
令和 1 年度小松工業高等学校同窓会中京支部総会  
令和 1 年 (2019 年) 6 月 30 日 (日) 12:00～15:00  

名古屋駅 ELLE HALL Dining 

 

全国ﾚﾍﾞﾙで大雨注意報の悪天候の中 28 名の参加で 中京支部総会を滞りなく開催できました。皆様には 

大変 足もとの悪いところ ご出席いただき 誠にありがとうございました｡ 感謝申し上げます｡ 

 
NO. 役職名 氏  名 卒業年 専攻科 NO. 役職名 氏  名 卒業年 専攻科

1 母校 校長先生 諸角   敏彦  16 中京支部 監事 村田   輝好 S39 実 E12-2

2 母校 教諭 佐藤   宏樹  H19 工 M42 17 中京支部 副支部長 武田   克郎 S40 実 E13-1

3 同窓会本部 会長 宮川   吉男 S42 工 M2-3 18 中京支部 副支部長 升崎   幸一 S42 工 E2-3

4 同窓会本部 会計 林       國夫 S42 工 M2-3 19 中京支部 総務幹事 大橋   守與 S45 工 A2

5 創立80周年 実行委員長 村先   憲之 S41 工 E1-2 20 中京支部 支部長 薮      卓二 S46 工 M6-1

6 創立80周年 募金委員長 山崎   秀雄 S44 工 A-1 21 中京支部 会計幹事 高田　 栄司 S46 工 A3

7 創立80周年 事務局長 沢田    貞 S46 工 A3 22 中京支部 幹事 北田　 英人 S53 工 M13-1

8 関東支部長 中屋    豊司 S44 工 A-1 23 中京支部 幹事 山次   義和 S57 工 E17-1

9 関西支部長 黒田   幸夫 S40 実 E13-2 24 中京支部 幹事 蔵　    弘勝 S62 工 E22-2

10 高知工業 南風会 会長 松本　 幸平 S53 機械 25 中京支部 会員 北出   信雄 S42 工 M2-2

11 高知工業 南風会 理事 松村   司郎 S36 電気 26 中京支部 会員 松田   拓也 H22 工 E45

12 高知工業 南風会 理事 金田   耕喜 S48 電気 27 中京支部 会員 石川県在住 五十嵐 卓実 H27 機械科

13 高知工業 南風会 会員 竹島　  朗 S30 機械 28 中京支部 会員 藤崎   優輝 H30 機械科

14 中京支部 顧問 桶       昭一 S37 実 E10-2

15 中京支部 副支部長 中島   正俊 S39 実 M12-1  
 

 
 

https://r.gnavi.co.jp/69evbupw0000/


   総    会  

 

 
総会 集合写真 

 

 

               
総会司会 升崎 幸一 副支部長                         支部長挨拶 薮 卓二 

本部 同窓会  母校 校長先生  高知工業 東海支部 ( 南風会 ) の 関係者 及び 中京支部の 皆様の 

ご支援をいただき 中京支部総会開催でき 御礼申し上げます｡  

 

祝 母校創立 80周年記念 



 

ご来祝賓挨拶  宮川 吉男 様 同窓会本部 会長 

    

ご来賓挨拶 諸角  敏彦 様  母校 校長 ( 今春 小松市立高校より 母校校長に就任されました ) 

    

母校紹介 佐藤 宏樹 様  母校 教諭        当支部 会計報告  高田  栄司 会計幹事 

母校の生徒の 各 部活動の活躍状況 及び 母校 ものづくりコンテスト 石川県 5部門優勝という 嬉しい

情報の紹介が佐藤 教諭からありました。益々の 母校の生徒の活躍 同窓会一同 楽しみにしております。 



 懇 親 会  

 

   

懇親会 司会 大橋 守興 総務幹事              乾杯の音頭 村田 輝好 中京支部 監事 

 

ご来賓者スピーチ   

 

村先  憲之 様 ８０周年記念事業 実行委員長 

 

母校創立 80周年記念事業 (令和 1年 10月 19日記念式典開催予定)について  村先 実行委員長 より  

中京支部各位ヘ の ご協力のお願いについてご紹介がありました。 

 



 

松本  幸平 様 高知工業高校 南風会  会長 ( 昨年から南風会の会長に就任されました ) 

   

中屋   豊司 様   母校同窓会関東支部長      黒田   幸夫 様   母校同窓会関西支部長 

黒田 関西支部長 中屋 関東支部長も 遠方からご出席頂き 支部活動のご紹介いただきました。゛ 

 

司会者のご指名 様 

 

山崎  秀雄 様 ８０周年記念事業 募金委員長 

80周年記念行事 募金活動で 個別訪問  電話対応 等々 本当に ご苦労さまです｡ 関係各位の熱心な

対応に感謝申し上げます｡ 母校 創立 ８０周年記念事業の大成功を祈念いたします｡ 



    

松村  司郎 様 南風会  理事 (前 会長 )              村田 輝好 中京支部 監事 

当支部 村田 監事より 今回のご出席者の方々の 情報を 紹介させていただきました｡ 又 80周年記念行

事の募金協力依頼をさせていただきました｡ 

 

当支部 村田 監事のお骨折りにより 小松工業 高知工業 出席者より 母校 80周年記念事業 募金活動

に ご賛同いただき 会場で 実行委員長にお渡しできました。 

    

校歌斉唱 小松工業校歌                      校歌斉唱 高知工業校歌 



    

中締め 北田  英人 幹事                            総会会場風景 

来年の再会を呼びかけ 北田 幹事の 3本締めで閉会しました。石川県の銘酒  高知県の銘酒 もあり  

郷なまり 飛び交う 楽しいひと時を過ごすことができました。 

    

    

                                                            2次会会場にて 

総会 懇親会 終了後 会場近くの 焼き鳥店で 恒例の 2次会 13名の参加で 楽しい時間を過ごしました｡ 

皆様には 重ねて ご多忙中 総会に ご都合つけて ご参加いただき 感謝申し上げます｡  来年も どうぞ宜

しくお願い申し上げます｡  

記 :小松工業高等学校 同窓会 中京支部 支部長 薮 卓二  2019.07.03

 


