


2019年６月22日（土）
講演会　16：00～
懇親会　18：00～

日　時

原鶴温泉 旅館 泰泉閣
福岡県朝倉市杷木志波20

場　所

①福岡県内の卒業生　②還暦11期生（52年入学生）※幹事募集中‼
③大学教職員　④旧職員　⑤同窓会役員・代議員

※11期生及び福岡県在住の住所判明者には再度ご案内いたします。

5,000円

参加者

会　費

2019年度　還暦同期会・合同懇親会のご案内

記念講演会・還暦同期会（昭和51年生）・合同懇親会が開催される。

平成30年度　南九州大学同窓会通常総会（報告）

　平成30年6月23日（土）15時より、宮崎観光ホテルにお
いて、役員22名、代議員10名の出席で、平成30年度通常
総会が開催されました。議長を後藤会長が務め、議事録
署名人に初田氏・篠崎氏が選任された後、議事が進行さ
れました。決議された議案は以下のとおりとなります。

①第１号議案〔平成29年度事業報告・平成29年度決算報告〕
徳原事務局長から事業報告、山本会計から決算報告が
あり、平岡監査より会計報告がなされ承認される。

②第２号議案〔平成30年度事業計画（案）・平成30年度予算計画（案）〕
徳原事務局長、山本会計より計画案の説明があり承認さ
れる。

③第３号議案〔会則改訂〕
徳原事務局長より役員構成人数等の改訂についての説明
があり承認される。
　改訂内容： 副会長人数３名を４名に改訂
 副会長４名のうち２名は本部役員から選出する

④第４号議案〔役員改選〕
徳原事務局長より役員改選についての説明があり承認さ
れる。

⑤その他
　事務局より平成31・32年度の総会開催についての説明
があり、平成31年度は福岡県開催、平成32年度は宮崎県
開催として承認される。

　6月23日（土）、通常総会後、宮崎観光ホテルにおいて記
念講演会と還暦同期会・合同懇親会が開催されました。今
回の記念講演会は、南九州大学環境園芸学科　前田隆昭
准教授による「トロピカルフルーツの紹介」で、多くの種類
のトロピカルフルーツについての紹介がありました。還暦同
期会・合同懇親会は、10期生（昭和51年入学生）の参加者
5名、大学教職員6名、役員19名、代議員10名、計40名の
参加のもとで盛大に開催されました。服部副会長の進行の
もと、後藤会長の挨拶、寺原学長の挨拶、大井手副会長
の乾杯でスタートした懇親会では、若き学生時代の活躍等
の思い出話に花が咲いていました。最後は、大森副会長に
よる万歳三唱で合同懇親会を閉めることができました。来年
は昭和52年入学生との合同懇親会となります。場所は福岡

県朝倉市の原鶴温泉にて開催されます。多数の参加をお待
ちしております。詳細は下記またはホームページ等にてご案
内いたします。
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役職 氏名 入学
顧問 小野　天下 S42年 愛知県
顧問 野元　　勉 S42年 宮崎県
顧問 牧野　博司 S44年 宮崎県
顧問 加藤　研悟 S46年 宮崎県
会長 後藤　克信 S45年 宮崎県

副会長 高柳　利允 S46年 東京都
関東ブロック長

副会長 大森　　茂 S45年 岡山県
副会長（新） 大井手健二 S44年 宮崎県
副会長（新） 服部　雅樹 H４年 宮崎県
事務局長 徳原　　隆 S42年 宮崎県
会計 山本　昭藏 S48年 宮崎県
監査 平岡　直樹 S56年 宮崎県
監査 加藤　研悟 S46年 宮崎県

幹事 大木　一郎 S48年 宮城県
東北ブロック長

幹事 島田　幸吉 H５年 富山県
北信越ブロック長

役職 氏名 入学

幹事 中村　幹雄 S45年 岐阜県
東海ブロック長

幹事 山田　和正 S47年 大阪府
関西ブロック長

幹事 小田　智敏 H５年 広島県
中国ブロック長

幹事 細井　功一 S46年 高知県
四国ブロック長

幹事 田中　信敏 H52年 福岡県（新）
九州ブロック長

幹事 松田　正則 S49年 沖縄県
沖縄ブロック長

幹事 菊地　央靖 H９年 宮崎県
幹事 宮丸より子 H23年 宮崎県（新）
幹事 高見　明花 H24年 宮崎県（新）
幹事 吉田　晋弥 S49年 宮崎県（新）
幹事 櫻井　清喜 S48年 宮崎県（新）
幹事 清水　厚郎 H14年 宮崎県（新）
幹事 伊熊　健一 H21年 宮崎県（新）
幹事 福原　　武 H３年 宮崎県（新）

氏名 入学
藤田　修治 S43年 埼玉県

河口　智志 S56年 千葉県

亀山　雄一 H７年 東京都

金井　良一 S45年 神奈川県

田澤　重幸 S50年 神奈川県

佐藤　耕作 S47年 新潟県

八澤　直樹 S43年 愛知県

村上　克彦 S46年 愛知県

橋本　久志 S43年 滋賀県

堀野　　章 S52年 滋賀県

室賀　泰二 S54年 奈良県

谷本　慎吾 H11年 広島県

飯田　　稔 S52年 福岡県

村武　賢治 S52年 福岡県

氏名 入学
澤　　治彦 S42年 熊本県

姫井　一則 S42年 熊本県

岩野　宗敬 H７年 鹿児島県

間世田明里 H８年 鹿児島県

佐藤　富徳 S50年 大分県

松尾　　巧 S44年 大分県

宮里　　勝 S60年 沖縄県

岡田　修一 S47年 宮崎県

初田多加司 S47年 宮崎県

篠崎圭太郎 H10年 宮崎県（新）

松島　大樹 H21年 宮崎県（新）

平成30年度 南九州大学同窓会役員紹介
同窓会役員 代　議　員

保護者会の紹介

大学祭実行委員長　川尻　莉里花（食品開発科学科  2年生）
　大学祭テーマ「食で作ろう！笑(しょう)t ime」です。人々
を笑顔にする食のすばらしさを伝えていこうと企画をしていま
す。ステージ企画としてカラオケ大会・仮装コンテスト等を行
う予定です。スペシャルゲストもお招きしているので楽しみに
していてください。また，学生に
よる模擬店や各研究室の活動内
容を展示致します。私たちが大学
で学んでいることを知っていただ
ける機会となっていますので，是
非お越しください。

き り し ま 祭 の ご 案 内
宮崎キャンパスにて  11月３日（土）開催

大学祭実行委員長　丸岡　優太 （環境園芸学科  3年）
　今年の大学祭のテーマは「～つなぐこれまでと、これからと～」
です。第51回目となるひばり祭の歴史や伝統をしっかりと受け
継ぎ、自分たちの学祭を作りたいという想いが込められていま
す。イベントは毎年恒例のカラ
オケ大会、大人気のビンゴ大
会など皆様に楽しんでもらえる
ような企画を多数準備してい
ます！豪華ゲストもお呼びして
おりますので是非とも足を運ん
でみてください。

ひ ば り 祭 の ご 案 内
都城キャンパスにて  12月1日（土）・2日（日）開催

平成30年度
会　長　上田　道夫（環境園芸学科　4年）
副会長　手嶋　孝枝（食品開発科学科　4年）
　　　　赤木　利克（環境園芸学科　3年）
主な活動
４年間の充実した学校生活をサポート！
●在学生の学研災保険の加入推進
●サークル等の課外活動への補助金
●学友会との意見交換会の実施
●卒業式祝賀会等の開催　他

第51回第14回

　平成28年度より、同窓会の存在と活動内容について在学生や教職員への認知度の向上や、学習・研究活
動に積極的な在学生への経済的支援などをはかるために、学部学生を対象とした支援事業を行っています。
　平成29年度は4件の申請があり、審査の結果、下記の3件の支援をいたしました。

「学部学生支援事業」の報告

南九州大学入学試験一覧

入学定員・試験区分別募集人員

入学定員・試験区分
環境園芸学部 人間発達学部 健康栄養学部
環境園芸学科 子ども教育学科 管理栄養学科 食品開発科学科
130人 80人 60人 40人

特待生推薦入試 33人 25人 20人 13人

推薦入試 Ⅰ期 26人 10人 8人 5人
Ⅱ期 6人 5人 2人 2人

一般入試
Ⅰ期 54人 15人 15人 10人
Ⅱ期 5人 4人 3人 3人
Ⅲ期 各　若　干　名

センター試験
利用入試

Ⅰ期 12人 15人 10人 5人
Ⅱ期 3人 6人 2人 2人
Ⅲ期

各　若　干　名AO入試
社会人入試
帰国生徒入試

Ⅰ期
Ⅱ期

2019年度
宮崎キャンパス　　管理栄養学科／食品開発科学科
〒880-0032 宮崎県宮崎市霧島５-１-２　TEL 0985-83-2111　FAX 0985-83-3383

都城キャンパス　　環境園芸学科／子ども教育学科
〒885-0035 宮崎県都城市立野町3764番地１　TEL 0986-21-2111　FAX 0986-21-2113

見学お申込み・
お問い合わせは
フリーダイヤル

0120-3739-20
南九州大学　総務企画部　企画広報課までご連絡ください。

※推薦（Ⅰ期・Ⅱ期）について、管理栄養学科は公募のみの募集です。
※ 一般入試（Ⅰ期）の各募集人員には、一般（Ⅲ期）・センター試験利用（Ⅲ期）・ＡＯ・
社会人・帰国生徒入試の募集人員（若干名）を含みます。

①環境園芸学科4年生　中島　崇仁　　78,000円 卒業研究･制作等「九州における展望台のある道の駅の景
観について」

②環境園芸学科3年生　志水　優衣　　40,000円 コンテスト・コンクール出場「地球環境にやさしいフラワー
デザインを作成する」

③環境園芸学科3年生　中川浩一郎　　80,000円 卒業研究･制作等「妙心寺東海庵庭園の意匠性に関する
研究」

平成30年度も実施の予定です。学部在学生の積極的な応募を期待しています。
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