
西　暦　 年　号 月　日 事　　　　項 沖縄の主な出来事

１９４８ 昭和２３ 　１月２８日 　　初代学校長・同窓会会長に吉元榮光氏就任

　４月　１日 　　学校移転建設期成会結成     実行委員長比嘉新吉氏就任　

　４月１０日 　　東村同窓会支部結成　

　５月　６日 　　上本部村同窓会結成

　５月　８日 　　大宜味村同窓会支部結成

　５月１５日 　　国頭村・羽地村同窓会支部結成

　７月　３日 　　名護町同窓会支部結成

１９４９ 昭和２４ 　２月　５日 　　校地21.923坪の敷地を買収し学校移転・屋部村宇茂佐１番地

　６月２４日 　　今帰仁村同窓会支部結成

　６月２８日 　　学校移転記念式典

１９５０ 昭和２５ １１月１５日 　   同窓会通信発刊

１１月２６日 　　恩納村・宜野座村同窓会支部結成

１１月２７日 　　公益法人北部農林高等学校後援会設立   初代後援会会長　吉元榮光氏就任

１１月３０日 　　二代同窓会会長に仲田豊順氏就任

１９５１ 昭和２６ 　１月２７日       国頭郡農学校同窓会　１５０名参加

１０月２７日       第二代後援会会長に嘉納豊昌氏就任

１９５２ 昭和２７ 　３月　１日 　　茶工場７２坪完成 琉球政府設立

　８月　３日 　　伊平屋村・伊是名村同窓会支部結成

１９５３ 昭和２８ 　８月１５日 　　岸本久和氏(３期)校門寄贈

１９５４ 昭和２９ 　３月２３日 　　学校移転５周年記念式典

１９５５ 昭和３０ 　５月３０日 　　仮講堂及び寄宿舎完成    食糧会社倉庫と事務所３棟移転

北部農林高等学校同窓会・後援会沿革　　　　２０１９年６月１７日現在



　６月１８日 　　後援会総会    後援会で茶工場の建設費３５万円の借入金承認

１９５６ 昭和３１ 　２月１０日 　　後援会総会    女子寮完成

　５月２０日 　　学校創立１０周年記念式典挙行

１１月２０日 　　元県農会より財産譲渡　伊豆味、寄合原、天田原、東袋原　182.113坪

１９５７ 昭和３２ 　４月　１日 　　第３代同窓会会長に仲村淳氏就任

１９５８ 昭和３３ 　４月　１日 　　農産加工科を新設

１９６０ 昭和３５ 　１月１７日 　　後援会総会後援会会則の大幅改正

１９６１ 昭和３６ 　７月２１日 　　後援会総会

１９６２ 昭和３７ 　９月　８日 　　校歌制定

１９６４ 昭和３９ 　１月１０日 　　後援会総会

　８月１９日 　　北農同窓会自営業者「北友会」結成

１９６５ 昭和４０ 　６月１９日 　　後援会総会

　６月２８日 　　学校創立２0周年記念事業「標本館」落成

１９６６ 昭和４１ 　２月　５日 　　学校創立２０周年記念式典　　国頭郡農林同窓会名簿を発刊

　６月１３日 　　第３代後援会会長に岸本本秀氏(三中卒)就任

１９６８ 昭和４３ 　６月１３日 　　後援会より黒岩恒先生碑へ５０ドル～１００ドル支出決定

１９６９ 昭和４４ 　２月　８日 　　同窓会総会「国頭郡農林同窓会」を「北部農林高等学校同窓会」に改正

〃　　〃 　　第４代同窓会会長に嘉陽宗陰氏(２期) コザ暴動（１９７０）

１９７１ 昭和４６ 　４月２８日 　　後援会総会

１９７２ 昭和４７ 　９月２０日 　　同窓会総会 沖縄返還（１９７２）

１９７３ 昭和４８ １１月１６日   　 那覇支部同窓会機関紙「うむさ」創刊号発刊 若夏国体（１９７３）

１９７５ 昭和５０ 　７月１０日 　　後援会総会 沖縄国際海洋博覧会

１９７６ 昭和５１ 　１月２４日 　　第五代同窓会会長に仲原英典氏(１期)就任

１９７７ 昭和５２ 　１月２８日 　　学校創立３０周年記念式典・祝賀会

　６月２４日 　　後援会総会

１９７８ 昭和５３ 　１月　３日 　　同窓会総会「同窓会名簿発刊」

１９７９ 昭和５４ 　５月２６日 　　同窓会総会、この年から毎年５月開催



１９８０ 昭和５５ 　１月２８日 　　学校創立記念日初めて同窓との懇談会実施

１９８２ 昭和５８ １２月１８日   　 那覇支部同窓会、仲田豊順先生遺稿集「黒潮たぎるうるま人」発刊

１９８５ 昭和６０ １２月２６日   　 同窓会名簿発刊、全日３９期、定時２７期、

１９８６ 昭和６１ 　２月　２日 　　学校創立４０周年式典・祝賀会 海邦国体（１９８７）

１９９１ 平成３ 　６月　８日 　　第四代後援会会長に嘉陽宗陰氏（２期）就任

１２月２８日   　 後援会留学生奨学制度創設(カナダ研修開始)

１９９２ 平成４ １１月２５日    　第６代同窓会会長に宮城辰男氏(１期)就任

１９９４ 平成６ １２月１５日   　 同窓会総会　　　　　 名桜大学開学

１９９５ 平成７ 　６月　３日 　　後援会通常総会

１９９６ 平成８ 　１月２８日 　　学校創立５０周年記念式典・祝賀会

　５月２５日 　　後援会通常総会

　７月２２日 　　同窓会総会

１１月２８日  　「うむさ」２５号記念号発刊

１９９７ 平成９ 　５月３１日 　　後援会通常総会

　７月２２日 　　同窓会総会

１９９８ 平成１０ 　５月３０日 　　後援会通常総会

　７月２５日 　　同窓会総会　　第七代同窓会会長に嘉陽正幸氏 (６期)

１９９９ 平成１１ 　５月１９日 　　後援会通常総会

　５月２７日 　　同窓会総会再び５月開催

２０００ 平成１２ 　５月２０日 　　後援会通常総会 九州・沖縄サミット

　５月２５日 　　土地問題六者基本合意(名護市、後援会、精算会社、公庫、琉銀、北農)

　５月２７日 　　同窓会総会

２００１ 平成１３ 　５月１２日 　　後援会通常総会

　６月１５日 　　同窓会総会「うむさ」３５号記念号発刊、同窓会・後援会共同発刊

２００２ 平成１４ 　５月２４日 　　後援会通常総会

　５月３０日 　　同窓会総会



２００３ 平成１５ 　５月　４日 　　同窓会総会

　５月１７日 　　後援会通常総会

２００４ 平成１６ 　５月２１日 　　同窓会総会

　６月　５日 　　後援会通常総会

２００５ 平成１７ 　３月１８日 　　同窓会北部支部第１回総会

　５月２１日 　　同窓会総会　　第８代同窓会会長に安村武正氏(８期)就任

　７月　２日 　　第５代後援会会長に安田榮藏氏(定４期)就任

　９月　１日 　　後援会・同窓会事務所開設　書記・会計の任命

２００６ 平成１８ 　１月２８日 　　学校創立６０周年記念式典・祝賀会

　５月１２日 　　後援会人材育成事業奨学金給付開始

　５月２１日 　　同窓会総会

　６月１０日 　　後援会通常総会(北農会館建設委員会設置)

２００７ 平成１９ 　５月１９日 　　同窓会総会

　６月　９日 　　後援会通常総会

１１月１７日   　北農会館地鎮祭挙行

２００８ 平成２０ 　３月２１日 　　国頭農学校跡碑除幕式

　５月１７日 　　同窓会総会

　５月２４日 　　北農会館落成式・祝賀会

　６月１４日 　　後援会通常総会　後援会四大事業指針制定



１１月　３日 　　第１回同窓会各期対抗親睦ゴルフ大会開催

２００９ 平成２１ 　２月１４日 　　第１回同窓会親睦囲碁大会開催

　５月１６日 　　同窓会総会　　第９代同窓会会長に久場兼征氏（１３期）就任

　６月１３日 　　後援会通常総会

１０月３１日 　　県立農林学校同窓会解散式

２０１０ 平成２２ 　５月３０日 　　同窓会総会

　６月１１日 　　後援会通常総会

２０１１ 平成２３ 　１月１５日 　　同窓会会報（農魂）第６号発刊 ＯＩＳＴ開学

　５月２１日 　　同窓会総会　　第１０代同窓会会長に具志堅強志氏（１５期）就任

　６月１１日 　　後援会通常総会

２０１２ 平成２４ 　３月２４日  　「うむさ」４０号発刊

　５月１９日 　　同窓会総会

　６月　９日 　　後援会通常総会

２０１３ 平成２５ 　３月１８日 　　後援会、社団法人から一般社団法人へ許認可

〃　　〃 　　社団法人から一般社団法人名称変更により会長から理事長に変更

　５月２８日 　　同窓会総会

　６月　８日 　　後援会通常総会

２０１４ 平成２６ 　１月１８日 　　後援会主催後援会旗・同窓会旗制定及び掲揚式　三旗掲揚台の設置

　５月１７日 　　同窓会総会　　第１１代同窓会会長に諸喜田昌英氏（１６期）就任

　６月１４日 　　後援会通常総会

　９月２１日 　　北農発祥之地碑建立除幕式（東江中学校庭）

２０１５ 平成２７ 　５月１６日 　　同窓会総会

　６月１３日 　　後援会通常総会

２０１６ 平成２８ 　１月２８日 　　学校創立７０周年記念式典・祝賀会

〃　　〃 　　後援会結成６５周年記念式典及び記念誌発行祝賀会

　２月１８日～２０日 　　第１回同窓会作品展示会開催



　５月２１日 　　同窓会総会

　６月１１日 　　後援会通常総会

２０１７ 平成２９ 　５月２０日 　　同窓会総会

　６月　９日 　　後援会通常総会　　第６代後援会理事長に宮城博氏（２２期）就任

２０１８ 平成３０ 　１月２８日 　　同窓会結成７０周年記念式典・祝賀会

　５月１９日 　　同窓会総会　７０周年記念誌発行

　６月　９日 　　後援会通常総会 新元号

２０１9 平成３１ 　　令和元年5月１日

令和元年 　５月１８日 　　同窓会総会　　第１２代同窓会会長に宮城則夫氏（２５期）就任

　６月　８日 　　後援会通常総会

　


