“第１2 回 杜春会東京の集い”のご案内
杜春会会員 各位
杜春会会員の皆様におかれましては、益々お元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて、杜春会の２年に一度の行事である『 杜春会東京の集い 』
、今年で 12 回目の開催になります。下記の通り開催
致しますので、ミニ通信と一緒に開催案内を送付させていただきました。
東日本大震災後 3 年が経過し、地震で被災した青葉山の人間環境系研究棟の建て替えが進んでおり、東北大学工学部
建築学科としての新たな一歩を踏み出します。また、 東北大学建築学科名誉教授 吉野博先生が 2013 年から日本建築
学会の会長に就任、名誉教授 三橋博三先生が 2014 年から日本コンクリート工学会会長に就任、さらに名誉教授 柴田
明徳先生が 2014 年日本建築学会大賞受賞など話題性のあるニュースも続いております。その一方で、全国的な建設物
価の値上がりと人手不足の中、震災復興の遅れなども聞こえてまいります。そこで今回の「東京の集い」では、鹿島建
設(株) 専務執行役員東北支店長の赤沼 聖吾さん（17 回生）に、東北震災復興の現状についての記念講演をお願いして
おります。
１回生から 62 回生まで杜春会会員の年代幅も益々大きく広がっています。多数の会員が相集い、諸先生を交え年代
を超えた歓談を通じて仲間の輪を広げ、また事前に連絡をとるなどして各学年や研究室単位での二次会などを開く等、
一層の活躍の糧として戴ければ幸いに存じます。多数ご出席賜りますようお願い申し上げます。
平成２６年８月吉日
“第１２回 杜春会東京の集い”幹事会一同
記
■日 時 ：平成２６年１１月２１日（金）１８：３０～２０：３０
■場 所 ：アルカディア市ヶ谷（私学会館） （JR、地下鉄（有楽町線、南北線、新宿線）
「市ヶ谷」より徒歩１分）
■住 所 ：東京都千代田区九段北４－２－２５ TEL. 03-3261-9921
■会 費 ：１回生～50 回生 ７，０００円／人
51 回生～60 回生（または平成 15 年～平成 24 年 3 月修了） ４，０００円／人
61 回生～62 回生（または平成 25 年～平成 26 年 3 月修了） 会費無料にて歓迎いたします。
（会費は当日受け付けにて申し受けます。
）
■出 欠 ：返信ハガキは会場等の準備の都合がありますので、１1 月 2 日（火）までに到着するようお願い申し
上げます。また、今回からメールにてのお返事も受け付けておりますので、できればハガキを出さずに
下記のアドレスに返信ください。
※下記のアドレスは東京の集いの専用アドレスです。杜春会事務局のアドレスではありません。

出欠返信用アドレス

t.toshunkai@gmail.com

■代表幹事 猿田 正明(２８回生・杜春会副会長)
幹

事 渡辺 豊 （１９回生）
黒田 秀夫（２７回生）

和泉

隆（２１回生）

森本 和人（２９回生）

松浦 正一（４０回生・会計） 蝦名

滋 (４３回生）

名誉幹事 水留 英昭（３回生） 須藤 光造（４回生）

井上 芳生（２１回生）

大矢 俊樹（２６回生）

境

木下

茂樹（３４回生）

辻本 祐介（４８回生）

定（３５回生・杜春会総務）

佐川 隆之 (５６回生)

下城 次郎（６回生）

学年幹事 １回生 樋渡 圭之

15 回生 鈴木 隆司

29 回生 森本 和人

43 回生 松井

崇

57 回生 伊藤 博紀

２回生 早川 誠一

16 回生 市川 明信

30 回生 丸山

44 回生 加藤

匠

58 回生 青木

３回生 水留 英昭

17 回生 鈴木 哲夫

31 回生 佐武 直紀

45 回生 今井 拓也

59 回生 仲村 貴文

４回生 須藤 光造

18 回生 新保 勝也

32 回生 小田島永和

46 回生 佐藤

60 回生 小林 良平

５回生 鈴木 充夫

19 回生 渡辺

豊

33 回生 木下 泰徳

47 回生 小松崎敏紀

61 回生 片岡 亮介

６回生 下城 次郎

20 回生 望月

仁

34 回生 青山

睦

48 回生 辻本 祐介

62 回生 大久保隆史

７回生 佐藤 正二

21 回生 岡田

悟

35 回生 皆川 典久

49 回生 遠山 直子

８回生 山内 次郎

22 回生 小野 正俊

36 回生 菊地 史春

50 回生 滝沢 一馬

栄

学

９回生 下高 一雄

23 回生 横野 敬二

37 回生 鈴木

篤

51 回生 石井 直哉

10 回生 石毛 大地

24 回生 反田 治男

38 回生 宮腰 淳一

52 回生 古寺 浩実

11 回生 熊田

鴻

25 回生 杉浦 正爾

39 回生 佐藤

洋

53 回生 田中 将玄

12 回生 松野 眞三

26 回生 浅見 正之

40 回生 松浦 正一

54 回生 菊地 慶子

13 回生 沼尻 康之

27 回生 黒田 秀夫

41 回生 後藤 和弘

55 回生 山田 和弘

14 回生 伊藤 正己

28 回生 高橋

職場幹事 28 回生 猿田 正明

靖

42 回生 森谷 宏之

貴

56 回生 佐川 隆之

29 回生 今井 隆

29 回生 大竹 和夫

30 回生 桜井 尚敏

30 回生 増子

寛

31 回生 飯沼 裕

31 回生 堀内 徹也

33 回生 安藤 慶治

34 回生 境 茂樹

35 回生 皆川 典久

39 回生 小高 真一

39 回生 宮澤 厳

40 回生 長瀬 雅嗣

40 回生 松浦 正一

42 回生 河本慎一郎

48 回生 掛川 敏正

53 回生 後藤 航

53 回生 濁川 拓也

