
 久しぶりに寒く､雪の多かった冬も

ようやく終わり､やっと春がやって来

た､そんな感じのする盛岡です。 

 同窓会は今年､設立20周年記念事業

を計画しており､昨年からその準備の

ため､さまざまな会合を重ねています｡

関東支部の集まりではいろいろな意見

を得て､盛岡での臨時評議員会では7月

までの段取りや役割分担､遠方からの

参加者への対応などを検討し､時には

電話で､時にはE-mailで盛んにやりとり

しています。なんとか大学内での行事

への目処もつき､あとは参加者を集め

るだけです。これが一番の難問なので

すが…。 

 実は､私は九州は福岡県から4年ぶり

に盛岡に戻ってきています。たまたま

こちらでの仕事があったおかげで､今

は高松の池のそばに住んでいますが､

年中無休の仕事はなかなか大変で､こ

んな時は事務の仕事を一手に引き受け

てくれる泉澤さんがますます頼りに

なっています。ただ､彼女も盛岡での

仕事を辞め､千葉県に住むようになる

というので､事務局をどうするかとい

う問題も起きましたが､当面は専用の

電話とFaxを使って彼女が続けてくれ

ることになり､ホッとしています。 

 大学のことをいくつかお知らせして

おきます。今年4月から学部長は高塚

龍之教授 (物理学) に替わり､進藤前学

部長は図書館長に選出されています。

大学全体としては､法人化に向け､学部

ごとの組織体制が事務的にも一元化さ

 諸般の事情により､七友会事務局の

場所を移転するとともに､事務局専用

の電話 (Fax兼用)を新設しました。 
※この電話は留守録対応です。お名前と
連絡先､用件を録音してください。 

 なお､郵便の送付先は人文社会科学

部内｢七友会｣ 宛でお願いいたします｡ 
※郵便の場合､大学から事務局へ連絡さ
れるまでに多少の時間を要します。 

 皆様のご協力をお願いいたします。 

｢七友会｣連絡先 (2001. 5. 1～) 

●Tel(留守録) ＆Fax : 047-336-3945 
●E-mail : office@shichiyukai.net  または 
                   info@jinsya.com 

●郵便宛先 ※人文社会科学部内 ｢七友会｣ へ 

 020-8550 盛岡市上田3ｰ18-34 岩手大学 

jinsya.comで住所登録ができます! 

住所変更にはFaxかE-mail､www.jinsya.com

の登録フォームの利用をお薦めします。
転居したら同窓会へもご連絡ください｡ 

れ､施設整備も学部単位ではなく､学内

の総意でおこなわれるとのことです。

図書館の工事は終了し､放送大学と

いっしょになったメディアセンター的

存在になっていますし､北謳寮の改修

も計画されているようです。また就職

状況は､こういう時期にしてはまずま

ずのようですが､来年は県立大の第1回

卒業生が出るということで苦戦しそう

な感じです。 

 さて､今年は第21回目の卒業生を送

り出し､同窓会も4,200名余になります

が､7月の20周年記念行事にはどれだけ

集まってくれるでしょうか?  退官され

た先生はもちろんのこと､他の大学へ

移られた先生や在職の教職員の方々も

招待することにしていますので､会員

の参加は､なんとか100名を超えてほし

いと思っています。記念行事のあとは

名簿や記念誌の発行も考えていますの

で､もし参加できなくとも､住所や近況

を七友会事務局や私のほうにでもお知

らせください。あわせて､20周年を機

に､同窓会のあり方も考えてほしいと

思います。役員改選の時期でもありま

すし､どんな活動をどんな形でしたら

いいのか､同窓会をどうしたいのか､皆

さんの意見をお寄せください。なお､

記念事業の内容や進行状況は､七友会

のホームページをご覧ください。実行

委員ほかメンバーが頑張って運営して

います。よろしくお願いします。 

 では､7月7日に盛岡でお会いできる

ことを楽しみにしています。■ 

■ 20周年記念行事に向けて  ＜七友会会長 佐原和典＞ 

｢七友会｣事務局が移転しました ! 

・ 目 次 ・  

20周年記念行事に向けて １ 

七友会事務局が移転しました! １ 

20周年記念事業､開催要項決定! 2 

新学部長に高塚教授 ２ 

関東支部｢新年会｣報告 ２ 

平成12年度事業経過報告 ３ 

平成13年度評議員会予定 ３ 

2つのホームページをご覧ください! ４ 

あとがき ４ 

20周年記念ツアー参加申込書 ４ 

転居された方は 
同窓会へも 

ご連絡ください ! 

記念事業の開催要項は 
２ページに､ 

記念ツアー参加申込書は 
４ページにあります! 
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 七友会は今年､設立20周年を迎えま

した。そこで､7月 7日 (土)､右のような

記念事業を開催いたします。 

 記念事業の計画をまとめるまでに

は､会員の皆さんへのアンケートをおこ

ない､また､評議員や実行委員の方には

何度も参集いただいて計画の具体化と

運営準備のための検討を重ねました。 
 ※アンケート結果は shichiyukai.net にあります｡ 

アンケート結果や忘年会･新年会などで

聞いた参加者の意見ももとに､さらに

｢(限られた運営メンバーで) 現実的にどん

なものが開催可能か?｣という点を検討

した結果､決定された内容です。 

 遠方の方も参加しやすいように下の

ようなツアーもあります｡ 7月7日 (土)は

七友会20周年記念事業へ。たくさんの

皆様のご参加をお待ちしております。 

◆七友会設立20周年記念事業◆ 
●記念講演会 

日程：平成13年７月７日 (土) 

時間：14：00～17：00 <予定> 

会場：岩手大学人文社会科学部 51大教室 

形式：次の先生方による基調講演 
講師：名誉教授 佐々木達夫 先生 (英米語学) 
   名誉教授 細江達郎 先生 (社会心理学) 
   前学部長 進藤浩一 先生 (情報科学) 

                     を予定 
演題：｢同窓生へ向けて伝えたいこと｣ 
   ｢20世紀を総括して｣など 
会費：無料 

●記念交流会 

日程：平成13年７月７日 (土) 

時間：18：30～20：30 <予定> 

会場：ホテルメトロポリタン盛岡NewWing 

会費：無料 

                      以上 
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 また､前学部長の進藤浩一教授 (情報

科学､物理学) は､岩手大学付属図書館

の図書館長に就任されました。 

 このたび人文社会科学部の新学部長

に､高塚龍之教授(物理学)が選出され､

就任されました。 

■ 同窓会設立20周年記念事業､開催要項発表 !! 

● 新学部長に高塚教授 

 2月3日(土)第一ホテル東京･ラウンジ21

で開催された関東支部｢新年会｣は24名

の参加を得て､盛況な会となりました｡ 

 乾杯後には幹事大澤氏､支部長塩田

氏から同窓会設立20周年記念事業につ

いての説明があり､記念講演会へ招く

講師について､アンケートへの協力依頼

がなされました。 

 視界の隅に夜景をとらえつつ､久し

ぶりに会えた旧友とグラスを交え､近況

を尋ね､想い出を語りあい､初めて会っ

た人たちとは名刺交換…。酔いが回る

とともにグラス片手に空いた席を探し､

テーブルを渡る光景も見られました。 

 二次会はホテル近くの居酒屋へ20名

が流れ､22時30分頃､散会しました。 

 今回､特に印象的だったのは､20期生

2名の参加があったことです。彼らは

20も歳の離れた人たちの中でも臆する

ことなく､飲み､話し､溶け込んでくれ

ました。ぜひまた次の機会も参加して

ほしいと思いますし､彼らに続き若い

人たちが積極的に参加してきてくれる

ことを期待してやみません。■ 

■ 関東支部｢新年会｣報告 

jinsya.com で 
関東支部｢新年会｣の 
スナップ写真が 
見られます! 

◆◆ ｢七友会｣設立20周年記念ツアー ◆◆  

どんなに遠くからでも (国内のみ)盛岡へ (交通費･宿泊費込)10,000円  !! 

 遠方に在住の方が気軽に参加できる

よう格安ツアーを用意しました。参加

希望の方は4ページの申込書に記入の

上､七友会にFaxか郵送してください。

また jinsya.com からも申込みできます｡ 
※10,000円を超えた残額は同窓会が負担します｡ 

 この機会に､皆様ぜひとも盛岡へ!!  
※最終〆切は６月15日ですが､手配の都合上､なる
べく５月末日までにお申込み願います。 

●記念ツアー申込み方法 

(1) ４ページの申込書に記入し､七友会宛にFaxか
郵送する｡またはjinsya.comのフォームに入力･
送信する。※最終〆切:６月15日 

(2)七友会から希望内容確認の連絡がある。 

(3)通知された振込口座に10,000円振り込む。 

(4) 入金確認後､日本旅行･新宿支店から乗車券
等のチケットが郵送される。 

(5)当日､盛岡へ出発! 

※入金後は解約いたしかねますので､ご了承ください。     

七友会から申込み確認 
(振込口座通知) 

または 

当日､盛岡へ出発! 

(指定口座に) 

10,000円振り込む 

jinsya.comで 
入力･送信 

(入金確認後) 

乗車券等が郵便で届く 

4ページの申込書に記入 
FAX or 郵送  

◆ 20周年記念ツアー参加までの流れ ◆ 
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 平成12年度は次年度に控えた｢同窓

会設立20周年記念事業｣に向けて､会員

へのアンケートを実施し､それらをもと

に企画と体制を決定しました。特に､

記念事業実行委員の方々には､忙しい

なか何度も参集いただき､検討を重ね

ていただきました。改めて御礼を申し

上げます。 

 20周年記念事業の予定は､左ページの

通りです。遠方に在住の方も参加しや

すいよう､盛岡への格安フリーツアーを

用意しています。 

 なお平成12年度は在校生の就職活動

への協力や学部振興への援助も前年に

引き続いておこないました。 

 記念事業の開催まで2ヶ月たらず。

実行委員･評議員の皆様､開催当日まで

よろしくお願いいたします。 

※平成12年度の事業と活動の経過 

□関東支部交流会･臨時評議員会 

 ４月29日 (土)13:00～ 

 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 
  議題：同窓会設立20周年記念事業について 

 ※15名が参加 

□評議員会 

 ６月３日 (土)15:30～ ホテル三春 
  議題：平成11年度事業報告･決算報告 

     平成12年度事業計画･予算 

     同窓会設立20周年記念事業について 

  (shichiyukai.net に議事録があります!) 

 ※15名が出席 

  (同日18:30～ 同ホテルにて親睦会)          

□会報『七友会だより』第16号 

 ７月31日発行 会員へ送付 
  (shichiyukai.net でご覧になれます!) 

□臨時評議員会 

 11月４日 (土)14:00～ 人社4号館会議室 

 ※13名が出席 
  議題：同窓会設立20周年記念事業内容 

     懸賞付アンケート抽選 

  (jinsya.com に議事録と写真があります!) 

□就職ガイダンス 

 11月10日 (金)16:30～ 人文社会科学部 

 ※次の４名が出席 

   池田  学さん [９期･テレビ岩手] 

   佐藤  滋さん [17期･岩手銀行] 

   石沢 友紀さん [19期･岩手大学] 

   篠原 和美さん [21期 (４年次)] 

□アンケート懸賞｢冷麺｣の発送 

 11月20日 当選者100名へ発送 

□関東支部ホームページ･コンテンツ会議 

 11月25日 (土)15:00～ 市川市内にて 

 ※４名が出席 

□ (関東) 実行委員会･忘年会 

 12月11日 (月)19:00～ ｢藩｣西新橋店 

 ※８名が出席 
  (jinsya.com に写真があります!) 

□ (盛岡) 実行委員会･忘年会 

 12月16日 (土)18:00～ ｢味の夢街道｣ 

 ※６名が出席 

□会員向け｢年賀状｣の送付 

 12月25日 20周年記念事業告知のため 

□関東支部サイト ｢jinsya.com｣誕生 

 １月１日 www.jinsya.com 運用開始 

□ (盛岡) 実行委員会･新年会 

 １月27日 (土)18:00～ 盛岡ユースホステル 

 ※６名が出席 
  (jinsya.com に議事録があります!) 

□関東支部｢新年会｣ 

 ２月３日 (土)18:00～ 第一ホテル東京 

 ※24名が出席 
  (jinsya.com に写真があります!) 

□臨時評議員会 

 ３月３日 (土)15:00～ 盛岡ユースホステル 

 ※11名が出席 
  議題：同窓会設立20周年記念事業内容 

     記念事業推進体制とスケジュール 

  (jinsya.com に議事録があります!) 

□岩手大学卒業式・祝賀会 

 ３月23日 (金) 盛岡市民文化会館 他 
 ※同窓会代表として佐原会長が出席 

以 上 

■ 平成12年度事業 経過報告 

■ 平成13年度評議員会予定 

なお､評議員会終了後に､親睦会の開催を

予定しております。(場所未定) 

※評議員の方には後日､開催通知ハガキを

郵送いたしますが､評議員の方だけでは

なく､どなたでも歓迎いたします。参加･

出席を希望される方は､事務局へご連絡

ください。 

 皆様のご参加をお待ちしております。 

 次の日程で､平成13年度評議員会を

開催いたします。 

日時 : 平成13年５月26日(土)15:00～ 

場所：盛岡ユースホステル 
   (盛岡市高松1-9-41 Tel.019-662-2220) 

議題 : 平成12年度事業報告･決算報告 

     平成13年度事業計画･予算 
     20周年記念事業最終打合わせ 他 

次回評議員会は 
５月２６日 (土) 

於 盛岡ユースホステル 

ホームページでも 
情報発信しています! 

http://www.shichiyukai.net/  
http://www.jinsya.com/ 



 020-8550 
  盛岡市上田3-18-34 
  岩手大学人文社会科学部内 

     「七友会」 宛 

Fax：047-336-3945 

氏 名：                    （ 男・女 ） 卒 業：    期 (   年   月卒) 

現住所：〒 

 

TEL：          （        ）            会社 or 携帯 TEL：        （        ）  

FAX：          （         ）            E-mail： 

 乗車日   列 車（便）名   発 時 刻  乗車 (搭乗) 区間 禁煙・喫煙 その他 

   ／／／／                  ：：：：             →→→→     禁煙・喫煙 

   ／／／／                  ：：：：             →→→→     禁煙・喫煙 

   ／／／／                  ：：：：             →→→→     禁煙・喫煙 

   ／／／／                  ：：：：             →→→→     禁煙・喫煙  ※ご希望に添えない場合もあります 
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 心なしか､例年より桜の開花も早

かった盛岡。一気に春色深まりゆく

風景が人々を楽しませています。 

 20周年記念事業を控え､私的にも

退職したり引越し予定があったり､

私は何だかもう手一杯で､アタフタし

ています。会報の発行も遅くなり､

申し訳ありません｡…ということで､

七友会事務局は移転します。郵便物

は学部事務長にお願いしています

が､連絡はできればFaxかE-mailが確実

です｡転居情報もお待ちしています｡ 

 7月7日の記念行事には退官された

先生方も御招待します。10,000円の

ツアーも設定しました。これを機に

盛岡まで足を伸ばしませんか? 皆様

のご参加を､切にお待ちしています｡ 

＜七友会事務担当：泉澤真結子＞ 

□ □ □ あとがき □ □ □ 

｢七友会｣へ 
Fax or 郵送ください ! 

jinsya.com でも 
申込みできます ! 

● ２つのホームページを､ご覧ください ! 

 現在､七友会には次の2つのホーム

ページがあります。 

 96年から菊地良一さん (3期) が運営

してくださっている『七友会ネット』

と､今年1月1日にリニューアルオープン

した､足立慎悟さん (7期)･内堀哲さん

(8期) 運営による『jinsya.com』です。

両サイトは協賛金等の形で同窓会から

費用を援助して運営していただいてい

ます｡(これまで関東支部サイトを運営管理
してくださいました  棟方範幸さん (3期)､

ありがとうございました｡) 

 同窓会のニュースや20周年記念事業

の情報が即時的に発信されるとともに

掲示板 (BBS) ではOB間の交流もおこな

われています。また岩手の情報ページ

などへのリンクもあります。 

 この2つのホームページを､ぜひご覧

ください。※URLは次の通りです。 

●七友会ネット: http://www.shichiyukai.net/ 
●jinsya.com : http://www.jinsya.com/ 

 ※両サイトは相互にリンクされています 

ホームページもご覧ください! 
http://www.shichiyukai.net/ 

http://www.jinsya.com/  [関東支部] 

岩手大学人文社会科学部同窓会 
Tel (留守録)＆Fax：047-336-3945 
E-mail：office@shichiyukai.net  

 info@jinsya.com  
郵便宛先 ※人文社会科学部内｢七友会｣宛 

020-8550 盛岡市上田3-18-34 岩手大学  

※手配の都合上､申込書はできる
だけ5月末日までにお送りくだ
さい。＜最終〆切：6月15日＞ 

 出発地：            → 盛 岡 (往復)  宿泊希望: あり ・ なし 

◆ ｢七友会｣設立20周年記念ツアー 参加申込書 ◆ 

※出発地や宿泊の有無に関わらず､ツアーの自己負担額は均一10,000円です 


