
 

成２９年７月吉日	 	

	

九州大学大学院	

システム情報科学府入学生	 各	位	

	

	

九州大学大学院	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

システム情報科学府同窓会長	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 荒	 木	 	 啓	 二	 郎	 	 	 	 	

(九州大学大学院システム情報科学府長)	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

九州大学大学院システム情報科学府同窓会入会案内について	
 
	 このたびの九州大学大学院システム情報科学府へのご入学にあたり、同窓会を代表して

心からお祝い申し上げますと共に、本会の新会員となられることを歓迎いたします。	

	 さて、システム情報科学府は、平成８年４月に発足して２１年になりました。	

本学府は情報科学と電気電子工学を車の両輪とする学府です。このような内容を持った大

学院学府は九州大学にしかありません。 
	 この大学院で共に研鑚してきた修了者・在学生・教職員が、この大学院の隆盛発展を図

り、情報と空間を共有する場として同窓会があります。	

	 本会は、会員の親睦、人格の陶冶、学術の進歩及び隆盛を図ることを目的とし、会費は

その目的を達成するために皆さんが在学中の各種活動の支援の他、一部、九州大学の全学

同窓会の活動支援に利用させていただいています。	

ついては、同封の会則をご参照いただき、下記のとおり入会金を同封のゆうちょ銀行払

込取扱票にて納入いただきますようお願い申し上げます。なお、本会は終身会費制をとっ

ており、入学時に一度だけ入会金として会費を納入していただくこととしています。	

ご入学の上は、本会会員として有意義な学生生活を送られますよう心からお祈りいたし

ます。	

	

記	

	

１	 同窓会費入会金(終身会費)	３，０００円	

２	 会費納入期日	 	 平成２９年１０月２７日(金)まで	

	

問合せ先：九州大学大学院システム情報科学府同窓会事務局		

〒819-0395	 	 (伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ)	

福岡市西区元岡744番地	 九州大学工学部等庶務係内	

	 	 						 			 TEL	092-802-2728	,	FAX	092-802-2712	

E-mail：koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp 
https://portal.isee.kyushu-u.ac.jp/alumni 

 

（印影省略） 



 

July	 2017 
 
To:  New students at Graduate School of Information Science and Electrical Engineering (ISEE), 
Kyushu University 
 
From:  Keijirou Araki, Chair of the Graduate School of ISEE Alumni Association, Kyushu 
University (Dean of the Graduate School of ISEE, Kyushu University) 
 
 

Graduate School of ISEE Alumni Association, Kyushu University 
 
 

On behalf of the Alumni Association, I congratulate you on your admission to the Graduate 
School of Information Science and Electrical Engineering (ISEE), Kyushu University, and am truly 
pleased to welcome you as a new member of the Alumni Association.  

The Graduate School of ISEE was established in 1996 and has passed for 20 years. Our graduate 
school cultivates researchers and engineers of the next generation in the field of Information 
Science and Electrical Engineering (I & E), who have advanced research ability and a broad range of 
expertise. Such graduate school with programs of I & E technologies exists only in Kyushu 
University. The Alumni Association was founded to develop the graduate school by maintaining its 
connection to students and faculty. The alumni association aims to encourage the member’s 
friendship, cultivate a personality, and academic advances. The alumni dues are used to support 
activities of students and Kyushu University alumni association. 

You can become a member by one-time payment of 3,000 yen through transfer using a transfer 
form of Japan Post Bank, which is attached to this letter. 

Congratulations and I hope you have a productive student life. 
 
 

 
One-time Membership fee of 3,000 yen 
Deadline of payment : Friday, 27 October, 2017 
 

 
Contact Us: Alumni Association, Graduate School of Information Science and Electrical 

Engineering, Kyushu University (Ito Campus) 
 

℅ Kyushu University, School of Engineering, General Affairs Division 
744 Motooka Nishi-ku, Fukuoka 819-0395 
 
TEL 092-802-2728, FAX 092-802-2712 
E-mail:  koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp 
https://portal.isee.kyushu-u.ac.jp/alumni 

 


