
190706 令和元年度中部支部総会報告.doc         1／6                  2020/03/09 

令和元年度中部支部総会報告 
 
中部支部では、令和元年７月 6 日に支部総会及び懇親会を愛知県・刈谷市の D スクェア(㈱デンソ

ー殿の福利厚生施設)で開催いたしました。 

今回の総会参加者は、金属 23名、機械 14名、電気 5名他、総勢 50名弱でした。 

 

西門幹事長の司会により定刻通り総会が始まりました。尚本年度より、総会開催時間が正午からに

改められました。 

中部支部総会を代表して、阿比留支部長から以下のような挨拶の言葉が述べられました。 

 

【阿比留 憲史 中部支部長（S51 機械）の挨拶】 
こんにちは！新米支部長の阿比留でございます。 
本日は、皆さんお忙しい中、又、このような生憎の天気にもかかわらず多くの皆さんにお集り頂き、

本当に有難うございます。 
そしてまた、熊本大学のほうから、国武先生が一昨年に引き続き、遠いところをお越し頂きまして

大変有難うございます。このように続けてきていただけると、中部支部の準会員になって頂きたい

くらいです(笑)。 
本日は約 50 名の方々のご出席をいただいております。毎年毎年、この会を継続的に支えて頂いて

いる皆様や初参加の方、或いは新社会人の方々も大勢参加して頂いておりますことは、非常に嬉し

く思うと同時に、心強く思っています。 
私は、中部支部長になったことをきっかけに「この会とは何だろう」と言う事につきまして、ちょ

っと勉強しましたので皆さんに聞いて頂きたいと思います。 
この会は、工学部卒業の先輩、先輩に誘われた後輩、酒が好きで話が好きなオジサンたちの集まり

だ、と考える方も居るかも知れません。実のところ、それは大変正解です。 
但し、ちょっと違うところを申し上げますと、皆さんが工学部に入学されたときに、ほぼ自動的に

「熊本大学工業会」と言う会に入会されています。勿論、入会金も払い込んでいます。ですから、

熊本大学工学部に入学して卒業したと言う事は、自動的に熊本大学工業会の正規の会員であると言

う事になります。 
この熊本大学工業会は何のためにあるのかと言いますと、「後輩たち、学生たちをフォローすると

言う事と、大学を卒業して社会人になった後、お互いの懇親を強めて熊本大学のパワーを産業界に

深く知らしめる」と言う、そのような崇高な目的の為に熊本大学工業会が成立しているわけであり

ます。当工業会は、北は北海道から南は沖縄、海外・上海に至るまで全国 27 支部で構成されてい

ます。その中の一つが、この中部支部であります。 
先月、6 月 1 日に工業会本部の総会がございまして、出席させて頂きました。その中で、各支部の

方々がみなさんそれぞれ頑張っておられると言う事を報告されていました。 
そのようなお話をお伺いする中で、中部支部は諸先輩の方々がこれまでに盛り上げてこられたおか

げもありまして、手前味噌ではありますが（活性度は）上位 3～4 位のところに位置しているので

はないのかな・・・と言う感じを受けました。 
話は変わりますが、工学部 120 周年記念イベント（2017 年 11 月 4 日）が行われた際、この中部

支部の名物となっております「赤フンの巻頭言」が特別招待されましてイベントにおいて演舞を披

露しました。私も、チョット、鼻高々の気分で総会に参加させて頂いた次第です。 
この中部支部の活動は 1年に 1回開かれる総会以外に、年に 3～４回開かれる懇親会がございます。
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又、ゴルフ同好会と言う形でゴルフ活動もやっています。 
もし時間の許す方、参加してもいいと思われる方はぜひとも積極的に参加して頂いて、他の支部に

負けないように叱咤激励頂ければ幸いに存じます。 
挨拶と女性のスカートは短いほうがが良いと思います。 
最後に、私はじめ役員全員が精一杯頑張っていきますので、皆様方の温かいそして力強いご支援を

今後もどうか変わらず頂きますよう、宜しくお願い致します。 
有難う御座いました。（拍手） 
 
【國武先生の挨拶】今年度は本学より来賓として國武 雅司教授（熊本大学 先端科学研究部）を

お迎えしました。先生には、来賓挨拶に引き続いて、「分子の気持ちで設計する高分子材料」を中

心テーマとして約 40分間の特別講演をして頂きました。講演の概要は以下の通りでした。 

(1)工学部の学科編成について…正確には 2 年前から、実質的には今年（2019 年）から、従来の 7
学科から大きく 4 つのグループに再編されたこと 
(2)地震や水害等の自然災害に対する熊本大学の復興状況について…平成28年熊本地震からの復興

状況、及び平成 24 年 7 月の大雨洪水に対する熊大周辺の護岸対策工事の完成状況の報告等 
(3)分子の気持ちで設計する高分子材料…國武先生の専門分野である高分子材料に関する最先端の

研究成果について講演をして頂きました。 
材料の中における構造の階層性と言う専門領域について様々な事例を紹介して頂く中で、例えば材

料の自己組織化と言う原子・分子の配列に関する基本概念を、京都・鴨川の岸辺に憩うカップル同

士間の自然発生的な距離感に例える等、化学分野の門外漢の出席者にも理解できるように、わかり

やすく解説して頂きました。 
 
【会計報告】続いて令和元年度の会計報告が、中村 哲也幹事（H08、電気院修了）によって行わ

れました。 

古寺 実・元支部長（S60、金属）により行われた会計監査で会計報告内容が承認されました。 

以上で、総会第１部はつつがなく終了しました。 

約 10分間の休憩時間の後、第 2部・懇親会に移りました。 

なお、休憩時間を利用して西門幹事長の方から、熊大工業会の HP のトップページから各支部一覧

を紹介したページへのアクセスの仕方、更にそこから、中部支部総会の活動報告にアクセスする方

法等の紹介が行われました。 
 

【第 2 部】 

例年通り、出席者全員による乾杯で始まりました。 

宇対瀬 強一元支部長（S38,金属）他、歴代の支部長経験者 5名が壇上に勢揃いして、乾杯のご発

声が行われました。尚、乾杯の前に歴代支部長による簡単なスピーチが行われました。 

宇対瀬様】乾杯に当りまして、歴代の支部長にご登壇頂きました。 
ここ 20 年近くになりますけども、銭亀さん、元支部長以降、私が引き継ぎまして、今日は一人、

できの悪いのが欠席しておりますが(笑)、この並びがここ 20 年近くの歴代の支部長です。 
順番に、一言づつ申し上げますけども、私はすでに「サンデー毎日」に入っておりまして、一週間

毎日ゴルフです(笑)。 
ゴルフ場に週 2 回、あとは毎日練習です。時々、早朝練習に行ったりしております。 
毎日、仕事もせずにこんなことをしていいのかなとも思いますが、ウィークデーの安いゴルフ場に

行きますと、将にご老人ばかりです。私も、おそらくその中の一人だと思います(笑)。 
もう少し頑張って、私も皆様方とお付き合いしたいと思います。宜しくお願いします。昭和 38 年
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卒の宇対瀬と申します。（拍手） 
國分様】宇対瀬さんの後を引き継ぎました、國分です。ゴルフの方は、去年でしたか、阿比留さん

主催の大会では、バンカーに入りまして 15 回叩いた記録があります(笑)。まだそれは破られてお

りません。これからは、5 回ぐらいで出られるようになりたいと思います。(笑)  
それと、私と宇対瀬さん及び黒木さんは工友寮出身者なのですが、つい先日黒木さんにちょっとお

話を聞いた限りでは、工友寮関係の会合等の出席者の人数が、ひところに比べるとやはりちょっと

ばかり減ってきている気がすると言う事でした。これはしかし、年月の経過とともに、寮友たちも

年を取っていきますので、やむを得ないことだと思います。 
工友寮には寮旗があります。今のところ黒木さんが一番若いですから、黒木さんが最後を迎えられ

た時には、一緒に（その寮旗を）持って行って頂きたいと思っています。（拍手） 
古寺様】今日は欠席されてお見えになっていませんが、建築の新井元支部長の後を受けて、支部長

を引き継ぎました、昭和 60 年金属卒の古寺でございます。私は、A 社に努めていますが、転勤も

することなく 35 年間勤めてまいりました。子供 2 人もようやく独り立ちしました。 
これからは妻と二人で仲睦まじく生きていきたいと思います(笑)。そのためには年金は大切ですが

老後の貯金は 2000 万円が必要ということですし(笑)、この総会にも毎年参加したいと思いますの

で、そういったことをしっかり準備しながら残された第 2 の人生を務めていきたいと思います。今

後ともよろしくお願いします（拍手）。 
本田様】昭和 44 年、生産機械卒業の本田です。昨年まではこの総会の準備の為の手配等を一生懸

命やっておりましたが、今年は新しく阿比留さんにお願いして、裏の方でゆっくりとさせて頂きま

した。 
先ほど、阿比留さんも仰っていましたが、昨年までは私が本部の総会に出て行っていました。中部

支部の総会は、阿比留さんは 3 番か 4 番ぐらいと言っておられましたが、私は 1 番ではないかと

思います(笑)人数は東京のほうが多いですが、だけど、ここには今回も若い人がいっぱい来ていた

だいて、その意味では非常に活気溢れる支部ではないかと思います。 
今後も、阿比留新支部長を中心に、是非皆さんと共に盛り上げていきたいと思います。今日は、参

加有難う御座いました（拍手）。 
阿比留様】先ほど長い挨拶をしていますので、ここでは、簡単な自己紹介だけにさせて頂きます。 
どちらかと言えば、支部長よりもゴルフ幹事をやっていれば随分気が楽だったのですが、相変わら

ずゴルフは好きで、機会があれば必ず張り切って参加させて頂きますので、皆さん宜しくお願いし

ます。51 年・機械卒の阿比留です（拍手）。 
國分様】それでは、先ほど（國武先生より）お話を伺ったのですが、大学の方も未だ、傷跡が残っ

て、今修復中とのことです。それと、熊本城もまだまだ大変な様子のようですが、一日も早い回復

を祈念いたしますと共に、来年もまた皆さんそろってここでお会いできるように祈念いたしまして

乾杯いたします。 
乾杯！！（全員で、乾杯、並びに拍手） 
 
【懇談会及びお楽しみ抽選会】引き続いて行われた懇談会は、例年通り出身学科別懇談に引き続い

て、出身県別に席替えが行われました。各テーブルのお互い同士で、近況報告などを行いました。 

今年度は抽選会が余興で行われました。商品は獺祭（日本酒）、米焼酎鳥飼、芋焼酎・赤兎馬等が

用意されていました。 

当選者は電子くじで決められました。出席者には予め番号が割り当てられていて、中村幹事がくじ

引きを行って、当選者を絞り込んでいきました。最終的に、城戸様や井上様他が賞品をゲットしま

した。 
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【出席者による近況報告】引き続いて、特に新入社員（H31卒 4名：匿名）を中心に、本日初めて

参加して頂いた方（若手卒業生 2名：匿名）に、自己紹介・近況報告を兼ねて一言ずつ（3分以内）

スピーチをして頂きました。 

 
N：ご安全に。平成 27 年機械院修了です。F 社に勤務しています。生まれは熊本です。大学卒業

の 24 歳までずっと熊本で暮らしてきました。今回このような会に参加させて頂きましたのは同じ

熊本大学卒業で同じ会社勤務の富松さん（幹事）の紹介です（拍手）。貴重な機会だと思います。

会社にも若手の熊大卒業生が居ますので、声をかけてみたいと思います。宜しくお願いします。 
M：ご安全に！H31 年金属卒の M です。本日はこのような楽しい会にお招きいただき有難うござ

います。愛知に来て思ったことは、酒の席で飲む酒の量についてキャパが違うなと思いました。こ

れからも宜しくお願いします。 
T：ご安全に！H31 卒の T です。僕は本日の出席者の中では一番若いと思います。従って、工業会

でのお付き合いも、今後一番長くなるわけです。至らないところはあると思いますが、宜しくお願

いします。 
K：ご安全に！K です。金属・修士を終了しました。最近、うちの会社は若い人達が増えてきてい

ます。そのうち、工業会中部支部の中で大きなグループになると思います。 
自分も最近、ゴルフを始めました。今はまだ力不足ですが、そのうちいいスコア―出したいと思い

ます。宜しくお願いします。 
西門幹事長】K さんありがとうございました。次期幹事は K さんの会社にお願いしたいと思いま

す(笑)。宜しくお願いします。 
O：ご安全に！H31 年、熊本大学大学院・機械システム工学（修士課程）終了の O です。出身は

熊本市・中央区です。大学卒業まで自宅住まいでしたので、現在初めての一人暮らしです。このよ

うな集まりに参加して、皆様とお話しできてうれしいです。宜しくお願いします。 
 
幹事長】皆さん有難うございました。以上、フレッシュマンの方々を今後とも温かくフォローして

頂きたいと思います。時間に余裕がありますので、一言述べたい方、歌を披露したい方どうぞ手を

挙げてください。 
鮎川様】一言申し上げたいと思います。「ご安全に」は言葉だけでなく、心から言うべきだと思い

ます。私は、愛知県から 8 年間、労災指導員を任命されました。その任務を実践していったとき、

一番ダメだったのが、経営者が言葉だけで「安全に」といった企業は全部、死亡事故を起こしてい

ます。そのたびに、指導に行っています。 
今皆さんが「ご安全に」と挨拶を交わされているのを聞きまして、本当の意味での「ご安全に」と

は、このような場で軽々しくいうべき言葉なのかと感じました。 
実際に一番事故が起きやすいのは、始業後 30 分、昼の休憩後 30 分、就業前の 30 分、この時間帯

に集中します。 
今皆様が簡単に言われた「ご安全に」は、本当は心がこもった「ご安全に」でなければなりません。

皆さんには本当に申し訳ありませんが、何気ない「ご安全に」の言葉の裏に隠された真実にどの程

度の配慮がなされているかと考えた時、私が向き合って来た 8 年間の経験を通じて得た本音を言わ

せて頂ければ、チョットだけ危惧の念を抱いた次第です。 
事故を起こしたら、死者を出したら、もうおしまいです。何十億の損害が発生する場合があります

し、会社の存立自体が危うくなる場合もあります。 
このような宴会の場に相応しくない、やや強い言葉でお話しして申し訳ありませんでしたが、なに
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とぞ真意を御理解ください。 
もう一つ 2 番目に大事なこと・・・・・何だと思いますか？ 
出席者】健康 
鮎川様】イエス！健康でなければ、週に 2 回のゴルフをやれません。どんなに頭が良くても、健康

が無ければ夢は叶いません。 
三番目は何でしょうか？ 
出席者】酒が強いこと 
鮎川様】社交性が有ることはいいことですが、3 番目は運です。運があれば社長になるでしょう。

しかし、運が無くても悲観する必要はありません。社長になれなくても、健康で定年を迎えて、ゴ

ルフができる楽しい、良い人生を送ればそれはそれで幸せだと思います。 
どうか皆さん、頑張ってください（拍手）。 
金原幹事】S54 年・生産機械卒の金原です。昨年、D 社を定年退社しまして、現在、某社の技術部

長をしています。私は、ゴルフ同好会の会長もしています。今回、若い方々もたくさん入ってきま

したので、ゴルフをやる人・やりたいと思う人は是非 LINE に登録してください。宜しくお願い

します。 
参加者】今年の計画は 
金原幹事】私は、この春、入社したばかりですので、半年は有休がとれません。10 月頃には土曜

日に大会を開けるかもしれません。 
尚、先ほど鮎川さんから「ご安全に」と言う挨拶の大切さについてお話を伺いましたが、実はわた

くしもその言葉の意味を深く考えていなかったように思います。しかしこの機会に、もう一度この

言葉の意味を深く考え直して、今後の仕事に活かしたいと思います。有難う御座いました。 
幹事長】金原さんのゴルフ幹事の紹介を忘れていました。申し訳ありません。ほかに、ご発言希望

者はいませんか。 
 
最後に家入から、Yahoo 様ご提供の無料ドメインの閉鎖（2019 年 3 月）に伴い、予告なく中部支

部の HP を閉止した経緯（中部支部 HP も無料ドメインを利用してきた）などにつきお詫びと説明

が行われました。 
尚、（2019 年 7 月）現在、中部支部の HP はとりあえず引越を完了していますが、URL が変わり

ましたので、例えば Yahoo ！ＪＡＰＡＮ等の検索エンジンでは、これまで通りのアクセスはでき

ない状態になっています。 
 
【五高寮歌演舞】令和最初の支部総会も、いよいよ終わりに近づいてきました。 
ここで恒例の巻頭言を八明様、井上様、それから吉本様の若手 3 人で演じて頂きました。 
宴会場後方に用意されたパーティションの方へ出席者全員で移動して、演舞者 3 名を囲むように円

陣を組みました。 
3 名の元気いっぱいの巻頭言に続く演舞に合せて、出席者全員で五高寮歌を斉唱しました。 
 
いざや舞わんかな、狂わんかな、謳わんかな、我らが剛毅朴訥の調べを、 
武夫原頭に草萌えて、  アイン ツバイ ドライ そ～～れ～～ 
1 番)武夫原頭に草萌えて・・・ 
2 番)それ西海の一聖地・・・・ 
5 番)さらばわが友叫ばずや・・・・ 
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八明様ご発声】ご列席の皆さまと、熊本大学の益々の発展を期して 
フレ～～～ッ！ フレ～～～ッ！ ク～～マ～～ダイ！ 
ソゥ～～レッ！  
フレッ！フレッ！ クーマダイ！ フレッ！フレッ！ クーマダイ！（拍手） 
 
幹事長】記念撮影の前に黒木副支部長のご挨拶で最後を締めたいと思います。 
黒木副支部長】最近、若い人たちの参加が増えてきたことには期待しています。総会出席者は、こ

こ数年頭打ちですが、今後盛り返していきたいと思います。宜しくお願いします。（拍手） 
それでは、熊大工業会中部支部の益々の発展を祈念しまして万歳三唱をしたいと思います。 
バンザ～イッ!!  バンザ～イッ!!  バンザ～イッ!!  
 
その後、出席者全員で記念撮影【15:20 全て終了】      

 
 
 

 


