
瑞若会 

平成 30年 愛知工業大学同窓会 関東支部 総会 

式次第 

平成 30年 12月 15日 

場所:株式会社 ラック 

＜第１部  

＜第２部 総会＞  

 

１．開会宣言、司会自己紹介   近藤    

２．本日のアジェンダ    近藤    

３．支部長挨拶     石川 支部長   

４．新体制紹介     石川 支部長 

５．前支部長・事務局退任挨拶          水野 前支部長 細江前事務局長 

６．来賓挨拶      山田 副学長     

７．本部報告     北川事務局長 

 

写真撮影 全体 

 

＜第３部 第１０回技術交流セレクション＞  

 

講演 サイバーセキュリティ最前線 株式会社ラック JSOCセンター長 賀川亮 様 

  ここを注意しないとあなたも被害者どころか加害者に！ 

        世界は今どんなことが起きているのか？ 

        ＬＡＣはどう戦っているのか？！  

   質疑応答 

見学 Japan Security Operation Center         株式会社ラック様 

サイバー攻撃から日本を守る世界最先端のオペレーションセンターを見学！ 

これはもうウルトラ警備隊を超えている？！ 

 

＜第４部 懇親会＞  

 

１．懇親会開会宣言         

２．挨拶、乾杯     岩田 顧問   

   暫時歓談 

３．参加者 近況報告（各人１分程度で）     全員    

４．来賓ご挨拶        小嶋元副学長    

５．学園歌 唱和 

６．中締め     保浦副支部長   

 進行 近藤・森 

 



会員のみなさんからのコメント・出席者 

 

 

 

山田博 電気工学科 S37 従来の相対性理論の誤りを発見し、新しい相対性理論を構築し、ノー

ベル賞論文に比敵したものを発表してきました。 

工藤昭義 電気工学科 S37 皆さんにお会いするのを楽しみにしています。 

髙橋 文雄 電気工学科 S37 今年で傘寿になりました。地元の老人会の会長をしており多忙で元気に

過ごしております。皆さんのご活躍メール等で拝見しております。 

稲垣哲郎 電気工学科 S38 定年退職後、労働安全コンサルタントとして活動しています。 

白木 辰夫 電子工学科 S38 卒業して、５７年、愛工大の２期生です。元気で人生を楽しんでいま

す、久し振りに皆さんにお会い出来る事を楽しみにしてます。 

伊豫田美津男 応用化学科 S39 変わらず元気にしています。 

細江龍三 経営工学科 S41 新体制の新しい出発です。お互いにがんばってやりましょう。今後とも

よろしくお願い致します。 

坪内 範久 電気工学科 S42 65才で仕事もリタイア―して、本人を含めて、我ファミリー一同それ

なりに元気で過ごしています。関東支部の益々の活躍を期待していま

す。チャンスと興味があれば、行事に参加します。 

高原 光立 機械工学科 S43 一昨年 70歳を迎えて体力そして気力の減退を感じるようになっての後

進への道筋をつけることができて引退の運びとしました。 

以後、２年の月日が流れる中で人生においてもっとも暇な時間を過ごし

ております。幸い東京は大学が多く社会人教育が数々ある中で机に向か

わずに勉強できる講座を選択して暇な時間を勉強したフリをして過ごし

ています。 

惜しくも後藤 淳先生が亡くなられてその葬儀に名古屋へ行って来まし

たが歳月は惜しい人を失うことになりますね。残念でしたが・・・・ 

このたびの同窓会総会は先端の事柄が学べるとの事 楽しみを持ちなが

ら出席します。よろしく取り扱いお願いします。 

吉田 和彦 経営工学科 S44 生涯現役を目指して、ITコンサルタントをしています。 

世取山 正 電気工学科 S45 地元の財産区、明治 22年にその地区で共有できる土地、建物があるな

らば財産区所有とすることができるとの法律ができ、土地（山林）を管

理する財産区議員選挙法にのっとって手続きする日本で一番小さい議会

です。12名 3期目に立候補しています。投票日が 11月 10日です。11

月７，８，９日と大本山永平寺にて修業をする予定です。 

伊藤倭夫 電気工学科 S45 年末、ボランティアの集まり等で都合がつきません。 

またの機会に出席させて頂きます。 

佐橋 正男 電子工学科 S46 元気してます。 

後藤新太郎 機械工学科 S46 当日は予定が入っており伺うことが出来ません。 

皆様によろしくお伝えください。 

勝部 光夫 土木工学科 S47 ７０歳になり、体力の衰えを感じてます。 

皆様のご活躍を願っています。 



会員のみなさんからのコメント・出席者 

和田修 土木工学科 S49 いつも連絡業務等おつかれ様です。今回も欠席とさせてもらいますが、

機会を見つけて出席出来る様にします。 

水野 政光 電気工学科 S45 品川区主催の「男の料理教室」・「わくわく料理教室」に参加しその延長

にある地元の高齢者住宅への昼食作りボランティア活動、シルバー大学で

歴史の勉強等を通し地元の仲間つくりに努めています。 

そのスケジュールの合間をぬって、外国船によるクルージング（北欧６か

国、西カリブ海等）や孫たちの住むサンフランへ出かけています。 

この 10月６日には大学の工科展に４５Ｅの友人らと行って来ましたが、展

示品はロボット関係が主で、自分の在校当時小規模住宅を作り、漏電Ｒｙ

の実動作品を展示し見学された後藤学長から電力会社のＰＲかと言われた

ことを思い出しました。 

黒田正典 機械工学科 S50 5年前に退職して元気なうちにという事で年２回海外旅行、年 2回宿泊

観光登山等を目標に行動しています。2017年 ギリシャ、エジプト、

シンガポール、マレーシア、立山、裏磐梯登山。2018年度ロシア、タ

イ、カンボジア、乗鞍、大山登山 

保浦 光宏 応用化学科 S50 昨年１２月末に退職後、時々のゴルフを除いて特に何もせずのんびり過

ごしています。 

中根 若富 機械工学科 S54 当日は、愛工大生 卒研中間発表会 兼 形状記憶材料研究発表会に参加

するため、総会に参加することができません。 

皆様によろしくお伝え願います。 

石川 定雄 電子工学科 S57 現在の仕事は、一日中ほとんど座りっぱなしのためか、たまに出掛ける

ハイキングで、以前のように長時間歩き続けることがきつくなってきま

した。何とか鍛えなおそうと気持ちばかりあせっています。 

近藤 友久 経営工学科 S61 11年務めたリコーグループを退職し墨田区内の事務・文具販売業に転

職間もなく 1年が過ぎようとしています。現在墨田区および関連団体を

主なお客様として日々軽自動車で区内を走り回っています。 

木村 良行 機械工学科 S61 相変らずの毎日を送っていますが、残念ながら当日は所用があり出席で

きません。 

森 剛 経営工学科 H1 セキュリティビジネスを順調に伸ばしております。 

岡崎 一浩 大学院経営情報

科学研究科後期 

H21 中国ビジネスで多忙です。いろいろと教えて頂けると幸甚です。 

金森 隆志 土木工学科 H8 関東近辺で耐震補強工事の現場監督をしてます。 

勝野 圭一 建築学科 H5 大きな変化としては、今年の秋の叙勲で、恩師 比嘉俊太郎先生が 

瑞宝中綬章をもらいました。付添として、伝達式に参加しました。 

愛工大で、今回、3 名ほど、叙勲を受けているようです。 

また、現在、仕事は、大きな変化もなく、過ごしています。 

 

 

 

 



会員のみなさんからのコメント・出席者 

ご来賓       

小嶋 憲三様 電気工学科 S40 愛工大元副学長 

山田 英介様 応用化学科 S46 同副学長 

近藤 高司様 経営工学科 S48 同窓会会長代行 

水野 勝教様 電子工学科 S63 前事務局長 

北川 一敬様 機械工学科 H2 同窓会本部事務局長 

        

名前 卒業学科 卒業年度 勤務先 

工藤 昭義 電気工学科 S37   

白木 辰夫 電子工学科 S38   

小荒井 順 電子工学科 S39   

岩田 和彦 経営工学科 S41   

細江 龍三 経営工学科 S41 （株）フォーカス技術サービス 

脇田 章夫 経営工学科 S42   

山口 徹 機械工学科 S43   

水野 政光 電気工学科 S45   

山崎 美好 電気工学科 S45   

佐橋 正男 電子工学科 S46   

松沢 実 電子工学科 S46   

西坂 久和 機械工学科 S46 ウェスタンテクニカル（有） 

高松 伸行 建築学科 S47 新菱テクニカルサービス（株） 

伊坂 正 電気工学科 S48   

本田 誠 電気工学科 S48 プロテック株式会社 

保浦 光宏 応用化学科 S50   

吉田 正彦 電気工学科 S55   

岡 義隆 機械工学科 S55 ミツミ電機株式会社 

石川 定雄 電子工学科 S57 工業所有権協力センター 

佐瀬 由佳 建築学科 S60 株式会社 NTTファシリティーズ総合研究所 

近藤 友久 経営工学科 S61 株式会社平和堂 

久保 統義 経営工学科 S62 株式会社ディー・ディー・エス 

森 剛 経営工学科 H1 株式会社エアー 

加賀 幹英 応用化学科 H7 日本窯炉(株) 

        

 


