詳 細 は10月 頃 に 決 定 しhttps://www.facebook.com/
groups/677037649002677/に掲載致します。
まだ、日がありますので、出てみようかなと思われる方は、
・Facebookのメッセージ（石村聖一郎宛）
・メール：ishi@sei-archi.com
・電 話：090-8704-1246
・ＦＡＸ：076-257-7783
までお願いします。
御連絡をいただいた方には受信の御返事をしますので、
もし、返信がない場合は連絡を携帯電話にお願いします。
出席、欠席の連絡はあらためて10月頃に告知しますの
で、とりあえず、興味の有る方は上記の連絡先にお知らせ
ください。
も し く はFacebookに 登 録 し て い る 方 はhttps://www.
facebook.com/groups/677037649002677/に 登 録（グ
ループに参加）していただければ自動的に情報が入ります。

建築学科は2020年に50周年を迎えます。
なお石川高専は2015年に創立50周年を迎えました。
ほおづえ会 HP

Facebook グループ

TEL ／ 076-288-8184
FAX ／ 076-288-8191
ほおづえ会事務局
（石川工業高等専門学校建築学科同窓会）
〒929-0392
石川県河北郡津幡町北中条タ1
石川工業高等専門学校 建築学科
（内田）
■ 企画編集／ほおづえ会
■発
行／ほおづえ会事務局
平成29年 7 月25日発行

日時：2017年11月頃
総会に先立って、特別ゲストとして谷重義行先生
をお招きし、講演会
（17時〜）
も予定しております。
当日の日程（予定）
17：00 〜 講演会
18：00 〜 総会
18：30 〜 懇親会
（講演会や懇親会だけの参加もＯＫです）
講師：谷重 義行（谷重義行建築像景 代表）
1989〜2001年 石川工業高等専門学校建築学科
（文部教官講師）
場所：金沢駅周辺
会費：5,000円程度

http://hoozue.org

■ほおづえ会総会、懇親会のお知らせ
ほおづえ会ホームページ内にあります卒業生リンクのペー
ジを更新しました。
今後も引き続き拡充をはかっていきたいと思っております
ので、個人の起業した会社ではなくとも所属する会社の承諾
が得られる場合には、ほおづえ会までご連絡いただければと
思います。
■卒業生リンク
http://hoozue.org/oblist.html
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■ホームページのお知らせ

平成28年度 ほおづえ会 役員会報告

＜支出の部＞
・総会費用
168,000
・会議費
81,876
・印刷費（会報）
57,700
93,070
・通信費（会報送料等 82円×1135通）
・事業費（学校への補助）
200,000
・事業費（HP維持費）
100,000
・広告宣伝費（建設工業新聞）
20,000
・慶弔費
16,200
・雑費（振込手数料）
1,836
・次年度繰越金
1,381,473
合

◎平成28年度
平成29年3月14日、ほおづえ会の役員会が8名の出席者
にて行われました。
（ほおづえ会では、2年に1回秋に総会を開催しております
が、その間の年には役員会をしております。）
平日の夜ということもあり、限られた時間ではありまし
たが、積極的な意見交換が出来、非常に有意義な会合とな
りました。
平成29年秋には、ほおづえ会全体の総会・懇親会を予
定しておりますので、皆さんの参加をお待ちしております。

◎平成27年度

事業報告

・総会・懇親会（金沢：平成27年11月）
・オール女子会（平成28年6月）
・会報 第24号 発行（平成28年7月）
・ホームページ更新、facebookページの更新、充実

◎平成28年度

事業計画

・役員会（平成29年3月）
・ほおづえ会会報第25号 発行（平成29年7月）
・ボウリング大会へ補助（平成29年5月・11月）
・随時ホームページ更新、facebookへの投稿など情報発信
その他、建築見学会、懇親会、インターンシップ協力、
学校授業、紀友祭に協力などを検討中

◎平成27年度

収支決算報告

（平成27年8月1日〜平成28年7月31日）
＜収入の部＞
・会費（正 3,000円×75名）
225,000
・会費（準 1,000円×213名）
213,000
・会費（卒業生 3,000円×39名）
117,000
・預金利息
300
・前年度繰越金
1,396,855
合

計

2,120,155

計

2,120,155

収支予算（案）

（平成28年8月1日〜平成29年7月31日）
＜収入の部＞
・会費（正 3,000円×60名）
180,000
・会費（準 1,000円×200名）
200,000
・会費（卒業生 3,000円×40名）
120,000
・寄付金
0
・雑収入
0
・前年度繰越金
1,381,473
合

計

1,881,473

＜支出の部＞
・総会費用
200,000
・会議費
30,000
・事務費
50,000
・印刷費（会報）
60,000
・通信費（会報送料等）
150,000
・事業費（BBQ,ワークショップ）
100,000
・事業費（学校への補助）
200,000
・事業費（HP維持費） ※（2年に1回）
0
・慶弔費
50,000
・予備費
1,041,473
合

計

◎平成27・28年度
会
長
副 会 長

常任幹事
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1,881,473

大勢の方の御参加をお待ちしております。
今は活動を活性化させることの方が重要です。
さい。会の運営、存続に会費も重要ですが、それよりも、
いらっしゃるようですが、気にせず積極的にご参加くだ
会費を納入していないので参加を躊躇されている方も
などの紹介をして頂く予定です（調整中）。
れていた谷重先生をゲストにお迎えし、近年の設計活動
今年の秋に開催予定の総会には、かつて、教鞭をとら
れた方など、いろいろ交流が深められました。
する設計事務所で要職に付かれ、話題の建物の担当をさ
た。中には夫婦そろって同窓生だったり、石川県を代表
ど、9名の女性を含む34名の方に御参加をいただきまし
広い世代の設計関係や工事関係、建築以外の業界の方な
ルの宴会場を会場に開催したところ、2期から39期の幅
絡先も教えていただき、一昨年の総会は数年ぶりにホテ
生と会う機会があれば、同窓会への参加をお願いし、連
参加していただくことをめざし、いろいろな場所で同窓
ておりました。会長に就任し、まず、多くのみなさんに
高専の教室での開催という、とても寂しい同窓会となっ
外の参加者はほとんどなく、会場もホテルの宴会場から
ていただき、盛り上げっておりましたが、近年は役員以
設立当初の総会には100名を超える多くの方に参加し
がとうございました。
ら6年間会長をさせて頂きました。お世話になり、あり
7期の三谷さん、その後、第5代の会長として2011年か
野手さんから始まり、2期の宮川さん、3期の本田さん、
ほおづえ会は1994年に設立され、初代会長の1期の

石村 聖一郎（11期）

会長あいさつ
ほおづえ会からのお知らせ
■facebookのお知らせ
現在facebookにある、ほおづえ会のグループ
（https://www.
facebook.com/groups/677037649002677/）ですが、イベン
トのお知らせ等ご活用いただきありがとうございます。
また引き続きグループへの参加をお待しております。
同窓会にまさにうってつけのfacebookですが、管理人の同
級生は数人しか居ません。微妙にアナログ世代なのでしょう
か？反対に既に入っていたほおづえ会関係の方でも、拘束され
る感じが嫌だと、早々に見切りをつけて退会された人も見かけ
ます。あまり流行のシステムに依存せずに、本来のほおづえ会
サイト
（http://hoozue.org）を充実するようにしていく必要が
あると感じました。
HPについてのご不明な点、企画のアイディア、または活用
のアドバイス等などありましたらE-Mail:office@hoozue.org
までご連絡いただければ幸いです。

■住所変更の届出のお願い
現在ほおづえ会では名簿を発行しておりません。会報など
の連絡・郵送のため会員1名に付き、住所１つのみを管理し
ております。住所変更の際には、お手数ですが、下記の名簿
担当幹事または事務局までご連絡ください。

e-mail:utd@ishikawa-nct.ac.jp（内田）
尚、ほおづえ会と石川高専の全体同窓会とは住所データー
の管理は別となっておりますので、お手数ですが住所・勤務先・
電話番号などの変更や登録、発行名簿に関する問い合わせは
全体同窓会の方へお願いいたします。

■会費納入のお願い
ほおづえ会は、会員の皆様の会費によって運営されていま
す。平成28年度会費
（3,000円）の振込用紙を同封させていた
だきますので、会費納入のご協力をお願いいたします。

銀行ATM等から振り込む場合は以下のようにご指定ください。
※振込手数料がかかります。

役員

聖一郎（11 期）
徹（12 期）
真（14 期）
学（16 期） HP担当
一 也（20 期） 郵送担当
建太郎（29 期） 広報担当
佳 世（33 期）
会 員 住 所 管 理、
伸（20 期） 学校窓口担当
恵（13 期）
創（7 期）

銀
行
名：ゆうちょ銀行
金融機関コード：9900
店
番：079
預 金 種 目：当座
店
名：〇七九店（ゼロナナキュウ店※）
口 座 番 号：0031159
※web振込の際に求められる支店名の入力の際は ゼロナナ
キュウ とご指定ください。
※ご依頼人の名前を指定する際、氏名だけでなく、卒業期も入
れてください。（例）○キ ナマエ

設立当初の総会には100名を超える多くの方に参加し
がとうございました。
ら6年間会長をさせて頂きました。お世話になり、あり
7期の三谷さん、その後、第5代の会長として2011年か
野手さんから始まり、2期の宮川さん、3期の本田さん、
ほおづえ会は1994年に設立され、初代会長の1期の

石村 聖一郎（11期）

会長あいさつ

http://hoozue.org

ていただき、盛り上げっておりましたが、近年は役員以

■ほおづえ会総会、懇親会のお知らせ
ほおづえ会ホームページ内にあります卒業生リンクのペー
ジを更新しました。
今後も引き続き拡充をはかっていきたいと思っております
ので、個人の起業した会社ではなくとも所属する会社の承諾
が得られる場合には、ほおづえ会までご連絡いただければと
思います。
■卒業生リンク
http://hoozue.org/oblist.html
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聖一郎（11 期）
徹（12 期）
真（14 期）
学（16 期） HP担当
一 也（20 期） 郵送担当
建太郎（29 期） 広報担当
佳 世（33 期）
住所 管理、
伸（20 期） 会員
学校窓口担当
恵（13 期）
創（7 期）

外の参加者はほとんどなく、会場もホテルの宴会場から
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高専の教室での開催という、とても寂しい同窓会となっ
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ておりました。会長に就任し、まず、多くのみなさんに

2,120,155

会
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参加していただくことをめざし、いろいろな場所で同窓
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◎平成27・28年度

1,881,473

生と会う機会があれば、同窓会への参加をお願いし、連

合

計

絡先も教えていただき、一昨年の総会は数年ぶりにホテ



合

ルの宴会場を会場に開催したところ、2期から39期の幅

日時：2017年11月頃
総会に先立って、特別ゲストとして谷重義行先生
をお招きし、講演会
（17時〜）
も予定しております。
当日の日程（予定）
17：00 〜 講演会
18：00 〜 総会
18：30 〜 懇親会
（講演会や懇親会だけの参加もＯＫです）
講師：谷重 義行（谷重義行建築像景 代表）
1989〜2001年 石川工業高等専門学校建築学科
（文部教官講師）
場所：金沢駅周辺
会費：5,000円程度

（平成27年8月1日〜平成28年7月31日）
＜収入の部＞
・会費（正 3,000円×75名）
225,000
・会費（準 1,000円×213名）
213,000
・会費（卒業生 3,000円×39名）
117,000
・預金利息
300
・前年度繰越金
1,396,855



広い世代の設計関係や工事関係、建築以外の業界の方な

収支決算報告

＜支出の部＞
・総会費用
200,000
・会議費
30,000
・事務費
50,000
・印刷費（会報）
60,000
・通信費（会報送料等）
150,000
・事業費（BBQ,ワークショップ）
100,000
・事業費（学校への補助）
200,000
・事業費（HP維持費） ※（2年に1回）
0
・慶弔費
50,000
・予備費
1,041,473

ど、9名の女性を含む34名の方に御参加をいただきまし

平成29年 7 月25日発行

◎平成27年度

1,881,473

た。中には夫婦そろって同窓生だったり、石川県を代表

■ 企画編集／ほおづえ会
■発
行／ほおづえ会事務局

事業計画

・役員会（平成29年3月）
・ほおづえ会会報第25号 発行（平成29年7月）
・ボウリング大会へ補助（平成29年5月・11月）
・随時ホームページ更新、facebookへの投稿など情報発信
その他、建築見学会、懇親会、インターンシップ協力、
学校授業、紀友祭に協力などを検討中

計

する設計事務所で要職に付かれ、話題の建物の担当をさ

◎平成28年度

合

れた方など、いろいろ交流が深められました。

ほおづえ会事務局
（石川工業高等専門学校建築学科同窓会）
〒929-0392
石川県河北郡津幡町北中条タ1
石川工業高等専門学校 建築学科
（内田）

・総会・懇親会（金沢：平成27年11月）
・オール女子会（平成28年6月）
・会報 第24号 発行（平成28年7月）
・ホームページ更新、facebookページの更新、充実
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今年の秋に開催予定の総会には、かつて、教鞭をとら

TEL ／ 076-288-8184
FAX ／ 076-288-8191

事業報告

＜収入の部＞
・会費（正 3,000円×60名）
・会費（準 1,000円×200名）
・会費（卒業生 3,000円×40名）
・寄付金
・雑収入
・前年度繰越金

れていた谷重先生をゲストにお迎えし、近年の設計活動

Facebook グループ

◎平成27年度

収支予算（案）

（平成28年8月1日〜平成29年7月31日）

などの紹介をして頂く予定です（調整中）。

ほおづえ会 HP

平成29年3月14日、ほおづえ会の役員会が8名の出席者
にて行われました。
（ほおづえ会では、2年に1回秋に総会を開催しております
が、その間の年には役員会をしております。）
平日の夜ということもあり、限られた時間ではありまし
たが、積極的な意見交換が出来、非常に有意義な会合とな
りました。
平成29年秋には、ほおづえ会全体の総会・懇親会を予
定しておりますので、皆さんの参加をお待ちしております。

2,120,155

会費を納入していないので参加を躊躇されている方も

◎平成28年度

計

いらっしゃるようですが、気にせず積極的にご参加くだ

合

さい。会の運営、存続に会費も重要ですが、それよりも、

建築学科は2020年に50周年を迎えます。
なお石川高専は2015年に創立50周年を迎えました。



今は活動を活性化させることの方が重要です。

詳 細 は10月 頃 に 決 定 しhttps://www.facebook.com/
groups/677037649002677/に掲載致します。
まだ、日がありますので、出てみようかなと思われる方は、
・Facebookのメッセージ（石村聖一郎宛）
・メール：ishi@sei-archi.com
・電 話：090-8704-1246
・ＦＡＸ：076-257-7783
までお願いします。
御連絡をいただいた方には受信の御返事をしますので、
もし、返信がない場合は連絡を携帯電話にお願いします。
出席、欠席の連絡はあらためて10月頃に告知しますの
で、とりあえず、興味の有る方は上記の連絡先にお知らせ
ください。
も し く はFacebookに 登 録 し て い る 方 はhttps://www.
facebook.com/groups/677037649002677/に 登 録（グ
ループに参加）していただければ自動的に情報が入ります。
＜支出の部＞
・総会費用
168,000
・会議費
81,876
・印刷費（会報）
57,700
93,070
・通信費（会報送料等 82円×1135通）
・事業費（学校への補助）
200,000
・事業費（HP維持費）
100,000
・広告宣伝費（建設工業新聞）
20,000
・慶弔費
16,200
・雑費（振込手数料）
1,836
・次年度繰越金
1,381,473

大勢の方の御参加をお待ちしております。

平成28年度 ほおづえ会 役員会報告

ほおづえ会からのお知らせ
■facebookのお知らせ
現在facebookにある、ほおづえ会のグループ
（https://www.
facebook.com/groups/677037649002677/）ですが、イベン
トのお知らせ等ご活用いただきありがとうございます。
また引き続きグループへの参加をお待しております。
同窓会にまさにうってつけのfacebookですが、管理人の同
級生は数人しか居ません。微妙にアナログ世代なのでしょう
か？反対に既に入っていたほおづえ会関係の方でも、拘束され
る感じが嫌だと、早々に見切りをつけて退会された人も見かけ
ます。あまり流行のシステムに依存せずに、本来のほおづえ会
サイト
（http://hoozue.org）を充実するようにしていく必要が
あると感じました。
HPについてのご不明な点、企画のアイディア、または活用
のアドバイス等などありましたらE-Mail:office@hoozue.org
までご連絡いただければ幸いです。

■住所変更の届出のお願い
現在ほおづえ会では名簿を発行しておりません。会報など
の連絡・郵送のため会員1名に付き、住所１つのみを管理し
ております。住所変更の際には、お手数ですが、下記の名簿
担当幹事または事務局までご連絡ください。

e-mail:utd@ishikawa-nct.ac.jp（内田）
尚、ほおづえ会と石川高専の全体同窓会とは住所データー
の管理は別となっておりますので、お手数ですが住所・勤務先・
電話番号などの変更や登録、発行名簿に関する問い合わせは
全体同窓会の方へお願いいたします。

■会費納入のお願い
ほおづえ会は、会員の皆様の会費によって運営されていま
す。平成28年度会費
（3,000円）の振込用紙を同封させていた
だきますので、会費納入のご協力をお願いいたします。

銀行ATM等から振り込む場合は以下のようにご指定ください。
※振込手数料がかかります。

銀
行
名：ゆうちょ銀行
金融機関コード：9900
店
番：079
預 金 種 目：当座
店
名：〇七九店（ゼロナナキュウ店※）
口 座 番 号：0031159
※web振込の際に求められる支店名の入力の際は ゼロナナ
キュウ とご指定ください。
※ご依頼人の名前を指定する際、氏名だけでなく、卒業期も入
れてください。（例）○キ ナマエ

会

員

近

況
杉谷

能澤

信幸（22期）

祥平（39期）

NTTファシリティーズ

9月よりチェコ工科大学大学院

私が石川高専を卒業し早21年が経ちました。石川高専

石川高専を4年前に卒業しました。卒業してすぐに、兼

を卒業後、NTTファシリティーズに入社し新築建物の設計

ねてから興味があったインド旅行への欲が抑えきれず、

から改修設計などを手掛けてきました。大阪や東京に異動

就職・進学せずに6週間のインド旅行へ行きました。そこ

したこともありましたが、「地元ラブ」の精神の元、自分が

で現地の設計事務所で働く石川高専の先輩との出会いを

生まれ育った街で生きることを選択し今は金沢市内で勤務

きっかけに、翌年に東京理科大学の夜間部3年次へ入学し

しています。

ました。僕が所属した坂牛卓研究室は、多くの先輩方が

仕事を振り返ると休む間もなく、忙しかったことを思い

休学、もしくは卒業後に海外へ行くような環境でした。

出します。しかし、プライベートでは週一回は地元チーム

学部の3年次後半より昼間は組織設計事務所で働き始

でバスケをし、天気がよければカメラ片手に方々に撮影に

め、大学を卒業した現在も勤務しています。当時は模型

出かけ、年4万キロ以上車を走らせていることを考えると、

作成からコンペの挑戦まで幅広い業務に関わる事が出来

忙しいなりにいい具合にワークライフバランスが取れてい

ました。現在は品川区に計画しているオフィスビルの許

たのかなと思っています。

認可申請業務に追われる毎日です。

＊著 者 都合により公開時期を延期しており ます

また、最近ではまちおこしを目的とした
「やるまい会」と

また、今年の9月で3年近くお世話になった今の事務所

いう団体を作って、過疎化、限界集落化が進む地元の活性

を退職して中欧、チェコの首都プラハにある大学院へ進

化の一助になればと活動をしています。

学する予定です。 修士課程では建築デザインに主体を置

建築設計の道を歩み、時には道草や回り道をしたこと

きながらも工学や歴史等、包括的に建築を学べるコース

もありますが、卒業後21年経ち、ふとふり返ってみると、

となっています。 卒業後は欧州での就職を目指します。

それらが全てが今の仕事の充実・色彩豊かな生活に繋がっ

プラハには多くの中世の建築が戦火を免れ現存してお
り、様々な建築様式を見ることが出来ます。その上、ビー

ていることに気づきました。
まだまだこれからも「新しいこと」に挑戦するために色々
な準備をしていきます。どこかでお会いしたときはぜひ声

ルが有名で、その価格は水よりも安く売られています、
ぜひお越しください。

をかけてください。

担当した建物 ろうきん小松支店

学内ニュース
●主任あいさつ
今春46名の卒業生を送り出し、今年度の建築学科には41名
（男子22名、女子19名）の新入生が入学しました。このところ
グローバル化が進んでいる我が学科は、3年生にはモンゴルか

●報告 デザイン・コンペティション2016inこうち（高知高専）

●報告 4年生 海外研修旅行 in ベトナム／ハノイ

第13回全国高専デザコン2016は、12月17日
（土）〜 18
日
（日）にかけて高知高専で開催されました。今回のデザコ
ンはメインテーマに
「
“はちきん”
と
“いごっそう”
」
石川高専か
らは4部門で学内予選や一次審査を通過した７作品が本選参
加となり、創造デザイン部門で
「最優秀賞」
を受賞しました。

建築学科4年生40名（引率、A科恩村先生、西本先生、
本間先生）でベトナムの首都ハノイを中心に10月3日か
ら2泊5日の海外研修旅行に行きました。「海外で活躍す
るOBを訪ねる旅」というテーマで本校OBの Vo Trong
Nghia 氏と丹羽隆志氏の協力を得て、彼らが共同で設
立したVo Trong Nghia Architects Hanoi Officeと、彼
らが手がけたハノイ近郊の代表作および最新作を見
学。また、同じく本校OBのNational University of Civil
Engineering（NUCE）のDai Ngiha Tran氏の協力により、
同大学との教育交流プログラムを実施することができ
た。また、この縁を機に昨年11月、正式に本校とNUCE
との間で、学術交流に関する協定を締結し交流が活発に
なることが期待されます。

らの留学生を1名、6月中旬にはタイからの短期留学生を2名
むかえています。また昨年度末に2名の先生が退職され、船戸
先生がタイの在外研究期間を終え復帰され現在8人体制で学生
たちと向き合っています。年度内には10人体制へ向けて新任
教員をお迎えしたいと公募しておりますので、候補者がおら
れましたら是非お声掛けください。
主任 道地

慶子

●1年間の活動記録
平成28年07月 体験入学および第1回子ども石川高専開催（小学生対象）
平成28年08月／ 09月 公開講座2つ継続実施
（みんなでデザイン/住宅模型）
平成28年09月 船戸先生 在外研究員でタイへ
平成28年09月 いしかわ広告景観賞受賞（まちなか科学館／ファサード）
平成28年10月 3年1泊（富山）/4年3泊（ベトナム/ハノイ）合宿研修
＊建築学科の海外研修旅行は5度目。
本年度の海外研修旅行もベトナムに！
平成28年10月 津幡町どまんなかフェスタで間伐材家具抽選会
平成28年10月 第51回 紀友祭およびオープン・カレッジ
平成28年11月 「第28回 ボウリング大会」（藤江レジャラン）
平成28年11月 43回石川県デザイン展5作品受賞、学生部門Ｗ
最優秀賞！
平成28年12月 デザコン2016こうち 本選参加
創造部門で最優秀賞！
平成29年02月 大学・地域連携アクティブフォーラムでＷ受賞
優秀賞と優秀ポスター賞。優秀賞は3年連続！
平成29年03月 小林勉先生、西本雅人先生、退職
平成29年03月 船戸先生 在外研究員/タイより帰校
平成29年04月 新規非常勤講師着任（竹村先生、石渡先生）
平成29年04月 モンゴルから留学生（3Aにマギ君）
平成29年04月 アクティブラーニング対応多目的教室（共通棟3F整備）
平成29年04月 「第29回ボウリング大会」（藤江レジャラン）
平成29年06月 短期留学生2名（タイ：キングモンクット工科大学）
平成29年06月 第4回うちわコンペ開催（最優秀賞は5A吉田大起）

■創造デザイン部門
最優秀賞受賞（文部科学大臣賞）
旅先になる、あなたの「ふるさと」 指導教員：内田 伸
学生：倉ヶ谷渚、坂下莉乃、木藤紗香、鍋本知恵
（2AC, 5A, 4A 4名共同）
デザコン2017
（岐阜県）
テーマは
「デザインが天下を制する」
です。
デザコン2017空間部門審査員の1名は石川高専OB7期の若林亮氏
（日建設計）

●石川県デザイン展で学生部門の最優秀賞をW受賞
「第43回石川県デザイン展」
において、学生部門の第1部で
最優秀賞
（石川県教育委員会賞）
と銅賞、第2部で最優秀賞
（金沢
市教育委員会賞）
と銀賞と奨励賞の合計5作品が受賞しました。
■【学生部門】 第一部

最優秀

まちか（計画説明ファイル1冊）

宇佐美彰翔、坂下梨乃、中 結希、中村正人、山本拓也（5年）
第一部
【学生部門】 第二部

銅賞 「K.PLAZA」鍋本知恵（4年）

●報告 3年生 国内研修旅行 in 富山
建築学科3年生40名（引率、A科森原先生、内田先生）
で富山県／射水市と富山市、黒部市を中心に10月4日
から1泊2日の研修旅行に行きました。新規訪問先は、
TOYAMAキラリ（隈研吾）YKK APのR&Dセンター及び価
値検証センターの見学もでき貴重な建築見学となりまし
た。宿は五箇山の合掌造りの宿で自炊しました。

●石川高専に新しいロゴマーク
7月初旬より石川高専HPのトップページで採用されて
います。略表記は NIT,Ishikawa college になります。

最優秀賞 「Floating」

源入幹太、杉本菜波、中

萌乃、本田

陸、加茂川美緒
（3年5名共同）

第二部

銀賞 「動と集のこども園」
内井一茶（2年）

第二部

奨励賞 「園社全体が遊具」
新松拓真（2年）

色もCMYKの割合で定義されました。
建築学科のカラーに該当する色はC60%、M20%にな
ります。スクールカラーである深い藍色に該当する色は
C100%、M70%、B30%です。
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中西

信幸（22期）

私が石川高専を卒業し早21年が経ちました。石川高専

昭太（29期）

能澤

中西昭太建築事務所 代表

NTTファシリティーズ
兼務

株式会社ナカエ・アーキテクツ

金沢事務所長

祥平（39期）

9月よりチェコ工科大学大学院

石川高専を4年前に卒業しました。卒業してすぐに、兼
ねてから興味があったインド旅行への欲が抑えきれず、

を卒業後、NTTファシリティーズに入社し新築建物の設計

石川高専を卒業し15年目に

から改修設計などを手掛けてきました。大阪や東京に異動

なります。ほんの数ケ月前です

就職・進学せずに6週間のインド旅行へ行きました。そこ

したこともありましたが、「地元ラブ」の精神の元、自分が

が石川県で個人の設計事務所を

で現地の設計事務所で働く石川高専の先輩との出会いを

生まれ育った街で生きることを選択し今は金沢市内で勤務

立ち上げました。県内外での仕

きっかけに、翌年に東京理科大学の夜間部3年次へ入学し

しています。

事のお話やご契約、国外の仕事

ました。僕が所属した坂牛卓研究室は、多くの先輩方が

仕事を振り返ると休む間もなく、忙しかったことを思い

の引き合いのお話（これは物に

休学、もしくは卒業後に海外へ行くような環境でした。

出します。しかし、プライベートでは週一回は地元チーム

なるかは分かりませんが）を周

でバスケをし、天気がよければカメラ片手に方々に撮影に

囲の方々からいただきながら何とか始めております。また、

め、大学を卒業した現在も勤務しています。当時は模型

出かけ、年4万キロ以上車を走らせていることを考えると、

それと兼務で東京・ソウル・金沢を拠点とする金沢市出身

作成からコンペの挑戦まで幅広い業務に関わる事が出来

忙しいなりにいい具合にワークライフバランスが取れてい

の建築家の方の仕事もいただける環境にあり、周りの方々

ました。現在は品川区に計画しているオフィスビルの許

たのかなと思っています。

のご協力や刺激をいただきながら非常に有意義な時間を過

認可申請業務に追われる毎日です。

また、最近ではまちおこしを目的とした
「やるまい会」と

学部の3年次後半より昼間は組織設計事務所で働き始

また、今年の9月で3年近くお世話になった今の事務所

ごせている事に、日々感謝しております。
以前は東京の組織事務所で、二万㎡程度の総合病院や某

を退職して中欧、チェコの首都プラハにある大学院へ進

野球選手記念館を含む野球場の設計などを担当させていた

学する予定です。 修士課程では建築デザインに主体を置

建築設計の道を歩み、時には道草や回り道をしたこと

だいておりました。また、その前には金沢の個人事務所で

きながらも工学や歴史等、包括的に建築を学べるコース

もありますが、卒業後21年経ち、ふとふり返ってみると、

住宅や店舗の設計監理に数多く関わらせていただく経験を

となっています。 卒業後は欧州での就職を目指します。

それらが全てが今の仕事の充実・色彩豊かな生活に繋がっ

積む時期もありましたので、大小関わらず、様々な建築に

プラハには多くの中世の建築が戦火を免れ現存してお

ていることに気づきました。

関わる事ができます。

いう団体を作って、過疎化、限界集落化が進む地元の活性
化の一助になればと活動をしています。

り、様々な建築様式を見ることが出来ます。その上、ビー

まだまだこれからも「新しいこと」に挑戦するために色々

実は私の経歴は異色で「高専卒→就職→学費稼ぎ→大学

な準備をしていきます。どこかでお会いしたときはぜひ声

編入・大学院卒→就職→地元独立」が概略です。不思議が

をかけてください。

られるかも知れませんが、自分では幼い頃や高専時代に夜

ルが有名で、その価格は水よりも安く売られています、
ぜひお越しください。

な夜なベットの中で真剣に考えた計画の通りに進んだ結果
です。何が目的なのか今お話しすることはできませんが、
こんな人がいるんだぐらいでお気に止めていただけると幸
いです。また、どこかでお会いした際はお声掛けいただけ
ると幸いです。

担当した建物 ろうきん小松支店

学内ニュース
●主任あいさつ
今春46名の卒業生を送り出し、今年度の建築学科には41名
（男子22名、女子19名）
の新入生が入学しました。このところ
グローバル化が進んでいる我が学科は、3年生にはモンゴルか

●報告 デザイン・コンペティション2016inこうち（高知高専）

●報告 4年生 海外研修旅行 in ベトナム／ハノイ

第13回全国高専デザコン2016は、12月17日
（土）〜 18
日
（日）にかけて高知高専で開催されました。今回のデザコ
ンはメインテーマに
「
“はちきん”
と
“いごっそう”
」
石川高専か
らは4部門で学内予選や一次審査を通過した７作品が本選参
加となり、創造デザイン部門で
「最優秀賞」
を受賞しました。

建築学科4年生40名（引率、A科恩村先生、西本先生、
本間先生）でベトナムの首都ハノイを中心に10月3日か
ら2泊5日の海外研修旅行に行きました。「海外で活躍す
るOBを訪ねる旅」というテーマで本校OBの Vo Trong
Nghia 氏と丹羽隆志氏の協力を得て、彼らが共同で設
立したVo Trong Nghia Architects Hanoi Officeと、彼
らが手がけたハノイ近郊の代表作および最新作を見
学。また、同じく本校OBのNational University of Civil
Engineering（NUCE）のDai Ngiha Tran氏の協力により、
同大学との教育交流プログラムを実施することができ
た。また、この縁を機に昨年11月、正式に本校とNUCE
との間で、学術交流に関する協定を締結し交流が活発に
なることが期待されます。

らの留学生を1名、6月中旬にはタイからの短期留学生を2名
むかえています。また昨年度末に2名の先生が退職され、船戸
先生がタイの在外研究期間を終え復帰され現在8人体制で学生
たちと向き合っています。年度内には10人体制へ向けて新任
教員をお迎えしたいと公募しておりますので、候補者がおら
れましたら是非お声掛けください。
主任 道地

慶子

●1年間の活動記録
平成28年07月 体験入学および第1回子ども石川高専開催（小学生対象）
平成28年08月／ 09月 公開講座2つ継続実施
（みんなでデザイン/住宅模型）
平成28年09月 船戸先生 在外研究員でタイへ
平成28年09月 いしかわ広告景観賞受賞（まちなか科学館／ファサード）
平成28年10月 3年1泊（富山）/4年3泊（ベトナム/ハノイ）合宿研修
＊建築学科の海外研修旅行は5度目。
本年度の海外研修旅行もベトナムに！
平成28年10月 津幡町どまんなかフェスタで間伐材家具抽選会
平成28年10月 第51回 紀友祭およびオープン・カレッジ
平成28年11月 「第28回 ボウリング大会」（藤江レジャラン）
平成28年11月 43回石川県デザイン展5作品受賞、学生部門Ｗ
最優秀賞！
平成28年12月 デザコン2016こうち 本選参加
創造部門で最優秀賞！
平成29年02月 大学・地域連携アクティブフォーラムでＷ受賞
優秀賞と優秀ポスター賞。優秀賞は3年連続！
平成29年03月 小林勉先生、西本雅人先生、退職
平成29年03月 船戸先生 在外研究員/タイより帰校
平成29年04月 新規非常勤講師着任（竹村先生、石渡先生）
平成29年04月 モンゴルから留学生（3Aにマギ君）
平成29年04月 アクティブラーニング対応多目的教室（共通棟3F整備）
平成29年04月 「第29回ボウリング大会」（藤江レジャラン）
平成29年06月 短期留学生2名（タイ：キングモンクット工科大学）
平成29年06月 第4回うちわコンペ開催（最優秀賞は5A吉田大起）

■創造デザイン部門
最優秀賞受賞（文部科学大臣賞）
旅先になる、あなたの「ふるさと」 指導教員：内田 伸
学生：倉ヶ谷渚、坂下莉乃、木藤紗香、鍋本知恵
（2AC, 5A, 4A 4名共同）
デザコン2017
（岐阜県）
テーマは
「デザインが天下を制する」
です。
デザコン2017空間部門審査員の1名は石川高専OB7期の若林亮氏
（日建設計）

●石川県デザイン展で学生部門の最優秀賞をW受賞
「第43回石川県デザイン展」
において、学生部門の第1部で
最優秀賞
（石川県教育委員会賞）
と銅賞、第2部で最優秀賞
（金沢
市教育委員会賞）
と銀賞と奨励賞の合計5作品が受賞しました。
■【学生部門】 第一部

最優秀

まちか（計画説明ファイル1冊）

宇佐美彰翔、坂下梨乃、中 結希、中村正人、山本拓也（5年）
第一部
【学生部門】 第二部

銅賞 「K.PLAZA」鍋本知恵（4年）

●報告 3年生 国内研修旅行 in 富山
建築学科3年生40名（引率、A科森原先生、内田先生）
で富山県／射水市と富山市、黒部市を中心に10月4日
から1泊2日の研修旅行に行きました。新規訪問先は、
TOYAMAキラリ（隈研吾）YKK APのR&Dセンター及び価
値検証センターの見学もでき貴重な建築見学となりまし
た。宿は五箇山の合掌造りの宿で自炊しました。

●石川高専に新しいロゴマーク
7月初旬より石川高専HPのトップページで採用されて
います。略表記は NIT,Ishikawa college になります。

最優秀賞 「Floating」

源入幹太、杉本菜波、中

萌乃、本田

陸、加茂川美緒
（3年5名共同）

第二部

銀賞 「動と集のこども園」
内井一茶（2年）

第二部

奨励賞 「園社全体が遊具」
新松拓真（2年）

色もCMYKの割合で定義されました。
建築学科のカラーに該当する色はC60%、M20%にな
ります。スクールカラーである深い藍色に該当する色は
C100%、M70%、B30%です。

