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高知工業高校同窓会東海支部（愛称南風会様）の諸役員様と会員様、関西支部長様､

関東支部長と母校元校長先生（第２５代）宇都宮博様､母校前校長先生（第２６代）赤土悦崇様､
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昨年７月の当支部総会を持って８年継続した支部長を薮卓二（工M6S46年機械卒）支部長に交代しました。小生H19年に桶昭一（実E10S37年電気卒）前支部長から引き継いだのですが、偶々前任者が８年間の在任期間でしたのでそれを踏襲したものです。小生の僅か８年間に同窓会本部会長は福田耕三さん-村先憲之さん-現宮川吉男さんと三代代わり、母校の校長先生は、村上哲夫先生-宇都宮博先生-赤土悦崇先生-現佐藤文夫校長先生と四代交代されました。光陰矢の如しでございます。大変御世話になりましたこと、又現在もお世話賜ってますことに対し厚く御礼申し上げます。で、小生の時代に出来たこと、又実施できなかった事等を箇条書きにして後任に託します。 支支支支部部部部長長長長退退退退任任任任ににににああああたたたた
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一、実施できた事①支部振興費・本部からの支
給：県外３支部長連名で当時の

関西支部須谷修治支部長（実E7
S34年電気卒）を代表者として、

福田耕三本部会長に嘆願書を提
出。丁度福田会長さん退任の時期

でしたので、後任の村先本部会長
になって県外３支部に夫々年間
10万円が付与されることにな

り、現在に至ってます。（現在県
内・白山能美支部には毎年5万

円が支給されてます）②当支部総会を毎年開催とす
る；前任者時代は隔年開催でし

たので、これをH21年から毎年
開催に改めました。③支部HPの新設：HPないの

はホームレスの揶揄ありH23年
春に自費で開設。但し本部でHP

を新設されましたので、H27年
春に閉鎖しました。④北国新聞＆故郷の雑誌「加能人」

に当支部活動を掲載：現在の北国新聞社大阪支社村田
光雄支社長は、名古屋支社閉鎖に

伴い大阪に異動されました。その
伝で当支部の記事を掲載願って
ます。又「加能人」は小生が石川

県観光特使の折に高島誠社長に
お会いでき、それ以来記事掲載下
さってます。お陰様で県内の多く

の方々に当支部の活動を知って
頂くことができました。本件は薮

支部長に交代しても継続できて
ます。⑤支部だよりの発刊：関東＆

関西支部は新聞形式の立派なも
のを毎年発刊されてますが、当支

部は小生の手書きの支部だより
を年２回会員＆ご関係先に郵送
して来ました。薮支部長なって紙

面も一新され、見栄えが良くなり
会員の皆様が喜んで下さってい
ると思います。

高知工業高校東海支部総会７月１２日開催《会場》MODERN和食KABTO名駅店名古屋市中村区名駅3-18-20℡(0120-324-489)《時間》17:00開始
村田監事 (前支部長)
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のような「同窓会だより」の発行

を継続して依頼中で、本部も前
向きにご検討下さってますので、

その内に日の目を見るものと期
待してます。⑥姉妹校高知工業高校の同窓会

東海支部（愛称南風会様）との交
流開始：お互いの支部総会に

役員＆会員が出席することとな
り、今年は若手同士の交流とし

て、初めて南風会様の新卒者が
当支部総会にご参加下さいまし
た。⑦ゴルフ部会開催：南風会様と

年１回の交流では疎遠になると
の懸念から、高知と小松のKを
もじり、「K＆K会」を立ち上げ

ました。年２回の開催で今年で
16回目（８年経過です）村先会

長時代に本部役員様が年１回は
御参加下さることになり嬉しい

次第です。本会は、升崎幸一副支部長（工
E2S42年電気卒）が永久

幹事として管理下さっていて感
謝です。⑧毎年１月に母校を訪ね新卒者

に面談；昨今は個人情報管理が
煩く母校から頂戴するデーター

のみでは、当地への卒業生の
フォローが不可能です。偶々

南風会松村司郎会長（S36年
電気卒）から毎春・新卒者に会

いに高知に行くと聞かされ、早
速H22年から母校詣でを開始
しました。お蔭で今春卒業生に

至るまで,総勢37名全員の当
地の住所を把握出来ました。昨

年から薮支部長が２年連続して
母校に同行下さってますので、

来年はもう小生抜きでお願いす
る所存です。関西支部にも毎

年新卒者が行きます。須谷修治
前支部長（現監事）と 宮下章宏現支部長（実Ｍ8S35年機械卒）がここ２年

間母校を訪問され、新卒者に面
談されてますが,卒業後は大

阪ではなく各地に配属されると
の事で関西支部総会には折角

フォローしても出席がないよう
に仄聞してます。（この稿蛇足です）又関東支部にはここ数十年に

わたり新卒者が行ってません。
偶に東京の大学への進学者がい

るようですが、足取りが掴めな
いようです。（この稿も蛇足です）⑨本部常任理事会への出席：

県外３支部長は本部役員名簿に
名前がありますが、本部で意見

を述べる機会がありませんでし
た。因って村先会長時代に県外

３支部長持ち回りで、誰か一人
代表者が本部常任理事会に出席

できるよう規約の改定をお願い
しました。幸い本部総会でご承

認を得て今年既に４年目。薮支
部長運よく２回出席済みで嬉し

い事です。⑩当支部総会に毎年歴代の母校
校長先生、姉妹校の高知工業高

校校長先生＆本部会長を招聘：
当支部総会に母校元校長先生方

を招聘出来ました。過去ご出席
下さったのは清丸亮一先生、村

上哲夫先生、宇都宮博先生＆赤
土悦崇前校長先生です。又高知工業高校からは平田健一

前校長先生と包國勝同窓会本部
会長がご出席下さいました。 母校勝田敏夫先生、作田悟先生、

下出純央先生、東喜義先生、二木
平八郎先生、押野慶祥先生の元

先生方も顔を出して下さいまし
た。（現母校在任の先生方は除外

しました）当支部のような小さな支部総会
にこのようなお歴々の方々がご

参加下さいますことは誠に名誉
なことにございます。薮支部長時代に継続して、VIPの方々を当支部総会に招

聘下さいますことを希望します。
二．実施できなかった事①当支部会員の確保本部名簿では200名程在籍で

すが本当に連絡取れるのは120名程度です。連絡不能の
会員を何とか探し出せないかと

模索しましたが、成果は出せま
せんでした。②30代から60代会員の当支

部総会へ毎年出席下さる方は限
られてます。既存会員の出席率

をアップしたいと模索してまし
たが果たせませんでした。③若手会員の交流の場オールド

会員にはゴルフ部会を新設して、
そこに参加下さるように手段を

講じてありますが、ヤング会員
の交流の場がありません。昨年ボーリング大会を南風会様

金田耕喜役員（S48年電気卒）
と企画しましたが、参加者少な

く開催できませんでした。山登
りやウオーキング等、何らかの

手段で若手会員が参加できる場
があればと希望してます。 三、最後に母校はもう直ぐ創立80周年を

迎えます。この先加賀地区の中
核として将来も永続していくも

のと確信してます。当支部も母校に習い薮支部長を
筆頭に、大橋守興総務幹事（工

A2S45年建築卒）＆高田栄
司会計幹事（工A３S46年

建築卒）の三役、役員の皆様と支
部会員各位のご支援をお願い申

し上げ、この先末永く存続,発
展出来ます事を祈願します。小生が上記のように色々活動で

きましたことは,当時の三役で
総務幹事でした薮卓二（現支部

長）と、特に脇を固めて下さった
会計の武田克郎幹事（実E13

S40年電気卒）のお陰です。こ
こに深甚より厚く御礼申し上げ

ます。以上



小松工業高校と高知工業高校、共
に学校創設者が明治～大正期の大

実業家竹内明太郎氏で有った事
を縁とし、2004年/11月姉妹

高として提携されました。此れを期に、中京地区に居住する
両校出身ＯＢで組織する同窓会

交流が始まり、更なる親睦を図る
目的で両校のゴルフ愛好家によ
る年2回春期と秋期ゴルフ交流

会「名称：Ｋ＆Ｋ会」を実施してお
ります。既に、今年春には15回目を実施、

次回16回目を11月18日(金)
予定致しております。小松工・同窓会本部からも多数

ご参加頂き、毎回スコアより親睦
を目的に和気あいあいとした雰

囲気の中でプレイを楽しんでお
ります。皆様の中でゴルフ経験者の方、是

非一度お声掛け頂き気兼ねなく
ご参加頂きます様お待ち申し上

げます。 KKKK&&&&KKKK会会会会発発発発足足足足とととと活活活活動動動動状状状状況況況況
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６月⒑日晴天に恵まれ高知工業工業高校と小松工業高校ゴﾙﾌ愛好者が岐阜県可児市の富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場黄瀬戸コースに集結和気藹々楽しいひとときを過ごしました｡小松工業同窓会村田前支部長は今回からK&K会参加できませんが最初の写真撮影にかけつけていただきました｡
升崎 副支部長

新新新新卒卒卒卒歓歓歓歓迎迎迎迎会会会会5月21日(土)お蔭様で新卒者7名中3名の参加で名古屋大酒場かぶらや総本家開催致しました。又昨年卒の先輩も参加頂きました｡皆様には今後とも勉学業務地域貢献とご多忙な毎日になると思いますがどうぞ健康管理に留意され益々ご活躍されますよう祈念致します｡


