
 

 

 

 

２００９年 11 月３０日発行 

新支部長挨拶  大仲 祥司（土木４７） 

日頃から，会員の皆様には土木海洋会の活動にご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

本年度より土木海洋会関東支部支部長を勤めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

民主党が政権交代し、税金の無駄遣いを掲げ、無駄な公共事業の象徴として八ツ場ダムの中止を宣

言、公共事業の激変が始まりました。景気対策として導入された補正予算の執行も一部停止するなど、

今まで景気高揚策とされていた我々に関係の深い公共事業も見直されて減少の一途を辿っており、建

設業界においては食うか食われるかの熾烈な受注合戦と建設業淘汰の多難の時代を迎えています。 

このような建設業界の現状下では、環境建設工学科の卒業生の大半が、建設に関係ない職場に就職しなければならな

い状況にあることは仕方の無いことかもしれません。 

最近は土木海洋会の会員の皆様の勤務先も多岐にわたってきております。その会員の皆様と世代を越えて、もっともっ

と有意義な情報交換の場として活用していただける会へと変革していかねばないと考えております。 

近年、特に若手幹事（女性中心）の積極的な活動に支えられ、レクレーション、年２回のゴルフ大会、広報誌などに意欲

的に活性化が図られてきております。積極的に支部の活動に参加していただき、親睦を図りながら土木海洋会を有効にご

活用していただきますことを期待しておりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

平成 21 年度支部総会の報告 H2１.０７.１８（土） キャンパスイノベーションセンター（JR 田町駅前） 

平成２１年度関東支部総会が７月１８日（土）、ＪＲ田町駅前のキャンパスイノベーションセンター

（ＣＩＣ）において、約 30 名のＯＢ／ＯＧ参加のもと開催されました。 

大学からは、学科長の氏家勲先生（コンクリート工学）に出席頂き、最近の学科の様子について

講演下さいました。講演内容についてはメールで一斉配信させて頂いた通りです。 

 総会では昨年度の活動報告・決算報告のあと、本年度の活動計画と予算が承認されました。ま

た、一部役員の任期満了に伴う改選が行われ、新支部長に大仲祥司様（土木４７卒）、新副支部

長に岩﨑公平様（海洋５４）が選任されました。 

さらに、今年は関東支部創設１５年目になることから、支部の記念誌を発行することが決まりま

した。幹事一同何とか次回総会までには完成させたいと考えていますので、皆さんのご支援ご協

力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年度本部総会の報告 H2１.０8.29（土） 松山市 

8 月 29 日（土）、松山の愛媛大学職員会館（朋友会館）において本年度の土

木海洋会本部総会が開催され、関東支部からは新支部長の大仲と幹事長の

薦田の２名が役員として参加しました。 

昨年度の活動報告と会計報告に

続き、今年度の活動計画と予算承認

の後、各支部から活発な活動報告

や課題協議が行われました。 

また、役員改選も行われ、新会長に鈴木幸一先生、新幹事長に木下尚樹先生

が選任され、本広報誌にもメッセージを頂いております。 

総会後の懇親会では各支部幹部と交流を図り、各支部の情報を支部同士で

交換することを提案しました。 

編集 薦田 光郎（幹事長/土木 52）

    石原 正人（企画  /土木 54）

    香川 涼子（企画  /環建 14）

（ 第 7 号 ２００９年秋版 ） 
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秋のバーベキュー大会の報告 H2１.10.１７（土） 国営武蔵丘陵森林公園 

恒例となりました秋レクは、昨年と同じ埼玉県の国営武蔵丘陵森林公園で行い

ました。幸い天気にも恵まれ、総勢１９人と愛犬２匹のアットホームな雰囲気の中で

バーベキューを楽しみました。紅葉には少し早いタイミングでしたが、バーベキュー

の後は広い園内を探索し、自然の中で健康的な秋の一日を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第19 回クラブOH！海土懇親ゴルフ大会の報告 H21.11.7(土) 新武蔵丘ゴルフコース（埼玉県） 

１１月７日(土)、第１９回クラブ OH！海土懇親ゴルフ大会を埼玉県飯能の新

武蔵丘ゴルフコースにて開催しました。  

１１月とは思えないような暖かな日差しが降り注ぐ秋空のもと、９名での競技

となり、優勝は 50 歳代とは思えないパワーゴルフで海洋 56 年卒の加藤さん

（会計幹事）が初優勝されました。 

次回は来年４月に開催を予定しておりますので、多数の皆さんのご参加を

お待ちしております。 

[連絡・問合せ先]  三井造船㈱ 黒坂（海洋 57） 

電話: 03-5202-3909, E-mail: kurosaka@mes.co.jp） 

新役員の挨拶 

○副支部長 岩﨑 公平（海洋 54）  

人間は一人では生きて行けない！ ～ 仲間とともに歩む ～ 

この度、副会長を拝命致しました岩﨑です。溝端前副会長の後を引き継ぎました。以前、溝端さん

は幹事長の時も、後任を私に押しつけました。溝端先輩の命令とあらば恐れ多くて背けない、とても

罪深い人です。二度も。 

 現在、わが国は不況のまっただ中にあり、リストラ・無仕事・サービス残業・賃金低下で、生活は苦

しく、仕事に対するやる気が萎えています。人間の「能力」というもの、アインシュタインやホーキンス

と我々一般人との差は、高々２０％位でしょう。（もっとかも？）  

ところが、人間の「やる気」は、やる気のあるなしで、１００倍も１０００倍も違ってきます。わが国は世界でも超長寿国

になりましたが、なけなしの年金暮らしで長生きしても、ちっとも幸せではありません。学生は一生懸命勉強しても就職

口がなく、将来に不安を抱いています。若者から老人まで、やる気をなくしています。国力の低下は、数字上のＧＴＰ、

いやＧＤＰの低下に現れています。が、日本人の「やる気」が低下しているので、数字以上に今後の国力低下への影響

がとても心配です。人間で言うと「心肺！機能低下」です。 

  学生時代の同窓・先輩・後輩との付き合いは、とてもいいのものです。遠慮することなく、心の底をさらけ出して話が

できます。バカも言えます。同じ会社の人だと、こうはいきません。どこかで一線を引いてしまいます。 

    ☆「仕事に悩んだら、土木海洋会へ行こう！」 

 ☆「酒を飲んでバカ騒ぎがしたかったら、土木海洋会に出よう！」 

                   ただし、☆「恋をしたかったら土木海洋会へ行こう！」   とは、なかなか言えませんが。 

でも最近、女性の卒業生も増えてきて、近い将来こうも言えるかも。 

 人間は一人では生きていけません。仲間を支え、支えられて生きていけるのです。松山を舞台にした「坂の上の雲」で

も、秋山真之と同級生の正岡子規も、お互い支え合いながら生きたではありませんか。  仲間とともに歩もうけんね！ 
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○会計担当幹事 加藤（海洋 56） 

今年度の会計を担当させていただくことになりました海洋 56 年卒の加藤です。 

３年前に東京転勤となり、初めて愛媛大学土木海洋会・関東支部主催の秋のレクレーションに参加し

たのがきっかけで、会のアットホームな雰囲気についついイベント参加が続き、この度ご縁があって会計

を担当させていただくことになりました。 

私の好きな言葉に「一期一会」があります。今までにも色々な方とお会いさせていただきましたが、東

京に来てからは更に色々なジャンルの方とお会いでき、東京ライフを楽しませていただいております。 

これからも出会いを大切に、関東支部を盛り上げていけたらと思いますので宜しくお願いいたします。 

本部新役員の皆様からメッセージを頂きました  

○土木海洋会会長 鈴木 幸一 先生 

関東支部の皆様には、益々ご清祥のことと拝察いたします。 

この度、愛媛大学土木海洋会の会長を仰せつかりました鈴木でございます。 

関東支部の活動が関係各位のご努力で活発であることに大変心強く、また敬意を抱いているところでございます。本部

としても総会で話題となりました「会員にとって魅力やメリットのある土木海洋会」にするために、支部活動や同期会への支

援を強化する方策を検討しているところです。皆様のご協力を戴き、任期中に懸案の財政難を克服し、会のさらなる活性

化を進めることができればと念願しております。 

話は変わりますが、私は 60 歳になって運動不足解消のため本格的にゴルフを始めました。自分には合わないと 20 年以

上まえにやめていたゴルフですが、練習でいろいろ工夫する内に少しづつおもしろくなってきました。技術的向上の楽しみ

だけでなく、ゴルフ仲間という人間関係の輪が飛躍的に大きくなったことがゴルフを始めた最大の収穫です。 

私は、仕事や趣味あるいは家族親戚など人間関係のいろいろな輪の大きさが人生の充実度に大いに関係があると考え

ています。土木海洋会の活動を通した同窓生としての人間関係も一つの大きな輪であります。この輪をできるだけ多くの

人に共有していただき、同窓生の皆様の充実した長生を切に願っております。 

○本部幹事長 木下 尚樹 先生（土木 63） 

この度前任の畑田先生の後を引き継ぎ、幹事長を仰せつかりました土木工学科 63 年卒業の木下です。 

今後は新会長の鈴木先生の元、微力ながら土木海洋会の活性化に努めてまいりたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 さて、いつも話題に出ることではありますが、同窓会組織の活性化の件です。行事への参加者が少な

い、特に若い世代の参加が少ない。したがって、会費などが集まらず、財政難である、ということをよく聞

きます。土木海洋会でも同様の現象がみられていますが、関東支部におかれましては支部総会や各種

行事など活発に活動されており、特に若い世代の方の活動が活発であるとのことで、頭の下がる思いでございます。 

本年の本部総会でも会の活性化についてご意見を賜りました。本部でも方策を検討し、実行可能なものから随時実施し

ていく所存です。支部活動への援助や教員派遣についてはこれまでも実施してきておりますが、さらに同期会や各種会合

等の開催促進・支援を図りたいと思います。会合等の開催をお考えの会員の皆様はぜひご連絡戴きたいと思います。また、

ホームページには会合等の開催のお知らせや活動報告、会員の皆様へのお知らせを掲載し、情報発信したいと考えてお

ります。どうかよろしくお願いいたします。 

新年会のお知らせ 

恒例の関東支部新年会を、年明け 1 月 23 日（土）に予定しています。会員の皆様におかれましてはスケジュールの

確保をお願い致します。詳細は別途ご案内申し上げますが、当日は三越に勤務の岡田圭子さんに「紳士のお洒落」と題

して講演・実演・熱演をお願いしていますので、是非ご参加下さい。 

 岡田さんは、平成１６年に愛媛大学環境建設工学科から国立京都工芸繊維大学繊維学部デザイン経営工学科へ編入さ

れ、卒業時には成績優秀賞を受賞し、平成 18 年に三越に入社されました。現在は、百貨店事業本部紳士ビジネス部に所

属し、日本橋本店でネクタイ、紳士帽子を中心に紳士服を扱っておられます。  

 普段オシャレに関心を持つ機会が少ない我々土木系ＯＢにとっては非常に心強い限りです。特にデパートではなかなか

質問さえ出来ないオジサン達は、新年会に出席し岡田さんから情報を入手しましょう！ 

編集後記 

岩﨑副支部長から松山市内の近況報告を投稿して頂きました。号外として添付しましたのでお楽しみ下さい。 

皆様の投稿をお待ちしております。 
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