59 号

（船橋大神宮灯明台）

多賀工業会千葉県支部
令和 3 年 4 月 9 日発行

目次（令和 3 年度の行事予定）
挨

拶

総会案内

会報 59 号発刊に寄せて；コロナの影響等

3頁

支部長

綿引 貞男

令和 3 年度第 48 回総会・開催案内

5頁

幹事長

富田 宣吉

総会：令和 3 年 5 月 14 日（金）（於）市川市 全日警ホール
総会資料

寄

稿

囲

碁

議案書

6頁

幹事長

富田 宣吉

決算報告・予算案

7頁

前会計幹事 穂坂 邦光

ゴルフに関する名言あれこれ

8頁

藤岡英智郎氏(33 学機）

“私の旅と囲碁の人生”日記抄

13 頁

高橋 孝雄

防災関連現地訪問情報

17 頁

富田 宣吉

日本の絵師達の歩み（その２）江戸時代 21 頁

佐藤 隆義

沼倉研史のアメリカ便り

29 頁

沼倉 研史

宇宙は不思議だ

31 頁

金坂 潤

囲碁会の活動報告と今後の予定

33 頁

4 月 20 日（火）

中止

囲碁会長 佐藤 隆義
副会長

穂坂 邦光

第 87 回 7 月 20 日（火）会場 船橋中央公民館

史跡・万歩

第 88 回 10 月 19 日（火）

同上

第 89 回 令和 4 年 1 月 18 日（火）

同上

史跡・万歩会の活動報告と今後の予定

35 頁

史跡万歩会長 千代和彦

副会長

萩野谷道雄

第 128 回『醤油の里・野田を訪ねて』（行程 約 6ｋｍ）
令和 3 年 6 月 10 日（木）東武野田線・愛宕駅（西口） 午前 10 時 30 分出発

第 129 回『養老川流域田淵のチバニアン地層の見学』（行程 約 6ｋｍ）
令和 3 年 10 月 26 日（火）小湊鉄道・月崎駅（東側） 午前 10 時 30 分出発

ゴ

ル

フ

ゴルフ同好会の歩み（歴代優勝者等）

37 頁

ゴルフ会長 高崎 芳紘

会員便り

会員便り

41 頁

支部長

会費納入者

令和 2 年度会費納入者及び訃報

43 頁

前会計幹事 穂坂 邦光

2

綿引 貞男

支部会報第５９号発刊に寄せて
支部長

綿引

貞男（昭３８学電）

２０２０年１月中国武漢にて新型コロナウィルスが
検出され、その後パンデミックをもたらした問題は我々
の日常生活に多大な影響をもたらしております。
日本でも２０２０年１月には新型コロナ感染患者が
確認され、２月には横浜港に停泊中のダイヤモンド・プ
リンセス号（クルーズ船）でのコロナ集団感染の確認は
つい昨日のように思い出されますが、現在も依然として
新規感染者の数は増加の傾向にあります。
３密（密接、密集、密閉）を避けることが感染拡大防止に重要であることから
あらゆるイベントの開催に影響を与えております。
２０２０年７月開催の東京オリンピックの１年延期をはじめとし諸々のスポ
ーツ行事の開催中止或は無観客での開催、スポーツだけでなく芸術、芸能、その
他文化活動にもスポーツ同様の多大な影響をもたらしております。
我々の支部活動への直接的影響は、２０２０年５月開催予定の第４７回千葉県
支部総会を感染拡大防止の観点より秋まで延期せざるを得ませんでした。
しかし感染拡大は秋になっても収まらず結局開催を中止としたことです。
又新年会についても感染拡大防止のため中止といたしました。
サークル活動においても活動を縮小せざるを得ませんでした。
２０２１年度（令和３年度）は感染拡大を懸念し来賓の出席はご遠慮頂き、飲
食を伴う懇親会は中止として、支部会員のみの参加で会議のみを実施することを
幹事会において決定させていただきました。
関係者の方々には諸事情をご理解いただき、ご了承頂きたく宜しくお願い申し
上げます。
次に私事で恐縮ですが２０１３年６月故大和田武義氏（昭３２学電）より支部
長の任を受けて以来約８年間在任し、２０２１年５月の総会をもって支部長の任
を降りることとなりました。
約８年の長期にわたり支部長の任に当たらせて頂けたのは幹事の方々をはじ
めとし会員の皆様方の絶大なご協力があったお蔭と感謝しております。
任期期間中には茨城大学創立７０周年（２０１９．５）というメモリアルな行
事もありました。
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支部内での出来事として最大の不手際は２０１８年度（平成３０年度）に年度
会計を赤字にさせてしまったことです。
対策として名案はなく会員の皆様にご寄附をお願いするしか方法がないとい
う結論に達しました。
早速支部会員の方々に寄付をお願いしたところ有志の方々に賛同を得て赤字
を解消できたことは誠にありがたく改めて感謝申し上げます。
もう一つ残念なことはサークル活動の一つであった俳句の会を指導する後継
者が見つからず廃止してしまったことです。
支部活動の活性化が叫ばれている折サークルの減少を招き、力及ばず会費納入
者の漸減を助長させてしまったことは誠に申し訳なく思っております。
今後は新しい体制の下活性化が図られ積極的な運営がされるものと期待をし
ており、今までにも増して会員皆様方のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。
最後になりますが、これまでご指導いただいた多賀工業会会長をはじめ本部の
方々、他支部の方々及び支部会員の皆様及びご家族の皆様のご健康とご繁栄をお
祈りいたします。
これまでのご支援誠に有難うございました。
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令和３年度第４８回千葉県支部総会の開催案内
幹事長

富田

宣吉（昭３７学化）

１．開催日時

令和３年５月１４日（金）１５時３０分～１７時

２．会場

全日警ホール

（TEL.０４７－３３５－１５４２）

ＪＲ総武線本八幡駅（北口）から徒歩１０分
京成線京成八幡駅から徒歩５分
３．会費

無料

４．スケジュール
（１）受付

１５：００～１５：３０

（２）総会

１５：３０～１６：４０

（３）写真撮影

１６：４０～１７：００

※ 新型コロナ感染拡大防止の観点より、出席者は千葉県支部会員のみ、
懇親会は行わないことと致しました。
※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で場所の変更・日時の変更または中止の
可能性があります。変更の場合は、葉書または電話にてお知らせいたします。
※ 参加希望者は支部長に電話をお願いします。（TEL. 047-337-5895）
会場地図：全日警ホール（市川市八幡市民会館）
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市川市八幡 4－2－1

第 48 回

千葉県支部総会資料

第 1 号議案 令和 2 年度事業報告（令和 2 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日）
（１）第 47 回総会：中止
（２）本部理事会 ：メールにて開催
（３）幹事会
：令和 2 年 3 月 1 日、4 月 6 日、（9 月 11 日中止）、
11 月 13 日、令和 3 年 2 月 22 日、市川市中央公民館、他にて開催。
（４）新年会
：中止
（５）支部交流
：コロナのため中止
（６）事業報告
（イ） 囲碁の会 ：中止
（ロ） 史跡・万歩会：中止
（ハ） ゴルフの会：3 月 24 日、9 月 29 日、11 月 24 日何れも 3 支部対抗実
施
第 2 号議案

令和 2 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 3 年度事業計画案（令和 3 年 3 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日）
（１）第 48 回総会：令和 3 年 5 月 14 日 全日警ホール
（２）本部理事会：コロナのため中止
（３）幹事会：令和 3 年 3 月、4 月、9 月、11 月、令和 4 年 1 月
（４）新年会：令和 4 年 1 月
コロナのため保留
（５）他支部間の交流：未定
（６）事業活動：囲碁の会、史跡万歩会、ゴルフの会
各事業の活性化を図る
コロナのため保留
第 4 号議案

令和 3 年度予算案の承認依頼の件

第 5 号議案
（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副支部長兼ゴルフ会会長（昭 39 学
電）を選出することに令和 2 年 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）支部長交代に伴う一部役員の改選の報告
第 6 号議案

その他
6

資料－Ⅰ

令和 2 年度決算及び会計監査（令和 2 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日）
収入の部

（円）

科目

予算

実績

前年度繰越金

227,490

227,490

総会費収入

190,000

0

新年会費収入

80,000

0

本部助成金

71,000

51,300

年会費収入

140,000

132,000

雑収入

5,000

0

寄付金

0

34,000

713,490

計

令和 3 年 3 月 1 日

支出の部

備考

科目

実績

備考

総会費

200,000

0

開催中止

新年会費

100,000

0

開催中止

会報製作費

59,000

72,200

通信連絡費

50,000

35,187

2,000×66 名

事業費

42,000

0

会友

会議費

69,000

39,860

支部交流費

25,000

0

事務・雑費

25,000

27,260

予備費

143,490

270,283

計

713,490

444,790

30 機 高岡
38 精 市村
39 電 高崎

444,790

コロナ禍の
為中止

高橋 孝雄
富田 宣吉

印
印

令和 3 年度予算（案）(令和 3 年 3 月 1 日～令和 4 年 2 月末日)
収入の部

（円）

科目

前年実績

予算

前年度繰越金

227,490

270,283

総会費収入

0

新年会収入

支出の部

備考

科目

前年実績

（円）

予算

備考

総会費

0

10,000

0

新年会費

0

0

0

0

会報製作費

72,200

72,000

本部助成金

51,300

40,000

通信連絡費

35,187

40,000

年会費収入

132,000

120,000

2,000×60 名 事業費

0

雑収入

0

0

会議費

39,860

寄付金

34,000

0

支部交流費

0

事務・雑費

27,260

30,000

予備費

270,283

173,283

計

444,790

430,283

計

コロナ禍の
為中止

監査の結果、誤りのないことを認めます。
監事
監事

資料－Ⅱ

予算

(円)

444,790

430,283
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コロナ禍の状況

15,000 を見て開催
65,000

25,000 コロナ禍の状況
を見て開催

ゴルフに関する名言あれこれ
藤岡英智郎（昭３３学機）
「はじめに」
クラブを握って 60 年、現在もゴルフへの思いは熱いままである。人生のホー
ムストレッチにさしかかった今、恥ずかしながら、多くのゴルフの名言に自分の
ゴルフ人生を照らし合わせてみた。
ゴルフは四つの楽しみがあるという。上手になりたいという向上心、いいスコ
アが出るようになった時、様々な名コースへの挑戦、そして何よりもゴルフを通
じての多くの友人が出来る事であります。
若い時代、ゴルフ場は敷居が高く、河川のパブリックゴルフ場に日の出と共に
駆け付け、ハーフ三時間の play、泊まり込みの山岳コースで一日 2 ラウンドは当
たり前、必死の 20、30 歳台の情熱が懐かしい。40 歳の時に瀕死の関連会社であ
る工作機械メーカーに、ソフトランディングで早期の会社閉鎖の指示を胸に出向、
早期解決の思惑とは程遠く 20 年を要して目的を達成しました。
膨大な債務超過、従業員の削減、過激化した労組対策でのストレスをゴルフが
救ってくれたと思っています。play でのストレス解消は勿論の事、ゴルフを通し
て沢山の知人・友人が出来、有形無形のお力添えを頂きました。心から知人・友
人そしてゴルフに感謝です。
「心に残るゴルフの名言」
ゴルフの起源には、二つの掟が固く守られてきたと言われています。
一つは「自分に有利に振舞わらない」、もう一つは「あるがままに play する」
この二つがゲームの基本であります。60 年間の我がゴルフ人生を省みて恥じ入る
事の多きに愕然とします。何千と言われる名言の中から 18 の名言を選んで、心
に刻みゴルフ人生の終局を正しく歩く覚悟です。
1 番 『ルールが存在しなければ、ゴルフは殴り合いのゲームとなる』
ジョセフ・ダイ
1774 年に 13 か条のルールが出来たという。時代が進んで、ゴルフも商業化
されプロゴルフ全盛の時代です。ルールも膨大な項目になり、我々アマチュア
ゴルファーは勿論、プロゴルファーとて全てを把握はしてはいない。
我々アマチュアゴルファーはゴルフ起源の二つの掟を忘れずにプレーに臨
むべきではないだろうか。
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2番

『相手にアウト・ドライブされることを気に病むのは、愚かしい見栄であ
る』
ボビー・ロック
ゴルフは飛距離が全てでは無いと知りつつ、こんな思いを持つことが多い。

後期高齢者じゃないか。無理は禁物。アプローチとパターを磨こう！
3番

『ゴルフコースは女性に似ている。扱いを間違えると酷い目に遭う』
トミー・アーマー
あなたも私も脛に傷持つ身。女房を大事に！

4番

『ゴルフは単純だが、ただ、それを知るまでには時間がかかる』
ベン・ホーガン
最初にクラブを手にして、練習場で 5 球ほど打てば、ゴルフが単純でない事

を嫌と言うほど知らされる。60 年経っても単純の境地にはいない。単純にな
れば思い通りのプレーが出来るのだろうか？理想の境地は遠い。
5番

『ミスショットの弁解は、あなたの友を苦しめるだけでなく自分も不幸に
する』
ベン・ホーガン
「残念！あなたにしては珍しいね」弁解を聞きながら心の中でそう叫んでい

る。同情も苦しいんだよ。弁解はしないで明るく先を見ようよ。 don’t mind!
6番

『誰だってシングルプレイヤーになれた。但し「教え魔」に会わなければ
だ』
ヘンリ・コットン
シングルプレイヤーに誰でもなれるかどうかは怪しいが「教え魔」は大勢い

ます。親切心でそっと近づいて来ます。こんな名言もあります。「地上に不愉
快が二つある。それは蛇とゴルフの教え魔」だって。ご用心を。
7番

『ゴルフで油断が生まれる最も危険な瞬間は、事が順調に進行している時
である』
ジーン・サラゼン
ピンまで 50 ㎝にワンオン。「シメタ！楽にバーディー」下りのラインを油

断のパットで 2m-オーバー、返しのパットを外してボギー、なんてことがあり
ます。「最後のパットが決まるまで、何が起きても不思議はない」こんなゲー
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リー・プレヤーの名言もあります。油断禁物。
8番

『ゴルフほどプレイヤーの性格が現れるものは無い。しかもゴルフでは、
それが最善と最悪の形で現われる』
バーナード・ダーウィン
自分が最善とは言えないが、最悪の人に何度も出会い友人を無くしている。

パットラインは平気で踏み、線上に立つ。ショットは常に良い場所にボールを
移動する。相手のショットの際もおしゃべりを止めない等々。
マナーが悪いプレイヤーは意外に多いのです。気を付けよう自分一人だけの
play ではありません。
9番

『ゴルフは良い人柄と良いスィングしか役に立たない。』
ジャック・ニクラス
ゴルフ界の帝王ニクラスの名言、良いスィングを手中にするには最早遅すぎ

ですが、良い人柄になるよう努力をします。
こんな名言も「スコアと人格は別物だ。最低の人物がパープレイで回る男も
いる。ところが多くの人はハンディの少ない人間に敬意を払おうとする。この
考えは間違いだと思う。ゴルフが下手でもマナーさえ立派なら尊敬すべきだ。」
マナーのシングルプレイヤーには誰でもなれる。
10 番

『ゴルフはすぐには上達しないが、いつ始めても遅すぎることは無い』
ダグ・サンダース

多賀工業会千葉県支部、副支部長高崎芳紘さんが最良のお手本です。 彼が
ゴルフを始めたのは 50 歳になってからと聞いています。
「ゴルフは壮大な学問によって成立していると言われています。気象学、動
植物学、土壌地質学、土木建築学に始まりコースの造成・管理には十指に余る
学問が要求される。更にスイングの面では、構造力学から遠心力に至る数学が
必要となる。ゲームに臨んでは心理学に始まるデリケートな学問の範疇に入り
込む。ざっと考えただけでも 30 種類の学問が必要になる」（「ゴルフの達人」
より引用）。高崎さんは弁理士です。科学的練習方法を取り入れたかどうかは
聞いていないが練習熱心、短期間でゴルフ技術を習得した模範の方であります。
中高年の皆様、決して遅くはありません。直ぐに始めましょう。
11 番

『ゴルフの欠点は面白すぎる事だ』
ヘンリー・ロングハースト
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異存なしです。若い OB の方々是非是非ご入会をお待ちいたしております。
数年前までは 20 人以上のコンペでしたが、現状は出来て一組の悲惨さ。もう
一度、千葉県支部を盛り上げて下さい。
12 番

『ゴルフは、怒りは最大の敵である。』
ノーマン・フォン・ニーダ

残念ながら歳を重ねると脳からの指令と筋肉の作動が往々にして一致しな
い。自分の動作に腹を立てるが、他人の行動にも腹立たしさを感じることがあ
る。それがゴルフの成績に影響するので厄介だ。ゴルフも冷静沈着が何よりで
ある。「怒った瞬間、ゴルフは壊れる。」反省です。
13 番

『卑しきシングルより、正直なダッファーたれ』
ボビー・ジョーンズ

まさにゴルフの原点です。
「ゴルフの汚名は 100 年消えぬ！」一世紀を超え
るケンブリッジの不文律です。あなたの play は誰かが必ず見ています。
14 番 『優柔不断な人物ほどプレーが遅い。卑な人間ほど言訳が上手い。ゴルフ
を単なる遊びと考える教養のない人間ほど平気でスコアを誤魔化す。』
サー・ロバート・フリントン
スコアカードには記録されないが、いくつかの納得のいくショットを心に刻
んで幸せになれば良し。
15 番

『ラフと女は金次第だっぺよ』
竜ケ崎カントリー倶楽部ベテランキャデイ

30 歳の頃、ラフのボールをスプーンを握っての一言。今も守っています。
そうです、安全第 1 ラフはアイアンが正解です。
16 番

『騒ぐな！ホールインワンは偶発的なスーパーショットの一つに過ぎな
い』
ウィリー・パーク・ジュニア

これは無理でしょ。奇跡に近いショットですから。でも大騒ぎは駄目かも。
名門廣野ゴルフ倶楽部のショートホール。ティーイング エリアには「ワンオ
ンは、旗竿の長さ以外は、拍手禁止」の立看板があります。
17 番 『他人と我を問わずミスには沈黙を守れ。相手のファインプレーには心か
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らの拍手を送れ』
ボビー・ジョーンズ
ゴルフマナーの一丁目一番地。武士道に相通じませんか。
18 番 『人生の価値は、どれほどの財産を得たか、ではない。何人のゴルフ仲間
を得たか、である。』
ボビー・ジョーンズ
魂に沁みる名言です。残りの人生欲張って、もう少しゴルフ仲間を増やした
い。
「おわりに」
拙文をお読みいただきありがとうございました。数年前に本会を退会しました
が、ゴルフ仲間の高崎さんの勧めで書かせていただきました。
若い時にはシングルプレイヤーを目指し、後期高齢者になった現在は、エイジ
シュートを目標に play を続けています。昔は家族の声が「またゴルフ」から今
は「気を付けてね」に変わりました。ゴルフが出来る事は健康の証明だからです
かね。
さぁー、家族の期待を背に利根川の土手をウォーキングに出かけるぞ！。
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“私の旅と囲碁の人生”日記抄
高橋

孝雄（昭３４学電）

1. 囲碁との出会い
1956 年、水戸での教養課程を終え、多賀での工学部に移る。吼洋寮、西寮１
号室に入居、同室の先輩、4 年生の S 氏に囲碁入門、手ほどきをいただいた。S
氏は四、五段の高段者で、教え方も上手、ご自分の卒業研究そっちのけで、丁
寧に教えていただきました。S 氏には卒業後も、長くご指導いただき、共通の
趣味クラシック音楽鑑賞なども一緒に楽しんだ良き先輩でした。
２．会社の囲碁部で広がる囲碁の世界
1959 年、卒業と同時に航空会社に入社、同期入社の仲間に、大学囲碁部の主
将が 2 人おり、彼らの格段の強さにびっくりしたのを覚えています。
昼休みの対局に飽き足らず、囲碁クラブに入り幅広く色々な人たちと対局、あ
わせて若い女性プロ棋士に指導を受け、少し棋力向上を実感しました。
３．シルクロードで囲碁を楽しむ
1992 年から 5 年かけて中国西安からトルコのイスタンブールまで、旅をした
時のことです。1993 年中国北西の都市「ウルムチ」から洞窟の壁画で名高い敦
煌の入り口駅「柳園」に向かう急行列車が、強風・砂嵐により線路が埋まった
ため、ゴビの砂漠の真ん中で立ち往生し、48 時間列車に閉じ込められたことが
ありました。退屈しのぎに友人が持って行った携帯用囲碁セットで対局してい
たところに、車掌がまわってきました。王さんと言うその 30 前後の車掌は、
自分も碁ができるのでやらせてほしいと、対局を申し込んできました。棋力は
4，5 級だったと思いますが、熱心さは人一倍で、そのうちビールや酒を持ち込
んできて、車掌の仕事はそっちのけで、もう一番もう一番と延々10 時間、我々
のコンパートメントで「手談」し続け、飲み続けました。他のメンバーもつれ
づれなるままに、車掌や食堂車の従業員たちに、折り紙をおしえたり、日中の
歌を歌ったりですっかり仲良くなってしまいました。
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三日目に私たちが「柳園」で下車した時は、列車長、車掌の王さんをはじめ列
車の服務員が総出でホームに降りてきて私たちを見送ってくれました。
日本ではとても考えられない感動的な体験でした。
4.

日本福祉囲碁協会に入り、ボランティア棋士で広がる「私の囲碁世界」
1996 年退職を機に入会した囲碁をボランティアでする日本福祉囲碁協会で
は、様々な人生経験を持った先輩ボランティア棋士に巡り会えたこと、派遣先
で色々な障害を持ちながらも囲碁を楽しみ、真剣に囲碁に向き合っている方々
と、「手談」を交わすことが出来たこと、国・人種・言葉等を越えて色々な人
達と碁を通じて交われたことにより「私の世界」が広がりました。
日本福祉囲碁協会では、協会顧問初代本因坊の岩本薫先生が指導碁をされてお
りました。岩本先生が平成 11 年 11 月 29 日、97 歳で亡くなられたあと、お弟
子さんの曲励起九段が協会顧問となり、指導碁を続けられております。

5.

シアトルの日本棋院米国西部囲碁センターへ
日本福祉囲碁協会に入会して半年ほどたった 1996 年の秋の一日、私は米国
シアトルの日本棋院米国西部囲碁センターで、米国人数学教師 B 五段と手合わ
せをお願いしていました。協会顧問の岩本薫先生が私財を投じて設立された同
センターが開館 1 周年を迎え記念行事をおこない、岩本先生が指導碁に訪れて
おられることを聞き、ちょうど滞在中のカナダのバンクーバーからバスで国境
を越え 3 時間半でシアトルを訪れました。椅子席に 30 面余りのゆったりとし
たスペースで岩本先生は、米国人、中国人に指導碁を打たれていました。二人
ともなかなかいい碁でしたが惜しいところでした。ほかに米国人、韓国人、中
国人、と日本人が 7，8 組対局していました。センターのメンバーは、約百人
を超え日本人は 10％くらいで、岩本先生のお話では韓国人が一番強く、中国人、
欧米人、日本人の順ではないかということでした。折角だからと勧められ私も
上記 B 五段と対局 1 勝 1 敗で打ち分けたのち、若いアメリカ人女性に教えてほ
しいと言われ 1 局お相手をしました。
センターでは真言宗の僧侶で日本棋院シアトル道場を開いている、藤沢秀行先
14

生のお弟子の鈴木仙先生が指導普及にあたっておられました。当日は鈴木先生
のお宅に泊めていただき、先生の指導碁、弟子の台湾出身で建設会社社長の王
五段との対局に続いて、岩本先生の囲碁海外普及指導のご熱意や、囲碁をオリ
ンピック種目にする活動、北米やカナダの囲碁事情、ヨーロッパ、米国など海
外生活三十年の囲碁普及と指導の経験を、深夜まで興味深く伺うことが出来ま
した。
6．バンクーバー碁会所（カナダ西地区囲碁協会）を訪問
シアトルの鈴木先生に勧められ、バンクーバーに戻ったその足で、紹介され
た台湾出身の周賢耕さんがオープンしたばかりのリツチモンドの碁会所を訪
ねました。周さんは教師生活約九年の後、務めた三菱レーヨンと台湾の合弁企
業を定年退職し、3 年前カナダへ移住し、バンクーバーで囲碁の普及にあたっ
ておられる方でした。早速、地元在住の鶴田さん，周さんと対局、お二人とも
力強い攻めの碁で、日本の段級位に比べ二段階くらい上のように思えました。
周さんからは、小中学生のクラブ活動に取り入れ教育的効果をあげられた話、
カナダにおける囲碁界の状況、バンクーバーでの普及活動の様子を伺い、更に
は将来の日本、カナダ、米国の囲碁交流プランなど夜遅くまで話が弾み、意気
投合し楽しい経験をしました。
7. 日台親善囲碁交流

～福祉囲碁協会海外研修会～

日本福祉囲碁協会は初めて、2008 年 3 月 23 日から 26 日迄、16 人が台湾・
台北を訪問。林海峰先生が作られた「海峰棋院」を訪問、現地のアマ棋士と親
善対局を行いました。対局ルールは台湾側の長老兆栄さんが日本語で説明、
「地
の数え方は日本式（あげハマを相手の地に入れる）で行う。段級差は置石でハ
ンデを日本の方に勝っていただく為に、台湾側の段に 3 段を加える。」でした。
それでも対戦成績は 18 勝 26 敗、勝ち越したのは 4 名だけでした。台湾側の六
段クラスは日本アマのトップクラスという印象でした。日本の囲碁、アマチュ
ア棋士の水準は、中国、韓国に比べると、大きく差が開いていると、改めて実
感させられた海外研修でした。
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8. 浦安市、千葉県、東京都など地元・各地域での各種囲碁支援活動
1）浦安市小学校クラブ活動支援：10 数年前から市内のいくつかの学校から
支援要請があり、そのうち一人の校長先生から、
「学校囲碁指導員」の推
薦を日本棋院に相談したらということになり、結局「日本棋院囲碁普及
指導員」と合わせて委嘱されることになりました。毎年いくつかの学校
に、手分けして指導にあたっています。
2) 囲碁クラブ、囲碁同好会、公民館囲碁サロンなどの支援；
①“東京のＮＰＯシニアライフアドバイザー協会”
「ふれあい碁楽会」2007
年設立、会員 20 数人、初心者から高段者まで毎月 2 回開催
②“浦安市の介護予防アカデミア”
「ふれあい囲碁」を毎月 1 回開催、 浦
安市との共同事業、日本棋院・故安田泰敏九段が、始められたコミュ
ニケーションプログラム「ふれあい囲碁」は日本全国、欧州、米国、
アジア、アフリカに広がり、活用されています。
③ “浦安市高洲公民館の囲碁サロン” 毎週土曜日開催
初心者から中級迄、老若男女が、各々囲碁を楽しんでいます。
3) 多賀工業会千葉県支部、囲碁クラブの活動について
最後に千葉県支部「囲碁クラブ」の活動を振り返ってみます。
発足の経緯：1997 年、当時の三幣正人支部長の「同好会活動を活発に、
会員の増加を」との提唱で、11 月に、第 1 回囲碁大会が開催され、9 人
の同好の士が集まりました。以来毎年 3、4 回定期的に開催され、年々
参加者が増えてきました。第 1 回から 2007 年 7 月の 35 回まで穂坂邦光
氏と私高橋が幹事を務め、第 36 回以降、佐藤隆義氏と穂坂邦光氏に引
き継がれ、2020 年 1 月 21 日第 86 回迄行われておりました。これまでの
20 数年間に、埼玉、東京支部との囲碁交流も定着し、この間参加交流さ
れた方々は、百人近くになりました。
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以上

防災関連現地訪問情報
富田

宣吉（昭３７学化）

被災各地及び東京都江戸川区及び都営地下鉄を訪問し被災
状況及び今後の対策をヒヤリングした状況を以下にまとめ
た。
１

利根川下流河川事務所
川底に溜った土砂を定期的に浚渫し、その土砂を堤防の
嵩上げに利用している。また川の周辺に溜った土砂を除
去し、川の容量アップを図っている。（昨年の長野県・
千曲川の氾濫や熊本県球磨川の水害なども川底の浚渫などにより改善され
るものと思われる。）
浚渫は毎年予算に応じて実施している。
利根川周辺地域の住宅地は利根川の水面と同じレベルであり、堤防の重要性
が感じられた。

２

茂原市の水害
茂原市はかつて湿地帯だった所に住宅などが建設され常に水害の心配があ
った。令和元年１０月の台風の際も市内を流れる豊田川が氾濫し、町の中心
部に溢れ、住宅地に侵入し１ｍの深さに達した場所もあった。これまで住宅
に浸水した事例は３回あった。
近年の台風による降雨は集中的に降るためハザードマップに注目する必要
がある。これは茂原市に限らず全国の河川についても同様である。
尚、ハザードマップの改定は気象台の指示により行われる。

３

房総半島 鋸南町の台風被害
令和元年９月の台風１５号の際は風速４８.８ｍ／ｓの台風により住宅等の
屋根が吹き飛ばされた。このためブルーシートで当面の対策を行って凌いだ。
屋根の補修工事を希望しても工事業者が不足し、１年経過しても補修工事が
完了していない。
今後の課題として建築基準を見直し６０ｍ／ｓ程度の台風に耐えられる住
宅を建築する必要があると感じた。
台風に伴う降雨も強くなっているので併せて検討を要する。
市原市、千葉市、南房総市、袖ケ浦市等では停電事故が発生し長期に亘って
生活に支障を来した。
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今後の対策として自家発電機等を準備する必要がある。
４

東京都 江戸川区役所の水害対策
江戸川区は荒川、江戸川に囲まれた町であり昔から水害に悩まされてきた。
江東区も同じ地域にある。町並みは川の水面より５メートルも低いところが
ある。一度浸水すると半月以上水が引かないこともあった。このため区役所
では他地域への避難を勧めている。
以下に「我が家の広域避難計画書」を紹介する。
江戸川区は避難先として千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県、東京西部の高
台方面を勧めている。しかしながら、人口が多く避難時の交通手段、避難先
の確保、食料の確保等今後も引き続き検討するとのこと。
計画書では台風の３日前から避難準備するよう説明している。
この計画書は全国の水害の恐れの地域にも参考になると予想され、
資料－1 に添付した。

資料―1
避難に際しては情報収集、準備品、避難場所、避難方法を十分検討すること
が重要である。また家族間の連絡、近所への声かけ、避難先への連絡に十分
配慮する。
５

地下鉄の安全対策
地下鉄担当者によれば気象情報により都内および近隣にて大雨が予想される
場合は地下鉄入口に遮蔽板取り付けの準備を行う。遮蔽板は吸水性のプラス
チック製で水に触れて密閉するタイプとのこと。
降雨情報を確認し浸水の恐れがある場合改札口を閉鎖し、遮蔽板をとりつけ
る。
乗車中の客については最寄り駅にて降車させ出口に誘導する。
これまでに地下鉄線路近くに流れ込んだ事例はあったが水没したことはなか
った。

６

近年の災害を一覧表にまとめた。
一覧表に示す通り災害に伴い失われる人命を減らしたい。また、住宅、建築
物、救助作業などにかかる費用も大変な額にのぼる。災害を少なくすること
は日本にとって急務と言える。

資料―2
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近年の災害（水害・地震・台風）
資料ー2
名称

発生年月日 死者（人） 全壊（棟）

真備町水害

半壊

床上げ浸水

2018.7

51

5,500

2019.1

121

3,263

34,000

7,710

2018.7

271

6,783

11,346

6,982

震度

全戸

（岡山）
台風19号水害
（1都12県）
西日本豪雨
（岡山･広島･愛媛）
台風19号水害

2019.1

リンゴ園に5～60㎝の泥堆積 死者なし

（長野･千曲川）
房総沖地震

6市町村903ヘクタール

1953.11

不明

不明

不明

Ｍ7.4

不明

不明

Ｍ7.9

（千葉）
関東大震災

1923.9

（東京･神奈川･千葉）
熊本地震

2016.4

273

南海地震

1946.12

7

2011.3

22,288

8,667

34,719

35,078 不明

114 Ｍ7.3

不明

Ｍ8.0

（中部以西各地）
東日本大震災

121,996

282,491

1,628

（宮城･岩手・福島･千葉･茨城）
台風15号

2019.9

0

2014.9

63

3010 風速48.8m/Ｓ

（千葉県鋸南町））
御嶽山 噴火

（長野県と岐阜県の県境）

引用文献

千葉県 防災誌 元禄地震
2020年10月26日付 朝日新聞
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日本の絵師達の歩み（その２）江戸時代
佐藤隆義（ 昭４０学化 ）

前回は、室町時代～安土桃山時代の絵師達について紹介しましたが、今回は江
戸時代における代表的な絵師達について記載します。
江戸時代は、およそ２６０年間にも及びますので、数多くの絵師達が活躍しま
したが、その中から有名な絵師達を選び、エピソードなどを交えて紹介します。
尚、浮世絵は江戸時代に花を咲かせたものですが、浮世絵師達につきましては、
次回に紹介します。
１．俵屋宗達（たわらや・そうだつ） 生没年不詳（

～

１６４０年頃・没 ）

宗達は京都に生まれ、俵屋という「絵屋」と呼ばれた絵画工房を率い、扇画を
中心とした屏風絵等を制作していたと考えられます。
宗達の最も代表的な絵は、何といっても「 風神雷神図屏風 」
（ 国宝 ）です。

上図「 風神雷神図屏風 」は、右に風神、左に雷神が描かれています。
宗達は、扇子に絵を描く絵師でもありましたので、扇子を開いた時に、雷神と
風神が左右に配置された構図になっています。
上図と全く同じ図柄の「 風神雷神図屏風 」は、後の尾形光琳（１６５８～
１７１６年 ）と酒井抱一（ １７６１～１８２９年 ）によって描かれています。
宗達は、本阿弥光悦（１５５８～１６３７年、書画、陶芸、漆芸等各分野に長
じた総合芸術家 ）の書に、宗達が下絵を描いた屏風図が数多く残されています。
宗達の絵の中で、国宝は、① 風神雷神図
及び澪標図、

② 蓮池水禽図

重要文化財は、鶴図下絵和歌巻
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③ 源氏物語関屋

他・多数現存しています。

２．尾形光琳（ おがた・こうりん ）

（ １６５８～１７１６年 ）

光琳は京都の高級呉服店の次男として生まれ、裕福な家庭環境の中で育ちまし
た。（ 弟・乾山は、陶芸家として有名です ）
子供のころから和服の下絵や型紙などに親しみ、それらは光琳の後年の絵画に
大きな影響を与えました。
３０歳で父の莫大な遺産を継いだ光琳は、放蕩三昧の生活を送り、数年で財産
を遣い果たしましたが、この頃から本格的に画業を志したと言われています。
光琳の非凡な意匠感覚は「光琳模様」という言葉を生み、現代に至るまで日本
の絵画、工芸、衣装などに大きな影響を与えました。
また、弟の乾山が作った陶器に光琳が絵付をするなど、制作活動は多岐にわた
りました。
光琳は始め狩野派の絵を学びましたが、宗達に私淑し、後に彩色画の最高傑作
といわれる「 紅白梅図 」（ 国宝 ）を描いています。

上図は燕子花（かきつばた）図屏風（ 国宝 ）で、光琳の代表作の一つです。
この絵の中の燕子花は、私にはあたかも楽譜のように見え、絵の中から音楽が
聞こえてくるような気がします。
光琳以降、その画風を慕った画家は多く、後述する酒井抱一などは、その一人
です。
光琳は、琳派の代表的存在として広く名を知られています。
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３．伊藤若冲（ いとう・じゃくちゅう ）

（ １７１６～１８００年 ）

若冲は、京都の青物問屋の長男として生まれ、４０歳で家督を弟に譲り、その
後は絵を描くことに専念しました。
鶏を庭に数十羽も飼い、各種の鶏の形態や動態、羽根の色等を忠実に写生する
ことに明け暮れました。（ 野菜や虫なども観察し、写生しました ）
若冲は、一般的な絵の他に、約 1ｃｍ間隔の升目を作成して絵を描く、
「升目描
き 」といわれる絵（ 鳥獣花木図屏風

等 ）も描いています。

若冲の絵の熱烈なコレクターである米国人のジョー・プライス氏（１９２９～
奥さんは日本人 ）は、ロサンゼルスの自宅の浴室のタイルに、若冲の「 鳥獣花
木図 」を描かせ、その絵を見ながら入浴を楽しんでいるようです。
若冲の絵は、動物画、植物画、仏教画、木版画など多岐にわたっています。

上図は、「 仙人掌群鶏図 」（ 重要文化財 ）で、各種の鶏が描かれています。
鶏の外見の形を似せて描くのではなく、鶏の本質を描くことを大切にしました。
若冲の数多くある絵の中で、何といっても「 動植綵絵（３０幅）
」は最高傑作
の一つであると思います。（ 京都相国寺から宮内庁三ノ丸尚蔵館に寄進 ）

上図は、「 動植綵絵 」の中の、左図が「 老松白鳳図 」右図が「 群鶏図 」
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の部分画です。
若冲の絵の中で、水墨画で描かれた鶏などの絵は、千葉市美術館に多数保管さ
れています。
４．曾我蕭白（ そが・しょうはく ）

（ １７３０～１７８１年 ）

蕭白は京都の商家の出身ですが、３０歳のころから既に独特の異様な画風を発
揮しており、若冲と並んで自己流丸出しの画法は、町人達にも受け入れられるよ
うになりました。
蕭白は、数々の奇行でも知られています。
「 芸術的な絵を望むなら自分に、実用的な絵を望むなら円山応挙に 」と豪語
したともいわれています。

上図は、蕭白の「雲龍図」です。（ 上図：龍の頭部、下図：龍の尻尾部 ）
残念ながら胴体部（襖４枚）は紛失してしまい、行方不明になっています。
現在はボストン美術館に保管されていますが、上野の東京国立博物館で「 ボ
ストン美術館・日本美術の至宝展 」が開催された時、上図の絵を実際に観まし
たが、その、巨大な龍の姿と迫力のある筆使いに圧倒されました。
ボストン美術館は、１００年以上にわたり日本美術品を収集し（１０万点以上）、
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海外にある日本美術コレクションとしては、世界随一の規模と質の高さを誇り、
「 東洋美術の殿堂 」と称されています。
５．奇想の絵師
若冲や蕭白がいつの間にか忘れ去られていた時、１９７０年に美術史家である
辻惟雄氏が「 奇想の系譜 」を出版したのをきっかけに、下記の絵師が脚光を浴
びるようになりました。
奇想の絵師として、岩佐又兵衛、狩野山雪、白隠慧鶴（えかく）、伊藤若冲、
曽我蕭白、長澤芦雪、鈴木其一、歌川国芳

の８人の名前が挙げられています。

現在、日本人絵師の中で、伊藤若冲が最も人気があるのではないでしょうか。
６．円山応挙 （まるやま・おうきょ）

（１７３３～１７９５年）

応挙は、京都の農家の出身で、狩野派に絵を学びました。
応挙は、中国画や西洋画の技法を採り入れて新たな「 写生画 」を創造し、従
来の絵画観を一変させました。
雪舟と並び、我が国の絵画史上に重要なターニングポイントをもたらした画家
といえます。
当時の京都絵師の番付では、応挙は横綱、若冲は大関に格付けされています。
京都・八坂神社の衝立に描かれている「双鶏図」の鶏があまりにも実物にそっく
りなので、鶏が逃げ出さないようお坊さんが衝立に金網を巻き付けたそうです。

上図は、応挙の「 牡丹孔雀図 」（ 重要文化財 ）です。
孔雀の羽根などが、きわめて精密に描かれています。
応挙は、近現代の京都画壇にまでその系統が続く、円山派の祖です。
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７．葛飾北斎（ かつしか・ほくさい ）

（ １７６０～１８４９年 ）

北斎は、江戸（現在の東京都墨田区）に生まれ、１０代の終わりに浮世絵師の
勝川春章に入門し、絵師となりました。
富獄３６景や北斎漫画等森羅万象を描き、３万点を超える作品を残しました。
版画の他に、肉筆浮世絵にも傑出していました。
１９９９年のアメリカ合衆国の雑誌「 ライフ 」の企画「 この１０００年で
最も重要な功績を残した世界の人物１００人 」に、日本人として唯一、８６位
にランクインされました。
現在も、北斎は世界で最も有名な日本人の一人、と言えるでしょう。
門人の数は極めて多く、孫弟子を含め２００人に近いとも言われています。
また、転居魔でもあり、生涯に９３回も引っ越しました。
北斎は、３女のお栄（雅号：応為

お栄をいつもオーイと呼んでいた）と暮ら

していましたが、お栄は相当高度な絵の才能を有し、北斎をして「女の絵を描か
せたらワシよりうまい」と言わせしめたほどの実力がありました。
お栄は女性の手の指を、北斎よりも細く、繊細に描いています。
北斎が描いたとされる女性の絵の一部は、お栄が描いたとされています。
（ 自分の名前で出すよりも、北斎の名前で出した方
が、高く売れるため ）
左図は北斎が晩年に描いた「 雪中鷲図 」です。
北斎は８９歳で亡くなりましたが、もう１０年も長
生き出来れば神の領域に近づけるのではないかと考
えていたようです。
左図は、現在の自分を鷲に見立てて描いたのかもし
れません。
高名な絵師は数多くいますが、その中でも「ワシが
一番なのじゃ」と宣言しているのかもしれません。
北斎は、特に浮世絵で世界的に有名ですが、肉筆画
でも極めて高度な技術を有していたようです。
北斎については、次回の浮世絵のところでも再度登
場してもらう予定にしています。
娘のお栄は、北斎が亡くなった後、行方が定かでは
なく、残念ながら良くわかっていません。
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８．酒井抱一（ さかい・ほういつ ）

（ １７６１～１８２９年 ）

抱一は、姫路藩主・酒井忠以の弟として生まれました。
酒井家は、代々文雅の理解者が多く、兄忠以も茶人・俳人として知られ、酒
井藩邸は文化人サロンのようになっていました。
若いころの抱一は、大名子弟の悪友達と遊郭に通うなどしていましたが、兄の
庇護のもと、若い頃から文芸の世界に接していました。
抱一は、狩野派や円山派の技法を学ぶ一方、画風は琳派の持つ日本的な装飾性
を帯びた繊細な感覚と鋭敏な情感を持ち合わせていました。
抱一は、狂歌や俳諧にも優れ、文化人であった谷文晁とも親交がありました。
左図は、抱一の「 芦に白鷺図 」です。
枯れかけた芦と小菊によってきらめく
水辺にたたずむ白鷺の清らかな美しさ
が際立っています。
抱一の絵には、すっきりとした美しい絵
が多いように思います。
また、抱一の弟子である鈴木其一（１７
９５～１８５８年 ）は、抱一に負けず
劣らず、きれいな美しい絵を描いていま
す。
其一は、抱一から絵の他に茶道や俳諧も
学んでいます。
最後に文人絵師として、与謝蕪村と池大雅を取り上げてみます。
９．与謝蕪村 （よさ・ぶそん）

（ １７１６～１７８３年 ）

蕪村は、摂津（ 大阪府 ）の出身で、諸国を放浪した後京都に住みました。
画はほぼ独学で、中国の明清の様々な画風や日本の伝統に学ぶなど、試行錯誤
をへて、独自の画境に到着したようです。
その画面は、時にみずみずしい色彩感覚に溢れていました。
また、俳人としても名高く、自らの俳境を絵画化した俳画も描いています。
俳句では、
「 春の海ひねもす（終日）のたりのたりかな 」や「 菜の花や月は
東に日は西に 」などの俳句は、むかし学校で習ったような記憶があります。
絵の方でも、十便十宜帖は国宝に指定され、また重要文化財に指定されている
絵画も多数存在しています。
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上図は、蕪村の「 夜色楼台図 」（ 国宝 ）です。
この絵は、京都東山の景色に似ていますが、写実ではなく、蕪村の心の風景と
いうべき物のようです。
１０．池大雅（ いけの・たいが ）

（ １７２３～１７７６年 ）

大雅は、京都銀座役人の子として生まれました。
大雅は、幼くして天与の才を輝かせ、柳沢キ園（１７０４～５８年 ）ら初期
文人画家たちにより薫陶を受けました。
諸国の山河をさまよい、日本の風景による山水画を描きました。
左図は、大雅の「 十便帖 」
（ 国宝 ）
の中の一つです。
文人画家らしく、画面右端に詩題と詩
句を３行書き入れ、それらを取り込む
ように絵を描きました。
表情豊かな墨の線と、藍色や黄色、緑
等の淡彩によって表現される自然と
人物の描写は、あくまでおおらかで楽
しく、いかにも文人画家らしい絵とい
えます。
江戸時代の浮世絵師以外の絵師達について述べてきましたが、ここに記載した
絵師以外にも、狩野山楽、狩野探幽、葛蛇玉、田能村竹田、狩野芳崖

等、大勢

の絵師達が活躍しました。
千葉県支部の「 会報 」では残念ながら絵は全て白黒ですが、パソコンで絵を
検索しますと、カラーで見ることが出来ます。
次回は、江戸時代に活躍した浮世絵師達について紹介します。
28

沼倉研史のアメリカ便り-17
DKN Research, LLC

沼倉研史（昭 48 院化）

モノコック印刷回路 （2020.6.7 から抜粋）
モノコック構造とは、自動車の設計用語で、従来の自動車
の多くが、機械的な荷重を担うフレームと、外装であるボデ
ィーが別々に作られていたのに対して、両者を一体化させて
設計製作されるものです。モノコック構造は、フレームを別
に用意する場合に比べて、設計が難しいなどの問題はありま
すが、それを上回る多くのメリットがあるために、現在では一般商用車の構造設
計の主流になっています。最近では、航空機や住宅の構造設計においても、同様
の考え方が取り入れられています。ちなみに、モノコック（Monocoque）とはフ
ランス語で、単一の船体、あるいは殻という意味になります。
一方、多くの電子機器では、筐体と電気配線が別々に作られ、最終的に組立工
程で一体化することになります。最近のモバイル機器では、配線のために許され
るスペースがどんどん小さくなり、設計者は薄いフレキシブル基板を使わざるを
得なくなっています。それでも、配線のためのスペースがゼロになるわけではあ
りません。それが、機器のコストアップの大きな要因となっていることは、否定
できない事実です。私は、これまで４０年近くも、フレキシブル基板の設計、開
発に関わってきましたが、最近になって、電子機器の配線にモノコック構造のア
イデアを取り入れることにより、フレキシブル基板とそのためのスペースを大幅
に削減できることに気がつきました。
基本的な考え方はそれほど難しいものではありません。まず筐体となるプラス
チックシート（熱可塑性樹脂が望ましい。）の上に、厚膜印刷法により、電子回
路を描きます。片面回路だけでなく、両面ビアホール回路も可能です。次いで、
回路全体を温めて柔くし、金型に入れて加圧し、熱成形します。これだけで、電
子回路を内蔵した、３次元立体筐体が完成します。フレキシブル基板はもう必要
ありません。電気配線は、完全に筐体の中に含まれることになり、そのためのス
ペース増加はわずか（０〜２０ミクロン）なもので済みます。設計にもよります
が、組立も簡単になります。
実は、このアイデアは、全く新しいものではありません。もう３０年近くも昔
のことになりますが、当時注目されていた三次元モールド回路を実現するための、
一つのプロセス技術とし考案されました。残念ながら、当時の厚膜印刷技術は限
られた能力しかなく、必要とするインク材料もなかったので、実用的な量産部品
にまでにたどり着くことはありませんでした。しかしながら、この３０年間での
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スクリーン印刷技術の進展はめざましく、そこで使える導体インク、絶縁インク
の性能も飛躍的に向上しました。それに、精密な熱成形技術の実現もあり、実用
的な三次元立体印刷回路ができるようになりました。私たちは、このような複合
技術で作られる印刷回路を、自動車の複合構造にちなんで、モノコック印刷回路
と呼んでいます。添付した写真は、熱成形されたタッチスイッチ回路モジュール
を、実用例として示しています。

モノコック回路は、硬質基板とも、フレキシブル基板ともいえず、新しいカテ
ゴリーが必要になるかもしれません。応用可能な用途はたくさん考えられますが、
まだ、実施例が少なく、デザインガイドなどが整備されるまでには、しばらく時
間がかかるかもしれません。応用できる範囲も、まだ明確ではありませんが、今
後実施例が増えるにしたがって、新しい使い方が出てくるのではないかと思いま
す。それには、回路加工メーカー、機器メーカー、材料メーカーの緊密な協力が
必要です。皆様のご参加をお待ちしております。
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 233 回目の記事です。』
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宇宙は不思議だ
金坂潤（昭４７学電）
１．宇宙は思ったよりダイナミックだ
星空を見ていると、「ソラ」という天井に小さな星々が張り付いているように
見えて、昔からずっと変わることなく永遠にあり続けるかのように感じます。
しかし、宇宙で起きている様々な現象は、人間の一生に比べると遥かに長い時
間ではあるけれども、大きく変動しているようです。
（1）宇宙は膨張している
現在の宇宙は、インフレーション理論によると、138 億年前に無からミクロな
宇宙が誕生し、爆発的に膨張して出来たと考えられています。その膨張宇宙に素
粒子や原子が生まれてガス体となって集まり、３億年後にはガス体が凝集して星
が生まれ、５億年後には多数の星が集まって銀河ができたといいます。
星は中心部で水素元素等を元に核融合反応を起こしてエネルギーを発生し、光
輝きながら成長します。核融合反応が終わると超新星爆発を起こして宇宙空間に
次世代の星の原料（軽い元素から重い元素：塵）をまき散らします。その原料が
集まって次世代の星や惑星が出来たといいます。
我々太陽系の星も今から 46 億年前に出来たといいます。
星空に横たわる天の川は、我が太陽系が属する“天の川銀河”を横から見た姿
であると知った時には、何かその存在や大きさに不思議さを感じました。
（2）銀河同士が衝突することもある
宇宙は一様に膨張していて、銀河同士は互いに遠ざかるかと思えば、地球から
250 万光年離れている隣の銀河（美しい渦巻き形のアンドロメダ銀河）は、我等
の天の川銀河に時速約 40 万 km で接近していて、数十億年後には衝突するかも知
れないとの予測もあるといいます。さらに驚くことには、約 100 億年前に既に天
の川銀河と矮小銀河との衝突があったという痕跡（銀河の円盤が広がったなど）
が見られるという研究者もいます。天の川銀河の近くにある小規模な銀河は、約
60 億年前から何回か天の川銀河との衝突を繰り返し、その都度、爆発的に星が生
まれたといいます。太陽もそのうちの一つかも知れません。
２．我らが太陽系の惑星も変動しているらしい
今から約４６億年前原始太陽の周りを塵とガスの雲が円盤状に漂い、塵はくっ
つき岩となり、互いの重力で合体して地球などの惑星になりました。
（1）地球の隣の惑星－火星は
地球の隣の火星は岩石惑星で、表面は赤褐色の砂漠に覆われていますが、その
下には生命を宿す可能性が刻まれていることが、数々の探査から分かってきまし
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た。火星の表面にひび割れや水が流れた跡が残っていて、風も吹いているし、竜
巻も記録されています。数々の探査から昔は環境が大きく違っていた事が分かっ
てきました。数十年億前の火星は地球のような環境であったようです。分厚い大
気が覆い、広大な海が存在していました。今はその面影は無く、凍った砂漠が広
がっています。火星は地球より小さいため、中心部（コア）が地球より早く冷え
て、地磁気を作り出していた地殻の中のダイナモ（発電機）活動が停止し、太陽
風から大気を防御するバンアレン帯のような地磁気の防御帯がなくなり、大気が
飛散、水分も飛び、乾いた岩石惑星になったといいます。
(2)火星が小さい理由は
太陽系が出来て初期の頃、木星の軌道が内側にずれてきて、小惑星帯の惑星を
弾き飛ばし、その後今の軌道に戻ったという説があります。小惑星帯にその移動
の痕跡があるといいます。この移動により、火星の周りの岩石の塵が減少し、火
星が小さくなったといいます。
(3)地球の水の源は何か
２０２０年１２月にリュウグウからハヤブサ２が帰還。玉手箱に小さな黒い砂
粒を入れて。これには太陽系の出来た当時の状態を保存している小惑星を調べて、
太陽系の初期状態や、生命の起源、地球の水の由来などの謎を解明することが期
待されています。当初の地球には現在ほどの大量の水は有りませんでしたが、水
を含んだ小惑星が地球に多数飛来して、海が出来るほど大量な水が集まり、生命
があふれる豊かな地球になったということの証とするためです。
３．地球は希有な存在だ
広い宇宙には、この地球と同様な条件の惑星は多数存在すると思われますが、
その惑星との距離は遠く、知的生命体が同時代に存在する確率も低く、お互いの
交流も交信も不可能に思えます。この意味で地球人は宇宙では孤独といえます。
この先科学技術が発展しても、地球以外に人類が居住できる惑星は、太陽系の
範囲内で探し出すことが精一杯のよう思えます。この地球は人類にとって唯一の
惑星（貴重な住処）であろうと思えます。
４．人類はこの地球をもっと大切にすべきだ
あの悲惨な第二次世界大戦の後、世界の国々は国連を中心に連帯して豊かで平
和な世界を構築するものと思われました。まもなく自由主義国家と共産主義国家
の冷戦が始まり、幾つかの国家は、両体制の争いにより南北に分断されたり、逆
に統合国家が民族自立により幾つかの独立国家に分裂したり、あるいは反政府運
動による内戦など紛争は止まることがありません。悲しいことですが、これが現
実なのですね。平和な世界はまだまだ遠いようですが、諦めずに目指していくも
のでしょうね。・・・コロナ禍のなかテレビを見ながらそう思いました。
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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 ）

１．囲碁会の活動報告
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 ）の方々が会員になっており、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。
昨年度は、第８７回～第９０回の囲碁大会開催を予定していましたが、コロナ
ウイルスによる感染が懸念された為、残念ながら全て中止にしました。
このような事は千葉県支部発足以来、初めての出来事でした。
・今後の予定
囲碁大会

２０２１年

４月２０日（ 火 ）中止

第８７回・囲碁大会

〃

７月２０日（ 火 ）船橋中央公民館

第８８回・囲碁大会

〃

１０月１９日（ 火 ）船橋中央公民館

第８９回・囲碁大会

２０２２年

１月１８日（ 火 ）船橋中央公民館

今年は、コロナウイルス用のワクチン接種が日本中に行き渡り、コロナウイル
スが終息して、囲碁大会が無事に開催出来ることを願っています。
２．日本の囲碁界の動向
今回は、一力遼（ ２４歳 ）天元・碁聖を紹介しましょう。
彼は宮城県仙台市出身で、東北地方の新聞社ではＮｏ．１の河北新報の創業家
に生まれ、そこの御曹司です。
彼は５歳の時に囲碁にはまりましたが、人一倍負けず嫌いで、負けると大粒の
涙を流し、時には鼻血まで流したそうです。
後に彼の師匠となる宋光復九段は彼の碁才を見抜き、地元の指導者に囲碁棋士
の道を進めましたが、将来彼は河北新報社を継がなければならない立場でしたの
で、断られました。
しかし、彼の祖母と母親が背中を押してくれ、小学５年で上京し、わずか２年
後の中学一年でプロ棋士になり、大いに勝ちまくりました。
しかし、彼が大学１年の時から始まった絶対王者・井山裕太棋聖への五度にわ
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たる７大タイトル戦の棋聖戦は、全て井山棋聖にはねつけられてしまいました。
また一力は、昨年４月に早稲田大学を卒業し、河北新報東京支社の記者になり
ました。（ ただし、記者の仕事はしておりません ）
昨年７～８月にかけて行われた碁聖戦５番勝負で、一力は羽根直樹碁聖を３勝
０敗で破り、初めて７大タイトルの一つを勝ち取りました。
更に、昨年１０月～１２月にかけて行われた７大タイトルの一つである天元戦
５番勝負で、一力は井山天元に３勝２敗で勝利し、見事井山天元から天元を奪取
しました。
これで、一力は天元と碁聖の２冠を獲得し、井山棋聖・名人・本因坊３冠に迫
ってきました。
今後一力は、芝野虎丸２冠（ 王座、十段 ）や若手棋士達と共に、井山３冠を
脅かす存在になることは間違いないと思われます。
昨年も、若手の女流棋士達が大活躍をしてくれました。
藤沢里菜（２１歳）女流本因坊・名人は、昨年１１月に行われた第１５回アル
ミ杯若鯉戦（ ３０歳以下で、七段以下の若手棋戦 ）で、有望な男性若手棋士を
次々に破り、準決勝に進みました。
準決勝では昨年優勝した平田智也七段に勝ち、決勝戦では名人戦リーグ入りの
実績を持つ孫まこと七段に半目差で勝ち、見事優勝しました。
男女競合の公式棋戦で、女性棋士が優勝したのは今回が初めてで、囲碁史上初
の快挙となりました。
藤沢の祖父は、故・藤沢秀行九段です。
秀行九段は豪放磊落な人で、酒、ギャンブル、女性関係、多額の借金等、破天
荒な生活を送りましたが碁はとても強く、棋聖、名人、王座、天元等のタイトル
を獲得しました。
特に、若手棋士達を集めて囲碁の研究会や合宿をして多くの若手棋士を育て、
「碁でわからないことがあれば、秀行先生に聞け」と言われたように、若手棋士
達から絶大な信頼を得ていました。
また訪中等をして中国の棋士や韓国の棋士達を指導し、現在、中国や韓国の棋
士に日本の棋士が敵わなくなったのは、秀行九段の指導の成果かもしれません。
女流棋士の上野愛咲美３段（１９歳）は、トップレベルの男性棋士達に引けを
とらない程の実力があり、７大タイトルの一つを取れる日が来るかと思います。
１０歳でプロ棋士になった仲邑菫初段（１２歳）は、昨年２１勝１７敗の好成
績を残しました。
また、１０代の女性棋士は数多くいますので、これからが楽しみです。
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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）
◯

活動報告

［期間：令和 2 年 3 月～令和 3 年 2 月迄］
令和 2 年度に活動予定していた第 128 回『東金の八鶴湖でのお花見』、第 129
回『醤油の里・野田を訪ねて』、第 130 回『養老川流域田淵のチバニアン地層の
見学』については 3 月頃からの新型コロナウイルス感染拡大のため、全て中止し
ました。また 4 月初旬に、本部から各支部の集会・団体行事は中止するようにと
の通達が出されました。夏期（夏休み・お盆休み）に実施された GO・TO トラ
ベル、GO・TO イートにより新型コロナウイルスの第２波拡大が起こり、冬場（11
月頃）に第３波がはじまり令和 3 年 1 月 8 日から首都圏（１都３県：東京・神奈
川・千葉・埼玉）に緊急事態宣言が出された。したがって令和 2 年度のすべての
行事活動（令和 3 年 2 月迄）が取止めになり報告すべき事項がありません。中止
した計画行事は次年度以降に反映させる予定です。
○

今後の予定
［期間：令和 3 年 4 月～令和 4 年 2 月迄］

◇第 128

史跡・万歩会『醤油の里・野田を訪ねて』

・実施日 ：令和 3 年 6 月 10 日（木）
・集合場所：東武野田線

愛宕駅（西口）

・歩行距離：約 6ｋｍ

・出発時間：午前 10 時 30 分
・歩行距離：約 2 時間

・コース ：愛宕駅（西口）⇒①野田市郷土博物館⇒②キッコーマンもの知り
しょうゆ館⇒③上花輪歴史館⇒④キッコーマン御用蔵⇒野田市
駅（解散）
・ガイダンス
① 野田市郷土博物館：醤油生産の歴史資料、市内の文化財他博物館に隣
接した醤油醸造家の旧茂木佐平治郎邸の庭園
② キッコーマンもの知りしょうゆ館：醤油工場に隣接した博物館では
400 年の醤油の歴史と現在の製造工程を実物と映像で説明してくれる
（約 60 分）
③ 上花輪歴史館：旧上花輪村の名主氏で醤油醸造家の高梨兵左衛門家の
住宅、庭園、土蔵や生活用具などを展示してある。野田市の歴史や文
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化に触れることができる国指定名勝高梨庭園
④ キッコーマン御用蔵：キッコーマン野田工場製造 5 部の一角に白亜の
城の様な建物がある。ここで宮内庁御用達の醤油が醸造されている。
内部は見学できない。
◇第 129 回

史跡・万歩会『養老川流域田淵のチバニアン地層の見学』

・実施日 ：令和 3 年 10 月 26 日（火）
・集合場所：小湊鉄道線

月崎駅（東側）（ＪＲ内房線五井駅で乗換）

・出発時間：午前 10 時 30 分
・歩行距離：約 6ｋｍ

・歩行時間：約 2 時間

・コース ：月崎駅⇒チバニアンビジターセンター⇒チバニアン地層見学
⇒月崎駅（解散）
・ガイダンス：
① チバニアン（千葉時代）：およそ 77 万 4000 年前から 12 万 9000 年前
の更新世中期にあたる地質年代の名称です。名前の由来は、千葉県市
原市養老川流域ある地層「千葉セクション」。地層の中に、地磁気の
逆転現象の痕跡が良く残っていることなど、世界的にも重要な地層で
あることが認められ、2020 年 1 月に国際学会でＧＳＳＰ（国際境界
模式地）に正式に認定されました。
② チバニアンビジターセンター：
国指定天然記念物「養老川流域田淵の地磁気逆転地層」仮設ガイダン
ス施設の愛称
・住所：千葉県市原市田淵 1157
・アクセス：小湊鉄道線

電話：0436－96－2755

月崎駅より徒歩で 30 分（距離：約 2ｋｍ）

・開館時間：9：00～16：00

定休日：毎週木曜日

・ガイダンス施設：地磁気逆転の仕組みと地層の関係及び周辺で見られ
る化石など一帯の魅力をわかりやすく解説した展示と映像の放
映をおこなっている。現地見学にはガイドを依頼する。
・料金：施設内見学は無料。現地ガイドは有料（1～15 人）1500 円
③ 現地見学時の留意点：現地は川面付近なので足元が不安定な場所を歩
きますので、見学に際しては長靴もしくは靴底のしっかりした履物で
参加ねがいます。
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多賀工業会千葉県支部ゴルフ同好会の歩み
ゴルフ会長

回 年月日

開催コース

1

90.12.10 千葉スプリングス

2

91.07.23 千葉スプリングス

3

92.09.25 千葉スプリングス

4

93.12.02 船橋ＣＣ

5

94.12.02 船橋ＣＣ

6

95.10.25 千葉スプリングス

7

96.10.

8

97.10.16 東京国際空港ＧＣ

参加

高崎芳紘（昭 39 電）

成績・その他
山田元支部長が開催

詳細不明
8

新同好会としてスタート
優勝 山田泰雄（23 機）

9

98.04.17 ＣＰＧＣＣ

10

98.07.03

8

優勝 高萩隆司（38 電）

大千葉ＣＣ

15

優勝 塚越綾子

11 98.10.29 ナリタＧＣ

13

優勝 富田宣吉（37 化）

12 99.04.28 レインボーヒルズ

12

鹿行支部合同コンペ
(国民宿舎飯岡荘に前泊)
優勝 綿引貞男（38 電）
橘弘（38 電）ホールインワン

13 99.07.07 千葉スプリングス

10

優勝 高橋清（35 金）

14 99.10.26 千葉セントラル

16

優勝 藤岡英智郎（33 機）

15 00.04.13 千葉セントラル

9

16 00.07.06 千葉セントラル

10

優勝 高橋清（35 金）

17 00.10.18 成田フェアフィールド

14

優勝 三幣正

18 01.04.20 アバイデングＧＣ

14

優勝 綿引貞男（38 電）

優勝 加瀬勝弘（38 機）

ユートピア笠森に前泊
19 01.07.19 船橋ＣＣ

11

優勝 小白井和典（28 機）

20 01.10.30 真名ＣＣ

15

優勝 塚越綾子

21 02.04.25 成田フェアフィールド

11

優勝 大和田武義（32 電）

22 02.07.29 千葉セントラル

12

優勝 長森茂（49 子）
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回 年月日

開催コース

23 02.10.30 ワイルドダックＣＣ

参加

成績・その他

19

鹿行支部合同コンペ
優勝 加瀬勝弘（38 機）

24 03.04.21 千葉セントラル

11

優勝 加瀬勝弘（38 機）

25 03.07.29 万木城ＣＣ

14

雷雨により中断(ノーゲーム)

26 03.10.31 千葉スプリングス

14

優勝 山形俊一郎（33 短電）

27 04.04.26 成田フェアフィールド

14

優勝 藤岡英智郎（33 機）

28 04.07.09 小見川東急ＧＣ

14

優勝 薄井徳彦（33 金）

29 04.10.08 小見川東急ＧＣ

10

優勝 長谷川宏佑（26 精）

30 04.11.19 久能ＣＣ

22(11)

第１回あやめ会合同コンペ
団体戦 敗戦
準優勝 藤岡英智郎（33 機）

31 05.04.15 京ＣＣ

7

優勝

藤岡英智郎（33 機）

32 05.07.11 富士ＣＣ

10

優勝 木村久美（36 化）

33 05.10.21 富士ＣＣ

8

優勝 加瀬勝弘（38 機）

34 05.11.18 グレンモアＣＣ

28(13)

第２回あやめ会合同コンペ
団体戦 勝利 1 勝 1 敗
優勝 藤岡英智郎（33 機）

35 06.04.21 成田フェアフィールド

12

優勝 伊達明美

36 06.09.26 小見川東急ＧＣ

13

支部創立 50 周年記念コンペ
優勝 藤岡英智郎（33 機）
7.21 雨天中止の代替日
優勝カップの取りきり戦

37 06.10.20 成田東ＣＣ

29(11)

第３回あやめ会合同コンペ
団体戦 敗戦 1 勝 2 敗
優勝 藤岡英智郎（33 機）

38 07.04.16 南総ＣＣ

16

優勝 小室哲夫（36 金）

39 07.07.03 土浦ＣＣ

14

優勝 高萩隆司（38 電）

40 07.10.12 長太郎ＣＣ

28(12)

第４回あやめ会合同コンペ
団体戦 勝利 2 勝 2 敗
準優勝 藤岡英智郎（33 機）

41 08.04.14 万木城ＣＣ

11

優勝 加藤威（33 電）

42 08.07.11 真名ＣＣ

15

優勝 藤岡英智郎（33 機）

38

回 年月日

開催コース

43 08.10.16 神崎ＣＣ

参加

成績・その他

29(9)

第５回あやめ会合同コンペ
団体戦 敗戦 2 勝 3 敗
優勝 石川勇（あ）

44 09.04.15 藤代ＧＣ

12

優勝 橘弘（38 電）

45 09.07.15 万木城ＣＣ

16

優勝 三幣正（会友）

46 09.10.20 佐原ＣＣ

24(12)

第６回あやめ会合同コンペ
団体戦勝利

3勝3敗

優勝 可瀬渉（あ）
47 10.04.20 桜の里ＧＣ

16

優勝 伊達明美（会友）

48 10.07.15 東京湾ＣＣ

16

優勝 木村久美（36 化）

49 10.10.26 グレンオークスＣＣ

34

第７回あやめ会合同コンペ
優勝 高寺忠（あ）

50 11.04.18 真名ＣＣ

19

優勝 大和田武義（32 電）

51 11.09.12 大栄ＣＣ

13

優勝 加藤威（33 電）

52 11.10.26 長太郎ＣＣ

35(18)

第８回あやめ会合同コンペ
優勝 高寺忠（あ）

53 12.04.11 東京湾ＣＣ

雨天中止

54 12.07.11 大栄ＣＣ

17

優勝 加瀬勝弘(38 機)

55 12.10.25 成田フェアフィールド

26(11)

第 9 回あやめ会合同コンペ
優勝 林信義(あ)

56 13.04.12 成田フェアフィールド

15

優勝 高橋清(35 金)

57 13.07.19 ヌーヴェルゴルフ倶楽部

15

優勝 大和田武義(32 電)

58 13.10.29 習志野ＣＣ Ｑコース

43(17)

第 10 回あやめ会合同コンペ
優勝 加藤武(33 電)

59 14.04.11 真名ＣＣ Ｇコース

13

60 14.07.10 土浦カントリークラブ

優賞 加藤武(33 電)
参加者が少ないため中止

61 14.10.30 ヌーヴェルゴルフ倶楽部

9

優勝 林正幸(44 機)
あやめ会との合同でなく単独開催

62 15.04.10 成田フェアフィールド
15.06.02 新東京ＧＣ

9
23

優勝 高見忠彦（38 機）
５支部懇親ゴルフ
個人優勝 高見忠彦（38 機）、
支部優勝 埼玉支部

39

回 年月日

開催コース

63 15.06.26 習志野ＣＣ

参加

成績・その他

13

優勝 加藤威（33 電）

64 15.10.30 千葉桜の里ＧＣ

8

優勝 高崎芳紘（39 電）

65 16.04.08 成田フェアフィールド

7

優勝 高崎つね子（会友）

16.06.08 サンヒルズＣＣ

20

５支部懇親ゴルフ
個人優勝 青野潔（41 化）
支部優勝 東京支部

66 16.06.24 真名ＣＣ

8

優勝 石橋英男（38 化）

67 17.04.07 神崎ＣＣ

8

優勝 石橋英男（38 化）

17.06.02 紫ＣＣあやめコース

20

５支部懇親ゴルフ
個人優勝 上田正雄（37 電）
支部優勝 水戸勝田支部

68 17.07.14 成田フェアフィールド

7

優勝 黒川通生（41 化）

69 17.12.21 神崎ＣＣ

4

優勝 鮏川宏一（44 金）

70 18.04.10 習志野ＣＣ

9

優勝 工藤進（会友）

18.06.01 習志野ＣＣ

12

５支部懇親ゴルフ
（千葉、東京、埼玉の 3 支部参加）
個人優勝 青野潔（41 化）
支部優勝 埼玉支部

71 18.11.09 成田フェアフィールド

4

優勝 高崎芳紘（39 電）

72 19.04.12 成田フェアフィールド

4

優勝 高崎芳紘（39 電）

19.06.06 扶桑ＣＣ

16

５支部懇親ゴルフ（栃木支部欠席）
個人優勝 岡野博親
支部優勝 埼玉支部

19.12.03 坂東ＧＣ

12

３支部交流ゴルフ
優勝 西岡周二（47 機）

20.09.29 霞ヶ浦国際ＧＣ

13

第１回目 ３支部交流ゴルフ
優勝 小林一（38 機）

20.11.24 取手桜ヶ丘ＧＣ

1

第２回目 ３支部交流ゴルフ
優勝 高崎芳紘（39 電）

73 回以降は、千葉県支部ゴルフ会は参加者少なく開催なし
(注) あやめ会合同コンペの（ ）内数値は多賀工業会の参加人数を示す。
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会員便り

支部長 綿引貞男（昭３８学電）

（令和２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

昭１８専精

板倉

名
正

近

況

令和元年１２月４日永眠いたしました。今後連絡は不要
です。

昭２２専機

高山和夫

元気です。会員の少ないのにびっくり。増加を祈ります。

昭２３専金

尾花貞美

歩行が困難になり不参加です。

昭２３専機

高島謹一

２０１８年他界しましたので名簿から外してください。

昭２５専電

塚越要夫

新年会以外は自重致します。

昭２８学金

税所

裕

杖を突いて歩く歩行状態。

昭２９学原

北村

健

何とか元気に暮らしています。

昭３０学機

檜山邦良

史跡万歩会の計画が大変良かったので実施ではより多く
の参加をお勧めしたい。

昭３０学機

目黒

久

私も８８歳で一人では出掛けられません。

昭３１学金

田中

宏

遅れてすみませんでした。

昭３２学金

穂坂邦光

囲碁会副会長

昭３５学機

矢野博人

老人会でパークゴルフ等楽しんでおります。

昭３６短機

栗田

俊

散歩が日課になっております。

昭３６学化

石田

昇

昭３６学電

高橋保雄

交通事故のリハビリ中。

昭３７学電

佐藤哲雄

役員の皆様ご苦労様です。

昭３７学化

富田宣吉

幹事長
現在漢字の検定試験 1 級にチャレンジ中です。
毎日暇を見て漢字を眺めています。中々難しく苦労して
います。

昭３８学機

高見忠彦

昭３８学電

兼子八郎

４月７日引越しました。

昭３８学精

矢嶋國男

今年８３歳になります。総会と新年会だけに参加。

昭３９学電

高崎芳紘

会費の他に３万円振り込みました。活用ください。

昭４０学精

川野辺建

体調が良くないので支部活動に参加しておりません
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卒年・学科
昭４０学精

氏

名

千代和彦

近

況

副支部長兼史跡万歩会長
今年はコロナ騒ぎで万歩会の下調べもままならず、近所
の畑で野菜作りの晴耕雨読生活をしています。

昭４０学化

佐藤隆義

副支部長兼囲碁会長
私は、大学囲碁部ＯＢ会や会社囲碁部ＯＢ会など６つの
碁会に参加していますが、コロナウイルスの影響で昨年
３月から一度も碁を打っていません。早く元に戻ってほ
しいものです。

昭４１学機

萩野谷道雄

史跡万歩会副会長

昭４１学機

高橋邦彦

会計兼副支部長

昭４１学金

嶋田善秀

旧吉田家住宅歴史公園のボランテアガイドを行っており
ます。

昭４１学化

柴

勇

同窓会の意義が分かりません。

昭４３学精

三好一範

昭４７学電

金坂

昭４８学電

渡邊和夫

昭４９院化

松本

昭５２学機

岩瀬幸男

昨年５月に退職で年金生活。

昭５５院機

曽根

新型コロナウィルス禍が１日も早く終息することを祈っ

潤

７０の手習いでマンドリンを習い始めました。
今年で大学講師もリタイア。

茂

勉

てます。
昭６３学機

佐藤敏哉

≪編集後記≫ そろそろ桜の季節になってまいりました。今号は、コロナ禍での自粛要
請を受け、支部事業や同好会の活動中止が多
かったなか、思いのほか多くの方々からご寄
稿いただくことが出来ました。おかげさまで、
紙面が充実出来たように思います。ご協力い
ただきました皆様方に感謝いたします。コロ
ナ禍の早い終息を願うと共に、会員の皆様方
の益々のご健勝をお祈りいたします。
（金坂 潤）
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令和 2 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 22 専機
昭 23 専金

高山和夫
尾花貞美

昭 36 短機
昭 37 学電

栗田 俊
遠藤芳勝

昭 42 学金
昭 43 学精

小薗井 健
三好一範

昭 24 専舶

草刈

董

昭 37 学電

佐藤哲雄

昭 44 学電

香取元丈

昭 25 専電

塚越要夫

昭 37 学化

富田宣吉

昭 46 学機

笹倉隆親

昭 26 専金

岡安孝倢

昭 38 学機

加瀬勝弘

昭 48 院化

沼倉研史

昭 28 学金

税所

裕

昭 38 学機

高見忠彦

昭 49 院化

松本 茂

昭 29 学原
昭 29 学電

北村
茅根

健
正

昭 38 学機
昭 38 学電

駒場方耀
兼子八郎

昭 47 学電
昭 47 学化

金坂 潤
白川純也

昭 30 学機

檜山邦良

昭 38 学電

綿引貞男

昭 48 学電

渡邊和夫

昭 30 学機

高岡

厚

昭 38 学化

石橋英男

昭 49 学金

宮内賢一

昭 30 学機

目黒

久

昭 38 学精

市村敬司

昭 50 学機

大貫俊夫

昭 31 学金

田中

宏

昭 38 学精

矢嶋國男

昭 52 学機

岩瀬幸男

昭 32 学金

穂坂邦光

昭 39 学電

高崎芳紘

昭 55 院機

曽根 勉

昭 34 学原

芝山佑芳

昭 40 学化

佐藤隆義

昭 55 院電

丸島國義

昭 34 学電

高橋孝雄

昭 40 学精

川野辺建

昭 53 学精

八木純明

昭 35 学機

原田武保

昭 40 学精

千代和彦

昭 56 学情

平野茂木

昭 35 学機

矢野博人

昭 41 学機

高橋邦彦

昭 57 学電

伊藤博之

昭 35 学金

舟橋

叡

昭 41 学電

木村 保

昭 57 学情

岡田庸子

昭 36 学電

高橋保雄

昭 41 学金

嶋田善秀

昭 59 学情

狩野 宏

昭 36 学金

小室哲夫

昭 41 学化

柴

勇

昭 63 学機

佐藤敏哉

昭 36 学金

関谷

廣

昭 41 学精

仲田光雄

平 3 短機

井坂政美

昭 36 学化

石田

昇

昭 42 学機

新実千冬

平 5 学建設

山本敏弘

会費を納入いただき感謝いたします。
合計 66 名
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

訃報
昭３８学電
昭３８学電
昭２２教機
昭１８専精
昭２３専機
昭２３専機

橘
熊谷
額賀
板倉
高島
川田

弘
文男
利厚
正
謹一
浩宗

令和３年１月２日逝去
令和２年６月１５日逝去
令和２年３月３１日逝去
令和元年１２月４日逝去
平成３０年７月逝去
平成２８年逝去

謹んでご冥福をお祈りいたします。
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多賀工業会千葉県支部役員・役割・連絡一覧表
令和 3 年 3 月 1 日現在

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/

《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。）
表紙写真『船橋大神宮灯明台』の説明： ＜千葉県船橋市にある灯明台；千葉県指
定の有形民俗文化財

２０１６年には船橋市景観重要建造物に指定された＞

江戸時代に設置され１８６８年（慶応４年）に起きた戊辰戦争で焼失したが、地
元有志の寄付によって１８８０年（明治１３年）に再建、１８９５年（明治２８年）
に停止された。政府公認の民設灯台として機能していた。（撮影：綿引貞男）
発行日 令和 3 年 4 月 9 日
44

