
平成 29 年度 

小松工業高等学校同窓会中京支部総会・懇親会 
2017.07.09 中京支部長 薮  卓二 

 

宮川 同窓会 会長様/役員様。母校から 林 校長先生 西田 教頭先生 (初

参加) と 佐藤先生。高知工業高校同窓会東海支部（愛称南風会様）の役員

様と会員様、母校同窓会 黒田 関西 支部長様/前支部長様と会員様､ 母校

同窓会 石川 関東 支部長 様等々の御来賓をお迎えし 総員 27 名で平成 29

年度当支部総会を開催できました事大変嬉しく厚く御礼申し上げます。  

尚 当日は 当地区 この夏 一番の 猛暑日でした｡ 皆様には 猛暑のところ 

ご参加いただき本当にありがとうございました｡ 

本年は 例年 名古屋市 栄 の会場から 変更して 名駅から徒歩数分の イタ

リア食堂 コンセント 名古屋駅店で開催致しました｡ 初めての場所で 会場ま

で 迷った方も見えましたが 来年以降も この会場で開催したいと思っておりま

すので どうぞ宜しくお願い申し上げます｡ 

 

 



以下 当日の ｽﾅｯﾌﾟ写真です｡ 

 
 

 

「総会」1２時～1２時 4５分                  ご来賓ご挨拶 母校同窓会 宮川 会長 様 

第一部 司会： 中島 副支部長 

 

 

 



 

 

ご来賓ご挨拶 母校 林 校長 様               母校紹介 佐藤 教諭 様 

 

 

懇親会司会 村田 監事 様                    乾杯 桶 顧問 様 

 

 

ご来賓ご挨拶 母校 西田 教頭 様       ご来賓ご挨拶 母校同窓会 山崎 副会長 様 

 

 

 

 

 



 

 

ご来賓ご挨拶 南風会 金田 事務局長 様      ご来賓ご挨拶 関東 石川 支部長 様 

 

 

ご来賓ご挨拶 関西 黒田 支部長 様               関西支部 村田 様 

 

 

当支部 松島 様 (初参加)                     若鯱 ﾃｰﾌﾞﾙ  



 

当支部 恒例の お楽しみ抽選会 大橋 総務幹事/ 高田 会計幹事 

  

母校と 高知工業高校の 校歌斉唱 

 

 

                                  中締め 升崎 副支部長 



１、ご来賓者名 2017年7月9日
NO. 氏名 卒業年 備考 徽章 二次会

1 同窓会本部 会長 宮川     吉男 Ｓ４２年工　機械 赤色 ○

2 同本部 副会長 山崎    秀雄 Ｓ４４年工  建築  赤色 ○

3 同本部 三役 会計役員 林　     國夫 Ｓ４２年工　機械 赤色 ○

4 同本部 参与 沢田        貞 Ｓ４６年工  建築 赤色 ○

5 母校  校長先生 林    純一郎 赤色 X

6 母校  教頭先生 西田   浩康 初参加 赤色 X

7 母校  教諭 佐藤     宏樹 Ｈ１９年（工Ｍ４２） 赤色 X

8 南風会  事務局長 金田     耕喜 Ｓ４８年 電気 白色 X

9 母校同窓会  関東支部長 石川     隆治 Ｓ３９年実　機械 黄色 ○

10 母校同窓会  関西支部長 黒田     幸夫 Ｓ４０年実 電気 初参加 黄色 ○

11 母校同窓会  関西支部会計幹事 宮下     章宏 Ｓ３５年実 機械 黄色 ○

12 母校同窓会  関西支部 村田     辰三 Ｓ３４年実 紡織 黄色 ○

小計 12名 8

２、南風会様ご出席者名

13 南風会 会員 竹島      　朗 S３０年 機械 X

小計   1名 0

３、当支部会員(20歳代はヤング会員）

14 ヤング会員 山本 真優（まゆ） H２７年　建築　 X

15 ヤング会員 五十嵐    卓実 Ｈ２７年  機械 X

16 当支部会員 松島      浩之 Ｓ５８年  工業化学 初参加 青色 X

小計  3名 0

４、当支部役員

17 顧問 桶　      昭一 Ｓ３７年実 電気 x

18 副支部長 中島      正俊 Ｓ３９年実 機械 ○

19 監事 村田      輝好 Ｓ３９年実 電気 ○

20 副支部長 武田      克郎 Ｓ４０年実 電気 ○

21 副支部長 升崎      幸一 Ｓ４２年工 電気 x

22 総務幹事 大橋      守興 Ｓ４５年工建築 三役 ○

23 支部長 薮      　卓二 Ｓ４６年工 機械 三役 ○

24 会計幹事 高田      栄司 Ｓ４６年工 建築 三役 ○

25 幹事 北田      英人 Ｓ５３年工 機械 ○

26 幹事 山次      義和 Ｓ５７年工 電気 ○

27 幹事 蔵　       弘勝 Ｓ６２年工　電気 ○

小計  １1名 9

合計　27名 17

平成２９年度小松工業高等学校同窓会中京支部総会参加者名簿（敬称略）

 

 


