
　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24年１月１日現在、会員数は１６２名となりました。
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千葉大学医学部附属病院

　あけましておめでとうござい

ます。よいお年をお迎えのこと

と存じます。日ごろのご無沙汰

をお詫び申し上げます。

　千葉大学経済人倶楽部“絆”も

犬養会長のご指導のもとに、着

実に、いろいろな活動を展開するとともに、卒業生が

いろいろな機会を通じて年代、卒業した学部、職種を

超えて、お互いに、そして学生との交流にも発展して

いることを大変うれしく思っております。

　昨年は東北地方を中心に起こった震災、津波、そし

て原子力発電所の事故により国全体が極めて大きな

被害を受け、この復興が重要な課題になっており、そ

れは私ども大学にも多大な影響を及ぼしました。

　本学の入学試験に合格して入学手続きをとった２

名の方が津波に遭い尊いいのちを落とされました。

本当に悲しい出来事でし

た。さらに実家の家が流

されたり、親族を失うと

いうことに遭遇したり、

勉学の継続さえ失うかも

新年のごあいさつ 千葉大学長　齋藤 康

千葉大学本部棟屋上より見える夕方の富士山

しれないという状況に追い込まれた学生もいました。

そのような状況にも“絆”ではきわめて迅速に募金活

動をしていただき、被災地への支援が行われました。

そのような行動は大きな反響を呼び、その後さまざま

な支援活動が全学的に展開されました。これらも“絆”

から生まれた新たな“絆”ともいえるのでしょう。

　大学も常に世の中の進歩の中にあるべきであり、ま

たその進歩を牽引する役割があると認識しています。

それらの情報をできるだけお伝えし、連携して、さら

に新たな挑戦に向かうことができることを念じてい

ます。

　新しい年を迎え、さらなる大学の発展のために産業

経済人というお立場からもご指導いただけることを

お願いしてご挨拶とさせていただきます。

千葉大学本部棟屋上より見える朝の富士山



■ ベンチャー・カップ CHIBA（学生部門）のグランプリが決定し、表彰式を行いました
　（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、千葉

大学経済人倶楽部「絆」では、事務局として活動すると

ともに会員による審査員やアドバイザー派遣等の人的支

援を行いました。

　千葉県内外125大学への応募要領等の配布とＷＥＢ上

で公募を行ったところ、全国から 22 件のビジネスプラン

の応募がありました。

　応募のあった 22 件については、第１次審査（平成 23

年 9 月 11 日）で上位５件を選定し、第２次審査会（10

月７日）においてプレゼンテーションによりグランプリ

が決定、「ベンチャー・カップ CHIBA ビジネスプラン発

団体名・代表者名 :

株式会社 aba  代表取締役 宇井 吉美（千葉工業大学）

ビジネスプラン :

不快感ゼロ。継続費ゼロ。高齢者と介護者のための
非接触型尿検知器の製造販売

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業
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千葉大学経済人倶楽部　絆

ビジネスプランを発表する宇井氏

「絆」会員の皆様には、今後ともご支援をお願いいたします。

交流会で受賞の挨拶をする宇井氏 交流会で乾杯の音頭をとる犬養会長

グランプリ受賞の宇井氏（左から2人目）

表会」（11 月 16 日）で表彰を行いました。

　グランプリの副賞（30 万円）や起業資金等についても

「絆」で支援いたしました。

学生部門グランプリ



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

表彰式で、左から斉藤プロ、犬養会長、川嶋様
（優勝）、内田プロ

前左から、田中様、犬養様、笠川様、高安様、内田プロ、斉藤プロ、池和田様
後左から、山﨑様、青山様、虎岩様、八代様、大島様、古泉様、清水様、森島様、加茂坂様

　11 月 7 日（月）浦安ブライトンホテルにおいて第 5 回

例会・懇親会が開催されました。当日は天気にも恵まれ、

37 名の方にご参加いただきました。

　例会は、犬養会長の挨拶で始まり、平成 22 年度にご入

会された（株）植原葡萄研究所 代表取締役 植原 宣紘氏

による「ブドウとワインの話」と題した講演をいただき、

■ 平成 23 年度千葉大学経済人倶楽部「絆」例会・懇親会を開催

　12 月 3 日（土）千葉県・袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コースにおいて第 4 回親睦ゴルフ大会が開催されました。当日

はあいにくの天気ではありましたが、女子プロ 2 名を含む 17 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。

千葉大学経済人倶楽部　絆

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動をご紹介します

第 4 回千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦ゴルフ大会を開催

懇親会の模様

㈱植原葡萄研究所 代表取締役 植原宣紘氏に
ご講演いただきました

懇親会で挨拶をする虎岩監事 懇親会の模様 懇親会で締めの挨拶をする
ネモト運送㈲ 代表取締役 根本まつ氏

優勝	
川嶋	一夫（旭ダイヤモンド工業㈱）
準優勝	
古泉	昇（千葉大学）
3 位	
大島	則夫（㈱浦安ブライトンホテル）
ブービー賞
虎岩	雅明（㈱トライワープソリューションズ）
ベスグロ賞
川嶋	一夫
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大変興味深い内容に皆様、熱心に聞き入っていました。　

　引き続いて懇親会が行われ、虎岩監事の挨拶、佐藤副

会長の乾杯の発声により和やかな雰囲気の中、学部の垣

根を越えた交流を楽しまれていました。最後にネモト運

送（有）代表取締役 根本 まつ氏の締めで散会いたしま

した。

ニアピン賞 5 名
IN12 番  ：清水	富雄（千葉大学）
OUT5 番：犬養	俊輔（㈱帆風）
OUT5 番：青山	芳久（千葉大学）
OUT8 番：古泉	昇
OUT8 番：池和田	暁
	 	（日本インサイトテクノロジー㈱）
ドラコン賞 3 名
IN18 番  ：清水	富雄
OUT9 番 ：川嶋	一夫
OUT9 番：古泉	昇



　わたくしを含め３人の弁護士が所属し、主に、一般民

事を扱う小規模の法律事務所ですが、青森市内では比較

的大きい事務所です。

　当分の間は青森にいる予定ですので、なかなか会合やゴ

ルフ等に参加するのは難しいとは思いますが、何卒宜しく

お願い申し上げます。

■ 会社の紹介

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

法経学部　法学科　H9年卒
裏千家茶道部

舘田法律事務所
弁護士

中上野　博章 氏

千葉大学経済人倶楽部　絆

新会員をご紹介します

　弊社は創業嘉永元年（1848）、七代前の加藤吉兵衛が南

禅寺の御用庭師を務めて以来、代々京都の地にて造園業

を営んでおります。社員数は 60 人。文化財庭園、寺院庭

園、別荘庭園、公園緑地の伝統技法による修景整備や維

持管理運営を中心に、ソフトとハードの両輪を活かした、

庭師としての新しいビジネスモデルを展開しています。

　造園産業界で元気に頑張っている私が今日あるのは、

千葉大学の先輩方との良縁のおかげであり、感謝の気持

ちでいっぱいです。今後とも御指導の程よろしくお願い

いたします。

　シャープ株式会社ビジネスソリューション開発本部で

MFP（マルチファンクションプリンター）や IDP（イン

フォメーションディスプレイ）の開発を行っております。

　弊社は TV の AQUOS で知られる家電メーカーです

が、私は、B to B（Business to Business）である「企

業間取引」に関する業務が中心です。日頃お使いの複写

機などでは、間接的にお世話になっております。コンビ

ニなどでも目にされたことがおありかと思います。よろ

しくお願い致します。

■ 会社の紹介

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

■ 会社の紹介

　36年間勤務したシャープ株式会社を2009年に定年退

職して、同年 4 月に個人事務所を開設。

　シャープ株式会社在職中は、複写機関連の技術者とし

て、その後は液晶の技術・品質・資材業務に従事。現在

は液晶関連の経営コンサルタントをしています。

　毎月数度、東南アジアを中心に海外に出張し工場改善

や経営指導が主な仕事です。グローバル競争が激化する

中、日本企業を元気にする手助けをしており、充実した

日々を送っています。

■ 会社の紹介

園芸学部　園芸経済学科　H1年卒
園芸学部けまり倶楽部
植彌加藤造園㈱
代表取締役社長
加藤 友規 氏

大学院工学研究科　印刷専攻　S48年修了
落語研究会

Ｏｆｆｉｃｅ　Ｉｔｏｈ
代表

伊東 郁男 氏

工学部　画像工学科　S55年卒
カラー写真をつくる会

シャープ㈱
ビジネスソリューション開発本部本部長

油井 勇飛 氏
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千葉大学経済人倶楽部　絆

　医学部を卒業し臨床医として社会人生活を始めまし

たが、単身米国に渡り、MIT で経営学修士（MBA）を

取得しました。帰国後、ソフトバンク孫正義社長と出会

い、社長室経営戦略担当部長として直接ベンチャー経営

の薫陶を受けました。

　十年前に、米国シリコンバレーにて百億円規模の先端

医療領域のベンチャーキャピタルを創業し今に至りま

す。イノベーションを千葉から世界に発信する活動を志

しています。

■ 会社の紹介

医学部　医学科　H5年卒
医学部スキー部

ＳＢライフサイエンス
代表

中田 敏博 氏

　弊社は、大正５年創業の織物企画生産会社で、現在は

服地・ネクタイ・ストール・雑貨を製作しています。

　OEM 生産が中心ですが、ホームページにおいて個人・

企業・各種団体の記念品・贈答品・販促用品の受注も

行っております。近年では千葉国体のネクタイ、世界体

操のネクタイ・スカーフなどを製作しました。　　

  富士北麓の観光と地場の繊維産業を結びつけることで

地域の活性化に繋げられるよう、日々奔走しています。

■ 会社の紹介

工学部　合成化学科　S56年卒
アメリカンフットボール部

山崎織物㈱
代表取締役

 山﨑 泰洋 氏

　IDS は、モノづくりにトコトンこだわるソフトウェ

ア・ハウスです。FA、CNC などのソフトウェア開発は

もとより、制御装置、検査装置等の機械、電機設計、製

作も手がけております。装置、機械の自動化、CNC 化

など、システム開発のことなら何でもご相談下さい。

■ 会社の紹介

工学部　機械工学科　S60年卒
自動車部

㈱アイ・ディ・エス
代表取締役

加茂坂 鉄男 氏

　ご家族にとってのベストのお住まいをお施主様と共

に創り上げる「住まい創り業」にこだわった住宅会社で

す。お引き渡し前に 1 棟毎に室内空気中化学物質と空

気イオンバランスを測定して住環境の安心を確かめて

から引き渡す事を 9 年にわたり継続してきました。「健

康増進住宅」に始まり、同敷地内にマクロビのカフェや

自然食品のお店なども併設し、「衣・食・住」更に「医」

トータルでのオーガニックなライフスタイル提案を目

指しています。

■ 会社の紹介

工学部　建築学科　H1年卒
少林寺拳法部

㈱ヤワタホーム
代表取締役社長
八幡 英毅 氏



千葉大学経済人倶楽部　絆
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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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〒 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

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。
事務局では、会員の皆様からの情報提供をお待ちし
ております。お寄せいただいた情報は、ホームペー
ジや絆ニュースを通じ、皆様にお伝えしていきたいと
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。

　本倶楽部は、会員皆様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、年会費のお支払方法を口座自動
引き落としとさせていただいております。お振替に係る手数料はかかりません。
　お申し込みの手続きがお済みでない会員様は、「預金口座振替依頼書
/自動払込利用申込書」に必要事項を明記のうえ、返信用封筒にて下記
のとおりご郵送願います。
　尚、既にお振替手続きがお済みの会員様は、今後のお手続きは不要
です。
　口座引き落としに関しまして、領収書が必要な場合は、事務局までお
問い合わせください。
　また、自動引き落としを希望されない会員様は、平成 24 年 4 月2日

（月）以降 4 月末日までに振込用紙にてお振込み願います。恐れ入りま
すが、お振込み手数料は各自でご負担ください。

■ 年会費の口座自動引き落としについて

　第 6 回「絆」例会を開催いたします。
　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。

■ 第 6 回千葉大学経済人倶楽部
「絆」例会について

1．日時：	
　平成 24年 3月1日（木）	16：00～
2．場所：	
　浦安ブライトンホテル	2F	グレイス
　千葉県浦安市美浜1-9
　047-355-7777
　http://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/
3．懇親会：	
　18：00～（会費6,000円）

 　経済人倶楽部「絆」では、母
校を支援する活動事業と位置
付け、会員皆様から寄附を募り
同事業における経済的支援（資
金の援助）を行っております。
　つきましては、会員皆様には
趣旨をご理解いただくととも
に、ご寄附にご協力いただけま
すようよろしくお願いいたし
ます。
　なお、この寄附募集について
は、通常の経済人倶楽部「絆」
の年会費とは別に、新たな口座
を開設し、支援活動を行うため
に敢えて寄附を募ることを申
し添えます。

（1）アントレプレナーシップ（起業家精神）
　   教育の支援
　教育学部藤川教授が開講している授業で、小
学生が起業体験を通じて経済の仕組みや地域
社会との関わりを学ぶ「西千葉子ども起業塾」
の事業継続・拡大のため、経済的支援及び人的
支援を行う。
　※23年度事業予算：50万円

（2）学生のベンチャー支援
　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」の事業継続・
拡大のため、経済的支援及び人的支援を行う。
　※23年度事業予算：100万円

（1）経済的支援（資金の援助）
会員から寄附（1口：1万円）を募り支援を行う。

（2）人的支援及び学生への教育支援
経済人倶楽部会員が「起業家教育実習」「企業内教
育論」「キャリア教育のためのインターンシップ」
等の科目に非常勤講師として人的支援を行う。

（3）寄附目標額：総額 300 万円

（4）寄附の申込み
「寄附申込書」をＦＡＸまたは郵送にて提出し、指
定の口座にお振込みください。入金確認後、領収
書及び2口以上の方には、お礼（千葉大グッズ4
品）を郵送させていただきます。
※寄附申込書は、下記URLの千葉大学経済人倶
楽部ホームページよりダウンロードできます。

　http://chibauniv-kizuna.jp/

■ 千葉大学経済人倶楽部「絆」の支援活動事業に係る寄附募集について

事務局からのお知らせ

1. 事業の内容 2. 支援について

締め切り	 ：	平成 24 年 2月15日（水）
引き落とし日	：	平成 24 年 4月27日（金）
年会費		 ：	10,000 円

リニューアル


