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2016年6月15日

2015年10月10日

2015年10月5日

2015年10月5日

米田柔整専門学校同窓会のホームページへようこそ。
米田柔整専門学校の同窓会活動に関する情報をお知らせしています。

TOPICS

安藤同窓会会長再任について  
平成27年 6月15日 同窓会幹事会にて安藤壽一同窓会会長が再任されました。
こちらから会長挨拶がご覧になれます。

同窓会誌の紙面からWebへの移行について  
皆様にご支援を頂戴してまいりました『同窓会誌』ですが、昨年度の発刊（24号 平成27年1月発
刊）をもちまして休刊させていただきます。永年にわたり同窓会誌のためにご尽力いただきまし
た歴代の同窓会長、顧問、編集委員をはじめとする関係者の方々に深甚なる謝意を表すとともに
ご投稿、ご愛読いただきました会員の方々に厚く御礼を申し上げます。
今後はインターネットを活用し、皆様に同窓会活動などリアルタイムに情報発信させていただき

ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
またこのホームページの印刷はこちらから行えます。インターネットがご覧になれない方はお手数ですが印刷をお願いい
たします。

NEWS

平成28年幹事会が開催されました。

twitter開設しました。

同窓会活動報告を中心としたブログを開設いたしました。

サイトをオープンしました。
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同窓会会長再任挨拶 同窓会会長 安藤壽一 平成27年10月5日

同窓生の皆様にはご壮健でご活躍のことお慶び申し上げます。
さる6月15日の理事会で会長続投の指名をいただき、微力ながら重責を果たすべく研鑽努力する所存であります。平
成24年5月ご退任された玉川雅淳先生の後任として、学長・理事長ならびに校長先生を始め事務局、本会役員の先生方
の温かい理解とご支援のもと大過なく勤め、なお一層皆様のご協力をいただくことになりました。よろしくお願い申し上
げます。

同窓会役員・委員

役職 名前  

顧問 米田 實 米田 忠正 岩間よしゑ 船戸 嘉忠 20  

相談役 石田 光男 玉川 雅淳 8    

会長 安藤 壽一 14     

副会長 森川 伸治 12 平岩 一郎 16    

経理 大口 明良 32     

書記 井上 雅博 16     

会計監査 山本 篤 24 加納 功詞 21    

常任幹事 
紙谷 建生 15 田中 俊彦 17 近藤 寿幸 23 野々部高史 23 杉浦 光幸 26

横井 達典 34     

柔道委員会   

紙谷 建生 15 田中 俊彦 17    

石田 雅明 23 加藤 修 27 夫馬喜久治28 間瀬 吉晃 28 高塚 剣 35 

野中 美憲 40 河邉 俊博 47    

 企画委員会 
近藤 寿幸 23 杉浦 光幸 26    

中山 裕章 20 遠藤 享昭 29 山元 雅貴 33 川合 秀憲 48  

 広報委員会 
野々部高史 23 橫井 達典 34    

大口 明良 32 金城 考宏 36 山北 陽一 42 齋藤 祐樹 46  

同窓会会則はこちらからダウンロードしていただけます

米田柔整専門学校同窓会 沿革

昭和55年 
「中部柔整同窓会」として発足 
波多野雅男会長就任
「中部柔整校友会誌」創刊号を発行

平成元年
「中部柔整専門学院柔道部OB会」発足

平成5年
岩崎律義会長就任
「米田中部柔整専門学院同窓会誌」第2号発行
同窓会名簿 平成5年度版発刊
第2回同窓会懇親会開催

プロフィール PROFILE TOP PAGE

PROFILE

SCHEDULE

REPORT

BLOG

米田柔整専門学校同窓会

〒451-0053
名古屋市西区枇杷島二丁目3番13号
米田柔整専門学校内

TEL 052-562-1210
FAX 052-563-6495

http://yonedajusei.sakura.ne.jp/H27dousoukaikaisoku.pdf
http://yonedajusei.sblo.jp/
http://yonedajusei.sblo.jp/


プロフィール�-�

http://yonedajusei.sakura.ne.jp/profile.html[2016/06/16 17:29:54]

copyright ©2015 米田柔整専門学校同窓会 all rights reserved.

平成6年
同窓会と柔道部OB会が合併・統合

平成10年
第3回同窓会懇親会開催
同窓会名簿 平成10年度版発刊

平成14年
第4回同窓会懇親会開催

平成15年
瀬尾健次会長就任

平成16年
同窓会名簿CD版発行
（同窓会誌14号を卒業名簿付きで、CD版にて発刊）

平成17年
第5回同窓会懇親会開催

平成20年
第6回同窓会懇親会開催

平成21年
玉川雅淳会長就任

平成23年
米田柔整専門学校創立５０周年記念誌発刊
米田柔整専門学校創立５０周年記念事業セミナー共催

平成24年
安藤壽一会長就任

平成27年
「米田柔整専門学校同窓会誌」第24号発行
同窓会誌第25号より、紙面からインターネット版に移行
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平成２８年度 年間予定

日時 内容 場所

平成28年

4月09日 第57回入学式 学校講堂 

6月01日 第1回常任幹事会、会計監査会 学校会議室 

6月15日 同窓会幹事会 学校講堂 

7月16～18日 夏季柔道稽古 米田道場

8月01～31日 柔道部夏期稽古協力 米田道場 

8月17日 全国柔整学校協会柔道大会 東京武道館

9月25日 校内柔道大会 米田道場

平成29年

3月11日 第55回卒業証書授与式 学校講堂

4月01日 第58回入学式 学校講堂 

※各委員会の会議は適宜開催されています。
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同窓会幹事会

平成28年6月15日13時30分より、平成28年米田柔整専門学校同窓会幹事会が開催されました。
平成27年度事業報告･決算報告、会計監査報告、平成28年度事業計画案･予算案の審議を行い、賛成多数で原案通り可決
されました。

柔道関連行事の支援 柔道委員会

柔道委員会は全国柔道整復学校協会柔道大会、校内柔道大会などの柔道大会への審判員派遣、また夏季柔道稽古への協力
などの支援を行っています。
新しく黒帯を取得された学生へ、同窓会から黒帯の贈呈を行っています。

懇親会、セミナーなどの企画 企画委員会

企画委員会では同窓生の親睦を深めることを目的とした懇親会の開催や、セミナーなどの学校行事の協力を行っていま
す。

同窓会広報活動 広報委員会

広報名簿委員会では、同窓会関連行事の広報活動を行っています。
昨年度までは同窓会誌として、紙面による広報活動を行っておりましたが、今年度よりインターネット配信を通じて、
フットワークも軽く再スタートすることとなりました。
同窓生に関する耳よりな情報などありましたら、遠慮無くお寄せください。
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