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　県内と全国各地、さらに

地球規模でご活躍されてい

る金砂健児の皆様が、母校

と同窓会に寄せられる思い

に対し、心より敬意と感謝

を申し上げます。

創立 １１5 周年の節目に当た

る本年、平成 ２3 年に基本設計がスタートし、

７０ 億円の巨費と工事完成まで８年を費やした

新校舎が完成しました。巨大体育館、人工芝ラ

グビー場、武道場、天然芝グランド、校内周回

ランニングコースと、スーパーリニューアルさ

れた実習棟に加え、音楽棟、セミナーハウスな

ど、文武両道の教育環境は全国屈指、驚愕の水

準です。

　とは言え、我が母校に求められるものは、も

のづくり社会で生きるための傑出した人間教育

と、ラグビーを頂点とした部活動の全国的戦績

ですから、厳しい視点における環境で日々精進

する母校と在校生の活躍に大いに関心を寄せて

頂き、同窓生の皆様からはあらためて絶大なご

支援をお願い致します。

　おかげ様で同窓会館も新築されました。いつ

でもお立ち寄り下さい。そして、全国各支部、

職域で開催される「同窓会総会」へのご参加を

心よりお願い申し上げます。

新校舎落成と在校生の活躍 同窓会長 工藤　嘉範（昭和５１年土木科卒）
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　４月より校長を拝命した、黒澤光弘です。５年ぶりに母校に赴任して参りました。母校の

校長に赴任できましたことは、大きな喜びであり、同時にその責任の重さもひしひしと感じ

ているところであります。後輩達の充実した高校生活、そして生徒一人一人の夢の実現のた

めに、｢厳しさ｣ と ｢愛情｣ のバランスをとりながら、全身全霊を傾け学校運営にあたりた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

　さて、９月 ２７ 日本校体育館において、たくさんの御来賓・同窓生のご臨席のもと、盛大

に新校舎落成式を挙行することができました。新校舎落成に向け、平成 １１ 年校舎改築期成

同盟会が設立され、今は亡き、東海林正隆同窓会長・太田光重同窓会長には大変ご尽力頂きました。お二人の

遺志を、現同窓会工藤嘉範会長が引き継がれ、後輩達のために県当局や県議会への熱心な請願により、２０ 年

という長い歳月をかけ、ここ金砂の地にその夢が実現されました。３万２千有余名の同窓生をはじめ、たくさ

んの方々の思いが詰まった全国屈指の校舎の完成であります。

　これからも、生徒一人一人が新たな伝統を築いてゆくという高い志を持ち、地域の方々に愛され、そして社

会に貢献できる学校づくりを目指していきます。

　また、工業教育の原点である ｢ものづくり｣ 活動で創造性や感性を磨き、｢部活動｣ で青春のエネルギーを

燃やし心と身体を鍛え、金砂健児の気概を生涯持ち続けていくスペシャリストを育てるべく、生徒・職員一丸

となり日々の教育活動に取り組んでまいります。

　終わりに、秋工同窓会の益々の御発展と、会員皆様方の御健勝を心より御祈念申し上げます。

　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佐藤三雄と申します。秋田工業高校といえ

ば、県内の工業高校の中心校であり、長い歴史と伝統ある学校に勤務できることに身の引き

締まる思いを感じております。

　まず、正門から入っていきますと右奥に人工芝のラグビー場、右側には豊富かつ高価な器

具や機械で専門技術を学べる各科の実習棟、左には天然芝の多目的グラウンド、正面には近

代的な雰囲気の教室棟、昔の雰囲気のままの金砂会館、巨大な体育館、武道場、奥には多人

数で利用可能なセミナーハウスなど、長い時間をかけて完成した、すばらしい校舎、施設が広がっています。

また、校内にはヒストリーホールがあり、輝かしい数々の実績と優れた人材を輩出してきた歴史と伝統を見る

ことができます。ちょっと見ようと思っただけでも、つい時間を忘れてしまうぐらい、引き込まれる質と量と

歴史の重さを感じます。さらに学年全クラスが入れる視聴覚室の金砂ホールや教室棟の随所に、様々な用途に

使えるスペースがあります。このような恵まれた教育環境が実現したのも、同窓会の皆様の母校への思い、母

校への期待などによるものが大きいのではと思います。

　このように諸先輩方の歩みを感じられ、刺激を受ける環境のもとで、生徒・職員一同、部活動に、ものづく

りに、資格取得に、進路実現に、文武両道で一生懸命に取り組んでおります。

　これからも、体育館に堂々と掲げられている「質実剛健」の校訓を胸に、「金砂健児」としてプライドをもち、

歴史と伝統をさらに築いていく生徒を育てらえるよう、微力ながら頑張りますのでよろしくお願いいたします。

校長先生ご挨拶　校長　黒澤　光弘（昭和 55 年機械科卒）

新任教頭先生ご挨拶　教頭　佐藤　三雄
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“夢ある未来へ　地球にやさしい街づくり”

取締役東北統括本部長　 野呂  昭光　（昭和37年土木科卒）

〒960-8071  福島県福島市東中央３丁目37番地１
ＴＥＬ　０２４‐５３６‐２０４２　　ＦＡＸ　０２４‐５３６‐２０８０　　Ｅ‐ｍａｉｌ　ｎｏｒｏ＠ｆｕｊｉｃｏｎｓ．ｊｐ

本社：栃木県宇都宮市
東京事業本部・仙台支店　　営業所：札幌・盛岡・北陸・福岡・秋田・山形

富士コンサルタンツ株式会社
総合建設コンサルタント／（一社）建設コンサルタンツ協会会員

土木設計：道路・橋梁・河川・下水道・上水道・鉄道・公園
調　　査：測量・地質・橋梁点検

男鹿市出身の古代アンデス文明研究者で、ペルーの首都リマに織物の博物館を設

立した実業家・天野芳太郎（1８9８ ～ 19８2 年）の生誕 120 周年記念切手がペルー

で発行された。日本人がペルーの郵便切手の図案に選ばれるのは初めて。

　在日ペルー大使館によると切手は天野さんの顔写真と織物の柄をデザインし

ており、１枚 6.5 ソル（約 ２０７ 円）。今年２月に発行され、ペルーで「友情の日」

とされる２月 １4 日に、天野博物館で発行記念式典が開かれた。天野は県立秋田

工業学校（現秋田工業高校）を卒業後、造船所などの勤務を経て独立。昭和初期

にパナマを拠点に会社を設立し、農業や漁業を展開した。戦後ペルーに渡り事業を成功させた。64 年には私

財を投じてリマに天野博物館を設立した。古代文化の保護に果たした功績が認められ、ペルーの文化勲章を受

けている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※秋田さきがけ新聞転用・抜粋

　環境省では、毎年６月の環境月間にあわせて、環境保全、地域環境保全及び地域環境

美化に関して、顕著な功績があった者（または団体）に対し、その功績をたたえるため、

毎年度、環境大臣による表彰を

行っています。今年度は １２5 件（4７

名、７8 団体）が表彰されました。

　秋田工業高等学校メカクラブ同

好会レーシング班が長年の活動が

評価され、「地域環境保全環境大

臣表彰」を受賞しました。

2019 トピックス2019 トピックス
日本人初 ペルーの切手に
　　秋田工業学校出身の実業家・天野芳太郎さん（大正５年機械科卒）

令和元年度環境保全功労者等環境大臣表彰
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　令和元年を迎え、第二回となります「我が心の恩

師」シリーズは今回から趣向を変えまして各科別の

時代を彩られました恩師の方々を取り上げていきた

いと思います。今回は機械科の恩師の方々にご登場

いただく事といたします。ジェネレーションギャッ

プで若い卒業生の方々には馴染みが無い先生が多く

いらっしゃると思いますが、昭和の秋田工業高校の

礎を築かれた面々ですので、ご理解ください。

　明治 37 年、開校と同時に設置されました機械科は

伝統を誇る秋工でも一番の“老舗”の科。いつの時

代も明日を見つめて人生の設計図を描く生徒を、教

師一人一人が全力でバックアップしていました。

　「ハクさん」の中村博二先生（昭和 ２０ 年～ 5１ 年、

53 年～ 55 年在職）は「生徒の育成には家庭の協力

が必要」と自転車や電車で家庭訪問を重ねました。

家庭環境の把握に努め、生徒一人一人に最適な指導

を追求。足で築いた心の絆は太く生徒からの信頼も

大きい先生でした。

　「タメさん」の佐藤為治先生（昭和 １5 年～ 45 年）

は板金を担当。小柄でしたが器は大きくしばしば特

大のカミナリを落として生徒を驚かせました。実習

後には工具を入念に点検し、不備があれば終業時間

になっても生徒を帰さない、技術者としての基本的

な心構えを教え込みました。

若林年（みのる）先生（昭和 ２4 年～ 4０ 年）昭和

２０ 年代に科長を務めました。「学校で得た基礎知識

が必ずしも社会ですぐ役立つとは限らない、大切な

のは必要に応じて基礎を生かす工夫と努力だ。」と力

説。先生の教えは今も卒業生の胸に深く刻まれてい

ます。

　自他ともに飛行機マニアだった青海磐男先生（昭

和 ２3 年～ 56 年）は飛行機の音が聞こえると授業を

中断して窓に駆け寄り、行方を目で追う。その後は

飛行機の話題に脱線するのが定番でした。昭和 ２０ 年

代には希少価値があった自動車の運転を教授。4０ 年

には模型クラブを創設しました。

佐々木一郎先生 ( 昭和 ２6 年～ 5０ 年 ) は秋工機械

科昭和 ２5 年卒業のＯＢ。２０ 年間にわたって科長を

務め、科の発展に貢献しました。授業では専門書を

読み上げ書き取らせました。しかし、その量が半端

ではなかったので生徒から手の筋が痛くなると苦情

が出る事も。在任期間の大半が３年生の担任で、就

職活動には殊のほか情熱を注ぎました。

佐藤勝郎先生（昭和 39 年～ 5７ 年）も秋工機械科

昭和 ２２ 年卒業のＯＢです。「生徒が弟のように思え

て、生活指導でもつい熱が入ったものです」という

お言葉があります。「自分の人格を通して生徒に接す

る」がモットーで教室外の教えも教師の大切な役割

の信念から部活動を通しての交流、共に汗を流して

のふれあいを人一倍重視しました。

小笠原淳先生（機械・物理昭和 38 年～ 4１ 年）は、

普段物静かなだけに怒った時の迫力は並大抵ではあ

りませんでした。秋工の伝統を愛し、更に磨こうと

尽力。「在職期間の短かった先生に教わることができ

たことは、大変な幸運だ。」と語る教え子も多い。

　怖いタイプの教師が居並ぶ中、ピカイチの優しさ

で異彩を放ったのが越後市朗先生（昭和 4１ 年～ 45

年・56 年～ 63 年）。生徒の微妙な心理を洞察し、常

に同じ目線で指導しました。就職活動でも、労を惜

しまずとことん面倒を見てくれた事から、感謝の気

持ちは言葉では言い表わせないほどと語る卒業生も

多数おります。

　今回は昭和の機械科の屋台骨を支えてくださった

恩師の方々にご登場いただきました。まだまだご紹

介しきれない先生が多数いらっしゃいますが、順次

このコーナーでご紹介していきたいと思います。ぜ

ひお楽しみにお待ちください。

　当コーナーでは卒業生の皆様からの“先生情報”

を募集いたします。ご自身の記憶に今も残る恩師の

方々のエピソードをお寄せください。

（文責　鈴木　信裕）

機械科の恩師 (昭和の先生８名）我が心の恩師②
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（Ｅ.50卒）

支部活動

羽城地区同窓会が開催されました　鈴木　晃（昭和40年建築科卒）

東北発電工業　金砂会　宮崎　貢（昭和55年土木科卒）
　この欄で金砂会活動の報告をす

るのは大変僭越なのですが、ご縁

があって今回寄稿することになり

ました。当社は今年創立 6０ 周年

になり、金砂会同窓会員も社内に

１０１ 名在籍していますが、これま

で社内に組織としての金砂会があ

りませんでした。当社の金砂会員はそのほとんどが

東北６県と新潟県の火力・原子力・水力発電所構内

で勤務しており、東北電力企業グループの一員とし

て、東北地域の火力、水力、地熱発電設備の建設、

点検、保守を担い、電力の安定供給に寄与していま

す。社内に金砂会設立の火種はだいぶ前からくす

ぶってはいたのですが、同窓会員が東北一円の広範

囲に勤務していることなどから組織化までは至りま

せん。私事で恐縮ですが、仕事の関係で高校卒業後

長らく秋田から離れて生活しており、同級生とも疎

遠になり、恥ずかしながら秋工同窓会誌の存在もつ

い最近になって知り、誌面を読むうちに、母校のた

めに積極的に多方面で活動している多くの会員がい

ることを知り、以降、私自身も母校への寄付活動等

に微力ながら協力してきました。私は現在青森県下

北郡東通村にある東通支社に勤務していますが、前

職場の秋田支社時代は支社内に先輩・後輩合わせて

金砂会員 １０ 数人在籍しており、職場の宴席ではか

つての恩師や旧校舎・実習棟の風景や授業での平和

公園実習などの話題で当時の学校生活を振り返りな

がら思い出話に花が咲いたことが懐かしく思い出さ

れます。母校ラグビー部や運動部各部の活躍も宴席

で話題になり、在学当時を思い出しながら場が盛り

上がりました。

　今後の展望として社内 １０１ 名の金砂会同窓会員に

同窓会の情報を発信しながら、社内に金砂会発足を

視野に入れて母校発展のために微力ですが活動して

いきたいと考えております。

　９月７日、元ハピネッツ高橋憲一選手の実家でも

ある海鮮料理バイキング（潟上市大久保）にて羽城

地区（旧飯田川町と旧昭和町の羽城中学校）秋田工

業高校同窓会が開催されました。１０ 年近く連絡網

も無かった同窓会でしたが、一昨年から一部会員に

よって開催されるようになりました。

　同窓会は名ばかりの地域や団体も多くあると聞き

ますが、この地域はお互いの健康と情報を共有する

場として再出発しています。

　今年は若い世代も参加して参加者一人ひとりから

近況報告や母校今年のラグビーや駅伝大会、吹奏楽

大会など、今後の活躍について話題になりました。

　少子化が叫ばれ大学進学が一般化される中で、秋

田工業高校からどんな大学に生徒達が希望し進学し

ているのか、大学も厳しい経営が課題となる中で魅

力ある大学に進学しているのだろうか、どんなとこ

ろに就職しているのだろうかなど、話題は多岐にわ

たりました。

　老若男女年に一度の顔合わせでしたが、女性は来

年から参加します。

　ぜひ参加したい方は佐々木功までご連絡ください。

（０9０-７７94-664１）
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株式会社
取締役会長　

（昭和41年機械科卒・柔道部OB会会長）
三浦　清一

空調、衛生、冷暖房設備設計・施工

本　　社 秋 田 市 御 野 場 二 丁 目 1 5 番 2 2 号
TEL 018-839-3816  FAX 018-839-7724

下浜事業所 秋 田 市 下 浜 羽 川 字 五 郎 池 1 2 8 番 地 2
TEL 018-893-3805  FAX 018-893-3705

　新元号が平成から令和に変わって初めての秋工同窓会総会が、例年通りの日取りであります

５月の最終土曜日、キャッスルホテルで行われました。

　今年は役員改選の時期にあたり、副会長を務められた鈴木誠一様が、ご自身で引退を希望さ

れましたが、周囲の方々から時期尚早ということで相談役として残って頂きました。他の方々

は残留となりました。御難儀を掛けますがこれからも、よろしくお願いいたします。

　さて、今年は卒業年に「１」の付く方々の当番の懇親会でした。なぜか今年は、いままでに

なく参加人員が多く、屈強な体の輩が大勢いるではありませんか。それもそのはず、今年度から着任された学

校長が秋工ラグビー部ＯＢの黒澤光弘先生なのです。秋工の卒業生が母校の校長に就かれることほど名誉なこ

とはなく、ましてや伝統あるラグビー部をご指導いただき、幾多の有名選手を輩出した監督を務められた先生

です。

　同窓会会員、ラグビー部ＯＢの皆様の思いも一入であると同時に、期待するものも大変大きいと思います。

その表れが参加人員の増加です。

　私、会長代理で昨年は東京秋工会、静岡支部、今年は東海、近畿支部に参加いたしましたが、すべての方々

がラグビー部の花園出場そして優勝を望んでおります。是が非でも黒澤校長が在職中に成し遂げたいものです。

その為にも同窓会を挙げて応援していければと思います。もちろんラグビー部だけでなく駅伝、バスケット、

サッカー、柔道、マーチングバンド等々期待される部活も沢山あります。応援よろしくお願いいたします。

　お楽しみは、ベリーダンスとフラメンコのアトラクションから始まり、新入会員紹介、オーガストムーンに

よるバント生演奏、御酒も進み和気あいあいのムードの中、壇上いっぱいのラグビー部ＯＢを前に歌った部歌、

秋工同窓生が一致団結した姿です。これが楽しみで参加される方もいるのではないでしょうか。

　今年で創立 １１6 年を迎え、新校舎も落成いたします。秋田工業高校は日本一の工業高校と自負しております。

年号が令和になっても校訓である、質実剛健は永遠に受け継がれ行くと信じてやみません。秋工同窓会万歳！

令和２年度　同窓会総会、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月中旬頃に掲載いたしま
す。お見逃しのないよう、またお誘い合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。 役員一同楽しい企画を考えております。皆さまの
多数のご参加をお待ちしております。

東海支部　米塚健治
さん（S34年工化卒 
ラグビーOB）から
桑原副会長に届いた
絵手紙です。

母校ラグビー部に思いを馳せて！ 
ラグビー部 ＯＢ大集合 !!会長もワンチーム！当番幹事艶やか！アトラクションのフラメンコ

令和元年度　秋工同窓会総会の報告
同窓会副会長　桑原　栄治（昭和50年電気科卒）
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　平成25年５月、校舎改築事業が人工芝ラグビー場をスタートに着工、以来６年の歳月を経て落成式を迎える
ことができました。巨大な体育館、人工芝ラグビー場、武道場、天然芝グラウンド、校内周回ランニングコー
スや音楽棟など充実した環境です。在校生が新時代を切り開いていくことに期待を寄せてくださるようお願い
いたします。

Ｓ 20　機械・剣道部
第 19 代校長　松田幸雄
　　　　　当時は授業の開始を知らせるのに現

在同窓会館にある鐘を鳴らしていた。のちにサ

イレンに変わったが近隣の苦情もすごかった。

　　　　　剣道部主将で成績も優秀 !!

　　　　　驚いた！落成式のみんなの真摯な態度、行動。秋

工の将来はますます充実、発展することと思います。

Ｓ 50　機械（定）
衆議院議員　冨樫（鈴木）博之
　　　　　オートバイや車で通学。

給食が楽しみで真面目に来ていた。

働いてから頑張って学校に来る生

徒に多少のことでは先生は怒らな

かった。今でも当時の先生と仲間とは年に数回

会っている。人に恵まれた学生時代だった。

私たちが秋田県に多くの魅力ある企業

を作っていきます。失敗を恐れず、失敗に負けな

いで肥やしにして頑張って成長してほしい。秋田

での活躍を期待します。

新校
舎落
成

記念
式典

黒澤校長、工藤同窓会長、安東ＰＴＡ会長

団旗と太鼓は同窓会からの寄贈

参加者インタビューしてきました
当時の思い出や学生生活のこと、在校生へのメッセージを、

ザックバランにお話しいただきました。

在校生へ

思い出

在校生へ

学校生活

思い出
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ピアノ演奏　山崎　圭子
このスタインウェイのグランドピアノはアトリ

オンで 3０ 年活躍しました。とても手入れがよく、

演奏家たちに愛された最高のピアノです。どんど

ん弾いてください。

　　　　　素敵な校舎になってラッキーな学生

生活を楽しんでください。ピアノは皆さんの専門とは違います

が、ピアノを弾いたり聴いたりして心を癒してください。

秋工竿灯会の演技。技術を

磨いて、素晴らしい演技と

演奏でした。秋工竿灯会は

夏の竿灯まつり

に参加してい

ます。来夏も

お楽しみに！

Ｓ 49　土木・ボクシング部
伊藤工業㈱　秋山　勝
　　　　　土木科の実習室。

甘酸っぱい思い出あり、怖い先生、

怖い先輩もいた。成績は下だった。

　　　　　　　斉藤克夫先生、苦手

な応用力学の担当だった。

　　　　　恵まれた環境で精いっぱい頑張って

ください。

　　　　　　　多目的グラウンド、実習棟の施工

を担当。伊藤工業はＯＢがたくさんいます。これ

からも秋工ＯＢの誇りを持って頑張ります。

Ｓ 48　機械・剣道部
山二施設工業㈱　阿部公雄
　　　　　剣道部で使用した道場。成績は中くら

い、怖い先輩はいなかった。

　　　　　心身ともに健康である事。困難に立ち

向かい、誠実な人間に成長してほしい。何事もポ

ジティブに取り組もう。

　　　　　　　担当は校舎等の機械設備工事ＪＶ代表。剣道場

の立派さに感動しました。

Ｓ 35　機械
第 24 代校長　近　稔

文武両道の精神を忘れない！

～ピアノ独奏とお話し～
山崎圭子さんプロフィール

秋田市生まれ。多数のアーティストと共演。アトリオン

でのソロリサイタルなど県内外で活躍。木内音楽賞、市・

県の芸術選奨など受賞。

現役吹奏楽部 同窓会員　遠方からも出席いただきました。

夏の竿灯まつり

に参加してい

ます。来夏も

記念式典

アトラクション

アトリオン（県）より寄贈されたスタインウェイピアノアトリオン（県）より寄贈されたスタインウェイピアノ

在校生へ

在校生へ

在校生へ 在校生へ

思い出

思い出思い出の先生

施工業者です

施工業者です
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Ｈ７　建築・サッカー部
三和興業㈱　武田昭彦
　　　　　　　　　　　授業をさぼっ

て怒られた実習棟。

　　　　　　　サッカー部監督。マリオ

に似ていたのでよく覚えています。

　　　　　若いうちにしか出来ないことがあります。

悔いのない高校生活を送ってください。

　　　　　　　セミナーハウスや工場棟の機械設備

工事を担当しました。多くのＯＢがいます。特に土木

部・建築部はかなりの人数です。Ｓ 55　建築・当時の夢=大工
㈱長谷駒組　門脇　紀
　　　　　　　　　　　屋上。応援

練習で気合を入れられた。

　　　　　　 “体育の先生”太もも

の内側をつねられる。

　　　　　　　　　　※コスケ先生らしいです。

　　　　　自分の夢に向かって「ガンバッテ」ください。

　　　　　　 勤務先は秋工ＯＢがいっぱいです。校舎、体

育館など工事しました。体育館の杭施工時に油や埋設物が

出てきたりしました。現場監督としてガンバッテいます。

Ｓ 32　機械
北海道支部幹事長　渡部秀樹
　　　　　Ｓ ２9 年当時の”新体育館”で

行った入学式・卒業式。

　　　　　　　松田先生。(１9 代校長）が

入学時の担任だった。

　　　　　素晴らしい環境が揃いました、あとは皆さん

が頑張るだけです！

Ｓ 58　機械
高校教諭　熊谷清仁
　　　　　甘酸っぱい思い出もなく、怖

い先輩もおらず、成績は中でした。そん

な思い出……。

　　　　　　　 カ ト ウ ヒ デ オ 先 生 は

メッチャ怖くて、今思い出しても……（笑）

　　　　　友人を作れ！

↑左は代表の長谷川尚造氏

乾杯

鏡開き旧職員の懐かしい面々も

祝　賀　会

思い出の先生

思い出の先生

思い出の先生

思い出の先生

思い出

思い出

在校生へ

在校生へ

在校生へ

在校生へ

印象深い思い出の場所

印象深い思い出の場所

施工業者です

施工業者です

9



同　窓　会　一　同

Ｈ 23　土木・硬式野球部
㈱沢木組　沢木直人
　　　　　やはり土木科の工場棟と硬式野球場。

　　　　　　　藤原一成先生＝怖かった！鈴木恵一

先生＝面白いけど、怖かった。

※面白いけど怖いらしい鈴木恵一先生から返信です。

　「最高の褒め言葉だよ！沢木、アイシテルよ♪」

　　　　　大きく広い校舎で、伸び伸び学んでください。

　　　　　　　ラグビー場を担当しました。

秋工ピンバッジの販売について秋工ピンバッジの販売について

１個 700円（税・送料込）

で販売いたします。

希望の方はＦＡＸにてお

申し込み下さい。

秋田工業同窓会館

FAX 0１8-864-6677
※総会会場でも販売いたします

↑とっても仲良し
右が鈴木先生

ノリノリの校歌斉唱！

同窓生の団結を確認できた祝賀会でした。
次は春の同窓会で会いましょう。

祝　賀　会

思い出の先生

思い出

在校生へ

施工業者です
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安心・安全な災害に強いまちづくり

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

商業施設施工・オーダー家具
木 製 建 具 製 作

株式
会社 中 央 建 装

（昭和46年金属工業科卒）

魅せます。教えます。熟練の技魅せます。教えます。熟練の技
（秋工祭　令和元年10月12日）

部会員の作品パネルを展示し、３Ｄ・ＣＡＤソフトの操作
体験コーナーを設けました。当日立ち寄ってくれた子供た
ちはパソコン操作に興味のある子が多く、各々自由に操作
をして楽しんでいました。

今年の電気部会は、家庭でも身近な漏電遮断器の動作試験
でした。ご来場の皆様に少しは漏電の怖さを判ってもらえ
たかな？

設備部会ＯＢの昭和 ３１ ～ ３4 年在校時の製図作品、３Ｄ・
ＣＡＤ配管図面を展示しました。当日立ち寄ってくれた方々
は製図作品の技能の高さ、３Ｄ・ＣＡＤの精巧さに驚いて
いました。

土木科生徒によるトランシット据付けタイムトライアル、
皆さん一生懸命、正準・求心に頑張っていました。ドロー
ンの操縦体験、生徒の皆さんは慎重かつ大胆に操縦にチャ
レンジしました。

金砂クラブ設備部会金砂クラブ設備部会 金砂エスピック金砂エスピック

金砂クラブ電気部会金砂クラブ電気部会 金砂クラブ建築部会金砂クラブ建築部会
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　ラグビーワールドカップ ２０１9 日本大会が開催され、日本

代表の活躍で大いに盛り上がっています（１０ 月 ２１ 日時点）。

私が住む釜石市も １２ の開催都市に選ばれ、２試合を行う予

定でしたが、台風被害の影響で１試合は中止となってしまい

ました。ワールドカップを釜石で開催する意義は東日本大震

災の際に世界中から頂いた支援への感謝を伝え、復興の姿を

発信することです。私自身、東日本大震災では被災しません

でしたが、家族や知り合いを亡くした選手やスタッフもいま

した。そのなかでも選手たちは各地から届けられた支援物資

を避難所へ運ぶなど、いち早くボランティア活動に奮闘してくれました。その中で湧きあがったラグビーワー

ルドカップ釜石開催、市内の惨状を見るにつけ、とても現実には考えられませんでした。そういった中、時間

が経つにつれ、全ての意見ではありませんが被災した方の中から、そして鵜住居地区の住民の方からもラグビー

ワールドカップを通じて復興を加速させたいと言う意見が出始め、何もしない自分が恥ずかしくなり、一歩前

に足を踏み出すことが出来ました。９月 ２5 日、唯一行われた釜石でのワールドカップ、沢山の方から「おめ

でとう」、「ありがとう」と声をかけて頂きました。当日、ボランティアとして試合に関わりましたがスタンド

から聞こえた子供たちの歌声や声援、試合後の皆さんの笑顔は一生忘れることが出来ない経験です。倒されて

もすぐに立ち上がり、ボールを次の人につなぐ、トライを目指し、前に進んでいくラグビーの精神はまさに釜

石が震災から立ち上がろうとする姿と重なります。復興した被災地の姿をぜひ見に来て頂ければ幸いです。

◆桜庭吉彦（さくらば・よしひこ）
１966年（昭4１）９月２２日、秋田・潟上市生まれ。
秋田工高２年の時に野球部からラグビー部に転向。１9２センチの長身を生かしてロックとして活
躍し、第64回全国大会で１4回目の優勝（秋工９－４相模台工）、85年に新日鉄釜石入社、翌年
に１9歳で日本代表に選ばれ、キャップ43。　
8７、95、99年W杯大会に出場、０２年に新日鉄釜石がクラブ化した釜石シーウェイブスのヘッド
コーチに就任
現　日本協会　ラグビーＷ杯日本大会アンバサダー

平成30年度�秋工同窓会本部事業一覧

期　日 事　業　名 場　所

 4月18日（水） 第１回企画委員会 同窓会事務局

 4月24日（火） 第２回企画委員会・当番幹事会 ガスト

 5月26日（土） 平成30年度年次総会・新会員歓迎会 秋田キャッスルホテル

 6月28日（木） 会長・副会長会議 第一会館川反店

 8月 9日（木） 第１回広報委員会 株式会社北勢工業

 8月28日（火） 第２回広報委員会 株式会社北勢工業

10月10日（水） 第３回広報委員会 株式会社北勢工業

10月23日（火） 第４回広報委員会 株式会社北勢工業

11月 5日（月） 第５回広報委員会 株式会社北勢工業

11月20日（火） 同窓会誌   第 53 号発行 同窓会事務局

 3月 1日（金） 同窓会長賞授与式 母校体育館

 3月 1日（金） 同窓会入会式 母校体育館

平成30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 9日（土）東海支部総会 鈴木副会長

 6月10日（日）関西支部総会 鈴木副会長

 6月11日（月）金砂クラブ４部会総会 工藤会長

 6月22日（金）北海道支部総会 工藤会長

 6月30 日（土）男鹿支部総会 工藤会長

 9月 7日（金）東北機械支部総会 西館副会長

11月 3日（土）土木科同窓会総会 土田副会長

11月 3日（土）東京秋工会総会 桑原副会長

11月 4日（日）静岡支部総会 桑原副会長

11月16日（金）南部金砂会総会 工藤会長

11月30日（金）大仙仙北支部総会 土田副会長

12月 3日（月）秋田市役所金砂会総会 工藤会長

 1月26日（金）ポプラ会総会 工藤会長

釜石復興とラグビーワールドカップ 桜庭　吉彦桜庭　吉彦
（昭和60年地質工学科卒）（昭和60年地質工学科卒）

平成30年度　会務報告

事 務 局 だ よ り
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給排水・空調、水処理プラント、上下水道工事

陸上競技

軟式野球
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

軟式野球
体操
柔道

空手道

ラグビー

学校対抗男子総合２位
男子トラック総合１位
1500m　　１位 高橋銀河
5000m　　１位 高貝　瞬・２位中川雄太
3000mSC　１位 柴田宜憲・２位坂本祥太
5000mW　１位 浮田大助
２位
学校対抗優勝
ダブルス　　１位 田口大貴・藤元竣太朗
ダブルス　　２位 山内裕稀・田中大成
シングルス　２位 田口大貴
女子団体１位
女子個人総合　１位 安藤楓乃
女子個人総合　２位 菊地愛華
男子団体２位
73㎏級　　　１位 川口睦己
73㎏級　　　２位 能登谷亮
90㎏級　　　１位 渡部智偉
100㎏超級　 ２位 加藤洸汰
男子団体組手２位
女子団体組手１位
女子個人形　　１位 村上奈緒
女子個人組手　１位 高橋瑠風
女子個人組手　２位 戸嶋保月
優勝

個人７名出場
団体出場
ダブルス２組・シングルス２名出場 
２位
女子団体出場
男子団体出場
男子個人５名出場
男子団体出場
女子団体組手優勝
女子個人形　２位 村上奈緒
個人７名出場
Ｉ部優勝

陸上
バドミントン

体操
柔道
空手道

バドミントン

バレーボール

陸上競技

吹奏楽

吹奏楽

吹奏楽

柔道

ものづくり旋盤
ものづくり木材加工

メカクラブレーシング班

メカクラブレーシング班

メカクラブレーシング班

メカクラブロボット班

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

ダブルス　　２位 田口大貴・藤元竣太朗
シングルス　２位 田口大貴

２位　

１位 中川雄太
２位 高貝　瞬

金賞

銀賞

優秀賞

73㎏級　１位 能登谷亮

旋盤作業部門　　　１位 石川　慧
木材加工作業部門　１位 佐々木穂波
木材加工作業部門　２位 加藤美羽

優勝 秋工レーシング１

優勝 秋工レーシング２

１位 秋工Ⅰ

母 校 だ よ り １０月末現在

全 県 総 体

東 北 大 会

インターハイ

国体記念春季高校バドミントン大会

山田記念ロードレース大会

北東北親善高等学校バレーボール大会

全日本吹奏楽コンクール秋田県中央地区大会

秋田県高等学校工業クラブ　ロボット競技大会
（全国大会出場選考会）

秋田マーチングフェスティバル美郷大会

全日本ジュニア柔道体重別選手権秋田県予選大会

ものづくりコンテスト秋田大会

MEVRミニ電気自動車大会

環境大臣賞

全日本吹奏楽コンクール秋田県大会

秋田県高校生エコカーレース大会
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　令和改元最初となります、秋工同窓会誌の編集に

携わることとなり光栄に思います。本年より同窓会

広報委員長を拝命いたしました。今年は奇しくも９

月２７日に校舎竣工を迎える記念すべき年であり、「一

生に一度だ！のラグビーワールドカップ２０１9」の開

催年でもあります。

　秋工同窓会広報委員会は毎年５月頃から活動を開始し、月１回

のペースで同窓会館に集合して打ち合わせを重ねております。文

頭に申し上げました通り、本校校舎ほか付帯施設全てが新しく生

まれ変わり、素晴らしい学校環境が構築されました。今号では新

施設のご紹介の他、落成式の模様、祝賀会などを取材し、実り多

き内容といたしまして卒業生の皆様へお届けしたいと思います。

今号の表紙に敷地全体画像が模されておりますが、開校１１6年目の

全面リニューアルされました母校を篤とご覧ください。（鈴木）

◎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。

《広報委員会》
担当副会長：徳光富久 昭47A・西館信立 昭50M
委　員　長：鈴木信裕 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・太田博之 昭56K 
堀井雅弘 昭56K・佐藤敏和 昭62H・佐藤智喜 平４M

　　　　　　本間国裕 平７Z
協　　　力：須藤佳子（財政）昭62K・澤田裕子（企画）昭62K
　　　　　　佐藤真由子（企画） 平2A

収入総額　6,869,163 支出総額　4,772,419 差引残高　2,096,744
収入の部� （単位：円）

科　目 予算額 決算額 比較増減 概　要
会　費 3,332,200 4,133,627 801,427
　１. 在校生会費 1,132,200 1,123,400 △ 8,800 生徒 12 ヶ月分

　２. 同窓生会費 2,200,000 3,010,227 810,227

繰越金 2,099,196 2,099,196 前年度繰越金

広告賛助金 600,000 636,340 36,340 32 社分 ( 振替手
数料差し引き後 )

雑収入 8,604 0 △ 8,604 寄付金
合　　計 6,040,000 6,869,163 826,293

収入総額　3,973,995 支出総額 0 差引残高　3,973,995
収入の部� （単位：円）

科　目 予算額 決算額 比較増減 概　要

繰越金 3,573,965 3,573,965

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 35 30 △ 5 預金利息

合　　計 4,374,000 3,973,995 △ 400,005

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 300,000 152,644 △ 147,356

　１. 総 会 費 200,000 101,644 △ 98,356 アトラクション謝金他

　２. 役員会議費 100,000 51,000 △ 49,000

事務費 2,026,000 1,593,714 △ 432,286

　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 100,000 6,754 △ 93,246 事務用備品

　３. 印 刷 費 30,000 12,960 △ 17,040

　４. 通 信 費 250,000 125,642 △ 124,358 電話・FAX・
郵送代

　５. 旅     費 300,000 250,266 △ 49,734 支部総会出席

　６. 光 熱 費 120,000 0 △ 120,000

　７. 消耗品費 50,000 22,092 △ 27,908 事務局用消耗品

事業費 2,800,000 2,574,137 △ 225,863

　１. 会報発行費 2,200,000 2,268,525 68,525 会報印刷代、
封筒代、送料

　２. 慶 弔 費 100,000 0 △ 100,000

　３. 支部祝金 200,000 161,000 △ 39,000

　４. 新会員歓迎費 150,000 87,912 △ 62,088 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 114,000 51,924 △ 62,076 全国大会広告代 
他

特別会計繰入金 800,000 400,000 △ 400,000

合　　計 6,040,000 4,772,419 △ 1,267,581

平成30年度　一般会計決算書

平成30年度　特別会計決算書
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秋田営業所 秋田市山王中島町２－８
TEL 018-863-2151　FAX 018-862-6994

本　　　店 大阪市西区靱本町１－９－15
TEL 06-6443-7321
http://www.chugai-af.co.jp

「技術と経験は、無限の可能性へ」
防水・塗装・塗床・改修工事全般

大洋ビル管理株式会社

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

68

有限会社 松 本 業 務 店
代表取締役 松　本　善　和

〒010-0044　秋田市横森１丁目１７番４４号
TEL 018-835-5333　FAX 018-835-2129
URL http://www.gyoumu10.com/

左官工事のことなら何でもお気軽にご相談ください。

（昭和５９年土木科卒）

有限会社エヌ・ティ・ケイ
代表取締役 堀　井　信　之

（Ｓ５７年地質工学科卒）

ＩＴ・ソフトウェア開発

〒010-1424 秋田市御野場３丁目６番９号
TEL 018-889-6235　FAX 018-889-6236

https://www.mrt-arch.co.jp/

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

（公社）全国上下水道コンサルタント協会会員
（公社）日本水道協会賛助会員４級

〒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

様々なコミュニケーションを
クリエイトするTHE

CREATE
ACPAkita Chuoh Printing
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　１３ 名というマーチングバンドの人員としてはきわめて少ない人数で

の出場となった。大人数の迫力と音圧が期待されるところであるが、

フォーメーションや譜面にも工夫を加え、全身全霊で演奏演技を行い、

小人数であることを感じさせない内容に仕上がり、練習通りの力を発揮

することができた。しかし、あと一歩及ばず僅差で銀賞にとどまり、３

年連続全国大会とはならなかった。

　吹奏楽コンクールや演奏会など、年間を通した活動を送るにあたり、

部員の確保、個人個人のスキルアップ、考えた練習内容、校内外関係各

位のご理解ご協力のもとによる活動などと課題は少なくないが、高みを目指して頑張っていきたい。

　皆様より多くのご支援とご協力をいただき、誠にありがとうございました。

　第 99 回全国高等学校ラグビー大会秋田県予選が

１0 月 27 日（日）秋田市のあきぎんスタジアムで決

勝戦が行われました。

　前半から終始スクラム、モール等ＦＷ戦で圧倒す

るも、ミスが重なり得点を奪えないままで前半を終

了。後半もＦＷ戦で圧力をかけ優位に立つが決め手

を欠き、逆に中央高校にトライを奪われる展開。終

了間際に意地のトライを決めるもノーサイドとな

り、花園の夢は残念ながら絶たれました。

　来年の １00 回記念大会に向け更なる精進を重ね、

夢を叶えることを期待します。

　皆様からの温かいご声援、応援に心より感謝申し

上げます。

　１0 月 20 日、第 70 回全国高校駅伝大会秋田県予

選大会、秋田市内コースで開催されました。秋工駅

伝チームは２時間６分 56 秒、全員区間賞となり２

区の小松兼悟（２年）と３区の高橋銀河（３年）が

区間新記録を樹立しました。１区 １0 キロ中川雄太

（２年）が八橋陸上競技場をスター

トしてから全区間トップを譲るこ

となくほぼ独走態勢となり、２位

の花輪高校に約 １0 分差でゴール

出来ました。

　今年の全国大会は １2 月 22 日午

後 １2 時 ３0 分京都西京極陸上競

技場をスタートします。秋工駅伝

チームは３位を目標としています。

　昭和 ３5 年度から昭和 5３ 年度まで秋田工業高校に

在職された小助川瑞雄先生が今年４月 29 日 9３ 歳で逝

去されました。４月29日は陸上競技大会シーズンスター

ト大会でもある大館市山田敬三記念ロードレース大会

当日でした。秋工選手たちが上位を独占した日でもあ

りました。陸上競技部ＯＢ会員約 １000 名のうち小助

川瑞雄先生にご指導いただいた約 200 名、全国予選

大会終了後に恩師を偲び秋工駅伝チームの７年連続 25

回目の優勝を語り合いました。

吹奏楽

ラグビー

駅伝

秋田工 12 　　　　17 秋田中央（　　）０－７

１２－ １０

次年第100回記念大会へ奮起を期待

秋工駅伝７年連続 25 回目の全国大会出場

小助川瑞雄先生を偲ぶ会を開催

マーチング東北大会 報告
　　11 月３日　第 ４８ 回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会　　　　顧問　野上　浩

　今年も冬季全国大会は陸上競技部駅伝だけとなり、

全国大会出場募金は駅伝だけで実施しています。今年

も各団体や個人に募金をお願いしております。どうか

ご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。

郵便　振込取扱票

口座番号　０２２３０－４－１２８００８

秋田工業高校全国駅伝大会出場募金委員会

募
金
口
座
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