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ご あ い さ つ
「ていゆう」42号
発行にあたり

丁酉会会長

九谷田 旭

（自工科12期 昭和41年卒）

「ていゆう」第４２号発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
平素は母校並びに丁酉会活動に対し格別なるご協力をいただ
き誠に有難うございます。
本会は、母校の開校から４年後の昭和３２年9月の設立で、名
称の由来は、
その年が６０年に一度の「ヒノトトリ
（丁酉）」の年
に因んで命名されたと伺っております。
昨年二度目の丁酉の年を迎える事ができました。
発足６０周年を迎えることができたのは、先輩達が乗り越え

前田キャンパスに
思いを込めて

北海道科学大学・
北海道科学大学短期大学部
学長

渡辺 泰裕

（平成30年4月1日就任予定）

平成30年4月より北海道科学大学・北海道科学大学短期大
学部の学長を拝命しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
学校法人北海道科学大学は、創立100周年に向けブランド
ビジョン
『2024年までに、基盤能力と専門性を併せ持つ人材を
育成し、地域と共に発展・成長する北海道No.1の実学系総合
大学を実現します』
を掲げるとともに、前田キャンパスの再整備計
画を実行しています。
キャンパス再整備計画の重要な柱は、
１. 北海道工業大学を北海道科学大学に校名変更すること
２. 北海道科学大学に保健医療学部を設置すること

て来られた、
さまざまな苦難の思いをはせ、
ただただ深く敬意を
表す次第です。
昨年の１０月には、手稲の前田キャンパスで発足６０周年の
記念事業を実施しましたが、
その節は2万7千有余名の同窓生
の強い母校愛と関係企業ならびに母校の深いご理解とご協力
を得て、秋晴れ好天の中で盛会に開催することができました事
に、改めて深く感謝と御礼を申し上げます。
今春めでたく本学を卒業され新社会人としてスタートラインに
立たれる皆様に謹んでお祝いを申し上げます。
あわせて丁酉会
に入会頂き心から歓迎の意を表す次第でございます。
安易な道はたいていの場合、
ゴールへ導いてくれないといわ
れております。
自分の思う通りにはなかなか行かないのが世の常です。不平
不満だけでは解決できません、例え失敗しても、
その理由を他に
求めるのではなく、
自分の行動は自分の意志で決定できる強い
人に成ることだと思います。
時代は大きく早いスピードで変化する中で、多くの職業が人
工知能に取ってかわるＡ
Ｉ時代がやってくるのは現実であります。
どのような時代であっても、柔軟な発想や高い知識に積極性を
加えて、
日々積み上げられてゆく信頼関係を大切にして、今後ご
活躍されることを祈念しております。
末筆となりますが、皆様の丁酉会への変わらぬご支援とご協
力をお願いして挨拶といたします。

３. 北海道薬科大学を桂岡キャンパスから前田キャンパスに移転
すること
４. 北海道自動車短期大学を北海道科学大学短期大学部とし、
前田キャンパスに移転すること
５. 北海道薬科大学の移転に引き続き、大学統合を行うこと
６. ローリング計画に基づき、旧校舎の建て替えを行うこと
の６項目でしたが、今年度の北海道科学大学と北海道薬科大学
の統合により大きな節目を迎えました。
昨年１月に完成した中央棟（E棟）
１階には、丁酉会、雪嶺会、
北薬会の合同同窓会事務室ができました。各同窓会の会員数
は、丁酉会が約27,000名、雪嶺会が約33,000名、北薬会が約
7,000名という規模になっています。今後は、同じキャンパスで学
生生活を過ごした卒業生が増えることによって、同窓会会員同士
の輪が広がっていくと思います。丁酉会、雪嶺会、北薬会の現会
員の皆さん同士の積極的な絆づくりをよろしくお願いいたします。
昨今の高等教育の状況では、短期大学は非常に厳しい状況
に置かれていることは否めません。
しかし、北海道科学大学短期
大学部は自動車産業を担う人材を育成するための先駆的な取り
組みを行なってきた歴史があります。
自動車に特化した教育機関
としての役割を果たし、社会に貢献して欲しいと思います。
昨年度は、丁酉会60周年の記念式典が盛大に開催されまし
た。
わたしも出席させていただきましたが、丁酉会の会員の皆さま
の圧倒的なエネルギーを感じました。今後のさらなる丁酉会の発
展と会員の皆様のご活躍を祈念し、
ご挨拶とさせていただきます。
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ものづくり
プロジェクトに
参加して
春原 もも
（自動車工学科1年）

今回のプロジェクトは、北海道科学大学短期大学部と名称
を変更してから２回目の「札幌モーターショー」
への参加で短期
大学部の学生と教員がこのプロジェクトを通して短期大学部の
魅力を伝えることができる機会が与えられ、楽しく、
そして緊張感
のある素晴らしい活動となりました。
製作工程は、
まず一緒に活動した短期大学部の学生が基
本的なフレームの設計を行い、
その設計値に合わせてフレーム

る写真の説明をしたのですが、発表を見てくださっているお客様
に上手に伝えることができるかとても緊張しましたが、言葉がス
ムーズに出てきてとても安心したのを覚えています。
私はこのプロジェクトに協力してくださった先生方、先輩方、
札 幌モーターショー
内で協力してくださっ
た方々に深く感謝し、
とても良い環境下で
プロジェクトに参加で
きたことを嬉しく思い
ます。今後もこのよう
な活動を精力的に行
い、後輩へと引き継
ぐために頑張ってい
きたいと思います。

用のパイプを切り出しました。次に、切り出したパイプ同士を半
自動溶接機で溶接しました。普段の講義では行わない ものづ
くり ということをさせていただきとても貴重な経験だったと思って
おります。
札幌モーターショー２日目の北海道自動車産業ゾーンでは、
北海道科学大学・短期大学部と株式会社ダイナックス様と共
同でプレゼンテーションを行いました。今回製作したマシンにつ
いて、金子先生と活動の中心となった短期大学部１年生３名と
トークセッションをしました。高速切断機でパイプを切り出してい

協

転

、

学

、
数
約
学
士
会
。
況
期
り
関

し
ま
発
。

出張！
未来のカーエンジニア
育成プログラム
自動車工学科 准教授

亘理 修

（自工二部42期 平成18年卒）

若者の自動車離れが叫ばれて久しいなか、北海道科学大
学短期大学部では、
未来のカーエンジニア育成のため、
キャン
パスを飛び出し各種イベントに参加しています。
石狩市民図書館と石狩市こども未来館あいぽーとを会場に
開催された
「科学の祭典in石狩2017」
に参加協力しました。
「科学の祭典in石狩」
は、
理科離れが問題とされている今日、
地
域の子ども達をはじめとする市民が科学に触れ、
科学に親しみ
をもっていただくことを目的として開催されています。
平成23年
度から行われている本イベントは、
今年度で7回目の開催となり
ました。
本学から参加協力した私と学生6名は、
実験ブース
「LEGO
でまなぼうクルマのしくみ」
を出展しました。
このブースでは、
LEGOブロックを使って歯車の力の伝わり方を学び、
その後、
LEGOで作ったクルマの歯車やタイヤの大きさを変えながら、
走
り方の変わる様子を体験してもらいました。
子ども達は、
LEGO

を通してクルマのしくみを熱心に学んでいました。
その他、
地方整備振興会、
自動車販売店が開催するイベン
トにも、
ブースを設置していただき、
カーエンジニア体験、
進学相
談会を開催。
ご協力ありがとうございました。
平成29年7月8日
（土）
・9日
（日）
中古車大感謝フェアin北見
平成29年9月10日
（日）
科学の祭典in石狩
平成29年9月10日
（日）
人と車のふれ愛
フェスティバルinくしろ
平成29年10月21日
（土）
・
22日
（日）
トヨタクルマルシェin
アクセスサッポロ

科学の祭典in石狩

中古車大感謝フェアin北見

人と車のふれ愛フェスティバルinくしろ
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平 成 29 年 度 支 部 活 動 報 告

札幌支部長

高柳 司

（自工二部14期 昭和53年卒）

プロフィール
昭和28年11月 札幌生まれ
昭和51年3月 千葉工業大学卒
同年4月 自短2部入学
同年4月 実家の高柳自動車サービスステーションに入社
昭和53年春 2級整備士合格
平成2年10月 社長就任
現在に至る

平成28年春から、佐藤公男さんの後任で札幌支部長になりま
した、高柳司です。平成29年10月14日に前田キャンパスで行わ
れた、丁酉会60周年記念イベントは、大成功に終わりました。皆
様ありがとうございました。
私はプロフィールにもありますように、学生時代、昼間は実家で
整備の仕事をし、夜間は自短の二部に通いました。午後6時から
午後9時半まで、講義、実習を受けました。
「ねむい」
「腹がすく」
な
どありましたが、学生みんなで頑張り勉強した思い出があります。
ま
た、私の会社では、私の様に二部に通っている自短生をしばらく
の間、
採用してきました。
さて、札幌支部は、隔年で開催される本部総会と互い違いにな
るように、本部総会の開催年の7月にビール大会、本部総会が開
催されない年に支部総会を開催し会員の親睦に勤めています。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

関
全
1

2

3

つ心を開き信頼関係が生まれてきました。
お客様に気持ち良く車に
乗ってもらう為には笑顔だけは忘れてはならないと思いながら仕事を
していました。
現在は実家の自動車修理工場を主人とともに営んでいます。主人
も同じ自工科です。同窓会では学生時代の思い出話に盛り上がって

山形支部

加藤 利江

（旧姓 藤原）

います。
１０年後、
２０年後どんな車が世の中を走っているのか分かり
ません。
自動車の性能も日々進化し毎日が勉強の日々です。
これから
もお客様の期待に応えられる様一生懸命がんばりたいと思います。

（自工科42期 平成８年卒 ）

4
私は２年間能戸クラスで女子１０人のＨ３組でした。先生を始め皆
とても仲が良く楽しく自動車の勉強ができました。
ちょっとでもわからな
い所があると先生は理解するまで熱心に教えてくました。先生の部屋
に何時も皆んなで集まってはコーヒーを飲み、
ワイワイガヤガヤ色々な
話をしていたのが今でも思い出され、
とても懐かしく思います。
私は自工科を卒業してから山形三菱自動車に１０年間勤務しまし
た。始めは整備士として自動車を修理しその後はサービスフロントをし
ました。
ちょうどリコールが沢山出た時期で、朝職場に着くと入口の自
動ドアの前にお客様が待っていて急に怒鳴られ、電話に出れば怒鳴
られ、
そんな毎日が続きました。
しかし怒鳴られた事により学んだ事も
ありました。何事もお客様の立場になって考え行動する。
こうして欲し
いと思っていることを先に提案してみる。
その事によりお互い少しず
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札幌支部

釧根支部

室蘭支部

青森支部

福島支部

関東支部

旭川支部

十勝支部

函館支部

岩手支部

山形支部

東海支部

オホーツク支部

静内支部

宮城支部

秋田支部

関西支部

ま
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関東支部長

安達 司郎

（ 工経科３期 昭和４２年卒 ）

関東支部の活動は、前年の総会で決議された事業計画を役員
全員で取組んだ下記内容です。
1. 組織強化及び支部活性化。
•役員会を拡大で顧問・幹事を含め年３回（１／２７・６／３０・
１０／６）開催し、主要議題の打合せを通じ１月には新年会を
兼ねて常に１０名前後で親睦を深め情報共有に努め支部の
活性化を図っています。
2. 宮城支部・東海支部との交流。
•宮城・東海支部との交流は、
１５年前から継続され互いの総
会に役員を派遣しており、今回は宮城に安達支部長、東海
に栗林副幹事長が出席し情報交換を行い、
その活動雰囲
気を肌で感じとり支部活動に生かしております。
3. 丁酉会発足６０周年記念事業への協力、記念式典の参加。
•実行委員会副委員長を委嘱された支部長を中心に記念事
業への協力を早くから取組み、協賛金は５８名の方に協力を
いただき目標額３０万円を大幅に超過し達成することが出
来、母校同窓会への愛着の深さを感じました。
また、記念式典については例年開催の春の旅行会を中止し
参加を募り、
１２名の方に出席いただき、当日は関東支部応
援歌の「夢遥か」
を檀上にて全員で斉唱し
「関東支部の意
気を見よ・・・」
とジタン魂を
発揮し、大いに盛り上がり先
輩・後輩の絆をより強く感じ
たものです。
4. 支部会報「関東ていゆうＮｏ
１９号」
の継続発行。
•支部会報「関東ていゆう」
は、平成１１年の第１６回総
会で創刊され、今年も９月１
日に会場副支部長編集のも
と、
１９号を発行しました。
年々、紙面も充実し会員１２
０名の方々に送付しており、
一期生の堀様には毎年発
行を楽しみに心待ちしている
とのうれしい便りもいただい
ております。

また、発行費用は１３名の方に賛助広告料を拠出願い賄って
おります。
5. 定期総会・懇親会の開催及び出席者の拡大。
•第３４回の総会を１１月４日に上野公園内のレストラン「グ
リーンパーク」地下ホールにて、苫米地学長、九谷田会長、宮
城・東海支部長を来賓に迎え２３名の出席者で開催、例年
に較べ７名ほど減少したが、
これは高齢化に伴い亡くなられた
方や病気療養中の方が多いのが原因であり、若者の参加率
向上が他支部同様大きな課題になっております。
懇親会では、
６０周年記念事業出席の松本さんが撮影したビ
デオを鑑賞し、
お楽しみ抽選会では、来賓・役員等に提供い
ただいた豪華賞品を手に皆様の近況報告により楽しいひと
ときを過ごし、近くの居酒屋で二次会も開催、来年の５０周年
記念総会での再会を約し散会となりました。
年々、出席者が減少傾向にあり、会の活動資金となる年会費
２，
０００円の徴収も不足気味にあり、第３５回の５０周年記念総
会（３０年１１月３日）
では、出席者の拡大を図る取組が必要と感
じております。
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丁酉会60周年
記念イベントの報告

th
60
Anniversary
個 々の 結 束 で 築 い た
60年

平成29年10月14日
（土）北海道科学大学において，丁酉
会60周年記念イベントが盛大に開催されました。
当日は、午前中から校内において、
「 新車及びクラッシック
カー展示：協力企業14社」、
「シートベルト体験：JAF北海
道」、
「追突事故防止装置体験：北海道スバル」、
「セグウエイ
体験：北海道科学大学」の体験イベント、午後には、家庭用
洗車機、液晶テレビが当たる
「お楽しみ抽選会」、
「自動車の
進化〜これまでの50年、
これからの50年〜」と題した日産自
動車総合研究所 木村修二氏による記念講演会が開催され
ました。その後、新築されたE棟4階講義室で、記念式典。
HITプラザに場所を移して、記念祝賀会が行われました。
祝賀会には、会員はもちろんのこと、
ご協力を頂いた企業
の皆様、学園関係者などの招待者60名ほどを加え、200名を
超える方が参加しました。開宴の挨拶の後、参加された方々
は、近況の報告、学生時代の話、再会した恩師とのふれあい
と、会員相互の親睦を深めました。
余興では、関東支部の参加者全員による、関東支部の応
援歌「夢遥か」
の合唱をはじめ、軽音部OB「カーブラザーズ」
の演奏、OBのYさん率いる
「どさんこ太鼓」の迫力ある演奏
がありました。
お土産は、
「丁酉」
の文字が印刷された日本酒が手渡され
ました。
次の周年行事開催は、未定ですが、会員の皆様の益々の
発展とご健勝を祈念いたします。
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Fr o m 卒業生
平成30年

卒業生

短大生活2年間
自動車工学科64期 平成30年卒

佐藤 孝則

私はこの学校に入学する前は、車は好きでしたが、車の構
造に関する知識は殆どなく、
エンジンはどうやって動いている
のか？シャシってなんだ？といったレベルで本当に素人同然で
した。
しかし、
この学校に入り、講義や実習を受け、
しっかり学
んでいくと、少しずつですが、車に関する知識が身について
いくことを実感できました。入学前は車の整備は何一つ出来
ませんでしたが、今では、
自分の車の簡単な整備は自分で
行っています。
初めてエンジンオイル交換作業を行ったのは在学中で、
オ
イルを交換したからといって、
エンジンが静かになったとか、燃

費が良くなったとか、
そういった変化は大きくは感じられませ
んでしたが、
自分がオイル交換したエンジンが問題なく動き、
車がしっかり走っただけで、嬉しい気持ちになったのを覚え
ています。今でも学ぶべきことは多いと思いますが、
それで
も短大入学前と比較すると、
できることが増えたと実感して
います。
そういった意味では入学してよかったと思います。
また、遊びの面では、夏休み等を使って、
ニセコ、阿寒、
富良野、帯広など、北海道を堪能しました。北海道はどこへ
いっても食べ物が美味しいく、景色も良く、特に夏の天気
がいい日は過ごしやすく、改めていい場所だと思いました。
卒業後はディーラーの自動車整備士として働いていく予
定です。社会人になったら、仕事で行き詰ることもあると思
います。
そういったときは、仕事と向き合うことも大事です
が、学生生活で北海道を堪能したときのような息抜きも大
切にしながら乗り越えていきたいと思います。
また、初めてエ
ンジンオイルを交換したときのような初心の気持ちを忘れず
に、向上心を持って毎日を過ごしていきたいと思います。

Infomation
卒業証明書等の各種証明書
卒業証明書や成績証明書等の各種証明書は、北海道科学
大学前田キャンパスで発行します。
詳細は、北海道科学大学短期大学部ホームページをご覧
ください。

学校法人 北海道科学大学
芦原ニセコ山荘利用について
北海道科学大学芦原ニセコ山荘は、北海道科学大学短期大
学部または北海道自動車短期大学の卒業生も利用することが
できます。利用方法等の詳細は、雪嶺会（北海道科学大学同

http://www.jc.hus.ac.jp/visitor/sotsugyosei/shomeisho/

窓会・北海道工業大学同窓会）
ホームページをご覧ください。
http://www1.hus.ac.jp/˜dosokai/gak/donna.shtml

〒006-8585

札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号

北海道科学大学短期大学部 教務課
TEL：011- 676- 8516

訃報

芦 原ニセコ
山 荘 とは

［受付窓口・申込先］

北海道科学大学同窓会20周年記念事業の一
環として、
また学校法人北海道科学大学設置校
共有の施設として、
北海道工業大学客員教授の
芦原義信先生から寄贈いただいた土地に建設
されました。1995年には（社）日本建築学会
1994 -1995作品選集にも選ばれています。

高橋 節子先生
昭和45年9月から平成26年3月まで、母校に勤務された高橋節子先生が、平成29年7月20日に逝去されました。
高橋先生におかれましては、唯一の女性教員として、多くの女子学生を指導するとともに、自短の母として活躍され
てこられました。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。
06
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学生からの希望により実習用エンジンとして加わったスバル
「EJ20」

日産自
動
北海道 車株式会社
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か
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式会社
から寄 てe-NV2
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Facebookページ開設!

平成28年6月27日に丁酉会Facebookページを開設しました。
これまで、
丁酉会
と会員の情報伝達は、機関紙「ていゆう」
を郵送することで行われてきました。
しかし、郵便物が届かない会員が多いのも実情です。Facebookを利用する
ことで、
会員はいつでも丁酉会に関する情報を入手することが可能になりました。
これまで、各支部の活動、丁酉会発足60周年に関する報告、
また、母校の活動について情報発信をしています。
これからもタ
イムリーな情報発信をしていきたいと思いますので、是非ご利
用ください。
「@HUSteiyukai」
で検索してください。

個人情報の保護について

［丁酉会支部総会］

開催予定のお知らせ

支部名

十

勝

オホーツク

開催予定日

会

10 月13 日（土）
8 月頃開催予定

場

帯広アパホテル
未

定

青

森

7 月28 日（土）

浅虫温泉椿館

宮

城

6 月9 日（土）

仙台サンプラザ

関

東

11 月3 日（土）

黒船亭

5 月26 日（土）

未

定

未

定

東

海

秋

田

未

定

丁酉会では会員（卒業生）
に対し、総会・親睦会の案内状や会報「てい
ゆう」
を送付していますが、個人情報保護法が施行され、上記の目的で会
員の住所などの情報を使用する場合は個人の了解を得なければなりませ
ん。今後、会からの通知、案内状、会報送付が必要でない方は丁酉会事
務局へご連絡ください。連絡がない場合は、個人情報の使用について了
解を頂いたものといたします。

丁酉会はあなたをバックアップします
新入会員の皆さま、卒業おめでとうございます。学生時代に別れを告げて、
新しい世界でのご活躍に胸を膨らませていることと思います。新しく社会人
となられ各地に就職される皆さまに、丁酉会では全国に支部を設立して新
会員をお待ちしております。新しい勤務地では、何かと不安なこともあるかと
思います。丁酉会では、皆さまをバックアップするとともに定期的に親睦会
などを開いておりますので、お気軽に近くの支部へ連絡をしてください。
また、
近くに支部がない場合は、
下記母校の丁酉会本部にご一報をお願い
いたします。

事務局からのお願い
役員・会員の皆さんの力によって支えられている丁酉会ですが、一つ
残念なことは、最近宛先不明で戻って来る郵便物が多いことです。
母校からの案内状や会報を是非皆さんにお届けしたいので住所・
勤務先等の変更の折りにはご連絡を、必ずお願い致します。

※詳細は各支部にお問い合わせください。

〒006-8585
お問合わせ

札幌市手稲区前田7条15丁目4-1

北海道科学大学短期大学部同窓会
丁酉会事務局
北海道自動車短期大学同窓会

TEL
（011）
681-2161
（北海道科学大学代表） URL http://www.hus.ac.jp/
※
「丁酉会担当者に取り次ぎを」
とお願いいたします。
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