平成３０年７⽉吉⽇
⻑崎⼤学⼯学部構造⼯学科および⼯学科構造⼯学コース卒業⽣
⻑崎⼤学⼤学院⼯学研究科修了⽣

各位

｢⻑崎⼤学⼯学部構造⼯学科創⽴ 50 周年記念事業｣のご案内

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

⻑崎⼤学⼯学部構造⼯学科は、昭和 42 年(1967 年)4 ⽉に設置され、平成 29 年(2017 年)に創⽴
50 周年という⼤きな節⽬の年を迎えました。構造⼯学科は、創⽴から平成 30 年 3 ⽉末までに、
約 2,000 名の有能な⼈材を輩出してきました。卒業⽣・修了⽣が⽇本のみならず世界の構造⼯学
分野を中⼼に幅広く活躍されておられますことは誠に同慶の⾄りでございます。
この度、構造⼯学科創⽴ 50 周年を無事迎えたのを機に、今後の更なる発展の出発点と致したく、
構造⼯学科創⽴ 50 周年記念事業を計画し、その中で創⽴ 50 周年記念誌の発⾏、記念式典や記念
講演会などの開催、構造⼯学コースの教育・研究への⽀援を⽬的とした募⾦活動を実施すること
に致しました。つきましては、創⽴ 50 周年記念事業の趣旨をご理解頂き、格別のご協⼒、ご⽀援
を賜りますよう⼼からお願い申し上げます。
謹⽩
平成３０年７⽉吉⽇
⻑崎⼤学⼯学部⼯学科構造⼯学コース⻑：吉武裕
⻑崎⼤学⼯学部構造⼯学科創⽴ 50 周年記念事業実⾏委員会委員⻑：松⽥浩
⻑崎⼤学⼯学部構造⼯学科創⽴ 50 周年記念事業発起⼈会会⻑：副島啓介、副会⻑：菅洋⼀
⻑崎⼤学⼯学部構造⼯学科同窓会（構造会）会⻑：溝上稔
発起⼈
１回⽣

副島啓介、菅晴夫、⾕下公⼀

９回⽣

２回⽣

川神雅秀、⽯⽥忠男、澁⾕賢⼆

10 回⽣ ⼤杉泉、折原祐⼆

３回⽣

岸園⼈司、⽊下直樹、菅洋⼀、福⽥友久

11 回⽣

４回⽣

⾕⼝正博、川崎巧

12 回⽣ 池⽥圭⼀郎

５回⽣

綾部卓哉

13 回⽣ 梅津省吾

６回⽣

与⽥勝義

14 回⽣

７回⽣

上⼭信宏

15 回⽣ ⼤迫⼀徳、本⽥貞光

８回⽣

陣川好⾼

16 回⽣
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勝⽥順⼀、鉄川進

崎本繁治、⽥中恭哉、若菜啓孝

浅⽥正⼦、荒川正彦、松浦隆⼆

⽚江伸⼀郎

17 回⽣ 楠葉貞治、東貴浩

34 回⽣ 中島朋史

18 回⽣

森⽥千尋

35 回⽣ 鶴⽥聡、⼩林理恵

19 回⽣

⽶澤⼀雄

36 回⽣ 重松佳、本郷真樹

20 回⽣ 岩岡信⼀、富重健⼀

37 回⽣ 平⼭⿓、⾹⽉康寿

21 回⽣

⼭下正

38 回⽣ ⾺込康介

22 回⽣

梅元健治、⽥頭直幸、⻄村⼀朗、中村健吾

39 回⽣ 出⼝美緒

23 回⽣

庄司美加、⼩林康晃、萩野毅、⼗⻲冨男

40 回⽣ 板井達志

24 回⽣ 溝上稔

41 回⽣ 永⼭隼

25 回⽣ 古川寿⼦

42 回⽣ 熊本和展

26 回⽣ ⼭⼝浩平、吉⽥裕⼦

43 回⽣ 宮本寛章

27 回⽣ 浦⽥英知

44 回⽣ 陣川晃司、⼭⼝寛史

28 回⽣ ⽥⼝裕之、⾺渡真奈美

45 回⽣ ⼩宮允⼈

29 回⽣ 作本裕介、⽥村涼

46 回⽣ ⻤塚友章

30 回⽣ 平嶋健太郎

47 回⽣ 國廣智志，森⽥真理乃

31 回⽣ 林⼭豊

48 回⽣ 永松牧⼦

32 回⽣ 神原天鳴

現教員

松⽥浩、勝⽥順⼀、⼭⼝浩平

33 回⽣ 崎村陽介、牧野⾼平

記
１．⽇時：平成３０年９⽉２２⽇（⼟）
記念講演会

１４：００

記念式典および祝賀会
２．場所：記念講演会

〜

１６：００

受付１７：００、開宴１７：３０（2 時間程度）

⻑崎⼤学⽂教キャンパス

記念式典および記念祝賀会

スカイホール

ザ・ホテル⻑崎 BW プレミアコレクション

（〒850-0045 ⻑崎県⻑崎市宝町 2-26）
３．記念式典および記念祝賀会の会費：１０,０００円
会費は、平成３０年８⽉１０⽇（⾦）までに、下記⼝座へお振込下さい。
※ お振込の際、貴殿の⽒名及び卒業⽣番号を必ずご記⼊下さい．なお，卒業
⽣番号は卒業⽣固有の ID（5 桁）で，郵送の場合は封筒の宛名の下に記し
ています．メールの場合は，卒業⽣番号.pdf から貴殿の⽒名と卒業⽣番号
をご確認下さい．（例えば，10 回⽣は 10 ⾴をご確認下さい．
）

2

取扱⾦融機関
振替⼝座

ゆうちょ銀⾏（郵便局）
⼝座番号

：

17640 31717531

⼝座名称 ： ⻑崎⼤学⼯学部⼯学科構造⼯学コース 50 周年記念事業
※ゆうちょ以外の他⾦融機関から振込みの受取⼝座
店名七六⼋，店番７６８，普通預⾦，3171753
４．記念講演会、記念式典および記念祝賀会へのご出⽋
記念講演会、記念式典および記念祝賀会への出⽋のお返事は、平成３０年８⽉１０⽇
（⾦）までに、下記 URL の出⽋フォームまたはメールまたは FAX でお願いします。事
務作業軽減のため、できる限り出⽋フォームでのご連絡をお願いします。なお、出⽋
フォームでは、皆様の連絡先情報も収集しております。これらの情報は、構造⼯学コ
ースで管理して、構造⼯学科・構造⼯学コースでのイベントの連絡⽤としてのみ利⽤
します。
〇出⽋フォーム

http://ur2.link/KQCF

５．問合せ・連絡先：⻑崎⼤学⼯学部⼯学科構造⼯学コース事務室

⼭⼝、吉⽥、⽥辺

Mail: kozo50nagasaki@gmail.com
TEL: 095-819-2601（⽥辺） or 095-819-2880（吉⽥）、FAX:095-819-2879
〒852-8521 ⻑崎市⽂教町 1−14
※ できる限り、メールでのご連絡をお願いします。
６．その他：


最新の情報は、⻑崎⼤学⼯学部⼯学科構造⼯学コースのホームページに掲載致しますの
で、適宜ご確認下さい。



http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/

記念祝賀会では皆様の学⽣時分の写真などを⾒ながら、当時の思い出を語り合えたらと
考えています。思い出の写真やお話（学⽣時分にこだわらず、近況がわかるような写真や
お話でも結構です。）をお持ちでしたら、それらを平成３０年８⽉１０⽇（⾦）までにメ
ールまたは郵送でご提供下さい。ご提供いただいたものは、本会の終了後にご返却いた
します。



記念祝賀会終了後、同期会の開催企画が⼀部の卒業年次でございます。詳細な情報は、
発起⼈関係者にご確認をお願いします。
以上
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「長崎大学工学部構造工学科創立 50 周年記念事業」
ご出欠に関するＦＡＸ送信票
送信先

ご送信元

「長崎大学工学部構造工学科創立 50 周 ご氏名：
ご住所：
年記念事業」
長崎大学工学部工学科構造工学コース TEL:
事務室

山口、吉田、田辺

E-mail:

FAX: 095-819-2879
Mail: kozo50nagasaki@gmail.com

◆

平成

年

月

日

御出席 または 御欠席 に〇をご記入下さい。
１．

記念講演会
御出席

２．

御欠席

記念式典および記念祝賀会
御出席

御欠席

（御出席の場合は、会費として１０,０００円をお振込下さい。）

◆ 通信欄：

※お忙しいところ恐縮ではございますが、会場の手配等準備の都合上、御出欠のご回
答およびお振込みは８月１０日（金）までにお願い申し上げます。なお、当日のお支
払いは受け付けておりません。
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