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議  案 第  １ 号  

令和元年度  事業報告  
 

 

 

１．総  会  

      月    日： 令和元年  ５月１７日(金) 

      場    所： ソラリア西鉄ホテル ８F 聖天  参加人数 62 名  

      議    題： 

・ 平成３０年度事業報告  

・ 平成３０年度決算報告  

・ 令和元年度事業計画 (案) 

・ 令和元年度予算 (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 

 

２．理事会  

      月    日： 令和元年  ５月１７日(金) 

      場    所： ソラリア西鉄ホテル ８F 瑞光  

      議    題： 

・ 平成３０年度事業報告  

・ 平成３０年度決算報告  

・ 令和元年度事業計画 (案) 

・ 令和元年度予算 (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) 令和元年   ７月１０日  （松田会長以下計  １１名） 

(2) 令和元年   ９月３０日  （    〃    計   ８名） 

(3) 令和 2 年   １月２９日  （    〃    計  １１名） 

(4) 令和 2 年   ３月２５日  （    〃    計  13 名） 

 

４．学生講話会  

【業界研究セミナー】 

(1) 第１回  令和元年 11 月 5 日（木） 参加人数：82 名（3 年生） 

［講師］ 

 ・黒田  二郎  氏（H.2 卒）（株）安藤・間  九州支店  土木部  

 ・神崎  恵三  氏（H.2 卒）（株）熊谷組  本社  土木事業本部  

 ・山下  正治  氏（H.5 卒）（株）熊谷組  九州支店  

 ・渡邉  泰幸  氏（H.6 卒）西松建設（株） 九州支社  営業部  

 ・村井  大亨  氏（H.9 卒）（株）大林組  九州支店  営業第二部  
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 ・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  土木本部  

 ・川上  聖司  氏（H.15 卒）前田建設工業（株） 九州支店  土木営業部  

 ・上田    翔  氏（H.20 卒）鹿島建設（株） 本社  土木設計本部  

 ・内海  寿紀  氏（H.21 卒）（株）大林組  名古屋支店  

 ・田中  暁大  氏（H.26 卒）オリエンタル白石（株） 大阪支店  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  

(2) 第２回  令和元年 11 月 12 日（木） 参加人数：79 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  

 ・永友  功一  氏（H.6 卒）（株）日水コン 河川事業部  九州河川部  

 ・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 九州支社   

              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  

 ・鶴田  友莉  さん（H.30 卒）西日本技術開発（株） 水工部  

(3) 第３回  令和元年 11 月 19 日（木） 参加人数：74 名（3 年生） 

［講師］ 

 ・今井  崇晴  氏（H.14 卒）西日本高速道路（株）九州支社  総務企画部  

 ・河野  健児  氏（H.14 卒）宮崎県庁  県土整備部  技術企画課  

 ・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  

 ・楠田  広和  氏（H.14 修）（株）横河ブリッジ 本社  東京設計第一部  

 ・陶山  雄介  氏（H.18 卒）（独）鉄道・運輸機構  大阪支社  工事第八課  

 ・小野  達也  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  

 ・日高  倫興  氏（H.21 卒）西日本旅客鉄道（株） 新幹線施設部  土木課  

 ・高橋  祐介  氏（H.20 卒）大分県庁  中部振興局  農林基盤部  

 ・川上  馨詞  氏（H.22 卒）九州電力（株） テクニカルソリューション本部  

 ・太田    周  氏（H.27 卒）三菱マテリアル（株） 九州工場  苅田製造課  

 ・森本  陽介  氏（H.29 卒）東京電力パワーグリッド（株） 工務部  

 



3 

 

 

 

５．社会人学生交流会  

   月   日： 令和元年 10 月 25 日（金）18:30～20:30 

   場   所： 西鉄グランドホテル 2 階「プレジール」 

   参加人数：99 名（OB 61 名，学生 38 名） 

 

６．新  年  会  

   月   日： 令和 2 年１月 24 日（金）18:00～20:15 

   場   所： ソラリア西鉄ホテル福岡 8 階彩雲「花」 

   参加人数：７３名（OB 7３名） 

＜講演会＞18:00～18:30 

講話名：「内閣府戦略的イノベーション創造プログラム 

－市町村支援災害情報システムの開発－」 
講   師：九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター 

                             教授  塚原  健一  氏（S60 年卒） 
＜懇親会＞18:40～20:15 

 

７．技術研修会  

(１) 令和元年 7 月３１日（水）18:00～19:30 九州学士会（天神ビル 8 階） 

講師：深田  剛教  氏（H14 年卒） 

福岡市  港湾空港局  港湾計画部  計画課  事業企画係長  

卓話：「経済活動と市民生活を支える博多港」 

参加人数：１１名（OB １１名） 

(２) 令和元年 9 月１１日（水）18:00～19:30 九州学士会（天神ビル 8 階） 

講師：古川  節  氏（H5 年卒） 

西松・安藤ハザマ・青木あすなろ特定建設工事共同企業体  

               立野ダム JV 工事事務所  工事課長  

卓話：「立野ダム本体建設工事について」 

参加人数：18 名（OB 18 名） 

(３) 令和元年 11 月 29 日（金）10:30～12:00 

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

講師：堂薗  俊多  氏（H2 年卒）  

国土交通省  九州地方整備局  企画部長  

    卓話：「国土交通行政について」 

参加人数：89 名（ＯＢ 9 名，学部２年生  80 名） 

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

講師：有澤  謙一（H18 年卒） 

            福岡県  県土整備部  河川整備課  計画係  

卓話：「高尾川における地下河川整備について」  

参加人数：9 名（OB 9 名） 
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８．学生見学会  

月   日：令和元年９月１８日～１９日  
場   所：羽田空港，東京外環自動車道  大泉 JCT，八ッ場ダム 他  
参加人数：３年生６６名  

        
 
９．新卒業生記念パーティ(卒業生壮行会 ) 

月日：令和 2 年 3 月 23 日（月） 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から卒業生壮行会は開催不可。壬子会から「壬子会

100 周年記念誌」と「壬子会焼印入り紅白饅頭」を卒業生他に贈呈。 
 

 
１０.会報  

壬子会だより vol.35 の発行  

（発行日）令和元年 12 月１日  

【内容】 

○会長挨拶  松田会長  

○令和元年度総会報告  

○社会人学生交流会の写真掲載  

○教室近況報告  島岡教授（環境社会部門  部門長） 

○平成 30 年度卒業・修了者の進路と令和元年度の進路指導  久場教授  

○新学位取得者  

○「サマープログラム」の実施について 田井准教授  

○令和元年度壬子会役員，事業部会委員，物故者名簿  

○周年記念同窓会の写真掲載（50，40 周年） 

○第 4 回「乙未の会」イベント 

○壬子会ホームページリニューアルのお知らせ，名簿，会費の納入  

 

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（R01.7.22）、第２回（R01.11.14）、第 3 回（R02.3.10 メール審議） 

２）作業内容  

・名簿に関するアンケートの実施および結果の公表  

・名簿冊子体の令和２年度の発刊に関する検討  

掲載内容の検討  

発刊スケジュールの確認  

・会費納入状況  

令和元年度予算 5,500 千円に対し、1,210 件、5,392 千円 (98%)の入金  

（令和２ 年 3 月３１ 日時点） 

・会費納入方法等の内訳  

郵便振替受払 (34%)、郵貯・銀行口座引落 (18%)、ｺﾝﾋﾞﾆ入金 (40%)、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） 

・会費納入率の向上策（案）  
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１２．公開講座 

令和元年度公開講座: 「橋のしくみを学んでみよう！」 

日   時：令和元年 10 月 13 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 

後援：福岡市、糸島市 

参加者数：約 100 名（保護者の方約 40 名、中学生・小学生・幼稚園児約 60 名） 

 

 

１3．広報・交流部会  

(1) 乙未の会 (壬子会女性の会 ) 

令和元年度は中止  

 

(2) 壬子会ホームページリニューアル WG 

・平成 31 年 4 月 1 日に旧 HP を廃止し、新 HP のみの運用開始  

      ・ホームページに関するガイドライン作成、アクセス権の検討  

      ・アクセス権の付与体制の整備  

      ・ホームページ維持・運営  

 

 


