
福岡義隆教授御定年退職記念事業御賛同者の皆様 
 
拝啓 
青葉の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。皆様にはゴールデンウィーク

明けのお忙しい毎日をお過ごしのことと存じます。 
去る 3 月 27 日に開催致しました福岡義隆教授御定年退職記念講演会および祝賀会には、

121 名の方々に万障お繰り合わせのうえ御参加頂き、お陰様で盛会裡に終了できましたこと

を深く感謝致します。また、163 名もの方々に記念品贈呈に御参加賜りましたことを深く感

謝致します。 
ここに御醵金を賜りました各位の御芳名を謹んで連記するとともに、収支決算の報告を

致し、重ねて御礼申しあげる次第でございます。御醵金につきましては、184 名もの多数の

皆様方に絶大なご協力を頂きました。そこで、福岡義隆先生への記念品として、祝賀会当

日御出席の皆様に目録御披露申しあげました通り、『内陸都市はなぜ暑いか』『植物気候学』

の記念出版物と『旅行券一式』をお贈り致すこととし、去る 5 月 12 日、御定年退職記念講

演会および祝賀会写真を納めたアルバムとともに福岡義隆先生のお手元にお届け致しまし

た。 
この度、かくも盛大な祝賀会を開催できましたのは、当記念事業に御賛同頂き御醵金賜

りました皆様方のお陰であると感謝致しております。本来ならば、皆様方に直接拝眉の上

御礼申しあげるのが本意ではございますが、まずは略儀ながら書中をもって御礼かたがた

御挨拶申し上げます。以上、簡単ではございますが、記念事業へのご参加の御礼と事業の

御報告に代えさせて頂きます。 
記念講演会および祝賀会会場にて撮影致しました集合写真を同封致しますので、併せて

御査収賜りますようお願い申し上げます。この写真以外に複数の参加者から御提供賜った

スナップ写真多数を、以下の HP 
http://es.ris.ac.jp/~nakagawa/fukuoka_0327/photos/ 

に本年 7 月末まで掲示致しますので、各自でアクセス賜り、ご自由にダウンロード頂きま

すようお願い申し上げます。 
 なお、記念品贈呈のみ参加として御醵金頂きました方には、記念出版物『内陸都市はな

ぜ暑いか』『植物気候学』『福岡義隆 環境気候学論文集(第３集)』各１部を同封致しますの

で、こちらも御査収賜りますようお願い申し上げます。 
末筆ながら、皆様の益々のご健康とご活躍をお祈り申しあげます。 
 

敬具 
 
平成 22 年 5 月吉日 

福岡義隆教授御定年退職記念事業 
実行委員会一同 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
福岡義隆教授御定年退職記念事業 醵金者御芳名 

（敬称略） 

浅岡 悦子 井澤 謙仁 石井 賢一 石井 伸幸 石川 勝敏 

石川百合子 伊藤 徹哉 稲葉  裕 井上 智博 今井 孝典 

内田 智久 内山 幸久 漆原 和子 枝廣 智子 太田 秀樹 

大森 誠紀 岡田 光恵 岡村  治 海津 正倫 片柳  勉 

片山 勝之 加藤 祐平 上遠野輝義 金川 裕充 金居  央 

兼綱 孝紀 ㈱ プ リ カ 川内 眷三 川野 良信 岸  泰之 

北  祐介 木田 健一 沓澤 龍彦 蔵田 英之 郷田 浩志 

河野  忠 小崎 明枝 小玉  浩 後藤真太郎 小林 繁雄 

小林 正興 小松 陽介 小宮 正実 小室 信幸 小柳 正弥 

近藤 一憲 酒井 聡一 坂井 紀之 阪井 雅洋 榊原 保志 

迫田  勲 佐竹 研一 佐藤 一男 佐藤 典人 澤田  寛 

山藤 憲明 鹿野 未紗 篠田 政浩 渋谷 愛子 島津  弘 

清水 りさ 白木 洋平 助重 雄久 鈴木 厚志 鈴木  需 

鈴木 裕一 須田 知樹 千賀有希子 代 紀世美 高木  亨 

高木 洋一 髙田 政幸 髙橋 和子 高橋 慶史 高橋日出男 

高橋 道雄 髙村 弘毅 武内 壮平 竹内 琢磨 竹本  伸 

田嶌  恵 多々納晴男 田中 直彦 田中 久則 谷  知美 

谷口 智雅 谷本  茂 田畑日出男 田宮 兵衛 田村 照子 

田村 俊和 知念 民雄 築島 貴栄 辻  忠恭 土谷 彰男 

手島 正樹 常盤 勝美 登坂 直貴 鳥居  淳 苗村 昌彦 

中川 清隆 中越 信和 長坂 政信 中里  元 中里 理香 

長田 信男 仲村  巧 中村 和正 中村 圭三 中村 留子 

中村 真美 成田 恵理 成田 健一 西田 由佳 西森 基貴 

二宮 昌子 野口 泰生 野中 幹夫 野見山洋之 萩原 良俊 

橋田 祥子 服部久美子 浜田  崇 林  陽生 原 美登里 

原  芳生 平井 幸弘 平野 貴久 深澤  拓 福岡 孝昭 

藤田 友香 古川 温子 堀  綿実 堀江 睦子 堀越 哲美 



堀越 信治 前田  昇 増田 啓子 松井 一恵 松尾 克美 

松崎 秀文 松原 斎樹 松藤絵理子 松本 名央 松本  太 

松本 佳夫 丸本 美紀 丸山 恵子 三澤  正 道本光一郎 

三友 量順 南  利幸 三舩  崇 宮下 良治 武藤さつき 

村上 利之 椋田 和美 元木 理寿 元木  靖 谷治 正孝 

安井 蔵人 保田 裕一 安田 喜憲 安浪 京子 藪崎 志穂 

山川 修治 山口 隆子 山口 雅功 山添  謙 山田 淳一 

山田 雅貴 山寺 孝明 大和 恵子 山本  享 山本 正男 

吉岡  茂 横山 太郎 吉田 朋美 米林  仲 若杉美沙子 

渡辺 誠一 渡辺 真希 渡辺 泰徳 渡来  靖  

以上 184 名 



福岡義隆教授ご定年退職記念事業 会計報告 
※ 記念祝賀会 
収入の部 

項目 決算額 備考 
祝賀会参加費 ¥916,000 一般¥8,000×99＋学生¥6,000×14＋同伴¥5,000×8 

お花代 ¥21,000 竹本伸様より 
合計 ¥937,000  
支出の部 

項目 決算額 備考 
趣意書作成・発送経費 ¥55,318 切手、封筒、用紙など 
祝賀会準備経費 ¥25,562 芳名帳、筆記具、名札など 
記念講演会経費 ¥27,778 お花代、ビデオテープなど 
祝賀会場代・料理代 ¥764,775  
籠花代 ¥21,000 竹本伸様 
運送費 ¥10,940  
お車代 ¥20,820  
合計 ¥926,193  
 
※ 記念品 
収入の部 

項目 決算額 備考 
記念品代 ¥1,186,000 A¥7,000×84＋B¥8,000×70＋学 A¥4,000×8 

＋学 B¥6,000×1 

ご寄付（醵金） ¥42,000  
合計 ¥1,228,000  
支出の部 

項目 決算額 備考 
「植物気候学」 ¥499,800 定価¥3,675×170 部×0.8 
「内陸都市はなぜ暑いか」 ¥417,690 定価¥2,730×170 部×0.9 
旅行券代 ¥250,000  
報告書作成・発送経費 ¥56,500 封筒代、切手代、写真プリント代など 
その他 ¥14,817 コピー代、消耗品など 
合計 ¥1,238,807  
 
※ 収支 

項目 収入 支出 差額 
記念祝賀会 ¥937,000 ¥926,193 ¥10,807 
記念品 ¥1,228,000 ¥1,238,807 −¥10,807 
合計 ¥2,165,000 ¥2,165,000 残高   ¥0 
 


