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今後の防災の課題 15頁 富田 宣吉

弁理士一代記 17頁 高崎 芳紘
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沼倉研史のアメリカ便り 27頁 沼倉 研史

囲　　　碁 囲碁会の活動報告と今後の予定 29頁 囲碁会長 佐藤 隆義

  副会長 穂坂 邦光

第87回  7月21日（火） 会場 船橋中央公民館

第88回 10月20日（火）　　 　同上

第89回 2021年1月19日（火）　同上

史跡・万歩 史跡・万歩会の活動報告と今後の予定 32頁 史跡万歩会長千代 和彦

副会長 萩野谷道雄

第128回『東金の八鶴湖でのお花見』　（行程　約3.0km）

2020年3月31日（火）JR外房線・東金駅（北口）　午前10時30分　出発

第129回『醤油の里・野田を訪ねて』　（行程　約6.0km）

2020年6月3日（水）愛宕駅（西口）　午前10時30分　出発

第130回『養老川流域田淵のチバニアン地層の見学』(行程 約5.0km)

2020年11月6日（金）小湊鐡道　月崎駅（東側）　午前10時30分　出発

ゴ　ル　フ ゴルフ部会活動のリニューアル 36頁 ゴルフ会長 高崎 芳紘

東京支部、千葉県支部、埼玉支部の3支部交流

ゴルフコンペに移行することになりました。

従前からの5支部懇親ゴルフコンペは、引き続き

開催され参加していきます。

会員便り 会員便り 37頁 支部長 綿引 貞男

4月21日（火）の囲碁会は、新型コロナウイルス

への感染が心配されるため、中止

 
〔備考〕新年会：令和 3 年 1 月 11 日（月・祝日）開催予定（場所は未定） 
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支部会報第５８号発刊に寄せて 

          支部長  綿引 貞男（昭３８学電） 

昨年は年号が平成から令和に変わり、日本で開催され 

たラグビーワールドカップでは“ONE TEAM”なる流行

語大賞にも選ばれたスローガンのもとに日本チームが大

活躍されたのを鮮明に記憶されているのではないでしょ

うか。今年２０２０年７月には東京オリンピックが開催

され日本国中が賑やかな年となることが予想されます。 

又、本年１月に市原市田淵の養老川沿いにある地層が

「国際地質科学連合」によって「チバニアン」の名称で

登録されたことは大変喜ばしい限りであります。 

当支部顧問の塚越要夫氏から「祝・チバニアン命名確定」の寄稿を頂き掲載い

たしましたのでご一読願います。11月には第 130回史跡・万歩会で現地見学も予

定いたしておりますので会員多数の参加をお待ちいたしております。 

一方、我々の支部活動の状況を見ますと、もう少し活性化に向けての努力が必

要と思われてなりません。何とか会員皆様のご協力を得てこのムードを脱却し活

気ある活動にもっていきたいものです。 

◇令和２年度第４７回千葉県支部総会の開催案内 

・開催日時  令和２年５月１６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、女子５，０００円） 

・スケジュール 

    （１）受付   １２：３０～１３：００ 

    （２）総会   １３：００～１３：４０ 

    （３）写真撮影 １３：４０～１４：００ 

    （４）懇親会  １４：００～１６：００ 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催日時・場所の変更または中止の可

能性があります。変更の場合には、葉書で参加申し込みの方に電話でお知ら

せいたします。 

 

[会場案内図]→ 

（北口） 

企
業
年
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第 47回 千葉県支部総会資料 

第 1号議案 令和元年度事業報告（平成 31 年 3 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 日） 

（１）第 46 回総会：令和元年 5 月 18 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 6 名、支部会員 14 名出席。 

（２）本部理事会・総会：令和元年 6 月 16 日（日）水戸市 

（３）幹事会：平成 31 年 3 月 3 日、4 月 6 日、令和元年 9 月 13 日臨時、 

11 月 8 日、令和 2 年 2 月 7 日、市川市中央公民館にて開催。 

（４）新年会：令和 2 年 1 月 13 日、山崎製パン企業年金基金会館にて開催。 

（５）支部交流：埼玉（4 月）、東京（7 月）の各支部総会に参加。 

（６）事業報告 

（イ） 囲碁の会  ：第 83 回～86 回 開催。 

（ロ） 史跡・万歩会：第 123、124 回、125 回、127 回 開催。 

（ハ） ゴルフの会 ：定例 1 回、３支部交流及び５支部懇親コンペに参加。 

 

第 2号議案 令和元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 令和 2年度事業計画案（令和 2 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日） 

（１）第 47 回総会：令和 2 年 5 月 16 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：令和 2 年 6 月 6 日（土）東京ガーデンパレス 

（３）幹事会：令和 2 年 3 月 1 日（日）、4 月 4 日（土）、9 月 11 日（金）臨時、

11 月 13 日（金）、令和 3 年 2 月 5 日（金） 

（４）新年会：令和 3 年 1 月 11 日（月）（祝日）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 令和 2年度予算案の承認依頼の件 

 

第 5号議案 支部長交代及び役員交代の件 

（１）支部長交代の承認を得る件 

綿引貞男支部長（昭 38学電）は、支部会則第 8条の規定により任期満了

となり、退任する。後任支部長に高崎芳紘ゴルフ会会長（昭 39学電）を選出

することに 2月 7日の幹事会で決定した。会則第 6条の規定により本総会に

おいて承認を得ることを求める。 

（２）役員の改選の報告 

会則第 6条の規定に従って、次の役員が 2月 7日の幹事会で改選の決議を

得たので報告する。（別紙資料「新任役員」参照） 

 

第 6号議案 その他 



 

資料－Ⅰ 令和元年度決算及び会計監査（平成 31 年 3 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 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 277,532 277,532 
 

総会費 200,000 180,434 
 

総会費収入 200,000 190,000 10,000×19 名 新年会費 120,000 80,034 
 

新年会費収入 120,000 80,000 8,000×10 名 会報製作費 59,000 56,000 
 

本部助成金 109,900 71,300  通信連絡費 42,000 50,846 
 

年会費収入 140,000 148,000 2,000×74 名 事業費 38,000 33,764 
 

雑収入 10,000 10,000 会友 会議費 56,000 68,040  

    支部交流費 21,000 54,620  

 
     事務・雑費 21,000 25,604 

 

 
    

 
予備費 300,432 227,490 

 

計 857,432 776,832  計 857,432 776,832 
 

令和 2 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 令和 2年度予算（案）(令和 2 年 3 月 1 日～令和 3 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 277,532 227,490  総会費 180,434 200,000  

総会費収入 190,000 190,000 10,000×19名 新年会費 79,134 100,000  

新年会収入 80,000 80,000 8,000×10 名 会報製作費 56,000 59,000  

本部助成金 71,300 71,000  通信連絡費 50,846 50,000  

年会費収入 148,000 140,000 2,000×70名 事業費 33,764 42,000  

雑収入 10,000 5,000 会友 5,000 会議費 68,040 69,000  

    支部交流費 54,620 25,000 東京、埼玉 

      事務・雑費 25,604 25,000  

      予備費 228,390 143,490  

計 776,832 713,490  計 776,832 713,490 
 

 

 

印 

印 
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令和元年度第４６回多賀工業会千葉県支部総会報告            

                       前幹事長 高橋邦彦（昭４１学機） 

〇概要 

令和元年度の第 46回多賀工業会千葉県支部総会は令和元年 5月 18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 6名及び支部会員 14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）  

加藤 清 水戸勝田支部支部長（昭 50院精） 

粕谷利夫 埼玉支部副支部長（昭 42学電） 

佐藤將彦 東京支部幹事（昭 43学子） 

丸島國義 東京支部幹事（昭 55院電） 

森 俊郎 日立綜合支部副支部長（昭 36学機） 

◇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 30年度事業報告：第 45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 30年度決算報告と会計監査報告 

③ 令和元年度事業計画案と予算案 

④ その他  

 以上、議案提案通り承認されました。 

◇講演会 

総会終了後に講演会があり、講師の富田宣吉（昭 37 学化）氏より「日本の災

害とその対策」のテーマによるお話をいただきました。（講演会要旨は、会報 57

号 10頁から 13頁に掲載のとおりです。） 

◇懇親会 

総会、講演会に引き続き、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
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深めました。中ほどから余興として、支部会員や来賓の方々によるカラオケ唱歌、

近況報告などがありました。最後に校歌を合唱し、兼子八郎（昭 38 学電）氏に

よる中締めにて散会となりました。（懇親会参加者は 19名） 

〇綿引貞男支部長総会時の挨拶 

本日はお忙しいなか令和元年度第 46回多賀工業会千葉県支部総会に出席をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

本日は、多賀工業会の会長であります杉田龍二様をはじめ来賓の方々に出席を

いただきました。埼玉支部の副支部長の粕谷様、水戸勝田支部の支部長の加藤様、

日立綜合支部の副支部長の森様、東京支部の幹事の佐藤様、丸島様、これらの来

賓の方のご臨席をいただきまして総会を開催できることは喜びとするところで

あります。 

今年の 5月に平成から令和に年号も変わりまして、また今年は茨城大学の創立

から 70周年となる年でありますので、本来ならば、私どもの同窓会である多賀

工業会をもっと活気あるものにしていかなければいけない状況でありますが、そ

うもいかないので悩んでいるところであります。私どもの千葉県支部も財政的な

影響もありまして、他の支部との交流等も控えている状況であります。出来まし

たらこれからもう少し積極的にやれたらと考えているところであります。 

平成は結構災害の多い年でありまして、本日は講演として「日本の災害とその

対策」ということで、当支部会員であります富田氏に講演をお願いしております。

ご清聴の程お願い致します。 

併せて今年の 10月に、茨城大学創立 70周年を記念して東京の一橋講堂におい

て理学部の岡田先生の「チバニアンと地質時代」という記念講演がありますので、

千葉県支部の会員の方多数出席していただきたいと考えております。 

本日の議題の一つである収支報告に関して、会計担当の穂坂幹事の健康上の理

由により、代理の者が報告いたしますのでご了承願います。簡単でありますが私

の挨拶と致します。 

本日はお忙しい中ご出席ありがとうございました。 

〇多賀工業会 杉田龍二会長総会時の挨拶 

只今ご紹介に与りました会長の杉田でございます。 

本日は、千葉県支部総会にお招きいただきまして有難うございました。第 46

回目の総会が開催されましたことに心よりお喜び申し上げます。昨年の 45回総

会にも参加させていただきました。あれは、私が会長に任命されて初めての支部

総会への参加でありました。何かなつかしい気がいたしております。 

先月発行された千葉県支部会報で、綿引支部長様が昨年は収支が赤字であった
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が、今年は多くの会員の皆様のご寄付によって解消の見通しになったと述べてお

られました。千葉県支部様のしっかりした運営と会員の皆様の団結の強さを窺い

知ることができ、大変心強く思った次第です。 

時間がタイトであると思いますので、簡単に現状を述べさせていただきます。 

先ず一点目は、多賀工業会本部も財政状況が非常に厳しくて、今年度で 4年連

続の赤字運営となります。現在、赤字を解消すべく、支出及び収支の両面から対

策検討をしているところであります。今、千葉県支部様を見習って早急に赤字解

消を実現したいと考えております。目標は来年度はプラマイゼロを目指しており

ます。 

2点目は、今年は茨城大学の創立70周年に当たります。記念事業の一つとして、

工学部キャンパス正門周辺整備事業を行っております。昨年、多賀工業会と工学

部が一体となって整備支援募金委員会を発足させ、多賀工業会会員、教職員、企

業などにお願いしましたところ、多くの会員の皆様の絶大なご支援のおかげで、

整備工事は現在順調に進捗しております。今の時点で、正門前道路の拡幅工事と

正門近辺のオープン化工事が終了しました。これから、正門北側の林のような丘

を崩して、その場所に秋にはコンビニが営業を開始する予定になっております。

以上が近況のご報告であります。 

最後に、千葉県支部様のますますのご発展を期待し、会員の皆様のご活躍とご

多幸を祈念申し上げます。本日はどうもおめでとうございます。 

第 46回多賀工業会千葉県支部総会 
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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） 

 

○令和２年多賀工業会千葉県支部「新年会」の報告 

１．開催日時：令和 2年 1月 13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：10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市川駅から歩いていく「手児奈霊堂・弘法寺」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。 

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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ただの偶然ではあらない 

                             昭２５専電・塚越要夫（としを） 

 

① 導入部 

この文章の表題は、村上春樹作「騎士団長殺し」の

中にイデア（人間意識の中心概念・いのちの深奥・

霊性）として登場する「騎士団長」の独特の話し振

りより借用しました。 

この「騎士団長殺し」は作者の得意分野である現実

世界と異空界との間で展開するファンタジックな小

説です。 

主人公である「私」は肖像画家であり、イデアの形

象化とされる「騎士団長」と「私」に絡み合う周辺人物像が、メタファー（思

念の比喩的表現・隠喩）を現実化した形で詩的に展開されてゆく。ここには、

偶然と必然とが交錯しており、想像の世界が現実の世界となってゆきます。

（現実世界のメタファー化） 

また、「私」の人生に起きる多くの事柄は、「私」と関係のないところで、勝手

に決められ、勝手に進められているのではないか？と問うて、その思考過程の

ポイントが文中に仄めかされています。 

② 面川喜一郎と幸子 

面川喜一郎(1919～2009)は、筆者の家内の長兄であり、日立市助川町「日立キ

リストの教会」の伝道師を永年勤め上げ、当教会が幼稚園併設ということもあ

り、地元の人々との交流も宜しく、高い人望を身に付けていました。 

喜一郎の妻・幸子(1926～2019)も結婚後キリスト教に帰依し、夫妻揃っての信

仰生活を続けられていました。 

喜一郎高齢のため、その役を辞して千葉県鎌ケ谷市に居を移してから、地元教

会との交流を続け、安静療養に努めていたが、平成 20 年末に 90 歳の天寿を

全うして昇天しました。（その翌年、平成 21 年 1 月に筆者が埼玉県長瀞の宝

登山を訪れ、当地の蝋梅園で義兄を偲ぶ俳句を残しています） 

その後、義姉・幸子は拙宅に近い船橋市、更に八千代市の有料老人ホームに居
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を移し、地元のキリスト教会との交流を持ちながらホームの雰囲気も宜しく、

明るい日々を過ごしていたが（家内共々、しばしば慰問に顔を出した）、体調

を崩され平成３１年 1月に肺炎のため昇天しました。 

これは、いみじくも義兄昇天の 10年後であり、また、同じく蝋梅の香華漂う

時期でもありました。そして、その蝋梅の花言葉が「慈愛」なのでした。（こ

の愛に包まれる日常は、クリスチャン生活におけるメタファーとも言えるで

しょう）    

また、幸子姉の座右にあった「集英社刊・漢字早引き字典」が遺品として、私

の手元に残されましたので、家で何とはなく、中をめくりましたら、どうした

ことでしょう。自然に 243 ページが開きまして、そこに「し」の項、「慈愛」

の文字が目に飛び込みました。そして、その文字の横に幸子姉の直筆で「幸せ」

と書き添えてあるのです。「私に見て貰いたい」との思いのようにです。 

これら一連のことは、「ただの偶然ではあらない」と思われるのです。 

③ 命の輝き 

私がお世話している無結社俳句会「辻が花句会」の令和元年・六月句会（6月

15 日）にて当月の兼題「蛍」を詠んだ「幽界の散華のごとし蛍沢」を出句し

まして、好評でありました。これは、以前、大分県由布院旅行の折に遭遇し、

感動した実景でありまして、頭に強く残っていたものです。 

その 4 日後、6 月 19 日に六本木の東京ミッドタウン「サントリー美術館」に

「遊びの流儀展」観賞を目当てに出かけたのでしたが、これが調査不足で、26

日から開始のイベントでありました。少しがっくりしましたが、同ビル内の富

士フイルムサロンにて「輝く光景・宮武健仁写真展」が期間限定で開かれてお

りました。これを拝見してその迫力と新鮮さにびっくりしました。 

この写真展は、四万十川、高千穂峡、吉野川などの蛍の群舞をカラーで撮られ

たものであり、そのパネル展示は素晴らしいものでした。岩手県の森では百万

匹と云われる蛍の光芒が乱れ飛び、美しい。まさに「幽界の散華のごとし」で

ありまして、感動致しました。 

これも、ただの偶然とはいえないでしょうね。（この東京での展示は明日で終

了とのことでしたから、尚更です） 

記念にと、著者サイン入りの写真集を購入して参りました。 
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④ 名倉堂のこと 

平成 28年 5月に縁があって、千住の旧日光街道を吟行した。JRの南千住駅で

下車し、千住大橋を渡ってすぐ国道 4 号線を右に折れて旧街道を歩く。この

界隈は旧千住宿であり、1689 年、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅をスタートし

た場所でもある。街道沿いに歴史ある建物が残っており、本宿跡など、宿場町

の名残りを偲びながら、先に進むと荒川土手の手前、右手に「名倉医院」と大

きな看板の掛かっている重厚な長屋門に出くわした。思わず「あ！」と声を上

げた。 

ここが、1770 年・江戸時代の中ごろ、千住の地で創業した「骨接ぎ」専門・

所謂「名倉堂」の総本家であったのでした。 

さて、筆者が旧制中学一年(1942年)のことだった。当時の東京市牛込区（現・

東京都新宿区）に住んでおり、たまたま、出身校・余丁町小学校（当時、国民

学校・初等科）のイベント設営にかり出され、講堂の舞台準備を手伝っていた

ところ、先輩に頼まれて壁に立てかけられて何枚かの厚い敷き板を一時的に

抑えていた。その折り、少し手を緩めてしまったために、その板が倒れかかっ

て来て、あっという間にその下敷きになり、意識を失ってしまった。 

このあとは、話で聞いたことですが、近くの東京女子医大病院に担ぎ込まれ、

診療を受けましたが、肩甲骨上部複雑骨折との診断、当病院では、手当不能で

あると云われ、骨接ぎ「名倉堂」を紹介されたのでした。当時、「名倉堂」は、

神田・駿河台に分院が設立されており、三角巾で手を吊りながら、母に連れら

れ通い続けました。そして数か月の通院で見事に完治したのでした。 

それ以来、私の頭の片隅から「名倉堂」の名前が消えることはありませんでし

た。 

その「名倉堂」の本家本元がこの千住だったわけですね。（現在でも多くの接

骨院は、名倉の名称を継承している） 

この出会いをただの偶然と言ってしまえば、この話は終わりです。然し、これ

は、77年ぶりの驚くべきタイムスリップなのです。 

そして、更に、話は続きます。 

第③章に記述した「辻が花俳句会」メンバーである S 氏は足立区にお住まい

ですが、「足立区立郷土博物館」で開催中の特別展「大千住・美の系譜展」を
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観賞しようとの話があり、平成 30年 12月に会社の OB仲間の T氏を誘って足

を運びました。そして、再び「名倉堂」の歴史と出会ったのです。 

この名倉家の業祖・名倉直賢が千住に「骨継ぎ所」を開業して以来、代々の当

主が親の遺徳を継いで、俳諧・狂歌・和歌などの文芸に名を残し、酒井抱一・

鈴木其一・谷文晁・大田南畝ら江戸の著名な文人たちとの交流を深められたの

です。その他、能楽師・梅若実、歌川国芳、岡倉天心、横山大観、橋本雅邦、

菱田春草、河鍋曉斎、森鴎外、更には、尾上梅幸など、錚々たる名も見えます。 

千住の名倉家は、こうした文人たちの貴重な資料の保存庫（アイカーブ）とな

っていったのです。今回の「大千住・美の系譜展」は、主に、名倉家よりこれ

ら多くの文芸・美術資料の提供を受けて開催されたのでありました。 

駿河台・名倉堂分院（現在、名倉クリニック）のロビーには、額装された久保

田万太郎の「しらぎくの夕影ふくみそめしかな」の俳句が掛かっております。 

「千住の名倉堂本家」「駿河台の分院」そして筆者の今・90 歳の歴史、みな、

必然的なご縁があって繋がっているのですね。（神の摂理とでも申しますか？） 

何か、敬虔な思いがこみあげて来ました。 

⑤ 最後に 

「人生万事塞翁が馬」などと言いますが、必ずしもそうではなくて、ここに示

しました事例のように「日常生活の中には、目に見えぬ大きな力が背景にあ

る」と感ぜざるを得ないのです。 

 

「美の系譜こころに刻む梅雨晴間」  としを 

（完） 

 

 

 若い方に一言 

「背後に何か大きな力が存在する。自分の行いがいつも見られている」  

と思えば、毎日の行動（生きざま）において、常に自分自身が 

責任を負えるものとするべきだ。 

こう認識しながら生きて参りましょう。 
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     祝・「チバニアン」命名確定   顧問・塚越要夫（Ｓ２７専電） 

 

  市原市・田淵の養老川沿いにある地層が「国際地質科学連合（ＩＵＧＳ）」に

よって、「チバニアン」（ラテン語で「千葉時代」という意）との名称で登録さ

れることが決定された。 

 当該年代は、人類（ホモ・サピエンス）が登場した頃（77万4千～12万9千年前）

に当たり、世界の地質年代に日本の地名が付くのは初めてである。 

 この研究は、わが茨城大学・理学部の岡田誠教授を代表とするチームで推進さ

れ、申請より２年半かかって纏め上げたもので、この登録決定の連絡を得て市原

市の市民からも喜びの声が上がった。 

 誕生より４６億年に及ぶ地球史に日本の地名が刻まれるのは初めてであり、イ

タリアにも同じような地層があったが、千葉の方が学術的価値が高いとの判断と

なったものである。 

 この地層は、地質年代の新生代の内、第４紀・更新世・中期のものであり、特

徴づけられているのは、地磁気の逆転である。地球のＮ極とＳ極は過去に何度も

入れ替わっており、この「チバニアン」には、その直近の逆転の痕跡がハッキリ

と見て取れるために、地質年代の区切りの基準地とされたものである。（これら

は、海底で堆積した地層が、後に房総半島が隆起して、養老川の浸食作用によっ

て崖となり、観察出来るようになったもの） 

 尚、昨秋の台風１５号に伴う大雨で養老川が増水したが、幸い、地層に被害は

無かった。 

 また、本地層は官報告示により「養老川流域田淵の地磁気逆転地層」として、

「国指定・天然記念物」に登録されている。 

    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  【その他の資料】 

 現地案内：内房線・五井駅乗り換え小湊鉄道・月崎駅下車、徒歩２５分で「チバニアン 

     ビジターセンター」そこより５００ｍほどの坂道を降りた養老川沿いの崖地。 

 チバニアンビジターセンター： 開館→毎週木曜日及び年末年始を除くＡＭ９時～ＰＭ 

     ４時。地磁気逆転の仕組みと地層の関係、発掘の化石など、一帯の魅力を解説

     した展示と映像の放映を実施。 

 チバニアンガイド：地元住民によるガイド。料金（１グループ）：1名~15名・1,500円、 

     16名~30名・3,000円。９時～１６時。 

     申し込みは、ビジターセンター(TEL:0436-96-2755)まで。 

 

 

14 



今後の防災の課題 
富田 宣吉（昭３７学化） 

 

１．国、地方自治体の体制整備 

例えば防災省、または防災庁の設置 

現在、内閣に防災大臣が任命されているが、より強化

する。 

 

２．教育の充実 

高等学校、大学などに防災学部、防災学科を新設し、

幅広く教育する。 

教育のスローガンとして 

（1）防災人材の育成 

（2）人命第一 

（3）資源の確保 

 

３．教育内容及び項目 

（1）各種災害のメカニズムを理解する。 

地震、水害、津波、台風、竜巻 

地球の温暖化、山崩れ 

 

（2）情報の伝達 

気象衛星の活用 

情報伝達の流れ 

 

（3）防災用資機材 

建設機材、船、航空機、ドローン 

 

（4）避難、救助 

避難場所、備蓄品、避難訓練 

ＡＥＤ、スマートフォン、携帯電話の活用 

 

（5）関係機関の連携 

国、気象庁、各自治体の警察署、消防署の機関 

 

（6）災害に伴い発生する損害 

住宅、田畑、森林、農産物、家屋の破損、廃棄物処理、 

行方不明者の捜査等に多くの費用を要する。 
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（7）高齢者、身体障害者への対応、避難方法、タイミング 

 

（8）災害発生時の現場における救助、捜査活動の実習 

 

４．教育者の選任 

（1）日本には国立研究所が各種の分野ごとに存在する。 

これらの研究機関より現役又は退職者などから選任する。 

（2）一般企業の分野に応じた専門家を選任する。 

（3）必要に応じて海外の専門家を招聘する。 

 

５．海外の研修生 

アジア諸国から来日する研修者も対象とする。 

災害はアジア諸国においても大きな問題となっている。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

昨年の秋は、9月の台風 15号、10月中旬

の台風 19号、下旬の記録的な大雨など、か

ってないほどの大災害に見舞われた。 

我が家も台風 15号による大規模停電で 2

日半ほど停電となり、心構えもないまま残

暑のなか 2 日半ほど電気のない生活を過ご

した。おかげで LEDランプや養生テープの購入、防災訓練への参加など防災につ

いて関心を持つようになった。 

最近、気象庁の会見では「100 年に一回」という規模の大災害が増えてきた。 

これも地球温暖化の影響ではないかと心配である。 

いずれにしても地球規模の気候変動に対しては、国際的な取り組みが大切であ

ると言われるが、個々人でも節電・節水など省エネを進めるしかない。 

とはいうもの、地球温暖化阻止ということには「無理」、と多少の諦めもある。 

一方この冬発生した新型肺炎感染も世界的な広がりを見せている。我々の生活

だけで無く世界的な経済活動にも大きな影響が出そうである。ある意味大災害に

似ている。うまく封じ込めることができるよう対応していくしかないようだ。 

この騒動の中、この同窓会活動を共にしてくれた仲間の訃報を受けた。 

学生時代に同じ下宿で過ごした彼に、人なつっこいひょうきんな印象を持って

いたが、一緒に活動しているなかで信念の強い面もあると感じた。 

彼には、長い現役時代の後この支部活動に参加していただき心から感謝してい

る。今はご冥福を祈るばかりである。（皆様からの投稿をお待ちしております） 
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弁理士一代記 

          高崎芳紘（昭３９学電） 

元弁理士の高崎です。自営の特許事務所を後継弁理士に譲り経営から引退しま

した。この経営からの引退に伴って、弁理士を国家に返上した次第です。 

ただし、弁理士登録自体は有効ですので、申請すれば、いつでも回復可能です。 

しかし弁理士として精いっぱい頑張ってきたので、また高齢化したので、事業

再開はするつもりはありません。 

大学卒業してからずっと特許関係の仕事をしてきました。 

それは、時間を追ってみれば、大手電機会社の特許部門での仕事、その研究所

での発明発掘と出願の仕事、特許事務所への転職とその中での職人としての仕事、

特許事務所での仕事と弁理士受験勉強との両立生活、弁理士合格後の特許事務所

での弁理士としての仕事、自営特許事務所創設とその事業の継続としての仕事、

弁理士会での活動、種々の社会貢献活動、特許事務所を譲った後の雑事、などで

した。 

もちろん、こうした仕事や活動の中で、結婚、子供の誕生、子育て、などの個

人生活が存在したわけです。妻の協力は大きく感謝です。 

 自分の人生を振り返った時、弁理士に絡んだ時間が長く、それを振り返ってみ

たいとの観点で、タイトル「弁理士一代記」で記事を、書き上げた次第です。 

 この記事は、高崎なる人間の個人的なものですが、こんな変わった人間がいた

のか程度の観点及び高度成長期での知財関係の動きの観点で、気軽に読んでみて

ください。 

 

１． 大手電機会社への就職と特許部門での仕事 

昭和 39 年茨城大学工学部電子工学科を卒業して、大手電機会社（Ｈ社）に

就職しました。丁度東京オリンピックの時でした。配属されたのが有名な中央

研究所の特許部門です。博士が当時 400名近くいました。 

Ｈ社は、特許部門強化の方針で、この年 13 名の大学卒業生を特許部門に配

属しました。自分は、現場部門向きと思っていましたので、違和感をおぼえま

したが、社内教育を受ける中で理解は深まりました。 

担当部門は、計算機と自動制御部門でした。 

計算機に関しては当時アナログ計算機が発展しており、デジタル計算機は開

発途中でした。その中間的計算機には、ハイブリット計算機がありました。 

いずれも大型計算機です。今から見てみると規模的に超大型計算機の様相で

す。その後、Ｈ社では日本初めてのデジタル計算機を誕生させ、世界の計算機
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企業であるＩＢＭに追いついたと大きな話題になりました。 

研究所では、その頭脳の研究と開発を行っていました。 

自動制御部門は、フェードバック制御や、フェードホワード制御の理論と応

用、文字自動認識研究などでした。私の同時に特許部門に配属された同期の大

学卒の 2名は、テレビやオーデオの担当、半導体や材料部門の担当、でした。 

大学卒の人間は、入社 2年間は研修期間とされ、研修論文の作成と発表が義

務付けられています。私は、コンピュータプログラムの法的保護、なるタイト

ルの論文でした。法的保護の中身は、特許法で保護できないか、著作権で保護

できないか、です。当時特許庁のＮさんが公開論文を発表しておるだけでした。 

上司の指導の下、大変に苦労した思いが今でも鮮明に残っています。 

素晴らしい上司でした。 

特許部門の仕事は、発明の相談と発掘、それの文章化です。 

文章化とは、特許庁に提出する書類である明細書の作成、図面の作成です。 

発明者は研究者ですので、社内的に発明を開示した発明開示書類の作成が義

務付けられています。しかしほとんどの書類が研究者の視点からのもので、そ

のまま特許庁に提出できません。 

そこで、特許部門の担当者の出番があるわけです。発明とは何か、広すぎな

いか、狭すぎないか、世の中に知られた技術や既存の発表論文や他社の技術か

ら差別化されているか、こうした観点で検討するわけです。 

上司に叱られた記憶があります。研究者がさぼって自分の書類を作成しない

例です。そこで、聞き取りで私が書類を作成して、かつ発明者として自分を載

せたわけです。特許担当者は、あくまで補助者で、発明者ではないとの指導で

した。確かにその通りです。発明は創作ですので、発明の交通整理にかかわっ

ての創作補助者で有るが故に、微妙な気がしますが、正論でしょう。 

こんな事例もありました。アナログ計算機の主要研究者は、研究能力が高く

途中経過の説明が苦手で結論だけしか開示しない。書類も同様です。 

仕方がなくそのままに近い形で、特許庁に提出して、審査段階で審査官と大

喧嘩です。なんでこんな良い発明が理解できないのかと。困ったものでした。 

研究所は、奇人変人が多く、個性的な人たちがたくさんいました。 

ノーベル賞に近い人もいたようです。こうした人たちをまとめていく上司や

管理者などもいて、面白い世界でした。特許担当者として、さらに職人として、

大いに成長させてもらいました。 

 

２． 特許事務所への転属と仕事 

Ｈ社関連のＵ特許事務所からの誘いで、退社し特許事務所への勤務となりま
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した。昭和 40年代です。このころ、Ｈ社では、特許大増産の時代で年間 10,000

件前後の特許出願をするまでに成長しています。世界の企業に成長しつつの時

代です。関連特許事務所がそれらを代理で請け負うわけです。 

社内処理よりも良い仕事ができ、処理期限も守れるとの利点があることから、

いわゆる外注制度が発達したわけです。 

特許出願は、圧倒的に工場からが多く、新製品開発に伴っての発明です。 

次から次へと新製品開発がなされ、さらに改良がなされて発明が生まれる、

そんな時代でした。当然に研究所も、機械や家電などに応じて、また工場の要

求に合った研究と技術を提供し、基礎的発明の出願に寄与しています。 

アメリカなどへの海外特許出願も大幅に増加していました。 

特許事務所は、弁理士のほかに、私のような職人的人間が多数勤務していま

す。多い時には、1月に数 10件の特許出願をこなすほどでした。1件の仕上げ

には最低でも 1週間程度かかりますので、特許事務所側も大変でした。 

特許事務所も人員を増やす大増産時代に入っています。 

Ｕ特許事務所の所長弁理士は温厚な人柄でずい分かわいがられました。 

囲碁大好きで昼休みには、所内の数人で早碁を楽しんだものでした。 

 

３． Ａ特許事務所への転属と弁理士取得 

その後、Ｕ特許事務所には、多くの優秀な弁理士が活躍するようになりまし

た。のちに 3人の、弁理士会会長を輩出したほどでした。 

彼らは、特許法などの法律知識が豊富で、発明も単に技術的側面で見るので

はなく、法律的即ち権利的見方がとても優れていました。 

職人の限界がわかってきました。特許事務所では、弁理士資格が不可欠と考

えるようになったわけです。 

そこで、思い切ってのさらなる転職です。Ｈ社の特許部門の上役である、茨

城大学工学部の先輩Ｋ氏に相談したところ、Ａ特許事務所を紹介され、円満な

退職と新たな勤務となったわけです。 

Ａ特許事務所は同じくＨ社の代理事務所でした。 

したがって、仕事上は、引き続き、Ｈ社の特許出願が仕事になります。 

所長弁理士のＡ氏は、尋常小学校卒のたたき上げ職人で、私と同じくＨ社に

入社し、社内の専門学校で技術を磨き、さらに特許部門に移り、通信制大学な

どでの勉強を経て、弁理士合格した努力と才能の人でした。 

弁理士会の副会長を歴任し、のちに知財一筋、知財功労の実績で、時の中曽

根内閣時代に紫綬褒章授与されました。 

皇居参列、天皇陛下からの褒章授与など、モーニング姿で緊張した様子が、
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浮かんできます。 

事務所の仕事を続けながら、弁理士受験生活に入りました。 

仕事と受験勉強との両立です。結論的には、6年の受験生活で、弁理士合格

しました。昭和 61年度でした。受験者が 3千 400人程度で、合格者は 83人と

狭き門でした。幸運でした。 

弁理士受験は、1次試験、2次試験、3次試験の合格が必要です。 

1次試験は、多肢選択試験で知財関係法律の基礎知識や応用知識が試される

ものです。2次試験は、1次試験合格者が対象で、いわゆる論文試験です。 

この論文試験は、知財関係法律（特許法、実用新案法、意匠法、商標法、パ

リ条約と国際特許条約とを含む国際関係法）、専門技術 3科目、が対象です。 

3次試験は2次試験合格者だけの口述試験いわゆる面接試験で、不合格は2、

3名程度で、不合格でも翌年まで持ち越し可能でほとんどが合格です。 

受験勉強は、知財専門科目がゼミや受験機関を利用しました。 

ゼミは、休日利用で、各法律の概要、条文解析による勉強、法律ごとの基本

書の読書や議論、各自の研究発表、などの勉強です。多くの友人が生まれ、貴

重な時代でした。 

専門科目は、電気基礎理論、電気機器、商品学を選びました。一時は、明治

大学の夜学で憲法勉強しました。 

弁理士合格に伴って、弁理士として副所長となり、法的な弁理士代理業務の

立場になりました。 

 

４． 特許事務所創設と弁理士業務 

平成元年に地元の柏市で特許事務所開設しました。Ａ特許事務所の所長Ａ弁

理士の「弁理士は独立すべし」との助言での 50歳での創設でした。 

それから 22年間悲喜こもごもの特許事務所業務を行ったわけです。 

多くの会社との出会い、中小企業の皆さんとの出会い、多くの知財権利の取

得、多くの知財紛争処理、多くの人たちとの出会い、がありました。 

事務所開設して当初半年程度は仕事がなく、以後徐々にお客さんが増えてい

きました。幸いなことに、Ｈ社からの仕事を引き続き契約いただき、さらに、

系列の上場会社である、医療器械のＨＭ社、建設機械大手のＨＫ社、半導体や

情報会社のＨＫＤ会社などとの契約もいただきました。 

契約しての仕事は、特許出願業務が圧倒的に多くそのほかに、他社との紛争

処理や権利鑑定業務、海外特許出願業務、特許年金管理などです。 

創設当時は事務担当の女房との二人三脚でした。しかし多くの仕事をこなす

にはとても一人や女房の補助だけでは無理で、特許技術者、弁理士、女性事務
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員、図面作成者など徐々に人員を増やしていった次第です。 

地元柏や東葛地区での中小企業の皆さんとの付き合いも増えて、地元密着の

仕事依頼も多数こなしました。柏商工会議所での発明相談、東葛テクノでの発

明相談など、社会貢献活動も行ってきました。異業種交流会への参加もしまし

た。 

いくつかトッピク的な話を披露します。よい話、悪い話もあります。 

 

（1） 事務所創設から数か月後に事務所に泥棒さんが夜中に侵入し、買いたて

の備え付け大型金庫がハンマーで破壊され中身持ち逃げされました。 

お金と重要書類の収納容器として買ったものです。しかし事務所創設間もな

いため中身は印鑑のみで現金もなしです。泥棒さんも驚いたことでしょう。 

これ以後は金庫はなしです。5階建てのしっかりしたビルでしたが、当方以

外の会社も被害に遭いました。 

 

（2） 突然に地元警察の方が訪ねてきました。 

何か私が悪いことをして捕まえに来たのかと驚いた次第です。 

要件は、カラオケ通信機器に絡む犯罪での鑑定の依頼でした。 

鑑定書を提出して 1件落着です。2千円程度のお土産のみ頂きました。 

 

（3） ゴルフグッズの実用新案出願に関する話です。 

新商品開発したので是非出願を依頼したいとのお客さんでした。 

ほどほどのグッズ中身で、かつ米国のニクラウス選手の友達との触れ込みで

した。人柄もよく信用しました。2件ほど出願し、3件目も頼まれました。 

しかし出願にかかった費用が、支払われないのです。 

催促しても、今韓国に売込中とか、契約まぢかとかで、最後には 3件目を出

願すれば支払うとの返事です。 

何かおかしいので、過去のこの方の出願を調べたところ他の特許事務所を使

っていたことがわかりました。確認したところ、そこでも支払いがされてお

らず立腹です。そこで、詐欺と気づいたわけです。 

支払い迫っても、そのうち連絡不可で、結局泣き寝入りでした。 

 

（4） 良い話です。地元のプラスチック関係の社長さんの発明です。 

特許出願し権利化成功です。これが大当たりで業績大向上でした。 

もちろんセールスがよかったり、社長と従業員の皆様を含めての社員一同の

努力もあってのことでした。 
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５． 弁理士会活動 

特許事務所創設してから 10年経過したころ、弁理士会活動への誘いがあり、

余裕もできてきたので、参加することになりました。 

弁理士会とは、弁理士の登録機関です。弁護士会では、都道府県単位で地方

登録制度になっていますが、弁理士会は、ただ一つの弁理士の登録機関です。 

弁理士会に登録しなければ、弁理士業務はできません。 

月に 1万円程度の維持費用の支払いが必要です。現時点で 1万数千人程度が

登録しています。 

弁理士会には、本部機関のほかに、地域分割しての支部があります。 

関東支部、東北支部、中部支部などです。これらの支部には、先に述べたよ

うに弁理士登録権限はありません。 

各支部には、その本部機関を持つとともに、都道府県単位に、弁理士のみか

ら構成される都道府県委員会があります。 

私が参加したのは、関東支部、及び千葉委員会です。 

この支部活動を 10年程度やりました。千葉委員会では、20数名の委員の下

で委員長をこなし、千葉県の商工労働部とのおつきあい、千葉県発明協会との

おつきあい、各地方の商工会議所、商工会とのおつきあいがありました。 

目的は、弁理士会の啓蒙と活動紹介、交流、知財啓蒙と出願などの指導、相

談受付、などです。もちろん、会員としての弁理士相互の交流も大切な仕事で

した。 

 

６．最後に 

72歳で、事務所を従業員であった同僚の弁理士に譲り引退しました。 

弁理士会活動もあわせて引退です。そして、弁理士も返上しました。 

79 歳の現在、一緒に苦労した女房ともども、ゴルフやカラオケで余生を楽

しんでいます。囲碁もネットで楽しんでいます。 

ただ、多賀工業会千葉県支部の仕事が残っている気がしてなりません。 

いつまで続くか、神様の世界です。 

        以上（2020年 2月末日） 
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日本の絵師達の歩み（その１） 

     佐藤隆義（ 昭４０学化 ） 

 

 日本の絵画は、古くから中国の絵を学びながら独自に進化してきました。 

その中で独自に進化した代表的な日本画は、江戸時代に生まれた浮世絵です。 

 ヨーロッパへ伊万里焼などの陶磁器を輸出する際に、陶磁器が傷つかないよう

に和紙などが使われましたが、その和紙の一部に浮世絵が使われていました。 

 特にフランスの印象派の画家達（ルノワール、モネ、ゴッホ等）は、それらの

浮世絵が、今まで見たこともないような大胆な構図が用いられているのに大きな

衝撃を受けました。 

浮世絵は、その後フランスの印象派の画家達に多大な影響を与えました。 

ここでは、室町時代から昭和時代頃までに活躍した日本の絵師達をピックアップ

し、絵師達のエピソード等を交えて紹介します。 

 

１． 室町時代～安土桃山時代 

 

１）雪舟（１４２０～１５０６年？） 

 日本で最も有名な絵師の一人である雪舟は、備中（岡山県）に生まれ、若い頃

に京都の相国寺に入り、絵を学びました。 

 ３５歳ごろ山口県に移住し、４７歳の時、明（現・中国）へ渡航して絵を学び、

四季山水図等を描きました。 

４９歳で帰国し、その後九州を始め諸国をめぐり、山口の大名大内氏のために

「四季山水図」を描きました。 

宗元画を基礎とした構築的な画風により、山水画を始め、「蕙可断臂図」等の人

物画、「四季花鳥図屏風」等、花鳥の各分野にも傑作を残

しました。 

雪舟は山水画が最も多いのですが、人物画として「蕙可断

臂図」（えかだんぴづ）（国宝）があります。（左図） 

達磨（ダルマ）がインドから中国へ渡り、洞窟内の壁に向

かって９年間も修行していたところへ、弟子入りしたい神

光が入門したいと訪れます。 

神光は自分の固い意思を示すために自分の左腕を切断し、

達磨に弟子入りをお願いする絵です。 

本来は緊迫した場面のはずが、達磨の困ったような様子が
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何故かおかしみを感じさせる絵になっているように思います。 

達磨は神光の入門を許し、神光は後に禅宗の２代目・慧可（えか）となります。     

日本人絵師の中で、雪舟の絵は国内最多の６点が国宝に指定されています。   

 

２）雪村（１５０４？～１５８９年？） 

雪村は、雪舟の弟子ではありませんが雪舟を尊敬していたため、雪舟の雪の

一字を取ったともいわれています。 

雪村は、常陸（茨城県）の戦国大名佐竹氏の長男でしたが、幼くして正宗寺で

禅僧となりました。 

中国宋元画に学びつつ、ほぼ独学で画業を完成したと言われています。 

５０代～ は関東各地、６０代～ は奥州を中心に活動しました。 

雪村は山水画に長じ、花鳥画、人物画にも通じていました。       

左図は、「呂洞賓図」（重要文化財）です。    

激しく飛沫を上げる漆黒の海原、龍の頭に立ち天も割れん

ばかりに大音声を上げる仙人の呂洞賓（ろどうひん）。 

今しも蓋を開けられた左手の水瓶から一筋の黒煙が立ち

昇り、一頭の龍に変身して昇天しています。 

江戸時代を代表する絵師の一人である尾形光琳は、雪村の

自由で伸びやかな筆致や作品全体に溢れるユーモアを好

み、雪村を深く敬愛し私淑していました。 

雪村は、一般的に評価が低い時期が続き、代表作品の多く

は残念ながらアメリカに流出してしまいました。 

近年になり、雪村の再評価の機運が高まってきました。 

 

 

３）狩野永徳（１５４３～１５９０年） 

日本の絵画史上最も有名な狩野派は京都で生まれた狩野正信によって興され、

さらに狩野派を大きく飛躍させたのは２代目元信（１４７７～１５５９年）です。 

元信は、襖絵や屏風絵などを数多く制作する為に、絵師集団製作体制を整え、 

公家、武家、寺院、富裕町人等からの注文に応えました。 

狩野派の中で最も有名なのは天才絵師の狩野永徳ですが、永徳は元信の孫です。 

元信は永徳が幼いころから目をかけ、英才教育を施しました。 

永徳は、織田信長や信長死去後豊臣秀吉にお抱え絵師として仕え、狩野派をさ

らに大きく飛躍させました。 

永徳が２０代の時に足利義輝の依頼で描いたとされる「洛中洛外図屏風」（米
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沢市上杉博物館蔵・国宝）は京都の洛中及び洛外の様子を緻密に描いています。 

また絵の中に出てくる公家、武家、町人、農民等男女２千人以上の人達の姿が

生き生きと描かれています。 

信長は武田信玄から攻められるのを恐れ、上杉謙信にいろいろな贈り物をして、

謙信と友好関係を築き、信玄から攻められるのを防ぎました。 

「洛中洛外図屏風」は信長が所有していましたが、信長から謙信に贈られた物

の中の一つです。 

上杉家は、越後～会津～米沢に領地を変え、絵は代々受け継がれました。 

上杉鷹山（ようさん）は、１７６０年に山形の米沢藩主上杉重定の養嗣子にな

り、１７６７年に家督を継ぎました。 

鷹山は、米沢藩の財政難から、農民、町人が飢えに苦しんでいるのを見て自ら

クワを持ち、農民達と力を合わせて農業に取り組み、農業を復活させました。 

更に養蚕や織物産業等を立ち上げ、見事に藩を復興させることに成功しました。 

アメリカのケネディが大統領に就任した時、日本の記者達がケネディ大統領に

日本人の中で最も尊敬している人物は誰かと尋ねた時、ケネディは上杉鷹山と答

えました。 

日本の記者達は、誰一人として鷹山を知っている人はいませんでした。 

信長が築いた安土桃山城は火事で焼けてしまいましたが、「洛中洛外図屏風」

が奇跡的に現存しているのは、信長が謙信に贈ったからです。 

信長亡き後、永徳は秀吉のお抱え絵師になりましたが、押し寄せる仕事の依頼

で多忙を極め、更に後述する絵師・長谷川等伯との確執などで疲労がたまり、残

念ながら４８歳で過労死してしまいました。 

安土桃山城、大阪城、聚楽第等が焼失していなければ、さぞ絢爛豪華な襖絵、 

屏風絵等の障壁画が数多く残されていたことでしょう。 

本当に残念でなりません。 

現在残されている永徳の遺産の中で、「檜図屏風」（国宝、下図）は、まるで檜

の大木が襖から前方へ歩き出してくるのではないかと思わせるような迫力があ

り、見る人を圧倒させます。 
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４）長谷川等伯（１５３９～１６１０年） 

 この絶対王者ともいえる永徳に立ちはだかったのは、長谷川等伯です。 

 等伯は、能登七尾の生まれで絵仏師として活動していましたが、３３歳頃に京

へ上り、法華教団を足掛かりに地歩を固め、僧俗の肖像画から障壁画にも進出し、 

狩野派に肉薄していきます。 

 等伯も、まずは「狩野氏之画法」を学んだと伝えられています。 

等伯はやがて自らも弟子達を育て、政治力を発揮するようになります。 

 永徳が急逝した隙に、夭折した秀吉の愛児・鶴松の菩提寺（祥雲寺）造営が持

ち上がると、等伯はその祥雲寺の障壁画制作の受注に成功しました。 

 現在も智積院に保存されている「楓図屏風」（国宝）（下図）は、永徳の檜図屏

風のモチーフを踏襲しながらも、その周囲を紅葉した蔦や華やかな秋草を彩りす

ることで、永徳とは異なる抒情的な装飾性を湛えた等伯独自の表現に到達してい

ます。 

 

 等伯率いる長谷川派が狩野派に取って代わるのではないかと思われたその時、 

風向きが再び変わりました。 

 等伯が自分以上の絵師にと目をかけていた息子の久蔵が、祥雲寺の画事のわず

か２年後に亡くなってしまいました。 

 優秀なリーダーとなる後継者と弟子達とを共に育てなければ、絵師集団制作体

制は維持出来ません。 

 長谷川派は、１７世紀半ば頃まで京都周辺で活動を続けましたが、ついに狩野

派を追い落とすことが出来ないまま消滅に至りました。 

 人生は、なかなか思い通りにはいかないものですね。 

 

 室町～安土桃山時代の絵師の中から、わずか４名しか紹介出来ませんでしたが、 

次回は、江戸時代を中心に活躍した絵師達をピックアップしてみたいと思います。 

江戸時代には数多くの絵師達が活躍しましたが、その中で世界でも例のない浮

世絵という独自の世界が生み出されましたので、一般の絵と浮世絵とを２回に分

けて紹介してみます。 
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沼倉研史のアメリカ便り-16 

DKN Research, LLC 沼倉研史（昭 48院化） 

 

鉄筋コンクリート製の電柱を考え直す （2019.10.20から抜粋） 

 

 ９月の台風１５号、１０月の台風１９号と、関東地方は直

撃を受け、多くの地域で停電、断水の障害が長期間続いてい

ます。その反省として、電線ケーブル類は地下に埋設すべし、

との意見が少なからず出ています。さらに、専門家コメント

として、欧米では、ケーブル類は全て地下に収められていて、

外観上も見苦しくない、としています。日本でも同様の措置をすべきだと。 

 これには、いくつかの点で、事実誤認があります。少なくとも、拙宅がある米

国北東部のニューイングランドでは、状況は違っています。当地でも、ダウンタ

ウンでは、たしかにケーブルの多くは地下に埋設されていますが、ちょっと中心

街をはずれると、架空線だらけになります。甚だしいところでは、まるで蜘蛛の

巣状態です。（添付写真をごらんください。）電線の地下埋設のコストは、架空線

に比べて、はるかに高価なものになります。また、必要な工事も煩雑で長期間に

およぶものになります。電力ケーブル、通信ケーブル、その他の各種ケーブルや

パイプ類をまとめて管理するとなると、いろいろと面倒なことが出てきます。現

実的に費用対効果を考えると、ケーブルの地下埋設が可能なのは、ダウンタウン

のような人口密集地域に限られることになります。 

 
 もう一つ注目すべきは、ニューイングランドで使われている電信柱が、ほとん

ど木製だということです。私は、ある時期から、注意して見ているのですが、鉄

筋コンクリート製の電柱に出会ったことはありません。さすがに、高圧のケーブ
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ルとなると、木製電柱では対応できなくなるようですが、それでも鉄筋コンクリ

ート製ではなく、鋼鉄製のパイプになります。今回の台風では、強風により多く

の鉄筋コンクリート製の電柱が折れて、鉄筋がむき出し状態になっている様子が、

報道されていました。一方、ニューイングランドでは、嵐で立木が倒壊したり、

大枝が折れて、道が塞がれている様子は、よく報道されますが、電柱が折れる様

子はほとんど見ません。 

 これだけでは、状況証拠にすぎませんが、どうも、木製電柱は、鉄筋コンクリ

ート製の電柱に比べて、機械的な強度が高いようです。弾性強度も大きいのでは

ないかと考えられます。コスト的にもメリットがあるのかもしれません。少なく

とも、密度や重量に関しては、木製電柱が有利といえます。重量が小さいだけに、

取り扱いも楽でしょう。 

 木材の優位性を示す別の事例があります。ニューイングランドでは、一般の住

宅はほとんど木材で造られています。かつては煉瓦造りもあったようですが、最

近の新築建造物は、基本的に木造です。さらに、最近では、かなりの高層ビルデ

ィングが木造になっているのです。添付写真が示しているように、６階建程度の

ビルが木造であることは珍しいことではありません。私が認識した範囲では、１

５階くらいの高層ビルがありました。 

 木造といっても、木の質感を活かすような感覚的な理由ではないようです。写

真でわかるように、木材は構造材として使われており、最終的に木材の表面は、

壁材で覆われてしまいます。つまり、ビルが完成してしまうと、外観上は木造で

あることがわからなくなってしまうのです。ですから、構造材として木材を使う

理由は、質感や外観上のものではなく、技術的な理由によるものだということが

できます。どなたか、本当の理由を

ご存知の方がおられましたらご教

示ください。 

 今回取り上げた、コンクリートや

木材について、日本ではすでに評価

は固まっており、議論の余地はない

かのように見えます。日本の林業の

衰退が語られるようになったのは、

もうずいぶん以前のことのように

記憶します。しかしながら、ニュー

イングランドの木材の使われ方を

みていると、日本の林業にも、まだ

まだ活路を見出せる可能性がある

ように思えるのですが、いかがなものでしょうか。 

 

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 222 回目の記事です。』」 
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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８３回～第８６回の囲碁大会結果等について、ご報告します。 

 

1.  第８３回・囲碁大会（2019年４月１６日、船橋中央公民館、１２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 大塚雅宣２級（ 会友 ） 

２勝賞 高橋邦彦五段（ ４１年・機械 ）、金子元信（会友）初段    

  

２．第８４回・囲碁大会（ ７月１６日、船橋中央公民館、１５名参加 ） 

 Ａ組：優勝  海野由造八段（ 会友 ） 

２勝賞 佐藤哲雄六段（ ３７年・電気 ）、高橋邦彦五段（ ４１年・機械 ）    

Ｂ組：優勝 大塚雅宣２級（ 会友 ） 

２勝賞 玉造 豊五段（ 会友 ）五段、金子元信（会友）初段  

 

３．第８５回・囲碁大会（ １０月１７日、船橋中央公民館、１２名参加 ） 

Ａ組：優勝 穂坂邦光二段（ ３２年・金属 ） 

  ２勝賞 玉造 豊五段（ 会友 ）五段、白石道彦二段（３８年・化学） 

  Ｂ組：優勝  海野由造八段（ 会友 ） 

    ２勝賞  藤沼隆夫六段（４３年・機械）、高橋孝雄四段（ ３４年・電気 ） 

千代和彦初段（ ４０年・精密 ） 

 今回は、日頃対戦出来ない人達とも対戦出来るようにオープン戦で行いました。 

 

４．第８６回・囲碁大会（２０２０年１月２１日、船橋中央公民館、１１名参加 ） 

Ａ組：優勝 佐藤隆義八段（ ４０年・化学 ） 

２勝賞 小室哲夫六段（ ３６年・金属 ） 

Ｂ組：優勝 遠藤芳勝四段（ ３７年・電気 ） 

２勝賞 大塚雅宣１級（ 会友 ） 
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 大会終了後は、いつもの居酒屋「さくら水産」で新年会を兼ねて打ち上げを行 

 いましたが、皆さん高齢にもかかわらずお元気で、大いに話に花が咲きました。 

 今回は、埼玉支部の囲碁大会と日程が重なってしまい、参加者が少なくなって

しまいました。（ 埼玉支部とは、囲碁大会を相互乗り入れで行っています。）     

 今後は同様の事が無いように、両支部が事前に日程調整することにしました。 

５．２０１９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 大塚雅宣２級（ 会友 ）    ７勝２敗（ 勝率：７８％ ） 

   ２位 穂坂邦光二段（ ３２年・金属 ）６勝３敗（ 勝率：６７％ ） 

   ３位 佐藤哲雄六段（ ３７年・電気 ）８勝５敗（ 勝率：６２％ ） 

上記成績優秀者には、ささやかな賞金を授与しました。   

６．今後の予定 

   ２０２０年４月２１日（ 火 ）予定の囲碁大会は中止 

   第８７回・囲碁大会 ２０２０年 ７月２１日（ 火 ）船橋中央公民館 

   第８８回・囲碁大会      １０月２０日（ 火 ）船橋中央公民館 

第８９回・囲碁大会 ２０２１年 １月１９日（ 火 ）船橋中央公民館 

（ 写真は、左から右、下に第８４回、８５回、８６回・囲碁大会対局風景 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     30 



７．日本の囲碁界の動向 

 

 日本のプロの囲碁界は、一時、井山九段（３１歳）が「 棋聖、名人、本因坊、

王座、天元、碁聖、十段 」の７大タイトルを全て独占していましたが、昨年は

３冠（棋聖、本因坊、天元）に後退してしまいました。 

 芝野虎丸八段（２０歳）は、昨年８月～１０月にかけて行われた名人戦で張栩

名人に４勝１敗で勝利し、囲碁史上初の１９歳で名人になりました。 

 芝野虎丸八段は名前こそ勇ましいですが、本人は身長１６５ｃｍ、体重４５㎏ 

で、色白の優男です。 

 芝野名人の碁の魅力について、金秀俊九段は「リスクを避けて決着を後にずら

すか、危険を承知で決定的な戦果を求めて勝負に出るかの二者択一の局面を前に

すると、芝野は先ず後者を選ぶ。 そこで勝負が決まってしまうかもしれない時、

プロはなかなか決断できない。 彼はさほど時間を使わずに踏み込んでくる。」 

と、言っています。 

 また、王座戦でも井山王座からタイトルを奪い、名人、王座の２冠のタイトル

を保有しました。 

 

 昨年は若手の女流棋士が大活躍をしてくれました。 

 上野愛咲美・女流本因坊・女流棋聖（１７歳）が囲碁のテレビ棋戦である竜星

戦で順調に勝ち上がり、決勝トーナメント（１６名）に進出しました。 

決勝トーナメントでは、高尾伸路・元本因坊、村川大介十段、許家元・前碁聖 

等のそうそうたる棋士を破り決勝に進出しましたが、若手のホープである一力遼

八段（２２歳）に惜しくも敗れてしまいました。 

敗れはしたものの、決勝進出は女流として初めての快挙でした。 

 また、藤沢里菜（故・藤沢秀行九段の孫）女流名人（２１歳）は、名人戦のリ

ーグ戦に出場する棋士３名を選出する最終予選の決勝で一力遼八段に惜しくも

敗れ、女流棋士初の３大リーグ（棋聖、名人、本因坊）入りは成りませんでした。 

 また、１０歳でプロ棋士になった仲邑菫初段（１１歳）は、昨年１７勝７敗の

好成績を残しました。 

 

 女流棋士では、今まで７大タイトルに手が届きませんでしたが、女流の若手が

急速に力をつけてきており、近い将来７大タイトルの一つを取る日が来るかもし

れません。 

男女共に、１０代～２０代の若手が力をつけてきた背景には、囲碁のＡＩを活用

して、新しい囲碁の世界に挑戦していることが大きいのではないかと考えます。 
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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 31 年 4月～令和 2 年１月迄］ 

◇第 123回 史跡・万歩会『佐倉城址公園での花見』 

 ・実施日 ：平成 31年 4月 3日（水） 天候：晴れ 

 ・参加人数：5名（会員のみ）  歩行距離：約 6.0km 

 ・コース ：JR 佐倉駅（北口）⇒(彫刻通り・薬師坂)⇒武家屋敷通り(旧武家

屋敷)⇒サムライの小道（ひよどり坂）⇒(市民体育館・佐倉東高)

⇒佐倉城址公園センター⇒佐倉城址公園内（お花見）⇒公園入口 

       ⇒(バス)⇒佐倉駅(解散) 

 ・当日天候に恵まれたが肌寒い日で参加者も 5名と少なく多少残念でしたが 

  公園内のさくらは満開で桜まつりの出店も出て大勢の花見客で賑っていま 

した。武家屋敷に隣接したサムライの小径（ひよどり坂）は江戸時代から 

  変わらない美しい竹林に囲まれた風情のある坂道です。 

     
    サムライの小径(ひよどり坂)     佐倉城址公園内(本丸跡)にて 

 

◇第 124回 史跡・万歩会『湧水の里・久留里城下町の散策』 

 ・実施日 ：令和元年 6月 5日（水） 天候：晴れ 

 ・参加人数：5名（会員 4名・会友１名） ・歩行距離：約 7.0km 

 ・コース ：JR久留里駅（東側）久留里観光センター（水汲み広場）⇒ 

      正源寺⇒河内屋・木村屋金物店（有形文化財）⇒円覚寺・土屋家 

      五輪塔⇒（侍屋敷通り）⇒新井白石屋敷跡⇒新勝寺⇒久留里城跡 

      資料館（昼食）⇒久留里城⇒三の丸跡高速バス停（解散） 
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 ・久留里市には JR久留里線と高速バス（鴨川・千葉線）で行く方法があり、 

  簡単に行ける所です。お城までの道のりはかなり坂道を昇ることになり、平

均年齢 80 歳になる参加者にとって厳しい行程でした。ただ『上総掘り』で

有名な井戸が多数あり、名水 100選に選ばれた湧き水の里でおもむきのある

城下町です。久留里城は戦国時代の初期に里見家が城を築き、小田原北條と

の合戦の場にもなっている。江戸時代には大須賀氏（三万石）・土屋家三代・

黒田家九代が城氏の城下町で新井白石が輩出したところです。 

       
久留里城の前にて        上総掘り櫓（城址資料館にて） 

◇第 125回 万歩会『伊藤佐千夫の故郷・食虫植物群・波切不動院を訪ねて』 

 ・実施日 ：令和元年 9月 4日（水）  天候：晴れ 

 ・参加人数：4名（会員のみ）  歩行距離：約 4.0km 

 ・コース ：JR総武本線成東駅（南口）⇒（タクシー5分）⇒成東・東金 

食虫植物群⇒山武市歴史民俗資料館・伊藤佐千夫の生家（昼食） 

⇒波切不動院⇒成東駅（解散） 

 ・最初の訪問先は成東・東金天然記念物食虫植物群地で 1920 年この群落地は

国の天然記念物として指定されています。この群落地はボランティアの方々

が維持管理しており、詳しく説明案内もしてくれます。食中植物の最盛期は

6 月～７月頃で今回は残念ながら期間の終わり頃でした。最盛期に再度訪れ

食虫植物が虫を捕らえるのをみたいものです。次に小説「野菊の墓」の作家

で歌人の伊藤佐千夫の生家を訪れその縁側で昼食を取り、その後 

石塚山（海抜３０ｍ）の中腹に建つ海難防止の不動尊として慕われている 

朱塗り櫓の上に建つ波切不動院（成東山不動院長勝寺）はこの地のシンボル

になっている。 
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 成東・東金天然記念物食虫植物群地にて     波切不動院にて 

 

◇第 126回 史跡・万歩会『醤油の里・野田を訪ねて』 

 令和元年 11月 6日（水）実施予定であったが台風 19号・大雨と千葉県各所 

 で被害にあっていたため中止にした（次年度に計画予定）。 

 

◇第 127回 史跡・万歩会『真間の手児奈霊堂・弘法寺での初詣』 

 ・実施日 ：令和 2年 1月 13日（月・成人の日） 天候：快晴 

 ・参加人数：6名（会員のみ）  ・歩行距離：約 2km 

 ・コース ：JR市川駅（北口）⇒亀井院⇒手児奈霊堂・弘法寺（初詣）⇒ 

       新年会会場（山崎製パン企業年金基金会館） 

 ・初詣先は市川駅より近く（約 1.0km程度）、快晴の穏やかな日に恵まれ 

  のんびり散歩する様に亀井院の真間の井（手児奈も汲んだ井戸）を経由 

手児奈霊堂・弘法寺（ぐほうじ）

で、それぞれの今年の計をお願い

した。真間の手児奈は山部赤人・

高橋虫麻呂などの万葉の歌人に

よって歌に詠まれた伝説の美女

で真間の入江へ身を投じたと伝

えられています。弘法寺には樹齢

400年の枝垂れ桜（伏姫桜）、弘法

寺古墳・真間山古墳等もあります。 

                     弘法寺での初詣 
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◯ 史跡・万歩会の今後の予定 

  ［期間：２０２０年３月～２０２１年２月迄］ 

◇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３.０ｋｍ   ・歩行時間：約１時間 

 ・コース ：JR東金駅⇒八鶴湖（湖 1週）⇒JR東金駅 

◇第 129回 史跡・万歩会『醤油の里・野田を訪ねて』 

 ・実施日 ：２０２０年６月３日（水） 

 ・集合場所：東部野田線 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：約２時間 

 ・コース ：愛宕駅（西口）⇒野田市郷土博物館⇒キッコーマン醤油館⇒ 

       上花輪歴史館⇒キッコーマン御用蔵⇒和田美術館⇒野田駅 

（解散） 

◇第 130回 史跡・万歩会『養老川流域田淵の地磁気逆転層チバニアンの見学』 

 ・実施日 ：２０２０年１１月６日（金） 

 ・集合場所：小湊鐵道 月崎駅（東側） （JR総武線 五井駅乗換 ）  

 ・出発時間：午前１０時３０分 

 ・歩行距離:：約５.０km     ・歩行時間：約１.５時間 

 ・コース ：月崎駅⇒チバニアンビジターセンター⇒チバニアン地層（現地） 

       ⇒月崎駅（解散） 
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ゴルフ部会活動のリニューアル 
              ゴルフ部会長  高崎芳紘（昭 39電） 

今年度からゴルフ部会活動がリニューアルします。多賀工業会千葉県支部のゴ

ルフ部会は、1990 年から活動して、本年度 2020 年で 30 年になります。この間、

72 回のゴルフコンペを開催しました。参加人員は、延べ 1000 人を超える規模で

した。このゴルフコンペは千葉県内のゴルフ場での開催、かつ千葉県支部の会員

がほとんどを占める、いわゆる千葉県支部独自の活動でした。 

今年度からは、千葉県支部、東京支部、埼玉支部の 3支部合同のゴルフコンペ

にリニューアルすることになりました。昨年度、試行的にこの 3支部合同交流コ

ンペを開催しました。この結果は皆様好評でした。参加者が増えたこと、新しい

友達が増えたこと、今までになかった県外のゴルフ場でプレイできること、など

です。幹事は、支部ごとの交代制で、年 2回から 3回程度開催を予定しています。 

このリニューアルに伴って、千葉県支部独自ゴルフコンペは、終了となります。

これまでの関係者、参加者の皆様に心から、感謝申し上げます。 

30年間のゴルフ部会活動の全コンペ開催場所、参加者数、歴代優勝者氏名など

の具体的データは、来年度以降に「ゴルフ部会の歩み」として、掲載予定です。

今回は、紙面の都合上、歴代ゴルフ部会長、歴代優勝者の中の優勝回数上位者、

県内地で開催回数上位のゴルフ場名、につき、下記に列挙します。 

１． 歴代ゴルフ部会長 

山田泰雄（19専電）、高萩隆司（38電）、綿引貞男（38電） 

鮏川宏一（44金）、高崎芳紘（39電） 

２． 歴代優勝者 

藤岡英智朗（33電）7回、加瀬勝弘（38機）5回、 

加藤 威（33電）5回、大和田武義（32電）3回、 

高橋 清（35金）3回、高見忠彦（38機）3回 

３． 歴代開催ゴルフ場 

成田ＦＦ 11回、千葉スプリングス 6回、千葉セントラル 5回、 

真名ＣＣ 5回 

 

（右写真） 

三支部合同コンペ 

2019.12.3 

坂東ゴルフクラブ 
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会員便り         支部長 綿引貞男（昭３８学電） 

（令和元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 17専金 地曳一夫 他界しましたので名簿から削除して下さい。 

昭 18専機 板倉 正 総会参加否。 

昭 22専機 高山和夫 
八千代台公民館「自分史の会」サークル代表 

毎月第１、３火曜に集まっております。 

昭 24船舶 草刈 董 
元気でおります。１月には１０Ｋマラソン完走しまし

た。書道と短歌の講師をして教場を回っております。 

昭 24専電 塚越要夫  
会の活動は控えさせて頂きます。体調次第で新年会のみ

の出席とします。 

昭 28学金 税所 裕 腰痛のため杖なしでは歩行困難。 

昭 28学機 関田達雄 最近膝が悪く歩くのに困難になってきた。 

昭 29学原 北村 健 史跡万歩会に参加。 

昭 30学機 高岡 厚 総会参加否。 

昭 30学機 檜山邦良 今年米寿を迎える年齢になりました。元気。 

昭 31学金 田中 宏 
史蹟万歩会、バス旅行、総会、新年会参加。 

元気です。ご連絡ください。 

昭 32学機 大越勇一 本人は永眠したため今後連絡は不要です。 

昭 34学原 芝山佑芳 
日常生活は何とか元気でおりますが一人で出かけるに

は不安が伴います。長い間大変お世話になりました。 

昭 34学電 須田照男 囲碁、史跡万歩会に参加。 

昭 34学電 高橋孝雄 
現在喘息治療。腰痛リハビリ中で総会は欠席。 

体調の良い時に囲碁に参加させてください。 

昭 35学機 矢野博人 老人会の行事に参加し元気に過ごしております。 

昭 36学金 関谷 廣 社労士業を続けております。関谷社会保険労務士事務所 

昭 36学電 高橋保雄 写真を楽しんでいます。 

昭 36短機 栗田 俊 散歩が日課になっております。 

昭 37学電 遠藤芳勝 囲碁に参加。 

昭 37学電 佐藤哲雄 役員の皆様ご苦労様です。 

昭 38学機 加瀬勝弘 総会参加否。 

昭 38学機 高見忠彦 ゴルフに参加。 

昭 38学機 箱崎光政 ただひたすら静養の日々です。 
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卒年学科 氏  名 近   況 

昭 38学化 石橋英男 
ゴルフ会副会長辞めたがゴルフ会参加いたします。保険

代理店続けています。 

昭 40学電 永峯清秀 総会参加否。 

昭 40学精 川野辺建 昨年胃がんの手術をし、現在自宅静養中です。 

昭 41学化 柴 勇 役員の皆様のご活動に感謝します。 

昭 41学精   仲田光雄 特にありません。 

昭 44学電 梅田毅明 史跡万歩会に参加。 

昭 46学機 笹倉隆親 
アルバイトをしながら家庭菜園、山登り、クラシックギ

ター等楽しんでいます。 

昭 48学電 渡邊和夫 総会参加否。 

昭 48院化 沼倉研史 

親が残した遺品の中に文化財があり、地元の歴史博物館

に寄贈することにしましたが、整理に膨大な時間とお金

がかります。 

昭 49院化 松本 茂 総会参加否。 

昭 52学機 岩瀬幸男 
現在 64歳、もう少し働く予定です。 

（社）日本ボイラー協会千葉検査事務所 

昭 53学子 小澤喜宏 空港情報通信（株）。総会参加否。 

昭 53学機   曽根 勉 
支部総会に出席できず残念です。 

総会の時には令和元年ですね。 

昭 54学精 坂田昭夫  総会参加否。 

昭 63学機 小藤敏哉  総会参加否。 

平 10学生 森 輝夫 囲碁に参加。 

昭 32学金 穂坂邦光  会計兼囲碁副会長として活躍。 

昭 37学化 富田宣吉  監事として活躍。 

昭 39学電 高崎芳紘  ゴルフ部会長として活躍。 

昭 40学化 佐藤隆義  囲碁会長として活躍。 

昭 40学精 千代和彦  史跡万歩会長として活躍。 

昭 41学機 高橋邦彦  幹事長兼副支部長として活躍。 

昭 41学機 萩野谷道雄 史跡万歩会副会長として活躍。 

昭 47学電 金坂 潤  広報として活躍。 

昭 50院精   相川哲男   庶務（名簿管理）として活躍。 



令和元年度会費納入者   

卒年学科 氏　名 卒年学科 氏　名 卒年学科 氏　名

昭18専精 板倉　正 昭38学機 加瀬勝弘 昭44学電 香取元丈

昭22専機 高山和夫 昭38学機 高見忠彦 昭44学金 鮏川宏一

昭23専金 尾花貞美 昭38学機 長谷川幸夫 昭44学精 日置和夫

昭24専舶 草刈　董 昭38学機 箱崎光政 昭46学機 笹倉隆親

昭25専電 塚越要夫 昭38学機 駒場方耀 昭48院化 沼倉研史

昭28学機 関田達雄 昭38学電 兼子八郎 昭47学電 金坂　潤

昭29学原 北村　健 昭38学電 綿引貞男 昭49院化 松本　茂

昭29学電 茅根　正 昭38学化 石橋英男 昭48学電 渡邊和夫

昭30学機 檜山邦良 昭38学精 矢嶋國男 昭49学金 宮内賢一

昭30学機 高岡　厚 昭39学電 高崎芳紘 昭50院精 相川哲男

昭31学金 田中　宏 昭40学電 永峯清秀 昭50学機 大貫俊夫

昭32学金 穂坂邦光 昭40学化 佐藤隆義 昭52学機 岩瀬幸男

昭34学原 芝山佑芳 昭40学化 荻原幹士 昭55院機 曽根　勉

昭34学電 須田照男 昭40学精 川野辺建 昭55院電 丸島國義

昭34学電 高橋孝雄 昭40学精 千代和彦 昭53学精 八木純明

昭35学機 原田武保 昭41学機 高橋邦彦 昭54学精 坂田昭夫

昭35学機 矢野博人 昭41学機 萩野谷道雄 昭56学電 中村祥孝

昭36学電 高橋保雄 昭41学電 木村　保 昭57学電 伊藤博之

昭36学金 小室哲夫 昭41学金 嶋田善秀 昭57学情 岡田庸子

昭36学金 関谷　廣 昭41学化 柴　　勇 昭59学情 狩野　宏

昭36短機 栗田　俊 昭41学精 仲田光雄 昭63学機 佐藤敏哉

昭37学電 遠藤芳勝 昭42学機 新実千冬 平3院電 石川善文

昭37学電 佐藤哲雄 昭42学金 小薗井 健 平5学建 山本敏弘

昭37学金 桑原　曠 昭43学電 岡田猛彦 平10院生 森　輝夫

昭37学化 富田宣吉 昭44学電 梅田毅明 合計 74名
 

会費を納入頂き感謝いたします。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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訃 報 

昭５０院精 相川 哲男   令和２年３月３日逝去 

昭３３短電 山形 俊一郎  令和元年１０月３０日逝去 

昭２２専金 明石 和夫   令和元年１０月２４日逝去 

昭３５学金 高橋 清    令和元年６月２３日逝去 

昭１７専金 地曳 一夫   平成３１年４月逝去 

昭３２学機 大越 勇一   平成２９年逝去 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

多賀工業会千葉県支部のホームページ URL：http://chiba.tagakgk.com/ 
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多賀工業会千葉県支部役員・役割・連絡一覧表

  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。

令和2年3月1日現在

発行日 令和 2年 4月 4日 

表紙写真『亥鼻公園・千葉市立郷土博物館』の説明： 

千葉市中央区亥鼻にある亥鼻公園周辺は、通称「いのはな山」や「いのはな台」

と呼ばれ、古くから展望や桜の名所として親しまれてきました。公園に隣接して、

天守閣を模した千葉市立郷土博物館（通称・千葉城）があります。郷土博物館は

古代から中世にかけて下総国を中心に活躍した千葉氏の居城という伝承が残る

亥鼻城跡に建てられた博物館です。 （撮影：金坂 潤） 

《お願い》会報の記事として、「支部活動の情報提供」以外に、会員便りを広げ

た「体験談や随想など」を投稿できる広場を考えております。内容は「日常の想

い・近況談・旅行記・随想その他何でも」です。ご提供できるものがあれば、次

のメールアドレスに送信して下さい。電子メール；kanesaka@jc4.so-net.ne.jp 

（郵送される場合は、上記役員の広報担当；金坂潤宛てにお送りください。） 


