
 

 

米子高専同窓会報 
Vol.6 

目次 

 退職教員より      2 

 学生の活躍       3 

 同窓会活動の紹介    4 

  米子本部 

  関西支部 

  中部支部 

  首都圏同窓会 

 同窓会からのお知らせ他 8 



 -３- 

退職教員より 

米子市公会堂リニューアルについて 

米子高専名誉教授  熊谷昌彦 

 

 平成 29年 3月 31日に二度目の退職をした。２年前に米子高専建築学科教授を終了し、２年後に

特任教授の任を解かれた。３２年間の教職を終了した。米子市公会堂リニューアルの話をするのは、

現役の時代から関わりをもっており、筆者が米子市公会堂存続に日本建築学会中国支部長からの米

子市長宛ての依頼要請、米子高専の協力支援、公会堂プロポーザル審査委員長を務めたからである。

しかも、退職後、周辺の話を聞くにつれ、近現代建築のリニューアル存続はかなり類例のない事例

であり、しかも市民の署名活動といった地道な市民活動が積極的に行われ、完成したリニューアル

建築が設計者の BELCA賞取得等全国的にみて、財政難の時代に文化的環境を醸成している成功事例

として語られていたからである。 

筆者は平成 29年 6月 7日世界劇場会議名古屋フォーラム 2017(名古

屋)に招待され米子市公会堂リニューアル事例を発表する機会を得た。

そして、平成 29年 8月 15日退官記念パーテイ(米子市)時に、ご参加

いただいた卒業生、先生方に、リニューアルのいきさつをお知らせし

た。 

米子市公会堂は 1958 年に「一世帯毎日一円募金」の市民運動で誕生した。1980 年に改修され、

1998 年「公共建築百選」に指定。2000 年鳥取県西部地震発生、2006 年米子市公会堂「維持か閉鎖

か」(地方紙)の報道から、耐震診断実施、2010 年９月ホール使用停止。「米子市公会堂の存続と早

期改修を求める市民会議」を軸に存続のための署名活動が行われ、10月に市民アンケート実施。存

続すべき 45.4%、存続すべきでない 38.2%等の市民の意向をふまえ存続に決定し、米子市はじめて

のプロポーザル、村野藤吾氏の設計思想をふまえた米子市公会堂を再現させた(2014年)。彼の作品

は、国の重要文化財指定の世界平和記念聖堂（1953年）、日生劇場(1963年)、迎賓館本館改修(1974

年)等で有名である。 米子市公会堂は彼が 60代で設計し、改修を 80代で行い、彼の年代ごとの 20

年を経た作風が混合している妙味がある。設計では、モダンデザインの標語ともいうべき「形態は

機能に従う」を表現しており、舞台・客席・ホワイエの機能的関係が、ストラクチュアルデザイン

とあわさって、後部に突き出たグランドピアノをイメージした特徴的な建築形態として表現されて

いる。しかも、その表面は、赤褐色の塩焼タイルを使用している。これは山陰地方特産の石州瓦を、 

特注でタイル型に焼成したものであり、時間と共に趣を醸し出す外観を示し、独特の陰影をつくり

だしている。さらに、内観等では、素材の質感や手触り、和と洋の絶妙な融合、やわらかな曲線の

美しさなど随所にあらわれ、それらは晩年にいたるまで多様に展開された村野建築の特徴である。

筆者の研究室で 2015 年に改修前後の評価についてアンケートをとった結果、改修前「存続に賛成

した人」は約半数であった。そして、改修後「存続してよかった」と回答した人が約８割にのぼっ

た。愛着ある建築や場をもてることは市民と建築家両者にとって幸せなことだと思う。 

なお、米子市公会堂リニューアルは、保存活動・プロポーザル・設計・施工・竣工に至るまで、

米子高専建築学科教職員、非常勤講師、米子市役所職員、地元設計事務所所員、現場監督所長等の

建設会社社員、設備担当等多くの建築学科卒業生が関わっています。リニューアルした米子市公会

堂は彼らの作品といっても過言でないと思います。同窓生に感謝するとともに今後の活躍を期待し

たいと思います。 
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この一年の米子本部の活動を振り返って 

 矢末 誠 （工業化学科６期卒） 

 

平成２８年度の会員交流会として平成２９年１月２９日（日）に島根

県松江市の中国電力(株)島根原子力発電所を見学しました。２号機と３

号機の操作盤の違いやテロ及び防災対策に時代の流れを感じました。参

加者は、会員とその家族合わせて９名でした。 

 

 

平成２９年度の総会を平成２９年６月１

７日（土）に米子ワシントンホテルプラ

ザ で開催しました。当日は、岡山市、鳥

取市、出雲市からも卒業生の参加があり

総勢 54 名の参加者となりました。 

その後の、懇親会は終始和やかな雰囲

気で進む中に学科毎の自己紹介もあり時

間があっという間に過ぎてしまいました。 

 

１１月２日（木）・３日（金・祝）の高専祭当日にホーム・

カミング・デイとして「卒業生交流広場」を開設しました。こ

こでは、新たな企画として退職された先生との交流会を開催し、

教員ＯＢの会（伯鵬会）のご協力を得て、会長の林貞夫先生（Ｍ）、

澤洋征先生（Ｃ）、松原孝史先生（Ｅ）に来校いただきました。

また、『製図用具』『計算尺』『関数電卓』『教科書』など在

学当時の思い出の品の展示もあり趣向を凝らしたものとなりま

した。 

 

平成２９年度の会員交流会として１１月２６日（日）に「水めぐりツアー」を開催しました。奥大

山の“サントリー天然水工場”、名水百選の“塩釜冷泉”を巡り、昼食にはジンギスカン・兜そばを

堪能し、会員とその家族合わせて８名の参加者はみな楽しいひと時を過ごしました。  
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平成 29 年  米子高専同窓会関西支部活動報告  

塚田  哲 也（ 電気 工学 科 ４ 期卒 ）  

 

関西支部は近畿２府３県に勤務・在住する会員の交流・親睦に努めています。  

・第５回関西支部総会（日本海新聞  楽しい仲間  記事）恩師 河添先生（M 科）にご

出席いただき、旧交を深めました  （５月）  

 

・第５回関西大高砂フォーラムと新年会  （１月） 

 

講師： 

遠 藤 俊 介

氏（A6） 

 

・第７回関西大高砂杯ゴルフコンペ。前回優勝 眞野博光氏（E４）から今回優勝矢尾

壽朗氏（E４）へ優勝カップ贈呈  （１０月）  

 

・兵 庫北 ブ ロッ ク交 流 会 。 関西 支部 会員 で あり なが ら 大阪 中心 の活 動に 参加

しづ らい 会員 との 交流 会を 実施 （１ １月 ）  

 



  米子高専同窓会中部支部活動紹介   
支部長 杵築 邦昌（機械工学科７期卒） 

～中部支部とは？～ 

米子高専同窓会中部支部は、愛知、岐阜、三重、静岡、長野、福井、石川、富山の 

８県に在住する米子高専卒業生のコミュニティーです。 

学生の皆さんで、この地域に就職される方はぜひ仲間になってください！大歓迎で 

す！また、この地域に在住で中部支部をご存知なかった卒業生の皆さん、ぜひ仲間 

になってください。 ⇒ tyubu-hq@ynct-net.org までご連絡ください。 

 

～何をやっているの？～  

 主な活動は、①毎年７月開催の総会・懇親会、②毎年秋期開催の親睦ゴルフ、毎月発行の③「米子高専 

同窓会メルマガ」や、④米子高専同窓会 Facebook へ支部情報の投稿などを行っています。 

① 中部支部総会 

今年の総会は７月１５日（土） 

名古屋市内のホテルで開催しました。 

米子高専からは、氷室校長先生、 

齊藤前校長先生、林名誉教授はじめ 

多くの先生方にご出席いただき、 

会員との交流を深めて頂きました。 

総会終了後に、テクノフォーラムと 

して副支部長の前本さん（７A）を 

講師に「南海トラフの巨大地震に 

備えて」と題する講演を行い、「備え 

る事」の重要さを再認識しました。その後約２時間の懇親会に移り、昭和４４年卒の１期生から平成 

２８年卒の４８期生までが先輩・同期・後輩との旧交を温め、また鳥取県からの来賓の皆様とも親し 

く懇談させて頂きました。 

 

② 中部支部親睦ゴルフ 

今年もゴルフ大好きの仲間が集い、９月２３日（土）名古屋 

広幡ゴルフコースにおいて開催されました。前日まで心配して 

いた雨も過ぎ去り、まだ蝉も鳴く暑いコースで熱いプレー？が 

繰り広げられ、内田さん（２M）が貫録を見せつけ優勝！ 

 

③ 米子高専同窓会メルマガ 

母校のトピックス、学生の活躍、米子本部、関西支部、中部支部、首都圏同窓会の活動情報などを毎

月メール配信しております。中部支部では９８名の中部支部会員の皆様に配信しております。 

中部８県に在住の方で配信をご希望の方は tyubu-hq@ynct-net.org までご連絡ください。 

 

④ 米子高専同窓会 Facebook （ https://www.facebook.com/ykosen.dosokai/ ） 

中部支部情報、名古屋市などで開催される鳥取県関連イベントなどを適時アップしております。 

米子本部、関西支部、首都圏同窓会からのアップもありますので是非一度訪問してみてください。 
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米子高専首都圏同窓会活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度首都圏同窓会 総会・懇親会（第 9回）平成 29年 6月 10日(土) 

今年も例年通り第 2 土曜日の 6 月 10 日（土）霞が関ビル３５階東海大校友会館にて開催、

本校氷室校長始め本校同窓会関係者及び鳥取県人会等から総勢 34名の参加がありました。 

会に先立ち市田会長より、5 代飯田校長が昨年の 6 月 10 日にご逝去された事の報告が有り

ました。 

総会は全ての議案が承認されて滞り無く終了しました。 

懇親会は、来賓の皆様の

御挨拶に続き、会員の近

況報告、校歌斉唱、記念

撮影で終えました。 

 

 

川越会 『時薫るまち 小江戸 川越』の散策 

4月 1日（土）小雨降る中川越会を開催しました。参加者１３名。９時 30分川越駅に 

集合し、ガイドさんと合流後 10時出発しました。 

コースは、川越城本丸御殿、川越氷川神社等 7か所 4Ｋｍを 2時間 30分でした。 

昼食後「川越まつり会館」を見学しました。山車は江戸型と云

われる一本柱型の 2 重鉾で中段が迫り上がり、荘厳華麗な日本

武尊、弁慶等素晴しい物ばかりでした。 

その後、390 年の歴史有る川越の象徴“時の鐘”前で記念撮

影後に解散しました。 

参加者からは、「また計画を！」との声も出ました。 

来年の 4月は、鎌倉会を計画する予定です。 

 

 

＊平成 30年 4月米子高専首都圏同窓会は、米子高専同窓会首都圏支部として継承されました。 

総会後の懇親会の全景 
二次会（にへい） 

「時の鐘」前にて 
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平成 28 年度決算報告 

 

 

連絡先・サイト紹介 

米子高専同窓会本部 e-mail  

≫  yonago-hq@ynct-net.org   

 

Ynct-net ポータル・サイト 

 ≫  https://www.ynct-net.org/ 

 

米子高専同窓会 Facebook 

≫ https://www.facebook.com/ykosen.dosokai/  

   

 普通会計 
 

 学生研究助成会計 
 

 ポータル・サイト作成・周年記念事業 

準備基金会計 

収入の部   支出の部 
 

収入の部   支出の部 
 

  収入の部   支出の部 

項目 金額(円)   項目 金額(円) 

 

項目 金額(円)   学科 金額(円) 

 

項目 金額(円)   項目 金額(円) 

繰越金 4,856,323   委託料 1,500,160 
 

繰越金 501,385   機械工学科 50,000 
 

繰越金 600,000   合計 0 

入会金 1,052,460   旅費 664,560 
 

助成金 300,000   電気情報工学科 50,000 
 

積立金 100,000       

入会金 1,015,000   助成金 300,000 
 

雑費 19   電子制御工学科 50,000 
 

積立金 100,000       

雑費 81   積立金 200,000 
 

合計 801,404   物質工学科 50,000 
 

合計 800,000       

合計 6,923,864   借上料 161,164 
 

      建築学科 43,632 
 

          

入会金 

上段：卒業生 

下段：新入生 

  広報費 0 
 

      専攻科 0 
 

          

  手数料他 3,758 
 

      合計 243,632 
 

          

  合計 2,829,642 
 

          

 

          

同窓会からの重要なお知らせ 

１．郵送による全会員向け同窓会報発行については、約 100 万円と新入生入会金とほぼ同額の経費を要する

ため見直しが必要と考え検討した結果、平成 32 年度末までの周知期間を設け同窓会報発行は、（PDF 版）

のみとすることにします。  

また、同窓会からのお知らせも電子メール等のインターネットの利用へと変更いたします。 

これらの変更は、【メールアドレス】の確認ができた方から順次実施してまいります。 

なお、同窓会活動等の情報は、メールマガジン配信により随時行っていますので、会員情報【メールアド

レス】の登録をお願いいたします。 

２．同窓会 50 周年記念行事については以下通りの期日が決まりましたのでお知らせします。 

開催期日：平成３１年６月２２日（土） 

開催場所：米子ワシントンホテルプラザ 

編集後記： 

木々の色づくころに原稿をお願いし、

すでに桜の花も散ってしまい遅きに失し

た感があるがようやく発行するようにな

った。 

次回への反省しきりであります。 

米子高専同窓会長 矢末 誠 

米子高専同窓会事務局発行 

文責：同窓会長 矢末 誠 

https://www.facebook.com/ykosen.dosokai/
mailto:yonago-hq@ynct-net.org
https://www.ynct-net.org/

