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ほおづえ会会長 本田昌義（３期）

会長に就任してこの１年、バーベキューやワークシ

ョップなど各行事を無事に終了し、ここに会報 13 号の

発行を迎えることができました。これも会員の皆様の

ご協力の賜物と感謝申し上げます。また、高専の先生

方や建築士会の皆様の多大なご協力にも御礼申し上げ

ます。

さて、私は専門学校で 18〜20 才の学生を相手にして

いるのですが、彼らを相手に最近富に感じることを述

べたいと思います。（オヤジのひとり言と思ってくださ

い。高専の学生さんは違うと思います。）

一言で言ってしまえば、一般常識に欠ける。まず、

文章が書けない読めない、ていねいな言葉遣いができ

ない、電話が掛けれない、人前で話をすることができ

ない、団体行動が苦手（コミュニケーション能力不足）、

羅列すればきりがありません。笑い話ですが、「電車の

切符の買い方がわかりません」「自由席ってどこに座れ

ばいいんですか」という学生までいるくらいです。こ

んな学生を社会人として世の中に出しても良いのだろ

うかと悩む毎日です。でも、彼らは中学・高校と数学

や英語は嫌になるほど勉強しているのですが、一般常

識的なことは誰も教えてはくれなかったと思います。

そんな彼らに一般常識を教えるのも、我々専門学校の

役目なのかなと考え、学生と相対する今日この頃です。

「ほおづえ会」の話に戻りますが、今年度も事業計

画の中にありますように、いくつかの行事を企画して

おります。会員の皆様の多数の参加をお待ちしており

ます。また、ホームページの掲示板にも色々なご意見

をお寄せください。

最後になりましたが、16 年度の会費（3,000 円）の

振込用紙を同封させていただきます、一人でも多くの

会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

ほほほほおおおおづづづづええええ会会会会かかかかららららののののおおおお知知知知ららららせせせせ

■ 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

下記の名簿担当幹事または事務局まで連絡下さい。

e-mail: utd@ishikawa-nct.ac.jp (内田)

追伸：会員名簿は石川高専全体同窓会の名簿に統合

され、ほおづえ会からは発行しておりません。また、

名簿業者による会員への住所等の問い合わせや、同

窓会への協賛や恩師への思い出話の掲載と称して新

聞広告の勧誘などが多発しております。ほおづえ会

及び石川高専は一切関係しておりませんので、ご注

意下さい。

■ 会費納入のお願い

ほおづえ会は、会員のみなさまの会費によって運営

されています。平成 16 年度会費の納入にご協力お願

いいたします。

■ 原稿募集

会員のみなさまより原稿を募集しております。近況

報告・ニュース・ご意見等テーマは問いません。ほ

おづえ会ホームページの掲示板に書き込みをお願い

します。

■ 会員近況

4 期の長村寛行さん設計・監理の「旧諸江屋改修工事

(螢屋)」が、日本建築学会北陸支部 北陸建築文化

賞を受賞されました。
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■学内ニュース

挨 拶 本年度学科主任 石渡 博

日頃からいろいろご支援をいただきありがとうございます。前年度

主任からの挨拶にありましたように、本年 4 月から、石川高専は「独

立行政法人国立高等専門学校機構」下の学校のひとつとなりました。

職員が非公務員になったことの他はほとんどかわりませんが、この先

は「国立大学法人」と同じように教育、研究、地域貢献などへの取組、

業績などが各学校の評価（予算配分）につながり、当学科としては皆

様（「ほおづえ会」）との更なる協力・連携が必要と考えています。更

に、この「連携」という意味からも、今後は一方的にご支援をいただ

くばかりでなく、学校を地域で活躍されている卒業生の皆様の共同利

用施設（人材も含む）として位置づけ、卒業生、教員、学生などが相

互に協力し活用しやすい環境・しくみをつくっていこうと思っていま

す。

今後とも、ご協力ご支援のほどお願い申し上げます。

お願い：平成 16 年度の石川高専公開講座「２級建築士を目指す人

のためのゼミナールⅠ」（学科）で、「法規」を教えてい

ただける方を探しています。

開講期間は平成17年１月で、講義は１回（３時間）です。

担当：北田（076-288-8186）

●----第二回、第三階建築学科ボーリング大会--------------------

金木先生の華麗な始球式でボーリング大会は始まりました。

平成15年 10月 オープン・ジュリー開催

平成15年 11月 「建築学科第2回ボーリング大会」開催

平成15年 11月 第５回全国高専建築シンポジウム参加（米子）

平成15年 11月 第30回石川県デザイン展出展

平成15年 12月 ２級建築士のための公開講座開催1

平成16年 02月 建築家、西沢立衛／長田直之氏の講演会

平成16年 03月 津幡公民館主催「住みよいまちづくり町民集会」

平成16年 03月 ゴミ箱デザインワークショップ

平成16年 04月 浅野川園遊会ボランティア参加

平成16年 04月 「建築学科第3回ボーリング大会」開催

平成16年 08月 ２級建築士のための公開講座開催2

平成16年 09月 デザコン2004開催

全国高等専門学校デザインコンペティション

平成16年 09月 ものづくりワークショップ作品ベンチ7点

津幡町役場にて展示

平成16年 09月 ワークショップ2004ベンチ作品をまち塾で展示

平成16年 10月 白帆台ニュータウンにて住宅模型展示

平成16年 10月 「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」開催

平成16年 10月 津幡町スタンプまつりにてベンチコンテスト

平成16年 10月 体験入学

平成16年 10月末 39回 紀友祭

----------Ｇ―9/--3--7---Ｇ--------------＼！！●／！！／

第一回から早 1 年。第二回、三回とボーリング大会は順調？に回を重

ねています。どうしても在学生主体行事なので卒業生の参加が難しい

時間帯での開催となってしまうのですが、毎回 10 名以上の卒業生参

加が続いています。第二回より、準備段取りが専攻科生となりました。

参加したい方は4月と10月頃、ほおづえHPをチェックして下さい。

第一回 1位：中村研究室 2位：村田研究室 3位：船戸研究室

第二回 1位：北田研究室 2位：佐藤研究室 3位：石渡研究室

第三回 1位：中村研究室 2位：石渡研究室 3位：船戸研究室

＊これまでの個人最高記録は2ゲームアベレージ183（30期宮越くん）

■第一回全国高等専門学校デザインコンペティション開催

2004 年 9 月 3 日から 5 日まで、建築学科のみならず環境都市工学

科や土木学科を含めた「22 高専」が参加し、第一回デザコンが開催

されました。昨年度まで全国高等門学校建築シンポジウムとして開催

されてきた建築系企画は、今年より「ロボコン」や「プロコン」に肩

を並べ、高等専門学校連合会が主催となって「デザコン」として認可

され、規模が拡大しました。様々な角度から「デザイン」を捉えるべ

く、シンポジウムや設計コンペのほか、ブリッジコンテストやベンチ

制作のワークショップも開催されました。

当日、顔を出してくれた卒業生のほとんどが、、4 年前の 2000 年に

石川高専で開催した時の学生実行委員会のメンバーで、前回を懐かし

く思いつつ、規模も企画も大幅に変化したことを実感したのでした。

そして、あの時と変わりなく津幡町が協力的なことに感謝しました。

右端はサイン中の複合住居デザインコンペ審査員・妹島和世氏。



■■■■■■■■平平平平成成成成 16 年年年年度度度度ほほほほおおおおづづづづええええ会会会会役役役役員員員員会会会会報報報報告告告告■■■■■■■■

平成 16 年 8 月 23 日、ほおづえ会役員会が開催され、

以下の議案について承認されました。

＜平成１５年度決算報告＞

収入の部

・会費                  656,000

正会員 3,000×148 名   444,000

14 年分会費   6,000

準会員 1,000×206 名  206,000

・総会会費        154,000

・ＢＢＱ会費      109,000

・寄付金       10,000

・前年度繰越金          351,087

・北陸支部繰入         50,873

・預金利息          1

合 計          1,330,961

支出の部

・総会費      154,276

・会議費        4,000

・事務費       16,266

・印刷費       17,850

・通信費       78,040

・事業費      340,741

・雑費        1,540

・次年度繰越金         718,248

合 計        1,330,961

＜平成１６年度予算案＞

収入の部

・会費        740,000

正会員 3,000×180 名 540,000

準会員 1,000×200 名 200,000

 ・前年度繰越金            718,248

 合 計            1,458,248

支出の部

・総会費     200,000

・会議費  30,000

・事務費  50,000

・印刷費  50,000

・通信費  80,000

・事業費 200,000

・学校への補助    200,000

・慶弔費  50,000

・雑費、予備費   598,248

合 計   1,458,248

＜平成１５年度事業報告＞

【企画・会報等】

・広報誌の発行、郵送（Ｈ15 年 9 月末）

・バーベキュー、キリン工場の見学等で 90 名以上

の参加（Ｈ15 年 10 月 19 日（日））

・ゴミ箱デザインワークショップ（Ｈ16 年 3 月 14

日（日））

・浅野川園遊会ボランティア（平成 16 年 4 月 10

日（土）11 日（日）：）

環境美化（ワークショップでカラーリングした

ゴミバケツを配置、建築士会主催の和紙のうち

わづくりの手伝いへのボランティア参加。）

・ホームページの更新、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、

実物製作等）

・オープンジュリー関連補助

・レクリエーション関連補助（ボウリング等）

＜平成１６年度事業計画＞

【企画・会報等】

・広報誌の発行、郵送

・バーベキュー Ｈ１６年１１月１６日(土）

・ワークショップ（Ｈ１７年３月）

・浅野川園遊会ボランティア

・建築士会主催（ほおづえ会後援）の講演会への参

加

・ホームページの更新、充実

【学校への補助】

・デザインコンペ

・オープンジュリー関連補助

・レクリエーション関連補助（ボウリング等）

■■■■ほほほほおおおおづづづづええええ会会会会恒恒恒恒例例例例ババババーーーーベベベベキキキキュュュューーーーののののおおおお知知知知ららららせせせせ■■■■
（先着順です！すぐに申込みを！）

皆様、お待たせいたしました！楽しいバーベキュー

の季節がやってまいりました。

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。

昨年度は、

キリンビアパ

ーク（松任市）

にて、盛大に

開催されまし

た。 （写

真：昨年度の

様子）

今年は、ほおづえ会の山田副会長(13 期)が設計・監

理している富山県氷見市の大きな住宅（大規模な改修

で劇的ビフォーアフターよりもすごい？）の見学会も

兼ねて盛大に開催することにしました。

まだ工事中ですが、バーベキューの時には、かなり

出来上がっている予定です。

また、この住宅は、高専生の教材としても使われて

おり、学生さんが時折見学に来られます。



開開開開催催催催日日日日：：：：平平平平成成成成１１１１６６６６年年年年１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土））））

＝スケジュール＝

・現地集合

↓ 午前 11：00（集合 10：45）

・現地見学・説明

↓ 午前 11：15〜

・本田会長挨拶

・お施主さん挨拶

・山田副会長の物件説明

・バーベキュー（ゲーム等もありますよ）

※横が牛舎のため、牛肉以外となります･･･。

↓ 午前 11：30〜

・解 散

随時

ババババーーーーベベベベキキキキュュュューーーー参参参参加加加加費費費費（かなりお得です。）

会員：2,000 円 準会員：1,000 円

家族同伴(大人２人、子供２人まで)：3,000 円

（当日、係りの者にお支払いください。）

申申申申込込込込みみみみ方方方方法法法法

下記の申込み欄に必要事項を記入の上、10 月 24 日（日）

までに FAX にてお願いします。また、必要事項を記入した E

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

にも掲載されていますので、一度ご覧ください。

開開開開催催催催地地地地：：：：富富富富山山山山県県県県氷氷氷氷見見見見市市市市加加加加納納納納 580 桜桜桜桜打打打打邸邸邸邸

不明な点は 080-3048-4978(山田)までご連絡ください。

※なお、駐車場の関係上、できるだけまとまって参加

していただけると助かります。また、飲酒運転は厳禁

ですので宜しくお願いします。（氷見駅からは遠いで

す。）

――――――――ＢＢＢＢＢＢＢＢＱＱＱＱ申申申申込込込込書書書書（10 月 24 日(日)締め切り）――――――――

11 月 6 日(土)ほおづえ会バーベキューに参加します。

会員・準会員・特別会員（該当するものに○）

氏名 第 期生

参加人数 名（内子供 名）

住所 〒

電話番号 FAX 番号

E メールアドレス

携帯電話 勤務先

連絡事項：

送送送送付付付付先先先先 FAX 番番番番号号号号：：：：000077776666----222233334444----3333444433332222

e-mail:pon@esse.ac.jp

■■■■■■■■浅浅浅浅のののの川川川川園園園園遊遊遊遊会会会会でででで使使使使用用用用すすすするるるるゴゴゴゴミミミミ箱箱箱箱

デデデデザザザザイイイインンンン････ワワワワーーーーククククシシシショョョョッッッッププププ ＝＝＝＝報報報報 告告告告＝＝＝＝■■■■■■■■

ゴミ箱のカラーリングワークショップ体験をしても

らい、4 月の浅の川園遊会にボランティア参加して、

本当のまちづくりとは？またその大切さ、環境問題等

についてまで、我々卒業生と一緒に考えるきっかけに

なればいいと思い開催しました。

２０余名の高専生に参加いただき、無事終了しまし

た。天気にも恵まれて、日頃の行いの良さを実感した

りして皆で楽しくカラーリングしました。

開催日：平成 16 年 3 月 14 日（日）時間 ：9:30〜16:00

場所 ：ESSE テクノカレッジ金沢･駐車場

内容 ：園遊会開催中のゴミ箱のカラーリング等

目的 ：同窓会活動、石川高専建築学科活動の拡張、

まちづくりの実施体験、地域貢献 等。

主催 ：石川高専建築学科同窓会

共同 ：石川高専建築学科在学生

今年度は、

実際に使用し

た上での課題

点の修正、本

体へのカラー

リング等をメ

インとして、

昨年度と同じ

ような時期に開催したいと思っています。詳細は決ま

り次第、ほおづえ会ＨＰに掲載します。

北国新聞 平成 16 年 3 月１７日（水）朝刊１９面にも

記事が掲載されました

■■■■■■■■浅浅浅浅野野野野川川川川園園園園遊遊遊遊会会会会ににににボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア参参参参加加加加■■■■■■■■

4 月 10日(土),11日(日)

開催された浅野川園遊

会にゴミ回収でボラン

ティア参加しました。

当日は 3 月 14 日に行

ったゴミ箱・デザイン・

ワークショップで作成

したゴミ箱を屋外設置

しました。自分たちで制作したものが、小さくても公

共の場で使用される事は大変恵まれた事であり、また

当日の使用状況から次回のテーマが見えました。

また、建築士会のテントでは毎年、「和紙のうちわづ

くり」をしており、そのお手伝いを女子高専生にして

いただきました。

浅の川園遊会実行委員会の役員さんは、感動されて

いました｡


