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

岐阜大学工業倶楽部関東支部は2008年6月8日に設立され､本年で10年となりました。
その後の関東支部の活動についてお伝えします。
2018年6月30日(土)に関東支部設立10周年記念の集い(兼第11回総会)を開催、
本号を関東支部10周年記念号と致しました。

なお、2019年6月29日(土）に第12回総会開催を予定しています。
是非、参加をお願い致します。

岐阜大学工業倶楽部「岐阜大学工学部創立 50 年から 70 年へのあゆみ」より
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1. 関東支部設立１０周年を迎えて
関東支部設立１０周年を迎えて

関東支部長 堀尾 義矩

岐阜大学工業倶楽部関東支部は､この度設立 10 周年を迎えることが出来ました。
2007 年 10 月、工業倶楽部常任理事会で関東支部の設立を推進する旨が決定、それを受け当
時の工業倶楽部会長磯貝徹様、専務理事檜和田宗彦様のご尽力と納土伸男氏などからの呼びかけ
で設立準備会が全学科の２０名を超える有志により発足しました。
その後、工業倶楽部本部、岐阜大学、岐阜大学工学部、関東支部会員の皆様のご支援・ご協力
と関東支部初代の支部長小塚忠氏、事務局長安原克己氏（お二方は残念ながらお亡くなりになり
ました）、現在も幹事としてご活躍の二代目支部長・浅野弘氏はじめ役員・委員の皆様の手弁当
での地道な活動により、今日を迎えることが出来ました。
政治経済の中心に居ます関東在住・在勤の工学部卒業生は卒業生の約 10％、3000 名を超えて
いますが、現在の関東支部の組織つくりは未だ地盤固めの状態です。
そのようななか、一年がかりで伊藤厚雄委員長をトップとした集い実行委員会の企画と皆様の
ご協力で、去る 6 月 30 日「関東支部設立 10 周年の集い・第 11 回総会」を開催、多数のご参加
を得て、盛り上がり、その様子を記すため、今回のニュースレターNO.20 を関東支部設立 10 周
年記念号とさせて頂きました。
今回の総会にて改選されました関東支部役員・委員一同、今回の集いを起爆剤として、更なる
会員相互の親睦を深めるため、会員間、先生方、在学生との意見交換や交流の場を増やすなど新
しい企画等の実施に加え、これまで同様に工業倶楽部、岐阜大学、工学部など関係の皆様のご支
援・ご協力を頂きながら、同窓会連合会との連携の上、岐阜大学の学部の垣根を越えて更なる拡
充を図り、会員の皆様、岐阜大学に貢献出来るよう努めて参ります。
今後とも、会員の皆様はじめ関係の皆様のご支援・ご協力を切にお願い致します。

以

上

・関東支部設立 10 周年記念の集い開催にご尽力頂いた実行委員会の方々（敬称略）
実行委員長 伊藤厚雄(合化 81)）
、副実行委員長 高尾英次郎(機械 73)、実行委員 葛西成治(繊維 65)、
矢満田克樹(電気 67)、小鹿昇(工化 68)、三宅敬造(土木 70)、加藤規康(精密 71)、水谷隆(土木修 82)、
佐久間朋宏(工化 91)
・今総会にて改選された関東支部役員および委員会委員：任期 2020 年定期総会まで(卒年等)
役員 支部長 堀尾義矩(工化 62 留任)、事務局長 水谷隆(土木修 82 新任･前副事務局長)、副事務局長
伊藤厚雄(合化 81 新任･前財務委員)、
幹事 浅野弘(機械 62 留任)、木村信幸(機械 63 新任･前事務局長)、
矢満田克樹(電気 67 留任)、高尾英次郎(機械 73 新任･前会報委員)、佐久間朋宏(工化 91 新任･前行事
委員)、会計 大塚重男(土木 75 留任)、会計監査 田中堯(土木 66 留任)、三宅敬造(土木 70 留任)
委員会委員（◎印は委員長） 総務委員会 水谷隆◎、葛西成治(繊維 65)、名簿委員会 矢満田克樹◎、
外山一吉(工化 66)、水野善允(精密 68)、坂口幸三(繊維 69)、堀浩明（土木 80）、行事委員会
佐久間朋宏◎、酒向泰蔵(工化 66)、財務委員会 大塚重男◎、伊藤厚雄 会報委員会 高尾 英次郎◎
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2. 関東支部 10 周年を記念して
2.1. 関東支部 10 年の歩み(
年の歩み(集合写真アルバムと総会)
集合写真アルバムと総会)
岐阜大学工業倶楽部 関東支部の歩み（定時総会・講演会・懇親会等）

定時総会・
開催日

場所

０８．６．８

学士会館

支部長

事務局長

出席人数

講

演

講演会・懇親会

第1回

112 名
小塚

忠

・設立総会

（183 名） 工学部長

75 名

日本教育会館
第２回

０９．６．７

小塚

忠

54 名
浅野 弘

55 名
浅野 弘

（149 名） （現理事・副学長）野々村修一氏

43 名

日本教育会館・
１２．６．１０

浅野 弘

（124 名） 高木朗義氏

40 名

五反田
１３．６． ８

岐阜大学工学部 教授

堀尾義矩

喜山倶楽部

第６回

岐阜大学工学部教授

堀尾義矩

喜山倶楽部

第５回

慶応大学准教授 塩見美喜子氏

（143 名） （現 東京大学教授）

日本教育会館・
１１．６．１２

ｲビデン(株)会長岩田義文氏

堀尾義矩

喜山倶楽部

第４回

若井和憲氏

（185 名） 元岐阜大学長 加藤晃氏

日本教育会館・
１０．６．１２

森 秀樹氏

安原克己

喜山倶楽部

第３回

岐阜大学長

安原克己

浅野 弘

前アステラス製薬（株）会長

堀尾義矩
（107 名） 竹中登一氏

「ゆうぽうと」

50 名

岐阜大学工学部長・教授

五反田
第７回

１４．６． ７

堀尾義矩

木村信幸

（129 名） （現名誉教授、特任教授）

「ゆうぽうと」
六郷恵哲氏

45 名

五反田
第８回

１５．６． ６

堀尾義矩

木村信幸

岐阜大学長

森脇久隆氏

（134 名）

「ゆうぽうと」

47 名

前岐阜大学工学部長 （現名誉

東京芝シーサイ
第９回

１６．６．２５

堀尾義矩

木村信幸

（131 名） 教授、特任教授）

六郷恵哲氏

ドホテル
岐阜大学工学部教授 仲井朝美氏

47 名
主婦会館・
第 10 回

１７．７． １

岐阜大学理事副学長 福士秀人氏
堀尾義矩

木村信幸

エフプラザ

岐阜大学工学部准教授 菊地聡氏
（117 名）

第 11 回総会

70 名

日野自動車(株)会長 市橋保彦氏

主婦会館・
・設立 10 周年

１８．６．３０

堀尾義矩

水谷

岐阜大学大学院

隆
（135 名）

エフプラザ
記念の集い

小野友暉氏、神谷朋宏氏

※参加者には来賓を含む。又（ ）内は該当年の年会費納入者。
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岐阜大学工業倶楽部関東支部 総会 写真第
写真第(第 1 回～第 10 回)

第 1 回 設立総会 ０８. ６. ８

第２回 ０９. ６. ７

第３回 １０. ６.１２

第４回 １１. ６.１２

第５回 １２. ６.１０

第６回 １３. ６. ８

第７回 １４. ６. ７

第８回 １５. ６. ６

第９回 １６. ６.２５

第 10 回 １７. ７. １
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2.2. 岐阜大学工業倶楽部関東支部 設立 10 周年に寄せて

岐阜大学長・森脇 久隆

岐阜大学工業倶楽部関東支部がこの度 設立 10 周年を迎えら
れました。心からお祝いを申し上げます。言うまでもなく岐阜大
学工学部は岐阜大学全体の 4 割を超える学生定員を有し、かつ大
学院修士課程への進学率もおよそ 7 割と、規模、教育・研究内容
のいずれにおいても諸部局を代表する存在です。当然、卒業生も
現役で、あるいは OB として全国各地でご活躍中であり、このニ
ュースレターの様にさまざまなお便りを拝見できるのが楽しみ
です。

さて岐阜大学は 2016 年から 2022 年まで、いわゆる（大学法人化後の）第 3 期において「地
域活性化の中核拠点」であると同時に「強み・特色を有する分野において全国的・国際的な教育・
研究拠点の形成を目指します」と謳っています。後者の拠点は 4 つあり、分野的には医学教育
学（全国唯一のセンター）、生命科学（特に糖鎖科学）
、環境・エネルギー科学、ものづくり科学
です。いずれも従来の研究を格段に進歩させるものですが、特に工学部関連として地方創生エネ
ルギーシステム研究センターは地域サイズの大小に応じたエネルギーシステムを提案し、社会実
装により検証する点が特徴です。また地域連携スマート金型技術研究センターは AI と IoT を組
み込んだ次世代型の金型技術開発が特徴で、グローバル企業群との共同研究が一気に 10 講座立
ち上がりました。さらにインフラ・ミュージアム（メンテナンス・エキスパート教育の為の屋外
施設）や GU コンポジットセンター（本年 10 月開設決定）など、最近 3 年間の工学部の展開は
目を見張るばかりです。

今後とも学部と大学全体の発展に向け、岐阜大学工業倶楽部関東支部からご支援とご鞭撻を賜
りますようお願いし、設立 10 周年への寄稿文を閉じます。

皆様方と倶楽部の一層のご健勝をお祈り申し上げます。

6

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.20

2.3. 岐阜大学工業倶
岐阜大学工業倶楽部関東支部
楽部関東支部 設立 10 周年に寄せて
学術研究・情報担当理事 ＆ 副学長

野々村 修一

岐阜大学工業倶楽部 関東支部が設立 10 周年を迎えられましたこと、
誠におめでとうございます。平成２２年６月から 2 年間工業倶楽部の専
務理事を務めさせていただきました。そのときに、現支部長の堀尾様、元
支部長の浅野様を始め、多くの関東支部の皆様には大変お世話になりまし
た。関東支部の意義やどのような活動をするのかとの質問をいただき、返
答に苦慮した懐かしい記憶が蘇ってきます。的確な返事もできないにも関
わらず、地道な支部への勧誘活動をしていただけて会員数を増やしていた
だけました。関東支部の皆様方のご尽力に厚く感謝する次第です。

また、本年 6 月 30 日には「関東支部設立 10 周年記念のつどい」に参加させていただきまし
た。日野自動車株式会社 市橋保彦会長様のご講演、工学部学生の大学ＰＲ、その後には懇親会
が開催されました。
「世代を超えて、学科を超えて、情報の輪を広げよう！」と標榜された通り
の素晴らしい記念の集いでした。特に、堀尾支部長が秘密兵器と言っておられた伊藤副事務局長
様や執行部の皆様方に、楽しいゲーム等を懇親会にて企画していただけました。世代・学科を超
えて、参加者がリラックスして交流できる時間を作っていただけて頭が下がる思いです。

岐阜大学でも、学部・学科の垣根を超えた 3 つの研究拠点が完成しました。平成 29 年度には、
応用生物科学部、工学部、医学部からの研究者が融合した「生命の鎖研究センター」が発足しま
した。糖鎖などの生体分子を利用したオーダーメイド医療の新拠点を目指す生命科学の研究セン
ターです。また、平成 28 年度の補正予算を基盤にして「スマート金型研究センター」が本年 6
月 7 日に開所式を行い、企業１０社との共同研究講座がスタートしました。金型、プレス成形
機、射出成形機等のスマート化を図り、IoT プラットフォームに連結する事により、成形不良の
予兆を捉え自立的に成形や加工条件を調整する生産システムを目指します。さらに、本年７月 2
日には地方創生エネルギーシステム研究センターも開所式を迎えました。再生可能エネルギー利
「ためる」、「はこぶ」、「つかう」という革新的コア技術
用による CO2 フリー水素を「つくる」、
を基盤にして、中山間地域での地産地消型の地域エネルギーシステムを構築し、「地方創生のぎ
ふモデル」の実現を目指します。３研究拠点は、学部・学科を超えた研究センターであるととも
に、地域の産業界、岐阜県、自治体（八百津町）と連携した研究センターです。この様に、いろ
いろな垣根を越えた取組が学長主導により行われています。

最後に、関東支部が設立 10 周年を迎えられて益々発展されますことを祈念しますとともに、
岐阜大学が、地域、日本、世界で活躍できますように今後ともご支援をお願いいたします。
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2.4. 岐阜大学工業倶楽部関東支部 設立 10 周年に寄せて
岐阜大学工業俱楽部 会長 坪内 繁樹
岐阜大学工業俱楽部関東支部の皆さん、関東支部設立 10 周年誠にお
めでとうございます。関東支部発足以降岐阜大学工学部各研究室の研究
情報を紹介された「ニュースレター」の発行、見学会、ゴルフ・ウォー
キング等の懇親会活動等きめ細かな活動をいただき、会員皆さん相互の
交流を活発に図っていただいていることに感謝申し上げます。また、日
頃は工業俱楽部の活動にご協力、ご支援を賜りありがとうございます。
工業俱楽部としても、この 10 月に新たに「岐阜大学工業俱楽部中部支
部」が発足し、関東・中部・西濃・関西支部と活動拠点が拡充され、日
本在住の岐阜大学工学部卒業生を網羅できるようになると考えていま
す。今後は工学部の先生方との話合いの中で要望があります「海外在住の卒業生（留学生含む）
部会」及び「女性部会」の集まり（支部？）について検討したいと考えています。

関東地区におきましては。２０２０年の東京オリンピック、パラリンピック開催に向けて交通
インフラ、宿泊施設等が拡充され、街が大きく変貌していくものと期待され、先のアジア大会で
日本の若い人が活躍され輝かしい成績を残されたように、２年後の東京でも活躍を期待したいも
のです。関東支部の皆さんだけでなく、工業俱楽部の会員の皆さんにとってもオリンピック・パ
ラリンピックを楽しみ、盛り上げていくような活動を計画したいと考えています。

岐阜大学も来年設立７０周年を迎え、日本の１８歳人口減少の課題を抱えながら「地域活性
化の中核拠点であると同時に、強み・特色ある分野においては全国的・国際的な許育・研究拠点
の形成」を目指し、
【岐阜大学

２０２５年将来ビジョン】を掲げられ、様々な活動をされてい

ます。最近では、名古屋大学との統合（企業でいうホールディングカンパニーのような形）につ
いての話し合いもされていまして、中部地区での両大学での生き残りを模索されています。工業
俱楽部としましても、母校の岐阜大学が将来的にも存続し、発展していくことを陰ながら応援し
ていきたいと考えていますので、皆さんのご支援もよろしくお願いします。

人生１００年の時代と言われますが、最近日本では「日本沈没」を思わせるような大地震（大
阪・北海道）・豪雨・台風による大きな災害が連続して発生しています。自然災害の発生は防ぐ
ことができませんが、
「自分の身の回りでどんな災害が発生するか？」を事前に予測、想定、
「い
かに被害を小さくできるか？」を検討、その対応を事前に準備しておくことで大きな被害を防ぐ
ことができると思います。ぜひ、様々な災害（交通・自然災害等々）の防災について日頃から考
えていただき、皆さんがいつまでも「明るく・楽しく・元気」に過ごされ、関東支部が今後２０
年・３０年・・・１００年と続くように、ご祈念申し上げます。
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3. 10 周年記念の集い報告
3.1. 10 周年記念の集いを終えて

実行委員長 伊藤 厚雄（工化８１）

関東支部結成１０周年の集いを成功裏に終えることができました。
実行委員会を代表して参加された皆様にお礼を申し上げます。
関東支部会員の皆様はもとより、関西及び中部より参加頂いた両支
部の役員の方々、大学と工業倶楽部の来賓の方々、多くのご支援とご厚
情を戴きました。

関東支部総会の講演では、日野自動車会長の市橋保彦様より、
車両の設計から物流を支えるトラック輸送のサービス体制に至る貴重なお話をして下さいま
した。同窓の先輩からの話でもあり、より身近なものとして理解できました。株主総会前後の
時期にあり、御多忙な中での講演、重ねてお礼を申し上げます。

目玉の企画として、現役の方の講演を設けました。大学院にて、勉学・研究に多忙な神谷明
宏さん、小野友暉さんから、研究課題、職業観を直接聞く機会となりました。お二人に加え、
当企画の招待に応え、送り出して戴いた関係者様に、まずお礼を申し上げるとともに大変好評
であったことを報告します。後のアンケートでは、「大変良かった」との感想が多く、会員の
誰もが、卒業研究、進路選択をした当時を思い返され、「初心」に触れながら、講演を聞かれ
たものと思います。現役の方の仕事の専門性についての意識は高く、産業構造の高度化は、多
くの会員の方が卒業した頃とは比べられないものと言えます。

今回、仕事の都合で１０周年記念の集いに参加できなかった方が多くありました。中には、
メッセージでの近況に添え参加費を支援にと、当会を支えて戴きました。この場にてお礼を申
し上げます。関東支部設立の準備から、この１０年間の活動に参加され、また活動を支えた方々
のご尽力でこの日を迎えることができました。そこで、記念品を選びました。品物は、外山委
員より推奨のあったパイロットインキ㈱元会長の中筋憲一様（工化 66 年卒）が開発されたフ
リクションペンです。特許庁のホームページに「特許制度設立１２５周年記念事業 現代の発
明家から未来の発明家へのメッセージ」にも紹介された“消せるボールペン”です。中筋憲一
様からは、記念品とする上で、ご配慮・尽力を戴きました。この場でお礼申し上げます。

今回の『１０周年記念の集い』開催にあたり、実行委員会では「名称」、
「開催の狙い」につ
いて議論を深め、それを以下の骨子にまとめました。

一､ 参加された会員が「楽しかった」と言われる集まりであること
二､ 日常での会社関係、仕事関係の人とは違う、世代を超えた、専門を超えた人との交流
ができる集まりであること
三､ １０回記念の総会では、総会での決議事項等の時間を短縮するものとし、講演、現役
学生さんの講演、会員の「集い」に時間を十分充てること

反省すべき点、叱責を戴く点、さらに改善をすべき点が多々ありました。これからは、多
くの方が良かったと言われる「集い」にするため、企画・運営に努めて参ります。
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3.2. 10 周年記念講
周年記念講演
演題「“日本の物流”その課題と将来」
講師：日野自動車株式会社 代表取締役会長 市橋 保彦 様

経歴をご紹介されたのち、
「日野自動車とは」 「ＢｔｏＢとＢｔｏＣビジネス※1」
「物流の課題(ドライバー不足、メカニック不足、安全、環境、輸送効率等)」
※2

「物流の将来(各種安全デバイス、自動車業界で注目キーワード（ CASE

）」

についてご講演頂きました。

輸送会社等を顧客とするビジネスの特殊性や難しさ、物流を支える企業としての役割など観点
から貴重なお話を頂きました。また、自動運転技術を紹介した自動隊列走行の試験走行映像は近
未来が垣間見えるものでした。
※1 BtoB(Business to Business):企業間取引
BtoC(Business to Consumer):企業と消費者間取引
参照 https://ferret-plus.com/

※2 CASE: コネクティビティ(接続性)の「C」
、オートノマス(自動運転)の「A」
、シェアード(共有)の「S」
、そしてエ
レクトリック(電動化)の「E」の 4 つのキーワードの頭文字をとった造語「CASE」が注目されている。
参照 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/221102/101800328/
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3.3. 大学院生のミニ講演
3.3.1.

岐阜大学大学院生産工学システム (土木系)
土木系) 専攻

小野 友暉 様

【概要】 高度成長期に建設された多くの鋼橋に潜在的にある疲労問題に関する研究のご講
演を頂きました。今秋にはスイス連邦工科大学ローザンヌ校へ留学を予定されており、研究者
として意気込みを話され、頼もしさも感じました。
【感想】 この度は，岐阜大学工業倶楽部関東支部が設立 10 周年を迎えられましたこと､心
よりお祝い申し上げます。
「関東支部 10 周年記念の集い」講演会の部では､ミニ講演の講師と
してご推薦いただき誠にありがとうございます。多くの岐阜大学の先輩の前で､自身の研究や
将来の夢について語る機会は初めてであり､大変良い経験となりました。岐阜大学に入学し､現
指導教員の木下先生のご指導を受け､多くの先生方､研究室のメンバーに支えられて自分自身
大きく成長できた学部から修士課程までの 6 年間と今後の展望を皆様にお伝えできることに喜
びを感じるとともに､人生を見直す良い機会にもつながりました。また､真剣に発表を聞いてく
ださり､短い時間ではありましたが､質問をしていただいた会場の皆様の温かさに感銘を受け
ました。今後は､スイス・ローザンヌへの長期留学を経て､将来の大学教員になる夢に向かって､
様々な取り組みを積極的に進めてまいりたいと存じます。
日野自動車株式会社の市橋様のご講演では､日本の物流の課題と将来について大変勉強にな
りました。普段当たり前と感じてしまっていますが､日本の荷物を運んでいるのは､トラックで
あり､例えばアマゾンの発注で荷物が届く､コンビニやスーパーに食料があることは､トラック
による運送のおかげであることを再認識しました。現状では､ドライバー不足､メカニック不足
である中､ドライバーなどの自動化により新たな展開を迎えようとしてることは､大変興味深
かったです。また､トラックの運送を支えるのは､道路や橋梁であり､まさに土木構造物が社会
を支えているため､現状の老朽化する土木構造物の維持管理､将来の社会にとって望ましい土
木構造物を作ることの重要性を理解し､私の専門である「鋼橋の疲労」がそれらの役割を果た
せるように日々研究を精進していきたいと思いました。
講演会後の懇親会では､ご活躍されている先輩方のご経験をお聞きでき､他の分野の先輩
方と話すことができた大変貴重な機会になりました。専門的なお話だけではなく､海外経験を
多くなされてきた先輩方から今後予定する留学のアドバイスなど､大変有益な情報もいただく
ことができました。また､分野や年齢関係なく､会話やゲーム楽しむなど､懇親会の雰囲気が非
常に良かったと感じました。
最後になりますが､「関東支部 10 周年記念の集い」を通じて､卒業生の皆さんのネットワー
ク､絆を実感できて嬉しかったです。岐阜大学工学部出身として､今後も研究を頑張っていきた
いと思います。

3.3.2.

岐阜大学大学院生産工学システム (機械系)
機械系) 専攻

神谷 朋宏 様

【概要】 スクラムジェットエンジンという我々には馴染のない研究テーマのご講演を頂き
ました。液体水素が微粒子となって噴射される過程の数値解析シミュレーションは驚きでした。
小野様と同様に研究者を目指されるとのこと、今後の精進を期待しています。
【感想】 「関東支部設立 10 周年記念の集い」における講演会および懇談会への参加は私
にとって非常に良い経験となりました。
まず、発表する機会をいただいたミニ講演に関してですが、講演を聞いていただける方々は
岐阜大学卒業といった共通点はあるものの卒業した学科やご職業は異なっていました。このよ
うな不特定多数の方々にどのような内容なら興味をもっていただけるのか考えることができ、
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自分自身の研究を別の視点から見直す良い機会となりました。発表本番は非常に緊張しました
が、なんとか最後まで話すことができ安堵しました。多くの先輩方の前で講演できて非常に良
い経験となりました。
また、日野自動車の役員の方の講演は非常に興味深く、有意義なものでした。昨今話題とな
っている自動車やトラックの自動運転技術の話は近未来的で聞いていて非常に面白かったで
すし、このような未来を切り開いていくような仕事はやりがいがあるのだろうと感じました。
さらに、トラックが故障して困っているお客のために、早急に対応している動画を拝見させて
いただき、仕事への純粋で一生懸命な姿勢に感動しました。
次に懇談会に関する感想ですが、私は人見知りで懇談会などは少々苦手で緊張しておりまし
たが、卒業生の方から話しかけていただき緊張がほぐれ楽しく過ごすことができました。話の
内容は会社での仕事の経験といった有益なものやある機械における技術的な問題と解決策と
いった興味深いものなどでした。また、懇談会中の卒業性の方々は皆和気藹々としており、ゲ
ームや会話をそれぞれ楽しんでいらっしゃり、岐阜大学の卒業生の皆さんの繋がりの良さを感
じることができました。
最後に、今回当集いに参加させていただき、様々なことを感じとることができました。結果
的に卒業生の方々に触発され、今行っている研究への意欲が増し、さらに、将来就職し働くこ
とが非常に楽しみになりました。

3.4. 岐阜大学工業倶楽部関東支部設立 10 周年記念の集い(
周年記念の集い(第 11 回総会)
回総会)のご報告
(副事務局長 水谷 作成 2018 年 7 月 11 日)
2018 年 6 月 30 日(土)13 時より東京四谷「主婦会館プラザエフ」にて関東支部設立 10 周年
記念の集い(第 11 回総会)が多数の会員参加とご来賓、岐阜大学理事副学長野々村修一様、工
学部長教授村井利昭様、日野自動車株式会社代表取締役会長市橋保彦様、岐阜大学工業倶楽部
会長坪内繁樹様、専務理事内田裕市様、前工業倶楽部会長磯貝徹様、前専務理事檜和田宗彦様
をお迎えし、開催されました。その概要を以下に報告いたします。

第一部 総会
木村事務局長の第 10 回総会開催宣言の後、堀尾支部長、野々村副学長、坪内会長から概略、
以下の挨拶があった。なお、堀尾支部長挨拶後、7 名の来賓に加えて、工業倶楽部関西支部長
木内尚之氏、工業倶楽部中部支部長（内定）廣江武典氏の紹介があった。

◆ 堀尾支部長挨拶（要旨）
「本日はお忙しい中、また猛暑の中ご参集頂きありがとうございます。私ども工業倶楽部関
東支部は磯貝元会長、檜和田元専務理事のご尽力のもと発足し、本年創立 10 周年記念を迎え
ることとなりました。これは関東支部会員の皆様はもとより岐阜大学および工業倶楽部本部か
らのご支援があってのことです。心より感謝いたします。また、記念の集いに関して工業倶楽
部本部から多大なご支援を頂いています。加えて感謝いたします。
10 周年記念行事を迎えるに当たって、今後に向けて従来とは違ったことが出来ないかと伊藤
実行委員長のもと検討してまいりました。特に、今回は日野自動車株式会社会長の市橋様にご
講演をお願い致しました。数年前よりお願いしていましたが、ようやくご講演をいただくこと
となりました。また、新しい試みとして、大学院の二名の方に来ていただきました。わずかな
時間ではありますが、研究内容についての講演をいただくことになっています。総会では関東
支部の役員改選および活動報告をさせていただきます。
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来年、岐阜大学は創立 70 周年を迎えます。また、名古屋大学との大学連携も話題になって
おり、関東では岐阜大学の情報がほとんどなく、野々村副学長におかれましては、本日どこか
の機会でお話を頂ければと思います。
最後に、関東支部はまだまだ正会員数など基盤軟弱ですが、この設立 10 周年の集いを起爆
剤として少しでも岐阜大学に貢献出来るよう努力して参ります。再度本日ご列席の皆様に感謝
を申し上げるとともに、今後ともご支援・ご協力をお願いいたします。」

◆ 野々村副学長挨拶（要旨）
「本日、関東支部の設立 10 周年記念を迎えられたことおめでとうございます。誠に残念な
ことですが、学長は急用の為出席できなくなりました。大学連携の件ですが、基本的にはカル
フォルニア大学のアンブレラ方式を指向するものです。個々の大学が独自性を持って連携しな
がら運営していくもので、事務部門の運営を効率化していくものですが、詳細については現在
検討中です。
最近の岐阜大学の話題としましては、スマート金型開発拠点がこの６月７日に開所し、地方
創生エネルギーシステム研究センターが明後日に開所されます。共同研究講座が 10 件立ち上
がっています。岐阜大学は来年 70 周年を迎えることになります。
来年、創立記念日の 6 月 1 日に記念式典を予定しています。70 周年プロジェクトとしてアー
カイブス事業を行っています。卒業生の皆様におかれては、一層のご協力をお願いたします。
」

◆ 坪内工業倶楽部会長挨拶（要旨）
「本日は関東支部 10 周年おめでとうございます。発足当時は私も東京におりまして総会に
参加いたしましたが、岐阜に戻った現在は工業倶楽部の会長を仰せつかっています。日頃は関
東支部にお世話になっています。また、立派な会報を発行され、様々な活動を展開していただ
き感謝しています。
先日、大阪近郊で地震がありましたが、関東圏でも地震発生確率が大きくなっているとの報
道もあります。特に千葉県や相模湾が注目されています。地震は防ぐことが出来ません。大阪
では地震によってブロック塀が転倒する事故がありました。防災、減災の準備が必要です。災
害時には支部におかれましても会員皆さんの安全を確認して頂くなどの対応や、本部からの支
援が必要と考えています。
現在、岐阜大学創立 70 周年に向けたプロジェクトが進められていますが、寄付金の額から
すると目標の 1/3 程度に留まっているとお聞きしています。本日ご参集の皆様およびお友達の
協力を是非ともお願いいたします。また、6 月に中部支部の設立が承認されました。残念なが
ら、参加申込が 60 名程に留まっています。皆様のお知り合いに推薦の程よろしくお願いいた
します。今後は、関東、関西、中部、西濃の 4 支部体制となります。

報告事項 1

2017 年度活動報告 総会資料頁 4～5

木村事務局長より次の活動について概略説明があった。
「第 10 回総会・講演会・懇親会」
「関東支部設立 10 周年記念行事実行委員会」
「関東支部会
報「ニュースレター」の発行」「見学会開催（花王㈱すみだ事業所＆花王ミュージアム）」「名
簿の整理・管理と正会員増のための活動」
「役員・委員合同会議の開催(年間 6 回開催)」
「会員
親睦活動」
「関東支部予算の適正な執行管理活動」
「工業倶楽部本部、同窓連合会との連携強化」
「会計監査」
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報告事項 2

2017 年度 収支決算書、会計監査報告 総会資料 6～7

事務局長より 2017 年度収支決算および会計監査報告書の説明があった。
以上の[報告事項 1]および[報告事項 2]に関し、議長より意見、質問を求めたところ、特段
の意見、質問はなく、拍手でもって承認された。
決議事項 1

次期役員改選 総会資料頁 7

木村事務局長より次期役員候補の提案があり、拍手による承認を求め、満場の拍手で承認さ
れた。任期は 2018 年 6 月総会から 2020 年 6 月総会までとする。また、支部長より次期委員会
の委員の報告があり、その後選出役員、委員の紹介があった。
決議事項 2

2018 年度活動計画(
年度活動計画(案) 総会資料頁 8

木村事務局長より次の活動について概略説明があった。
「会員の交流の場を広げ、情報の共有化(関東支部第 12 回総会、講演会、懇親会の開催、見
学会等の開催、会報の発行と関東支部ホームページ維持管理、会員名簿の整理)」
「工業倶楽部
関東支部活動を維持・推進（役員・委員合同会議および委員会の開催、関東支部予算策定と執
行の適正管理）」
「本部・他支部、同窓会連合会、大学および大学工学部との連携（工業倶楽部
理事会、常任理事会への出席を通じ、本部および他支部との連携強化、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ならびに関東地区各務同窓会、医学部同窓
会との連携強化、関東支部第 12 回総会と「同窓会連合会第 6 回集い」の合同開催に向けた協
力、 岐阜大学設立 70 周年記念事業への協力）」
なお、支部長より本部ご提案の「来年の関東での同窓会連合会第 6 回集いを来年６月末の関
東支部第 12 回総会との同時開催」に関し同窓会連合会の各務同窓会など他の同窓会との連携
を条件に協力するとの追加コメントがあった。
決議事項 3

2018 年度 収支予算(
収支予算(案) 総会資料頁 9

事務局長より 2018 年度収支予算(案)の説明があった。

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、特段の質疑はなかった。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。その他、全体にわたっての質問等を求めたところ、
特段の質疑はなかった。
以上の審議、質疑応答をもって本総会の議事が終了した。(以上)

第二部 講演会
記念講演
講師：日野自動車株式会社

代表取締役会長 市橋保彦様から、
「
“日本の物流”その課題と

将来」の演題で講演いただきました。内容は、3.2 章 10 周年記念公演をご覧ください。
ミニ講演 「私の研究内容」
大学院博士課程生産開発システム工学専攻の小野友暉様（土木系）神谷朋宏様（機械系）の
御両名から、それぞれの研究内容の紹介とご自身の将来展望について講演いただきました。
内容については、3.3 章「大学院生のミニ講演」をご覧ください。

第三部 懇親会
懇親会の様子は、3.6 章総会・講演・懇親会アルバムをご覧ください。
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3.5. 総会時アンケートのまとめ
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3.6. 総会・講演会・懇親会アルバム

岐阜大学工業倶楽部関東支部

設立 10 周年記念の集い（第 11 回総会）
総会・懇親会 アルバム

『

いらっしゃいませ！ 』

会場 主婦会館プラザエフ

全

第1部

員 写

真

総会

開会の辞・木村事務局長と書記・水谷新事務局長
20

挨拶

堀尾支部長
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来賓の方々

第２部 講演会

（工）
：工業倶楽部

講演 「“日本の物流”
日野自動車株式会社

その課題と将来」

代表取締役会長

市橋

保彦氏

ミニ講演 「私の研究内容」大学院博士課程 生産開発システム工学専攻
（土木系）小野友暉氏

（機械系）神谷朋宏氏
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第３部

懇親会

来賓の皆様

木内尚之 関西支部長
繊維学科の皆さん

廣江武典 中部支部長
電気・電子系の皆さん

化学系の皆さん

土木・建設系の皆さん

機械・精密系の皆さん
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学科を超えて！

【設立１０周年記念の集い】

世代を超えて！

旨いっす！
いっす！

私は今日の主役です。

私は明日の主役です。

新役員 宜しくお願い致します。

岐阜大学

頑張ってるね！

来年もまたお会いしましょう。
23
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4. 会員より 10 周年によせて
4.1. 2008 年設立～2013
年設立～2013 年度の活動
年度の活動

浅野 弘（機械 62）
62）

このたび、関東支部が設立 10 周年を迎えることが出来ましたのは、関東支部会員はもとよ
り岐阜大学、岐阜大学工学部、岐阜大学工業倶楽部・各支部およびご講演などにご協力いただ
きました岐阜大学 OB 各位のご支援、ご協力の賜物と厚く御礼申しあげます。

また関東支部役員・委員各位の献身的なご努力にも感謝申しあげます。

私は、関東支部設立時に支部の規約・細則の立案を担当し、設立後の 2 年間は行事委員長
を分掌、その後 4 年間は微力ながら関東支部長を務め、2014 年度には堀尾支部長にバトンタッ
チしました。
関東支部に関わるようになったきっかけは 2007 年 11 月に同期で同ゼミの納土さんから、
岐阜大学工業倶楽部幹部が上京し支部設立要請の趣旨説明会があるが出席しないかと誘われ
たためです。

工業倶楽部からは檜和田宗彦 専務理事、三輪与四朗 常任理事・西濃支部事務局長が出席さ
れ、関東在住工業倶楽部会員 20 名が集められており、概略、次のような趣旨説明がありまし
た。

「2004 年 4 月に国立大学が民営化され、運営交付金は毎年前年比 1％減と厳しい状況である。
2009 年度は大学の中期目標・中期計画の中間報告の年に当たっており大学の評価がなされ
年度は大学の中期目標・中期計画の中間報告の年に当たっており大学の評価がなされ
るが、高評価が得られるようにすることが肝要であり、本学の存亡にかかわる段階にきている。
従来、工業倶楽部は大学内の情報の発信が主な業務として限定されており、卒業生の実情や
要望を反映する努力が十二分には行えていなかった。
このような状況で工業倶楽部が母校岐阜大学の発展に寄与する方法の一つに、同窓会の強化、
とくに会員動向の把握に努め、各会員の要望を適切に把握・解決し OB として大学の更なる発
展への注文や提言を積極的に行うことがあろうかと思われる。それを実現するには各会員の現
それを実現するには各会員の現
状把握が不可欠であり、支部づくりを通じてしかそれが実現出来ないことも自明である。
2007 年 6 月工業倶楽部の最高の議決機関である理事会で支部づくりのための費用が認めら
れたので是非支部づくりを進めてほしい。」

これをベースに種々議論はあったが、支部を設立すること自体が大学への貢献となることも
あり、毎月準備会で検討し、第 1 回総会を 2008 年 6 月 8 日に学士会館で開催する運びとなり
ました。
来賓には森 秀樹学長、若井和憲工学部長、磯貝 徹工業倶楽部会長、檜和田事務局長に参加
いただき、総会参加の申込み者は 107 名、正会員数は 183 名と予想以上の盛況となりました。

初代関東支部長には小塚 忠氏(1949 機械卒)、事務局長には安原克己氏(1964 土木卒)が選
出され、その後は毎年 6 月には総会・懇親会を、秋には見学会を開催しています。2011 年 6
月の第 4 回総会・懇親会は、3 月 11 日の東日本大震災にも拘わらず各位のご協力で予定通り開
催できました。
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関東支部の情報ツールとしてのニュースレターは年 2 回発行を設立当初から継続しています。
さらに会員相互の一層の懇親を図るため、2013 年からは幹事のご努力でウオーキング会とゴ
ルフ会を年 1～2 回実施することにしました。

一方、岐阜大学および工学部の要請に対する主な支援活動としては以下の実績があります。
2010 年

文部科学省

大学改革パブリックコメントへの参加

2011 年～12 年 ｢私はこうして生きてきた-岐阜大学の先輩たちの見る日本社会」へ講師派遣
2012 年

社会で活躍する先輩の紹介

2013～2014 年 エントリーシート作成支援・指導

さらに、各支部長、事務局長は工業倶楽部の常任理事と明記する等の工業倶楽部規約改訂の
提案を行った結果、2013 年改訂され、工業倶楽部と支部の連携が一層強化されました。

設立当初にご指導を賜った初代の小塚 忠支部長、安原克己事務局長は残念ながらすでに鬼
籍に入られましたが、今後も設立時の初心を忘れないような活動を心掛けたいと思います。
以上

4.2. 生まれる前から、産声を上げ、そして 10 歳になるまで

木村 信幸（機械
信幸（機械 63）
63）

様々なことがありました。その多くは忘却の彼方にありますが、記憶に残る一端を記した
いと思います。

そもそもの始まりは、2007 年 8 月 10 日（金）午後 1 時まで遡ります。パレスホテル東京の
ロビーに、工業倶楽部専務理事の（機械システム科）檜和田宗彦教授、今は亡き機械科同期生
（本部常任理事）の三輪与四朗さん、本部から協力要請された機械科の先輩 3 氏（小塚忠、間
瀬和久、納土伸男）と小生の計 6 人が集合しました。2 ヶ月ほど前に三輪さんから関東支部を
作るから手伝ってほしいと言う電話がありました。正直、同窓会活動に興味はなく最初は断り
ましたが、あまりの熱心さに心動かされ協力することになりました。当時、支部と言えば、岐
阜大学支部と西濃支部のみ。西濃支部は 4 年前に発足していましたが、翌 2004 年 4 月に大学
が法人化され、それまでとは状況が大きく変わることになりました。

本部理事会（2007/6）で新たに 5 支部を作る計画が承認され、先鞭をつけることになったの
が関東支部でした。初顔合わせでは主に関東支部設立準備会の開催が協議されました。出席者
をどのように募るかが一番の難題です。その後、大先輩の小塚さん、間瀬さんの手を極力煩わ
せないよう、納土さんと 2 人で本部から入手した 52 名のメルアド名簿を学科単位で分担し、
「岐
大工業倶楽部関東支部設立準備へのご協力のお願い」メールを 9 月 20 日一斉に発信しました。
これがやがて関東支部の会員になっていただく工学部 OB へ発した第一報となりました。
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11 月 6 日の設立準備会には 20 名の協力者（土木 7、機械 6、繊維 2、工化 2、電気 3 ）に本
部の 2 氏が加わり、初めての会合が開かれました。関東支部設立目的に関する意見交換、支部
仮役員案や設立総会日程等を決定し、支部設立に向けて動き出しました。この最初の準備会に
出席した面々が中核の役員、委員となって、その後の活動を支えていくことになります。
当初の仮の事務局長であった納土さんが体調を崩され、仮の副事務局長であった安原さんが
2 回目以降の準備会を進めることになり、5 回目まで開催されて、2008 年 6 月 8 日（日）の設
立総会を迎えることになります。そこから小塚支部長、安原事務局長体制がスタートしました。

最初に名簿と関わりを持ったこともあり、5 名からなる名簿委員会の委員長を 2 期 4 年務め
ました。2012 年 12 月には、キャリア形成科目で 130 人の学生を前に非常勤講師を務め、
「持続
可能な社会を目指した環境への取組」と題し、過去形ではなく「私は社会でこう生きている」
ことを披歴するという貴重な体験をさせていただいたこともあります。

時は流れ・・・、2014 年度から、3 代目の事務局長兼総務委員長を担当することになり、こ
れまた 2 期 4 年も務めることになりました。

印象に残ることをいくつか挙げますと、ホームページのサービス（office365）終了に伴う
jimdo への移行作業を会報委員長が自力で行ったこと（2015/7）
、工業倶楽部設立 70 周年記念
事業（2015/11）には、関東支部から 21 名もの参加が得られたこと、第 2 回同窓会連合会の集
い（2017/3）に 5 名の役員が参加したことも画期的でした。会員宛のニュースレター送付時、
同封する総会の参加申込票を官製はがきから「郵便受取人払郵便」に切り替え（2017/4）、経
費を削減したこと等。

関東支部設立 10 周年（2018/6）を迎えるに当り、
「実行委員会」（委員長以下 9 名）を組織
し、以降オブザーバーも加わって活発な議論が交わされました。
「関東支部設立 10 周年記念の
集い（第 11 回総会）」とネーミングし、講演会には 3 年ほど前から繰り返しお願いをしていた
日野自動車（株）市橋保彦会長（1974 年精密科卒）に講師を応諾いただき、合わせて現役大学
院生（2 名）によるミニ講演も初めて実現しました。種々工夫をこらした 2018 年 6 月 30 日（土）
の集いが盛会裏に終えられたのは記憶に新しいところです。

以上、思いつくまゝ記しましたが、考えてみれば事務局長としての功績は何一つありません。
全ては、素晴らしい役員、委員の皆様との邂逅から生まれたものです。合わせて大学（工学部）
、
工業倶楽部の関係者の皆様には感謝の言葉しかありません。今後とも関東支部をよろしくお願
いいたします。ありがとうございました。
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5. 関東支部活動
5.1. 交流会
交流会

担当： 水谷 隆（土木 80）
80）

総会や懇親会で繋がった会員皆様のネットワークを活性化する目的で、自由な情報交換の場
「交流会」
を開催することに致しました。
仲間の集まる機会を年 1 回に限る必要はありません。
会員皆さんの自由な話題・発想で構いません。ネットワークの活性化が目的です。ニッチな話
題で少人数でも結構です。第１回交流会は事務局長の水谷が退職を期に、残っていた有給休暇
を利用してチャレンジしてきたスペイン短期留学を話題として提供する予定です。全費用内訳
など詳細も発表する予定です。
交流会実開催予定
第１回交流会

9 月 29 日土曜日 16:00～ 場所：川崎市産業振興会館会議室
話題提供：水谷 シニアのスペイン短期(二週間)留学例

第 2 回交流会 11 月 17 日土曜日 16:00～ 場所：川崎市産業振興会館会議室

5.2. 見学会

担当： 佐久間 朋宏 (工化 91)

例年 11 月に実施していますが、本年度は、未だ見学先が決定していません。
予定が決まり次第、メールと下記ホームページでお知らせします。

5.3. ゴルフ会

担当： 酒向 泰蔵 (工化 66)

春と秋に年 2 回のペースで開催しています。
次回、予定が決まり次第、メールとホームページでお知らせします。

5.4. ウォーキング会

担当：外山 一吉 (工化 66 (代理：水谷
代理：水谷 隆)

レインボーブリッジとゲートブリッジを歩いて渡るウォーキング会を開催致
します。詳細は、後日 HP にて掲載いたします。
第 1 回ウォーキング会(予定)
東京レインボーブリッジ 11 月頃
回ウォーキング会
第 2 回ウォーキング会(予定)
東京ゲートブリッジ 2019 年 3 月頃
回ウォーキング会

注; 5.2~5.4 に関しては、スマホ・タブレットをご使用の場合は、QR コードをご利用ください。パ
ソ コ ン の 場 合 は 、 次 の 関 東 支 部 ホ ー ム ペ ー ジ の ト ピ ッ ク ス の ペ ー ジ
“ https://www.gifu-u-kanto.com/トピックス/ “ (カタカナは、全角)

からアクセスできます。

6. 編集後記
6 月 30 日に設立 10 周年記念の集い以降、豪雨、猛暑、立て続け 3 個の台風､そして北海道胆
振東部地震と、まさに災害づくめの夏となりました。被災された方々にお見舞いを申し上げま
す。
この国に住んでいる限りは、何処にいても自然災害への備えを怠ることは出来ません。ハザ
ードマップで自宅やしばしば訪れる仕事場・遊び場の災害リスクを確認し、避難方法や家族と
の連絡方法を再確認したり、家具の地震対策を見直す、今日この頃です。
関東支部設立 10 周年を迎えましたが、途中参加の私も 2013 年にニュースレターNo.10 から
編集に関わって、今回で 11 回目を迎えました。災害への備えと同様に皆さんの情報共有の場
としてのニュースレターとホームページをまだまだ至らない点が多いですが、マンネリに陥る
ことがないように今後も継続･発展に努力したいと思います。
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