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東海林 山形県支部長

旭日双光章 受章

森谷 雅幸（精密 S47）

平成 27 年 11 月の秋の叙勲で、東海林 誠 山形県支部長（機械S43）は長
年の山形県自動車整備事業振興功労により、現役の（一社）山形県自動車
整備振興会副会長として旭日双光章を受賞、参内されました。長年の功労、
誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
叙勲のお祝いの会には、支部 OB も 10 数名が駆けつけ盛大に盛り上が
東海林 誠 氏（機械S43）
と奥様

りました。受賞にあたっては奥様（征子さん）の内助の功が大きかったと

思います。今後の益々のご活躍と（株）東八のご発展を祈念し、ご報告といたします。

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

津田沼祭の開催期間中ですので、
母校の見学も兼ねてぜひご参加

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

ください。詳細は、次号校友タ
イムスにてお知らせいたします。

です。ご購読期間は、短くなります。ご注意ください。

お礼

2017 年 11 月 25 日（ 土 ）
「ホームカミングデイ」の
開催が決定いたしました！

平成 28 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。

北條 義雄 様 （精密 S50） 50,000

関

敦夫 様 （精密 S57） 10,000

長戸
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様 （土木 S50）

高根 享充 様 （土木 S45） 50,000

松田 善昭 様 （電気 S42） 10,000

野口

仁

様 （土木 S46）

松本 好雄 様 （工経 S37） 50,000

池田 幸司 様 （電情 H21） 10,000
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竹澤 利夫 様 （機械 S36） 30,000
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高橋 雅美 様 （工経 H 4 ） 30,000

中川 聖一 様 （工化 S54） 10,000

蛭間

鼎

様 （機械 S26）

工経 S57 同期会（工経 S57） 14,108

一瀬 英貴 様 （機械 S42） 10,000

前川

将吾
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柿島 美仁 様 （工経 S48） 10,000

仲

正裕 様 （精密 S51）

田巻

恒利

様 （工経 S47）

中野 豊之 様 （電子 S50） 10,000

白井 武樹 様 （機械 S41）

池澤

邦夫

様 （工経 S33）

中安 章夫 様 （電気 S54） 10,000

林

修身 様 （工経 S36）

水沢

真也

様 （経情 H18）

金子 清男 様 （工経 S46） 10,000

小松浩太朗 様 （電情 H28）

村田

政弘

様 （電気 S51）

犬童 英徳 様 （工経 S42） 10,000

大坪 一夫 様 （工化 S39）
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