
 

更新履歴 
（平成１６年８⽉３１⽇年〜平成３１年 ３⽉ ２８⽇） 

 
  ★平成３１年 ３⽉ ２８⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
 ★平成３１年  ３⽉   ７⽇ ︓ 理事会、本部⾏事、更新履歴を更新 
 
  ★平成３１年 ２⽉ ２８⽇ ︓ 事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３１年  ２⽉   ７⽇ ︓ 理事会、更新履歴を更新 
 
 ★平成３１年 １⽉ ３１⽇ ︓ 事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年１２⽉ ２６⽇ ︓ ⽀部役員、更新履歴を更新 
 
 ★平成３０年１２⽉ １３⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年１１⽉ ２９⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年１１⽉ ９⽇ ︓ 地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年１１⽉ １⽇ ︓ 地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年１０⽉１８⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、クラス会情報、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年１０⽉１１⽇ ︓ 本部⾏事、更新履歴を更新 
 
 ★平成３０年 ９⽉２７⽇ ︓ 理事会、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ９⽉２０⽇ ︓ 事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ８⽉３０⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ８⽉ ２⽇ ︓ 地域⽀部、更新履歴を更新 
   
  ★平成３０年 ７⽉２６⽇ ︓ 同窓会報４９号、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ７⽉１９⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ７⽉ ５⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新 
  
 ★平成３０年 ６⽉２７⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、⽀部⾏事、更新履歴を更新 
 



  ★平成３０年 ６⽉１４⽇ ︓ 総会、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ６⽉ ６⽇ ︓ 事業・予算、⽀部役員、「七彩」６号、更新履歴を更新 
 
 ★平成３０年 ５⽉３０⽇ ︓ ⽀部⾏事、更新履歴を更新 
 
 ★平成３０年 ５⽉２４⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、、歴代役員、本部役員、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ４⽉２５⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ３⽉２２⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
 ★平成３０年 ３⽉ ７⽇ ︓ 本部⾏事、更新履歴を更新 
 
 ★平成３０年 ３⽉ １⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、地域⽀部、学年幹事、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ２⽉１５⽇ ︓ 本部役員、⽀部役員更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 ２⽉ ８⽇ ︓ 本部⾏事、更新履歴を更新 
 
  ★平成３０年 １⽉１８⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年１２⽉１４⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、⽀部⾏事 更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年１１⽉３０⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、地域⽀部 更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年１０⽉１９⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年１０⽉１２⽇ ︓ 本部⾏事、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年 ９⽉２７⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年 ９⽉２１⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年 ９⽉ ６⽇ ︓ 平成２９年度定時総会報告を更新 
 
  ★平成２９年 ８⽉２４⽇ ︓ 事業/予算、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年 ８⽉２３⽇ ︓ 会報「七彩」５号、会報４８号、更新履歴を更新 
 
 ★平成２９年 ７⽉１４⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年 ７⽉ ６⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 



  ★平成２９年 ６⽉２９⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新  
 
 ★平成２９年 ６⽉２２⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、部活動ＯＢ会（野球）更新履歴を更新 
 
 ★平成２９年 ４⽉ ６⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２９年 ３⽉１７⽇ ︓ 学年幹事、更新履歴を更新 
 
 ★平成２９年 ３⽉ ７⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
 ★平成２９年 １⽉２６⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年１２⽉１３⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年１２⽉ ６⽇ ︓ 地域⽀部、クラス会情報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年１２⽉ ２⽇ ︓ 地域⽀部、クラス会情報更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年１１⽉２１⽇ ︓ 事務局、更新履歴を更新、クラス会情報修正 
 
  ★平成２８年１１⽉１７⽇ ︓ 理事会、地域⽀部、クラス会情報更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年１０⽉２１⽇ ︓ 理事会、クラス会情報更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年１０⽉１７⽇ ︓ 事務局、お知らせ更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年１０⽉１４⽇ ︓ 本部⾏事、同窓⽣の動向、更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年 ９⽉３０⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新  
 
  ★平成２８年 ９⽉２６⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ９⽉１５⽇ ︓ クラス会情報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ９⽉１５⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新  
 
  ★平成２８年 ９⽉ ９⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年 ９⽉ ５⽇ ︓ クラス会情報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ９⽉ ５⽇ ︓ ⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ８⽉３１⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 



 ★平成２８年 ８⽉２２⽇ ︓ 事務局（ＨＰ運営委員会）、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ８⽉  ４⽇ ︓ ⽀部役員、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ８⽉  ４⽇ ︓ ⽀部⾏事、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉２９⽇ ︓ クラス会情報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉２５⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉１９⽇ ︓ ⽀部⾏事、企業⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉  ７⽇ ︓ 同窓会報４７号、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉  ７⽇ ︓ 総会、⽀部役員、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉  ５⽇ ︓ 光⽀部総会、、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ７⽉  ５⽇ ︓ 理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ６⽉２８⽇︓⽀部⾏事、地域⽀部、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ６⽉２２⽇︓歴代役員、本部役員、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ６⽉ 21 ⽇︓C４０クラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ６⽉６⽇︓総会、本部役員更新履歴を更新 
 
 ★平成２８年 ６⽉３⽇︓委員会分担表、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ６⽉３⽇︓理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ４⽉７⽇︓M２７会クラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ３⽉２５⽇︓柳井⽀部総会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ３⽉２４⽇︓下松市役所⽀部総会、岡⼭地域懇談会、関⻄⽀部懇談会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 ３⽉７⽇︓理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２８年 １⽉０７⽇︓同窓⽣の動静、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １２⽉１６⽇︓広島⽀部総会、更新履歴を更新 
 



  ★平成２７年 １２⽉１４⽇︓理事会、事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １２⽉０９⽇︓⼤島⽀部総会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １２⽉０９⽇︓E３８クラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １２⽉０９⽇︓東京⽀部・岩国⽀部総会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １２⽉０２⽇︓東海⽀部総会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １１⽉２０⽇︓C３９クラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １１⽉１０⽇︓現在の名⼯、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １１⽉４⽇︓秋の叙勲、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉２６⽇︓事務局⽇報、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉２１⽇︓理事会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉２０⽇︓⺟校情報（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ世界⼤会Ｕ－１９）、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉１５⽇︓M３３クラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉１４⽇︓M２３クラス会、更新履歴を更新 
 
 ★平成２７年  １０⽉１４⽇︓活動の紹介（本部︓⼊会式、）更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉８⽇︓本部⾏事ゴルフ更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 １０⽉６⽇︓Ｍ２７クラス会更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 ９⽉１８⽇︓ブログのアドレス（野末育利⽒）更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 ９⽉４⽇︓地域⽀部（防府⽀部総会ｈ２７，８．２１）更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 ９⽉３⽇︓地域⽀部（熊⽑⽀部総会ｈ２７，６．２０）更新履歴を更新  
 
  ★平成２７年 ８⽉２１⽇︓M３４クラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 ８⽉１９⽇︓E４９ミニクラス会、更新履歴を更新 
 
  ★平成２７年 ７⽉１９⽇︓S３８卒業⽣陸上部有志会、更新履歴を更新 
 



  ★平成２７年 ６⽉１２⽇︓春の叙勲、更新履歴を更新 
 
  ★平成２６年 １２⽉１２⽇︓秋の叙勲、厚⽣労働⼤⾂賞、県功労賞、市功労賞、 更新履歴を更新 
 
  ★平成２６年 １１⽉１０⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新 
 
  ★平成２６年 ９⽉３０⽇︓登⼭部ＯＢ会 更新履歴を更新 
 
  ★平成２６年 ９⽉２２⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新 
 
 ★平成２６年 ８⽉２７⽇︓同窓会報４５号、「七彩」３号 更新履歴を更新 
 
 ★平成２６年 ８⽉５⽇︓ＯＢ求⼈情報 更新履歴を更新 
 
  ★平成２６年 ６⽉２３⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２６年 ４⽉２１⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２６年 ４⽉７⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２６年 ３⽉１０⽇︓理事会、事務局⽇報を更新  
 
  ★平成２６年 ３⽉３⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２６年 ２⽉７⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 １１⽉１１⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 １１⽉ ７⽇同窓⽣の動静を更新 
 
  ★平成２５年 １０⽉１７⽇︓本部⾏事ゴルフ、⽼匠位認定者 更新履歴を更新 
 
  ★平成２５年 ９⽉ ２⽇︓理事会、事務局⽇報 平成 25 年度定時総会議決事項 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 ８⽉２０⽇︓S47 還暦同窓会 更新履歴を更新 
 
  ★平成２５年 ８⽉ ７⽇︓⺟校情報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 ７⽉２４⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 ７⽉１０⽇︓同窓会報４４号、七彩創刊号 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 ７⽉ ４⽇︓事務局⽇報 更新履歴を更新  
 



 ★平成２５年 ６⽉２８⽇︓⽇⽯ＯＢ⽀部総会 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 ６⽉２１⽇︓下松⽀部総会 更新履歴を更新  
 
  ★平成２５年 ６⽉１９⽇︓野球部ＯＢ会 更新履歴を更新 
 
  ★平成２５年 ６⽉１３⽇︓「栄光の碑」除幕式 更新履歴を更新 
 
  ★平成２５年 ４⽉２５⽇︓理事会 更新履歴を更新  
 
 ★平成２５年 ４⽉１８⽇︓同窓⽣の動静を更新 
 
  ★平成２４年１２⽉２９⽇︓M４５クラス会情報 更新履歴を更新 
 
  ★平成２４年１２⽉ ７⽇︓個⼈情報規定等の情報 更新履歴を更新 
 
  ★平成２４年１２⽉ ６⽇︓東京・岩国・⼤島各⽀部総会・組織の概要情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１1 ⽉２６⽇︓部活動 OB 会ハンドボール情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１1 ⽉２２⽇︓組織の概要の⽀部懇談会（⽀部拡⼤役員会）情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１1 ⽉２０⽇︓広島⽀部情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１1 ⽉ ８⽇︓M２７クラス会情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１1 ⽉ ６⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１１⽉ １⽇︓総会報告、「会報」・・・４３号記載 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉３０⽇︓同窓会報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉２９⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉２６⽇︓周防⼤島⽀部情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉２２⽇︓C２６クラス会情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉２２⽇︓M２７クラス会情報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉１５⽇︓理事会、事務局⽇報 更新履歴を更新 
 
   ★平成２４年１０⽉  ２⽇︓学年幹事情報 更新履歴を更新 
 



 ★平成２４年１０⽉ １⽇︓E４９クラス会情報 更新履歴を更新 
 
★平成２４年 ９⽉２８⽇︓定款（⼀般社団法⼈下松⼯業会）、平成２４年度第１回理事会  更新履歴を更新 
 
 ★平成２４年 ９⽉２４⽇︓本部役員、⽀部役員 更新履歴を更新 
  
 ★平成２４年 ３⽉１３⽇︓Ｅ５５クラス会 更新履歴を更新 
  
 ★平成２４年 ２⽉１７⽇︓理事会、理事会⽇報 更新履歴を更新 
 
 ★平成２３年１０⽉３１⽇︓第２７回光⽀部総会 更新履歴を更新   
 
★平成２３年１０⽉１１⽇︓第６回理事会、事務局⽇報を更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ８⽉２９⽇︓同窓⽣の動静を更新 
 
★平成２３年 ８⽉２４⽇︓第４回・第５回理事会 事務局⽇報 更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ７⽉２１⽇︓⺟校情報 下松⼯ 対 周防⼤島 更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ７⽉２０⽇︓同窓会報４２号を掲載 更新履歴を更新   
 
★平成２３年 ７⽉１７⽇︓⺟校情報 下松⼯ 対 佐波高校 更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ７⽉１６⽇︓野球部ＯＢ会 更新履歴を更新 
  
★平成２３年 ７⽉１１⽇︓第３回理事会、事務局⽇報、下松⽀部総会、Ｅ６３年卒業⽣へ同窓会のお知らせ 更新  

履歴を更新 
   
★平成２３年 ６⽉１６⽇︓周南⽀部第６回総会 更新履歴を更新  
 
★平成２３年 ６⽉１３⽇︓平成２３年度第２回理事会、⽇報 更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ６⽉１０⽇︓クラス会Ｍ３４更新履歴を更新  
 
★平成２３年 ６⽉ ９⽇︓クラス会Ｍ４８更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ５⽉２５⽇︓下⼯ BNW 更新履歴を更新  
 
★平成２３年 ４⽉ ９⽇︓⺟校情報（⼊会式） 本部⾏事（ボーリング⼤会）更新履歴を更新 
 
★平成２３年 ３⽉３０⽇︓第１２回理事会、事務局⽇報を更新 
 
★平成２３年 ３⽉２１⽇︓第１１回理事会、事務局⽇報を更新 



 
★平成２３年 ２⽉ ６⽇︓第４１回総会会報を更新 
 
★平成２３年 ２⽉ ２⽇︓理事会の様⼦、写真を更新 
 
★平成２３年 １⽉２１⽇︓理事会、事務局、地域⽀部（東京、⼤島）、更新履歴を更新 
 
★平成２２年１２⽉２９⽇︓理事会、事務局、クラス会情報、⺟校情報、更新履歴を更新 
 
★平成２２年１１⽉２７⽇︓同窓⽣の動静、更新履歴を更新  
 
★平成２２年１１⽉２５⽇︓理事会、事務局更新履歴を更新 
 
★平成２２年１１⽉２０⽇︓⺟校情報（下⼯祭）を更新履歴を更新  
 
★平成２２年１１⽉１２⽇︓周南⽀部総会を更新履歴を更新 
 
★平成２２年１０⽉３０⽇︓同窓⽣の動静、更新履歴を更新 
 
★平成２２年１０⽉２９⽇︓理事会、事務局、更新履歴を更新 
 
★平成２２年１０⽉１６⽇︓第２回広島⽀部総会、更新履歴を更新 
 
★平成２２年１０⽉２０⽇︓第１９回七彩会ゴルフ⼤会成績表を更新  
 
★平成２２年１０⽉０６⽇︓本部⾏事（第１９回七彩会ゴルフ⼤会）更新履歴を更新 
 
★平成２２年０９⽉２９⽇︓事務局⽇誌、理事会、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０９⽉１０⽇︓⺟校情報、体育⼤会、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０９⽉０３⽇︓⺟校情報、いかだレース１、いかだレース２、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０８⽉２９⽇︓事務局⽇誌、理事会、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０８⽉２５⽇︓緊急情報（名刺広告について）更新履歴を更新 
  
★平成２２年０８⽉２０⽇︓地域⽀部（光⽀部総会、熊⽑⽀部総会）、企業⽀部（⽇⽴ビヤパーティー）更新履歴を   

更新 
 
★平成２２年０８⽉１６⽇︓Ｍ４２同窓会、下松⼯業会館、動画更新  
 
★平成２２年０７⽉２９⽇︓事務局⽇報、第４回理事会、⺟校情報 （戦績表）更新履歴を更新  
 



★平成２２年０７⽉２８⽇︓弁慶号⺟校、弁慶号阿下喜、第４回理事会、きつねの嫁⼊り、動画をアップ 
 
★平成２２年０７⽉２６⽇︓クラス会情報（Ｃ３４古希同期会ＩＮ箱根）、総会ＰＤＦ、更新履歴を更新 
  
★平成２２年０７⽉２２⽇︓⺟校情報（ベスト８へ向けて）、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０７⽉１７⽇︓⺟校情報（⼊場⾏進、初戦突破）、更新履歴更新 
 
 ★平成２２年０７⽉０９⽇︓総会、企業ＯＢ⽀部、同窓⽣の動静、記念講演、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０７⽉０５⽇︓Ｍ３４ 同窓会、歴代役員、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０６⽉３０⽇︓Ｃ３５  ５０年ぶりの⺟校訪問（動画）掲載を更新 
 
★平成２２年０６⽉２９⽇︓理事会、事務局⽇誌、専門委員会、⼯業会総会（写真のみ）更新履歴を更新 
 
★平成２２年０６⽉２８⽇︓本部役員、⽀部役員更新履歴を更新 
 
★平成２２年０６⽉２５⽇︓企業⽀部（⽇⽴笠⼾⽀部総会）、地域⽀部（下松⽀部総会）、更新履歴を更新 
 
★平成２２年０６⽉２１⽇︓サーバー移設実施、３００ＭＢ〜１０ＧＢ 
 
★平成２２年０６⽉１８⽇︓クラス会情報（Ｃ３５）、部活動ＯＢ会（野球部）、更新履歴を更新 

★平成２２年０３⽉１２⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 

★平成２２年０３⽉０４⽇︓活動の紹介（本部︓⼊会式、ボーリング⼤会）、理事会、事務局⽇誌、組織（本部役
員、⽀部役員、学年幹事）、更新履歴を更新 

★平成２２年０２⽉１０⽇︓活動の紹介（本部︓⿇雀⼤会）、更新履歴を更新 

★平成２２年０１⽉２０⽇︓動静（永松伸幸⽒）、⽀部⾏事（岩国⽀部総会）、理事会、事務局⽇誌、更新履歴を
更新 

★平成２１年１２⽉２７⽇︓⽀部⾏事（東海⽀部総会）、「ふるさと情報」・・・市ニュース、更新履歴を更新 

★平成２１年１２⽉１６⽇︓動静（⻫藤洋⼀⽒）、⽀部⾏事（周防⼤島⽀部総会）、更新履歴を更新 

★平成２１年１２⽉１１⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 

★平成２１年１２⽉０８⽇︓東京⽀部応援歌を掲載、更新履歴を更新 

★平成２１年１２⽉０４⽇︓動静（浅本正孝⽒、清⽊利彦⽒）、⽀部⾏事（東京⽀部総会）、更新履歴を更新 

★平成２１年１１⽉１９⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 



★平成２１年１１⽉１０⽇︓活動の紹介︓周南⽀部（総会）、広島⽀部（設⽴総会）掲載、更新履歴を更新 

★平成２１年１１⽉０６⽇︓クラス会情報（M35)、更新履歴を更新 

★平成２１年１０⽉２８⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 

★平成２１年１０⽉１５⽇︓活動の紹介（本部︓ゴルフ⼤会）、クラス会情報（C39）、動静（県川柳⼤会︓利⻑貞
男⽒他）、⺟校体育⼤会掲載、更新履歴を更新 

★平成２１年９⽉２０⽇︓活動の紹介︓下松⽀部（名⽉鑑賞会）掲載、更新履歴を更新 

★平成２１年９⽉１６⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 

★平成２１年９⽉０５⽇︓クラス会情報（M14)、更新履歴を更新 

★平成２１年８⽉２５⽇︓BNW(公開情報)、更新履歴を更新 

★平成２１年８⽉２０⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 

★平成２１年７⽉２２⽇︓理事会、事務局⽇誌、更新履歴を更新 

★平成２１年７⽉１７⽇︓「同窓⽣の動静」（宝迫⼀郎⽒、⼩⻄守⽒、林芙美夫⽒）、更新履歴、更新 

★平成２１年７⽉８⽇︓下松⼯業会報（第４０号）、クラス会情報（C34）、更新履歴、更新 

★平成２１年６⽉２５⽇︓総会、⽀部⾏事（下松⽀部⽀部総会）、理事会、事務局⽇誌、クラス会情報（M34）、野
球部 OB 会、更新履歴、更新 

★平成２１年５⽉２０⽇︓⽀部⾏事（⽇⽴笠⼾⽀部総会、東洋鋼鈑⽀部総会、㈱トクヤマ⽀部総会）、理事会、事
務局⽇誌、クラス会情報、下⼯弁慶号下津井貸出︓児島駅写真掲載、更新履歴更新 

★平成２１年４⽉１５⽇︓川柳、下松⽀部（花⾒）、理事会、事務局⽇誌、専門委員会、更新履歴更新 

★平成２１年４⽉１⽇︓全⾯リニューアル 

★平成２１年３⽉１１⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 
                「本部・⽀部⾏事報告」・・・⼊会式、ゴルフ⼤会、柳井⽀部総会掲載 

★平成２１年３⽉７⽇︓「⾏事報告」（親睦ボーリン⼤会）を更新」 

★平成２１年２⽉２５⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新、 「本部・⽀部⾏事報告」・・・東京⽀部総会掲 
                「クラス会情報」・・・Ｃ３８クラス会（報文）掲載 

★平成２１年２⽉１０⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・（親睦マージャン⼤会）更新 

★平成２１年１⽉２８⽇︓「事務局」・・・お知らせ（再び振り込め詐欺）、更新履歴を更新 

★平成２１年１⽉２３⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 



★平成２０年１２⽉３０⽇︓「ふるさと情報」・・・市ニュースを更新、 「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 

★平成２０年１２⽉１２⽇︓「組織の概要」・・・⺟校沿⾰、⺟校歴代校⻑を更新、 「クラス会情報」・・・Ｅ４９クラス会
（兼ゴルフ⼤会）掲載 

★平成２０年１２⽉６⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・⽀部⾏事（周防⼤島⽀部総会）掲載、 「クラス会情報」・・・関
東地区 M３５ミニクラス会、Ｃ３８クラス会掲載、「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 

★平成２０年１０⽉２９⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・周南⽀部総会、学年幹事懇親会掲載、「在校⽣」・・・体育祭 
                 「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 

★平成２０年１０⽉２２⽇︓「お知らせ」・・・東京⽀部総会案内掲載 

★平成２０年１０⽉１７⽇︓「お知らせ」・・・ホームページ開設振り込め詐欺掲載 

★平成２０年１０⽉１６⽇︓「クラス会情報」・・・MCE47（機械科、⼯業化学科、電気科合同）クラス会掲載 

★平成２０年１０⽉２⽇︓「クラス会情報」・・・M32 クラス会掲載 

★平成２０年９⽉２５⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・下松⽀部（名⽉鑑賞会）掲載、「事務局」・・・会務報告、更新
履歴を更新 

★平成２０年９⽉１２⽇︓「会報」・・・№３９号掲載、「在校⽣」・・・定時制通信、第５５回全国高等学校定時制通信
制軟式野球⼤会、マリンイカダレース掲載、「動静」・・・⽥中秀夫⽒（Ｍ３３）掲載、更新履歴を更新 

★平成２０年８⽉３０⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 

★平成２０年７⽉２⽇︓「作品紹介︓川柳」・・・仙楽、無双、碧⾈、亜双各⽒の作品を追加掲載、「事務局」・・・更新履
歴を更新 

★平成２０年６⽉２５⽇︓「部活動ＯＢ会」・・・野球部ＯＢ会更新、「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 

★平成２０年６⽉１６⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・下松⽀部（総会）掲載、 「事務局」・・・更新履歴を更新 

★平成２０年５⽉２８⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・平成２０年度定時総会（事業･予算）、（記念講演）掲載、 
     「事務局」・・・更新履歴を更新 

★平成２０年５⽉２５⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・平成２０年度定時総会写真掲載、「事務局」・・・更新履歴を更
新 

★平成２０年５⽉２３⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 
     「下⼯ＢＮＷ︓公開情報・・・求⼈情報」掲載、「下⼯ＢＮＷ︓会員登録２名追加掲載」 
★平成２０年４⽉２０⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 
     「作品紹介︓川柳」に、仙楽（⼩⻄ 守⽒︓Ｃ２０）、無双（利⻑貞男⽒︓Ｃ３５）の作品を  追加掲載、  

同川柳に礒部碧⾈（礒部征夫⽒︓Ｃ３６）、⼩林亜双（⼩林孝⼆⽒︓Ｃ４０）の作品を新規掲載 
 



★平成２０年３⽉１０⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新、「⾏事報告」（⼊会式、親睦ボーリン⼤会）を更
新、 「作品紹介︓川柳」に無双（利⻑貞男⽒︓Ｃ３５）を追加掲載 

★平成２０年２⽉５⽇︓「⾏事報告」（親睦マージャン⼤会）、「組織の概要」（⺟校沿⾰）を更新 

★平成２０年１⽉２４⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新、「作品紹介︓川柳」に無双（利⻑貞男⽒︓Ｃ３
５）を追加掲載 

★平成２０年１⽉６⽇︓「ふるさと情報」・・・市ニュース更新 

★平成１９年１２⽉２１⽇︓「会員のホームページ紹介」・・・垰輝男⽒、垰達也⽒、垰謙⼆⽒掲載、 「バナー広告」・・・
㈱たお商店掲載、「下⼯ＢＮＷ」・・・（会員登録︓１名・専⽤ホルダー）を追加掲載 

★平成１９年１２⽉１８⽇︓「クラス会情報」・・・Ｃ２０クラス会掲載、 「本部･⽀部⾏事報告」・・・⽀部⾏事（周防⼤
島⽀部総会）掲載、 「下⼯弁慶号」・・・最新情報（⾛る勇姿みられない︖）を掲載 

★平成１９年１２⽉５⽇︓「クラス会情報」・・・M23 クラス会掲載、「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新 

★平成１９年１１⽉２１⽇︓「本部･⽀部⾏事報告」・・・下⼯祭、H19 年度七彩会ゴルフ⼤会掲載、「事務局」・・・会務
報告、更新履歴を更新、「下⼯ＢＮＷ」・・・（会員登録︓１名・専⽤ホルダー）を追加掲載 

★平成１９年１１⽉５⽇︓「クラス会情報」・・・C32、C39 クラス会掲載、 「下⼯ＢＮＷ」・・・（会員登録︓１名・専⽤
ホルダー）を追加掲載 

★平成１９年１１⽉３⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新、「本部･⽀部⾏事報告」・・・⽀部⾏事（周南⽀部
総会）、その他（第１回学年幹事会懇親会を更新、「下⼯ＢＮＷ」・・・（会員登録︓５名・専⽤ホルダー）を掲載 

★平成１９年１０⽉１８⽇︓「下⼯ＢＮＷ」（様式変更）、「下⼯弁慶号」（１００歳を祝う会）を更新 
    「会員のホームページ」（C34︓野末育利⽒）を追加掲載 

★平成１９年９⽉２７⽇︓「事務局」・・・会務報告、更新履歴を更新、「下⼯弁慶号」・・・最新情報（市役所展⽰格納
庫に帰着）を更新、「クラス会情報」・・・（ＭＨ９、ＥＨ１８追加）を更新、 「本部･⽀部⾏事報告」・・・⽀部⾏事
を更新 

★平成１９年９⽉２２⽇︓「会員の動静」・・・（宮本照夫⽒）を更新 

★平成１９年８⽉２９⽇︓「下⼯ＢＮＷ」・・・（公開情報）を更新 

★平成１９年８⽉２０⽇︓「クラス会情報」・・・（Ｃ５０掲載）を更新 

★平成１９年８⽉９⽇︓「下⼯ビジネスネットワーク（ＢＮＷ）」のページ新設 

★平成１９年７⽉２５⽇︓「事務局」・・・会務報告、「会員の動静」を更新 

★平成１９年７⽉１２⽇︓「本部・⽀部⾏事報告」・・・平成１９年度定時総会、「動静」を更新、 「下⼯ビジネスネットワ
ーク（ＢＮＷ）」バナー設置、 「下松⼯業会館」・・・イタリア食堂「ソリッゾ」掲載、 「サイトマップ」更新 



★平成１９年６⽉２７⽇︓定期更新 
            「組織の概要」・・・会員数、学年幹事、本部役員、⽀部役員を更新 
            「本部･⽀部⾏事報告」・・・⽀部⾏事を更新 
            「事務局」・・・お知らせ、会務報告、更新履歴を更新 
            「下松⼯業会報」・・・№３８号掲載（№３６号削除） 
            「会員の動静」・・・更新 
            「在校⽣」・・・下⼯弁慶号の採寸（⽇刊「新周南」記事より）を掲載 
            「下⼯弁慶号」・・・最新情報更新 
            「アンケート」欄削除 

★平成１９年４⽉１８⽇︓「事務局」…会務報告、「会員の動静」を更新しました 

★平成１９年４⽉４⽇︓「下⼯弁慶号」（貸し出し期間満了）を更新しました 

★平成１９年３⽉１６⽇︓「組織の概要」（学年幹事）、「事務局」…会務報告、更新履歴、、 「⾏事報告」…ボーリン
グ⼤会、新⼊会員⼊会式、、⽀部⾏事（周南⽀部発⾜総会、柳井⽀部総会）を更新、追加しました 

★平成１９年２⽉２４⽇︓「事務局」…会務報告を更新しました 

★平成１９年２⽉１９⽇︓「⾏事報告」（マージャン⼤会）を更新しました 

★平成１９年１⽉２４⽇︓「事務局」…お知らせ、会務報告を更新しました 

★平成１９年１⽉８⽇︓「作品紹介︓川柳」に無双（利⻑貞男⽒︓Ｃ３５）を追加掲載、「ふるさと情報︓市ニュース」
を更新しました 

★平成１８年１２⽉１４⽇︓「在校⽣からの発信（⼸道）」、、「⾏事報告」…下松散歩原画展、⽀部⾏事（周南⽀部
設⽴総会、、周防⼤島⽀部総会）を更新しました 

★平成１８年１２⽉４⽇︓「下松⼯業会アンケート集約結果」を掲載しました 

★平成１８年１１⽉２３⽇︓「事務局」…会務報告を更新しました 

★平成１８年１１⽉１８⽇︓「事務局」…お知らせ、会務報告、「会員の動静」を更新しました 

★平成１８年１０⽉２７⽇︓「事務局」…お知らせ、会務報告、「⾏事報告」…⽀部⾏事（東海⽀部総会）、ゴルフ⼤
会、 「会員の動静」を更新しました 

★平成１８年１０⽉１⽇︓「会務報告」、「⾏事報告︓総会アンケート結果」、「クラス会開催情報」を更新しました 

★平成１８年９⽉２２⽇︓「会員の動静」、「会員のホームページ」、「⽀部⾏事報告」を更新しました 

★平成１８年９⽉５⽇︓「在校⽣からの発信（H18 年・体育⼤会）」」を更新しました 

★平成１８年９⽉１⽇︓「会員の動静」」を更新しました 

★平成１８年８⽉１⽇︓「第１５回七彩会ゴルフ⼤会のご案内」を掲載しました 



★平成１８年８⽉１⽇︓「本部･⽀部⾏事報告」、「事務局」・・・お知らせ、会務報告、「会員の動静」を更新しました 

★平成１８年７⽉１⽇︓定期更新 
            「組織の概要」・・・会員数、歴代役員、学年幹事、本部役員、⽀部を更新 
            「本部･⽀部⾏事報告」・・・総会、⽀部⾏事を更新 
            「事務局」・・・お知らせ、会務報告、更新履歴を更新 
            「下松⼯業会報」・・・№３７号掲載（№３５号削除） 
            「会員の動静」・・・更新 
            「部活動ＯＢ会」・・・野球部ＯＢ会更新 
            「同窓⽣の作品紹介」・・・川柳、短歌、俳句更新 
            「ふるさと情報」・・・⺟校の思い出、変わる下松を更新 

★平成１８年５⽉２８⽇︓トップページ、構成、様式を全⾯更新しました 

★平成１８年５⽉２２⽇︓「事務局」お知らせを更新しました 

★平成１８年３⽉２２⽇︓「ハンドボール部 OB 会」を掲載しました 

★平成１８年３⽉１６⽇︓「新⼊会員⼊会式」を掲載、「事務局」を更新しました 

★平成１８年３⽉１５⽇︓「本部・親睦ボーリング⼤会報告」を掲載、「下⼯弁慶号」を更新しました 

★平成１８年２⽉２６⽇︓「⽀部活動紹介」、「事務局（会員の動静）」を掲載しました 

★平成１８年２⽉８⽇︓「本部・親睦マージャン⼤会報告」を掲載しました 

★平成１８年２⽉６⽇︓「アンケート」、「野球部ＯＢ会」、「ふるさとからの発信」のページを更新しました 

★平成１８年 1 ⽉２０⽇︓「⽀部活動紹介」、「会員の動静」のページを更新しました 

★平成１７年 1１⽉２４⽇︓「クラス会開催情報」のページを⼀新しました 

★平成１７年 1１⽉１８⽇︓「下⼯弁慶号」のページを⼀新しました 

★平成１７年 1１⽉４⽇︓「同窓⽣芸術館」に追加掲載（Ｃ３３・井上賢治） 

★平成１７年 10 ⽉ 1 ⽇︓「個⼈情報保護⽅針」を掲載 

★平成１７年９⽉９⽇︓「本部」に「第１回全国の集い報告」を掲載 

★平成１７年９⽉５⽇︓「在校⽣からの発信」を新規掲載 

★平成１７年７⽉１⽇︓定期更新（様式も変更） 
            「組織概要」・・・会員数、沿⾰、歴代役員、歴代校⻑更新 
            「本部」・・・本部役員、事業計画･予算、委員会更新、平成１７年度定時総会報告 
                   （記念講演要旨、写真）を新設 
            「⽀部」・・・⽀部⼀覧（⽀部役員）、⽀部活動更新 



            「学年幹事」・・・学年幹事⼀覧表更新 
            「下松⼯業会報」・・・№３６を掲載 
            「事務局」・・・事務局からのお知らせ、クラス会開催情報、会員の動静更新、 
                   ホームページ運営委員会」の委員更新 
            「会員ホームページ」・・・会員ホームページの紹介追加更新 
            「同窓⽣芸術館」・・・写真（内⼭和美︓E:４９）を追加更新、 
                   書（内⼭和美︓E:４９）を追加更新 

★平成１７年４⽉１⽇︓正式運⽤開始 

★平成１７年１⽉２⽇︓レンタルサーバー、独自ドメインによる運⽤開始 

★平成１６年８⽉３１⽇︓無料サーバーによる試験運⽤開始（正式運⽤開始まで９回の修正） 

 
 
 


