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多賀工業会千葉県支部会報 46 号の発刊に寄せて
支部長

大和田武義(昭 32 学電)

平成 23 年度は東日本大震災とそれに続いて起こった福島原発の事故により、
世情は暗い状態が続いていますが、直接間接に被災された方々には心よりお見
舞い申し上げます。こんな時こそ各人が自分の目的を設定し、その方向に向か
って頑張ることが大切だと思います。その一助として千葉県支部活動も活性化
に努力しており、これを会員の皆様にお知らせすることは重要なので、経費節
約型で手つくりの会報 46 号を発行しますので、ご購読の上意見や提案を頂く
とともに、一層のご支援ご協力を御願いいたします。
又先の総会で母校茨大工学部の被災が激甚の為、千葉県支部としても緊急提
案で震災義援金拠出を承認頂き、来賓として来場下された本部の木曽会長に託
しました。その後工学部として会員各自に”日立キャンパス復興支援募金”の
御願いが送付されているので、皆様には種々大変な状況とは思いますが、ご協
力のほど御願いいたします。募金趣旨書にも表示されているように、母校の被
害状況は、建物・教育実験研究設備・水道電気通信設備等の激甚災害で 38 億
円ぐらいと見積もられています。その中で価値のある従来の図書館が復旧の目
安が立たないので、これを図書館のみならず、歴史的展示館や交流センター・
災害対策本部などの機能を持った設備に建て替えることが教授会で決定され
たとのことで、このために募金が行われるものです。今までに支部として拠出
した義援金はこれに充当されることになっています。
千葉県支部としては、予算をやりくりして義援金の拠出をするとともに、同
好会などの行事に参加された方より拠出頂き、同窓会本部に届けましたが、さ
らに支部活動費の節約の一つとして、幹事各位の奉仕による会報の手作り発行
により発行費を低減して義援金費用捻出などとなったものです。状況をご推察
の上ご理解下さいます様御願いいたします。

ひび割れが見られる工学部校舎

大和田支部長より義援金が木曽会長へ
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［報告］

平成２３年度第３８回千葉県支部総会報告
幹事長

綿引貞男（昭 38 学電）

平成 23 年度の第 38 回千葉県支部総会は 5 月 28 日（土）に木更津市の「東京ベイサイド
ホテル」で、齋藤幹事の総合司会の下に開催された。
多賀工業会本部からは木曽正明会長（昭 29 学電）の出席をいただき、総会開催に対するお
祝いのお言葉を頂いた。
◇ 総会は来賓として静岡・東京・埼玉・水戸勝田・栃木より支部長や関係者をお迎えして
27 名の会員参加の下に、予定議題が審議され提案どおり承認された。
議長は芝山佑芳（昭 34 学原）が担当。
（１） 平成 22 年度の事業報告と決算報告・監査報告
（２） 平成 23 年度の事業計画案と予算案
（３） 役員改選
（４） その他事項-１ 同窓会支部活動の意識調査結果報告
川野辺幹事（昭 40 学精）より「支部活性化」に関して実施したアンケート結果をも
とに、支部活動への関心、今後の支部活動活性化方策について報告が行われた。
（５） その他事項-２ 茨大工学部震災義援金への対応
大和田支部長（昭 32 学電）より、工学部の被災状況、東京支部をはじめ各支部の自
主的な義援金募集の動きと本部の方針などの経緯の説明と、千葉県支部の義援金とし
て、予備費から 10 万円を義援金として提供すること及び更に 5 月から 7 月にかけて
支部行事の中で義援金を募ることが提案され、承認された。

総会に続いて平成 23 年度総会のイベントとして、DNK Research，LLC 沼倉研史氏（昭 48
院化）による「ニューイングランドに見るハイテク中小企業のビジネススタイル」について
の講演を頂いた。（講演会要旨参照下さい）
◇ 懇親会は千代幹事（昭 40 学精）、金坂幹事（昭 49 学電）二人の司会の下に和やかに進行
された。
今年度は萩野谷幹事（昭 41 学機）による乾杯の音頭の後、来賓の挨拶、千葉県支部同
好会活動報告や参加者の近況報告を受けながら和気藹々と進められた。
最後に橘氏（昭和 38 学電）のクラリネット生演奏、生演奏に合わせた校歌寮歌の大合
唱、そして檜山顧問の手締めでお開きとすることが出来た。
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平成 24 年千葉県支部新年会のご案内
担当

副支部長 高橋 清、史跡・万歩会副会長 千代 和彦
総務企画 芝山 佑芳、齋藤 洋知、金坂 潤

平成 24 年の新年会は、恒例により 5 月に開催した総会と同じ木更津市の「東
京ベイプラザホテル」で開催することに致します。新年会の前に史跡・万歩会で
八剱八幡神社にて初詣を行いその近隣のお寺・史跡めぐりを行います。
多数の方がご参加下さいますようご案内申し上げます。
１．新年会開催予定日：平成 24 年１月 9 日（月）（祝日 成人の日）
２．行事予定
【初詣と市内史跡めぐり】
10 時 30 分 ＪＲ木更津駅集合→八剱八幡神社(初詣)→證誠寺→光明寺→
選擇寺→鳥居崎海浜公園→新年会会場
【新年会】
「東京ベイプラザホテル」にて午後 12
時 30 分より開催
〒292－0832 木更津市新田 2-2-1
TEL：0438-25-8888（代）
３．集合：史跡・万歩会参加者はＪＲ
木更津駅改札口に 10 時 30 分まで集合
新年会のみに参加される方は会場に
12 時 15 分まで集合ください。
４．参加費 6,000 円
５．お願い：平成 23 年新年会及び総会に参加された方には参加申込票を同封い
たします。それ以外の参加希望者は、平成 23 年 12 月 19 日までに高橋 清
（TEL 0439-55-7439）まで連絡してください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
訃報
昭 18 専精
昭 19 専機
昭 22 専電
昭 22 専電
昭 22 専機
昭 28 学金
昭 34 学電
昭 36 学金
昭 48 学化

大内 弘
小林秀夫
新井義男
井川滋郎
関 誠治
石島 匀
遠藤雅久
田中善朗
桜井幹男

平成 23 年 8 月 19 日逝去
平成 23 年 2 月 11 日逝去
平成 23 年 1 月 29 日逝去
平成 23 年 3 月 24 日逝去
平成 23 年 3 月 27 日逝去
平成 22 年 12 月 30 日逝去
平成 21 年 11 月 22 日逝去
平成 20 年逝去
平成 20 年 6 月 24 日逝去
4

総会講演会要旨
平成 23 年の総会に引き続いて実施された講演会は昭和 48 年大学
院卒業の沼倉研史氏による「ニューイングランドに見るハイテク中
小企業のビジネススタイル」をお願い致しました。沼倉氏は現在ア
メリカ東部ニューイングランドにある「DKN リサーチ」社の経営者で
す。普段はアメリカで生活していて、日本をはじめ海外への出張も

沼倉研史氏

多く、グローバルな活動を続けておられます。また、毎週日常の活
動を通じて感じたことなどを「ニュースレター」としてメールで送っ

沼倉研史氏

て頂き、千葉県支部のホームページにも掲載させて戴いています。(ホームページの「沼
倉研史のアメリカだより」から見ることができます。)
ところで、今回の講演では前半に、ニューイングランドの特徴などの紹介がありまし
た。それによると、ニューイングランドはアメリカ北東部の 6 州を指し、今でも Spirit
of America(①建国、パイオニア精神を誇りに②古き良き時代のアメリカンドリームを維
持し③先人の遺産に新しい技術を積み重ねる)が引き継がれているとの説明がありまし
た。特に、DKN リサーチ社のあるマサチューセッツ州は①アメリカ合衆国が始まったと
ころで②独立心、パイオニア精神が強く③保守的だが、苦労を厭わない④伝統を積み重
ねる ことが引き継がれていることの説明がありました。
引き続き、古くからの建物などが写真によって紹介がありました。最近は日本国内の
伝統的な建物がどんどん取り壊されていることと比較して感心する点がありました。
後半は、ニューイングランドで世界をリードしているメディカル産業はじめ代表的な
産業の紹介がありました。そして、これらのハイテク産業を地元 MIT が多くの中小地場
産業のゆりかごになっていることが紹介されました。
これらの説明の中で、主題のニューイングランドのハイテク産業は、①個性のあるリ
ーダーがいる②ユニークな技術を持つ③継続的な技術開発指向④技術を活かせるマー
ケツトをもつ⑤優位性を保てるだけの開発要員を揃える⑥規模の拡大をねらわない⑦
プロセスの要点だけを抑え、あとは外注でまかなう

が特徴で、その結果として①コス

ト競争にさらされない②高い利益とマージンを確保③持続的な発展が望める という説
明がありました。ただし、後継者が問題であるとのことでした。
今日本国内は超円高、所用電力の確保難、法人税率の高さなどの問題で、国内の製造
拠点の海外移転などが問題になっています。そのような状況の中で今回の沼倉氏の講演
は、大変示唆に富む講演でした。改めて沼倉氏に紙面を借りてお礼申し上げます。当日
使用された説明資料は以下の URL から確認できます。
URL: http://web.me.com/dnumakura/DKNRArchive/Articles/Entries/2011/5/28_ニューイングランドに
見るハイテク中小企業のビジネススタイル_files/110528TagaSpeech.pdf

(文責
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広報担当幹事

川野辺)

史跡・万歩会の報告

☆第 81 回

会長

高橋

清

幹事

萩野谷

副会長
道雄

千代和彦

会友幹事

高橋保雄

史跡・万歩会及び俳句吟行会の合同バス旅行
―初夏の清里高原ウォーキング

・平成 23 年 6 月 12 日（日）天候（曇り）参加者：15 名（会員 9 名、会友 6 名）
・行程は松戸駅(7:00)、西船橋駅(7:50)出発⇒清里高原・美し森ファーム(10：50)着
ここをウォーキングの出発点として美し森（レンゲツツジ群生地）
、清泉寮、清里駅、
萌木の村を終点とした歩行距離約８km(約 13500 歩)、所要時間約 3 時間 30 分の行程。
・ウォーキングと俳句吟行
前日までの大雨が当日嘘のようにやみ、薄日もさ
す天気で、標高約 1500ｍの高原のレンゲツツジ群生
地、牧場、森林の中を歩く快適なウォーキングでし
た。吟行会は美しい高原の風景、草花の群生を観賞
し、高原ソフトクリーム(俳句の季語)を味わいなが
ら俳句をひねっておりました。
美し森頂上にて

☆第 82 回

高滝ダム湖周辺の散策（市原市養老、小湊線高滝駅）

・平成 23 年 8 月 6 日（土）天候（晴れ）

参加者 15 名（会員 9 名、会友 6 名）

・行程：小湊線高滝駅から高滝ダム記念館、高滝ダム本体、小貫橋、北崎橋、高滝
神社を廻って高滝駅までのコース。歩行距離約 4.5km、所要時間約 2 時間
・高滝ダムの概要：市原市を南北に流れる養老川に設けられた里ダム(平地に設けた
ダム)で、京葉工業地帯の発展と共に人口増加の上水道水源の確保、農業用水の安定
確保、周辺地域の水害をなくすため、平成 2 年 4 月に完成した。
・高滝ダム周辺の散策：当初予定は湖畔にある「水
と彫刻の森美術館」方面でしたが、工事中の為、急
遽高滝ダム本体・記念館方面に切換えた。当日は
30℃を超える猛暑でダム湖周辺は木陰も少なく休
憩する場所もなく体力テスト的な万歩会になった
が、参加者全員元気にウォーキングを楽しみました。

高滝ダムを背景にして
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母校訪問

関 誠 治 氏 遺 句 集
平成十七年

多賀工業専門学校機械科昭和二十二年卒業
平成二十三年三月二十七日 逝去

小春日

鯉幟見上げる父の肩車

平成二十年

梅雨空の雷鳴を背に母校去る

旅の空障子に揺れる鯉幟

追憶や母校に大樹茂りをり
亡き妻の手袋見つめ捨てられず

境内の落葉焚火に下校の子

小春日のバーゲンセール車椅子

兼六園

残る虫日に細りゆく夜寒かな
平成十八年

高清水自然園

朽ち老いてゆるむ木道八十路越え

平成二十一年

故郷の青葉若葉は目にやさし

梅雨明けや遠鶯に小百合映ゆ

引き潮や蟹踊るごと走りをり
雨催ふ紫陽花深く頭垂れ

煌々と屋台続けり酉の市
湯の丸高原

霜月や母の享年超えにけり
平成二十二年

祭好き連れ合ふ参道高笑ひ

としを

ひぐらしの声の一途や宵迫り
波の上に浮く島影の深緑
雪吊の兼六園で酌みにけり
紅白の山茶花燃え尽きにけり

梅雨晴間棚引く雲の散り急ぐ

蛙棲む池のほとりを蛇走る

天神や藤浪揺らす太鼓橋

華やかに歓待の夏ワイナリー

アルプの里

あめんぼが池にさざ波起こす顔

山茶花の散る門前や緋毛氈

平成十九年

雲海やアルプの里は人の波

川音に目覚めし宿や大枯野
【選者追悼句】

高山の花の色香を愛でにけり
鴨の池鴨食ふ人の鴨を見て
焼鳥屋入る人出る人足もつれ

しゅんしょう

春 宵 や優しき杖の音残し
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平成二十三年 前期

にんにく

Ｓ

塚越 としを
機 三幣 正人

─ 兼題： 更 衣 ・筍 ・初鰹 ―

ころもがえ

俳句コンクール成績発表
かつお

【特選】初松魚土佐大蒜を挟み込み
評 土佐大蒜という断定表現が成功した。土佐の初鰹にご当地名産の

穂坂 芳子（邦光氏夫人）

大蒜を大切りにして挟み込むという。美味しさも格別でしょう。

更衣昨日と違ふ空の蒼
評 この感覚、宜し。更衣して気分も上々、心身共に初夏の清々しい

三幣 正人

季節です。空の蒼さも作者の心の若さを祝福して呉れています。
【佳作】 手捌きに島唄のせて初鰹
（上手いですね。大漁の港に活気が溢れます）
穂坂 芳子
機 檜山 邦良

更衣新しき日々来る如く
（素晴らしい感覚です。若さ万歳です）
いでゆ

山里の出湯や筍フルコース

〃

電 熊谷 文男

〃

会友 平野 昌子

Ｓ

（採れ立ての筍料理を満喫されましたね）
朝礼や白一色の更衣
（正に情景を画きとりました）
初鰹捌く男や舌鼓
Ｓ

原 芝山 佑芳

（美味しそうですね。舌鼓を打っているのは作者かな）
放吟や心身ともに更衣

〃

（気分一新、山野を闊歩・高歌放吟と参りましょう）
福島の海にありたし更衣

Ｓ

〃

金 穂坂 邦光

（原発で汚染された海よ。早く元の自然を取り戻して欲しい）
よ べ

筍の頭出したる昨夜の雨

（昨夜の雨でむくむくと顔を出した筍山です）
こ ぞ

更衣去年より若さ主張して

（更衣は年と反比例して、若作りと参りましょう）

【選後評】

俳句には「季語」が動かないこと、という教えがあります。

その「季語」でなければ、作品が成立しないというところまで、
推敲する必要があるわけです。
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３８

３４

３２

筍や爪の泥にも香の移り
Ｓ

（筍掘りのあと、爪の泥に香りを発見したという感性は見事）
成り振りも時代遅れや更衣

精 高柳かつを

〃

（老骨の悲哀はまだ早い。流行に後れないように致しましょう）
初鰹群るる潮目の修羅場かな

Ｓ

（豪快な一本釣り、正に修羅場でありましょう）
ふだ

竹にする筍に札武家屋敷

（こういうこと、あるのでしょう。
「武家屋敷」でピッタリ）
船頭の漕ぐ手にリズム更衣
〃
（急流の○○下りですかね。情景が良く見えます）

の技術な

２４
３０

３９

船橋市飯山満町 2-437-21

平成二十三年 バス吟行俳句

句

作品発表会報告

作 品 募 集

吟行先：清里高原

檜山邦良
〃

Ｅメール tukakosi@msd.biglobe.ne.jp

【高点句】
山百合に近寄りはばむ傾斜かな
大和田武義

芝山佑芳

TEL/FAX ０４７－４６６－２３９６

なぞえ

森の中憩ひをかもすくりんそう
塚越としを
〃

郭公や木漏れ日揺るる山の牧
まつえい

甲斐源氏の末裔として田を植うる

赤松や身を棄てて立つ梅雨寒に
三幣正人

檜山邦良

大南風東京スカイツリー伸びている
熊谷文男

としを
塚越

夏山や高原の駅若さ満ち

清里の長い藤浪山揺らす
平野昌子
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【その他入選句】

ヤマネ住む森の小径はふかふかと
芝山佑芳

〃

みなみ

梅雨空や頂きのみの駒ケ岳

檜山邦良

高原のビール叶へり清里の町

塚越としを

切

１２月２５日
締

八ヶ岳見過し下る美森山

高原ソフトクリーム 喉 に溶かす幸せ

〃

短日・霜・障子
題

５
投句数

しょうじ

しも

たんじつ

兼

〒 274-0822

先
宛

のんど

花空木開拓の鐘子等鳴らす

〃

しらはえ

うつぎ

白南風や萌木の村を小走りに

平成 23 年後期 俳句コンクール

囲碁会報告
囲碁会長

佐藤隆義（ 昭 40 学化 ）

囲碁会は、千葉県支部はもとより、東京支部、埼玉支部及び会友の佐原会の皆
さんにも参加して頂いており、年に４回船橋中央公民館で懇親囲碁大会を開催し
ています。
第 51 回、第 52 回 囲碁大会結果及び今後の予定についてご報告します。
１．

第 51 回囲碁大会（2011 年 5 月１日、船橋中央公民館、19 名参加 ）
優勝：幸道貞一二段（昭 22 専通 ）、準優勝：上田正雄三段（昭 37 学電）
３位：遠藤芳勝三段（昭 37 学電）
３勝賞：佐藤隆義七段（昭 40 学化 ）、佐藤哲雄五段（昭 37 学電 ）
小白井和典三段（昭 28 学機 ）
今回は、同好会最年長の幸道貞一二段（昭 22 専通 ）が、久し振りに優勝さ
れました。

２．

第 52 回囲碁大会（ 2011 年 7 月 28 日、船橋中央公民館（20 名参加 ）
優勝：森俊和六段（昭 40 学化 ）
準優勝：高橋孝雄四段（昭 34 学電 ）
３位：海野由造七段（ 佐原 ）
３勝賞：玉造豊五段（ 佐原 ）
兼子八郎三段（昭 38 学電 ）

４．

今後の予定
第 53 回囲碁大会

：

第 54 回囲碁大会

：

10 月 20 日（木）
船橋中央公民館（ 確定 ）
来年 1 月 19 日（木）船橋中央公民館（ 予定 ）

尚、来年からは囲碁大会の運営方法を変更し、現状の４局対局を３局対局にし、
開始時間は 12 時から（現状９時半）にする予定です。
初心者の方大歓迎、多数の皆様のご参加をお待ちしております！
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ゴルフ会報告
ゴルフ会長 綿引貞男（昭３８学電）
平成２３年度の活動状況
（１）春季定例会 ４月１８日（月）真名カントリーCC ゲイリープレイヤーコース（茂原市）におい
て、総勢１９名（初参加２名）の参加を得て、来る６月開催の五支部懇親ゴルフコンペの代
表選考も兼ねて実施しました。
優勝 大和田武義（昭３
２学電） 五支部懇親ゴ
ルフコンペの代表はグ
ロス上位の４名、藤岡
（昭３３学機）、橘（昭３８
学電）、鮏 川（昭４４学
金）、綿引（昭３８学電）
―加藤氏（昭３３学電）
の代役 の各氏に決定
しました。

（２）五支部懇親ゴルフコンペ ６月７日（火）プレステージ CC（栃木市）において、埼玉支部
幹事の元に開催されました。優勝 水戸勝田支部。千葉県支部は健闘空しく、第４位に
終わりました。尚、鮏川氏体調不良の為、長森氏（昭４９学子）に急遽変更出場して頂き
ました。
（３）夏季定例会 ７月１９日（火）大栄 CC（成田市）で開催予定でしたが、台風の影響により
中止と致しました。代わりに臨時定例会として、９月１２日（月）同じ大栄 CC にて開催する
ことと致しました。
好天下で開催された臨
時定例会では、加藤氏
（昭 33 学電）が見事ベス
トグロスで優勝し、原澤
氏（昭 31 学電）創作の
陶芸品を獲得しました。

（４）秋季定例会（あやめ会合同コンペ）
１０月２６日（水）長太郎 CC（成田市）にて開催予定。
奮って、多数の参加をお待ちいたしております。
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多賀工業会千葉県支部役員。役割・連絡一覧表は
個人情報保護のため削除しました。
必要な方は会報本誌で確認するかまたは広報担当幹
事までご連絡ください。

編集後記

－未曾有・想定外－

この東日本大震災では、未曾有や想定外という言葉が飛び交いましたが、工学に携わるも
のとして、この言葉で片付ける訳にはゆかないような気がします。
しかし、この震災で示された勇気ある行動やボランティア活動の高まりもまた想定外かつ未
曾有のものであると思います。同じ日本人として誇りに思います。

この会報は乏しい支部予算の中から母校への義援金を捻出するために部数及び頁数を

編集 高萩隆司（昭 38 学電）

縮小しております。

発行日 平成 23 年 11 月 6 日

12

