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第22回 2020(令和２)年度

菱実会

総会

（佐賀大学理工学部同窓会）
⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷⫷

期 日：2020年9月5日（土）受付15：00～
場 所：佐賀大学菱の実会館
スケジュール：
15:30～16:30 総 会（同窓生のみ）
＊記念講演と懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、本年度は中止
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2020(令和２)年度 菱実会総会次第
Ⅰ.
Ⅱ.

開

会

会長あいさつ

Ⅲ. 議

事

1）議題1

2019(令和元)年度事業及び決算報告について

2）議題2

2019(令和元)年度会計監査報告

3）議題3

2020(令和２)年度事業計画(案)及び予算(案)について

4) 議題4

2020年度-2021年度 菱実会役員について

5）議題5

理工学部同窓会（菱実会）会則の一部改正について

6) その他
Ⅳ. 閉

会

【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」第22号
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2019(令和元)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』31号会費納入者3541名送付 「楠の葉」32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』21号 10,000部印刷 ・会費納入者 3,596名
・在学生の父兄（保護者） 2,049名
・会費納入のお願い（2018年会費期限切れ）362名
・2020年度合格者へ入学手続き時同封 700部
・2020年度新入生オリエンテーション時配布分570部
・他支部会等で配布
3)「菱の実」臨時号No.2（2020年2月1日発行） 1,800部印刷
・2020年度合格者へ入学手続き時同封 700部
・2020年度新入生オリエンテーション時配布分570部
・他支部会・地区会等で配布（熊本・唐津・関西等）
＊2019年10月１日から兒玉浩明（化学・S58卒）学長体制がスタートし、理工学部長の渡 孝則氏が佐
賀大学理事（企画・総務・財務担当）に就任された。それに伴い、理工学部長選挙が行われ、2019年
10月１日に豊田氏が佐賀大学理工学部長に就任された。
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2019年度事業報告（2/5）
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

2) 2020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)名簿（PDF版）作成、700冊作成印刷
終身会員（希望者）458冊、名簿（要）予約者148冊、
理工学部長・各学科・菱実会同窓会役員、事務局等50冊、予備40冊（3,000円で販売可）
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
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
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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

5

2019年度支部会・地区会等出席者一覧
県外の支部会

15

職域
学部同窓会関係
県内の地区会

11
その他
行事等

支部会等名
東京支部
沖縄支部
東海支部
山口県支部
福岡地区支部
筑後支部
長崎支部
佐世保支部
諫早支部
鹿児島支部
大分支部
北九州支部
宮崎支部
関西支部
熊本支部
佐大教職員支部
佐賀市役所
有朋会 総会
楠葉 総会
経済学部交流会
医科大･医学部総会
理工学部 総会
農学部 総会
農学部 交流会
鳥栖・基山
三養基
神埼
佐賀市
小城・多久
唐津
鹿島藤津嬉野
武雄
杵島
伊万里
有田
ホームカミングデー
27回佐賀県青春寮歌祭
佐大会

開催月日

開始時刻

会

場

理工学部同窓会

全出席者数

2019年11月10日（日）

12:00

名鉄グランドホテル（名古屋市）

穂屋下・島

22

2019年10月18日（金）

18:30

西鉄イン福岡（福岡市）

穂屋下

48

2019年11月８日（金）

18;30

ホテルニュー長崎（長崎市）

穂屋下

21

2019年11月16日（土 ） 18:30
2020年1月18日（土）
18:00
2019年11月23日（土） 17:00

ホテル センリュウ（諫早市）
レクストン鹿児島（鹿児島市）
アートホテル大分（大分市）

穂屋下
穂屋下
穂屋下

14
18
29

2020年2月8日（土）
2019年5月18日（土）

12:00
17:00

神仙閣（大阪駅前第一ビル）
メルパルク熊本（熊本市）

穂屋下
穂屋下

46
51

2019年7月26日（金）
2019年8月31日（土）
2019年5月25日（土）
2019年10月26日（土）
2019年7月20日（土）
2019年9月7 日（土）
2019年5月18日（土）
2019年7月24日（木）

19:00
15:00
16:00
18:00
15:00
18:00
13:00
18:00

ホテルマリターレ創生（佐賀市）
佐賀ホテル＆マリトピア
アパホテル
佐嘉神社記念館
医学部大講堂
佐嘉神社記念館
かささぎホール
かささぎホール

穂屋下・小玉
穂屋下

33
100
28
80
28
83
65
40

2019年9月28日（土）

17:00

「菊水」（神埼市）

穂屋下

33

R2年2月8日 （土）

14:30

志道公民館、レストランパレッタ

小玉

28

2019年11月30日（土）
2019年10月26日（土）
2019年11月16日（土）
2019年11月23日（土）
2019年9月21日（土）

14:00
17:00
14:00
13:00
17:00

伊万里公民館（伊万里市）
「森清」（有田町）
佐賀大学
エスプラッツホール（佐賀市）
グランデはがくれ

穂屋下

28
22
80
27
26

穂屋下
穂屋下
島

穂屋下・他4名
島
穂屋下
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2019年度事業報告（2/5）
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
2019年11月～2020年2月までに7学科実施（別紙参照）
1学科10万円の7学科で70万円予算で≒476,000円使用
2）理工学部在学生表彰支援（理工学部長賞）

➡ 表彰式延期

2020年4月2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

➡『菱の実』第22号6頁参照

・第4回菱実会賞実施 募集期間： 2019年5月7日（火）～10月31日（木）
・受賞者：山城佑太君（機械システム工学科：H28入）
・題目：座圧軽減装具「フワット」の開発と普及活動
・受賞理由：佐賀大学発ベンチャー企業として株式会社山城機巧を起業し、代表取締役社
長に就任している。活発な活動を行いながらも、学業の成績が優秀で、大学
院への推薦入学が決まっている。なお、授賞式は2019年12月16日（月）
4)「キャリアデザイン」講座支援

➡佐賀大学の科目：2単位

2019年11月13日（水）講師：中村正太 氏（H25入・都市）
勤務先：（株) 中野建設
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2019年度事業報告（3/5）
➡『菱の実』第22号7頁参照
5) 菱実会・理工学部広報賞（2017年度設立）
9/7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
受賞者代表：重富敬太 氏（工学系研究科博士後期課程・1年）
坂梨慧一 氏（機能物質化学科・4年）
6) 都市工学科授業科目「社会基盤プロジェクト」支援
都市工学科授業科目「社会基盤プロジェクト」への卒業生アドバイザーとして、佐賀大学
に訪問するにあたっての交通費として支援
講師：小野龍太氏（S46入・土木）名村造船所嘱託：元佐賀県庁
講師：吉田恭一氏（S50入・土木）セントラルコンサルタント嘱託：元佐賀県庁
7）令和2年3月24日学位授与式後の7学科での祝賀会中止のため3万円祝儀贈呈はなし
8）新入生オリエンテーション 令和2年年4月3日 大学院棟401
テレビ放映 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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2019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）
・2016年度以降の新着情報・活動報告の提示
・「支部会・地区会」カテゴリーを作成し、2019年度支部会・地区会の様子を提示
・菱実会生涯学習サイトの構築（3年計画の1年目：4コース作成）
2) その他
・菱実会役員会専用のWebサイト「菱実会ルーム」に、役員会の資料や記録を保存し、役員会
等のテレワークが可能な環境を構築
７. 佐賀大学及び他学部同窓会との連携
➡『菱の実』第22号4頁参照
1) 佐賀大学と佐賀大学同窓会との意見交換会
開催期日：2019年5月17日（金）
大学側13名 同窓会側11名
2) 兒玉浩明佐賀大学新学長及び理事と佐賀大学同窓会の懇談会
開催期日：2019年11月21日（木） 大学側6名 同窓会側8名
3) 宮﨑耕治前学長を囲んで 開催期日：2020年1月22日（水） 同窓会側8名
4) 理工学部と理工学部同窓会との意見交換会
2019年11 月21日開催 理工学部側
12名
同窓会側 10名
5) 理工学部同窓会総会・記念講演・懇親会
➡『菱の実』第22号9頁参照
2019年9月 7日（土）佐嘉神社記念館にて開催
記念講演講師：大塚 清吾氏 （フォトライター）
9
参加者） 来賓・学生14名 同窓生・実行員・役員68名
計82名

2019年度事業報告（5/5）
4）第26回佐賀県青春寮歌祭
2019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 （島副会長）

８. その他の事業
1)卒業生への援助
・第5回佐賀大学同窓会長賞（2015年制定）
各同窓会より1又は1団体へ

➡『菱の実』第22号6頁参照

表彰状並びに記念品授与

氏名：山城佑太 君（機械・H28入）
理由：座圧軽減装具「フワット」を共同開発し、代表取締役社長として起業した株式会
社山城機巧は第１号の「佐賀大学発ベンチャー」の称号を授与し、さらに佐賀県
のふるさと納税でも大きな支援を集めた
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2019年度会計決算（案）（2019年4月1日～2020年3月31日）
詳細は省略
詳細を知りたい⽅は、佐賀⼤学同窓会への「問い合わせ」より
お問い合わせ下さい。
URL: http://sadai.jp/alumni/contact/
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2020(令和２)年度事業計画（案）(1/3)
１. 会報の発行及び送付（会報担当）
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（2019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 ・他支部会等に配布

２. 会員の拡大（情報管理担当）
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）約472名

2）佐賀県内の会費未納者への納入依頼書送付 2,359名（総会・懇親会案内同封）
３. 同窓会名簿管理（情報管理部会）
1）理工学部同窓会員名簿の管理と更新
2）2020年版菱実会同窓会PDF版名簿発行（15冊印刷⇒各学科に配布）
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2020年度事業計画（案）(2/3)
４. 同窓会支部活動（組織強化担当）
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）
3) クラス単位の同窓会等（総会・支部会・地区会以外の同窓会）（新企画）
4) 県内企業の訪問（新企画：組織強化担当部会）（新企画）⇒理工学部との連携
5) その他
５. 在学生援助活動（学生支援（キャリアデザイン）担当）
1）理工学部キャリアデザインセミナーの実施
2）理工学部在学生表彰（学部長賞）支援
3) 菱実会・理工学部広報賞（2017年度設立）の支援
4) 第5回菱実会賞募集
5) 佐賀大学「キャリアデザイン」講座支援
6）学位授与式後の7学科の祝賀会・謝恩会支援
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）
8) 菱実会（卒業生）と理工学部学生との交流会（新企画：学生支援担当部会）（新企画）
9) 第6回佐賀大学同窓会長賞（2015年制定）
10）その他
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2020年度事業計画（案）(3/3)
６. 各種情報の提供（情報管理担当）
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) 理工学部同窓会生涯学習サイトの構築
3) その他

➡特別会計より支出
（第1回菱実会役員会承認済み）

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（2020年5月25日（月）開催） ➡延期
2) 理工学部同窓会総会

（2020年9月5日（土）開催）

➡？

3）理工学部と理工学部同窓会との意見交換会（2020年11月●日開催予定）
4）第27回佐賀県青春寮歌祭

（2020年11月14日開催）

➡中止

5）その他
８. その他の事業
1) 佐賀大学ホームカミングデー

（2020年11月14日（月）開催予定）

注意）2020年度の同窓会運営において、同窓会をより盛り⽴てるために多彩な活動計画をた
て、予算化しておりますが、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、強引に実施するのは
控えた⽅が良い場合も多々出てきて、中⽌、または開催延期せざるをえない場合があると思
います。その辺の事情はご了承願います。
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2020年度会計予算（案）（2020年4月1日～2021年3月31日）
詳細は省略
詳細を知りたい⽅は、佐賀⼤学同窓会への「問い合わせ」より
お問い合わせ下さい。
URL: http://sadai.jp/alumni/contact/

15

2020年度 菱実会役員名簿
役 職
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事

担

当

庶務
会報
情報管理
学生支援
組織強化
庶務
庶務
庶務
庶務
会報
会報
会報
情報管理
情報管理
学生支援
学生支援
学生支援
組織強化
組織強化
（顧問）

（2020年4月1日）

氏
名 学科・入学
勤務先
穗屋下 茂 機械・S45
島 公二武 機械・S46
小玉 純士 建設・S57 ダン技術設計（株）
中島 道夫 化学・S43
宮地 幸夫 工化・S46
山口 智啓 生機・S48
牧瀬 稔子 数学・S55 佐賀市役所
田中 稲穂 化学・S61 （株）ＡＩＴ物産
津留 保生 電気・S61 津留公認会計士事務所
古川 裕紀 生機・H04 佐賀県議会
田中 高行 電子・S57 佐賀大学
岩部 敦也 電気・H02 （株）戸上電機製作所
渕上貴由樹 都市・H12 佐賀大学
髙﨑 光浩 化学・S56 佐賀大学
山中 輝樹 情報・H02 （株）佐賀電算センター
池上 康之 生機・S57 佐賀大学
中西 美香 数学・S63 佐賀商業高等学校
山城 佑太 機械・H28 佐賀大学（院）
樋口 幸弘 土木・S49 松尾建設株式会社
香月 俊彦 機械・H22 （株）ミゾタ
椿
忠彦 物理・S48 龍谷中学校・高等学校
秋永 正幸 機械・S41

佐大同窓会役職・担当

副会長
理事長・庶務部長
理事・会報発行部
理事・情報管理部
理事・学生支援部
理事・支部強化部

理事・庶務部

監

事
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佐賀大学理工学部同窓会（菱実会） 会則
（名 称）
第１条 この会は、佐賀⼤学理⼯学部同窓会または、菱実会と称する。
（組織及び会員）
第２条 この会は、佐賀⼤学同窓会の下部組織とする。
２．佐賀⼤学理⼯学部の次の各号に定める会員をもって組織する。
（１）正会員
理⼯学部及び⼤学院（理⼯学部関係）に⼊学した者
（２）準会員
佐賀⼤学⽂理学部（理系）に⼊学した者
（３）特別会員 理⼯学部及び⼤学院（理⼯学部関係）の在職教員
（４）名誉会員 理事会が推挙する者
３．前項第1号に掲げる会員は、別表に定める会費を理⼯学部同窓会に納⼊するも
のとする。
４．理⼯学部同窓会の運営についての議決権は正会員のみが有する。
５．本会の⽬的を推進するため、⽀部（または、班）を置くことができる。
第３条 この会は、会員相互の親睦、知⾒の交換を図るとともに、後進の指導並びに佐賀
⼤学の発展に寄与することを⽬的とする。
（事 業）
第４条 この会は、次に掲げる事業を⾏う。
（１）会報の発⾏
（２）同窓会名簿の管理
（３）卒業⽣並びに在学⽣に対する⽀援事業
（４）その他の事業
（役員の構成）
第５条 この会に次の役員を置く。
（１）会⻑（理事⻑兼）
（２）副会⻑（副理事⻑兼）
（３）理事
（４）監事

１名
５名程度
１５名程度
２名程度

（役員の任期）
第６条 役員の任期は２年とする。ただし、役員が⽋けた場合の補⽋役員の任期は、前任
者の残任期間とする。
２．役員の再任は妨げない。
（役員の選任）
第７条 役員の選任は次のように⾏う。
（１）会⻑（理事⻑兼）は、総会で選出する。
（２）副会⻑（副理事⻑兼）は会⻑が指名する。
（３）理事及び監事は、総会で選出する。
（顧 問）
第８条 顧問を置くことができる。

（役員の任務）
第９条 会⻑は、会務を総理する。
２．副会⻑は、会⻑を補佐する。
３．理事⻑は、会務を執⾏する。
４．副理事⻑は、理事⻑を補佐する。
５．理事は、理事⻑と⼀体になって会務を執⾏する。
６．監事は、会計並びに会務を監査する。
（総 会）
第１０条 総会は、最⾼の決議機関であって、次の事項は総会に付議しなければならない。
（１）会則の改正
（２）その他重要事項
２．総会は、毎年1回、会⻑がこれを召集する。
３．議⻑は、総会のつど正会員より選出する。
４．総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議⻑の決
するところによる。
（理事会）
第１１条 理事会は理事⻑が召集し,理事⻑,副理事⻑及び理事をもって構成する.
２．理事会は事業計画及びその他の会務を審議し、業務を執⾏する。
（学⽣会）
第１２条 佐賀⼤学理⼯学部に在籍する、学部⽣及び⼤学院⽣のなかから，各学科、各学
年で、各２名の学⽣幹事を選出する。
２．学⽣幹事は、同窓会が在学⽣に対して⾏う⽀援事業の遂⾏に協⼒する。
（会 計）
第１３条 この会の経費は、会費、⼊会⾦、臨時会費及び寄付⾦をもってこれにあてる。
２．⾦額、徴収⽅法は別表に定める。
３．この会の会計年度は、毎年４⽉1⽇に始まり、翌年３⽉３１⽇をもって終わ
る。
（事務所）
第１４条 この会の所在地は、佐賀市本庄町⼤字本庄1番地
附

別

佐賀⼤学同窓会内に置く。

則
1. この会則は１９９９年８⽉２８⽇から施⾏する。
2. この会則は２００３年８⽉１０⽇から施⾏する。
3. この会則は２００６年６⽉１０⽇から施⾏する。
4. この会則は２００９年８⽉２９⽇から施⾏する。
5. この会則は２０１１年４⽉ １⽇から施⾏する。
6. この会則は２０１６年４⽉ １⽇から施⾏する。
7. この会則は２０１７年９⽉ ２⽇から施⾏する。
8. この会則は２０２０年４⽉ １⽇から施⾏する。
表

入会金
５,０００円（内３,０００円は同窓会館維持費）
会費（毎年）
２,０００円
・同窓会費は佐賀大学同窓会が徴収する。
・入学時には１０年分の会費（２０,０００円）を前納するものとする。
・会費を３０年間納めれば，以後の会費は免除される。
・一旦納入した会費は、事由の如何にかかわらず返還しない。
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