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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
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短期大学部事務課

TEL：011- 676- 8516

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。

Facebookページ紹介

2016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

札
十
青

幌
勝
森

開催予定日

未定

会

場

未定

10 月予定

未定

7 月25 日（土）

浅虫温泉椿館

宮

城

6 月13 日（土）

仙台サンプラザ

秋

田

9 月5 日（土）

未定

山

形

未定

未定

関

東

11 月7 日（土）

黒船亭

東

海

6 月13 日（土）

おおとり荘

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
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「ていゆう」44号
発行にあたり

新入会員の皆様、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様に、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、皆様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。

役員・会員の皆様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く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様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。

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。
今年2020年は、
自動車業界において100年に一度の大変革の始ま
りの年です。昨年末に
「道路交通法」
と
「道路運送車両法」
が改正され、
自動運転レベル3機器の保安基準と、
システムの運転時の事故の所在
が明確になりました。
これに合わせ自動車メーカーは自動運転搭載車の
市販化を加速するでしょう。100年ちょっと前にT型フォードの生産が始ま
り、
自動車の大衆化が爆発的な速さで今日に至っていることは、
おそらく

丁酉会会長

事務局からのお願い

九谷田 旭

（自工科12期 1966年卒）

今春めでたく本学を卒業されます皆様に謹んでお祝いを申し上げます
とともに、丁酉会会員の皆様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。

※詳細は各支部にお問い合わせください。

お問合わせ

ごあ いさつ

我々、短期大学部の卒業生で組織する丁酉会は1957年に発足し、

授業で学んだことでしょう。
自動運転搭載車の登場は、
これと同じくらいに
インパクトのある未来のモータリゼーションの幕開けとなるのです。皆様
は、
このような大変革期に自動車業界に飛び込むことになります。誰も予
想できない困難に直面するかもしれません。
しかし、
それを恐れてはいけま
せん。新しい世界にチャレンジできることに幸せを感じ、
ただひたすら前を
見つめて成長していただきたいと思います。
2019年5月に、
「平成」
から
「令和」
の時代になりました。
自動車業界と
期を同じくして日本も新しい時代を迎えたのです。60年以上の歴史を持

北海道科学大学短期大学部同窓会
〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
丁酉会事務局（校友課）
北海道自動車短期大学同窓会

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

つ母校の発展に寄与した先人たちに感謝するとともに、全国で活躍され

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

ている丁酉会会員、
ご卒業の皆様のご健勝とご多幸と母校のなお一層

TEL
（011）
685-7911

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。

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。

URL https://jc.hus.ac.jp/sogoannai/teiyukai/
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札幌モーターショー2020に出展
2020年1月17日(金)〜19日(日)に、札幌ドームで開催された
「札幌モーターショー2020」に母校が出展しました。

ゾーン
動車産業
北海道自

20
SMS 20
説明
場者への
生による来
自工科2年

短期大学部の前身である北海道自動車短期大学は、2011年開催の「第9回全
日本学生フォーミュラ大会」に短期大学として全国初出場を果たし、学生が自ら
作り上げたフォーミュラカーで「Fuel Economy Award(省エネ賞)第1位」を獲得
しました。このフォーミュラカーを、自動車工学科2年生がレストアをし「北海道
自動車産業ゾーン」にて展示しました。
1月18日(土)に行なわれたステージイベントでは、OB、OGによる製作に関し
ての興味深いお話がされました。学内では、次年度の学生フォーミュラ大会に

2011年モデルJTN-03

「北海道科学大学まちかどキャンパスin札幌モーターショー2020」

の紹
究内容

要・研

大学概

ス
介ブー

これまで
の実績と
今

後の展望
ポスター

出走すべく次のマシン製作に取り掛かっています。

学生インタビュー 2年間の学生生活とその後の進路

また、1月18日(土)〜19日(日)の2日間、札幌ドーム1階西棟会議室Bにおいて
「北海道科学大学まちかどキャンパス in 札幌モーターショー2020」を開催し

Q5 事前の準備や当日、
後片付けなど、
大変だったでしょう。
その中で一番記憶に残っていることは何ですか。

ました。
① エンジンを分解して中身を見てみよう

学生フォーミュラOBOGトークイベント

〈内容〉汎用小型エンジンを分 解・組立することによりエンジンの仕組みや工具
の取り扱い方を学びました。

Q1 こんにちは、相川君。短大部を卒業するにあたり、お話を聞か
せてください。
短大部を卒業後、
どのような道に進みますか。

② ブロックで学ぼう タイヤとギヤのひみつ

工学系の4年制大学に進学し、後々は車の開発・実験の方に進
みたいと思っています。

〈内容〉ブロックを組立て実際に動かしながら機械の要素や車の仕組みを学びま
した。

エンジン分解

〈内容〉粘土で型を作り、温めたプラ版を真空引きして、立体トレーを製作するこ
とにより、デザインの楽しさやプラスチックの特性を学びました。

Q3 次に、
学生生活についてお聞きします。
これまでどのようなことに力をいれてきましたか。

④ 金属をたたいて曲げて折鶴を作ろう
プラ板立体トレー

術を学びました。
⑤ [展示コーナー]見て触って学ぼう 自動車のしくみ展

たり触ったりしながら自動車の仕組みを学んでもらう展示コーナー。
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車いじりです！具体的にはいかに工賃を浮かして部品代に充て、車
を整備するかです。現在所有しているレガシィは、
すべて自力でメン
テナンスをしています。ユーザー車検も通しました。部品は、
ヤフー
ショッピングを使ったので、Tポイントがかなりたまりました。
Q4 色々、取り組んできたのですね。札幌モーターショー2020にも
参加したとお聞きしました。
どのようなことをしましたか。

〈内容〉自動車部品のカットモデルや模型などを、解説ポスター付きで展示し、見

多くの方々にご来場いただき、盛況のうちに終了しました。

Q2 その道を志すことになったきっかけは何ですか。
小学生の頃、古くなった家の車を買い換えるときに思ったんです。
「部品代はそんなに高くない。
自分で直せるようになれればいいじゃ
ん！」
自動車工学科に進学してさらにそう思いました。
「自分で整備
できて、設計しながら直す、
なんなら車を作ることができるようになれ
ればいいじゃん！」
そんなのがきっかけです。

③ プラ板を型にあわせて立体トレーを作ろう

〈内容〉金属の板を曲げたり折ったりして折鶴を作りながら金属の特性や加工技

相川 直人
（自動車工学科2年）

自動車のしくみ展

事前の準備での苦労は、
マシンの全てが現物合わせで、整備が試
行錯誤だったことです。出展した学生フォーミュラマシンは当時の
学生が設計したため、
オンリーワンの設計です。
そのため、各部の
寸法や部品がどこに付いていたのか分からず、一つ一つ合わせな
がらの作業でした。当日では、
スタッフとして参加していないと見学
できない、各メーカーの撤収の様子が一番記憶に残っています。
ま
だコンセプト段階のショーカーが自走で引き上げたり、外車の大名
行列だったり、一般には絶対に見られない光景でした。
Q6 札幌モーターショーに参加した感想を聞かせてください。
また、
どのようなことが得られましたか。
色々と舞台裏を見るこ
とができ、
とても面白い
経験ができたと思いま
す。当日開催前では貸
し切りのような雰囲気
を味わえましたし、開催
後には各社の撤収を
見ることができました。
以前にもモーターショ
ーのチケットを買って
見に行ったことはあり
ましたが、スタッフとし
ての参加だと色々な裏
側を見ることができ、貴
重な経験だったと思い
ます。

北海道自動車産業ゾーンに展示していました、学生フォーミュラマ
シンの整備及び清掃、
モーターショー当日の設営、撤収のお手伝
いをしました。
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日本建築学会1994-1995
作品選集にも選ばれています。

Facebookページ紹介

2016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
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10 月予定

未定

7 月25 日（土）

浅虫温泉椿館

宮
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6 月13 日（土）

仙台サンプラザ
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9 月5 日（土）
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関

東

11 月7 日（土）

黒船亭

東

海

6 月13 日（土）

おおとり荘

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
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「ていゆう」44号
発行にあたり

新入会員の皆様、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様に、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、皆様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。

役員・会員の皆様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く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様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。

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。
今年2020年は、
自動車業界において100年に一度の大変革の始ま
りの年です。昨年末に
「道路交通法」
と
「道路運送車両法」
が改正され、
自動運転レベル3機器の保安基準と、
システムの運転時の事故の所在
が明確になりました。
これに合わせ自動車メーカーは自動運転搭載車の
市販化を加速するでしょう。100年ちょっと前にT型フォードの生産が始ま
り、
自動車の大衆化が爆発的な速さで今日に至っていることは、
おそらく

丁酉会会長

事務局からのお願い

九谷田 旭

（自工科12期 1966年卒）

今春めでたく本学を卒業されます皆様に謹んでお祝いを申し上げます
とともに、丁酉会会員の皆様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。

※詳細は各支部にお問い合わせください。

お問合わせ

ごあ いさつ

我々、短期大学部の卒業生で組織する丁酉会は1957年に発足し、

授業で学んだことでしょう。
自動運転搭載車の登場は、
これと同じくらいに
インパクトのある未来のモータリゼーションの幕開けとなるのです。皆様
は、
このような大変革期に自動車業界に飛び込むことになります。誰も予
想できない困難に直面するかもしれません。
しかし、
それを恐れてはいけま
せん。新しい世界にチャレンジできることに幸せを感じ、
ただひたすら前を
見つめて成長していただきたいと思います。
2019年5月に、
「平成」
から
「令和」
の時代になりました。
自動車業界と
期を同じくして日本も新しい時代を迎えたのです。60年以上の歴史を持

北海道科学大学短期大学部同窓会
〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
丁酉会事務局（校友課）
北海道自動車短期大学同窓会

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

つ母校の発展に寄与した先人たちに感謝するとともに、全国で活躍され

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

ている丁酉会会員、
ご卒業の皆様のご健勝とご多幸と母校のなお一層

TEL
（011）
685-7911

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。

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。
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