


同窓会活動の今後について 

 

同窓会長 矢末 誠（６C） 

 

昨年は、米子高専の創立５０周年の記念すべき年であり、それに向けてここ数年、学校の

協力を得て、同窓会の規約や組織などを見直してまいりました。 

そして、現在、関西・中部両支部の各種活動や同窓会総会議案の事前掲示方式による総会

開催、Ｙｎｃｔ－Ｎｅｔポータルサイトの立ち上げと運用などをおこなっています。 

今年度総会は、6 月 27 日（土）に米子全日空ホテルで卒業生来賓・教職員会員を含め出

席会員 43名で開催しました。 

総会終了後には、鳥取県西部総合事務所の山根所長と米子高専の齊藤校長先生に講演をい

ただきました。 なお、総会の概要については、Ｙｎｃｔ－Ｎｅｔポータルサイトに掲載し

てあるので是非ご覧いただきたいと考えています。 

昨年、創立 50 周年を記念して行ったホーム・カミング・デイを今年度も文化祭にあわせ

て開催し、学校の協力のもとに卒業生広場、教育懇談会、学校見学ツアー、卒業生による講

演会の４行事を実施しました。 無理をお願いして参加いただいた方もおられたが、行事参

加者が少なく、事前の広報期間が短かったことも含め、周知が十分に行われていない現状で

は、事業の周知に努めるとともに、内容の見直しが必要と考えています。 

同窓会の主要な事業会員参加事業である総会、ホーム・カミング・デイ、会員交流会は、

内容を見直しながら会員の皆様に知っていただき、ご参加いただけますようご協力をお願い

します。 

同窓会報を隔年郵送発行としたことに伴う補間処置として、このたび、ポータルサイト上

でＰＤＦ版による同窓会報を発行することとしました。 これは、Ｙｎｃｔ－Ｎｅｔポータ

ルサイトの活用により、毎年、同窓会活動状況の情報発信をおこないより多くの会員の方に

ご理解ご協力をいただきたいとの考えからであります。 これからもＹｎｃｔ－Ｎｅｔポー

タルサイトを活用して、同窓会の各種催し物やＹｎｃｔ－Ｎｅｔポータルサイト参加団体の

協力を得ての求人情報発信を積極的に進めてまいりますので、会員の皆様におかれましても、

卒業生間の交流交歓情報の提供や各行事への参加などご協力をお願いします。 

― 米子本部だより ― 
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米子高専同窓会関西支部会員の皆様へ 
 

関西支部長 塚田 哲也（４Ｅ） 
 

 米子高専を卒業して関西地区（兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山）へ

お住まい、または勤務されている同窓会員の皆様は、米子高専同窓会関西支部

の構成員です。関西支部は平成２５年１０月１２日に設立総会を開催し、発足

しました。関西支部の目的は、「関西支部は米子高専同窓会本部の補充機関とし、

会員相互の親睦と向上をはかり、母校と地域の発展に協力することを目的とす

る」と会則に謳っています。 
 発足以来、１年に１回の総会を開催し、平成２７年５月１７日に第３回総会

を開催しました。３１名の会員と１２名の来賓と関係者に加えて、恩師林先生

と小松原先生にご出席いただき、計４５名で賑やかに旧交を温めました。 
 今回は総会案内を関西地区会員宛に約６００通発送し、出欠の返信が約１７

０通、宛先不明５通、残りは無回答。つまり４００名を超える会員の皆さんが

案内を見ていながら返信をされていないということです。仕事が忙しく、気づ

いたときには返信のタイミングを失していた、と言う方もいらっしゃるでしょ

うが、非常に残念に思います。総会は同期生会と違って、「縦」の集まり、先輩、

後輩の集まりになり、出席しても同級生は少ないかも知れません。しかし、こ

の縦の繋がりが「高専の歴史」であり、その中に身を置いてみることで、母校

に対する「想い」が湧いてきます。是非とも総会にご出席下さい。出席できな

いときは、返信で近況をお知らせ下さい。同窓会を維持し発展させるには、会

員の皆様の繋がりと人数が必要です。よろしくお願いします。 
 さて、関西支部は、現在は「会員相互の親睦」に力を入れています。まずは

「集う」こと。人数が集まれば「力」になります。「力」が付けば母校と地域の

発展に協力もできるようになります。ここで、今年行った親睦行事の様子を紹

介します。 
 １月１０日に「関西大高砂フォーラム」（異業種講演会）と新年会（出席１４

名）、４月１１日に「姫路城花見」（９名）、５月１７日に第３回総会、６月２０

日に「第２回関西大高砂杯ゴルフ」(１４名）、７月２５日に「ボーリング」（１

２名）、１１月１７日に「第３回関西大高砂ゴルフ」（１３名）と行っています。

そのときの様子、写真等は同窓会ＨＰの卒業生広場に載せています。行事開催

はＨＰやメールでお知らせしているのですが、参加者はいつも同じような人数

で、お察しのとおり同じような顔ぶれです。しかし、参加者は先輩も後輩もな

く、楽しいひとときを共に過ごし、親睦を深めています。どうぞ皆様、行事開

催の案内を目にされましたら、まずは試しで結構です。ご参加下さい。 

― 関西支部だより ― 
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（写真） 
第３回 同窓会関西支部 総会 

 
第３回関西大高砂杯ゴルフコンペ 
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本年度は、更に充実した 

情報を掲載できるよう  

頑張ります。 

 米子高専同窓会中部支部の活動状況 

米子高専同窓会中部支部は米子高専同窓会本部の下部組織として平成２５年１１月２３日の設立総会にて発足しました。 
会員は原則中部８県（愛知、岐阜、三重、静岡、長野、福井、石川、富山）に在住の米子高専同窓会員とし、『会員相互の 
親睦、同窓会本部との連携、母校への貢献、鳥取県及び鳥取県産業界との連携』を目的にしております。 
現在の会員は、175 名程度で   “関西支部”   “首都圏同窓会”    にくらべれば小人数ですが、発足 4 年目に入り少しずつ 

活動が充実してきております。 

昨年から今年にかけての活動状況を紹介いたします。 
・米子高専関係   ：   創立 50 周年記念式典への出席/評議員会・教育懇談会への参画
・同窓会本部関係   ：   本部総会/関西支部総会/首都圏同窓会総会への出席・交流
・鳥取県関係    ：   情報交換会/ビジネスフォーラム/東海鳥取県人会総会への派遣/交流

こんな中、中部支部独自の活動として『Ynct-net を活用したメール・マガジンの発信』を試みました。 
これは、支部活動の紹介および会員情報をタイムリーに掲載し    同窓会活動を 
会員全員に理解いただき活動の活発化を狙ったものです。 
徐々にではありますが、アクセスされる方も増えており活動の発展に繋がるよう 
期待しています。 

本年の中部支部第 3 回総会は矢末同窓会会長の出席のもとに 
7 月 11 日（土）に開催致しました。 
鳥取県産業振興機構様（中山理事長他）をはじめ、鳥取県名古屋 
代表部様（門脇所長他）、東海鳥取県人会様（可世木会長） 
米子高専（齊藤校長先生他）などと多くのご来賓にご出席頂き 
盛大に行うことができました。 
総会の前に   “学校”   側との『交流会』を実施いたしました。 

総会には 

会員：34 名/ご来賓：15 名 

   計：49 名 の出席を頂きました 

【支部長の交代】 

【テクノフォーラムの模様】 

『教育方針・進路指導方針』における意見・要望   更には学校側の状況、 

今後の進め方のプレゼンも頂き、非常に有意義な時間でした。 

新：田原支部長 新：内田相談役 

 【二次会の模様】 

『米子高専卒業生』の会にふさわしく、会員相互の技術的知見の充実を 目

的に『テクノフォーラム』も中部支部特別活動として継続実施致しました。 

総会の“二次会”で出た“ささいな会話”から 中

部支部『親睦 GOLF』に発展致しました

米子高専同窓会中部支部：新役員による   【＃１役員会】 

9 月 26 日  香川先生にも

参加いただき 
新年度の活動のスタートを切りました 

『第４回中部支部総会』 ２０１６

年７月１６日（土） 開催すること

を決定致しました 

10M：山浦 
38M：山久さん

更に進化した支部総会を目指して役員 
一同  企画・準備を進めます 

24E：西村さん 23E：渡さん

ので、よろしくお願いいたします。 

これらの模様は、上記紹介の 『Ynct-net ﾒｰﾙ・ﾏｶﾞｼﾞﾝ』に詳細掲載してありますので 是

非ご覧願います。 

8 月 29 日愛知県額田ｺﾞﾙﾌ倶楽部
で実施いたしました 

今後は中部支部正式行事に発

展 させたく、育てていきます 

なお、中部支部対象地域の会員の皆様の登録をお願いしております。未登録の方は    tyubu-hq@ynct-net.org 
まで是非ご一報ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

交流会の模様・・・熱い討議がなされました 

中部支部：内田支部長 
田原副支部長 

米子高専：齊藤校長 

 【懇親会の模様】 

米子高専同窓会中部支部  副支部長 山浦  由紀雄(10M)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

mailto:tyubu-hq@ynct-net.org
T_S_Main
タイプライタ
－中部支部だより－

T_S_Main
タイプライタ
－４－



米子高専首都圏同窓会の活動紹介 

 

米子高専首都圏同窓会 会長 市田 光保(4E) 

 

１．平成 27年度米子高専首都圏同窓会総会・懇親会（第 7回） 

 平成 27 年 6 月 13 日（土曜日）に霞が関ビル 35 階の東海大学校友会館にて開催しまし

た。会員 26 名の参加、来賓は本校関係者から齊藤校長を始め 5 名、同窓会関係者 3 名、

オブザーバー3名の合計 37名の参加がありました。司会は吉川副会長が務め、総会に先立

ち今年2月に急逝された

羽田副会長の黙禱から

始まり、石田常任幹事が

総会議長に指名され、提

案された議案は全て可

決されました。懇親会で

は最高齢は第5代校長の

飯田様（89 歳）から 3

月に卒業された遠藤さ

ん（現東京工業大学）と

幅広い参加があり和や

かな交流が出来ました。

第 7 回を迎えましたが、

まだまだ若い方の参加が少なく今後の課題と考えております。 

 

２．米子高専創立 50周年記念行事等への参加 

 平成 26 年 11 月 15 日(土曜日)に米子高専創立 50 周年記

念式典等が米子コンベンションセンターにて開催され、首

都圏から 18名が参加しました。当日の午前中、母校の見学

会が開催され、図書館情報センター、本校内を案内して頂

きました。卒業後始めて本校を訪れた方もおられ、在学当

時とは大きく変わっており驚きの声もありました。また、

正門横広場で、会員有志により記念植樹を行いました。そ

の後、記念式典会場に移動しました。記念式典は齊藤校長

の式辞、来賓挨拶、記念行事の紹介

後、校歌を斉唱、式典は終了しまし

た。校歌斉唱は参加者全員の大合唱

であり、感慨深いものがありました。

アグネスチャンの講演後のグルー

プディスカッションでは在校生の

個性豊かで国際志向の若い力を感じました。 

 翌日は関西支部から参加の皆さんとゴルフコンペを行い、交流を

深めました。 

首都圏同窓会設立に尽力された
羽田中さんが2月15日急逝され
ました。ご冥福をお祈りします。 

写真１ 第 7回総会・懇親会参加者 

写真２ 創立 50周年記念植樹参加者 

― 首都圏同好会だより ― 

― ５ ― 



大高砂杯(米子高専ＯＢ･ＯＧ)ゴルフコンペ 
 

と き 2015 年 9 月 26 日（土） 

ところ グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 

秋晴れの下、第 10 回大高砂杯（米子高専 OB・OG）ゴルフコンペを開催し 

た。地元を中心に遠くはベトナム、東京、大阪などから 57 名が集まった。 
海外赴任中ながら帰国休暇をこの会の日程に合わせての参加は主催者側に 

とって大きなサプライズであった。建築 12 期生から初のＯＧ参加があった。 

電気科卒・関西在住のＯＢが 3 名で参加いただいたことも特筆される。初参加 

者は 11 名であった。 
林貞男大会委員長の始球式で始まり、終始熱戦を繰り広げた。年に 1 度のゴ 

ルフの人、予行演習を重ねてきたグループなど多士済々が予定通りホールアウ 
トした。残念ながらホールインワンは出なかった。 

 

夜は場所を米子市朝日町に移し、炉辺『かば』で表彰式と懇親会を行った。 

ゴルフは不参加でも懇親会のみの参加者 3 名を含め 44 名の参加があった。 

第 10 回の記念行事として、参加者代表 永井 滋氏（４Ｍ）から林貞男大 

会委員長へ感謝状と記念品が贈られた。 
表彰式では、それぞれが好意に満ちた賞品を手にすることができた。自慢話 

・失敗談・学生時代の思い出・世間話等々、時を忘れ懇親を深めた。卒業年度 

や学科の枠を超えての交流は、刺激と和みに満ちた一日だった。 

本年度から実行委員会で運営を開始したが、ほぼ満点の出来だったと自負し 

ている。 
【記・江原恭二(２Ａ)】 

 
 

 

― 卒業生からの寄稿 ― 

― ６ ― 



●米子高専同窓会会員メール登録のお願い 

 

本会報をご覧頂きました本校卒業生（以降「会員」と記します）の皆様で、メールにて

会報を受信頂いていない場合は、是非とも、メール登録をお願い致します。また、既に登

録・受信頂いてる会員様で、周りに登録されていない、あるいは登録しているはずだがメ

ールが届いていない会員様がおられましたら、登録をお願い頂きます様お誘い願います。 

 登録方法は、「米子高専卒業生ネットワーク ポータル・サイト」 ホームページ上の、右

タブの「お問い合わせ」をクリック頂き、表示項目に従い、[お名前][メールアドレス]欄を

間違い無き様入力頂き、[題名]欄に「メール登録希望」、[内容]欄に｢未登録の為｣あるいは

「登録しているがメール届いていない」等を追記頂き、「送信」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

または、下記アドレス宛（HP での送信先と同じ）に、直接メール送信頂いても結構です。 

E-mail：yonago-hq@ynct-net.org 
 

●「米子高専卒業生ネットワーク ポータル・サイト」の紹介 

 米子高専同窓会では、母校創立 50 周年の記念事業として米子高専卒業生ネットワーク

（Ynct-net）ポータルサイトを学校と協力して構築致しました。 

これは、日本全国に限らず世界に広がる卒業生への情報提供をするのみでなく卒業生相互

が年齢地域を越えて広く交流できる場としてもらい、あわせて学校・地域への貢献を進め

る場にできればと考えたものです。 

中でも、『卒業生広場』は会員皆様にお送りしている ID・パスワードの入力が必要なサ

イトで、会員同士の交流はもとより、米子高専振興協力会加盟企業からの求人情報も載せ

ておりますので U ターンなど地元就職をお考えの方は是非ご利用ください。 

ID・パスワードは以前、登録頂いている住所に郵送済みですが、卒業後に住所変更連絡

がされていない場合は実家等に届いていると思いますのでご確認お願いします。不明・紛

失等分からない場合は、HP「お問い合わせ」に入力か、上記メールアドレス宛に『ID・

パスワードの再送希望』とご依頼お願いします。周りにも同様な会員様がおられればお声

掛け頂けますと大変助かります。 

 

エイチ･キュー 

― 事務局からお願い ― 

― ７ ― 



●米子高専同窓会 会員交流会のご案内 

 

米子高専同窓会会員（卒業生）相互の交流を行い、同窓会活動を盛んにし学

校の支援が少しでも出来る様になる事を願っています。その一環として、以

下の要領で親睦会を企画いたしました。気兼ねなく楽しく盛り上がりたいと

思い、皆様のご参加をお待ち致しております。懇親会のみのご参加でもＯＫ

です。  

会員の皆様にはご多忙とは思いますが、お誘い合わせの上ご参加いただきま

すようご案内いたします。  

 

-編集後記- 

米子高専同窓会では、母校の創立 50 周年記念を無事に終え、同窓会創立 50

周年(平成 31年度)に向けての行動を起こしていきたいと考えています。本号

は本部と各支部の活動の紹介をしています。記事をご覧いただき米子高専同

窓会本部や、関西・中部の両支部、米子高専首都圏同窓会の活動に多くの会

員の方が興味を持ってご参加いただければ幸いです。最後に記事を提供して

いただきました関係の皆様に感謝いたします。 

 

米子高専同窓会会員親睦会 
日時：平成２８年３月５日（土）  

   １７:２０集合、１７:３０開始 

場所：米子ＹＳＰボウル(ボウリング)  

   親睦会（１９時頃、場所は後日連絡致します） 

参加費：５,０００円程度 

 

 

 

申し込み・問合せ先：yonago-hq@ynct-net.org 

  必ず「氏名」「学科＆卒業年」「メールアドレス」を記載下さい。 

幹事：三嶋雄司（１３Ｍ ） 

申し込み、問い合わせは、下記 Ynct-netアドレス宛にメールにてお願いします 

申し込み期限：２月２０日（土） 

 

 発行日：平成２８年(２０１６年)２月 

発行：米子工業高等専門学校同窓会事務局 

 

【  記：清水哲也(1D) 】 

― 会員交流会のご案内 ― 

― ８ ― 




