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倶楽部事務局より／総会、例会では貴重な講演を頂い
ております。こちらをもう一度聞きたいとご要望を頂いて
おります。そこで次回より講演をＨＰにて再生できるよう
致します。詳しく決まり次第ご連絡します。貴重な講演を
より多くの皆様へ聴いていただける機会が増えることを
嬉しく思っています。

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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皆様あけましておめでとうございま
す。本年もこうして皆様と一緒に新し
い年を迎えることができ、まことに喜
ばしい次第であります。昔から、「一年
の計は元旦にあり」と申します。皆様
もそれぞれに一年の計を練ったこと
と思いますが、経済人倶楽部「絆」と
いたしましても、この一年を昨年以上
に実りあるものとしたいと考えており
ます。

さて2013年より会長を務めさせて
させて頂き、役員、会員の方々のご支
援とご協力の下、2年目を邁進してお
ります。

一昨年、内閣府より表彰された西千葉子ども起
業塾は昨年よりスキルアップし、夏季期間だけでな
く、4～11月まで行う月イチ西千葉子ども起業塾を
開塾しました。今回の起業塾では、ＪＦＥスチール

（株）様にもご協力頂き、大いに盛り上げて頂きまし
た。また、子どもたちの成長していく様には、本当に
驚きました。この経験は子どもたちにとって、とても
大きな財産になるでしょう。今後ともこの活動への
支援を続けて行きたいと思っております。また、次
回の総会ではＪＦＥスチール（株）様のご厚意で、
経済人倶楽部を工場見学会に招待して頂けるこ

とになりました。とても貴重な機会に
なりますので、皆様もどうかこぞって
参加頂けると幸いです。

また、ソーラー・デカスロン・ヨーロッ
パでは日本の代表として千葉大学
チームが参加し、様々な賞を獲得致
しました。ならびに、なのはなコンペは
優秀な大学院生の研究に対し表彰
するもので、今年支援２年目を迎え更
なる発展を目指しております。これら
の賞は経済人倶楽部の会員の皆様
のご協力による支援のおかげだと
思っています。このように母校の支援

ができることは私にとって光栄なことであり、喜び
に感じております。今後、若い学生たちが成長し、
私たちが行っている支援を継続してもらえたらなと
思います。また、会員の親睦として、大相撲観戦や
ゴルフコンペ等の開催や、新しい取組みを計画し
てより親睦を深めていきたいと考えております。

千葉大学のさらなる発展を願って活動を継続し
てまいりたいと思っております。どうか皆様、今年も
よろしくお願い致します。

ごあいさつ
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Comfortable Club

千葉大学経済人倶楽部「絆」掲示板

千葉大学柏の葉キャンパスの紹介

経済人倶楽部「絆」

会長 川嶋 一夫

事務局からのお知
らせ

開催日時 ： 平成27年2月17日（火）　18時～
場　所 ： FUKURACIA東京ステーション6F 会議室B
  東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル6F
懇親会 ： 会費6,000円

開催日時 ： 平成27年5月27（水）、28日（木）　
場　所 ： 蓼科ブランシエラリゾート・ラフォーレ倶楽部

開催日時 ： 平成27年5月12日（火）
場　所 ： ＜総会＞千葉大学けやき会館
  ＜工場見学会＞ＪＦＥスチール
  ＜懇親会＞浦安ブライトンホテル（予定）
  バスでの移動となります。

　第12回「絆」例会を開催します。今回はご要望の多かった東
京駅での開催になります。皆様奮ってご参加下さい。

第12回千葉大学経済人倶楽部「絆」例会について

皆様の親睦を図りたいと願い前回好評を頂きましたバスツアーを
行います。

千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦会（蓼科バスツアー）

この度、総会の際に支援を行っております西千葉子ども起業塾
でご協力いただきました（株）ＪＦＥスチールの工場見学会を行い
ます。

平成27年度千葉大学経済人倶楽部「絆」総会について

柏の葉キャンパス 植物工場

生薬を調合している様子植物工場全景

診療所鍼灸院



11月6日（木）浦安ブライトンホテルにて第11回例

会・懇親会を開催いたしました。また、同日に役員会

を開催いたしました。当日は総勢30名の方にご参加

いただきました。

例会は、川嶋会長の挨拶で始まり、役員会の報告

を行った後、本学附属病院　細胞治療内科学教授

横手 幸太郎氏より「健康長寿社会の生活習慣病予

防」と題した講演をいただきました。とてもわかりや

すく興味深い講演に皆さん熱心に聞き入っていらっ

しゃいました。

その後、当倶楽部で支援を行っているプロジェク

トについて大学院工学研究科博士課程 田島 翔太

氏からソーラーデカスロンヨーロッパ2014、教育学部 

古林 智美氏から西千葉子ども起業塾等についての

報告があり、若 し々いエネルギーを感じることが出来
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ました。その後、閉会といたしました。

引き続いて懇親会が行われ、加藤理事より挨拶、

岡沢監事より乾杯の発声をいただき、和やかな雰囲

気でみなさんの親睦を深められていました。また、報

告を頂いた学生にも参加頂き、とても活気のある雰

囲気になりました。最後に森島理事の締めで終了い

たしました。

11月18日（火）季美の森ゴルフ倶楽部において第

8回ゴルフ大会が開催されました。見事な晴天に恵

まれみなさんのびのびプレーを楽しまれていたよう

でした。今回は12名でいつもより参加者が少なかっ

たのが残念でしたが、皆さん和気藹 ラ々ウンドするこ

とができました。また、表彰式と懇親会はクラブハウ

ス内で和やかな雰囲気の中で行われ、新ぺリア方

式による18ホールストロークプレーにより熱戦の結

果、加藤 一郎様（㈱ジュリス・キャタリスト）が見事優

勝に輝き、準優勝は当倶楽部会長の川嶋 一夫様

（旭ダイヤモンド工業㈱）、3位には大島 則夫様（㈱

センチュリーライフ）でした。

皆様にご協力頂きとても楽しく有意義な時間とな

りました。次回は是非沢山の方にご参加頂けると幸

いです。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします January  2015

第11回例会・懇親会を開催
第8回千葉大学経済人倶楽部「絆」

親睦ゴルフ大会を開催

和やかな雰囲気の懇親会

優勝に輝きました加藤様

左から鈴木、佐々木様、笠川 左から清水、加藤様、八代様、片岡様

優勝 加藤　一郎　（株）ジュリス・キャタリスト

準優勝 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）

３位 大島　則夫　（株）センチュリーライフ

ブービー賞 鈴木　健之　（国法）千葉大学

ベスグロ賞 清水　富雄　（国法）千葉大学

ニアピン賞

（3番） 清水　富雄　（国法）千葉大学

（8番） 大島　則夫　（株）センチュリーライフ

（12番） 清水　富雄　（国法）千葉大学

（17番） 犬養　俊輔　（株）帆風

ドラコン賞

（6番） 清水　富雄　（国法）千葉大学

（15番） 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）

結果・表彰式 （敬称略）

ニアピン賞に犬養様

ナイスショット！！

加藤理事の挨拶

岡沢監事の乾杯 森島理事より閉めの挨拶 学生と会員との交流も
盛んに行われました

ソーラーデカスロンヨーロッパにて
獲得したトロフィー

川嶋会長の挨拶 横手先生の講演の様子 田島氏よりソーラーデカスロンについて報告
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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 January  2015

5月よりスタートした月イチ西千葉子ども起業塾が

11月8日（土）に閉塾式を迎えました。ＪＦＥスチール㈱

にご協力頂き、工場見学会を盛り上げるため子ども

たちは、工場見学会時に配るお土産等を完成させま

した。製鉄所らしいグッズというテーマをかかげ、鉄

鋼バームと液晶画面用のクリーナーを作成しました。

こちらの作品は試験的に一般向け工場見学会で配

布していただき、好評とのことでした。

閉塾式では、子ども達は会社ごとに分かれ報告の

プレゼンを行いました。その姿は堂々たるもので、開

塾式で見た子どもから大きく成長している姿を見るこ

とが出来ました。熊谷千葉市長、川嶋会長から子ども

達へ激励のお言葉をおくりました。その後、古林塾長

より西千葉子ども起業塾の認定書を贈り、子どもたち

は誇らしげに受け取っていました。子ども達にとって

熊谷市長より挨拶

9月18（木）に第13回ベンチャーカップＣＨＩＢＡ　

学生ビジネスコンテスト第一次審査を行いました。

今回は残念ながら二次審査に選出されるビジネ

スプランがなく、該当なしという結果に終わりました。

来年度はすばらしいプランがたくさん応募いただ

けるよう広報にも力を入れていきたいと思います。

西千葉子ども起業塾
ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ
（学生部門）

1210あかりんアワー

一昨年から経済人倶楽部会員の方々にもご登壇

頂いておりますアカデミック・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で行われている

1210あかりんアワーで10月17日ジャパン建材㈱ 代

表取締役社長 小川明範様、12月19日JMiracle㈱ 

代表取締役 李吉裕様にご登壇いただきました。

仕事について様々な視点からお話頂き、学生に

とって何を考え、何をすべきかを問うことができるい

いきっかけになったのではないでしょうか。
真剣な眼差し

鉄鋼バーム 川嶋会長より挨拶 塾長より認定書授与 こどもたちより感謝をこめてご挨拶

プレゼンの準備を行う子ども達 緊張の面持ちで発表 堂 と々プレゼンを行う子どもたち

とても充実し、成長できた７ヶ月であったと同時に、教

える立場になった学生たちも大きな成長に繋がって

いるに違いありません。これからもこのような取組み

を続けられるよう支援を続けていきたいと思います。

李様と学長と理事の方々

李様の講演の様子小川様へ学長より大学への支援に対して感謝状を贈呈
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J Miracle(株)は2012年12月に設立しました。
自宅兼事務所でのタイで人気のレディースシューズブラ

ンド"mywarisa"のオンラインショップ販売からスタートし、
2013年には代官山に自社店舗を持ち、今年は多くの有名
百貨店さんとお仕事をさせて頂いています。

アジア圏内で各国の商品やサービスを自由にやりとりす
るという将来の夢に向かい新宿のオフィス、代官山の店舗
を軸に10名程度の若い家族のようなチームが日々努力して
おります。

■ 会社の紹介

 理学部化学科 H25年卒
自動車部所属
J Miracle 株式会社
代表取締役

李 吉裕 氏
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千葉市役所近くに立地し眺望の優れた千葉ポートサイド
タワー27階で人間ドック健診を行い、同22階に保健指導部
を併設して産業保健の拠点とし、予防医学及び産業医学
活動に携わっています。前者では「信頼」「安心」「満足」「元
気」をモットーに迅速且つ正確な診断の提供と適確な指導
を目標とし、後者では、健診後の事後指導を軸に、産業医、
保健師、産業カウンセラーによる面接を行い、メンタルヘル
ス対策に重点を置いて活動しています。

■ 事業所紹介

医学部医学科 S40年卒
一般財団法人柏戸記念財団 理事

ポートスクエア柏戸クリニック 所長

瀧澤 弘隆 氏

千葉市役所の中にあり、二つの市立病院の運営、管理
に関する業務をしています。市役所には３００名を超える
卒業生が活躍しており、“弥生会”という同窓会があり年一
回の懇親会があります。最近は一層多くの本学出身の新
人が来られています。小生も年老いた新人として楽しく仕
事をしています。

■ 会社の紹介

千葉市病院事業
管理者

齋藤 康 氏

1923年創業の木材専門商社です。今年で創業91年目を
迎え木材輸入・販売からプレカット事業、集成材の製造・販
売事業、木造建築物の建設請負など、幅広く木材関連の事
業に取り組んでおります。

併せて、不動産の開発・賃貸事業にも力を入れ、国内で
はオフィスビル・物流倉庫・商業施設などを保有・運営する
と共に、昨年には米国シアトルに不動産を取得しており、引
き続き海外での投資を検討しているところです。

私も大学を卒業して、早や34年が経過してしまい、ここら
で何か母校のお役に立ちたいと考えております。これからよ
ろしくお願い致します。

■ 会社の紹介

大学院工学研究科建築学専攻
S55年修了
かざぐるま所属
株式会社江間忠ホールディングス
執行役員 開発事業本部 開発第一部長

富田 正二 氏

日産化学は１８８７年に設立された化学メーカーです。
農医薬、化学品、電子材料の製造販売を行っています。私
は入社以来、電子材料関連の開発に従事してまいりまし
た（研究１５年、営業１５年）。現在も相変わらず海外を飛び
回っています。

■ 事務所の紹介

色々な分野の方々と交流を深めていきたいと思います。
宜しくお願いいたします。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

工学部画像応用工学科
S60年卒
少林寺拳法部、ショパンの会所属
日産化学工業株式会社
執行役員 機能性材料事業部副事業部長

鈴木 周 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 January  2015

工学部画像応用工学科
S60年卒
マンドリンクラブ所属（フルート担当）

キヤノン株式会社
映像事務機サービス統括センター部長

長谷川 隆史 氏

キヤノンは、「国産で世界一のカメラを作る！」という信念
の下に集まった数名の有志でスタートした、ベンチャー企業
の先駆者です。『共生』の企業理念のもと、「進取の気性」と

「三自の精神（自発/自治/自覚）」を行動指針に、「世界の繁
栄と人類の幸福のために貢献していくこと」をめざし、様々
な分野で活動を行っております。

■ 会社の紹介

人脈創りはもちろんですが、後輩の皆さんとの交流も楽
しみにしております。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

同科同窓会で発案され、何処でも誰でもハンディなく一緒
に楽しめるバリアフリースポーツとして開発された、卓上型
カーレットの普及を目的として、2012年4月、同科７人が中心
に発足しました。本物の石を滑らせているのが大きな特徴で
す。数大学での授業採用、新聞、ＣＡＴＶ等で紹介され、現
在急速に普及しております。同大学で生まれたことでもあり、
本倶楽部会員皆様のご協力をお願いする次第です。

　　

■ 会社の紹介

教育学部保健体育科 S49年卒
バスケットボール部所属

理事長

田邊 陽二 氏

NPO法人カーレットジャパン協会

　当会は、1991年11月の開業以来、千葉県で透析医療を
中心とした診療を行っています。現在、医療施設、介護施設
を有し、医療・介護の提供に努めております。今後も、地域
の皆様方から信頼され喜ばれる医療・介護を目指していき
たいと思っています。

■ 会社の紹介

医学部 S46年卒
医療法人社団明生会
理事長

田畑 陽一郎 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

倶楽部事務局より／総会、例会では貴重な講演を頂い
ております。こちらをもう一度聞きたいとご要望を頂いて
おります。そこで次回より講演をＨＰにて再生できるよう
致します。詳しく決まり次第ご連絡します。貴重な講演を
より多くの皆様へ聴いていただける機会が増えることを
嬉しく思っています。

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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皆様あけましておめでとうございま
す。本年もこうして皆様と一緒に新し
い年を迎えることができ、まことに喜
ばしい次第であります。昔から、「一年
の計は元旦にあり」と申します。皆様
もそれぞれに一年の計を練ったこと
と思いますが、経済人倶楽部「絆」と
いたしましても、この一年を昨年以上
に実りあるものとしたいと考えており
ます。

さて2013年より会長を務めさせて
させて頂き、役員、会員の方々のご支
援とご協力の下、2年目を邁進してお
ります。

一昨年、内閣府より表彰された西千葉子ども起
業塾は昨年よりスキルアップし、夏季期間だけでな
く、4～11月まで行う月イチ西千葉子ども起業塾を
開塾しました。今回の起業塾では、ＪＦＥスチール

（株）様にもご協力頂き、大いに盛り上げて頂きまし
た。また、子どもたちの成長していく様には、本当に
驚きました。この経験は子どもたちにとって、とても
大きな財産になるでしょう。今後ともこの活動への
支援を続けて行きたいと思っております。また、次
回の総会ではＪＦＥスチール（株）様のご厚意で、
経済人倶楽部を工場見学会に招待して頂けるこ

とになりました。とても貴重な機会に
なりますので、皆様もどうかこぞって
参加頂けると幸いです。

また、ソーラー・デカスロン・ヨーロッ
パでは日本の代表として千葉大学
チームが参加し、様々な賞を獲得致
しました。ならびに、なのはなコンペは
優秀な大学院生の研究に対し表彰
するもので、今年支援２年目を迎え更
なる発展を目指しております。これら
の賞は経済人倶楽部の会員の皆様
のご協力による支援のおかげだと
思っています。このように母校の支援

ができることは私にとって光栄なことであり、喜び
に感じております。今後、若い学生たちが成長し、
私たちが行っている支援を継続してもらえたらなと
思います。また、会員の親睦として、大相撲観戦や
ゴルフコンペ等の開催や、新しい取組みを計画し
てより親睦を深めていきたいと考えております。

千葉大学のさらなる発展を願って活動を継続し
てまいりたいと思っております。どうか皆様、今年も
よろしくお願い致します。

ごあいさつ

January  2015

Comfortable Club

千葉大学経済人倶楽部「絆」掲示板

千葉大学柏の葉キャンパスの紹介

経済人倶楽部「絆」

会長 川嶋 一夫

事務局からのお知
らせ

開催日時 ： 平成27年2月17日（火）　18時～
場　所 ： FUKURACIA東京ステーション6F 会議室B
  東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル6F
懇親会 ： 会費6,000円

開催日時 ： 平成27年5月27（水）、28日（木）　
場　所 ： 蓼科ブランシエラリゾート・ラフォーレ倶楽部

開催日時 ： 平成27年5月12日（火）
場　所 ： ＜総会＞千葉大学けやき会館
  ＜工場見学会＞ＪＦＥスチール
  ＜懇親会＞浦安ブライトンホテル（予定）
  バスでの移動となります。

　第12回「絆」例会を開催します。今回はご要望の多かった東
京駅での開催になります。皆様奮ってご参加下さい。

第12回千葉大学経済人倶楽部「絆」例会について

皆様の親睦を図りたいと願い前回好評を頂きましたバスツアーを
行います。

千葉大学経済人倶楽部「絆」親睦会（蓼科バスツアー）

この度、総会の際に支援を行っております西千葉子ども起業塾
でご協力いただきました（株）ＪＦＥスチールの工場見学会を行い
ます。

平成27年度千葉大学経済人倶楽部「絆」総会について

柏の葉キャンパス 植物工場

生薬を調合している様子植物工場全景

診療所鍼灸院


