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公益財団法人        ＮＯ.57(2017.12.10） 

三河郷友会会報   三河郷友会ＯＢ会                                         

 

    男子館（通称「新館」）の耐震診断結果と耐震改修工事について 

                                  理事長  中村 民雄 

 平成 25 年 11 月 25 日、通称「耐震改修促進法」が改正・施行され、大規模建築物等の耐震診断が義

務化されました。対象となる建物は、昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工した学校・病院・ホテルなど、3

階以上で規模が 5，000 ㎡以上の建築物です。対象の中には「賃貸住宅、寄宿舎、下宿」もあり、男子

館が含まれる事になります。 

ただし、階数が 3階以上で 1，000㎡以上 5，000㎡未満のものは「所管行政庁の指導・助言」止まり

で、努力義務となっています。三河郷友会の男子館は 5階建で 1,185㎡ですから義務ではありませんが、

入館している男子の安全・安心のためにも耐震診断を早急に実施し、耐震改修工事の目処を立てたいと

思い、本年 4月から理事会で対応してきました。 

その結果、1 階の食堂は壁が少なく広い空間を要しているため、東西方向への補強が必要との診断結

果を受けました。その補強案として寮庭側と駐車場側に外付けの「鋼管ブレース」を 7カ所ほど取り付

け、1 階と 5 階で壁補強する改修案が示されました。早速、この改修案の見積りをとったところ工事代

金 5，800万円という金額が示されました。 

 10 月 8 日、耐震診断結果ならびに改修案・見積書を提示して理事会を開きました。そこでは、「耐震

診断から実際の改修工事まで、2年も 3年も間をあけることは理事会の管理責任上問題であろう。」、「そ

れよりも何よりも男子館生の安全・安心を優先し、一部借入金をしてでも速やかに改修工事をすべきで

はないか。」という意見を頂きました。その結果、理事会の総意として 3，000万円ほど借入をし、次年

度中に工事を行うこととなりました。実際の工事には、来年（平成 30 年）夏休みになりますが、それ

までに諸々の準備をし、男子館生への説明や保護者への理解（館費の 1，000円値上げ）、具体的な工事

日程や館生の移動など、詰めなければならない課題が山積しております。具体的な事業計画・予算案は

来年 2 月の理事会、3 月の評議員会にかけることになります。工事が完了するまで諸々の準備で忙しい

週末を送っています。 

 なお、「所管行政庁の指導・助言」ということは、指導・助言を受ければ、耐震診断並びに耐震改修

設計に対してともに補助金が出ることも分かりました。前者の耐震診断についてはすでに頂いており、

後者の耐震改修設計についても現在申請書を提出し、結果待ちの状態です。また、館生の保護者への了

解等については、第 3期館費請求書に依頼文を同封し、お願いに上がっています。 

 女子館が完成して 3年、これまで「男子寮改築・改修積立金（1口 20，000円）」をＯＢ・ＯＧ会費

と併せてお願いしてきましたが、皆さまのご協力によりまして毎年 100万円ほど積立てができておりま

す。本年度末には 300万円を超えるまでになります。この積み立てたお金を耐震改修工事に使わせて頂

くことを 11 月 25 日のＯＢ・ＯＧ総会にお図りした上で、平成 30 年度事業計画および予算書（案）に

計上させていただきますのでご了解下さいますようお願いします。 
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平成 29年 11月 25日、三河郷友会ＯＢ・ＯＧ総会 

 11月 25日、愛知県岡崎市の岡崎ニューグランドホテルで開催されましたＯＢ・ＯＧ総会には 41名の

出席連絡があり、盛大に行われましたことをご報告いたします。 

 

 

  

 

 さて、当日の議題は、「平成 28年度事業報告および決算書」について報告するとともに、再来年の２

０２０年には「三河郷友会創立１２０周年」を迎えることから、その記念事業をどうするかでした。そ

れに対し、財団においては本年 4 月より男子館（100 人寮）の耐震化が問題となり、耐震診断をした結

果、早急に「耐震改修工事」を行った方が良いだろうという結論に達しました。 

そこで、創立１２０周年記念事業の前倒しとして、「男子寮改築改修積立金（現時点で３００万円）」

を工事費に組みこませていただきたいと提案させていただきました。結果、総会にお集まりの皆様のご

賛同を得て、全会一致で了承されましたことをご報告させていただきます。よって、2 月に開催されま

す理事会におきまして、「平成 30 年度事業計画および予算書（案）」に積立金を含んだ耐震改修工事費

を計上させていただきますので何卒ご了解くださいますようお願いします。 

 なお、来年の総会は、同時期（11 月 25 日予定）に学生会館の食堂で開催します。そのときまでには

耐震改修工事も終了し、リニューアルされた新館（男子館）をお披露目することができるだろうと思い

ますので、皆様のご来館を心からお待ち申し上げます。               

                                       （報告：中村） 
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平成 29年度ＯＢ・ＯＧ会費納入者一覧（平成 29年 4月 1日～平成 29年 11月 25日） 

山口 廸彦  3,000（普）   山本 智永 23,000（普改 1）  杉浦 嘉久  8,000（普特） 

中村 民雄  65,000（特改 3） 山崎 宣典  28,000（普特改 1） 村松  誠  3,000（普） 

藤澤 孝好  3,000（普）   石川 邦雄  3,000（普）   井上 英二  3,000（普） 

伊藤  学  3,000（普）   永井  寛  3,000（普）   尾崎 洋二  3,000（普） 

鳥居 延行  28,000（普特）  大沼 敏行  23,000（普改 1）  紅林  淳  8,000（普特） 

大竹 有二  3,000（普）   山田 真己  3,000（普）   服部 具明  3,000（普） 

安川 彰吉  5,000（特）   松川 栄一  5,000（特）   杉浦 康志  3,000（普） 

天野  仁  3,000（普）   星野 君夫  10,000（特 2）  太田 博隆  5,000（特） 

寺田  雄  3,000（普）   大塚  一  63,000（普改 3）  谷川 憲三  8,000（普特） 

尾崎 良康  3,000（普）   福間  淳  3,000（普）   高山 潤一  3,000（普） 

高瀬 伶奈  5,000（特）   米田 吉孝  3,000（普）   伊藤 明義  3,000（普） 

吉見 伝一  3,000（普）   浅井 和彦  3,000（普）   味岡 秀樹  28,000（普特改 1） 

鈴木 章悦  3,000（普）   石川吉之助  5,000（特）   岩月 一詞  3,000（普） 

川嵜 隆治  8,000（普特）  河崎 吉廣  8,000（普特）  佐藤 公彦  28,000（普特改 1） 

古澤 龍平  3,000（普）   多崎  央  3,000（普）   牧野 成憲  3,000（普） 

荻野 寿喜  3,000（普）   鈴木 義久  3,000（普）   白井 通義  3,000（普） 

水野 克宣  3,000（普）   林  全宏  3,000（普）  藤井 千里  35,500（普特改 1百） 

州崎 りこ  5,000（特）   小原 好雄  3,000（普）   野村弥寿男  3,000（普） 

竹内 義人  5,000（特）   稲垣 琢己  3,000（普）   内田  粛  3,000（普） 

兵藤 雄之  8,000（普特）  清水 幹良  28,000（普特改 1） 深沢 泰司  8,000（普特） 

川嵜 英輝  28,000（普特改 1） 浅岡 林平  5,000（特）  柴田  裕  5,000（特） 

山内 康敬  3,000（普）   加藤 定彦  3,000（普）   鈴木 健壌  3,000（普） 

後藤 彰彦  25,000（特改 1） 増村 清人  28,000（普特改 1） 荒牧  功  3,000（普） 

梅村 耕一  3,000（普）   都築 幸夫  3,000（普）   岩佐 正輝  3,000（普） 

磯村 真人  3,000（普）   竹内 精司  3,000（普）   山田  渉  8,000（普特） 

財津 敦毅  5,000（特）   小沢 洋介  23,000（普改 1） 杉浦 志樹  3,000（普） 

簗瀬 正邦  5,000（特）   紀岡 義博  3,000（普）   安田 隆清  3,000（普） 

杉山 晃浩  28,000（普特改 1） 杉山 遼太  3,000（普）  白井 孝一  3,000（普） 

青木 一正  3,000（普）   早川 勝博  3,000（普）   萬崎 具昭  3,000（普） 

堀内 康平  3,000（普）   加藤 圭悟  3,000（普）   片山  到  3,000（普） 

村田  寿  3,000（普）   小野 原大  3,000（普）   太田 浩二  3,000（普） 

井上 充彦  3,000（普）   縣  通夫  25,000（特改 1） 山口 豊彦  3,000（普） 

徳倉 正晴 108,000（普特改 5） 鈴木 基秀  3,000（普）   金田 李三  3,000（普） 

松田  健  23,000（普改 1）  鬼頭  誠  8,000（普特） 福井 康光  48,000（普特改 2） 

稲垣 正浩  5,000（特）   川出伊左男  3,000（普）   杉浦 淳雄  23,000（普改 1） 

小川 源八  3,000（普）   田淵  学  23,000（普改 1）  杉山 尚樹  3,000（普） 
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青木 祥悟  3,000（普）   近藤 啓勝  3,000（普）   上原 智史  3,000（普） 

朝日奈邦博  3,000（普）   深津 繁人  3,000（普）   榊原 琢也  3,000（普） 

松井 敏夫  3,000（普）   大林 市郎   8,000（普特）  小川 有世 140,000（改 7） 

小野寺雅史  28,000（普特改 1） 山本  淳  3,000（普）   藤野 宏之  5,000（特） 

寺嶋  隆  25,000（特改 1）  浅井 和彦  23,000（普改 1） 小川 有世 140,000（改 7） 

平野  元  10,000（特 2）   鈴木 一元  3,000（普）   仁枝 洋昭  3,000（普） 

榊原  潤  23,000（普改 1）  伴  謙吾  3,000（普）   南 孝三郎  3,000（普） 

工藤 圭章  3,000（普）   宮田 隆之  3,000（普）   小野 原大  3,000（普） 

宮脇 正夫  3,000（普）   大坪ひろし  8,000（普特）  川嵜 直輝  3,000（普） 

岩月 昭佳  3,000（普）   大谷 昇史  3,000（普）   渡辺 乃康  3,000（普） 

榊原 邦恭  10,000（特 2） 

 

 

       平成 29 年度会費納入のお願い 

 三河郷友会ＯＢ会会則にもとづき、平成 29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 

       ＊（公益財団法人三河郷友会への寄付金として計上します。） 

       創立百年史（残部僅少）    ７，５００円 

＊なお、特別会費等の繰越金についても金額が大きくなった場合、公益財団法人三河

郷友会へ寄付します。 

 

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

＊前号（第 56号）3頁下から 12段目「杉浦嘉人」は「杉浦嘉久」の誤りです。訂正してお詫び申上げ 

ます。 

 前号から、『公益財団法人 三河郷友会会報』として館生・館生の保護者の皆さまへも配布させてい

ただいております。ＯＢ各位の息の長いバックアップにより、現在の女子館が建築されたことをご理解

いただき、女子館に在館される学生・保護者の皆様には、お子様がＯＧとなられた暁には現役生へのバ

ックアップをよろしくお願いします。また、ホームページも刷新しましたので併せてご覧ください。 

                               （理事長 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（館長：酒井） 
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