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 校友会情報  http://www.tduaa.or.jp/ 

○神奈川県支部と三重県支部が実会合とリモートのハイブリッドで総会を開催 

 

 

みなさんは「やっちゃ場」をご存じでしょうか？ 

競（せ）りの掛け声が由来の言葉で今では青物市場のことです。その市場が千住にあったことをご存

知でしょうか。取引金額や数量・敷地面積のどれをとっても東郊最大の規模と賑わいを誇っていたそう

です。 

仕入れた荷物をほかの市場で売る多くの人たちが活躍していました。野菜を扱う青物問屋が千住

河原町一帯に集中していてその地区のことを「やっちゃ場」と呼んでいたそうです。（跡地案内板より）

現在は足立市場となっていて野菜はもちろん魚も扱っています。 

「やっちゃ場」のあった街道沿いに郷土博物館があり、問屋の店先の様子が復元されています。千

住キャンパスからほど近い所ですので是非歩いて行ってみて下さい。 

 

令和３年６月１１日  校友会理事長  上西 栄太郎 

神流川県支部は５月１５日に開催 

三重県支部は５月２２日に開催 
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中学・高等学校同窓会 http://www.tdu-chukodoso.com/ 

○５月１５日に令和３年度中学・高等学校同窓会総会を小金井キャンパスにて開催

★ 詳細は画像をクリック！

総会を終えて、集合写真 

密を避け、役員を中心にして開催です 名誉会長の大久保前校長先生からご挨拶 

新たに校長先生になられた平川先生もご挨拶 

竹内幹事、平野幹事による事業報告、決算報告 役員改選で伊奈敬氏が会長に就任しました 
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 学園情報・大学情報  http://web.dendai.ac.jp/ 

○「学校法人東京電機大学サポート募金」について 

 

令和２年度のサポート募金は「奨学金の充実」「施設・設備の充実」「課外活動への支援」の使途区

分で募金活動を行い、1,485 件、83,126,850 円のご寄付を賜りました。 

また、令和２年度につきましては新型コロナウイルス感染症拡大により経済的に困窮した学生・生徒

への支援に際し、多くの皆様より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございました。一般社団法人東京

電機大学校友会をはじめ、同窓会、都道府県支部および公認団体（職域電機会）の皆様からも多額の

ご寄付をいただきましたことに、重ねて御礼申し上げます。 

今後とも、本学園に対しまして、一層のご支援お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

なお、令和２年度にサポート募金にご賛同いただきました卒業生、法人、団体のご芳名は、以下のと

おりでございます。 

 

【卒業生】 ５０音順    

相川 昭仁 相川 祐三 相澤 理 相原 義明 青島 穰 

青島 豊 赤羽根 孝夫 秋永 純一 秋葉 美夫 秋元 秀夫 

秋山 浩和 秋山 正則 阿久津 真一 浅井 修一 浅田 郁男 

浅間 博 浅見 光男 安達 嗣雄 足立 浩彬 天野 誠 

網田 雄治 新井 孝道 新井 輝男 荒木 英夫 荒木 富美雄 

有森 勇 飯島 代行 飯田 克義 飯田 貴章 飯塚 勝重 

飯塚 要一 井口 国武 池永 桂 池邊 朋 伊崎 一路 

伊﨑 秀和 石井 則男 石川 宣行 石黒 鐵彦 石毛 巖光 

石田 真一 石塚 典之 石塚 昌昭 石塚 正彦 石橋 修三 

石原 詔二 石本 雄希 石渡 静美 板垣 秀朗 市川 太一 

市川 隆 市川 将志 市川 雅英 市川 友紀也 市毛 晋 

出原 和明 伊藤 攻 伊東 榮 伊藤 雅基 伊東 充 

井西 弘全 犬竹 功 稲生 安行 井上 公男 井上 雄介 

岩岡 修 岩城 宏明 岩永 正弘 岩野 雄一 印宮 登 

宇井 俊行 上木 邦彦 植田 佳之 上西 栄太郎 植松 俊実 

植村 賢太郎 植村 仰 宇梶 大 薄衣 敏則 宇都木 一秀 

宇南山 光夫 梅田 一市 梅原 悠平 浦 靖彦 浦野 好造 

蛯名 徹 江袋 林蔵 遠藤 真 遠藤 昌克 追分 育雄 

大井 正義 大川 慶三 大熊 秀明 大越 和夫 大作 弘之 

大澤 敬 大城 重一 大杉 浩邦 太田 完治 太田 忠 

大谷 勝美 大谷 昇 大塚 真司 大西 孝明 大西 昌憲 

大沼 一博 大野 照男 大橋 淳士 大橋 行雄 大山 実 

岡田 裕之 岡野 格也 岡野 幸雄 岡本 勉 小澤 隆 

小田島 章 乙﨑 重郎 小沼 博 尾上 清英 海津 保雄 

角田 光弘 加倉井 公一 梶谷 操 梶田 明男 樫村 重慶 

柏瀬 裕 勝間 忠司 勝見 信壱 加藤 康太郎 香取 達也 

金井 秀徳 金内 啓晃 金坂 保仁 金築 律夫 金森 卓志 

金子 英司 金子 善吉 金子 多喜雄 金子 敏夫 金子 幸雄 

狩野 連男 鏑木 啓麿 加辺 友也 上垣内 裕治 上西 寛一郎 

神谷 泰 神山 治貴 鴨井 正昭 柄澤 伶奈 苅込 正敞 

川井 明恵 河江 卓 川上 茂 川上 孝宗 川口 慧 
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川崎 正貴 河野 進 川辺 隆夫 川又 崇 神取 正裕 

木内 えり 岸野 博史 岸本 昂太  北川 通彦 北島 貴三夫 

北村 要 木津 光右 木戸 能史 衣笠 弘徳 宜野座 清徳 

君塚 純一 木村 和美 木村 柾活 木村 隆一 京増 隆一 

工野 和史 倉田 武 栗原 嵩 黒岩 伸二 桑谷 佳容 

桑原 伸良 小池 誠治 小泉 勘次 神戸 康吉 幸森 登喜男 

髙野 昭雄 小垣外 喜久雄 後閑 俊雄 小久保 彰格 腰塚 正 

小島 一記 小島 啓一 小島 努 小島 博幸 小島 是人 

古城 仁 小杉 康昭 古田中 武彦 小谷 誠 小長谷 登 

小林 行紘 小堀 康夫 小松 照雄 小松 廣樹 小谷野 武彦 

小山 勝美 金 俊和 今野 秀樹 齋田 政彦 斎藤 喜義 

斉藤 健二 齊藤 隆俊 齊藤 卓哉 齊藤 武男 齋藤 季生 

斎藤 行明 酒井 則男 坂田 一也 坂本 佳太 坂本 洋猷 

坂本 道男 佐川 正 櫻井 友二 佐々木 文夫 里居 光 

佐藤 喜久二 佐藤 一 佐藤 宏 佐藤 博信 佐藤 政雄 

佐藤 義明 佐藤 慶典 佐藤 龍 澤栗 裕二 澤野 孝行 

塩原 潔 紫合 治 市東 利一 篠田 敏生 篠田 隼人 

芝田 敏 渋谷 文昭 島田 隆 清水 政昭 生部 誠 

白井 雅秀 白石 克彦 白神 真江 神 修一 宍道 宰 

新明 伸市 須賀 直哉 須貝 雅子 菅原 秀雄 菅谷 功 

菅谷 三樹生 杉尾 勝敏 杉崎 茂 杉野 昌扶 杉本 寿治 

杉本 寿 杉山 芳夫 鈴木 一晴 鈴木 栄 鈴木 健生 

鈴木 雅行 須藤 尚子 須之内 建史 瀬尾 進太朗 関 鉄太郎 

関 義行 関口 慎 関野 正好 宗田 実 高垣 公男 

髙澤 昇司 髙田 眞治郎 高橋 敏 高橋 才雄 髙橋 弘治 

多幾 信一郎 滝沢 賢二 匠 勇治 竹内 勇夫 竹内 今日子 

武貞 孝治 竹原 誠 武山 良雄 田中 研一 田中 豊明 

田中 伸幸 田中 政雄 田村 昭雄 田村 圭三 為ヶ谷 秀一 

児野 昌代 千葉 陽一 土屋 羊祐 土屋 善嗣 筒井 貴大 

坪内 暁夫 坪内 茂美 露木 育夫 出浦 駿介 出川 保夫 

手塚 利充 寺澤 岳生 寺田 隆一 都井 靖之 德田 良和 

徳村 一郎 戸塚 英雄 冨岡 幸一 富田 英雄 友田 信吾 

外山 晴彦 豊泉 沙織 内藤 千尋 内藤 敏勝 中井 忠義 

長木 修 長倉 大悟 中嶋 章 中島 あすみ 中島 康行 

中田 由洋 長塚 かおり 永野 昌安 中原 健志 中村 和敬 

中村 茂 中村 大亮 中村 隆行 中村 次男 中村 徹 

中村 博 中村 康博 中山 範雄 中山 眞 鳴澤 英司 

西井 義晴 西海 勝男 西川 正 西端 紀一 西谷 茂 

貫井 潔 根岸 俊和 根津 功 根本 三雄 野垣 正義 

野口 茂樹 野口 芳信 野崎 隆 野村 章次 野村 利正 

乗添 和昭 橋本 金治 橋本 伸也 蓮池 清治 長谷川 洋介 

初澤 佐次 初芝 集一郎 服部 孝司 浜上 厚生 浜川 一星 

濱田 一生 林 浩太郎 原 正美 原田 英雄 原田 紘光 

伴 捷二郎 肥田野 芳夫 姫野 富雄 平栗 健二 平野 桂介 

平野 貞夫 平野 祐次 広田 辰己 深瀬 孝雄 深津 崇泰 

福加 博人 福澤 智 福嶋 邦夫 福島 晴雄 福田 堯行 

福田 武 藤澤 宏明 藤田 福徳 藤野 三十夫 冨士原 孝顕 

藤巻 正之 藤巻 正良 藤丸 義尋 藤本 信之介 古家 武 
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古谷 嘉男 古本 肇 古屋 治 別府 明雄 星野 邦彰 

細井 勝夫 細川 康 細田 武嗣 堀 秀行 堀川 信一 

本多 浩 前川 雄介 前嶋 万人 前島 秀彦 前田 隆 

幕田 俊勝 町田 健治 町田 清一 松浦 文哉 松浦 謙之 

松尾 誠三郎 松尾 隆徳 松金 朗啓 松﨑 裕一  松田 恭 

松戸 拓也 松戸 與亮 松村 晃司 松村 久 松本 袈裟文 

松本 博樹 松若 賢一 間仁田 拓也 丸山 孝一郎 三沢 淳一 

水上 隆明 溝上 勤 三井 和幸 三石 尚武 光枝 護 

光延 七洋 湊 功 峯澤 意卓 三橋 昭二  宮﨑 敏彦 

宮崎 将志 宮澤 圭一 宮澤 洸一 宮下 精一 宮田 良明 

宮原 正博 宮本 一正 三好 守眞 向芝 京太 村田 成 

名生 豊治 目﨑 康雄 本山 彦司 森 博明 森田 和希 

柳沼 一男 谷口 大輝 矢倉 光太 矢澤 健司 矢島 崇史 

矢島 寅雄 安國 五雄 安光 哲彌 柳田 裕二 柳本 正勝 

山川 広貴 山岸 龍生 山岸 俊一 山口 善一郎 山口 修久 

山口 洋樹 山田 榮作 山田 義孝 山名 昌男 山中 登 

山本 貴大 山本 隆洋 山本 祐美 湯尾 太 横松 正三 

横山 義人 吉池 三智彦 吉川 健二郎 吉川 俊幸 吉澤 政行 

吉田 勝男 吉田 克美 吉田 拓真 吉光 喜太郎 米田 富實雄 

米本 一美 若月 祐介 和氣 裕之 渡邊 敦史 渡部 敦司 

渡辺 秀禧 渡辺 康夫 渡辺 幸久 渡辺 芳明 渡邉 莉彩 

 

 

【法人】 ５０音順  

株式会社Ｉ．Ｇ．Ｏ． 足立成和信用金庫 

株式会社アバンテージ エス・イー・シーエレベーター株式会社 

荏原商事株式会社 株式会社大林組 東京本店 

株式会社岡野造園 鹿島建物総合管理株式会社 

株式会社柏原設備コンサルタント 株式会社加藤文明社印刷所 

川北電気工業株式会社 株式会社かわでん 

株式会社関電工 株式会社キッズ・コーポレーション 

錦電サービス株式会社 株式会社駒井ハルテック 

志賀興業株式会社 シノハラ防災株式会社 

有限会社柴田商店 株式会社鈴木技術士事務所 

住友電設株式会社 株式会社創源 

株式会社総合交通広告 株式会社ソディック 

株式会社第一エレクトロニクス 株式会社大気社 

株式会社タクシン 株式会社ツリーベル 

株式会社ディーシーアイ 東京電機大学生活協同組合 

東光電気工事株式会社 東洋熱工業株式会社 

土佐電気管理事務所 株式会社ナガセ 

日勝スポーツ工業株式会社 長谷川体育施設株式会社 関東支店 

東日本電信電話株式会社 株式会社フーズ・ライフ 

株式会社桝德 ヤキィー株式会社 

株式会社リード ロイヤル交通株式会社 
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【団体】 ５０音順

一般社団法人東京電機大学校友会 一般社団法人東京電機大学校友会鹿児島県支部 

一般社団法人東京電機大学校友会神奈川県支部 一般社団法人東京電機大学校友会群馬県支部 

一般社団法人東京電機大学校友会埼玉県支部 一般社団法人東京電機大学校友会佐賀県支部 

一般社団法人東京電機大学校友会千葉県支部 一般社団法人東京電機大学校友会東京都支部 

一般社団法人東京電機大学校友会新潟県央電機会 一般社団法人東京電機大学校友会三重県支部 

一般社団法人東京電機大学校友会山梨県支部 川北電気工業電機会 

東京電機大学アマチュア無線部ＯＭ会 東京電機大学経営同友会 

東京電機大学後援会 東京電機大学校友会東管支部埼玉電機会 

東京電機大学校友会東管支部静岡電機会 東京電機大学校友会東管支部常磐電機会 

東京電機大学校友会東管支部千葉電機会 東京電機大学校友会東管支部東京西電機会 

東京電機大学校友会東管支部東京東・南電機会 東京電機大学校友会東管支部栃木電機会 

東京電機大学商工懇話会 東京電機大学中学・高等学校同窓会 

東京電機大学中学校ＰＴＡ謝恩会 東京電機大学電機学校同窓会 

東京電機大学同窓会 東光電気工事電機会 

ラグビー部ＯＢ会（中高）

募金の活用内容および実施事業は、学園ホームページから確認ができます。（ボタンをクリック） 

インターネット利用の募金

ＴＤＵ本ｄｅサポート募金

寄付のご報告（Ｗｅｂ芳名録・実施事業）

○学園広報誌“ＴＤＵ Ａｇｏｒａ”第４２号の発行

５月２６日に学園広報誌“ＴＤＵ Ａｇｏｒａ”第４２号が発行

となりました。 

今回の特集は、“「はやぶさ２」が帰ってきた！”です。 

詳細はボタンをクリック → 電大ＨＰへ！ 

“ＴＤＵ Ａｇｏｒａ”４２号 

“ＴＤＵ Ａｇｏｒａ”トップページ 
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https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/
https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/e5vdec00000173ze-att/e5vdec00000258xz.pdf
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 クラス会・ＯＢ会開催状況   

 

各同窓会のＨＰにて、クラス会・ＯＢ会の開催報告を確認できます。 

大 学 同 窓 会 ： http://dendai-dosokai.net/activity/activity-reports2020/ 

中 高 同 窓 会 ： http://www.tdu-chukodoso.com/classkaisai.html 

電機学校同窓会 ： http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/classmeeting.html 

 

次回発行は令和３年７月１１日を予定しています 

 

【編集長より】 

先月、「今年の梅雨が早まりそうだ」という情報がありました。が、関東はいまだに梅雨に入っていま

せん。むしろ気温が上がり始めて、真夏のようになってしまいました。「梅雨はいつ明けたの？」なんて

声も聞こえるくらいです。 

負けじとコロナ禍も明けてほしいものです。先月から高齢者へのワクチン接種も本格化してきたようで

す。９０歳になる小職の母親も１回目の接種を終えて、副反応もなく「これでどこへでも出かけられ

る！」とウキウキしています。ワクチンの一番の効き目は、やはり精神面ですかね。小職も早くワクチン接

種を受けたいのですが、一向に自治体からの連絡は無し…これでは精神面が落ち込むばかりです。で

も、そんなことで暗くならず、前向きにならなくては！ 

校友会も６月５日に社員総会を実会合とオンラインの同時形式で開催することができました。昨年と

違い、例年通りに開催できたことは良かったと思います。詳細は次回のメールマガジンでご報告しま

す。この社員総会後に開催された臨時理事会で理事の交代があり、校友会本部も心機一転、新たな

スタートを切りました。今後は、この新しいメンバーで校友会を運営して行きますので、皆様もご期待下

さい。では、次回をお楽しみに！ 
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