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報

奥田

實

千葉工業大学同窓会元会長

元同窓会会長
奥田

實 氏が、

同窓会においては、平

2 月 18 日、ご逝去されました。
奥田

ご逝去

成 5 年から第 5 代同窓会

實 氏は、本学工業経営学科を卒業（昭和

会長として「活力ある同

31年）後、近江化学陶器
（株）に入社、商品企画を

窓会づくり」に手腕を発

担当し、万国博覧会（昭和45年）における岡本太郎

揮し、12 年にわたり会長

の「太陽の塔」黒い顔の塔を作製されました。外

を務められました。
地域支部活性化をめざ

装タイルにおける新境地を確立し、大塚化学
（株）
と共同出資の大塚オーミ陶業を設立、大型陶板の

し、 自 ら 忙 し い 仕 事 の 合

作成に成功されました。国会議事堂の改築、成田

間に各地のブロック大会に出向き、支部会員と同窓

国際空港ターミナルビルの大壁画などを手掛け、

会をつなぐ活動に精力的に取り取り組まれました。
謹んでお悔やみ申し上げますとともに、ご冥福

徳島県鳴門市にある世界初の陶板名画美術館「大

をお祈りいたします。

塚国際美術館」の設立に関わられました。

事務局からのお知らせ
学内報「ニュース CIT」の購読お申し込みについて
同窓会では卒業後も大学の近況を伝える学内報「ニュース CIT」の定期購読を受け付けています。
会員の皆様に毎月お送りいたします。購読料は郵便料金込みで、年間 1,500 円です。定期購読ご希望の方は、今回の校
友タイムスに同封しています振込用紙で、お申し込みください。
申し込み期間を過ぎてのお申し込みは、その時点から 4 月号までです。ご購読期間は、短くなります。ご注意ください。

お礼

平成 27 年度は下記の方々よりご寄付を戴きました。お礼申し上げ、ご報告いたします。

工経会
安村

佐藤

輝雄 様（電気 S36）

¥10,000

水沢

真也 様（経情 H18）

¥60,000

落合

大生 様（ N S H26）

¥10,000

佐藤雄一郎 様（電子 S39）

電気 S35 同期会

¥56,000

藤田

進 様（電子 S40）

¥10,000

田巻

恒利 様（工経 S47）

電子 S40 同期会
吉峯
菊池

眞 様（電子 S44）

¥153,628

¥40,000

高松

大輔 様（電気 H17）

本多

祐二 様（工化 S53）

武司 様（機械 H12） ¥30,000

須永

智子 様（電子 S54）

石井

鎮雄 様（工経 S42）

輝 様（工経 H10） ¥10,000

野口

仁 様（土木 S46）

近藤

正人 様（機械 S37）

豊之 様（電子 S50）

¥10,000

池田

幸司 様（電情 H21）

渡辺

哲郎 様（金属 S39）

中村

猛 様（電気 S59）

¥10,000

犬童

英徳 様（工経 S42）

前川

将吾 様（ N S H17）

森山

敏明 様（建築 S51）

¥10,000

蛭間

田村

広志 様（機械 S31）

中野

椿

鼎 様（旧機械 S26）

浩 様（土木 S52）

¥10,000

林

修身 様（工経 S36）

髙橋

昌弘 様（未ロ H27）

美仁 様（工経 S48）

¥10,000

森永

利弘 様（機械 S42）

井東

壮一 様（精密 S57）

松本

好雄 様（工経 S37）

¥10,000

岩並

光生 様（建築 S46）

大山

武起 様（土木 S42）

三原

一彦 様（工化 S40）

¥10,000

三宅

靖 様（工経 S58）

小池

隆幸 様（精密 S51）
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