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〜 少 林 寺拳法部創立四十周 年 〜
はそれぞれ小体育室、マルチユ
ースホールで行なわれました。
OB現役合同練習会では、現
在も少林寺拳法を続けている
OBと卒業以来久々に道衣に手
を通したOBが、現役部員と一
緒になって各自自己管理の下、

平成21年9月27日（日）、
工体
連少林寺拳法部創立四十周年
記念行事が法政大学小金井キ
ャンパス東館にて開催されま
した。行事は二部形式で、一部
はOB現役合同練習会、二部は
記念祝賀会で構成され、場所

デザイン工学部長ご挨拶

『皆さん大いに期待しています』
純なミスで2位ですが、完璧に
できたとしても果たして金が取
れたか疑問です。これは採点の
基準によるものでしょう。体操
の様に高難度に高得点を与え
なければ技術の進歩はないと
思います。
今はスノーボードの方が盛ん
のようですが、スキーも楽しい
ものです。中学3年の時スキー
教室が初めて開かれ、それに参
加したのが初滑りでした。
50年以上の前の時です。スキー
板は木材の合板スキー、締め
具、カンダハー、ワックスは銀
パラであった。乾燥室でのワッ
クス塗は面倒であった。友人達
とスキーにでかける時は、常に
夜行列車であった。５、
６人のグ
ループで、
１人だけ荷物を持た
ず並ばせ、列車に飛び込み、窓
を開けて荷物、人が入り込むの
である。新聞紙を椅子の下に敷
き、
すぐ寝込む者もいる。
早朝に
長野や松本に到着して、すぐ立

建築・都市環境デザイン・シ
ステムデザインからなるデザイ
ン工学部は理工学部より分離
し、市ヶ谷田町に展開し、2010
年度に完成を迎えます。
また大学院デザイン工学研
究科も発足します。小金井地区
と離れていますが、変わらず理
工学部・生命機能学部・情報学
部・デザイン工学部一体とな
り、工体連を育てたいと念願し
ています。たまには小金井から
市谷まで遠征して、ジョギング
を外堀、武道館のある北の丸公
園、皇居一周などでしてみませ
んか。帰りは神楽坂の安い居酒
屋で一杯。いいと思いますよ。
バンクーバーのオリンピック
が終わり、日本は惨敗でした
が、浅田真央選手は頑張りまし
たね。銀メダルで残念ですけ
ど、
トリプルアクセルを3回も成
功させた技術は世界一。世界で
誰もできないことを挑戦して感
動を与えてくれました。後半単
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怪我をしない程度に往時の基
礎体力運動に挑戦し、爽やかな
汗を流しました。
記念祝賀会では、来賓として
工体連OB会会長菊池貢一様、
工体連委員長末次正人様、工
体連少林寺拳法部元部長内藤
栄様、同じく小鷹俊彦様にご臨
席賜りました。また、来賓の皆
様方のスピーチにおかれまして
は、少林寺拳法部との関わり、
今だから話せるOBの現役時代
のエピソード等披露され、大い
に祝賀会に花を添えて頂きま
した。久しぶりに再会したOB
同士も、当時の先輩、同輩、後
輩の垣根無く、学生時代の苦楽
を共にした思い出話に花が咲
き、参加者それぞれが良い思い
出を残せた祝賀会でした。
今回のOB参加は23名。
OB総
数が142名なので2割に満たな
い出席率でした。しかしなが

ら、昨今の社会情勢、
経済状況
を鑑みるとそれぞれが多忙で
ある中、
参加して頂いたことは
とても嬉しく感謝しておりま
す。
一方現役部員数は、若者の
団体への帰属意識の希薄化、特
に武道系クラブ入部者の減少
で、現在厳しい状況が続いてお
ります。学生を取り巻く環境の
変化等、理由は様々あります
が、これらに甘んじることな
く、また迎合することなく、自
分達の長所を積極的に前面に
押し出し、現状を打開してゆく
ことを期待しております。それ
にはOB達も元気を出して現役
諸君をサポートすると共に、少
林寺拳法部の更なる発展と活
躍を期待し、次の世代へ伝統を
伝えてゆけるように努力してゆ
きたいと思っております。
（米地明彦 78）

ち食いそば屋に飛び込んだそ
の味が忘れられない。
1956年にコルティナダンペ
ッツォオリンピックでトニーザ
イラーがアルペンの3冠王に輝
き、猪谷千春が回転で2位入賞
してスキーブームが到来し始め
た時期です。数年後、志賀高原
で猪谷千春の滑降による風を
直接肌に受けて感激しました。
高校・大学時代を通じて、愉快
な友人や先輩に出会いました。
その１：Aさんカレー注文、B
さんもカレー注文、Aおもむろ
にソースをかける、B「カレーに
ソースなんかかけるものじゃな
いよ」、B一口食べて「ソース、
ソ
ース」と絶叫。
その２：合宿所のトイレ、
Cさ
ん大きい仕事中、
女子高校生数
名来て、
扉をたたく。
C「どうぞ」、
「きゃー」女子生徒逃げ出す。
その３：D君ゲレンデに着き、
３ｍ滑ったとたん、板ぽっき
り、宿のおやじさんがジュラル
ミンで補修、D1週間それで滑
り続けた。
その４：100名以上の集団で

法政大学工体連少林寺拳法部 OB会
｢半ばは自分の幸せを
半ばは他人の幸せを｣

祝 40周年
OB会会長

鈴木
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デザイン工学部長
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夕食、おひつがいくつかある。
飯に制限がある。隣のいかにも
田舎育ち、
１杯目、どんぶり飯を
おかずにご飯、漬物で２杯目、
３
杯目でやっとおかずとご飯。お
ひつは空っぽ。このようにたく
ましいのが何人もいる。都会育
ちは勝てない等々。
工体連で活躍されている皆
さんはあくまでも学問第一であ
り、強靭な精神力、弱い者をい
たわる心を育てるためのスポー
ツです。先輩達もそのようにし
て、いま各方面で立派な社会人
として活躍しています。皆さん
に期待しています。
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〜昭和44年卒空手部及び剣道部同期旅行会〜
さる 平 成 21年10 月2 4日 行き、立山黒部アルペンルー
（土）、
25日
（日）に2年毎に開 トにて美女平〜室堂〜大観峰
催しています空手部同期会を 〜黒部平〜黒部湖〜黒部ダム
富山県宇奈月温泉にて行うこ 〜扇沢へ、旅行前の情報で大
とになり、今年は剣道部から 変寒いと聞いていましたが、
も田畑龍司君、菊池貢一君の2
皆の行いがいいのか、非常に天
名が参加し、総数11名にて執
気に恵まれ、思ったより暖か
り行いました。
く、雪 を 抱 い た 立 山 連 峰 や
関東近辺在住の7名は東京 山々の美しい紅葉を眺め、昼
駅に集合し、新幹線にて越後 には勇壮な黒部ダムを眺めな
湯沢へ、在来線にて魚津を経 がら食事をとる楽しい道行き
て宇奈月温泉に午後4時到着、 でした。
その間酒を酌み交わしながら
扇沢からは特急バスにて長
近況報告や楽しい思い出話に 野に、長野から新幹線で東京に
花を咲かせました。
午後7時ごろ到着し、無事に日
他の4名は現地集合で、午後
程を終えることができました。
6時には全員が集合し、午後7
その後、菊池貢一君が病に
時より宴会に入り、始めに平成
倒れ、現在リハビリ中です。早
21年1月6日にご逝去された同 く回復され、次回の同期旅行
期智野裕視君のご冥福を祈り 会に参加出来ることを願いま
全員で黙祷、その後皆の健康
す。
と再会を祈念して乾杯を行い、 （空手部 坂本
（佐々木）
洋 69）
引き続き酒宴に入りました。
今年は例年の様な学生時代
の思い出話より、健康の話題
や年金の話に大いに盛り上が
り、最後に次回の同期会は四
国高 松 近 辺で 行うことを決
め、再会を約束して閉会とし
ました。
二次会は部屋にて乾き物と
懐かしい昔話を肴に焼酎で盛
り上がりましたが、翌日は出
発が早いので午後11時30分に
切り上げ、消灯することにし
ました。
翌日、
宇奈月温泉から立山に

09 ホームカミングデー開催！！
11月1日(土)13：00から、
「 09ホームカミングデー」
が、
小金井キャンパスにおいて、
小
金井祭(11/1〜3)と合わせて開
催されました。
まだ工事中ではありました
が、昨年以上に小金井祭への
一般の方の参加も多く、賑わ
いを感じる事ができました。
講演会では、八名理工学部
長の「理工学部の現状につい
て」、
金井応用情報工学科教授
の「Webコミュニケーションと
セキュリティ技術について」と
お話があり、
その後小金井祭見
学、
キャンパス巡り、懇親会と
執り行われました
今回は、69年卒、79年卒、89
年卒、99年卒の方達がメイン
ゲストという事で参加下さい
ましたが、懇親会にはそれ以
外の卒年の方や工体連OBの

方々も多数の参加がありまし
た。
懇親会では、マンドリンクラ
ブの演奏もあり、
時間の経過と
共に盛上り(当然アルコールの
消費も増え)、
最後は校歌斉唱
で会場内が一体となり、宴の
締めくくりとなりました。
今年も是非、奮ってのご参
加をお願い致します。
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2009年度工体連会長賞
最優秀賞

対 象 氏名・団体名
主な推薦理由・成績
ソフトテニス部 関東理工系大学ソフトテニスリーグ戦
団体
（春期）団体戦1部優勝
小野 さやか 全日本理工系大学空手道選手権大会
女子個人形優勝、女子個人組手優勝
米倉 英和 関東理工系学生対抗陸上競技大会 1500m1位
松下 美波 関東理工系学生対抗陸上競技大会
個人
女子100m1位、女子走幅跳1位、女子400mリレー1位
仙波 千帆 関東理工系学生対抗陸上競技大会
女子200m1位、女子400mリレー1位
赤井田 絵美 関東理工系学生対抗陸上競技大会
（仙波 千帆）
井上 芽里 女子400mリレー1位（松下美波）

優秀賞

対 象 氏名・団体名
団 体 サッカー部
平本誠弥
個 人 青木康彰
吉野太一

主な推薦理由・成績
関東理工系大学リーグ・カップ戦 準優勝
新関東フットボールリーグ戦（2部）得点王
関東理工系学生対抗陸上競技大会 走高跳2位
関東理工系大学硬式庭球連盟個人戦 トーナメント戦4位

努力賞

対 象 氏名・団体名
主な推薦理由・成績
空手部
全日本理工系大学空手道選手権大会
団体
団体形3位、団体組手3位
岩間朋基 関東理工系学生対抗陸上競技大会 400mリレー4位
渡辺高志・有波友紀・佐藤智也
山口まり絵 関東理工系学生対抗陸上競技大会 女子槍投げ4位
個人
熊田亮介 関東理工系学生対抗陸上競技大会 1500m5位
山越昭曲 関東理工系学生対抗陸上競技大会 砲丸投6位
佐藤隆弘 関東理工系学生対抗陸上競技大会 槍投げ6位

2009年度工体連OB会会長賞
奨励賞

名
団体名 氏
小林 由佳
空手部
加藤 里奈
小野寺杏奈
サッカー部 大西真奈美
小野寺 萌
岩佐 香織
笹井英理子
水泳部
十二
葵
渡邉 菜摘

学
科 団体名 氏
名
デジタルメディア
菅原千詠美
水泳部
生命機能
吉田 浩子
物質化
照井 麻乃
環境応用化 バレーボール部 宮下 道子
大屋友華里
環境応用化
道又 梨恵
応用情報工
ラグビー部
生命機能
水島
舞
生命機能
青木
茜
陸上競技部
梅田佳菜恵
生命機能

学
科
デジタルメディア
生命機能
電気電子工
電気電子工
生命機能
電子情報
電子情報
国際文化
応用情報工

工体連OB会 22年度スケジュール

工事中の北館

10. 4.15（木）第1回理事会
10. 6.26（土）第2回理事会
第15回工体連『お祭り』（現役・OB懇談会）
10. 8.19（木）第3回理事会
10. 9.11（土）工体連各部OB会対抗ゴルフ大会
10.10. 7（木）第4回理事会
10.10.31（日）工体連OBの集い
（ホームカミングデー）
（予定）
11. 2.17（木）第5回理事会

2009 年度工体連会長賞 最優秀賞
おめでとうございます！
理工系の一部優勝を心より願っています。
ソフトテニス部頑張れ！今年も OB 会は大勢で行くからね。

ソフトテニス部 OB 会

高津次朗

中塩先輩を囲む銀座で会おう会（10.2.6）の面々、
みなさん、お元気です
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る。我々の会社でもTQC教育
が 行 わ れ て い た 。そ の 中 で
KKD（経験、
勘、
度胸）
だけで
現場をやってはいけない とい
うフレーズが教育の中でもと
びかった。本来は KKDは必要
空手部OB会 水月 会長 福田
正勝 （空手部 72 ） で重要なことなのだが、
それだ
常
早いもので大学を卒業して たやすくないが、こうした分か けで現場をやるのではなく、
38年が経過しています。昨年 りやすさがとても魅力なのだ。 に科学的にプロセスを管理し
現状の悪さ加減をデータで
還暦を迎えました。私が働いて 計画段階から参加し、工事期 て、
改良点を追及していこ
いる建設業の世界でもたくさ 間を経て、完成した建物を引き 把握し、
んのことが隔世の感があるほ 渡す。それだけで満足している う というのが主題であったは
ど様変わりしています。失われ のに、そこでお客様から一言お ずなのに、 KKDで仕事をやる
ていく美しい慣習がある反面、 褒めの言葉を頂いた時などは、 人は古い人で悪い人である、
新しく生まれ変わって誠に便 今まで苦しかったことなど忘 近 代 的 に 仕 事 を 進 め る に は
KKDは不要である 、
というよ
利なものもあり、一言で語るこ れてしまうほど嬉しい。
ついでにもう一つ。何年か うな雰囲気が出来上がってい
とは出来ません。どの業界でも
同じ様なことがあるのではな 経って自分が携わった建物を った。
そして徐々にではあるが、宝
訪れたり、何かの用事でその建
いでしょうか。
学生時代、建築学科の学生 物のそばを通ったり、電車から 物のような経験を持ち、もっと
であると同時に空手部の部員 その建物が見えたりする。そん もっと仕事にその経験から得
として過ごしました。どちらか な時決まって胸の高まりを覚え たものを主張してしかるべき
というと空手部の部員として る。昔好きだった女性に会う様 人達が、この雰囲気のためにあ
過ごした時間の方が多かった な嬉しいトキメキなのだ。これ まりものを言わなくなっていっ
様に感じます。人生のたった4 も我々の持つ素晴らしい特典 た。 特に現場で指揮を取って
いる人にとって、KKDはなくて
年間の大学生活ではあります なのだろう。
はならない必要条件である。当
が、この時間が後の私の生き方
名刺はタテ書き？ヨコ書き？
に相当影響を与えております。
ある会社の社長さんとお会 然ながら十分条件ではないと
空手部で諳んじた 五条訓 は いした時である。私が名刺を出 いうことである。KKDを軽んじ
今でも私の心の中で生きてい したところ、その方がこう言っ る風潮は是正されるべきで、こ
ます。サラリーマンの宿命で私 た。 私は横書きの名刺は大嫌 うした事項の復権がない限り、
もご他聞に漏れず、色々な土 いなんだ。親の遺言でね。名刺 建設現場は消化されないデー
地で生活しましたが、そのとこ を横書きにすると会社が横に タの山となり、その魅力をます
ます失っていくだろうと思う。
ろどころで空手部はもとより なる。つまり倒れるんだよ
土建屋人生と空手道
工体連の先輩諸兄、同輩、後輩
私の名刺が横書きになった
忙しい建設会社社員の傍ら、
の皆様との交流があり、とても のは平成3年（1991年）に赴任
嬉しく感じております。
した現場からであった。建設業 私が学生時代からずっと続け
今回図らずも寄稿の機会を の3悪条件である3K
（きつい、
き てきたのが空手道である。か
与えて頂きました。大学で教え たない、
きけん）
を払拭すべく建 かわりは大学のOBとしてであ
て頂いた建築関係の仕事に従 設会社各社も様々な企業イメ った。
この年齢になって 私は空手
事することになった訳ですが、 ージアップの試みをしていた
小職が3年ほど前、建設会社の ころである。名刺を各社が横 道が好きなのだ とつくづく感
社員として、または単なる建築 書きにし出した頃から（丁度バ じる。練習にも参加して過ごし
技術者として、普段考えている ブル倒壊）建設業の苦しみが始 てきたのだが、段位も学生空
手道連盟からと大学生時代と
こと、感じていることを、趣味 まったことは間違いない。
で書き綴った拙書 頑張れ土
この話は全くの偶然で、
そん OBになってから母校から頂い
建屋 という本の中から抽出し なことを考えること自体馬鹿 ているだけで、審判も正式な資
て何点か書かせて頂きます。
馬鹿しいとも思うが。こんな話 格を取得するところまでは突
ものをつくる喜び
を忘れかけていた頃、全く別の っ込んでいない。建設会社の
建築技術者の仕事には、もの 会社の社長さんから同じ事を 社員としては時間的制約の中
を作っていく喜びがある。何も 言われた。私は妙に共感して で良くやってきたのではない
ソフト共に かと思う。
無い更地に設計図に基づき、建 しまった。ハード、
そんな私にもごほうびはあ
築物を作っていく。大勢の職人 元に戻す事は、ほとんどの場合
さんと手を携えながら建物つ 出来ない事が多い。でも気分 る。息子が空手道をやってお
元気であった昔に戻れる り、現在社会人になっている
くりに邁進する。基礎、
地下、
1 一新、
全社員の名刺を縦書き が、大学生の時から私の友人
階、
2階とどんどん積み上って 意味で、
にしてみたら良いのではない である先輩後輩諸兄にとても
いく。
かわいがってもらっていること
はっきりと目で見て進捗が かと考える。
K.K.D
確認出来るということほど、精
（経験、
勘、
度胸）
の復権 だ。二人で空手をやることが
神衛生上すっきりすることはな
TQCの導入を建設業各社が あるが 親子で空手をやるな
い。建物を作ることはそれほど こぞって宣言した頃の事であ んて羨ましいね と体育施設の

活躍する工体連OB
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巣立って38年

管理人さんに言われることも
そうである。また、もっと嬉し
いのは、女房が 夫と息子の道
着を洗濯して、物干しに干すこ
とは何か微妙に嬉しい感じが
する と言ってくれたその一言
である。
我々建築技術者にもたくさ
んの違った能力を持つ人がい
る。バランス感覚と技術センス
が良く、難しい仕事も何事もな
かったようにこなしていく人も
いるし、何をやっても遅く愚鈍
で、傍目に見ていても心配にな
るほどであるが、何を言われよ
うが粘り強くコツコツとやって
いく人もいる。両極端をあげた
が、数え切れないほど千差万
別の人の能力があり、それが
会社で定められたルールに基
づいて仕事を進めている。ど
んなに能力が高くても、スキの
ない進め方で完璧にやろうと
しても、全ての角度から見て満
点というのはないのであって、
自分の能力を知り、その能力の
中で粛々と積み上げていくこ
とが、肩の力の抜けた素晴らし
い生き方だと思う。
私が愛する空手道を例に挙
げて語りたかったことは、私の
目標が 気が優しくて不器用
で、
運動神経が劣る人間がやり
ぬく、
味のある型（空手道の）
で
ある ということだ。
こんなことを考えながら38
年が過ぎました。私を育ててく
れた大学の先輩同輩後輩限ら
ず、多くの友人、そしてわが家
族に感謝しております。
現在私は三井住友建設株式
会社で取締役常務執行役員と
して建築管理本部、設計本部、
技術研究開発本部、調達の4部
門の管掌役員と東京建築支店
長を拝命して、お陰様で忙しく
元気にやっております。工体連
に関係する全ての皆様のご活
躍とご健勝を祈念致します。

法政大学工体連バレー部ＯＢ会
バレー部の
ますますの
活躍を祈る！！

OB会でお会いしましょう
OB会会長 曽根原一雄（78建）
OB会理事 古里 一文（88経）
監

山田

誉（91電）

督 南澤

一（95電）

法政大学学友会工体連ＯＢ会報

（４）
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●ワンゲル山の会2009年「仙丈ヶ岳」

●ソフトテニス部6期生、還暦記念ハワイ旅行
ソフトテニス部（当時軟式庭
球部）昭和46年卒業の第6期
生8人（石原正昭、川村平治、
斉藤国男、本間政男、箕輪栄
二、宮沢幸男、山岸敏明、山
崎誠一）が、毎年1回家族連
れで旅行をして旧交を温めて
いることは、工体連OB会20
周年記念誌にて紹介した。
今般8人全員が還暦を迎え
たのを記念して、夫婦連れで
ハワイ旅行をすることにし
た。日程は5月16日〜22日、
行先はハワイ島・オアフ島に
決めた。残念ながら現役時代
のキャプテン宮沢が夫婦共都
合で参加出来なくなった。ま
た、某建設会社の執行役員と
いう因果な役職に就いた山岸
は夫人のみの参加となった。
折しも新型インフルエンザ
騒動の真っ只中、男性6人・
女性7人は意気揚々と南の島
に出発したのである。
まずは、成田から空路にて
ハワイ島に到着した。到着翌
日は、今回の最大目的である
標高4205mのマウナケア山
頂での夕日と星空観賞であっ
た。ところが思いがけないハ
プニングが起きた。チャータ
ーバスが山頂に向う途中で故
障したのである。山頂は諦め
て、通りかかった車に分乗し
て下山するという珍事となっ
た。それでも、中腹まで下り

て眺めた星空、特に南十字星
は感動的だった。
また、ハワイ島1周バスツ
アーでは、出発して間もなく
雨が降り始める生憎の天気と
なった。しかし、なぜか目的
地に着くと雨が上がるという
繰り返しで、キラウエア火山
の雄大な火口と噴煙も見るこ
とが出来た。
4日目にはハワイ島からオ
アフ島に移動した。首都ホノ
ルルに着けば、女性陣は買い
物三昧に、男性陣はワイキキ
ビーチでの目の保養と飲んだ
くれに勤しんだ。その合間を
ぬって、ダイヤモンドヘッド
へのハイキングを挙行して、
頂上からの絶景を満喫した。
最後の夜はレストランで食
事の後、タンタラスの丘からの
素晴らしい夜景も観賞した。
かくして13人の男女は、
この旅行記には書ききれない
ほどの珍談・奇談・失敗談を
土産話に、バッグに破裂しそ
うなほどの買い物品を詰め込
み、凄まじい食欲の後遺症を
身体に付着させ、無事に日本
に帰還したのである。
大満足の還暦記念ハワイ旅
行であったが、最後に奥方達
のコメントを載せておこう。
「次回は女だけで行きましょ
う。」、、うぐっ！
（ソフトテニス部 石原正昭 71）

オアフ島ダイヤモンドヘッドにて

会

長

同期の仲間とは年に1度ず
つ山に登ってきたが、今年は
2期下の後輩達も加わり、9
名の大パーティとなった。
20数年ぶりに再会した仲
間達はほどよく中年のおじ
さんになっており、あれから
長い年月が経ったことを改め
て感じた。しかし、後輩は私
の こ と を「 さ ん 」付 け で 呼
び、私は後輩を呼び捨てにす
る。もちろん偉そうにするわ
けではないが、あの頃にタイ

ムスリップしたような心地好
い空間を感じたのは私だけで
はないと思う。
南アルプスの大きな山容
を眺めながら、仕事をリタイ
アして時間ができたら、あの
頃のように長期で山に入れた
らいいなと話した。その為に
も、明日からまた、健康で充
実した毎日を送ろうと思う。
仲間との山行は私にそんな活
力を与えてくれる。
（ワンゲル部 成田達也 86）

●ボクシング部ゴルフコンペ
11月15日（日）、
大宮カント
リークラブでボクシング部コ
ンペを行いました。この日は、
本年度大河ドラマでもある坂
本龍馬の生まれた日であり、
暗
殺された日でもありました。
工体連OB会からは、菊池会
長、ボクシング部長の渡辺先

生の参加を得まして、総勢12
名で晴天に恵まれた中、楽しく
過ごして参りました。もちろん
二次会は、大宮駅に移動して
の大懇親会を行い、大いに盛り
上がり、次回再開を約束し、帰
路に着きました。
（ボクシング部 土居通明 84）

追伸：ボクシング部OBでボク
シングのプロテストも取得し、
ゴルフがうまいので知られて
います安立君が、この度、夢で
ある焼肉店開業を目指し、修行
を始めました。お近くにお寄
りの際は、励ましのお声がけ

していただければ幸いです。
店 名：『焼肉亭くらや』
東小金井駅南口すぐです。
住 所：小金井市東町4ｰ43ｰ10
電 話：042ｰ384ｰ9777
営業時間：17時〜22時
定休日：月曜日

（ボクシング部 土木工学科

118 LORONG 23 GEYLANG #06-01 SCN BUILDING SINGAPORE 388402
TEL.+65-6844-3445 FAX.+65-6749-9150 MAIL. nkori@singnet.com.sg

東南アジア、中近東等の海外における地下工事全般
トンネル工事の設計施工、人材派遣

70）

