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倶楽部事務局より／
今年の夏は、災害とされるほどの暑さが続き、キャ
ンパス内も木々の陰があるとはいえ、めまいを感じ
る気温となっております。皆様、熱中症には十分お
気をつけください。
早く涼しい季節がやってくることを願う毎日です…。

（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19号　平成30年9月1日発行

事務局からのお知
らせ

会報 第19号　平成30年9月1日

セミナーハウス山中寮

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９月１日現在、会員数は２０５名となりました。

第19回
開催日： 平成30年 秋頃
※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30年 秋頃
※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。

第１５回「絆」親睦ゴルフ大会について

開催日： 平成30年11月3日（土・祝日）
 13：00～　校友会総会
 14：00～　ホームカミングデー
場　所： 千葉大学けやき会館
※なお、当日は千葉大学祭が開催されておりますので、皆様ぜひご来校下さい。

平成３０年度千葉大学校友会総会およびホームカミングデーについて

第9回千葉大学経済人倶楽部「絆」総会は6月26日
に乃木会館（棗の間）にて開催され、総勢43名の方に
ご参加いただきました。

今年の総会では、1年間の運営費･支援事業費収
支決算報告、各種事業報告など話し合われました。

その後、国立歴史民俗博物館 館長の久留島浩様
より『“江戸”を歩く＝江戸図屏風を読む＝』と題してご
講演いただき、国宝の江戸図屏風には何が描かれて
いるか、隠された要素は何かを教えていただきまし
た。小さな世界で繰り広げられる将軍と市井の生活
を、雲の上から覗き見している気分を味わうことが出
来ました。江戸図屏風は千葉県佐倉市にあります国
立歴史民俗博物館に展示されています。皆様、足を
運んでみてはいかがでしょうか。

久留島館長にご講演いただいた後に、昨年度のな
のはなコンペにて、「絆賞」を受賞した学生2名より、コ
ンペに参加した論文の発表がありました。学生たちの
素晴らしい発表に、参加者の皆様は、大きな拍手を
送っていました。

懇親会では徳久剛史学長の挨拶から始まり、副会
長平賀祐二氏の乾杯の発声により和やかな雰囲気
の中、スタートいたしました。

今回の懇親会は、会場にイラストレーターの伊藤香奈
氏のイラストを展示いただきました。その隣には、(株)DNP
メディア･アートの高橋登氏が、最先端の技術を用いて印
刷した、本物と見紛う伊藤香奈氏の作品が並んでおりま
した。また、(株)パワーソリューションズの高橋忠郎氏によ
る会社の商品紹介もあり、皆様興味津々といったご様子
でした。

最後に監事の片桐大輔氏の締めで終了いたしました。

千葉大学を紹介します

セミナーハウス山中寮

皆様、千葉大学セミナーハウス山中寮をご存知でしょうか。

千葉大学セミナーハウス山中寮は、本学の学生や職員、その他にも

事務局長が認めた方ならどなたでもご利用いただける施設となってお

ります。（7月20日～8月25日の期間は、医学部の学生が富士山の診療

所にて研修を行うため、医学部学生が使用している可能性があります）

ご興味がございましたら、経済人倶楽部「絆」事務局までお問い合

わせください。
山中寮の概観

ホールの様子部屋の様子

総会の様子 笠川、森島会長、
片桐監事による報告

懇親会、学長の挨拶 懇親会の様子

絆賞受賞者発表① 絆賞受賞者発表②

久留島館長のご講演

山中寮の詳細
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/facilities/yamanaka.html

所在地
〒401-0501　山梨県南都留郡山中湖村山中235-15
TEL/FAX 0555-62-0069
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平成30年度　西千葉子ども起業塾の開塾式

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業 千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

第18回 千葉大学経済人倶楽部「絆」例会（お花見会）

第14回ゴルフコンペ

なのはなコンペ（学生版）表彰式

　第18回千葉大学経済人倶楽部「絆」例会は、平成30
年3月29日、満開の桜のもと、上野精養軒にて開催され
ました。総勢41名の方々に参加いただきました。今回の
例会は、上野精養軒から眺める夜桜を楽しみながら、皆
様に親睦を深めていただくことを主とした会でした。
　森島会長の挨拶、萩原副会長の乾杯発生から例会
がスタート。桜の名所での会とあり、今回は千葉大学 紫
千会（学生サークル）に和楽器の演奏を依頼しました。学
生の奏でるしっとりとした和楽器の音色に、皆様耳を傾
けておりました。会の終わりは、山下理事に締めの言葉
をいただきました。

　西千葉子ども起業塾は子どもたちが会社を結成し、実
際の企業の方 と々の取引などを通して、会社や社会の仕
組みを学ぶプロジェクトです。活動の一つである「西千葉
子ども起業塾2018」では、ＪＦＥスチール株式会社東日本
製鉄所様（千葉地区）の魅力を小学生に知ってもらい、将
来製鉄業で働きたくなるような広報媒体を作成しています。
　ビジネスにおいて重要であり、また大変でもあることは、

ユーザーや取引相手の立場になって物事を考えることだ
と考えます。起業塾においてもこれは同様です。「もっと見
た人のことを考えて」というJFEスチールの方々からのご
指摘を受けて、企画書を何度も書き直す会社もあります。
　しかし、起業塾で学んだことは決して無駄にはなりま
せん。相手の立場になって考えることは、社会人としての
成長のきっかけになります。
　スタッフ一同、必死に学ぶ子どもたちの姿を自分のこと
のように感じながらサポートをさせていただいています。

子どもたちと名刺を交換する
森島会長

名刺はこうやって交換してね！ 来賓の方々のお話を聞く塾生たち 熊谷千葉市長とお話する塾生

受賞者の松浦さん、田村さん片桐監事の挨拶

　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、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）2017」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24日
に表彰式が執り行われました。今回も「絆賞」受賞者は

3名。（1名は学会参加のため、授賞式を欠席）徳久学長
から賞状を、片桐監事から賞金を手渡され、受賞者はと
ても誇らしげな表情をしておりました。

前列左から森島会長、徳久学長、犬養様、
笠川、大島様、後列左から内田プロ、

高倉様、加茂坂様、陳様、石橋様、中島様

ゴルフ結果 （敬称略）

優勝 石橋　秀樹
 石橋公認会計士事務所
準優勝 森島　弘道
 (学)森島学園
3位 犬養　俊輔
 (株)帆風
ベスグロ賞 大島　則夫
 (株)長谷工シニアホールディングス
ニアピン賞 石橋　秀樹
 石橋公認会計士事務所
 大島　則夫
 (株)長谷工シニアホールディングス
 森島　弘道
 (学)森島学園
 笠川　博
 千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局
ドラコン賞 石橋　秀樹
 石橋公認会計士事務所
 高倉　正幸
 ハンドジャパン(株)

　7月15日（日）真名カントリークラブにおいて、第14回ゴルフ大会が開催されました。
　ジリジリと肌を焼く強い日差しの中、皆様「熱中症にはご注意！」を合言葉に
プレー開始。汗をぬぐい、水分補給をし、塩飴を舐めながらの過酷なゴルフ。今回
もご参加いただいた徳久剛史学長の塩飴は、なんとカラスに取られてしまったと
のこと！そんなアクシデントもありましたが、皆様夏のゴルフを楽しまれていました。
　表彰式と懇親会はクラブ内で行われ、ペリア方式による熱戦の結果、石橋秀
樹様が初優勝されました。次回のゴルフコンペは秋頃開催の予定となっており
ます。皆様にご参加いただけましたら幸いです。

いざ、夏のゴルフへ！皆様まだ余裕があります

ベスグロ賞 大島様

山下理事の締め

紫千会の演奏森島会長の挨拶

満開の上野公園 懇談する会員

出発前は素敵な笑顔…

第3位 犬養様優勝 石橋様

松浦　佑樹　融合理工学府先進理化学専攻

「使い捨てずに使う、緑茶飲料中からの
カテキン除去用eco吸着材の開発」

三橋　亮太　融合理工学府創成工学専攻

「２バンド近赤外動画像による
非接触生体情報モニタリングシステムの提案」

田村　理人　融合理工学府先進理化学専攻

「実用耐久性を備えた金属フリー
金属調光沢樹脂塗料・膜の開発」

西千葉子ども起業塾
塾長　鈴木　千裕

本年も6月30日にスタートした西千葉子ども起業塾。
「絆」の支援事業の一環として、毎年起業塾には、50万
円の支援を行っております。今年度の取り組みや意気込
みについて、鈴木千裕塾長より寄稿いただきました。

「
絆
賞
」
受
賞
者

（今回のお写真は会員様よりご提供いただきました）
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平成30年度　西千葉子ども起業塾の開塾式

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業 千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

第18回 千葉大学経済人倶楽部「絆」例会（お花見会）

第14回ゴルフコンペ

なのはなコンペ（学生版）表彰式

　第18回千葉大学経済人倶楽部「絆」例会は、平成30
年3月29日、満開の桜のもと、上野精養軒にて開催され
ました。総勢41名の方々に参加いただきました。今回の
例会は、上野精養軒から眺める夜桜を楽しみながら、皆
様に親睦を深めていただくことを主とした会でした。
　森島会長の挨拶、萩原副会長の乾杯発生から例会
がスタート。桜の名所での会とあり、今回は千葉大学 紫
千会（学生サークル）に和楽器の演奏を依頼しました。学
生の奏でるしっとりとした和楽器の音色に、皆様耳を傾
けておりました。会の終わりは、山下理事に締めの言葉
をいただきました。

　西千葉子ども起業塾は子どもたちが会社を結成し、実
際の企業の方 と々の取引などを通して、会社や社会の仕
組みを学ぶプロジェクトです。活動の一つである「西千葉
子ども起業塾2018」では、ＪＦＥスチール株式会社東日本
製鉄所様（千葉地区）の魅力を小学生に知ってもらい、将
来製鉄業で働きたくなるような広報媒体を作成しています。
　ビジネスにおいて重要であり、また大変でもあることは、

ユーザーや取引相手の立場になって物事を考えることだ
と考えます。起業塾においてもこれは同様です。「もっと見
た人のことを考えて」というJFEスチールの方々からのご
指摘を受けて、企画書を何度も書き直す会社もあります。
　しかし、起業塾で学んだことは決して無駄にはなりま
せん。相手の立場になって考えることは、社会人としての
成長のきっかけになります。
　スタッフ一同、必死に学ぶ子どもたちの姿を自分のこと
のように感じながらサポートをさせていただいています。

子どもたちと名刺を交換する
森島会長

名刺はこうやって交換してね！ 来賓の方々のお話を聞く塾生たち 熊谷千葉市長とお話する塾生

受賞者の松浦さん、田村さん片桐監事の挨拶

　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、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）2017」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24日
に表彰式が執り行われました。今回も「絆賞」受賞者は

3名。（1名は学会参加のため、授賞式を欠席）徳久学長
から賞状を、片桐監事から賞金を手渡され、受賞者はと
ても誇らしげな表情をしておりました。

前列左から森島会長、徳久学長、犬養様、
笠川、大島様、後列左から内田プロ、

高倉様、加茂坂様、陳様、石橋様、中島様

ゴルフ結果 （敬称略）

優勝 石橋　秀樹
 石橋公認会計士事務所
準優勝 森島　弘道
 (学)森島学園
3位 犬養　俊輔
 (株)帆風
ベスグロ賞 大島　則夫
 (株)長谷工シニアホールディングス
ニアピン賞 石橋　秀樹
 石橋公認会計士事務所
 大島　則夫
 (株)長谷工シニアホールディングス
 森島　弘道
 (学)森島学園
 笠川　博
 千葉大学経済人倶楽部「絆」事務局
ドラコン賞 石橋　秀樹
 石橋公認会計士事務所
 高倉　正幸
 ハンドジャパン(株)

　7月15日（日）真名カントリークラブにおいて、第14回ゴルフ大会が開催されました。
　ジリジリと肌を焼く強い日差しの中、皆様「熱中症にはご注意！」を合言葉に
プレー開始。汗をぬぐい、水分補給をし、塩飴を舐めながらの過酷なゴルフ。今回
もご参加いただいた徳久剛史学長の塩飴は、なんとカラスに取られてしまったと
のこと！そんなアクシデントもありましたが、皆様夏のゴルフを楽しまれていました。
　表彰式と懇親会はクラブ内で行われ、ペリア方式による熱戦の結果、石橋秀
樹様が初優勝されました。次回のゴルフコンペは秋頃開催の予定となっており
ます。皆様にご参加いただけましたら幸いです。

いざ、夏のゴルフへ！皆様まだ余裕があります

ベスグロ賞 大島様

山下理事の締め

紫千会の演奏森島会長の挨拶

満開の上野公園 懇談する会員

出発前は素敵な笑顔…

第3位 犬養様優勝 石橋様

松浦　佑樹　融合理工学府先進理化学専攻

「使い捨てずに使う、緑茶飲料中からの
カテキン除去用eco吸着材の開発」
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非接触生体情報モニタリングシステムの提案」

田村　理人　融合理工学府先進理化学専攻

「実用耐久性を備えた金属フリー
金属調光沢樹脂塗料・膜の開発」

西千葉子ども起業塾
塾長　鈴木　千裕

本年も6月30日にスタートした西千葉子ども起業塾。
「絆」の支援事業の一環として、毎年起業塾には、50万
円の支援を行っております。今年度の取り組みや意気込
みについて、鈴木千裕塾長より寄稿いただきました。
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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

　17歳から大学で学ぶ「飛び入学」の
プログラム開始20周年を迎えるにあた
り、2018年6月8日(金)に「千葉大学先
進科学センター創立記念20周年記念
シンポジウム」を開催しました。日本で
唯一の飛び入学専門推進機関である
同センターは、1998年に現在の学制で
日本発の飛び入学生を受け入れて以
来、これまでに71名の卒業生を輩出し
ています。
　本シンポジウムでは、早期教育・才

能教育に造詣が深い岩永雅也氏(放
送大学副学長)、第3代先進科学セン
ター長の金子克美氏(信州大学特別
特任教授)、飛び入学第7期生の大木
健氏(海洋研究開発機構技術研究員)
を招き、世界の早期教育の動向、科学
の奥深さ、千葉大学の飛び入学卒業
後の研究活動についての講演を行い
ました。また第2部では、飛び入学開始
から20周年の成果と今後の方向性に
ついて討論されました。

「飛び入学」20周年！記念シンポジウムを開催

農業生産法人
株式会社植原葡萄研究所
山梨県甲府市善光寺1丁目12番2号

今年も大振りの葡萄が出来ました 園内の葡萄の大木

たくさんの書籍に囲まれる植原社長

　山梨県甲府市で祖父、先代の父から葡萄の育種を引き継いだ
「植原葡萄研究所」の３代目植原宣紘社長を訪問してきました。
　約６ヘクタールの広大な農地面積を有した研究所で、苗木の育
成、果実の品種開発をおこなっております。特に「ロザリアビアンコ」、
「甲斐路」、「ゴルビー」、「紫苑」など多くの葡萄を開発し、全国で一
番の品種取扱量を誇ります。葡萄の生産量日本一の山梨県で、葡萄
産業発展に貢献し続けております。
　葡萄の木の寿命は、５０年以上とされ、２０年～３０年の樹木から
取れる果実が最良であると言われています。そのため、園内には葡
萄の大木が林立しており、訪れた９月にはたわわな実が所狭しとぶ
ら下がっておりました。

　近年、葡萄の２１４品種を解説した「ブドウ品種総図
鑑」を執筆し、品種の歴史や特徴、糖度をカラー写真とと
もに紹介し、多くの書店で販売しております。
　今回、植原社長との面談では、心踊るチャレンジ精神
で挑む育種家の話や、技術、知識、探究心に満ち溢れた

研究者の有意義な一日をお伺いすることが出来ました。
　また、植原葡萄研究所のホームページより、各種葡萄
のネット販売を行っております。是非、ご利用下さい。（８月
～９月下旬まで）

http://www.uehara-grapes.jp/

植原　宣紘 社長
（昭和３８年千葉大学園芸学部卒）

千葉大学医学部付属病院は千葉市と「災害事故における救急業務の協力に関
する協定」を締結し、市内で多数の負傷者が発生した場合、的確な医療活動を実施
するチーム「Chiba Outreach Medical Emergency Team」（通称：COMET）を派遣
しています。

COMETは、災害医療派遣チーム「DMAT」の派遣基準を満たさない場合でも
DMATと同等の医療行為ができるチームで、これまでに、幕張メッセで発生した多数
の体調不良者への対応など様 な々場面で出動しています。

災害医療チームCOMET（コメット）が
千葉市内で活躍しています！

千葉大学は2018年5月16日、大学の優れた持続可能性の取り組みを表彰する
「国際グリーン･ガウン賞2017-2018」で、世界で最も深く学生が環境への取り組みを
行う大学として「学生関与部門」を受賞しました。15年にわたり学生主体でISO取得を
通じた環境マネジメントシステム運用を行ってきたことや、学生による環境活動が教育
につながっている独自の取り組みなど、世界の教育機関に導入できるものであると高く
評価されました。

学生が環境へ深く取り組む大学として
国際的な賞を受賞

千葉大学公認サークルの「Chiba.Robot.Studio（CRS）」が、2018年6月10日に開
催されたNHK学生ロボコン本戦へ出場しました。今年度のルールは、布で装飾を施し
たシャトルを投げ飛ばして点数を競うもので、ベスト8入賞は逃したものの、エアシリン
ダーを活かした力強いスローイングを特徴とするマシンで健闘しました。同サークルが
本戦に出場するのは4度目で、2016年から3年連続での出場です。

本学学生がNHK学生ロボコン出場

September  2018
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September  2018千葉大学経済人倶楽部「絆」の新規会員をご紹介します

1919年（大正8年）10月12日、来年創業100周年を迎える。現在、
従業員数は35,933人、連結売上7,865億円。国産初の顕微鏡量産
化に成功し、その後、カメラ事業、そして世界初の胃カメラの量産
化、事業化に成功。現在は、売上の78％を医療機器事業が占め、
国内最大の医療機器メーカとなっている。とくに消化器用内視鏡で
は、約７０％のグローバルシェアを持つ。近年、医療に関係する市場
環境は大きく変化してきており、この変化に対応するため昨年10月
にCTO直下にイノベーション推進室を設立。後野は、全社で3人の
み任命されたチーフフェロー・イノベーションマネージャーとして、全
社医療機器R&D戦略の策定と推進を任されている。

イノベーション推進には社外との関係性と学生をはじめ若い人
たちへの支援が重要となります。経験豊富な企業人と積極的につな
がりをもちつつ、学生への支援を微力ながら行いたいと思います。

■ 会社の紹介

■ 経済人倶楽部に対しての抱負など

工学研究科画像工学専攻
H4年度修了
水泳部（3年次 主将）
オリンパス株式会社
イノベーション推進室 イノベーションマネージャー

後野　和弘 氏

当職は千葉市中央区内の法律事務所にて弁護士とし
て執務しております。
主な取扱案件としては、賃量未払の賃貸物件の明渡、

マンションの滞納管理費の請求、労働トラブルの使用者
側等が挙げられ、その他も様々な取り扱いがあります。

千葉大学のロースクール卒業という特殊な経歴で入
会させていただきました。先輩の方々の背中を追いな
がら、法律という分野で千葉への地域貢献に努めたく
存じます。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

■ 会社の紹介

瀬川　尚吾 氏

大学院専門法務研究科
H22年度修了
門山綜合法律事務所
弁護士

大学と地域の連携をより加速させるために設立した
研究成果活用型ベンチャーです。若者と一緒に地域の
未来のカタチを企画、実践し、地域社会が抱える問題
解決に挑みます。

田島　翔太 氏

工学研究科 建築・都市科学専攻
建築学コース 博士課程
H26年度修了
株式会社ミライノラボ 代表取締役CEO

国立大学法人千葉大学 工学研究院 特任助教

■ 会社の紹介

学生時代にソーラー・デカスロンで多大な人的・資金
的支援を戴き、御礼申し上げます。これからは自分たち
が後輩や社会のために貢献できるよう努力します。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

当社は、1972年に先代の社長により設立。現在は東
京都中央区に本社を構え、カタログやパンフレット・イ
ベントなど企業の販促業務に関わる広告制作を通して
売上アップのお手伝いをさせていただいております。
「想い」は人の心を動かし、人を豊かにします。私たち
は様々な媒体で、お客様の想いを見える形にクリエイト
し、企業の発展に貢献いたします。

多彩な分野でご活躍の先輩方との交流を深める、ま
た母校や地域の発展に貢献していきたいと考えており
ます。

■ 会社の紹介

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

教育学部 小学校教員養成課程 
教育心理専修
H16年度卒
株式会社コムズ
ディレクター

高橋　聖 氏

全通協はNTTグループへ情報通信関連製品を提供
するサプライヤーの組合員で構成され、一社では実施
が困難な事柄も共同で行うことでブレークスルーを図
り共同受注、研究・開発、広報宣伝等を行う中小企業
等協同組合法に基づく経済産業省の認可法人です。
様々な製品を安定供給することによって情報通信ネッ
トワークを支えています。

■ 組合の紹介

経済人倶楽部を通じて千葉大学、地域の発展に少
しでもお役に立てればと考えています。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

工学部電気工学科
S56年卒
全国通信用機器材工業協同組合（全通協）
専務理事

立花　研司 氏

福岡県、東京都で５年間小学校教員として勤務し、
今年４月から千葉県富里市にある日吉台幼稚園に勤
務しております。グラウンドを走り回ったり、植物を植え
たり収穫したりして、自然とのふれあいをたくさんさせ、
のびのびとしながらも様々な経験をさせていきたいと
考えています。

■ 幼稚園の紹介

まだまだ未熟な私が、皆様の会に入会させていただ
いたこと、大変有り難く思っています。このような機会を
いただけたことに感謝し、少しでも成長できるよう、励ん
で参りたいと思います。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

深川　愛子 氏

教育学研究科 カリキュラム開発専攻
H24年度修了
アイスホッケー部所属（マネージャー）
学校法人日吉台学園 日吉台幼稚園
副園長

現在取り組んでいる幼稚園の英語プログラムでは、
アート制作・自発的な遊び・お手伝いなどをネイティブ
講師と一緒に行っています。一人一人の個性を尊重
し、気持ちに寄り添い、欲求を承認しながら、子どもが
自らを大事な存在と思える事（自己肯定感）を意識した
関わりを大切にしています。

中村　エミ 氏

賛助会員

株式会社EITAS
代表取締役

■ 会社の紹介

この度「絆」の会に参加させていただき、感謝と喜び
の気持ちでいっぱいです。皆様との交流の機会を楽し
みにしています。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

統合報告書を多くのお客様に活用していただき、さ
まざまな組織の持続的な価値向上にお役に立ちたい
という想いで会社を設立しました。統合報告書は、組織
の見えない価値を効率的にステークホルダーに伝える
コミュニケーション媒体の一つです。自社の魅力ってな
んだろう！？伝え方がわからない！そのような悩みを解
決する方法を提案してまいります。

■ 会社の紹介

経済人倶楽部の皆さま、今後ともどうぞ、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

人文社会科学研究科
H29年度修了
株式会社IRコンサルティング
代表取締役

吉田　豊 氏

新規会員のご紹介
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京都中央区に本社を構え、カタログやパンフレット・イ
ベントなど企業の販促業務に関わる広告制作を通して
売上アップのお手伝いをさせていただいております。
「想い」は人の心を動かし、人を豊かにします。私たち
は様々な媒体で、お客様の想いを見える形にクリエイト
し、企業の発展に貢献いたします。

多彩な分野でご活躍の先輩方との交流を深める、ま
た母校や地域の発展に貢献していきたいと考えており
ます。

■ 会社の紹介

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

教育学部 小学校教員養成課程 
教育心理専修
H16年度卒
株式会社コムズ
ディレクター

高橋　聖 氏

全通協はNTTグループへ情報通信関連製品を提供
するサプライヤーの組合員で構成され、一社では実施
が困難な事柄も共同で行うことでブレークスルーを図
り共同受注、研究・開発、広報宣伝等を行う中小企業
等協同組合法に基づく経済産業省の認可法人です。
様々な製品を安定供給することによって情報通信ネッ
トワークを支えています。

■ 組合の紹介

経済人倶楽部を通じて千葉大学、地域の発展に少
しでもお役に立てればと考えています。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

工学部電気工学科
S56年卒
全国通信用機器材工業協同組合（全通協）
専務理事

立花　研司 氏

福岡県、東京都で５年間小学校教員として勤務し、
今年４月から千葉県富里市にある日吉台幼稚園に勤
務しております。グラウンドを走り回ったり、植物を植え
たり収穫したりして、自然とのふれあいをたくさんさせ、
のびのびとしながらも様々な経験をさせていきたいと
考えています。

■ 幼稚園の紹介

まだまだ未熟な私が、皆様の会に入会させていただ
いたこと、大変有り難く思っています。このような機会を
いただけたことに感謝し、少しでも成長できるよう、励ん
で参りたいと思います。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

深川　愛子 氏

教育学研究科 カリキュラム開発専攻
H24年度修了
アイスホッケー部所属（マネージャー）
学校法人日吉台学園 日吉台幼稚園
副園長

現在取り組んでいる幼稚園の英語プログラムでは、
アート制作・自発的な遊び・お手伝いなどをネイティブ
講師と一緒に行っています。一人一人の個性を尊重
し、気持ちに寄り添い、欲求を承認しながら、子どもが
自らを大事な存在と思える事（自己肯定感）を意識した
関わりを大切にしています。

中村　エミ 氏

賛助会員

株式会社EITAS
代表取締役

■ 会社の紹介

この度「絆」の会に参加させていただき、感謝と喜び
の気持ちでいっぱいです。皆様との交流の機会を楽し
みにしています。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

統合報告書を多くのお客様に活用していただき、さ
まざまな組織の持続的な価値向上にお役に立ちたい
という想いで会社を設立しました。統合報告書は、組織
の見えない価値を効率的にステークホルダーに伝える
コミュニケーション媒体の一つです。自社の魅力ってな
んだろう！？伝え方がわからない！そのような悩みを解
決する方法を提案してまいります。

■ 会社の紹介

経済人倶楽部の皆さま、今後ともどうぞ、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

人文社会科学研究科
H29年度修了
株式会社IRコンサルティング
代表取締役

吉田　豊 氏

新規会員のご紹介
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倶楽部事務局より／
今年の夏は、災害とされるほどの暑さが続き、キャ
ンパス内も木々の陰があるとはいえ、めまいを感じ
る気温となっております。皆様、熱中症には十分お
気をつけください。
早く涼しい季節がやってくることを願う毎日です…。

（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19号　平成30年9月1日発行

事務局からのお知
らせ

会報 第19号　平成30年9月1日

セミナーハウス山中寮

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９月１日現在、会員数は２０５名となりました。

第19回
開催日： 平成30年 秋頃
※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30年 秋頃
※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。

第１５回「絆」親睦ゴルフ大会について

開催日： 平成30年11月3日（土・祝日）
 13：00～　校友会総会
 14：00～　ホームカミングデー
場　所： 千葉大学けやき会館
※なお、当日は千葉大学祭が開催されておりますので、皆様ぜひご来校下さい。

平成３０年度千葉大学校友会総会およびホームカミングデーについて

第9回千葉大学経済人倶楽部「絆」総会は6月26日
に乃木会館（棗の間）にて開催され、総勢43名の方に
ご参加いただきました。

今年の総会では、1年間の運営費･支援事業費収
支決算報告、各種事業報告など話し合われました。

その後、国立歴史民俗博物館 館長の久留島浩様
より『“江戸”を歩く＝江戸図屏風を読む＝』と題してご
講演いただき、国宝の江戸図屏風には何が描かれて
いるか、隠された要素は何かを教えていただきまし
た。小さな世界で繰り広げられる将軍と市井の生活
を、雲の上から覗き見している気分を味わうことが出
来ました。江戸図屏風は千葉県佐倉市にあります国
立歴史民俗博物館に展示されています。皆様、足を
運んでみてはいかがでしょうか。

久留島館長にご講演いただいた後に、昨年度のな
のはなコンペにて、「絆賞」を受賞した学生2名より、コ
ンペに参加した論文の発表がありました。学生たちの
素晴らしい発表に、参加者の皆様は、大きな拍手を
送っていました。

懇親会では徳久剛史学長の挨拶から始まり、副会
長平賀祐二氏の乾杯の発声により和やかな雰囲気
の中、スタートいたしました。

今回の懇親会は、会場にイラストレーターの伊藤香奈
氏のイラストを展示いただきました。その隣には、(株)DNP
メディア･アートの高橋登氏が、最先端の技術を用いて印
刷した、本物と見紛う伊藤香奈氏の作品が並んでおりま
した。また、(株)パワーソリューションズの高橋忠郎氏によ
る会社の商品紹介もあり、皆様興味津々といったご様子
でした。

最後に監事の片桐大輔氏の締めで終了いたしました。

千葉大学を紹介します

セミナーハウス山中寮

皆様、千葉大学セミナーハウス山中寮をご存知でしょうか。

千葉大学セミナーハウス山中寮は、本学の学生や職員、その他にも

事務局長が認めた方ならどなたでもご利用いただける施設となってお

ります。（7月20日～8月25日の期間は、医学部の学生が富士山の診療

所にて研修を行うため、医学部学生が使用している可能性があります）

ご興味がございましたら、経済人倶楽部「絆」事務局までお問い合

わせください。
山中寮の概観

ホールの様子部屋の様子

総会の様子 笠川、森島会長、
片桐監事による報告

懇親会、学長の挨拶 懇親会の様子

絆賞受賞者発表① 絆賞受賞者発表②

久留島館長のご講演

山中寮の詳細
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/facilities/yamanaka.html

所在地
〒401-0501　山梨県南都留郡山中湖村山中235-15
TEL/FAX 0555-62-0069
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