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●「30会」とは
30会は昭和30年に入学した仲間です。初
回の同窓会は昭和40年頃だと記憶してお
ります。それから節目節目に実施しており
ます。厄年では宮崎神宮の宮司を招いて
お祓いをしました。還暦、喜寿等20回以上
の実施です。その都度記念誌を作成し、情
報交換に役立てています。
　また、会では各自の特技を披露しています。俳句、短歌、写真、
書、竹細工、日本舞踊等、みんな名人芸です。
　このように継続して行えるのは、会長（永久）の尽力のおかげです。
今後も絆を深め健康で充実した生活が送れることを祈念します。

　数年前に子を授かり、看護学科で教員をしながら育児に励んでいます。なかなか思う
ように仕事と家庭の両立ができていませんが、周りの援助を受けながら楽しく生活し
ています。最近、子どもがヒーローのキャラクターに夢中で元気に遊ぶのですが、私に
体力がなく、ついていけません。今年の夏も暑い日が続くので体力をつけてどうにか乗
り切りたいと思います。まだ歴史の浅い看護学科も卒業生の中には母や父になった方
も多く、時間の経過を感じます。学生時代を懐かしく感じます。

平原博子さん（昭和32年学芸学部）

　卒業後、セイコーエプソンに入社し、25年にわたり液晶の企
画・営業技術の仕事を続けてきたのですが、思うところあり
2011年に松本への単身生活を決行し、今は脈拍計の開発・企画
の仕事にまい進しています。平日は松本城を見ながら会社へ通
い、週末は東京の自宅へ戻り、東京支部長として同窓会活動に
いそしむとい
う二重生活を
楽しんでいま
す。おいでま
し、松本!（写真
左は同窓会、
右は松本城）

竹内　順さん（昭和59年工学部電気工学科卒業）

　県庁在職中は花を中心に研究・行政・普及をほぼ等しく経験
してきましたが、今は宮崎県農家経営支援センターで経営コン
サルを担当しています。休日には水稲80aだけは作っています
が、51歳から合唱を、61歳からチェロを始めています。昨年は、
「混声宮崎カノンコーラス設立10周年記念コンサート」と、「み

やざき100人のチェリスト
たち」で、アイザックスター
ンホールで演奏することが
できました。これからも趣味
を楽しみながら、地域の農
業・農村の活性化に努めてい
きたいと思います。

八反田憲生さん（昭和50年農学部農学科卒業）
　熊本県では有志のみで同窓会を
行っていましたが、本年より宮崎
医科大学・宮崎大学医学部医学科
同窓会の下部組織として活動すべ
く、熊本県人会を立ち上げる事に
なりました。このため長野俊郎先
生より事務業務を引き継ぎ、1年半準備を進めてきました。
　2015年5月9日（土）にホテルニューオータニ熊本にて第一
回目の総会及び懇親会を開催しました。総会には26名の同窓
生が集まり、会則の承認と役員の選出を行い、会長：戸上秀一、
副会長：赤木純児・高橋毅、幹事：長野俊郎・渡辺充伸・東隆行、監 
査：渡辺充伸が選出されました。懇親会では参加者全員が学生
時代に戻り旧交を深め、参加頂いた研修医3名の紹介が行われ
盛会のうちに終了しました。

 東　隆行さん（平成3年医学部卒業）

野末明希さん（平成17年医学部看護学科卒業）

同窓会連合会ホームページ 宮崎大学　同窓会連合会 検索

生 レ ポ ー ト業卒
みなさん、卒業後、どのような人生を送っているのでしょう。

様々な分野で活躍している方や趣味を楽しんでいる卒業生をピックアップしました！

各学部別同窓会の活動報告・お知らせ各学部別同窓会の活動報告・お知らせ

　「宮崎大学同窓会連合会だより第5号」の発刊にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。
　昨年11月8日には「宮崎大学創立330記念事業」による「記念交流会館」の落成式・記念式典が行わ
れ、11月16日には同会館で「第4回宮崎大学ホームカミングデイ（HCD）」の卒業生歓迎式典、特別講
演会等が催されました。これまでいただいた同窓生ならびに関係各位のご支援・ご協力に対しまして、
改めて厚く御礼申しあげる次第です。
　本年度も11月14日（土）の「清花祭（大学祭）」と同日開催で「第5回HCD」が開かれます。この機会に
クラス同窓会等もこの頃に計画していただき、恒例となりましたHCDへ、多数の同窓生の皆さんが参
加されんことを願っております。
　では、各学部同窓会におきましては、引き続き、同窓会体制の充実に努力されんことを期待し、ま
た、同窓生各位のご健康とご活躍、そして本学の更なる発展を祈念して、ご挨拶といたします。
　なお、私、本年度から佐々木吉弘前会長のあとを受けて、同窓会連合会会長に就任いたしました。

　6月13日（土）、附属小学校で
総会を開催しました。次の3点
を本年度の活動方針として、事
業を進めて参ります。
　①会員相互の絆づくり（終身
　　会員、現職会員、準会員）
　②組織の強化・拡充
　③会報やHPを通した広報活動の充実
　なお、次の事業への積極的な参加をお願いします。
　※新霊合祀慰霊祭
　　○11月7日（土）10：00～　附属小体育館
　※母校創立131周年記念祝賀同窓会
　　○2月27日（土）9：30～　JA AZMホール

　第5回ホームカミングデイ同日に「総会・講演会・懇親会」を開
催することとしましたのでご案内申し上げます。昨年度の「開学
40周年記念総会・講演会・懇親会」も大変盛会でした。
　皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ごあいさつ

宮崎大学同窓会連合会
会長　小八重祥一郞

●平成27年度総会

記念講演会
中村薫（左）、高野瀬忠明（右）

●平成27年度　総会・講演会・懇親会のご案内

　工学部は平成4年に改組を行い7学科からなる新体制に移行
しました。本年度はそれから4年が経過し、新学科の卒業生を迎
えることになります。そこで、学科構成の変更を受けて同窓会の
ありかたも大きく形を変え、これまでの工学部後援会と融合し
た新しい形としての工学部同窓会を立ち上げました。今後、関東
地区、近畿地区、北部九州地区など各地区の活動の活性化を通じ
て，工学部同窓会の全国的なネットワークを構築して参ります。
また、同窓生への情報提供を始めとするサービスの充実のみな
らず、在学生への就職支援などにも取組みたいと思っています。
さらに、本年12月に宮崎地区での工学部同窓会を計画している
ところです。工学部同窓生の皆様のご参加をお待ちしています。

　農学部は、大正13年、第10
高等農林学校として設置が決
まり、昨年度90周年を迎えま
した。
　これを記念して本年1月31
日、宮崎市・宮日会館で約150
名の参加の下、卒業生の高野瀬
忠明（C42）、中村薫（A60）両名
から民間企業や技術現場にお
ける体験談をご講演頂き、母校
に対する思いやエールなどを送られました。 また、思い出の写
真集や90年間の会報を収録した「農学部90年のあゆみ」と旧農
学部船塚キャンパス65年の歴史を収録した「ふなつか青春物
語」を発刊し、希望する会員の皆さんに無償配布しました。
　ご希望の方は、農学部同窓会事務局（0985-58-2640）まで

●母校創立90周年記念講演会、記念誌の発刊

　毎年、11月のホームカミングデイ同日に「農学部懇親会」を開
催しています。
　本年度も、宮崎市・ひまわり荘において、17時30分から予定
しています。お近くの方は、是非ご参加ください。ご希望の方は、
農学部同窓会事務局（0985-58-2640）まで。（参加費：無料）

●農学部懇親会の開催について

【日時】平成27年11月14日（土）17：00～　【場所】宮崎観光ホテル
【会費】8,000円　予定　【申込】同封の参加申込書にて
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/alumni/
↑コチラをご覧下さい。

宮崎大学同窓会連合会だより vol.5

創立330記念交流会館

宮崎大学同窓会連合会だより

詳しくは、大学ホームページをご覧ください。

宮崎大学創立330記念事業につきましては

皆様の多大なご協力を賜りました。

誠にありがとうございました。

皆様のご厚志より完成しました

330記念交流会館は一般の方も

ご利用いただけます。

皆様のご利用をお待ちしております。

教育文化学部同窓会（木犀会）

宮崎医科大学・宮崎大学医学部医学科同窓会（篠懸会）

（事務局）ひがし成人・循環器内科クリニック
宮崎医科大学・宮崎大学医学部医学科同窓会 熊本県支部設立の報告



第4回 を開催しました!!

　第4回ホームカミングデイは皆様のご支援

により平成26年11月16日に開催されまし

た。幸いなことにお天気にも恵まれ、県内外か

ら60名を超す同窓生の皆様にご参加頂くこ

とができました。お礼申し上げます。

　午前の部は宮崎大学創立330年記念事業

として建設されました「創立330記念交流会

館コンベンションホール」を会場として、歓迎

式典と教育文化学部長・教育文化学部数学教

育学教授の添田佳伸氏による「数学教育でど

んな人を育てるか」の特別講演を開催し、宮崎

大学の歴史を振り返るとともに未来に思いを

馳せて頂きました。懇親会は学生のダンスや

お楽しみ抽選会など、小西アナウンサーの絶

妙な司会のもとに和やかに過ごして頂きまし

た。その後の学部企画も、ドクターヘリの見学

などの楽しいひとときを過ごして頂けたと拝

察しております。

　今年は11月14日（土）に第5回ホームカミ

ングデイを開催する予定です。皆様のご参加

を心よりお待ち致しております。

第4回ホームカミングデイを
振り返って

実行委員長

（教育文化学部）

岡 村 好 美

H26.11.16

2015年も開催決定!!2015年も開催決定!!
お楽しみに!!

第5回宮崎大学ホームカミングデイ
■日時：平成27年11月14日（土）　10：00～
■場所：宮崎大学木花キャンバス
※詳細については、同窓会連合会ホームページ及び
　各学部同窓会を通じてお知らせします。

10：00～10：45　歓迎式典

10：45～11：00　休　　憩

11：00～12：00　特別講演
　　　　　　　　　「数学教育でどんな人を育てるか」
　　　　　　　　　講演者　添田佳伸　氏
　　　　　　　　　（教育文化学部長・教育文化学部数学教育学教授）

12：30～14：20　懇 親 会

14：30～16：00　キャンパス自由見学

　平成26年11月16日（日）、64名の卒業生が母校に集い、懐かしい
恩師や学友との親睦を深めました。ホームカミングデイは、様々な
年代・学部の卒業生が交流できるイベントとして、同窓会連合会と
大学が連携して企画し、平成23年に記念すべき第1回が開催されま
した。そして今回が4回目となり、県内からの参加者だけでなく遠
くは関東から参加される方もおられました。また、当日は清花祭
（大学祭）も行われており、学生の活気に満ちあふれた様子に、参加
者は自身の学生時代を重ね合わせて懐かしんでいる様子でした。

プログラム

特別講演

　添田教育文化学部長による
講演は、参加者から、「現在の
数学教育の在り方を聞くこと
ができて良かった。」「添田先
生の講演で、改めて“学ぶ力”
の大切さを認識した。」などの
声が寄せられ、大好評でした。

「数学教育でどんな人を育てるか」

講演者　添田佳伸　氏
（教育文化学部長・教育文化学部
　数学教育学教授）

懇 親 会

　懇親会は、アカペラサークル「B.O.I」のライブパフォーマンスで幕を
開け、宮大生協の皆さんが宮大で生産された食材を使って腕によりを
かけて用意した料理を手に、皆さん楽しんでおられました。
　また、宮大グッズが当たるお楽しみ抽選会では、見事当選したラッキ
ーな方へのインタビューも行われ大盛況でした。
　終盤の学生サークル「Daisy Girls」と「みやだいもうくん」のコラボレ
ーションによるチアダンスも大好評でした。

歓迎式典

■感謝状贈呈

■Daisy Girls

■抽選会

■司会の小西アナウンサー

■B.O.I

同窓会連合会会長挨拶■

キャンパス自由見学
教育文化学部
●教育学部旧キャンパスパネル写真展

工学部
●「アドベンチャー工学部」の見学
●研究紹介
　「Ｘ線天文学とそれに必要な衛星搭載検出器の開発」

農学部
●植物生産環境科学科による植物工場の展示
●農業博物館企画展示

医学部
●ドクターヘリの見学　●ドクターカーの見学
●救命救急センター内の見学

cth9220
取り消し線



工学部同窓会

農学部同窓会（船塚会）

古紙配合率100％再生紙を使用しています

大豆油を主成分としたインキを使用しています

国立大学法人宮崎大学同窓会連合会事務局　〒889－2192　宮崎市学園木花台西1丁目1番地
■TEL（0985）58－2854　■E-mail : dousou-rengo@of.miyazaki-u.ac.jp　■平成27年8月発行

編 集 発 行

●「30会」とは
30会は昭和30年に入学した仲間です。初
回の同窓会は昭和40年頃だと記憶してお
ります。それから節目節目に実施しており
ます。厄年では宮崎神宮の宮司を招いて
お祓いをしました。還暦、喜寿等20回以上
の実施です。その都度記念誌を作成し、情
報交換に役立てています。
　また、会では各自の特技を披露しています。俳句、短歌、写真、
書、竹細工、日本舞踊等、みんな名人芸です。
　このように継続して行えるのは、会長（永久）の尽力のおかげです。
今後も絆を深め健康で充実した生活が送れることを祈念します。

　数年前に子を授かり、看護学科で教員をしながら育児に励んでいます。なかなか思う
ように仕事と家庭の両立ができていませんが、周りの援助を受けながら楽しく生活し
ています。最近、子どもがヒーローのキャラクターに夢中で元気に遊ぶのですが、私に
体力がなく、ついていけません。今年の夏も暑い日が続くので体力をつけてどうにか乗
り切りたいと思います。まだ歴史の浅い看護学科も卒業生の中には母や父になった方
も多く、時間の経過を感じます。学生時代を懐かしく感じます。

平原博子さん（昭和32年学芸学部）

　卒業後、セイコーエプソンに入社し、25年にわたり液晶の企
画・営業技術の仕事を続けてきたのですが、思うところあり
2011年に松本への単身生活を決行し、今は脈拍計の開発・企画
の仕事にまい進しています。平日は松本城を見ながら会社へ通
い、週末は東京の自宅へ戻り、東京支部長として同窓会活動に
いそしむとい
う二重生活を
楽しんでいま
す。おいでま
し、松本!（写真
左は同窓会、
右は松本城）

竹内　順さん（昭和59年工学部電気工学科卒業）

　県庁在職中は花を中心に研究・行政・普及をほぼ等しく経験
してきましたが、今は宮崎県農家経営支援センターで経営コン
サルを担当しています。休日には水稲80aだけは作っています
が、51歳から合唱を、61歳からチェロを始めています。昨年は、
「混声宮崎カノンコーラス設立10周年記念コンサート」と、「み

やざき100人のチェリスト
たち」で、アイザックスター
ンホールで演奏することが
できました。これからも趣味
を楽しみながら、地域の農
業・農村の活性化に努めてい
きたいと思います。

八反田憲生さん（昭和50年農学部農学科卒業）
　熊本県では有志のみで同窓会を
行っていましたが、本年より宮崎
医科大学・宮崎大学医学部医学科
同窓会の下部組織として活動すべ
く、熊本県人会を立ち上げる事に
なりました。このため長野俊郎先
生より事務業務を引き継ぎ、1年半準備を進めてきました。
　2015年5月9日（土）にホテルニューオータニ熊本にて第一
回目の総会及び懇親会を開催しました。総会には26名の同窓
生が集まり、会則の承認と役員の選出を行い、会長：戸上秀一、
副会長：赤木純児・高橋毅、幹事：長野俊郎・渡辺充伸・東隆行、監 
査：渡辺充伸が選出されました。懇親会では参加者全員が学生
時代に戻り旧交を深め、参加頂いた研修医3名の紹介が行われ
盛会のうちに終了しました。

 東　隆行さん（平成3年医学部卒業）

野末明希さん（平成17年医学部看護学科卒業）

同窓会連合会ホームページ 宮崎大学　同窓会連合会 検索

生 レ ポ ー ト業卒
みなさん、卒業後、どのような人生を送っているのでしょう。

様々な分野で活躍している方や趣味を楽しんでいる卒業生をピックアップしました！

各学部別同窓会の活動報告・お知らせ各学部別同窓会の活動報告・お知らせ

　「宮崎大学同窓会連合会だより第5号」の発刊にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。
　昨年11月8日には「宮崎大学創立330記念事業」による「記念交流会館」の落成式・記念式典が行わ
れ、11月16日には同会館で「第4回宮崎大学ホームカミングデイ（HCD）」の卒業生歓迎式典、特別講
演会等が催されました。これまでいただいた同窓生ならびに関係各位のご支援・ご協力に対しまして、
改めて厚く御礼申しあげる次第です。
　本年度も11月14日（土）の「清花祭（大学祭）」と同日開催で「第5回HCD」が開かれます。この機会に
クラス同窓会等もこの頃に計画していただき、恒例となりましたHCDへ、多数の同窓生の皆さんが参
加されんことを願っております。
　では、各学部同窓会におきましては、引き続き、同窓会体制の充実に努力されんことを期待し、ま
た、同窓生各位のご健康とご活躍、そして本学の更なる発展を祈念して、ご挨拶といたします。
　なお、私、本年度から佐々木吉弘前会長のあとを受けて、同窓会連合会会長に就任いたしました。

　6月13日（土）、附属小学校で
総会を開催しました。次の3点
を本年度の活動方針として、事
業を進めて参ります。
　①会員相互の絆づくり（終身
　　会員、現職会員、準会員）
　②組織の強化・拡充
　③会報やHPを通した広報活動の充実
　なお、次の事業への積極的な参加をお願いします。
　※新霊合祀慰霊祭
　　○11月7日（土）10：00～　附属小体育館
　※母校創立131周年記念祝賀同窓会
　　○2月27日（土）9：30～　JA AZMホール

　第5回ホームカミングデイ同日に「総会・講演会・懇親会」を開
催することとしましたのでご案内申し上げます。昨年度の「開学
40周年記念総会・講演会・懇親会」も大変盛会でした。
　皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ごあいさつ

宮崎大学同窓会連合会
会長　小八重祥一郞

●平成27年度総会

記念講演会
中村薫（左）、高野瀬忠明（右）

●平成27年度　総会・講演会・懇親会のご案内

　工学部は平成4年に改組を行い7学科からなる新体制に移行
しました。本年度はそれから4年が経過し、新学科の卒業生を迎
えることになります。そこで、学科構成の変更を受けて同窓会の
ありかたも大きく形を変え、これまでの工学部後援会と融合し
た新しい形としての工学部同窓会を立ち上げました。今後、関東
地区、近畿地区、北部九州地区など各地区の活動の活性化を通じ
て，工学部同窓会の全国的なネットワークを構築して参ります。
また、同窓生への情報提供を始めとするサービスの充実のみな
らず、在学生への就職支援などにも取組みたいと思っています。
さらに、本年12月に宮崎地区での工学部同窓会を計画している
ところです。工学部同窓生の皆様のご参加をお待ちしています。

　農学部は、大正13年、第10
高等農林学校として設置が決
まり、昨年度90周年を迎えま
した。
　これを記念して本年1月31
日、宮崎市・宮日会館で約150
名の参加の下、卒業生の高野瀬
忠明（C42）、中村薫（A60）両名
から民間企業や技術現場にお
ける体験談をご講演頂き、母校
に対する思いやエールなどを送られました。 また、思い出の写
真集や90年間の会報を収録した「農学部90年のあゆみ」と旧農
学部船塚キャンパス65年の歴史を収録した「ふなつか青春物
語」を発刊し、希望する会員の皆さんに無償配布しました。
　ご希望の方は、農学部同窓会事務局（0985-58-2640）まで

●母校創立90周年記念講演会、記念誌の発刊

　毎年、11月のホームカミングデイ同日に「農学部懇親会」を開
催しています。
　本年度も、宮崎市・ひまわり荘において、17時30分から予定
しています。お近くの方は、是非ご参加ください。ご希望の方は、
農学部同窓会事務局（0985-58-2640）まで。（参加費：無料）

●農学部懇親会の開催について

【日時】平成27年11月14日（土）17：00～　【場所】宮崎観光ホテル
【会費】8,000円　予定　【申込】同封の参加申込書にて
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/alumni/
↑コチラをご覧下さい。

宮崎大学同窓会連合会だより vol.5

創立330記念交流会館

宮崎大学同窓会連合会だより

詳しくは、大学ホームページをご覧ください。

宮崎大学創立330記念事業につきましては

皆様の多大なご協力を賜りました。

誠にありがとうございました。

皆様のご厚志より完成しました

330記念交流会館は一般の方も

ご利用いただけます。

皆様のご利用をお待ちしております。

教育文化学部同窓会（木犀会）

宮崎医科大学・宮崎大学医学部医学科同窓会（篠懸会）

（事務局）ひがし成人・循環器内科クリニック
宮崎医科大学・宮崎大学医学部医学科同窓会 熊本県支部設立の報告


