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。
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第５回総会は、 ２０１２年６月１０日に開催されました。
第６回総会は、２０１３年６月８日（土）に開催されます。
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・ 写真集

岐阜大学工業倶楽部関東支部

１． 第５回総会
2012年6月10日、第4回総会は岐阜大学工業倶楽部から来賓として臼井憲義会長、六郷工学部長、髙木
教授のご列席を頂き、喜山倶楽部にて13時から開催されました。
冒頭に、正会員は１２３名、総会出席者は43名である旨、堀尾事務局長よりの報告が有り、引き続
き議事審議が行われた。

（１）

浅野支部長挨拶
関東支部は２００８年 6 月に設立され、岐阜大学、岐阜大学工業倶楽部ならびに会員各位のご理解とご

支援を頂き、順調に活動を続け、第５回総会を迎えることが出来ました。
あらためて厚く御礼申し上げます。
２０１０～２０１１年度の第二期は重点を組織の基盤固めとして活動を行って参りました。詳細は活動報告に記載
してございますが、主な内容としては、規約・細則の見直し、大学および工学部の活動情報の紹介と連携活動の
強化、会員名簿見直しによる新会員への参加呼びかけの強化等です。おかげを持ちまして、２０１１年度正会員
は、厳しい社会状況にも拘わらず、前年に比べ 7 名増の１５０名となり、今後の広がりが期待出来ます。
まだ、連絡先が不明等で関東支部活動の存在、活動状況を知らない卒業生も多いと見られますので、更なる
呼びかけを続ける所存ですが、各位に置かれましても学部や同期同窓会、職場などあらゆる機会に是非 PR して
頂くようご協力の程よろしくお願い申し上げます。
来年で早くも設立５周年となります。しかし所期の目的の達成へはまだ道半ばであり、引き続き基盤固めを重点
に、知名度の向上を図るとともに、継続する力を涵養すべく、地道な活動を今後も積み重ねて行く所存でありま
す。
各位の更なるご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
岐阜大学工業倶楽部 関東支部
支部長 浅野 弘（機械 1962 年卒）

（２）

議事

下記提案議題について審議の結果、原案通り可決されました。
報告事項 1.2011年度活動報告
2.2011年度決算、会計監査報告・（添付資料御覧下さい）
決議事項 1. 関東支部役員改選

・・・（P3および添付資料御覧下さい）

2.2012年度活動計画（案）・・・（P9御覧ください）
3.2012年度予算（案）・・・・・（添付資料御覧下さい）
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議事録、アンケート結果、写真集は、添付資料を御覧下さい。
今年度の役員・委員の構成は以下の通りです。任期： 2014 年 6 月の総会まで
１）役員
役職

氏名

学科

卒年

備考

支部長

浅野 弘

機械科

１９６２年

留任

事務局長

堀尾 義矩

工化科

１９６２年

留任

副事務局長

木村 信幸

機械科

１９６３年

前 幹事・名簿委員長

幹事

矢満田

電気科

１９６７年

留任、前名簿副委員長

幹事

小鹿 昇

工化科

１９６８年

前 財務委員

幹事

野田 和生

精密修

１９７３年

留任

会計

大塚 重男

土木科

１９７５年

前 名簿委員

会計監査

三宅 敬造

土木科

１９７０年

留任

会計監査

田中 堯

土木科

１９６６年

留任

克樹

２）委員
委員会名
総務委員会

委員長

副委員長

委

員

堀尾義矩

備

考

留任
木村信幸

前 名簿委員長
林

睦齊（土木 68）

留任

木藤大司郎（土木 70） 留任
葛西成治（繊維 65）
名簿委員会

行事委員会

矢満田克樹

小鹿

前 名簿副委員長
坂口幸三（繊維 69）

留任

外山一吉（工化 66）

留任

森根正恒（機械 67）

留任

福田研一（土木 65）

前 会計

昇

前 財務委員
酒向泰蔵（工化 66）

財務委員会

大塚重男

留任
前 名簿委員

伊藤厚雄（合化 81）
会報委員会

元 総務副委員長

野田和生

留任
留任
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（３）講演
講師：岐阜大学 工学部 社会基盤工学部 教授
社会資本アセットマネジメント技術センター長

髙木

朗義 氏

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！」

講演要旨
1.研究活動経歴の概要
(a)公共政策評価が専門で公共政策の有効性、価値、意義等の評価手法の研究に 25 年間携わり、
これに関する本も数多く著した。
(b)最近の研究テーマは以下に示すように社会資本の維持管理、防災、地球環境、
地域コミュニティの形成など幅広く取り組んでいる。

最近の研究テーマ
社会的費用を考慮した社会資本アセットマネジメント
自主防災行動（自助・共助）促進と地域防災力向上
協働型地域ガバナンス（仕組みづくり・人材育成）
総合自然災害リスクマネジメント
都市と中山間地域の交流による地域活性化
森林起点型地域づくりデザイン
地球温暖化抑制のための自主的環境配慮行動促進
社会資本による埋没便益の可視化と顕在化
プロサッカーチームによる地域活性化
(c)岐阜県と岐阜大学の包括連携協定・人事交流に基づく岐阜県職員の兼務について
平成 20 年 4 月～24 年 3 月までの 4 年間は、岐阜県の職員も兼務、地域振興のアドバイザーなど
を務めてきた。任期は終わったが、社会的要請に基づく社会活動として、防災活動、地域づくり
など、さまざまな活動を続けている。
(d)私的な動機に基づく社会活動として大学研究室の学生と一緒に次のような活動を行っている。
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2.最近の研究・社会活動の紹介
以上の活動の中から、岐阜大学の理念に謳われている地域社会への貢献に寄与している次の 3 件の
活動状況を紹介する。

2-1.地域活性化システム論～まちづくりリーダー養成講座～
・県内 20 数大学とのコンソーシアム組織で 1,2 年生と社会人を対象にオープンに開講している。
・講師にはさまざまな分野から参画頂き、実務面を重視した講義とし、最後にグループ演習を
行う。製品になったアイデアが出るなど、活動を通じて社会人基礎力の涵養に役立っている。

2-2 地域協働型インターンシップ
・1.2 年生を対象とし、地元企業で働くことを体験でき、地域活性化にも貢献できる。
・2 年間の準備期間を経て本年度から単位化され、学生の育成・成長にも有効と期待される。
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・特徴とスケジュール

2-3.社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座
・橋梁など社会基盤の高齢化が進み、従来の対症療方式から予防保全方式へ切り替えが不可欠。
・予防保全を行い早期発見、対策するにはメンテナンスエキスパート（ME）養成が急務。
・このため H20 年に ME 養成講座開始、H25 年 100 名目標に対し、1 年余して 120 名養成。
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・ME 養成の実施体制とフィールド実習状況

3.その他
・本講演資料が欲しい方は，岐阜大学工業倶楽部 関東支部事務局へお問い合わせ下さい。
・岐阜大学 社会資本アセットマネジメント技術研究センターの詳細は
岐阜大学ホームページ

(http://www1.gifu-u.ac.jp/~ciam/)をご参照下さい。
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（４）総会参加者の声
この度はニュースレターへの投稿の機会をいただきましてありがとうございました。
私は、1999 年に応用化学博士前期課程を修了しました藤井勲と申します。
生命工学の講座が開設されて間もなくの頃、遺伝子組み換えの実験に明け暮れていました。
就職とともに岐阜を離れ、早いもので 14 年余りとなります。水産系食品メーカの工場勤務を経て、
現在は中堅・中小企業向けの経営コンサルティング会社に勤務しております。
仕事でご縁をいただきました先輩に紹介をいただいて、初めて岐阜大学工業倶楽部関東支部の総会
に参加させていただきました。参加してとても良かったと感じております。岐阜大学の理念に共感す
るとともに、経験豊富な先輩の皆様との出会いはとても貴重なものとなりました。こんな近くに頼り
にさせていただける先輩がいらっしゃるのはとても心強く思いました。
「人は人によって磨かれる」と
いう言葉があります。私のような 30 代の倶楽部会員は少ないそうですが、30 代のビジネスパーソンに
こそ参加をおすすめしたいと思います。今後は少しでも岐阜大学の発展に貢献ができたらと考えてお
りますので、引き続きご指導をよろしくお願い致します。
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２． ２０１２年度委員会活動計画

１．会員の交流の場を広げ、情報の共有化を図る
（１）第 6 回総会・講演会・懇親会の企画立案
（２）企業等の見学会の開催（行事委員会）
・見学先：
・期

ＪＡＸＡ 調布航空宇宙センター

日：11

月 16 日 13 時 30 分～ 詳細次ページ参照願います。

・見学会終了後に懇親会を催し、会員相互の交流を図る予定
（３）関東支部ホームページの維持管理（会報委員会）
・会員間の交流の場としての活用を図る
（４）会報「ニュースレター」の発行（会報委員会）
・第8号、9号の制作、発行

２．関東支部組織拡充を推進する
（１）役員・委員合同会議（７回予定）および各委員会の開催
・会員に対し支部活動の情報提供
（２）正会員増および総会・講演会・懇親会参加者増のために、各科別および学年別の組織化
と両組織の横断的な連携検討と実現のための検討（総務委員会）
（３）会員名簿の整備（名簿委員会）
・会員名簿の最新管理、正会員増強策との連携
（４）関東支部予算策定と執行の適正管理（財務委員会）
・年度予算の重点的配分と適正使用監査、活動資金の拡充

３．本部・他支部、岐阜大学工学部との連携を図る
（１）工業倶楽部理事会、工業倶楽部常任理事会への出席を通じ、本部と支部との関係の
明確化および本部･他支部との連携を図る
（２）工業倶楽部本部との連携のもと、岐阜大学工学部との連携を図る
（３）岐阜大学産学官融合本部との連携により大学研究紹介の推進を図る。
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平成２４年度 見学会 開催のご案内
宇宙とともに生きる未来のために。
ＪＡＸＡは無限の可能性に追る研究を行っています。
航空宇宙テクノロジーをまるごと体験しましょう！
１. 日時：平成２４年１１月１６日（金）１３：３０より
見学は６０分～９０分の予定
２. 見学場所：ＪＡＸＡ 調布航空宇宙センター
該施設の展示室と試験設備
（展示室）短距離離着陸実験機「飛鳥」や小型超音速実験機（ロケット実験機）の模型、小型自動着陸
実験 ALFLEX の実機など
（試験設備）風洞、エンジン試験設備、実験用航空機等
〒182-8522

東京都調布市深大寺東町 7-44-1
電話：0422-40-300

アクセス
（吉祥寺駅から）
・JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」南口下車→（3 番乗り場）吉 01 系統「武蔵境駅南口」行きに乗車→「三鷹
市役所」下車 徒歩 5 分
・JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」南口下車→（8 番乗り場）吉 14 系統「調布駅北口」行きに乗車→「航研前」
下車
（三鷹駅から）
・JR 中央線「三鷹駅」南口下車→(7 番乗り場)鷹 54 系統「仙川」行き、または「杏林大学病院」行きに乗車→「三
鷹市役所」下車 徒歩 5 分
（調布駅から）
・京王線「調布駅」北口下車→（14 番乗り場）吉 14 系統「吉祥寺駅」行きに乗車→「航研前」下車

３. 参加募集人員 ： ２０名(先着順)
４. 集合場所 ： 現地
５. 参加募集時期 ： 平成２４年１０月中旬頃
（当関東支部ホームページ等で参加募集を改めて行う予定）
６. その他 :見学会終了後、現地最寄駅付近で懇親会を開催いたします。
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３．工学部の最近の話題、学科の再編、入試の改革
工学部長 六郷惠哲
１．70 周年を迎えた工学部
1942 年（昭和 17 年）12 月の岐阜県立高等工業学校の設立から 70 年が経ち，岐阜大学工学部は 70 周
年を迎えます。20 年前の 50 周年の折には，
「視録 岐阜大学工学部五十年のあゆみ」が刊行されました。
卒業生をはじめとする多くの方々からいただいた寄付金をもとに工学振興基金が設けられ，毎年，工学
部の様々な活動に役立てられています。
30 年後の 100 周年を見据え，
「視録 岐阜大学工学部五十年のあゆみ」に続く形で，最近 20 年間の工学
部の歴史をまとめる作業を始めようとしています。工業倶楽部の皆様には，写真や情報の提供をはじめ，
ご支援をお願いいたします。
２．地域に貢献し世界と未来で活躍
岐阜大学工学部は，岐阜県をはじめとする地域の工学と産業に貢献しています。工学部では，その特
徴を生かし，時代のニーズや社会的な課題を解決するため，図－1 に示すように，金型創成技術研究セン
ターや社会資本アセットマネジメント技術研究センターなどのプロジェクト研究センターを作って研究
を進めています。平成 24 年度には，新たに「複合材料研究センター」を発足させ，航空機材料として使
われている CFRP（炭素繊維強化複合材料）などの研究に取り組んでいます。
岐阜大学のある中部地方は，日本の中の物づくりの中心です。企業の活動は，アジアをはじめとする
世界とのつながりが深まり，海外で活躍する技術者が求められています。気象変動，巨大災害，原発事
故，欧州経済危機，領土問題など，将来に不安をいだかせる多くの問題もありますが，ロンドンオリン
ピックをはじめとする明るい話題もあります。いずれにしても，これからの社会の変化は激しくなるこ
とが予想されます。
これからの激しく変化するグローバル化した社会で，創意工夫して問題を解決しながら，イノベーシ
ョン創出の主体となって生き生きと活躍できる人材を育てることが，大学の使命です。そこで，工学部
では，新たな分野に適応できる
基礎学力をもち，課題の発見・
解決能力があり，国際的に活躍
できる人材を養成することを
目標として，次節で述べるよう
に学科の再編（改組）を行いま
す。
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３．工学部の学科の再編
３.１

9 学科を 4 学科に

表－1 工学部のひょう学科を 4 つに再編

工学部では，表－1 に示すように，これま
での 9 学科を「社会基盤工学科」
「機械工学
科」「化学・生命工学科」「電気電子・情報
工学科」の 4 学科にまとめ，それぞれの学
科の中に複数のコースを配置する学科の再
編（改組）を，平成 25 年 4 月に行います。
この改組は，若井前学部長のもとで準備が
進められ，平成 24 年 6 月に文科省の承認を
得ることができました。
平成 14 年 4 月に行った前回の改組で，学際領域をカバーするため，人間情報システム工学科，機能材
料工学科，数理デザイン工学科の 3 つの融合学科を新設して合計 9 学科としました。しかし，受験しよ
うとする高校生や学生を採用しようとする企業からみた場合に，これらの融合学科で何をするかが少し
わかりにくいとの声がありました。新しい学科では，学科名とコース名と合わせて用います。例えば，
応用物理コースは，電気電子・情報工学の基礎となる物理や数学を扱うコース，環境コースは社会基盤
工学分野の環境を扱うコースであることを明確にしました。入学時には，希望と入学試験の得点をもと
に，コース分け（仮コース配属）を行います。コース配属は，希望，入学試験の得点，入学後の学業成
績をもとに，2 年次後学期までに確定します。工学部全体の学生定員は 510 名で従来と同じです。
３.２

新しいカリキュラム

新しいカリキュラムでは，図－2 に示すように，基礎科目を体系的に修得し，専門領域だけでなく周辺
領域についても幅広く学び，語学力を含めたコミュニケーション能力が身に付くように工夫しています。
専門の授業科目を，学部共通基礎科目，学科共通科目，コース科目の 3 グループに分けて，分かりや
すくしています。
「社会基盤」
「機械」
「化学・生命」
「電気電子・情報」という 4 つの主な工学の分野の
概論を学びます。
「技術表現法」
「技術経営概論」
「情報処理入門」などの実践的な教育を強化しています。
「技術表現法」では，技術文書の書き方か
らプレゼンテーションの方法まで，表現法
の基本について学びます。英語の授業数を
増やし，卒業研究が始まる 4 年生まで，毎
学期，英語の授業を受けます。

図
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英語や数学などの学部共通科目については，できるだけ学科の垣根を越えた学科横断のクラス編成と
します。他学科にも友人がたくさ
んいることが，卒業してから役立

表

－

つことを期待しています。
４．工学部の入試の改革
大学の入学試験には，一般入試
と推薦試験があり，一般入試には
2 月 25 日に行われる前期日程試験
と 3 月 12 日に行われる後期日程試
験とがあります。平成 25 年度の一
般入試の前期日程試験（平成 25 年

2 工学部の入学試験の募集人員
表-2 工学部の入学試験の募集人員 2 月 25 日に行われる入試）と後期日程試験の募集人員の配分を，表
－2 に示すように，従来の 7：3 から，5：5 に変更します。後期日程試験の方が，入試倍率が高く，受験
生の成績がよいためです。一般入試の個別試験（大学が個別に行う試験）の試験科目に，平成 26 年度入
試から英語を加えます。受験科目が増え大変と思う学生もいるかもしれませんが，むしろ実力が出せる
と考える意欲的な学生に志望してほしいと考えています。
以上，岐阜大学工学部の最近の話題と，学科の再編，入試の改革について紹介しました。
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４．岐阜大学研究推進・社会連携機構の設置について
研究推進・社会連携機構
理事 小見山 章
１. 本機構設置の目的
岐阜大学のルーツは、明治初年から大正にかけて設立された岐阜県師範学校・県公立病院附属医
学校・国立岐阜高等農林学校・県立高等工業学校などにあり、現在の 5 学部はこれらから派生した 4
学部と地域科学部（平成 8 年）によって構成されている。岐阜大学は、現代社会における産業や地
域の構造的変化に対応しながら、この地域の特性を汲む教育・研究の上にその基本を置いてきた。
このように地方国立大学の系譜を引く岐阜大学は、科学者による教育を主務として、とくに地域
産業界と社会そのものに、実践力を持つ人材を送り出している。この地域が問題とする分野の実学
研究とともに、この地域の特徴を利用した基礎研究をもとにして、岐阜大学は人材育成と研究を行
ってきた。今後も将来に向けて、産学から民学にわたる社会連携の諸局面で、国際化の波にさらさ
れるこの地域に一層貢献しなければならない。
ところが、現在、大学の研究活動に各種の制約が強まり、それらを一元的にサポートする必要性
が非常に大きくなっている。その制約とは、教員の研究活動が個人化する傾向、研究に対する各種
コンプライアンス（安全保障貿易管理、ABS など）の増加、大学院重点化などによる組織業務量の
増加、運営費交付金の減少、それに伴う外部資金奪取の重点化である。これらは、個々の教員の研
究そのものに割く時間の減少をもたらしており、大学の研究力が弱くなりかねない状況が現れてき
た。また、現代社会では、問題となる事項が広領域をまたぐ傾向が強いため、学部や研究科編成に
とらわれない学際的グループの形成が、重要となっている。
これらのことを考えると、岐阜大学の研究力を上げ、構成員の研究意欲と活動力を高めるため、
新たに学内横断的な仕組みを作ることがどうしても必要である。この度、設立された「岐阜大学研
究推進・社会連携機構」は、研究成果を社会に還元する役割を担ってきた「産官学融合本部」と社
会連携の実績を重ねてきた「地域連携室」をそれぞれ部門として統合した上で、
「研究推進部門」を
新設し研究の入口から出口まで一貫した研究支援を行なう。これにより、本学の研究を俯瞰的に捉
えた上でその戦略を定め、現在求められる各種の研究支援を構成員に提供する。機構がカバーする
領域も「基礎科学」から「科学技術」まで、地域の産業を支える「産学連携」から人々の暮らしに
関わる「地域連携」まで、学内の研究をくまなく支援する。
２. 研究推進と支援の概要
本機構は、構成員の研究特性を分析して特徴を抽出することにより、社会連携及び大学院教育にと
って重要な研究グループの形成を推進する。また、研究者側が出すグループ化などの提案を審議し、
その研究計画が本学の特徴となるかを判断する。個人又はグループそれぞれの実態に応じて、最適な
協力体制や支援策を定め、本学の研究活性を全般に高める。この時、本学と産・官・学及び地域の連
携体制を充分に考慮する。なお、一定の基準を満たし特定の規模が必要な研究グループに対しては、
本機構が管轄する組織として「プロジェクト研究センター」の設置を時限付きで認める。
本機構が行う具体的な研究支援策として、リサーチ・アドミニストレーター、知的財産マネージャ
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ー、産学連携コーディネーター、地域イノベーター（岐阜県下市役所職員）をそれぞれの部門に配置
して、研究計画の連携、立案・経理・報告および法令遵守（コンプライアンス）
、地域連携策のすべて
を補助する。
「生命科学総合研究支援センター」は、本機構とよく協議しながら、とくに生物実験及び
機器分析の面で、学内の研究活動を支援する。また、研究スペース上の支援策として、オープンラボ・
インキュベーション施設・地域共同研究施設を用意して、一定の条件の下で研究グループに提供もし
くは貸与する。
３．本機構の部門等の編成と機能
学術研究及び産・官・学連携の推進を図るとともに、学術研究から創出される知的財産を一括管理・
運用し、産・官・学連携、シンポジウムの開催及び公開講座等を通して成果を地域社会へ還元するた
めに以下の部門を設置する。あわせて、プロジェクト研究センター及び学術院を設置する。なお、各
部門には部門長を置き、当該部門における業務を総括し、及び管理する。プロジェクト研究センター
には、各センターにセンター長を置き、センター業務を掌理する。学術院には、院長を置き、学術院
の業務を掌理する。
（１）研究推進部門

（教員＋リサーチ・アドミニストレーター）

１）研究推進支援に向けての企画・立案及び事業の推進
科研費及び大学活性化経費に関する支援事業、研究プロジェクト（グループ形成支援）の企画・
申請書作成支援、学内研究者の研究領域調査及び分析（研究者マップの作成）
、各種研究資金の情報
収集及び学内への啓発活動、研究成果の地域への発信活動支援(アウトリーチ活動)を行なう。
２）オープン・スペースの管理
学際的グループ形成による研究推進のために、VBL を改組し研究スペースとしてオープンラボを
確保する。本学のシーズを生かしたベンチャー企業の育成及び産・官・学事業の推進に活用するた
め、従来のインキュベーション施設を引き継ぐ。また、育研究活動の支援並びに民間機関、地方公
共団体等外部の機関、学内及び他大学等との共同研究及び研究交流の推進に活用する地域共同研究
施設についても引き継ぐ。
３）研究遂行におけるコンプライアンスの確保
安全保障貿易管理、コンプライアンス教育及び啓発活動に関する業務
（２）知的財産部門

（教員＋知的財産マネージャー）

本学の知的財産にかかる企画・立案及び事業の推進として、知的財産の創出・発掘、評価・権利
化、管理、技術移転、活用の推進、知的財産に関する教育及び啓発活動、生物多様性条約 ABS に関
する業務および、知的財産委員会に関することを行なう。
（３）産学連携部門

（教員＋産学連携コーディネーター＋地域イノベーター）

産・官・学連携にかかる企画・立案及び事業の推進（技術相談、共同研究・受託研究の支援、研
究・技術シーズの情報整備）
、国際産学連携の支援、事業化及び起業化への支援（研究成果から大学
発ベンチャーの創出・支援、サポイン事業及び A-STEP 事業の支援、キャリアセンター等事業への
可能な範囲での協力
（４）地域連携部門 （教員＋地域イノベーター）
地域・官連携にかかる企画・立案及び事業の推進、地方自治体等との協定、岐阜大学活性化経
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費（地域連携）や公開講座に関する事業、企業、自治体、NPO との連携推進や地域社会との連携推
進
（５）プロジェクト研究センター
本学の特色ある研究分野で、外部資金による運営が可能であり学際的な研究体制となっている研
究組織をプロジェクト研究センターとして設置
（６）学術院

環境科学研究部門＋生命科学研究部門

環境科学及び生命科学研究のさらなる進展を目指し、学部・研究科の壁を越えた本学の叡智を結
集し、イノベーションに向けた俯瞰的な視点を持って、基礎から応用・実装に至るまでを見据えた
独創的・先端的研究組織として「学術院」を置く。また、学術院は、研究成果を博士課程教育改革
に活かすため、多様な分野で活躍できるグローバルリーダーの育成を目指した「博士課程教育リー
ディングプログラム」を計画し、実施する。
６．組織図

学 内
萌芽、基礎、
応用研究
地域密着型研究
世界をリードする
研究
若手次世代育成
コンプライアンス

知的
財産

Research

研究推進・社会連携機構
研究推進部門

研究支援に向けての企画・立案および事業の推進

・研究に対する客観的アドバイスや支援がほしい
・適切な公募情報がほしい
・世界のトレンド研究に取り組みたい
・科研費採択を狙いたい

知的財産部門

受託
研究

地 域

【環境科学研究部門／生命科学研究部門】
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Community

地域
連携

プロジェクト研究センター
学術院

共同
研究

企業等によ
る研究成果
の活用、実
用化

地域との連携にかかる企画・立案および事業の推進

・地域での活躍の場がほしい
・地域を活性化してほしい
・行政の悩みを解決してほしい
・公開講座をしてほしい

重点
研究

産学
連携

産業界との連携にかかる企画・立案および事業の推進

・岐阜大学と一緒に研究開発したい
・岐阜大学の研究シーズを知りたい
・研究成果を実用化したい
・企業の悩みを聞いてほしい

地域連携部門

オープン・
スペース

知的財産にかかる管理および活用の推進

・研究成果を特許にしたい
・岐阜大学の特許を活用したい
・企業に技術移転したい
・岐阜大学の契約ルールを知りたい

産学連携部門

産業界

Industry

研究
情報

自治体、金
融機関等に
よる活用
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５.岐阜大学工業倶楽部関連のお知らせ
浅野支部長
(1)岐阜大学工業倶楽部 平成 24 年度理事会の報告
平成 24 年度理事会が 2012 年 6 月 3 日（日）に岐阜駅前じゅうろくプラザで開催され、
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。
専務理事をはじめ役員の改選、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。
・平成 24 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）丸井 国治（土木 S.43）伊藤 利夫（工化 S.49)

名誉会員（新任）

森本 博昭（土木 S45）,
安田 孝志（土木 S45）
檜和田宗彦(機械 S44）
若井 和憲（機械 S44）
三輪 實 （繊維 S44）

専務理事（新任）

柳瀬 俊次（電子 S.58）

庶務理事（新任）

松居 正樹（工化 S.44）

会計理事（新任）

大野

敏 （応化 H.8）

・規約改定
「15 条 支部の支部長と事務局長を常任理事とする。」を追加
その他の条項は変わらず。
(2)訃報
関東支部第 2 回総会時にご講話を頂きました元岐阜大学学長 加藤
おかれましては、2012 年 6 月 10 日逝去されました（享年 84 歳）。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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晃 岐阜大学名誉教授に

岐阜大学工業倶楽部関東支部

６．スタッフから一言
ちょっと嬉しいこと

名簿委員

三宅

敬造（‘70

先日ちょっとうれしい事がありましたので、お知らせします。
友人との集まりで昼食をとった場所が、たまたま岐阜にゆかりの方が建てた
邸宅だったということで驚きやらうれしいやら。都心で触れることの出来る
岐阜力に改めて心強く感じました。
建物

白金甚夢迎賓館

昭和９年建設

東京都港区白金４－１９－１０
ＴＥＬ ０３－５７９８－３８９０
建築主

第１２代渡辺甚吉 明治３９年生まれ
（渡辺家は何代目か分かりませんが岐阜薬専を寄付した方、、
第十六銀行初代頭取をされた方などがおられ岐阜一の名家です。）

装飾

今和次郎

ご利用は平日のみで営業日はインターネットにてご確認ください。
http://jinmu-shirokane.com/
ランチのみで予約が必要との事です。
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土木工学科）

岐阜大学工業倶楽部関東支部

７．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交付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。
寄付に対しする細則はございません。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。

８. 編集後記
ニュースレターNO.８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。
予算の関係で、写真集は、1 ページを除いてモノクロとなりました。カラー版はホームページのダウン
ロードのページにありますのでご覧ください。
今回投稿頂いた藤井さんのような若い会員を歓迎します。
Facebook とかグーグルアドワーズ広告、メールニュース等で会員獲得に注力していますが、皆様も該
当者にお声掛けくださるようお願い致します。
ロンドンオリンピックを十分楽しみました。
感動的なシーンは多々ありましたが、中でも卓球女子団体、男子フルーレ団体、サッカー女子の初の
メダル、お母さんの強烈な応援があった 28 年ぶりの体操男子個人総合、奥さんの厳しい応援があった 48
年ぶりのボクシング男子ミドル級、まるで修行僧のような鍛錬を重ねた男子ハンマー投げ、冷静な試合
運びが光ったアーチェリー女子団体・24 年ぶりのレスリング男子 66 ㎏級、
抜群のチームワークが光った、
体操男子団体・28 年ぶりのバレーボール女子・水泳男女 400m メドレーリレー・バドミントン女子ダブル
ス、後輩をたたえた水泳男子 200m 平泳ぎ、3 連覇を成し遂げたレスリング女子 63kg 級・55kg 級、お父
さんを超えた重量挙げ女子 48kg 級、闘争心をコントロールしきった柔道女子 57kg 級、メダルは取れま
せんでしたが 44 年ぶり 4 位の男子サッカー、男子マラソンも 6 位入賞と健闘しました。
メダルを取りたいという悲壮な姿勢より、‘楽しめた’、‘楽しかった’といった言葉が印象的でした。
しかし、柔道女子 48kg 級・男子 100kg 級・男子 100kg 超級、レスリング女子 72kg 級の悔し涙も忘れ
られません。
開会式は見られませんでしたが閉会式を見ました。イギリス色がよく出ていて、素晴らしい演出でし
た。次のリオデジャネイロでも健闘を期待します。
（野田記）

2012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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編集長 野田和生

岐阜大学工業倶楽部関東支部
開催日時：２０１２年６月１０日（日）
開催場所：日本教育会館内
ご来賓

第５回総会議事録

１３：００～１３：４０

喜山倶楽部

：岐阜大学工業倶楽部

臼井 憲義

会長

岐阜大学工学部長

六郷 惠哲

教授

岐阜大学工学部

髙木 朗義

教授（ご講演）

定刻、堀尾事務局長が開会を宣言し、配布資料の確認の後、浅野支部長より「平素より工学部、工業倶楽
部の支援に感謝し、これに応えるべく関東支部は、総会・懇親会・懇談会、見学会、会報発行を３本柱とし
て活動してきた。
」との挨拶があり、続いて臼井会長、六郷工学部長、髙木教授の紹介と来賓挨拶が行われた。
臼井工業倶楽部会長からは「先日大学創立記念での森学長の岐阜大学活動理念を説明された。岐阜大学は、
学び、極め、貢献する地域に根ざした大学を目指す」と。
六郷工学部長からは「工学部の現状と目指す指針を資料で説明された。先ず大学として、入って満足、出
るとき満足、そして出てから満足を目指すと。続いて卒業生の進路（今年度）、工学部学科再編（H25 年度
より９学科から４学科９コースへ）そして職員は約１８０余名で運営している説明がなされた」
。
挨拶終了後、事務局長より「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、議事提案は堀尾事務局長が務め、書記は酒向行事委員が担当する旨を報告した。
浅野支部長が議長席に着き、議案の提案に移った。
[報告事項１] ２０１１年度活動報告
事務局長より以下の項目の活動について説明した。
・２０１２年度会費納入者（正会員）が本日時点で１２１名、総会参加者は４０名であることを報告。
・昨年は６月１２日に喜山倶楽部にて第４回総会・講演会・懇親会を開催。総会では２０１０年度の活動
報告、収支決算書の承認、支部規約と細則の一部改正、２０１１年度活動計画、予算案が決議された。
総会後、野々村教授の講演があった。
・２０１１年度の具体的活動として、支部役員・委員合同会議（７回）
、行事委員会による見学会「そな
エリア東京」と懇親会実施、会報委員会による関東支部ＨＰの運営管理、会報「ニュースレター」２回
発行、名簿委員会の名簿管理（現在の住所判明分、約６００名に対し総会案内送付を送付したが、この
うちの約５％が宛先不明で戻っている）
、関東支部組織拡充のためにＰＲチラシ製作、工業倶楽部会報（第
３２号）への寄稿、岐阜大学・工業倶楽部・連合同窓会との連携、岐阜大学の就業力育成授業（キャリ
ア育成科目）に講師として外山、伊藤両氏を派遣など。

議長より報告に関しての質問を求めたところ、特段の質疑なく、本議案に対し、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。
[報告事項２] ２０１１年度決算報告、監査報告の件
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。
・総収入１，１６９，１９３円およびその概略の内訳、小塚忠氏より寄付金を頂いたこと等。
・総支出およびその概略の内訳、特に会報委員会と組織拡充費に重点配分したこと等。
－１－

・適正処理と認める旨の会計監査報告についても説明。

議長より報告に関しての質問を求めたところ、特段の質疑なく、本議案に対し、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。
[決議事項１] 関東支部役員改選
事務局長より、役員任期満了に伴い次期役員を総会資料の決議事項１に基づいて、以下の提案を行った。
・関東支部規約第７条に則り、次期役員として以下の方を推薦する。
役職

氏名

学科

卒年

備考

支部長

浅野 弘

機械科

１９６２年

留任

事務局長

堀尾 義矩

工化科

１９６２年

留任

副事務局長

木村 信幸

機械科

１９６３年

前 幹事・名簿委員長

幹事

矢満田

電気科

１９６７年

留任、前名簿副委員長

幹事

小鹿 昇

工化科

１９６８年

前 財務委員

幹事

野田 和生

精密修

１９７３年

留任

会計

大塚 重男

土木科

１９７５年

前 名簿委員

会計監査

三宅 敬造

土木科

１９７０年

留任

会計監査

田中 堯

土木科

１９６６年

留任

克樹

また、以下の方を次期関東支部委員会委員とすることも報告された。
委員会名
総務委員会

委員長

副委員長

委

員

堀尾義矩

備

考

留任
木村信幸

前 名簿委員長
林

睦齊（土木 68）

留任

木藤大司郎（土木 70） 留任
葛西成治（繊維 65）
名簿委員会

行事委員会

矢満田克樹

小鹿

前 名簿副委員長
坂口幸三（繊維 69）

留任

外山一吉（工化 66）

留任

森根正恒（機械 67）

留任

福田研一（土木 65）

前 会計

昇

前 財務委員
酒向泰蔵（工化 66）

財務委員会

大塚重男

留任
前 名簿委員

伊藤厚雄（合化 81）
会報委員会

元 総務副委員長

野田和生

留任
留任

議長より以上の報告に関しての質問を求めたところ、特段の質疑なく、本議案に対し、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。
－２－

[決議事項２] 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２０１２年度活動計画について説明を行った。
・会員の交流の場を広げ、情報の共有化を図るため、第５回総会・講演会・懇親会の開催、企業の見学
会、ホームページの維持管理、ニュスレター（第８号、９号）の発行等を行う。
・組織拡充推進のため、合同会議の開催（７回予定）
、科別・学年別の組織化、名簿の最新管理等を行う。
・本部･他支部、連合同窓会、大学および大学工学部との連携を図る。

議長より以上の報告に関しての質問を求めたところ、特段の質疑なく、本議案に対し、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。
[決議事項３] ２０１２年度収支予算（案）の件
事務局長が総会資料の決議事項３に基づき２０１２年度収支予算（案）について説明を行った。
・「ニュースレター」発行等、組織拡充に予算を重点的に配分する。
・本部よりの支部運営交付金について、１２年度５万円増額されることになり折込済。
・次年度への繰り越しは２００，０００円確保する。

議長より以上の報告に関しての質問を求めたところ、特段の質疑なく、本議案に対し、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。

以上の議案をもって本総会の議事が終了し、１３：４０議長が閉会を宣言した。

総会終了後、岐阜大学工学部社会基盤工学科 高木教授の講演「産官学民連携による地域活性化とまちづく
り！」が約１時間あり、講演内容は現在の大学の役割が学習されたものであり、非常に会員の興味を惹き、
質問も時間を超過するほど出された。
また、引き続き、飛鳥の間にて懇親会が木村名簿委員長を進行役として行われた。今回は新入会員として
出席の５人が紹介され、年齢も２０代から６０代まで幅広い会員が増強された。

以上

－３－

岐阜大学工業倶楽部関東支部 201１年度 収支決算書
(2011.6.1～2012.5.31)
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

１１年度予算額
345,039
260,000
300,000
200,000
0

1１年度決算額
345,039
298,000
306,000
200,000
20,000
154

1,105,039

1,169,193

１１年度予算額
130,000
20,000
10,000
20,000
165,000
100,000
112,000
300,000
20,000
28,039
0
200,000

1１年度決算額
105,681
240
7,936
12,665
164,035
116,497
91,524
306,000
13,920
0
22
350,673

比較増減

摘
要
0 酒井逸郎氏３期分前納（１１年度～１３年度 年会費）含む
38,000 １４９名
6,000 ５１名
0
20,000 小塚 忠氏より寄付金頂きました。
154
0
64,154

比較増減
-24,319
-19,760
-2,064
-7,335
-965
16,497
-20,476
6,000
-6,080
-28,039
22
150,673

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

資料コピー
会計監査他
見学会開催
ニュースレターＮｏ６，Ｎｏ７の発行、ホームペイジの維持管理費用

新規入会促進、資料作成、送料等
会場使用料等
6,000円×5１人
会費等振込み手数料
利子税
酒井逸郎氏２期分年会費前納を含む

1,105,039
1,169,193
64,154
※201２年5月３１日現在、別途、会員より前納された２０１２年度年会費および第５回総会・懇親会費が
郵貯銀行に
３７７，７２０円（振込料をさしひいたもの）
三菱東京UFJ銀行に ５８，０００円の 合計４３５，７２０円あり。
岐阜大学工業倶楽部関東支部201１年度収支決算につき、以上のとおり報告いたします。
201２年5月３１日
岐阜大学工業倶楽部関東支部 会計 福田 研一 ㊞

岐阜大学工業倶楽部関東支部 ２０１２年度 予算書（案）
(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．本部より運営交付金

１１年度予算額
345,039
260,000
300,000
200,000

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
327

1,105,039
１１年度予算額
130,000
20,000
10,000
20,000
165,000
100,000
112,000
300,000
20,000
28,039
0
200,000

1,201,000
１２年度予算額
130,000
20,000
10,000
20,000
170,000
120,000
133,000
300,000
15,000
32,950
50
250,000

支出 合計
1,105,039
1,201,000
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
5,634 酒井逸郎氏２期分年会費前納（１２、１３年度）を含む
40,000 １５０名 （０９年度１６０名、１０年度１４０名、１１年度１４９名）
0 ５０名 （０９年度７０名、１０年度５０名、１１年度５１名）
50,000
0
327
0
95,961
比較増減
0
0
0
0
5,000
20,000
21,000
0
-5,000
4,911
50
50,000
0
95,961

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

名簿管理外注せず。委員でメンテナンスを含め管理
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
５０名
会費等振込み手数料
利子税
酒井逸郎氏１期分年会費前納含む（１３年度）

「資料」
岐阜大学工業倶楽部関東支部規約（２０１１．６．１２改定）
第１条 （名称及び事務所）
本会は岐阜大学工業倶楽部規約第 14 条に基づき設置するもので、岐阜大学工業倶楽部
関東支部(略称：岐阜 T 関東、以下本会）と称する。
連絡事務所は会計宅とする。
第２条 （会員）
本会は次の会員で組織する。
関東支部会員：岐阜大学工学部、大学院工学研究科、旧岐阜大学工業短期大学
およびその前身学校の出身であって、関東地区（東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県)に在住または勤務するか、
その経験のあるもの及びこの地域で事業を営むものとする。
正会員 ：関東支部会員で、かつ年会費を納入したものとする。
なお、関東地区以外に勤務、在住する入会希望者は、役員会の承認を
得て、正会員に加えるものとする。
特別会員：母校の元教員で、関東地区に在住するものとする。
賛助会員：本会の目的、行事に賛同する個人または法人で役員会の承認を得たもの
とする。
第３条 （目的）
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する。
第４条 （事業）
第３条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会の開催
2.講演会、見学会、懇親行事の開催
3.会報の発行
4.会員情報の収集と管理
5.岐阜大学工業倶楽部本部事業への協力と提案
6.その他必要なこと
第５条 （役員）
本会は支部長 1 名、副支部長 1 名、幹事若干名、会計１名、会計監査２名、事務局長１名
及び副事務局長１名の役員を置き、会務を処理する。
なお、役員会の承認を得れば役員の兼任は妨げないものとする。
第６条 （役員の任務）
支部長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれに代わる。
幹事は支部長を補佐し、会務を分掌する。実務は委員会を設置して行う。詳細は別に
定める。
会計は本会の会計を分掌する。
会計監査は本会の経理を監査する。
事務局長は本会の会務事務を統括する。
副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれに代わる。
第７条 （役員の選出と任期）
役員は役員会で選考し、総会に推薦の上、承認を得る。
役員の任期は２年とし再任は妨げない。
第８条 （顧問）
退任した役員のうちから役員会で顧問を選任し、本会に置くことができる。
ｐ－１

第９条 （会議）
総 会：毎年１回開催する。支部長が議長を務め、事務局長は前年度の事業報告、
会計報告と新年度の事業計画、予算その他重要事項を報告し、承認を受ける。
総会の議決は出席者の過半数の賛成を以って決定する。
役員会：支部長、副支部長、幹事、事務局長、副事務局長、会計及び会計監査で構成
し、事務局長が議長を務める。規約の改定など重要事項を審議する。
第 10 条 （会計及び事業年度）
本会の年度は毎年 6 月 1 日に始まり、翌年の 5 月 31 日に終る。
第 11 条 （会費）
本会の経費は 年会費、本部交付金、行事開催時に徴収する臨時会費、賛助会員
入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
会費の額は役員会で決定するものとし、会員は遅滞無くこれを納入するものとする。
第 12 条 （規約の改廃）
本規約の改廃は、事務局長が総会に諮り、出席者の過半数の賛成により決定する。
第 13 条 （附則）
1.本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
2.本規約は 2011 年 6 月 12 日の第 4 回総会にて承認、改定。

岐阜大学工業倶楽部関東支部規約細則（２０１１．６．１２改定）
1.総会

a)原則として 1 回/年開催するものとする。
但し役員会で決定すれば臨時総会を開催できるものとする。
ｂ）総会に合わせて出来る限り講演会、懇親会を開催するものとする。

2.役員会
ｲ）開催時期

a)事務局長の召集により、原則として 3 回/年開催するものとする。
但し事務局長が認めた場合は臨時役員会を開催できる。
ﾛ）役員会成立条件 a)役員の過半数の出席を要する。
3.会報の発行
a)原則として 1 回/年以上発行するものとする。
b）会報発行はメールおよびホームペ-ジ掲載を原則とする。
ただし、会員の申し出があれば郵送を行うものとする。
４．委員会等
ｲ） 任務の円満な推進を図るため下記委員会を役員会の下部組織として設置する。
名称
主たる任務
委員長
副委員長・委員
総務委員会 ａ）総会開催取り纏め
事務局長 委員長が任命する。
・役員改選
・事業報告および事業計画書の作成
・その他会則の改廃の取り纏め
など総会報告事項の取り纏め
ｂ）役員会開催取り纏め
名簿委員会 ａ）会員情報の収集と名簿管理
役 員 会 に 学科で代表を選出し
ｂ）入会の勧誘
て幹事より 委員長が任命する。
互選
財務委員会 ａ）年会費及び入会金の徴収と管理
役 員 会 に 委員長が任命する。
ｂ）行事開催時における臨時会費の徴収と管理 て幹事より
ｃ）予算、決算報告書の作成
互選
ｄ）金銭出納及び通帳の管理
ｅ）本部交付金、寄付金及びその他収入の管理
ｐ－２

行事委員会 ａ）講演会、見学会、懇親会、その他行事の
企画及び開催（但し総会を除く）
ｂ）行事の開催案内状送付と出欠管理
会報委員会 ａ）会報の編集、発行、発送の取り纏め
ｂ）ホームページの管理業務、ホームページの
管理者

役 員 会 に 委員長が任命する。
て幹事より
互選
役 員 会 に 委員長が任命する。
て幹事より
互選

ﾛ） 各委員会の開催時期は委員長が決定する。
ﾊ） 各委員の任期は 2 年とし、再任は妨げない。
ﾆ） 必要に応じて期限付きのプロジェクトチームを設置することができる。
５．顧問
顧問は支部長の要請に応じて特命事項を担当し、任期は２年以内とする。
６．休会
正会員で海外駐在、留学、病気その他特別の事由が発生した場合は届出により休会を認める。
７．会費
ｲ)規約第 10 条に定める会費は下記とする。
区 分
入会金(円)
年会費(円)
臨時会費
正会員
－
２，０００
行事毎に役員会で決定
特別会員
－
－
同上
賛助会員 個人
３，０００
３，０００
同上
法人
３，０００
３０，０００
同上
ﾛ)いったん納入された会費、入会金は理由の如何を問わず返却しない。
ﾊ）正会員で年会費を３年間滞納したものは正会員の資格を失う。但し、事前に休会の届出をした
ものはその限りではない。
ﾆ）正会員に対し本会の発行する会報を無償で提供する。
附則
本細則は 2011 年 6 月 12 日 規約改定の発効を以って施行。

ｐ－３

岐阜大学工業倶楽部関東支部 第５回総会

ア ン ケ ー ト結果（総数２０）
本日は、お忙しい中を、第５回総会にご出席いただき、ありがとうございます。
今後の関東支部活動の重要な手掛かりとしたく、アンケートにご協力をお願いします。
※記入スペースが足りない場合は裏面をご利用ください。

１．本日の総会、講演会、懇親会に関して
（１）総会は如何でしたか。
イ）良かった １４名 ロ）まあまあ ６名 ハ）不満足 ０
理由など補足があれば記入下さい。
・従来より会員の会話はずんだ。
・順調な運営に感謝します。
（２）講演会について：
１）今回の講演テーマの選定は イ）良かった１８名 ロ）まあまあ １名
ハ）不満足 ０
ニ）無回答 １名
理由など補足があれば記入下さい。
・非常に良かった。
・身近な話題で若い人にも良かったのではないか。
・人・財(学生)の育成と社会基盤の向上に大変良い結果を出していると思います。
・現代の問題点であるから。
２）今後、講師、講演テーマ、その他ご希望があればご記入下さい。
・ＩＴ関係。
・環境
（３）懇親会について：
イ）良かった １０名 ロ）まあまあ ６名 ハ）不満足 ０ ニ）無回答 ４名
理由など補足があれば記入下さい。
・久し振りに皆さん（友人）と会えたこと。

２．関東支部の活動について
（１）現状の活動内容について：
イ）現状で良い １４名 ロ）不足 ３名 ハ）良く分からない ３名
ロ）、ハ）を回答の方に伺います。理由など補足があれば記入下さい
・今まであまり興味がなかったから。
・現状の活動で良いと思いますが、会員を増やす（発掘する）ことをやりたいですね。
・正会員の拡充に御努力いただいていますが、４０～５０歳代の一番活躍している正会員
の更なる増強を期待します。
・若い人の入会をすすめる為の活動が必要。
（２）ニュースレター、ホームページでの岐阜大学の活動の紹介について
イ）現状で良い １５名 ロ）まあまあ ５名 ハ）不満足 ０
ロ）、ハ）を回答の方に伺います。理由、ご希望などがあれば記入下さい
・大学からの情報もあり、現状で良いと思う。
（３）どんな支部活動を希望し、参加いただけますか？ 該当項目（複数可）に○を付してください
（１）でイ）現状で良いと 回答頂いた方は下記イ）のみ回答下さい。
イ）企業・研究所等の見学会を１回／年開催しています。
・今後見学したい施設企業、研究所、建設現場など有りましたら下記下さい。（自薦 OK）
見学希望先 ４名 （中央労災（３Ｄ）関係、国の地方の研究所、水処理の施設）
ご希望時期・曜日（秋
）
ロ）総会時以外にも講演会・研修会を開催して欲しい。 ３名
ハ）総会時以外にも懇親会・交流会を開催して欲しい。 ３名

ニ）小グループ活動を実施して欲しい。 ３名
・趣味のグループ：囲碁１名、ゴルフ２名、山野散策１名、合唱、その他
ホ）その他活動（希望なし）
（3） 関東支部の運営に携わっていただけませんか（役員や、委員として）
イ）参画しても良い １名 ロ）今、参画はむつかしい １１名
ハ）参画する意思は無い ４名 ニ）無回答他 ４名
（4）関東支部ホームページで、種々報告・情報やイベント予告を掲載しています。
①閲覧について
イ）いつも見ている ５名
ロ）たまに見る １０名
ハ）ホームページがあることを知らない ３名 ニ）見る環境にない １名 ホ）無回答 １名
３．関東支部全体に関してのご要望等をお聞かせください。（裏面もご利用ください）

ご協力ありがとうございました。
※お帰りまでに、受付のアンケートボックスにご投函ください。

回答者内訳
機械系 ７名、土木系 ７名、繊維 １名、工化 １名、電気系 １名、無記名 ３名
詳細：６７機械、６３機械、７３機械、７３機械、無記名、７１精密、６７電気、７１精密、６７土木、
７２土木、６９土木、６６土木、２０１２社会基盤、無記名、無記名、８８土木、７８繊維、
４９機械、７６土木、６８工化
以上
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2012年6月10日 岐阜大学工業倶楽部 関東支部第5回総会 アルバム
全員集合写 真

会場 喜山倶楽部

第一部 第5回総会(光琳の間)
1)開会宣言 堀尾事務局長

2)浅野支部長 挨拶

3）来賓挨拶
岐阜大学工業倶楽部 臼井会長

岐阜大学 六郷工学部長

4）議案審議
審議の結果、提案議題は、すべて承認されました。
報告事項 1. ２０１１年度活動報告
報告事項 2. ２０１１年度収支決算・監査報告
決議事項 １. 役員改選
浅野支部長、堀尾事務局長は留任。
副事務局長に木村 信幸（前 幹事・名簿委員長）
が就任のほか委員・役員が改選された。
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）
は退任。
決議事項 2. ２０１２年度活動計画（案）
決議事項 3. ２０１２年度収支予算（案）
P-1

第２部 講演会(光琳の間)
・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！」
・講師 ： 岐阜大学 工学部社会基盤工学科 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 朗義氏
講師紹介 森川前委員
講演中の髙木先生

講演に対する活発な質疑応答

第３部 懇親会 （飛鳥の間）
進行役 木村副幹事長

来賓紹介

来賓代表挨拶 臼井工業倶楽部会長

乾杯 浅野支部長

P-2

初参加正会員の紹介とスピーチ

挨拶と懇親
・土木系

・機械系

・繊維系

・

P-3

・化学系

・電気系

臼井会長を囲んで

六郷工学部長を囲んで

講演の髙木先生を囲んで

2012年度役員・委員が勢ぞろい。これからもよろしく !!

お礼の言葉 堀尾事務局長

森川前委員による豪快な締め。

ご参加・ご協力ありがとうございました。
P-4

前顧問挨拶

付録

懇親会スナップ集

付録

