
第21回 2019(令和元)年度

菱実会 総会
（佐賀大学理工学部同窓会）

期 日：2019年9月7日（土）受付14：30～

場 所：佐嘉神社記念館

スケジュール：

15:30～16:10 総 会（同窓生のみ）

16:10～16:30 菱実会/生涯学習の紹介（ビデオ上映）

16:30～17:40 記念講演

講師 大塚 清吾 氏（フォトジャーナリスト）

17:45～ 集合写真撮影

18:00～20:00  懇親会
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2019(令和元)年度 菱実会総会次第

Ⅰ. 開 会

Ⅱ.  会長あいさつ

Ⅲ. 議 事

1）議題1 2018(平成30)年度事業及び決算報告について

2）議題2 2018(平成30)年度会計監査報告

3）議題3 2019(令和元)年度事業計画(案)及び予算(案)について

4）その他

【配布資料】（受付で一式配布）

① 菱実会総会スケジュール ② 理工学部会報「菱の実№21」

③ 菱実会懇親会式次第 ④ STEPs活動報告(懇親会で使用)

⑤ 2019佐賀大学授業開放パンフ ⑥ BINGOカード

Ⅳ. 閉 会
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2018(平成30)年度事業報告（1/5）
１. 会報の発行及び送付

佐賀大学の近況および理工学部同窓会の関する活動状況を会員へ紹介するものとして、

下記２種類の会報を送付する。

1）佐賀大学同窓会会報（1月・7月） …………年2回発行：1月号HPに掲載、7月号送付

『楠の葉』29号会費納入者3541名送付 「楠の葉」30号 HPに掲載

2) 理工学部同窓会会報「菱の実」（7月） ……年1回発行：佐大同窓会会報と一緒に送付

『菱の実』20号 10,000部印刷 ・会費納入者 3,541名

・在学生父兄 2,040名

・会費納入のお願い（2017年期限切れ）362名

・合格者へ入学手続き時同封 700部

・新入生オリエンテーション時配布分570部

・他支部会等に配布

２. 会員の拡大

同窓生の活性化のために会員数の拡大を図る。

1）会費徴収 （前年度期限切れの同窓生に徴収実施）362名

佐賀県内の会費未納者への納入依頼書送付 2,299名（総会・懇親会案内同封）

３. 同窓会名簿管理

1）理工学部同窓会員名簿の管理と更新

名簿（PDF版）作成～15冊作成印刷 学部長・各学科長・事務長等へ配付
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2018年度事業報告（2/5）
４. 同窓会支部活動

1）佐賀大学同窓会支部・地区会活動 ➡佐大同窓会支部会・地区会等出席者一覧参照

2）理工学部同窓会支部活動強化（各学科でのホームカミング等含む）

3) その他

５. 在学生援助活動

1）理工学部キャリアデザインセミナー

2018年11月～2019年2月までに7学科実施

2）理工学部在学生表彰支援（理工学部長賞）

2019年4月4日 平成30年度学生表彰 各学科2名（2年・3年）計14名

3) 菱実会賞実施

第3回菱実会賞実施 募集期間 2018年5月～10月末

4)「キャリアデザイン」講座支援

2018年11月14日（水）講師：中島和幸氏（平成12入・大学院機械工学専攻）

勤務先：唐津プレシジョン 技術部開発グループ副長

2018年12月12日（水）講師：長松寛泰氏（平成12入・都市工学科）

勤務先：株) 宇部建設コンサルタント 4

➡『菱の実』第21号7頁参照

➡今回は該当者なし

➡佐賀大学の科目：2単位

➡『菱の実』第21号9頁参照
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佐賀大学同窓会ホーム
ページの新着情報からダ
ウンロード

2018年度支部会・地区会等出席者一覧
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支部会等名 日 時 会場 理工学部同窓会 出席者数
熊本支部 Ｈ30.5.12（土） 17：00～ メルパルク熊本（熊本市） 穂屋下・平尾 57
福岡地区支部
東海支部
沖縄支部 Ｈ30.6.30（土） 19：00～ ホテルサン沖縄（那覇市） 穂屋下・島・平尾 20
東京支部 Ｈ30.11.11（日） 12:00～ 新橋「新橋亭」（新館） 島・平尾 50
筑後支部 Ｈ30.10.13（土） 16：30～ 白柳荘（柳川市） 池上 26

県外 山口支部
北九州支部
宮崎支部
大分支部 H30.11.3（土） 17：00～ アリストンホテル 穂屋下 30
長崎支部 H30.11.9（金） 18：30～ ガーデンテラス長崎ホテル 山口・米満 37
諫早支部 H30.11.9（金） 18：30～ L&Lホテルセンリュウ 中島 16

佐世保支部 H30.11.10（土）
15：00～

レオプラザホテル（佐世保市） 山口 27

関西支部 H30.11.10（土） 11:30～ 神仙閣大阪店（大阪市） 穂屋下 45
鹿児島支部 H31.1.19（土） 18：00～ レクストン鹿児島（鹿児島市） 島・山口 20

職域 佐大教職員支部 H31.3.14（木） 18:00～ 菱の実会館多目的室 島 21
佐賀市役所 H30.7.27（金） 18：30～ マリンターレ創世 穗屋下 37

学部 有朋会総会 H30.8.26（土） 13：00～ マリトピア 島
医科大･医学部懇親会 H30.7.14（土） 15：00～ 医学部講義室
楠葉 懇親会 H30.10.27（土） 18：00～ 佐嘉神社記念館 穂屋下
理工 懇親会 H30.9.1（土） 16：00～ 佐嘉神社記念館 当事者
農学部総会懇親会 H30.5.19（土） 13：00～ かささぎホール 平尾
鳥栖・基山
佐賀市
三養基
杵島
鹿島・藤津・嬉野

県内 伊万里 H30.11.23（金） 14：00～ 伊万里公民館 ――― 28
地区会 唐津

武雄
神埼 H30.9.29（土） 17：00～ 割烹 菊水 島 28
有田
小城多久

その他 寮歌祭 H30.11.24（土） 13：00～ エスプラッツホール 島・平尾 28
ホームカミングデー H30.11.17（土） 13：30～ 佐賀大学 穂屋下・米満・山口 18

15
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2018年度事業報告（3/5）

5) 菱実会・理工学部広報賞（2017年度設立）

9/2菱実会総会・懇親会の折、穂屋下会長よりクオカードを授与された。

受賞者代表：馬場亮輔氏（工学系研究科先端融合工学専攻・2年）

第36回計測自動制御学会九州支部学術講演会学生発表交流会において、

優秀発表賞を受賞された。

6) 都市工学科授業科目「社会基盤プロジェクト」支援

卒業生アドバイザーの交通費

講師3名 吉田恭一氏 佐賀県庁（S50入・土木）

小野龍太氏 佐賀県庁（S46入・土木）

福山龍一氏 牟田建設

7）2019年3月26日学位授与式後の7学科での祝賀会出席。各学科3万円祝儀贈呈

穂屋下会長、島副会長が出向き祝辞・学生歌楠葉エールを披露

8）新入生オリエンテーション 2019年4月4日 大学院棟401

テレビ会議システムの利用 会長より同窓会紹介

佐賀大学同窓会案内・菱実会（理工学部同窓会）の会報・菱実会賞募集チラシ配布
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➡『菱の実』第21号8頁参照

2018年度事業報告（4/5）

６. 各種情報の提供

1）ホームページの充実（技術・研究など、同窓生に有用な情報の提供）

2) その他

７. 佐賀大学及び他学部同窓会との連携

1) 佐賀大学と佐賀大学同窓会との意見交換会

2018年5月17日開催（大学側：13名 同窓会側：11名）

2）理工学部と理工学部同窓会との意見交換会

2018年11月21日開催 （理工学部側：12名 同窓会側：10名）

3) 理工学部同窓会総会・記念講演・懇親会

2018年9月 1日（土）佐嘉神社記念館にて開催

記念講演講師：池上 康之氏

（佐賀大学海洋エネルギー研究センター副センター長）

参加者： 来賓・学生19名 同窓生・実行員・役員62名 計81名
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➡『楠の葉』第31号6頁参照

➡『菱の実』第21号10頁参照



2018年度事業報告（5/5）

4）第26回佐賀県青春寮歌祭

2018年11月24日（土）13：00～佐賀市交流センター「エスプラッツホール」3F

佐賀大学から28名 うち理工学部同窓会2名参加（島・平尾両副会長）

８. その他の事業

1)卒業生への援助

〇佐賀大学同窓会長賞（2015年制定）

各同窓会より1名又は1団体へ副賞1件2万円程度の記念品授与

2019年3月26日 佐賀大学学位授与式にて表彰状並びに記念品授与

受賞者：理工学部知能情報システム学科 第4年次

森 山 裕 鷹 氏

理由：佐賀大学発ベンチャー企業として、株式会社SA‐GAを起業し、社長として

地域の経済活動に貢献している。
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➡『菱の実』第21号9頁参照

2019(令和元)年度事業計画（案）(1/2)

１. 会報の発行及び送付

佐賀大学の近況および理工学部同窓会の関する活動状況を会員へ紹介するものとして、

下記２種類の会報を送付する。

1）佐賀大学同窓会会報（7月・1月） ………2回発行：1月号HPに掲載のみ、7月号送付

2) 理工学部同窓会会報「菱の実」（7月）………年1回発行：佐大同窓会会報と一緒に送付

・会費納入者 ・在学生父兄 ・会費納入のお願い時（2018年期限切れ）

・合格者へ入学手続き時同封 ・新入生オリエンテーション時配布分 ・他支部会等に配布

２. 会員の拡大：同窓生の活性化のために会員数の拡大を図る。

1）会費徴収 （前年度期限切れの同窓生に徴収実施）

2）2019年度名簿作成の為、調査ハガキ送付時に会費納入願いを同封。

３. 同窓会名簿管理

1）理工学部同窓会員名簿の管理と更新

2）2019年版名簿発行

４. 同窓会支部活動

1）佐賀大学同窓会支部・地区会活動

2）理工学部同窓会支部活動強化（各学科でのホームカミング等含む）、など
10



2019年度事業計画（案）(2/2)
５. 在学生援助活動

1）「理工学部キャリアデザインセミナー」実施

2）理工学部在学生表彰支援

3) 第4回菱実会賞実施

4) 佐賀大学同窓会「キャリアデザイン」講座支援

5) 菱実会・理工学部広報賞（平成29年度設立）への支援

6）学位授与式後の7学科での祝賀会出席

7）新入生オリエンテーションでの同窓会紹介 （会報・菱実会賞募集チラシ配布）、など

６. 各種情報の提供

1）ホームページの充実（技術・研究など、同窓生に有用な情報の提供）

2) 菱実会/生涯学習サイトの構築

3) その他

７. 佐賀大学及び他学部同窓会との連携

1) 佐賀大学と佐賀大学同窓会との意見交換会 （2019年5月16日開催）

2) 理工学部同窓会総会・記念講演・懇親会 （2019年9月7日開催）

3）理工学部と理工学部同窓会との意見交換会 （2019年11月開催予定）

4）第27回佐賀県青春寮歌祭 （2019年11月23日開催）

８. その他の事業

1) 卒業生への援助

佐賀大学同窓会長賞 11

➡特別会計より支出（理事会承認済み）

〇会計決算（案）
（2018年4月1日～2019年3月31日）
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〇2019年度会計予算（案）

（2019年4月1日～2020年3月31日）

詳細省略

詳細省略



2019年度 菱実会役員名簿 （2019年6月6日）

役 職 担 当 氏 名 学科・入学年 佐大同窓会役職

会 長 穗屋下 茂 機械・45 副会長

副会長 中島 道夫 化学・43

副会長 支部強化 島 公二武 機械・46 理事長 .庶務部長

副会長 支部強化 山口 智啓 生機・48 理事・支部強化部

副会長 情報管理 小玉 純士 建設・57

理 事 支部強化 宮地 幸夫 工化・46

理 事 支部強化 樋口 幸弘 土木・49

理 事 会報発行 米満 潔 化学・56

理 事 情報管理 髙﨑 光浩 化学・56 理事・情報管理部

理 事 学生支援 池上 康之 生機・57 理事・学生支援部

理 事 会報発行 田中 高行 電子・57 理事・会報発行部

理 事 庶 務 津留 保生 電気・61 理事・庶務部

理 事 支部強化 田中 稲穂 化学・61

理 事 会報発行 岩部 敦也 電気・H2

理 事 支部強化 古川 裕紀 生機・H4

理 事 会報発行 渕上貴由樹 都市・H12

監 事 椿 忠彦 物理・48 監 事

監 事 深井 澄夫 電子・49

監 事 磯野 健一 工化・59

顧 問 秋永 正幸 機械・41 13

第21回 2019(令和元)年度

菱実会 総会
（佐賀大学理工学部同窓会）

期 日：2019年9月7日（土）受付14：30～

場 所：佐嘉神社記念館

スケジュール：

15:30～16:10 総 会（同窓生のみ）

16:10～16:30 菱実会/生涯学習の紹介（ビデオ上映）

16:30～17:40 記念講演

講師 大塚 清吾 氏（フォトジャーナリスト）

17:45～ 集合写真撮影

18:00～20:00  懇親会

⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷

⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷

14



15

第21回 2019(令和元)年度

菱実会 総会
（佐賀大学理工学部同窓会）

期 日：2019年9月7日（土）受付14：30～

場 所：佐嘉神社記念館

スケジュール：

15:30～16:10 総 会（同窓生のみ）

16:10～16:30 菱実会/生涯学習の紹介（ビデオ上映）

16:30～17:40 記念講演

講師 大塚 清吾 氏（フォトジャーナリスト）

17:45～ 集合写真撮影

18:00～20:00  懇親会
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【記念講演】

題目：佐賀の素晴らしい歴史と文化
講 師：大塚 清吾 氏

・フォトジャーナリスト、佐賀大学非常勤講師

・中国ハルビンの満鉄官舎に生まれ、佐賀県鹿島市に引き揚げる。

・佐賀県立鹿島実業高等学校商業科卒、1966年東京写真短期大学(現

東京工芸大学)卒

・代議士三池信の秘書をへて、1967年松竹写真部に入り、歌舞伎や

新派などの記録、宣伝の舞台写真を担当する。1969年松竹退社

・沖縄へ渡り、伝統工芸の職人たちの探訪取材を始める。木村伊兵

衛、吉田千秋に師事。1981年から「NHK特集 シルクロード」取材

に同行し多くの写真集を刊行する

・著書・写真集は多数。例えば、『沖縄の陶工人間国宝金城次郎』

『梅子の舞 佐賀にわか 筑紫美主子』『敦煌』『春日大社 秘儀開

封 生きている正倉院』『シルクロードー飛天の舞いに魅せられ

て』など 17

大塚清吾ホームぺージ
http://www.saga-els.com/otsuka/
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ネット授業科目
VOD型フルeラーニング
教養教育運営機構主題科目

▲シルクロード入門 ▲伝統工芸と匠

画像へのアプローチ
－その背景と視点

▲

吉野ヶ里学

記念講演

題目：佐賀の素晴らしい歴史と文化
講師：大塚 清吾 氏

〇１ 清吾の全著書本・並び着替え無し

〇２ 私が考える文化の意味と形

〇３ 佐賀の歴史と文化から
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