
阪大サイクリング部OB会

関東支部31年の歩み

令和元年10月18日

関東支部長

米田健一



阪大サイクリング部OB会及び同関東支部の
ホームページが、令和元年10月に

リニューアルしました。

「関東支部31周年の歩」を掲載することになり、
支部長が自分の過去と織り交ぜ支部31年の

歩を書き留めます。

ご一読ください。



昭和41(1966)年 阪大サイクリング同好会発足
昭和42(1967)年 阪大基礎工学部化学工学科入学
昭和46(1971)年 阪大基礎工学部化学工学科卒業

三菱重工業（株）広島研究所入社 排煙脱硫研究
昭和61(1986)年 阪大サイクリング部OB会発足及び創部20周年
昭和62(1987)年 三菱重工業(株）横浜研究所 ごみ焼却炉研究
平成63(1988)年 阪大サイクリング部OB会関東支部発足

三菱重工（株）本牧・金沢地区 米田、近藤、土井
平成 9(1997)年 三菱重工業(株）横浜製作所 ごみ焼却炉開発
平成16(2004)年 三菱重工業(株）横浜製作所定年退職

菱日エンジニヤリング（株）環境装置部入社
平成20(2008)年 菱日エンジニヤリング（株）退職

JICAシニアボランティアとしてタイへ派遣
平成22(2010)年 JICAシニアボランティアとしてタイから帰国
平成23(2011)年 東京農工大学 助教、准教授
平成26(2014)年 マレーシア日本国際工科院(MJIIT) 准教授
平成28(2016)年 阪大サイクリング部OB会発足30年記念祝賀会
平成29(2017)年 MJIIT退職、帰国
平成29(2017)年 阪大サイクリング部OB会関東支部30周年記念祝賀会
令和 2(2020)年 阪大サイクリング部OB会関東支部31周年総会(予定）

阪大サイクリング同好会入部（４年間）

三菱重工業（株）

環境装置開発研究
（38年間）

JICA タイ(2年）
東京農工大学(3年）
MJIITマレーシア(3年）

阪大サイクリング部OB会関東支部及び米田健一の歩

川崎市
環境総合研究所
（1年3ヶ月）

赤字は、支部の歩、
黒字は、米田健一の歩



昭和61(1986)年 OB会発足式及び創部20周年記念祝賀会
池田公民館・・・卒業15年後

皆さん、どこに居ますか？探してみてください。現在50歳以上の人は、いるのでは？



昭和61(1986)年 OB会発足式及び創部20周年記念祝賀会
池田公民館・・・卒業後15年、33年前の写真です

OBだけが、集まった写真です。

米
田

近
藤

多
田



それから30年 OB会発足30周年記念祝賀会 2016年・・・3年前

会長交代関東支部長のマレーシア
からのビディオメッセージ

幸田名誉会長会次第



昭和43(1968)年夏 鹿児島大学での西サ連ラリー・・・51年前

鹿大への道（まるで第二次大戦での日本軍の行進） 入場行進

2回生
20歳の時

米田

米田



阪大サイクリング同好会の思い出・・・５０年前

公開サイク 大学での記念撮影(1968年)

伊賀神戸(1969年)

3回生
21歳の時

米田

米田
近藤

米田

多田



2014年版 阪大阪への投稿
マレーシア・日本国際工科院(MJIIT)からのレポート 2014.10.06

昭和42年入学 関東支部長 米田健一

コンドからのツインタワー

エコロジー iKohzaセミナー

MJIITに短期留学中の東京農工大学の学生

2014年8月～2017年8月、3年間MJIIT准教授

米田

職場MJIITの玄関
66歳の時



2015年版 阪大阪への投稿
マレーシア・日本国際工科院からのレポート 2015.11.01

昭和42年入学 関東支部長 米田健一

MJIIT EGT 懇親会

EGT懇親会後の学生との記念撮影

長男和史の伊勢山皇太神宮での結婚式

世界遺産ペナン島ジョージタウン

67歳の時

米田



講座長の自宅に昼食に招かれた

2016年版 阪大阪への投稿
マレーシア・日本国際工科院(MJIIT)からのレポート 2016.10.04

昭和42年入学 関東支部長 米田健一

研究：ごみ処分場での浸出水サンプリング

E-GOLF コンペ

東京大神宮での次男結婚式

68歳の時

米田



2018年1月～2019年3月 川崎市環境総合研究所

タイ 3R INCs 2019で、学生との共同発表

JICA シニアボランティアで一緒に働いた仲間のタイでの歓迎会

3R INCs 2019 タイでの発表

米田



2019年4月～10月 悠々自適の生活

北杜市の妻の家での息子、娘の家族との団欒 ダイビング仲間と伊豆宇佐美でのダイビング

同窓同期との伊豆川奈でのゴルフ
孫とのふれあい



第１回関東支部総会 （1988（昭和63）年10月30日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 62名

阪大サイクリング部OB会関東支部の活動



第１回関東支部総会 （1988（昭和63）年10月30日）
場所 東京 信濃町 日本青年館 出席者 62名



第１回関東支部総会 （1988（昭和63）年10月30日）
場所 東京 信濃町 日本青年館 出席者 62名



第２回関東支部総会 （1989年11月26日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 ？名

第３回関東支部総会 （1990年11月４日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 23名

関東支部サイクリング （1991年４月21日）
場所 第一回東松山森林公園サイクリングコース

（埼玉県東松山）
出席者 23名

26年前



第４回関東支部総会 （1991年11月10日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 30名

関東支部サイクリング （1992年４月19日）
場所 第二回東松山森林公園サイクリングコース（埼玉県東松山）
出席者 10名

第５回関東支部総会 （1992年11月29日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 30？名

関東支部サイクリング （1993年４月18日）
場所 第三回東松山森林公園サイクリングコース（埼玉県東松山）
出席者 ？名

第６回関東支部総会 （1994年３月27日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 19名

懇親会ビアパーティ （1994年９月29日）
場所 東京 新橋 ビアホール ライオン
出席者 12名

24,25年前



第７回関東支部総会【第10回ＯＢ会総会】（1995年11月26日）
場所 東京 信濃町 日本青年館
出席者 33名

参加者 米田（Ｓ42）家族、近藤（Ｓ43）家族、橋本（Ｓ47）家族、宮
崎（Ｓ47）、細川（Ｓ48）、大橋（Ｓ50）塚本（Ｓ51）、岡本（Ｓ52）夫妻、
土井（Ｓ52）、稲村（Ｓ54）家族、長谷川（Ｓ54）家族、冨園（Ｓ56）、山
本雅通（Ｓ56）、重水（Ｓ57）、福田（Ｓ57）、升田（Ｓ57）、横井（Ｓ58）
夫妻、飯山（Ｓ59）、泉（Ｓ59）大場（Ｓ60）、柚木（Ｓ61）、鈴木（Ｓ62）



第７回関東支部総会【第10回ＯＢ会総会】（1995年11月26日）
場所 東京 信濃町 日本青年館

出席者 33名
22年前



参加者 米田（Ｓ42）家族、近藤（Ｓ43）家族、橋本（Ｓ47）家族、宮崎（Ｓ47）、細川（Ｓ48）、大
橋（Ｓ50）塚本（Ｓ51）、岡本（Ｓ52）夫妻、土井（Ｓ52）、稲村（Ｓ54）家族、長谷川（Ｓ54）家族、
冨園（Ｓ56）、山本雅通（Ｓ56）、重水（Ｓ57）、福田（Ｓ57）、升田（Ｓ57）、横井（Ｓ58）夫妻、飯
山（Ｓ59）、泉（Ｓ59）大場（Ｓ60）、柚木（Ｓ61）、鈴木（Ｓ62）

22年前の33名の写真ですが、皆さんどこに誰がいるか、分かりますか？



第８回関東支部総会 （1996年11月307日）
場所 東京 代々木 三菱重工代々木会館
出席者 ？名
参加者 ？（米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）ほか）

関東支部サイクリング （1997年４月20日）
場所 第四回東松山森林公園サイクリングコース（埼玉県東松山）
出席者 35名
参加者 岡本（Ｓ52）夫妻、中島（Ｓ53）家族、小野（Ｓ54）家族、谷岡（Ｓ54）夫妻、長谷川

（Ｓ54）家族、福田（Ｓ57）、桜井（Ｓ57）夫妻、入江（Ｓ62）、鈴木（Ｓ62）夫妻、坂本（Ｓ62）夫妻

第９回関東支部総会 （1998年11月28日）
場所 東京 代々木 三菱重工代々木会館
出席者 19名

参加者 出羽（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中野（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、植
田（Ｓ47）、斉藤（Ｓ47）、田中茂（Ｓ47）、細川（Ｓ48）、塚本（Ｓ51）、稲村（Ｓ54）、江田（Ｓ57）、
福田（Ｓ57）、高橋（Ｓ57）、桜井（Ｓ57）、鎌田（Ｓ58）、横井（Ｓ58）村嶋（Ｈ６）

22年前



第10回関東支部総会 （1999年11月26日）
場所 東京 代々木 三菱重工代々木会館
出席者 15名
参加者 米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中野（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、植田（Ｓ47）、斉藤（Ｓ47）、

篠原（Ｓ47）、田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）、菅村（Ｓ54）、下河原（Ｓ56）、江田
（Ｓ57）、鎌田（Ｓ58）、斉藤（Ｈ４）

関東支部サイクリング （2000年６月４日）
場所 第一回伊豆サイクルスポーツセンター（静岡県修善寺）
出席者 12名
参加者 米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中野（Ｓ43）、細川（Ｓ48）、小野（Ｓ54）家族、長谷川

（Ｓ54）家族、江田（Ｓ57）夫妻

第11回関東支部総会 （2000年11月25日）
場所 東京 参宮橋 新日鉄代々木倶楽部
出席者 11名
参加者 米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、植田（Ｓ47）、細川（Ｓ48）、中島（Ｓ53）、

長谷川（Ｓ54）、江田（Ｓ57）、外川（Ｓ58）、江木（Ｓ61）
柚木（Ｓ61）

関東支部サイクリング （2001年５月27日）
場所 第二回伊豆サイクルスポーツセンター（静岡県修善寺）
出席者 ５名
参加者 米田（Ｓ42）夫妻、近藤（Ｓ43）、中野（Ｓ43）、細川（Ｓ48）、斉藤（Ｈ４）

18,19年前



第12回関東支部総会 （2001年12月２日）
場所 東京 参宮橋 新日鉄代々木倶楽部
出席者 ７名
参加者 米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、細川（Ｓ48）、江田（Ｓ57）、

福田（Ｓ57）

第13回関東支部総会 （2002年11月23日）
場所 東京 参宮橋 新日鉄代々木倶楽部
出席者 12名
参加者 米田（Ｓ42）、多田（Ｓ44）、田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）、

中島（Ｓ53）、金森（Ｓ54）、後藤（Ｓ56）、江田（Ｓ57）、重水（Ｓ57）、外川（Ｓ58）、竹田（Ｓ63）

懇親会【幸田会長を迎えての懇親会】（（2003年3月29日）
場所 東京 参宮橋 新日鉄代々木倶楽部
出席者 ８名
参加者 幸田（Ｓ41）、米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、大関（Ｓ46）、細川（Ｓ48）、江田（Ｓ57）、

江木（Ｓ61）、吉住（Ｈ５）

16年前



第14回関東支部総会 （2003年12月７日）
場所 東京 参宮橋 新日鉄代々木倶楽部
出席者 ６名
参加者 米田（Ｓ42）、田中茂（Ｓ47）、細川（Ｓ48）、江田（Ｓ57）、鎌田（Ｓ58）、外川（Ｓ58）

懇親会【幸田会長の機械学会賞受賞と米田さんの博士号授与のお祝い会】（2004年3月18日）
場所 横浜 中華街 萬珍楼
出席者 ６名
参加者 幸田（Ｓ41）、田中克典（Ｓ41）、田中芳則（Ｓ41）、出羽（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、服

部（Ｓ43）、池島（Ｓ57）

第15回関東支部総会【幸田会長を迎えての懇親会】（2005年3月18日）
場所 横浜 中華街 華正楼
出席者 ６名
参加者 幸田（Ｓ41）、岩野（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、服部（Ｓ43）

第16回関東支部総会【幸田会長を迎えての懇親会】（2006年3月17日）
場所 東京 新橋 美々卯
出席者 ８名
参加者 幸田（Ｓ41）、出羽（Ｓ42）、岩野（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、味岡（Ｓ43）、近藤（Ｓ43）、

中尾（Ｓ45）

第17回関東支部総会【第20回ＯＢ会総会】（2006年11月11日）
場所 東京 八重洲口 富士屋ホテル
出席者 80名
参加者 幸田（Ｓ41）、米田（Ｓ42）ほか

13年前



懇親会【幸田会長を迎えての懇親会】（2007年3月22日）
場所 横浜 大田 太田なわのれん
出席者 幸田（Ｓ41），田中克典（Ｓ41）、服部（Ｓ43）、近藤（Ｓ43）、田中茂（Ｓ47）、

坂井（Ｓ48）

懇親会【幸田会長を迎えての懇親会】（2008年3月19日）
場所 横浜 中華街 明蘭餐庁
出席者 幸田（Ｓ41），岩野（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、服部（Ｓ43）、

近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、坂井（Ｓ48）

懇親会【米田さん帰朝歓迎会（タイから帰国）】（2010年12月28日）
場所 東京 新橋 美々卯
出席者 田中克典（Ｓ41）、田中芳則（Ｓ41）、出羽（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、

渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）

懇親会 （2011年12月13日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、

細川（Ｓ48）、山田（Ｓ58）

懇親会【米田さん宅で避暑バーベキュー大会】（2012年8月25－26日）
場所 山梨県 北杜市 長坂
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、細川（Ｓ48）

7～12年前



懇親会【中尾さん歓迎会（札幌から東京へ転勤）】（2013年8月30日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 米田（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）

懇親会【ＯＢ会幹事長、副幹事長を迎えて）】（2013年12月18日）
場所 東京 新橋 美々卯
出席者 田中芳則（Ｓ41）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、

田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ47）、入船（Ｈ13）、村瀬（Ｈ13）

懇親会【米田さんマレーシアへの歓送会】（2014年5月8日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 出羽（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、

田中茂（Ｓ47）、宮崎（Ｓ47），坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ47）、

懇親会【マレーシアの米田さんとＳｋｙｐｅでテレビ通話】（2014年12月10日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、

村瀬（Ｈ13）、村瀬副幹事長から、ＯＢ会５０周年祝賀会のＰＲ
当日にマレーシアの米田さんとのテレビ会話を検討

懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会】（2015年5月29日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、田中茂（Ｓ47）、

坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）、村瀬（Ｈ13）

4～6年前



懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会】（2015年7月22日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、

田中茂（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）【途中参加】、細川（Ｓ48）、

懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会】（2016年1月22日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、

田中茂（Ｓ47）、宮崎（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）、村瀬（Ｈ13）
ＯＢ会５０周年祝賀会での関東支部報告、３０年祝賀会提案
および米田さんとのテレビ会話の具体案検討

懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会】（2016年7月13日）
場所 東京 銀座 がんこ
出席者 出羽（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、

中尾（Ｓ45）、田中茂（Ｓ47）、宮崎（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）、
6月25日のＯＢ会50周年祝賀会報告
関東支部30年祝賀会開催日（8月26日、19日予備日）、開催要領検討

懇親会【関東支部30年祝賀会開催場所下見】（2016年9月3日）
場所 東京 赤坂 シェ･ミカワ
出席者 渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、宮崎（Ｓ47）

3～4年前

重要



懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会兼関東支部30年祝賀会第一回前夜祭】
（2017年2月3日） 場所 東京 赤坂 シェ･ミカワ
出席者 出羽（Ｓ42）、米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、

植田（Ｓ47）田中茂（Ｓ47）、宮崎（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）、石田（Ｓ55）、
村瀬（Ｈ13）、小島（Ｈ18）

小島ＯＢ会新幹事長を迎えて、関東支部30年祝賀会開催要領検討

懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会兼関東支部30年祝賀会第二回前夜祭】
（2017年7月7日） 場所 東京 赤坂 シェ･ミカワ
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、多田（Ｓ44）、中尾（Ｓ45）、植田（Ｓ47）、

宮崎（Ｓ47）、坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）
関東支部30年祝賀会準備事項確認

懇親会【マレーシアから米田さんの一時帰国歓迎会兼関東支部30年祝賀会第三回前夜祭】
（2017年8月18日）場所 東京 赤坂 シェ･ミカワ
出席者 米田（Ｓ42）、渡辺（Ｓ42）、近藤（Ｓ43）、中尾（Ｓ45）、田中茂（Ｓ47）、宮崎（Ｓ47）、

坂井（Ｓ48）、細川（Ｓ48）
関東支部30年祝賀会式次第、役割分担および準備事項確認

関東支部30年祝賀会【第30回関東支部総会】（2017年8月26日）
場所 東京 赤坂 シェ･ミカワ
出席者 小島幹事長（Ｈ18）、東副幹事長（Ｈ20）、入船前幹事長（Ｈ13）、

村瀬前副幹事長（Ｈ13）、米田支部長（Ｓ42）、ほか家族出席含め合計37名予定

2年前



第一回前夜祭 2017 Feb 3 シェ・ミカワ

2017年の懇親会



1969年秋金沢城前で・・・・50年前 3回生

まとめ 2012年版 阪大阪投稿
阪大サイクリング部の活動と東京農工大学での活動の共通点 2012年11月3日

昭和42年入学 関東支部長 米田健一

2012年東京農工大学生とのフアヒン処分
場での土壌サンプリング・・・7年前

タイREO8の職員と東京農工大学学生 1968年夏瀬戸内海ツアーでのフェリー
・・・51年前 2回生

2012年 1969年

1968年2012年

阪大サイクリング部で培われた十分な計画の基、ツアーに出て、
”ファイト1発ガンバル”の精神がその後今日まで続いている！



阪大サイクリング部で培われた、十分計画して、
ツアーに出たら”ファイト一発ガンバルぞ”の精神が

その後今日まで続いていると、思います。

ご精読ありがとうございました。

令和元年10月20日
関東支部長米田健一

支部長の話はこれで終わります。

今年71歳になりましたが、サイクリング部で培った「ファイト
一発」の精神を忘れないように努力したいと思っています。


