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■同窓会長挨拶■ 

       「コロナ禍」を「コロナ可」へ  

 

 米子高専同窓会はコロナ禍の影響を受け、昨年度は総会を中

止にしていましたが、一昨年10月末からオンラインによる交流を始

め、今年度はオンラインによる総会を開催しました。やっと時代の

波に乗れた感がします。オンラインでの交流を続けてきた中で、こ

れまで本部・各支部でしていた交流、当然リアルの交流は地域に

制限はありますが、オンラインでの交流は日本中さらには世界中どこからでもつながるという利点

があります。 

 新型コロナ感染症につきましては、オミクロン株による感染者の急速な拡大で、いまだ先の見え

ない状況です。学校の方も今年の 1 月についに感染者が出ましたが、ある意味よくここまで感染者

が出なかったものだと思います。これまで何度か危ない時期がありましたが、何とか耐えてきまし

た。 

 できないことばかり考えていても前に進めませんので、コロナでできないのではなく、コロナだか

らできるように、「コロナ禍」を「コロナ可」へ変えて、できることから進めていきたいと思います。 

 会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

会長 大谷 文雄 
（工業化学科 昭和 54 年卒） 
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—オンラインでつながる同窓会活動— 
大谷 文雄（工業化学科 昭和 54 年卒） 

 

 令和 3 年度も昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響により対面での活動は行えず、総会をはじめ計 5 

回の会員交流会のすべてがオンラインでの開催となりました。人の移動を伴わないオンラインにより本部と支部

間との交流は促進され、新たな企画を模索した年となったと思います。 

 

１．令和 3 年度米子高専同窓会総会および懇親会 

令和 3 年 6 月 26 日（土）14:00～17:00 

 初めて Zoom によるオンラインで開催した。8 名の来賓および 34 名の会員の方に参加いただいた。 

＊同窓会会則の改訂議案書は 5 月 22 日にホームページに告示し、期限までの意見提出はなく承認されたため、

大谷より内容の説明を行った。 

＊本部、各支部の活動状況報告を支部長の方々に行っていただいた。 

＊寺西校長より同窓会からの寄付の御礼と総合工学科の誕生、近況等についての講演をいただいた。 

＊懇親会は約 40 名の方が同時に会話するのは難しいとの判断より、首都圏の角支部長にお手伝いいただき個

別のブレイクアウトルーム（仮想部屋）を作り、前半は出身地別6グループ、後半は学科別4グループに分かれて

行った。オンラインでなければ参加できなかった方もおられ、初対面（初ネット）の方も多いなか共通の話題を探り

ながら時間一杯会話が途切れることもなく楽しんでいただけたと思う。今後、リアルな総会が復活してもオンライ

ンの併設は必要だと感じた。 

 

２．オンライン交流会 

 ＊令和 3 年 5 月 9 日（日）15:00～17:00：参加者 13 名 

  山陰地区：「オンラインでつながろう、卒業生ネットワーク」 

   参加会員の近況報告等も兼ねた意見交換会、総会前のオンラインテストを兼ねて実施。 

 ＊令和 3 年 8 月 21 日（土）18:00～ ：参加者 14 名  

  第１回：遠方から参加いただく方にも山陰を感じていただこうと、御来屋産板わかめと焼きあごのおつまみを

配布し大変好評だった。 

 ＊令和 3 年 11 月 13 日（土）16:10～18:00：参加者 36 名 

  第２回：中部支部総会の懇親会と本部のホーム・カミング・デイ＋オンライン交流会を兼ねて開催。 

中部支部総会に引き続き東海鳥取県人会、鳥取県名古屋代表部の方々、また懇親会から伯鵬会副会長

の雜賀先生にも参加いただき、前半を地域別 6 グループ、後半を学科別 5 グループで時間一杯まで懐かし

い話で盛り上がった。 

 ＊令和 3 年 12 月 26 日(日) 18:00～：参加者：9 名 

  第３回：忘年会。各自今年の振り返りと来年への抱負を語って頂いたが、参加人数が少なく、今後の参加人

数をどう増やすか等の意見交換も行った。 

＊令和 4 年 2 月 19 日（土）17:00～19:00 参加者：23 名 

  第４回：「写真で振り返る米子高専」退職教員として林貞男先生、澤洋征先生にも参加いただいた。 

  まず、大谷より航空写真及び校舎の今昔の写真を披露し、その後、年代別の 2 つのブレイクアウトルーム 

（本部） 
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  に分かれ、卒業アルバム等の写真を画面に出しながら高専祭、体育祭、卒研、部活、ロボコンなど様々 

  な話題で盛り上がった。また、現職の権田岳先生から会員に対して、学生に対する講演の協力依頼もあ 

  り、終了後も有志で二次会を開催した。 

 

３．役員一覧 

役職      <兼務> 氏名(期・学科) 

会長（理事） 大谷 文雄(11C) 

副会長（理事） 村田 英夫(14C) 

   副会長（理事）    <事務局長> 福庭 健一(１D) 

   副会長（理事）    <関西支部長> 野口 清志(10M) 

   副会長（理事）    <中部支部長> 山浦 由紀雄(10M) 

   副会長（理事）    <首都圏支部長> 角 正樹(11E) 

理事     <ポータル・サイト管理者> 清水 哲也(1D) 

理事    <会計> 菅原 香(22A) 

理事 戸田 徳一(11E) 

理事 増原 道忠(５C) 

理事 山石 博 (10C) 

理事 角 佳典(29C) 

監査 徳安 哲夫(7C) 

監査 内藤 秀作(15A) 

 
４．理事会 

  メンバーは上表の理事である。 

  毎月第３金曜日：令和３年４月〜７月、第３木曜日：令和３年８月〜令和４年２月 

  開催時間１９時～２０時を基本とし全てオンラインで計１１回開催した。 

 

５．会長・副会長会 

 メンバーは上表の会長、副会長であり、以下の日程で開催した。 

第 22 回：２０２１年４月１８日(日) 10 時～11 時 20 分 

第 23 回：２０２１年６月２０日(日) 18 時～19 時、学校参加者：前原キャリア支援室長 

第 24 回：２０２１年１０月６日(水) 19 時～20 時 30 分 

第 25 回：２０２１年１２月８日(水) 19 時～20 時 20 分（中部）支部長交代：杵築副会長→山浦副会長 

第 26 回：２０２２年１月１８日(火) 19 時～20 時 10 分  
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終息が見通せないコロナ禍における同窓会活動の模索 
角 正樹（電気工学科 昭和 54 年卒） 

 

新型コロナ感染状況は昨年度よりさらに悪化しており、ほとんどの都道府県で新規陽性者の最多記録が日々

更新される状況となっています。新型コロナ感染の拡大が始まった頃、「with コロナ」、「after コロナ」という言葉

が聞かれるようになりましたが、今の状況では「after コロナ」は期待できず、当面は「with コロナ」が続きそうで

す。 

 

 首都圏支部では毎年 6 月に首都圏在住の有志が集い、総会（総会、講演会・勉強会、懇親会を併催）を開催

していましたが、2021年4月に東京都に緊急事態宣言、神奈川、埼玉、千葉にまん延防止等重点措置が発令さ

れたことから、昨年同様、総会の開催を見送りました。その後も首都圏では緊急事態宣言やまん延防止等重点

措置の発令が続き、例年開催してきた新年会、春秋の散策、忘年会等のイベント開催を今年度も断念せざるを

得ませんでした。その代わり、昨年度は隔月開催としていたオンライン形式による役員会を「オンライン意見交換

会」に改め、役員以外の参加者も募って月次定例開催（毎月第三水曜 19:00～21:00）としました。参加者の募集

は首都圏支部会員に限らず、本部、関西支部、中部支部にも案内することにしました。当初は「オンラインでのコ

ミュニケーションは苦手」とか、「パソコン画面越しの会話のどこが面白いの？」等の意見もありましたが、今では

毎月十数名の方々にご参加いただけるようになり、従来の本部、支部の枠組みを超えた活動に発展していま

す。 

意見交換会定例化当初は、事前に参加者を把握した上で開催していましたが、最近では事前の参加者把握

は一切せずオンライン会議室を立ち上げています。主催者としては、参加者ゼロだったらどうしようという一抹の

不安はありますが、途中からの参加や途中退席も自由とし、「今日は誰が参加しているかな、ちょっと覗いてみよ

うか」と気軽に参加できる場所になれば良いと思っています。 

オンライン意見交換会を継続できたのは、長引くコロナ禍で同窓会員の皆様がオンラインに慣れたことも一因

ですが、卒年も学科も関係なく気軽に雑談で

きる場を提供できたことが奏功したのかもし

れません。今年度の延べ参加者数は 100 名

を超えており、コロナ禍以前の対面形式イベ

ント年間延べ参加者数を上回っています。 

コロナ禍以前でもテレワークやビデオ会議

の仕組みはありましたが、あくまでも対面の

補完・代替手段に過ぎませんでした。それが今では主たるコミュニケーション手段となりましたが、今後コロナ禍

が終息すれば、オンラインによるコミュニケーションは無くなるでしょうか？ 今よりも機会は少なくなるでしょうが、

補完・代替手段としてではなく、新たなコミュニケーション手段として使用され続けると思います。移動や宿泊を

必要とせず、どこからでも、誰もが参加できるオンラインのメリットを活かし、本支部活動エリア外（海外も含め）に

も活動の輪を広げることができそうです。 

 

 

（首都圏支部） 
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コロナ禍での同窓会支部活動を振り返って 
山浦 由紀雄 （機械工学科 昭和 53 卒年） 

 

2020 年の年初に日本国内初のコロナ感染が確認されてからの同窓会活動は、会員相互の交流を図る最も重

要な「総会」、参加者が最も多く和気あいあいと親睦を深める「懇親会」の開催が出来なくなってしまいました。役

員一同、どうする手段も見つけ出すことが出来ず「今年は中止します」の案内しか展開できず「はがゆい」気持ち

でいっぱいでした。 

そんな中、2021 年 11 月 ZOOM による『オンライン総会』を開催致しました。 

新しい「生活様式」としてのオンライン化が定着する中での、同窓会活動を考えるきっかけとなりました。 

オンラインの強みを生かし本部、関西・首都圏支 

部からも参加頂き、交流会は本部との共催という 

新しい試みもトライしてみました。 

交流会では ZOOM のブレイクアウトルームを使っ 

た出身地別の部屋と学科別の部屋の二本立てで交流 

を深めて頂き、各部屋とも大いに盛り上がりました。 

 

             テクノフォーラムでは、同窓会のネットワークで繋がりお互いに助け合 

  う存在になった事例を紹介いたしました。米子高専の卒業生として同期 

  先輩、後輩、恩師との交流を深めることのできる「同窓会」。 

  このような絆をもっと深めたいですね！ 

 

  また、鳥取県名古屋代表部さんより「鳥取 NOW」と題して、鳥取県の暮らし、 

ビジネス、観光等の最新情報をご紹介いただきました。 

          コロナ禍の中、故郷へなかなか帰省できない中でたくさんの

情報を聴くことができ、皆さん満足されていました。 

  尚、この総会で新役員が承認され新体制で運営を 

スタートさせました。 

今回は残念ながら出席 

できなかった方も、次回は是非参加頂き交流を深めて頂きたいと思います。 

 

【米子高専同窓会メルマガ及び Facebook による会員の皆様への情報提供】 

 コロナ禍の中、より関係を密にお互いが情報を共有することができる唯一の 

手段は「メルマガ」や「Face book」だけでした。心だけは繋がり合う同窓会で 

ありたいと思いながら情報発信に努めてまいりました。  

 

 

 

（中部支部） 
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令和 3 年度 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 昭和 53 年卒） 

 

 皆様ご案内の通り、今年度も新型コロナウィルス一族の度重なる波状攻撃により、国内外の経済活動の停滞、

日常生活の制限が余儀なくされ、私達の同窓会活動も多くの活動を中止せざるを得ませんでした。 幹事一同、

非常に残念に思っています。その様な中ではありますが、下記の通り関西支部主催の行事を５件実施することが

でき、最後の１件を 3 月に予定するところまで来ましたので、此処にご報告致します。 

 参加頂きました会員の皆様には、本紙面をお借りして改めて感謝申し上げますと共に、これらの行事の企画立

案等の為に３回のリモート幹事会に参画頂きました幹事の皆様、有難う御座いました。 

 

◇第１３回大高砂ゴルフコンペ 

 令和 3 年 11 月 12 日（金） 10 名参加 

 優勝 井本玉紀(M8)さん 

井本さんは初参加でしたが、関西支部ルールで優勝して 

頂きました。また今年から平日開催とし、ゴルフ場も参加者 

希望で都度変更可能にしました。 

 
◇第５回遠藤の釣った魚を喰らう会＆古都奈良の散策 

 令和 3 年 11 月 27 日(土)  延べ 23 名参加 

 今年は、聖徳太子ゆかりの地「斑鳩の里」を関西支部会 

員の足利さん（E2）にご案内頂き、その後吹雪の中「薬師 

寺」を散策しました。 

「斑鳩の里」では、国の史跡である「藤ノ木古墳」を見 

学した後、聖徳太子ゆかりの寺院「法隆寺」へと移動し、 

世界最古の木造建築物群などを見学しました。 

法隆寺では足利さんお手製の「米子高専同窓会関西支 

部会員 2021 年 11 月 27 日 法隆寺御参拝」（添付資料参 

照）が全員に配布され、見学する施設毎に資料を用いて 

説明頂きました。【感謝】 

その後はいつものお店へ移動し、今年も遠藤副支部長が釣った美味しい魚をおなか一杯頂きました。 

 

◇第１回関西名所旧跡ハイキング 

 令和 3 年 12 月 11 日（土）  8 名参加 

 「歴史と文化の薫る関西ならではの楽しいことを 

もっとやりたい」との会員の希望に応え、 

第 1 回目は「世界遺産を歩く 上賀茂神社／下鴨神 

社」と題して京都市洛北をハイキングしました。 

 行程は、鴨川沿いに上賀茂神社、京都府立植物園、 

賀茂みたらし茶屋、下鴨神社、河合神社、旧三井家下 

鴨別荘と歩き、最後は出町ふたばでお土産（豆大福 

など）を ゲットして約 8km を完歩しました。 

 付録編として、一部の人は先斗町へ繰り出して美味しい（？）夕食を取ったのち、ユーミン酒場へと消え去りまし

た。 

 
 
 

（関西支部） 
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◇第１５回関西大高砂フォーラム（リモート開催） 

 令和 4 年 1 月 29 日（土） 17 名参加 

今回は、A2 岩本昌章氏が「建設作業の 

ロボット化」と題して、（株）フジタにて 

40 年間携われたお仕事の中で、「外壁シ 

ャトル工法」という画期的な工法を開発 

され、ビル建設の効率化と安全性向上に 

貢献されたお話を伺いました。 

また、この工法開発で数々の特許を取得すると共に、米国で開催さ 

れた第 10 回国際建設ロボットシンポジュームで論文発表され、日本人で初めて最優秀賞を受賞するなど輝かし

い功績を残されました。 

 フォーラムには関西支部会員の他、本部、中部・首都圏支部からも参加頂き、計17名がリモートで繋がりました。

また、発表後の質疑応答は多くの方が発言され盛況のうちにお開きとなりました。 

 

 

メルマガ配信について 

 
 現在月一回、約 1,3２０名の会員に向けて「同窓会メルマガ」の配信をしています。 

 また、約 3７0 名の在校生に対し、その内容についての「お知らせ」を配信しています。 

 

 メールアドレス変更を希望される方はメルマガ掲載のフォーマットに記入し、ご自分が在住している地域の

下記編集者まで送信ください 

＜問い合わせ先＞ 

 ・大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県にお住まいの方は、関西支部 佐々木まで 

 ・愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、福井県、石川県、富山県にお住まいの方は、 

中部支部 高梨まで 

 ・東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県にお住まいの方は、 

首都圏支部 角、石田まで 

 ・上記以外にお住まいの方は、同窓会本部（米子） 清水まで 

 

 米子高専同窓会メルマガ編集者 

  編集長（同窓会本部）  福庭  mail: yonago-hq@ynct-net.org 

  同窓会本部（米子）  清水  mail: yonago-hq@ynct-net.org 

  関西支部   佐々木  mail: kansai-hq@ynct-net.org 

  中部支部   山浦、高梨 mail: tyubu-hq@ynct-net.org 

  首都圏支部   角、石田  mail: metro-hq@ynct-net.org  
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米子高専同窓会・会計報告 

 
表紙写真の説明 

【写真上】米子城跡ライトアップ 
 ２０２２年元旦に NHK「日本最強の城スペシャル第１０弾〜一度は行きたい絶景の城〜」において米子城が最強

の城に選ばれました。近年、発掘調査や保存整備が進む城跡の魅力とあわせて、秀峰大山をはじめ、中海、日

本海、市街地などを 360°一望できる天守からの絶景が評価されました。長期連休には石垣がライトアップされ

て市内からも綺麗に見えます。天守跡まで登ると良い運動になります。 

【写真下】大山と月 
 米子からのある日の夕方の眺めです。霞みがかった夜空に浮かぶ大山と大きな満月が幻想的です。 

 

 

 

 

 

項　目 金額(円) 項　目 金額(円) 項　目 金額(円) 項　目 金額(円) 
繰越金 1,042,817 委託料 220,080 繰越金 1,101,233 委託料 226,080
入会金 1,055,000 本部‣支部活動支援費 200,000 入会金 1,040,000 積立金 100,000
繰入金 33,685 在校生活動支援費 500,000 雑収入 10 本部‣支部活動支援費 200,000
雑入金 8 旅費 50,000 合計 2,141,243 旅費 240,000
合計 2,131,510 積立金 100,000 借上料 44,000

借上料 5,000 会議費 10,000
消耗品費 10,000 消耗品費 10,000
通信費 10,000 通信費 10,000
広報費 15,000 広報費 15,000
手数料 2,000 手数料 3,000
渉外費 2,000 渉外費 2,000
予備費 1,017,430 慶弔費 20,000

合計 2,131,510 予備費 1,261,163

合計 2,141,243

支出の部支出の部

令和２年度一般会計決算 令和３年度一般会計予算

収入の部 収入の部

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

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。 

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たし

ます。 
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米子本部 e-mail 

yonago-hq@ynct-net.org 


