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事務局からのお知らせ

■

■ 年会費の口座自動引き落としについて

第８回千葉大学経済人倶楽部
例会について

第８回「絆」例会を開催致します。
千葉大学の各分野において多彩な研究を行っている教
員による基調講演を用意しておりますので、是非ご参加
ください。
1．日時 ：平成 25 年 3 月 8 日（金） 16：00 ～
2．場所 ：浦安ブライトンホテル
千葉県浦安市美浜 1-9
TEL.047-355-7777
http://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/

3．懇親会：18：00 ～

本倶楽部は、皆様方からの会費で運営させていただい
ております。
ご入会時に案内しておりますが、
年会費は規則により、
原則口座自動引き落としとさせていただいております。
お振替えの手数料は、一切かかりません。
お手続きがまだの会員様には「預金口座振替依頼書 /
自動払込利用申込書」を同封していますので、必要事項
を明記のうえ、返信用封筒にてご郵送ください。
2 月 15 日必着分までが、平成 25 年度お振替の対象と
なりますので、ご協力をお願い致します。
尚、
既にお申込みがお済みの会員様におかれましては、
お手続きは不要です。
引き落とし日：4 月 30 日（火）
（年 1 回）
金額

Comfortable Club

総合学生支援センター

本倶楽部は、産業経済界並びにその関連分野において活躍する千葉大学校友「千葉大学（前身を含む）を卒
業した者」自らが、相互の啓発、相互の援助並びに親睦を図り、もって母校及び産業経済界の発展に寄与する
ことを目的として、平成 21 年 6 月 11 日に設立総会を開催し設置されたものです。
平成 25 年 1 月 1 日現在、会員数は 178 名となりました。

：会費 10,000 円

ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせ
ください。

■ 卒業生室移転のお知らせ
卒業生室がこれまでの場所（西千葉キャンパス正門を入って右手、本部棟５階）から本部棟 1 階へ移転します。
より訪れやすい事務局を目指してまいりますので、是非新しい事務局へお越しください。
移転は平成 25 年 3 月ごろを予定しております。
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〒 263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33
TEL : 043-290-2109・3902
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千葉大学経済人倶楽部ホームページ

http://chibauniv-kizuna.jp/
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倶楽部事務局より／皆様のお力に支えられて千葉
大学経済人倶楽部も新年を迎えることができました。
今年は事務局移転があり、慌ただしい年を迎えまし
た。会員の皆様にとって、これまで以上に訪問しや
すい事務局を目指してまいります。新しい事務所へ是
非お越しください。
また、当倶楽部活性化のために、引き続き新会員
の勧誘活動を行っていきますので、皆様のご紹介や
情報提供をよろしくお願い致します。

会議室

本部棟1階

学術国際部
第4

千葉大学長 齋藤 康

あけましておめでとう

学生の活動も活発で、大学祭が 40 周年を迎えたと

ございます。よいお年を

いうことで松戸も、亥鼻もそしてもちろん西千葉キャ

お迎えのことと存じます。

ンパスも一層盛り上がりました。

日頃のご無沙汰をお詫
び申し上げます。

文学部
法経学部

大学会館

新年のごあいさつ

またソーラーデカスロンという、家を建築してその
出来栄え、機能、作り方などを競う大会がスペインの

昨年もいろいろな場面

マドリッドで開かれ、日本から千葉大が唯一参加しま

で、
“絆”の方々には物心

した。工学部を中心にほとんどすべての学部が参加し

両面でご支援をいただき

て、猛烈なエネルギーを出して素晴らしい評判の家が

感謝申し上げます。犬養会長には大学の経営協議会

完成しました。開会式では千葉大学 田島代表が世界

委員にご就任いただきました。この会は、大学の運営

の全参加学生を代表して開会の辞を述べたり、お茶を

全般にわたって見ていただき、ご意見をいただくとい

ふるまったり、家の周りには植物や、水田を作るなど

う機能を持つもので、国から大学に指定されている組

すばらしいもので周囲の評判でした。犬養会長にもわ

織です。学内 10 名、学外から 10 名で構成していま

ざわざ現地に応援に来ていただき、学生は感激してい

す。犬養会長には先輩として、また、社会の指導者と

ました。

してのお立場からご意見をいただき、大学のいい刺激

これからもいろいろなことで交流を密にして、素晴

になっています。大学と絆が一層密に連携が取れるよ

らしい大学に発展させるべく努力していきたいと思

うになることを願っています。

います。どうぞよろしくお願いいたします。

ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ2012大会
おもてなしハウスの前で集合

建物外観と訪れる人

建物内部の様子
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千葉大学経済人倶楽部

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動をご紹介します
■ 平成 24 年度千葉大学経済人倶楽部「絆」例会・懇親会を開催
11 月 6 日（火）浦安ブライトンホテルにて第 7 回例会・懇
親会を開催いたしました。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業
■ ベンチャー・カップ CHIBA（学生部門）の表彰式が行われました

会報告やアンケート調査への協力依頼等を行い、閉会いたしま

昨年に引き続き、
（財）千葉市産業振興財団及び千葉市が主

がありました。

催し、千葉大学経済人倶楽部「絆」が共催する「ベンチャー・

応募のあった 12 件については、第一次審査（平成 24 年 9

引き続いて懇親会が行われました。
山本副会長より挨拶をい

カップ CHIBA」の学生部門である「学生ビジネスコンテスト

月 12 日）にて上位 5 件を選定しました。その後、第二次審査

ただき、賀来副会長の乾杯のご発声でスタートいたしました。

in CHIBA 」を実施しました。これは、
学生の優秀なビジネス

会（10 月 10 日）では、第一次審査を通過したチームがプレ

プランを表彰するコンテストで、千葉大学経済人倶楽部「絆」

ゼンテーションを行い、グランプリを決定致しました。

した。

当日はあいにくの天気でしたが、34 名の方にご参加いただ
きました。

絆

例会は、犬養会長の挨拶で始まり、事務局より新会員の紹

午前中からゴルフに参加されていた方は長時間になりまし

介と支援活動事業についての報告をさせていただきました。そ

たが、疲れも見せず、皆さん楽しまれていました。また初めて

の後、本学医学部附属病院呼吸器内科 助教 坂尾誠一郎氏より

ご参加の方も積極的に交流される姿が印象的でした。

「いい眠りのために」と題した講演をいただきました。

最後に会員の飯田氏の閉めの挨拶で散会いたしました。

では、人的支援や経済的支援を行っています。

グランプリ受賞者には、11 月 19 日の「ベンチャー・カップ

平成 24 年 6 月頃から千葉県内外の大学へ応募要領の配布
を行い、また WEB 上での公募も行ったところ、12 件の応募

CHIBA ビジネスプラン発表会」において、大勢の参加者の前
でプレゼンテーションを行っていただき、表彰を行いました。

休憩をはさんで、ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ 2012 大

学生部門グランプリ
団体名・代表者名
Kasuke 代表

総会で挨拶する犬養会長

坂尾誠一郎氏のご講演の様子

荒川 快生
（横浜薬科大学）

ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ2012大会報告

ビジネスプラン
かすけ

家助

〜画期的な家事代行サービス〜

右から２番目が学生部門グランプリ受賞の荒川氏
山本副会長による挨拶

賀来副会長による乾杯のご発声

懇親会の様子

■ 第 6 回千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦ゴルフ大会を開催
11 月 6 日（火）千葉県・久能カントリー倶楽部において第 6 回親睦ゴルフ大会が開催されました。当日は雨が降り出し、午後は
中止になるというコンディションではありましたが、女子プロ 2 名を含む 15 名でのプレーとなりました。

大会の結果・表彰式（敬称略）
優勝

：犬養

表彰式の様子

：加藤 一郎（株）ジュリス・キャタリスト

3位

：椿 孝夫

花椿テクノサービス（株）

千葉大祭の開催にあわせて 11 月 3 日（土）
、4 日（日）に卒業生サロンが開設されました。

ベスグロ賞 ：大島 則夫（株）浦安ブライトンホテル

これは、在校生がコンシェルジュとして卒業生をおもてなしするもので、2 日間で約 200 名の卒業生が来場されました。

ニアピン賞 ：IN11番 山本 鉄平（株）ハピサクカンパニー
IN17番 八代 伸久 ちばぎんリース（株）

練習の様子

ナイスショットの連続！

久々に訪れた母校の現在に感心されたり、旧友との再会を楽しまれたり、それぞれの過ごし方でくつろいでいただけたのではな
いかと思います。また、サロン内には経済人倶楽部「絆」ブースを設け、
「絆」の取り組みをアピール致しました。

集合写真

懇親会
お迎え準備中
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懇親会にて挨拶する荒川氏

■ 卒業生サロンが実施されました

ブービー賞 ：虎岩 雅明（株）トライワープ

ドラコン賞 ：OUT9番 山本 鉄平（株）ハピサクカンパニー

川嶋副会長から楯の授与

その他

俊輔（株）帆風

準優勝

学生部門プレゼン発表

講演会

学生によるパフォーマンス

コンシェルジュたち
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新会員をご紹介します
千葉大学経済人倶楽部「絆」新会員及び賛助会員となられた方をご紹介いたします。

ジャパン建材株式会社

株式会社小池メディカル

株式会社アイ・エス・エス

株式会社アミンファーマ研究所

代表取締役専務

技術部 マネージャー

代表取締役社長

専務取締役

小川 明範 氏

久末 泰史 氏

渡邉 誠吾 氏

片桐 大輔 氏

平成4年度
法経学部 経済学科卒
少林寺拳法部所属

平成8年度
工学部 機能材料工学科卒

昭和52年度
人文学部 法経学科卒

平成12年度 薬学部卒
平成14年度、平成17年度
大学院医学薬学府修了

■ 会社の紹介
住宅建築資材の総合卸売業
卒業後、伊藤忠商事に入社しましたが、ご縁があり平
成 18 年より当社に勤務しております。
地域密着で家作りをされている工務店様から、大手ハ
ウスメーカー様に至るまで、全国及び一部海外でもご商
売をさせて頂いております。
今後、単に資材の流通だけを担うのではなく、日本の
住環境が真に向上し、豊かになることに貢献できる企業

■ 会社の紹介
㈱小池メディカルは、医療用ガスの販売から医療機器
の製造・輸入販売・賃貸を行っています。
皆様が病院に行かれたときにしらずしらず目にして
いる医療機器もあるかもしれません。
中でも私が専門としているのは、最近では聞きなれ
た？「睡眠時無呼吸症候群」に関連した機器で、主に製
品開発を行っています。
眠っても眠い、そのような方いらっしゃいませんか？

■ 会社の紹介

千葉大学の五十嵐名誉教授（元・千葉大学副学長）の

資料、機密情報等の文書・磁気媒体等を万全のセキュリ

研究成果を基に、平成 19 年に千葉大学発ベンチャーと

ティでご指定の期間お預かりしたり、文書をスキャニン

して弊社を設立致しました。脳梗塞のリスクが血液検査

グにより磁気媒体に変換してお客様の文書管理稼動の

で把握できるサービスを全国 200 か所以上の医療機関

削減やオフィススペースの有効活用、安全確実な文書保

に提供しております。

管のお手伝いをしております。
また、機密を保持したままの廃棄処理や発送代行も
行っております。
文書類をお預かりする４センタは全て千葉県にあり

を目指し、日々精進しております。どうぞ宜しくお願い

■ 会社の紹介

弊社は、NTT 東日本のグループ会社で契約書や決算

ベンチャー経営を実践する傍ら、大学発科学技術の実
用化の成功例を数多く輩出するべく、千葉大学産学連
携・知的財産機構の特任准教授としても活動しておりま
す。よろしくお願い致します。

ます。

申し上げます。

社会保険労務士ながや事務所

株式会社STANDARD

株式会社Youtﬁt

株式会社aba

所長

代表取締役

代表取締役

代表取締役

永谷 勝博 氏

守護 彰浩 氏

田中 大介 氏

宇井 吉美 氏

平成8年度
理学部卒

平成18年度
法経学部卒
硬式野球部所属

賛助会員

賛助会員

■ 会社の紹介
千葉県印西市で社会保険労務士事務所を開業してい
る永谷（ながや）です。
多くの経営者の方と知り合いになりたく入会させて
いただきました。
労務・人事に関することで何かお困りのこと、聞きた
いことがありましたらお気軽にお声をかけてください。
よろしくお願いいたします。

■ 会社の紹介
EC 関係のコンサルティング、物流、教育事業を主軸
に事業を行っております。
千葉大学出身を誇りに持って、日本経済復興に寄与し
ていきます。

■ 会社の紹介
スマートフォンアプリを中心にシステム開発を行う
会社を経営しております。
その中でもスマートフォンを利用し、日本のコンテン
ツを世界へ発信する事を狙ったメディアアプリに力を
入れていく予定です。まだ若い会社ですので皆様に御指
導頂ければ幸いです。
「絆」という素晴しい会に参加させて頂けて大変感謝

■ 会社の紹介
ヘルスケアにおけるソリューション提供
第 1 回学生ビジネスコンテストにて賞を頂いたのを
きっかけに、絆の皆さんには大変お世話になってきま
した。
起業のきっかけを頂いたビジネスコンテストの運営に
携わる絆に、私なりに貢献できればと考えております。
今後もよろしくお願いします！

しており、精一杯貢献させて頂けるよう努力したいと思
います。
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