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平成29年度 湘南工科大学松稜会定期総会開催のお知らせ
■ 成28年10月30日（日）１１時から平 ： 時　日
■ 本館4階H401教室 ： 所　場
■ 平成28年度会計報告、平成29年度予算、事業計画など ： 題　議
総会終了後、カフェレストランシーサイド（大学敷地内）で懇親会を予定しております。是非ご参加下さい。
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湘南工科大学

工学部長 木枝 暢夫

５０年を超える歴史をもつ相模工業大学・湘南工科
大学の同窓会が、松稜会という通称で新たなスタートを
切ったことに、まずはお慶び申し上げます。また、同窓
会の役員あるいはキャリア講座の講師など、様々な形で
ご支援をいただいている卒業生の皆様には、この場を
借りて厚く御礼申し上げます。
本学はこれまで、その時々の社会の変化に対応した
新学科の設置や施設の増築、教育課程の改編などを
おこない、首都圏に立地する私立の工科系大学として、
相応のポジションを保ってきました。しかしながら、近年
の大学を取り巻く状況は厳しさを増しており、今後は更
なる１８歳人口の減少という避けられない危機に直面しま
す。その中で生き残りを図るためには、社会のニーズを
的確に捉え、本学ならではの特徴をもった教育、研究、
社会連携に積極的に取り組み、しっかりした成果を上げ
続けなければいけません。
その中でも最も重要な教育については、卒業生の皆
様のご活躍こそが、一番の成果となるでしょう。たとえ具
体的な形で本学の諸活動にご協力いただけなくとも、卒
業生としての意識を心に留めて、社会の中でそれぞれ
の役割をしっかり果たしていただければ、それが本学に
対する何よりの支援になります。私たち教職員も最善の
努力を尽くして参りますので、湘南工科大学と松稜会の
末永い発展のために、これからも見守っていただくようお
願い申し上げます。

松稜会だより第一号に寄せて

湘南工科大学

学長 松本 信雄
 

昨年１１月に第５０期の同窓会が開かれ、若い卒業生
も参加して次の５０年に向かっての確かな一歩が踏み出
されました。同時に、同窓会の名前を松稜会とすること
が決定され、ここに最初の松稜会だよりが発行されるこ
とになったのは誠に喜ばしいことと思います。
この３年半、教育改革に全教職員が邁進し、積極的
な質疑討論がなされ、私語も遅刻もない授業が殆どに
なっております。休み時間はグループになって会話し、レ
ポートや宿題について話し合う姿があちこちに見られま
す。学生の表情も明るくなり、登下校も何人か連れだっ
て歩くのが普通となっています。設備にも最新の ICT 技
術が次々に導入され、利用されています。本学は全く
別の大学になってきたと思うこの頃です。文科省の発表
する教育の質についてのランキングでは全国私大６００校
余の３５位にランクされたことは、この体感を裏付けてい
るものと思っています。同窓会への参加者がさらに増加
し、母校の発展状況を見ていただきたく存じます。そし
て湘南工科大学卒業生としての誇りと愛校心を持ってい
ただけるよう更なる質的改善に取り組んでまいります。大
学と同窓会が共に発展していくことが何よりも大切であり
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

松稜会だよりの発行にあたって

第 100 期記念祭を目指して、学生、
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湘南工科大学 後援会

会長 高崎 哲也
 

湘南工科大学同窓会会員の皆様方におかれまして
は、時下、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。
日頃は湘南工科大学そして在学生のために、同窓会会
員の皆様には多大なるお力添えいただきありがとうござい
ます。
お陰様で我が湘南工科大学も教育改革を推進し、文
部科学省をはじめ、様々な方面から高い評価をいただ
けるようになって参りました。また昨今の女子学生の理系
人気もあり、女子学生の入学数も増え、キャンパスも華
やかになってきております。
さて、この度は、湘南工科大学同窓会は５０周年を
迎えられ、「松稜会」という愛称に決まりましたことをお
喜び申し上げます。
１９６７年卒の同窓会１期生の誕生から５０期生を迎
え、「松稜会」の名のもとに新たなステージに立ち、今
後も多くの同窓生と共に発展を遂げていくことでしょう。
この２０１６年夏、リオよりオリンピックのバトンが４年後
の東京に手渡されました。本学の学生も、諸先輩方が
築いてこられた基盤を大切に受け継ぎ、新なる後輩たち
にバトンを繋げていきます。この様な未来を担う学生たち
がより良い学生生活を過ごせるよう、これからも大学後
援会は精一杯取り組んで参ります。同窓会の皆様にも
今後とも在学生へのご支援ご協力をよろしくお願いいた
します。
最後に、「松稜会」のますますのご繁栄を心より祈念

申し上げます。

新たなステージに立ち、
さらなる発展へ

湘南工科大学 松稜会

会長 池田 英治
 

昨年、「第５０期記念祭」の開催に際して、同窓会
員の皆様、大学関係者の皆様のご尽力を頂き、盛大に
行うことが出来ました事に感謝申し上げます。
このような大きなイベントを企画・実施することは同窓
会としては初めてで、全て満足な結果とは思いませんが、
今後も２回目、３回目に向けて準備していきたいと思い
ます。
また女性会員の方 に々も参加して頂き華やかな雰囲気

となり、卒業生ご夫婦の参加もありました。今後は、
ご夫婦・親子で参加頂けるイベントを企画したいと思い
ます。
同窓会名称も、「相模工業大学同窓会」「湘南工科
大学同窓会」から「松陵会」と名称を替え、新たなスター
トとなります。５０年の節目に同窓会活動も理事会内に「部
会」を設け、在校生・卒業生の為に何が出来るか色々
と検討しています。　
今年５月には就職課からの依頼で、３年生向けの講義

「キャリア形成」内で「ＯＢ・ＯＧ講演」へ同窓会として
数名の卒業生が、ご自身の就職活動について講演を
しました。今後も大学から要望がありましたら、協力させ
て頂き「大学」「後援会」「松陵会」一体となって、
湘南工科大学を支援してまいりたいと思います。

「松稜会」として

卒業生との交流を新たな高みへ
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■デザインコンセプト
① コントラストを付け、パッと目に付きやすいロゴ
エ学部ということで歯車をモチーフとし、明るい感じに仕
上げました。スクールカラーを用いる事で大学らしさを意
識しています。

② 湘南の爽やかなイメージのロゴ
相模工業大学から湘南工科大学へ名前が変ったというと
ころに着目し、円を二つ重ね、歯車が噛み合う絵を背景にし
ました。

受賞者：2016年3月卒業
綜合デザイン学科　高野研究室　
筒井　晶 様

■その他の応募された通称名
第2位 第3位 4位 第5位 第6位 第7位

相湘会 湘稜会 飛湘会 相輝会 恩想会 まつかど会 翔栄会
(そうしょうかい) (しょうりょうかい) (ひしょうかい) (あいきかい) (おんそうかい) (しょうえいかい)

20票 18票 13票 6票 5票 3票
第5期 機械科
第19期 機械科

第21期 機械科
第35期 材料科 第35期 機械科 第39期 システム

コミュニケーション科 第28期 機械科 第19期 情報科 第25期 機械科

同窓会の通称名が決
定致しました！

で決まりました。

th

ITS×SIT

ANNIVERSARY

湘南工科大学50期記念ロゴは

松稜会
りょう かいしょう

第50期記念祭に来場頂いた皆さんの投票により、
通称名は「松稜会」に決定致しました。

りょう かいしょう

湘南工科大学　通称名は

37票

■応募者の命名理由
第50期までの卒業生の中には、湘南工科大学と相模工業大学を卒業した者が混在しています。両者を融合し
て、一体感のある名称を探しました。毎年の大学祭で使われている「松稜祭」は、相模工業大学時代から現在
まで使われています。卒業生ならだれでも知っていて、学生時代を思い起こせるような名称として「松稜会」と
しました。

■実行委員会から一言
本学の新旧2つの大学名に思いを馳せ、歯車で表現された思いの深さ、通称名を新たに出発する松稜会に
ピッタリの大変輝かしいロゴになっていると思います。
記念すべき50期卒業生から素晴らしいロゴのご応募に実行委員一同感動しております。
これからのご活躍に期待しております。ガンバレ！

卒業式当日に松稜会よりロゴ採用の
報告と賞品を授与いたしました。
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第50期記念祭　支部・現役学生からの声

第50期記念祭を終えて
第５０期記念祭 実行委員長　機械２１期 加藤 誠司

「第５０期記念祭」実施後の実行委員感想コメント

「第５０期記念祭」に参加いただいた方、当時の思い出の品や写真を提供いただいた方、運営費を寄付いただいた
方、等々、みなさまの協力により初めての試みである記念祭を成功裏に終わらせることができました。実行委員会メ
ンバー一同より感謝申し上げます。
第５０期記念祭実行委員会は２０１４年９月に準備委員会を経て、２０１４年１１月より実行委員７名によって発足しまし
た。皆、本業の仕事を抱えながら終業後や休日の予定を合わせて準備を進めてきました。困難もありましたが「とにか
く実行するまでやり遂げる！」を合言葉にし、当日は企画した私たちも心から楽しむ時間を過ごすことができました。
今後、益々卒業生同士の交流が本会を通じて活発になるようみなさまの積極的な参画と協力をお願いします。

50期生誕生の記念祭を盛大に開催できました。ご参加
ならびにご協力をいただいた全ての皆様に心から御礼
申し上げます。
実行副委員長 機械１１期 木村広幸

年齢を問わずＯＢが一つの目標に向かって協力し合い
結果を作る体験をさせて頂き、良い経験をさせて頂き
ました。感謝です。
実行委員 電気７期　高明正治

はじめの一歩が、はじまりました。これからもよろしくお
願いします。
実行委員 情報１９期 甫坂光男

第50期記念祭には大勢の方に参加して頂き有難う御
座いました。皆様の笑顔に苦労も吹き飛びました。今後
も笑顔で集まって頂けるイベントを企画しますので、是
非ご参加ください。
実行委員 機械２５期　土肥義和

皆様のお力添えでここまで活動の継続ができました。
次の５０年を迎えるべく気持ちも新たにガンバリマス。
これからもご協力をお願いいたします。
実行委員 機械３２期　滝澤雅

50周年の節目に松稜会として新たなスタートをする事
となり、大変うれしいです。毎年松稜祭の時に大学で総
会を実施していますので、是非いらして下さい。
実行委員 機械３５期　高橋泰久

福島
北陸

栃木

埼玉

東京 千葉
神奈川

新潟

長野

山梨

静岡

富山

愛知

福井

滋賀

三重

茨城
群馬

石川

岐阜
SIT

新たなスタートラインに立った「松稜会」各支部・現役学生からも激励のお言葉をいただきまた。

機械11期  奥山 啓二北
陸
支
部

是非、北陸支部から皆さんに力
強い発信を出来るものと考え
ています。

機械11期  内山 芳之
静
岡
支
部

通称名、50周年のロゴの決定
おめでとうございます。新しい
同窓会の出発ですね。卒業生の
一人として松稜会の発展を楽し
みにしています。

機械5期  今野 政一
福
島
支
部

・「松稜会」には昭和時代の浜見
山を背にした威風堂々さを感じ
ます
・第５０期ロゴにはシンプルさに
未来形成のギヤトレインを憶え
ます

機械10期  青木 正夫
千
葉
支
部

「第５０期記念祭」おめでとうご
ざいました。文化祭で使われて
いる「松稜祭」と同窓会の「松稜
会」という名称は一体感を感じ
る事ができます。」

第52回　松稜祭実行委員会　
委員長　猪股　未凪
例年松稜会（同窓会）の皆様にはビンゴ大会の景品のご支
援を頂き有難う御座います。松稜祭も52回目を迎えます。
諸先輩方の伝統を継承しながら新しい企画を準備して、ご来
場者の皆様に良き一時が過ごせますように一致団結して取
り組んでいます。実行委員一同ご来場をお待ちしています。

学生自治会運営委員会　
委員長　村冨　僚亮
同窓会の名称が松稜会に決まりおめでとう御座います。ま
た長年に渡り自治会活動へご支援を頂き有難う御座いま
す。現在31名の運営委員で松稜祭の準備に頑張っていま
す。これからも松稜会のご支援を頂き、自治会活動を盛り上
げていきたいと思っていますので、宜しくお願い致します。

松稜祭の準備で
忙しい中一言いただきました。現

役
学
生
か
ら
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第５０期記念祭

当日の松稜会実施

イベントの報告

ご協力をいただきましたみなさまへ
寄付金に関するご報告
第50期記念祭開催にあたり
231件、合計金額1,455,000円のご寄付をいただきました。
ご協力くださいましたみなさま本当にありがとうございました。

同窓会だより研究室紹介寄稿についてのお礼
木枝工学部長をはじめ64研究室の寄稿に感謝いたします。
おかげさまで、卒業した同窓会会員が現在の研究室を理解し、ご家族
で本学を志望校の一つに挙げるのにとても良い資料となりました。こ
の場をお借りしお礼申し上げます。

平成28年度
湘南工科大学同窓会
定期総会議事録

OBによる就職相談会
本学就職課と共催させていただき、松稜会会員在籍の18社のご参加をいただきました。
就職に関する心構えなど在校生には有意義な時間となったと思います。
ご協力いただきました18社の皆様ご参加ありがとうございました。
今後もぜひご協力をお願いいたします。

ご参加いただきました企業様

写真・資料展示
1期生　大橋様、2期生　浜松様、4
期生　長谷川様、20期横山様、平綿
前会長から相模工業大学時代のも
のを含め貴重な写真・資料をご提供
いただきました。閲覧された参加者
の皆様が当時にタイムスリップされ
たり、本学の歴史を感じたりと昨年ま
でとは違った懇親会を楽しむことが
できました。ご提供いただきありがと
うございました。

懇親会・ラウンジ
今年はレストランシーサイドさんの全
面的なご協力をいただき、11月1日
（日）10：00～16：00と丸一日松稜会
専用のラウンジを常設いただきました。
懇親会につきましても、例年とは異な
りバイキング形式とし、食事の待ち時
間無く対応いただきました。松稜生の
思い出深い名物料理については別途
おつくりいただけるという至れり尽く
せりのご対応をいただけました。今後
は毎年同様な対応でお願いすること
になりました。

「第50期」記念祭
第50期記念祭の開催にあたり、松本学長、森井学生部長、高崎後援会
長からご祝辞をいただき誠にありがとうございました。我々の大学が非
常に長い歴史を持ち、また20,000名を超える松稜会生の協力で成り
立っていることを改めて自覚いたしました。今後ますます在校生・松稜
会生の交流に関する情報発信に力を入れていきますので、ご協力をお
願いいたします。

製造業 情報通信業 技術サービス 商社・建設業
㈱啓愛社　自動車部品事業部 ㈱エクセル・システムプロダクト ㈱アビスト　 ㈱アクティオ
城山工業㈱　 エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱ ゼネラルエンジニアリング㈱ ㈱京浜コーポレーション
高田工業㈱　 ㈱ゲニアス・デック ㈱テクノ・セブン ㈱小泉相模
㈱吉岡精工 シグマトロン㈱ ㈱ヒッフﾟ 新栄商工㈱

ムトーアイテックス㈱ ㈱メイテックフィルダースﾞ

思い出の資料

歴史のある写真

ラーメン
毎年松稜祭期間中に松稜会が湘南で
有名なラーメン店ラオシャン様のご
協力をいただき出店している模擬店
です。今回も限定200杯を完売しまし
た。今年も開催しますので是非ご来
店ください。

出店場所の教育センター前

ラウンジにて

懇親会の様子

相談会の様子

松本学長 森井学生部長 高崎後援会長

バイキングの料理 １期生半田さんを囲んで（右から２人目）
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平成２7年度 会計報告 平成２8年度 予算（案）

平成28年度平成28年度
湘南工科大学同窓会湘南工科大学同窓会
定期総会議事録定期総会議事録

平成28年度
湘南工科大学同窓会
定期総会議事録

【１】開会の辞　池田勇
【２】会長挨拶　池田英治

同窓会として「第50期記念祭」を開催するにあたり、委員会を発
足させ準備した。
「第50期記念祭」イベント開催が実施まで至った経緯とホーム
カミングデーの開催に至らなかった経緯の報告がされ
同窓会のあり方、同窓会として何が出来るか？若い人達の考え
方を取り込んでいき、新しい路線で進めて行きたい。
大学を取り巻く環境は厳しい状況。

【３】議長団選出 議長：高明正治
　　　　　　　 書記：池端岡衛、大森正記
【４】議事

１．報告事項
（１）湘南工科大学評議員報告　報告者：新井和吉

評議会は定時４回が開催された。
・役員改選で5名の新評議員
・役員改選で内村理事長就任
・相模一碧荘閉館
・来年度予算、マイナンバー対応、高校/大学／大学院
の入学状況。
※各会議事の詳細は、別途配布資料「理事会・評議員
会実施内容」を参照のこと。

（２）平成２７年度事業報告　報告者：池田英治
①理事会・評議員会の開催について
　理事会は定時４回、評議員会２回が開催された。
※各会議事の詳細は、別途配布資料「理事会・評議員
会実施内容」を参照のこと。
②第５０期記念祭会報発行について　報告者：加藤誠司
　まず「第５０期記念祭」実行委員会としての活動報告
メンバーとしては７名、準備として２回、実行委員会 
計１０回開催された。

※詳細は「第５０期記念祭実行委員会活動報告」を参照
のこと。
「同窓会だより３９号（第５０期記念号）」発行につい
ての説明及び報告。

③助成・援助について　報告者：土肥義和
会計報告と纏めた方が分かり易いと判断し、同時に報告
された。
卒業記念パーティー代及び松稜祭実行委員会援助等の
助成について報告。
鎌倉駅大学広報看板のみ継続した。
就職活動への援助及び支部設置準備費については未実
施の為、予算を確保したが
決算としては支出０円となった。

（３）平成２７年度会計報告　報告者：土肥義和
「湘南工科大学同窓会　平成２７度会計報告」に沿って報告
※会計報告の詳細は、別途配布資料「平成２７年度会計報告
（案）」を参照のこと。
参加者から質疑無く承認された。

（４）平成２７年度会計監査報告　報告者：三富久永
収支決算書監査の結果、その内容が適正であることを報告。
平成２７年度会計報告は満場一致にて承認された。

（５）その他
特に無し。

２．協議事項
（１）平成２８年度事業計画（案） 

①会報発行について　報告者：滝澤雅
ホームページへの原稿アップ及び葉書郵送について。
②助成・援助について　報告者：土肥義和
③その他
特に無し。

（２）平成２８年度予算（案）　報告者：土肥義和
「湘南工科大学同窓会　平成２８度会計報告（案）」に沿って
報告
予算案の詳細は、別途配布資料「平成２８年度予算（案）」を
参照のこと。

（３）役員改選について（理事・評議員）　報告者：池田英治
理事１名・評議員４名規約に対し、足りていない状況及び
それに対し今後規約改正含めて見直しをする旨報告された。
異論・異議は無かった。
理事・評議員の詳細は、別途配布資料「湘南工科大学同窓
会　役員改選について」
及び「評議員改選について」を参照のこと。

【５】議長団解任
【６】閉会の辞　池田勇
【懇親会】カフェレストラン シーサイド

開催日：平成27年11月1日（日）11：00～12：30
場　所：湘南工科大学　本館　４階法人会議室

■配布資料
　①平成２８年度　湘南工科大学同窓会　定期総会次第
　②平成２７年度　理事会・評議員会実施内容
　③理事役員改選について
　④評議員改選について
　⑤平成２７年度　会計報告
　⑥平成２８年度　予算（案）
　⑦第５０期記念祭同窓会だより
　⑧２０１６年　湘南工科大学入学案内冊子
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編  集  後  記

クラス会やOB会がありましたら、記事を掲載しますので、松稜会事務局へご一報ください。
湘南工科大学松稜会事務局　TEL ・FAX 0466ｰ35ｰ0588　E-mail：s.dousou@isis.ocn.ne.jp

今号は「第５０期記念祭」報告特集となりました。たくさんの方々に支えられ盛大に行うことができました。
本当に感謝しております。これからは新たに選出された「松稜会」という通称名に込められた作者の思い「学生時代を思い起こせる」気
さくな存在になれるようこの「松稜会だより」も進化していきたいと思います。そのためには今まで以上に皆様にご協力をお願いする次
第でございます。これからも７５年、１００年と歴史を積み重ねていきましょう！

１９９７年機械工学科卒業　滝澤　雅
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平成29年度「松稜会」活動計画

新理事紹介

卒業生子女等の入学金・授業料の減免制度について

11月 総会情報HP更新・支部情報交換会・方針作成部会 ５月 支部情報交換会・会誌編集部会・方針作成部会

12月 後援会交流会・女性部会・方針作成部会 ６月 OBOG就業意識講義・理事会

１月 学内OB訪問・方針作成部会 ７月 OBOG就業意識講義・後援会交流会・会誌編集部会・方針作
成部会

２月 大学執行部交流会・後援会交流会・女性部会・方針作成部会 ８月 大学執行部交流会・理事会・女性部会

３月 卒業式・卒業パーティ・卒業生表彰・会員募集活動・理事会 ９月 会計締め・松稜会だより発行・方針作成部会

４月 入学式・会員募集活動・卒業入学情報HP更新・女性部会・
方針作成部会 10月 総会・理事会・松稜祭・会員募集活動

会　 長
　池田 英治 （9期）

副会長　
　山ノ井 克行 （10期）
　深井 和也 （13期）
　加藤 誠司 （21期）

理　 事
　宍倉 光夫 （10期）
　池田 勇 （11期）
　秋澤 定利 （15期）
　神尾 泰光 （17期）
　山本 広治 （18期）
　水島 崇裕 （19期）
　甫坂 光男 （19期）
　有坂 知則 （21期）

　大塚 純一 （24期）
　土肥 義和 （25期）
　滝澤 雅 （32期）
　高橋 泰久 （35期）
　泉 寛之 （35期)
　坪田 亮介 （43期)
　佐藤 洋輝 （44期）

監　 事
　前田 満芳 （4期）
　三富 久永 （27期）

顧　 問
　平綿 勝彦 （2期）
　新井 和吉 （3期）

優遇制度の内容  平成24年度入学者から、本学卒業生の子女、卒業生・
在学生の兄弟姉妹に対して修学上の便宜を図るた
め、入学金と授業料の減免制度を設けています。
みなさまのご家族が本学へ進学される際に是非お役
立てください。

・卒業生の子女　・卒業生の兄弟姉妹 　・在学生の兄弟姉妹 対象者

特典1

特典2

対象者が本学に入学し、学資負担者から申請があった場合、
入学金20万円のうち、10万円を減額します。

年間授業料から10万円（4年間適用）を減額します。
※入試日程は大学ホームページをご覧ください。

平成２８年８月２０日に
第一回女性部会を開催いたしました。

今後、松稜会運営に女性の
意見を積極的に取り入れて
いきたいと考えており、ま
ずは、松陵会についてどの
ように感じているかをお伺
いしました。これからの参画
に期待をしております。

卒業生ご家族・ご夫婦の
ファミリー登録のお願い

今後の一層の少子化を懸念し、卒業生のご家族へ湘南工科大
学の今をお知らせいたしたく松稜会企画のイベントへご参加依
頼を通知するためファミリー登録を考えています。
毎年の総会ご参加の際や、HPにてお知らせしますのでふるっ
てのご登録をお願いいたします。ささやかですが特典も考えて
おります。
詳細は今後のHPにてお知らせいたします。


