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奨学生ＯＢ・ＯＧから

　大学を卒業後、私は北海道庁
に入庁しました。現在の配属先
は出先機関の一つであり、道南
地域を管轄している渡島総合
振興局というところの農務課で
農業の振興に携わっています。
　出身は札幌市ですが、大学
時代に道東のオホーツクで農業や
漁業のアルバイトをしたことで、
北海道の一次産業の素晴らしさ
に感動するとともに、課題につ
いても直接、生の声を聞くこと
もありました。北海道の一次産業
がこれからも魅力的で持続可能

であるために自分も役に立ちたい、また、より多くの人に農業や漁
業をもっと身近に感じてもらえるようなきっかけをつくりたいと思い、
北海道庁に入庁しました。
　仕事は大変なこともありますが、やりがいがあり、とても楽しいです。
今後もより一層頑張りたいです。

『北海道と私』
三井 あや （東京農業大学 ２０１4年卒）

 大学卒業後はクボタに入社し、
社内向けサービスを行う総務と
して、施設管理や防災・安全など
を担当しています。机に向かう
ことも多いですが、フロアをかけ
回って社内のさまざまな人と話
をする日々を過ごしています。
　最近ではグループ会社の移転
やオフィス内移動を担当しま
した。特にグループ会社の移転
は大変でしたが、無事に完了した
ときに感じたのは、ひとりでは何
もできなかったことが、社内外の
多くの人の支えがあったからやって

これたのだということです。当たり前のことではありますが、財団に
お世話になってしみじみと感じていたことが、改めて身にしみた業務で
した。私も誰かを支えられるようこれからも邁進していきます。
　プライベートではヨガを始めました。頭がすっきりして気持ちが
良いです。

『私も誰かを支えられるように』
越沼 舞 （青山学院大学 2015年卒）

平成29年度　第３回理事会

　平成２９年度第３回理事会が２０１８年２月１４日（水）に学士会館で
開催されました。理事会開催前に戸田建設㈱今井社長から会社の
現状と今後の取り組み方針等について、資料パネルを使用して
説明がありました。
　理事９名、監事２名、評議員１名、顧問の辻・本郷税理士法人２名
出席の中、審議事項について説明後に各議案が承認されました。
また、平成２９年度の活動内容について報告がありました。

審議事項
　第１号議案　平成30年度事業計画について
　第２号議案　資金調達及び設備投資の見込みについて
　第３号議案　平成30年度収支予算書
　第４号議案　選考委員1名選任の件
　第５号議案　奨学金概要改定の件

報告事項
　代表理事及び常務理事の職務報告（平成29年度活動報告）

ようざん

絆（きずな）とは、人と人を離れがたく
している結びつきを言う。
戸田育英財団と奨学生そして奨学生
OBが、この結びつきを大切に育んで
行けるよう名付けました。

戸田育英財団会報誌
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技術開発の縁

　前回の東京オリンピックが開催された昭和３９年に大学に入学した私は、信号一つない田舎育ちの
貧乏学生でした。学生時代は奨学金を借用し、大学院では科学研究助成資金のお世話になりました
ので、この度の選考委員長（研究助成）への就任には何か縁のようなものを感じています。
　私の好きな言葉は、上杉鷹山の「為せば成る　為さねば成らぬ　何事も　成らぬは人の　為さぬ
なりけり」で、"Where there is a will, there is a way" と英訳されていますが、その好きな理由
は、「成果ではなく、目標達成のための一所懸命な努力を求めている」と解釈しているからです。
戸田建設では建築の技術研究開発に関わり、数多くの困難な問題に直面しましたが、この言葉を糧
に乗り越えてきました。
　奨学生の皆さんには、若いうちに、目標達成のために行動し、為し遂げるという強い意志を持って、
決して諦めることなく、失敗を恐れずに、一所懸命努力して欲しいのです。それで得られる経験は、
貴方達が将来の職場で主要な役割を担う時、必ず役立つと確信しているからです。そして、その気概
を持ち続けていただきたいと願っています。
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事務局だより
はじめまして、このたび事務局に加わりました戸田建設の柳と申します。
２０１７年６月に本社人事部に転勤となりました。出身兵庫県、５０歳。
２年振りに京橋の地に戻ってきてみると、ブリヂストン美術館はなくなっており、
周辺には高層ビルが立っており、時の流れを感じます。
戸田建設も新本社ビル建て替えのため、来年の春には仮移転する予定です。
新しいビルは高層で、完成となると京橋の景観が一変することと思います。
めまぐるしく変わりつつある街、京橋、東京にお越しの際には、ぜひ一度、お寄り
下さい。（事務局／柳）

FSCロゴ
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　2017年12月3日の日曜日に、学士会館で恒例の交流会を開催しました。
奨学生をはじめとして、学校関係者と奨学生OB・OGの皆様約100名の方々
のご出席をいただき、楽しく有意義な一日を過ごしました。この交流会では
奨学生同士をはじめ、諸先輩との交流の場での情報交換や近況報告等を通し
て、奨学生と先輩方との絆を深める事を目的としています。
　はじめに、岡副理事長よりこの交流会の目的や意義等について、そして、
司会の秋葉理事より、当日のスケジュール予定等の説明がありました。
　午前中の第1部では、日本大学理工学部教授の畔柳昭雄氏に『水屋・水塚／
水防の知恵とすまい』と題し、川と共に生きてきた先人の術について、ご講演を
いただきました。都市計画やまちづくり、そして建築家の立場からの興味深い
お話を、多くの事例写真を通して大変わかりやすくご紹介いただきました。
　午後からの第2部では、ご来賓の方々のご紹介後に、代表して戸田建設㈱
の鞠谷専務、明治大学の小野寺事務長にご挨拶をいただき、太田評議員の
ジュースでの乾杯の音頭で、交流会が始まりました。10名程度で丸テーブル
を囲み、奨学生同士が楽しい会話で親睦を深めるとともに、社会人の奨学生OB
やOGの方々、来賓の方々など諸先輩と情報交流も図っていました。
　その後、学校別でなく年度別に奨学生が一緒にステージにあがり、自己紹介
と近況報告が行われました。楽しい時間もあっと言う間に過ぎ、最後に戸田建設
㈱の工藤人事部長の閉会の挨拶をもって、交流会が終了いたしました。

　特別講演会では、『水屋・水塚／水防の知恵とすまい』と題して、畔柳昭雄氏
より、ご講演をいただきました。川辺や水辺に住む人々の覚悟について触れ、
頻繁に洪水に見舞われた地域では、水屋と呼ばれる石垣や盛り土や、その上
に建てられた蔵、水塚を代表とする住まいが身を守る避難場所として建てられ、
その水防建築が地域独特の景観を創り出している事を多くの写真をもとにわ
かりやすく説明していただきました。
　またその様な地域には、昔から洪水や水害の予兆を知る上での言い伝えや
格言が残されており、水防に対する知恵で常日頃の生活行動と水害時の避難
行動に対する約束事を定める事で被害の最小化を進めていた事など、大変興
味深いお話が紹介されました。その後の質疑応答を含めて約２時間の有意義
な時間でした。

　  岡副理事長 挨拶
　奨学生の皆さんとこうして年1回お会いしますと、皆さんの成長ぶりを改め
て確認できます。奨学生の皆さんも大勢の人を前にして近況報告をすること
が慣れない方もいるでしょうが、これも一つの勉強だと考えております。
　毎年、講演も少しでもお役にできるものをと考え、今年は畔柳教授に先人が
川と共に生きてきた「水屋・水塚－水防の知恵」についてお願いしました。これ
からも、この様な企画で交流会を有意義に活用していきたいと思います。
　平成30年度の奨学生の募集は企業（戸田建設）が好業績ということで増配
もありますので、昨年を上回る20名程度になると思います。できればこの募集
人員を継続していきたいと思います。またもう一つの柱の「研究助成」につい
ても、昨年と同様に10名の先生方に研究助成を実施する予定です。

　  戸田建設 鞠谷取締役専務執行役員 挨拶
　新たな奨学生17名をはじめ多くの奨学生、OB・OGの方々、そして支えてい
ただいている先生方にお集まりいただき、大変うれしく感謝しております。
　現在、企業においては、働き方改革を求められており、戸田建設では、労働時
間の削減（プレミアムフライデー）、介護活動支援や育児休業制度の充実を図っ
ています。社員それぞれにとって良い働き方ができるようにすることで、生産性
の向上に役立っていくと考えているわけです。さらに、効率化の推進のためには、
IT技術をはじめとしたツールの整備とその利用技術の習熟が求められてい
ます。奨学生の皆様、外国語をはじめ、この様なIT利用技術を学生の間に身に
つけ、積極的で、自発的な社会人になっていただきたいと思います。

　  明治大学 小野寺事務長 挨拶
　本日はこの様な盛大な交流会を開催していただき、心より感謝申し上げます。
交流会への出席は２回目ですが、２０年程前に管財部に在席していた頃に仕事を
通しての交流があり、現在の学生支援部の立場でこの場でご挨拶させていた
だき、戸田建設様とは縁（えん）というものを感じている次第です。戸田育英
財団様の会報誌名の説明にありますように、絆（きずな）とは、人と人の結びつき
を大切に育くむこと。さらに結びつきを強くしていくことで、まさに点と点が線
となり、さらに線と線が結ばれて円（えん）となっていくと思います。
　奨学生の皆様、この様な交流会の場を準備してくれた方々への感謝の気持ち
をもって、自分の目標に向かって、邁進していただきたいと考えています。

　 降旗 一樹　早稲田大学 ４年
　先日の交流会では、色々とありがとうございました。その後１２月に北海道での
平昌オリンピックのアルペンスキー予選大会に出場しました。優勝者のみがオリ
ンピックの切符を手にすることのできるこの大会でしたが、私は力及ばず２８位と
いう結果に終わりました。
　子供の頃から憧れでいつしか目標だったオリンピックの夢は絶たれました。
春からは社会人としての人生がスタートしますが、オリンピックを目標にスキー
に打ち込んで得た経験は私の人生できっと役に立つと思います。

　 片山 　柊　東京音楽大学 ３年
　2度目の交流会に出席し、他の奨学生の皆さんの成長した姿や、様々な活動
報告が聞けて楽しいひと時を過ごせました。
　私事ですが昨年の夏、ピティナ・ピアノコンペティションの特級でグランプリを
受賞し、国内外で多くの演奏の機会をいただきました。これから忙しくなりますが、
自分の音楽観を失わずに一回一回の本番を大切にしていきたいと思って
います。

　 小宮山 慧南　立命館大学 ３年
　交流会では１年ぶりに皆さんにお会いできてとても楽しく、有意義な時間を
過ごすことができました。今年は創薬科学科４回生として研究の場により貢献し
たいと考えていますが、３月末には３回生にもかかわらず日本薬学会での口頭
発表をする機会をいただきました。
　次回の交流会では、皆様に良い報告ができるよう、最優秀発表賞を目指して
私らしく発表していきたいと考えています。頑張ります。

　 松浦 宏貴　東洋大学 ３年
　昨年度は戸田育英財団様のご支援もあり、公私ともに充実した生活を送れた
と感じています。私事ですが、トピックをひとつ。昨年の秋頃より、音楽評論単行
本の制作に携わるワークショップに参加しています。
　初夏までにはその単行本が刊行される予定です。今年の交流会において、
皆様にこの本の紹介ができることを今から楽しみにしています。

　 辻 　舞美　聖マリアンナ医科大学 2年
　交流会、ありがとうございました。２年生になって、本格的に臨床に沿った学習と
解剖実習や施設実習が始まり、授業はますます難しく、日々勉強に励んでいます。
　解剖実習では、提供していただいたご遺体を解剖させていただき、人体の
構造を実際に自分の目で学ぶ貴重な体験ができました。医者として働く上で
必要な知識の多さに圧倒されつつ、身を引き締めてこれからも学習に励んで
いく所存です。

交流会 特別講演会

奨学生から

 きく たに

しゅう

けいな
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財団様の会報誌名の説明にありますように、絆（きずな）とは、人と人の結びつき
を大切に育くむこと。さらに結びつきを強くしていくことで、まさに点と点が線
となり、さらに線と線が結ばれて円（えん）となっていくと思います。
　奨学生の皆様、この様な交流会の場を準備してくれた方々への感謝の気持ち
をもって、自分の目標に向かって、邁進していただきたいと考えています。

　 降旗 一樹　早稲田大学 ４年
　先日の交流会では、色々とありがとうございました。その後１２月に北海道での
平昌オリンピックのアルペンスキー予選大会に出場しました。優勝者のみがオリ
ンピックの切符を手にすることのできるこの大会でしたが、私は力及ばず２８位と
いう結果に終わりました。
　子供の頃から憧れでいつしか目標だったオリンピックの夢は絶たれました。
春からは社会人としての人生がスタートしますが、オリンピックを目標にスキー
に打ち込んで得た経験は私の人生できっと役に立つと思います。

　 片山 　柊　東京音楽大学 ３年
　2度目の交流会に出席し、他の奨学生の皆さんの成長した姿や、様々な活動
報告が聞けて楽しいひと時を過ごせました。
　私事ですが昨年の夏、ピティナ・ピアノコンペティションの特級でグランプリを
受賞し、国内外で多くの演奏の機会をいただきました。これから忙しくなりますが、
自分の音楽観を失わずに一回一回の本番を大切にしていきたいと思って
います。

　 小宮山 慧南　立命館大学 ３年
　交流会では１年ぶりに皆さんにお会いできてとても楽しく、有意義な時間を
過ごすことができました。今年は創薬科学科４回生として研究の場により貢献し
たいと考えていますが、３月末には３回生にもかかわらず日本薬学会での口頭
発表をする機会をいただきました。
　次回の交流会では、皆様に良い報告ができるよう、最優秀発表賞を目指して
私らしく発表していきたいと考えています。頑張ります。

　 松浦 宏貴　東洋大学 ３年
　昨年度は戸田育英財団様のご支援もあり、公私ともに充実した生活を送れた
と感じています。私事ですが、トピックをひとつ。昨年の秋頃より、音楽評論単行
本の制作に携わるワークショップに参加しています。
　初夏までにはその単行本が刊行される予定です。今年の交流会において、
皆様にこの本の紹介ができることを今から楽しみにしています。

　 辻 　舞美　聖マリアンナ医科大学 2年
　交流会、ありがとうございました。２年生になって、本格的に臨床に沿った学習と
解剖実習や施設実習が始まり、授業はますます難しく、日々勉強に励んでいます。
　解剖実習では、提供していただいたご遺体を解剖させていただき、人体の
構造を実際に自分の目で学ぶ貴重な体験ができました。医者として働く上で
必要な知識の多さに圧倒されつつ、身を引き締めてこれからも学習に励んで
いく所存です。

交流会 特別講演会

奨学生から

 きく たに

しゅう

けいな
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奨学生ＯＢ・ＯＧから

　大学を卒業後、私は北海道庁
に入庁しました。現在の配属先
は出先機関の一つであり、道南
地域を管轄している渡島総合
振興局というところの農務課で
農業の振興に携わっています。
　出身は札幌市ですが、大学
時代に道東のオホーツクで農業や
漁業のアルバイトをしたことで、
北海道の一次産業の素晴らしさ
に感動するとともに、課題につ
いても直接、生の声を聞くこと
もありました。北海道の一次産業
がこれからも魅力的で持続可能

であるために自分も役に立ちたい、また、より多くの人に農業や漁
業をもっと身近に感じてもらえるようなきっかけをつくりたいと思い、
北海道庁に入庁しました。
　仕事は大変なこともありますが、やりがいがあり、とても楽しいです。
今後もより一層頑張りたいです。

『北海道と私』
三井 あや （東京農業大学 ２０１4年卒）

 大学卒業後はクボタに入社し、
社内向けサービスを行う総務と
して、施設管理や防災・安全など
を担当しています。机に向かう
ことも多いですが、フロアをかけ
回って社内のさまざまな人と話
をする日々を過ごしています。
　最近ではグループ会社の移転
やオフィス内移動を担当しま
した。特にグループ会社の移転
は大変でしたが、無事に完了した
ときに感じたのは、ひとりでは何
もできなかったことが、社内外の
多くの人の支えがあったからやって

これたのだということです。当たり前のことではありますが、財団に
お世話になってしみじみと感じていたことが、改めて身にしみた業務で
した。私も誰かを支えられるようこれからも邁進していきます。
　プライベートではヨガを始めました。頭がすっきりして気持ちが
良いです。

『私も誰かを支えられるように』
越沼 舞 （青山学院大学 2015年卒）

平成29年度　第３回理事会

　平成２９年度第３回理事会が２０１８年２月１４日（水）に学士会館で
開催されました。理事会開催前に戸田建設㈱今井社長から会社の
現状と今後の取り組み方針等について、資料パネルを使用して
説明がありました。
　理事９名、監事２名、評議員１名、顧問の辻・本郷税理士法人２名
出席の中、審議事項について説明後に各議案が承認されました。
また、平成２９年度の活動内容について報告がありました。

審議事項
　第１号議案　平成30年度事業計画について
　第２号議案　資金調達及び設備投資の見込みについて
　第３号議案　平成30年度収支予算書
　第４号議案　選考委員1名選任の件
　第５号議案　奨学金概要改定の件

報告事項
　代表理事及び常務理事の職務報告（平成29年度活動報告）

ようざん

絆（きずな）とは、人と人を離れがたく
している結びつきを言う。
戸田育英財団と奨学生そして奨学生
OBが、この結びつきを大切に育んで
行けるよう名付けました。

戸田育英財団会報誌

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-10-1-401　
03-3555-1159　toda-ikuei@toda.co.jp　
http://www.toda-ikuei.or.jp/
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技術開発の縁

　前回の東京オリンピックが開催された昭和３９年に大学に入学した私は、信号一つない田舎育ちの
貧乏学生でした。学生時代は奨学金を借用し、大学院では科学研究助成資金のお世話になりました
ので、この度の選考委員長（研究助成）への就任には何か縁のようなものを感じています。
　私の好きな言葉は、上杉鷹山の「為せば成る　為さねば成らぬ　何事も　成らぬは人の　為さぬ
なりけり」で、"Where there is a will, there is a way" と英訳されていますが、その好きな理由
は、「成果ではなく、目標達成のための一所懸命な努力を求めている」と解釈しているからです。
戸田建設では建築の技術研究開発に関わり、数多くの困難な問題に直面しましたが、この言葉を糧
に乗り越えてきました。
　奨学生の皆さんには、若いうちに、目標達成のために行動し、為し遂げるという強い意志を持って、
決して諦めることなく、失敗を恐れずに、一所懸命努力して欲しいのです。それで得られる経験は、
貴方達が将来の職場で主要な役割を担う時、必ず役立つと確信しているからです。そして、その気概
を持ち続けていただきたいと願っています。
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事務局だより
はじめまして、このたび事務局に加わりました戸田建設の柳と申します。
２０１７年６月に本社人事部に転勤となりました。出身兵庫県、５０歳。
２年振りに京橋の地に戻ってきてみると、ブリヂストン美術館はなくなっており、
周辺には高層ビルが立っており、時の流れを感じます。
戸田建設も新本社ビル建て替えのため、来年の春には仮移転する予定です。
新しいビルは高層で、完成となると京橋の景観が一変することと思います。
めまぐるしく変わりつつある街、京橋、東京にお越しの際には、ぜひ一度、お寄り
下さい。（事務局／柳）
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