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倶楽部事務局より／まだ寒い日が続きますが、千葉
大生たちはとても元気で、外で昼食を取っている姿
を時々見かけます。そんな中、リクルートスーツに身
を包んだ学生もちらほら…。もしかしたら、皆様の会
社の面接を受ける学生もいるかもしれません。そん
な時は、少しだけ優しい質問をお願いいたします。

（事務局 宮野）
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
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パナマ･千葉大学コーヒー

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３０年３月１日現在、会員数は２０３名となりました。

第18回 （お花見会）
開催日：平成30年3月29日（木）18:00～
場　所：上野 精養軒　東京都台東区上野公園4-58　TEL:03（3821）2181
会　費：9,000円　　
※ホームページ申込URL:https://chibauniv-kizuna.jp/?page_id=2540

千葉大学経済人倶楽部「絆」例会について

一般社団法人まちふね みらい塾　理事 阿部 彰
株式会社マルタ　代表取締役会長 鶴田 志郎
株式会社静岡第一テレビ　取締役 阿部 勝
株式会社倉本産業 取締役 
知的財産室 室長／電算室 室長 森村 龍兒
千葉グリーンセールス株式会社 代表取締役社長 大木 哲
長瀬産業株式会社 元取締役兼 常務執行役員 浅見 栄二
株式会社グリーン武内　代表取締役社長 武内 嘉一郎

退会者一覧（平成29年4月～平成30年3月）

株式会社コーブリッジ　代表取締役
峰岸 明美（平成２９年１月２１日）

株式会社sMedio　代表取締役
田中 俊輔（平成２９年２月２５日）

藤木園緑化土木株式会社　取締役会長
望月 勝保（平成２９年４月２０日）

ご逝去

開催日：春ごろを予定しております。 ※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。

第14回「絆」親睦ゴルフ大会について

桜ふぶきの中での入学式を
迎える季節となりました。千葉
大学経済人倶楽部「絆」の会
員のみなさまには、日ごろから
千葉大学を応援していただき、
深く感謝しています。
平成16年度に国立大学が
法人化されてからすでに14年
が経過しようとしています。この
間、千葉大学は法人化のメリッ
トを生かして国際教養学部の
新設など、新生千葉大学の発
展に向けた独自の組織改革を行ってきま
した。しかし、国からの運営費交付金（人
件費分）が継続的に減額され、本学では
定年退職教員の補充人事を遅らせること
で対応してきました。その結果として、若手
人材の雇用減が本学の教育や研究活動
に大きな影響を与え始めています。
外部予算を獲得するような経営努力を

しても、様々な制約により若手人材の雇用
増に結びつけることが出来ていないのが
実情です。そして、平成30年度の国の予
算案の状況や18歳人口の減少予測など

からも、当面国立大学への国
からの財政支援が増えること
は期待できそうにありません。
そのため、私たち自身で何か
抜本的な経営改革をおこなう
ことが必須の状況であると、強
く認識するようになりました。
そこで本年度は法人化の主
旨に立ち返って、一つの国立
大学法人として独自の経営改
革に道筋をつけることを目標と
したいと思います。具体的に

は、これまでの収益を目的とした取組みが
一切出来なかった法人化前の国立大学
としてのしがらみを解き放ち、収益を目的
とした組織を立ち上げて、本学の持つ資
産や教育研究活動の成果物から収益を
あげ、若手人材の雇用や教育研究のさら
なる活性化に資することを考えています。
この様に本年度も引き続き教職員一同
と共に、学生たちが誇りに思える千葉大
学を目指して頑張っていきますので、「絆」
の会員のみなさまの力強いご支援を、よろ
しくお願い申し上げます。

千葉大学 学長

千葉大学を紹介します

パナマ･千葉大学コーヒー完成記念イベント

平成３０年３月１日に千葉大学松韻会館にて、千葉大学コーヒーの完成イベントが開催

されました。パナマのコーヒー農園と深い信頼関係を築いているサザコーヒーの全面協

力の下、千葉大学コーヒーが完成いたしました。当日は晴天に恵まれ、会場周辺には

コーヒーの芳しい香りが立ち込め、多くの学生、教職員、近隣住民が訪れていました。式

典は、駐日パナマ大使をご招待し、和やかな雰囲気の中行われました。本会報の表紙

に、完成した千葉大学コーヒーの写真を掲載いたしました。酸味が少なく、香り豊かなコー

ヒーに仕上がっております。千葉大学に訪れた際は、お土産にいかがでしょうか。 イベント当日の千葉大学松韻会館前
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

千葉大学経済人倶楽部「絆」

第17回例会

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業

開塾式の様子

西千葉子ども起業塾の閉塾式

第13回ゴルフコンペ

6月よりスタートし、月1で開催されていた西千葉子ども起業塾が、平成29年10月14日（土）に閉塾式を迎えました。
今年度の舵取りを務めた遠藤沙也塾長とメンターとして起業塾を支えてくださいました平賀祐二理事より、
起業塾での経験や思いをお寄せいただきました。

2017年度西千葉子ども起業塾の塾長を務めました、
遠藤紗也です。

2017年度は、絆の皆様の多大なるご支援とご協力によ
り、例年以上に充実した活動を行うことができました。心よ
り感謝申し上げます。西千葉子ども起業塾は、千葉市と千
葉大学藤川研究室の連携研究事業として、2010年より活
動を続けています。子どもたちには、仮想通貨「シープ」が
流通する「西千葉市」で会社を設立し、JFEスチールの特
別工場見学会を盛り上げる事業を立案してもらいました。
今回の起業塾では、新しく税制度を導入し、子どもたち
に、よりリアルに社会の仕組みを体感してもらえるよう工夫
しました。自分たちも税制度をしっかりと理解できていない
中、子どもたちにどう伝えたらよいのかと少し不安なスター
トでしたが、最終回で子どもたちと一緒に会社の決算を確

認したとき、一生懸命に考えて計算する子どもたちの様子
を見て、起業塾での税教育の成果を感じることができ、
ホッとしました。

また、社会人アドバイザーとして参加していただいた絆
の皆様には、会社向けに面談をしていただきました。現職
の社長、会長として活躍されている皆様のお話は、私に
とっても学びの多いものばかりでした。起業塾では、様 な々
方と関わりながら、新しい教育の実践ができ、今までの大
学での学びをより深いものにすることができました。さらに、
自分自身の成長を実感することができたので、少し自分
に自信を持てた気がします。今後も苦労した先にあるもの
を信じて、いろいろなことに積極的に取り組んでいきたい
と思っています。

　第17回千葉大学経済人倶楽部「絆」例会は10月26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。

今回の例会では、医療法人桐和会 理事長 岡本和久氏（「絆」会員）に
ご講演いただきました。経営者として意欲に満ちた岡本氏のご講演に、皆
様熱心に耳を傾けていました。
　懇親会では、「企業出展ブース」をご用意。 株式会社かっぺ様（英会話
レッスンのデモ）、千葉大学環境フィールド科学センター（生産品販売）が
出展され、それぞれの商品をアピールされました。
次回は、3月の例会となります。
皆様のご参加をお待ち申し上げております。

森島会長のご挨拶 ㈱かっぺ様のブース 懇親会の様子 学歌の斉唱の様子

　11月12日（日）真名カントリークラブにおいて第13回ゴルフ大会が開
催されました。
　爽やかな秋晴れの中、和やかな雰囲気で始まったコンペでしたが、
なんと今回は滋賀県より本棒様がご参加というサプライズ！皆様とても
喜んでおられました。表彰式と懇親会はクラブ内コンペルームにて行わ
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、川嶋一
夫様が優勝されました。次回のゴルフコンペの開催は未定となっており
ますが、皆様にご参加いただけましたら幸いです。

中島様、石橋様、本棒様 加茂坂様、森島様、徳久学長 優勝された川嶋様

前列左から犬養様、加茂坂様、森島会長、徳久学長、大島様、笠川
後列左から内田プロ、鈴木課長、石橋様、陳様、本棒様、川嶋様

ゴルフ結果 （敬称略）

優勝 川嶋　一夫
旭ダイヤモンド工業（株）

準優勝 大島　則夫
（株）長谷工シニアホールディングス

3位 本棒　直樹
（株）三立運輸　

千葉大学教育学部藤川研究室の授業の一環として進
めています「西千葉子ども起業塾」も、昨年の6月よりスター
トし10月14日の閉塾式を無事に迎えることが出来ました。

「絆」としましては、平成22年より毎年支援を行って来ま
したが、今年もJFEスチール㈱様の絶大なるご協力を頂き
ながら、千葉市様、千葉東税務署様、千葉銀行様と共に
協力をさせて頂きました。実際に「絆」の会員・役員の皆
様が、メンターとして或いは現役の社長としての会社経営

等について子供たちへアドバイスを行いながら、千葉大学
の学生の皆様へのお手伝いをさせて頂きました。「絆」とし
ましては、今後も子供たちや学生の皆様へ、メンターとして
の人的支援や活動経費の支援を進めて行きたいと思い
ますので、会員の皆様のご協力を頂きます様お願い致し
ます。

千葉大学経済人倶楽部「絆」副会長
平賀祐二

見学日当日！少し緊張気味･･･ 見学者のお見送り 閉塾式「ありがとうございました！」

遠藤 沙也

徳久学長と名刺交換！ 計画を練る子どもたち

岡本先生ご講演の様子
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千葉大学を紹介します 千葉大学経済人倶楽部「絆」会員様の会社を紹介します

会員会社紹介

千葉大学祭の様子

平成２９年１１月３日に、千葉大学けやき会館にて校友会総会ならびにホームカミングデー企画が行われました。この日は、

千葉大祭が行われていることもあり、たくさんの絆会員の方も参加されました。

ホームカミングデー企画においては、大学院工学研究科修了の大木佑太氏（日産自動車デザイナー）の「どん底からカー

デザイナーになった話」の講演と、千葉大学工学部卒業の落語家、桂歌之助氏による落語の講演が行われました。

また、けやき会館の外では、千葉大学フィールドセンターの生産品であるハチミツやりんご、養護学校の生徒が作った工芸

品等が販売され、例年以上の盛り上がりをみせていました。

来年はぜひ、皆様もご来場ください。

　校友会総会の様子 桂歌之助氏の落語 けやき会館前の販売ブース

平成２９年度千葉大学校友会総会

今年度の千葉大学祭も、たくさんの方 に々ご来場いただきました。各建物内の企画ではサークル発表が行われ、屋外では

焼きそばやジュースを売る学生、JAZZ演奏を聴きにきてください！と呼び込みをする学生、構内のベンチの上に自作のアクセ

サリーを並べて売る学生など、多種多様の店が立ち並び、そこかしこから活気のある声が聞こえてきました。

ハンドメイドアクセサリーを並べる学生 かたらいの森にcaféが登場！ 元気にやきそば販売中！

富士山のふもとの古くから織物業が盛んな土地で大正５年に絹織物等の仲買を始め、昭和１６年より織物生産を開始した

山崎織物を訪問してきました。

最寄の三つ峠駅を降りると、オートメーション化された織物を織る音や家庭で

の機織りの音が響いておりました。

現在社長の山崎泰洋さんは、昭和５６年千葉大学工学部合成化学化を卒業

され、昭和５９年より就業され、主にネクタイ生地の生産からネクタイの製品化に着

手されております。事務所には多種多様なネクタイを始め、ストールや小物類等が

所せましと並べられ、さながら卸問屋が事務所の中に入居している様子です。

これらの製品は、富士山の伏流水が裾野で豊富に湧き出すミネラル水で染め

られた絹糸を使用し、紋織技術を駆使して製織されています。

山崎織物株式会社
山梨県南都留郡西桂町小沼1697

山崎　泰洋 社長

http://www.fujizakurakoubou.com/
http://www.yamazaki-fabric.com/

河口湖ショップ「富士桜」

山崎織物では、オリジナルブランド「富士桜工房」として、日本の伝統柄や色をネクタイ・ストールに取り入れ産地の技を日本

の美が凝縮された製品に形づけ、近年では、河口湖畔に山梨の伝統工芸品を集めた「富士大石ハナテラス」の一角に直営

店「富士桜工房」を出店し販売を行っています。

また、弊社ホームページより、各種製品のネット販売も行っておりますので、是非ご利用下さい。

事務所内写真
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March 2018千葉大学経済人倶楽部「絆」の新規会員をご紹介します

卒業後、（株）ヤクルト本社に就職。昨年から
当社で勤務しています。「一人でも多くの人に
健康になっていただきたい。病気になってから
治療するのではなく、病気にかからないように
予防することが重要である」という考え方のも
と、乳酸菌シロタ株が入ったヤクルトを毎日飲
んでいただき、健康に成っていただくことを目指
して事業を展開しています。

地元千葉県・千葉大学のブランド価値が高
まるように貢献していきたいと思います。

■ 会社の紹介

園芸学部
S58年卒
千葉県ヤクルト販売株式会社
代表取締役社長

赤田　玄朗 氏

当社は昭和44年に鋼材の溶断加工業として東京都江
戸川区で創業いたしました。現在は、千葉市美浜区にお
いて、これまでの溶断加工に加え切削工具や工作機械を
用いた機械加工もおこなっております。

これからもいままで培ってきた職人の匠の技を次世代
に継承しつつ、あたらしい加工技術の習得に努めて、「高
品位な製品をより早く」という顧客の要望に応えてまいり
たいと考えております。

さまざまな分野でご活躍されているみなさまと交流を
深めさせていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

■ 会社の紹介

今村　雅紀氏

法経学部法学科
H6年卒
小澤産業株式会社
取締役

当社は、高速カラープリンターオルフィス、デジ
タル印刷機リソグラフのハード及び関連機器、
消耗品を製造販売し、ペーパーコミュニケー
ション分野において、独自の製品・サービスを
提供する開発型企業です。当社商品は世界
180の国や地域において幅広くご活用いただ
いております。

経済人倶楽部では、母校の発展に貢献でき
ればと思います。

高橋　康信氏

工学部　機械工学第二学科
S52年卒
植物同好会所属
理想科学工業株式会社
取締役

■ 会社の紹介

現在は千葉大学のすぐ近く、西千葉に4年前
から中小企業診断士事務所を構え、補助金を
活用した新商品開発・最新設備導入による生
産性向上などで中小企業の支援をしています。

経済人倶楽部に参加できたことを嬉しく思い
ます。今後も絆や千葉大学、そして地域に貢献
できるよう活動したいと思います

■ 会社の紹介

法経学部法学科
H13年卒
管弦楽部所属（コントラバス担当）
株式会社New Beginnings Japan　
代表取締役社長

川井　久 氏

ストップイットジャパンは、脱いじめ傍観者教
育を推進するとともに、匿名報告相談アプリ

「STOPit」を提供する会社です。
子どもたちがいじめを受けた時、またいじめ

を見つけた時に、いつでもどこでも報告や相談
できる環境づくりに取り組んでいます。いじめに
悩む一人でも多くの子どもたちを救うため活動
を行なっております。

■ 会社の紹介

教育学研究科
H20年卒
教育系NPO所属
ストップイットジャパン株式会社
代表取締役

谷山　大三郎 氏

私たち株式会社かっぺは、千葉県千葉市を
拠点とするウェブ制作会社です。

ウェブの企画から設計、デザイン、システム構
築、サーバ運用までの全てを自社で完結できる
総合力を強みとしています。

かっぺの信条は【受託一筋】。お客様の想い
を形にするというただその一点に、 私たちの持
ちうる全てのスキルと情熱を注いでいます。

■ 会社の紹介

水野　智明氏

工学部 情報画像工学科
H16年卒
株式会社かっぺ
代表取締役

昭和38年、幼児施設のなかった八千代市の
要望により初代園長「井元拾子」が開園いたし
ました。大地に強く根を張る「千の草」のように、
どんなことにもめげない逞しくしなやかな心と、
夢と、希望をもって努力し、豊かな人生を歩ん
で欲しいという願いを込めて「ちぐさ幼稚園」と
名づけました。

卒園生が千葉大学に入学しているかもしれ
ません、皆様とともに千葉大学生を応援してい
きたいと思います。

井元　詔一氏

賛助会員

学校法人ちぐさ学園
理事長

■ 学園の紹介

出光興産㈱は「海賊と呼ばれた男」で有名
になった出光佐三が1911年に創業した石油
会社です。

現在では、石油、石油化学、資源（石油、石
炭）開発の他、再生可能エネルギー（太陽光、
地熱）、有機ELなどの電子材料の開発、販売
も行っています。エネルギーの安定供給を使命
に海外での事業拡大に取り組んでいます。

■ 会社の紹介

人文学部法経学科（経済専攻）
S57年卒
写真部所属
出光興産株式会社
取締役

鷺島　敏明 氏

新規会員のご紹介
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Comfortable Club

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／まだ寒い日が続きますが、千葉
大生たちはとても元気で、外で昼食を取っている姿
を時々見かけます。そんな中、リクルートスーツに身
を包んだ学生もちらほら…。もしかしたら、皆様の会
社の面接を受ける学生もいるかもしれません。そん
な時は、少しだけ優しい質問をお願いいたします。

（事務局 宮野）
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18号　平成30年3月1日発行

事務局からのお知
らせ

会報 第18号　平成30年3月1日

パナマ･千葉大学コーヒー

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３０年３月１日現在、会員数は２０３名となりました。

第18回 （お花見会）
開催日：平成30年3月29日（木）18:00～
場　所：上野 精養軒　東京都台東区上野公園4-58　TEL:03（3821）2181
会　費：9,000円　　
※ホームページ申込URL:https://chibauniv-kizuna.jp/?page_id=2540

千葉大学経済人倶楽部「絆」例会について

一般社団法人まちふね みらい塾　理事 阿部 彰
株式会社マルタ　代表取締役会長 鶴田 志郎
株式会社静岡第一テレビ　取締役 阿部 勝
株式会社倉本産業 取締役 
知的財産室 室長／電算室 室長 森村 龍兒
千葉グリーンセールス株式会社 代表取締役社長 大木 哲
長瀬産業株式会社 元取締役兼 常務執行役員 浅見 栄二
株式会社グリーン武内　代表取締役社長 武内 嘉一郎

退会者一覧（平成29年4月～平成30年3月）

株式会社コーブリッジ　代表取締役
峰岸 明美（平成２９年１月２１日）

株式会社sMedio　代表取締役
田中 俊輔（平成２９年２月２５日）

藤木園緑化土木株式会社　取締役会長
望月 勝保（平成２９年４月２０日）

ご逝去

開催日：春ごろを予定しております。 ※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。

第14回「絆」親睦ゴルフ大会について

桜ふぶきの中での入学式を
迎える季節となりました。千葉
大学経済人倶楽部「絆」の会
員のみなさまには、日ごろから
千葉大学を応援していただき、
深く感謝しています。
平成16年度に国立大学が
法人化されてからすでに14年
が経過しようとしています。この
間、千葉大学は法人化のメリッ
トを生かして国際教養学部の
新設など、新生千葉大学の発
展に向けた独自の組織改革を行ってきま
した。しかし、国からの運営費交付金（人
件費分）が継続的に減額され、本学では
定年退職教員の補充人事を遅らせること
で対応してきました。その結果として、若手
人材の雇用減が本学の教育や研究活動
に大きな影響を与え始めています。
外部予算を獲得するような経営努力を

しても、様々な制約により若手人材の雇用
増に結びつけることが出来ていないのが
実情です。そして、平成30年度の国の予
算案の状況や18歳人口の減少予測など

からも、当面国立大学への国
からの財政支援が増えること
は期待できそうにありません。
そのため、私たち自身で何か
抜本的な経営改革をおこなう
ことが必須の状況であると、強
く認識するようになりました。
そこで本年度は法人化の主
旨に立ち返って、一つの国立
大学法人として独自の経営改
革に道筋をつけることを目標と
したいと思います。具体的に

は、これまでの収益を目的とした取組みが
一切出来なかった法人化前の国立大学
としてのしがらみを解き放ち、収益を目的
とした組織を立ち上げて、本学の持つ資
産や教育研究活動の成果物から収益を
あげ、若手人材の雇用や教育研究のさら
なる活性化に資することを考えています。
この様に本年度も引き続き教職員一同
と共に、学生たちが誇りに思える千葉大
学を目指して頑張っていきますので、「絆」
の会員のみなさまの力強いご支援を、よろ
しくお願い申し上げます。

千葉大学 学長

千葉大学を紹介します

パナマ･千葉大学コーヒー完成記念イベント

平成３０年３月１日に千葉大学松韻会館にて、千葉大学コーヒーの完成イベントが開催

されました。パナマのコーヒー農園と深い信頼関係を築いているサザコーヒーの全面協

力の下、千葉大学コーヒーが完成いたしました。当日は晴天に恵まれ、会場周辺には

コーヒーの芳しい香りが立ち込め、多くの学生、教職員、近隣住民が訪れていました。式

典は、駐日パナマ大使をご招待し、和やかな雰囲気の中行われました。本会報の表紙

に、完成した千葉大学コーヒーの写真を掲載いたしました。酸味が少なく、香り豊かなコー

ヒーに仕上がっております。千葉大学に訪れた際は、お土産にいかがでしょうか。 イベント当日の千葉大学松韻会館前
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