
ごあいさつ 北里大学同窓会福岡県支部　　会長　荒木　哲夫（8HC）
　 同窓生の皆様には、平素から同窓会に対してご尽力とご支援を賜り、心から
感謝申し上げます。
　さて、昨年の観劇会が終わり、福岡県支部の活動も一段落致しました。
　４月15日に役員会を開催し、新規参加者や2011年度以降卒業の方を無料にし、
入会促進を確認致しました（2016年度現在）。
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　また、かねてより準備をすすめておりましたホームページを青木基樹氏（2010年獣医卒）のご尽力
により開設する運びとなりました。
　平成30年に福岡県支部発足30周年を迎えます。現在、色々な案が出ております。一つ一つ検討し、
皆様のご期待に添えるイベントにしたいと考えております。
　最後になりましたが、同窓生の皆様のご健康とご活躍を祈念し、そして今後とも私ども福岡県支部に
ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いしまして、ご挨拶とさせていただきます。

　支部総会及び懇親会は、北里大学同窓会 甲斐恒人（20HC）支部担当理事をお迎えして、平成 28年11月
19日（土）、ホテルクリオコート博多にて開催された。出席同窓生は 30名だった。
　総会は、春日秀来氏（５HI）を議長に選出し、役員の承認、平成 27年度決算報告及び同年度監査報告が
承認された。次に、平成 28年度活動について、例年通りの活動（北里大学同窓会支部長会出席、総会開催、
会報作成等）に加え、支部 30周年記念事業に向けて議論がなされた。開催期日は、平成 30年10月～11
月頃が予定されている。また、懇親会では、同窓生の近況報告、学部ごとの記念撮影などがあり、和やか
な雰囲気の中お開きとなった。

総　会　記　念　写　真

これらの画像は、新設の北里大学同窓会福岡県支部のホームページでも見ることができます。
ギャラリー閲覧にはパスワードが必要です。
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１　役員・事務局員の承認（任期：平成28年９月１日から３年間）

２　平成27年度決算報告及び28年度予算案【会報４号に掲載済み】承認
　　平成27年度監査報告　承認
３　北里大学同窓会第43回支部長会　平成28年10月29日（土）東京・京王プラザホテル
　　出席者：片岡ふみ子理事（1HI）
４　役員会開催
　　第１回 役員会　平成28年10月1日（土）岩田屋新館バンケットルーム
　　　50周年記念事業のまとめ、平成28年度活動計画について
　　第２回 役員会　平成29年4月15日（土）岩田屋新館バンケットルーム
　　　28年度後期（29年4月～8月31日）及び 29年度前期（29年9月～30年３月）活動予定について
５　同窓会誌 第83号 支部同窓会便り　平成29年5月26日（金）〆切　28年度総会について
　　執筆者；因間　司理事
６　暑中見舞発送　平成29年７月24日（月）
７　ホームページの開設　平成29年８月11日（金）公開　
　　HPアドレス：https://kitasato-fukuokashibu.com/

会　長　荒　木　哲　夫（8HC）
副会長　左　野　千　秋（2MM）総務
　　　　山　田　　　亮（13PP）企画（30周年記念事業）担当
理　事　飯牟禮　　　学（2HH）企画（30周年記念事業）アドバイザー
　　　　片　岡　恭一郎（1HI ）事務局長、ホームページ担当
　　　　片　岡　ふみ子（1HI） 財務担当、会計事務
　　　　梶　原　一　人（4VV）会報担当　　　
　　　　田　上　   　淳（4HI） 規約、倫理担当
　　　　因　間　　　司（11PT）財務担当
監　事　加　藤　隆　子（12PP）監査担当

化学科の皆さん

薬学科の皆さん
産業衛生学科・健康科学科の皆さん

獣医学科・
　　　畜産学科の皆さん

衛生技術学科の皆さん 製薬学科・医学科の皆さん 水産増殖学科の皆さん

【平成 28年度活動報告（平成 28年９月１日～平成 29年８月３１日】

事務局員
高　山　慶　司（7FA） 総務、財務
津　留　美智代（16HI）ホームページ
小　野　智　康（23VZ）企画、会報
土　肥　　　悠（14AE）会報、企画
青　木　基　樹（39VV）ホームページ



3

１　会計監査　平成29年９月７日（木）
２　第５号会報発行　平成29年10月11日（水）
３　北里大学同窓会 第44回支部長会（東京白金：北里研究所/北里大学プラチナタワー3201 中講義室）
　　平成29年10月14日（土）15:00　出席者：（荒木哲夫会長）
４　第１回役員会　平成29年10月28日（土）
　　第２回役員会　平成30年4月未定
５　福岡県支部総会・懇親会の開催
　　平成29年11月11日（土）18:00～20:30（場所：ホテルクリオコート博多）
６　同窓会誌 第84号 支部同窓会便り　平成29年11月24日（金）〆切　29年度総会について　
　　執筆者；田上　淳理事

【平成 29年度活動計画（平成 29年９月１日～平成 30年８月３１日）】

収入の部 （単位：円）

科　　　　目　　　     　予　算　額　　      　　　決　算　額　　              　　　   　　　　　　　　　　　　　　　備        　考

前年度繰越金
年　　会　　費
通信費援助金
総　　会　　費
雑　　収　　入
合　　　　　計

前年度繰越金
年　　会　　費
通信費援助金
総　　会　　費
雑　　収　　入
合　　　　　計

（単位：円）収入の部
科　　　　目　　　　　前　年　度　決算額　　　  　今年度予　算　額　　    　　　　　　　　　　　　　　　　備　　　 考

科　　　　目　　　　　前　年　度　決算額　　　  　今年度予　算　額　　    　　　　　　　　　　　　　　　　備　　　 考

支出の部 （単位：円）

名 簿 関 係 費
総　　会　　費
懇 親 会 費
役 員 会 議 費
慶　　弔　　費
事　　業　　費
　会報関係費
　ホームページ費
　講演会準備費
事　　務　　費
次年度繰越金
合　　　　　計

名 簿 関 係 費
総　　会　　費
懇親会補助費
役 員 会 議 費
慶　　弔　　費
事　　業　　費
　会報関係費
　ホームページ費
　支部30周年記念
　   事業準備費

事　　務　　費
次年度繰越金
合　　　　　計

支出の部 （単位：円）

平成 28 年度決算報告書 （H28.9.1～H29.8.31） 平成 2 9 年 度 予 算 案 （H29.9.1～H30.８.31）

1,286,979
              0
      110,800
   105,000
       1,702
1,504,481

1,286,979
              0
     221,600
   105,000
      3,014
1,616,593

               0
     76,282
    100,000
     60,000
     3,000
    38,880
     28,880
     10,000

０
     40,000
1,186,319
1,504,481

               0
   73,779
   84,500
     14,256
              0
     181,748
    56,748
  125,000
               0
  22,216
1,240,094
1,616,593

               0
   73,779
   84,500
     14,256
              0
     181,748
    56,748
  125,000
               0
  22,216
1,240,094
1,616,593

               0
  64,302
   85,000
     30,000
       3,000
     156,748
     56,748
     60,000
     40,000
    23,000
1,204,656
1,566,706

               0
     △2,503
     △15,500
     △45,744
           △3,000

  142,868
   27,868
 115,000

   0
  △17,784
 53,775

     112,112

               0
  △9,477
     500

            15,744
       3,000
    △25,000

   0
△65,000
40,000
784

  △35,438
     △49,887

1,286,979
              0
   221,600
   105,000
       3,014
1,616,593

1,240,094
              0
   221,600
105,000
        12

1,566,706

              0
               0
  110,800
               0
      1,312
   112,112

  △ 46,885
               0

      0
  0

        △ 3,002
    △49,887

支部補助金 初回補助金等

預金利息、記念事業費残額 預金利息

監査、役員会 監査、定例２回

HP 開設費 及び 維持費

200円x554名x２回
祝金、本部懇親会費

徴収なし

電報等

維持費
会議費、打合せ旅費等

200円x554名x２回

通信費、案内状印刷、折加工等 通信費、案内状印刷、折加工等

データ編集・印刷・折加工、暑中見舞 データ編集・印刷・折加工、暑中見舞

祝金、本部懇親会費

事務局費、郵便手数料等 事務局費、PCインク、用紙代等

増・減
（△）

増・減
（△）

増・減
（△）

増・減
（△）科　　　　目　　　     　予　算　額　　      　　　決　算　額　　              　　　   　　　　　　　　　　　　　　　備        　考

平成 28年度会計監査報告
北里大学同窓会福岡県支部の出納簿、銀行通帳などを監査した結果適正に執行されている事を確認しました。

平成 29年９月７日　　　　　　監事

会 員 か ら の 投 稿

「自己の軌跡」

　私は、小野智康と申します。
神奈川県出身で、小学生から野鳥観察を始めました。大学時代に山階鳥類研究所
標識調査員の資格を取得しました。試験は新潟であり、当時皇族の紀宮清子様も
参加されていて、ご一緒できたことは良い思い出になりました。
　さて、標識調査とは環境省から山階鳥類研究所が委託を受けカスミ網を使用し
野鳥を捕獲し、脚にリングを着けて放鳥します。
　また、何故かドイツの城が見たくて、「10 万円で行ける格安旅行」の本を購入
し、スイス、ドイツ、オーストリア、イギリスを一人で回ってきました。ドイツの

小 野 　智 康（23VZ）
（一財）日本食品分析センタ－九州支所
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　人生は色々ある。私が獣医学科を卒業したのは 2010 年。その後、米国
の大学で国際公共政策の修士号を取得した。NYの国連（UNDP）やワシント
ン D.C. にある国際戦略研究所というシンクタンクでのインターン。現在は
故郷の大野城市で Web コンサルティング会社を起業し、Web 集客で中小
企業の売上改善に貢献している。これまでの道のりには様々な挑戦や迷い
があったが、その状況からの前進には、自分の「ルーツ」を確認する作業が
大事だったと思っている。
　2016 年夏に米国から帰国し、福岡に帰ってきた。まず感動したこと、
食べ物がバリ旨い。そして街が綺麗で安全、人も優しい。海も山も多い。北里大学への進学で福岡を離れ
、約 10 数年、外にでたからこそ気付いた福岡の良さ。改めて福岡は良いなぁと思った。そんな頃、同窓
会のお誘いが届き、参加を決めた。知り合いがいない中、ちょっと参加に躊躇したが、当日は諸先輩方か
ら優しく話しかけてもらい、とても楽しく充実した時間が過ごせた。出身校による繋がり、というのは良
いなぁと思った。
　そんな中、私がWeb制作をしていることを聞いた片岡さんから「同窓会のホームページを作って欲しい」
と依頼があった。同窓会に貢献できればという想いから、「お力になれれば」と承諾した。そして、片岡さん
に丁寧な指示を頂きながら福岡県支部のホームページを制作するという大役を務めさせていただいた。
　ついにホームページが始動。ホームページの役割は公開の時点で半分達成。残り半分は定期的な情報発
信で会員の益々の交流活性に寄与すること。より多くの方が同窓会の活動を知り、また交流が深まる一助
となれたらと思います。北里大学卒であれば、皆さんは同窓会会員（なんと会費無料！）。まだ参加したこと
のない方はぜひ一度参加し、これまで参加された方はホームページの「会員の一言」コーナーであなたの
『一言』を載せてみませんか？あなたのルーツから新しい人生の展開が生まれるかもしれない・・・！！

ハイデルベルグの街並みを見たときなぜか涙が出て、懐かしい感じがして不思議でした。自分の好きなこ
とは、ほぼヨーロッパ文化が多いことに気づきました。
　以下好きなことを挙げますと「イタリアの赤ワイン、フェラーリ、靴、シャツ、スーツ、F１、ダヴィ
ンチ、レンブラント、機械式時計、数学者（オイラー）、物理学者（ポールディラック）、素粒子物理学、
ロック（クィーン）、クラシック（マーラー、ラフマニノフ）、映画００７」などです。
　話は飛びますが、1992 年畜産学科を卒業し日本食品分析センタ－に就職して東京で 10 年勤務し、福
岡に転勤してきました。簡単に説明しますと依頼者から分析依頼を受けて分析結果をお出しする 第３者
機関です。
　この 25 年間に椎間板ヘルニアなどを経験し、これをきっかけに健康に関心を持ちました。ジムに通い
筋トレとヨガに興味を持ちました。そしてヨガスタジオ・リアンでヨガインストラクターの資格を取得し
ました。
　最近、トレーニングマシンとヨガの組み合わせや五感を刺激する自然の音、アロマ、食品などを使用し
多くの人を健康的な身体と精神にしたいと、独自の方法開発に全力で取り組んでいます。そのため７月25
日には東京ビックサイトのスポーツ展示会で全800社のブースをすべて回ってきました。
　若さと健康の鍵は「血管」にあると確信しています。

青 木 　基 樹（39VV）
株式会社　　モトクル

「ホームページができました」

テーマは自由です。
どしどし事務局宛にお送りください！
例えば、   皆様の家族のこと、   趣味のこと、  
仕事のこと、  会社のPR、   近況報告や
写真・イラスト・俳句・川柳など
何でも結構です。
会報への建設的なご意見もお待ちしています。

会報への投稿を募集しています

〒820-0032 飯塚市東徳前12-1-４０１ 片岡　恭一郎
電話 :0948-25-5930
Fax :0948-22-2064

E-mail : fukuokakenshibu@kitasato-dousoukai.jp

事務局アドレス


