ほおづえ会会長に就任して

ほおづえ会からのお知らせ

ほおづえ会会長 本田昌義（３期）
先般の総会において宮川前会長の後を受け、新しく会

■ 住所変更の届出のお願い
住所・勤務先等の変更があった会員は、ご面倒でも下

しくお願いいたします｡

記の名簿担当幹事または事務局まで連絡下さい。

平成６年９月にほおづえ会が設立されて以来、役員と
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長を務めることになりました本田です、会員の皆様よろ
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して会の運営に携わってまいりましたが、ここ 1･2 年会
の活動が滞っていたことの責任を痛感しており、皆様に

■ 会費納入のお願い

お詫び申し上げます｡

ほおづえ会は、会員のみなさまの会費によって運営さ

さて、今後のほおづえ会ですが、会員相互の親睦を中
心に会の活動を行っていきたいと思います。今年度の事

れています。平成 15 年度会費の納入にご協力お願い
いたします。

業計画にも記載しておりますが、まず手始めに 10 月に
バーベキューを行い、年が明けてから学生の方々とワー

■ 原稿募集

クショップを計画しております。肩の力を抜いて会員の

会員のみなさまより原稿を募集しております。近況報

皆様がワイワイと楽しい時を過ごせる行事になればと

告・ニュース・ご意見等テーマは問いません。ほおづ

考えておりますので、多数の会員の皆様のご参加をお待

え会ホームページの掲示板に書き込みをお願いしま

ちしております｡

す。

また、ほおづえ会のホームページの方も徐々に形にな
ってきております、是非ご覧いただき掲示板への書き込

■ 会員近況

みをしていただければ幸いです｡

5 期の長村峰行さんは今年 2 月に行われた加賀市湖北

昨年度は、遅い時機に会報を発行し会費の納入をお願

小学校の設計プロポーザル(審査委、安藤忠雄氏,内藤

いしたにもかかわらず、有難いことに 124 名の皆様に会

廣氏,富田玲子氏ほか)において最優秀者に選ばれま

平成 15 年 9 月 30 日発行

費を納入していただきました。会員の皆様にはご負担か

した。

■

企画編集／ほおづえ会

■

発行／ほおづえ会事務局

とは存じますが、また今年度の会費の納入をお願いいた
しく、振込用紙を同封いたしますのでご協力お願いいた

12 期の由田徹さんがデザインされた屋外サイン(吉野

ほおづえ会事務局

します｡

谷村工芸の里)が今年 9 月に、いしかわ広告景観賞の

(石川工業高等専門学校建築学科同窓会)

知事賞・公共部門を受賞されました。

〒920-0022

来年には石川高専建築学科創立 35 周年、ほおづえ会
設立 10 周年を迎えます。１期卒業の皆様はとうとう 50

石川県金沢市北安江町 1-6-27

歳になられます。会長としてたいしたことは出来ないか

おめでとうございます。会員のみなさまのさらなるご

ESSE テクノカレッジ金沢内

もしれませんが、今後もほおづえ会を会員相互の情報交

活躍を期待いたします。

TEL／076-234-3311

換あるいは親睦の場として継続していきたいと思いま
すので、皆様のご協力を宜しくお願いいたします｡

FAX／076-234-3432

ほおづえ会恒例バーベキューのお知らせ

バーベキュー参加費（かなりお得です。）

金沢駅到着時刻（参考：普通列車）

会員：2,000 円 準会員：1,000 円

・

福井駅発 11：33→金沢駅着 12：50

家族同伴(大人２人、子供２人まで)：3,000 円

・

富山駅発 11：39→金沢駅着 12：38

事である？楽しい楽しい、バーベキューの季節がやって

（当日、係りの者にお支払いください。）

・

七尾駅発 11：30→金沢駅着 12：56

まいりました。

な・なんと、食べ放題、飲み放題です！

（先着順です！すぐに申込みを！）

皆様、お待たせいたしました！ほおづえ会のメイン行

このバーベキューは、会員・準会員・特別会員との交
流・情報交換、家族サービスを目的としております。

金沢駅発車時刻（参考：普通列車）

申込み方法
次ページの申込み欄に必要事項を記入の上、10 月 10 日（金）

・

金沢駅発 16：56→福井駅着 18：16

・

金沢駅発 16：37→富山駅着 17：32

・

金沢駅発 16：45→七尾駅着 18：12

今年は、雨の心配が無い「キリンビアパーク北陸」に

までに FAX にてお願いします。また、必要事項を記入した E

て開催いたします。キリンビール北陸工場を見学し、出

メールでも受け付けます。なお、ほおづえ会のホームページに

※詳細は時刻表でお確かめになるか、

来たてビールを飲んだほろ酔い状態で、レストラン麒麟

も掲載されていますので、一度、ご覧ください。

「駅から時刻表」http://www.ekikara.jp/

厨房 HOKURIKU に直行してバーベキューです！

http://hoozue.hp.infoseek.co.jp/

等で、確認してください。

今回は専用送迎バスが、無料にて金沢駅に待機してお

キリンビール(株)北陸工場

りますので、思う存分楽しんでください。

―――ＢＢＱ申込書（10 月 10 日(金)締め切り）―――

開催日：平成１５年１０月１９日（日）

〒924-8501

10 月 19 日(日)ほおづえ会バーベキューに参加します。

＝スケジュール＝

石 川 県 松 任 市 竹 松 町 2480

会員・準会員・特別会員（該当するものに○）

・金沢駅出発バス出発時間

TEL(代表) 076-274-8880

氏名

↓

午後 1：30（集合 1：15）

住所

・キリンビアパーク北陸到着
↓

午後 2：00

FAX 番号

E メールアドレス
携帯電話

午後 2：30 まで

勤務先

・麒麟ビアパーク HOKURIKU バーベキュー
↓

〒

電話番号

・ビール工場見学（自由行動）
↓

第

連絡事項

午後 3：55 まで

・キリンビアパーク北陸出発
↓

午後 4：05

・金沢駅バス到着時間
↓
解

散

午後 4：30

http://www.kirin.co.jp/about/brewery/factory/hoku/

※なお、直接キリンビアパークに来られる方は、午後 2：

送付先 FAX 番号：076-234-3432

00 までに来て下さい。また、飲酒運転は厳禁ですので宜

e-mail：pon@esse.ac.jp

しくお願いします。

期生

平成 15 年度ほおづえ会総会報告
平成 15 年 8 月 9 日、午後 6 時 30 分より金沢全日空ホテルに
て「ほおづえ会平成 15 年度総会」が行われました。会員 19
名、および特別会員 2 名の出席により、以下の議案について
承認されました。
第１号議案：平成 14 年度事業報告
会報 11 号の発行(平成 15 年 2 月)
ホームページの立ち上げ
URL http://hoozue.hp.infoseek.co.jp/
第２号議案：平成 14 年度収支決算報告
〈収入の部〉
会費(3,000 円×124 名) 372,000 円
前年度繰越金
141,455 円
合計
513,455 円
〈支出の部〉
役員会費
事業費(学校への援助等)
通信費(会報,・会案内)
慶弔費
事務費
次年度繰越金
合計

2,450 円
10,000 円
125,340 円
10,500 円
14,078 円
351,087 円
513,455 円

第３号議案：平成 15・16 年度役員案
会
長 本田 昌義(3)
副 会 長 宮川 浩志(2) 会計担当
三谷 創 (7) ＨＰ担当
山田 雄一(13) 企画担当
常任幹事 越野 明 (9) 企画担当
石田 和彦(10) 会報担当
家山 真 (14) 会報担当
山岸 学 (16) ＨＰ担当
内田 伸 (20) 名簿担当
村田 一也(20) 郵送担当
会計監査 山内 隆 (4)

第４号議案：平成 15 年度収支予算案
(平成 15 年 8 月 1 日～平成 16 年 7 月 31 日)
〈収入の部〉
会費(正会員 3,000 円×140 名) 420,000 円
会費(準会員 1,000 円×200 名) 200,000 円
北陸支部繰入金
50,873 円
前年度繰越金
351,087 円
合計
1,021,960 円
〈支出の部〉
役員会費
事業費(企画・会報)
事業費(学校)
通信費(会報・案内)
印刷費
慶弔費
事務費
16 年度総会用繰越金
合計

30,000 円
200,000 円
200,000 円
140,000 円
50,000 円
50,000 円
50,000 円
301,960 円
1,021,960 円

第５号議案：平成 15 年度事業計画案
〈企画・会報〉
バーベキュー(Ｈ15 秋)
ワークショップ
見学会
会報 12 号の発行(Ｈ15.9 末)
ホームページの充実
〈学校への補助〉
ワークショップ関連補助(四高専シンポジウム,実物制作)
オープンジュリー関連補助
レクリエーション関連補助(ボーリング大会等)
〈その他〉
正会員数名のグループで何らかの行事を行いたいとの申
し出があれば、ほおづえ会としてその行事に対して事業費
より補助を行うものとする。但し、その行事の参加者は会
費納入者であることを条件とし、行事の企画・予算書の提
出と行事終了後の報告・決算書の提出を義務付ける。

櫛田先生北國新聞風雪賞受賞
櫛田 清先生が第 21 回北國新聞風雪賞を受賞され、平成
15 年5 月18 日に北國新聞社において、
授賞式がありました。
長年にわたり金沢の景観をスケッチされ、金沢の魅力を伝え
ることに貢献された業績に対しての受賞でした。 授賞式後、
当日集まった卒業生、在学生、教官で櫛田先生を囲み、昼食
会を行いました。今年で８０才になられる先生ですがとても
お元気で、短い時間でしたが楽しい一時を過ごしました。
その後、5 月 31 日～6 月 8 日まで片町２丁目のラブロ片町
７Ｆの「アートシアターいしかわ」で『傘寿記念櫛田清・金
沢と西欧での景観スケッチなど回顧展』が開催されました。
先生が昭和 48 年に西欧で描かれたスケッチと、金沢へ移住
された後に描かれた金沢の街並みのスケッチなど、合わせて
100 点余りが展示されました。会場には卒業生をはじめ、多
数の方が来場され、優しいタッチで描かれた絵に囲まれて心
温まる時間を過ごすことが出来ました。

風雪賞受賞式後、櫛田先生を囲んでの昼食会

学内ニュース

■第一回建築学科ボーリング大会

〜 あ い さ つ 〜

本年度学科主任 北田幸彦

■建築ワークショップ2003
５月15 日から９月７日までの期間，建築学科の３，４年生計85 名は「間

経済状況が悪くなるのに比例して，高専もじっくりと教育しているばか

伐材を利用し たバス待ちコミュニティーのためのベンチ作成」
をテーマ

りでなく，研究・地域貢献，少子化対策と，我々スタッフの仕事も増え

とした建築ワークショップ に取り組みました。課題公表・チーム分けに

てきました。来年度からは全国高専が１独立法行政法人となります。50

始まり，２度の講評会でのデザインの検 討，材料発注，部材切出作業、

を超す機関を傘下におさめる独立行政法人という例のない形なので，実

組立作業，塗装作業と断続的に続けられたワークショ ップは，津幡町中

際に変わってゆくのか，今の時点ではなかなか見えませんが，皆さんの

心商店街での「どまんなかフェスタ 2003」で展示・発表会を兼ねた ス

活躍に負けずに我々も頑張りたいと思います。

タンプ・ラリーとベンチ・コンテストで幕を閉じました。実際に木材に

お願い：技術振興交流会会員を募集しています。

触れ，自分 たちの構想したベンチを組み立てていく，ものができあがっ

年会費個人5 千円以上，企業1 万円以上です。
詳しくは，kitada@ishikawa-nct.ac.jp まで。

ていく時の楽しさを学生 たちは大いに感じていたようです。
こんにちは。ボーリング大会実行委員の中屋、宮越です。4 月23 日に行

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

われた研究室ボーリング大会は、ほおづえ会の協力もあり、大成功でし

平成15 年02 月 「オープン・ジュリー」開催

た。在校生・教官から８４名、また忙しい中、１１名もの卒業生の皆さ

平成15 年03 月 津幡町公民館主催「住みよいまちづくり町民集会」

んに参加してもらうことができ、企画者の僕達もうれしい限りです。卒

平成15 年03 月 津幡町役場にて作品（図面・模型）展示

業生部門アベレージが１位の小川さん（29 期）を始め、多くの卒業生も

平成15 年04 月 「建築学科第一回ボーリング大会」開催

賞を獲得することができ、大いに盛り上がりました。今後もこのような

平成15 年09 月 津幡町「どまんなかフェスタ2003」にて

楽しい企画が増え卒業生・在校生との交流が深まることを期待します。

ベンチコンテスト・スタンプラリー開催
平成15 年10 月 熊澤栄二先生、米国イサムノグチ財団より、帰校
平成15 年10 月 「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」開催

（教官：村田一也）

また今年の秋か冬に第二回も行う予定なので、前回参加できなかった卒
業生の皆さんも、どんどん参加してください。
（5 年 中屋光博・宮越敦史（30 期卒業見込み）

------------------ 卒業生のマナー？ -----------------なんの前ぶれもなく卒業生はやってくる。見覚えはあるのに、名前が出
てこない。そんなこと、先生方には多いようだ。決して悪気はない（は
ず）
。不思議なことに、同級生同士は長く会っていなくても、良かれ悪し
かれ印象が変わっていても、消去法的に判断が出来てしまうものだと思
うが、先生と卒業生は、そうでもない。昔聞いたことがあるのは「△△
期卒業の○○です、お久しぶりです！」と最初に言ってあげることだそ
うです。僕が困るのは、名字にサン付けで呼んでいた女性の、名字が変
わってしまった後の呼び方。最近は名前で呼び合っている人が多いので
そんな心配はするまでもない？ （教官：内田 伸）

（会場ルネスサンサーカス／2003 年4 月23 日開校記念日前日）

（表彰式後記念撮影。中央最前列は校長先生／2003 年9 月8 日）

