会長交代のにつきまして
Leadership Transition (English follows Japanese)
日本 MIT 会 会員各位
平素より日本 MIT 会の活動へのご支援、ご協力誠にありがとうございます。
私、加藤はこの三年間日本 MIT 会第 17 代会長を務めてまいりましたが、この年末をも
ちまして退任することといたしました。任期中は多くの方々からご支援、ご理解、励まし
を賜り微力ながらもどうにか大役を遂行出来ましたこと、深く感謝申し上げます。
理事会での相談の結果、18 代会長には西田忠康さんにご就任いただきます。西田さ
んは、これまでも長年に亘って会の役員を務めてこられました。近年は副会長として東
京理科大学や MIT-REAP の共催を得てのシンポジウムの開催など会の活動・発展に
貢献して来られました。西田新会長のもと会が益々発展するよう引き続きのご支援をど
うぞ宜しくお願いいたします。
末筆になりましたが、皆様におかれましてはよいお年をお迎え下さい。総会でお会い
出来ることを楽しみにしております。
日本 MIT 会 現会長 加藤幸輔
Dear Members of the MIT Association of Japan:
Thank you for your continued support of the Association. I, Kosuke Kato, after three
years of service as the 17th president of the Association, have decided to step down at
the end of 2018. I am deeply grateful to all of you for your support and understanding
which enabled me to carry out the responsibilities even with my limited abilities.
After deliberations at the Board of Director meetings, I am pleased to announce that
Tadayasu Nishida-san has been named the 18th President of the Association by
unanimous decision of the Board. Nishida-san has served as the volunteer of MIT
Association of Japan for many years. Most recently, he has served as the VicePresident, actively working to co-host symposia with Tokyo University of Science and
MIT-REAP, in addition to playing key roles in many Association events. I hope that
you will join me in supporting President-Elect Nishida-san so that our Association may
continue to prosper.
Last but not least, I wish you all a great holiday season and a Happy New Year! See
you at the general meeting in January.
Kosuke Kato, President, MIT Association of Japan
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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日本 MIT 会会員各位
平素より日本 MIT 会の活動へのご協力、ご理解誠にありがとうございます。
2019 年より本会の会長を務めさせていただきます西田忠康です。
私は、1992 年にコース XV を卒業し、２００6 年より本会の理事を務めさせて頂いており
ます。この間、歴代会長のイニシアチブにより年代や学部を越えた卒業生の交流が盛
んになってきました。また MIT の魅力を高校生に伝えるための出版や説明会、イノベ
ーションや起業に係るセミナー等の開催により、当会の社会的な存在感も高まりました。
今後もこの流れを継承して、様々な分野での会員間ネットワーキングを促すとともに、
全ての MIT コミュニティーが共有する make a better world の一助を担えるよう、微力な
がら努力いたします。
尚、加藤現会長には、会計担当副会長として引き続き理事会に参加していただくほか、
2001 年にコース VII-A を卒業された川島・ロメイン さわか理事に副会長にご就任い
ただきます。理事会の新体制の全貌は 1 月の総会で発表予定です。
皆様のご指導とご支援を賜れますようお願い申し上げます。
日本 MIT 会 新会長 西田忠康

Dear Members of the MIT Association of Japan:
Thank you for your continued support and understanding for the activities of the
Association. I am Tadayasu Nishida, and I will become the President of the
Association from 2019. I graduated from Course XV in 1992, and have been a director
of the Association since 2006. Over the years, I witnessed the enrichment of
networking among alumni across departments and generations, thanks to the initiative
of my predecessors. The Association’s presence in the Japanese community has been
elevated over the years through various activities, including our publication and lecture
efforts on the attractiveness of MIT to high school students, and hosting seminars on
entrepreneurship and innovation. I will do my best to lead the Association so that we
can continue this course, by fostering networking in various sectors among members,
and by sharing MIT’s mission to “make the world a better place.”
I am asking Current President Kato-san to remain on the Board as Vice-President in
charge of accounting. I have also asked Director Sawaka Kawashima Romaine-san to
take on the role of the Vice-President. Full list of Directors will be announced at the
General Meeting in January.
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I hope that you will offer me support and advice, in my new role to lead the Association.
Tadayasu Nishida, President-Elect, MIT Association of Japan
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
現理事会 理事リスト
会長
加藤幸輔
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