
                       

                                令和４年 3 月 18 日 

（茨城高専同窓会）―同窓生むけ 

                                       

１.はじめに 

 日頃から、茨香会の皆様には同窓会活動にご理解とご支援を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 

今年度も、新型コロナウィルスという見えない敵と戦いながら、様々なイベントを中止にした昨年度から、

ワクチン接種という新たな方策により感染拡大を抑制し、イベントの条件付き開催へと前進が見られた 1 年

であったと存じます。 

社会は、人流を抑えるために在宅でのリモートワーク、オンラインミーティングなど今までの仕事のスタ

イルを大きく変える転換点にもなった 1 年でありました。 

私たち茨香会もご多分にもれず、時の流れに合わせて 1 年間活動して参りました。 

昨年 9 月に発行しました第 1 号では、令和 3 年度の計画及び上期の活動状況を報告させて頂きましたの

で、引き続き本号（第 2 号）では、令和３年度下期の活動を報告させて頂きます。 

 

２．活動報告 

（１）コロナ禍対応消毒用アルコールの支援 

   寄贈月：令和 3 年 10 月 

今年度もコロナ禍が継続していることにより、学校側、後援会側とご相談しまして、昨年度寄贈した 

学内随所に設置されておりますアルコール消毒器への下記補充液の追加寄贈を行いました。 

サニベスト 5ｋｇ 50267（ボトル品） ＠￥1,100-×35 個 計￥38,500- 

スプレーボトルサニベスト用 53009 ＠￥260-×25 個 計￥6,500- 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全国高専ロボコン関東甲信越地区大会の応援 

開催日：令和 3 年 10 月 31 日（日） 

今年もオンライン開催のロボコン大会に、茨香会も 

後援会と協力して、当日は応援団の一員として声援を 

送りました。年末にはテレビ放映もされました。 

 

 

 

茨香会だより（第 2 号） 

茨香会（茨城高専同窓会） 

会長 海老根 昭司 

（昭和 48 年機械工学科卒） 

追加寄贈品  

  モニターを見ながらの応援風景 

（各校とも自校体育館でロボコン操作） 

追加寄贈した 

補充液 

校内各所に 

配置された 

消毒器 

（茨香会名入り） 



（３）関東甲信越同窓会との交流会 

開催日：令和 3 年 10 月 30 日（土） 

   参加校：東京、産技/品川、産技/荒川、長岡、長野、サレジオ、茨城 

東京高専主催で、ロボコン大会の前日に関東信越の各同窓会の活動状況・課題等の意見交換会を 

オンラインで実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

各校の主なトピックスは下記。 

高専名 トピックス 

東京 会報に振り込み用紙つけて送付。4 年生・専攻科 1 年生を対象にキャリアセミナーを実施（約

70〜80 名を対象）。特徴として、進学率は 40％（60 名）、各コンテスト受賞多数あり（プロコ

ン等）。支部が 11 ある。事務局は O B の先生。名簿は紙ベースで 5 年毎に更新、業者に委託。

会報を発行していて、在校生には H P で公開。 

産技/品川 会報 30 号を発行（約 8000 部）、入会金は 8000 円 

産技/荒川 航空高専からの大空会として記念碑を検討中、入会金は 6000 円 

長岡 入学時に学生便覧と一緒に 15000 円納入頂く。会員数は 12000 名。News Letter として会報

発行。研修旅行が中止になり、企画料を P C 購入に当てた。 

長野 入会金は入学時に徴収。ただし、準会員扱い。中途退学者には返金する。 

サレジオ 入会金は父母会に集めてもらっている。育英高専からの継続で 80 年の歴史あり、会員数も

14000 名となる。日本連合としてサレジオ特有の定期総会を実施。６回目になった。 

茨城 入会率の低下に悩み、各校の状況を参考に入会時期を卒業時から入学時に移行し始め、現在は

過渡期となっている。 

 

 

（４）後援会との懇談会 

開催日：令和 4 年 1 月 15 日（土） 

後援会役員との意見交換会を実施しました。 

 

①保護者の立場から同窓会への意見・期待すること。 

 ・同窓会は何をする組織なのか理解されていないこと。 

 ・活動内容を会報などで報告する等の提案を受けました。 

 ・後援会の総会に若い OB・OG の講演の要請を受けました。 

②卒業記念品の内容について 

・学校名を入れたボールペン、名刺ケースを贈呈することで決定しました。 

③卒業式後の『祝賀会』開催可否について 

 ・学校の意向を確認した上で開催の可否を決定することとしました。 

 

後援会役員    茨香会役員 

 他高専同窓会役員の方々 
 茨香会役員 



（５）高専制度創設 60 周年記念事業への協力 

昨年 11 月に高専機構から、令和 4 年度に制度創設 60 周年を迎えるため、記念誌発刊の企画があり、その

掲載者候補の推薦要請を受けました。そこで、同窓会名簿や茨香会ネットワークを使い、会員の中から各界

で活躍が顕著な下記 4 名を高専機構へ紹介しました。（1 月） 

 

★起業家（本社と事業所を持つ株式会社に成長）    （ 1 9 7 4 年 電 気 卒 ） 

   ★大手企業（従業員約 4,６00 名）代表取締役       （ 1 9 8 1 年 電 気 卒 ） 

   ★宇宙航空研究開発機構（はやぶさ関連寄与）研究員  （2012 年電気電子卒） 

   ★東大大学院生（応用物理学会講演奨励賞を受賞）  （2016 年電気電子卒） 

 

その結果、大手企業の代表取締役を務められております方が、見事 25 名の中に選ばれる結果となりました。 

茨香会にとりましても大変喜ばしいことであります。 

 

 

（６）国際寮（虹友寮）竣工式 式典参加 

   開催日：令和４年 2 月 25 日（金） 

   活動内容：祝電、海老根会長出席、主催者側に吉成寮務主事（前茨香会副会長）出席 

 

式典は米倉校長が挨拶で、国際寮設置の動機と今後に期待することを述べられ、来賓代表 3 名から祝辞を

戴いた後に、祝電披露で茨香会のものも全文紹介されました。 

 

また、場所を寮前に移してテープカットを行なった後、留学生代表と「虹友寮（こうゆう寮）」と命名した

学生が想いを語り式典が終了した。 

式典後、吉成寮務主事（茨香会前副会長）等の案内で寮内を見学させて頂きました。 

 

本式典には、サポートセンターの荒井理事長（１期生）、矢ノ倉副理事長（６期生）、根本後援会会長（２

１期生）も参列しておられました。 

        

 

 

 

 

 

 

 

茨大副学長 梶山弘代議士秘書 米倉校長 大谷ひたちなか市長 海老根茨香会会長 留学生 



（７）卒業式後の祝賀会と記念品 

   開催日：令和４年 3 月 19 日（土） 

例年、卒業式の後には後援会との共催で『祝賀会』を計画しておりましたが、新型コロナウィルス感染症

第 6 波の影響により中止となりました。しかし、対象者全員には予定通り卒業記念品を贈呈しました。  

   

 

（８）『キャリアデザイン講座』への協力 

令和元年度に学校側から要請を受け、本科 4 年生・専攻科 1 年生を対象に、対面式で『就職面接を模擬し

た』講座に協力しました。昨年度は新型コロナウィルス感染拡大の中、本科 4 年生・専攻科 1 年生を対象に、 

オンラインで『就職・社会生活等の相談を目的とした』講座に協力しました。 

 

今年度は、学生会、後援会、学校側との相談をした結果を踏まえまして、多方面での活躍をしております 

本校卒業生（同窓会スタッフ）を揃えて、学生自らが相談したいスタッフとオンラインでキャリアデザイン

（将来設計）の相談をする企画を学校側に協力し実施しました。 

その経過を下表に示します。 

  

日付 形式 参加者 内容 

R.3.7.31（土） Hyb 茨香会有志 キャリアデザイン講座に対応要否を討議 

8.7（土） OnL 〃 同上 

8.21（土） Hyb 学校側、茨香会有志 キャリアデザイン講座について討議 

10.20（水） Mail 茨香会⇒学校側 キャリアデザイン講座企画案を提示 

10.21（木） Mail 学校側⇒茨香会 学校側の企画会議で承認、要望付：  

12.12（日） OnL 学校側、学生、茨香会有志 学校側主催の企業セミナー聴講、ビデオ聴講 

R.4.1.17（月） Mail 学校側⇒茨香会 メンター認定とキャリアデザイン講座依頼 

1.21〜1.31 Mail 学生⇒学校側⇒茨香会 キャリアデザイン講座受講者募集 

2.1〜2.5 Mail 学生⇄茨香会 メンターとキメンティの日程調整 

2.9〜3.5 OnL 学生、茨香会有志 キャリアデザイン講座実施 

3.12（土） OnL 茨香会有志 実施後の反省会と今後の方針討議 

Hyb：ハイブリッド会議、OnL：オンライン会議、Mail：メール連絡 

 

応募期間が短かったことの影響も否めませんが 9 名の学生から応募があり、学生側がスタッフを選択し、相

談したいテーマ事前に提出してもらい実施しました。 

 

  今年度、対応頂いた講座スタッフの紹介とオンライン講座の概要を以下に示します。 

 

 

 

ネーム部拡大写真 



キャリアデザイン講座スタッフ（本科 5 年卒年とその後の経歴紹介） 

卒業年 経歴 （ ）内は勤続年数 

2018 企業に就職（４） 

2012 企業に就職（４）⇒ 転職（５） 

2012 大学へ入学⇒ 企業に就職（７）⇒ 転職（２） 

2012 専攻科 ⇒ 大学院へ編入学 ⇒ 企業に就職（３）⇒ 転職（２）（山口県から参加） 

2012 企業に就職（２）⇒ 転職（６）⇒ 転職（１） 

2008 官系企業に就職（１３） 

2005 専攻科 ⇒ 大学院へ編入学 ⇒ 企業に就職（３）⇒ 転職（１）⇒会社起業（２） 

2003 企業に就職（４）⇒ 本校技術職員（１４） 

1985 企業に就職（３５）⇒ 転職（１） 

1985 大学へ編入学・大学院 ⇒ 企業に就職（３２）⇒ 本校教員（２） 

1985 国内企業に就職（６）⇒ 米国本社へ転籍（３０）（テキサス州から参加） 

1980 大学へ編入学・大学院 ⇒ 企業に就職（４１） 

1979 企業に就職（２０）⇒ 会社起業（２２） 

1973 企業に就職（４５）⇒ 企業内コンサル（３） 

1972 官庁に就職（４０）⇒ 会社起業（９） 

 

     オンライン講座を 9 回開催しましたが、      

1 講座としては、応募学生 1 名に対して、学生が希望した主スタッフに、副スタッフの 2 名体制で臨みま

した。 

その内 3 回の映像を記録として掲載しました。 

   

   

キャリアデザイン講座を受講された学生にはアンケートのご協力をお願いしました。その結果につきまして

は、現在集計・解析中ですので次号で紹介をしたいと考えております。 

 

  茨香会としましても、今回 15 名のスタッフにご協力頂きましたが、学生会、後援会、学校側のご意見を考

えますと、更には、男女問わず幅広い年代（卒業直後の若い方 20 代、会社の中堅どころ年代に入る 30 代、

ベテランの領域に入る 40 代、そして様々な経験のある 50，60 代）スタッフを揃えて行きたいと考えており

ます。 

  ご協力いただけますスタッフを募集しております。茨香会ホームページより是非ご連絡ください。 

     

今後とも同窓会活動に、ご支援・ご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。    

 

 

以上 

講座スタッフ 

学生 

講座スタッフ 
学生 

学生 

講座スタッフ 


