岐阜大学工業倶楽部関東支部
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。
ニュースレター NO．10 2013 年 9 月発行

2008年6月8日、岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立されました。
その後の関東支部の活動についてお伝えします。
第 6 回総会は 2013 年 6 月 8 日（土）開催されました
詳細は 2 ページをご覧ください。
なお第 7 回総会は 2014 年 6 月 7 日(土）に開催を
予定してしております。
是非、参加をお願い致します。
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1. 第６回 総会・講演会・懇親会
１）第１部 総会（福寿の間）

開催報告

２０１３年６月８日(土）１３時から第６回関東支部総会を五反田「ゆうぽうと」で開催しました。
ご来賓には設立 5 周年を記念し
・岐阜大学から

理事・副学長

八嶋 厚氏、工学部長・教授 六郷 惠哲氏、

・岐阜大学工業倶楽部から 会長

臼井 憲義氏、専務理事 柳瀬 俊次氏

・(財)ヒューマンサイエンス振興財団 会長、前アステラス製薬(株) 会長 竹中 登一氏（ご講演）
にご列席頂きました。
定刻、堀尾事務局長が開会を宣言し、ご来賓を紹介後、八嶋副学長および臼井工業倶楽部会長から
ご挨拶を頂きました。
八嶋副学長から、岐阜大学の最近の動きとして、昨年 10 月に岐阜駅前の高層ビルに「岐阜大学サテラ
イトキャンパス」を、またこの４月には美濃赤坂に「旧早野邸セミナ
ーハウス」をオープンしたこと、今日ご講演の竹中先生には、既にア
ステラス製薬(株)社長ということで岐大の名を上げていただいた功
績を讃えて岐阜大学名誉博士号の第１号を授与させていただいてい
るが、５月３１日の第６４回岐阜大学創立記念日には１９６２年工学
部卒でイビデン(株)会長の岩田 義文氏に第２号の名誉博士号をお渡
ししたとのご報告などがありました。
臼井工業倶楽部会長からは、
岐阜大学は最近アクティブで、先日には工学部創部 70 周年記念を祝った。
日本のものづくりには理工系の貢献が必要で、岐大工学部が社会に貢
献できる人材を多く輩出できるよう同窓会として支援していきたい
旨のお話があった。
続いて浅野支部長が５周年を無事に迎えるに当たり、関係各位への
感謝ならびに更なるご支援をお願いする旨の挨拶を行った。
引き続き、規約に則り議長を浅野支部長、議事の報告および提案は
堀尾事務局長、書記は葛西総務委員が担当し、審議入りした。
[報告事項１] ２０１２年度活動報告
事務局長より、総会資料の報告事項１(P6）に基づき、以下の項目の活動について説明した。
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・昨年は６月 10 日に喜山倶楽部で総会、講演会、懇親会を開催した。昨年は役員の改選年であり、P.4
に記載の役員を選任した。総会後の講演会では髙木教授の講演を興味深く聴き、懇親会も楽しいひ
とときを持つことができた。
・見学会は宇宙航空研究開発機構（JAXA）調布宇宙航空センターを訪れた。しかし、せっかくの見学
会だったが参加者が少なく残念だった。
・関東支部会員対象者は 2,000 人を超えているものの、その人たちの住所確認が問題。名簿委員
会の努力もあって、今年は 520 名に会員加入・総会案内を出すことができた。
・
「ニュースレター」の第８号、９号を発行した。主に会報委員長に頑張ってもらっているが、会員に
は岐大の状況も知らせたいので、ご来賓の皆さまにもご支援をお願いしたい。
・役員･委員合同会議は、主に工業倶楽部本部が年会費の一部（１０万円／年）負担して頂いている「コ
ラボ産学官」
（江戸川区船堀）の会議室を無料で開催している。
・岐大キャリア形成科目講座では、関東支部として貢献したく、木村副事務局長が講義した。
・本部よりエントリーシート作成支援の要請があり、支部委員が担当した（２０１２年度の要請
は１名のみ）
。
［報告事項２］２０１２年度決算報告、会計監査報告
引き続き、事務局長が総会資料の報告事項２（P7 上段）に基づいて、説明を行った。
・年会費は一人 2,000 円で、これを運営費に充てている。
・工業倶楽部本部から支部運営交付金として 250 千円の交付を受けた。
・次年度（2013 年度）への繰り越しに何とか 300 千円を確保できた。
・会計の内容については、財務委員会が管理し、会計監査が年２回の監査を実施している。
以上の報告事項２件に関し、拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。
ついで、議長より会計監査に監査報告を求め、三宅会計監査が会計監査報告書(P7 中段)に基づき「６
月３日に監査を行った結果、適正処理されていること」を報告し、満場の拍手で承認された。
[決議事項１] ２０１３年度活動計画（案）の件
事務局長が総会資料の決議事項１(P7 下段)に基づき 2013 年度活動計画の案の説明を行った。
・会員の拡大が重要事であり、支部会員対象者が 2,000 名余と言われているのに、500 名程度しか
住所がわからないという課題の解決に努力したい。
・今日のこの総会会場は従来に比べ、駅にも近いし内容も良い。来年もここを使うかどうかは改めて
検討する。
・見学会はＡＮＡ整備工場を予定した。人気が高く、11 月 29 日しか予約が取れなかった。見学
可能人数は 1 団体 20 名までとのことなので、会員への参加呼び掛けに工夫をしたい。
・ホームページの維持管理と、
「ニュースレター」の制作発行を引き続き行う。「ニュースレター」
第 10 号は９月に、第 11 号は来年３月に発行を予定する。
・正会員の増強策等の課題に主に名簿委員会で取り組んでもらう。
・毎回の総会時のアンケートに、気楽に参加できるイベントの要望があり、とりあえず以下の
２件を実施する。
①ウォーキング会の開催：第１回目は直近の来週６月１６日に鎌倉を散策する。年２回、実施を予
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定している。
②ゴルフ会の開催：年２回ほど実施することとし、第 1 回目を今秋に予定する。
・関東地区の岐大卒業生は農･工学部出身者が多いことから、少しでも岐阜大学の発展に寄与すべく、
農学部同窓会である「各務同窓会」との連携・交流を深める。先日、各務同窓会幹事長の荒幡教授（応
用生物学科）と今後の連携について話し合いを行った。
[決議事項２] ２０１３年度収支予算（案）の件
事務局長が総会資料の決議事項２(P8 上段)に基づき、2013 年度収支予算（案）について
説明を行った。
・2012 年度と大きくは違わず、今までと同様な考えに基づき実行する。
・工業倶楽部本部からの支部運営交付金は、今年度も 250 千円を計上した。案通りの交付を要望する。
以上の決議事項２件に関し,拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。
以上の審議をもって本総会の議事が終了し、13：30 に議長が閉会を宣言した。
【２０１３年度

役員・委員について】

今総会は役員改選時期ではなく、役員は１２年度と変わりません。しかし、委員については
次の御三方から委員として協力の申し出が有り、総会直後の７月１３日の役員・委員合同会議で
水谷 隆氏（土木修 82）
、加藤規康氏（精密 71）、高尾英次郎氏（機械 73）
を委員に任命、強化することが出来ました。
従って１３年度の役員・委員は以下の通りとなります。
各位の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。（アンダーラインは新委員を示す。）
２０１３年度

役員・委員（任期：２０１４年 第７回総会まで）

・役員
支 部 長

浅野

弘 （機械 62）

事務局長

堀尾

義矩（工化 62）

副事務局長 木村 信幸（機械 63）
克樹（電気 67）
、小鹿

昇（工化 68）、野田

幹

事

矢満田

会

計

大塚

重男（土木 75）

会計監査

三宅

敬造（土木 70）
、田中 堯 （土木 66）

・委員

和生（精密修 73）

◎委員長、○副委員長

総務委員会：◎堀尾 義矩（工化 62）
、○木村 信幸（機械 63）、林

睦齊（土木 68）
、

木藤大司郎（土木 70）
、葛西 成治（繊維 65）
名簿委員会：◎矢満田克樹（電気 67）
、坂口 幸三（繊維 69）、外山 一吉（工化 66）
、
森根 正恒（機械 67）
、福田 研一（土木 65）
、水谷

隆（土木修 82）

行事委員会：◎小鹿 昇（工化 68）
、酒向 泰歳（工化 66）
、加藤規康（精密 71）
財務委員会：◎大塚 重男（土木 75）
、伊藤 厚雄（合化 81）
、
会報委員会：◎野田 和生（精密修 73）、高尾英次郎（機械 73）
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【総会配布資料抜粋】
１．岐阜大学工業倶楽部 関東支部 第６回総会 次第
○開催年月日：２０１３年６月８日（土）
○開催場所：五反田ゆうぽうと（東京都品川区西五反田８－４－１３）「福寿の間」「芭蕉の間」
○開催時間：１３時００分～１７時００分(受付：１２時３０分より)
次

第

第１部 総会（福寿の間）

１３時００分～１３時３０分

・開会の辞

堀尾事務局長

・支部長挨拶

浅野支部長

・来賓紹介・挨拶

岐阜大学 理事・副学長
岐阜大学 工学部長・教授
岐阜大学工業倶楽部 会長

八嶋 厚 様
六郷 惠哲 様
臼井 憲義 様

岐阜大学工業倶楽部 専務理事 柳瀬 俊次 様

◆議長 浅野支部長 ◇提案者 堀尾事務局長 ◇書記 葛西総務委員
報告事項

１．２０１２年度活動報告
２．２０１２年度決算報告、会計監査報告

決議事項

１．２０１３年度活動計画（案）
２．２０１３年度予算（案）

その他
休 憩（１０分）
第２部 講演会（福寿の間）

１３時４０分～１４時４０分
◆司会 堀尾事務局長

講師

（財）ヒューマンサイエンス振興財団 会長、前 アステラス製薬株式会社 会長
竹 中 登 一 氏
演題 『日本発 研究開発型グローバル企業への挑戦！』
・私の創薬研究 前立腺肥大症治療薬「ハルナール」の研究
・私の経営

合併によるアステラス製薬の設立

質疑応答（１０分）
記念写真（全員）と休憩（２０分）
第３部 懇親会（芭蕉の間）
・来賓紹介

１５時００分～１７時００分
◆進行役 木村副事務局長

・乾杯
・フリータイム（懇親）
・学科代表・会員コメントなど
・フリータイム（懇親）
・散会（お礼の言葉）
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２）第６回総会 報告事項・決議事項
報告事項

１.岐阜大学工業倶楽部 関東支部

2012 年度活動報告

１．第５回総会・講演会・懇親会開催
２０１２年６月１０日（日） １３時から来賓に岐阜大学 六郷恵哲工学部長ならびに岐阜大学
工業倶楽部 臼井憲義会長にご列席頂き、昨年同様に喜山倶楽部で開催。
1)第１部 総会： 以下案件は原案通り承認された。
・２０１１年度活動報告および２０１１年度決算報告、監査報告
・任期(2 年)満了による役員改選
支部長に浅野弘、事務局長に堀尾義矩、副事務局長に木村信幸（前幹事・名簿委員長）はじめ
ｐ－１に示した役員・委員が選任された。なお、戸村和彦行事委員長、森川英憲
名簿委員、小塚 忠顧問、安原克己顧問は任期満了で退任された。
・２０１２年度活動計画（案）及び２０１２年度収支予算(案)。
2)第２部 講演会
・講師：岐阜大学社会基盤工学科教授、社会資本アセットマネジメント技術研究センター長
髙木昭義氏(土木‘87 卒)
・演題：
「産官学民連携による地域協働で地域活性化とまちづくりを！」
まちづくりリーダー養成講座、地域協働型インターンシップおよび社会基盤メンテナンスエ
キスパート養成など、先生の幅広い活動内容の講演。
3)第 3 部 懇親会
来賓各位ならびに学部代表支部会員の挨拶、近況報告などに加え５名の初参加会員からも挨
拶を頂きながら歓談。
２．第 5 回 見学会を２０１２年１１月１６日（金）に開催
宇宙航空研究開発機構（JAXA）調布宇宙航空センターを見学。
マッハ１０の速度まで試験できる極超音速風洞試験設備は「はやぶさの」大気圏突入時の特
性試験を行ったもので興味深かった。見学後は有志で懇親を深めた。
３．名簿の整理・管理
関東地区会員の住所等を再確認し、名簿を整理。（確認出来た方 520 名）
４．ニュースレター第８号および第９号の発行
第８号を２０１２年９月に、第９号を２０１３年４月に発行。先生方のご協力を得て、大学
の現状・話題を提供。第９号は関東在住・在勤の卒業生（約２千名）のうち、名簿委員会に
より住所が把握できた５２０名に総会案内とともに送付。
５.役員・委員合同会議の開催
役員・委員の定例会議を 7 回/年開催、円滑な推進を図った。
6.工業倶楽部本部との連携強化
1）定例常任理事会(３回)ならびに理事会に支部長、事務局長出席。関東支部活動報告、本部規
約改正案等の提案を行った。
2）岐阜大学 平成２４年度キャリア形成科目講座の講師を推薦
２０１２年１２月１８日に関東支部推薦の木村信幸副事務局長が講義を行い、好評だった。
3)社会で活躍されている卒業生のとりまとめに協力。
4)就職活動用エントリーシート作成に対する支援の推進。
7．会計監査
中間期および期末に実施。
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報告事項 ２．

岐阜大学工業倶楽部関東支部 2012年度 収支決算書 (2012.6.1～2013.5.31)
１．収入の部
項
目
１．前年度からの繰越
２．会員年会費
３．総会懇親会・会費
４．本部より支部運営交付金

５．寄付金
６．預金利息
７．預かり金
収入 合計
２．支出の部
項
目
１．活動費
総務委員会
名簿委員会
財務委員会
行事委員会
会報委員会
２．組織拡充活動費
３．総会費用
４．総会懇親会費用
５．会費等手数料
６．予備費
７．税金
８．次年度への繰越

支出 合計

１２年度予算額
350,673
300,000
300,000
250,000
0
327

1２年度決算額
350,673
248,000
240,000
250,000
10,000
141

1,201,000

1,098,814

１２年度予算額
130,000
20,000
10,000
20,000
170,000
120,000
133,000
300,000
15,000
82,950
50
200,000

1２年度決算額

比較増減

摘
0 酒井逸郎氏前納分残額4,000円を含む
-52,000 １２４名
-60,000 ４０名
0
10,000 小塚 忠氏より寄付金頂きました。
-186
0
△ 102,186

比較増減

111,331
0
9,268
10,000
168,560
114,427
105,333
240,000
11,480
28,214
22
300,179

-18,669
-20,000
-732
-10,000
-1,440
-5,573
-27,667
-60,000
-3,520
-54,736
-28
100,179

摘

要

合同会議７回,プロジェクト活動費を含む、常任理事会出張費は本部支給

名簿保守管理外注せず、委員でメンテナンス管理
会計監査他
見学会開催
ニュースレターＮｏ８，Ｎｏ９の発行、ホームペ-ジの維持管理費用

新規入会促進、資料作成、送料等
会場使用料等
6,000円×40人
会費等振込み手数料
故加藤晃氏香典、弔電等、故小塚忠氏香典
利子税
酒井逸郎氏前納分残額2,000円を含む

1,201,000
1,098,814
△ 102,186
※２０１３年5月３１日現在、別途、会員より前納された２０１３年度年会費および第６回総会・懇親会費が郵貯銀行に
３１４，７２０円（振込料を差し引いたもの）、三菱東京UFJ銀行に８０，０００円の 合計３９４，７２０円あり。
岐阜大学工業倶楽部関東支部2012年度収支決算につき、以上のとおり報告いたします。
201３年5月３１日
岐阜大学工業倶楽部関東支部 会計 大塚 重男 ㊞
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要

決議事項 ２．

岐阜大学工業倶楽部関東支部 ２０１３年度 予算書（案） (2013.6.1～2014.5.31)
１．収入の部
項
目
１．前年度からの繰越
２．会員年会費
３．総会懇親会・会費
４．本部より運営交付金

５．寄付金
６．預金利息他
収入 合計
２．支出の部
項
目
１．活動費
総務委員会
名簿委員会
財務委員会
行事委員会
会報委員会
２．組織拡充活動費
３．総会費用
４．総会懇親会費用
５．会費等手数料
６．予備費
７．税金
８．次年度への繰越

１２年度予算額
350,673
300,000
300,000
250,000

１３年度予算額
300,179
240,000
240,000
250,000

327

321

1,201,000

1,030,500

１２年度予算額
130,000
20,000
10,000
20,000
170,000
120,000
133,000
300,000
15,000
82,950
50
200,000

１３年度予算額
120,000
20,000
10,000
20,000
170,000
120,000
100,000
240,000
15,000
25,450
50
190,000

支出 合計
1,201,000
1,030,500
ただし、役員会の承認を得て費目間の流用を認めるものとする。

比較増減
摘
要
-50,494 酒井逸郎氏前納分残額2,000円を含む
-60,000 １２０名 （０９年度１６０名、１０年度１４０名、１１年度１４９名、１２年度１２４名）
-60,000 ４０名 （０９年度７０名、１０年度５０名、１１年度５１名、１２年度４０名）
0
0
-6
0
△ 170,500

比較増減
-10,000
0
0
0
0
0
-33,000
-60,000
0
-57,500
0
-10,000
0
△ 170,500

8

摘

要

合同会議７回予定、事務局費を含む、常任理事会出席費は本部支給
名簿保守管理、委員でメンテナンス管理、新規会員掘り起し
期央、期末会計監査他
総会、見学会等の企画、実施
ニュースレター（２回/年）の発行、ホームページメンテナンス費用
新規入会促進、資料作成、送料等
会場使用料等
４０名
会費等振込み手数料
利子税

岐阜大学工業倶楽部関東支部

２）第２部

講演会（福寿の間）

（財）ヒューマンサイエンス振興財団 会長
前

アステラス製薬株式会社 会長
竹中
演題

『日本発

登一氏

研究開発型 グローバル企業への挑戦！』

・私の創薬研究 前立腺肥大症治療薬「ハルナール」の研究
・私の経営

合併によるアステラス製薬の設立

講師は前・アステラス製薬株式会社代表取締役会長の竹中登一氏にお願
いし、約２時間、非常に有益なご講演を頂き、終了後の質疑応答では多数
の質問等があり、ご丁寧にお答えを頂きました。
竹中氏はその略歴にみられますように岐阜大学農学部獣医学科を１９
６４年に卒業後、山之内製薬株式会社に入社、研究者としてご苦労の末、
前立腺肥大治療薬「ハルナール」を発明、売上・世界７０か国以上で約２
０００億円、日本で約４２０億円（それぞれ２００７年実績）に育て上げ
られ、一方では２００５年には経営者として山之内製薬と藤沢薬品工業との経営統合により日本の第２
位の製薬会社「アステラス製薬株式会社」を誕生させ、社長、会長として押しも押されぬ世界的企業に
されました。
これまでに数多くの発明、特許、報文があり、現在も京都大学大学院医学研究科特任教授、横浜市立
大学大学院医学研究科客員教授、(独)医薬基礎研究所相談役、(独)産業総合研究所相談役などでご活躍、
また表彰歴として 2010 年には大河内記念賞、2012 年には旭日重光章受章などがあり、更には 2006 年岐
阜大学より名誉博士号（岐阜大学として初めて）が授与されています。
今回のご講演は事前に頂きました「ファルマシア vol.47

No.4

2011

p.291～293」（資料を添付致

しました）に「創薬から経営へ」にその経営哲学、研究者として、経営者としてのご苦労が記されてお
り、これらを中心にご講演を頂きました。
なお、ご講演のうち、この報文に記されない記憶に残った事項を以下に記しました。
１．
「私の少年時代：理科・生物が大好きだった」
刈谷東中学は理科教育文部省指定校だった。刈谷高校では生物クラブ研究、岐阜大学獣医薬理
学・生理学などそれぞれの課程でいい先生に恵まれ、理科・生物が大好きになった。
２．日本の製薬企業、製薬から創薬へ
入社された頃より日本では「国民皆保険制度」になったこともあり、日本の製薬会社は製薬か
ら創薬へシフトし、研究者の活躍の場が広がった。
３．ハルナールの創薬の鍵
「発想（好奇心）：病気を知り、治療法を考える。前立腺肥大症は排尿障害を起こす→医学・疫
学調査」⇒「発見（観察）：病気の原因となる生体内反応を見つける。排尿障害には交感神経ア
ルファー１受容体による前立腺・尿道収縮が関与→薬理学研究」⇒「発明（チームワーク）
：有
効性、安全性の高い化合物を捜す。選択的α１受容体遮断薬のドラッグデザイン→有機化学と
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薬理学によるドラッグスクリーニング」
４．研究開発型グローバル製薬企業でないと生き残れない
アステラス製薬の誕生（２００５年４月）
：山之内製薬と藤沢薬品工業との合併、両者の強みで
シナジーを生む。
５．アステラス製薬は移植・泌尿器領域で世界でのリーディングカンパニー
移植領域：免疫抑制剤「プログラフ（約９０の国と地域で発売）」
、
「アドバグラフ／グラセプター（約３０の国と地域で発売）
」
泌尿器領域：前立腺肥大症の排尿障害改善剤「ハルナール（約９０の国と地域で発売）」、
過活動膀胱治療剤「ベシケア（約６０の国と地域で発売）」
６．アステラス製薬（株）の現況（２０１３年３月期）：日本業界２位
売上高

１０，０５６億円（海外売上比率

４４．６％）

営業利益

１，５３８億円（営業利益率

１５．３％）

研究開発費

１，８１９億円（対売上比率

１８．１％）

従業員数

１７，４５４名（日本４６．７％、米州１７．１％、
欧州２５．０％、アジア・オセアニア１１．３％）

拠点

本社：日本
研究所：日本３、米国５、オランダ１
開発：日本１、米国１、オランダ１
工場：日本６、米国１、欧州３、中国１
販売：日本（支店１４、営業所１５９）
、
海外（米州３、欧州２１、アジア９）

※竹中氏入社当時の山之内製薬（１９６４年）：業界７－８位
売上１１７億円、営業利益２３億円、研究開発費３億円
[ご参考]
講師

： （財）ヒューマンサイエンス振興財団
前

会長

アステラス製薬株式会社 会長
竹中 登一氏（農学部獣医科 １９６４年卒）

講師履歴書
氏名

：竹中 登一（たけなか とういち）

生年月日：１９４１年１２月２１日（愛知県刈谷市）
学歴

：１９６４年

岐阜大学農学部獣医科

学位

：１９８０年

医学博士、東邦大学医学部、薬理学

２００６年 名誉博士、岐阜大学
資格

：獣医師

免許証

第４６７９６号
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職業歴：
１９６４年

山之内製薬株式会社入社 中央研究所 薬理研究員

１９９３年

取締役 創薬研究本部長

１９９７年

常務取締役

創薬研究本部長兼臨床開発本部長

１９９９年

専務取締役

研究開発・経営企画・海外事業担当

２０００年

代表取締役

社長（ＣＥＯ）

２００５年

アステラス製薬株式会社 代表取締役 社長（ＣＥＯ）

２００６年

代表取締役 共同会長

２００８年

代表取締役 会長

２０１１年

最高科学アドバイザー

２０１２年

アステラス製薬株式会社

退社

教育歴：
１９９１年～２０００年：筑波大学連携大学院基礎医学系 客員教授
２００７年～２０１２年：東京大学大学院薬学系研究科

特任教授

２０１１年～

：京都大学大学院医学研究科

特任教授、AK ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ顧問

２０１２年～

:横浜市立大学大学院医学研究科 客員教授

他団体歴：
２００２年～２００４年：
（社）東京医薬品工業会 会長
２００５年～

：日本薬理学会 名誉会員

２００８年～２０１０年：日本製薬団体連合会

会長

２００９年～

：
（財）ヒューマンサイエンス振興財団

２０１２年～

：
（独）医薬基礎研究所

２０１２年～

：
（独）産業技術研究所 顧問

会長

相談役

研究分野、発明、特許：
受容体、イオンチャネルの薬理学に基づく創薬により、ペルジピン（Ｃａ拮抗剤、
高血圧）
、ローガン（α＆β遮断薬、高血圧）、ヒポカ（Ｃａ拮抗剤、高血圧）
、
ハルナール（α遮断薬、前立腺肥大症）を発明。特許取得。

論文：
英文査読論文：８３報
邦文論文、総説：多数
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表彰歴：
１９９５年

日本薬学会 技術賞

１９９７年

発明協会 内閣総理大臣表彰

１９９９年

科学技術庁 科学技術長官表彰

２０００年

紫綬褒章

２０１０年

大河内記念賞

２０１０年

Société

Internationale

Distinguished
２０１２年

American
2012

２０１２年

D'Urologie（SIU）

Partner Award

Urological Associatin（AUA）

AHA Health Science

旭日重光章

※講演参考資料「ファルマシア vol.47 No.4 2011

３）第３部

Award

p.291～293」を以下に添付しました。

懇親会（芭蕉の間）

講演会終了後、芭蕉の間に席を移動し、懇親会を開催しました。
懇親会は冒頭に六郷工学部長および柳瀬工業倶楽部専務理事のご挨拶を頂いた後、浅野支部長の
乾杯で始まりました。
進行役の木村副事務局長のリードで

和気あいあいの雰囲気が醸し出され、活発な交流と懇親が

進められました。
最後に、堀尾事務局長が「お礼の言葉」を述べ、三宅会計監査の手締めで散会しました。
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２．大学便り
岐阜大学工学部機械工学科
Department of Mechanical Engineering
学科長 川﨑

晴久

日本の未来を拓く創造力豊かな機械技術者の育成を目指して
１．新機械工学科が 2013 年 4 月 1 日発足
岐阜大学工学部の学科再編のもと，新しい機械工学科が 2013 年 4 月 1 日に発足しました．高齢者の自
由な生活を支える介護福祉ロボットから，夢と希望を載せて飛ぶ宇宙ロケットまで ，わたしたちの生活
を豊かにするあらゆる工業製品の設計製作に必要となるのが「機械工学」です．機械工学は応用分野が
多岐にわたり，学ぶべき学問が広範囲です．そこで，機械工学科では，「機械コース」と「知能機械コー
ス」の２つのカリキュラムを用意しました（図１参照）．学生は，両コースの共通科目を学んだ後，各コ
ースの専門科目を深く学びます．さらに，実験・演習・卒業研究を通して，問題の発見能力、自ら調べ
考える力、プレゼンテーション能力を養います．
なお，改組前は，機械コースは機械システム工学科，知能機械コースは人間情報システム工学科でし
た．高校生にとって理解しやすい学科構成とし，コース変更も比較的容易な仕組みを取り入れています．
２．教育と研究の領域

図１

機械コースと知能機械コース

機械工学科の教員は総勢４１名です．機械コースは教授１２名，准教授７名，助教７名，小計２６名，知能機械
コースは教授６名，准教授７名，助教２名，小計１５名です．

2.1

機械コース

機械コースでは，“機械設計とものづくり”を教育・研究の目標に掲げています．機械の基礎である４
力学（材力・機力・流力・熱力）および生産加工に重点をおき，演習から実験実習まで自ら問題に取り
13

岐阜大学工業倶楽部関東支部
組む実践的な教育を行い，様々な分野で次世代を担う高度機械技術者の育成をめざしています．
(1)

材料力学

材料や機械構造物の強度や変形を研究し，高性能で安全な機械の設計に役立てます．電

子顕微鏡や金属元素分析装置などのハイテク機器、コンピュータ・シミュレーションを駆使して研究し
ています．
(2)

機械力学

機械構造物に生じる波動・振動・音について研究しています．自動車が突起を乗り越え

る際の乗り心地を改善したり、車内騒音を減らしたりする技術を開発しています．熱工学再生可能エネ
ルギー、排熱、低品位燃料などの多様なエネルギー資源を利用した熱エネルギーの高効率利用、高機能
燃焼技術、エネルギー変換技術といった環境に調和したエネルギー利用を目指した研究を行い，輸送機
械，プラント，航空・宇宙などの広い分野に貢献します．
(3)

流体工学

学生が装置の設計や実験方法の立案，流れの観察を行っています．自分の携わった研究

が，流体機械や航空機などの技術開発につながっていきます．
(4) 生産加工 加工機械・金型・加工方法の研究を行っています．超精密加工技術、マイクロ加工技術、
高分子材料などの新素材の加工技術、環境保全型加工技術などの確立を目指しています．

2.2

知能機械コース

機械・情報・制御を融合した“人間と環境に優しいシステムづくり”を目標としています．新しい機械応
用に関連する学問を広く学び、安心・高効率・高性能な機械の実現に必要な技術や応用力の習得に力を
おきます．多様なニーズに対応できる技術者の育成をめざしています．
(1)

応用機械システム

工学環境・エネルギー問題に対して新エネルギーシステム開発と高効率エネル

ギー利用の面から取り組むとともに，人間の機能・活動を補助し支援するシステムを実現するメカトロ
ニクス・センサ情報処理等の応用機械システムの教育と研究を行っています．
(2)

メカトロシステム工学

機械工学と情報工学に基づいて，コンピュータを援用しながら，生産シス

テムの知能化，メカトロニクスシステムの開発，ものづくりや製品の設計に必要な力学現象の解明，機
能性材料等の挙動シミュレーションを行っています。
(3)

知能制御システム工学

人間に友好的な機械の実現を目指して，自律協調制御機能のあるロボット

システム，多様なヒューマン－マシンインタフェース，機械のインテリジェント・ロバスト制御の教育
と研究を行っています．
３．カリキュラムとコース配属
カリキュラムの構成の概要を図２に示します．学生は，教養科目・基礎科目６３単位以上，学科共通科
目４１単位以上，コース科目１２単位以上，卒業単位１３２単位以上を習得します．入学試験の段階で
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はコースを選択しますが，実験環境等での許容範囲内でれば，２年次後期にコースの移動が可能となっ
ています．全体の習得すべき科目単位数からみてコース科目は１０％程です．学生の卒業証書は機械学
科卒と記され，コース名は表示しないとしています．
４．卒業後の進路
学部生の大学院修士課程進学率は約６０％です．大学院を含め，求人企業数は約５００社あり，学生はほぼ
１００％就職しています．就職先は中部地区に拠点がある企業が多く，主なものとして川崎重工業、ダイハツ工
業、デンソー、トヨタ自動車、ブラザー工業などがあります．
５．入試情報
機械工学科の学生定員は機械コース８０名，知能機械コース５０名，合計１３０名です．入試定員の情報を表１
に示します．
表１

平成２６年度入試情報

６．プロジェクト研究センター
機械工学科教員が主体的に参画するプロジェクト研究センターとして次のものがあります．その詳細は，大学
HPをご参照下さい．
(1) 金型創成技術研究センター（平成１８年7月設置） 地域と連携し，次世代の金型産業を担う高度職業人の
養成を目的としており，金型技術の高度化，学生へのものづくりプロセスの一気通貫教育，金型経験者に
対しての金型専門教育を行っている．
(2) 人間医工学研究開発センター（平成22年7月設置） 活力ある健康長寿社会を推進するため，医工連携に
よる予防医学，先端医療，人間支援ロボティクスに関する次世代技術開発を目的としている．
(3) 複合材料研究センター（平成24年4月設置）

地域の産業高度化を目指す「ぎふ技術革新プログラム」を

学の立場から推進するために設置し，各種複合材料の生産加工技術を中心に研究開発している．
７．最近の表彰
(1) 平成25年3月13日 山本秀彦 教授，山田貴孝 准教授，自律分散型ＦＭＳにおける心を持つＡＧＶの行動
制御，日本機械学会論文集（C編）Vol.77, No.777, 2011，日本機械学会 生産システム部門 技術業績賞
概要：近未来生産システムである，
自律分散型 FMS 内で稼動する AGV の行動制御を，心のモデル Minimum
Unit of Mind (MUM)を提案し，研究開発した．すなわち，謙虚な心と傲慢な心という 2 つの心の状態を
15
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かわるがわる持つ，心変わりを表現し，この心変わりを AGV に移植して，自律分散型 FMS を制御した
研究である．

自
図３

自律分散 FMS

(2) 平成25年6月7日 王志剛 教授，背圧絞り法による中実ボスの成形, 日本塑性加工学会誌Vol.53, No.616,
2013，日本塑性加工学会論文賞
概要：中実ボスをもつ薄板筐体を低い成形力で加工するために，深絞り加工に背圧パンチを加えた背圧
絞り法を考案した．新しいコンセプトとして、深絞り加工中に生成される引張応力を加工の補助応力に
活用することと，加工欠陥を抑えるとともに加工限界を向上させる片面潤滑の 2 点が提起された．

図４ 加工原理

(3) 平成25年7月11日 川﨑晴久 教授、伊藤聡史 准教授、毛利哲也 准教授，Development of a
Hand-Assist Robot with Multi-Degrees-of-Freedom for Rehabilitation Therapy, IEEE/ASME Transaction on
Mechatronics (TMCH), Vol. 17, No.1, 2011, TMCH Best Paper Award for 2013
概要：脳溢血等の片麻痺患者を対象に，健側の手指運動を患側の手指の訓練運動とする 18 自由度の手指
リハビリ支援システムを研究開発し，その有効性を検証した． 患者によるセルフモーションコントロー
ルにより，訓練運動意識と物理的動作の同時提示による脳内の運動再学習の効果向上を取り入れている．
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図５

手指リハビリ支援システム

８．おわりに
工学部の改組が平成２５年度４月に実施され，今後は大学院の改組が行われる予定です．岐阜大学工学部
機械工学科では，機械産業の中核を担うグローバルな人材の輩出を目指しています．教育の在り方等について
ご意見が聞かせていただければ幸いです．また，企業との共同研究や受託研究を積極的に推進していますので，
ご協力・ご支援を宜しくお願い申し上げます．
問い合せ先
〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1-1
岐阜大学工学部機械工学科事務室
Tel:058-293-2490, Fax:058-293-2491
http://www.eng.gifu-u.ac.jp/kikaikougaku/
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３．関東支部活動案内
（１）

＜ＡＮＡ機体工場見学会＞

=========================================================================================

＜２０１３年度見学会＞を下記の要領で実施致します。
参加希望者を募集致しますので奮ってご参加下さい。定員先着２０名ですので、
お早めにお申し込み下さい。
=========================================================================================

2013 年（平成２５年）度 見学会 開催のご案内
人気があり、なかなか予約が取れないと評判のＡＮＡ機体工場の見学会を計画しました。
ボーイング 777 をはじめ、ボーイング 747、ボーイング 767 など大型機、中型機がどのように
整備されているのかを見ることができます。
１. 日時：2013 年１１月２９日（金）１４：００より
見学は９０分の予定
２．見学内容
①飛行機と整備についての説明
②整備関連のビデオ上映
③整備作業中の飛行機の見学
３． 見学場所： ＡＮＡ機体メンテナンスセンター
４． 参加費用および募集人員 ： 無料 ２０名(先着順)
参加される方は下記メールアドレス もしくは官製はがきで、お名前、卒業年次･学科、
ご住所電話番号、メールアドレスを記載の上、10 月 31 日(木)までお申し込み下さい。
ojika@cronos.ocn.ne.jp
〒２４３－０４２４

神奈川県海老名市社家１１３７-４
小鹿 昇
５． 集合場所 ： 東京モノレール「新整備場駅」
（浜松町駅から約 20 分）に１３：２５に集合。
なお、緊急の連絡は小鹿（080-3159-2522）まで
お願いいたします。
６． 参加募集期間 ： 先着２０名になり次第締め
切りとさせていただきます。
７． その他
:見学会終了後、現地最寄駅付近で希望者による
懇親会を開催いたします。
18
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（２）ゴルフ会
第 2 回ゴルフ会のお知らせ
猛暑続きの 8 月も終わり、9 月の秋の虫の声に涼しさを満喫したいところですが、まだまだ暑い日が続
きそうです。
その上集中豪雨やら、竜巻でなにやら異常な雰囲気です。
しかし、このようなときこそ、ゴルフで英気を養なうのが最適化と思います。
そこで秋風を待ってゴルフ会したいと思います。
時期として今年は 11 月が良いかと思い、計画を立てたいと思っておりますので詳細決まりましたらお
知らせいたします。
皆様のご参加を心よりお待ちします。
なお、場所は東京都内の八王子付近を考えております。
9 月 20 日ごろには皆様にメールでご連絡させていただきます。

ゴルフ会幹事
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（３）ウォーキング会
第１回ウオーキングを下記の要領で開催致します。
＊天候不良の場合は前回同様メールで連絡いたします。
参加希望者は外山まで連絡お願いいたします。
ウオーキング会幹事

１、

外山一吉

第１回ウオーキング会
「古都 鎌倉の散策」

２、

集合時間と場所
集合日時：10 月 6 日 ９時３０分

集合場所：横須賀線「北鎌倉駅」正規改札口を出た広場
（休日は下り線ホームの前よりに臨時改札口が設けられることもありますが、ここからは出ない
で下さい。電車が行った後、線路を渡った正規の改札口から出てください）

３、

服装、持ち物
服装 ：帽子は着用。 歩きやすい服装。厚い服を着るより薄い服を重ね着して、寒いときは重ね
着、暑いときは上を脱ぐと温度コントロールし易い。
リュックかポシェットを用意し、歩き時は両手がフリーになるよう工夫して下さい。
靴

：ウオーキングシューズが良いですが、歩きやすいスポーツシューズなら問題ありません。
靴下はやや厚めが好ましい。

持ち物：タオル、ティッシュ、傘などは使わなくてもあると万一のとき役立ちます。
水は必須です。チョコレート、キャラメル、キャンデー等は必要に応じ持参下さい。

＊昼食は鎌倉駅周辺のレストランでゆっくり食べましょう。弁当の用意はいりませんが、おやつは
各自持参下さい。
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４、

歩く順序
北鎌倉駅・・・・・スタート地点
Walking

９時３０分出発

徒歩３５分

源氏山公園、葛原岡神社・
（休憩１０分）
Walking

徒歩５分

銭洗弁財天・・・・・・・
（見学２０分）
Walking

徒歩３０分

高徳印（大仏）
・・・・・・
（見学２０分）
Walking

徒歩１０分

長谷寺・・・・・・・・・ （見学３０分）

江ノ電で鎌倉駅まで
鎌倉駅周辺・・・・昼食
Walking

皆さん美味しい昼食所をおしえて下さい

徒歩１０分（若宮大路を歩きます）

鶴岡八幡宮・・・・・・・・
（見学３０分）
Walking

徒歩２０分（小町通りを歩きます）

鎌倉駅・・・・・・・解散場所

１５時解散

＊ 北鎌倉からは標高５０ｍの源氏山公園に登りますから、上り坂になります。その他は殆どが舗
装された平坦地で、街中を歩く感じです。
＊ 今回は皆さんと雑談しながら、歩く楽しさを満喫したいものです。
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４．スタッフから一言
（１）
【自己紹介】

新任

行事委員

加藤 規康(精密工学科 1971 年卒)

この 7 月より行事委員として活動に参加をさせて頂く事に
為りました、加藤規康（カトウノリヤス）と申します。

インド：チェンナイ工場

[略歴]
1971 年(昭和 46 年)3 月工学部精密工学科卒行後、4 月より
日産自動車(株)に入社。生産技術畑で「車体組み立て技術」
を中心に 55 歳まで働きました。自分の生産ラインを作っ
てみたいと言う希望で生産技術を選びましたが、自動車の
グローバル化に伴い、フォードと日産のジョイントベンチ
ャープロジェクトでオハイオトラック工場(クエストと言
うミニバンの新車展開)、日産の北米テネシー工場第二工場
建設とアルティマ(日本名ブルーバード)展開等を担当しました。そして日産最後の仕事では 2001 年 4 月
～2004 年 3 月までの三年間は北米日産の生産担当副社長として、ミシシッピー州のキャントン工場での
フルサイズトラックと SUV の為の新工場建設と新車展開及びテネシーのデカードにあるエンジン工場で
の V6,V８エンジンの生産展開と大変楽しく仕事をさせてもらいました。2004 年 4 月より元日産グルー
プでサスペンションの専門メーカーである(株)ヨロズに転籍し、設計と生産技術で 4 年間プラズマテーラ
ード溶接工法による製品化や生産ラインの標準化を担当、後半の 5 年間は経営企画室の責任者とし経営
戦略の策定とアジアへの拠点展開をやらせて頂きました。特に 2010 年以降は中国の武漢、インドのチェ
ンナイ、インドネシアのジャカルタ、タイとメキシコはそれぞれ二つ目の工場を設立するなど色々と経
験をさせて頂きました。新興国と言われる国々も、実際に会社を登記して拠点での生産を始めようとす
ると「聞いていない」話ばかりの続出で大変な苦労も経験でき、改めて日本の(世界でも珍しいほど真面
目な国)良さを実感しています。
この 7 月からは技術顧問として週二日の勤務になりましたので、学生時代
を思い出し、相模原にあるマンドリンクラブに入りコントラバスを弾かせ
て貰っております。10 月末の定期演奏会に向けて、腱鞘炎になってしま
った指の痛みをこらえながら練習する毎日です。また、議題の関東支部活
動についても、今までの恩返しの気持ちも兼ねてお役に立てそうな事をさ
せて頂く事に致しました。皆様方のご指導を宣しくお願い申し上げます。
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(2)【自己紹介】

新任

名簿委員 水谷 隆(土木 1980 年卒 院 1982 年修了)

1982 年大学院修了後、㈱大林組に入社し、主に土木構造物に係る設計に携わった後、現在に至ってい
ます。来年、32 年勤続のリフレッシュ休暇が獲得できるリタイヤ予備軍です。最近の年金改革によって
支給開始が徐々に延期されるので、必然的にその分長く働かなくてはならない世代です。
関東支部の件は、本来ならリタイヤしてからでも遅くはありませんが、お世話になった大先輩からの
推薦(半ば強制的な指示も含んでいました)があり、また諸先輩方々と現役世代の橋渡しが必要かと思い、
名簿委員として参加させて頂くことに致しました。常々「工業倶楽部総会は OB のサロン」と思っており
ました。リタイヤ後の人生を考える必要のない現役世代は同じ思いを持っているのではと想像します。
この思いを自ら変えていくことから始めたいと考えています。また、関東支部結成時期の会員には土木
工学科の出身者が多かったと伺っています。時代の流れでしょうが、これも何とかしたいと考えていま
す。
最後に、学生時代は一人でサイクリングをするのが趣味
で四国、九州、東北と回りました。2002 年のリフレッシュ
休暇の際には、残っていたエリアである北海道を回りまし
た。最近は、のんびり乗ってみようかと考え、写真のよう
に座って漕げる軟弱な自転車を愛用しています。これで、
自転車旅行するのが当面の目標です。
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(3)【自己紹介】

新任

会報委員 高尾

英次郎(機械 1973 年卒)

卒業後、三菱重工に入社しました。3 年間の在籍でしたが、色々な船の機械装置の分解整備を経験しまし
た。一隻の船は、独立した世界で、船を動かす推進装置や舵だけでなく、電気、冷暖房、荷役など多種
多様な機械があり、それらのからくりを思いのままに探求出来ました。オイルショックで、造船業界は、
仕事がなくなり、一方、ディーゼル車の排気規制が始まり、業務を拡張していた、三菱自動車のトラッ
ク・バスの開発部門に、1976 年に移籍しました。
2008 年に退職するまで、ほとんどの期間実験に従事しました。前半は、エンジンと車両の燃費低減、乗
用車並みの空気抵抗(Cd0.39)のトラック開発など、興味深い実験をすることが出来ました。後半は、電子・
電装品を実験しました。電子制御の黎明期で、エンジン、シ

CD=0.37 のトラック

ャシ、ボディ制御からハイブリッド車の開発まで、主要な電

(1987 年東京モータショー)

子制御実現に立ち会うことが出来、HILS という制御ソフト
検証テストツールを独自開発するチャンスに恵まれました。
1990 年後半には、様々なシステム向けの HILS が、メーカ
から販売されるようになり、今や電子制御付きの機械装置で、
必須のソフトウェア試験ツールとなっています。退職後は、
自営で HILS のコンサルティングをしています。

【HILS】
この場を借りて、HILS(Hardware In the Loop Simulation)を解説
させて頂きます。HILS とは、コントローラというハードウェアと、

HILS の外観と概念図

シミュレーションによるバーチャルな制御システムとで制御ルー
プを構成し、電子制御コントローラの制御ソフトを実際に作動さ
せて試験する、コンピュータを利用した試験装置です。以下の特
性を持ちます。
(1)シミュレーションを行うコンピュータが、電子制御コントロー
ラと相互に電気信号を授受する、そのために、シミュレーシ
ョン用コンピュータにインターフェース回路を備える。
(2) シミュレーションのバーチャルな時間と、コンピュータが、計
算してデータを授受する実時間を一致させる。つまり、コン
トローラから見た外界は、HILS 上のテストと、実車に装着時
とで、ほとんど同じになる。
(3) 実車試験と同様に、テスト担当者が、必要な運転操作を行い、
道路勾配などの走行環境を変化させることが出来る。さらに、
入出力信号や、シミュレーションの内部信号などの HILS 状態を観察、記録することが出来る。
HILS を使いこなすには、車の挙動と電子制御を理解し、さらにコンピュータシステムの知識が必要です
が、限られた経験の若手技術者に任せられることが多く、多くの企業で、なかなか使いこなせないのが、
現状です。取り付き難い HILS をより広く、より上手く利用してもらうべく、微力を尽くしています。
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関東支部委員に関しては、自宅の書斎を事務所

横浜市中山周辺 (一周 18km、標高差 150m)

として一人で仕事をしている環境では、役員を
お断りするだけの理由が立たず、総会のアンケ
ートに、消極的に「やってもいい」としていた
のですが、思いがけず早々とご招待を頂き、会
報委員のご指名を受けました。これまでの人生
では、
「務め」に熱心でなかったことを反省して、
取り組みたいと思います。同時に、自宅を事務
所として一人で仕事をしていますと、人恋しさ
を感じることもあり、繋がりを拡げる意味から
も、重要と感じています。
【自転車】
最後に趣味についてひとこと。
高校時代からサイクリングを続けています。岐
大在学中は、関東と九州を除いて日本をひと回
りし、週末には、岐阜県内の峠道を訪れ、走行
軌跡を２０万分の１の地図に赤線を書き込んで
いました。
最近は、自宅周辺を散策しています。うまくコ
ースを取ると、山あり谷あり田舎ありの写真の
ような田園風景に出合うことが出来ます。
自転車は、便利で、健康によく、エネルギーを
浪費しない、最高の機械と思います。歩道走行
など、今の日本で、自転車を上手に利用出来な
い状況を少しでも事態を改善したいものです。
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５．お知らせ
（1）訃報
この４月２８日に関東支部の設立に尽力頂きました 小塚 忠 前支部長（工専機械 S.24 卒）が誠に残
念ですが他界されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げるとともに、常に母校の一層の発展を願っておられたご意思を引き継ぎ、
今後も活発な活動を続けたいと思います。
皆様のご支援、ご指導をお願いいたします。
（2）岐阜大学工業倶楽部 平成２５年度理事会の報告
平成２５年度理事会が２０１３年６月２２日（土）に岐阜駅前サテライトキャンパスで開催されました。
関東支部からは浅野支部長、堀尾事務局長が出席しました。
平成２４年度の活動報告と収支報告、２５年度の活動計画と収支計画、役員の改選、規定改定などが
審議され、承認されました。
関連事項の要点は以下の通りです。
・会員名簿の更新
今年は３年ごとの更新年で、旧式となったソフトの変更も含めて実施する。
・平成２５年度役員（抜粋）
会長
(留任)
臼井 憲義（電気 S.46)
副会長
(留任) 片岡 幾男（精密 S.45）
（新任） 坪内 繁樹（機械 S.47）松野 守男（土木 S.53）
名誉会員（新任）
丸井 国治（土木 S.43）伊藤 利夫（工化 S.49)
専務理事（留任）
柳瀬 俊次（電子 S.58）
庶務理事（新任）
松本 忠博（電子 S.60）
会計理事（新任）
三嶋美和子（情情 H.3）
会計監査（新任） 加納 良長（機械 S.31）大野 敏（応化 H.8）
岐阜大学支部（新任） 支部長 吉田 弘樹（電気 S.58）
（新任） 支部会計 伊藤 貴司 (電気 S.63)
西濃支部（新任） 支部長 杉本 武（工化 S.40）
・工業倶楽部の規約改定（主な改定予定項目の要点のみ）
規定の形式： 章立ての体裁とし、条項にはタイトルを付け内容の明確化を図る。
役員任期 ：３年を２年に変更する。
常任理事 ：学外理事として明確にするよう検討する。
名誉会員 ：名誉会員は永久のままだが、永久理事の資格は止める。
但し、理事会出席時は理事会構成員とする。また、代理人への委任状は認めない。
支援、支持を受けた組織、団体は会計に決算報告を義務付ける。
支部規定 ：章、条項を追加し、明確化する。
規定にない事項については常任理事会で決める旨の補則を追加する。
・エントリーシート作成支援
支援対象学生範囲を広げ、昨年より早めに実施する方針で各支部に対し協力要請が有った。
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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．10 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。

（野田記）

2013年9月発行
発行：岐阜大学工業倶楽部関東支部
Email： gtk-jimu@gifu-t-kanto.com
ホームページ：http://gifu-t-kanto.com/
編集：岐阜大学工業倶楽部関東支部
会報委員会
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岐阜大学工業倶楽部関東支部 第６回 総会議事録
開催日時：２０１３年６月８日（土） １３：００～１３：３０
開催場所：五反田「ゆうぽうと」
ご来賓

７階

：岐阜大学 理事・副学長

福寿の間
八嶋 厚 様

岐阜大学工学部長・教授

六郷 惠哲 様

岐阜大学工業倶楽部 会長

臼井 憲義 様

岐阜大学工業倶楽部 専務理事

柳瀬 俊次 様

(財)ヒューマンサイエンス振興財団 会長、前 アステラス製薬(株)会長
竹中 登一 様（ご講演）
定刻、堀尾事務局長が開会を宣言し、ご来賓を紹介後、八嶋副学長および臼井工業倶楽
部会長のご挨拶があった。
八嶋副学長から、岐阜大学の最近の動きとして、昨年 10 月に岐阜駅前の高層ビルに「岐
阜大学サテライトキャンパス」を、またこの４月には美濃赤坂に「旧早野邸セミナーハウ
ス」をオープンしたこと、今日ご講演の竹中先生には、既にアステラス製薬(株)社長とい
うことで岐大の名を上げていただいた功績を讃えて岐阜大学名誉博士号の第１号を授与さ
せていただいているが、５月 31 日の第 64 回岐阜大学創立記念日には 1962 年工学部卒でイ
ビデン(株)会長の岩田 義文氏に第２号の名誉博士号をお渡ししたとのご報告などがあっ
た。
臼井工業倶楽部会長からは、岐阜大学は最近アクティブで、先日には工学部創部 70 周年
記念を祝った。日本のものづくりには理工系の貢献が必要で、岐大工学部が社会に貢献で
きる人材を多く輩出できるよう同窓会として支援していきたい旨のお話があった。
挨拶終了後、事務局長より配布資料の確認の後、総会議事を行うことを述べ、議長であ
る浅野支部長に進行役を渡し、浅野支部長が議長席に就いた。
浅野議長より、
「総会資料」の次第に基づき総会を進行する旨、また関東支部規約に則り、
議長は浅野支部長が、議事の報告と提案は堀尾事務局長が務め、書記は葛西総務委員が担
当する旨を報告した。
議事に先立ち、支部長として、以下挨拶があった。
関東支部はここに創立５周年を無事、迎えることができた。工業倶楽部や支部会員のご
支援の賜物と思う。創立当時、在関東の卒業者らは岐大の動きにあまり関心がない状況だ
ったので、
「ニュースレター」を発行して動きを伝えたり、懇親会を開催して会員間の交流
を図ってきた。しかし、支部活動としては、まだまだであり、皆さんのご支援を引き続き
お願いしたい。

ついで、
議長より、2012 年度の活動報告と 2012 年度収支決算報告が相互に関係するので、
２件をまとめて報告するよう事務局長に求めた。
[報告事項１] ２０１２年度活動報告
事務局長より、総会資料の報告事項１．に基づき、以下の項目の活動について説明した。
・昨年は６月 10 日に喜山倶楽部で総会、講演会、懇親会を開催した。昨年は役員の改選
年であり、
（今日の）総会資料第２ページに記載の役員を選任した。総会後の講演会で
は髙木教授の講演を興味深く聴き、懇親会も楽しいひとときを持つことができた。
・見学会は宇宙航空研究開発機構（JAXA）調布宇宙航空センターを訪れた。しかし、せ
っかくの見学会だったが参加者が少なく残念だった。
・関東支部会員対象者は 2,000 人を超えているものの、その人たちの住所確認が問題。
名簿委員会の努力もあって、今年は 520 名に会員加入・総会案内を出すことができた。
・
「ニュースレター」の第８号、９号を発行した。主に会報委員長に頑張ってもらってい
るが、会員には岐大の状況も知らせたいので、ご来賓の皆さまにもご支援をお願いし
たい。
・役員･委員合同会議は、主に工業倶楽部本部が年会費の一部（１０万円／年）負担して
頂いている「コラボ産学官」
（江戸川区船堀）の会議室を無料で開催している。
・岐大キャリア形成科目講座では、関東支部として貢献したく、木村副事務局長が講義
した。
・本部よりエントリーシート作成支援の要請があり、支部委員が担当した（２０１２年
度の要請は１名のみ）
。
［報告事項２］２０１２年度決算報告
事務局長が総会資料の報告事項２．に基づいて、説明を行った。
・年会費は一人 2,000 円で、これを運営費に充てている。
・工業倶楽部本部から支部運営交付金として 250 千円の交付を受けた。
・次年度（2013 年度）への繰り越しに何とか 300 千円を確保できた。
・会計の内容については、財務委員会が管理し、会計監査が年２回の監査を実施してい
る。
以上の報告事項に関し、議長より出席者に質問を求めたところ、特段の質疑なく、２件
の報告事項に対し、拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。
ついで、議長より会計監査に監査報告を求め、三宅会計監査が会計監査報告書に基づき
以下報告した。
・６月３日に監査を行った結果、適正処理されていることを報告する。

以上の会計監査報告に関し、議長より出席者に質問を求めたところ、特段の質疑なく、
報告事項に対し、拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。
次に議長より、決議事項の審議に入ることを宣し、2013 年度活動計画(案)と 2013 年度予
算(案)が相互に関連するので、まとめて提案するよう事務局長に求めた。
[決議事項１] ２０１２年度活動計画（案）の件
事務局長が総会資料の決議事項２．に基づき 2013 年度活動計画の案について説明を行っ
た。
・会員の拡大が重要事であり、支部会員対象者が 2,000 名余と言われているのに、500 名
程度しか住所がわからないという課題の解決に努力したい。
・今日のこの総会会場は従来に比べ、駅にも近いし内容も良い。来年もここを使うかど
うかは改めて検討する。
・見学会はＡＮＡ整備工場を予定した。人気が高く、11 月 29 日しか予約が取れなかった。
見学可能人数は 1 団体 20 名までとのことなので、会員への参加呼び掛けに工夫をした
い。
・ホームページの維持管理と、「ニュースレター」の制作発行を引き続き行う。「ニュー
スレター」第 10 号は９月に、第 11 号は来年３月に発行を予定する。
・正会員の増強策等の課題に主に名簿委員会で取り組んでもらう。
・毎回の総会時のアンケートに、気楽に参加できるイベントの要望があり、とりあえず
以下の２件を実施する。
① ウォーキング会の開催：第１回目は直近の来週６月 16 日に鎌倉を散策する。年２
回、実施を予定している。
②ゴルフ会の開催：年２回ほど実施することとし、第 1 回目を今秋に予定する。
・関東地区の岐大卒業生は農･工学部出身者が多いことから、少しでも岐阜大学の発展に
寄与すべく、農学部同窓会である「各務同窓会」との連携・交流を深める。先日、各務
同窓会幹事長の荒幡教授（応用生物学科）と今後の連携について話し合いを行った。
[決議事項２] ２０１３年度収支予算（案）の件
事務局長が総会資料の決議事項２．に基づき、2013 年度収支予算（案）について説明を
行った。
・2012 年度と大きくは違わず、今までと同様な考えに基づき実行する。
・工業倶楽部本部からの支部運営交付金は、今年度も 250 千円を計上した。案通りの交
付を要望する。
以上の決議事項に関し、議長より出席者に質問を求めたところ、特段の質疑なく、２件の

決議事項に対し、拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。
以上の審議をもって本総会の議事が終了し、13：30 に議長が閉会を宣言した。
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岐阜大学工業倶楽部
関 東 支 部

第６回 総会アルバム

現在の工学部

那加キャンパス

２０１３年６月８日（土）
於 五反田「ゆうぽうと」
岐阜大学工業倶楽部
関
東
支
部
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2013 年 6 月 8 日 岐阜大学工業倶楽部 関東支部第 6 回総会 アルバム
会場 五反田「ゆうぽうと」

第 1 部 総会(福寿の間)
1)開会宣言
堀尾事務局長

3)議長 浅野支部長

2）来賓紹介・挨拶
・岐阜大学 理事・副学長
八嶋 厚 氏

・ 岐阜大学工業倶楽部 会長
臼井 憲義 氏

4)提案議題と審議結果
以下の提案議題は、審議の結果、全て承認されました。
報告事項 1. ２０１２年度活動報告
三宅会計監査の報告
報告事項 2. ２０１２年度収支決算
・監査報告
決議事項 1. ２０１3 年度活動計画（案）
決議事項 2. ２０１3 年度収支予算（案）
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第２部

講演会(福寿の間)

・演題 ： 「日本発 研究開発型グローバル企業への挑戦」
・講師 ：（財）ヒューマンサイエンス振興財団 会長
前アステラス製薬株式会社 会長 竹 中 登

一 氏

講演に対する活発な質疑応

第３部 懇親会 （芭蕉の間）
進行役 木村副事務局長

来賓挨拶 工業倶楽部専務理事

来賓挨拶

柳瀬俊次氏

岐阜大学工学部長 六郷恵哲氏

乾杯で懇親会スタート
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岐阜大学工業倶楽部 関東支部

学科別テーブルに集合
・土木系

・機械系

・工化系

・繊維系

・電気系
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岐阜大学工業倶楽部 関東支部

・来賓を囲んで

・出席者挨拶

・201３年度役員・委員です。これからもよろしく !!

・お礼の言葉 堀尾事務局長

・三宅会計監査の音頭取りで締め。
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岐阜大学工業倶楽部 関東支部

付 録

懇親会アラカルト

6

