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第２章　支部活動状況

○関東支部は力強く進む　　≪10月第三土曜日は、琉球大学同窓会関東支部の日≫

関東支部長

高　山　厚　子
14期　教育学部初等教育科

　４年間、６年間、いや、年月に関わりなく、「琉球大学」に青雲の志を抱き、南の風に酔いしれ、
ギラギラ輝く太陽に何かを叫び、青い海を眺めた学生時代。人生の夢への基礎を「琉球大学」で磨
いた学生時代。卒業し、沖縄という土地を離れ、関東で頑張る仲間たちの集う場、それが同窓会関
東支部です。
　2016年10月で23年目を迎える。しかし、前身は30年前、いや、もっと以前にさかのぼる。機械や電
気学科の卒業生たちが、酒を酌み交わし励まし合った集まりから（当時は沖縄県出身者がほとんど）、
全体の同窓会へと発展し現在に至っています。沖縄の歴史を振り返りますと、関東は、いや、本土は
沖縄出身者にとっては異郷のような地でした。私事で誠に恐縮ですが、私が東京の小学校管理職試
験に臨んでいた頃、指導教官の校長曰く、「あんた、どこの大学出かい?」とお尋ねに。「琉球大学です。」
と答えると、「そんな大学どこにあるんだい？」と。「あら、私、東京に住んでいたら、東大位卒業し
ていたわ」と、心の奥で叫んだことも。会を設立した先人の思いに、また、今日まで会を発展維持し
てきた方々のご努力のおかげで、首都東京の地の利を生かした同窓会へと発展してきたのです。
　現在、関東支部は、銀座４丁目の中島信一郎法律事務所に事務局を置き、「10月第三土曜日は琉
球大学同窓会関東支部の日」を合言葉に、学長・本部同窓会長等のご参加の下、日本教育会館喜山
倶楽部で年一回、総会・講演会等・懇親会を開催しております。関東支部には、全国各地の出身者
が増えており、当日は関東のみならず、沖縄始め各地から約70名余が参加いたします。関東での卒
業生の活躍は目覚ましく、官庁や企業、専門職・個人経営などなど様々です。リタイアした人、現
役で活躍中の人、一寸人生を模索中の人、海外で活躍中の人など、また、機械工学科では二年ごと
の総会を同日に開催、草野球同好会では、学生時代の繋がりを更に深める機会に、などと同窓会を
盛り上げるための模索もあり、年々若者の参加も増えております。また、在京の沖縄関係の団体や
沖縄企業の東京支社とのつながりも深めております。全国や世界で活躍する同窓生の今を掲載した
同窓会紙（芭蕉布）も、今年度15号を重ね、会の発展維持になくてはならない存在となっております。
　今後も、関東支部は、同窓生の繋がりを深め、また、関東という地の利を生かし、琉球大学の存
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在感・琉球大学同窓会の存在感を生かすべく、同時に、関東に就職する卒業生のよりどころになる
べく力強く進めて参ります。

支部総会　2008年（平成20年）10月

支部総会　2009年（平成21年）10月

支部役員　2008年（平成20年）10月 支部総会での赤嶺会長挨拶　2009年（平成21年）10月
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支部総会　2012年（平成24年）10月

支部総会　2013年（平成25年）10月

支部総会で挨拶する大城学長　2014年（平成26年）10月

支部総会余興　2009年（平成21年）10月

支部総会より　2014年（平成26年）10月

支部総会より　2013年（平成25年）10月
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　関西支部の『50周年記念誌』以後、平成18年から平成27年までの10年間の活動を記しておきたい。
　2006年の第17回定期総会で山城支部長に代わり、新しい支部長に金城盛紀（英文科２期1950年入
学）が就任した。
　第17回（平成18年）総会で選出された役員は次の通り。

　金城支部長は、前任山城賢孝の強い意向もあり顧問から支部長への異例の移行であった。新支部
長は、まず支部会則と本部会則との整合性を図るため「会長」を「支部長」に、「副会長」を「副
支部長」に変えるなど支部会則の改正を行い、第18回総会で採択された。
　金城支部長は２期４年間（2006年～ 2010年）務めた。毎年の総会の中でも特筆すべきは2010年
の「関西支部結成20周年記念総会」である。関西支部設立から満20年の2010年の総会は、「20周年
記念総会・祝賀会」と銘打ち、全役員が一丸となって取り組んだ。「ホテル大阪ベイタワー」を会
場に、同窓会員の家族や関西一円の県人関連組織にも呼びかけ、７月11日に58人が参加した。琉球
大学から学長と副学長、同窓会本部から会長、副会長、事務局長が出席、近年にない賑やかな総会
となった。琉球舞踊やギター演奏に空手の演舞など盛り沢山の余興があり、祝賀会は大盛会であった。
　2010年の琉球大学開学60周年記念事業の「『江戸立』探検隊」では、道中である大阪でシンポジ
ウム＆交流会等が企画され、同窓会関西支部にも協力依頼が来た。シンポジウム＆交流会は３月８
日に設定され、７月の20周年記念総会に加え、その準備に忙殺された。しかしながら多くの役員の

○関西支部の活動状況

関西支部 事務局長

小　渡　照　生
19期　理工学部物理学科

顧　　問 松村　圭三（１期　英文科） 幹　　事 上江洲愛子（９期　家政学科）
　 〃 　 成田　義光（２期　英文科） 　 〃 　 今村　　毅（17期　農学科）
　 〃 　 山城　賢孝（５期　教育学科） 　 〃 　 栽　　亀吉（18期　機械工学科）
会　　長 金城　盛紀（２期　英文科） 　 〃 　 上原　仁吉（19期　電気工学科）
副 会 長 上地　安昭（11期　教育学科） 　 〃 　 古波蔵邦子（19期　初等教育科）
 宮里美智子（18期　初等教育科） 　 〃 　 喜岡　靖彦（28期　法政学科）
事務局長 小渡　照生（在籍19期　物理学科） 　 〃 　 山下　和寿（29期　数学科）
同 次 長 伊野波盛英（18期　機械工学科） 　 〃 　 藤本　真也（38期　社会学科）
幹　　事 小浜　良子（４期　初等教育科） 監 査 役 津野紀代志（10期　商学科）
　 〃 　 知念　信子（５期　体育科） 　 〃 　 泉水　朝見（12期　電気工学科）
　 〃 　 国吉　兼三（８期　林学科） 
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精力的な働きで両イベントは成功裏に終わらせることができた。半年間に二つの大きなイベントを
やり遂げたことは、関西支部の活動に大きな励みと自信を与えている。
　20周年記念総会で金城盛紀に代わり副支部長であった上地安昭（11期　教育学科）が支部長に選
出され、新しい執行部が誕生した。

　上地支部長も２期４年間（2010年～ 2014年）務めた。恒例行事の「秋の昼食会」は、当初時「毎
年11月の最後の日曜日」と決めたが、その日が県人会の行事と重なることから、2010年から「11月
23日の祝日」に改めている。
９回（2005年11月27日）和歌山県・和歌の浦温泉「ホテル萬波」　参加者14名
10回（2006年11月26日）三重県名張市「青蓮寺レークホテル」　参加者15名
11回（2007年11月18日）淡路島・岩屋温泉「淡海荘」　参加者18名
12回（2008年11月30日）奥琵琶湖「国民宿舎 つづらお荘」　参加者13名
13回（2009年11月29日）三重県・榊原温泉「湯元榊原館」　参加者11名
14回（2010年11月23日）和歌山県・加太「休暇村 紀州加太」　参加者15名
15回（2011年11月23日）兵庫県たつの市「国民宿舎 赤とんぼ荘」　参加者19名
16回（2012年11月23日）兵庫県篠山市「王地山公園ささやま荘」　参加者26名
17回（2013年12月１日）滋賀県近江八幡市「休暇村 近江八幡」　参加者21名
18回（2014年11月23日）三重県伊賀市「島ヶ原温泉 やぶっちゃの湯」参加者18名
19回（2015年11月23日）奈良県・奥吉野「湯盛温泉 ホテル杉の湯」　参加者18名
　2002年から参加者を会員の家族や友人にまで枠を広げ、会員の親睦もより深めることができた。
また、16回までは毎回当地を詠んだ万葉集のミニ講座があり、おおいに好評であった。この16回の
昼食会は、６家族の夫婦と子供２人を含め26名の参加があり、最も賑やかな会となった。この行事
は、大阪から１時間半程度で行ける宿を選び、温泉に浸かりながら文字通り「裸のつきあい」を通
して親睦を深めることをコンセプトとしている。
　もう一つのコンセプトは、年に一度の総会以外に楽しく気軽に参加できる行事を持つということ
である。11回の淡路島での昼食会にはこの年支部総会初参加のご夫婦が和歌山県から自家用車で
やって来たし、13回には総会に出席したことのない会員が幼児を連れてご夫婦で参加してくれた。
17回の時は大阪大学研究員の若い同窓生が新顔として参加したし、関西を離れて名古屋に引っ越し

顧　　問 松村　圭三（１期　英文科） 幹　　事 今村　　毅（17期　農学科）
　 〃 　 成田　義光（２期　英文科） 　 〃 　 栽　　亀吉（18期　機械工学科）
　 〃 　 金城　盛紀（２期　英文科） 　 〃 　 吉浜　朝清（18期　技術教育科）
　 〃 　 山城　賢孝（５期　教育学科） 　 〃 　 上原　仁吉（19期　電気工学科）
支 部 長 上地　安昭（11期　教育学科） 　 〃 　 山下　和寿（29期　数学科）
副支部長 国吉　兼三（８期　林学科） 　 〃 　 山本　公子（30期　教育・英語）
 宮里美智子（18期　初等教育科） 　 〃 　 藤本　真也（38期　社会学科）
事務局長 小渡　照生（在籍19期　物理学科） 監 査 役 津野紀代志（10期　商学科）
同 次 長 伊野波盛英（18期　機械工学科）  古波蔵邦子（19期　初等教育科）
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た会員がオートバイで馳せ参じて来たこともある。
　このように「秋の昼食会」も新しい会員の獲得に役立ったが、「参加メンバーの固定化・高齢化」「若
い世代をどう呼び込むか」という課題もでてきた。そこで、同窓会員の正確な把握のため、2013年
時点での同窓会本部の会員名簿と関西支部独自の会員名簿を照合する作業を開始した。関西２府４
県と三重県・岡山県・広島県に居住する同窓会員は約600人。支部名簿に登載された人数を単純に
引いても450人増えることになる。これを支部名簿に加えていき、2014年と2015年の定期総会に案
内を郵送したが、その効果は余り芳しくない。やはり口コミでの勧誘が優っており、2014年総会は
１名、2015年総会は５名の新人を迎えた。
　2014年の第25回支部総会で役員改選があり、国吉兼三（８期 林学科）が支部長に選出された。
新執行部は次のとおり。役員は少しずつ新陳代謝している。

　国吉支部長は支部総会出席者の中でも数少ない卒業期一桁台の会員だ。ちなみに昨年の総会に出
席のこの世代は金城顧問と国吉支部長の二人だけで、琉球大学草創期を語れる会員が少なくなるこ
とは寂しい気がする。国吉支部長は昨年の支部総会に41期卒の新会員を連れて来たし、他の会員は
50期卒業の若い同僚を同伴してやって来た。これを機に支部の若返りを期待したいところである。
　支部会報は金城支部長時の2008年に創刊された。会報は2003年に一度提案されたが発行には至ら
ず、ただ「同窓会支部ニュース」が事務局名で発行され、その年と翌年の総会の案内に同封された。
役員の改選と「秋の昼食会」を周知する簡単なものだったが、その４年後、金城支部長の主導のも
と二三の役員が加わり手作りの冊子体として創刊された。翌年第２号が発行され７月の支部総会に
出席者全員に配られた。第３号は「20周年記念号」として、印刷屋に発注し立派な小冊子（Ａ４判
20ページ）が誕生した。第２号から総会式次第や事業報告・決算報告などの議案も刷り込み総会の
配布資料の役目も果たしている。第４号から再び手作りに戻ったが、表紙を沖縄の世界遺産「琉球
王国のグスク及び関連遺産群」のカラー写真で飾り、素人作りながら遜色のないよう心掛けている。
第４号の表紙は首里城跡、第５号は識名園、中城城跡、斎場御嶽と続き、去年８号は勝連城跡となっ
た。今年の第９号は園比屋武御嶽を予定している。同窓会支部にとって会報の効果は大きく、これ
からも継続するつもりだ。
　支部総会の開催、秋の昼食会行事、支部会報の発行は、関西支部活動の三本柱である。

顧　　問 成田　義光（２期　英文科） 幹　　事 宮城　　晃（18期　経済学科）
　 〃 　 金城　盛紀（２期　英文科） 　 〃 　 上原　仁吉（19期　電気工学科）
　 〃 　 上地　安昭（11期　教育学科） 　 〃 　 宮城　　洋（21期　技術教育科）
支 部 長 国吉　兼三（８期　林学科） 　 〃 　 山下　和寿（29期　数学科）
副支部長 栽　　亀吉（18期　機械工学科） 　 〃 　 山本　公子（30期　教育・英語）
 宮里美智子（18期　初等教育科） 　 〃 　 藤本　真也（38期　社会学科）
事務局長 小渡　照生（在籍19期　物理学科） 監 査 役 津野紀代志（10期　商学科）
同 次 長 伊野波盛英（18期　機械工学科） 　 〃 　 古波蔵邦子（19期　初等教育科）
幹　　事 吉浜　朝清（18期　技術教育科）　　　　
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定期総会　会員の出席者数と来賓の方々

回 　年　月　日 会員出席者 来　　賓
17 2006年７月８日 19名 平良初男副学長、比嘉正幸会長、宮城武久事務局長
18 2007年７月21日 25名 平啓介副学長、赤嶺健治会長、宮城武久事務局長
19 2008年７月12日 25名 宮城隼夫副学長、当山尚幸副会長、宮城武久事務局長
20 2009年７月11日 27名 宮城隼夫副学長、赤嶺健治会長、宮城武久事務局長

21 2010年７月11日 46名

岩政輝男学長、宮城隼夫副学長、赤嶺健治会長、幸喜徳子副会長、
宮城武久事務局長、我如古盛英沖縄県大阪事務所長、嘉手川重義
大阪沖縄県人会連合会長、大城勉沖縄県人会兵庫県本部会長、
大湾宗則京都沖縄県人会長、水田仙子京都沖縄県人会副会長、
仲里眞光WUB関西会長、奥間政寿琉球新報大阪支社長

22 2011年７月16日 19名 大城肇副学長、幸喜徳子会長、大城清事務局長
23 2012年７月14日 27名 岩政輝男学長、幸喜徳子会長、比嘉忠信事務局長

24 2013年７月13日 22名 外間登美子副学長、砂川善則総務課長代理、幸喜徳子会長、
照屋寛八副会長

25 2014年７月12日 28名 大城肇学長、幸喜徳子会長、仲門勇市副会長
26 2015年７月18日 23名 外間登美子副学長、　幸喜徳子会長、照屋寛八副会長

結成20周年で挨拶する支部長　
2010年（平成22年）７月

支部総会　2008年（平成20年）７月

20周年記念での余興　2010年（平成22
年）７月

支部総会より　2008年（平成20年）７月

20周年記念での感謝状贈呈　
2010年（平成22年）７月
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支部結成20周年記念総会　2010年（平成22年）７月

支部総会　2014年（平成26年）７月

支部活動費贈呈　2015年（平成27年）７月 秋の昼食会　2014年（平成26年）11月
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　21世紀がスタートした2001年（平成13年）、公務で福岡に立ち寄られた琉球大学工学部長（当時）・
山城康正先生の呼び出しを受けた九州在住の琉大陸上部ＯＢ数人が福岡空港に集合。待ち受けてい
たのは、長年にわたって陸上部の監督として学生とＯＢの指導・交流に尽力されてきた山城先生と、
琉球大学学長（当時）の森田孟進先生。
　72年の復帰後、九州各県の高校から琉球大学に入学する学生が一気に増え、卒業後に九州各地で活
躍する卒業生が多数いるものの、九州には同窓会支部が存在していないことから、まずは九州各県在
住の陸上部ＯＢメンバーを中心に支部作りを始めようと両先生から提起があり、支部づくりがスタート。
　山城先生の紹介で、九州大学応用力学研究所教授の新川和夫氏に初代支部長をお願いし、電話やメー
ルで働きかけあって、2002年４月、沖縄の同窓会本部から比嘉会長夫妻、大学から山城工学部長、儀保
総務部長にお越しいただき、記念すべき第１回支部同窓会を福岡市博多区の居酒屋にて開催。来賓以外
の参加者は14名と多くはなかったものの、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島の６県から同窓生が
集い、卒業後の状況、大学時代の思い出話等に花を咲かせ、支部活動を広めていこうと誓い合いました。
　会場は第４回（2005年）から沖縄料理店「がちまやぁ」（福岡市中央区薬院）で固定化、店主の
松本滋さんにご協力いただきました。その後、「がちまやぁ」の一時閉鎖・移転に伴い、第10回（2011
年）からは、沖縄料理店「旅んちゅ」（福岡市博多区上呉服町）に会場を移し、店主の永田好始章
さんに便宜を図っていただいています。
　参加人数が大きく増えたのは第９回（2010年）。2005年から二代目支部長に就いた照屋常信氏の
尽力で、日田高校出身の琉大ＯＢの方々の懇親会に支部長と事務局メンバーが参加することにな
り、８月にＪＲ日田駅前の居酒屋にて交流したのがきっかけでした。
　11月の支部同窓会には日田高校出身メンバーが多数参加、従来の10 ～ 20人の参加人数が30人以
上の参加となり、メンバーも多様化、交流に深みが増すきっかけとなりました。また、それを契機
に福岡以外での開催を模索することになり、第13回（2014年）、初めて福岡から出て、日田市での
支部同窓会開催が実現。当日は日田市で開催中の「千年あかり」を見学後に懇親会、日田市長原田
啓介氏にも飛び入り参加いただき、盛り上がりに一役買っていただきました。
　飛び入りといえば、第11回（2012年）は大相撲九州場所でちょうど福岡に滞在していた高砂部屋
のマネジャー・一の矢さんが飛び入り参加されました。一の矢さんは本名、松田哲博さん。徳之島町
出身で1979年に琉大理学部物理学科に入学、一人で相撲部を興し、活躍。卒業後は国立大学出身力士

○九州・山口支部の歩み

九州・山口支部副支部長

上　間　　　哲
26期　法文学部経済学科（経営学専攻）
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としては史上初の角界入りした方。47歳まで現役で史上最年長力士としても名を馳せました。懇親会
では「シコ」を基礎にしたエクササイズの指導をいただき、本場の相撲甚句も披露いただきました。
　せっかく年に一回集うのだから、酒汲みかわすだけでなく、何か勉強になることもしてみようと
いうことで、第７回（2008年）から「ミニ講演会」を併催することに。第１回は福岡地裁や那覇地
裁などで判事を務めてきた照屋常信氏を講師に、翌年からスタートする裁判員制度について学びま
した。以降、さまざまなテーマで実施しています。

　支部長として九州・山口支部の活動に貢献いただいた照屋常信氏が沖縄へ帰られることになり、
第14回（2015年）支部総会では、第３代支部長に松下博文氏（1979年・教育卒）、事務局長に四郎丸
治氏（1993年・法文卒）を新たに選任、新体制で九州・山口支部の活動を広げていくことになりました。

■ミニ講演会

年 テーマ 講　師
2008 裁判員裁判について 元福岡地裁判事・照屋常信氏
2009 なし なし
2010 クジラと沖縄 福岡市博物館学芸員・鳥巣京一氏
2011 貘のいる風景（山之口貘について） 筑紫学園大学文学部教授・松下博文氏
2012 アイスプラントの有用性について 香川大学農学部准教授・東江栄氏
2013 北部九州豪雨災害の復旧現場から 日田市役所・梅田武彦氏
2014 千年あかり見学 日田市在住ＯＢのみなさん
2015 最近の労働事情について 福岡労働局・四郎丸治氏

■総会＆懇親会開催年表

年 月 開催場所 参加人数 同窓会本部 大学 トピックス

2002 ４月 福岡市 18 比嘉正幸会長夫妻
儀保博信総務部長 山城康正工学部長 新川和夫氏を支部長に選出

2003 ７月 福岡市
ゆめこうろ 10 比嘉正幸会長

2004 ５月 福岡市
エイサー 10 西大八重子副会長

2005 10月 福岡市
がちまやぁ 16 比嘉正幸会長

宮城武久事務局長
岩政輝男副学長
山城康正教授 照屋常信氏を支部長に選出

2006 11月 福岡市
がちまやぁ 18 比嘉正幸前会長夫妻

当山尚幸副会長 山城康正教授

2007 11月 福岡市
がちまやぁ 18 赤嶺健治会長

宮城武久事務局長
宮城隼夫副学長
山城康正教授

2008 11月 福岡市
がちまやぁ 15 赤嶺健治会長

宮城武久事務局長 宮城隼夫副学長 ミニ講演会スタート

2009 11月 福岡市
がちまやぁ 21 当山尚幸副会長

宮城武久事務局長

2010 11月 福岡市
がちまやぁ 35 幸喜徳子会長

当山尚幸副会長 8月に日田市で分会開催
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2011 11月 福岡市
旅んちゅ 38 幸喜徳子会長

当山尚幸副会長 大城肇副学長

2012 11月 福岡市
旅んちゅ 28 幸喜徳子会長 元関取・一の矢さん

（理学部卒）飛び入り参加

2013 11月 福岡市
旅んちゅ 34 照屋寛八副会長 大城肇学長

坂口あゆみ秘書

2014 11月 日田市
ごうや亭 60 幸喜徳子会長

仲門勇市副会長 大城肇学長 初の福岡県外開催

2015 11月 福岡市
旅んちゅ 36 幸喜徳子会長 大城肇学長 松下博文氏を支部長に選出

支部総会　2009年（平成21年）11月 支部総会より　2009年（平成21年）11月

支部総会より　2009年（平成21年）11月支部総会　2008年（平成20年）11月

支部総会　2014年（平成26年）11月
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支部総会より　2014年（平成26年）11月支部総会学長挨拶　2014年（平成26年）11月

支部総会　2015年（平成27年）11月

支部総会より　2015年（平成27年）11月支部総会より　2015年（平成27年）11月
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　同窓会設立60周年おめでとうございます。
　私事ではありますが、私も去年還暦を迎え、同窓会の歩みをちょっと身近に感じ、ひとりで悦に
浸っております。
　さて、奄美支部の歴史活動等の紹介をいたします。
　奄美支部の設立は、昭和63年です。それ以前には、奄美復帰以前にあった大島分校の卒業生を中
心に親睦会を作って活動をしていたと伺っております。
　沖縄県の復帰に伴う国立大学移管により、それまで途絶えていた奄美からの琉球大学への進学が
可能となったことで、昭和48年度から徐々に入学者があり、移管後の卒業生が30代中半から20代の
若い世代が、また奄美に戻って来始めたころのことです。
　支部設立当時は、分校の卒業生等がまだ50代で、中心となり引っぱり、また若い私たちを叱咤励
していただきました。
　奄美支部の特徴ですが、地域内には、八つの有人島があり、総会時には、案内状の送付と地元紙へ
の開催案内広告を掲載しお知らせするのですが、地域全体の参加者が集まる機会がないのが悩みです。
　また、会員も200人以上おりますが、奄美復帰から沖縄復帰までの20年間の空白期間があり、分校時
代の先輩諸氏が80歳を超え年々参加が少なくなってきております。これまで総会を隔年開催でしてき
ましたが、交流をより以上に図るためには、再考する時期に来ていることを痛感いたしております。
　これまでの活動実績で、特筆すべき経過に、琉球大学大島分校の復帰処理問題があります。昭和
27年４月に創設された琉球大学大島分校は昭和28年12月25日に奄美が本土復帰をしたため、開学わ
ずか２年で閉鎖されました。第１期生は球大学の卒業証書も授与されず、「鹿児島県臨時教員養成
所」という名称の卒業証書を授与され、多くが現場の教師に任命されました。
　その後、39年の月日が流れ、平成４年12月19日に琉球大学砂川恵伸学長の決断により「39年目の琉
球大学の終了証明書授与式」が名瀬市（現：奄美市）で盛大に行われました。当時の大城盛三同窓会
長も出席され、45人の卒業生に対し琉球大学卒業生としての名誉と誇りを回復させていただきました。
　この場をお借りして砂川学長と大城同窓会会長のご尽力に心から感謝を申し上げます。
　お礼重ねですが、平成22年の奄美豪雨の際には、同窓会から過大な義捐金をいただきました。あ
りがとうございます。当支部としましてもそれに合わせ市役所琉大OB会とともに義捐金を被災者
へ渡させていただきました。

○奄美支部の活動状況

奄美支部長

山　田　和　憲
28期　教育学部小学校教員養成課程
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　近年では、平成26年９月に奄美群島広域事務組合と琉球大学との包括連携協定が結ばれ、学術的
な結びつきが強まり今後が期待されるところです。
　琉球大学出身の多くの諸先輩方が奄美の政界・財界・教育界に大きな実績を残され貢献されてき
ました。あとを継ぐ私たちも少しでも見習いながら地域貢献できるよう頑張ってまいりますととも
に大学とのかかわりや同窓会の発展に寄与していきたいと考えております。

支部総会より　2013年（平成25年）２月

支部総会　2013年（平成25年）２月

支部総会より　2013年（平成25年）２月

支部総会より　2015年（平成27年）１月支部総会より　2015年（平成27年）１月



90

《支部活動：楽しく長続きする支部活動をめざして》

　久米島支部は、平成16年12月10日に結成されました。待ち望んでいた支部結成の際、森田孟進学
長並びに比嘉正幸同窓会長ほか多数の関係者にご出席いただき、大変盛大なスタートを切りました。
　本支部は、会員相互の親睦と母校との連携、そして島の教育や活性化に尽くすことを目的に、活
動を展開しております。
　活動の主なものとしては、町内各学校との連携、久米島高校の琉大進学の激励、琉大留学生ホー
ムステイ受け入れ、大学の地域活性化事業への協力などがあります。
　久米島高校からの琉大進学は、学校と生徒の頑張りや大学の地域振興の取り組みもあり、毎年５
名内外が入学し卒業後も活躍しています。
　それから平成19年より、琉大留学生のホームステイを受け入れ、島の人や自然、文化の交流・体
験を楽しんでもらいました。
　また、大学の地域連携事業が積極的に展開され、各分野で久米島町と大学の提携が深まり、平成
26年の琉大サテライト久米島キャンパスの設置によって、公開講座や出前講座、シンポジウム、ワー
クショップ等の配信、開催機会が増えるなど、大学が島の人たちにより身近になっていることに、
同窓生として大変誇りに思っています。
　常日頃は支部活動へご支援・ご指導を賜り、さらに毎年の支部総会には学長並びに同窓会長、関
係者がご出席され、同窓会や大学の近況報告及び支部会員への激励をいただいていることに対し、
お礼と感謝を申し上げます。
　これからも、同窓会や大学との連携を深めながら、支部活動を楽しく続けていきますのでよろし
くお願いします。

○久米島支部の活動状況

久米島支部長

儀　間　周　倫
19期　教育学部技術教育科
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支部総会　2009年（平成21年）11月

支部総会　2012年（平成24年）11月

支部総会より　2009年（平成21年）11月

支部総会余興　2013年（平成25年）11月

支部総会　2010年（平成22年）11月

支部総会　2014年（平成26年）11月

支部総会余興　2015年（平成21年）11月
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　琉球大学同窓会宮古支部は、1986（昭和61）年に結成された。その後、活動が停滞した時期もあっ
たが、現在は組織体制も整備され、地域に根差した地道な活動をすすめている。支部活動としては、
会員相互の親睦、地域親子教室、大学との提携強化を柱にしている。以下、この10年間の支部活動
をご報告申し上げる。

 １、会員相互の親睦
　会員のグラウンドゴルフ（GG）に対する関心は高く、週に３回もGG競技を行う会員もいる。支
部では、ここ10年の活動で、新年GG大会と忘年GGが恒例化した。会員の高齢化は避けられないが、
グラウンドゴルフ大会は、健康づくりにも役立つので、年輩会員の意気込みが、若者たちを圧倒し
ている状態である。GG大会後は、表彰式と懇親会で盛り上がる。

 Ⅱ、親子教室

　主に夏休みを利用して、地域に根差した「親子教室」を保護者同伴で実施している。これまでの
実施状況は、年間回数で５回、参加者は年間延べ137人となり、過去10年間では50回の実施で、1,370
名の参加である。場所は自然の家、小学校、学童クラブ、地区公民館など。種目ごとの取り組みは、
以下の通り。

○宮古支部の活動状況

宮古支部長

長　濱　幸　男
17期　農学部 畜産学科

グラウンドゴルフ大会 表彰式・懇親会
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　１．木工教室…………………参加学年　４～６年　講師　下地　國雄
　　　内容　「糸のこ盤」で動物の形を切り取る作業
　２．おもしろ科学教室………参加学年　２～６年　講師　徳原　兼松
　　　内容　理科の授業でやらないような面白い科学の実験。
　３．けん玉と草笛教室………参加学年　１～６年　講師　親泊　宗二
　　　けん玉、草笛の基本技を習得する。
　４．校内の雑草調査…………中学１～３年　　　　講師　川上　　勲
　　　校内に自生する雑草を採取した後、理科室に移動して名前や性質等を学習。
　５．昔あそび教室……………市内の小学校１年生を対象に昔の子供遊びを体験する。

　　①アダンの葉で「風車」をつくる。
　　　講師　下地　國雄　教師４人　保護者数人
　　　＊感想文「風車の作り方を教えてくれてありがとう。こわれるまで、いっぱい遊びました。

お家でもお母さんと、いっしょに作ってみました。」
　　②けん玉・草笛　　講師　親泊　宗二　教師４人
　　　*感想文「けん玉とくさ笛をありがとう。けん玉は大皿しかできなかったです。小皿もいっ

ぱい練習したらできました。」

木工教室

けん玉教室

おもしろ科学教室

雑草調査
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　　③宮古コマ回し　　講師　長濱　幸男、根間　俊明　保護者数人
　　　伝統ある宮古コマは､ 繊維質のひもを束ねた房で叩いて回す。
　　　＊講師は会員が担当する。教室はふたば学童、市児童館、地区公民館
　６．子供囲碁教室………学童クラブや公民館で小学生を対象に実施。

 Ⅲ、琉球大学との連携

　これまで毎年、学長と同窓会長が同窓会支部総会にご参加して頂き、宮古支部と大学との連携を
深めてきた。学長からは直接、大学の現状や課題を伺い、同窓会長からは、同窓会の果たすべき役
割を説明していただいた。大城肇学長によって2014年４月から始まった琉球大学のサテライト宮古
教室は、大学との連携を築く上で大きな効果を上げている。琉球大学の教授を招いての講演会は、
８回も実施した。講演会受講者は毎回60名以上になり、議論も活発であった。また、母校の教授の
研究成果を学ぶとともに、会員による業務や研究報告も行っているが、これは支部と大学との双方
向の関係・支部と大学との連携強化を深め、地域振興にも貢献している。

講演会の実施状況

2006年７月22日 講師、琉大農学部、新城明久教授。演題「宮古の農畜産業の課題」
　　　11月２日 講師、沖縄大学、桜井国俊学長。演題「持続可能な沖縄・宮古の開発」
2007年８月17日 講師、琉大同窓会会長・赤嶺健治「大学の現状と課題」
2008年７月26日 講師、琉大観光産業科学部、大島順子准教授。
  演題　「宮古島のエコアイランド観光の確立に向けて」」
　　　10月27日 講師、琉大工学部、仲座栄三教授。
  演題　「潮の満ち引き、波の発生、砂の不思議な動きに迫る」
2009年８月１日 講師、琉大農学部、川満芳信教授。
  演題　「食料エネルギーや新産業創出はパリ（畑）から」
2010年７月31日 講師、琉大理学部、新城竜一教授。
  演題　「宮古島の成り立ち（地質）と地殻変動」

子供囲碁教室 アダン葉風車作り
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2011年７月30日 講師、琉大工学部、仲座栄三教授。演題「東北津波災害の惨状と教訓」
2012年８月４日 講師、琉球大学卒業生、宮古島市博物館友の会・砂川博秋氏。
  演題　「宮古島に生息する蝶」
2013年７月30日 講師、農学部17期卒、宮古島市史編さん委員・長濱幸男氏。
  演題　「宮古馬のルーツを探る」─渡来経路と果たした役割─
2014年８月２日 講師、琉大理工学部18期卒、久貝勝盛氏。
  演題　「ラオスの教育・文化・自然」
2015年８月１日 講師、琉大理工学部18期卒、根間俊明氏。演題「天気予報のあれこれ」

支部総会での講演会　2014年（平成26年）８月

支部総会　2009年（平成21年）８月

支部総会での講演会　2011年（平成23年）７月

支部総会での講演会　2009年（平成21年）８月

支部総会　2011年（平成23年）７月
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　八重山支部は平成26年８月30日に産声をあげた新しい支部です。
　当支部は平成２年まで活動していましたが、いつの間にか停滞してしまいました。八重山・鳩間島出
身の大城肇学長の誕生を期に、大城学長の古里応援団という意味合いも込め、再結成にこぎつけました。

平成26年

　　２月10日　宮良永秀氏と宜野座安夫で設立に向けて協議
　　３月28日　設立に向けての話し合い 宜野座安夫・仲田森和・宮良永秀・ 知花英孝でスタート

することを確認
　　３月30日　伊舎堂用八氏宅へ訪問し承認を得る
　　４月25日　琉球大学石垣サテライト局開設式典へ参加（石垣市立図書館）
　　７月５日　琉大同窓会総会へ出席（支部長）
　　８月30日　設立総会開催（ホテル日航八重山）大城学長、幸喜会長が参加され、支部長宜野座

安夫・副支部長仲田森和・事務局長・宮良永秀・会計知花英孝の４名を承認した。
当日は琉球大学大城肇学長はじめ、幸喜徳子同窓会長他、80名余の会員が出席され、
久方ぶりの琉大同窓会に旧交を深め盛会裡に終えた。

平成27年

　　１月11日　午後３時よりグラウンドゴルフ、午後６時半より総会・新年会開催（30名余）新年
会は八重山伝統の鷲の鳥節で座開き。引き続きグラウンドゴルフ大会の表彰等を行
い、表彰者のユーモアあふれる挨拶に和やかで楽しい場となった。さらに、当日は
関東支部元会長の渡久山長輝氏もお見えになり、沖縄県功労賞受賞も併せて、皆で
祝杯を傾けた。

　　　　　　　役員改選では新たに副支部長：知念修・真栄田義功　幹事：仲皿利治・知花英孝・
黒島章子・平田沙織　監査：前上里徹・嘉良寧氏を承認し、平成27年度のスタート
を切った。また、会費を一人1000円に決定し、その場で徴収した。

　　３月25日　支部長が八重山高校校長本成浩氏を訪問し、琉球大学同窓会八重山支部の事業計画
である、琉球大学合格者激励への趣旨を説明する。

○八重山支部再結成以降の活動経過

八重山支部長

宜野座　安　夫
26期 教育学部中学校教員養成課程
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第１部　本部・支部活動状況

　　７月11日　琉球大学同窓会創立60周年記念式典並びに記念講演、祝賀会へ出席（支部長）記念
講演講師：岸本正之氏「地球社会の明日を読む」

　　　　　　　於：ホテルロイヤルオリオン
　　11月18日　３役にて次回総会に向けての取り組みを確認する。
　　11月27日　午後７時よりレストラン高縞にて再結成以来、評議員を交えての役員会を開催す

る。初めての理事会という事で大いに盛り上がり、拍手喝采で喜び合った。同窓会
本部60周年記念事業協力としての、記念誌への寄稿については、平田沙織さんが率
先して引き受けた。広告についても呼びかけ依頼した。

平成28年

　　１月10日　午後３時から石垣スポーツパークでグラウンドゴルフを楽しんだ。前日までは雨続
きであったが当日は心配していた雨もあがり、八重山グラウンドゴルフ協会会長の
瀬名波長宏氏の競技説明のあとプレーを楽しんだ。ベテラン揃いで、レベルの高い
グラウンドゴルフ大会になった。

　　　　　　　午後６時半からは北京飯店にて、総会、新年会が開かれ、琉球大学の大城学長、平
良総務課長、幸喜同窓会長、嘉手苅副会長も出席され、賑やかな新年会となった。

あいさつをする幸喜会長　2014年（平成26年）８月

８０名余の参加者で大盛況　2014年（平成26年）８月
翌日の地元新聞記事（八重山毎日新聞）　2014年（平成26
年）８月
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会では座開きの「鷲の鳥節」に始まり、舞踊「ミーハイユー」、グラウンドゴルフ表彰、
スピーチ等と続き楽しく歓談していた。

H28年 活動計画　

　①　琉球大学同窓会事業への協力
　②　琉球大学八重山出身合格者激励会
　③　会員親睦交流のための行事
　④　その他

※　再結成したばかりの会ですが、着実に一歩ずつ、前進しています。

グラウンドゴルフ大会開会式の様子　2015年（平成27年）１月

支部総会新年会の様子（麒麟閣）　2015年（平成27年）１月

支部総会新年会の様子（麒麟閣）　2015年（平成27年）１月

宜野座支部長　2015年（平成
27年）１月
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第１部　本部・支部活動状況

支部活動費贈呈　2016年（平成28年）１月 支部総会新年会　2016年（平成28年）１月

支部総会新年会余興　2016年（平成28年）１月支部総会で挨拶する幸喜会長　2016年（平成28年）１月

支部総会新年会余興　2016年（平成28年）１月支部総会新年会余興　2016年（平成28年）１月


