
 ＯＢ会報        ＮＯ.53(2015.11.30) 

       三河郷友会ＯＢ会                                           

  

      四釜厚子さんの作品「村人（インド・マンドウ）」紹介 

                                 常務理事  中村 民雄 

 

 11 月 22 日、ＯＢ総会の席上で四釜厚子さんから、本年度の白士会展で「白士会賞」を受賞された作

品「村人（インド・マンドウ）」を縁あってご寄贈いただきました。作品を前にして、インドの村の様

子や制作の経緯など、ＯＢから次々と質問が寄せられ、その都度丁寧にお答えいただきました。その後

は、ご一緒に懇親会に参加していただき、最後までおつきあいいただきましたことを感謝申上げます。 

 懇親会への参加者は 21 名、学生も男女併せて 8 名ほど参加してくれ、和気あいあいの懇親会となり

ました。年齢層が高かったせいか揚げ物の売れ行きは今一でしたが、実費に近い値段で飲み食いできま

したので、主催者としては赤字もなくホッとしています。また、40年ぶりに立ち寄ったというＯＢや卒

寮以来はじめて会う人、懐かしさとかつて住んでいた部屋を見たいと言って屋上まで上がってみたりと、

旧交を温めておられました。30・40代の参加者が少ないのは忙しいためと思いながらも、毎年集まる機

会を設けておくことの意義を感じた 1 日でした。これで 11 月下旬開催も 3 回、定例化しますので次年

度以降も早めに予定表（11月 20日予定）にご記入くださいますようお願いします。 

なお、四釜さんの作品は、新築された女子館１Ｆフロアに展示してあります。お立ち寄りの節はぜひ

ご覧ください。 

 

  

写真：四釜厚子さんから後藤理事長へ作品「村人  写真：作品制作の経緯やインド・マンドウの様子 

   （インド・マンドウ）」寄贈            を語る四釜厚子さん 

 

 さて、四釜厚子さんを改めて紹介させていただきます。四釜さんは 1947 年（昭和 22）北海道樺戸郡

新十津川村のお生まれで、現在は岡崎市にお住まいです。2007 年白士会委員・飯田史朗氏に師事され、

同会の展覧会を拠点に活躍されています。題材はインド・中国を旅されながら取材・スケッチしたもの



を絵にされています。主な作品としては、2012年白士会展で愛知県知事賞を受賞された「市場（インド・

マンドウ）」、2014 年白士会展で白士会賞を受賞された「商談（インド・らくだ市）」などの作品があり

ます。今回ご寄贈いただいた「村人（インド・マンドウ）」により白士会準会員に推挙されました。 

 

 

 

＜館内風景＞ 

最近、あるＯＢから「寮へ行きづらくなった！パンツ一丁で歩いていた時代が懐かしい！」という声

が届きました。確かに、古き良き伝統は伝統として受け止め、今居る館生がその上に新たな伝統を築い

ていくために走り始めたばかりですので、食事風景一つとっても「変わったな！」と感じられるのでは

ないでしょうか。しかし、学食やファミレスでは当たり前の食事風景がようやく三河寮にも花開いたと

思えば、タイムスリップすることはできません。「寮メシ」と言えば、「マズイ！」「ただ流しこむだけ！」

といった食堂から下の写真のように和気あいあいの食事風景へと変わりました。また、半世紀近く続い

た「ダンスパーティ―」も今年から「クリスマスパーティ―」に衣替えするようです。食堂の役割も多

岐にわたり、遅い時間まで調理人のオジサンと団らんしたり、時にはオジサンに手ほどきを受けながら

料理教室も行っているようです。それを女子館にもどって実践し、グループでの団らんに生かしている

ようです。腕を上げたのはむしろ男子かもしれません・・・。 

 これが、新しい「三河郷友会学生会館」の姿になりつつあるので、ＯＢ各位もご了解ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：「牧メシ」でおなじみの新館（百人寮）で  写真：女子館の各階に敷設された調理室兼談 

の食事風景                   話室での憩いのひと時 

 

 

    平成 27年度ＯＢ会費納入者一覧（平成 27年 4月 1日～平成 27年 11月 22日） 

筒井健太郎  3,000（普）   柴田 憲広  8,000（普特）  浅井 和彦  3,000（普） 

宇佐美和由 115,500（普特百改 5） 水野 克宣  3,000（普）  伊藤  学  3,000（普） 

天野 克彦  3,000（普）   川出 厳郎  3,000（普）   紅林  淳  8,000（普特） 

近藤 暘司  3,000（普）   谷川  誠  3,000（普）   後藤 彰彦  43,000（普改 2） 

村田  寿  3,000（普）   杉浦 嘉久  8,000（普特）  早川久右衛門  3,000（普） 

小野 原士  3,000（普）   大塚  一  3,000（普）   尾崎 良康  5,000（特） 



山川 尚志  3,000（普）   大沢  誠  3,000（普）   鳥居 延行  28,000（普特改 1） 

山口 迪彦  3,000（普）   芦沢 次郎  3,000（普）   荒牧  功  3,000（普） 

鈴木 義久  3,000（普）   佐藤 公彦  28,000（普特改 1） 深津 繁人  3,000（普） 

川出伊左男  3,000（普）   川崎 吉廣  8,000（普特）  味岡 秀樹  28,000（普特改 1） 

多々内正寛  3,000（普）   稲垣 琢己  3,000（普）   増村 清人  8,000（普特） 

高山 潤一  3,000（普）   中山 治彦  3,000（普）   片岡 高文  23,000（普改 1） 

石川 邦雄  3,000（普）   田淵  学  23,000（普改 1）   小笠原啓介  3,000（普） 

小笠原昇一  3,000（普）   渡辺 乃康  3,000（普）   安田 隆清  3,000（普） 

青木 一正  3,000（普）   縣  通夫  10,000（特 2）  戸谷 市三  40,000（改 2） 

村松  誠  3,000（普）   横山 泰久  5,000（特）   山本 智永  8,000（普特） 

岩佐 正輝  3,000（普）   大竹 有二  3,000（普）   福間  淳  3,000（普） 

加藤 盛芳  5,000（特）   加藤 定彦  3,000（普）   竹内 義人  5,000（特） 

杉山 晃浩  23,000（普改 1）   尾崎 雅輝  3,000（普）   藤野 宏之  8,000（普特） 

満田  稔  5,000（特）   都築 幸夫  3,000（普）   吉見 伝一  3,000（普） 

大沼 敏行  8,000（普特）  外山滋比古  3,000（普）   服部 具明  3,000（普） 

藤澤 孝好  3,000（普）   財津 敦毅  5,000（普）   杉田 義明  8,000（普特） 

磯村 真人  3,000（普）   高木 謙介  3,000（普）   片山  到  3,000（普） 

鈴木 章悦  3,000（普）   山崎 宣典  28,000（普特改 1） 前川 博久  3,000（普） 

山口 豊彦  3,000（普）   荒木  毅  3,000（普）   富川  学  8,000（普特） 

深沢 泰司  8,000（普特）  中村 民雄  48,000（普特改 2） 勝部 敦史  3,000（普） 

小菅 豊弘  3,000（普）   真弓 隆浩  3,000（普）   谷川 憲三  8,000（普特） 

加藤 圭悟  3,000（普）   榊原  潤  5,000（特）   神谷 寿興  3,000（普） 

浅井 重雄  5,000（特）   都築  譲  3,000（普）   石川 周二  3,000（普） 

太田 浩二  3,000（普）   森  米二  3,000（普）   城處 求行  3,000（普） 

冨田 裕司  3,000（普）   河合雄一郎  5,000（特）   牧野 成憲    3,000（普） 

岩月 一詞  3,000（普）   柴田  裕  5,000（特）   小川 源八  3,000（普） 

堀内 康平  3,000（普）   稲垣 正浩  3,000（普）   山本  淳  3,000（普） 

井関  豊  3,000（普）   松田  健  3,000（普）   姫野 健二  3,000（普） 

伊藤 明義  8,000（普特）  中根 隆裕  23,000（普改 1） 江崎  晢  3,000（普） 

大林 市郎  5,000（特）   鬼頭  誠  23,000（普改 1） 鶴田 清文  3,000（普）   

鈴木 一元  8,000（普特）  内田  粛  3,000（普）   辻 稜一朗  3,000（普） 

簗瀬 正邦  5,000（特）   山田  渉  8,000（普特）  杉浦 志樹  3,000（普） 

榊原 麻二  3,000（普）   都築 慎治  3,000（普）   松井 敏夫  3,000（普） 

榊原 琢也  3,000（普）   山田 真己  3,000（普）   工藤 圭章  3,000（普） 

伴  謙吾  3,000（普）   稲垣 裕章  8,000（普特）  伴  謙吾  3,000（普） 

山川 尚志  3,000（普）   早川 勝博  3,000（普）   紀岡 義博  3,000（普） 

大坪ひろし  5,000（特）   清水 幹良  28,000（普特改 1） 寺嶋  隆  3,000（普） 

兵藤 雄之  8,000（普特）  兼子  聡  3,000（普）   杉浦 淳雄  28,000（普特改 1） 

徳倉 正晴 108,000（普特改 5） 長浜  隆  3,000（普）   村田  寿  3,000（普） 

竹中 洪二 100,000（改 5）   OB会残金   1,676     

 

   ＊（普）：普通会費   （特）：特別会費   （改１）：男子寮改築積立金口数 



         平成 27年度ＯＢ総会の報告 

 参加者 21名（会費 4,000円）でした。オードブルと飲み物代で 82,324円かかり、残金の 1,676円は

平成 27年度のＯＢ会会計に雑収入として繰入れました。 

 また、四釜厚子さんの作品「村人」の美術品搬送代・展示設備の工事代等の実費分については、ＯＢ

会が肩代わりすることも認めていただきました。金額については工事代金が未払いのため、次回の会報

で決算書として報告させていただきます。 

   

 

       平成 27 年度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 27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 

 

       男子寮改築積立金（１口）  ２０，０００円 

        ＊今年度から新たに募金を開始しますので 

よろしくお願いします。 

 

       創立百年史（残部僅少）    ７，５００円 

 

＊普通会費はＯＢ会報の印刷、発送料として使用します。また、特別会費はホームページの維持管理費

に充当します。 

＊男子寮改築積立金については、公益財団法人三河郷友会の「改築積立金」へ寄付金として計上させて

いただきます。 

 

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

 女子学生会館の建築とともに、次なる目標は男子学生会館の改築となります。一応 15 年後を目処に

改築計画を立てていますが、女子と同程度の建物を計画するとなると少なくとも頭金 1億 5千万円を積

み立てなければなりません。長い道のりですが、着実に進んでいきたいと念じていますので、協力方よ

ろしくお願いします。 

                                   （常務理事 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                                                                                                     

info@mikawagoyukai.net 

                              http://www.mikawagoyukai.net 

 TEL 03-3946-0342（事務長：酒井） 
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