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本会は会員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、技術交流を推進し母校の隆盛と工業の発展
に寄与することを目的とします。
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2014
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13時より
13時より

五反田「ゆうぽと」 品川区西五反田８－４－１３（６階 花梨の間)、(７階 福寿の間）にて開催
詳細は3ページをご覧下さい。是非参加をお願い致します。

◆ 岐阜大学 学長（新任）に森脇久隆教授（医学部）、工学部長（再任）に六郷恵哲教授が選出
され、それぞれ2014年4月就任されました。今号にお二方のご挨拶などを記載致しました。
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1. ご 挨 拶

春もたけなわとなり大変過ごしやすい季節になりました。
会員各位におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
関東支部に対しては日頃より会員各位、岐阜大学ならびに岐阜大学工業倶楽部のご支援・
ご協力を賜り心より感謝申し上げます。
さて、関東支部では来る６月７日（土）１３時より第 7 回定期総会を昨年と同じ五反田
「ゆうぽうと」で開催する運びとなりました。
今回の総会では、定例の活動状況・会計報告のほか、任期満了に伴う役員改選を行います。
また、総会後の講演会には 岐阜大学 工学部長 六郷恵哲氏をお迎えし、工学部の最新の活動に
ついて講演頂きますのでご期待ください。
引き続き、ご出席のご来賓および会員相互の親交、親睦をはかるため、懇親会を開催致します。
近年、関東地区には毎年約８０名の工学部卒業生が就職されていると見られます。
関東支部では、この若い方々を含め多数の皆様が総会に参加頂けるよう努力しており、
それらなどによる正会員増加等を含め組織の一層の活性化を図っております。
皆様にはご多忙とは思いますが、お誘い合わせの上ご参加のほどお願い申し上げます。

２０１４年４月吉日
岐阜大学工業倶楽部 関東支部 支部長 浅野 弘
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2. 岐阜大学工業倶楽部
関東支部２０１４年度（第７回）総会・講演会・懇親会 案内

日時：

2014 年 6 月７日（土曜日）午後１時～5 時

場所：

五反田「ゆうぽうと」 品川区西五反田 8－4－13（6 階 花梨の間、7 階 福寿の間）

交通案内：

・ 都営地下鉄・JR

「五反田駅」

西口徒歩約 5 分

・ JR

「大崎駅」

西口徒歩約７分

・ 東急池上線

「大崎広小路駅」徒歩約 1 分

次
第1部

（受付 午後 12 時 30 分より）

第

2014 年（第 7 回）関東支部総会（6 階 花梨の間） 13 時 00 分～13 時 30 分

報告事項 1. 2013 年度活動報告
2. 2013 年度決算報告、会計監査報告
決議事項 1. 役員改選
2. 2014 年度活動計画（案）
3. 2014 年度予算（案）
その他

六郷工学部長
第 2 部 講演会（6 階 花梨の間）

13 時 40 分

～14 時 40 分
講師：

国立大学法人岐阜大学 工学部長 六郷 恵哲 氏

演題：

「魅力アップに努める岐阜大学工学部／高靱性モルタルの魅力と利用」

第 3 部 懇親会（7 階 福寿の間）

15 時 00 分～17 時 00 分

立食パーテイ方式で 行ないます。
ご来賓、ご講演者、同級生・先輩・後輩、学科等、分け隔てなく歓談し、交流を図ります。

多数のご参加お待ちしています

☆参加費、年会費について
◆総会・講演会・懇親会に参加の方：8,000 円（2014 年度年会費 2,000 円を含みます）
◆既加入または新規加入で総会・講演会・懇親会に不参加の方：2014 年度年会費 2,000 円
☆参加または加入申し込み：
同封の返信葉書にて出欠等ご返事を 5 月 20 日必着で頂き、その後 5 月 27 日までに振込
(同封の振込用紙を使用または直接ゆうちょ銀行か、三菱東京ＵＦＪ銀行に振込みをお願い
致します。
（振込の詳細は同封の第７回総会・講演会・懇親会案内をご覧下さい。
）
お問い合せ・ご連絡先：岐阜大学工業倶楽部 関東支部 事務局長 堀尾義矩
TEL/FAX: 046-233-2370

gtk-jimu@gifu-t-kanto.com
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3. 母校だより
岐阜大学 学長（新任）に森脇久隆教授（医学部）、工学部長（再任）に六郷恵哲教授が選出され、
それぞれ 2014 年 4 月就任されました。今号にお二方のご挨拶などを記載致しました。

3.1. 岐阜大学長 就任ご挨拶
岐阜大学長 森脇 久隆
2014 年 4 月 1 日付で岐阜大学長を拝命致しました。小生自
身は医学部卒ですが、言うまでもなく今後は岐阜大学の牽引車
として最大限の努力を行うことが責務です。岐阜大学工業倶楽
部関東支部の皆様には、私どもに引き続きご指導、ご鞭撻を頂
けますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、御存じの通り本学は 2004 年の医学部・附属病院移転
をもって全学部の統合を完了しました。
さらに敷地内には岐阜市立岐阜薬科大学 5・6 年生用校舎、研究施設の建設があり、岐阜県立家
畜保健研究所の移設も進行中です。岐阜地区における高等教育の中心として一層の機能強化が進行
している訳です。
なおキャンパス各施設の現状は岐阜大学ホームページから学内案内図パノラマツアー
https://gproject.gifu-u.ac.jp/panoramatour/に入って頂くと３D でご覧になれます。ぜひ一度クリ
ックして下さい（岐阜大学サイトへのアクセス数向上にご協力ください）
。自然豊かな郊外のワン・
キャンパスで学習できるという環境は岐阜大学の売りでもあります。
一方、とくに都市部の大学では都心回帰が盛んなことは十分承知しています。東海地区で言えば
愛知大学の名古屋市笹島地区キャンパス（リニア新幹線名古屋駅のほとんど直上です）が既に稼働
しており、金城大学も計画を公表しています。岐阜地区においても多くの学生や職員から通学の不
便さ（岐阜駅からオフアワーでも約 30 分）が指摘されています。このような動き、要望に対する
私どもの対応は駅前サテライト・キャンパスの開設です。JR 岐阜駅前２棟目の高層ビル「スカイ
ウイング３７」（３７階建て）の東棟４階部分を借り切り、２０１２年１０月に新しい教育セクシ
ョンを設けました。数名の常駐職員が管理し IT 設備も万全です。また岐阜大学のみが使用するの
ではなく、ネットワーク大学コンソーシアム岐阜に参画する２２校（大学、短期大学、高等工業専
門学校）にも開放し、将来的には例えば教養教育課程を対象とした合同授業（単位の相互乗り入れ）
も企画中です。さらに市民を対象としたセミナーや企業の企画についても、趣旨がサテライト・キ
ャンパスの目的にそぐうものであれば受け入れ可能としています。岐阜大学工業倶楽部関東支部会
員の皆様の会社等がもし中部地区で何かの企画をされるような場合には、一つの候補施設としてぜ
ひ頭の片隅にでも残しておいて下さい。
これからの岐阜大学をどのような方向に率いて行くのか。「人が学び育つ場所」としてあるべく
各学部、各職員が懸命の努力を積み重ね、人材すなわち高度職業人を輩出してきたことは、卒業の
皆様方にはよく感じ取って頂けることと思います。また、たとえば応用生物学部（旧 農学部）に
よる「地（知）の拠点（Center of Community; COC）
」獲得や南アジア地区における１０大学から
なるコンソーシアム結成、工学部の「金型人材育成」、医学部の「救急救命ネットワーク構築事業」
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など、それぞれの学部は地域から国際活動まで大きな実績も上げています。しかし一方で、岐阜大
学のプレゼンスが中部以外の地域や全国、また国際的にさほど高くはなっていないのも、私共は十
分承知しています。
学部レベルの取り組みを横断的に組織化する、学長と役員から逆にそのような構築を提案する、
それらを全国～海外に積極的に発信する、これらが小生の責務と考えます。世にいう学長のガバナ
ンスはこれらを実現させるためのシンクタンク機能を形成し、それを指導する能力であり提案する
能力と捉えています。大学のグローバル化はその実現経路上に予測でき、十分な視野を持つことに
より現出するものと考えます。
岐阜大学工業倶楽部関東支部の皆様方には今後の岐阜大学を冷静な視点でご評価の上、厳しいご
意見、あたたかい御助力を頂けますようお願いし、筆をおきます。今後とも何卒宜しくお願い申し
上げます。
以 上

森脇 久隆（もりわき ひさたか） 学長 略歴
昭和２６年５月９日生
出身地

兵庫県

昭和５１． ３

岐阜大学医学部医学科卒業

同

医学博士（岐阜大学）

５９． ７

昭和５１． ６

岐阜大学医学部附属病院医員（研修医）

同

５１．１０

高山赤十字病院内科研修医

同

５３． ９

岐阜大学医学部附属病院医員

同

５９． ４

同

助手

同

６３．１０

同

講師

平成 元．１０

同

同

９・１２

同

同

１６． ４

国立大学法人岐阜大学大学院医学研究科教授

同

１７． ４

同

医学部助教授
教授

大学院医学系研究科教授
（現在に至る）

同

１８． ４

同

医学部附属病院長
（平２２．３まで）

主な所属学会
日本内科学会（東海支部代表）
、日本消化器病学会（執行評議員）
、日本肝臓学会（評議員）
、
日本癌学会（評議員）、日本ビタミン学会（理事）
、日本静脈経腸栄養学会（監事）

主な受賞
平成 10 年

織田賞（日本肝臓学会賞）

平成 24 年

日本ビタミン学会賞

平成 25 年

岐阜新聞大賞

5

岐阜大学工業倶楽部関東支部

3.2. 岐阜大学と工学部の最近の教育と研究
工学部長 六郷 恵哲

１．工学部と岐阜大学の新しい体制
平成 26 年 1 月に行われた選挙において，工学部長に再選されました。平成 24・25 年度につづき平
成 26・27 年度も学部長として，同窓生の皆様や地域の産業界，そして自治体との連携を深めながら，学
生と教職員が元気に楽しく勉学と研究と仕事ができるよう努力いたしますので，工業倶楽部の会員の皆
様には一層のご支援をお願い申し上げます。
工学部の企画担当副学部長には，野々村修一教授（電気電子・情報工学科）に留任していただきま
した。教務担当副学部長を大矢豊教授（化学・生命工学科）に代わって纐纈守教授（化学・生命工学科）
に，評価担当の副学部長を速水悟教授（電気電子・情報工学科）に代わって今尾茂樹教授（機械工学
科）にお願いしました。
平成 26 年 4 月に始まる岐阜大学の新しい学長に，森秀樹教授（医学系研究科）のあとを受けて森脇
久隆教授（医学系研究科）が就任されました。工学系の教員では，杉戸真太教授（流域圏科学研究セ
ンター）が企画・評価・基金担当の理事副学長に，王志剛教授（機械工学科）が産官学連携担当の副
学長に就任されました。

２．改革が進む岐阜大学の教育研究組織
平成 24 年 8 月に，これまでの産官学融合本部をはじめとする研究推進や社会連携を担う組織を統合
し、「岐阜大学研究推進・社会連携機構」が設置されました。この機構は，大学の研究力の向上と研究
成果を地域社会に還元することを目的として，「研究推進部門」「知的財産部門」「産学連携部門」「地域
連携部門」の４部門で構成されています。
さらに平成 25 年 12 月には，「岐阜大学教育推進・学生支援機構」が設置されました。この機構は，大
学全体の教育と教養教育を推進するとともに，入学してから卒業・修了までの間に一貫した支援を学生
に行うことを目的としています。この機構は，７つの部門（学生受入部門，教養教育推進部門，学修支援
部門，学生生活支援部門，地域教育連携部門，教職課程支援部門，キャリア支援部門）とプロジェクト
センターで構成されています。
地域を志向した教育と研究を進めるための組織として，「地域協学センター」が平成 25 年 12 月に設
置されました。県内自治体と協力して，地域で活躍する人材の育成，地域課題について対話する「場」
の形成，地域を志向した研究領域の展開などに取り組んでいます。高木朗義教授（社会基盤工学科）
が，副センター長兼部門長として活躍されています。

３．工学部・工学研究科の特色ある教育研究
工学系の特色ある研究（図－１）については，前述の「研究推進・社会連携機構」に所属する次のよう
なプロジェクト研究センター（教員は工学部等との併任）を中心に行っています。
金型創成技術研究センター： 地域の金型産業界と連携し，次世代の金型産業を担う高度職業人を
養成しています。実務経験のある社会人対象の短期集中研修コースもあります。
未来型太陽光発電システム研究センター： 大型競争的資金を受け，新材料・水素エネルギーからス
マートグリットまでを含む未来型太陽光発電分野の研究を行っています。
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社会資本アセットマネジメント技術研究センター： 社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座
を開設し，社会人を対象に総合的な維持管理技術者（ME）を養成しています。4 月に，工学部附置の
「インフラマネジメント技術研究センター」となりました。
人間医工学研究開発センター： 機能支援ロボティクスや検査手術ロボットを含め，健康長寿に必要
な早期診断，先端医療・福祉までトータルな次世代技術開発を行っています。
複合材料研究センター： 自動車・航空機産業から注目されている CFRP などの複合材料の軽量構
造部材への適用と，その生産加工技術を中心として研究開発を行っています。
みず再生技術研究推進センター： 水環境の保全，特に浄化槽などの分散型汚水処理施設の機能
向上や，それらの放流先水路などの水質向上につながる調査研究を行っています。

４．工業倶楽部関東支部への期待
学生の皆さんには，在学中には成長や
変化を実感し，卒業後には岐阜大学工学
部を卒業してよかったと思ってもらいたいも
のです。この地域における同窓生のこうした
思いと力を集め形にするうえで，工業倶楽
部関東支部の役割はたいへん重要です。
同窓生の皆様には，授業における講師，
学生の就職活動の支援，企業の立場での
共同研究，大学院等への社会人としての再
入学，周りの方への入学の勧めなど，今後
とも工学部・工学研究科への様々なご支援
をよろしくお願い申し上げます。
図－１ 特色ある研究
六郷工学部長の略歴と研究分野
略歴

研究分野

- 1950.6 広島生れ

- ｺﾝｸﾘｰﾄ構造の破壊の力学

- 1973.3 京都大学工学部

- 繊維補強コンクリート

- 1978.3 京都大学大学院

- 維持管理，診断，試験

- 1978.8-1979.8 米国 イリノイ大学大学院
- 1979.9 京都大学助手

授業

- 1980.4 岐阜大学講師

- ｺﾝｸﾘｰﾄ構造学, 維持管理工学

- 1982.3 岐阜大学助教授

- 建設材料工学，ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

- 1986.3-1987.2 スイス ローザンヌ工科大学

- 地球環境維持工学

- 1993.8 岐阜大学教授
- 2012.4 岐阜大学工学部長

4. ニュース報告
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4.1. ２０１３年（平成２５年）度 「見学会」を開催
行事委員会 小鹿昇･酒向泰蔵･加藤規康
２０１３ 年度関東支部の見学会を開催しました。
① 日時 ：２０１３年１１月２９日（金）１４：００～１５：３０
② 見学場所 ： ＡＮＡ機体整備工場
③ 参加人数 ： １７名
内訳：土木系 ３名 機械系 ７名、化学系 ５名 繊維系 １名 電気系 １名
④ 見学内容
ⅰ） 飛行機の飛ぶ理論とＡＮＡ機体工場のビデオ紹介

ⅱ） 実際の機体整備状況の見学
ボーイング７６７とエアバスＡ３２０の整備状況について、説明を受けた。格納庫内で通常 1～2 年毎
(3,000～6,000 飛行時間毎)に実施する「定時整備」と、4～5 年毎に実施する「重整備(機体構造点検/
修理)」”の 2 種類があり、特に「重整備」については、約 1 ヶ月に亘り毎日 120 人以上の整備士により、
機体を分解してまたは点検し、不具合を修理作業をします。
さらには不具合を未然に防止する為の改修作業も当然行っています。
整備士は約９００名で其の内女性は約７％在勤しているとのこと。
エンジンの点検補修は機体工場ではなく別部門で行っています。エンジンのメーカーはたとえばエア
バスの双発エンジン（約２０億円／１機）はプラント＆ホイットニー製とのこと。

⑤ 見学会終了後、浜松町付近で懇親会を開催いたしました。

エアバスＡ３００エンジン前

懇親会会場

来年は更に大勢の方々が参加できるような見学会にしたいと考えています。
会員の方々のご意見、ご希望を本会事務局までお寄せ頂きたくお願いいたします。
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4.2. 第２回 岐阜大関東支部ゴルフ会実施
ゴルフ幹事 酒向 泰蔵 （１９６６年工化卒）
早春の季節、今年は大雪に見舞われ自宅および車庫などに被害に見舞われた方、もしくは被害を避
けるため雪かきに精を出されたかったが多かったかと思います。しかし、そのような中にもスポーツ
としてゴルフを楽しむことも厭わず少数(３人 浅野支部長、外山委員、酒向)でしたが、関東支部ゴ
ルフ会を行いました。今回は現役の方も参加できるように土曜日でかつ、神奈川、千葉、埼玉、東京
都からも参加できることを願って埼玉県民ゴルフの大麻生 GC.で３月１５日プレーを計画しました。
しかし、今回の大雪の雪かきで腰痛、足痛、手首を傷められた方が多く、実際は３名になりました
が、天候に恵まれ楽しむことができました
ここに参加者の写真を載せます、またプレー終了後、アンパン＆コーヒーで、社会情勢、最近の経
済などについて楽しく談話し、英気を養いました

やはり年をとってもスポーツとしてのゴルフを楽しむことは若さを維持する上で大切と改めて認
識しました。そしてすぐに第３回を計画しようと話が纏まりました。
そこでまた近日中に第３回を企画し、皆様にお知らせしたいと思います。是非次回はより多くの
方々とプレーし懇親を深めたいと思っております。是非ゴルフされる方、私にメールしてください。
皆様のご意見をお聞きしながら、日程・場所を決めたいと思います
よろしく皆さんの参加をお待ちします
ゴルフ担当

酒向 泰蔵（Ｓ41，工化）

メールアドレス：jdbhy873@yahoo.co.jp
TEL: 048-542-3186
(Mobil) 090-8021-8885
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4.3. 第２回ウォーキング会
第２回ウォーキング会
ウォーキング担当

外山一吉

２月２３日（日）実施の「浅草名所七福神巡り」は最高気温が１０度を超えず、短時間ですが小
雪がちらついた日でした。参加の皆さん全員元気に完走され、まずまずのウォーキング会が実施
でき、ありがとうございました。－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

浅草寺宝蔵門
浅草寺宝蔵門の
宝蔵門の前にて
集合場所の東武浅草駅、１階切符場付近に集合
した６名は、予定通り９時４０分に元気よく出発。
最初は「待乳山聖天」。由緒ある建物の中に祀ら
れている毘沙門天と、３分咲きの河津ザクラが私
たちを迎えてくれました。
次の「今戸神社」は福禄寿、伊弉諾（イザナギ）・
伊弉なみ（イザナミ）の尊がまつられており、縁
結びの神様として名を馳せています。次々にお参
りに来られるひとの９５％は女性で、縁結びの神
様なのに男性や、男女連れが全くいないのに疑問
を感じました。どうしてなのか悩みながらも私たちは次に向かって歩き始めました。
「橋場不動
尊」
（布袋尊）を過ぎゆっくりとした佇まいの「石浜神社」
（寿老人）では赤い毛氈のかかったベ
ンチで一休み。
江戸時代遊郭で有名になった吉原は昔の面影は全くないものの、雰囲気だけはそれを忍ばせる
店や佇まいはさすがですね。「吉原神社」
（弁財天）を過ぎると、酉の市の総元締めの「鷲(オオ
トリ)神社」
（寿老人）。１１月の酉の市では相当な賑わいを見せるようですが、私たちが訪問し
た日の参詣者はまばらにぼちぼちといった状況。道具街で有名な「合羽橋道具街通り」は私たち
の家の台所に有るありとあらゆる設備、機器、道具、食材等を所狭しに並べた店が数百件も並ん
でおり、ついつい自分の家に必要なものを買われた人も数人おられ、奥様への良いお土産にされ
たことでしょう。
「矢先神社」（福禄寿）を過ぎ、人ごみを分けながら進むうちにいよいよ本日最大の見せ場、
巨大な山門を構えた「浅草寺」
（大黒天）に到着。雷門、宝蔵門、本堂、五重の塔等有名な建造
物やその他多くの建物群が広大な敷地の中に点在。その広い敷地も老若男女の参詣者でごった返
し、まっすぐに歩くのが難しいくらいの混みよう。本堂前のお祈りの線香の香りと煙が漂ってい
る石畳を通り、本堂に入り大黒天をお参りいたしました。浅草寺のすぐそばにあり、恵比寿さん
を祀っている「浅草神社」で今回のウォーキングは終了。食事場を求めて歩く仲見世通り、新仲
見世通り等は西洋人、アジア人、アフリカ人など国際色豊かで、歩くのもままならない混みよう。
歩くというより人ごみの中を泳ぎ渡るといった状況ですね。
総距離１０ｋｍ弱で、要した時間３時間半のウォーキングを無事に終え、快い疲れと、満足感
にあふれた気持ちで、落ち着いたレストランで味わう昼食。ビールの何とも言えないノドごしを
感じながらの、賑やかな雑談で本日の会は幸せのうちに無事終了し、参加の皆様に感謝するとと
もに、次回への参加をお願いして筆をおきたいと思います。
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5. スタッフから
5.1. 趣味に楽しみを！リタイア後の自分流余暇の過ごし方
行事委員会 小鹿 昇 (工業化学科 1968 年卒)

65 歳でリタイアしてから、早 3 年が経ちました。リタイア直後に有り余った余暇を如何に過ごそ
うかと考えました。まず何事をするにも足腰が丈夫でないと無理が出てくると思い、まず週に 3 回
トレーニング(有酸素運動と筋トレ)と 1 万歩以上の散歩をすること掲げ、また地域の人や友人たちと
の交友を広げるため、月 3 回程度のゴルフ（出来るだけ安いゴルフ場で）する目標を掲げました。
この目標は、この 3 年間実施しており、仕事をしていたときのぽっちゃりお腹は、ムキムキとは
ならないが、お腹のふくらみはほぼ減少し、全体に特に足の筋肉が増えてきました。以前は度々夜中
にこむら返りを起こしていた足は筋肉がしっかりつき、こむら返りはほとんど解消しました。
しかし、難点はゴルフであり、コースを回れる回数が増えれば、上達するのではないかと思って
いましたが、平均９５位で余り上達せず、最近は加齢によると思われる左右肩、肘、腰の痛みを発症
し、治療を余儀なくされています。今年からは、何事もやりすぎては駄目ではないかと考えて、有酸
素運動は基礎代謝を向上するために従来通りにし、筋トレは少し加重を下げ取り組んでいるのが現状
です。
もう 1 つの趣味は食に関する趣味です。現役時代に二八蕎麦打ちを我流で打っていましたが、も
っとうまく打てるようにと思い、教えてくれるサークルを探していた所、
「会津十割手打ちそばの会」
に出会いました。この会で打ったそばは十割ですのでつなぎがなくても、通常の長さのそばが打てて
かつ非常にそばの味が濃く、風味のあるはじめておいしいと思われるそばでした。
早速「会津十割手打ちそばの会」には入りましたが、この会の趣旨は、10 割そばを広め、そのそ
ばを食べ生うちそばのよさを知る人を増やすこと更に、そばを種から育て、花を愛で、そば文化の交
流に参加し地元や交流会の人との親睦を広めることをモットーとして、会を運営しています。したが
って、この会の会長は、いろいろの所のそばを食べ歩きかつ自分で打ち、その中で会津（福島県喜多
方市熱塩加納町）のそばが最もおいしいと感じ、会津のそば粉を使用して十割そばを打ち始めたとの
ことです。私もこの会の会員と共に、真夏に喜多方市まで出向き、そばの種をまいて、自分たちのそ
ばを育てて、そのそば粉を使って十割そばを打っています。
そばは品種、土壌、寒暖差、製造方法により、おいしいそばかどうかが決まると言われています。
会津地方は、品種、土壌、寒暖差は申し分ないと思っています。余談ですが、そばの製造方法は一般
に殻のついた玄そば→石抜き･ごみ取り→磨き(玄そばについた汚れを細かく取る作業)→粒そろえ→
皮むき（丸抜き）→製粉（石臼引き or ロール引きが一般的に行われる）を得てそば粉が完成されま
す。特に、石臼引きは昔から使われている製造方法の 1 つであり、この方法が、風味のあるそばに
出来上がるとのことです。なお、この工程を通してそばとして利用できるのは６０％であり、残りが
そば殻や打ち粉などになります。また、そばは国産品が 2 割(約 2 万トン)で輸入品(カナダ･ニュージ
ランド･中国など)が 8 割ですので、中々国産そばを十割で食べる機会が少ないと思います。しかし、
この会では、自らそばを育てているため、おいしい新そばを食べることが出来ます。それではどうし
たら十割そばが打てるのかと申しますと湯練り（沸騰した湯をそばに入れ、蒸してから練る方法）を
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して、十分に練り、仕上げます。この湯練りが曲者で早く練らないと温度が下がり、そばが延びない、
短いそばになるなど、練るのに大変な労力が必要でした。最近はＧ－ショック一気加水なる新しい方
法が発表され、常温水から打つ方法に変わってきています。一般的に常温水から打つ方法はそばが繋
がらず硬くなり、そばが延びなくて食べると短いそばになることやぼそぼそになったりしたのですが、
新しい方法では、湯練りに比べ、労力も少なく、楽にでき、長く繋がるそばになってきました。しか
し、そばの産地やそば粉により、その特性が異なってくるため、まだまだ我今だしの感じで、後 2
年くらいは極めるのに時間が掛かるのではないでしょうか。
もうひとつの食に関しては、自立心を植えつけるため、料理を何とか克服しようと思い、魚を捌
いたりし、料理をする機会を多くしています。既に 3 年が経過しましたが、魚の捌きは鰹くらいま
での大きさまでで、たとえば鯵、鯖、鮭などの 3 枚おろしや平目や鰈などの 5 枚おろしを習得し、
刺身、焼物、あら汁、焼き鯖鮨、鯵の押しすし等などが出来るまで上達しています。
また、日本食以外にもスパゲッティーなどのソース作り、ローストビーフ、チャーハン、オムラ
イスなども時々作って楽しんでいます。また、現役の時から作っていた鳥の燻製（3 日工程が必要、
塩ずけー塩抜きー燻製）を桜、りんご、楢、ヒッコリーなどのチップを用い、最低毎月 1 回は作り、
親類、知人におすそ分けをしています。
このように濡れ落ち葉ではないが、家にじっとしている時間が少ないため、多分女房には喜ばれ
ているのではないでしょうか？
まだまだこれからも新しいことに挑戦し、更に余暇を充実できる人生を送って生きたいと考えて
います。
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5.2. 楽しい関東支部をみんなで
名簿委員 外山一吉 (工業化学科 1966 年卒)
３月は２週連続で記録的な大雪に見舞われ、家の一部や駐車場などに被害を受けた方も数多か
ったのではないでしょうか。雪かきで腰を悪くされた方もおられたと思いますが、梅が咲き、こ
ぶしの花も膨らみ始め春は確実に近づいています。寒さもあと少しです。お互いにがんばりまし
ょう。
岐阜大学工業倶楽部関東支部は結成されて７年目を迎えようとしておりますが必ずしも順風
満帆に現在に至ったわけではないと思います。幹部の方々の苦労と、努力は並大抵のものではな
かったと想像致しますが、今まで続いてきたのもそういった方々の賜物と感謝致します。私はス
タッフの１員として立ち上げから当会に関わってきましたが、サボリも多く今更ながら、努力さ
れた方々に感謝致します。
岐阜大学工学部入学者は、入学と共に岐阜大学工業倶楽部会員としての資格を得ると同時に、
永久会員としての入会金を支払い、メンバーとして登録されます。しかし、岐阜大学工業倶楽部
関東支部は岐阜大学工業倶楽部の構成組織として活動をしております。運営費用は本部からの助
成金と、関東支部メンバーの年会費とで賄っておりますので、会を盛り立てるためにも多くの皆
様の関東支部への入会をよろしくお願いいたします。関東支部の他に関西支部、西濃支部が結成
され、それぞれ活動を行っています。
関東地区に住んでおられる岐阜大学工学部卒業生の皆様の集まりですから、現役の方も、既に
リタイアされた方も分け隔てなく集い、仕事や社会情勢、趣味や健康等々に関する情報を交換し
合い、親交が深まっていければと考えています。業種や年齢、国内国外、開発・管理・現場等々
それぞれのセクションで働き、悩みを持っておられる方、多くの経験をお持ちの方等々いろいろ
の方々がおられますから有意義な話ができるのではないでしょうか。
私は昭和４１年（１９６６年）に工業化学科を卒業し、食品会社に就職。長い間にはいろんな
こともあり、時には大きな岐路に立つこともありました。会社をやめようかと思ったことも何回
かありました。しかし、なんとか定年までを全うすることができましたことも、いろんな友人た
ちや家族のおかげと感謝しております。現在も元会社の先輩が立ち上げられた会社で週３日前後
の仕事ができているのも現役時代からの人のつながりによる結果と思います。
関東支部もそのような人と人とのつながりの場の一つとして、みなさんがお互いにコミュニケ
ーションの取れる会に出来ればと願っている一人です。

今後とも宜しくお願いいたします。

以上
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6. 寄付のお願い
関東支部の今後のさまざまな活動を支えていくために、基金の充実が肝要なのはいうまでもあ
りません。現在、岐阜大学工業倶楽部の支援金と会員の会費のみで運営されています。資料の印
刷、配送等役員、委員による多大な尽力に負うところが大きいです。
寄付に対する制約はございません。卒業（修了）在籍最終年 学部・研究科 ご連絡先をご記
入の上、gtk-jimu@gifu-t-kanto.com までご連絡くださるようお願いいたします。

7. 編集後記
ニュースレターNO．11 を発行いたします。まだ不備な点が多々あると思いますのでご意見い
ただけたらと思います。今後ともなお一層のご協力をお願いする次第です。
手軽に本が読める電子書籍が注目されています。
電子書籍リーダーは、Kindle Paperwhite、Kobo Wireless eReader 等が市販されていますが、
スマートフォンやタブレットに各社のアプリをインストールすれば読むことができます。
電子書籍の出版社は、アマゾン、apple、楽天 Kobo、紀伊國屋書店等があり所定のアプリは無
料で利用できます。著作権の切れている夏目漱石とか、吉川英治、堀辰雄等の本は無料で読めま
す。
ご存じないかもしれませんが、関東支部のホームページに‘趣味の部屋’があり、‘ロボット
で楽しもう’というブログを載せています。この内容をまとめてアマゾンから電子書籍を出版し
てみました。
興味がありましたらご覧ください。
「ロボットを見てみよう 2」http://amzn.to/1fMdofY
「ロボットを見てみよう 1」http://amzn.to/1mYIpkD

（野田記）
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【メモ】
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