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       三河郷友会ＯＢ会                                           

  

              竣工式および竣工を祝う会 

                            建築準備委員会委員長  中村 民雄 

 平成 26年 11月 23日、公益財団法人 三河郷友会 女子学生会館が竣工しました。設計・施工にあたっ 

ては、徳倉建設株式会社 代表取締役社長の徳倉正晴氏に多大なるご尽力をいただきました。ここに御 

礼ならびに会員各位にご報告申し上げます。 

 

 



 竣工式当日は、午後 1時から「女子学生会館の竣工を祝う会」が催され、参加者 35人全員で会館内を散策し、

玄関前で揃って記念撮影をしました。これからは、男子禁制となりますので滅多やたら入れませんので、互いに

自分たちの時代との違いに驚きながら見入っていました。 

 その後、新館（100 人寮）１階の食堂で懇親会を行いました。ここは、女子学生が入館した暁には男女一緒に

食事することになっており、イスやテーブルを新しくし、男くさい昔の雰囲気を一掃しました。大学の食堂のよ

うにきれいになったところで、男女いっしょに食事してくれることを願っています。 

 会は予定の時間を１時間以上もオーバーし、午後４時過ぎに一旦お開きとなりましたが、遅くまで寮生室で飲

んでいたＯＢもいたようです。昔の悪い癖が出たのかもしれません。こんなとき寮監は、見て見ぬふりをし、寮

生から直接「あのＯＢ、何とかして!」といった訴えがないかぎり、見守り続けます。後で聞いた話、かなりへ

べれけになっていたようです。社会人としてはできないが、この寮へ来ると「昔の寮生」に戻ってしまい、タガ

が外れてしまうＯＢもいたようです。ただ、大学の学園祭と重なったため、現役学生の参加が数人しかおらず、

少し寂しかったです。来年からは女子学生にも手伝ってもらい、華やかなＯＢ会にしていきたいと考えています。

その意味で男くさいＯＢ会、学生寮から、少しずつ脱却を図っていきたいと思います。来年もこの時期に開催し

ますので多数ご参加くださいますようお願いします。 

 

 竣工式後の 11月 30日（日）に現役女子学生の途中入館選考を行いました。現役学生まで広報がなかなか行き

届かないのか、2 名の応募しかありませんでした。選考の結果、二人とも優秀で積極的に新しい女子学生会館を

担ってくれそうでしたので許可いたしました。また当日、中日新聞・東京新聞の記者による取材があり、この会

報がお手元に届くころはすでに記事となっていることでしょう。東京新聞でも記事にすると言っておられたので、

ホームページなどで紹介したいと思っています。この現役女子大生の募集は、新 1年生の募集が始まる 2月まで

行っていますので、今後とも口コミなど、広報をよろしくお願いします。 

 

なお、この日までに「改築積立金」として 2口以上募金された方は、女子学生会館入口のロビーにご芳名の名

盤を掲示させていただきました。ここに御礼とともにお名前を転記させていただきます。ご協力ありがとうござ

いました。 

 

公益財団法人 三河郷友会学生会館 建築資金寄附者一覧（平成 25・26年） 

 

縣  通夫   味岡 秀樹   芦沢 次郎   天野 行雄   市川  薫   岩瀬 琢也 

太田 雅人   大沼 敏行   小川 源八   小沢 洋介   小野寺雅史   川崎 英輝 

川崎 直輝   川崎 隆治   河崎 吉廣   北村  彰   鬼頭  誠   紅林  淳 

後藤 彰彦   後藤 昌彦   佐藤 公彦   杉浦 淳雄   杉浦  隆   高原 雅美 

竹内 精司   谷川 憲三   田淵  学   土谷  功   寺嶋  隆   徳倉 正晴 

鳥居 延行   中嶋 克宜   中根 隆裕   永田 靖章   中村 民雄   伴  謙吾 

深沢 泰司   福井 康光   藤田 和之   堀田 義高   増村 清人   水野 克宣 

安川 彰吉   山崎 憲伸   山崎 宣典   山崎 秀克   山田 真己   山本 智永 

    

＊平成 25・26 年度と 2 年続けて募金してきました建築資金積立金は、今年度末まで募金 

しておりますので、お忘れになられていてまだの方は、よろしくお願い致します。 

＊２口（４０，０００円）以上ご寄付いただいた方は、女子学生会館入口の名盤にご芳名 

 を掲載します。年度内であればご記名できますので、重ねてご協力のほどお願い申し上 

げます。 

 

 ＊なお、次年度以降も引き続き、男子寮改築資金積立金としての募金を開始しますので、 

ご協力のほど何卒よろしくお願いします。 



  

       平成 26年度ＯＢ会費納入者一覧 

（平成 26年 5月 23日～平成 26年 11月 30日現在） 

 

後藤 彰彦  40,000（改 2） 中村 民雄  28,000（普特改 1）  尾崎 良康  5,000（特） 

芦沢 次郎  3,000（普）   小沢 洋介  63,000（普改 3）   片山  到  3,000（普）   

谷川 憲三  48,000（普特改 2） 柴田 裕  5,000（特）     縣  通夫  23,000（普改 1） 

岩月 一詞  23,000（普改 1） 鈴木 義久  3,000（普）   佐藤 公彦  28,000（普特改 1） 

松田  健  3,000（普）   城處 求行  3,000（普）   鳥居 延行  8,000（普特） 

竹内 精司  23,000（普改 1） 伴  謙吾  23,000（普改 1）  伊藤  学  5,000（特） 

鈴木 章悦  3,000（普）   山口 迪彦  3,000（普）   高山 潤一  5,000（特） 

山崎 秀克  28,000（普特改 1） 多々内正寛  3,000（普）    紅林  淳  8,000（普特） 

太田 浩二  3,000（普）   山崎 宣典  28,000（普特改 1） 永谷  在  3,000（普） 

山本 智永  8,000（普特）  岩佐 正輝  3,000（普）   小川 源八  43,000（普改 2） 

磯村 真人  20,000（改 1）  水野 克宣  43,000（普改 2）  中嶋 克宣  43,000（普改 2） 

水野 隆司  3,000（普）   鈴木 一元  8,000（普特）   牧野 成憲  3,000（普） 

紀岡 義博  3,000（普）   吉見 伝一  3,000（普）    藤澤 孝好  3,000（普） 

伊藤 明義  8,000（普特）  川出 厳郎  23,000（普改 1）  服部 具明  3,000（普） 

梅村 耕一  3,000（普）   杉浦 嘉久  8,000（普特）   金田 季三  3,000（普） 

満田  稔  8,000（普特）  村松  誠  3,000（普）    山崎 憲伸  40,000（改 2） 

森  米二  3,000（普）   味岡 秀樹  28,000（普特改 1） 小林 敏博  20,000（改 1） 

井上 英二  3,000（普）   寺嶋  隆  23,000（普改 1）  中村 正人  3,000（普） 

大沼 敏行  23,000（普改 1）  大沢  誠  3,000（普）    福間  淳  3,000（普） 

財津 敦毅  3,000（普）   杉浦 淳雄  23,000（普改 1）  村田  寿  3,000（普） 

都築  譲  13,000（普特 2）  外山滋比古  3,000（普）    佐羽尾正人  23,000（普改 1） 

荒牧  功  3,000（普）   富川  学  13,000（普特 2）  稲垣  暁  5,000（特） 

彦坂 亮一  5,000（特）   竹内 義人  5,000（特）    糀谷 睦雅  20,000（改 1） 

坪根  隆  3,000（普）   成瀬 重行  8,000（普特）   藤田 和之  43,000（普改 2） 

内田  粛  23,000（普改 1）  丸井 大輔  3,000（普）    神谷 基恒  23,000（普改 1） 

工藤 圭章  3,000（普）   大竹 有二  23,000（普改 1）  中根 隆裕  23,000（普改 1） 

増村 清人  48,000（普特改 2） 増山一二三  3,000（普）    太田 雅人  23,000（普改 1） 

石川 邦雄  3,000（普）    谷川   誠   3,000（普）    荒木  毅   3,000（普） 

上原 智史  3,000（普）    田中 寿英  3,000（普）    小原 好雄    3,000（普） 

白井 孝一  23,000（普改 1）  永田  雅克  20,000（改 1）   深津 繁人   3,000（普） 

杉浦 志樹  3,000（普）    鬼頭  誠    23,000（普改 1）  堀内 康平  3,000（普） 

尾崎 雅輝  3,000（普）    多崎  央     3,000（普） 福井 康光  23,000（普改 1） 

山田 真己  43,000（普改 2）  鶴田 清文  3,000（普）    川崎 直輝   3,000（普） 

徳倉 正晴 108,000（普特改 5） 山田  渉  8,000（普特）   稲垣 裕章  28,000（普特改 1） 

河崎 吉廣  8,000（普特）   松井 敏夫  3,000（普）    青木 一正   3,000（普） 

荻野 寿喜  25,000（特改 1）  小野寺雅史  23,000（普改 1）   天野 行雄  40,000（改 2） 

中村 民雄 100,000（改 5）   藤野 宏之  8,000（普特）   三ツ口尚志   3,000（普） 

山中 賢一  3,000（普）    川崎 隆治  8,000（普特）   榊原  潤  23,000（普改 1） 

兼子  聡  3,000（普）    兵藤 雄之  23,000（普改 1）  市川  薫  48,000（普特改 2） 

 



       平成 26度ＯＢ会費納入について 

  

三河郷友会ＯＢ会会則にもとづき、平成 26年度の会費をご納入下さいますようお願いします。 

 なお、ご入金は郵便振替（００１５０－８－２７４３４ 三河郷友会ＯＢ会）でお願いします。 

        

       普通会費           ３，０００円 

 

       特別会費（１口）       ５，０００円 

 

       改築資金積立金（１口）   ２０，０００円 

        ＊引き続き、男子寮改築資金として募金を行って 

いきますのでよろしくお願いします。 

 

       創立百年史（残部僅少）    ７，５００円 

 

＊改築資金積立金は、公益財団法人三河郷友会への寄付金として計上させていただきます。この 

寄付金は、公益財団法人の領収書を発行しますので確定申告等にお使いください。普通・特別 

会費については振込用紙が領収書がわりとなりますので、よろしくお願いします。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・＜あ と が き＞・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 平成 26年 11月 23日午前 11時 30分から行われた竣工式のあと、理事会・評議員会が開催されました。席上、

後藤理事長より、酒井崇之事務長を「女子学生会館の館長に推薦する旨」提案され、満場一致で了承されました

ことをご報告します。 

酒井事務長はこの間、徳倉建設の現場監督と細々としたことの打ち合わせや処理、三菱東京ＵＦＪ銀行との契

約に関する書類の整備や日程調整など、実に丁寧な仕事をしてくれました。この日に竣工式を迎えられたのも酒

井事務長のおかげと感謝しています。 

 

酒井事務長は、女子学生会館に新設されました館長室にご夫婦で住まわれ、事務長としての仕事とともに、日

常の管理部門を引受けていただくことになります。小生の方は、引き続き常務理事・寮監として全体の運営並び

に男子寮（三河寮）の監督をしていきます。金曜日の夜から月曜日まで、特に週末はほとんど三河寮にいますの

でお立ち寄りください。酒井事務長とは財団法人としての運営部門と管理部門を二人三脚、分担しながら行って

いきますので今後ともよろしくお願いします。 

なお、女子学生会館の新設にともない事務室もそちらへ移ります。これまでのメールアドレスが使えなくなり、

下記アドレスとなりましたので、何卒よろしくお願いします。 

                                     （寮監 中村 民雄）                  

 

                 ＯＢ会事務局   〒112-0002 

                             東京都文京区小石川 5-19-37 

                               公益財団法人 三河郷友会内 

                               TEL 03-3946-0342（事務長：酒井） 

                               t-sakai@mikawagoyukai.net 

mailto:t-sakai@mikawagoyukai.net

