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Comfortable Club

■在学時の思い出と
　卒業後の経歴

この度、千葉大学経済人倶楽
部「絆」の会長を拝命いたしまし
た森島弘道と申します。

学部は教育学部を卒業してお
りますが、在学中は学部を超えて
仲間ができ、その仲間とスキーや
テニスをしていました。冬は、学部
の教授に誘われ、八甲田山で山
スキーの経験やスキー部の合宿

（燕温泉）に参加させてもらったこ
とが思い出に残っています。また、
千葉市内の中学校のホワイトス
クール（スキー合宿）にインストラク
ターとして参加させてもらい、中学
生と大騒ぎをしたことも良い思い
出です。

教育学部を卒業後は、千葉聖心幼稚園に
就職しました。平成21年3月に大学院修士課
程を修了し、同年7月1日に社会福祉法人を設
立しました。現在は、学校法人立の幼稚園及
び社会福祉法人立の保育園及び子育て支援
拠点事業（子育て支援センター）を経営し、乳

幼児教育（0歳から就学前まで）を
通して一人ひとりの子どもの成長
を見守っています。
■経済人倶楽部への期待、想い
「絆」については、設立後入会

させていただきました。普段、幼児
と過ごす時間が多かった私は、入
会以来、諸先輩から大変多くのこ
とを学ばせていただきとても感謝
しております。千葉大学の卒業生
及び学生による世代間の「絆」、実
業人・専門職業人の「絆」がさら
に広がることを期待しています。

この度、会長をお受けするにあ
たり、本会の設立趣旨と今までの
経緯を踏まえ、犬養初代会長、川
嶋前会長、そして皆さまのお力を

お借りし、母校に貢献したいと思っておりま
す。

様々な経験も浅く、まだまだ勉強すべきこと
が多いのですが、皆さまのご協力ご支援を得
て楽しい絆の会となるよう努めていく所存でご
ざいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ごあいさつ

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:0120-787-412
FAX:043-284-2550
E-mail:chiba-sotsushitsu@office.chiba-u.jp

倶楽部事務局より／新役員の方々が決定し、新たな「絆」
がスタートいたしました。これからも、「絆」の会を盛り上げ
ていくため、皆様にはお力添えいただきたく存じます。　
また、6月より「絆」事務局より事務を担当させていただい
ております、宮野めぐみと申します。まだまだ力不足では
ございますが、「絆」の会のために頑張っていく所存です
ので、皆様ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

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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事務局からのお知
らせ

千葉大学を紹介します

学長賞を授与 30名(組)の学生に

千葉大学では、優秀な成績を収めた者、学問的業績や研究活動

が評価された者、ならびに課外活動や人命救助等において活躍し

た者に学長賞を授与しています。

平成28年度の学長表彰では、各学部および研究科から1名ずつ

の成績優秀者、査読付き国際会議で発表を行った理学部の生徒1

名の計7名に「学術研究活動賞」、暗算の世界大会で2位に輝いた

法政経学部の生徒1名と他5件に課外活動賞が贈られました。

会報 第17号　平成29年9月1日

千葉大学病院いのはなテラス･Kitchen Pinako

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２９年９月１日現在、会員数は１９7名となりました。

経済人倶楽部「絆」

新会長 森島 弘道
学校法人   森島学園 理事長
社会福祉法人 弘恕会 理事長

大学院 教育学研究科 
技術教育専攻 H21年修了

誇らしげな表情の受賞者

第17回
開催日：平成29年10月26日（木）17時～
場　所：ホテルニューオータニ幕張　千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3　TEL:043-(290)-7777
申　込：http://chibauniv-kizuna.jp/?page_id=2430
第18回
開催日：平成30年3月29日（木）
場　所：上野 精養軒　東京都台東区上野公園4-58　TEL:03-(3821)-2181　　
※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。　　　　

千葉大学経済人倶楽部「絆」例会について

開催日：平成29年11月3日（金･祝日）14：00～16：00
場　所：千葉大学けやき会館１F大ホール（西千葉キャンパス）
※なお、当日は千葉大学祭が開催されておりますので、皆様ぜひご来校ください

平成29年千葉大学ホームカミングデーおよび校友会総会について

開催日：平成29年11月12（日）
場　所：真名カントリークラブ  千葉県茂原市真名1744　TEL:0475-(24)-5215
申　込：http://chibauniv-kizuna.jp/?page_id=2432

第13回「絆」親睦ゴルフ大会について



■在学時の思い出と卒業後の経歴　
　「絆」との接点は、2016年10月15日開催した画像系
学科創立100周年記念事業に向け「画像工学同窓
会」の活動に参加したことからです。
　1976年写真工学科で受験した筈が「画像工学科」
に改組されていたというサプライズで始まった6年間
の学生生活は実に充実していました。笹井明教授最
後の弟子となり、肝心の勉学面は些か心もとないです
が、写真部を含めて身に付けたことが私の技術者の
礎となったことは間違いありません。
　よもや銀塩写真が、卒業後20年で一気に終焉を迎
えようとは、思いもよりませんでしたが、画像（写真、印
刷）工学という幅広く応用が利く学際領域での学びが
あったればこそ、新たなデジタル、ICT時代への激変

下の中、自分を支え、富士フイルム、富士フイルムソフト
ウエア、そして現職の富士フイルムICTソリューション
ズの事業貢献に結びついていると自負しています。

■経済人倶楽部への想い
　ますます変化の激しい時代にあって、千葉大学出
身の学生が社会人として一層の活躍の場が得られる
よう、「絆」を通して少しでも貢献できればと思います。

■在学時の思い出と卒業後の経歴
　1980年工学部画像工学科を卒業しました。在学中
は硬式野球部に在籍し、発足後2年しか経っていない
体育会会長を2年生で拝命しました。3期4期の2年間
の会長を務めさせて頂いた当時は、右も左も判らず
いつも学生部の事務官の方々にご指導を仰ぎ今の体
育会の礎を築く事ができました。当時大変お世話に
なったのが現「絆」事務局長の笠川様です。まさにこ
のご縁こそが「絆」として結ばれているのだと確信をし
ております。
　現在は国立大学で唯一の画像工学科で学ばせて
頂いた知識を有効に活用し、複写機・プリンター等の
電子写真技術を基軸に、シャープ㈱・グラパックジャ
パン㈱・㈱アイメックスを経て現在に至っております。

この印刷・写真・情報画像等の世界では同窓生の皆
様が数多くご活躍されている事を嬉しく思います。

■経済人倶楽部への期待、想い
　「絆」においては、設立当時より初代犬養会長、2代
川嶋会長のもと4期8年を監事・理事として務めて参り
ました。この度3代森島会長と共に「絆」の更なる飛躍
を目指し、盤石な体制を構築したいと思っております。
会員の皆様には更なるご協力をお願い致します。

■在学時の思い出
　工学部機械科を1985年に卒業しました。1984年に
卒業する予定で就職活動をして就職先から内定も頂
き、のんびりしていた12月、学生課から呼び出しがあ
り、卒業できないことを知りました。なんと、教養が2単
位足りなかったのです。就職先に伝えに行ったとこ
ろ、時代が良かったこともあり、勤労学生として雇って
もらえることになり、1年間、二足の草鞋を履いたことを
今でも懐かしく思い出します。

■卒業後の経歴
　もともと機械が好きで機械科に入りましたが、ソフト
ウェアという言葉が広がり始めたころだったので、機
械をコンピュータで動かすことに興味を持ち、制御系

のソフト開発をしている会社に入社しました。そこで 5
年間修業し、工作機械メーカで 4年修業したのちに、
機械を制御、管理する会社を開業しました。

■経済人倶楽部への期待、想い
　「絆」の会に参加させていただき、たくさんのご縁を
頂くことができました。これからは、ご縁を「つなぐ」お
手伝いをさせていただきたいと思います。

■在学時の思い出と卒業後の経歴
　泥まみれの田植え、炎天下の草刈り、そして友との
語らい…。園芸学部園芸学科で学んだ日々は私に
とっての宝物です。
　幼い頃から政治の世界を志していた私は「政治の
究極の目的は人命を守ること。人が生きていくために
必要な酸素を生み出す植物、食料を生産する農業こ
そ、自分が学ぶべき道である」。こう考え、当時、国立一
期校だった千葉大学の園芸学部の門を叩きました。
そして在学中には、政治を目指すのと同じ志のもと、

「より良い世の中のために、植物や農業の力を広く知
らせるために」と放送局の試験を受け、合格。アナウン
サーとして20年余りマイクに向かい、その後、東京都
議会議員に。「環境、農業、緑化―。明日の地球と笑

顔のために～」を合言葉に全力で活動し、現在は自ら
の志を国政へとつなぐべく、前進しております。

■経済人倶楽部への期待、想い
　愛する母校のために、夢多き有望な現役千葉大生
の発展のために、今後も会員、関係者の皆様と共に
歩んでまいることができたら幸せです。微力ではござ
いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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新役員紹介

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします September  2017

会　長 森島　弘道 様
 学校法人森島学園千葉聖心幼稚園　理事長

副会長 萩原　博 様
 株式会社千葉日報社　代表取締役社長

副会長 平賀　祐二 様
 株式会社キーテック　代表取締役社長

理　事 井駒　秀人 様
 富士フイルムICTソリューションズ株式会社
 代表取締役社長

理　事 加茂坂　鉄男 様
 東京ファクトリーオートメーション株式会社
 代表取締役副社長

理　事 虎岩　雅明 様
 株式会社トライワープ　代表取締役

理　事 山下　容子 様
 前東京都議会議員

理　事 渡邉　誠 様
 国立大学法人千葉大学　理事

監　事 片桐　大輔 様
 株式会社アミンファーマ研究所　専務取締役

監　事 中村　幹 様
 株式会社印刷学会出版部　代表取締役社長

＜役職別50音順＞

新たに役職に就かれた5名をご紹介します。

工学部　画像工学科(写真系)　S55年卒
株式会社　キーテック 代表取締役社長

平賀　祐二

副会長

大学院工学研究科　写真工学専攻　S57年卒
富士フイルム ICTソリューションズ　株式会社

代表取締役社長

井駒　秀人

理事

園芸学部　園芸学科　S56年卒
元東京都議会議員

一般社団法人 緑の地球クラブ 理事長

山下　容子

理事

工学部　機械工学科　S60年卒
東京ファクトリーオートメーション　株式会社

代表取締役副社長

加茂坂　鉄男

理事

■在学時の思い出と卒業後の経歴
　能力がないくせに人と少し違ったことをしたいということ
と、写真は得意ではないものの印刷に興味があったので、
工学部画像応用工学科（当時は、写真系は画像工学科、
印刷系は画像応用工学科と呼ばれていました）を受験しま
した。大学時代をのほほんと過ごしてしまい、とうとう研究室
に入れず、単位を多くとることで卒業できました（当時は、単
位を多めにとると卒業できるという仕組みがありました）。
　能力がないくせに人と少し違った職に付きたいのと、出版
に興味があったので、そのことを4年生の夏に就職担当の
国司龍郎先生に伝えたところ、「最良のところがある」と言わ
れ、履歴書も書かず、卒業証明書も成績証明書も提出せ
ず、一発で今の会社、株式会社印刷学会出版部に決まりま
した。
　入社後は、月刊誌『印刷雑誌』の編集を中心にやってきま

して、現在に至ります。変な社名なのですが、れっきとした出
版社（専門書）です。大きな書店に足を運んだ際には、当社
の本を探してみていただけると嬉しいです。
　研究室に入らなかった（入れなかった）せいか、写真系、
印刷系問わず、卒業後は色 な々研究室の先生にお世話に
なり、そのことは、現在でも、仕事に、同窓会（画像工学同窓
会）活動に活かされています。

■経済人倶楽部への想い
　そうこうして、この「絆」に籍を置かせてもらっていますの
で、学科のためにも、学部のためにも、そして大学のために
も、少しでもお役に立てればと思っています。

工学部　画像応用工学科　H2年卒
株式会社 印刷学会出版部 代表取締役社長

中村　幹

監事
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■経済人倶楽部への期待、想い
　愛する母校のために、夢多き有望な現役千葉大生
の発展のために、今後も会員、関係者の皆様と共に
歩んでまいることができたら幸せです。微力ではござ
いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします September  2017
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4月23日（日）真名カントリークラブにおいて第12

回ゴルフ大会が開催されました。

抜けるような青空の中、皆様お気に入りのゴルフ

ウェアに身を包み、プレーを楽しんでおられました。

今回も徳久学長にご参加いただき、18名でのプ

レーとなりました。表彰式と懇親会はクラブ内コンペ

ルームにて和やかな雰囲気の中行われ、新ペリア方

式による18ストロークプレーによる熱戦の結果、なん

と「絆」事務局の笠川が優勝いたしました。

次回は秋の開催を予定しております。皆様ぜひと

もご参加いただければと思います。

ゴルフ結果 （敬称略）

優勝 笠川　　博　千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局

準優勝 川嶋　一夫　旭ダイヤモンド工業（株）

３位 大島　則夫　（株）長谷工シニアホールディングス

ブービー賞 加茂坂 鉄男　東京ファクトリーオートメーション（株）

ニアピン賞

 石橋　秀樹　石橋公認会計事務所

 清水　正樹　（株）エーシンク

 近藤　洋平　（株）ネットワーク21

ドラコン賞 

 徳久　剛史　国立大学法人千葉大学

 大島　則夫　（株）長谷工シニアホールディングス

前列左から笠川、内田プロ、片岡様、犬養様、
川嶋会長、徳久学長、齋藤様、中島様

後列左から近藤様、森島様、加茂坂様、清水様、石橋様、
大島様、萩原様、陳様、菊波様、鈴木課長

ナイスショットの片岡さん さぁ出発です！　 近藤様、石橋様、森島様

懇親会の様子

懇親会の様子

表彰式 優勝者へトロフィー授与

第8回千葉大学経済人倶楽部「絆」総会は6月14日にホテル

ニューオータニ幕張（ステラの間）にて開催されました。総勢40

名の方にご参加いただきました。

今年の総会では、役員の改選があり、新会長は森島弘道様

に決定いたしました。森島新会長や新役員の方々の新体制と

なる「絆」にご期待ください。役員の改選の他、1年間の収支決

算報告、各種事業報告など話し合われました。また、新会員の

伊藤香奈様のご紹介もありました。総会に引き続き、千葉大学 

名誉教授であり、前横綱審議委員長の守屋秀繁先生より『横

綱稀勢の里誕生秘話』と題してご講演いただき、審議委員会

の役割や裏話など、大変興味深いお話をしてくださいました。

懇親会では森島新会長ご挨拶から始まり、萩原副会長の乾

杯のご発声により和やかな雰囲気の中、学年、学部を越えた交

流を楽しまれていました。今回は、守屋酒造様(守屋先生のご

親族)にお越しいただき、試飲会も催されました。守屋酒造様

のご厚意で、懇親会に出席された会員の皆様のお名前が入っ

たお酒も配られ、昨年とは違った盛り上がりを見せていました。

最後に平賀祐二新副会長の締めで終了いたしました。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

第12回 ゴルフコンペ
平成２９年度千葉大学経済人倶楽部「絆」

総会

守屋酒造のパフォーマンス

総会の様子

守屋名誉教授の講演

川嶋会長の挨拶

September  2017

川嶋会長より
新たに寄贈されたカップ
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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 新規会員のご紹介

本年も、本学大学院生のベンチャー・スピリット（起業精神）を高めることを目的

とした、新技術の創出やベンチャービジネスに繋がる優秀な研究アイディアの実

現を促進するための支援を行う、千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー主催の

「なのはなコンペ（学生版）2016」への支援を行いました。

経済的支援および人的支援を行うとともに、4月25日に表彰式が執り行われ、

たくさんの来賓の方々にご出席いただき、特別枠の「絆賞」を3名が受賞しました。

いつの日か、「なのはなコンペ」の受賞者の中から、日本の経済界を引っ張ってい

く逸材が現れるかもしれませんね。

「絆賞」受賞者

理学研究科　米野井 優さん　「新規血中微量脂質解析を用いた 双極性障害診断法の確立」

工学研究科　平手 暁大さん　「環境負担の軽減を目指した高分子ミセルによる白金族金属の新規リサイクル法の開発」

工学研究科　柳本 賢士さん　「磁場応答により回収可能な 細胞培養プレートの開発」

平成22年より支援を行っている西千葉子ども起業

塾は子ども達が会社、地域の課題を見つけ、その解決

のため起業をして経済の仕組や社会との関わりを学

んでいく起業家教育です。今年度も開塾式が熊谷市

長、徳久学長、川嶋会長も参加され、６月３日に開催し、

子どもたちへ激励の言葉をいただきました。

西千葉子ども起業塾では、今年度もJFEスチール㈱

様にご協力いただき、工場見学の粗品や案内などを

トータルのサービスを考え、事業を展開していきます。

また、新たに千葉東税務署も加わり、会社の経営を

体験しながら税について学ぶ租税教育要素を取り入

れます。

経済人倶楽部「絆」では子どもたちのメンターとして

派遣、活動経費の支援を行ってまいります。

新規会員のご紹介なのはなコンペ 表彰式

西千葉こども起業塾の開塾式

2008年、教育学研究科 美術教育専攻修了。
画家として画廊や百貨店にて絵画作品の展示、雑誌や

書籍、CDジャケット等のイラストの仕事の他、千葉大病院
の壁画、キャラクターデザイン、絵本制作の仕事もしてい
ます。

経済人倶楽部では、経済界のことや人生のこと、諸先
輩の皆さまから、学ばせていただきたいと思います。

September  2017

川嶋会長の挨拶

受賞者の皆様

開塾式の様子 来賓の皆様 子供たちと名刺交換する川嶋会長

画家･イラストレーター

伊藤　香奈 氏
教育学研究科
美術教育専攻　Ｈ19年修了

■会社紹介
当社は、大日本印刷株式会社のプリプレス【Ｐｒｅ（前）・

Ｐｒｅｓｓ（印刷）】（印刷の前工程）を担当するグループ会
社です。当社のコア技術である画像処理・文字組版・ＤＴ
Ｐを軸に、紙メディアの製造で培った豊富な経験、知識を
生かし、新しい分野にも積極的に進出しています。

■経済人倶楽部に対しての抱負
さまざまな分野で活躍されているみなさまとの交流を楽

しみにしております。微力ながら母校の発展に貢献できれ
ばと思います。よろしくお願い致します。

株式会社ＤＮＰメディア・アート
代表取締役社長

高橋　登 氏

工学部
画像応用工学科　S61年卒
旅の会所属
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美術教育専攻　Ｈ19年修了

■会社紹介
当社は、大日本印刷株式会社のプリプレス【Ｐｒｅ（前）・

Ｐｒｅｓｓ（印刷）】（印刷の前工程）を担当するグループ会
社です。当社のコア技術である画像処理・文字組版・ＤＴ
Ｐを軸に、紙メディアの製造で培った豊富な経験、知識を
生かし、新しい分野にも積極的に進出しています。

■経済人倶楽部に対しての抱負
さまざまな分野で活躍されているみなさまとの交流を楽

しみにしております。微力ながら母校の発展に貢献できれ
ばと思います。よろしくお願い致します。

株式会社ＤＮＰメディア・アート
代表取締役社長

高橋　登 氏

工学部
画像応用工学科　S61年卒
旅の会所属
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Comfortable Club

■在学時の思い出と
　卒業後の経歴

この度、千葉大学経済人倶楽
部「絆」の会長を拝命いたしまし
た森島弘道と申します。

学部は教育学部を卒業してお
りますが、在学中は学部を超えて
仲間ができ、その仲間とスキーや
テニスをしていました。冬は、学部
の教授に誘われ、八甲田山で山
スキーの経験やスキー部の合宿

（燕温泉）に参加させてもらったこ
とが思い出に残っています。また、
千葉市内の中学校のホワイトス
クール（スキー合宿）にインストラク
ターとして参加させてもらい、中学
生と大騒ぎをしたことも良い思い
出です。

教育学部を卒業後は、千葉聖心幼稚園に
就職しました。平成21年3月に大学院修士課
程を修了し、同年7月1日に社会福祉法人を設
立しました。現在は、学校法人立の幼稚園及
び社会福祉法人立の保育園及び子育て支援
拠点事業（子育て支援センター）を経営し、乳

幼児教育（0歳から就学前まで）を
通して一人ひとりの子どもの成長
を見守っています。
■経済人倶楽部への期待、想い
「絆」については、設立後入会

させていただきました。普段、幼児
と過ごす時間が多かった私は、入
会以来、諸先輩から大変多くのこ
とを学ばせていただきとても感謝
しております。千葉大学の卒業生
及び学生による世代間の「絆」、実
業人・専門職業人の「絆」がさら
に広がることを期待しています。

この度、会長をお受けするにあ
たり、本会の設立趣旨と今までの
経緯を踏まえ、犬養初代会長、川
嶋前会長、そして皆さまのお力を

お借りし、母校に貢献したいと思っておりま
す。

様々な経験も浅く、まだまだ勉強すべきこと
が多いのですが、皆さまのご協力ご支援を得
て楽しい絆の会となるよう努めていく所存でご
ざいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ごあいさつ

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:0120-787-412
FAX:043-284-2550
E-mail:chiba-sotsushitsu@office.chiba-u.jp

倶楽部事務局より／新役員の方々が決定し、新たな「絆」
がスタートいたしました。これからも、「絆」の会を盛り上げ
ていくため、皆様にはお力添えいただきたく存じます。　
また、6月より「絆」事務局より事務を担当させていただい
ております、宮野めぐみと申します。まだまだ力不足では
ございますが、「絆」の会のために頑張っていく所存です
ので、皆様ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

千葉大学経済人倶楽部ホームページ http://chibauniv-k izuna. jp/

千葉大学経済人倶楽部「絆」　会報 第17号　平成29年9月1日発行

事務局からのお知
らせ

千葉大学を紹介します

学長賞を授与 30名(組)の学生に

千葉大学では、優秀な成績を収めた者、学問的業績や研究活動

が評価された者、ならびに課外活動や人命救助等において活躍し

た者に学長賞を授与しています。

平成28年度の学長表彰では、各学部および研究科から1名ずつ

の成績優秀者、査読付き国際会議で発表を行った理学部の生徒1

名の計7名に「学術研究活動賞」、暗算の世界大会で2位に輝いた

法政経学部の生徒1名と他5件に課外活動賞が贈られました。

会報 第17号　平成29年9月1日

千葉大学病院いのはなテラス･Kitchen Pinako

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２９年９月１日現在、会員数は１９7名となりました。

経済人倶楽部「絆」

新会長 森島 弘道
学校法人   森島学園 理事長
社会福祉法人 弘恕会 理事長

大学院 教育学研究科 
技術教育専攻 H21年修了

誇らしげな表情の受賞者

第17回
開催日：平成29年10月26日（木）17時～
場　所：ホテルニューオータニ幕張　千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3　TEL:043-(290)-7777
申　込：http://chibauniv-kizuna.jp/?page_id=2430
第18回
開催日：平成30年3月29日（木）
場　所：上野 精養軒　東京都台東区上野公園4-58　TEL:03-(3821)-2181　　
※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。　　　　

千葉大学経済人倶楽部「絆」例会について

開催日：平成29年11月3日（金･祝日）14：00～16：00
場　所：千葉大学けやき会館１F大ホール（西千葉キャンパス）
※なお、当日は千葉大学祭が開催されておりますので、皆様ぜひご来校ください

平成29年千葉大学ホームカミングデーおよび校友会総会について

開催日：平成29年11月12（日）
場　所：真名カントリークラブ  千葉県茂原市真名1744　TEL:0475-(24)-5215
申　込：http://chibauniv-kizuna.jp/?page_id=2432

第13回「絆」親睦ゴルフ大会について


