、リー

ダーという立場で優しくて面倒見のよい先輩と、経

験を重ねて成長している後輩達と汗を流し業務に就

いています。

　秋田を拠点とし、県内はもちろん全国各地のイン

フラ事業の製品製作に携わる事が出来、とてもやり

がいを感じております。

　近年の就職事情なのか、我社に新卒の秋工生の入

社が無いのが少々さびしく感じます。我社には、40

人以上の秋工出身者がいて秋工同窓会東北機械支部

があります。毎年１回の総会を開催し、秋工の活躍

を先輩・後輩と語り合うと共に、叱咤激励を受けな

がら自分も成長しています。

　皆さんもこれから社会に出ます。秋工で過ごした

３年間は必ずや、皆さんの将来何らかの糧となり自

分のスキルに成る筈です。これからの生活に秋工で

の生活を思い出して下さい。

　最後になりますが、皆さんの今後の活躍を期待し

ています。「がんばれ秋工」「がんばれ後輩」

　私は平成 25 年機械科

を卒業。「山二施設工業

株式会社」に入社して

六年目になります。

　就職や進学、人それ

ぞれの目標に向かって

学業や部活動に励んでいる皆さんに簡単ですが、職

場の紹介をさせて頂きます。内容としては、私たち

の生活に必要不可欠な上下水道事業や日常の生活を

快適に過ごすための給排水・空調設備などといった

ものの工事・施工・設計などを行っています。

　私は、現場の工程管理を行うための書類や打合せ、

施工図などの現場施工管理を主にしています。まだ

まだ自分の知識が未熟な為、上司や先輩方に助けて

頂きながら現場を進めています。この知識というの

は現場での経験の数によるものだと実感しておりま

す。若いうちから様々なことを経験することでこれ

からの自分にとって大きな財産となります。皆さん

が今、学んでいる事が、これからの人生にどのよう

に役立つかは人それぞれ違いますが、この高校で専

門的な授業を受けることができるのは貴重な体験と

なります。何事にも興味を持ち積極的に取組み行動

することで、社会に出たときにその経験が生きてく

るかと思います。

　最後になりますが、高校生活という限られた時間

の中で、出会う友人と有意義な時間を送れることを

願い、今後の勉学や部活動に励んで頑張ってくださ

い。

畠山　真司（平成 25 年機械科卒）　

赤沼　正樹（平成 16 年機械科卒）　
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ＯＢの活躍ＯＢの活躍
伝統技術を継承し、社会から信頼される技術者を目指しております

何事にも積極的に

赤　田　幸　二（昭和59年金属工業科卒）
（昭和48年 機械科卒）



　秋田工業高校同窓会会員の皆様

いかがお過ごしでしょうか？皆様

も多方面でご活躍のことと思いま

す。

　さて、今年の秋田の夏は金足農

業で大いに盛り上がった事と思い

ます。皆さん覚えていますか？ 30

数年前、秋田工業が甲子園に出場したことを！

　当時野球部だった私の学生生活を振り返ると、正に

野球ばかりの生活でした。下手な私は巧くなろう、チー

ムの足を引っ張らないようにと、毎日夜遅くまで練習

していた記憶があります。監督が言った「練習はうそ

をつかない」という言葉は今でも私のバイブルとなっ

ています。

　我々は皆様の応援もあり運よく甲子園出場ができ、

更に３回戦まで進むことができました。そこで貴重な

経験を通して多くの事を学ばせていただきました。是

非、後輩たちにもあの貴重な経験をして欲しいと思っ

てます。後輩たちが出

場するのを待ち続けて

30 年以上経ちました。

あの甲子園で再び校歌

を歌いたいものです。

　がんばれ金砂健児 !!

　金足農業の甲子園での大活躍、その決勝戦でアルプ

ススタンドに注目された秋工ＯＢが居たことをご存知

でしたか？「凄い、ハイトーン！　プロ並み！」「金

農のアルプスにえげつないペットがいる！」とツイー

トされ、吉田投手並みに取材を受けたとか。

　Ｈ 23 機械科卒 沢木信哉さんは、吉田投手と天王小

中の同窓生ということもあり熱い思いを抑えきれず仲

間とともに「行くべ！」と甲子園へ向かったとのこと。

　決勝を沸かせたメンバーは、秋工卒ＯＢらで結成し

た金管楽器を中心とした英国式のバンド「秋田ブリ

ティッシュブラスバンド」のメンバー５名。

　在学中の甲子園応援は叶わなかったが、顧問だった

野上浩先生のお誘いで、由利工業が甲子園出場時に応

援演奏に参加していた。実は昨年の明桜にも参加して

おり、半端ないトランペット奏者なのは間違いない。

　超絶技巧と金管を思わせないやわらかい音でありな

がら金管ならではの迫力ある演奏を目指す、秋田ブリ

ティッシュブラスバンドの応援をお願いいたします。

　　取材・文　今野　洋子（昭和 ６2 年工業化学科卒）

いつでも！どこでも！

まきおこせ、秋工旋風！
甲子園編

198
6年

2018年
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頑張れ　金砂健児！
佐々木　勇人（昭和 ６2 年工業化学科卒）

あいつら、半端ないって！
秋工ＯＢ率いるブラスバンド！

沢木代表より後輩の皆さんへ
「秋工野球部！是非甲子園へ行きましょう！」

甲子園メンバー：沢木信哉
さん、福司存成さん、加藤
圭太さん、長谷川裕馬さん、
三浦清宏さん、秋工ＯＢ団
員：沢木優華さん、佐藤光
佑さん第68回（昭和61年）甲子園第一回戦にて

代表取締役　渡辺　憲介

旭建設株式会社
総　合　建　設　業

秋田市将軍野南四丁目８-25
T E L 0 1 8（ 8 4 5）1 1 9 7 ㈹
F A X 0 1 8（ 8 4 5）2 5 8 0



秋田工業高等学校同窓会支部・部会および金砂クラブ部会・団体の一覧については個人情報の取り扱いの観点
から掲載を見送らせていただくことになりました。ご了承ください。
哀悼記事は正確な情報を得ることが難しく、不掲載といたします。ご了承ください。

長谷川　清　美
（昭和37年機械科卒）　秋田市

元秋田市議会議長。元秋田県会議員。

藤　田　　巽
（昭和42年機械科卒）　

元海上保安庁。日本海中部地震や北海道南西地震の際に人命救助や海底捜索に従事。

長谷川　駒　造
（昭和25年工業化学科卒）　秋田市　

秋田藩４代藩主・佐竹義
よしただ

格公所用の甲冑「丸
まるりゅうもんまきえこんいとおどし

龍文蒔絵紺糸縅二枚胴具足」を秋田市へ寄贈。

晴れの叙勲・褒章の紹介 情報をいただいたもののみ
掲載しております（敬称略）

平成30年　春の叙勲　旭日双光章

平成30年　春の叙勲　瑞宝小綬章

平成30年　紺綬褒章
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事 務 局 だ よ り
平成29年度　会務報告

平成29年度 秋工同窓会本部事業一覧

期　日 事　業　名 場　所

4 月 20 日（木） 第１回企画委員会 同窓会館

4 月 25 日（火） 会長副会長会議 第一会館川反店

5 月 20 日（土） 第２回企画委員会・当番幹事会 秋田キャッスルホテル

5 月 20 日（土） 平成 29 年度年次総会・新会員歓迎会 秋田キャッスルホテル

9 月 19 日（火） 第１回広報委員会 株式会社北勢工業

10 月 2 日（月） 第２回広報委員会 株式会社北勢工業

10月17日（火） 第３回広報委員会 株式会社北勢工業

10月24日（火） 第４回広報委員会 株式会社北勢工業

10月31日（火） 第５回広報委員会 株式会社北勢工業

11月20日（月） 同窓会誌　第 52 号発行 同窓会事務局

3 月　1 日（木） 同窓会長賞授与式 母校体育館

3 月　1 日（木） 同窓会入会式 母校体育館

平成29年度　秋工同窓会支部・部会総会開催一覧

期　日 事　業　名 出席者

6 月 10 日（土） 東海支部総会 工藤会長

6 月 11 日（日） 関西支部総会 工藤会長

6 月 12 日（月） 金砂ｸﾗﾌﾞ４部会総会 工藤会長

6 月 23 日（金） 北海道支部総会 伊藤副会長

7 月  1 日（土） 男鹿支部総会 桑原副会長

8 月 25 日（金） 東北機械支部総会 工藤会長

10月21日（土） 土木科同窓会総会 工藤会長

10月28日（土） ポプラ会総会 工藤会長

11月17日（金） 南部金砂会総会 工藤会長

11月24日（金） 大仙仙北支部総会 工藤会長

12 月 1 日（金） 秋田市役所金砂会総会 工藤会長

12 月 2 日（土） 静岡支部総会 工藤会長

12 月 3 日（日） 東京秋工会総会 工藤会長



陸上競技

バドミントン

体操

柔道

ボクシング

空手道

ラグビー
少林寺拳法

陸上競技
バドミントン

体操
柔道

空手道

ラグビー

陸上競技
バドミントン

学校対抗男子総合 1位
男子トラック総合１位
800m１位　安達響生
1500m１位　高橋銀河　
　　　２位　安達響生　
5000m１位　竹村拓真　
　　　２位　髙貝瞬　
3000mSC １位　土田陽大
　　　　２位　鈴木吟河
5000mW２位　浮田大助
学校対抗男子優勝
ダブルス１位　近藤雄斗・菊地涼佑
　　　　２位　田口大貴・藤元竣太朗
シングルス１位　近藤雄斗
　　　　　２位　菊地涼佑　
女子団体２位
女子個人総合２位　安東楓乃　
男子団体優勝
73㎏級１位　籾山航大
90㎏級１位　籾山勇大
100㎏超級１位　森合凱我
女子 52㎏級２位　加藤美乃
女子 57㎏級１位　小西愛美
学校対抗２位
バンタム級２位　藤岡士
ライト級２位　武藤龍生
男子団体組手１位
女子団体組手１位
２位
男子組演武２位　森本一・谷口航

個人 11 名出場
団体出場
ダブルス２組・シングルス４名出場
女子団体出場
男子団体２位
73㎏級２位　籾山航大
男子団体組手・女子団体組手出場
個人 10 名出場
女子個人形２位　村上奈緒
Ⅰ部出場

個人１名出場
団体出場

バドミントン
体操
柔道

空手道

バドミントン

柔道

卓球

陸上競技

メカクラブレーシング班

硬式野球

柔道

吹奏楽

柔道

ものづくり旋盤作業

ものづくり木材加工

陸上競技

吹奏楽

柔道

メカクラブレーシング班

県建設業協会会長賞

ダブルス２組・シングルス１名出場
個人１名出場
男子団体出場
男子個人３名・女子個人１名出場
男子団体組手・女子団体組手出場
男子個人組手１名・男子個人形１名出場
女子個人組手２名・男子個人形２名出場

シングルス１位　田口大貴
　　　　　２位　近藤雄斗
ダブルス１位　近藤雄斗・菊地涼佑
　　　　２位　田口大貴・藤元竣太朗

優勝・最優秀選手賞　森合凱我
優秀選手賞　籾山航大

ダブルス２位　髙橋悠也・石井風優　

１位　鈴木吟河　２位　竹村拓真
　　　　
ＦＣ部門優勝　秋工レーシングＦＣ

準優勝

優勝
　　
優秀賞

73㎏級１位　籾山航大
100㎏超級１位　森合凱我　

旋盤作業部門優勝　佐藤莉玖　　

木材加工部門２位　牧野芽留萌

優勝　秋田工業高校A

金賞

73㎏級１位　籾山航大

優勝　秋工レーシング１
準優勝　秋工レーシング２

今野紗伽、佐々木音和、間杉美紅

母 校 だ よ り １０月末現在

全 県 総 体

東 北 大 会

インターハイ

第11回国体記念春季高校バドミントン大会

平成30年度秋田県卓球選手権大会（高校の部）

第57回全県選抜柔道大会

第66回山田記念ロードレース大会

2018ワールド・エコノ・ムーブ

第45回秋田マーチングフェステイバル秋田大会

第51回秋田県工業高校野球交流会

平成30年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　秋田県予選会結果

第18回ものづくりコンテスト秋田大会

第44回若獅子旗柔道大会

第59回男鹿駅伝競走大会

第８回MEVRミニ電気自動車レース結果

第14回ものづくりコンテスト秋田大会

全日本吹奏楽コンクール秋田県中央地区大会

第50回ジュニア柔道体重別選手権大会

第32回秋田の住宅コンクール
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《広報委員会》
担当副会長：徳光富久 昭47A・西館信立 昭50M・伊藤　満 昭54C

委　員　長：太田博之 昭56K　　副　委　員　長：今野洋子 昭62K

委　　　員： 熊地春悦 昭37M・山平鈴男 昭43K・下総　大 昭51E 

永田誠一 昭52E・大友孝治 昭54H・佐藤敏和 昭62H 

本間国裕 平７Z

協　　　力：鈴木信裕 昭56K・堀井雅弘 昭56K・須藤佳子（財政）昭62K

　　　　　　澤田裕子（企画）昭62K・佐藤真由子 平2A

　縁あってこの同窓会誌の編集作業に携わるよう

になって早４年。この編集後記、今回は若輩者の

小生に担当が回ってきました。今号の表紙は新築

された同窓会館のパースです。実際の同窓会館の

様子を見てみたいと思いたち、10月の晴れた日に

久方ぶりに母校を訪ねてみました。同窓会館本体

の建築工事は、この９月末で終了していたものの、現在外構工事

が進行中であり、同窓会館の内部に立ち入ることができずに、ぐ

るり様子を見てきました。建物は以前の同窓会館の重厚なイメー

ジを継承した作りになっており、グラウンド側にはサッカー部の

部室も併設され、使い勝手も良い印象を受けました。校舎改築工

事はこの後、来年３月まで校舎敷地全体の外構工事が続きます。

４月からは新しい同窓会館に事務局が常駐するようになります。

皆様お近くまでおいでの際には、どうぞ新しくなった母校と、同

窓会館にお立ち寄りください。(永田)

◎会費：年額２千円　※コンビニでも支払いできます！
　同窓会はその大半が、会員の会費により運営されており、納入額
も年々減少傾向にあり予算額を下回る年が続いているのが現状で
す。今後の同窓会活動の継続と母校の後輩を支援するために、卒業
生のご理解とご協力は欠かせません。経済状況の厳しい中で心苦し
いところですが、少しでも多くの会員の皆様に会費を納入していた
だければ、大変助かります。
◎�納入方法：同封の会費専用振り込み用紙でお願いします。
　　　　　　（手数料無料）※なお、同窓会事務局に直接持参
　　　　　　されても歓迎いたします。

～同窓会会員への不審電話について～
同窓会を騙る不審電話にご注意！
　同窓会では同窓生宅も含め電話での問い合わせを一切しておりま
せん。近年、同窓会ならびに同窓生を騙った不審電話についての問
い合わせがあります。本誌（同窓会誌）でも度々お願いしておりま
すが、同窓生はもちろん近親者の方々におかれましては、このよう
な電話がかかってきても、決して連絡先を教えたりすることのない
よう十分にご注意願います。万が一、実害などがある場合は、近く
の警察署へ直接相談して下さい。

～会費納入のお願い～

宛先不明で返送される会報が多数あります。
住所変更がありましたらお知らせください。
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平成29年度　特別会計決算書

平成29年度　一般会計決算書

収入総額　6,548,005 支出総額　4,448,809 差引残高　2,099,196
収入の部 （単位：円）

科　目 予算額 決算額 比較増減 概　要
会　費 3,326,800 3,183,300 △ 143,500
　１. 在校生会費 1,126,800 1,128,200 1,400 生徒 12 ヶ月分

　２. 同窓生会費 2,200,000 2,055,100 △ 144,900

繰越金 2,718,315 2,718,315 前年度繰越金

広告賛助金 600,000 636,390 36,390 33 社分 ( 振替手
数料差し引き後 )

雑収入 4,885 10,000 5,115 寄付金
合　　計 6,650,000 6,548,005 △ 101,995

収入総額　3,573,965 支出総額 0 差引残高　3,573,965
収入の部 （単位：円）

科　目 予算額 決算額 比較増減 概　要

繰越金 3,173,939 3,173,939 0

収　入 800,000 400,000 △ 400,000

　1．繰入金 800,000 400,000 △ 400,000 一般会計より

雑収入 61 26 △ 35 預金利息

合　　計 3,974,000 3,573,965 △ 400,035

支出の部 （単位：円）

科　目 予算額 決算額 比較増減 概　要

雑　費 0 0 0 

合　　計 0 0 0 

支出の部 （単位：円）

科　目 予算額 決算額 比較増減 概　要

会議費 500,000 154,280 △ 345,720

　１. 総 会 費 300,000 80,940 △ 219,060 アトラクション謝金他

　２. 役員会議費 200,000 73,340 △ 126,660

事務費 2,126,000 1,759,125 △ 366,875

　１. 事務手当 1,176,000 1,176,000 事務員手当、
退職金積立

　２. 事務諸費 200,000 155,342 △ 44,658 事務用備品

　３. 印 刷 費 30,000 12,960 △ 17,040

　４. 通 信 費 250,000 163,567 △ 86,433 電話・FAX・
郵送代

　５. 旅     費 300,000 241,566 △ 58,434 支部総会出席

　６. 光 熱 費 120,000 1,972 △ 118,028

　７. 消耗品費 50,000 7,718 △ 42,282 事務局用消耗品

事業費 3,100,000 2,037,954 △ 1,062,046

　１. 会報発行費 2,500,000 1,734,254 △ 765,746 会報印刷代、
封筒代、送料

　２. 慶 弔 費 100,000 0 △ 100,000

　３. 支部祝金 200,000 152,500 △ 47,500

　４. 新会員歓迎費 150,000 94,500 △ 55,500 会員章代

　５. 褒 賞 費 100,000 56,700 △ 43,300 同窓会長賞（5名）

　６. 同窓会ブース 
 準備費 50,000 0 △ 50,000

雑　費 124,000 97,450 △ 26,550 全国大会広告代 
小林快選手激励金

特別会計繰入金 800,000 400,000 △ 400,000

合　　計 6,650,000 4,448,809 △ 2,201,191

︱編︱集︱後︱記︱
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代表取締役
（昭和48年建築科卒）

吉田谷　昭仁
設計事務所

〒010-0951
秋田市山王３丁目８-34 山王ツインビル４F
TEL.018-866-2723  FAX.018-866-2724

株式
会社 甲きのえ

北勢工業株式会社HSK

給排水.衛生.空調.設備　　設計.施工.保守

代表取締役

専務取締役

（昭56 工業化学科卒）

（平４ 機械科卒）

太田　 博之
仙北谷　 聡

秋田市仁井田本町５－１－６２
TEL：018 (839 )6516　FAX：018 (839 )6513

http://www.hokusei-kogyo.com

秋田県秋田市寺内蛭根85番62号
TEL.018-838-1281 FAX.018-838-1282

代表取締役 佐　藤　広　幸

株式会社中央建装
商業施設（店舗）施工・オーダー家具

木 製 建 具 製 作

創業67年。100年愛される会社を目指します

代表取締役　草皆 次夫

三木設計事務所株式
会社

（昭和51年土木科卒）
技術士（上下水道／総合技術監理部門）

“豊かな環境づくりのパートナー”として創業60周年

（一社）全国上下水道コンサルタント協会会員

〒010-0933 秋田市川元松丘町２番14号 TEL018-862-7331㈹

FAX018-823-7508URL http://www.mikisekkei.co.jp

デザイン・印刷　web制作まで、お任せください。



マーチング　全国大会へ！
　第 47 回マーチングバンド・バトントワーリン

グ東北大会（11 月４日出場）が開かれ、吹奏楽部

“Fearless Explorers”は見事全国大会出場の“金”を

受賞した。

＜吹奏楽部部長より同窓生の皆様へメッセージです＞

　今年度は、吹奏楽コンクール地区大会で最優秀賞、

県大会で金賞を取るなど、新顧問である佐々木雅子

先生とともに、新たな歴史をスタートさせました。

　そして先日のマーチングバンドバトントワーリン

グ東北大会でも金賞を受賞し、全国大会への切符を

手にすることができました。ＯＢ、ＯＧの方々から

たくさんの声援を頂き、部員一同感謝しております。

　"Fearless Explorers" の伝統を引き継ぎ、さいたま

スーパーアリーナ（全国大会 12 月 16 日）という大

舞台で秋田工業の名に恥じないよう全力で頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いします。

来年に期待！花園への夢潰える
　第 98 回全国高校ラグビー大会県予選が 10 月 28

日（日）秋田市のあきぎんスタジアムで決勝が行わ

れ、14 － 24 で秋田中央高に敗れ、惜しくも花園出

場は成らなかった。

　前後半とラインアウトからのモール攻撃で２つの

トライを奪ったが、相手のディフェンスに阻まれ、

相手陣深くまで攻め入ることができなかった。一時

ワントライを奪えば逆転優勝という場面が生まれた

ものの、あと一歩のところで花園の夢が潰えた。

　皆様より多くのご声援をいただき誠にありがとう

ございました。

６年連続24回目の
全国大会出場決める

　10 月 21 日秋晴れの八橋陸上競技場９時 45 分、

16 校 ( オープン参加２校含 ) が出場、６年連続 24

回目の全国大会出場目指す秋工１区は竹村拓真（３

年）、5000m14 分台選手が多い秋田工業高校が圧倒

的に強いと報道された。しかし何があるか分からな

いと言われる駅伝大会、昨年秋田赤十字病院前十字

路で突然審判員の方が秋田工高選手が走ってくる直

前に車を発進させてしまった。周囲の方たちが大声

を出すなどして事故を防いだ。

　今年の大会は昨年以上に警察官も多く、安全性を

重視した大会であった。しかし審判員のうっかりも

あった。１区スタート直後の八橋陸上競技場、審判

員の誘導ミスがあり竹村拓真が陸上競技場に戻され

てグランド一周するアクシデントがあった。秋工７

選手はアクシデントにも負けず全員力走した。全員

が区間１位、４区の高橋銀河（２年）は区間新記録

を樹立した。２時間７分 46 秒、２位の花輪高校 ( ２

時間 16 分 23 秒 ) に大差で優勝した。目標タイムよ

秋田工 14（前半７－ 10）24 秋田中央

り約 40 秒遅れた。１区のアクシデントも影響した

と思われる。

　全国大会は 12 月 23 日午後 12 時 30 分　京都市西

京極陸上競技場をスタートする。
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