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けやき会館

新年あけましておめでとうございます。
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。今回は、第１回
の例会での様子並びに親睦ゴルフ大会の報告等を写真を交えて紹介した会報２号をお届けいたします。

新年のごあいさつ

千葉大学長

齋藤 康

あけましておめで

されました。11 月 7 日には名誉教授懇談会と校友会

とうございます。よい

総会を同じ日に行い大変盛況でした。また、
“絆”主

お年をお迎えのこと

催のゴルフコンペも行われ、会員、事務局を交え、

と存じます。

プロ級の方から、本日初ラウンドという方まで、女子

昨 年は 政 権 交 代、

プロとともにご指導を受けながら、和気藹々と楽し

かつて経験したこと

みました。表彰式では和やかな雰囲気の中にも次回

のないような経済危

への闘志をしめす演説もありました。

機など、大変めまぐるしい変化の見られた社会情勢

このように“絆”は文字通り先輩後輩のつながり

の一年でした。
このことは大学にとりましても非常に

を広げつつあります。
どうぞ今年もよろしくお願いい

大きな影響が懸念され、目下その対応に追われてい

たします。

るところです。
昨年は、本学にとりましては創立 60 周年という節
目の年であり、いろいろな記念行事が行われました。
中でも園芸学部創立 100 周年記念として、天皇皇后
両陛下をお迎えできましたことは、まことにうれしい
出来事でした。また、学生と校友会の交流としまし

お出迎えをうける両陛下（写真：松戸市提供） 展示をご覧になる両陛下（写真：松戸市提供）

ては、大学祭の折に、
「卒業生サロン」を設置し、先
輩方においでいただき、学生の案内でいろいろ見て
いただくということが今年もできました。どうぞ来年
も多くの方々に来て、見ていただきたいと思います。
千葉大学経済人倶楽部“絆”は 6 月 11 日に設立

千葉大学本部棟屋上より見える富士山
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平成 21 年度例会・懇親会報告

千葉大学経済人倶楽部会員が千葉大学で講演された報告

10 月 2 日（金）
、㈱帆風本社ビルにおいて例会・懇

引き続いて、懇親会が開催されました。エヌエスプ

親会が開催されました。当日は小雨まじりの中 59 名

ランニング㈱吉田様の挨拶の後、グラパックジャパン

の方にご参加いただきました。

㈱湯本様から乾杯の発声をいただき、和やかな雰囲気

今年度、千葉大学で開催されました様々な取組の中で、特別講演された方、また今後講演される方のご案内を
させていただきます。両講演とも、大変興味深い内容で、会場の皆様も熱心に聞き入っていました。

の中、懇親会が始まりました。出席者の皆様は年代、

■ 2009 年に開催された特別講演

の後、行われた講演会では、千葉大学総合安全衛生管

学部の垣根を越えた交流を楽しまれており、予定時間

千葉大学

理機構教授・長尾啓一機構長が「部下と上司のメンタ

をオーバーして、最後に㈱トライワープソリューショ

日時：平成 21 年 9 月 28 日（月）15：30 ～ 17：00

ルヘルス」
、千葉大学教育学部明石要一教授が「長嶋

ンズの虎岩様の締めで終了いたしました。

産業界が求める博士人材像について

例会では、犬養会長の挨拶に始まり、各種報告事項

学：長嶋茂雄を生んだ千葉の風土の研究」と題し講演
をいただきました。
両講演ともに、大変興味深い内容で、会場の皆様も
熱心に聞き入っていました。

絆

最後に、経済人倶楽部会員及び ㈱帆風関係者の皆

先進的マルチキャリヤ博士人材養成プログラム

オープニングセレモニー

「グローバルな競争を勝ち抜くことができる自然科学系博士材とは」

様にご協力をいただきましたことに対して感謝申し

出光興産株式会社 代表取締役副社長

上げますとともに、今後も経済人倶楽部に対してのご

主催：千葉大学マルチキャリアセンター人材養成室

大宮 秀一 氏

支援を賜りますようお願い申し上げます。
千葉大学創立60周年記念

大学院 工学研究科 工業化学専攻 Ｓ47年修了
出光興産㈱ 代表取締役副社長
大宮 秀一 氏

オープン・リサーチ2009

“見せるぞ底力！～創立60周年を迎えて～”

日時：平成 21 年 10 月 24 日（土）10：30 ～ 18：45
「不況にも動じない人材育成とは」
株式会社帆風

代表取締役

犬養 俊輔 氏

主催：千葉大学産学連携・知的財産機構

工学部 印刷工学科 Ｓ45年卒
㈱帆風 代表取締役
犬養 俊輔 氏

■ 2010 年に開催予定の招待講演
犬養会長（㈱ 帆風 代表取締役）
のご挨拶

多くの会員の皆様が参加されました

長尾 啓一 教授（千葉大学総合安全衛生管理機構教授・
機構長）の基調講演「部下と上司のメンタルヘルス」

千葉大学創立60周年記念

大学改革シンポジウム

日時：平成 22 年 1 月 25 日（月）13：00 ～ 17：30
「21世紀の学問が求める

社会が求める

そして企業が求める人材育成」

−そのための具体的手法を求めて−
・
「グローバルな競争を勝ち抜くことができる人材とは」 出光興産株式会社 代表取締役副社長
・
「千葉大学の目指す人材育成」 千葉大学理事

大宮 秀一 氏

山本 惠司 氏

主催：千葉大学学術総合推進室

明石 要一 教授（千葉大学教育学部）の基調講演
「長嶋学：長嶋茂雄を生んだ千葉の風土の研究」

懇親会にて、ご挨拶いただいた
エヌエスプランニング㈱ 代表取締役社長 吉田 司 氏

グラパックジャパン㈱ 代表取締役社長 湯本 好英 氏の
乾杯のご挨拶

千葉大学経済人倶楽部「絆」が千葉日報に掲載されました
千葉大学経済人倶楽部「絆」が千葉日報（平成 21
年 10 月 14 日付）に掲載されました。
11 月に創立 60 周年を迎える国立大学法人・千葉大学
（本部・稲毛区）は、産業界・企業などのトップとし
て活躍する卒業生の親ぼく団体「千葉大学経済人倶楽
部『絆（きずな）
』
」を立ち上げた。
（抜粋）

懇親会の模様
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限られた時間でありましたが和やかに会は進み、
出席者の皆様は年代、学部の垣根を越えた交流を
楽しまれておりました

締めのご挨拶をいただいた
㈱ トライワープソリューションズ 代表取締役 虎岩 雅明 氏
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第 1 回千葉大学経済人倶楽部親睦ゴルフ大会報告
第１回千葉大学経済人倶楽部親睦ゴルフ大会が茨城
県・茨城ゴルフ倶楽部にて開催されました。

的レッスン料を払ったほうがいい人が何人かおられま

■ 結果・表彰式（敬称略）

した。

新ぺリア方式による 18 ホールストロークプレーにより
（１）優勝…………………古泉 昇（千葉大学卒業生室）

大会当日は直行組みを除き 13 名がマイクロバスで千

後半は組合せにより女子プロが居なくなり緊張感が

葉から秋葉原経由で、途中富士山、建設中の東京スカイ

なくなりスコアーを落とす人、レベルの高いアドバイス

（２）準優勝………………加藤 一郎（JA全農）

ツリーを横目にちょっとした旅行気分で一路茨城ゴル

をいただきスコアーを落とす人とそれぞれが楽しんで

（３）３位…………………越智 隆志（築地産業㈱）

フ倶楽部へ。同コースは昨年「ワールドレディスチャン

ホールアウトしました。

（４）ラッキー７賞………望月 勝保（藤木園緑化土木㈱）
（５）ブービー賞…………虎岩 雅明（㈱トライワープソリューションズ）

ピオンシップ（諸見里選手優勝）
」が開催された両サイ

さて、表彰式、懇親会はクラブハウス内で和やかな雰

ド松林の名門ゴルフ場で女子プロ 3 名を含む 23 名にご

囲気の中で行われ、新ぺリア方式による 18 ホールスト

参加いただきました。

ロークプレーにより熱戦の結果、古泉昇さん（千葉大学

IN 15 番 ： 清水 正樹（㈱エーシンク）

大会当日は朝から晴天に恵まれ、気温 15 度、ほぼ無

卒業生室）が見事優勝に輝き、準優勝はベスグロ 83 を

IN 15 番 ： 杉本 俊彦（千葉大学卒業生室）

風状態で半袖でプレーする人が出るくらいの絶好のゴ

たたき出した加藤一郎さん
（JA全農）
、
3 位はゴルフが大

OUT 6 番： 越智 隆志（築地産業㈱）

ルフ日和でした。参加の皆さん全員が美人女子プロと必

好きな越智隆志さん（築地産業㈱）でした。そしてブー

OUT 6 番： 加藤 一郎（JA全農）

ずハーフを回れる組合せとあってスタート前からかなり

ビー賞は、当日初めてゴルフをした虎岩雅明さん（㈱ト

力が入っているように見受けられました。ベテランと若

ライワープソリューションズ）で、これからの努力しだ

IN 13 番 ： 坂内 善次郎（日本体育施設㈱）

手初心者が名誉とプライドを懸けて定刻通り「ナイス

いでは、新時代到来の予感を感じさせてくれました。

IN 13 番 ： 大島 則夫（㈱浦安ブライトンホテル）

ショット…!?」の掛け声でアウト・インコースに分かれ

何とか無事にゴルフ大会を終えることができました。

てスタートしました。前半からかなりハイレベルな戦い

ご参加・ご協力いただきました皆様に紙面をお借りし

となり、女子プロのワンポイントレッスンでロングパッ

まして厚く御礼を申し上げます。また特に、今大会をサ

トを決める人やバーディーを決める人が出て、前半が終

ポートしていただいた石井真由美プロ、内田真由美プ

わった時点で 40 台でプレーした人が 9 名と大混戦の展

ロ、大金寿子プロに厚く御礼申し上げます。

開となりました。

（６）ニアピン賞４名

（７）ドラコン賞４名

OUT 8 番： 坂内 善次郎（日本体育施設㈱）

ナイスショットの瞬間

OUT 8 番： 石橋 秀樹（石橋公認会計士事務所）

また今年第 2 回目を予定しておりますので、皆様奮っ

ランチタイムでもプロのアドバイスを聞くなど、個人

ナイスバーディー

石井真由美プロ

て御参加下さい。

川嶋様

練習風景

齋藤学長

懇親会で犬養会長のご挨拶

犬養会長

表彰式で左から内田プロ・齋藤学長・古泉様（優勝）・
石井プロ・大金プロ
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表彰式で左から内田プロ・加藤様（準優勝）・石井プロ・
大金プロ

表彰式で左から内田プロ・越智様（３位）・石井プロ・
大金プロ

前左から犬養会長、加藤、丸山、池和田、齋藤学長、大島、川崎、笠川、石井プロ
後左から青山、八代、吉田、川嶋、越智、佐藤、望月、清水、坂内、石橋、虎岩、古泉、杉本、内田プロ、大金プロ（敬称略）

望月様
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事務局からのお知らせ
■ 経済人倶楽部「絆」ホームページ開設

■ 年会費の支払方法について

本倶楽部のホームページを開設いたしました。

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。皆様には既にご案内しておりますが、
来

皆様には、製作を担当しております㈱かっぺより、今

年度より年会費のお支払方法を口座自動引き落としと

後「会員のご紹介」についてご依頼致しますので、ご協

させていただきます。お申し込みの手続きのほど、よ

力のほどよろしくお願いいたします。
こちらに、次回例会のご案内やゴルフコンペ、講演会

ろしくお願いいたします。

のご報告など、随時アップしてまいります。

・引き落とし日：毎年 4 月 27 日（年 1 回）

これから、更に内容の充実を図っていきたいと思いま

・金額：会費 10,000 円

すので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

お申し込み手続きにつきましては、1 月 29 日（金）

☆千葉大学経済人倶楽部ホームページ
http://chiba-u-keizaijinclub.on.creyle.jp/

までにお送りいたしました申込書をご提出ください。

次回例会のご案内
■ 経済人倶楽部「絆」例会
開催日：2010 年 2 月 1 日（月）16：00 ～
場所：浦安ブライトンホテル（案内図参照）1F フィースト
住所：〒 279-0011 千葉県浦安市美浜 1-9
TEL：047-355-7777
内容：講演会テーマ
齋藤 康

千葉大学学長

「メタボリックシンドロームと生活習慣」
清水 馨

千葉大学 法経学部准教授

「トップの決断」
■ アクセス
JR 京葉線・武蔵野線「新浦安駅」直結 		

■ 懇親会

●東京方面からのアクセス／首都高速湾岸線を浦安で降り200m 先の立体交差点を上り

場所：同上

「鉄鋼団地」方面に右折、京葉線高架手前を左折して 1.4km

時間：18：00 ～

●千葉方面からのアクセス／首都高速湾岸線を浦安で降り1ツ目の信号を「鉄鋼団地」方

会費：6,000 円

面に左折、京葉線高架手前を左折して 1.4km		
●湾岸市川方面からのアクセス／国道 357 号より「入船」方面に左折、浦安市街からの道
に合流して、すぐの「美浜」交差点を右折し1ツ目の信号を左折、更に 1ツ目の信号を左折
●東西線浦安駅からのバスのご案内／東京ベイシティ交通バスの 2 系統
（舞浜駅行き）で 6
ツ目の「新浦安駅北口」下車／東京ベイシティ交通バスの 3 系統（マリナイースト21 行き）で
6 ツ目の「新浦安駅」下車が便利です。
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住所 : 〒 263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33
TEL

: 043-290-2109・2014・3902

た。事務局では、会員の皆様からの情報提供をお

FAX

: 043-284-2550

ムページや絆ニュースを通じ、皆様にお伝えしていき

E-mail : chiba-sotsushitsu@office.chiba-u.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
待ちしております。お寄せいただいた情報は、ホー
たいと思っています。どしどし事務局へお寄せください。それでは、今
年も会員の皆様にとってよい一年になりますように。
（編集者：安藤）

