第10回幹事

平田

博美・秋田

宏
（昭33年卒）

機友会懇親ゴルフ会
は平成13年11月2日
（金）
川崎生田緑地ゴルフ場
で開催されました。今
回は10回目の記念大会
ということで、企画委員
を始め、関係者のご努
力により林郁彦名誉会
長を始めとして10組39
名の多数の参加者が集い、天

彰式に移り数々の賞品が杉島

候にも恵まれて楽しくプレーす

企画委員のご努力で参加賞も

ることが出来ました。新ペリア

含め全員に早稲田グッズが渡

方式による優勝者は鈴木俊夫

りました。懇親会では卒業年次

氏（37年松浦研卒）で、ベスグ

を越えて話が弾みました。参加

ロは鈴木俊夫氏と村山常昭（37

者のうち最長老は田村政雄氏

卒）氏の80でした。グロスの平

（22年卒）、最多参加者の年次

均値は101、標準偏差は12でし

は33年卒15人、ついで32年卒

た。プレー後の懇親会に先立

7人でした。今後は先輩、後輩、

ち浅川先生から「早大理工の入

同期と誘い合って参加するとと

試の現状と改革について」お話

もに、現役の先生方が多数ご

があり、理工学部の現状を知る

参加されることを希望する声が

ことが出来ました。その後、表

多く聞かれました。

一石３鳥とも言える機友会HP事業、この主目的は就職情報掲
機友会HPが立ち上がってから1年になります。この間、IT関係

載により学生の就職活動の手助けと企業･大学間の研究を含めた

に疎い事務局としては試行錯誤の連続でした。これほど活用す

情報交換。HP全般の運営とより良いページ制作を目指した、会

れば素晴らしい情報伝達手段はないと思います。

員データベースを含めたHP運営委員会の設立

事務局はじめ会員各位が利用してないことが所謂宝の持ち腐

２）記念誌編集委員会

機友会設立９０周年、かつOB会員を

れとなっております。特に「掲示板」の利用が非常に少ないことで

含めた組織化より１０周年を記念して、記念誌編集委員会を大学

す。今年度は、各位がE mail を利用して、添付ファイルにて

名誉教授中心に組織。今後、会員各位の古き良き情報の提供を

webmaster@wme.gr.jp 宛て送っていただき、HP管理委員会・事

期待しております。良い資料がありましたらお寄せ下さい。
３）学生奨学資金に関する運営委員会

務局にてしかるべきページに掲載したいと存じます。

この他、恒常化しつつありますが、企画委員会、会計委員会、
WME二ユースレター編集委員会、名簿委員会があります。
機友会がOB会員を含めた組織体制になって来年は10年目と
なります、4年前納システムの今年はその４期目になります。この
ご承知の通り、印刷物による会員名簿の発行を取りやめにし、

時こそ､組織の真価が問われるときかも知れません。
昨年は機友会として事業らしい「機友会ホームページ」による

代わりに、会員は機友会ホームページにアクセスして閲覧できる

企業就職情報掲載ページを設け、その掲載料を以って学生の奨

ことになります。また、個人データをお断りなく掲載することには

学支援資金に寄与する事業が展開される様になりました。しか

問題が多いので、このたびの全会員に対して会員動静調査の実

し、このHPの運用にはかなりの資金を要します。どうぞ益々、充

施に際して、個々人の各項目掲載の可否について、お問い合わ

実した事業とする為に、絶大なるご協力をお願いします。

せをすることにしました。近々その調査はがきをお送りいたしま
す。必ずご返信下さい。返信によるご確認のない場合は、原則
「掲載可」
として扱わせていただきますので、くれぐれもご注意の

１）機友会HP運営委員会
W.M.E Newsletter Vol.17

上ご返信ください。
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４． 校友会ホームカミングデー・稲門祭 10月20日(日)
ご案内発送の方々
①昭和28年卒(卒業後50年目)
②昭和33年卒(卒業後45年目)
③昭和43年卒(卒業後35年目)
④昭和53年卒(卒業後25年目)
⑤ ①〜④と同期入学で卒業年の異なる方

１． 2002年度幹事会および総会・懇親会
日 時：2002年４月20日(土) 13：00〜17：30
場 所：理工学部57号館201教室および生協カフェテリア
２． 2002年度理事会
第1回４月20日(土) 第１会議室
第２回9月中旬
第3回2003年1月中旬
３． ＷＭＥニュースレター発行
VOL17 3月25日(月)
VOL18 9月25日(水)

台湾台北市在住の蔡

５．パネルディスカッション開催

１１月

６．機友会ゴルフコンペ

5月23日(木)
11月中旬

春季
秋季

氏
（s41年院修了）
より昨年６月機友会に対して会費とともに多額のご寄付を戴きました。ここに、

ニュースレター紙上を以ってご紹介いたしますとともに、厚くお礼を申し上げます。
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会員訃報
2001年10月以降に下記の会員のご逝去が判明
しました。ここにご報告いたしますとともに、謹
んでご冥福をお祈りいたします。
卒年
昭10旧理工
昭11
〃
昭14
〃
昭14
〃
昭16
〃
昭16
〃
昭16
〃
昭18
〃
昭26
〃
昭28 理 工
昭28
〃
昭28
〃
昭28
〃
昭28
〃
昭32
〃
昭32
〃
昭53
〃
昭58
〃
昭20 専 機
昭20 専 機
昭23 専 機
昭23 専 機
昭22 専 運

氏名
菊地
洪
中野 信利
冨岡甲子郎
中山
環
佐藤乃武夫
小松原虎雄
末岡 圀孝
三浦 忠彦
石森昭四郎
石井
茂
斎藤 音次
西条 元明
牧野
功
増田 利人
増田 徳治
三谷 干城
森田 英夫
柚井 真人
笠原代志博
福間 忠雄
倉持 精哉
東
敦
石川 育郎

逝去年月
2001年9月
2001年9月
2002年1月
2001年7月
2001年6月
1999年12月
1998年11月
2001年5月
2001年6月
2002年1月
2001年6月
2001年2月
2001年5月
2001年10月
2001年11月
2001年8月
2000年

2001年3月
2001年12月

編集後記
ＷＭＥニュースレター第１７号をお届
けします。機友会が新しくなって年２回
のペースで発行してきたＷＭＥニュース
レターが１７号となったことからもわか
りますように，新生機友会はそろそろ１
０周年を迎えます。この１０年をひとつ
の区切りと考え，これまでの１０年を振
り返るとともに，今後の１０年をどのよ
うに展開していくかを考える良い機会で
はないでしょうか。皆様方からのご意見
も是非ニュースレターにお寄せ願いま
す。
機械工学科 富岡 淳
MWEニュースレター編集：富岡 淳、
深町 一彦、梅津 光生、土金 利光、
浅井 和宣

WME ニュースレター Vol.17
発行元 早稲田機友会 編集委員会事務局
〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1
早稲田大学理工学部内55号館S棟2階
電話03-3203-4141（大代表）内線73-5252
TEL/FAX03-3205-9727
Email kiyukai@rd5.so-net.ne.jp
土金／浅井が月、火、木、金の10:00〜
17:00の間執務。不在の折には上記FAX、ま
たは、梅津研究室（電話03-5286-3256）へご
連絡下さい。
印刷所 エヌ・ケイ・インターナショナル株式会社
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-7-4
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