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事務局からのお知らせ
■ 千葉大学校友会総会について

■ 卒業生サロン
今年で 50 回目を迎える千葉大祭は 11 月 3 日（土）
、4 日
（日）の 2 日間、西千葉キャンパスで開催されます。昨年同様
「卒業生サロン」を開設し、在校生が千葉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。

千葉大学校友会総会が下記日程で開催されます。千葉大
学やその他の機関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 24 年 10 月 27日
（土）14：00 〜

1．開催日：平成 24 年 11 月 3 日（土）
、4 日（日）

2．場所 ：千葉大学けやき会館大ホール
（西千葉キャンパス）

2．時間 ：両日とも 11 時～ 17 時

3．講演 ：小野崎 郁史
（WHO STOP 結核部メディカルオフィサー）
「千葉からアジアへ、アジアからアフリカへ。
	〜結核疫学調査と医療・対策の進展〜」

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）

明石 要一
（千葉大学副理事（渉外担当）
・教育学部教授）
「
「長嶋学の創造」〜長嶋 vs. 野村〜
学生はどちらを求めるか」

■

第 7 回千葉大学経済人倶楽部
「絆」例会について

4．懇親会：16：45 ～（会費 5,000 円）

第７回例会を開催いたします。千葉大学の教員による基調
講演及びソーラー・デカスロン・ヨーロッパの報告会を予定し
ておりますので、是非ご参加ください。
1．日時 ：平成 24 年 11 月 6 日（火）17：00 ～
2．場所 ：浦安ブライトンホテル
千葉県浦安市美浜 1-9

■

第 6 回千葉大学経済人倶楽部
「絆」親睦ゴルフ大会について

047-355-7777

http://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/

3．懇親会：18：30 ～（会費 6,000 円）

1．開催日：平成 24 年 11 月 6 日（火）
2．場所 ：久能カントリー倶楽部 千葉県富里市久能 722
3．コンペスタート：8：40 ～

柏の葉キャンパス
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24年9月1日現在、会員数は169名となりました。

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」総会・懇親会を開催
6 月 4 日（月）長野県茅野市にあります「蓼科ブライトン倶楽

り懇親会が行われました。新緑のさわやかな空気の中、皆様交

部」において平成 24 年度の総会・懇親会を開催いたしました。

流を楽しまれ、大いに盛り上がりました。最後に大島会員の締

当会設立後初めての学外開催となりましたが、
36 名の方にご
参加いただきました。

今回はバスでの移動に加え、参加者のほとんどが宿泊でした

総会は、犬養会長の挨拶で始まり、収支決算報告、各種事
業報告や賛助会員の加入について審議され、報告内容に若干
の修正を加え、承認されました。

■ 千葉大学経済人倶楽部「絆」の支援活動事業への寄附について
経済人倶楽部「絆」では、平成 23 年度より母校を支援する事業を実施しております。会員
皆様からのご寄附を元に、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。今年度も多くの会員の皆様からご寄附をいただいております
が、引き続きどうぞよろしくお願いします。
2 口以上ご寄附くださった方には、お礼の品を差し上げております。今年度からお礼の品を
一新しましたので、ご紹介いたします。ただし、お一人様につき一度限りとなっておりますの
でご了承ください。
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ので、例年以上に親睦を深められたのではないでしょうか。
翌日にはゴルフ組と観光組にわかれ、ゴルフコンペと蓼科観
光が行われました。

その後、山本副会長による「くすりはリスク」と題した講演

うす曇ではありましたが、ゴルフをするにはちょうどよい天気

をいただきました。大変充実した内容であり、参加者は熱心に

となり、また観光も水陸両用バスに乗車？乗船？するなど、日々

聞き入っていました。

の忙しさを離れ、存分にリフレッシュする良い機会となったこと

引き続いて明石副理事の挨拶、平賀監事の乾杯の発声によ

は間違いありません。

タオル、湯呑み、
ネクタイピン

平成24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
FAX : 043-284-2550
E-mail: chiba-sotsushitsu@office.chiba-u.jp

千葉大学経済人倶楽部ホームページ

http://chibauniv-kizuna.jp/
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めで終了いたしました。

総会で挨拶する犬養会長

報告をする役員の皆様

総会の様子

山本副会長による講演

懇親会で挨拶される明石副理事

懇親会で乾杯の発声をされる平賀監事

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４年目を迎えました。
事務局では、会員の皆様からの情報提供をもとに
新会員の勧誘活動を行い、今年も順調に会員数を
増やすことができています。それ以外にも、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。
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■ 第 5 回千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦ゴルフ大会を開催
6 月 5 日（火）長野県・三井の森蓼科ゴルフ倶楽部において第 5 回ゴルフ大会が開催されました。当日はうす曇の天
気でしたが、さわやかな空気の中女子プロ１名を含む 27 名でのプレーとなりました。

絆

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業
■ 西千葉子ども起業塾

親睦ゴルフ大会は年 2 回開催されておりますので、皆様奮ってご参加ください。

「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、
子どもたちが起業を学ぶ実践型のプログラムです。西千葉・ゆりの木商店街を舞台に、

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

地域の課題を見つけ、その解決に向けて起業します。

優勝

受賞しました。千葉大学経済人倶楽部「絆」では人的支援及び経済的支援を行ってい

加藤一郎（㈱ジュリス・キャタリスト）

この取り組みは、2011 年経済産業省の第 2 回キャリア教育アワード審査員特別賞を
ます。今年度は 8 月 16 日～ 18 日に行われ、19 人の小学生が参加しました。
あいにくの天気のため、土曜市は屋内での開催となり、会場は参加者の熱気であふ

準優勝

笠川博（千葉大学）

れていました。

齋藤学長と名刺交換

3位

古泉昇（千葉大学）
ブービー賞

長野県・三井の森蓼科ゴルフ倶楽部

金子輝幸（㈱かっぺ）
ベスグロ賞

優勝の加藤様

加藤一郎（㈱ジュリス・キャタリスト）
ニアピン賞
しらかば3番：犬養俊輔（㈱帆風）
山崎泰洋（山崎織物㈱）
しらかば6番：八代伸久（ちばぎんリース㈱）
あかまつ5番：大島則夫（㈱浦安ブライトンホテル）
あかまつ8番：大島則夫（㈱浦安ブライトンホテル）
からまつ3番：石橋秀樹（石橋公認会計士事務所）
からまつ8番：宇井吉美（㈱aba）
ドラコン賞
あかまつ9番：古泉昇（千葉大学）
からまつ7番：田中政吉（㈱エイピス）、
森島弘道（㈻森島学園千葉聖心幼稚園）
しらかば8番：椿孝夫（花椿テクノサービス㈱）

準備（2日目）

準備（3日目）

土曜市開催（左：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」を今年も行います。千葉大学経済人倶楽部「絆」で
は、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 12 日）
・第２次審査（10 月 10
集合写真

日）を行い、グランプリを決定します。11 月 19 日の表彰式では、大勢の観客を前に
プレゼンテーションを行っていただきます。
グランプリまでの流れ

■ 千葉大学経済人倶楽部「絆」蓼科観光
6 月 5 日（火）蓼科ブライトン倶楽部を出発し、諏訪大社を訪れました。ここは、全国各地にある諏訪神社の総本社

7/29
ビジネスプラン
相談会

9/12

10/10

11/19

1次審査

2次審査（プレゼン）
グランプリ決定

表彰式
ベンチャー・カップCHIBAの案内

で、国内にあるもっとも古い神社の一つとされており、歴史を経た趣と風格に満ちていました。
その後、水陸両用バスに乗って、諏訪湖クルーズと諏訪湖周辺車窓観光を楽しみました。諏訪湖上では間欠泉から噴
出する様子を見ることができ、貴重な体験となりました。

■ ソーラー・デカスロン・ヨーロッパプロジェクトへの
寄附金を贈呈しました
平成 24 年 3 月から千葉大学ソーラー・デカスロン・ヨーロッパプ
ロジェクトへの寄附をお願いし、
皆様のご協力のおかげで 329 万円が
集まりました。
印紙代を差し引き、解約時の利息を含めた総額 3,288,362 円を犬養
会長より学生代表の田島氏へ贈呈いたしました。
ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ 2012 大会の模様は引き続き HP

諏訪大社
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水陸両用バス

間欠泉噴出の様子

等でお知らせして参りますので、是非ご注目ください。

壮行会兼贈呈の様子（撮影：長瀬太郎）
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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」新会員となられた方を、ご紹介いたします。

工学部

工業化学科印刷専攻

園芸学部

S36年卒

大同印刷株式会社

東武緑地株式会社
代表取締役副社長

代表取締役会長

岩田 克彦 氏
■ 会社の紹介

造園学科 S53年卒
卓球同好会所属

■ 会社の紹介
都心から 1 時間ほどの館林市にザ・トレジャーガーデン

か手助けになればと一浪で千葉大学へ入学。卒業後父親

があります。桜と芝桜の競演に始まり、バラと千の花々が

の経営する大同印刷㈱へ入社。

咲き乱れ香りに包まれています。
千葉市内ではゴルフ練習場「ゴルフリゾート花見川」
「ゴ
ルフリゾート SOGA」を営業しております。

おります。
印刷業界が大変革の時代にも、どうにか生き残ってい

6 月、ゴルフ練習場発、ザ・トレジャーガーデン スカイツ

られるのは、千葉大で学んだ技術変化の流れを冷静に見

リーツアーが好評でしたので、秋にも計画中です。ゴルフ

つめられているお蔭だと感謝している次第です。

練習場へお立ち寄り頂き、ツアーにもぜひご参加下さい。

園芸学部

工学部 電子工学科 S52年卒

株式会社常盤商行

日本エアーテック株式会社

常盤 和彦 氏

川又 亨 氏

取締役営業本部長

代表取締役

青木 雅彦 氏

昭和 29 年 3 月に父親が印刷会社を設立。子供心に何

8 年後に父親が急逝し経営を引き継ぎ現在に至って

文理学部 物理科 S35年卒

■ 会社の紹介
電子部品関連の輸入業。

■ 会社の紹介
日本エアーテック㈱は、産業用の無塵無菌装置を設計

卒業して四年後に独立しました。石油ショック、バブ

製造しています。具体的には、電子工業向けのクリーン

ル、そしてその崩壊などなどかいくぐってきました。続

ルーム、医薬品・食品工場向けのバイオクリーンルーム、

けられたのが不思議なくらいですが、仕事を通して広く

およびそれらの設備に使用される機器です。顧客の要求

世界を体感できたのが、自分にとっての収穫です。千葉

に合わせた特注品の製作に注力しています。その他、感

大学、そして卒業生室の皆様のますますの発展をお祈り

染症対策機器、再生医療関連機器、高生理活性剤の封じ

いたします。

込め装置などの製造も行っています。

工学部 工業化学科写真映画専攻 S33年卒
ヨット部所属

全国農業会議所

富士ゼロックス株式会社

株式会社テクノボー

税理士行政書士FP
片岡事務所

稲垣 照哉 氏

土屋 元彦 氏

野田 眞弥 氏

片岡 雄彦 氏

制度対策室長

■ 会社の紹介

工学部

人文社会科学研究科先端経営科学専攻
H23年卒

園芸経済学科 S58年卒
考古学研究会所属

元代表取締役専務

■ 会社の紹介

写真工学科 S53年卒
ラグビー部所属

代表取締役

■ 会社の紹介

代表

■ 会社の紹介

全国農業会議所は市町村にある行政委員会・農業委員

富士フイルムに入社して与えられた最初の仕事がト

S53 年写真工学科卒業。ラグビー部に所属し酒、マー

会の全国組織です。農地の許認可等利用調整の支援が

ナーの研究、それが縁でゼロックスと技術提携した後

ジャンに明け暮れる。就職先のコニカでは印刷感材の海

主な業務です。2009 年の農地法改正で一般企業でも賃

は、富士ゼロックスで研究、生産技術、製造、品質管理、

外販売を担当し、ロシア～南アフリカまで行商。

借なら誰でもどこでも農業参入できるようになりまし

営業とゼログラフィー関連に一貫して従事してきた。そ

た。食糧自給率の低下、農業就業人口の超高齢化そして

の間、鈴鹿富士ゼロックス社長と多摩ゼロックス会長も

その後３９歳の時、論語に影響され「四十にして惑わ

相続は資産の規模によらず、故人の「思い」を上手

TPP と日本農業の危機は待ったなし。一般企業の農業

務めた。現在は、そこで経験した知見を生かして中小企

ず」の心意気で㈱テクノボーを設立し、広告企画、デザ

に承継していくことが大切であり、 そのような一家の

参入をお手伝いしつつ伝統的な農家・農村の維持発展に

業の社長さんの経営革新活動を支援し、その中で日本に

イン、翻訳、印刷／製作までのワンストップサービスを

「大事業」に携われることに誇りを感じ、お手伝いをし

頑張ってます。

とっていま最も必要な価値創造を目指した経営を強調

展開。

農業参入にご関心のある方はご一報ください。

している。

Ｈ１，ドイツ駐在時に退社、大手製版会社を経由し、

今は、逆に人間が主役のアナログビジネスを模索中。

千葉市にて税理士・行政書士・ファイナンシャルプラ
ンナー事務所を経営しております。
専門は、相続案件を中心とした、主に個人のお客様の
資産に関する業務でございます。

ております。
諸先輩方との交流を通じ勉強させていただきたく存
じます。よろしくお願いいたします。
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