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Comfortable Club

平成23年9月1日

かたらいの森（西千葉キャンパス）

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23年9月1日現在、会員数は159名となりました。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業
母校を支援する活動が始まりました。
■ 西千葉子ども起業塾
「西千葉子ども起業塾」は、千葉大学教育学部藤川研究室
が開講している授業で、大学生が小学生を指導し、西千葉
ゆりの木商店街を舞台に会社創りを通して経済の仕組みや
地域社会との関わり、働くことについて学ぶ活動です。
西千葉子ども起業塾の様子

千葉大学経済人倶楽部「絆」では、学生が企業活動に
ついて理解を深めるように会員を講師やメンターとして
派遣するとともに、活動経費の支援を行いました。
今年度の「西千葉子ども起業塾」は 8 月 18 日～ 20 日
に行われ、19 人の小学生が参加し、当日は齋藤千葉大学
長や熊谷千葉市長が子どもたちの応援に訪れました。

■ ベンチャー・カップ CHIBA（学生部門）

起業準備

右側、熊谷市長

ベンチャー・カップ CHIBA 学生部門

（財）千葉市産業振興財団、千葉市が主催する「ベン
チャー・カップ CHIBA」に、千葉大学経済人倶楽部「絆」
が共催となり学生の優秀なビジネスプランを表彰する「学生
ビジネスコンテスト in CHIBA」が設けられました。
千葉大学経済人倶楽部「絆」では、事務局として活動し、
また、グランプリの賞金 30 万円や起業資金等の経済的支
援のほか、審査員やアドバイザー派遣を行っています。
今後の予定は、申込み期間終了後に第 1 次審査（9 月 14
日）
・第 2 次審査（10 月 7 日）を行い、11 月 16 日の発表会

Student Section

学生ビジネス
コンテストin CHIBA
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学 生ビジネスコンテスト IN CHIBA
概要

財団法人千葉市産業振興財団設立10周年を記念し、
学生の優秀なビジネスプランを表彰する千葉市主催の学生向けビジネスコンテスト

主催

財団法人千葉市産業振興財団 ・ 千葉市

共催

ベンチャークラブちば ・ 千葉大学経済人倶楽部「絆」

特典

グランプリには賞金30万円 ・ 起業資金の提供 ・プレインキュベート室利用審査免除 ・
現役経営者による定期的なフォローなど 特典満載

詳しくはWebで検索！

お問合わせ 学生ビジネスコンテスト in CHIBA事務局

〒263-8522千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33（千葉大学卒業生室内）
TEL. 0120-787-412 FAX. 043-284-2550 E-mail. bizcon@wtwt.jp

（最終審査会）においてグランプリが表彰されます。

1

千葉大学経済人倶楽部

千葉大学経済人倶楽部

絆

■ 東日本大震災義援金を日本赤十字社へ寄託

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動をご紹介します

東日本大震災の被災に対して、千葉大学経済人倶楽部
「絆」は千葉大学校友会と協力して義援金を募り、総額

■ 平成 23 年度千葉大学経済人倶楽部「絆」総会・懇親会を開催
5 月 20 日（金）千葉大学けやき会館において平成 23

約 156 万円を日本赤十字社へ寄託しました。

熱心に聞き入っていました。
学生サークルによるアトラクションでは、
「千葉大学管

年度総会・懇親会が開催されました。当日は天気にも恵

弦楽団」による弦楽四重奏が披露され、素晴らしい音色

まれ、35 名の方にご参加いただきました。
総会は、犬養会長の挨拶で始まり、収支決算報告や役

絆

で会場を沸かせていました。

員の選出、各種報告事項等の後、熊谷俊人千葉市長によ

引き続いて懇親会が行われ、賀来副会長の挨拶、酒美

る「未来を見据えた千葉市のまちづくりについて」と題

副会長の乾杯の発声により和やかな雰囲気の中、学部の

した講演をいただきました。会場には学生・一般客を含

垣根を越えた交流を楽しまれていました。最後に平賀監

めた 175 名の方が参加くださり、大変興味深い内容に

事の締めで終了いたしました。

皆様からのあたたかいご協力を頂きましてありがとう
ございました。

日本赤十字社へ義援金を手渡す山本理事

■ 千葉大学在学生を対象とした WEB プロデュース
コンテストを開催
「絆」ホームページの充実と千葉大学のための活動の一
環として、
千葉大学在学生を対象としたＷＥＢプロデュー
スコンテストを開催し、例会において表彰を行いました。

WEBプロデュースコンテストにて表彰された学生達
左から4人目犬養会長、5人目齋藤学長

■ 千葉大学経済人倶楽部「絆」ピンバッジ完成
会員の投票により決定した「絆」ピンバッジが完成し、
会員の皆様に配布しました。

第３回千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦ゴルフ大会を開催
総会で挨拶する犬養会長

千葉市長 熊谷俊人氏にご講演いただきました

“千葉大学管弦楽団”による弦楽四重奏

6 月 10 日（金）千葉県・浜野ゴルフ倶楽部において第 3 回親睦ゴルフ大会が開催されました。当日は天気にも恵まれ、
女子プロ 2 名を含む 16 名の参加によるナイスショット連続のプレーとなりました。
親睦ゴルフ大会は年 2 回（平日 1 回・土日 1 回）開催されておりますので、皆様奮ってご参加下さい。

結果・表彰式（敬称略）新ぺリア方式による１８ホールストロークプレーにより
優勝

大島則夫（㈱浦安ブライトンホテル）
準優勝

川嶋一夫（旭ダイヤモンド工業㈱）
懇親会の模様 左から熊谷市長、犬養会長

3位

懇親会での挨拶をする賀来副会長

古泉昇（千葉大学）
ブービー賞

虎岩雅明（㈱トライワープソリューションズ）

千葉大学経済人倶楽部「絆」役員（平成23年6月1日から）
役 職
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氏

名

所

属

備考

会 長

犬養 俊輔

（株）帆風 代表取締役社長

再任

副会長

賀来 宏和

（株）グリーンダイナミクス 代表取締役社長

再任

〃

酒美 保夫

（株）フォアサイト 代表取締役社長

再任

〃

平山 喬恵

（株）アクティブブレインズ 代表取締役社長

再任

〃

佐藤 輝幸

（株）かっぺ 代表取締役社長

再任

〃

川嶋 一夫

〃

森島 弘道

〃

山本 恵司

監 事

平賀 祐二

（株）キーテック 代表取締役社長

再任

〃

虎岩 雅明

（株）トライワープソリューションズ 代表取締役社長

再任

旭ダイヤモンド工業（株）代表取締役社長
（学）森島学園 千葉聖心幼稚園 園長
国立大学法人 千葉大学 理事

ベスグロ賞

大島則夫（㈱浦安ブライトンホテル）

ニアピン賞 4 名
IN13 番 ：清水富雄（千葉大学）
IN 17 番：犬養俊輔（㈱帆風）
OUT5 番：坂内善次郎（日本体育施設㈱）
OUT9 番：坂内善次郎
ドラコン賞 2 名
IN12 番 ：犬養俊輔
OUT8 番：川嶋一夫
左から大島様
（優勝）
・犬養会長

新任
新任
再任
移動風景

前左から、大島様、内田プロ、犬養会長、大金プロ、坂内様、望月様、川嶋様
後左から古泉様、宮尾様、佐藤様、石橋様、清水様、川嶋様、虎岩様、山﨑様、笠川様

3

千葉大学経済人倶楽部

千葉大学経済人倶楽部

絆

絆

2011 年度新会員をご紹介します

教育学部
工業短期大学部

木材工芸科

S43年卒

冨樫 幸夫 氏

園芸学科 S38年卒
英会話研究会
（ＳＥＳ）

情報画像工学科 H22年卒
テニスサークル シーウィンド

㈱エイピス
代表取締役

植原 宣紘 氏

高橋 忠郎 氏

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

工学部

㈱植原葡萄研究所
代表取締役

㈱パワーソリューションズ
取締役本部長

WORK BOX 冨樫
代表

■ 会社の紹介

園芸学部

教育学科 H10年卒
SoundHouse Zoo

田中 政吉 氏

■ 会社の紹介

大学を卒業後、家具製造メーカー 3 社に勤続し 14 年間

資産運用ビジネスに専門性を持つITベンチャーであり今年

弊社は、先代植原正蔵が、植原葡萄研究所を開設以

の設計・企画デザインの経験を得て S58 年に家具プロダク

で設立 10 年目になります。金融と IT という２つの専門性を

来、50 余年にわたり葡萄品種の開発（甲斐路、ロザリ

社エイピスを立ち上げ、平成 22 年 3 月に学部を卒業致

トデザイン事務所を設立いたしました。

生かした金融機関（主に資産運用会社）に対しての業務コ

オ・ビアンコなど）
、贈答用高級ブドウの通信販売やブ

しました。経営理念は“「ウェブ」と「リアル」をつな

ンサルティングやシステム開発が主な事業です。

ドウ苗（生食・ワイン用）200 種以上の生産販売を行っ

ぐ”ことです。ウェブは膨大だが不明確な情報に対し

ております。

て、リアルは顔が見える明確さの反面時間や場所が拘束

OIL ショック、80 年代の高度成長バブル経済、リーマン
ショック等々様々な変遷を経て現在に至りますが、労働集

これ以外に、2009 年 12 月からは、サービス事業として、グ

約型の家具木材産業の生産地は中国を拠点としマレーシ

ローバルな金融通信メッセージ・サービス（SWIFT）のインフ

ア・タイ・ベトナム等へ移行しており現在は、日本のメーカー

ラ提供を開始しています。

とのデザイン提携業務とベトナムメーカーとの商品及び市
場開発業務を 50% : 50% の割合で運営しております。
工業製品としての家具全般の工学的なオリジンである、

私（植原宣紘）は、「ブドウ品種の育成・普及」等の
功績により、平成 16 年に母校の園芸学部から「松実会

また、2011 年 7 月に、弊社は、投資信託評価機関にな

永澤賞」
、平成 22 年には山梨県から「県政功績賞」をは
じめ数々の賞を受賞しました。

るべく投資信託協会に申請を行いました。
「投信評価×金融教育」という視点などで千葉大学と連携

尾松研究室に在学中にウェブ制作会社である株式会

されるという 2 つの情報の長所の部分を活かした、第 3
の情報を提供することです。
「絆」を通じての先輩方の貴重なお話をお聞きできる
機会を大変有難く感じております。

今後も「育種なくして発展な

千葉大学の諸先輩の実績を継承し伝達して行きたいと

できればと考えております。

し」の信念を持って、力の続く限

思っております。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

り育種を続けたく存じます。

たとえば、千葉大学東京サテライトオフィスなどを利用し
て起業であるとか、あるいは当社の専門性がある分野（金
融ＩＴ、投資信託評価、資産運用）での何か発信すること
で、何か貢献できればと考えております。

人文学部

法経学科法学専攻 S55年卒
あるこう会 葉法会

理学部 生物学科 H22年卒
千葉大学テニスサークル連盟

㈱萌翔社
代表取締役

ファーストエクスペリエンス㈱
代表取締役

杉山 渉 氏

■ 会社の紹介
園芸学部

農業別科

園芸学部 園芸経済学科 S63年卒
アメリカンフッ
トボール部

S40年卒

㈱ワカバハウス
代表取締役

㈱東通メディア
専務取締役

中山 昭 氏

■ 会社の紹介
切花園芸を営んでいた静かな農村地帯も、国家プ
ロジェクトのつくば研究学園都市開発により激変し、

小浦 浩二 氏

な「カタチ」を創っていきます。
業務内容は、行政刊行物・販促印刷物、イベント・

おります。
現在、千葉市の空き店舗対策支援事業に選定を受け、
パソコン相談コーナーや整体院、学習塾、お手伝いサー

キャンペーン、サイン・看板・ディスプレイ、ノベル

告代理店です。

ティ・販促ツール、ビデオ・映像、WEB・ホームペー

「一人ひとりが好きなことを仕事として生きていける

ジ、各種広告・PR 等の企画・編集・デザイン・制作な

社会」を実現したいと思っております。どうぞ今後とも

どです。

よろしくお願いいたします。

データベースを売上に繋げる ADlution（アドリュー

た住まい造りを中心に無暖房住宅や、住むことで健康が

ション）によって費用対効果を重視したマーケティング

増進する住まい造りに試行錯誤しながら、つくば市の各

プランの構築をしております。

研究所の先生方からアドバイスを受け、楽しく仕事をし

■ 経済人倶楽部に対しての抱負
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ションのあらゆる現場で人の「思い」を伝えるさまざま

■ 会社の紹介
主に学生を対象とした店舗立ち上げの支援を行って

■ 会社の紹介
主に「通販事業」の立ち上げ支援を強みにしている広

1982 年建設会社ワカバハウスを設立、以来、木を使っ

ています。

【理念】人とひとを結び、
人と社会を紡ぐコミュニケー

渋谷 謙一 氏

ビス等を運営しております。

いろいろ勉強させて下さい。宜しくお願いします。
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千葉大学経済人倶楽部

絆

事務局からのお知らせ

■

■

卒業生サロンについて

千葉大学校友会総会について
千葉大学校友会総会が下記日程で開催されます。
千

今年で 49 回目を迎える千葉大祭は 11 月 3 日（木）
～ 11 月 6 日（日）の 4 日間、西千葉キャンパスで開

葉大学やその他の機関において多彩な研究を行って

催されます。

いる教員による基調講演を用意しておりますので、是

昨年同様「卒業生サロン」を開設し、
在校生が千葉

非ご参加下さい。

大コンシェルジュとして卒業生の皆様をお迎えいたし
ます。

１．日時： 平成 23 年 11 月 12 日（土）14：00 ～
２．場所： 千葉大学けやき会館大ホール
（千葉大学西千葉キャンパス）
３.  講演： 岩瀬博太郎 千葉大学大学院医学研究院教授

是非、この時期に、ご家族・お友達お誘い合わせの
うえ、母校に足を運んでみられませんか？

「法医学とは？」

１．開催日： 平成 23 年 11 月 5 日（土）～ 6 日（日）
２．開催時間： 両日とも 11 時～ 17 時
３．場所：
西千葉キャンパス本部棟１階
及び本部棟前広場
（正門から入ってすぐの、向かって右
側の５階建ての建物です）

■

鄭國鉉 サムスンアートデザイン学校学長
「企業の将来の競争力（デザイニング）
」
（予定）
４．懇親会：16：45 ～（会費 5,000 円）

■

第 4 回千葉大学経済人倶楽部「絆」
親睦ゴルフ大会について

第 5 回千葉大学経済人倶楽部「絆」
例会について

めてみませんか。当日は、女子プロの参加も予定して

第 5 回「絆」例会を開催いたします。

おり、同伴ラウンドやレッスンも可能となっておりま

千葉大学の各分野において多彩な研究を行ってい

す。終了後は、
同ゴルフ倶楽部において表彰式並びに

る教員による基調講演を用意しておりますので、是非

日頃の忙しさから抜け出し、ゴルフによる親睦を深

パーティーを予定しています。

ご参加下さい。

なお、当日の組数（8 組）が限られている関係上、
先着順での受け付けを行いますのでお早めにメール

１．日時： 平成 23 年 11 月 7 日（月）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
047-355-7777

または電話でお申込みをお願いいたします。

http://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/
３．懇親会：18:00 ～（会費 6,000 円）

千葉大学経済人倶楽部「絆」 会報 第5号

１．日時：平成 23 年 12 月 3 日（土）
２．場所：袖ヶ浦カンツリークラブ
袖ヶ浦コース（予定）
千葉県千葉市緑区辺田町 567

平成23年9月1日発行

〒 263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33
TEL : 043-290-2109・3902

倶楽部事務局より／この度の東日本大震災

FAX : 043-284-2550

により被災されました方々に、心よりお見舞
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い申し上げます。
被災された皆様にはくれぐれも健康に留意
され、一日も早く生活が復旧できますことを
心よりお祈り申し上げます。

