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平成27年度千葉大学経済人倶楽部「絆」総会

September  2015

Comfortable Club

千葉大学サッカー・ラグビー場

平成27年度千葉大学経済人倶楽部「絆」総会は、

5月12日に千葉大学 けやき会館3F レセプション

ホールにて開催し、総勢38名の方にご参加いただき

ました。

今回は総会の前に、西千葉子ども起業塾で協賛

いただいているJFEスチール株式会社様のご好意に

より東日本製鉄所 千葉地区の工場見学を行いまし

た。普段入ることのできないような部門を見せていた

だき、とても有意義な時間を過ごすことができました。

また総会では、１年間の収支決算報告、各種事業

報告のほか、役員改選について審議いたしました。

総会に引き続き、千葉大学 徳久学長より「千葉大学

の現状と将来展望」と題したご講演をいただいた後、

懇親会を開催いたしました。

懇親会では、会員である齋藤 康様のご挨拶、平

賀理事の乾杯のご発声により、和やかな雰囲気の

中、学年、学部を越えた交流を楽しまれていました。

今回母校で総会、懇親会を行ったこともあり、いつも

以上に盛り上がったのではないでしょうか。

最後に虎岩理事の締めのご挨拶で終了いたしました。

この度、新役員が決まりましたので、皆様にご報告

いたします。新役員は以下のとおりです。
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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２７年９月１日現在、会員数は２０５名となりました。

会　長 川嶋　一夫 様
 旭ダイヤモンド工業株式会社　相談役

副会長 萩原　博 様
 株式会社千葉日報社　代表取締役社長

副会長 森島　弘道 様
 学校法人森島学園千葉聖心幼稚園　理事長

理　事 加藤　一郎 様
 株式会社ジュリス・キャタリスト　代表取締役

理　事 金子　輝幸 様
 株式会社かっぺ　取締役

理　事 虎岩　雅明 様
 株式会社トライワープ　代表取締役

理　事 平賀　祐二 様
 株式会社キーテック　代表取締役社長

理　事 渡邉　誠 様
 国立大学法人千葉大学　理事

監　事 岡沢　理華 様
 高円寺特許事務所　代表

監　事 片桐　大輔 様
 株式会社アミンファーマ研究所　専務取締役

＜役職別50音順＞

JFEスチール（株）東日本製鉄所 川嶋会長の挨拶
新役員の皆様（左から片桐監事、森島副会長、
萩原副会長、虎岩理事、川嶋会長、平賀理事）総会議事の様子
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

新役員紹介

新たに加わった役員３名をご紹介します。

　昭和５３年３月、人文学部法経学科を卒業しま
した。法経学科としては私たちが最後の卒業生と
なりました。主任教授は国際経営学が専門の村
山元英先生です（去る６月１日、学会出席してい
たベトナム・ハノイで急逝されました。ご冥福をお
祈りいたします）。４年生の夏、ゼミの伝統行事で
ある海外調査をするため、アメリカに２か月間、３
年生のゼミ生と一緒に行きました。あまりに素晴
らしい体験だったため、帰国後、直面する就職活
動もせず、しばらく放心状態の私に、「おい、就職
どうするんだ」と問う先生。アメリカかぶれしてい
た私は「アメリカで芋掘りしたい」などと答えたも

のですから、ふつうの会社では役に立たないと思
慮されたのでしょう。「地元に千葉日報社という新
聞社があるから、そこに行け」ということで入社し
ました。
　あれから３７年。他の立派な卒業生の皆さんに
混じって、経済人倶楽部「絆」の仲間入りができ
るとは思ってもみない光栄なことです。こんな私
ですが、千葉大学と、皆さんのお役に立つことが
出来ればうれしいです。よろしくお願いします。 

　「１１１」という数字は私にとって一生忘れられな
い数字です。まあ、このゾロ目という縁起の良い
数字であるということもありますが、実はこの数
字、修士の１年生の時に学校に泊まった回数な
のです。私は、工業意匠（現在のデザイン）の出
身です。当時は、工学部の別館に研究室がありま
した。その建物の中に暗室があり、そこに泊まって
いました。とても快適？でした。家は、東京（といっ
ても千葉との県境）にあり、学校からは１時間でし
たので遠くもなく、毎日帰ることはできましたが、結
局「１１１」日泊まりました。逆に、修士の２年生の時
は１日も泊まっていません。思い起こせば、修士の

１年のときは研究室でのグループワークが中心で
あったため、コミュニケーションが中心となり泊
まっていたのだと思います。そして、この時間こそ
が学生時代に一番何かを創造するトレーニング
をした時間であると思います。なので「１１１」日と
いうのは忘れることのできない「見えない勲章」
のようなものです。

■在学時の思い出
　1997年に薬学部総合薬品科学科に入学しま
した。当時の薬学部は西千葉キャンパスにありま
して、薬学部の友人に加え、他学部の友人ともよ
く遊び、よく学んだ楽しい思い出があります。大学
院に進学し、研究に没頭しているうちに博士課程
まで行くことになりまして、博士終了までの9年間、
西千葉キャンパスにお世話になりました。

■卒業後の経歴
　国立研究開発法人ＮＥＤＯのフェローとして、
プロジェクトマネジメントやベンチャー支援、大学
研究成果の実用化に取り組みました。その後、恩

師と共に起業した「千葉大ベンチャー・(株)アミン
ファーマ研究所」で専務取締役として経営を実践
する傍ら、千葉大学学術研究推進機構産業連携
研究推進ステーションの特任准教授として、さら
なる千葉大発の研究成果の実用化に取り組んで
おります。

■経済人倶楽部への想い、期待
　絆の会の発展に、何とかお役にたてるように頑
張って参りたいと思います。よろしくお願い申し上
げます。

副会長

理　事

監　事

株式会社千葉日報社 代表取締役社長

萩原　博

国立大学法人千葉大学 理事

渡邉　誠

株式会社アミンファーマ研究所 専務取締役

片桐　大輔
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第8回千葉大学経済人倶楽部「絆」

親睦会

5月27日、28日蓼科ブランシエラリゾートにて経済

人倶楽部「絆」親睦会を行いました。

より会員同士の親睦を深めていきたいと考え、親

睦旅行を決行しました。蓼科の清 し々い空気の中、

美味しい料理、サービスの行き届いた宿泊施設で、

日々の忙しさから離れ存分にリフレッシュしていただ

けたのではないでしょうか。

翌日にはゴルフ組と観光組に分かれ、ゴルフコン

ペと善光寺観光を行いました。さわやかな自然の中

で行った、ゴルフに参加された皆さんのスコアーはす

ばらしいものでした。

また善光寺観光では、７年に１度の御開帳の盛儀

が行われおり、沢山の人で賑わっていました。前立本

尊に触るのと同じ御利益があるといわれている回向

柱にも触ることができ大変貴重な経験となりました。

今後も、このような企画を行っていきたいと思いま

すので、是非ご参加ください。

ゴルフ結果 （敬称略）

優勝 加藤　一郎　（株）ジュリス・キャタリスト
準優勝 笠川　　博　千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局
３位 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）
ブービー賞 酒美　保夫　（株）フォアサイト
ベスグロ賞 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）
ニアピン賞
（しらかば３番） 笠川　博　　千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局
（しらかば６番） 笠川　博　　千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局
（からまつ３番） 加藤　一郎　（株）ジュリス・キャタリスト

ドラコン賞
（しらかば８番） 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）
（からまつ７番） 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）

前列左からから大島様、笠川、川﨑様、丸山様、平賀理事、
後列左から加茂坂様、加藤理事、川嶋会長、酒美様、虎岩理事、清水、

犬養様、片岡様

三井の森蓼科ゴルフ倶楽部にて
(前列左から丸山様、川嶋会長、犬養様、笠川、

後列左から加藤理事、大島様、清水、加茂坂様、酒美様、片岡様）

ゴルフコンペで優勝された加藤理事

７年に１度の盛儀 善光寺御開帳

美味しいおそばをいただきました
（前左から虎岩理事、伊藤、
後左から川﨑様、杉山）
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業

収支報告書を作成する子どもたち(放課後子ども起業塾）

西千葉子ども起業塾

収支発表(放課後子ども起業塾） 子どもたちの作成した商品（放課後子ども起業塾）

熊谷市長の挨拶(月イチ子ども起業塾）
子ども達と名刺交換を行う熊谷市長、
徳久学長(月イチ子ども起業塾）徳久学長の挨拶(放課後子ども起業塾）

第三土曜市の様子(放課後子ども起業塾）

平成22年より支援を行っている西千葉子ども起

業塾は、子ども達が会社、地域の課題を見つけ、そ

の解決のため起業をして経済の仕組みや社会との

関わりを学んでいく起業家教育です。今年度より夏

季集中講義ではなく、6～7月に行う「放課後子ども

起業塾」と6～10月まで行う「月イチ子ども起業塾」を

6月4日（木）、6月13日（土）に開塾いたしました。開塾

式には両日とも、熊谷市長、徳久学長から子どもた

ちへ激励の言葉をいただきました。

「放課後子ども起業塾」では今までの夏季集中講

義のノウハウを活かし、千葉市全域にて放課後子ど

も教室で起業塾を広げていきたいという目標を掲

げ、弥生小学校で試験的に2ヶ月間放課後子ども起

業塾を行いました。子どもたちは短い期間でさまざま

な戦略を練り、真剣に取り組む姿がとても印象的で

した。初めは戸惑っている子どもたちが多いように見

受けられましたが、回を重ね、子どもたちのはつらつ

とした顔つきに変わっていきました。

また、「月イチ子ども起業塾」では今年度もJFEス

チール㈱様にご協力いただき、工場見学の粗品や

案内などをトータルのサービスを考え、事業を展開し

ていきます。

経済人倶楽部「絆」では子どもたちのメンターとし

て派遣、活動経費の支援を行ってまいりまます。

このように大きく広がりを見せる西千葉子ども起

業塾へ支援が出来とても光栄に感じております。
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徳久学長の挨拶 川嶋会長の挨拶 審査を行った平賀理事より絆賞贈呈

左側から平賀理事、
《受賞者》 武田さん、杉野さん、

小林さん、徳久学長
《審査員》 池和田様、大川様

（公財）千葉市産業進行財団が主催する「ベンチャー・カップ　CHIBA」に、千葉

大学経済人倶楽部「絆」が共催となり、「学生ビジネスコンテストinCHIBA」を開催し

ます。将来性、独創性のある新規事業の発掘や、起業に挑戦したいと考える、高い

志を持つ近い未来の経営者を発掘・表彰するビジネスコンテストです。

千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局として活動し、グランプリの賞金30万円を拠

出するほか、審査員やアドバイザーとしても支援を行っています。

今後の予定は、申込み期間終了後に第1次審査（9月17日）、第2審査（10月23日）

を行い、グランプリを決定します。

ベンチャー・カップ　CHIBA　学生部門

「学生ビジネスコンテストin CHIBA」

千葉大学院生の起業精神を高めることを目的と

し、優れた研究に支援を行う千葉大学ベンチャービ

ジネスラボラトリー主宰の「なのはなコンペ2015」の

表彰式が4月20日に行われました。

本年度は応募された25件の中から、6人がなのは

な賞、4人が特別賞（3人は重複）に選ばれました。経

済人倶楽部「絆」では、昨年より特別賞の枠を増設

し、「絆賞」として3件の支援を行っております。

これからも母校の発展を願い支援を続けていき

たいと思っております。

今年度の受賞者は以下3名です。

なのはなコンペ

小林　誠　融合科学研究科　情報科学専攻
「金属調光沢膜を発現する世界初の
 有機オリゴマー色材」

杉野　貴明　工学研究科　人工システム科学専攻
「ナビゲーション技術を応用した内視鏡下手術の
 作業定量評価システムの開発」

武田　千広　理学研究科　基盤理学専攻
「イオン液体を利用する効率的かつ環境調和型の
 ナノ粒子除去プロセスの開発」
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東証１部上場「ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ」の中核事業
会社である「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」による100%
出資子会社です。
東京恵比寿に本社を置き、北は札幌から南は福岡まで全国21ケ

所に拠点展開をしています。
手前味噌ですが、これからも“地域密着”を基本に「5つの良かっ

た」の実現に向け頑張ります。
＜5つの良かった＞
ＡＤＳＢで保険に加入して良かった（お客様）
ＡＤＳＢの相談・支援・セミナーを受けて良かった（お客様）
ＡＤＳＢと提携して良かった（代理店・企業）
ＡＤＳＢがあって良かった（グループ会社、地域）
ＡＤＳＢで仕事ができて良かった（当社社員）

■ 会社の紹介

新入会員として微力ですが頑張ります。今後ともご指導の程よろし
くお願いします。ちなみに、出向元の「あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社」には、千葉大学ＯＢ会である“弥生会”があります。50名程
の会員ですが時折集まって親交を深めています。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

人文学部法経学科S57年卒
体育会 合気道部所属
株式会社あいおいＮＤＩ
サポートＢＯＸ（略称ＡＤＳＢ）
代表取締役社長

中島 達朗 氏

当社は、その名が示すとおり富士フイルムグループ
の事業・R&D・経営インフラ構築に関わるソフトウエ
アの研究開発に責任を持つ会社です。時代はまさに
ICT技術を抜きには語れませんが、機能性材料技
術・画像処理技術など銀塩写真で培ったコア技術
群をSW＆IT技術によってインテグレーションし、富
士フイルムならではの顧客価値の創造を目指してお
ります。

■ 会社の紹介

大学院工学研究科写真工学専攻
S57年修了
写真部、カラー写真をつくる会所属
富士フイルムソフトウエア株式会社
代表取締役社長

井駒 秀人 氏

新規会員のご紹介

千葉大学経済人倶楽部「絆」の新規会員をご紹介します

工学部印刷工学科
S54年卒（大学27回）
バスケットボール部所属

光野印刷工業株式会社
常務取締役

丸山 普也 氏

1921年創業の印刷会社です。オフセット印刷を主体
にした、総合印刷会社です。この間、デザイン制作部門
を(株)レター・メイト、製造部門を(株)ミツノに分社し、
グループ3社で事業展開しています。また、金融関連会
社向けに少部数短納期のオンデマンド印刷にも対応
しております。

■ 会社の紹介

大学を卒業後３６年が経過しました。今年夏には、分
社独立による起業を予定しています。この時期に何故
と諸先輩方からは叱責を頂きそうですが、経済人倶楽
部の皆様と交流を深め、ご指導を頂き、新規一転頑張
ろうと思います。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

がん、感染症、生活習慣病の予防に関する支援並
びに県民の健康の保持増進に向けた調査研究およ
び普及啓発を行い、公衆衛生や予防医学の向上を
支援しています。千葉県では急速に高齢化が進むと
予測されていますが、高齢者の健康は高齢者が守
る社会を実現できればと考えています。

■ 会社の紹介

医学部 S42年卒
サッカー部所属

理事長

藤澤 武彦 氏

公益財団法人ちば県民
保健予防財団



千葉県を主要な地盤とする地方銀行で、設立は昭
和18年、店舗は182ヶ店（国内179ヶ店・海外3ヶ店）、
預金量は10兆7,333億円と、全国の地方銀行中第2
位です。
銀行として、地域の法人・個人のお客さま個々の
ニーズに合わせ、預金、貸出、為替、投資信託・保険
商品販売等幅広い金融商品・サービスを提供してい
ます。
これら業務に加え、「地方創生」が注目されるなか
で、地域経済活性化策に積極的に取組むなど、金融
だけでなく、様々なかたちで千葉の成長を後押しして
います。

■ 会社の紹介

 人文学部法経学科 S54年卒
舞踏研究会所属
株式会社千葉銀行
専務執行役員

大久保 壽一 氏
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倉本産業は、1953年に設立された粘着シート・ラベル
のメーカーです。
自社製の粘着剤、フィルム、印刷インキを用いて、粘着
シートの製造から印刷、抜き加工までを一貫して行い、最
終製品のラベルとしてお客様に直接販売する数少ない会
社です。
お客様はモノづくりの企業や官公庁がほとんどのため、
知名度は低いのですが、多くのお客様の省力化のお手
伝いをしています。併せて、アルミ防火服や耐熱服（消防
服など）の製造販売を行い、関連会社では反射式道路鋲
などの交通安全施設の製造販売、施工も行っています。
お困りごとがあればお役に立ちたいと考えておりますの
で、お気軽にお声がけください。

■ 会社の紹介

森村 龍兒氏

理学部化学科 S52年卒
写真部・映画研究会所属
株式会社 倉本産業
取締役 品質本部 本部長

マーケティング、ブランディング、PRを専門としたコンサル
ティング会社を昨年末より起業。
前職、中途入社したハウステンボス（長崎）にて同社の大型
再建に関わり、最終的に最年少取締役としてその成功を体感
した経験を生かし、現職では官民・大小様々な企業のコンサ
ルティングを手掛け、早くもクライアントからはその実績に驚い
て頂いています。業務で千葉大OBと関わることがなく、今回の
入会を契機にそれをもっと増やしたい考えです。よろしくお願
いいたします。

田中 雅人氏

法経学部 経済学科 H13年卒
株式会社G＆L（東京都港区）
代表取締役社長

■ 会社の紹介

入会後、多くのOBが第一線で活躍していることを知りまし
た。自身もその一員になれるよう、励んでまいります。千葉大OB
で良かったと改めて感じています。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

September  2015

フリーランスのため自己紹介をさせて頂きます。大
学卒業後、TBSに入社し同局で初めての女性ス
ポーツキャスターになりました。1992年にフリーに
なった後は、ＴＶ出演、講演、執筆などの活動を致し
ております。2001年から千葉大学教育学部で講義を
させて頂き、今年度から普遍教育課程で講義の機
会を頂きました。経済人倶楽部では、様々な業種の
方と交流させて頂くことを非常に楽しみに致しており
ます。よろしくお願い致します。

■ 会社の紹介

教育学部小学校教員養成課程
S62年卒
フリーキャスター

木場 弘子 氏
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〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:043-290-2109・3902
FAX:043-284-2550
E-mail:chiba-sotsushitsu@office.chiba-u.jp

千葉大学経済人倶楽部会員拡大のためのご紹介、
情報提供のお願い／皆様のお力に支えられて千葉大学
経済人倶楽部「絆」も７年目を迎えることができました。お
蔭様で現在205名の大所帯となり、ようやく、それなりの活
動が出来るようになりつつあります。さらに倶楽部活性化
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お願いいたします。

千葉大学経済人倶楽部ホームページ http://chibauniv-k izuna. jp/
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千葉大学経済人倶楽部「絆」掲示板

1210あかりんアワー

事務局からのお知
らせ

開催日時 ： 平成27年11月21日（土）
  ＜経済人倶楽部「絆」例会＞13:50～14:10
  ＜校友会総会＞14:20～14:50
  ＜講演会、アトラクション＞15:00～16:30
  ＜懇親会＞16:45～18:15

場　所 ： 千葉大学けやき会館、生協食堂フードコート２
会　費 ： 5,000円

開催日時 ： 平成27年12月19日（土） 場　所 ： 未定

今年は、千葉大学経済人倶楽部「絆」の例会を、校友会総会日に開催します。
例会が終了した後に、校友会総会を開催し、その後、名誉教授懇談会、校友会、千葉大学経済人倶楽部「絆」の合同開催として講演会や懇親
会を開催します。名誉教授の先生とのひと時を過ごしませんか。

千葉大学校友会総会・千葉経済人倶楽部「絆」例会について

第10回「絆」親睦ゴルフ大会を開催いたします。皆様、是非ご参加下さい。

第10回 千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦ゴルフ大会

今年も、大学祭の開催時に、卒業生サロンを10/31(土）～11/1（日）の2日間開催します。
在校生が卒業生の皆様をお迎えしますので、ぜひ、足をお運びください。

卒業生サロンについて

片桐監事の講演の様子

左から中谷(千葉大理事）、
徳久（千葉大学長）、片桐監事、
虎岩理事、猿渡（千葉大理事）

学生から質問している様子

アカデミック・リンク・センター（千葉大学附属図書

館）のオープンスペースを利用し、毎週火曜日、金曜

日の昼休み時間にさまざまな方を招いてセミナーを

行っており、その一環で経済人倶楽部「絆」の会員

様にもご登壇頂き、これまでに8名の方に講演頂きま

した。4月24日には経済人倶楽部「絆」の片桐監事、7

月24日は㈱aba 代表取締役 宇井 吉美様のお二方

に、起業することとなった経緯、仕事の内容等、学生

へのメッセージを沢山いただきました。お二方のお

話を聞いて学生にとって起業というものが身近に感

じられたのではないでしょうか。
宇井様の講演の様子


