
No． 配信対象者 出欠予定 回答日 コメント
前回6/25
の出欠

1 岩本 博康（カ24） 未回答

2 廣田 佳男（電29） ○⇒×
12/11
12/23

TELにて（ご出席確認）
TELにて（知人の葬儀に行かねばならなくなったのでご欠席）

3 中島 福雄（鉱30） 未回答

4 古場 義輝（機31） ○ 12/7 参加致します。幹事ご苦労様です。

5 河相 良行（鉱31） 未回答

6 中村 俊明（機33） 未回答

7 池田　恒（機33） メール不達

8 小堀 哲雄（機33） 未回答 10/16ご逝去（嘉村さんから連絡）

9 進藤 牧人（機35） × 12/7 都合により不参加です

10 木村 知幸（機36） ○ 12/1 メールにて（ご手配有難うございます。参加しますのでよろしく。木村。） ○

11 佐伯 晃一（機36） ○ 12/4 メールにて（ご苦労様です。参加します。佐伯　晃一） ○

12 向田 照彦（機36） × 12/4

欠席させて頂きます。
幹事様には申し訳ありませんが、本会に関しては在学中から皆様のように
積極的にかかわっておりませんでしたので、今後とも出席することはないと思い
ます。
名簿からの削除をお願いできませんでしょうか？　　以上

13 香月 春彦（鉱36） × 12/5
始めまして。ご多忙のところ何かとお世話さまです。
忘年会の件、せっかくご案内頂きましたが、小生は欠席いたしますのでご連絡
致します。

14 門司 和夫（金37） ○ 11/30 メールにて（お世話になっております。出席します。） ○

15 木島 保寿（機37） × 12/6
ご案内を頂き有難うございます。残念ながら、２４日まで宮崎の田舎に帰省して
おりまして参加できません。ご盛会を祈念いたします。
PS：067機-37の倉益君は逝去されましたので、メールリストを修正ください。

16 木村 明郎（電37） × 12/7
ご案内ありがとうございます。申し訳ありませんが欠席致します。（隠居して公の
席を遠慮しておりまして）皆さんによろしくお伝え願います。
12/7　テ３７の木村です。

17 倉益 寿義（機37） メール不達 ご逝去（木島さんからメール連絡）

18 栗本 紘治（電38） 未回答

19 宮崎 武士（機39） ○ 12/2 メールにて（忘年会の計画、有り難うございます。１２／２４は、出席可能です。） ○

20 砂本 克也（機39） × 12/6
この日の近辺、他の会合の行事が重なっておりますので申し訳ありませんが、
欠席させていただきます。皆さんによろしくお伝えください。

×

21 米倉博幸（機39） × 12/4
師走で御忙しいことと存じます。初めてのご案内でしょうか、有難うございます。
当日はシニアの絵の関係で、参加できませんのでご了承お願いします。
良いお年をお迎え下さい。

22 浜田 哲夫（化39） 未回答

23 木田　誼（制40） × 12/7
連絡ありがとうございました。あいにくと、関係する団体の本年最後の会合と日
時がバッティングしますので、欠席させていただきます。皆さんにはよしなにお
伝えください。

24 梅山 安徳（化40） 未回答

25 西岡 康博（開41） 未回答

26 加藤 敏光（電42） 未回答

27
八木　浩（開45）

× 12/5
誠に申しわけありません。１２月、唯一のゴルフコンペ、ならびに忘年会がこの
日にセットされていて出席できません。皆様によろしくお伝えください。
来年が良い年でありますように祈念しております。

28 中野　悟（子46） × 12/5
毎度お世話になります。忘年会のご案内をいただきましたが、生憎当日予定が
ありまして参加できません。
残念ですが、皆様によろしくお伝えください。

29 佐藤 久雄（機46） × 12/8
KITAC関東地区OB忘年会（親睦会）開催のご案内を頂き、ありがとうございま
す。残念ですが、12/24（土）に法事があり、欠席とさせて頂きます。次回を楽し
みにしております。取り急ぎ、ご連絡までに。

30 福永　茂(制46) × 12/7
福永　茂(制46)です。幹事 ご苦労さまです。今回は所用があり、欠席とさせてい
ただきます。
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31 時松 和壽（機49） × 12/23

ご無沙汰です。ぎりぎり前日まで返信しなくて申し訳ありませんでした。今頃の
連絡で大変恐縮ですが欠席とさせて下さい。
実は海外赴任の娘婿が一時帰国する日程が決まらなかったのですが、本日最
終的に明日24日に決まった旨やっと連絡ありました。
皆様には宜しくお伝え下さい。

32 佐藤 修一（49） × 12/8
お世話になります。千葉県の佐藤修一です。
標題の件、欠席で取り急ぎ連絡します。
以上よろしくお願いします。

33 中西 彰（加50） ○ 11/30 ○

34 武地 伸佳（機Ⅱ51） ○ 12/12
メールにて（未だ予定が立ちませんが、何とか調整して出席したいと思います。
出席できれば参加者の皆様には流星を直接手渡し、郵便代を節約したいと思
います。）

○

35 本吉 智（機Ⅱ51） × 12/6
ご無沙汰しております。今回は、両目の白内障の手術の予定があり、申し訳あ
りませんが、欠席させていただきます。次回を楽しみにしております。

○

36 坂井典次（機52）51 ○ 12/5

さて、本題のKITAC-OB忘年会ですが、参加にしておいて下さい。
この11月からマンション管理組合の理事を任命された為、土日には活動が入る
事が増えました。17(土)が理事会なので24(土)の予定は17に最終確認となりま
す。おそらく何も無いはず。
よろしくお願いします。

○

37 安永 智（子52） ○ 12/6 世話役ご苦労様です。出席でお願いします。 ×

38 板井 靖司（加52） × 12/23 TELにて（メールを見るのを見落していて、予定を入れてしまった） ○

39 江頭 和昭（金53） × 12/10

おはようございます。
下記日時あいにく用事がありまして、出席できません。申し訳ありません。また
の機会を楽しみにしています。また私事ですが、末娘の大学入学が決まり入学
金も払い込みました。あと４年で親としての努めも一段落となります。先が見え
てほっとしています。皆さんに、よろしく伝えてください。

×

40 早田 洋一（子54） ○ 12/7 今回も、開催ありがとうございます。参加予定します。 ×

41 近藤 務（制54） ○ 12/4
メールにて（メール先の確認、御苦労さまです。１２：３０着目標で、出席します）
（何せ常磐線ですから）。

○

42 槙本 茂（機Ⅱ54） ○ 12/14
返信遅くなってすみません。メールチェックが遅くなりました。今からでも参加よ
ろしいでしょうか。良ければ、参加にしてください。

○

43 舛重 豊（機54） × 12/7
関東地区の忘年会のご案内をありがとうございます。残念ながら、小生今年７
月に宮崎県延岡市へ転勤となり、関東地区から離れております。よって、忘年
会へは不参加とさせてください。関東地区の皆さんの益々のご発展を祈ります。

×

44 太田 大州（制55）; ○ 12/7 太田、参ります。 ×

45 松元 俊彦（機55） × 12/6
当日、関西の予定ですので欠席させて頂きます。
皆様に宜しくお伝え下さい。

×

46 網田 浩三（情55） × 12/10
ご案内ありがとうございます。昭和55年卒の網田です。
元気なOBの会に私も寄らせていただきたいのですが、残念ながら予定がありま
して、叶いません。皆様に宜しくお伝えください。

×

47 福川 将文（環55） 未回答 ×

48 島原 芳雄（金56） △⇒○ 12/23
明日は仕事ですが、調整できれば出席させて頂きますが、何とも言えません。
（TELにて）

○

49 山口 寛（機57） × 12/11
ご案内ありがとうございます。 機械57山口寛です 。すみませんが欠席させてく
ださい。携帯電話で連絡あり。

○

50 浦田 慎二〔機58） 未回答 未回答

51 津曲 隆司（機59） × 12/22

いつも幹事ご苦労様です。回答を出せずに申し訳ありません。
又、お電話も頂き申し訳ありませんでした。
まだ、会社にいますので、取り急ぎメールにて回答差し上げておきます。参加も
検討しておりましたが、色々と立て込んでおり、参加は厳しい状況にあります。
せっかくのお誘いなのですが、今回は参加無しとさせてください。是非、次回に
は参加できるように調整したいと思います。
皆様によろしくお伝え下さい。
PS
12/11、徳尾家の長男である慶太郎君が、この度目出度く結婚され、その披露
宴に出席して参りました。 慶太郎君もこれで身を固め、ますます活躍してくれる
のではと思っております。
慶太郎 38歳    新婦 恵さん 28歳  でした。

○

52 坂田 康通（金63） × 12/24
お世話になります。金６３の坂田です。
現在、台湾に住んでまして当分日本に帰れそうにないので、出席できません。
あまり、メールを見てなくて連絡遅れてすみません。

未回答

53 谷口 浩（制H1） × 12/7

ご無沙汰しております、谷口(H1-制)です。忘年会お世話役ご苦労様です。あい
にく24日はマンションのクリスマスのイベントがあり役員をやっているため抜けら
れそうにありません。残念ですが欠席させて頂きます。少し早ですが、来年もご
健康で過ごされますことをお祈り申し上げます。よいお年をお迎えください。

×
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54 永渕 直大（機ⅡH1） × 12/8
ご無沙汰しております。 折角ご案内いただきましたが、都合付かず欠席とさせ
ていただきます。 皆様によろしくお伝えください。

未回答

55 鶴田 靖英（金H1） × 12/9
お世話になります
申し訳ありませんが欠席でお願いします

×

56 河野俊史（開H1） 未回答 ×

57 紙谷 俊彦（設機H5） × 12/7
93年卒紙谷(かみや)です。
大変申し訳ありませんが、仕事の都合もあり参加できません。
ご出席の皆様には、よろしくお伝えください。

未回答

58 山ノ口 智誉（M機H13） × 12/12

返信が遅くなりまして大変申し訳ありません。Ｈ１３年卒の山ノ口と申します。
ご案内いただきました忘年会の件ですが、スケジュール調整がつかず、誠に申
し訳ありませんが欠席とさせてください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

×

59 松本 寛治（機宇H14） × 12/5

大変お世話になっております。
今年は、関東OB会、更にはOB総会とそれぞれ初参加させて頂いたのですがど
ちらも大変楽しく、また諸先輩方との素晴らしい時間を過ごす事が出来ました。
忘年会も参加させて頂きたいところですが、自分が昔から趣味でやっているお
菓子作りに今年はなんとクリスマスケーキのオーダーが数個入りまて、24日は
家でせっせとケーキを焼く事になっており、残念ながら参加出来そうにありませ
ん。是非また次回、宜しくお願い致します。

○

60 村井 健太郎（機知H15） × 12/7
幹事お疲れ様です。H15卒の村井です。申し訳ございません、本件日程が合わ
ず欠席させて頂きます。宜しくお願いいたします。

○

61 安倍 俊富（電H16） × 12/8
お世話になっております。今回は都合がつかず、残念ながら欠席致します。
また、私の卒業年ですが、H14ではなくH16が正しいと思われますので、機会が
ありましたらお手数ですが、修正の程よろしくお願い致します。

○

62 香川 岳寛（機H23） × 12/20
TELにて（しばらく鈴鹿工場勤務が続きそうです。関東に戻れば連絡させて頂き
ます）

×

63 山端 誠志郎(機H23） × 12/21 TELにて（会社の仲間と忘年会があり欠席させて下さい） ○

12/24現在最終：14名


