
議 案 第 １ 号 

平成 30年度 事業報告 
 

 

 

１．総 会 

      月   日：平成３０年 ５月２５日(金) 

      場   所：ソラリア西鉄ホテル ８F 聖天 参加人員：62名 

      議   題： 

・ 平成２９年度事業報告 

・ 平成２９年度決算報告 

・ 平成３０年度事業計画(案) 

・ 平成３０年度予算(案) 

・ 役員改選（案） 

・ その他 

・ 壬子会５０周年記念奨学基金の収支について 

 

 

２．理事会 

      月   日： 平成３０年 ５月２５日(金) 

      場   所： ソラリア西鉄ホテル ８F 瑞光 

      議   題： 

・ 平成２９年度事業報告 

・ 平成２９年度決算報告 

・ 平成３０年度事業計画(案) 

・ 平成３０年度予算(案) 

・ 役員改選(案) 

・ その他 

・ 壬子会 50周年記念奨学金の収支について 

 
 

３． 総務会 

4回開催 

(1) 平成３０年  ６月２５日 （松田会長以下計 13名） 

(2) 平成３０年  ９月 ６日 （    〃    計 12名） 

(3) 平成３０年  ２月 ４日 （    〃    計  9名） 

(4) 平成３０年  ３月２６日 （    〃    計 13名） 

 



 

４．学生講話会 

【業界研究セミナー】 

(1) 第１回 平成 30年 11月 15日（木） 参加人数：43名（3年生） 

［講師］ 

 ・山中  徹 氏（S.61卒）（株）安藤・間 九州支店 土木営業部 

 ・井上 浩二 氏（H.2卒）（株）大林組 九州支店 土木工事部 

 ・山下 正治 氏（H.5卒）（株）熊谷組 九州支店 土木部 

 ・渡邉 泰幸 氏（H.6卒）西松建設㈱ 九州支社 営業部 

 ・坂口 伸也 氏（H.9卒）前田建設工業（株） 本店 総合企画部 

 ・村井 大亨 氏（H.9卒）（株）大林組 九州支店 土木工事部 

 ・井上 英二 氏（H.10卒）三井住友建設（株） 九州支店 土木部 

 ・浦川 洋介 氏（H.11卒）オリエンタル白石（株）本社技術部。 

 ・山長 聖和 氏（H.14卒）（株）奥村組 九州支店営業部 

 ・田中 暁大 氏（H.26卒）オリエンタル白石（株） 本社技術部 

 ・花木 陽人 氏（H.27卒）（株）鴻池組 大阪本社環境エンジニアリング部 

 ・高木 信哉 氏（H.30卒）（株）安藤・間 関東土木支店 土木部 

(2) 第２回 平成 30年 11月 29日（木） 参加人数：40名（3年生） 

［講師］ 

 ・森山 正明 氏（S.62卒）パシフィックコンサルタンツ（株）九州支社  

              九州国土基盤事業部 

 ・木藤 賢一 氏（H.3卒）（株）建設技術研究所 九州支社 河川部 

 ・永友 功一 氏（H.6卒）（株）日水コン 河川事業部 九州河川部 

 ・石橋 俊将 氏（H.20卒）西日本技術開発（株） 土木本部 河川部 

 ・長 悟史 氏（H.10卒）大日本コンサルタント（株） 九州支社  

             構造保全計画室 

 ・国生 昌美 さん（H.15卒）（株）オリエンタルコンサルタンツ 九州支店  

              総合計画部 

 ・岩屋 義宜 氏（H.22卒）（株）福山コンサルタント 本社 交通マネジ 

             メント事業部 

(3) 第３回 平成 30年 12月 6日（木） 参加人数：45名（3年生） 

［講師］ 

 ・和泉 直助 氏（H.6卒）西日本高速道路（株）九州支社 企画調整課 

 ・江口 聡一郎 氏（H.12卒）九州電力（株）コーポレート戦略部門  

               投資計画グループ 

 ・張 信一郎 氏（H.15卒）（独）鉄道・運輸機構 九州新幹線建設局  



              計画課 

 ・田井  明 氏（H.16卒）九州大学大学院 工学研究院 環境社会部門 

 ・陶山 雄介 氏（H.18卒）（独）鉄道・運輸機構 本社 設計部 

 ・竹之下 智行 氏（H.21卒）九州旅客鉄道（株） 施設部 工事課 

 ・德永 大輝 氏（H.24卒）東海旅客鉄道（株） 中央新幹線推進本部  

中央新幹線建設部 

 ・渡邊 達郎 氏（H.23卒）西日本旅客鉄道（株） 施設部 施設技術室 

 ・高橋 祐介 氏（H.20卒）大分県庁 

 ・二宮  久 氏（H.20卒）東京電力ホールディングス（株）  

経営企画ユニット系統 広域連系推進室 

 ・山本 悠哉 氏（H.22卒）西日本高速道路（株）九州支社企画調整課 

 ・土屋 羊平 氏（H.26卒）（株）横河ブリッジ 本社 東京設計第一部 

 ・道廣 飛鳥 さん（H.27卒）新日鉄住金エンジニアリング（株） 

海洋事業部 技術部 

 ・八木 孝介 氏（H.28卒）（株）横河ブリッジホールディングス  

総合技術研究所 

５．社会人学生交流会 

※豪雨のため中止 

《当初予定していた内容》 

月 日：平成３0年７月６日（金）18:30～20:30 

場 所：ソラリア西鉄ホテル８階「彩雲 雪」 

参加予定人数：107名（ＯＢ 64名，学生 43名） 

 

 

６．新 年 会 

   月  日： 平成 31年１月 25日（金）18:30～20:00 

   場  所： 西鉄グランドホテル２階「プレジール」 

   参加人数：７０名（OB 70名） 

 

 

７．技術研修会 

(１) 平成 30年 7月 19日（木）18:00～19:30 九州学士会（天神ビル 8階） 

講師：安藤 航太 氏（Ｈ15年卒） 

福岡市 道路下水道局 計画部 下水道計画課 資源活用係長 

卓話：「熊本地震における益城町の被災状況及び下水道災害復旧事業の取組み」 

参加人数：４名（OB ４名） 



(２) 平成 30年 9月 26日（水）18:00～19:30 九州学士会（天神ビル 8階） 

講師：山下 裕司 氏（Ｈ2年卒） 

九州電力株式会社 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部 

                        環境アセスメントグループ 副長 

卓話：「九電グループ環境報告書 2018（地球環境問題への取組み）」 

参加人数：6名（OB ６名） 

(３) 平成 30年 11月 16日（金）10:30～14:30 

               九州大学伊都キャンパス センター2号館 2304号室 

【第一部（10:30～12:00）】 

講師：髙橋 幸久 氏（Ｓ62卒） 

大成建設株式会社 九州支店 土木営業部長  

   卓話：「都市部におけるトンネルの近接施工 ～事故の概要とこれから～」 

参加人数：１０３名（ＯＢ ３１名，学部２年生 ７２名） 

【第二部（13:00～14:30）】 

講師：三谷 泰浩 氏（Ｈ元卒） 

九州大学大学院 工学研究院 教授  

卓話：「事故当時を振り返る ～その時何が起こっていたのか？～」 

参加人数：１０３名（ＯＢ ３２名，学部２年生 ７１名） 

(４) 平成 31年 2月 27日（水）18:00～19:30 九州学士会（天神ビル 8階） 

講師：坂井 健太郎 氏（Ｈ８年卒） 

           福岡県 建築都市部 公園街路課 公園緑地係長 

卓話：「天神中央公園西中洲エリア再整備事業について」  

参加人数：13名（OB 13名） 

 

 

８．学生見学会 

月   日：平成 30年 9月 25日～26日 
場   所：ＪＲ大阪駅北地区、阪神高速道路大和川線 他 
参加人数：３年生 81名 

        
 
 

９．新卒業生記念パーティ(卒業生壮行会) 
月日：平成 31年 3月 20日（水） 
場所：西鉄グランドホテル 
参加人数： ２１０名 
       (ＯＢ 41名、卒業生 132名、大学関係 37名) 

 
 
 



１０.会報 

壬子会だより vol.34の発行 

（発行日）平成 30年 12月１日 

【内容】 

○新会長就任挨拶 松田会長 

○平成 30年度総会報告 

○教室近況報告 橋本教授（環境社会部門 部門長） 

○平成 29年度卒業・修了者の進路と平成 30年度の進路指導 久場教授 

○新学位取得者 

○「乙未の会」イベント 

○特集「九州大学 伊都キャンパスの完成とこれから」 坂井教授（キャンパス計画室） 

○平成 30年度壬子会役員，事業部会委員，物故者名簿 

○平成 29年度壬子会決算書 

○平成 30年度壬子会予算書，周年記念同窓会の写真掲載（30周年） 

○壬子会 50周年記念奨学金及び住友建設㈱奨学金決算報告 

○壬子会ホームページリニューアルのお知らせ，名簿，壬子会費の振り込み 

 

 

１１．会費部会・名簿部会 

名簿部会・会費部会は共同して活動． 

１）部会（合同開催）・・・３回実施 

・第１回（H30.7.18）、第２回（H30.10.18）、第３回（H31.3.12） 

２）作業内容 

・今後の電子名簿および名簿冊子版についての検討 

  会員へのアンケート案の作成 

  実施方法・スケジュール等の検討 

・会費納入状況 

H30年度予算 5,500千円に対し、1,279件、5,219千円の入金。 

・支払方法の検討 

郵便振替受払（35%）、郵貯・銀行口座引落（18%）、ｺﾝﾋﾞﾆ入金（39%）、銀行振込

（1%）、現金（7%）であり、自動引落は未だ浸透していない（昨年度同レベル） 

 

 



12．公開講座 

平成 30年度公開講座: 「さわってみよう！ 川と海の自然とめずらしい生き物展」 

日   時：平成 30年 10月 7日（日）11：00～16：00 

場   所：九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 318号室 

主催：九州大学土木系教室同窓会（壬子会） 

共催：九州大学大学院工学研究院環境社会部門、同社会基盤部門、同附属アジア防

災研究センター、同附属環境工学研究教育センター 

参加者数：約 300名 （保護者約 150名、小中学生約 150名） 

 

 

１3．広報・交流部会 

(1) 乙未の会(壬子会女性の会) 

･乙未の会イベントの開催 

日 時：平成 30年 12月 2日（日） 

懇親会  13:00～15:00   Bar Vita 中洲店 

参加人数：21名 

(乙未の会・OG ９名、乙未の会・学生 ５名、壬士会員 ２名、子供 5名) 

 

(2) 壬子会ホームページリニューアルWG 

･ 部会開催は 3回。 

･ 7月 23日 ㈱グルーウェブと契約し、新 HP作成依頼。 

･ 意見・要望等を整理。 

･ 11月 1日 新 HPの運用開始。平成 31年 3月 31日までは旧 HP との併用。 

･ ホームページ及び壬子会だよりに新 HP運用開始並びに意見徴収広告掲載。 

･ 4月 1日に旧 HPを廃止し、新 HPのみの運用とする。 

･ 2年間のWG としての活動は終了。 

 

 


