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ご あ い さ つ
「ていゆう」43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）

今春めでたく卒業されます皆さまに謹んでお祝いを申し上
げますとともに、丁酉会会員の皆さまにはますますのご健勝に
てご活躍のこととお慶びを申し上げます。
我々、短期大学部の卒業生で組織する丁酉会は昭和３２
年に発足し、札幌支部をはじめとして道内・外に１７支部があ
り、会員は２万７千名を超えております。活動内容は近隣の卒
業生が集い、親睦や友情を深め、人間関係の向上の会として
活発な活動が行われております。

丁酉会会員の
皆さまへ

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月から北海道科学大学短期大学部の学長職
を務めております。本年度も、
どうぞよろしくお願いいたします。
同窓会誌「Teiyu No.43」の発刊にあたり一言ご挨拶させ
ていただきます。
北海道科学大学短期大学部は平成27年度に中の島キャ
ンパスから前田キャンパスに移転して５年目を迎えようとしてい
ます。近年、
自動車整備士に対する社会的ニーズは高いもの
の、整備士を目指す高校生が減少しているため、短期大学部
の学生数が減少傾向にあります。
しかし、北海道科学大学短

このたび、新会員となられました卒業生の皆様にはお近くの
支部に積極的に参加をして、同窓の絆を深めていただくことを
お願いする次第です。
卒業生の皆さまはこれから新たなスタートを切られるわけで
すが、私の経験を伝えたいと思います。私は母校を卒業して２
４歳で起業するチャンスに恵まれましたが、私の人生の信条は
短大の心理学で学んだ「為せば成る、為さねば成らぬ何事も
成らぬは人の為さぬなりけり」の言葉です。
この言葉に私は何
事にも挑戦する心と立ち向かう勇気をもらいました。
「頼まれ事は試され事」
といいます。
自分には出来ないと思う
のではなく
「できます」
と言ったその時から本気のチャレンジが
始まり、
それから自らの成長が伴って行くことを忘れないでほし
いです。
「挫折は人生を深くする、失敗は人間を磨く」
ともいいます
が、何事にも
「できない」
から脱却して自らの人生を自ら切り開
くことにエールの言葉としたいと思います。
２０１９年５月には、
３０年慣れ親しんだ「平成」
も幕が閉じ、
新しい元号の時代が始まります。新元号の到来を前に心の準
備を新たにされた方も多いと思いますが、全国で活躍されてい
る丁酉会会員、
ご卒業の皆さまのご健勝とご多幸と母校のな
お一層のご隆盛を心からご祈念申し上げ挨拶の言葉といたし
ます。

期大学部は今日の発展のルーツです。北海道科学大学全体
をみれば未来に向け改革を進めていかなければなりませんが、
その中にあって歴史を繋いでいかなければならないものだと思
います。
北海道科学大学短期大学部のシンボル的な存在であるＴ
型フォードは、前田キャンパスの移転に際して移設しました。現
在は前田キャンパス内の中央棟（E棟）1階に展示されていま
す。
Ｔ型フォードは故障のため動かすことができませんが、国内
でも貴重な歴史的価値のある車であり、現在、学内のプロジェ
クトで再び運転できるようにすることが計画されています。是
非、実現して欲しいと思います。
昨年11月に丁酉会関東支部の発足50周年記念の総会・
懇親会に出席させていただきました。関東支部の皆さまはそれ
ぞれ社会の中核で活躍されており、大変に頼もしく感じました。
丁酉会の会員の皆さまの絆は強く、
また、
なくてはならないもの
であると改めて感じました。今後は校友会を通して丁酉会、雪
嶺会、北薬会の絆をつくり、北海道科学大学・北海道科学大
学短期大学部の同窓生の輪を拡げていくようお願いいたしま
す。
2024年の学校法人北海道科学大学の創立100周年に
向けてカウントダウンが始まります。今後、各種の記念事業も
企画されることになります。丁酉会の皆さまには行事への参加
をはじめとして、
ご協力をよろしくお願いいたします。
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丁酉会の
会員となって

入社当初の4月ごろからすでに20℃を超え、
7・8月には30℃超え
が連日。
これは今までにない経験で、
慣れることにとても苦労しまし
た。
現在、
私は技術アジャスターの資格を取得するため、
勉学に励
んでいます。
似たような交通事故状況でも、
全てが同じ自動車の損

福岡 優太
（自工科６４期 平成３０年卒）

平成30年11月3日
（土）
に開催されました丁酉会関東支部総会
へ新会員として初めて参加させていただき、
関東支部の皆さまには
深く感謝しております。
たくさんの方々とお話しさせていただき、
先輩
方の経験談やアドバイスは経験した者にしか分からない貴重なも
のであり、
実りのある時間を過ごさせていただいたと感じております。
今回は、
関東支部発足５０周年の記念すべき総会ということもあ
り、
母校の理事長、
学長をはじめ、
先生方の皆さまにもお会いする

傷というのは1つもなく、
事故と損傷の因果関係を探るのは他には
ない技術アジャスターならではの魅力だと思います。
また、
人により
地域性により、
作成する事故見積それぞれに考え方があることも面
白いところだと感じます。
自動車業界の流れは特に早いと感じます。
従って、
私たちも日々
勉強していかなければ、
その流れについていくことは難しいと考えて
います。
だから私は常に先進技術に目を向け、
北海道科学大学短
期大学部卒業生として、
また社会人として、
自動車業界を盛り上げ
ていくことのできる人材となり、
社会へ貢献することを常に考え生き
ていきたいと思います。

機会が得られました。
特に昭和３０年卒のジタン一期生の木村先
輩とお会いし、
平成３０年卒の私が握手させていただいたことには
感慨深いものがあり、
同窓会を体感した瞬間でした。
私は、
平成30年4月に横浜の
「株式会社ジック」
に入社、
社会
人として約９か月が経過しました。
振り返ると、
最初の3か月は社内
の環境になれることだけで精一杯でしたが、
尾崎社長をはじめ、
先
輩方に恵まれ、
とても楽しい社会人生活を送っております。
関東支
部の応援歌の歌詞にある孤立無援の新天地である関東で生活し
始め、
全てが初めての経験でしたが、
苦労したことが1つありました。
それは気温です。
18歳までを地元青森で過ごし、
短大部の2年間を
北海道で過ごした私にとって、
関東の夏はとても辛いものでした。

短大生の
「今」
に
ついて
北海道科学大学短期大学部
自動車工学科 助教
学生支援委員長

岩間 大舗

（自工科50期 平成16年卒）

北海道科学大学短期大学部に在籍する学生は、2年生84

謳歌してもらえたらと思っております。
最後になりますが、前述しましたイベント企画・実施等の学生
活動には、丁酉会に協力していただいております。
（写真下段）
今後、同窓会と在学生のつながりをもっと増やしていけたらと考
えております。同窓生
の皆さまにおかれまし
ては、
引き続きご協力
のほど、
よろしくお願
いいたします。

名、1年生76名と減少の一途を辿っております。
その様な流れ

親睦イベント
（球技）
の様子

の中で、
かつての賑わいを取り戻すべく、
カリキュラムの検討や
各学年の親睦イベント
（写真上段）
の開催を通し、
「学生満足度
の高い大学運営」
を目指し取り組んでいるところです。
一方で、学生の中には、
「 車をつくる」活動をする者（写真中
段左）、
モトクロスやダート・
トライアル等の自動車競技に出場す
る者、子供たちに
「ものづくり」
の楽しさや自動車に興味を持って
もらうイベントを企画・実施する者（写真中段右）
がおり、短大部

札幌モーターショー2018出展の車作り

学校祭で子供向けイベント開催

で学ぶ
「自動車」
の知識や身につけた技術を発揮し、積極的に
学内外に情報発信する活動を行っています。
また、北海道科学
大学のクラブ活動に参加する者もおり、北海道科学大学の学
生との交流も増え、素敵なキャンパスライフを送れているようで
す。手稲前田キャンパスのメリットを最大限活用し、
自分が楽しい
と思えることを見つけ、
かつて私がそうであったように学生生活を

丁酉会も協力
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平成30年度 支部活動報告

札幌支部長

高柳 司

子川氏を派遣することが決まりました。札幌支部の総会は、平成
31年5月11日
（土）
に開催します。
同日には、丁酉会の幹事会も開催されます。
また、平成31年1月早々に実行委員会を開催して議案の整
理をしました。
さて、今年は、新しい元号が決まり、新しい時代が幕開しま
す。自動車業界にとっても良い時代が迎えられることを願い
ます。

（自工科二部14期 昭和53年卒）

札幌支部役員会兼ビール会開催について

関

平成30年7月27日（金）札幌第一ホテルにて札幌支部役
員会兼ビール会を開催しました。
参加人数は少なかったのですが、本部の副会長へ札幌支
部から推薦する件、会務の担当者変更の件、秋田支部への出
席の件と重要な議題がいっぱいでした。梅村氏を本部の副会
長に推薦、会計担当を岩部氏から山田氏へ交代、秋田には茄

宮城支部幹事長

鈴木 寛治

（自工科２０期 昭和49年卒）

宮城支部第36回定期総会について
平成３０年６月９日（土）仙台市宮城野区の仙台サンプラザ
において、宮城支部の第３６回定期総会が開催されました。
細川史朗支部長（自工科１７期）以下２２名の会員が出席し、
支部長から日頃の支部運営の協力御礼と参加の御礼があり
ました。さらに昨年の６０周年に参加された皆さんへの御礼
がありました。引続き九谷田会長からも昨年の６０周年式典
に多数（全体で２５０名、宮城から１４名）の参加御礼と、予定
通り記念事業を終了出来た旨の報告がありました。続いて加
賀田教授（自動車工学科、学科長）から大学の近況報告があ
り、この３月に１０４名の卒業、今年入学は７７名、２年生は８
４名と皆さんが在学の時に比べればかなり少ない。
「 学生の
満足度を上げる」ために努力しており、高校生向けのイベント
や札幌モーターショーなどに協賛して自動車技術者の育成を
続けているそうです。
次に昨年の６０周年記念式典の模様を本部作成のＤＶＤ
と関東支部の松本さんが撮影されたＤＶＤを放映しました。

（
致

原
名

式典に私も参加しましたが、皆さんとの懇談に夢中で、後半の
スピーチ、やられていたのはわかりましたが、ＤＶＤを見て、驚
きです！同じ近藤ゼミの同級生の野尻秀隆さん（自工科２０
期）があの「日本一寒い町陸別町」
「日産の寒冷地試験場のあ
る町」の町長に就任されていたとは思いませんでした。あのス
スキノの帝王が？その後懇親会に入り、毎度のお楽しみ抽選
で当たった賞品を手に参加者全員の近況報告がありました。
また、宮城支部定例の研修を１０月２７日・２８日に行い神
奈川の「いすゞプラザ」
「東京航空高専」
「三菱みなとみらい技
術館」
「物流博物館」等を見学してきました。関東支部さんから
も役員さんが参加。関東方面に行く時はお誘いすると、いつも
参加していただき、
合同の研修会となりました。
いすゞプラザはいすゞ自動車９０周年を記念して平成29年
４月に藤沢工場の隣接地に開設された自動車博物館で、い
すゞが生み出してきた数多くの車両を時代背景とともに紹介、
今では乗用車のイメージは薄くなっていますが、かつては日本
を代表する乗用車メーカーでもあった事を思い出す展示で、
「ベレル」や「１１７クーペ」いすゞの前身ジーゼル自動車工業
が製造した「ＴＸトラック」、石川島自動車製作所が作った「ス
ミダＭ型バス」、各種エンジンが展示してありました。最寄駅
「湘南台」からは流石「いすゞガーラの大型観光バス」でお出
迎えでした。夜は合同懇親会で毎度ながら、卒業年が違う先
輩・後輩ですが、なぜか話が繋がる楽しいひと時を過ごさせて
いただきました。関東支部さんには総会・支部設立５０周年記
念式典の１週間前の準備で忙しい時に安達支部長さんを始
め岩間顧問、栗林さん、松本さんに参加して頂き、ありがとう
ございました。
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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
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関東支部長

安達 司郎

（ 工経科３期 昭和４２年卒 ）

関東支部発足50周年総会開催さる！
関東支部では、平成最後の定期総会を平成３０年１１月３日
（土）
に支部発足５０周年記念総会として上野「黒船亭」
で開催
致しました。
昭和４３年１２月に丁酉会で本州初の支部組織として、故栗
原孝允さんが中心となり東京支部を発足、
その後、関東支部に
名称を変更し、関東一円に拡大、
５０周年を迎えました。
記念総会は、母校から苫米地理事長、渡辺学長、川上副学
長、加賀田学科長をお迎えし、本部からは九谷田会長、宮城支
部から細川支部長、東海支部から牧野支部長の出席で来賓７
名、会員２４名の総勢３１名で行われました。
冒頭、諸先輩の努力のおかげで５０年の時を刻み今日の日を
迎えられたことに感謝し、皆さんとともに喜びを分かち合いたいと
の支部長挨拶で始まり、続いて平成３０年５月に亡くなられた小
松前支部長を悼み全員で黙祷を捧げました。引き続き来賓の祝
辞をいただき、続いて発足時から副支部長として活躍し、
その後
支部長として会員相互の融和に努められた顧問の岩間光雄さ
んに功労者表彰の感謝状を贈りました。
総会議事は事業報告、会計報告等満場一致で承認され、役
員改選では、吉川副支部長が退任、後任に生田幹事が選出さ
れ、締めは、関東支部応援歌の「夢遥か」
を全員で斉唱し無事
に終了しました。

恒例の記念講演では、個人タクシー経営の松本光善さんが
「東京の交通機関とタクシー」
と題しＤＶＤを上映しながらクイズ
を交え熱弁を振るわれ、好評のうちに終了しました。
その後の懇親会では尾崎顧問の乾杯発声でスタートし、皆さ
ん洋食に舌鼓しながら和気あいあいと歓談、
サプライズで長年
交流のある宮城支部細川支部長から関東支部へ感謝状が授
与されました。
さらには、昭和３０年卒の北海道自動車短期大学自動車工業
科一期生の木村勲先輩と平成３０年卒の北海道科学大学短
期大学部自動車工学科６４期生の福岡優太さんが握手する
シーンがあり、関東支部５０周年の重みとともに華を添えることに
なりました。
引き続き恒例のお楽しみ抽選会では、九谷田会長提供のふ
るさと賞や、母校提供の銘菓に皆さん興奮を隠せず、酔いにまか
せての 迷 スピーチなど楽しいひとときを過ごしました。
５０周年の記念品として関東支部報の「関東ていゆう」
１号
から昨年までの１９号を収録した縮刷版を作成、皆さんに配布し
関東支部の歴史を振り返り、今後の活動の礎にすることにしま
した。
関東支部は、母校、本部に支えられながら次の６０周年に向け
て支部会員一同結束を約し散会いたしました。
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特集
「実習機材の今」
今年度は企業様より３件の教材・車両のご寄贈がありま
した。
１件目は株式会社ホンダカーズ札幌中央様より６基のエ
ンジンを寄贈いただきました。ホンダ特有の可変バルブリ
フト機構、i-VTECを搭載したK20エンジンです。現在エン
ジン関連の実習で使用しているのは、NISSANの直列４
気筒エンジンGA15DE、スバルの水平対向エンジンEJ20、
またベンチエンジンとしてトヨタの1G-FEです。ここに新た
にホンダのVTECエンジンが加わりました。同時にエンジ
ンスタンドも寄贈いただきましたので、架装し教材として
活用していきます。
２件目に北海道いすゞ自動車株式会社様より、いすゞの
中型トラックForwardを寄贈していただきました。架台が
取り付けられておらずラダーフレームがむきだしで、足回り
部分の構造を見てとれます。短大部にとっては前田キャン
パス移転以来、初めての大型実習車両になります。
３件目は北海道マツダ販売株式会社様より寄贈いただ
きましたマツダCX- 5ディーゼルです。マツダが開発した
SKYACTIV-Dエンジン、コモンレールディーゼルエンジ
ンを搭載しています。SKYACTIV-Dエンジンはディーゼ
ルエンジンでありながら圧縮比が14程度と、まさに最先端
のエンジンです。上述のいすゞフォワードのエンジンも含
め、コモンレール搭載の回せるディーゼルエンジンは４基
となりました。今後実習にも取り入れ、学生らが最先端の
テクノロジーを体験できるようにします。
またこれらに先立ち、丁酉会九谷田会長からは昭和４
４年製のバモスホンダを寄贈いただきました。ナンバーも
取っている登録車です。こちらはオープンキャンパス等で
展示をしており、来場者からの注目を集めています。
改めましてご寄贈いただいた皆様に感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。
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Fr o m 卒業生
や機関を単体で考えるのではなく、何故このような形な

平成31年

のか、何故この場所に付いているのかなど、他との関係

卒業生

を意識することが大切だと感じました。入学前には何も
考えず整備工場に出していた自分の車の整備も、今で

短大生活2年間
自動車工学科65期 平成31年卒

はまず自分で考え、簡単な整備は自分で行うようになり

竹田 巧介

ました。確実に自動車知識が身についたと実感できてい

私は自分の車の購入をきっかけに自動車に興味を持
ち、
自動車事故の損害調査を行う仕事に就きたいと考え、
この学校に入学しました。

ます。
卒業後は損害保険会社で自動車事故の損害調査を
行うアジャスターとして働きます。
この仕事は自動車整備

入学当初は自動車が好きなだけで知識は殆ど無く、講

とは違いますが、
この学校で学んだ知識が活かされる仕

義や実習では分からないことばかりで常に焦りを感じ、周

事だと思います。
また、就職後も一生に渡り学び続けて

りについていけるように必死で勉強しました。一年ほど勉

いかなければならないので、入学当初のように分からない

強を続けているとシャシやエンジン、電装などで別々に学

ことが出てくると思いますが、努力を欠かさずに頑張って

んでいた知識がつながるようになりました。
自動車の部品

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。
https://jc.hus.ac.jp/visitor/sotsugyosei/shomeisho/

［受付窓口・申込先］
〒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 事務課
TEL：011- 676- 8516

学校法人 北海道科学大学
芦原ニセコ山荘利用について
学校法人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、学校法人北海道科
学大学 校友会ホームページをご覧ください。
https://ed.hus.ac.jp/koyukai/

芦原ニセコ山荘とは

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。19 9 5 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。
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新入生の募集に協力をお願いしています

道内主

要

展示
の車を
ら最新
か
店
販売

夏のオ
ープン
キ
HUS ャンパスで恒
MOTO
例とな
った
R SH
OW

Facebookページ紹介

平成28年6月27日から丁酉会Facebookページを開設・運用しています。
これま
で、
丁酉会と会員の情報伝達は、
会報
「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

開催予定日

会

場

札

幌

5 月11 日（土）

札幌ガーデンパレス

宮

城

6 月8 日（土）

仙台サンプラザ

東

海

6 月8 日（土）

未定

青

森

7 月27 日（土）

浅虫温泉椿館

山

形

9 月15 日（日）

未定

秋

田

9 月頃開催予定

未定

十

勝

10 月頃開催予定

未定

関

東

11 月2 日（土）

黒船亭

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。学生生活に別れを告げ
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、丁酉会には全国各地に支部
があり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、丁酉会事務局にご一報を
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。
同窓会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、必ずお願いいたします。

※詳細は各支部にお問い合わせください。

お問合わせ

〒006-8585

札幌市手稲区前田7条15丁目4-1

TEL
（011）
685-7911
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丁酉会事務局（校友課）
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