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ロゴマーク

■同窓会長挨拶■

次の 50 年に向けて
昨年の総会で同窓会長に就任しました大谷です。
同窓会では平成 25 年から役員をしておりましたが、昨年 6 月の
総会で、同窓会長に選任されました。
現在米子高専の卒業生は 20 歳代から 70 歳代までの約 8,000
名、在校生と合わせると 4 年後には約 10,000 人の組織になります。
会長 大谷 文雄
（工業化学科 昭和 54 年卒）

同窓会では昨年、50 周年記念事業を開催し、6 月 22 日には約
100 名で記念式典及び祝賀会を開催し、12 月 4 日には学校に記
念植樹を行いました。

この 50 周年事業に際し、会員の皆様を始め、退職された先生方、米子高専振興協力会会員企
業の皆様には多大なるご寄付をいただきました。
現在そのご寄付を活用すべく、次の 50 年を見据え、次期ビジョンを作成中です。
米子高専同窓会は、米子本部を始め、関西支部、中部支部及び首都圏支部それぞれで活動し
ています。
同窓会では今年度の重点目標として、「学校と連携し、卒業生にとって、また在校生にとって身
近な同窓会にし、気軽に同窓会員が集うことのできる場や機会を設ける。」を掲げ、現在、具体的
施策を検討しています。
米子本部では、例年のようにホーム・カミング・デイでの「卒業生交流広場」や「会員交流会」も企
画しますが、卒業生にとってより身近に感じていただける企画も実施したいと考えております。
会員の皆様への連絡は、現在メルマガやメールを中心とした電子的方法に変えております。今
後もメアドの登録及び変更の際は連絡をよろしくお願いいたします。
今高専は高専制度 60 周年を控え、米子高専を含め大きく変わろうとしています。
同窓会も、会員にとっての同窓会とは何か、今一度同窓会の原点に立ち返り、会員の皆様、母
校への貢献、高専教育の未来を考えながら進めていこうと考えております。
会員の皆様のご協力をお願いいたします。
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■校長挨拶■

米子から開く

高専の新時代

本校は、昭和 39 年に機械工学科・電気工学科・工業化学科で
スタートし、昭和 44 年に建築学科、昭和 63 年に電子制御工学科
が新設されました。そして、本年、令和への改号の節目に、建築
学科 50 周年、同窓会 50 周年の吉事を迎えることができましたこ
と、同窓会の皆様はじめ関係各位のご尽力に深く感謝申し上げま
す。
また、米子高専の校長としてこの春に着任以来、同窓会総会 50
周年記念式典、関西・中部・首都圏それぞれの支部総会にお招
校長

寺西恒宣

きいただき改めてお礼申し上げます。教員として 39 年間勤めて
いた前任地の富山高専でも同窓会活動は活発ではありましたが、

ここ米子高専の同窓会はより活発で、メルマガや Facebook 等を通じた学科や年代を問わず強力
なネットワークを構築していること、また卒業後も頻繁に集い、在校生や母校そして地域の発展に
貢献してくださっていることなど、敬意をもって拝見しています。ありがとうございます。
ところで、昨年 11 月、中教審答申「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」の中で、
2040 年に必要となる人材と高等教育の目指すべき姿について、次のように示されました。「（一部
抜粋）予測不可能な時代の到来を見据えた場合、専攻分野についての専門性を有するだけでは
なく、思考力、判断力、俯瞰力、表現力の基盤の上に、幅広い教養を身に付け、高い公共性・倫
理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って社会を
改善していく資質を有する人材が多く誕生し、変化を受容し、ジレンマを克服しつつ、更に新しい
価値を創造しながら、様々な分野で多様性を持って活躍していることが必要である。文理横断的
にこうした知識、スキル、能力を身に付けることこそが、社会における課題の発見とそれを解決す
るための学問の成果の社会実装を推進する基盤となる。」 と。さらに、高専の役割について、「今
後は、新たな産業を牽引する人材育成の強化、大学との連携など高専教育の高度化、日本型高
等専門学校制度の海外展開と一体的に我が国の高専教育の国際化を進めていくことにより、高
等専門学校の教育の質を高めていくことが重要である。」と。これらのことは、同窓会報
vol.5(2017)で氷室昭三前校長が述べているように、本校では KOSEN4.0 イニシアティブ事業とし
てすでに取り組んできたことであり、本校が時代の先端を走ってきたことがわかります。
一方、本校は、校歌に詠われているようにたいへん恵まれた環境にあります。「白砂をあろう春
の波 紫雲に映ゆる山の色」から始まり、真夏の熱砂、み冬の吹雪、雪をいただく大山。自然の幸
にも恵まれ、清き心の若人が理想を求め東より西より集い来る米子高専。なかなか得られない環
境です。
本校では、現在、これらを踏まえ、これからも魅力ある高専であることを目指し、学科改組に向
けて動いているところです。米子高専で15歳からのカレッジライフを謳歌し、社会で活躍している
OB・OGの皆様、引き続きご理解とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。また、いつでも母
校米子高専へご来校ください。お待ちしております。皆様のご健勝とご活躍をお祈りしております。
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学生の主な活躍（２０１９/1～２０１９/１２）
（彦名通信１９７号から転載）

（彦名通信１９８号から転載）

その他の学生の活躍は広報誌「彦名通信」の以下のリンク先でご覧ください。
https://www.yonago-k.ac.jp/category/hikonatushin/
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退職教員より①
「米子高専退職後 7 か月経って」
3 月末に米子高専を退職してから 7 か月、今、某所にログ
ハウスをセルフビルドする計画を立て、眺望の良さで建設
場所を決めた。しかし、計画地は水道が引けない井戸掘り
が必要な場所で、先日ボーリング業者に現地を見てもらっ
た。水について軽く考えていたが、建設予定地を決めた後
で、既にログハウスを建てておられる方から、良質な水が
出る場所かどうか調べてから建てるべきと教わった。今更
遅いのだが、慌てて業者に来てもらった次第である。そし

庄倉克彦
電気情報工学科（電気工学科）
1988～2019

て業者から、過去の周辺地域の実績からするとそれほど良
い水は出ないだろうと告げられた。井戸が必要なことは事
前に知っていたのに、なぜ場所の決定前に水の重要性に気
付かなかったのかと悔やまれた。

21 世紀は水の世紀と言われ、今世紀中に水不足が深刻化すると言われている。外国人は
水の大切さに気付いており、既に国内で水源地を含む多くの土地が、外国資本特に中国資
本により取得されているという。日本人は水の重要性に気付かずにどんどん手放している
ということである。日本人には、水に対する危機意識・問題意識が無さすぎると思う。
今、米子市淀江町に管理型産業廃棄物最終処分場の建設が計画されており、私は 7 年ほ
ど前から建設反対運動に関わっている。淀江町は、天の真名井が名水 100 選に選ばれ、ま
た水と緑と史跡のまち淀江町として水の郷 100 選にも選定された町である。予定地を流れ
る地下水が淀江町の水道水源地である福井水源の方へ流れる恐れがあり、看過できない。
また、2016 年の熊本地震や今年の台風 19 号では断水が大問題となったが、災害時の水の
確保は重要な課題である。米子の周辺では、2000 年には M7.3 の鳥取県西部地震、2016 年
には M6.6 の鳥取県中部地震があり、地震被害は度々発生している。災害にあってから水源
を汚したことを悔やむことがないように、水の大切さを訴えて日々反対運動を行っている。
それ以外にも、毎日畑に出て野菜作りに精を出すなど退職後も忙しい生活を送っている。
水が大切だ、水源地を汚すなと言って産廃処分場建設反対運動をしながら、良い水が出る
所かも調べずログハウスの建設場所を決めてしまうとは、間の抜けた話である。ボケが始
まったのではなく、多忙のせいであったことにしておこう。
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退職教員より②

「高専での４３年間」
昭和５１年（１９７６）４月から平成３１年（２０１９）3 月まで建築学科で勤
務していた山田祐司です。大学の工学部卒業後にすぐ米子高専に来
てずっと米子高専にいたので定年まで４３年間の勤務となりました。最
近は高専での教員採用は博士号取得（少なくとも修士号取得）が条件
となっていることが多いので、４３年は勤務年数の最長記録で当分破ら
れることはないと思います。

山田祐司
建築学科
1976～2019

（静岡県の話）
出身は静岡県の磐田市です。磐田はＪ１のサッカーチームのジュビロ
磐田の本拠地です。今年は非常に弱くＪ２への陥落は確定的ですね。
Ｊ１リーグでの３回の年間優勝、天皇杯での優勝１回などの過去の栄光

を覚えている人はもう少ないでしょうね。ゴン中山を覚えている人はいますか？
静岡県人にとって鳥取県はまったくなじみの無い県です。日本地図を思い浮かべる際は、大阪から西に
向かっては岡山、広島で次は九州です。また何とか山陰に目がいっても静岡県では南が海、北が山なので、
山陰のように南に山がある県はきっと一年中暗いんだなと思っていました。また鳥取でミカンの産地はど
こ？と聞くと和歌山、愛媛、熊本などの答えが返ってきますが、静岡県民は“ミカンは静岡が日本一”で日本
のどこへ行っても“ミカンは静岡が日本一”が通用していると思っています。
（建築学科の話）
建築学科では構造系の授業（力学など）を担当していました。女
子学生も増えてデザイン、インテリアなどを目指す学生にとっては力
学は苦手の代表的な科目でしょうから、いかに興味を持って取り組
んでもらえるかに力を注いできました。放課後に質問に来てくれる
学生も多かったです。２０年ほど前からは試験前の土日に講義室、
白砂会館などを借りて自由に勉強できる場を設け、質問に対応し
てきました。当初は力学への質問に対応していましたが、しだいに
数学、物理、化学、英語などの質問が増えてきました。
（担任の話）
担任は３年生を１回、２年生を５回、１年生を３回の９回しか
していません。４３年の勤務であれば半分の２０回くらいは担
任をしたかったです。平成１５年度以降に担任をした際には
クラスの活動を写真撮影し、年度末にＣＤにまとめていまし
た。退職時にはこれが７枚たまり、宝物になっています。
（吹奏楽部の話）
着任２年目からずっと吹奏楽部の指導教員をしてきました。部員数は少ないことが普通で１３人でコンクー
ルに出場したこともあります。まれに部員数が４０人を超すこともあり、その際には練習場の狭さに苦労しまし
た。平成２年から定期演奏会を始めましたが、第１０回から第２９回までの録音をＣＤ化して持っています。こ
れも宝物です。
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退職教員より③
「退職教師のひとり言」
今年の３月で４０年近い教員生活を終えました。定年退職後２
年間再雇用で勤め、４月からは非常勤として勤務しています。
現在は、前より自由になる時間を持てるようになったので、趣味
や習い事、ボランティア、庭木いじりなどをやっています。
長い教員生活を振り返ってみると、楽しいこともあり、忸怩たる
思いをしたこともあります。教育は「人づくり」だと言われますが、
16 歳から 20 歳までの多感な青春時代を過ごす若者の成長に

中井大造

自分がどれだけ関わることができたであろう、と思うと少々心も

教養教育科（一般科目）

原稿の依頼があり、これをきっかけに、自分は普段どのようなこ

1980～2019

とを学生に言っていたのだろうかと少し考えてみました。「教師

とない気にもなります。そんななか、卒業生向けの同窓会誌の

の職業病」というのを聞いたことがあります。何度も同じことを繰
り返し言う。大きな声で、説教調、説明調で喋る。など、周りから見ると、すぐにそれと分かるようで
す。自分も毎年同じようなことを授業中に言っていたのではないかと思います。そのいくつかを挙
げてみます。これを読んだ卒業生の人たちは、「ああ、そう言えばあの先生、そんなことを言ってい
たな」と思いだしてもらえるようなら幸いです。
「次善の策。」授業をしていると時々教科書を持ってきていない学生に気がつきます。教科書に
沿って授業を進めていると、所在無くボーっとしています。その時、「忘れることは仕方がないので、
それをカバーする次の一手を考えて、その失敗の影響を最小限に止める工夫をしなさい。どんな
手がありますか。」と言います。
「自分の知っていることと知らないことを区別する。」授業中に説明していると、メモも取らない、印
もつけないでただこちらも向いて聞いている学生がいます。よっぽど分かっているのだろうと思うと、
全くそうではない。「知らないことに敏感になりましょう。知っていることはスルーしていいので、自分
が知らなかったことはメモしましょう。印をつけましょう。」とよく言います。
その他、「プラスαの気配り」「ものは両手で受け取りましょう」「自分のいる環境を変えたい、抜け
出したいなら唯一の手段は勉強」「今まで見たことのないような景色は勉強で得られる」「鉛筆、箸
の持ち方に気をつけて」「挨拶をすること、返すこと」など。紙幅が尽きました。詳しくは説明できま
せんが、一つでも思い出せるものがあれば、私のムダ話も無駄ではなかったと言うことでしょうか。
卒業生のみなさんのご健闘を祈ります。
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（首都圏支部）

支部活動のさらなる活性化を目指して
氏名 角 正樹 （Ｅ科11期 昭和54年卒）

2019 年 6 月 8 日、とっとりおかやま新橋館（東京都港区新橋）にて、首都圏支部第 11 回総会を開催
し、下記の新体制が承認されました。首都圏支部は昨年 4 月に発足した支部ですが、なぜ「第 11 回総
会」なのでしょうか？
首都圏支部の前身「米子高専首都圏同窓会」は、今から 10 年前、2009 年に首都圏在住の同窓生有志
によって設立された団体であり、当時は「支部」という枠組みもなかったことから、会員から入会金と
年会費を徴収して活動を始めました。この首都圏同窓会の活動が刺激となって同窓会の活動も活性化し、
関西支部、中部支部の設立に至ったものと自負しています。首都圏同窓会は昨年 4 月に支部の形態に移
行しましたが、首都圏支部の活動は、2009 年の任意団体設立時に始まったものであるとの思いから、通
期の回数を使用することにした次第です。
新役員体制
支部長

角

正樹（電気 11 期）

副支部長 小野 憲彦（建築 3 期）
〃
幹事

石田 賢二（電気 11 期）
遠藤 孝司（化学 5 期）
長谷川 仁（電気 12 期）
森本 修次（電気 12 期）
川崎 綾子（建築 20 期）
鈴木 貴子（建築 20 期）
紺本 直樹（電子制御 17 期）

首都圏支部からのメルマガ配信数は、2019 年 10 月現在で約 200 人。少しずつではありますが、新た
にメルマガ配信登録いただく会員もあり、同窓生の親睦の輪が広がりつつあります。今年度のメルマガ
の試みとして、支部からの案内や活動報告に加え、支部会員の自己紹介（職歴や趣味等）のリレー掲載
を計画しています。
また、会員相互の交流、親睦の機会として、定期的にイベントを開催することにしており、今期は 8
月に暑気払い（新宿のビル屋上ビアガーデンにて開催）
、10 月には浅草～お台場・隅田川クルージング
＆懇親会を開催しました。11 月には、昨年度好評だった鎌倉散策の第二弾として北鎌倉散策を開催しま
した。隅田川クルージング、鎌倉散策の模様は同窓会メルマガや Facebook で紹介予定です。
本校、同窓会本部との連携案件としては、母校電子制御工学科チームが 1 高専ロボコン全国大会に出
場との連絡を受け、11 月 24 日、首都圏在住の同窓生有志が両国・国技館に応援に駆けつけました。
2020 年 1 月には令和最初、首都圏支部新体制最初の新年会を予定しており、詳細については同窓会メ
ルマガでご案内いたします。首都圏在住の同窓生が気軽に交流できる場となるよう、首都圏支部活動の
さらなる活性化に取り組む所存です。
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（中部支部）

米子高専同窓会中部支部活動紹介
山浦 由紀雄 （機械工学科 昭和53年卒）

Ⅰ．中部支部の概要
米子高専同窓会中部支部は、東海/北陸の８県に在住する
米子高専卒業生のコミュニテイーです。
会員数の概要は右図の様な状況です。この地域に就職を希
望される学生の皆さん、在住の会員の皆さん 支部活動を
通じてコミュニテイーの輪を広げていきましょう。
Ⅱ．活動内容の紹介

① 部支部総会
今年度の総会は ７月２０日（土）に名古
屋市内のホテルで開催致しました。
米子高専の寺西校長先生をはじめ多数の
来賓の方をお迎えし、総勢３４名の方に出
席頂き盛大に開催致しました。
テクノフォーラムでは『男性社会に飛び込
んだ私の挑戦』と題しＨ２３電子制御卒の松本良子さんから貴重な体験談を聴くことが出来まし
た。引き続き、鳥取県名古屋代表部さんより『最近の鳥取県情報』を紹介頂きました。発展して
いく我が故郷の情報に会員の皆さんは聞き入っていました。
②米子高専との交流会
総会に先立ち『今後、学校と同窓会がどのように連携・協力し合い、母校や地域の発展に貢献で
きるか』など広く意見交換を行いました。
③親睦ゴルフ
過去３回の開催を親睦行事として実施した後、中部支部の『メイン行事』に発展させるべきと企
画してきましたが#４が台風にて中止、メイン行事に昇格すべき新企画で復活を目指しています。
④米子高専同窓会メルマガ、Face book ＆ ポータル・サイト
母校のトピックス、学生の活躍、同窓会本部・各支部の活動情報を毎月メール発信しています。
ポータル・サイトに『中部支部フォーラム』を新設し、中部支部会員が実際に“行って”“見て”
“感じた”ことを中部の見どころとして紹介し始めました。一度 閲覧してみてください。
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（関西支部）

この一年の関西支部の活動を振り返って
氏名 野口 清志 （機械工学科 Ｓ５３年卒）

まず初めに、年度のけじめであります「関西支部総会」について、
◇第７回関西支部総会
令和元年 5 月 25 日（土）29 名参加
ホテル ヴィアーレ大阪にて開催。新役員
と活動計画を承認頂き、第１２回大高砂フ
ォーラム、懇親会で親睦を深め校歌斉唱で
締めくくりました。併せて、第５回「米子高
専と関西支部交流会」を開催。学校は寺西校
長以下３名、関西支部は塚田支部長以下１
２名が出席、学校の現状と課題等を伺った後、双方が連携して卒業生が関西で安心して社会人生活
をスタート出来る支援策を検討することを合意しました。
次に、関西支部活動の重点である「会員相互の親睦を図る各種活動」の一端を紹介します。
◇第１１回関西大高砂フォーラム＆新年会
平成 31 年 2 月 2 日（土）

17 名参加

フォーラムは、C9 遠藤三郎さんが「米子高専で培われた私の人生」
と題して、学生時代の勉学とクラブ活動の学びが社会人生活に如何に
役立っているかを紹介されました。
その後は全員で新年会、
「海鮮一番」にてお美味しい魚で食道楽（く
いどうらく）しました。
◇お花見＆ＢＢＱ
服部緑地公園 平成 31 年 4 月 6 日（土） 12 名参加
服部緑地公園にて満開の桜の下、塚田支部長差し入れの猪肉などに
舌鼓を打ちながら、ビール・ワインを楽しみました。
◇第３回遠藤の釣った魚を喰らう会＆古都奈良の散策
令和元年 8 月 31 日(土)

15 名参加

今年もやりました「喰らう会」
。永岳寺などを散策後、ブリ、
ハマチを堪能しました。大雨後の釣り故・・・・・。
◇第６回ボーリング大会
令和元年 9 月 7 日（土）
優勝

10 名参加

A12（17）三上祐子さん

◇第１１回＆第１２回大高砂ゴルフコンペ
令和元年６月 15 日（土）、
優勝

10 月 26 日（土）

計 20 名参加

M15 松本譲治さん、 M10 野口清志さん

◇幹事会
各種イベント等の前後には幹事会を開催し、企画・検討から振り返りを行いより多くの会員の皆
さんが参加頂けることを目指して活動しています。勿論、幹事会終了後は恒例の懇親会で互いに労
い、親睦も深めています。
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（本部）

米子高専同窓会本部の活動紹介
大谷 文雄 （工業化学科 昭和 54 年卒）

同窓会５０周年事業のために数年前から矢末前会長、笠木前副会長を中心に準備し、 会員の皆
様はじめ多くの方々のご協力を得て、開催に至りました。
令和元年度米子高専同窓会同窓会総会
令和元年度の米子高専同窓会総会を、６月２２日（土）米子高専など１２名の来賓をお迎えし
て、米子ワシントンホテルプラザにおいて開催しました。
当日は、５０周年記念行事の前ということもあり多くの同窓会員の出席があり、総勢７７名の
出席者となりました。
米子高専同窓会５０周年記念式典・祝賀会
総会に引き続き、全国高専同窓会連合会、米
子高専など 13 名の来賓をお迎えして、米子高
専同窓会５０周年記念式典・祝賀会を米子ワシ
ントンホテルプラザにおいて開催しました。
当日は、関西、中部、首都圏の各支部から
も多くの同窓会員の参加があり、総勢 95 名の
参加者となりました。
記念式典では矢末前会長による同窓会の歴史や大谷会長による
今後のビジョンが発表され、生伴奏による校歌斉唱を行いまし
た。
祝賀会では３Ｅ野上様による石見神楽の演舞、会員がメンバー
に多数在籍するレインボージャズオーケストラによる演奏も披露
され、会場は大いに盛り上がりました。
また、退職された先生方の伯鵬会にご協力いただき、林貞男先
生、永井徹先生、澤洋征先生、雜賀憲昭先生にも参加いただき、
懐かしい話しも弾みました。
さらには、５名の会員による勤務先ＰＲのコーナーもあり、ネ
ットワークを広げる場となりました。
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50周年記念式典発表より①

米子高専同窓会の５０年の振り返り
米子高専同窓会 矢末誠

1. 学校及び同窓会の沿革
昭和４４年 ３月 機械工学科、電気工学科、工業化学科の１期生１０２名卒業
昭和４６年１１月 米子高専同窓会設立発起人会
昭和４７年 １月 米子高専同窓会設立総会
昭和４９年 ３月 機械工学科、電気工学科、工業化学科に建築学科の１期生加えた１２６名卒業
平成 ４年 ３月 上記４学科に電子制御工学科の１期生加えた１８１名卒業
平成 ６年 ４月 工業化学科が物質工学科に改組
平成１６年 ４月 専攻科設置、電気工学科が電気情報工学科に名称変更

2. 総会
設立当初 ： 参加対象者 全会員
設立総会（1月）S47.1.2

第1回総会（1月）S47.1.3

第2回総会（1月）S48.1.2 第3回総会（1月）S49.1.2
平成１０年～２５年

：

参加対象 幹事

総会（1月）H8.1.2

郵便で通知

幹事総会（H11.1.30）
幹事総会（H23.5.21） ：米子高専大会議室
幹事総会（H25.8.24） ：米子高専大会議室
平成２６年 ～ 現在 ： 参加対象 全会員
本部総会開催（毎年6月）

開催の１ヶ月前までにポータル・サイトに告示

3. 会員名簿
当初から会員の情報を知り、連絡を取り合う手段として発行に取り組んでいた。
現在、名簿の発行は、情報管理ができない等の問題から、取り止めとした。
名簿発行（S51.1）

名簿発行（H10.12）

名簿発行（S56.11）

名簿発行（H15.12）

名簿（追補版）発行（S57.11）

名簿発行（H23.11）

名簿発行（S62）

名簿（追補版）毎年発行

名簿発行（S63）

名簿発行（H27.1）

名簿発行（H5.12）

以後発行中止

4. 同窓会報
会員に対して同窓会の活動状況をお知らせする広報手段として、初めは不定期版として、後に隔年
郵送で、現在は、Web版で年１回発行している。創刊号と第２号は、特に校内委員の先生に大変お世話
になった。
会報創刊号発行（H11.12）

会報第５号発行（H28.2）

会報第２号発行（H16.12）

会報第６号発行（H30.5）

会報第３号発行（H26.10）

会報第７号発行（H30.12）

会報第４号発行（H27.2）
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5. 学生研究助成
平成１１年から学生研究に金銭助成をしていたが今後は、人的支援へと転換を図ることとなった。

6. ネット社会への対応
総会開催等一部取り組んでいたが、すべてについてネット化を進める。
・メールマガジン配信
・郵送から電子メールへ
・Skype利用による会議の開催

7. 「Ynct-net」について
① 「米子高専卒業生ネットワーク」の略
企画は2011年度から
②

目的：卒業生と母校、卒業生と同窓会、そして卒業生と地元地域、更には卒業生同士の繋がり
を築き深めることによって、卒業生のフォローアップ、それに基づく学校改善、卒業生支援、更
には、３０年以上に及ぶ米子高専・産官学連携実績を背景として地域貢献・地方創生などに資す
ること。

③ 主宰者：米子高専・校長
④ 連携・協力機関
・鳥取県

・米子高専同窓会

・（地独）鳥取県産業技術センター

米子高専同窓会・米子本部

・（公財）鳥取県産業振興機構

米子高専同窓会・関西支部

・米子高専振興協力会

米子高専同窓会・中部支部

・米子高専後援会

・米子高専首都圏同窓会

・NPO法人 専友会

（現 首都圏支部）

・伯鵬会（米子高専教員ＯＢ会）
Ynct-net連絡会の開催
2012/03/16 第１回米子高専同窓生連絡会
2013/03/23 第２回米子高専同窓生連絡会（第１回Ynct-net連絡会）
講師：前早稲田大学常任理事

本多聖治 氏

2014/05/10 第２回Ynct-net連絡会
講師：全国高専同窓会連絡会事務局・佐世保高専同窓会 朝永憲法 氏
2015/10/31 第３回Ynct-net連絡会 ※第２回米子高専HCD・教育懇談会と併催
講師：齊藤元校長
2016/06/18 第４回Ynct-net連絡会

※米子高専同窓会総会と併催

2017/06/17 第５回Ynct-net連絡会

※米子高専同窓会総会と併催

2018/06/23 第６回Ynct-net連絡会

※米子高専同窓会総会と併催

8. Ynct-net同窓会ビジョン検討会
５０年の節目を迎え同窓会事業の再評価を行うとともに将来ビジョンの検討を行った。
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Ynct-net 同窓会ビジョン－これからの同窓会－
米子高専同窓会 大谷文雄
1．「Ynct-net 同窓会ビジョン」の提案
米子高専同窓会では 2016 年 6 月に矢末会長から「Ynct-net 同窓会ビジョン」の提案がされ、2019 年
に 50 周年の節目を迎えるに当たり、同窓会の過去の活動や状況を考察し、今後の活動に向けた方針
「Ynct-net 同窓会ビジョン」がまとめられた。
同窓会本部・支部から同窓会ビジョン検討委員及び情報発信委員を選出し、検討を開始した。

2．「Ynct-net 同窓会ビジョン」の検討
Ynct-net 同窓会ビジョン検討委員会
第 1 回：2016 年 11 月 12 日（土）

第 4 回：2017 年 5 月 28 日（日）

第 2 回：2017 年 1 月 14 日（土）

第 5 回：2017 年 7 月 29 日（土）

第 3 回：2017 年 3 月 25 日（土）

第 6 回：2017 年 10 月 14 日（土）

その後、
「会長・副会長会」（Skype による会議）に引き継がれる。
検討課題１．会員捕捉率の画期的向上
①会員間の口コミによる未登録会員の発掘、メルマガなどによるキャンペーン、 総会出席者へのメ
ールアドレス確認の徹底
本部コアエリアの拡大：米子市、境港市、西伯郡、安来市、松江市 →鳥取県、島根県、岡山県、広島県

③ 産学連携ＣＤからの情報活用
米子高専産学連携ＣＤが、企業回りにより情報を収集していただいている。
③教職員への協力依頼
2017 年 2 月に各学科を回り、学科長及びＯＢ教員に対して「同窓会会員情報提供のお願い」をした。
④伯鵬会（教員ＯＢ会）への協力依頼
伯鵬会に卒業生情報の提供について協力依頼をお願いした。
⑤準会員（学生）のメールアドレス把握＆情報発信
卒業生・修了生に対しては卒業式において同窓会活動について説明し、ポータル・サイト「卒業生広
場」に入るための ID/PW を渡すとともに、会員情報の変更があれば連絡するよう依頼した。
在校生（準会員）にも「卒業生広場」に入るための ID/PW を配布し、ポータル・サイトの「卒業生広
場」をリニューアルし、
「会員交流広場」とし、メールアドレスの登録を依頼した。
⑥同窓会活動支援業者「小野高速印刷」による同窓会会員情報データの再精査
2017 年 3 月から、登録データ変更及び住所不明者情報収集のフォローアップ調査を行った。フォロー
アップ調査後、住所把握会員中メアド未登録者への登録依頼を実施した。
名簿の作成は 2015 年 3 月で終了し、今後名簿の発行は行わない事を同窓会報で会員に表明した。
検討課題２．情報発信力の向上
１）メールマガジン配信の全国版化
中部支部会員向け配信していたメルマガを全国展開し、 2017 年の 1 月から会員へ配信を始めた。情
報発信委員が対応し、各地域の案内やトピックスを集約し月１回配信している。
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2018 年 3 月 から準会員（学生）へのメルマガ及びポータル・サイトの内容を伝える在校生向けお知
らせの配信を始めた。
２）Ynct-net ポータル・サイトへの誘引ツールとしての SNS の活用
中部支部 Facebook を 2016 年 12 月より、
「米子高専同窓会 Facebook」としてスタートさせた。情報
発信委員により、母校や鳥取県関連の情報をアップし、テーマ別の投稿募集も行っている。
検討課題３．後輩であり準会員である学生に対する貢献
同窓会が果たすべき学生への貢献は、金銭的な「研究助成」から「人的支援」へと方向転換した。
「人的支援」とは、キャリア形成支援という面での特別日課での同窓生講演者の人選、同窓生講演者
に対する旅費支援等である。これまでの「学生研究助成」を、今後は「人的支援」へと移行していく。
学生が同窓会に対して何を求めるか意見を聞くため、学生会と同窓会の懇談会を実施してきた。
検討課題４．地域への貢献策の立案
米子高専振興協力会にお願いし、会員企業に在籍する卒業生の数を調べていただいたところ、相当数
の卒業生がいることがわかったが、本部地域での卒業生ネットワークの構築に至っていない。
振興協力会のご協力により、ポータル・サイトには振興協力会企業の求人情報を掲載している。
振興協力会では卒業生の産学連携 CD が中心となり、2017 年度から新規事業 h-BeYOND(人を育てる)
が立ち上がり、2018 年度からはそれに加え t-BeYOND (技術を育てる)も立ち上がった。
検討課題５．支部組織を含め全体のパワーを最大限活用できる、より組織的・計画的な同窓会運営方法の検討
これまで同窓会の各支部長は副会長ではあったが、理事ではなかった。2017 年度から支部長を副会
長・理事とし、本部理事会の議題及び議事要録を支部にも配信し、情報の共有化を図っている。
年間事業計画を支部にも示し、支部に協力してもらいながら事業を進める。 現在、全体事業立案及び
方針決定にかかわる内容は、「会長・副会長会」で検討している。

3．同窓会の組織
1969 年に第 1 期生が卒業し、米子高専同窓会は 1972 年に設立された。
米子本部は 2013 年新体制、関西支部及び中部支部は 2013 年設立、2009 年首都圏同窓会が設立され、
2018 年首都圏支部となった。

4． 「Ynct-net ポータル・サイト」の紹介
Ynct-net ポータル・サイト（URL は https://www.ynct-net.org/）

5．これからの同窓会
同窓会の目的に「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」がある。
•会員情報の捕捉（特にメールアドレス）
•同窓会情報の周知（SNS の活用）
、メールアドレスを持たない会員への対応
•会員相互の親睦をはかるための事業の立案
•母校（特に在校生）及び地域の発展に協力する事業の立案 50 周年記念事業寄付金の活用
•卒業生同士のより強いつながり（ネットワーク）の構築
卒業生のＵターン支援（同窓会員企業求人情報の掲載）
•学校との連携
在校生のキャリア支援、同窓生が集うことのできる学校

15

同窓会５０周年記念植樹
会長 大谷文雄
米子高専同窓会 50 周年記念事業の一環として、
５年前に首都圏同窓会（当時）が記念植樹された
「エゴノキ」のそばに、紅白一対の「サルスベリ」
の木を植樹しました。
場所は校門を入って左手の緑地帯になります。
なお、この記念植樹は同窓会 50 周年記念事業
へのご寄付によって行いました。
記念植樹式は令和元年 12 月 4 日、学校にて開
催されました。
あいにく当時は天候が悪く、式は図書館
での開催となりましたが、学校から寺西校
長、稲田副校長、新田副校長、水口学生会長、
同窓会から大谷、村田副会長が出席し、多く
の学校関係者に見守っていただきました。
今後、学生の皆さん、教職員の皆さんや来
校される方々に、暑い時期に清涼を感じて
いただければ幸いだと思っております。
今年の夏には紅白の花を咲かせると思いますので、会員の皆様もお気軽に学校にお立ち
寄りください。
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同窓会５０周年記念事業寄付金についての報告
50 周年寄付金について内訳と植樹について報告します。
寄付金総額：２１３．４万円（振込手数料除く）
同窓会員：１５８名、教員 OB：４名、振興協力会会員企業：５９社
ご協力いただきありがとうございました。
今後の同窓会活動の活性化のための本部支部間交流、学校との交流等の事業に使わせて頂きます。
皆さまの参加をお待ちしております。
また、すでに記念植樹のために一部を使わせていただきました。
なお、今回の米子高専同窓会５０周年記念事業寄付金は、米子高専同窓会が任意団体のため、確定
申告の寄附金控除には該当しません。募集時点での説明が足りず申し訳ありませんでした。
寄付者芳名簿はポータル・サイトに掲載しております。
お知らせ、
“2019 年 06 月 21 日

米子高専同窓会５０周年記念事業 寄付者”

米子高専同窓会・会計報告
平成３０年度決算報告
収入の部
項 目
金額(円)
繰越金
1,887,949
入会金
1,087,000
雑入金
9,306
合 計
2,984,255

令和元年度予算

支出の部
項 目
金額(円)
委託料
1,629,885
旅 費
307,760
積立金
0
借上料
57,782
消耗品費
4,397
通信費
820
手数料
4,252
渉外費
2,000
広告費
15,000
合 計
2,021,896
繰越金
962,359

収入の部
項 目
金額(円)
繰越金
962,359
入会金
1,040,000
雑入金
1
合 計
2,002,360

支出の部
項 目
金額(円)
委託料
176,000
旅 費
263,000
積立金
400,000
借上料
190,000
消耗品費
3,000
通信費
3,000
手数料
2,000
予備費
965,360
合 計
2,002,360

＊同窓会報の紙媒体から電子発行への変更により、委託料おもに印刷費等の支出を大幅に削減しました。

同窓会からのお知らせとお願い
１．全会員向け同窓会報発行につきましては、郵送には多額の

米子高専同窓会報 第８号

経費を要するため、PDF 版のみの発行とすることにいたしま
した。また、同窓会からのお知らせも電子メール等のインター

米子高専同窓会事務局発行

ネットの利用へと変更しております。なお、同窓会活動等の情
報発信は、メールマガジン配信により随時行っております。

文責：同窓会長

大谷 文雄

2. 同窓会にメールアドレスを登録しておられない方、メール
アドレスを変更された方は、ポータル・サイト「会員交流広

米子本部 e-mail

場」の中にあります「会員情報異動届」により登録をお願いい

yonago-hq@ynct-net.org

たします。
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