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　茨城大学では地方自自体や各種企業・団体等と相互協力を目的に連携協定を締結し、提携事業を実施して地
域貢献に努めております。
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〒３１０－８５１２　水戸市文京２－１－１
電話：０２９－２２８－８００７　FAX：０２９－２２８－８０１９

茨城大学HP
　http://www.ibaraki.ac.jp
茨城大学同窓会連合会HP
　http://www.ibaraki.ac.jp/rengou/

　連合会会報第３号をお届けします。同窓会連合
会が発足して３年、大学は菊池学長から池田新学
長となりました。連合会も本年から２年間教育学
部同窓会が代表を務めることとなり、堀川新会長
となりました。連合会発足時から室伏前会長、飯

塚代表幹事にはその運営に大変ご苦労を頂き厚く
お礼申し上げます。今後とも大学当局と連携しつ
つ会の運営に当たりたいと思いますので、関係各
位のご協力をお願いいたします。会報も学部を越
えた同窓生の活動を広報することを一つの役目と
し、特徴あるものとすべく努力していきたいと思
います。 （代表幹事　佐藤瑛一）
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名誉会長　池　田　幸　雄　（茨城大学長） 
顧　　問　白　石　昌　武　（茨城大学副学長） 
顧　　問　松　田　智　明　（茨城大学副学長） 
会　　長　堀　川　賢　壽　（教育学部同窓会会長）
副 会 長　野　口　芳　男　（文理・人文学部同窓会会長）
副 会 長　鈴　木　昌　友　（理学部同窓会会長） 
副 会 長　寺　門　龍　一　（多賀工業会会長） 

副 会 長　赤　塚　尹　巳　（農学部同窓会会長） 
代表幹事　佐　藤　瑛　一　（教育学部同窓会幹事長）
幹　　事　飯　塚　和　之　（文理・人文学部同窓会幹事長）
幹　　事　金　子　一　夫　（教育学部同窓会幹事）
幹　　事　佐久間　　　隆　（理学部同窓会常任幹事）
幹　　事　鶴　田　浩　一　（多賀工業会幹事）
幹　　事　中　村　　　豊　（農学部同窓会幹事長）
会計監事　佐　藤　和　夫　（文理・人文学部同窓会幹事）
会計監事　鈴　木　忠　和　（理学部同窓会常任幹事）
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備　　　考協定締結日連 携 協 定 先

大学協定平成１３年５月１５日茨城産業会議

大学協定平成１５年２月２４日茨城県教育委員会

茨城大学図書館協定平成１５年３月２６日茨城県立図書館

教育学部協定平成１６年３月２９日水戸市教育委員会

人文学部協定平成１７年４月１３日大洗町

大学協定平成１７年１０月３日鹿嶋市

大学協定平成１７年１０月３日水戸市

大学協定平成１７年１２月８日（株）常陽銀行

大学協定平成１７年１２月２２日（株）鹿島アントラーズ・エフ・シー

大学協定平成１８年３月３日阿見町

大学協定平成１８年１０月３１日日立市

教育学部・教育学研究科協定平成１９年３月１４日茨城県近代美術館

大学協定平成１９年３月１４日（株）商工組合中央金庫水戸支店

大学協定平成１９年３月２８日東海村

大学協定平成１９年５月１日茨城県（茨城県中性子ビーム実験装置の活用）

大学協定平成１９年６月２７日
KDDI、国立天文台、茨城県、高萩市、日立市
（KDDI茨城衛星通信所跡地の有効利用）

大学協定平成１９年１０月３日（社）茨城県経営者協会（地域連携講座の設置）

大学協定平成２０年３月１８日（独）日本原子力研究開発機構

大学協定平成２０年８月１９日常陸大宮市（包括協定）

大学協定平成２０年１１月２６日茨城県（包括協定）
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茨城大学長　　

池田　幸雄

水戸キャンパス（学生センターキャノピー広場） 水戸キャンパス（学生センター玄関ホール）

第３号 

2009.2

　私は、平成２０年９月１日に茨
城大学長に就任致しました。こ
の度、茨城大学同窓会連合会の
第３号会報の発行にあたり、学
長就任の挨拶を申し上げます。

　茨城大学は１９４９年（昭和２４年）に創立し、その後、
順調に発展して参りました。従来の国立大学は国直
轄の組織でありましたが、平成１６年には、全国立大
学が法人化を経験し、茨城大学も国立大学法人・茨
城大学に移行致しました。この法人化は、茨城大学
にとって創立以来の最大の激変で御座いましたが、
菊池前学長を始めとする大学執行部のご努力によ
り、法人化初期の難局を無事に乗り越えて参りまし
た。今後は、法人化の充実期に入ります。私はこの
充実期に茨城大学の体力を強め、茨城大学が一層発
展すべく、出来るだけの努力を傾けて参りたいと考
えております。
　今年の５月３１日に、茨城大学創立６０周年を迎えま
す。茨城大学としては、２つのイベントを予定して
おります。それは「茨城大学憲章の制定」と「地域
貢献シンポジウムの開催」で、今年の５月末までに
成就したいと考えています。この「茨城大学憲章」
は茨城大学の進む方向を照らす灯台となる事を期待
しております。
　一方、茨城大学は、現在、地域振興・社会貢献を
大学の重点課題としており、今後、茨城県の全域を
対象として地域貢献を真剣に推進して参ります。上
述の「地域貢献シンポジウム」は、茨城大学の地域貢
献の画期的な一里塚になるであろうと思っています。
　大学を取り巻く状況が厳しくなる程、同窓会のパ
ワーが茨城大学の頼りで御座います。今後とも、ご
支援・ご鞭撻を頂けますよう、よろしく、お願い申
し上げます。

　茨城大学同窓会連合会会長

 堀川　賢壽

　昨年９月２７日、第３回茨城大
学同窓会連合会総会が茨苑会館
に於いて開催され、来賓として
池田幸雄新学長先生をはじめ多

くの大学役員の皆様の出席をいただきました。
　初代会長室伏勇氏から、任期満了に伴う退任の挨
拶があり、茨城大学同窓会連合会設立に至る経緯・
各年度の事業計画及び活動内容の取組み等、これま
での大学と同窓会連合会との連携、各学部同窓会と
の連携が推進されたことのお話しがあり、改めて２
年間のご苦労に対し頭の下がる思いがいたしました。
　総会議事進行の中で、茨城大学同窓会連合会会則
の規定により、私が第２代会長に就任することにな
り、その任の重さを痛感しています。業務引継ぎ
後、早速去る１２月４日に第６回同窓会連合会幹事会
を開催し、同窓会連合会会報（第３号）の発行、特
別会員（職域同窓会）の加入問題等の審議を行い、
会務が滑り出しました。
　母校茨城大学は、本年創立６０周年、法人化５年目
という記念すべき年を迎えます。大学が拘えている
課題に対しても、同窓会連合会が積極的に係わって
いかなければと考えています。
　五つの学部の同胞が一体化した現在、同窓会はい
ま連合同窓会の時代となりました。
　今後益々大学と同窓会連合会のコミュニケーショ
ンの重要さを認識し精一杯努めたいと思います。ご
支援の程よろしくお願い申し上げます。
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　平成２０年９月２７日（土）に茨城大学茨苑会館におい
て、１１時から第３回茨城大学同窓会連合会総会を開
催いたしました。
　総会は、室伏会長の挨拶に始まり、議事として①
平成１９年度事業及び会計報告　②平成２１～２２年度役
員選出　③平成２０年度事業計画及び予算について、
代表幹事及び事務局から説明があり、審議の結果、
満場一致で承認されました。また、退任する室伏会
長並びに新任の堀川会長からそれぞれ退任と就任の
挨拶がありました。

　１２時からは会場を茨苑会館「ＳＨＩＥＮ」に移し、
懇親会が開催されました。
　各学部同窓会、職域・地域同窓会及び茨城大学の
関係者が４０名ほど出席し、茨城大学からの近況報告
や職域・地域同窓会からの活動報告など、終始和や
かな中で情報交換を図ることができました。
　最後は、参加者全員で茨城大学校歌を斉唱し、今
後も同窓会と大学が密接な連携を保ちながら、活動
していくことを祈念して閉会となりました。

平成１９年度（Ｈ１９．１９．１～Ｈ２０．９．３０）　茨城大学同窓会連合会収支決算書
支　　　出収　　　入

備　　　考支出済額支出見込額事　　項備　　　考収入済額収入見込額事　　項

会報（第２号）５，５００部

第２回懇親会経費

茨大役員との懇談会経費

茨城県庁同窓会平成２０年度総会経費

円

１１６，０２５

１００，０００
３３，０００
１０，０００

０

２５９，０２５

円

１５０，０００

１００，０００

３０，０００

５０，０００

３３０，０００

１　管理費
　�　印刷費

２　事業費
　�　会議費

　�　交際費

３　予備費

　　合　　　計

同窓会連合会会費
（@5万円×５学部同窓会）

同窓会連合会第２回懇親会費

円
７２０，１７３

２５０，０００

１２６，０００

１，４１７

１，０９７，５９０

円
７２０，１７３

２５０，０００

１００，０００

１，０００

１，０７１，１７３

１　繰越金

２　会　費

３　事業費

４　預金利息

合　　計

差引残額［収入］　１，０９７，５９０円ー［支出］　２５９，０２５円＝［残額］　８３８，５６５円（平成２０年度へ繰越）

平成２０年度　茨城大学同窓会連合会事業計画
内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日

茨苑会館第３回同窓会連合会総会Ｈ２０／９／２７（土）
①同窓会連合会第３回総会報告について
②今後の事業活動内容について事務局第２会議室第６回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／１２／

５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第３号」発行Ｈ２１／３／
同窓会連合会事業活動について事務局第２会議室第７回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／５／
①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２１／６／上旬

同窓会連合会総会（第４回）について事務局第２会議室第８回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／８／

平成２０年度（Ｈ２０．１０．１～Ｈ２１．９．３０）　茨城大学同窓会連合会予算
支　　　出収　　　入

備　　　考２０年度予算額１９年度決算額事　　項備　　　考２０年度予算額１９年度決算額事　　項

郵送代等

会報（第３号）５，５００部

同窓会封筒作成、HP管理運営費等

懇談会等経費

職域同窓会総会等経費

円

２０，０００
１５０，０００
５０，０００

５０，０００
５０，０００
８１９，５６５

１，１３９，５６５

円

０
１１６，０２５

０

１３３，０００
１０，０００
８３８，５６５

１，０９７，５９０

１　管理費
　�　通信費
　�　印刷費
　�　事務費
２　事業費
　�　会議費
　�　交際費
３　予備費

合　　計

同窓会連合会会費
（@５万円×５学部同窓会）

円
８３８，５６５

２５０，０００

５０，０００

１，０００

１，１３９，５６５

円
７２０，１７３

２５０，０００

１２６，０００

１，４１７

１，０９７，５９０

１　前年度繰越金

２　会 費 等

３　事 業 費

４　預金利息

合　　計

平成１９年度　茨城大学同窓会連合会事業報告
内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日

４２名出席茨苑会館第２回同窓会連合会総会Ｈ１９／９／２９
５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第２号」発行Ｈ２０／３／１８
①茨城大学役員との懇談会について
②第３回総会及び懇親会の開催日時等について
③会報の発行及び編集方針について

事務局第２会議室第４回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／５／２７

①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２０／６／２３

同窓会連合会総会（第３回）について事務局第２会議室第５回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／８／１２
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　教育行政懇話会は、茨城大学
を卒業し教職の道を歩んで、縁
あって茨城県の教育行政に携
わった者で構成されている会で
あり、昭和６２年に茨城大学創設
期の卒業生が中心となって設立
された。現在２２年目を迎え、会

員も１，２１２名を数えるまでになって、今年度、現に教
育行政で活躍している者は２００人を超えている。
　会の目的は、茨城大学の学友として、本県教育への
協力と会員相互の親睦と発展を図ることにある。会
員は茨城大学の全学部からの出身者であり、この度
の同窓会連合会への加入は正に意義深いものがある。
　主な事業としては、毎年、総会（写真：会長あい
さつ）と懇親会を開催し、その席上、茨城大学の充
実のため、学長を通して些少ではあるが寄付金を贈
呈させていただいている。また、平成７年度から会
員の教育に関する声を寄せてもらい「教育行政懇話
会だより」（写真：第１４号）を発行し、会員の意識の
高揚を図っている。
　さらに、会員相互の連帯を強めるため、会創設の
頃に茨城大学教授山崎猛先生にデザインしていただ
いた「愛無限」を、そして、 二十 を過ぎた今年度は

は た ち

川又南岳先生に「教」の字を揮毫していただき、ネ
クタイピン（写真）とネックレスを作成した。
　現在、教育界では改革が矢継ぎ早に進み、教育基
本法の改正、そして学校教育法をはじめとする教育

関連三法の改正や学習指導要領の改訂、４３年ぶりの
全国学力・学習状況調査の実施など大きな変革の時
期にある。
　このような中、大
切なのは、学校が足
下を固め、ぶれない
考えで、社会におい
て自立的に生きるた
めに必要な児童生徒
の「生きる力」を育
成していくことであ
る。その意味でも本
会の果たす役割は
益々大きく、重要に
なってくると受け止
めている。幸い本会
には、経験豊富な先
輩方から若い方まで
志を同じくする会員
がいる。これからも
会員全員が、自信と
誇りをもって茨城の
教育を大いに語り、
よりよく歩むための
知恵を出し合ってい
きたい。

　多賀工業会（工学部同窓会）の活動拠点である
「多賀工業会館」の増改築の竣工式が、平成２０年９月
１９日に工学部で挙行されました。
　竣工式では、神永文人工学部長、寺門龍一多賀工
業会会長による看板上掲式が行われた後、神永工学
部長、池田幸雄学長による挨拶に続き、寺門多賀工

業会会長から来賓祝辞
が述べられ、多賀工業
会、同窓生、大学内関
係者の六十名余りがリ
ニューアルを祝いまし
た。
　多賀工業会館は、築
後３４年を経ていました
が、学生の勉学と厚生
施設の充実、さらに学
生と同窓生の交流の場
を提供し同窓会活動の

活性化を図ることを目的としてリニューアルされま
した。間仕切りのない広々としたオープン空間であ
る交流・多目的ホールには、６５型プラズマテレビを
利用した多機能プレゼンテーションシステムを整備
するとともに移動式テーブルと椅子を設置し、学
生、同窓生、教職員の交流・勉学の場としての機能
を持たせました。また、交流・多目的ホール内には、
多賀工業会の活動と工学部の歴史がパネル展示によ
り紹介されています。
　多賀工業会館内には多賀工業会事務室、本部会議
室、支部支援室、資料展示室を兼ねた多目的室を備
えております。今後は、多賀工業会（工学部同窓会）
の理事会等、同窓会行
事は勿論のこと博士の
学位記授与式、卒業研
究・修士論文発表会、
修士論文発表会、など
様々な行事・イベント
等に活用される施設と
して運営されます。

教育行政懇話会 会長 　中原　一博
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ネクタイピン
　上（山崎猛先生デザイン）
　下（川又南岳先生揮毫）
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　平成２０年９月２７日（土）に茨城大学茨苑会館におい
て、１１時から第３回茨城大学同窓会連合会総会を開
催いたしました。
　総会は、室伏会長の挨拶に始まり、議事として①
平成１９年度事業及び会計報告　②平成２１～２２年度役
員選出　③平成２０年度事業計画及び予算について、
代表幹事及び事務局から説明があり、審議の結果、
満場一致で承認されました。また、退任する室伏会
長並びに新任の堀川会長からそれぞれ退任と就任の
挨拶がありました。

　１２時からは会場を茨苑会館「ＳＨＩＥＮ」に移し、
懇親会が開催されました。
　各学部同窓会、職域・地域同窓会及び茨城大学の
関係者が４０名ほど出席し、茨城大学からの近況報告
や職域・地域同窓会からの活動報告など、終始和や
かな中で情報交換を図ることができました。
　最後は、参加者全員で茨城大学校歌を斉唱し、今
後も同窓会と大学が密接な連携を保ちながら、活動
していくことを祈念して閉会となりました。

平成１９年度（Ｈ１９．１９．１～Ｈ２０．９．３０）　茨城大学同窓会連合会収支決算書
支　　　出収　　　入

備　　　考支出済額支出見込額事　　項備　　　考収入済額収入見込額事　　項

会報（第２号）５，５００部

第２回懇親会経費

茨大役員との懇談会経費

茨城県庁同窓会平成２０年度総会経費

円

１１６，０２５

１００，０００
３３，０００
１０，０００

０

２５９，０２５

円

１５０，０００

１００，０００

３０，０００

５０，０００

３３０，０００

１　管理費
　�　印刷費

２　事業費
　�　会議費

　�　交際費

３　予備費

　　合　　　計

同窓会連合会会費
（@5万円×５学部同窓会）

同窓会連合会第２回懇親会費

円
７２０，１７３

２５０，０００

１２６，０００

１，４１７

１，０９７，５９０

円
７２０，１７３

２５０，０００

１００，０００

１，０００

１，０７１，１７３

１　繰越金

２　会　費

３　事業費

４　預金利息

合　　計

差引残額［収入］　１，０９７，５９０円ー［支出］　２５９，０２５円＝［残額］　８３８，５６５円（平成２０年度へ繰越）

平成２０年度　茨城大学同窓会連合会事業計画
内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日

茨苑会館第３回同窓会連合会総会Ｈ２０／９／２７（土）
①同窓会連合会第３回総会報告について
②今後の事業活動内容について事務局第２会議室第６回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／１２／

５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第３号」発行Ｈ２１／３／
同窓会連合会事業活動について事務局第２会議室第７回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／５／
①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２１／６／上旬

同窓会連合会総会（第４回）について事務局第２会議室第８回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／８／

平成２０年度（Ｈ２０．１０．１～Ｈ２１．９．３０）　茨城大学同窓会連合会予算
支　　　出収　　　入

備　　　考２０年度予算額１９年度決算額事　　項備　　　考２０年度予算額１９年度決算額事　　項

郵送代等

会報（第３号）５，５００部

同窓会封筒作成、HP管理運営費等

懇談会等経費

職域同窓会総会等経費

円

２０，０００
１５０，０００
５０，０００

５０，０００
５０，０００
８１９，５６５

１，１３９，５６５

円

０
１１６，０２５

０

１３３，０００
１０，０００
８３８，５６５

１，０９７，５９０

１　管理費
　�　通信費
　�　印刷費
　�　事務費
２　事業費
　�　会議費
　�　交際費
３　予備費

合　　計

同窓会連合会会費
（@５万円×５学部同窓会）

円
８３８，５６５

２５０，０００

５０，０００

１，０００

１，１３９，５６５

円
７２０，１７３

２５０，０００

１２６，０００

１，４１７

１，０９７，５９０

１　前年度繰越金

２　会 費 等

３　事 業 費

４　預金利息

合　　計

平成１９年度　茨城大学同窓会連合会事業報告
内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日

４２名出席茨苑会館第２回同窓会連合会総会Ｈ１９／９／２９
５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第２号」発行Ｈ２０／３／１８
①茨城大学役員との懇談会について
②第３回総会及び懇親会の開催日時等について
③会報の発行及び編集方針について

事務局第２会議室第４回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／５／２７

①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２０／６／２３

同窓会連合会総会（第３回）について事務局第２会議室第５回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／８／１２
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　教育行政懇話会は、茨城大学
を卒業し教職の道を歩んで、縁
あって茨城県の教育行政に携
わった者で構成されている会で
あり、昭和６２年に茨城大学創設
期の卒業生が中心となって設立
された。現在２２年目を迎え、会

員も１，２１２名を数えるまでになって、今年度、現に教
育行政で活躍している者は２００人を超えている。
　会の目的は、茨城大学の学友として、本県教育への
協力と会員相互の親睦と発展を図ることにある。会
員は茨城大学の全学部からの出身者であり、この度
の同窓会連合会への加入は正に意義深いものがある。
　主な事業としては、毎年、総会（写真：会長あい
さつ）と懇親会を開催し、その席上、茨城大学の充
実のため、学長を通して些少ではあるが寄付金を贈
呈させていただいている。また、平成７年度から会
員の教育に関する声を寄せてもらい「教育行政懇話
会だより」（写真：第１４号）を発行し、会員の意識の
高揚を図っている。
　さらに、会員相互の連帯を強めるため、会創設の
頃に茨城大学教授山崎猛先生にデザインしていただ
いた「愛無限」を、そして、 二十 を過ぎた今年度は

は た ち

川又南岳先生に「教」の字を揮毫していただき、ネ
クタイピン（写真）とネックレスを作成した。
　現在、教育界では改革が矢継ぎ早に進み、教育基
本法の改正、そして学校教育法をはじめとする教育

関連三法の改正や学習指導要領の改訂、４３年ぶりの
全国学力・学習状況調査の実施など大きな変革の時
期にある。
　このような中、大
切なのは、学校が足
下を固め、ぶれない
考えで、社会におい
て自立的に生きるた
めに必要な児童生徒
の「生きる力」を育
成していくことであ
る。その意味でも本
会の果たす役割は
益々大きく、重要に
なってくると受け止
めている。幸い本会
には、経験豊富な先
輩方から若い方まで
志を同じくする会員
がいる。これからも
会員全員が、自信と
誇りをもって茨城の
教育を大いに語り、
よりよく歩むための
知恵を出し合ってい
きたい。

　多賀工業会（工学部同窓会）の活動拠点である
「多賀工業会館」の増改築の竣工式が、平成２０年９月
１９日に工学部で挙行されました。
　竣工式では、神永文人工学部長、寺門龍一多賀工
業会会長による看板上掲式が行われた後、神永工学
部長、池田幸雄学長による挨拶に続き、寺門多賀工

業会会長から来賓祝辞
が述べられ、多賀工業
会、同窓生、大学内関
係者の六十名余りがリ
ニューアルを祝いまし
た。
　多賀工業会館は、築
後３４年を経ていました
が、学生の勉学と厚生
施設の充実、さらに学
生と同窓生の交流の場
を提供し同窓会活動の

活性化を図ることを目的としてリニューアルされま
した。間仕切りのない広々としたオープン空間であ
る交流・多目的ホールには、６５型プラズマテレビを
利用した多機能プレゼンテーションシステムを整備
するとともに移動式テーブルと椅子を設置し、学
生、同窓生、教職員の交流・勉学の場としての機能
を持たせました。また、交流・多目的ホール内には、
多賀工業会の活動と工学部の歴史がパネル展示によ
り紹介されています。
　多賀工業会館内には多賀工業会事務室、本部会議
室、支部支援室、資料展示室を兼ねた多目的室を備
えております。今後は、多賀工業会（工学部同窓会）
の理事会等、同窓会行
事は勿論のこと博士の
学位記授与式、卒業研
究・修士論文発表会、
修士論文発表会、など
様々な行事・イベント
等に活用される施設と
して運営されます。

教育行政懇話会 会長 　中原　一博
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ネクタイピン
　上（山崎猛先生デザイン）
　下（川又南岳先生揮毫）
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　茨城大学では地方自自体や各種企業・団体等と相互協力を目的に連携協定を締結し、提携事業を実施して地
域貢献に努めております。
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〒３１０－８５１２　水戸市文京２－１－１
電話：０２９－２２８－８００７　FAX：０２９－２２８－８０１９

茨城大学HP
　http://www.ibaraki.ac.jp
茨城大学同窓会連合会HP
　http://www.ibaraki.ac.jp/rengou/

　連合会会報第３号をお届けします。同窓会連合
会が発足して３年、大学は菊池学長から池田新学
長となりました。連合会も本年から２年間教育学
部同窓会が代表を務めることとなり、堀川新会長
となりました。連合会発足時から室伏前会長、飯

塚代表幹事にはその運営に大変ご苦労を頂き厚く
お礼申し上げます。今後とも大学当局と連携しつ
つ会の運営に当たりたいと思いますので、関係各
位のご協力をお願いいたします。会報も学部を越
えた同窓生の活動を広報することを一つの役目と
し、特徴あるものとすべく努力していきたいと思
います。 （代表幹事　佐藤瑛一）

������

名誉会長　池　田　幸　雄　（茨城大学長） 
顧　　問　白　石　昌　武　（茨城大学副学長） 
顧　　問　松　田　智　明　（茨城大学副学長） 
会　　長　堀　川　賢　壽　（教育学部同窓会会長）
副 会 長　野　口　芳　男　（文理・人文学部同窓会会長）
副 会 長　鈴　木　昌　友　（理学部同窓会会長） 
副 会 長　寺　門　龍　一　（多賀工業会会長） 

副 会 長　赤　塚　尹　巳　（農学部同窓会会長） 
代表幹事　佐　藤　瑛　一　（教育学部同窓会幹事長）
幹　　事　飯　塚　和　之　（文理・人文学部同窓会幹事長）
幹　　事　金　子　一　夫　（教育学部同窓会幹事）
幹　　事　佐久間　　　隆　（理学部同窓会常任幹事）
幹　　事　鶴　田　浩　一　（多賀工業会幹事）
幹　　事　中　村　　　豊　（農学部同窓会幹事長）
会計監事　佐　藤　和　夫　（文理・人文学部同窓会幹事）
会計監事　鈴　木　忠　和　（理学部同窓会常任幹事）
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備　　　考協定締結日連 携 協 定 先

大学協定平成１３年５月１５日茨城産業会議

大学協定平成１５年２月２４日茨城県教育委員会

茨城大学図書館協定平成１５年３月２６日茨城県立図書館

教育学部協定平成１６年３月２９日水戸市教育委員会

人文学部協定平成１７年４月１３日大洗町

大学協定平成１７年１０月３日鹿嶋市

大学協定平成１７年１０月３日水戸市

大学協定平成１７年１２月８日（株）常陽銀行

大学協定平成１７年１２月２２日（株）鹿島アントラーズ・エフ・シー

大学協定平成１８年３月３日阿見町

大学協定平成１８年１０月３１日日立市

教育学部・教育学研究科協定平成１９年３月１４日茨城県近代美術館

大学協定平成１９年３月１４日（株）商工組合中央金庫水戸支店

大学協定平成１９年３月２８日東海村

大学協定平成１９年５月１日茨城県（茨城県中性子ビーム実験装置の活用）

大学協定平成１９年６月２７日
KDDI、国立天文台、茨城県、高萩市、日立市
（KDDI茨城衛星通信所跡地の有効利用）

大学協定平成１９年１０月３日（社）茨城県経営者協会（地域連携講座の設置）

大学協定平成２０年３月１８日（独）日本原子力研究開発機構

大学協定平成２０年８月１９日常陸大宮市（包括協定）

大学協定平成２０年１１月２６日茨城県（包括協定）
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茨城大学長　　

池田　幸雄

水戸キャンパス（学生センターキャノピー広場） 水戸キャンパス（学生センター玄関ホール）

第３号 

2009.2

　私は、平成２０年９月１日に茨
城大学長に就任致しました。こ
の度、茨城大学同窓会連合会の
第３号会報の発行にあたり、学
長就任の挨拶を申し上げます。

　茨城大学は１９４９年（昭和２４年）に創立し、その後、
順調に発展して参りました。従来の国立大学は国直
轄の組織でありましたが、平成１６年には、全国立大
学が法人化を経験し、茨城大学も国立大学法人・茨
城大学に移行致しました。この法人化は、茨城大学
にとって創立以来の最大の激変で御座いましたが、
菊池前学長を始めとする大学執行部のご努力によ
り、法人化初期の難局を無事に乗り越えて参りまし
た。今後は、法人化の充実期に入ります。私はこの
充実期に茨城大学の体力を強め、茨城大学が一層発
展すべく、出来るだけの努力を傾けて参りたいと考
えております。
　今年の５月３１日に、茨城大学創立６０周年を迎えま
す。茨城大学としては、２つのイベントを予定して
おります。それは「茨城大学憲章の制定」と「地域
貢献シンポジウムの開催」で、今年の５月末までに
成就したいと考えています。この「茨城大学憲章」
は茨城大学の進む方向を照らす灯台となる事を期待
しております。
　一方、茨城大学は、現在、地域振興・社会貢献を
大学の重点課題としており、今後、茨城県の全域を
対象として地域貢献を真剣に推進して参ります。上
述の「地域貢献シンポジウム」は、茨城大学の地域貢
献の画期的な一里塚になるであろうと思っています。
　大学を取り巻く状況が厳しくなる程、同窓会のパ
ワーが茨城大学の頼りで御座います。今後とも、ご
支援・ご鞭撻を頂けますよう、よろしく、お願い申
し上げます。

　茨城大学同窓会連合会会長

 堀川　賢壽

　昨年９月２７日、第３回茨城大
学同窓会連合会総会が茨苑会館
に於いて開催され、来賓として
池田幸雄新学長先生をはじめ多

くの大学役員の皆様の出席をいただきました。
　初代会長室伏勇氏から、任期満了に伴う退任の挨
拶があり、茨城大学同窓会連合会設立に至る経緯・
各年度の事業計画及び活動内容の取組み等、これま
での大学と同窓会連合会との連携、各学部同窓会と
の連携が推進されたことのお話しがあり、改めて２
年間のご苦労に対し頭の下がる思いがいたしました。
　総会議事進行の中で、茨城大学同窓会連合会会則
の規定により、私が第２代会長に就任することにな
り、その任の重さを痛感しています。業務引継ぎ
後、早速去る１２月４日に第６回同窓会連合会幹事会
を開催し、同窓会連合会会報（第３号）の発行、特
別会員（職域同窓会）の加入問題等の審議を行い、
会務が滑り出しました。
　母校茨城大学は、本年創立６０周年、法人化５年目
という記念すべき年を迎えます。大学が拘えている
課題に対しても、同窓会連合会が積極的に係わって
いかなければと考えています。
　五つの学部の同胞が一体化した現在、同窓会はい
ま連合同窓会の時代となりました。
　今後益々大学と同窓会連合会のコミュニケーショ
ンの重要さを認識し精一杯努めたいと思います。ご
支援の程よろしくお願い申し上げます。
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