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工業倶楽部関東支部
ニュースレター NO．16

2016年 9月発行

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。

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。
関東支部の活動についてお伝えします。
第9回総会は2016年6月25日(土）に開催されました 詳細は3ページをご覧ください。
第10回総会は2017年7月1日(土）に開催を予定しています。
是非、参加をお願い致します。
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1. 岐阜大学工業倶楽部関東支部 第 9 回 総会・講演会・懇親会

開催される

２０１６年６月２５日（土）１３時より東京芝・シーサイドホテル芝弥生にて関東支部第９回
総会・講演会・懇親会が多数の会員に参集頂き開催されました。その概要を以下に報告致します。

1.1. .第一部 総会（支部長､会長挨拶､議事内容は添付資料「総会議事録､総会資料抜粋」参照)
定刻、木村事務局長が第９回総会の開会を宣言したのち、堀尾支部長の挨拶、続いて、ご来賓
の紹介とご来賓を代表して坪内工業倶楽部会長からご挨拶があった。
挨拶終了後、支部長が議長を務め、以下の項目について審議され、いずれも承認された。
【報告事項１】 ２０１５年度活動報告
【報告事項２】 ２０１５年度決算報告、会計監査報告
事務局長より報告された以上の２件に対し特段の質疑はなく、満場の拍手で了承された。
【決議事項１】 役員改選
事務局長より役員任期満了に伴い、支部規約第７条に則り、役員として総会資料Ｐ－６に記載
の方々を推薦。また委員会委員として総会資料Ｐ－６に記載した方とするとの提案がされた。
以上の提案に関し、特段の質疑はなく満場の拍手で承認された。
ここで、議長が新役員（支部長:堀尾義矩、副支部長：加藤規康、事務局長:木村信幸、副事務
局長:水谷隆、幹事：浅野弘、矢満田克樹、小鹿昇、野田和生、会計：大塚重男、会計監査：三
宅敬造、田中尭）および委員（総務：木村信幸(委員長)、葛西成治、水谷隆(兼務)、名簿：矢満
田克樹(委員長)、外山一吉、水野善允、坂口幸三、水谷隆(兼務)、行事：小鹿昇(委員長)、酒向
泰蔵、加藤規康（兼務）
、佐久間朋宏、財務：大塚重男(委員長)、伊藤厚雄、会報：野田和生(委
員長)、高尾英次郎）の紹介を行ったのち、今後２年間運営に努めるので、会員皆さんのご協力
をよろしく、との意思が示された。

※役員・委員の自己紹介は１５ページ。

【決議事項２】 ２０１６年度活動計画（案）
【決議事項３】 ２０１６年度予算（案）
事務局長が資料に基づき決議事項２および３を提案、満場の拍手で承認された。
議長がその他審議事項のないことを確認し、全体にわたっての質問等を求めたところ、以下の
質疑応答があった。
質問／本日配布された正会員名簿について、今年度は何名増えたか。
⇒ 事務局長／昨日までに７名が新規加入、退会届が１３名、実質は減っている。
質問／学部卒や修士修了の方々にどのように入会を勧めているのか。
⇒ 支部長／関東地域在住の工学部卒業生約２,０００人、うち主に学部卒の現住所判明者
は３割、６００人程度。大学院修了者について現在その掘り起しを行っている。
質問／大学に問い合わせても教えてもらえないのか。
⇒ 支部長／卒業生の名簿を持っているのは工業倶楽部。新卒の方々に関しては実家の住所
しか判らない。現在関東支部で大学院修了の方々の掘り起し中、いずれ結果報告をする。
以上の審議、質疑応答をもって本総会の議事が終了し、事務局長は１３時３５分第９回総会の
閉会を宣言した。
(以上)
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1.2. 第二部

講演会

（１）ご挨拶と講話

(前工学部長) 六郷 恵哲 氏、
岐阜大学名誉教授(前工学部長)

仲井 朝美

教授

六郷 恵哲 氏

最近の岐阜大学工学部の紹介


平成28年4月から新しい学部長
六郷が3月に退職し､野々村修二先生が学部長に



平成29年度より新しい大学院修士課程
応用生物科学部と,自然科学技術研究科に






英語コースGU― GLEE等、英語教育の充実
学部の｢技術表現法｣、 大学院｢デザイン思考｣
英語ビデオ等、広報の充実
総合研究棟の大規模改修が3/4完成

工学部をHPで紹介、HPを紹介








学部、学会、専攻の案内
電子広報
・工学部ニユース匠
・動画で知る岐阜大学工学部/英語版も
岐阜大学工学部創立50年から70年へのあゆみ
新着情報
仲井朝美教授のNHK「究極のロープ対決」
工学部トピックス
GU―GLEE(英語によるコース)
工業倶楽部

講師 プロフィール
-

2016.3 岐阜大学名誉教授
2012.4 岐阜大学工学部長
1993.8 岐阜大学教授
1986.3-1987.2 スイス ローザンヌ工科大学
1982.3 岐阜大学助教授
1980.4 岐阜大学講師
1979.9 京都大学助手
1978.8-1979.8 米国 イリノイ大学大学院
1978.3 京都大学大学院
1973.3 京都大学工学部
1950.6 広島生れ

研究分野
- ｺﾝｸﾘｰﾄ構造の破壊の力学
- 繊維補強コンクリート
- 維持管理，診断，試験
授業
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造学, 維持管理工学
建設材料工学，ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
地球環境維持工学
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（２）講
講

師

演
岐阜大学工学部機械工学科

教授

複合材料研究センター
演

題

講演概要

副センター長（併）仲井

朝美 氏

『複合材料研究センターおよび
繊維加工技術を用いた複合材料研究の紹介』
２０１５年１０月にＮＨＫ超絶 凄ワザ！「究極のロープ対決」
で放映された繊維加工技術、組紐技術について紹介します。組紐
技術は日本の伝統的な繊維加工技術のひとつですが、繊維が連続
している等、紐としての優れた特長から、近年、金属代替材料と
して注目を集めている複合材料の強化形態としての利用が期待
されています。組紐技術を中心とする繊維加工技術を用いた複合
材料研究を紹介するとともに、岐阜大学複合材料研究センターの
活動内容について概説します。

講師 プロフィール
学歴
平成６年３月
京都工芸繊維大学繊維学部高分子学科 卒業
平成８年３月
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科高分子学専攻 博士前期課程 修了
平成１１年９月 東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻 博士後期課程 修了
博士（工学）東京大学取得
職 歴
平成１１年１０月
平成１２年６月
平成１７年１１月
平成１９年４月
平成２２年６月
平成２４年 4 月

日本学術振興会特別研究員（PD）
京都工芸繊維大学助手 大学院工芸科学研究科先端ファイブロ科学専攻
京都工芸繊維大学助教授 研究推進本部（伝統みらい研究センター）
京都工芸繊維大学准教授 研究推進本部（伝統みらい研究センター）
京都工芸繊維大学准教授 伝統みらい教育研究センター
岐阜大学教授 工学部機械工学科

受賞歴
・Best Paper Award 受賞（International Composites EXPO '97）
，Improvement of Lateral
Compressive Strength in Braided Pipe - New Braided Fabrication -, 1997 年 1 月
・第１回京都文化ベンチャーコンペティション京都経済界賞、京都高度技術研究所賞、近畿経
済産業局長賞受賞，京組ひも技術を利用した熱可塑性複合材料のための繊維状材料の製造お
よび販売, 2008 年 3 月
・日本複合材料学会林賞, Jute 紡績糸/ PLA 複合材料の成形と力学的特性に関する研究, 2009 年 5 月
・INNOVATION AWARDS WINNERS 2015, JEC ASIA 2015, 2015 年 10 月
・第 14 回 (平成 27 年度) 中部科学技術センター顕彰コーディネート賞, 推薦支援実績
株式会社佐藤鉄工所, プリレグ材のハイブッド成形技術と量産装置の開発, 2015 年 12 月ほか多数
所属学会
日本機械学会､日本複合材料学会、繊維学会､日本繊維機械学会､自動車技術会､プラスチック成形加工学
会､強化プラスチック協会､オートモーティブコンポジット研究会､複合材料界面科学研究会
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トピックス

【マスコミ出演】
ＮＨＫ「超絶 凄ワザ！「究極のロープ対決」平成 27 年 10 月 24 日(土)20:15～20:45(前編)、
10 月 31 日(土)20:15～20:45(後編)
【学会誌・論文誌編集】
2004 年 6 月～2008 年 6 月 プラスチック成形加工学会 編集委員会 委員
2005 年 5 月～現在
日本複合材料学会誌 編集委員会 委員
2006 年 1 月～現在
プラスチック成形加工学会 論文編集委員会 委員
2006 年 5 月～2009 年 5 月 日本繊維機械学会 ジャーナル編集委員会 委員
2007 年 1 月～現在 Science and Engineering of Composite Materials, Editorial Board
2012 年 6 月～2014 年 6 月 プラスチック成形加工学会 編集委員会 委員
2014 年 6 月～現在
プラスチック成形加工学会 編集委員会 副委員長
2015 年 6 月～現在
日本複合材料学会誌 編集委員会 委員長
【学会組織運営】
2002 年 4 月～現在
2002 年 6 月～現在
2004 年 8 月～2006 年 8 月
2005 年 4 月～2015 年 6 月
2006 年 6 月～2008 年 6 月
2010 年 4 月～現在
2012 年 4 月～現在
2012 年 6 月～現在
2012 年 9 月～現在
2014 年 3 月～現在
2014 年 4 月～2016 年 6 月
2015 年 6 月～現在
2016 年 6 月～現在

複合材料界面科学研究会 幹事
プラスチック成形加工学会 企画委員会 委員
土木学会 構造工学委員会 FRP 橋梁設計技術小委員会 委員
日本複合材料学会 評議員
プラスチック成形加工学会 理事
組紐・組物学会 理事・副会長
オートモーティブコンポジット研究会 会長
日本繊維機械学会東海支部 理事
(独)日本学術振興会 繊維・高分子機能加工第 120 委員会 委員
日本材料学会 複合材料部門委員会 幹事
繊維学会東海支部 幹事
日本複合材料学会 理事
繊維学会東海支部 支部長

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

講演会スライド

====================================
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講演会スライド
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講演会スライド
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講演会スライド
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講演会スライド
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講演会スライド
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2. 母校だより－

電気電子・情報工学科

学科長

寺尾 貴道

岐阜大学工学部は、平成２５年４月に旧９学科から、現在の４学科９コースに改組されました。電
気電子・情報工学科は、平成２５年度より電気電子コース（コース長 藤原 裕之 教授）
、情報コース
（コース長 速水 悟 教授）
、応用物理コース（コース長 寺尾）の３コースから構成されています。各
コースの母体は、電気電子コースが旧電気電子工学科、情報コースが旧応用情報学科、応用物理コース
が旧数理デザイン工学科にほぼ対応しています。電気エネルギーやエレクトロニクス関連産業を支える
電気電子工学、最先端技術を先導する情報工学、次世代技術を根本から切り拓く応用物理に関して、将
来新たな分野を開拓するために必要となる基礎能力と問題解決能力を身につける事を目指した教育を
行っています。
改組後の学科・コースにおける一期生が、来春（平成２９年３月）最初の卒業生として社会に出るこ
とになります。また来年４月に、現在の大学院工学研究科（博士前期課程）も、応用生物科学研究科（修
士課程）および医学系研究科再生医科学専攻（博士前期課程）と再編され、新たに「自然科学技術研究
科（修士課程）
」が設置される予定です。例年、半数以上の学部生が大学院に進学しますが、現在の学
部４年生は改組後の自然科学技術研究科に入学することになります。研究室や所属教員の詳細、および
最新の情報に関しては、学科のホームページ（http://www.eng.gifu-u.ac.jp/denkidenshi-jyouhou/）
をご覧下さい。
今回の母校だよりにおいては、電気電子・情報工学科の各コースにおける、若手の先生方による研究
トピックスについて原稿を依頼しました。今後とも、皆様のご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
（平成２８年度学科長 寺尾 貴道）

表紙

各コース紹介
電気電子・情報工学科の学科紹介パンフレット
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 交流で動作する集積回路 環境発電普及をめざして


電気電子コース高橋康宏准教授

近年、エネルギーの効率的な利用が叫ばれている中、環境発電(エナジーハーベスティング)が非常に着目
されています。この環境発電は、光や熱、振動、電波のエネルギーを電力に変換して、身近な家電製品やセ
ンサーを動作させようとする技術です。例えば、振動からエネルギーを取り出してタイヤの空気圧をモニタ
リングする、生体の熱エネルギーを利用してセンサーにより体温を測定する、などは環境発電といえます(図
1)。現状の環境発電は、家電やセンサーを駆動する集積回路の動作に直流(DC)電圧が必要です(図 2)。しか
し、環境から得られる電圧は主に交流(AC)が多く、そのエネルギーも微弱であることから、一度、直流に
変換した後に使用しなければなりません。ここで、もし微弱な交流で動作可能な集積回路が実現できるなら
ば、環境発電の分野において非常に有用な集積回路と成り得ます。
当研究室ではこの着想のもと、従来集積回路技術である交流動作を可能とする「断熱的論理回路」と低電
圧動作を可能とする「サブスレッショルド論理回路」を組み合わせた、サブスレッショルド断熱的論理回路
を提案し、集積回路の試作および評価を行いました。このサブスレッショルド断熱的論理回路の集積回路化
は世界初の試みです。測定の結果、動作速度は 50kHz、消費エネルギーは 10pJ/Cycle となり、期待した結
果が得られました。
現在、この集積回路を用いた環境発電用センサーの実証に取り組んでいます。将来的には、環境発電分野
において、我々の設計した集積回路の普及をめざしています。

図 1 環境発電の応用例 (大学広報誌 岐大のいぶき 30 号より)
mパワー電源
DC源
光(ソーラー)
熱(TEG)

整流化AC源
振動(圧電)
振動(磁気)
RF検出器

定格
微弱電流
電圧(V
dd)
微弱電圧 昇圧・変換IC
AC-DC
DC-DC
集積回路

微弱AC電流/電圧で直接
駆動できれば、さらに高効率

図 2 センサー集積回路の現状と問題解決法

図 3 設計した環境発電向け集積回路

主成分分析を用いた物が持つ一般的な形状要因の解析
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2.2. 情報コース

加藤 邦人 准教授、寺田 和憲 准教授

人は何か物の形を想像するとき、ある特定の形状を思い浮か
べます。その形状は、その人によって様々です。例えば「エビ
を思い浮かべてください」と言われたとき、人はどのような形
のエビを思い浮かべるでしょうか。私たちは画像解析と認知科
学の方法を複合することで，概念を構成する形状特徴を明らか
にする方法を開発しました。
本研究では、被験者にエビの形状特徴変化を画像として掲示
することで、人のエビに対する認識について調査することを目
的としました。はじめに、多数のエビの画像から形状特徴を抽

図 1

輪郭の形状特徴の分布

図 2

模様の形状特徴の分布

出するために、画像から特徴点を取得します。この特徴点に対
して統計手法を適用することで、情報をできる限り失わないよ
う 2 次元に情報を圧縮し、エビの形状特徴のばらつきを抽出し
ました。これをエビの輪郭と模様形状に対して行った結果、2
次元上に形状特徴を表す分布を得ることができました。
抽出した形状特徴は、第 1、2 主成分を意味する k1、k2 軸によ
り図 1、図 2 のように 2 次元で表現されています。この k1、k2
のパラメータをマウスで操作することで、任意の形状をディス
プレイ上に表示できるツールを開発しました。これを用いて、
被験者がどのようなエビの形状、模様をエビらしいと認識する
のかを調べる実験と、エビの形と許容できる範囲が存在するの
かどうか、リッカート尺度を用いて調べる実験を行いました。
図 3、図 4 は、リッカート尺度により求めた評定値平均の分
布図を表しています。赤くなっている範囲は、被験者がエビと
許容できる範囲を示しています。被験者が最もエビらしいと認
識した輪郭、模様形状は、図 3、図 4 における丸で囲まれた形
状になりました。どちらの形状も、評定値の高い所にあること
が確認できます。これらの結果から、人がエビらしいと認識す

図 3

輪郭形状におけるエビと許容

できる範囲と評定値平均の分布図

る形状と、エビと許容する範囲を定量的に解析することができ
ました。本研究ではエビを対象としましたが、他の対象に関し
ても、同様の手法で形状特徴を抽出することができるため、幅
広い応用が期待されます。

図 4

模様形状におけるエビと許容

できる範囲と評定値平均の分布図
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2.3. 有機太陽電池における電荷分離についての理論 応用物理コース

小野 頌太 助教

太陽光発電は将来のグリーンテクノロジーを担う極めて重要な技術です。様々な太陽電池の中でも、
有機太陽電池は「低価格」「軽量性」
「柔軟性」など、多くの利点を持つことから、その実用化に向け
た研究が精力的に行われています。有機太陽電池の基本構造は、フタロシアニンなどのドナー（D）と
フラーレン分子などのアクセプター（A）とのヘテロ接合です。その発電メカニズムは、ピコ秒スケー
ルで起こる以下の３ステップから成っています［図 1 参照］
。
（１）光吸収による励起子（電子とホールとの束縛状態）の生成と励起子の DA 界面への移動
（２）電荷移動励起子（界面付近に出現する励起子）の生成
（３）電荷移動励起子の解離（自由電子と自由ホールの生成）
図 1: 有機太陽電池の発電機構。過程（１）に
おける紫球は励起子を表し、過程（２）と過
D A
過程（１）

D A

D A

程（３）における青球と赤球はそれぞれホー

過程（２）

過程（３）

ルと電子を表す。

当該分野における未解明の問題は、過程（３）をミクロな立場から（量子力学的に）説明すること
ができていないという点にあります。これまで、暗双極子、界面の乱れ、キャリア質量、エントロピ
ーなどの個々の効果が調べられてきましたが、実験を説明する統一モデルの確立には至っていないの
が現状です。
私は直近の研究[1]において、電荷移動励起子モデルを新規構築し、過程（３）を説明する理論を提
案しました。簡単なモデル計算の結果、過程（３）の起源は量子力学的効果とエントロピー効果との
協力効果として理解できることが明らかになりました。本結果に基づき、光吸収後の励起子解離のシ
ナリオを予測しました［図 2 参照］
。本成果は、励起子解離における協力効果を初めて明らかにしたと
いう点で、当該分野に大きなインパクトを与えるものと期待されます。

Temperature

Hot phonon

Free electron
Free hole

T=Tc

DA 界面における励起子解離

ダイナミクス（文献[1]より）。格子温
度がある臨界温度を越えると電荷分

Excess energy
Cold phonon
Exciton

図 2:

CTE

離が起こる。

~ Phonon thermalization time
at the DA interface
Time

研究室では、上に挙げた研究を含

め、光励起された凝縮系の動力学を幅広く研究しています。凝縮系の光励起状態についての基礎理解
を深めることで、超高速ダイナミクスが関与する新しい物質相の予測と新奇物性の解明し、さらに超
高速ダイナミクスを活用した新技術を創出できる人材育成に貢献することを目指します。
[1] S. Ono and K. Ohno, Phys. Rev. B 93, 121301(R) (2016); Phys. Rev. B 94, 075305 (2016).
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3. 役員・委員の自己紹介
支部長

堀尾 義矩

工化

1962

(1) 仕事に関して
岐大卒業後、食油会社・日清製
油(株)（現在日清オイリオグルー
プ(株)）にて研究、生産、営業、海
外駐在など多岐分野担当を経
て、技術出身役員（常務）として十
数年間、国内事業、海外事業など
担当。 「担当業務に対するアグレッシブな取組みと多
写真など
岐分野の経験と技術系役員の強みを発揮し、生産・販
売・技術を合わせた「横断的な提案型販売」を組織化。
国内に加え海外でも中国、マレーシアなど東アジアで
それらをベースにした合弁会社３社を立ち上げ、現在も
好業績をあげている。
(2) 趣味に関して
最近、デジタル一眼レフを購入、遅まきながら講習会に
参加するなど写真術を勉強中。
(3) その他
日清退任後は遺伝子組み換えの基礎研究中心の独
法・研究所で唯一の民間出身の役員（常勤監事）として
民営化を、その後は地元の市の外部評価委員、市民
活動推進委員として地元に、また岐阜大学に対し工業
倶楽部関東支部長として些かであるが貢献している。
事務局長・総務委員長

木村 信幸

機械

1963

(1) 仕事に関して
63 年 4 月、三菱電機（株）に入社、
電子機器の専門工場（鎌倉製作所）
に配属され、電子機器の工作技術
開発に携わりました。ある機種の心
臓部・油圧機器の精密機械加工で
は、外国からの技術や設備の導入も
あり、工作技術レベルを飛躍的に向
上させたことが強く印象に残っています。その後、公害
防止管理者資格を取得して、公害防止事務局を担当し
たり、工場建屋・施設の管理、安全衛生管理、
ISO14001 の導入、関連会社の EMS 指導等にも携わり、
40 年に渡る会社生活を終えました。同時に環境カウン
セラー登録（環境省）、エコアクション 21 審査人資格を
取得し、NPO 法人にて活動しています。
(2) 趣味に関して
男性料理教室には約 10 年通い、数多くの和洋中料理
を習得しました。今は地元で行われる第九の合唱に的
を絞り、年 1 回の演奏会出演を楽しんでいます。
(3) その他
21 世紀は環境の世紀です。世界中で低炭素社会の実
現に向けた更なる取組をしないと地球が持たないでしょ
う。孫、ひ孫の時代以降がどうなるか心配です。

副支部長・行事委員

加藤 規康

精密

1971

(1) 仕事に関して
日産自動車にて、定年まで生産技術畑を歩いてきました。専門は
車体生産技術で、1987 年より日産とフォードのミニバン開発&生
産をフォード工場で生産するプロジェクトに参加し、車体生産展
開計画を行ったのち、日産の米国工場でのブルーバード(アルテ
ィマ)の車体工場新設と生産ラインの展開を行う。帰国後は生産技
術部車体技術部長として、ルノー車も生産できるフレキシブルライ
ンの開発と工場展開を行いました。その後、2001 年より米国日産
に出向し、生産担当副社長として、米国での V6,V8 エンジン生産
展開やミシシッピー工場の建設とフルサイズトラックの米国生産展
開等を担当しました。
2004 年よりサスペンションフレームメーカーの「ヨロズ」に移り、経営
企画室担当常務として、中国、インド、インドネシア&タイ（第二拠
点）にそれぞれ子会社の設置を行い、生産開始までを担当しました。
現在は完全リタイアして毎日が日曜日です。

(2) 趣味に関して
学生の時マンドリン倶楽部に入ってお
りましたので、リタイア後に、相模原の
マンドリン倶楽部に入ってベースを弾い
ています。また、座間工場時代のブラス
バンドメンバーと「おやじジャズバンド」を
組んで週一回合奏を楽しんでいます。

(3) その他
最近は蕎麦に凝り、妻と一緒に「美味しい（と言われる）」蕎麦
屋さんの食べ歩きをしております。
副事務局長・名簿委員
土木
1980
・総務委員 水谷 隆

(1) 仕事に関して
1982 年大林組入社後、主に設計部
門に所属していましたが、95 年から
1 年間ベトナムの工業団地造成工事
に従事した後、出向１回、3 現場と移
動しました。2008 年から現所属で工
事記録を整理する毎日です。
(2) 趣味に関して
リタイヤしてからやる事を探しています。2 年程前から、
写真など
フライフィッシングとハイキングをかじっています。フライ
は横浜のショップ「なごみ http://www.nagomifish.jp/」に
お世話になっています。興味を持ってみて、実家の大
垣近辺(揖斐の山奥)にも渓流があることに気づきまし
た。また、8 月初旬尾瀬を歩きましたが、ニッコウキスゲ
は例年より 1 ヶ月も早く終わっていて、地球温暖化の影
響ではと危惧しています。好きな自転車では、今秋、し
まなみ海道に挑戦する予定です。
(3) その他
土木分野で技術士取得は結構重要です。私ごとです
が平成 27 年度試験で建設環境の資格を取得しました。
興味ある方はご連絡下さい。また、P.E.取得を目指して
いる方には Reference も可能です。
mizutani.takashi.ro@obayashi.co.jp
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幹事

浅野 弘

機械

1962

(1) 仕事に関して
岐阜大学工学部発祥の地 笠松町
生まれ。卒業後 日立製作所に入
写真など
社、日立工場に配属。火力発電、セ
メント工場、塵埃焼却炉などから排
出されるばいじんを除去する電気集
塵装置の 計画・ 設 計を担 当し まし
た。学校で全然学んだことのない装
置で当初は戸惑いましたが、いろいろな公害が問題に
写真など
なりつつある時代で、意欲的に取り組めました。その後
勤務地は東京都 大塚や千葉県松戸市と変わり、空気
式輸送装置や穀物アンローダなどの設計にも携わって
きました。２００４年に退職。２００８年の関東支部設立
後、行事委員長を１期、支部長を２期務めた。
(2) 趣味に関して
ゴルフを 4０歳くらいから継続してプレーしており、関東
支部のゴルフ会にも全て参加しています。一向に上達
しないのですが…。また、体力のキープのため週に２～
３回はスポーツジムに通い、夏場はそこで水泳も楽しん
でいます。

幹事・名簿委員長

矢満田克樹

電気

1967

(1) 仕事に関して
観測ロケット搭載機器、開発メーカ
の明星電気（株）目黒研究所に
S４２年入社した、名古屋大学空電
研の要求で電離層観測・空電観測
用搭載機器を製作、ロケットに搭載
し宇宙で観測をする、集大成では宇
宙空間を擬似チェンバーとして使用
宇宙に存在する電子の質量を分析
する装置を人工衛星に搭載、データ
収集に成功した。
S50 年からはマイコンが世の中に出始め、既存製品の
マイコン化が最大の仕事となった、平成１６年退職と同
時に（有限会社）エムエムディを設立し、マイコンを使用
する教育用機器の開発に従事している。
大学、専門学校からの要請でマイコンを使用した授業
の講義をするようになった。
(2) 趣味に関して
多趣味で、極めた趣味はありません、ゴルフは運動不
足解消のため続けている。

(3) その他
最近、町内の盆踊りで幼児の踊りを見ていると、戦時中
だった子供の頃を思い出します。やはり平和が一番で
すね。

(3) その他
モノづくりに興味を持つ学生が少なくなった、低学年か
らものづくりの楽しさを経験させることが必要、モノづくり
の技術者不足にならないようにしたい。

幹事・行事委員長

会計・財務委員長

小鹿 昇

工化

1968

(1) 仕事に関して
1968 年工業化学科を卒業後、
ユシロ化学工業に入社。潤滑
油剤（切削・研削などの機械加
工、塑性加工など）の研究開発
を３７年間携わって来た。納入
先は主に自動車および関連、
精密加工、鉄鋼などの主要産
業に使用。
５９歳に子会社の主に化粧品・薬品・食品等の商品を焼
却・リサイクルする環境関連会社で経営に携わる。熱エ
ネルギーを蒸気として回収し利用できる 220ｔ／日量の
焼却炉と 27ｔ／日量の灰溶融炉の建築に関与した。

大塚 重男

土木

1975

(1)大学時代
高校時代から始めたハンドボールに熱中していました。
一番の思い出は、大学３年のインカレ大会で、福岡大
学を破ったことです。また、今回のリオ五輪では、ハンド
ボール女子日本は、４０年ぶりの五輪出場の望みがあ
り、最終予選まで行きましたが、残念ながら切符は逃し
ました。世界１２カ国の壁は高いようです。

(2)仕事に関して
港湾土木関係の建設会社に在籍し、防波堤・海岸工事
や空港拡張工事等で、四国、瀬戸内海、新潟の現場に
およそ２５年間従事しました。松山空港拡張工事では、
夜間作業を減らすべく水平トロリー式起重機船を考案
し、多くの作業を昼間で施工したことが記憶に残ってい
ます。また、高知では、漁組とのトラブルで随分怖い思
(2) 趣味： 多趣味でこれと言って見極めていませんが、
いをしました。その後、安全環境部に異動し、全国の店
燻製作りやそば打ちを始めとするいろいろな料理を作っ
社や現場で安全衛生教育や安全パトロール等に約１０
て楽しんでいます。最近は焼き鯖と鯵の押し寿司に凝っ
年間従事しました。労働災害、特に死亡災害の発生
ています。また、体力の低下を防ぐために時々神奈川、
は、つらい経験でした。
静岡辺りでゴルフを楽しみ、かつ３回／週トレーニング
ルームに行き、有酸素運動や筋トレを行っています。
(3)現在
(3) その他： 子会社に居た時に、強烈な売り上げ低下
を引き起こしたリーマンショックに遭いかつ大手鉄鋼メ
ーカーからＭ＆Ａに掛かり、売り渡したことが一番印象
に残っています。

会社退職後、労働安全コンサルタント、社会保険労務
士として、安全衛生教育、安全衛生診断、労働安全衛
生マネジメントシステム（コスモス）の評価業務等をやっ
ています。
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会計監査

田中 堯

土木

1966

(1) 仕事に関して
民間会社東洋建設に入社して卒
業まで３７年間勤めました。１０年間
は港湾、河川関係の現場に従事
し、後の２０年間は内勤業務で工
事，工務、技術、営業等管理部門
で仕事をしてきました。建設関係の
仕事をして経験工学、人間工学を勉強できたことが自
分の大きな財産でした。その後１０年間建設専業の会
社で営業関係の仕事をしてきました。岐大工業倶楽部
関東支部には発足の時から会員としてお世話になって
います。土木系学部だけでなく他学部の皆さんとコミユ
ニケーションが取れることは大変いいことですね。
(2) 趣味に関して
特にはありませんが油彩画、水彩色鉛筆画を下手の横
好き、少々やっています。毎日、１～１．５時間のウオー
キングで運動不足を補っています。
(3) その他
昨今、建設関係の仕事に従事する人が少なくなってき
ているようですが日本の国はこれからもまだまだ土木技
術が必要とされています、関係の皆さん希望をもって頑
張ってください。

名簿委員

坂口 幸三

繊維

1969

(1) 仕事に関して
エレクトロニクス・通信機器に欠かせないプリント配線基
板の基本材料の 1 つであるガラス・クロスの開発/製造/
海外展開に従事し、定年まで技術畑を過ごしてきまし
た。
(2) 名簿委員に関して
繊維科は既に統廃合され卒業生も固定された状況で
すが、定期的に発行される卒業名簿等を活用して関東
支部メンバーの見直しを行っています。

会計監査

三宅 敬造

(1) 仕事に関して
建設会社にて地下鉄等の都市土木
や筑波の高エネ研、鹿島のＬＰＧ備
蓄ＰＪ、空港港湾工事などに従事、
その後管理部門を経て、現在は道
路会社で若手の指導を行っていま
す。 書類よりも会話の大切さを、
株主よりも作業員の大切さを伝えて
います。

土木

1970

写真など

(2) 趣味に関して
樹木、橋梁模型、木工、畑、どれも器用貧乏で中途半
端---、やはり気の置けない友人と一献傾けるのが一番
です。 そして７０歳からは地元でボランティアをしたい
と思っています。
(3) その他
レッド片手に那加の下宿を渡り歩き、朝まで語り明かし
た情熱や世を憂える想いは今も変わらないつもりです
が 今はますます格差が広がり、みんなが幸せに、とは
程遠くなっています。見えないところで社会が動き、
ほんとうの実態はメディアもあまり触れなくなった。
大切なことを何かみんな忘れているように感じます。

総務委員

葛西 成治

繊維

1965

(1) 仕事に関して
旧プリンス自動車工業（株）に
入社。直後に社名が日産自動
車（株）に変わったものの、所属
は繊維機械事業部のまま、革
新織機“ジェットルーム”の開発
を担当。当時の所属長の「世界で誰もやっていないこと
をやるんだ」という言葉に励まされ、新機構の考案、試
行錯誤を継続。その後は海外客を中心に技術フォロー
を担当。定年前 10 余年間は部門の企画部署で、商品
企画や経営企画管理等に従事。
(2) 趣味に関して
合唱や、旅行などやってみたいことは何かとあるけれ
ど、現在は視たり聴いたりの程度。若い頃に飛び回った
西欧の街々をもう一度訪ねてみたいと夢見中。
(3) その他
・都内の国立大学博物館で、“ジェットルーム”ほか繊
維機械に関わる動態展示や開発史調査などをボランテ
ィアで行なっている。母校とは違う流儀や雰囲気があっ
て興味深い。
・聞こえの不自由な方々への文字情報支援の全国組
織に所属。ただし、支援活動範囲は居住市内が主。
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名簿委員

水野 善允

精密

1968

(1) 仕事に関して
岐阜大学では松井辰彌研究室において河村長司先生
の下で噴流火炎の卒業研究を行った。他２大学に移り、機
械工学科で粘弾性流体の円柱周りの流れ、電子工学科で
化合物半導体表面の研究を行った。その後、国立高専で
教鞭を取り、５年生と専攻科生の卒研で MOS 太陽電池を
製作した。ソフトボール同好会顧問として尽力した。退官
後 JICA ボランティアとしてドミニカ共和国に派遣され、職
業訓練庁地方事務所 INFOTEP で２年間教員を指導し、
太陽電池の普及に努めた。
(2) 趣味に関して
体力維持のためジョギングを行い、昨年は最北フラワー
マラソンの５km の部に出場した。酷暑の夏が過ぎたので、
一時中止していたジョギングを再開する。
１年半以上かけて製作した中学卒業 50 年周年（古希）
文集をこの７月に発行した。この文集をホー
ムページで公開する予定である。
(3) その他
JICA ボランティアでのスペイン語経験を生
かして、東京オリンピックでもボランティア活
動を考えている。
公開ホームページ URL を下記する。
http://www.zg.em-net.ne.jp/~nenrin50nen/
財務委員

伊藤 厚雄

会報委員

高尾英次郎

機械

1973

(1) 仕事に関して
造船所で大型船機関部の修繕業務
を経験後、大型自動車メーカーで
エンジン開発、電子制御開発の主
に実験業務に従事しました。
2009 年に退職後、HILS という電子
制御コントローラー用のコンピュータ
シミュレーションを使ったテスト装置
に関して、装置開発やテストへの利用方法ついてコン
サルティングを行っています。本年 4 月から MONOisto
というインターネットサイトで「いまさら聞けない HILS 入
門」という記事をにて連載中です。
（http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/series/3248/）
(2) 趣味に関して
学生時代からサイクリングを続けています。昨今は、
野鳥や草花を愛でながら、横浜市郊外の自宅周辺
で２0～３0km の散策（ボタリング）をしています。
(3) その他
3.4kW の自宅太陽光発電を 4 年前に開始、同時に
自作測定装置を使って、発電量と系統別の家電製
品電力消費量を連続測定しています。電気式温水
床暖房と冷蔵庫の電力消費の双璧です。冷蔵庫は、
扉を開けるとすごく電気を食うものです。

合化 写真など
1981

(1) 仕事に関して
化学会社で研究企画、開発、契約等の業務に従事し
ています。開発テーマは、半導体材料と工程材料が主
なものです。20 年前は日米の顧客向けの仕事が主で、
米国への出張は頻繁でした。ここ数年は、台湾、韓国
および中国への出張が多くなっています。
(2) 趣味について
学生時代は、「星を観る会」で仲間と星を観ていまし
た。学園祭でのプラネタリウム上映など、当時のことが
昨日のように蘇ります。
最近は、バイクが趣
味です。ホンダの
CB1100 が愛車で
す。1980 年代の名
車 CB750 を現代に
蘇らせた空冷ビッグ
バイクです。

館山にて、愛車の CB1100

(3) その他
この夏、長女が嫁に行きました。大きな仕事が終わった
後の喪失感があります。これからの時間を大切にして、
新しいことに挑戦したいと思います。
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4.

『岐阜県、愛知県にゆかりのある場所』（東京駅周辺）

伊藤厚雄

岐阜大学を卒業後、就職で上京する後輩、転勤で東京
に赴任する諸兄に、関東の街で、岐阜県、愛知県にゆか
りのある場所を選び紹介します。ゆかりのある場所で、ホッ
トする時間を提供したいと思います。
岐阜から新幹線で東京に向かえば、東京駅は玄関で
す。その赤煉瓦の駅舎は 2012 年に再建工事が終了し、
約 100 年前の建設当時の姿に戻りました。南北のドーム
型屋根を擁すホールは装飾で人気があります。この北ホ
ールを大手町側に出たところの複合ビルも人気の場所で
す。多くの人がビルに向かいます。ここが、「丸の内オアゾ」
と言い、紹介したい場所です。大きなガラス窓の瀟洒な複
合ビルで、ビルの 3 階、4 階から大きなガラス窓を通して赤
煉瓦の駅舎を上方から下に眺めることができます。まずは、
ビルに入りましょう。
岐阜県ゆかりの場所は、「丸善 丸の内本店」です。理
由は後にして、日本を代表する書店「丸善」に入りましょう。
ビルの 1 階から 4 階までを占めています。東京は、ビジネスの街です。外国からのビジネスマンも多く、日本を
代表する国際ビジネスの街です。国際都市東京に相応しく、ビジネスマンは身なり、道具を揃えなければなり
ません。ここで、筆記具を買い揃えては如何でしょうか。お奨めです。明治からの舶来品の数々、学術書の輸
入、書籍出版など、啓蒙活動を支えた「丸善」です、かの文豪、夏目漱石が贔屓にしていました。格式では劣
りません。ここでは、ボールペンがお奨めです。選りすぐりの商品が並べられたショーケースに圧倒されます。
これが東京かと、田舎者には、その洗練さに気後れしてしまいます。しかし、ここでは、私たちは威風堂々とし
た客として振る舞いましょう。
実は、「丸善」を創始した人物が岐阜県にゆかりがあるからです。創始者は、明治の時代に日本の近代化
に貢献した官吏、実業家、そして医師であった早矢仕有的（はやし ゆうてき）です。早矢仕は、美濃国岩村
藩の藩医でした。出身は旧武儀郡笹賀村（岐阜県山県市）です。早矢仕は福沢諭吉の英語塾に通い、福沢
の思想に共鳴し、仲間と共に近代的な会社組織の「丸善」を設立しました。医師としては、日本で最初の西
洋式病院（横浜黴毒病院）の院長として活躍しました。実業家としては、後の「東京銀行」となった「横浜正金
銀行」の設立などがあります。
東京、横浜にハイカラな種を蒔いた人物が岐阜県出身とは、驚きです。幕末から明治初期の頃です。大
先輩と言えます。苦労もあり、多忙だったと言われます。早矢仕にも、私たちと同じように岐阜を懐かむ時はあ
ったでしょう。東京に在っても、故郷の山々、御嶽山、恵那山、金華山、伊吹山の美しい姿を忘れることはな
かったと思います。
さて、買い物後は４階の「丸善カフェ」で、早矢仕が病院で出した特別料理を注文しましょう。その料理は、
薄切り牛肉と玉ねぎをドミグラスソースで味付けてあり、食べ方はご飯にかけて食べます。そうです、「ハヤシ
ライス」です。早矢仕さんが発祥と言われます。
くろうどくりや

夕暮れ時であれば、６階のテナントで愛知県と岐阜県の料理が楽しめる名古屋の名店 “蔵人 厨 ねのひ”
で飛騨牛を味わうこともお奨めします。ここでは、蔵元『株式会社盛田』の 340 年余の歴史を重ねた吟醸酒を
楽しむことができます。東京の一日を赤出汁でしめるのも、一つの洒落です。
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5. 関東支部活動
5.1. 2016 年(平成 28 年度)見学会開催のご案内『日産自動車(株)追浜工場見学とミニ講演会』

参加者募集のご案内
ルノー車も生産できるフレキシブル車体製造ラインと、究極の
物流カイゼンによる自動車組み立てラインの見学会を企画い
たしました。
また自動車の製造技術に関する「ミニ講演会」もあります。
皆様方奮ってのご参加をお願い致します。
「記」
１．

日時 ： 11 月 10 日(木)

13:30 ～ 15:30

① 13:30 ～ 14:00 工場概要説明
② 14:00 ～ 15:00 生産ライン見学
(車体工程・組み立て工程)
③ 15:00 ～ 15:30 ミニ講演会 ：
「自動車生産技術」に関するもの
２．

参加費用及び募集人員・
① 無料 20 名程度（先着順)
参加ご希望の方は加藤迄(下記メールアドレスに)、お名前、卒年、学科、ご住所、
緊急連絡電話番号、メールアドレス及び懇親会への参加可否を記載の上、
10 月 30 日迄に申し込みください。

nickkato@juno.ocn.ne.jp
３．

（携帯）090-1698-0727

見学内容
①車体工程：

フロアライン(無人工程)＋ボディサイドライン
フレキシブル生産（四車種八車型）ラインを見学します

②組み立て工程：一台ごとシンクロさせた無人部品搬送や現場改善（からくり）見学
電気自動車「リーフ」の生産も同じラインで行っています。
４．

集合及び移動について
① 11 月 10 日(木) 13:00 迄に京浜急行追浜駅の海側に出た２F のデッキに集合する
② 日産追浜工場殿の「マイクロバス」にて移動。(13:15 発)
③ 自家用車での参加希望の方は、行事委員の加藤まで事前申請をお願い致します。

５．

その他
＊「懇親会」は追浜駅前の居酒屋にて、16:00 位～ 3700 円程度の飲み放題コースを計画しております。
～ 以上 ～
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5.2. 第７回岐阜大関東支部ゴルフ会の実施

幹事

酒向泰蔵

今期も愉しく、元気なゴルフ会を計画しておりますが、早速第７回ゴルフ会を下記の要項で実施
する計画でいますので皆様の参加を期待しております。
場所：昭和の森Ｇ．Ｃ．東京都昭島市つつじが丘 １－１－７(中央道八王子ＩＣ 6.3ｋｍ）
費用：プレー費 １２，５００円（食事込み）
参加費
１，５００円（懇親会＋賞金）
日時：１０月１７日（月）
現在２組予定しておりますが、出来る限り多くの皆様とプレーを楽しみたいと思っています。
モットーは、愉しく、元気な和気藹々とした、年齢を感じないプレーですので是非とも皆様の
参加をお待ちしています。
参加を希望される方は是非ともご連絡ください
連絡先：酒向 泰蔵 （
‘６６、工化卒）
Jdbhy873@yahoo.co.jp
TEL: 048-542-3186
090-8021-8885

6. 編集後記
ニュースレターNO．16 を発行いたします。
今回は、NHK 番組「超絶スゴ技！2015 年 10 月 31 日 究極のロープ対決」で披露された組みひも技術を初
めとする繊維加工技術の紹介と工学的な説明および応用についての中井朝美先生の講演を頂き、講演資料
を掲載しています。改めてロープ対決のビデオを鑑賞し、ロープの切れる瞬間を見てナイロンロープを岩角に
直接当てると簡単に切れてしまうことを思い出しました。「草相撲」ルールでロープの強さを競うのは分かり易い
半面、組みひもロープに求められる強度とは異なる特性の勝負になっているように感じました。モノづくりで苦
労した実験・評価の難しさに改めて思いを致す次第です。
伊藤様の『岐阜県、愛知県にゆかりのある場所』が新たに始まりました。次号以降も連載を期待しています。
このニュースレターは、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幸いです。
今後ともなお一層のご協力をお願いする次第です。

（高尾記）

________________________________________________________________________________________________________________________________________
編集：岐阜大学工業倶楽部関東支部
会報委員会

編集 野田和生
高尾英次郎
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添付資料【1】第 9 回総会資料抜粋

ごあいさつ
本日はお忙しいところ、多数の皆様にご参集頂き誠に有難うございます。
また、ご来賓ご講演者として岐阜大学から六郷恵哲名誉教授（前・工学部長）、村井利昭副工学部
長、仲井朝美教授、岐阜大学工業倶楽部から坪内繁樹会長、杉浦隆専務理事のご出席を賜り厚く御礼
申し上げます。
工業倶楽部は昨秋、設立７０周年を祝いましたが、関東支部はこの６月で設立から９年目に入り、未
だ基盤強化が主体ですが、支部設立以降、さまざまな活動を通じ微力ながら母校に貢献できたのでは
と自負しております。
これも岐阜大学ならびに工業倶楽部本部、支部役員・委員及び支部会員の皆様のご支援・ご協力・
ご指導の賜物と厚く御礼申し上げます。
関東支部は毎年６月に開催の定期総会・講演会・懇親会と年２回の支部会報「ニュースレター」の
発行を中心に母校に関する情報や活動状況を発信、秋の見学会と年２回のウォーキング会、ゴルフ会
などにより支部会員の皆様の理解と協力の深耕に努めるとともに、会員相互の親睦を図ってきまし
た。
今回はこの春、工学部長を定年にてご勇退されました六郷先生にご講話を、総会後のご講演を昨年
１０月ＮＨＫ「超絶 凄ワザ！」にご出演の機械工学科の仲井朝美教授にお願い致しました。
岐阜大学工学部には仲井教授のような日本に誇れる研究者が多々お見えで、関東支部では支部会報
「ニュースレター」に現職の先生にお願いし各科別にシリーズにて研究内容などの紹介いただいてお
り、今後これらをベースに機会を得てご講演をお願い出来たらと考えております。
関東支部の活動は徐々に軌道に乗ってきていますが、２年後の設立１０年に向けて関東地区での岐阜
大学の知名度、ブランド力を高め、母校の隆盛に貢献するためにも、さらなる卒業生皆様の結束が必
要と考えます。
しかし、関東在勤・在住の工学部卒業生約 2,000 人の約 70％の方々の情報を把握するのが困難な状
況で、会員の確保に苦慮しているのが実情です。
これらの課題について本日お集まり頂きました皆様方から忌憚のないご意見、ご提案を頂きたく、あ
わせて皆様方を中心に会社の先輩あるいは後輩やお知り合いの方々にお声掛けを頂くなど、今後とも
皆様の一層のご支援・ご協力をよろしくお願い致します。
２０１６年６月２５日
岐阜大学工業倶楽部 関東支部長
堀尾

義矩（工業化学１９６２ 年卒）

２０１４年度・２０１５年度 役員・委員（任期：２０１６年６月
【役員】
支 部 長
事務局長
幹
事
会
計
会計監査

堀尾
木村
浅野
大塚
三宅

第９回総会まで）

義矩（工化 62）
信幸（機械 63）
、副事務局長 葛西 成治（繊維 65）
弘 （機械 62）
、矢満田 克樹（電気 67）
、小鹿 昇（工化 68）
、野田 和生（精密修 73）
重男（土木 75）
敬造（土木 70）
、田中 堯（土木 66）

【委員】 ◎委員長
総務委員会◎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 80）、水野 善允（精密 68）
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）、佐久間 朋宏（工化 91）
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）
Ｐ－1
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第９回総会

○開 催 年 月日：２０１６年６月２５日（土）
○開 催 場 所：シーサイドホテル芝弥生（港区海岸 1-10-27）
「あかつきの間」「ふじの間」
○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（２階 あかつきの間）

１３時００分～１３時２５分

・開会の辞

木村事務局長

・支部長挨拶

堀尾支部長

・来賓紹介･ご挨拶 岐阜大学名誉教授（前工学部長） 六郷 恵哲 様
岐阜大学副工学部長･教授

村井 利昭 様

岐阜大学工学部機械工学科教授

仲井 朝美 様

岐阜大学工業倶楽部 会長

坪内 繁樹 様（ご挨拶）

同

杉浦

専務理事

隆 様

◆議長 堀尾支部長 ◇提案者 木村事務局長 ◇書記 葛西副事務局長
報告事項

１．２０１５年度活動報告
２．２０１５年度決算報告、会計監査報告

決議事項

１．役員選出
２．２０１６年度活動計画（案）
３．２０１６年度予算（案）

その他
休

憩（５分）

第２部 講演会（２階 あかつきの間）

１３時３０分～１４時４５分
◆司会 木村事務局長

（１）ご挨拶と講話

岐阜大学名誉教授(前工学部長)

六郷 恵哲 氏

（２）講演：岐阜大学 工学部 機械工学科 教授
複合材料研究センター 副センター長 仲井 朝美 氏
演題「複合材料研究センターおよび繊維加工技術を
用いた複合材料研究の紹介」
記念写真（全員）と移動・休憩
第３部 懇親会（１１階 ふじの間）

１５時１０分～１７時００分
◆進行役 伊藤委員

・来賓ご挨拶
・乾杯
・フリータイム（懇親）
・新入会員紹介・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）

Ｐ－2
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岐阜大学工業倶楽部 関東支部 第９回総会 資料
【報告事項 １】岐阜大学工業倶楽部 関東支部 ２０１５年度活動報告
１．第８回総会・講演会・懇親会
２０１５年６月６日（土）１３時より五反田「ゆうぽうと」で、ご来賓に森脇 久隆 岐阜大学長、
野々村 修一 副工学部長、臼井 憲義 工業倶楽部会長（当時）、柳瀬 俊次 専務理事（当時）を
お迎えして開催した。
第１部 総会：以下の案件が原案通り承認された。
・２０１４年度活動報告および２０１４年度決算・監査報告
・２０１５年度活動計画（案）および２０１５年度収支予算（案）
第２部

講演会

講師：国立大学法人 岐阜大学長 森脇 久隆 様
演題：
「岐阜大学の現状と展望」
講演要旨：岐阜大学は１９４９ 年の創立から６６ 年目を迎え、
２００４ 年の法人化からは１２年になる。この間、ＯＢ諸
氏のご支援と現役教職員、学生諸君の努力により活発な教
育、研究、国際化、地域貢献を継続してきた。国際ランキ
ングは６５１～７００位、国内では３７位、国立大学に限
ると２６位にある。２０１６年以降はさらに地域貢献を深
めると共に、生命科学（医薬獣）、環境
科学、次世代エネルギー、次世代金型、
医学教育などで特に強みを発揮する展
望を持っている。
第３部 懇親会

森脇学長ご講演

来賓各位ならびに学部代表支部会員の挨
拶、近況報告など和やかに懇親を行った。
２．第８回見学会を２０１５年１１月８日（木）に開催
渋谷区・品川区・世田谷区・豊島区の一部の範囲の水処理
を行っている「芝浦水再生センター」を見学した。参加者は
１１名。その後、参加者による懇親会を見学会場近くの居酒屋
で開催した。
３．ニュースレター第１４号および第１５号を発行
・ ２０１５年９月と２０１６年４月にそれぞれ発行
・ 大学だよりとして、第１４号では機械工学科学科長の山本
秀彦教授ほかに、第１５号では社会基盤工学科学科長の小嶋
智教授に寄稿していただいた。
・ なお、第１５号は今回の総会案内とともに正会員・会員
約３９０名に送付した。
４．名簿の整理・管理と正会員増のための活動
・ 名簿委員が中心になり、関東地区会員の住所等を再確認し、
名簿を整理。
・ 名簿保守管理は外注せず、委員でメンテナンス管理した。
・ 新規会員掘り起しを検討した。
Ｐ－3
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第５回ゴルフ会：１２月７日（月）
同じく上野原Ｃ．Ｃで。６名参加。
第６回ゴルフ会：２０１６年４月１８日（月）
山梨県の秋山Ｃ．Ｃで。５名参加。

５．役員･委員合同会議の開催他
・役員･委員の定例会議は６回/年開催し
円滑な推進を図った。
６．会員親睦活動

７．関東支部予算の適正な執行管理活動

・ウォーキング会：
２０１５年度は１１月２８日（土）に東京・世
田谷区の五島美術館と紅葉の等々力渓谷を家族
ともども散策した。参加者９名。

・支部正会員からの会費納入状況の管理と報告
・年度予算の使用実績管理と定期的な報告
・予算使用実績を基にした次年度予算案の作成
・年２回の会計監査に対する対応
８．工業倶楽部本部との連携強化
・工業倶楽部設立 70 周年記念行事参加協力。関
東地域の会員に呼びかけて参加の促進と集約
を行い、１１月１日の記念行事に２１名で参加。
・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
・
「工業倶楽部会報」第３６号（２０１６年３月発
行）に関東支部活動紹介記事、関東支部総会案
内記事等を寄稿した。

・ゴルフ会：２０１５年度は以下のように３回開
催した。

９．会計監査
・中間期および期末に実施。

第４回ゴルフ会：７月２８日（火）
山梨県の上野原Ｃ．Ｃで。３名参加。

【報告事項 ２】岐阜大学工業倶楽部関東支部 ２０１５年度 収支決算書
(２０１５年６月１日～２０１６年５月３１日)
Ｐ－４

【収入の部】
科

（単位：円）

目

１．会員年会費収入
２．総会・懇親会費収入

2015 年度
予算(A)
260,000
270,000

３．交付金収入

250,000

４．寄付金収入
５．その他収入

0
93

収 入 計
前年度からの繰越金
合

計

780,093
124,207
904,300

2015 年度
決算(B)
268,000
246,000

差 異
摘
要
(A-B)
△ 8,000 会員１３４名（前年度実績１２９名）
24,000 総会出席４１名（前年度実績４７名）

550,000 △ 300,000
1,000
53

本部よりの運営交付金(250,000-)
70 周年記念事業協力支援金(300,000-)

△ 1,000 飯野勝巳氏より
40 預金利息

1,065,053 △ 284,960
124,207

0 中山時夫氏前納分 2,000 円含む

1,189,260 △ 284,960
Ｐ－4
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【支出の部】

科

目

（単位：円）

2015 年度
予算(A)

2015 年度
決算(B)
Ｐ－4

差 異
(A-B)

１．総務委員会活動費

100,000

106,773

△ 6,773

２．名簿委員会活動費

20,000

4,000

16,000

３．財務委員会活動費
４．行事委員会活動費

10,000
20,000

5,530
16,000

５．会報委員会活動費

120,000

135,800

△ 15,800

６．組織拡充活動費

120,000

79,510

40,490

７．総会費
８．懇親会費
９．手数料
10．税金

120,000
270,000
10,000
50

109,182
246,000
11,730
0

10,818
24,000
△ 1,730
50

11．特別費

0

12．予備費

10,000

支 出 計
次年度への繰越金
合

計

要

合同会議 6 回、事務局費を含む、
常任理事会旅費は本部支給
名簿保守管理は委員でメンテナンス管理、
新規会員掘り起こし

4,470 期央、期末会計監査他
4,000 総会、見学会の企画、実施

261,510 △ 261,510
10,649

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
新規会員入会促進、資料作成及び
総会案内資料送料等
会場使用料、資料印刷等

6,000×41 名
会費等振込み手数料
利子税
70 周年記念事業交通費補助、
懇親会参加費資料送付

△ 649 初代事務局長香典等

800,050

986,684 △ 186,634

104,250

202,576

904,300

摘

△ 98,326

1,189,260 △ 284,960

２０１６年５月３１日現在の手持ち現金及び預金合計は、繰越金の 202,576 円に２０１６年度年会費 お
よび第９回総会費の前納分 405,880 円(95 名分)が加わり、608,456 円である。
岐阜大学工業倶楽部関東支部２０１５年度収支決算につき、以上のとおり報告いたします。
２０１６年５月３１日 岐阜大学工業倶楽部関東支部
会計
大塚 重男 ㊞
Ｐ－５

Ｐ－5
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【決議事項】１．岐阜大学工業倶楽部関東支部 次期役員改選
（任期：２０１６年６月総会～２０１８年６月総会）
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
支部長
副支部長
事務局長
副事務局長
幹事
幹事
幹事
幹事
会計
会計監査
会計監査

氏 名
堀尾 義矩
加藤 規康
木村 信幸
水谷 隆
浅野 弘
矢満田 克樹
小鹿 昇
野田 和生
大塚 重男
三宅 敬造
田中 堯

卒業学科
工化
精密
機械
土木
機械
電気
工化
精密修
土木
土木
土木

卒年
６２年 留任
Ｐ－5新任
７１年
６３年 留任
８０年 新任
６２年 留任
６７年 留任
６８年 留任
７３年 留任
７５年 留任
７０年 留任
６６年 留任

備 考

※関東支部次期委員会委員として以下の方とする。
委員会名

委員長

委
員 （カッコ内 学科、卒年）
葛西 成治（繊維 65 年）
、木藤 大司郎（土木 70 年）
水谷 隆（土木 80 年）
外山 一吉（工化 66 年）
、水野 善允（精密 68）
坂口 幸三（繊維 69 年）
、水谷 隆（土木 80 年）
酒向 泰蔵（工化 66 年）
、加藤規康（精密 71 年）
佐久間 朋宏（工化 91）

総務委員会

木村 信幸

名簿委員会

矢満田克樹

行事委員会

小鹿 昇

財務委員会

大塚 重男

伊藤 厚雄（合化 81 年）

会報委員会

野田 和生

高尾 英次郎（機械 73 年）

【決議事項】２．２０１６年度活動計画（案）
１．会員の交流の場を広げ、情報の共有化を図る
（１）第９回総会・講演会・懇親会の開催（２０１
６年６月２５日、於 シーサイドホテル芝弥
生）
（２）関東支部設立 10 周年記念総会・講演会・懇
親会を２０１８年６月頃に開催することと
し、その企画立案のため、実行委員会を立ち
上げる。
（３）企業等の見学会の開催（行事委員会）
・ 見聞を広め、向上心を刺激するとともに、
会員の親睦を深めることを目的に見学会を
開催する。
見学先：日産自動車（株）追浜工場を予
定する。
開催日：２０１６年年１１月１０日(木)
１３：３０～１５:３０を予定。

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。
※詳細は別紙開催案内をご参照ください。
（３）会報「ニュースレター」の発行と関東支部
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ため、
ニュースレター第１６号、第１７号の制作、
発行およびホームページの維持管理を行う。
（４）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
（５）ウォーキング会、ゴルフ会の開催
・会員間の親睦を図るため、２０１６年度もウ
ォーキング会、ゴルフ会（いずれも年２回
程度）を実施する。
※ゴルフ会詳細は別紙開催案内をご参照くだ
さい。

Ｐ－6
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２．関東支部組織拡充を推進する
（１）役員・委員合同会議（６回予定）および
各委員会の開催（総務委員会）
・関東支部の運営､会員への支部活動の情報提供
・正会員増および総会・講演会・懇親会参加者
増を図るために、各科別および学年別の組
織化とインターネットの活用
（２）関東支部予算策定と執行の適正管理
（財務委員会、会計監査）
・年度予算の重点的配分と適正使用監査、活動
資金の拡充
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３．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
（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、岐阜大学お
よび岐阜大学工学部との連携並びに関東地
区各務同窓会、医学部同窓会との連携を図る。
（３）工業倶楽部主催による関東でのイベント（関
東支部設立 10 周年記念総会を兼ねる）を２
０１８年６月頃に開催することで具体的に
検討・提案し、推進を図る。

【決議事項】３．岐阜大学工業倶楽部関東支部 ２０１６年度 収支予算書（案）
（２０１６年６月１日～２０１７年５月３１日）
【収入の部】

科

（単位：円）

目

１．会員年会費収入
２．総会・懇親会費収入
３．交付金収入
４．寄付金収入
５．その他収入
収 入 計
前年度からの繰越金
合
計

2016 年度
予算(A)
260,000
270,000
250,000
0
124
780,124
202,576
982,700

2015 年度
予算(B)
260,000
270,000
250,000
0
93
780,093
124,207
904,300

比較増減
(A-B)
0
0
0
0
31
31
78,369
78,400

摘

会員１３０名（前年度実績１３４名）
総会出席４５名（前年度実績 ４１名）
本部よりの運営交付金
預金利息

【支出の部】

科

要

（単位：円）

目

2016 年度
予算(A)

2015 年度
予算(B)

比較増減
(A-B)

摘

要

合同会議 6 回、事務局費を含む、
常任理事会旅費は本部支給
名簿保守管理は委員でメンテナンス管
理、新規会員掘り起こし

１．総務委員会活動費

100,000

100,000

0

２．名簿委員会活動費

20,000

20,000

0

３．財務委員会活動費
４．行事委員会活動費

10,000
20,000

10,000
20,000

0 期央、期末会計監査他
0 総会、見学会等の企画、実施

５．会報委員会活動費

130,000

120,000

10,000 ホームページメンテナンス費用

６．組織拡充活動費

120,000

120,000

７．総会費
８．懇親会費
９．手数料
10．税金
11．予備費

120,000
270,000
10,000
50
10,000

120,000
270,000
10,000
50
10,000

0 総会案内資料送料等
0 会場使用料、資料印刷等
0 6,000*45 名
0 会費等振込み手数料
0 利子税
0

支 出 計
次年度への繰越金
合
計

810,050
172,650
982,700

800,050
104,250
904,300

ニュースレター（２回/年）の発行、
新規会員入会促進、資料作成及び

10,000
68,400
78,400

ただし、役員会の承認を得て科目間の流用を認めるものとする。
Ｐ－７
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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。
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
Ｐ－9
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、
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。

Ｐ－8
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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。
名称
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

添付資料【1】第 9 回総会資料抜粋

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。
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。

主たる任務
ａ）総会開催取り纏め
・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
ａ）会員情報の収集と名簿管理
ｂ）入会の勧誘
ａ）年会費及び入会金の徴収と管理
ｂ）行事開催時における臨時会費の徴収と管理
ｃ）予算、決算報告書の作成
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
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
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

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。
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。

委員長
事務局長

副委員長・委員
委員長が任命する。

役員会にて幹
事より互選
役員会にて幹
事より互選

学科で代表を選出し
委員長が任命する。
委員長が任命する。

役員会にて幹
事より互選

委員長が任命する。

役員会にて幹
事より互選

委員長が任命する。

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。
区 分

入会金
(円)

年会費
(円)

正会員

－

2,000

特別会員
賛助会員
個人
法人

－

－

行事毎に役員
会で決定
同上

3,000

3,000

同上

3,000

3,000

同上

Ｐ－9
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岐阜大学工業倶楽部関東支部

添付資料【2】第 9 回総会議事録

第９回総会議事録

開催日時：２０１６年６月２５日（土） １３：００～１３：３５
開催場所：
「シーサイドホテル芝弥生」 ２階 あかつきの間
ご来賓 ：岐阜大学名誉教授
六郷 惠哲 様
岐阜大学工学部副学部長
教授
村井 利昭 様
岐阜大学工学部機械工学科 （兼）次世代金型研究センター
教授
仲井 朝美 様
岐阜大学工業倶楽部
会長
坪内 繁樹 様
岐阜大学工業倶楽部
専務理事 杉浦 隆 様
定刻、木村事務局長が第９回総会の開会を宣言した
のち、堀尾支部長から概略、以下の挨拶があった。
「今
日はお忙しい中、また、うっとうしい天気の中、お集
まりいただきありがとうございます。また遠路、ご臨
席いただいた六郷先生、村井先生、仲井先生、それに
工業倶楽部会長の坪内様、専務理事の杉浦様にお礼申
し上げます。昨秋の工業倶楽部７０周年記念行事には
関東支部から２０数名が参加した。関東支部は設立後
８年が経ち、９年目を迎えたが、まだまだよちよち歩
きで、組織作りに力を注いでいる状況。ここまで来ら
れたのは会員皆さんや岐阜大学の先生方、工業倶楽部
本部の皆様、それに手弁当で関東支部運営に関わって
来られた支部役員、委員等、多くの方々のご協力のお
かげと思う。今日、これだけの皆さんが参加されたと
いうことは、関東支部がそれなりに岐阜大学に貢献で
きているのだと思う。昨日、イギリスが国民投票でＥ
Ｕ離脱を選んだとの衝撃的なニュースが入ってきた。
今後日本も影響を受けると思われるが、まずは技術力
が大切。今日ご講演いただく仲井先生はじめ岐阜大学
には、誇れる技術を持った方がたくさんおられる。そ
れで関東支部会報の「ニュースレター」では、皆さん
のお役にたちたいと思って、毎号、岐阜大学の先生の
ご活躍の状況や誇れる技術を紹介している。ぜひ活用
していただきたい。これからも日本や世界に誇れる技
術をお持ちの先生方にご講演をお願いしようと思う。
先日の工業倶楽部常任理事会で「森脇学長が中部地区
でＰＲ等の訪問活動に努めておられ、かなりの成果が
上がっている」との報告があったが、関東地域ではＰ
Ｒがまだまだ行き届いていないのか、岐阜大学のこと
がなかなか話題に上がらない。早くそうなるよう、お
互いに努めてもらいたい。それが会員の増加にもつな
がると思っている。アンケートにもあるように、関東
支部活動が活発になるよう皆さんのご意見、ご提案を
お願いしたい。以上、関東支部は何をすべきかについ
ての一端をお話しした。今後ともよろしくお願いす
る」
。

とぐらいで開催しようと思うのでよろしく。イギリス
のＥＵ離脱は大変なニュースだ。なぜ日本の円がそれ
につれて上がるのかわからない。経済がグローバル化
して、ちょっとしたことが大きく影響し、不透明にな
るようだが、日本の物造りの現状からみると、それほ
ど大きな影響はないかもしれない。それでも役立つ良
い技術を開発し、世界中で買ってもらえる新しい製品
を産み出すことが重要だと思う。そのためには人材育
成が大切で、大学の交付金を増やしながら、苦学生へ
の奨学金や優秀な学生等への支援に回すべきではな
いかと思う。岐阜大学も法人化し、様々な効率化が図
られてきたようだが、年々交付金が減っていて大変な
情勢になっている。森脇学長が昨年来、１～２週間に
１回くらいの頻度で市内に出て市長や市民らにＰＲ
活動をされ、開かれた大学ということを地域の皆さん
に理解してもらっている。野々村新工学部長が西濃支
部で講演されたのを聴くと、工学部としてもいろんな
活動に努力しておられる。しかし、なかなか我々卒業
生には聞こえてこない。岐阜大学のホームページで公
表はしておられるが、地方には伝わっていかない。改
善を要する点だ。今年は工業倶楽部として、企業等現
役の卒業生に「岐阜大学、あるいは工学部はこんなこ
とをやっているよ」という情報を流すことができない
かと考えている。それがもとになって工学部と連携し
た共同研究に進めば良いと思う。そのような活動をし
たいので、その際には関東支部にご協力をお願いした
い。
」

続いて、事務局長から上記５名のご来賓紹介があり、
代表して坪内工業倶楽部会長から、概略、以下のご挨
拶があった。

議長の求めにより事務局長から総会資料の[報告事
項１]に基づき、以下の項目の活動について概略を説
明した。
１．昨年度総会・講演会・懇親会
・昨年は、資料記載の場所日時に第８回総会・講
演会・懇親会を開催した
・講演会では、森脇学長に「岐阜大学の現状と展
望」と題してお話をしていただいた。

「昨年６月に臼井前会長から会長の任を継いだ。関
東支部第９回総会開催をお慶び申し上げる。関東支部
はいろいろと活発に活動され喜ばしい。昨年１１月の
７０周年記念行事には、たくさん参加していただいた。
７０年経って初めて総会を開催したが、今後１０年ご

挨拶終了後、事務局長から、総会議事を行う、つい
ては関東支部規約に則り、支部長が議長を務める旨を
述べたのち、支部長が議長席に着いた。
議長は、審議に入ることを宣したのち、事務局長に
２０１５年度活動報告、決算報告、会計監査報告を求
め、その報告のあと質問を受けることとした。

[報告事項１]

２０１５年度活動報告
････総会資料 Ｐ－３、Ｐ－４

Ｐ－1
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２．見学会を１回開催した。
３．会報「ニュースレター」を２回発行した。
４．名簿管理
５．役員・委員合同会議開催
・合同会議を年間６回開催した。
６．会員親睦活動
・ウォーキング会を１回、ゴルフ会を３回開催し
た。参加人数が多いとは言えないが、それなり
に楽しい催しになっている。
７．工業倶楽部本部との連携強化
・創立７０周年記念行事に２０数名が参加した。
その他、資料のとおり。

[報告事項２]２０１５年度決算報告､会計監査報告
････総会資料 Ｐ－５、Ｐ－６
続いて事務局長が以下報告した。
・２０１５年度の収入は１,１８９千余円、支出
は９８６余千円で、２０１６年度への繰り越し
は、２０２千余円となった。
・内訳は資料のとおり。
続いて会計監査報告について、事務局長の求めによ
り、田中会計監査が以下報告した。
・資料に記載のとおり、監査の結果、収支内容が
明確、適正に処理されていると認めた。
以上の報告事項に関し、議長より出席者に質問等を
求めたところ、特段の質疑はなく、２件の報告事項に
対し、拍手による了承を求めたところ、満場の拍手で
了承された。
ついで議長は決議事項の審議に入ることを宣した。

[決議事項１] 役員改選 ････総会資料 Ｐ－６
議長の求めにより、事務局長が以下提案した。
・役員任期満了に伴い、支部規約第７条に則り
役員改選を行う。
・総会資料Ｐ－６に記載の方々を推薦したい。
・従前から空席だった副支部長に加藤 規康氏を
推薦する。
・葛西現副事務局長は都合で退任することにな
り、後任に水谷 隆氏を推薦する。
ついで、総会資料Ｐ－６下表に次期委員会委員を
記載したので参照いただきたい旨、述べた。
以上の提案に関し、議長が出席者に意見、質問を求
めたところ、特段の質疑はなく、[決議事項１]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。
ここで、議長が新体制役員および委員の紹介を行
ったのち、今後２年間運営に努めるので、会員皆さ
んのご協力をよろしく、との意思が示された。
次に[決議事項２]および[決議事項３]の審議に移
ることを宣した。
[決議事項２] ２０１６年度活動計画（案）
････総会資料 Ｐ－７
議長の求めにより、事務局長が総会資料に基づき、
２０１６年度活動計画（案）について概略以下を説
明し、提案した。

添付資料【2】第 9 回総会議事録

・情報の共有化をこの総会等の場などで図る。
・２年後に関東支部設立10周年記念総会を予定
している。そのための実行委員会を立ち上げ、
企画、進捗を行う。
・医学部や農学部などと同窓会会報の交換等を
行っている。今後も他同窓会、他支部との連
携を進める。
・その他資料のとおり。
[決議事項３] ２０１６年度予算（案）
････総会資料 Ｐ－８
事務局長が資料に基づき２０１６年度予算（案）
を提案した。
・収入９８２千余円、支出８１０千余円、２０
１７年度への繰越金１７２千余円を見込み、
今後１年間を運営したい。
・内訳は資料の予算(案）のとおり。
以上の[決議事項２]および[決議事項３]の提案
に関し、議長より出席者に意見、質問を求めたとこ
ろ、特段の質疑なく、[決議事項２]および[決議事
項３]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。それに伴い両事項の（案）
を消すこととした。
議長は、その他審議事項のないことを確認し、全
体にわたっての質問等を求めたところ、以下の質疑
応答があった。
質問／本日配布された正会員名簿について、今年度
は何名増えたか。
⇒事務局長／昨日までに７名が新規加入したが、退
会届が１３名から出ているので、実質は減って
いる。
質問／学部卒や修士修了の方々にどのように入会
を勧めているのか。
⇒支部長／関東地域にはおおよそ２,０００人の工
学部卒業生がいると推定される。個人情報保護
制度の関係もあるのか、新たに関東に来られた
方々の現住所が判らない。２,０００人のうち、
現住所が判っているのは、３割、６００人程度
だ。学部卒の方々の連絡先は概ね網羅できてい
るが、数が多い大学院修了の方々の住所把握が
手付かずで抜けていたようだ。現在その掘り起
しを行っている。
質問／大学に問い合わせても教えてもらえないの
か。
⇒支部長／卒業生の名簿を持っているのは工業倶
楽部。新卒の方々に関しては実家の住所しか判
らない。手付かずになっていた大学院修了の
方々の掘り起し中なので、いずれ結果の報告を
する。
以上の審議、質疑応答をもって本総会の議事が終
了し、事務局長は１３：３５に第９回総会の閉会を
宣言した。(以上)
（総務委員 葛西作成 2016.7.9R）

Ｐ－2
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添付資料【3】総会時アンケート集約結果

第９回総会・講演会・懇親会

2016.7.6

集約表（回答総数１７件）

ア ン ケ ー ト

１．本日の講演会・懇親会について

ハ）良く分からない

＝ ３

（１）講演会について：

ニ）身近に感じない

＝ ２

イ）今日の仲井先生のご講演の感想などをお聞かせ
ください。

※ロ）
、ハ）
、ニ）に◯を付された方にお伺いします。
理由など補足があればご記入を。

・ 日本古来の組紐技術や新しい素材が生み出さ

・ 会員の確保が問題。

れた点を知ることができ良かった。

・ 若い世代が入りやすい工夫が必要。

・ 繊維の偉大さを初めて知った。

・ 現在の活動は退職した人々のＯＢ会であり、

・ 金属系から繊維、セルロースの活用は今後の

現役の方々との交流を追求すべき。ＯＢがそ

素材として面白い。

のアドバイザーに寄与できるのでは。

・ 材料分野だけでなく、土木分野、建設分野に

・ ＯＢ懇親会も重要、ＯＢ技術ホームページで

も応用できるように感じた。

の活動もどうか。

（ＯＢの懇親会も重要だが、ＯＢの持つ技術を
ＨＰで紹介するなどはどうか、ということ？）

・ 土木の世界にも役立てられる浮上に興味深い
話で良かった。
・ 分野の異なる先進技術の話を聴くことができ

（２）関東支部会報「ニュースレター」を年２回
発行し、会員に郵送しています。その内容
について：

興味深かった。仕事でのアイデアにつなが
るかも。
・ 初めて知った組紐の技術に感心した。
・ 組紐技術の面白さ、深さを知る良い機会だっ
た。
・ 知らない世界の紹介で興味があった。
・ マスコミに取り上げられ、話題性も有って興
味深く聴いた。

※

イ）現状で良い

＝ １２

ロ）不満足

＝ ０

ハ）寄稿したい

＝ ０

ニ）電子データで入手したい

＝ ４

ロ）
、ハ）に◯を付された方にお伺います。
理由、ご希望などがあればご記入を。

ロ）今後、講師、講演テーマ、その他ご希望、ご提

・ 会員の寄稿を増やす。

案などをお聞かせください。
・ 大学研究の先端を紹介してほしい。
・ 今後ともこのような研究、新技術を発表して
ほしい。

（３）関東支部では現在、各種支部活動をしてい
ます：
参加したい支部活動を選択してください。

・ 岐大として尖った技術を研いていく活動はあ
るのでしょうか。

（該当項目に○を付けてください。複数可）
① 企業・研究所等の見学会（年１回）

・ 全く、工学部に関係ない話でも良いと思う。

＝

６（＋１

土日なら参加したい）

＊ 今年度は 11 月 10 日（木）に

（２）懇親会について、ご感想、ご提案などをお
聞かせください。
・ とても楽しい時間をありがとう。
・ 食事の量が足りなかったと思う。
・ 若い人がいないので・・・・。

日産自動車（株）追浜工場見学
② ウォーキング会（年１回） ＝

４

③ ゴルフ会（年２回程度）

１

＝

※ 上記以外で開催して欲しい行事が
ありましたら以下に記載してください。
（

２．関東支部は今年で９年目になります。そ
の活動についてお聞きします
（該当項目に◯をつけて選択してください）
。
（１）現状の活動内容について：

記載なし ）

（４）関東支部のホットな情報はホームページ
（HP）に記載されています。その HP について：
イ）よく見る

＝ １（＋１時々見る）

ロ）殆ど見たことがない ＝

１１

イ）現状で良い

＝ ９

ハ）ＨＰがあるのを知らなかった ＝

ロ）不足

＝ ２

ニ）見る環境にない

Ｐ－1

＝

４

０
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※イ）の方に：改善点などをお聞かせください。

添付資料【3】総会時アンケート集約結果

イ）研修会（会員の）

・ 岐大ＨＰのユニークさが要。

＝ ２

ロ）情報交換（名刺交換、企業情報等）＝ ４

活用できる技術が探せたとか。

２）総会時以外にも開催してほしい事項

・ 表紙に次回総会開催内容とニュース

（希望する場合は該当項目に○を。両方でも可）

レターに直結する部分を作ってほしい

イ）講演会・研修会

＝ ２

（分かりづらい）。

ロ）懇親会・交流会

＝ ３

※また、これら以外に希望されるイベントや集い

３．関東支部は２０１７年度に設立１０年目
を迎えます。現状の会員数を倍増したい
と考えています。
みなさんの思索をお聞かせください。

があればご記入ください。
・ 特に現役の人にとっては、情報交換の機会と
することは大賛成。それが若い人たちのメリッ
トになると思われ、ぜひ情報交換の場にしてほ

（１）関東支部正会員に加入の動機をお教えくだ
さい。
（該当項目に◯をつけてください。複数可）

しい。

（４）関東支部の役員や、委員として運営に携わ
って関東支部を盛り上げていただく会員が
求められています。運営に参画していただく
ことはできますか？

イ）旧交を温めるため

＝

８

ロ）仕事に関わる情報を得るため

＝

５

ハ）新しい友知人を作るため

＝

２

ニ）母校の現状を知るため

＝

４

ホ）関東支部活動に加わりたくて

＝

０

イ）参画しても良い

＝ ０

へ）旧友に誘われて

＝

４

ロ）今、参画はむずかしい

＝ ８

ハ）参画する意思は無い

＝ ２

ト）母校とつながりを持っていたいため ＝

６

チ）母校の発展に何らかの形で貢献したくて ＝４
リ）その他

＝

（５）関東支部は今後、各務同窓会など岐阜大学
の他の同窓会と連携を図ります。

１

（水谷様に誘っていただいたから）

他の同窓会のお知り合いの方がありましたら、

（２）関東支部の目的は、支部規約で「本会は会
ご記入をお願いいたします。
員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、
卒年（西暦）
年３月、
学部、
技術交流を推進し、母校の隆盛と工業の発展
お名前
近藤 質（資？）
に寄与することを目的とする。
」と定めてい
ます。この目的達成のために、多くの関東在
４．関東支部全体に関してのご要望等をお聞かせくだ
住工学部同窓生が賛同し、集いたいと思うよ
さい。
うな「旗印」をお聞かせください。 例えば
・ 大先輩方の旧交を温める場としては、最も良
“我々の力で母校のイメージアップにつなげよ

い活動が総会開催だと感じているが、若年層が

う”

参加するには少し辛い気がする。若年層の参加

・ （現役の参加が少ないので思いつかないが、

を増やす努力が必要だと思う。

現役の私に言わせれば）
「母校のプライドを持

・ この支部は何を目指しているのか、方向性や

って社会に貢献しよう」
。

方針が分かりにくい。ほとんど退職年齢の人々

・ 「知恵、知識、経験を次世代に伝達しよう」。

だけが集まり、若い人との交流がない。知識、

・ 「関東支部が発するＯＢ技術ネット」
。

知恵の伝達、共有の場として認識されると、若

・ 互いに持っている情報の交換を行いたい。

い人も集まりやすいのではないか。

・ 現役を退いてかなり年数が経過していて、

・ 会員数を増やすことが大切では。

寄与できる事項は持ち合わせていない。
回答者１７名の内訳

（３）関東支部では、現役で仕事をしている会員
にはビジネスでの情報交換、先輩からの助言
を、また現役を退いた会員には懇親・交流の
場の提供を考えています。

・ 土木系 ７名、機械系 ２名、電気系 ７名、
工化系 ０名、繊維 ０名、無記名 １名
・ 詳細：６７土木、７４土木、７９土木、８０土木、

１）総会時に開催してほしい事項（希望する場合は
該当項目に○を付けてください。両方でも可）

９０土木、９３土木、９７土木、６２機械、７３
精密、６６電気、６７電気、７０電気、７１電気、
７８電子、８０電子、８３電子、無記名
以上（集約

Ｐ－2

総務委員

葛西）
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添付資料【4】総会アルバム

2016 年 6 月 25 日（土）
岐阜大学工業倶楽部関東支部
第 9 回 総会 アルバム
会場

第１部

芝「シーサイドホテル芝弥生」

総会

開会宣言（木村事務局長）と堀尾支部長の挨拶

堀尾支部長と木村事務局長

書記葛西総務委員
Ｐ－1
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添付資料【4】総会アルバム

来賓あいさつ

村井利昭副工学部長

第２部

坪内繁樹工業倶楽部会長

杉浦隆専務理事

講演会

六郷名誉教授 講話

仲井朝美教授 講演

「複合材料研究センターおよび
繊維加工技術を用いた複合材料研究の紹介」

『凄ワザ』に聞き入る
「複合材料研究センターおよび
繊維加工技術を用いた複合材料研究の紹介」
「凄ワザ」に聞き入る
Ｐ－2
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第３部

添付資料【4】総会アルバム

懇親会

土木系

機械・精密系

繊維・化学系

Ｐ－3
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添付資料【4】総会アルバム

電気・電子系

懇親会にて

井口直道様

進行役伊藤委員

藤代勝様

新入会員挨拶

Ｐ－4

来年もお会いしましょう
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