
■■ 平成 17 年度ほおづえ会総会報告 ■■ 

平成 17 年 8月 20 日、ほおづえ会総会が開催され、以下

の議案について承認されました。 

＜平成 16 年度決算報告＞ 

 収入の部         支出の部 

 ・会費(正)    213,000  ・総会費   50,000 

 ・会費(準)  205,000  ・会議費   2,000 

 ・ＢＢＱ会費  32,000  ・事務費   8,532 

 ・預金利息     3  ・印刷費   49,350 

・繰越金   718,248  ・通信費   79,120 

合 計  1,168,251  ・事業費   343,941 

             ・雑 費    945 

             ・繰越金   634,363 

              合 計  1,168,251 

＜平成 17 年度予算案＞ 

 収入の部         支出の部 

 ・会費(正)    450,000  ・総会費   200,000 

 ・会費(準)  200,000  ・会議費    30,000 

 ・繰越金   634,363  ・事務費    50,000 

   合 計  1,284,363  ・印刷費    50,000 

                       ・通信費    80,000 

                     ・事業費    400,000 

             ・慶弔費    50,000 

             ・雑費･予備費 424,363 

              合 計   1,284.363 

＜平成 16 年度事業報告＞ 

・会報 13 号発行（平成 16 年 10 月） 

 ・バーベキュー（平成 16 年 11 月 6日） 

 ・ワークショップ<ゴミバケツペインティング> 

           （平成 17 年 2月 27 日） 

・浅野川園遊会ボランティア 

       （平成 17 年 4 月 9日・10 日）」 

・ホームページの更新、充実 

＜平成 17 年度事業計画＞ 

・会報 14 号発行（平成 17 年 9 月） 

 ・バーベキュー（平成 17 年 10 月 23 日(日)） 

 ・ワークショップ<浅野川園遊会宝さがしコーナー> 

                （平成 18 年 3 月） 

・浅野川園遊会ボランティア 

        （平成 18 年 4月 8日(土)・9日(日)） 

・ホームページの更新、充実 

＜平成 17･18 年度役員＞ 

 会  長 本田 昌義( 3 期) 

 副 会 長 宮川  浩( 2 期) 三谷  創( 7 期) 

      山田 雄一(13 期) 

 常任幹事 越野  明( 9 期) 石田 和彦(10 期) 

      石村聖一郎(11 期) 西  智明(13 期) 

      家山  真(14 期) 山岸  学(16 期) 

      内田  伸(20 期) 村田 一也(20 期) 

 会計監査 山内  隆( 4 期) 

 

■■ ほおづえ会からのお知らせ ■■ 

 

■住所変更の届出のお願い 

現在ほおづえ会では名簿発行しておりません。会報など

の連絡・郵送のために会員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下さい。

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

ーの管理は別に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 17 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。 
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■学内ニュース 

             新任教員あいさつ      森 原  崇 

昨年度の３月に中村昭英先生がご退官され、私はその後任として本年

度４月より勤めさせて頂いております。ただ専門科目は中村先生と異

なり建築環境工学で、特に音や光環境について教えたり、研究したり

しております。人が物質的にだけでなく精神的にも快適な生活を営む

ために、我々を取り巻く環境要素がどのようにあるべきなのかについ

て考えています。石川高専の着任当初に驚いたこととしてはすれ違う

学生のほとんどが挨拶をしてきてくれることです。また建築学科の学

生は上級生、下級生の繋がりがあって、非常に仲がよいことに驚きま

した。今後もこの良い伝統は引き継いで行けたらよいと思います。仕

事で忙しいとは思いますが、卒業生の方々も時々は学校の方へ顔を出

したり、ボウリング大会等のイベントに参加したりして頂いて、学生

や教職員とのよい繋がりを深めて頂けたらと思います。では今後とも

よろしくお願い申し上げます。        （もりはら たかし） 

● 第４回、第５回建築学科ボウリング大会-------------------- 

 

本企画ボウリング大会は、年2回（4月と11月）のペースで継続し、

既に5回目を迎えました。毎回参加者は、在学生、教員、卒業生を含

め100名を少し越える規模です。仕事の関係上ボウリング自体には参

加できなくても、その後、卒業生や在学生を交えて夕食会のための、

集合場所（幅のある時間）としての役割も果たしつつあります。 

ぜひ、一度足を運んでください。参加したい方は4月と10月頃、ほお

づえ会ＨＰをチェックして下さい。＊結果報告もＨＰで公開中。 

平成16年 11月 「建築学科第4回ボウリング大会」開催 

平成16年 11月  第30回石川県デザイン展出展 

平成16年 12月  ２級建築士のための公開講座開催1 

平成17年 02月  ゴミ箱デザインワークショップ 

平成17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17年 04月  浅野川園遊会ボランティア参加 

平成17年 04月 「建築学科第5回ボウリング大会」開催 

平成17年 07月  間伐材ベンチのNHK取材および放送 

平成17年 08月  ２級建築士のための公開講座開催2 

平成17年 09月  津幡町どまんなかフェスタでベンチ公開展示 

平成17年 10月 「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」開催 

平成17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17年 10月  体験入学 

平成17年 10月末 40回 紀友祭 

＊他：里山くらし体験塾を複数回開催、八代高専で図面展示など。 

● 卒業生サポートの可能性--------------------------------- 

* ２級建築士取得サポート体制の強化中 ！！ 

専攻科在学中の二級建築士取得をサポートするためにも、学科で平行

定規付き製図板を購入しました。在学生最優先ですが、正規の授業に

支障が出ない期間には、卒業生にも貸し出しが出来るようになりまし

た。事前に連絡頂ければ、どの先生でも貸し出し対応は可能です。ま

た二級建築士受験時に購入した問題集などで、資格取得後不要になっ

た問題集や参考書などがありましたら引き取って、希望卒業生に貸し

出したいとおもいます。（1級用も。） 

＊ 再就職探し、実務経験者探しにＨＰ活用 ？ 

学科には、石川高専建築学科の卒業生に対しい実務経験者を求める求

人関係の照会が時々あります。場合によっては、ほおづえ会のＨＰの

掲示板でも紹介されていますし、卒業生が直接下記目場合もあります

ので、思い当たる方、気になる方はぜひご覧下さい。また上記のよう

な照会に対して学科で把握している卒業生の現状の範囲は限られてい

ます。常時適切な就職先を紹介できる約束は出来ませんが、時には幸

運な巡り合わせもありますので、お気軽に教員までご連絡下さい。 

● 建築ワークショップの展開------------------------------- 

テーマを木製ベンチとしてから今年で4回目を終えました。2003年か

らは2学年合同チームで取り組み、地元の間伐材を材料に毎年10〜15

個のベンチを制作してきました。主に2年生と3年生が取り組み、伐

採現場や製材所の見学を通して、林業も含めて間伐材に対する理解を

深めています。ベンチのほとんどは津幡町のお祭りで紹介し、希望者

にご利用いただいています。今年のベンチは10月中頃に津幡町で行わ

れる「スタンプ祭り」で公開抽選会が予定されています。 

 

 さらなる展開として、専攻科では間伐材の利用促進と啓蒙的な公報

活動を兼ねた、日曜大工キットのような簡易なワークショップ教材づ

くりに取り組んでいます。現在はまだ試作品段階ですが、間伐材での

ベンチ制作、商品化の可能性という点で、NHKより取材を受けました。 

 



ほおづえ会恒例 

バーベキューのお知らせ 

（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、氷見の家（氷見市）にて、建物の見学会も

兼ねて開催されました。（下記：昨年度の様子） 

 

 

 

 

今年は、雨の心配もいらない、内灘町のサイクリング

ターミナル内で、開催することになりました。 

 

開催日：平成１７年１０月２３日（日） 

＝スケジュール＝ 

・現地集合 

    ↓    12：00（集合 11：40） 

・バーベキュー  ・本田会長挨拶 

   ↓     

（カラオケ大会あり！） 

・解  散    14：30 

    

バーベキュー参加費（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。） 

申込み方法 

申込み欄に必要事項を記入の上、10 月 14 日（金）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。 

開催地：内灘町サイクリングターミナル 

石川県河北郡内灘町宮坂に 1-3 

TEL 076-286-3766   

不明な点は 080-3740-7401(山田)までご連絡ください。 

なお、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。 

道路の反対側には、「展望温泉ほのぼの湯」（内灘砂丘

放水路温泉）があります。バーベキューの後に温泉に入

って、のんびりしてから帰るという方法もあります。ま

た、サイクリングターミナルの敷地内には、遊具施設も

あり、お子様連れでも楽しんでいただけると思います。 

―――ＢＢＱ申込書（10 月 14 日(金)締め切り）――― 

10 月 23 日(日)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： 

 

 

送付先 FAX 番号：076-234-3432  

Email：pon@esse.ac.jp 

 

 



浅の川園遊会で使用するゴミ箱 

デザイン･ワークショップ    

＝報  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、ここ２年開催しています。 

最初の年はゴミ箱のフタを加工、ペイントしました。

そして２回目となる今回は、ゴミ箱本体にペイントをし

ました。 

約40名の高専生に参加いただき、無事終了しました。

屋根付の倉庫でペイントしました。ちょっと寒かったで

すが、ジェットヒーターで乾かしながら無事終了しまし

た。三谷副会長が殆ど作った、お昼のバーベキューも最

高に美味しかったですよ。 

 

開催日:平成 17 年 2 月 27 日（日）時間:10 時～16 時 

場所 ：白山市 本保設備倉庫 

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 

 

この事業はこれで一段落とし、今年度は浅の川園遊会

がらみですが、別の企画を考えています。 

（概要は、最後のほうに書いてあります。） 

 

 

 

※ 掲載記事 

北陸中日新聞 平成 17 年 2 月 28 日（月）朝刊 

 

 

 

 

 

 

 

浅野川園遊会にボランティア参加 

毎年参加している浅の川園遊会に、同窓会会員と準会

員の有志で、ゴミ回収ボランティアに参加しました。 

【4月 9日(土),10 日(日)】 

当日は 2月 27 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。

 

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、そのお手伝いを高専生にしていただ

きました。今年からは「宝探し」というブースも士会担

当になり、そこも手伝っていただきました。 

この「宝探し」のブースを、同窓会で来年から担当さ

せてもらい、面白い企画にしていきたいと考えています

ので、皆さんもいいアイディアがあったらお願いします。 

今年の浅の川園遊会の最終日、実行委員会主催の打ち

上げには、残った学生達も参加して、多いに盛り上がり、

石川高専を多いにアピールできたと思っています。 

浅の川園遊会実行委員会の役員さんは、学生のパワー、

まとまりに圧倒されつつも感動されていました･･･｡ 

 




