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母校を同じくし、すでに社会で活躍されている先輩方は、

きっとあなたの心強い味方となります。

九州大学の同窓会を紹介します。ぜひ同窓会に入会しましょう。

在学中から入会できる同窓会もあります。

同窓会が
あなたを
待っています。

人とのつながりを大切に・・・

いつでも帰ってこられる場所、同窓会

九州大学同窓会連合会事務局
TEL：092-802-2158
URL：https://doso-rengo.jimu.kyushu-u.ac.jp
E-mail：sycdo-rengo@jimu.kyushu-u.ac.jp

2021年1月

九州大学同窓会連合会



1 2

記載内容は 2021年1月時点の情報です。開催情報は、コロナ禍の影響等により
変更の可能性がございますので、参加をご検討の際は、各窓口にご確認ください。

九州大学同窓会等一覧
同 窓 会 名

　窓 口
メッセージ

部 署 名・担 当 者 名等 住 所 T E L F A X E - m a i l Q R

部 局 同 窓 会

文学部同窓会 文学部同窓会事務局　
板野 嘉代子

〒819-0395　                                     
福岡市西区元岡744 
イースト1号館

092-807-4066 092-807-4066 bundo@lit.kyushu-u.ac.jp

大学生活で培われた友人・先輩・後輩・恩師とのつながりは、皆さんの今
後の人生をより豊かなものにするはずです。是非、同窓会へ。文学部に入
学とともに会員になれます。年に1度、同窓会総会・懇親会を開催し、『同
窓会会報』を刊行しています。詳細はHP（http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/
alumni/index.php）でご確認ください。

教育学部同窓会
（鴻臚会）

教育学部
岡 幸江

〒819-0395 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
福岡市西区元岡744 
九州大学教育学部内

092-802-5213 092-802-5213 kouro@education.kyushu-u.ac.jp

会員は現在約2,700名で社会の幅広い分野で活躍しています。主な活動
は毎年12月の総会・懇親会、会報の発行、教育学部学生への支援等で
す。在学時に未加入の方々は卒業を機に是非加入されるようお願いいた
します。

法学部同窓会 法学部研究補助室  
本田 裕美子

〒819-0395 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
福岡市西区元岡744
九州大学法学部研究補助室

092-802-5405 092-802-5407 dosokai@law.kyushu-u.ac.jp
法学部同窓会は、1975年に結成され、1万を超える会員は、国内外の司
法、行政、政治、経済、マスコミ、文化等の各界で活躍中です。毎年10月に
総会・懇親会を行い、会報を発行するなどの活動を行っています。

経済学部同窓会

本部事務局　　　藤原 由美子 〒819-0395                                 
福岡市西区元岡744 九州大学経済学部内 092-802-5561 092-802-5560 dosokai@econ.kyushu-u.ac.jp 令和3年度の各支部総会を下記の通り開催します！

お誘い合わせの上、多数ご参集下さいますようご案内申し上げます。

●関西支部総会：5月開催予定
●福岡支部総会：6月8日（火）18時～　[西鉄グランドホテル]
●全国・東京支部合同総会：7月7日（水）18時～　[学士会館]
●広島地区九大法・経同窓会総会：日付・場所未定

※ 新型コロナウイルス感染拡大のため予定は変更となる可能性がありま
す。

福岡支部事務局　髙木 直人
〒810-0004                                      
福岡市中央区渡辺通2-1-82-5Ｆ 
九州経済調査協会内

092-721-4900 092-721-4906 soumu-02@kerc.or.jp

東京支部事務局　吉元 利行 〒108-0075                                      
東京都港区港南4-2-7-2010　 090-8877-9012 03-5462-8406 t29yoshimoto@outlook.jp

関西支部事務局　谷村 信彦 〒542-0081                                      
大阪市中央区南船場4-4-21-5F 大阪観光局内 06-6282-5908 06-6282-5915 tanimura-n@octb.jp

理学部同窓会 理学部同窓会事務局 
酒井 淑子

〒819-0395                                      
福岡市西区元岡744 
ウエスト1号館B-301

092-802-4034 092-802-4034 ridousou@sci.kyushu-u.ac.jp

理学部同窓会の令和3年度の行事予定は次の通りです。特別事業（11
月）、4年生の学業優秀者表彰（12月）※新型コロナウイルス感染状況によ
り予定は変更となる可能性があります。より正確な名簿の作成ができます
よう毎年お送りしている登録情報確認カードのご返信にご協力をお願い
致します。

医学部同窓会 九州大学医学部同窓会事務局 
西木戸 勉

〒812-8582
福岡市東区馬出３丁目1-1
九州大学医学部百年講堂内

092-642-6893 092-642-6258 dosokai@doso.med.kyushu-u.ac.jp

医学部同窓会では年4回、会誌「学士鍋」を発行し、6月と12月に代議員
会、6月に総会を開催しています。令和元年度より医学部在学生への国試
対策支援として医学科5年生、6年生に対する国試模擬試験受験料を支
援しています。また、卒業式に引き続いて同窓会入会歓迎会「学士鍋」を
開催し、教員・同窓生で盛大に卒業を祝っています。

歯学部同窓会 歯学部同窓会事務局
五藤

〒812-0054                                       
福岡市東区馬出3-1-1 
九州大学歯学部内

092-642-6245 092-642-6245 dousojim@dent.kyushu-u.ac.jp

歯学部同窓会では同窓会誌や会員名簿の発行、講演会・症例検討セミ
ナーや実習付きセミナー、会員相互の交流会などを開催しています。皆様
の参加をお待ちしています。詳細はホームページ（https://kyudai-dent-doso.
com/）でご確認ください。

薬学部同窓会
（薬友会）

薬学研究院
麻生 真理子

〒812-0054                                       
福岡市東区馬出3-1-1  
九州大学大学院薬学研究院 薬友会

092-642-6877 092-642-6660 yakuyu@phar.kyushu-u.ac.jp

薬友会は、多数の地方支部を持つ薬学部同窓生の貴重な情報交換の場
です。また、会員のみ利用可能な薬友会ホームページは、懐かしい再会
や新しい出会いの場として利用されています。是非、薬友会にご入会くだ
さい。

工学部同窓会 九州大学工学部同窓会 事務局
林　

〒819-0395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
福岡市西区元岡744 
九州大学工学部等総務課庶務係内

092-802-2728 092-802-2712 koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp

約5万人に及ぶ会員数を有する本会は、会員の親睦を図ると共に、九州
大学工学部及び大学院工学府の事業を支援し、その発展に寄与すること
を目的とし活動しています。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.eng.kyushu-u.ac.jp/alumni/ 

芸術工学部・
九州芸術工科大学同窓会
（渾沌会）

渾沌会事務局 〒815-8540                                      
 福岡市南区塩原4丁目9-1 office@konton.jp

本会は、福岡の本部と関東支部および関西支部から成り立っています。最
近では、新卒者や在学生と卒業生との交流促進に力を入れています。芸
工関係者の皆さん！『芸工アプリ』で検索してみてください。
※新住所が決まりましたら konton.jp から連絡をお願いします！

農学部同窓会 農学部同窓会事務室 
〒819-0395                                       
福岡市西区元岡744 
ウエスト5号館

092-806-9005 092-806-9005 dousou@grt.kyushu-u.ac.jp
皆様は在学中から同窓会の会員です。同窓会は先輩、同級生、そして後
輩間を縦糸と横糸でゆるやかに紡ぐものです。同窓会の活動に今後とも
ご参加、ご協力願います。

地球社会統合科学府
同窓会（比文同窓会）

比較社会文化研究院 
阿部 康久

〒819-0395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
福岡市西区元岡744
九州大学比較社会文化研究院 阿部康久

092-802-5630 092-802-5630 abeya@scs.kyushu-u.ac.jp
旧比較社会文化研究科・学府は地球社会統合科学府という名称に改組
され、ますます発展しています。同窓会では、毎年、修了生懇親会を開催
していますので、是非とも、ご参加下さい！

九州大学同窓会連合会に加入している同窓会です。
関心のある同窓会窓口に問い合わせましょう。

※HPのQRコードの色は読み取り時に判別しやすくするため、色別にしております。
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記載内容は 2021年1月時点の情報です。開催情報は、コロナ禍の影響等により
変更の可能性がございますので、参加をご検討の際は、各窓口にご確認ください。

同 窓 会 名
　窓 口

メッセージ
部 署 名・担 当 者 名等 住 所 T E L F A X E - m a i l Q R

人間環境学府同窓会 人間環境学府同窓会事務局
〒819-0395 
福岡市西区元岡744
九州大学工学部建築学科内

jdou@arch.kyushu-u.ac.jp
2019年人間環境学府同窓会は設立より10周年を迎えました。今後も専門
分野を超えた交流とつながりを目指し、皆様のご入会をお待ちしていま
す。

数理学府同窓会 数理学府同窓会 
庶務幹事　大津 幸男

〒819-0395                                      
福岡市西区元岡744 
九州大学大学院数理学研究院

092-802-4446 otsu@math.kyushu-u.ac.jp
大学院数理学府同窓会は平成6年の大学院数理学研究科の独立に伴い
平成9年に設立され、既に20年以上がたちます。現在は会報と名簿の発行
を定期的に行っています。

システム情報科学府
同窓会

システム情報科学府
同窓会事務局
林

〒819-0395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
福岡市西区元岡744 
九州大学工学部等総務課庶務係内

092-802-2728 092-802-2712 koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp

本会は主に、在学生や卒業生が参加するセミナー等への支援、最近のト
ピックを分かりやすくまとめたニュースレターの発行、修了する大学院生
の中で在学中に顕著な業績をあげた者を対象に表彰を毎年行っておりま
す。
https://www.isee.kyushu-u.ac.jp/alumni/

総合理工学府同窓会 総合理工学府同窓会事務局 
伊藤

〒816-8580 
福岡県春日市春日公園6-1 092-583-7021 092-583-7060

総合理工学研究科設立前夜から40余年の歴史を垣間見ることができる
同窓会名簿（総理工同窓会会員のみ購入可）を2017年11月に発行してお
ります。

地域同窓会

在仙九大会 事務局
池澤 紀幸 norio42195@yahoo.co.jp

仙台に家を構えている方から、単身赴任の方まで、また、様々な年齢層の
OB・OGの方々が集まります。毎年9月9日には懇親会を行います。仙台で九
大出身者が集まることはなかなかありませんので、お気軽にご参加くださ
い。

筑波博朋会 筑波博朋会事務局 q.hakuho@gmail.com

博朋会は、九州大学又は大学院に学生又は教職員として在籍したことが
あり、茨城県南に居住又は勤務する者若しくは居住又は勤務したことの
ある者の親睦を図ることを目的に昭和59年に結成された同窓会支部で
す。
毎年3月の第1週土曜日に総会・懇親会を開催しています。お気軽にご参
加ください。まずはメールにてご連絡ください。

東京同窓会 東京同窓会
〒100-0006 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
東京都千代田区有楽町1-10-1 
有楽町ビル6階

03-3211-8825 kyudaitokyo@gmail.com

後輩在校生の為の就活支援（OBOG訪問や就職セミナーの開催）、若手同
窓生のための勉強会「学び舎」、同窓生間の大親睦会Summer Festaの3つ
を軸に活動しています。上京後は是非この輪に飛び込み人脈を拡げ首都
圏での生活を充実させて下さい。お待ちしています。

東海九大会 東海九大会事務局 
幹事長　時高 豊彦

〒470-1154 
愛知県豊明市新栄町3-292 090-9191-7616 0562-97-0977 tokitaka@mb.ccnw.ne.jp

愛知県・岐阜県・三重県を中心とした全学部の同窓会です。2020年は10
月30日(金)九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所高橋幸
奈准教授をお招きして開催する予定でしたが、2021年に延期いたします。
日時は未定です。

関西同窓会 関西同窓会事務局
幹事長　中野 光男

〒530-0001 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
大阪市北区梅田1-3-1
大阪駅前第1ビル6階 1-117

06-4797-6280 06-4797-6281 doso-kansai@jimu.kyushu-u.ac.jp

講演会（公開講座）と懇親会(新年賀詞交歓会と夏のビアパーティー)を予
定。開催会合毎に参加費を頂戴する方式。直近年度卒業生の方は無料。
会長は京阪神ビルディング会長の中野さん。関西経済界の主要企業の役
員経験者など、多くの先輩と直接お話ができる貴重な場です。

宇部・山陽小野田九友会 宇部・山陽小野田九友会事務局 
事務局長　松井 洋明

〒755-0083 
山口県宇部市南小羽山町2丁目13-1 090-1010-3348 kyunemas@c-able.ne.jp

当会は平成20年7月に発足しました。多くの団塊世代が加わり、新たな活
動を模索しながら、日本を支えてきた、また、支えている世代との共同・協
同による行動が、元気な地域の発展につながることを期待しています。会
員の皆様のご協力をいただきながら地域の活性化にも貢献できる団体へ
と発展させたいと思っています。

愛媛同窓会
愛媛同窓会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
事務局長　緒方 哲朗　 
（昭和59年・歯学部卒）

〒790-0942 
愛媛県松山市古川北1丁目19-16 
（はなみずき歯科･小児歯科内）

089-905-7823 089-958-5162 quehimejimu@gmail.com

2020年度の九州大学愛媛同窓会総会は残念ながら紙面開催となりまし
た。2021年度は対面で開催できることを願っています。愛媛では北大、東
北大、東大、名大、京大、阪大、九大の七大学の合同懇談会も立ち上がり
ました。就職や仕事のことなど、なんでも相談できる同窓会を目指してい
ます。在校生のみなさん、卒業生のみなさんの登録・参加をお待ちしてお
ります。愛媛の名産「じゃこてん」を一緒に食べましょう。

福岡同窓会 福岡同窓会事務局
〒819-0395                                       
福岡市西区元岡744 
九州大学総務部同窓生・基金課内

092-802-2156 092-802-2149 doso-fukuoka@jimu.kyushu-u.ac.jp
本会は、九州大学の所在する福岡において、全学的な卒業生及び修了生
等の親睦を図り、九州大学の発展に寄与することを目的として活動してい
ます。例年、九州大学とアカデミックフェスティバルを共催しています。

唐津地区同窓会 唐津地区同窓会事務局 
幹事　幸島 050-7124-3776 0955-74-5633 hideno_k@kyudai.jp

唐津市出身の卒業生・修了生の方のほか、卒業生・修了生の方々で唐津
市内に赴任、就職される方のご参加をお待ちしています。職業、世代を超
えた交流と地域内での情報発信（公開講座）といった活動を行っていま
す。

筑後地区九大同窓会 筑後地区九州大学同窓会事務局 
副会長　福田 洋一

〒830-0062 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
久留米市荒木町白口374-3 0942-26-8353 0942-26-8353 yfukuda@kurume.ktarn.or.jp

筑後地区九大同窓会は久留米市を中心とした筑後地区の九大卒業生が
毎年11月の第1土曜日に同窓会総会懇親会を開催し、楽しいひと時を過ご
しています。卒業学部や年次に関係なく誰でも参加できますので是非ご
連絡ください。

※HPのQRコードの色は読み取り時に判別しやすくするため、色別にしております。
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記載内容は 2021年1月時点の情報です。開催情報は、コロナ禍の影響等により
変更の可能性がございますので、参加をご検討の際は、各窓口にご確認ください。

同 窓 会 名
　窓 口

メッセージ
部 署 名・担 当 者 名等 住 所 T E L F A X E - m a i l Q R

ありあけ九大会 ありあけ九大会事務局 
代表幹事　山田 元樹

〒836-0844                                       
福岡県大牟田市浄真町85-503 090-8225-1898 yamada@kyudai.jp

大牟田、荒尾を中心に、みやま、柳川、大川、玉名、長洲、南関などあり
あけ地区に在住、在勤や関わりを有するあらゆる学部の卒業生、修了生
等で構成しています。例年11月第二土曜日に総会、懇親会を開催していま
す。

大分同窓会「豊松会」 大分同窓会「豊松会」事務局 
山本 康裕

〒870-8605 
大分市府内町3-9-15 
（大分合同新聞社内）

080-2703-0787 oitakyudai@gmail.com
会費、会則、会長なしで年1回程度懇親会を行うゆるやかな同窓会です。
懇親会は毎年2～3月に開催しています。大分勤務の方、大分に赴任した
方、ぜひご参加ください。

熊本同窓会 熊本同窓会事務局長 
宮田 房之（法・Ｈ元）

〒860-0017　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
熊本市中央区練兵町88番3
宮田総合法律事務所

096-312-1188 096-312-1190

（事務局長）
lawmytfs@orange.ocn.ne.jp 

（熊本同窓会のお知らせをご希望の方は）
info@kyushu-u-kumamoto.net

全学部からなる同窓会です。熊本で活躍するOBOGが中心で発足され、若
手の参加も増えてきました。毎年、総会・懇親会を開催しています。熊本
出身、在住、勤務の方、ぜひお気軽にご参加ください。

ひむか松原会 ひむか松原会事務局 
代表幹事 柏田 直俊

〒883-0061 
宮崎県日向市大王町4-18 090-4995-8857 0982-52-8025 kashiwada.n@gmail.com

宮崎県北の日向市、門川町、東臼杵郡に居住もしくは勤務されている九州
大学の卒業生あるいは九州大学に在職していたことのある方を中心とし
た同窓会です。「人生100年」をキャッチフレーズにして、メンバーの懇親
と、社会貢献活動を目的としています。年2回ほどの懇親会研修会を行っ
ています。
地元居住者だけでなく、自治体や民間企業でこの地域に単身赴任で見え
ている方も多数入会しています。
卒業後、当地区においでになる方は是非ご連絡ください。

鹿児島同窓会
鹿児島大学病院脳神経外科
鹿児島同窓会幹事長　
吉本 幸司

〒890-8520
鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
鹿児島大学病院脳神経外科

099-275-5375 099-265-4041 qddousou@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp
鹿児島同窓会は2018年に設立、この会は自由参加です。九大の温故知新
と懇親を深められます。若い人の参加で継承と刷新を期待します。今年も
サンロイヤルホテル鹿児島で開催予定です。

沖縄県九州大学同窓会
沖縄県九州大学同窓会 
事務局長 安座間 猛
（平成8年・工学部卒）

info-oki@oki-kyushu-u.net

昨年実施予定でした4年に1度の全学部対象の同窓会は、コロナの影響
で今年の秋に実施予定です。
また、本会では、毎月第3土曜日に全学部の有志で集まり（オンライン開
催の場合もあります）、業界も様々に懇親を深めております。
帰省中の学生の皆様の参加大歓迎ですし、転勤、出張中の方もお気軽に
ご連絡下さい。

海 外 同 窓 会  他

在韓国九州大学總同窓會 
Korean alumni association of 
Kyushu University (KAAKU) 

(1) 會長: 崔洛三（Choi, Nak-Sam）,   
　  漢陽大學校 敎授,                                                      
(2) 總務: 朴冑彦（Park, Joo-Eon）, 　
　  Hyundae Electric 専任硏究員 

(1) Professor Nak-Sam Choi, Department of Mechanical 
Engineering, Hanyang University, Sangnok-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do 15588, Korea    (2) Dr. Joo-Eon Park, Hyundae 
Electric 2803-204,  9, Dongbaek 8-ro 131 beon-gil,  Giheung-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16999, Korea 

(1) +82-10-2781-8664                       
(2) +82-10-9841-5980 

(1) nschoi@hanyang.ac.kr                     
(2) park.jooeon@hyundai-electric.com

We have a very nice network for communication among our members all around 
the country. We also hold formal and informal events several times every year. We 
pleasedly wait for getting in touch with new Korean alumni of Kyushu University.  
Please feel free to contact us by email or phone of Chairman or General Manager of 
KAAKU.  

北京筥崎会 会長　高木 興順 
（タカギ コウジュン）

中国北京　建国門内大街8号　 
中糧広場B座510室 +86 139-0114-3692 kojun.takagi@cptl.com.cn

九大出身の北京の日系企業駐在員、留学生、交換留学で北京に来ている
九大生の入会を大歓迎！定期的に懇親会を開催し、様 な々情報交換、文
化交流などを行っています！

在中国九州大学同窓会 在中国九州大学同窓会        　
宋 敏

中国北京市海澱区中関村南大街甲6号
鋳誠ビルB座1708号室（〒100086） +86-10-5158-1387 +86-10-5158-1367 beijing@overseas.kyushu-u.ac.jp

我们有不定期的座谈、茶话、郊游等形式多样的交流活动。我们建立了
“九大中国校友数据库”、中国校友专属网站“九大中国校友网”，以及微信
公众号“九大OB”。欢迎注册校友网结识更多朋友，我们在校友大家庭里
互相支持，共谋发展；欢迎做客九大中国校友会，我们在北京等你！

華人同窓会 事務局長 
中原 由木子

〒819-0002                                                
福岡市西区姪の浜2-29-1-703 092-892-6382 n.yukiko@ip.kyusan-u.ac.jp

本会は、九州等日本在住の中国籍を持つ（または持っていた）九大OB、OG
のための親睦団体で、会員同士の交誼・親睦を促進し、地域社会の発展
及び日中友好に貢献することが目的です。卒業された中国人留学生の加
入をお待ちしております。

台湾同窓会
台湾同窓会 
会　長　連 吉時 
幹事長　林 震煌

116台北市文山區興隆路3段111號 萬芳醫院 
116台北市文山區汀洲路4段88號 師大化學系

+886-970-746-666 
+886-912-488-681

 gslien@tmu.edu.tw 
chenglin@ntnu.edu.tw

共通の九州大学留学経験を持つ人との出会い、各分野で活躍する先輩
たちとの交流や転職活動のヒントなどが得られます。皆様のご入会、お待
ちしております。

学生寮同窓会 学生寮同窓会 
幹事長　緒方 知紀 byogata@yahoo.co.jp 田島寮・松原寮ともに閉寮しましたが、寮生活の熱い思い出を語り合って

おります。

女子卒業生の会
「松の実会」

松の実会事務局
村山 由香里

〒810-0001 
福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル8階 
九州学士会内

092-739-1516 092-739-1516 matunomi@abelia.ocn.ne.jp
当会は九州大学卒業の女子学生、全員が会員となる同窓会です。
卒業学部・卒業年度に関係なく、縦断的に活動しています。
毎年、総会・懇親会を開催しています。先ずは気軽にご参加ください。

※HPのQRコードの色は読み取り時に判別しやすくするため、色別にしております。


