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支部会報第５７号発刊に寄せて 

          支部長  綿引 貞男（昭３８学電） 

2019 年 5 月には新年号がスタート、茨城大学は創立

70周年を迎える記念の年でもあります。 

昨年は収支が赤字となり、赤字を埋めるため会員の皆

様に寄付をお願いしたところ、45名の方々の賛同を得て

赤字は解消できる見通しになりました。ご協力誠に有難

うございました。昨年は緊縮財政の為他支部交流の一部

取りやめ、同好会援助費の削減などを行い支部活動の低

調化を招きましたが、本年は皆様方より頂いた貴重な資

金の有効活用を図るべく幹事の方々の協力を得て支部活

動の改善を諮ってゆく所存です。どうか本年も会員皆様方の絶大なご協力よろし

くお願い致します。 

 

◇平成３１年度第４６回千葉県支部総会の開催案内 
・開催日時  ２０１９年５月１８日（土） １３時～１７時 

・会場    山崎製パン企業年金基金会館 ５Ｆ会議室 

       ＪＲ総武線市川駅下車（北口） 徒歩３分 

・会費    １０，０００円（但し女性５，０００円） 

・スケジュール 

 （１）受付    １２：３０～１３：００ 

 （２）総会    １３：００～１３：４０ 

 （３）講演会   １３：４０～１４：３０ 

     講師   富田宣吉氏（昭 37学化） 

     演題   「防災の話」（仮題） 

 （４）写真撮影  １４：３０～１４：５０ 

 （５）懇親会   １５：００～１７：００ 

 

[会場案内図]→ 

（北口） 
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第 46回 千葉県支部総会資料 
 

第 1号議案 平成 30年度事業報告（平成 30年 3月 1日～平成 31 年 2月 28日） 

（１）第 45回総会 ：平成 30 年 5月 19日（土）市川市の「山崎製パン企業年

金基金会館」にて開催。来賓 5名、支部会員 19名出席。 

（２）幹事会 ：平成 30年 3 月 4日、4 月 9日、11月 2日、2 月 4日、 

市川市中央公民館にて開催。 

（３）新年会 ：平成 31年 1 月 14日（月）山崎製パン企業年金基金会館にて 

開催。 

（４）支部交流 ：埼玉（4月）、東京（7月）の各支部総会に参加。 

（５）事業報告 

（イ） 俳句の会  ：平成 30年 5月で閉会。 

（ロ） 囲碁の会  ：第 79回～82回 開催。 

（ハ） 史跡・万歩会：第 118、119回、121回、122回 開催。 

（ニ） ゴルフの会 ：定例 2回（春、秋）、３支部交流及び５支部懇親コン

ペに参加。 

第 2号議案 平成 30年度決算報告及び会計監査報告 承認依頼の件 

第 3号議案 平成 31年度事業計画案(2019年 3月 1日～2020年 2 月 29日) 

（１）第 46回総会：2019年 5 月 18日（土）山崎製パン企業年金基金会館にて

開催。 

（２）本部理事会・総会：2019年 6月 16日（日）水戸市 

（３）幹事会：2019年 3月 3日（日）、4月 6日（土）、9月 13日（金）臨時、

11月 8日（金）、2020年 2月 7日（金） 

（４）新年会：2020年 1月 13日（月）（祝日：成人の日）山崎製パン企業年金

基金会館にて開催予定。 

（５）他支部間の交流：他支部総会及び他支部の各種行事に積極的に参加する。 

（６）事業活動：囲碁の会、史跡万歩会、ゴルフの会等の各種事業の活性化を図

る。 

第 4号議案 平成 31年度予算案の承認依頼の件 

第 5号議案 その他 



 

資料－Ⅰ 平成 30年度決算及び会計監査（平成 30 年 3 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日） 

収入の部    （円） 支出の部    (円) 

科目 予算 実績 備考 科目 予算 実績 備考 

前年度繰越金 -57,451 -57,451 
 総会費 250,000 161,514 

 

総会費収入 250,000 200,000 10,000×20名 新年会費 150,000 103,733 
 

新年会費収入 150,000 104,000 8,000×13名 会報製作費 59,000 59,000 
 

本部助成金 102,000 109,900  通信連絡費 35,000 41,764 
 

年会費収入 160,000 148,000 2,000×74名 事業費 22,000 32,442 
 

雑収入 10,000 10,000 会友 会議費 60,000 46,007  

寄付金 0 249,150  手数料差引後 支部交流費 23,000 20,780  

 
     事務・雑費 15,549 20,827 

 

 
    

 予備費 0 277,532 
 

計 614,549 763,599  計 614,549 763,599 
 

平成 31 年 3 月 1 日   監査の結果、誤りのないことを認めます。 

 

                      監事  高橋 孝雄 

                      監事  富田 宣吉  

 

資料－Ⅱ 平成 31年度予算（案）(2019 年 3 月 1日～2020 年 2月末日) 

収入の部    （円） 支出の部    （円） 

科目 前年実績 予算 備考 科目 前年実績 予算 備考 

前年度繰越金 -57,451 277,532  総会費 161,514 200,000  

総会費収入 200,000 200,000 10,000×20名 新年会費 103,733 120,000  

新年会収入 104,000 120,000 8,000×15名 会報製作費 59,000 59,000  

本部助成金 109,900 109,900  通信連絡費 41,764 42,000  

年会費収入 148,000 140,000 2,000×70名 事業費 32,442 38,000  

雑収入 10,000 10,000 会友 10,000 会議費 46,007 56,000  

寄付金 249,150  0  支部交流費 20,780 21,000  

      事務・雑費 20,827 21,000  

      予備費 277,532 300,432  

計 763,599 857,432  計 763,599 857,432 
 

 

 

印 

印 
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(事業費内訳) 
万歩   10,000 
囲碁   12,000 
ゴルフ 16,000 
計     38,000 
 

（事業費内訳） 
万歩    5,556 
囲碁   10,886 
ゴルフ 16,000 
計     32,442 



平成３０年度第４５回多賀工業会千葉県支部総会報告            

                       幹事長 高橋邦彦（昭４１学機） 

 

平成 30 年度の第 45 回多賀工業会千葉県支部総会は平成 30 年 5 月 19 日（土）

の午後 1時から市川市の「山崎製パン企業年金基金会館」にて開催しました。 

萩野谷道雄幹事（昭 41 学機）の司会にて総会を進めました。 

 本部、各支部からの来賓 5 名及び支部会員 15 名が出席しました。 

開会後、綿引貞男支部長（昭 38 学電）が開会の挨拶をしました。 

来賓としての多賀工業会本部の会長である杉田龍二様よりお祝いのご挨拶を

いただきました。 

なお、来賓の方々は下記の通りです。 

杉田龍二 本部会長（昭 49 学子）  

岡部憲昭 埼玉支部副支部長（昭 44 学化） 

大泉雅靖 東京支部幹事長（昭 40 学精） 

新江 眞 静岡支部支部長（昭 44 学機） 

小沼淳志 日立総合支部副支部長（昭 41 学化） 

 

◇総会：議長の相川哲男幹事（昭 50 院精）により、下記の議案を審議しました。 

 〈議案〉 

① 平成 29 年度事業報告：第 44 回総会、支部幹事会、新年会、同好会活動

報告（俳句の会、囲碁の会、史跡万歩会、ゴルフの会） 

② 平成 29 年度決算報告と会計監査報告 

③ 平成 30 年度事業計画案と予算案 

④ その他 会則変更及び寄付金活用の件、俳句の会閉会の件、幹事退任の件 

 以上、議案提案通り承認されました。 

  

◇懇親会 

総会に引き続き、来賓の皆様と支部会員との懇親会は綿引支部長の挨拶後、檜

山邦良（昭 30 学機）氏による乾杯音頭によって始められました。 

来賓の方々よりご挨拶をいただき、その後、皆様のお互いの交流により親交を

深めました。 

最後に校歌、寮歌の合唱をし、矢嶋國男（昭 38 学精）氏による中締めにて散

会となりました。 
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第 45回多賀工業会千葉県支部総会（平成 30年 5月 19日） 
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新年会及び初詣の報告 
            副支部長 高橋邦彦（昭４１学機） 

 

○平成３１年多賀工業会千葉県支部「新年会」の報告 

１．開催日時：平成 31年 1月 14日（月）（成人の日）午後 1時開始 

２．開催場所：「山崎製パン企業年金基金会館」 総武線市川駅北口徒歩 3分 

３．参加人数：13名 

４．会費  ：8,000円 

恒例の様に、午前中は初詣を行いました。 

初詣はＪＲ下総中山駅から歩いていく「中山法華経寺」でした。 

新年会は、最高年齢の塚越要夫さんの乾杯音頭で始まり、綿引支部長の

挨拶と続き、その後、参加者全員に近況報告や新年の抱負等を話していた

だきました。 

皆様が雄弁に話すので時間が過ぎるのが速かったようです。 

その後恒例の各サークルの報告をしていただきました。 

最後に、檜山さんの三・三・七拍子で締めました。 

和気あいあいとした雰囲気の新年会でした。 
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2020年多賀工業会千葉県支部 新年会のご案内 

                  担当：副支部長 高橋邦彦（昭４１学機） 

 

２０２０年の新年会は、5月に開催する総会と同じであるＪＲ市川駅に近い「山

崎製パン企業年金基金会館」で開催します。 

万障お繰り合わせの上、ご参加くださるようご案内申しあげます。 

 

１．新年会開催日  2020年 1 月 13日（月）（祝日：成人の日） 

２．開始時間    13時 00分から開始（受付は 12時 30分から） 

３．開催場所    山崎製パン企業年金基金会館 

４．会費      8,000円 

５．内容      近況報告、新年の抱負、サークルのＰＲなど 

 なお、不明な点がありましたら高橋邦彦（携帯 080-6782-4650）までご連

絡ください 

６．開催場所の案内 

山崎製パン企業年金基金会館 

千葉県市川市市川 1-3-14 （TEL 047-321-3600） 

総武線 市川駅下車 北口を出て徒歩３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地図】 
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日本の災害とその対策 
富田 宣吉（昭 37学化） 

最近、日本並びに世界中で災害が多発し多くの人命や建

築物、田畑などに被害を及ぼしています。 

以下には洪水、地震、火災、山崩れなどの原因と対応策

更に、地球の温暖化、活断層、地震のメカニズム及び各種

災害に共通する注意事項を記述します。 

 

1．洪水・大雨・河川の氾濫 

原因 ① 地球の温暖化による海水温の上昇による台風

発生 

② 森林の減少 

③ 河川堤防の決壊 

対応策 

① 周辺の状況を常に把握し避難場所及び避難方法を予め検討しておく。 

② 天気予報に注意しＴＶ、ラジオ、新聞等の情報に注意する。 

③ 災害発生時には自宅周辺の様子を消防署、警察、市町村役所等に通

報し、状況により支援を要請する。 

④ 常に災害に備えて備蓄品を準備しておく。 

詳細後述 

⑤ 洪水発生時、付近の様子を確認したりしない。 

 

2．地震・津波 

原因 ① 日本付近のプレート移動 

② 活断層によるずれ 

③ 火山による地殻のずれ 

対応策 

① 予め避難場所、避難方法を検討しておく。 

② 海岸に近い場合は津波発生の恐れあり。高台や頑丈な建物に避難す

る。 

③ 車による避難は混雑の恐れあり。注意する。 

④ 津波は繰り返し襲ってくる。 

⑤ 内陸地震の場合は山崩れ、地割れに注意する。 

⑥ 居住地の地震・津波の歴史を調査しておく。 

 

参考 

日本は太平洋プレート、フィリピンプレート、オホーツクプレート及びユー

ラシアプレートに囲まれており、このプレートの移動に伴う歪により地震が発

生する。 
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3．火災 

原因 日常生活の火気使用による 

台所、ストーブ、タバコ、放火、落雷など 

対応策 

① 外出の際火気使用を停止する。 

② 発生した場合初期消火に努める。 

消火器、放水、布団など使用 

③ 同時に消防署へ通報する。 119番 

④ 隣近所へ呼びかける。 

 

4．山崩れ、崖崩れ 

原因 地震、長雨、豪雨 

関東ローム層を切り開いた場所では特に発生しやすい 

対応策 

① 鉄道等の地域では運行停止する。 

② 山・崖を背にした住宅地では避難を検討しておく。 

③ 山・崖付近の道路の通行を極力避ける。 

④ 付近の山・崖の地質を調査しておく。 

各種災害に共通する対策と注意事項 

① 近くの避難場所を予め把握しておく。 

学校、自治会館、公民館、公園、自宅など 

② 避難に備えて生活に必要な物資を日常備蓄しておく。 

3日間以上の 水・食料 

ビニール袋、皿、コップ、傘、ヘルメット、毛布など 

③ 携帯電話、スマホ 

④ 隣近所への呼びかけ 

特に、乳幼児、老人、障害者の救助 

 

5．液状化 

地震が発生した場合、地面の中から水が吹き上がり、付近の建物や電柱を倒壊

させたり、道路表面を傾かせたりする現象を液状化と称する。 

液状化は海岸に近い埋め立て地や、以前、沼・川であつた場所を埋め立てて宅

地造成した場所などに発生する。 

このような場所では地下水が合まれており、その水が振動されて上昇して来る。 

対応策として、地面をコンクリートにて区切って防止する方法の例もあるが、

費用の問題もあり容易ではない。 

 

千葉県では、東京湾に面する浦安市、船橋市、習志野市、千葉市、木更津市、

君津市及び印旛沼周辺の埋め立て地などが上げられる。 
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参考資料 

1．地球の温暖化 

大気中へ放出されている炭酸ガス、メタンガス、炭化水素、 酸化硫黄などが

大気圏中にて地球の温暖化を促進しているとして国際的な問題としてとりあげ

られている。 

これらの化学物質は自動車、飛行機、船及び各種工場から発生している。 

これらの物質は私たちの日常生活に密着しており簡単に解決できない。 

また、南米、東南アジアなどでは森林が伐採され、炭酸ガスの吸収力が低下し

ていることも問題となっている。 

炭酸ガスの吸収源として海洋も大きな役割を果たしているが、海水温度が上昇

しつつあり問題となっている。 

地球の温暖化に伴い南極圏、北極圏の氷が溶けだし、赤道付近の島国では海面

上昇により避難せざるを得ない事例が発生している。 

また、魚類や植物、昆虫にいたるまで移動する事例がみられている。 

こうした影響は、やがて人間に及ぶことが心配される。 

例えば、植物の生長が阻害され、世界的な食糧不足などが上げられる。 

 

2．活断層 

地震が発生した場合活断層の事例が 屡
しばしば

報道される。 

日本の要注意断層は下図の通り。 
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活断層は全国に 2000か所あるとされています。 

そのうち千葉県には 98か所。 

このうち、東京湾北縁断層と鴨川低地帯断層帯の調査をした。 

その結果千葉市から市川市・船橋市にかけての東京湾北縁断層には、活断層は

確認されなかった。 

 

鴨川低地帯断層は活断層である可能性の低いことが分かった。 

下図に関東大震災時の震源断層面を示す。 

点線で囲った部分が震度５～７の範囲を示している。 

 

 
 

3．関東地方における関東地震の建物被害と推定震度分布 

建物被害は震源域に含まれる房総半島南部と神奈川県南部で特 

に大きく、震度 7に相当する強い揺れの範囲が広がっています。 

「関東大震災 大東京圏の揺れを知る」(武村、2003)より引用 

 

 

 
引用文献 1、活断層とは何か   東京大学出版会 

2、地学のガイド    コロナ社 千葉大学 前田四郎 

3、元禄地震      財団法人 千葉県環境財団 

4、風水害との闘い   財団法人 千葉県環境財団 
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沼倉研史のアメリカ便り-15 

DKN Research, LLC 沼倉研史（昭 48院化） 

 

アメリカの竜巻警報 （2018.12.2から抜粋） 

 

 最近日本でも自然災害のひとつとして竜巻（トルネード）

のニュースが取り上げられるようになりましたが、トルネー

ドの本場は、何と言ってもアメリカです。それもアメリカ全

土ではなく、中西部から南部にかたよっています。私は１９

９０年代に中西部のミネソタ州に２年ほど住んでいましたが、

３回ほどトルネード警報に出会っています。一度は私がアパ

ートで一人住まいをしていた時で、夜遅く、管理人がドアをノックする音で起こ

されました。聞けばトルネード警報が出ており、速やかに安全なところに避難す

べしとのこと。部屋のテレビをつけてみると、どのチャンネルも避難を呼びかけ

ています。しかし、このアパートには、シェルターはおろか、地下室もありませ

ん。外は雷雨です。仕方なく、階段の下あたりで、オロオロしていると、１時間

もしないうちに警報は解除となりました。しばらくして、私は同じ町の築百年の

一軒家（このあたりでは珍しくない。）を買って引っ越しましたが、この家には

かなり広い地下室と、頑丈そうなシェルターが備わっていました。 

 その後私は、マサチューセッツに移りましたが、この地方はトルネードとは縁

のないところで、たまに注意報が出る程度で、実際に被害がでたというニュース

は記憶にありません。ところが先月、そのめったに出ないトルネード警報が出た

のです。テレビの地元チャンネルは全て、気象予報士とアナウンサーが切迫した

様子で、緊急避難を訴えています。ただ、場所はマサチューセッツ州も南東部で、

高級別荘地のケープコッドの近くです。拙宅のある地域からは１００キロメート

ル以上も離れていますので、とりあえず直接の影響はなさそうです。しばらくは、

テレビの実況を見ることにしました。 

 
 テレビでは、レーダーによるトルネードの現在位置（複数）と規模、今後の予

測が、何百メートル単位、分刻みで伝えられるのです。もともと、トルネードの

影響が出る範囲は小さな地域に限定されますから、冷静に予報を見て、しかるべ
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き対応をしていれば、少なくとも、人的な損害は最小限度に抑えることができる

でしょう。実際に、ニュースでトルネードによる物的損害のニュースはよく出ま

すが、人が死傷したというニュースはほとんど見ません。トルネード警報が効果

的に使われているということでしょう。 

 一方日本の竜巻についての警報システムについてですが、ニュースを見ている

範囲では、実況の把握や予測が十分になされているとは思えません。建物などに

突風による損壊があると、後日気象庁の担当者が現地を検分して、後で確かにこ

れは竜巻によるものと考えられますなどとの報告が出てきます。とても予報や警

報など出せる状況ではないようです。 

 私は、日本の気象庁の観測システムは、ハードの能力、配置密度とも世界のト

ップレベルだと理解しています。さらに世界最高速のスーパーコンピュータを駆

使した解析、予報能力もトップレベルと言ってよいでしょう。それが、こと竜巻

に関しては、米国の民間気象予報会社に比べて大きく遅れをとっているというこ

とはどういうことでしょう。 

 今年の日本は、自然災害によって多くの人的、物的損害がでています。年々増

えているような印象さえ受けます。ことは竜巻だけではないかもしれません。身

の周りを見渡して、危険の芽を摘んでいくことが大事ですね。 

 

ＤＫＮリサーチ、沼倉研史（マネージング・ディレクター） 

（dnumakura@dknresearch.com） Haverhill, Massachusetts, U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回ここに掲載した内容は多賀工業会千葉県支部のホームページに掲載され

ている「沼倉研史のアメリカ便り」から執筆者の了解を得て掲載したものです。

今回は第 206回目の記事を引用したものです。 

 ホームページではほぼ隔週で沼倉氏から送られてくる興味深いニュースを掲

載しています。前回の会報 56号以降で今回紹介した記事以外の主な事例として

次のようなものがありました。 

是非ホームページ(http://chiba.tagakgk.com/) で確認してください。 

第 207 回(2018.12.16)  台湾エレクトロニクス失速か？  

第 205 回(2018.11.11)  今年のクリスマス商戦の売れ筋商品は？ 

第 204 回(2018.10.14) ボストン地下鉄の改札システム 

第 203 回(2018.9.24) 今年の台湾プリント基板業界は？ 

第 202 回(2018.9.2) ドラッグストアの電子機器 

第 201 回(2018.8.12) アメリカ人は水遊びがお好き！ 

第 200 回(2018.7.22) 災害復興、アメリカでの実体験 

第 197 回(2018.5.27) デジタルカメラ産業の終焉 

第 196 回(2018.4.22) サンミナ・オウェゴ工場の閉鎖 

第 195 回(2018.4.8) トイレの中のエレクトロニクス事情 

第 194 回(2018.3.18) 米国の図書館事情、ＩＴソースとして 

第 192 回(2018.2.11) 好調続く台湾プリント基板業界 
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クラッシック音楽・雑談 

      佐藤隆義（ 昭４０学化 ） 

 クラッシック音楽は少し敷居が高いと思われるかもしれませんが、音楽は「世

界共通の言語」であると思いますので、どうかお気軽に楽しんでみて下さい。 

 ここでは、クラッシック音楽にまつわる出来事などについて述べてみますが、

クラッシック音楽に少しでも興味を持っていただければ幸いです。 

1. 国別の主なクラッシック音楽作曲家 

・ドイツ：バッハ、ヘンデル、ベートーベン、ウエーバー、メンデルスゾーン、 

     シューマン、ワーグナー、ブラームス、リヒャルトシュトラウス  

・フランス：ベルリオーズ、サンサーンス、ビゼー、フォーレ、ショーソン、 

      ドビュッシー、サティ、ラベル、メシアン  

・オーストリア：ハイドン、モーツアルト、シューベルト、ブルックナー、 

        ヨハンシュトラウス、マーラー、クライスラー  

・ロシア：チャイコフスキー、リムスキーコルサコフ、ラフマニノフ、ストラビ

ンスキー、プロコフィエフ、ハチャトリアン、ショスタコビッチ  

・イタリア：ヴィヴァルディ、パガニーニ、ロッシーニ、ヴェルディ、プッチー

ニ、レスピーギ 

・その他の国：ショパン、リスト、スメタナ、ドボルザーク、グリーグ、サラサ

ーテ、シベリウス、エルガー、バルトーク、ボッケリーニ 等  

２．交響曲  

 交響曲を数多く作曲した主な作曲家には、ハイドン（１０６曲）、モーツアル

ト（４１曲）、ショスタコビッチ（１５曲）などがいます。 

 交響曲を９曲作曲しているのは、ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、

ドボルザーク、マーラーですが、９曲迄作曲して亡くなった作曲家が多いので、

マーラーは１０曲目を作曲しようとしましたが、残念ながら第２楽章まで作曲

して亡くなってしまいました。（ 交響曲は、通常４楽章構成 ） 

数ある交響曲の中で最も有名な曲は、ベートーベンの第９交響曲・合唱です。 

ＣＤの録音時間は７４分ですが、これはベートーベンの第９交響曲・合唱が収

まるように設定されたと言われています。 

３．天才モーツアルト 

 モーツアルトは５歳から作曲を始め、３５歳で亡くなりましたが、交響曲４１

曲、ピアノ協奏曲２７曲、ヴァイオリン、ホルン等各種協奏曲多数、ヴァイオ

リンソナタ４３曲、ピアノソナタ１７曲、弦楽四重奏曲２３曲などの室内楽曲

多数、歌曲２０数曲、オペラ（フィガロの結婚、ドンジョバンニ、魔笛 等）
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２０数曲、ミサ曲等教会音楽多数など、殆どあらゆるジャンルの曲を６００曲

以上も作曲しています。 

 クラッシック音楽の分野で、数多くいる天才作曲家の中でも、モーツアルトは 

群を抜く天才であると思います。 

 私見ではありますが、音楽史上における数多くのクラッシック音楽の中でも、 

モーツアルトのオペラ「魔笛」は、最高傑作であると思います。 

 メロディーの美しさ、登場人物の生き生きとした表現、ドラマチックな展開等、

約２時間３０分の演奏が短く感じられるほどです。 

 ベートーベンは、「魔笛の主題による変奏曲」を作曲しています。 

４．映画、ドラマ、コマーシャル等に使用されたクラッシック音楽の一例 

・映画：「ベニスに死す」（マーラー・交響曲第５番第４楽章）、「７年目の浮気 

 マリリンモンロー主演」（ラフマニノフ・ピアノ協奏曲第２番第３楽章） 

・ドラマ：「風のガーデン」（ショパン・ノクターン第２０番 歌に編曲）、韓国

ドラマ「天国の階段」（ショパン・ピアノ協奏曲第１番第２楽章） 

・コマーシャル：「モーツアルト・魔笛 夜の女王のアリア」、「ベートーベン・ 

 ピアノソナタ第８番・悲愴第２楽章 歌に編曲」、「ラフマニノフ・パガニーニ

の主題による狂詩曲・アンダンテ・カンタービレ 歌に編曲」、「リヒャルトシ

ュトラウス・交響詩ツアラトウストラはかく語りき・冒頭」、「ベートーベン・

ピアノ協奏曲第５番皇帝・冒頭」等 

 また、フィギュアスケートにもクラッシック音楽が数多く採用されています。 

 因みにドイツの国歌は、ハイドンの弦楽四重奏曲第７７番「皇帝」の第２楽章

が用いられていますが、来年の東京オリンピックでドイツの国歌を是非聴いて

みてください。  格調のある荘重な音楽で、正に国歌にふさわしい曲です。 

５．コンサートでの出来事 

 私がまだ若かったころのコンサートでの出来事を、いくつか記載してみます。 

・当時ヴァイオリンの世界で最も有名であったダヴィッド・オイストラフ（旧・ 

 ソ連）によるベートーベンのヴァイオリンソナタ第９番・クロイツエルを聴き

に行った時の事、演奏が始まって間もなく、客席が暗いため、つい深い眠りに

陥ってしまい、演奏が終わって大きな拍手が沸き起こったときに目が覚めまし

た。（ 何のために聴きに行ったのか、わかりませんでした ） 

・当時クラリネットの世界で№１と言われたジャック・ランスロ（フランス）と 

 アマデウス弦楽四重奏団によるモーツアルトの「クラリネット五重奏曲」の演

奏を聴きに行った時の事、演奏が途中で中断し、ランスロがクラリネット持っ

て楽屋に引き上げていきました。 

 楽屋から何度か「ピ、ピ、ピ、ピ！」というクラリネットを吹く音が聞こえて
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きましたが、多分クラリネットに誤って唾が入ってしまったものと思われます。 

 その後、ランスロはステージに戻り、何事もなかったかのように演奏が継続さ

れました。 

・ボリショイとレニングラードバレエ団共演のチャイコフスキーのバレエ音楽

「白鳥の湖」を観に行った時の事、一人のバレリーナが舞台に登場し、クル、

クルと回転する踊りが素晴らしく、思わず客席から大きな手拍子が沸き起こり

ました。 

 バレリーナの踊りは益々調子が上がり、手拍子と共に踊り手と観客とがまさに

一体となった瞬間を味わうことが出来ました。 

・ウラジミール・アシュケナージ（旧ソ連）によるピアノ独奏会を聴きに行った

時の事、演奏が終わっても拍手が鳴りやまず、アシュケナージは何度もアンコ

ールに応え演奏しましたが、もうこれ以上弾かされてはかなわないとばかり、

ピアノの鍵盤の蓋をぱたりと閉じて、去っていきました。 

 アシュケナージは以前、ＮＨＫ交響楽団の音楽監督を務めました。 

６．浮世絵からのヒント 

 ドビッシー（フランス）が作曲した交響詩「海」は、江戸時代の浮世絵師・葛

飾北斎が描いた浮世絵「富嶽三十六景」の中の一つである「神奈川沖浪裏」か

らの霊感も働いていたと言われています。 

 浮世絵は、フランス印象派の画家達にも極めて大きな影響を与えました。 

７．左手のピアニスト 

 第一次世界大戦中に右手を失ったウィーンのピアニスト、パウル・ウィトゲン

シュタインから作曲の依頼を受けたフランス人作曲家のラベルは、「左手のた

めのピアノ協奏曲」を作曲しました。（ラベルは、「ボレロ」の作曲で有名です） 

 日本では、右手を麻痺したピアニストの舘野泉氏が左手だけで演奏しています。 

８．オペラ歌手との出会い 

 私は福島県須賀川市の出身で、「東京須賀川会」（東京近辺に住む人達で構成）

の会員になっており、年 1回東京で開催される総会に出席しています。 

 その総会でオペラ歌手の山田綾子さん（国立音楽大学大学院卒業後、ウィーン

国立音楽大学で学ぶ）と知り合い、何度かコンサートを聴きに行きました。  

 山田さん達は現在、歌手仲間の人達５人と滝廉太郎や山田耕作など日本の歌曲

を歌うコンサートを年 1回神楽坂の「音楽の友・ホール」で開催しています。 

山田さんからコンサートの案内が来ますので、私は毎年聴きに行っています。 

９．終わりに 

 私は６０年以上クラッシック音楽を聴いてきましたが、音楽によって勇気づけ

られ、癒され、慰められてきました。これからも聴き続けたいと思っています。 
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史跡・万歩会の活動報告 

◇史跡・万歩会 会長：千代和彦（昭 40学精）  

副会長：萩野谷道雄（昭 41学機） 

    〇活動報告 ［期間：平成 30年 4月～平成 31年 1月迄］ 

◇第 118回 史跡・万歩会『千葉市の泉自然公園でのお花見』 

 ・実施日 ：平成 30年 4月 5日（木） ・天候：晴れ 

 ・参加人数：6名（会員：5名、会友：1名） 

 ・コース ：ＪＲ千葉駅前バスターミナル（10番乗場）⇒（バス約 40分）⇒       

泉自然公園入口バス停⇒（徒歩 10分）⇒泉自然公園入口⇒公園       

内散策（お花見広場・一本松広場・草原広場・野鳥の池・野草園       

等）⇒公園入口バス停⇒千葉駅前バスターミナル（解散） 

 ・今年は残念ながら公園内名勝の草原広場のソメイヨシノ桜は殆ど散った後で、  

穏やかな桜見日和にもかかわらず平日のためか広大な公園内を散策してい

る人々は子づれの 2～3組しかおらず、参加者 6名の独占状態でした。桜は

時期が遅れて咲く八重シダレザクラ等が満開の見ごろで、穏やかなお花見が

できました。また公園内の野鳥の池・野草園内での自然観察をのんびり楽し

みました。 

   

    八重シダレザクラを背景に    残花のソメイヨシノ桜（草原広場） 

 

◇第 119回 史跡・万歩会『大賀ハス発祥の地と甘藷試作地を訪ねて』 

 ・実施日 ：平成 30年 7月 4日（水）  ・天候：晴れ（猛暑） 

 ・参加人数：8名（会員 7名、会友 1名） ・歩行距離：約 4.0ｋｍ 

 ・コース ：京成線 検見川駅⇒検見川神社⇒大賀ハス発祥の地・発掘地点      

（東大検見川総合運動場内）⇒東大附属薬用植物園⇒(バス 10分)       

⇒ＪＲ新検見川駅(解散) 
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 ・今回は 30℃を超える暑さで当初計画した行程の内、東大検見川総合運動場内  

の大賀ハス発祥の地と東大附属薬用植物園のみとなった。予定のしらさぎ公

園・花見川千本桜公園・甘藷試作地(昆陽神社・秋葉神社：京成幕張駅近く)  

は省略した(参加者が高齢のため)。ただ大賀ハス発祥の地碑は運動場内にあ

り、通常は歩道の柵越しからの見学のみですが、たまたま運動場管理者の許

可を得て運動場内に入ることが出来、大賀ハス発祥の地碑がある池並びに  

運動場内の中央にある大賀ハス種の発掘地点も見られた。東大附属薬用植物

園では一人で管理している女性研究員が園内の植物を説明してくれた。また  

この植物園は東大附属緑地植物実験所（通常閉鎖）と裏の林で通じており  

『東大ハス見本園』を見られたが各種ハスの開花は終わっていた。 

   

   『東大ハス発祥の地碑』前にて     『古代ハス発掘地点』 

 

◇第 120回 史跡・万歩会『湧水の里・久留里城下町の散策』 

 ・平成 30年 9月 5日（水）当日台風上陸にて中止した。これで 2年連続中止  

となった。次年度は 9月の台風時期を外して 6月頃に実施予定です。 

 

◇第 121回 史跡・万歩会『雷電の墓・顕彰碑及び臼井城址公園内の散策』 

 ・実施日 ：平成 30年 11月 7日(水)   ・天候：晴れ 

 ・参加人数：7名（会員 6名・会友 1名） 

 ・コース ：京成臼井駅（北口）⇒雷電の墓⇒雷電為右衛門の顕彰碑（妙覚寺）      

⇒實蔵院⇒太田図書の墓（道灌の弟）⇒臼井城址公園⇒円応寺⇒      

印旛沼⇒京成臼井駅（解散） 

 ・江戸時代の名力士、雷電為右衛門の墓が佐倉市臼井にあるのが不思議でしょ

うが、雷電の妻八重の生地で浄行寺に分骨されて妻と娘と共に葬られていま

す。現在は浄行寺が無くなり農家の庭先に残っています。 

  臼井城址公園は千葉氏の配下臼井氏の居城で、印旛沼周辺の平地に忽然と生
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じる丘陵にある城で、戦国時代に北

条氏と上杉氏の間で関東の覇権争

いの中で、千葉氏と上杉配下の太田

道灌との戦い（1479年）で落城し

なかった名城です。その時戦死した

のが太田図書（道灌の弟）です。天

守広場から印旛沼を望む風景は素

晴らしく景勝地になっている。また

桜の名所でもある。 

 

 

 

雷電為右衛門の顕彰碑の前にて 

 

◇第 122回 史跡・万歩会『信仰の里・中山法華経寺での初詣』 

 ・実施日 ：平成 31年 1月 14日（月：成人の日） ・天候：晴れ 

 ・参加人数：7名（会員のみ）  ・歩行距離：往復約 2.0ｋｍ 

 ・コース ：JR下総中山駅(北口)⇒総門(黒門)・仁王門(赤門)⇒中山法華経寺      

（境内・祖師堂・五重塔・本院・鬼子母神堂・四足門・法華堂・       

聖教堂・その他）⇒JR下総中山⇒JR市川⇒新年会会場 

 ・穏やかな『成人の日』で振り袖姿の新成人も見られる中山法華経寺への参道

を初詣に向かい、境内内の祖師堂で各自今年 1年間のお願いをした。 

その後境内内にある国指定重要

文化財の祖師堂・五重塔・四足門・

法華堂等をゆっくり約 1時間ほど

見学して回り、新年会会場がある

市川駅へ向かった。 

それにしても参加者が毎年減少

して、今年はとうとう 10名を割り

7名と減少残念。 

                         

                      中山法華経寺祖師堂 
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〇 史跡・万歩会の今後の予定 

［期間：2019年 5月～2020年 3月迄］ 

◇第 124回 史跡・万歩会『湧水の里・久留里城下町散策』 

 ・実施日時：2019年 6月 5日（水） ・出発時間：午前 10寺 30分 

 ・集合場所：JR久留里線久留里駅（東口）----（JR内房線木更津駅で乗換） 

      ・高速バス・カピーナ号（千葉駅前）⇒久留里駅前バス停⇒ 

      （徒歩 5分）⇒JR久留里駅 

 ・歩行距離：約 8.0㎞  ・歩行時間：約 2時間 

 ・コース ：久留里駅（東口）⇒正源寺⇒円覚寺⇒円如寺⇒新井白石居住跡 

       ⇒真勝寺⇒久留里城址資料館⇒久留里城⇒久留里神社⇒三の丸 

       高速バス停⇒千葉駅前高速バス停（解散） 

◇第 125回 史跡・万歩会『伊藤左千夫の故郷・浪切不動院等を訪ねて』 

 ・実施日 ：2019年 9月 4日（水）  

 ・集合場所：JR外房線(総武本線) 成東駅(南口) ・出発時間：午前 10時 30分 

 ・歩行距離：約 6.0㎞  歩行時間：約 1時間 30分 

 ・コース ：成東駅（南口）⇒成東城址公園⇒浪切不動院⇒山武市歴史民俗資

料館・伊藤左千夫の生家⇒成東・東金食虫植物群落⇒成東駅 

◇第 126回 史跡・万歩会『醬油の里・野田を訪ねて』 

 ・実施日 ：2019年 11月 6日（水）   

 ・集合場所：東武野田線 愛宕駅（西口） ・出発時間：午前 10時 30分 

 ・歩行距離：約 6.0ｋｍ  ・歩行時間：1時間 30分 

 ・コース ：愛宕駅（西口）⇒野田市郷土博物館⇒キッコウマン醤油館⇒ 

上花輪歴史館⇒キッコウマン御用蔵⇒和田美術館⇒野田駅（解散） 

◇第 127回 史跡・万歩会『手児奈霊堂・弘法寺での初詣』 

 ・実施日 ：2020年 1月 13日（月・成人の日） 

 ・集合場所：JR総武線 市川駅（北口） ・出発時間：午前 10時 30分 

 ・歩行距離：約 2.0㎞   ・歩行時間：2時間 30分 

・コース ：JR総武線 市川駅（北口）⇒手児奈霊堂⇒弘法寺⇒新年会会場 

◇第 128回 史跡・万歩会『東金の八鶴湖でのお花見』 

 ・実施日 ：2020年 3月 31日（火） 

 ・集合場所：JR外房線(東金線) 東金駅(北口) ・出発時間：午前 10時 30分 

 ・歩行距離：約 2.0㎞    ・歩行時間：約 30分 

 ・コース ：JR外房線(東金線)・東金駅⇒八鶴湖 
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囲碁会の活動報告と今後の予定 

     囲碁会長 佐藤隆義（ 昭４０学化 ） 

 

 囲碁会は、千葉県支部をはじめ、東京支部、埼玉支部及び会友（ 佐原高校出

身者 ）の方々が会員となっており、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７９回～第８２回の囲碁大会結果等について、ご報告します。 

1.  第７９回・囲碁大会（2018年４月１７日、船橋中央公民館、１３名参加 ） 

Ａ組：優勝 小室哲夫六段（ ３６年・金属 ） 

２勝賞 佐藤哲雄六段（ ３７年・電気 ）、須田照男六段（３４年・電気 ）      

Ｂ組：優勝 高橋孝雄四段（ ３４年・電気 ） 

２勝賞 大塚雅宣２級（ 会友 ） 

２．第８０回・記念囲碁大会（ ７月１７日、津田沼・本因坊、１４名参加 ） 

 Ａ組：優勝  小室哲夫六段（ ３６年・金属 ） 

２勝賞  海野由造八段（ 会友 ）、 佐藤哲雄六段（ ３７年・電気 ） 

Ｂ組：優勝 玉造 豊五段（ 会友 ） 

２勝賞 高橋邦彦五段（ ４１年・機械 ）、金子元信初段（ 会友 ） 

千代和彦初段（ ４０年・精密 ）   

 今回は、第８０回を記念した囲碁大会でしたので、いつもの船橋中央公民館

ではなく、津田沼の囲碁クラブ「 本因坊 」で行いました。 

３．第８１回・囲碁大会（ １０月１６日、船橋中央公民館、１０名参加 ） 

優勝 穂坂邦光二段（ ３２年・ 金属 ） 

      ３勝賞 千代和彦初段（ ４０年・精密 ） 

   ２勝賞 海野由造八段（ 会友 ）、須田照男六段（ ３４年・電気 ） 

       玉造 豊五段（ 会友 ） 

 今回は都合の悪い人が多く、参加者は１０名でしたので、Ａ、Ｂ２組に分け

ずに１組で行いました。 

４．第８２回・囲碁大会（２０１９年１月２２日、船橋中央公民館、１４名参加 ） 

Ａ組：優勝 佐藤隆義八段（ ４０年・化学 ） 

２勝賞 佐藤哲雄六段（ ３７年・電気 ）、藤沼隆夫六段（ ４３年・機械 ） 

Ｂ組：優勝 高橋孝雄四段（ ３４年・電気 ） 

２勝賞 遠藤芳勝四段（ ３７年・電気 ）、穂坂邦光二段（ ３２年・金属 ） 

    大塚雅宣２級（ 会友 ） 

 今回は、東京支部の藤沼隆夫六段（ ４３年・機械 ）が、初参加しました。 
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大会終了後は、毎回居酒屋「さくら水産」等で打ち上げを行い、有志の皆さ

ん達とお酒を酌み交わしながら親睦を深めています。 

今回は新年会を兼ねて打ち上げを行い、政治、スポーツ（ 登山、テニス、

大相撲 ）、クラッシック音楽、学生時代の想い出、ウイスキー（ハイボール）

等の話題で大いに盛り上がりました。 

５．２０１８年度・年間成績優秀者（ ３回／年以上の参加者が対象 ） 

勝率１位 玉造 豊五段（ 会友 ）    ８勝４敗（ 勝率：６７％ ） 

   ２位 小室哲夫六段（ ３６年・金属 ）６勝３敗（ 勝率：６７％ ） 

   〃  千代和彦初段（ ４０年・精密 ）   同上 

   〃  大塚雅宣２級（ 会友 ）       同上 

上記成績優秀者には、ささやかな賞金を授与しています。               

６．今後の予定 

   第８３回・囲碁大会       ４月１６日（ 火 ）船橋中央公民館 

   第８４回・囲碁大会       ７月１６日（ 火 ）船橋中央公民館 

   第８５回・囲碁大会      １０月１６日（ 火 ）船橋中央公民館 

第８６回・囲碁大会 ２０２０年 １月２１日（ 火 ）船橋中央公民館 

 

（囲碁大会対局風景；上段左第 79回、右第 80回、下段左第 81回、右第 82回） 
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７．日本の囲碁界の動向 

 

 日本のプロの囲碁の世界は、井山７冠（ 棋聖、名人、本因坊、王座、天元、

碁聖、十段 ）が、７大タイトルを独占していました。 

 しかし、昨年８月に、日本棋院の許家元七段が井山７冠との碁聖戦５番勝負で

３連勝し、碁聖位を獲得しました。 

 許家元七段は台湾出身で２１歳、昨年高額なパソコンを購入し、囲碁ＡＩを活

用して苦手だった布石を克服して棋力を向上させました。 

 また、昨年１１月に日本棋院の張栩九段が名人戦で井山６冠に４勝３敗で勝利

し、名人位を獲得しました。 

 張栩名人も台湾出身で、奥さんは呉清源九段のライバルだった木谷実九段のお

孫さん（ 小林泉水：日本棋院六段 ）です。 

 張栩名人はボルダリングに挑戦して身体を鍛え上げ、人間的にも明るくなった

ことが、今回の好結果につながったようです。 

 これで井山九段は五冠に後退しましたが、名人戦と並行して行われた王座戦

（ 対戦相手：一力八段 ）と天元戦（ 対戦相手：山下九段 ）との五番勝負で、

それぞれ３勝２敗で勝利し、５冠を死守しました。 

 井山九段が名人戦で敗れたのは、きわめてハードなスケジュールであった為、

体力的にきつかったことが一因とも思われます。 

 いろいろな棋士がそれぞれのタイトルを保持する方が、一人の棋士が独占する

よりも囲碁界の発展には好ましいと考えられます。 

 最近話題になった仲邑菫（ なかむらすみれ ）ちゃん９歳（ 小学４年生 ）は、

今年の４月に１０歳で関西棋院のプロ棋士になります。 

 日本棋院は、昨年「 英才特別採用 」（ 小学生までの採用 ）制度を新設し、

仲邑菫ちゃんはその第一号に選ばれました。 

 父親は関西棋院のプロ棋士九段、母親は囲碁の元インストラクターで、母親か

ら３歳の時に囲碁を習ったそうです。 

 菫ちゃんは、７歳の時に一家３人で韓国に渉って囲碁の修行をしてきました。 

 昨年、張栩名人と先番６目コミ貰いで対戦し、ジゴ引き分けでした。 

また、井山５冠と先番で対戦し、予定時間に達したため引き分けとなりました。 

 途中までは押していたようでしたが、後半から逆転され、引き分けた時点では

負けていたようです。 

 また、１月２３日には、韓国で女流棋士の世界チャンピオン崔精（チェジョン）

九段と先番で対戦して負けましたが、将棋界の藤井七段のように囲碁の世界でも

大いに活躍してくれることを期待しています。 
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ゴルフ会の活動報告と活動計画 
         ゴルフ会会長 高崎芳紘（昭 39学電） 

 

 関東地区の多賀工業会に広域化、活性化のための合同の動きが高まっています。

ゴルフでは、すでに昨年から東京、埼玉、千葉の 3工業会での合同ゴルフコンペ

を実施しました。 

 参加人数が増加し、新しい友達ができ、楽しいプレイでした。 

 さて、ゴルフのルールの変更が、本年度から導入されましたので、主要点につ

き紹介します。ルール改正ポイントは、プレイの迅速化と、より合理性のあった

プレイの実現化です。 

 ただし、友達仲間でのゴルフプレイでは厳格にやっていませんので、あくまで

公式ルールでの扱い上での情報としてとらえてください。 

（1）ゴルフボールが見つからなくなったときの探査時間が、5分から 3分に短

縮されました。時間短縮の大きな変更です。 

（2）距離計測器の使用が認められます。現実には、アマの多くの人が使用して

いますが、公に公認したわけです。ただし、高低差、風向きなどの計測器は、

依然として禁止です。 

（3）ゴルフボールのドロップの仕方が、肩の高さから膝の高さに変わりました。

ボールの止め易さからの採用です。 

（4）打ったボールが自分に当たったり、カートに当たったり、自分の用具に当

たったりしても、1打罰はありません。従来は、無条件に 1打罰でした。 

（5）バンカーから、2打罰で、そとのバンカー後方位置から打つことが出来るこ

とになりました。大きな変更点です。 

（6）グリーン上では、大幅な変更がありました。グリーン上では、旗ざおを立

てたままパッテイングができます。旗ざおを、立てるか否かはプレイヤーの

選択となります。さらに、グリーン上では、従来は、ボールの遠い順番に打

つことになっていましたが、準備ができた人から距離に関係なく打つことが

できるようになりました。時間短縮の観点です。 

（7）ゴルフボールを動かしてしまった時の、1打罰が、無くなりました。例えば、

ボールを探しているとき、グリーン上での偶発的行為、などでのボールの動

かしなどです。 

 

１．2018年度のゴルフ部会活動報告 

（1）第 65回多賀工業会千葉県支部ゴルフコンペ 

  東京支部から青野様、佐藤様の 2名の参加者でした。 

  日時場所 2018年 4月 6日 習志野カントリークイーンコース 

  参加者  高見忠彦（38機）、石橋英男（38化）、鮏川宏一（44金）、 

高崎芳紘（39電）、青野潔（東京支部 41化）、 

佐藤將彦（東京支部 43電子）、工藤宜雄（会友）、 

       工藤進（会友）、高崎つね子（会友） 

  順位  優勝 工藤進、準優勝 高崎つね子、 ベスグロ賞 青野潔 
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（2）第 66回多賀工業会千葉県支部ゴルフコンペ 

  当日雨模様の中で、プレイ決行でした。 

  日時場所 2018年 11月 9日 成田ＦＦ 

  参加者  石橋英男（38化）、富田宣吉（37化）、黒川通生（41化）、 

高崎芳紘（39電） 

  順位  優勝 高崎芳紘、準優勝 石橋英男、 ベスグロ賞 高崎芳紘 

 

（3）２０１８年度５支部懇親ゴルフコンペ  

今年度は千葉県支部主催のコンペでした。水戸勝田支部、栃木支部は、都合

により不参加でした。昨年度は東京支部主催、来年度は水戸勝田支部主催で

す。 

日時場所 2018年 6月 1日 習志野カントリークイーンコース 

参加支部 東京支部（青野潔 41化、小林一 38機、磯部亮 38精、 

西岡周二 47機）、埼玉支部（森俊和 40化、岡部憲昭 44化、 

福田信義 44 化、田山雄史 41 機）、千葉県支部（綿引貞男 38 電、 

石橋英男 38化、鮏川宏一 44金、高崎芳紘 39電） 

  順位  

団体戦の部 優勝 埼玉支部、準優勝 東京支部、3位 千葉県支部 

  個人戦の部 優勝 青野潔、準優勝 福田信義、3位 岡部憲昭、 

4位 小林一、5位 石橋英男、6位 森俊和、7位 綿引貞男、 

8位 西岡周二、9位 田山雄史、10位 鮏川宏一、11位 磯部亮、 

12位 高崎芳紘 

ベスグロ賞 小林一、ドラコン賞 西岡周二、青野潔 

ニアピン賞 森俊和、高崎芳紘 

 

（4）３支部（東京支部・埼玉支部・千葉県支部）の交流ゴルフコンペ 

9月 14日東京支部主催の紫ＣＣあやめでのゴルフコンペに、高崎芳紘、富

田宣吉が参加しました。12月 4日埼玉支部主催のリバーサイドフェニックス

ＧＣでのゴルフコンペに、高崎芳紘が参加しました。 

 

２．2019年度多賀工業会千葉県支部活動計画 

 東京支部、埼玉支部との３支部合同コンペの開催があるため、従来の年 3回開

催から、年 2回の開催の予定です。 

（1）第 67回多賀工業会千葉県支部ゴルフコンペ 

期日・場所 4月 12日（金曜日）、成田 FF予定 

（2）第 68回多賀工業会千葉県支部ゴルフコンペ 

期日・場所 10月 7日（月曜日）、成田 FF予定 

（3）3支部交流ゴルフコンペ 

本年度の 3支部交流ゴルフコンペは下記に開催です。 

期日・場所 3月 29日（金曜日）、阪東（旧新東京）GC 

      7時 55分スタート（5組） 
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会員便り         支部長 綿引貞男（昭３８学電） 

（平成３０年度千葉県支部総会に関連して返信はがきを頂いた方々の情報を紹介します。） 

 

 

 

 

卒年学科 氏  名 近   況 

昭 22専機 高山和夫 
海洋水産システム協会名誉会員 

90歳となり外出は控えている。 

昭 23専金 尾花貞美 尾花労働安全衛生コンサルタント事務所 

昭 24船舶 草刈 董 本年は総会欠席 

昭 26専金 岡安孝倢 お世話になります。よろしく 

昭 28学金 税所 裕 腰痛のため歩行困難 

昭 29学原 北村 健 何とか元気でおります 

昭 30学機 高岡 厚   

昭 31学金 田中 宏 当日都合悪く欠席致します 

昭 34学電 高橋孝雄 体調回復のためリハビリ中 

昭 34学金 高橋 清 認知症で施設にいるため参加出来ません 

昭 36学金 関谷 廣 関谷社会保険労務士事務所 

昭 36学電 高橋保雄 健康状態良好 

昭 36短機 栗田 俊  

昭 37学電 佐藤哲雄 支部長役ご苦労様です 

昭 37学電 遠藤芳勝 囲碁 

昭 37学化 富田宣吉 元気に過ごしています 

昭 38学機 加瀬勝弘 ゴルフ 

昭 38学電     橘 弘  元気にウォーキングなどをしています 

昭 38学精 市村敬司 家庭の事情で外出が難しい 

昭 40学精 川野辺建 体調不良のため病院に通院 

昭 41学金 嶋田善秀 旧吉田家住宅ボランテアガイド  

昭 41学精   仲田光雄 健康上の問題は特になし 
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卒年学科 氏  名 近   況 

昭 41学金 浅野俊一郎 勝浦で農作業を楽しんでいます 

昭 41学化 柴 勇 ラジオ体操、花壇の手入れをやっています 

昭 42学金 小薗井健 鎌ヶ谷市東中沢 3－35－8に訂正願います 

昭 44学電 梅田毅明 毎日が日曜となり戸惑っております 

昭 44学金 鮏川宏一 ゴルフ頑張っています 

昭 44学金 安蔵泰久 

最近体調もあまり良くなく外出することも少なくなり

ました。今後本会に参加することもなさそうですので退

会したく宜しくお願い致します。 

昭 46学機 笹倉隆親 
アルバイトをしながら山登り、野菜作りを楽しんでおり

ます 

昭 48院化 沼倉研史 
江戸時代の先祖の業績をまとめるプロジェクトの仕事

が大きくなり死ぬまでに終わりそうもありません 

昭 52学機 岩瀬幸男  （株）日本ボイラー協会千葉検査事務所 

訃報 
 

昭３２学電 小室 秋生 平成３１年１月９日逝去 

昭２０専電 隈本 孝之 平成３０年３月２４日逝去 

昭２８学原 池沢 豊治 平成３０年１月１５日逝去 

昭４７学子 石原 健一 平成２９年１２月逝去 

昭４３学精 下岡 良 平成２９年１０月１４日逝去 

昭２３専金 一木 忠 平成２９年９月２６日逝去 

昭２３教機 海野 政之助 平成２９年９月２日逝去 

昭３３短機 安本 脩三 逝去 
 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 
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平成30年度会費納入者 会費を納入頂き感謝いたします。

卒年学科 氏　名 卒年学科 氏　名 卒年学科 氏　名

昭22専機 高山和夫 昭38学機 高見忠彦 昭44学電 梅田毅明

昭23専金 尾花貞美 昭38学機 加瀬勝弘 昭44学電 香取元丈

昭24専金 明石和夫 昭38学機 箱崎光政 昭44学金 鮏川宏一

昭24専舶 草刈　董 昭38学機 駒場方耀 昭44学精 日置和夫

昭25専電 塚越要夫 昭38学電 兼子八郎 昭46学機 笹倉隆親

昭26専金 岡安孝倢 昭38学電 綿引貞男 昭48院化 沼倉研史

昭28学機 関田達雄 昭38学化 石橋英男 昭49院機 北村悦夫

昭28学金 税所　裕 昭38学精 市村敬司 昭47学電 金坂　潤

昭29学原 北村　健 昭38学精 矢嶋國男 昭49院化 松本　茂

昭30学機 檜山邦良 昭39学電 高崎芳紘 昭48学電 渡邊和夫

昭30学機 高岡　厚 昭40学電 永峯清秀 昭50院精 相川哲男

昭31学金 田中　宏 昭40学化 佐藤隆義 昭50学機 大貫俊夫

昭32学金 穂坂邦光 昭40学化 荻原幹士 昭52院機 吉野　仁

昭34学電 須田照男 昭40学精 川野辺建 昭52学機 岩瀬幸男

昭34学電 高橋孝雄 昭40学精 千代和彦 昭55院機 曽根　勉

昭35学金 舟橋　叡 昭40短電 小田島巧一 昭54学精 坂田昭夫

昭35学機 原田武保 昭41学機 高橋邦彦 昭56学電 中村祥孝

昭36学電 高橋保雄 昭41学機 萩野谷道雄 昭57学情 岡田庸子

昭36学金 小室哲夫 昭41学電 木村　保 昭59学情 狩野　宏

昭36学金 関谷　廣 昭41学金 浅野俊一郎 昭63学機 佐藤敏哉

昭36短機 栗田　俊 昭41学金 嶋田善秀 平3院電 石川善文

昭37学電 遠藤芳勝 昭41学化 柴　　勇 平3短機 井坂政美

昭37学電 佐藤哲雄 昭41学精 仲田光雄 平5学建 山本敏弘

昭37学金 桑原　曠 昭42学機 新実千冬 平14院シ 伊藤誠人

昭37学化 富田宣吉 昭42学金 小薗井 健

合計 74名



平成 30年度千葉県支部寄付金協力者 

寄付金を納入頂き感謝します。      平成 30年 9月 20日現在 

卒年学科 氏　　名 卒年学科 氏　　名 卒年学科 氏　　名

昭22専金 明石和夫 昭37学電 藤井弘道 昭40学化 佐藤隆義

昭25専電 塚越要夫 昭37学金 桑原　曠 昭41学機 高橋邦彦

昭26専金 岡安孝倢 昭37学化 富田宣吉 昭41学機 萩野谷道雄

昭28学金 税所　裕 昭38学機 高見忠彦 昭41学電 木村　保

昭29学原 北村　健 昭38学機 箱崎光政 昭41学化 柴　　勇

昭30学機 檜山邦良 昭38学機 駒場方耀 昭42学電 小薗井健

昭31学金 田中　宏 昭38学電 兼子八郎 昭44学電 梅田毅明

昭32学金 穂坂邦光 昭38学電 綿引貞男 昭48院化 沼倉研史

昭34学電 高橋孝雄 昭38学化 石橋英男 昭47学電 金坂　潤

昭36学電 高橋保雄 昭38学精 市村敬司 昭50院精 相川哲男

昭36学金 関谷　廣 昭38学精 矢嶋國男 昭50学機 大貫俊夫

昭36短機 栗田　俊 昭39学電 高崎芳紘 昭52院機 吉野　仁

昭37学機 坂本　勝 昭40学電 永峯清秀 昭52学機 岩瀬幸男

昭37学電 遠藤芳勝 昭40学精 川野辺建 平3院電 石川善文

昭37学電 佐藤哲雄 昭40学精 千代和彦 平5学建 山本敏弘

寄付金者数　45名 寄付金額総計 255,000円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《多賀工業会本部からのお知らせ》 

○ 茨城大学創立 70 周年記念講演会のご案内 

・開催日時 ２０１９年１０月２６日（土） 受付開始１３時３０分 

・会場 一橋講堂（千代田区一ツ橋/学術総合センター２階） 

 

・記念講演会 １４時３０分～１６時００分 

○70周年記念式典及び茨城大学近況の報告 学長 三村 信男 

○記念講演「チバ二アンと地質時代」 茨城大学理学部教授 岡田 誠 

（注）事前申込要、参加費無料（懇親会は会費制） 

 

後日発行送付される「多賀工業会会報」（多賀工業会本部発行）に「案内

申込票」が同封されてきますので、千葉県支部会員が多数参加されることを

希望致します。 
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このページには「支部役員・役割・連絡一覧表」が掲載されていましたが、 

個人情報保護のため archive からは削除しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多賀工業会千葉県支部のホームページ URL：http://chiba.tagakgk.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

32 発行日 平成 31年 4月 6日 

表紙写真の説明  撮影：千代和彦 

『大山千枚田』：千葉県鴨川市大山（房総半島中央に位置する）にある棚田で、

平成 11 年日本棚田百選に認定され、かつ文化庁の文化的景観の保存・活用事業

の対象地域です。標高 90～150m の山岳地に位置し日本で唯一雨水のみで耕作を

おこなっている天水田です。そのため動植物も貴重なものが生息しています。 

この棚田で里山の美しい景観・自然に溶け込む体感を味わってみてください。 


