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同窓会の皆さん
一緒に20周年祝いましょう
みずき会会員の皆様︑
お元気ですか?

長征

学山

平

みずき会会長

夫

高橋

毅

みずきの会会員の皆様、いかがお過こしですか厳しい経
済情勢の続く中で、何かと仕事面などこ苦労の多いことと推察

同窓生の皆様、平成二十五年の新春を迎え、謹んで新
いさつを申し上げます旧年中はみずき会の活動に格別

しτおります。
世界的にはりーマンショック、欧州国家債務危機と続く経済
混乱の克服が重要課題ですし、国内的には3.11、福島原発事故

解とこ協力をいただき誠にありがとうでざいました厚く
上げます
さて、卒業生の心のふるさとである母校は本年、二十

からの復興、永年続くデフレ経済からの脱出が緊急アーマです
が、いずれ屯難問です。皆さんの奮闘が続くことと思います
そんな折、皆さんの母校、新潟国際情報大学は本年開学20

えます学長先生はじめ多くの教職員の皆様のこ努力に
を続けておりますことは、誠に喜ぱしいことですし、二十

周年を迎えます。20年前、開学準備から軌道に乗るまでの苦労
をされた教職員の方々や、先輩のいない状態で入学し最初に伝

の中で養われた財産は同窓生共有の宝物τす
喜びの反面、学長先生が学報のなかて述ヘられていた

統を築いていった第1期生など、初期を過こされた方々の苦労を
想像していますその後毎年着実に入学生を迎え、卒業生を送リ

いえぱ二十歳の成人式を迎えたばかり、長い大学の歴
たかだかまだ二十年の歴史を刻んだだけ。地域において
の重みは感じるところまでに至っていない。OBと大学

出し、すでに卒業生は4,3的名に達し、現在県内外で活躍中で
す頼もしい限リです是非この20周年を一緒に祝って貰いたい
と切望しているところです

なった地域貢献もまだ改善の余地がある。」まさにその
す今私たちがやるべきことは、更なる同窓生の紳を集結
固めをしっかりと行い、次の十年二十年で、「国際化と惰

20周年事業については、記念式典や目玉事業としての「学生
会館の建設などが計画されています併せて検討してきました

もち合わす磐石な構えをもつた外交的な組織に成長する
考えております。

学部・学科の見直しもほぼ固まり、まもなく具体的手続きに入り
ます卒業生の皆様に誇りを持って頂ける魅力ある大学づくりに
努めてゆきたいと思います「学生会館」は文字通り学生達の交

卒業生は15回生、四千人を越えました。多くの卒業生
社会情勢の中にもかかわらず、様々な分野にて立派な,
れ、リーダーシップを発揮されていることは、誠にうれし

流の場と期待していますが、現役だけではなく0Bの皆さんに
とつても「卒業生会館」的存在になつてくれればと願つておりま

す今、日本の社会情勢は不安でいっばいですが、NUI
け継いだメンバーが一伺に会し異業種交流・名刺交換が

す大いに活用下きい。
時期は異なっても同しみずき野で学んだ同士が「みずき会」
て繋かって交流を深められることは、大変意義あることです。

され、この新潟の文化に大きく変化をもたらすパワ一が
るような企画を、今年新たに提供できればなあー!と、年

20周年が貴会の次の発展のスタートになりますことを願ってお
ります本年もどうぞよろしくお願いします

やきまして、新年のこ挨拶にかえさせていただきます。
母校の更なる飛躍と皆様のこ健勝を、そして幸多き一年
すことを、心より巴祈念申し上げます

総会&懇親会レポートル
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去る6月9日(士)平成24年庶総会・懇親会が聞催されました。
会場はご存知「よさ来い駅南店」!
座敷スタイルで始まった総会に皆、困惑気昧ではございましたが、
懇親会に移る頃にはまるで現役学生のような盛り上がりを見ぜておりましオ

終鱸には先輩後輩、男女の垣根を越えて親睦を深めることがてきました
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「総会.?いえ、飲み会のノ1 ていいんてすU
近年のハ会・懇親会を見ておノますと、出席者が薗定ヒされてLているよう1

「総会」という響きが堅苦しく面倒臭く感じられるからでしょうか,・・。
あーて申し上げます!飲み会のノリ」でいいのです。
毎年とは申し上げません。
3年に1度でも仲問同士で足を運んで頂ぎ、
懐かしい仲や員と再会してノカぎして!7 はいか力でしょう力9
きっとまた新しい出会いと発見があるに違いありません
今年も皆のこ出席を心よりお待ちしております

総会・懇親会にっいての逃意見、で要望などはdousou@nuis.ac,jp
または記ホームページまで、どしどしお寄せださい
皆様の声を参考ば、我々みずき会役員一同、よリ良い会を目指します。
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平成お年度事業・収支決算報告
平成23年度事業報告(平成23年4月1日 平成23年3月31日)
.23年5月14日役員会
.23年10月23日文化調演会(紅翔祭)
.23年5月
会報の発行
.24年1月会報の発行
.23年6月11日役員会
.24年1月21日役員会
.23年6月W日総会
.24年3月10日役員会
.23年10月8日役員会
.24年3月18日卒業式出席(役員)
.23年10月22日ウリーン大作戦開催門生学生対魚就職相談会(紅翔祭)

平成23年度収支決算報告平成23年4月1日 平成24年3月3旧)
決舞額

増減

2012轡

紅翔祭
'志、、 エ〆ー

、¥、、さう.

'....
.゛.゛1

ι

上、' さ

う・

1つ

.{.゛'

や

.'.'.
;.゛.゛,

て

ぢつ庄

.,.,,
.1.1,
.1.1,
1',,
,.,,

成24年度事業収支算案

平成24年度収支予算(案平成24年4月1日 平成25年3月31日

大威功!
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去る10月20日C日紅翔祭において、
みずき会の新たな試み「もちつき」を行いました。
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紅翔祭を盛り上げつつ、在校生ヘの認知度が低い
「みずき会」をアピールするべく餅をつきました。
結果・一思いも寄らぬ大観衆!{こ大行列!で大成功!
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ついたお餅はやわらかかったですが、
翌日のもちつき隊員の筋肉は相当硬かったぞうで・
調子にのって今年もやるぜ !(の予定)
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ミイXをお待ちしております
てもOKてす下記のアトレス

樫象獣^僅強
「同寒生の声のコーナーては皆、んか七の投稿も募拠中会牡てのエヒソートや
近況報告たと思いのまま1」、徒然なるままに書き綴って下己アトレスまてメル
くたさい

会報ιつ、てのこ竜兄・こ農皿、みすき会Ⅲ務局ヘの一要望なともあ待ちしてあります

:1 せ下勺
今僅同,会名癖を発イーLていく予定てす
卒業後ιL引越された方、引越の予定のある方は、新住所を下記アレスまτメ 1
てお知らせくたさし
下記の不明者ノストの方々現在の住所をあ知らせくア、いこ存しの方い、つしゃ
いましたら教えてくナ・さい
.不明考りスト
学鄭番昇氏名

1卒業年次ゼミ1 学鋸鵬 1 氏名 1 辛築年次..
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、在学中の学科、卒業年月を明記の上、こ連絡くださいま

dousou@nuis.ac.jp

