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東洋大学校友会岡山県支部総会・忘年会

事務局長　藪  木   和  久（昭和61年経営学部商学科卒）
　7月に開催予定であった支部総会は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、開催を断念しておりまし
たが、この度、三密回避の為に会場や内容を変更し、あらためて12月20日に津山文化センターにて
忘年会を兼ねて開催しました。
　当日は換気のため窓は開放、3人掛けの机に1人で着席等の対策を取り、忘年会もスクーリング形式の
机配置で食事以外はマスク着用、飲み物は手酌と、例年とは大きく勝手が違う会となりましたが、そ
れも逆に記憶に残るものとなりました。
　コロナ禍が早期に収束し、来年は通常通りの総会が開催できることを願って止みません。



秋 田  英 次 （平成８年経営学部経営学科卒）
　私が社長として経営する、山陽ロード工業株式会社（岡山県津山市）が、
岡山県経済団体連絡協議会の公募・主催する、令和2年度おかやまIT経営
力大賞より、優秀賞を獲得しました。
　おかやまIT経営力大賞とは、業務プロセスの再構築にＩＴを活用し、顧
客満足や生産性及びサービスの向上、新製品や新サービスの開発など、Ｉ
Ｔの活用による新たなビジネスモデルの構築や、ＩＴの活用による企業等の
競争力の強化などを実施している企業を選定し、表彰するものです。
優秀賞１社に今年度は山陽ロード工業が選出され、11月26日に岡山市の
さん太ホールにて表彰式に出席してきました。
　弊社は、公共工事を中心とした建設業であり、主にライン工事や橋梁の
補修工事を国交省や岡山県から請け負っています。
　昨年４月より発出された新型コロナウイルス緊急事態宣言を受けて、工事
業者は、工事現場で「密にならない」ことを求められるようになりました。　

　工事現場でコロナのクラスターを起こしてしまっては、工事そのものを停止させざるを得ないからです。
　そこで、なるべく大人数が現場に行かず、現場管理を遠隔で行うために、
表彰された要因としては、人現場用ウエアラブルカメラとWeb会議システムを自社で開発したことが評価され
ました。
　今までは、現場の臨場検査、現場監査な
ど実際に現場へ複数人が同行して現場確認
を行っていましたが、ウエアラブルカメラを
使用して現場へは一人もしくは少人数で赴き
、検査員、監査員は現場事務所、若しくは各
自の机でPCを見ながら確認が出来るように
システムを開発しました。
　具体的には、SRIチャットと称するWeb
会議システムを開発し、PCへURLを入力す
るだけで遠隔地との同時通話、映像共有が
できるようにしたということです。
こちらのシステムは特別な装置は必要なく、
特定のブラウザが起動できるPC端末、スマ
ホ、タブレットがあればいつでもどこでも接
続可能となっています。

総会・校友の集い（令和2年度）
　最大50名まで同時に会議が出来、操作も簡単で誰でも使うことが出来るので、誰でも簡単に現場や事
務所を呼び出し、その時に必要な支援を得ることができます。
　副産物として、人員不足、作業時間の確保、働き方改革による全体の作業時間の削減が求められていまし
たが、結果として、その問題に関しても大幅に改善ができるようになり、弊社としては、今後、同業者や発注
者（役所）に対して、広くこのシステムを紹介して販売展開にもつなげていくつもりです。



会員通信

副支部長　青 江  信 子（昭和51年文学部史学科卒）
　平成31年、岡山県立図書館講座「浮世絵にえがかれた岡山」を受講しました。図書館が所蔵する浮世絵を、
郷土史料としての観点からの解説でした。
　その中に、小倉擬百人一首・名古屋山三郎がありました。山三郎が「天の原ふりさけみる」敵討姿の見立絵
です。
　名古屋山三郎(1572-1603)は実在の人物で、母は織田信長の姪　養雲院。
　妹が森美作守忠政に嫁いだ関係で、忠政の家臣となったが、同僚の井戸宇左衛門と殺傷事件を起こし、慶
長8年没。
　津山市の院庄東公園には当時を物語るような『睨み合いの松』が植えられています。

　講座終了後「百枚見せてほしい。」とお願いしましたが、「当館にはこれ一枚だけ」と言う返事でした。
　その後、東洋大学附属図書館に所蔵されていることを知りました。
　昨年、思い切って「浮世繪　擬百人一首」を購入したところ、著者の吉田幸一先生は東洋大学国文学科卒
業後、昭和55年まで東洋大学教授をなさっていました。
　国芳・広重・三代目豊国の歌川派三大絵師による素晴らしい作品と、吉田先生の絵解き。
ページをめくる度にわくわくする、図録のような本です。

参考文献　吉田幸一 著『浮世繪　擬百人一首』
参考サイト　東洋大学附属図書館　百人一首貴重書コレクション・国立国会図書館　デジタルコレクション

代表取締役   小虎  修一

機械製品ひとつひとつ丁寧に作り込む。

〒716-1122   岡山県加賀郡吉備中央町竹荘1629
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岡山県加賀郡吉備中央町
機械製品の技術屋集団

経営理念

https://www.kayo21.jp



　移住希望の方、お待ちしています！一緒に里山で暮らしましょう！

お問合せ：オオハガ座芸農倶楽部
　　　　  岡山県久米郡美咲町大垪和西1024－7
TEL:080-1392-5917
https://www.facebook.com/ohagaza.geino.club/

画家・アートディレクター　板 垣  正 寿（平成12年文学部印度哲学科卒）
　岡山県久米郡美咲町大垪和（おおはが
）。この土地には日本棚田百選に選定さ
れている大垪和西棚田があります。標高
400ｍの谷合に全国でも稀な360度す
り鉢状に広がる美しい棚田の風景を望む
ことができます。また、標高689ｍ、久
米郡最高峰の二上山（ふたかみやま）に
は、西日本の奇祭として知られる両山寺
護法祭の伝統が現在まで引き継がれて
います。大垪和西棚田と二上山両山寺。
もちろん他にも様々ありますが、この二
つがこの土地を象徴する里山文化と言え
ます。

そんな里山の風情に魅了され、この10年でこの土地には多くの移住者がやってきました。私たち家族も10
年前にこの土地にたどり着き、この土地の人々に支えられながら暮らし今に至っています。子供たちはこの土
地の米と野菜を食し、この雄大な大自然の中ですくすくと育っています。この10年の間に12家族が移住し、
その子どもたちは25人に上ります。これから先、この子供たちにとって今あるこの土地の風景がふるさとの
情景となっていくわけです。
しかしながら、この土地にも様々な問題があります。過疎高齢化、後継者不足、空き家や耕作放棄地の問題
などです。実際、私がこの土地で過ごしてきた10年の間に棚田の景観は年を追うごとに荒廃しつつあるのが
現状です。今では地元民としてこの土地で農家を営む後継者は本当にごくわずかです。
そんな中で、2017年より次世代を担う地元民・移住者が集う「オオハガ座芸農俱楽」という団体を10数名
で立ち上げました。ふるさとの自然環境の保全や里山の伝統・文化の継承を目的として、地元民・移住者相
互の親睦を図りながら活動しています。今では使われなくなってしまった二上山古道を倒木伐採、草刈りなど
をして整備し、案内看板を立てマップを作成してトレッキングツアーを実施しました。会員でもある大垪和西
棚田の地元後継者が講師となり、稲作勉強会という名目で移住者たちが子供たちと共に年間を通して稲作
を体験しました。そのような活動をSNS等で発信し、交流人口の増加を図りながらこの土地の魅力を伝えて
います。
人ひとりができることは限られていますが、人が集まれば大きな力になります。この土地の先人たちが築い
てきたこのふるさとの風景を後世に伝えてゆきたい。そんな思いを胸に抱き、今後も仲間たちと活動を続けて
ゆきたいと思っています。まだまだ人手が要ります！

里山文化の次世代を担う
　　　「オオハガ座芸農倶楽部」
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関　和正（昭和61年工学部電気工学科卒）
　東京で生活していた頃、岡山に帰省する列車から流れる風景を見ていると、いつかこの風景の中を走って
みたい気持ちが芽生えていました。
　1991年自転車で、1992年ランニングで、東京から岡山に帰省してみました。
　1993年岡山での再就職が決まり帰郷することになりました。ただ12年間の東京生活から岡山での慣れな
い仕事と生活に耐えられず、4か月で退社しました。再就職する気も起らず時間が過ぎていきました。この時間
を無駄にするよりはこれを機会にランニングで日本縦断してみようと思いました。無職になったため費用があ
まりなく、乗っていた車を売り費用の足しにしました。
　1993年8月末に北海道宗谷岬をスタートし、大きな怪我もなく11月上旬に鹿児島県佐多岬に到着しました。
　旅先で出会った人たちとの親切な対応など、この経験からあらためて実家のある岡山で何かを初めてみよう
と思いました。
　1995年当時、岡山県には民放のＦＭラジオ局がなく、東京でのラジオ経験を活かし倉敷市でコミュニティ
ＦＭラジオ局の設立に携わりました。このことがきっかけに仕事の幅も広がり現在に至っています。
　現在、平日は岡山市内と倉敷市内で仕事し、週末になると実家のある美咲町で紅茶店を開いています。祖父
の時代から実家で米穀店、新聞販売店をしていたこともあり、実家を店舗として使うことは自然なことだと思
っていました。
　学生時代はコーヒーが好きで紅茶は嫌いでしたが、就職した会社の先輩から中国紅茶を飲ませてもらった
時に「これは何だ? 美味しい!」と感じたのが紅茶好きの始ま
りでした。
　今では紅茶の種類として、インド、スリランカ、中国、そして
高梁市の高梁紅茶などを揃えています。店主、店舗スタッフと
もマラソンを趣味としているため、マラソン大会出場のときは
休店にしています。お客さんの中にはマラソン、トライアスロ
ンを趣味にしている方もいらっしゃいます。そして地元の方々
の憩いの場所に使ってもらえればと思い、この美咲町で紅茶
のお店を営んでいます。

代表取締役

町家紅茶店凜香

本　　社 ： 〒707‒0045  美作市下庄町920‒2
　　　　    TEL.0868‒78‒3138  FAX.0868‒78‒3139
岡山支店 ： 〒７０１‒１１４５  岡山市北区横井上１６６８‒１
　　　　    TEL.086‒250‒3240  FAX.086‒250‒3241



取締役相談役

Moriyama Construction. Co.Ltd

満足度いちばんへ 森山建設

S I N C E  1 9 1 9

森山建設株式会社

特殊工事部 前 原 利 光
〒708-0801 岡山県津山市上横野4238
TEL:0868-27-0755 FAX:0868-27-0762
E-mail: info@100th-moriyama.com
HP  http://100th-moriyama.com

MKC

（昭和57年 工学卒）
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表彰された要因としては、人現場用ウエアラブルカメラとWeb会議システムを自社で開発したことが評価され
ました。
　今までは、現場の臨場検査、現場監査な
ど実際に現場へ複数人が同行して現場確認
を行っていましたが、ウエアラブルカメラを
使用して現場へは一人もしくは少人数で赴き
、検査員、監査員は現場事務所、若しくは各
自の机でPCを見ながら確認が出来るように
システムを開発しました。
　具体的には、SRIチャットと称するWeb
会議システムを開発し、PCへURLを入力す
るだけで遠隔地との同時通話、映像共有が
できるようにしたということです。
こちらのシステムは特別な装置は必要なく、
特定のブラウザが起動できるPC端末、スマ
ホ、タブレットがあればいつでもどこでも接
続可能となっています。

おかやまIT経営力大賞を受賞しました

　最大50名まで同時に会議が出来、操作も簡単で誰でも使うことが出来るので、誰でも簡単に現場や事
務所を呼び出し、その時に必要な支援を得ることができます。
　副産物として、人員不足、作業時間の確保、働き方改革による全体の作業時間の削減が求められていまし
たが、結果として、その問題に関しても大幅に改善ができるようになり、弊社としては、今後、同業者や発注
者（役所）に対して、広くこのシステムを紹介して販売展開にもつなげていくつもりです。

前列左から3人目が秋田氏



秋 田  英 次 （平成８年経営学部経営学科卒）
　私が社長として経営する、山陽ロード工業株式会社（岡山県津山市）が、
岡山県経済団体連絡協議会の公募・主催する、令和2年度おかやまIT経営
力大賞より、優秀賞を獲得しました。
　おかやまIT経営力大賞とは、業務プロセスの再構築にＩＴを活用し、顧
客満足や生産性及びサービスの向上、新製品や新サービスの開発など、Ｉ
Ｔの活用による新たなビジネスモデルの構築や、ＩＴの活用による企業等の
競争力の強化などを実施している企業を選定し、表彰するものです。
優秀賞１社に今年度は山陽ロード工業が選出され、11月26日に岡山市の
さん太ホールにて表彰式に出席してきました。
　弊社は、公共工事を中心とした建設業であり、主にライン工事や橋梁の
補修工事を国交省や岡山県から請け負っています。
　昨年４月より発出された新型コロナウイルス緊急事態宣言を受けて、工事
業者は、工事現場で「密にならない」ことを求められるようになりました。　

　工事現場でコロナのクラスターを起こしてしまっては、工事そのものを停止させざるを得ないからです。
　そこで、なるべく大人数が現場に行かず、現場管理を遠隔で行うために、
表彰された要因としては、人現場用ウエアラブルカメラとWeb会議システムを自社で開発したことが評価され
ました。
　今までは、現場の臨場検査、現場監査な
ど実際に現場へ複数人が同行して現場確認
を行っていましたが、ウエアラブルカメラを
使用して現場へは一人もしくは少人数で赴き
、検査員、監査員は現場事務所、若しくは各
自の机でPCを見ながら確認が出来るように
システムを開発しました。
　具体的には、SRIチャットと称するWeb
会議システムを開発し、PCへURLを入力す
るだけで遠隔地との同時通話、映像共有が
できるようにしたということです。
こちらのシステムは特別な装置は必要なく、
特定のブラウザが起動できるPC端末、スマ
ホ、タブレットがあればいつでもどこでも接
続可能となっています。

宗 藤　行 範
（昭和57年工学部建築学科卒）

令和２年10月10日（土）　
割烹酔虎 (津山市)

　大学の仲間が久々に集まり、近況報告、行事報告をしました。
　お酒も手酌で大学歌もマスクをしてハミング。
　出雲駅伝は中止になりましたが、箱根駅伝は無観客開催！ 
ガンバレみんな！コロナを吹き飛ばせ！　　

　最大50名まで同時に会議が出来、操作も簡単で誰でも使うことが出来るので、誰でも簡単に現場や事
務所を呼び出し、その時に必要な支援を得ることができます。
　副産物として、人員不足、作業時間の確保、働き方改革による全体の作業時間の削減が求められていまし
たが、結果として、その問題に関しても大幅に改善ができるようになり、弊社としては、今後、同業者や発注
者（役所）に対して、広くこのシステムを紹介して販売展開にもつなげていくつもりです。

校友会美作白山会総会



校友会の活動は、会員の皆様からの「校友会費」によって運営されています。

校友会活動を継続していくために会費納入にご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

会費は、以下の３種類となります。

年　　会　　費／3,000円
　　　　　　　　（毎年納入していただく会費）
終　身　会　費／50,000円
　　　　　　　　（１度納めると生涯有効の会費）
新卒者納入会費／20,000円
　　　　　　　　（新卒または修了後１ヶ年以内に納入すると１０年有効の会費）

会費納入のお願い

　昨年度の岡山県支部活動を主に会員通信等
２ページ追加して会報を作成しました。
　校友会にご意見のある方、連絡をお待ちして
おります。
　また、支部活動にふるってご参加ください。

山 根　健 智
（昭和54年経営学部商学科卒）

令和2年11月15日（日）  
ランドマークゴルフ倶楽部

　4月予定の本年度ゴルフコンペも、コロナ
ウィルス感染拡大の影響で延期し、紅葉真
っ盛り、晴天に恵まれたこの日に16名の参
加をいただき、賑やかに和気あいあいと実
施しました。3名の初参加者もあり年齢を
超えてラウンドすることができました。
　コロナ禍の中、ソーシャルディスタンスを
保ちながら、マスクをしてのラウンドになり
ましたが、それぞれの力を存分に発揮し、

今回初参加80歳の万代さんが82の好スコアでベスグロとなりました。
　次回は、4月中旬に実施予定。1人でも多くの参加をお願いします。
　コロナウィルスが終息に向かい平穏な生活に戻り、また楽しくラウンドもでき、大声ではしゃいだり、飲み語った
りできる日が早く戻ることを祈るばかりです。

校友会岡山県支部ゴルフコンペ


