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アエレカフェ
本倶楽部が、一般社団法人として運営するアエレカフェ
学生や職員をはじめ地域の方々にも利用してもらえるよう日々美味しいご飯と

C o m f o r t a b l e C l ub

スタッフの温かい接客で営業しております。

ごあいさつ
千葉大学経済人倶楽部“絆”の会員

して「 千 葉 大 学グローバル人 材 育 成

のみなさまには、平素より千葉大学の

"ENGINE"」
プランにより学部・大学院

ことをお心にかけていただくとともに暖

生全員留学を必修にしました。
研究面では、世界トップレベルの研

かいご支 援 、
ご指 導ご鞭 撻をいただ

究力と研究人材育成を推進していま

き、心より感謝申し上げます。
千葉大学は約150年前の千葉師範

す。学生の知的好奇心を満たすような

学校や共立病院を前身として、1949

最先端の研究やユニークな研究を行

（昭和24）年に新制国立大学として設

うことで千葉大学のブランド力も高まり

立された当初は、教育学部、医学部、

ますし、様々な形のイノベーションにつ

薬学部、園芸学部、工学部の5学部で

ながると考えております。
また、共同研

スタートしましたが、今では10学部、17
大学院にまで大きくなりました。

千葉大学

中山 俊憲

現在、新型コロナウイルス感染症により学生の講義
や実習、サークル活動にも大きな影響が出ています

学長

究等における国内外の大学、研究機
関、企業などとの連携をさらに進め、
さ

らなる外部資金を獲得するために、学術研究・イノ
ベーション推進機構（IMO）
を新設しました。

が、
ワクチン接種をはじめ、オンライン講義のための

今後も本学を起点に教育、行政、産業、医療、地域

ネットワーク環境の整備等しっかり対策をしたうえで

コミュニティーなどへの幅広い社会貢献を果たし、地

新しい教育スタイルの確立に向け、学生と共に前向き

域ステータスを向上させ、世界に冠たる千葉大学とし

にチャレンジしていきたいと考えております。

て輝かしい未来を牽引してまいります。“絆”の会員の

教育面では、
「 つねに、
より高きものをめざして」の
理念のもと、最高学府にふさわしい優れた学問を学

みなさまには今後とも変わらぬご支援、
ご愛顧を賜り
ますよう、
よろしくお願い申し上げます。

修する過程で、学生が幅広い知識と豊かな知性、高
度な専門性を身に付ける機会を提供していきます。将
来、卒業生が社会に出た後に直面する様々な課題に
関して、チャレンジ精神を持って積極的に取り組む
「課題解決型の人材」
となることを願い、最終的には
グローバルな舞台でリーダーとして活躍できる人材に
育つことを目指しています。最近では、国際教養学部
の設置、海外3大学に千葉大学キャンパスの開設、
そ

学長挨拶
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

会長就任挨拶
ていたこと。理由は、建設の粗利を確保するた
めに、仕事の仕組みが大事であることを学びま
した。会社では建築現場での仕事、海外勤務、
経営企画の仕事、新規ホテル事業の立ち上げ、
ホテルの運営、最後は老人ホームの運営部門
の責任者の仕事をしていました。老人ホームで
は、年間に何人もの方がなくなります。改めて、
死について、
そして生きることについて考えさせ
られる経験を持ちました。
そして、今年１月から、初代絆会長の犬養俊
輔様の紹介で、犬養さんが理事長の日吉台学
園の事務局長の仕事をしています。毎日、子ど
も達の賑やかな声に癒されています。
経済人倶楽部「絆」

新会長

大島 則夫

S52年 工学部建築学科卒業

■ 経済人倶楽部絆への想い、期待

絆が一般社団法人になって2年が経過しまし

た。千葉大学オリジナルグッズの企画・制作や、
アエレカフェの運営、
なのはなコンペへの協賛
活動など、様々な支援活動事業を行なっており

■ 在学時の思い出

ます。具体的には、
「 誰かのために飲むビール」

うな緑多いキャンパスではなく、緑も少なく殺風

サヒビールが開発する形式を想定しています。

景で広大な敷地に団地のような建物が並んで

また、
オリジナルグッズでは、千葉大学で生産さ

いる構内でした。建築学科に入れば就職は問

れたハチミツや文房具、衣類雑貨、記念品や食

題ないと、たかを括っていて、所属した大河直

器類を販売しています。

昭和48年に入学しましたが、当時は現在のよ

をテーマに千葉大学生がコンセプトを作って、
ア

躬ゼミでは、冬にはブイヤベースを教室で作り

アエレカフェでは、生協の食堂では満足でき

宴会をしたり、キスを釣りに行ったりと、勉強外

ない品質の商品を提供していますが、
コロナウィ

で自由に楽しんでいました。

ルスの影響で学生の登校が制限される中、宅
配や店舗外での販売の工夫を行なっています。

■ 卒業後の経歴と現会社の紹介

しかし就職時は、
オイルショックの影響で大手

ていますが、会員の交流は絆の大切な機能の

建設関係の会社が採用を縮小し、就職先が決

一つだと思っておりますので、早い時期に開催

まるのに苦労をし、二次募集で現在の長谷工

できるようになって欲しいと願っています。

コーポレーション（当時長谷川工務店）に入社
しました。
マンション建設専門の会社でしたが、
驚いたのは、建設会社なのに、マンション立地
に適した土地の情報を確保することに力を入れ

2

例会も予定通り開催できない状況が継続し
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絆の発展に務めてまいりますので、皆様のご
協力をお願いしたいと思っております。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

December 2021

第１２回一般社団法人千葉大学経済人倶楽部・絆 総会
コロナ禍による緊急事態宣言の中、第１２回一般社団

今年の総会では、一年間の運営費・法人経費の収支

法人千葉大学経済人俱楽部・絆 総会が令和３年６月

決算報告・各種事業計画など話し合いが行なわれまし

１８日に経済人倶楽部絆講義室にて開催されました。

た。

総勢26名（リモート参加者含む）
の方にご参加いただ

その後、新役員の改選が行われ 、大島会長以下、

きました。

会

１４名の役員が承認されました。

長 大島

則夫

様 新
学校法人日吉台学園 事務局長

副会長 萩原

博様
社会福祉法人弘恕会

副会長 虎岩

事務局長

雅明

様 新
株式会社TRYWARP 代表取締役

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 犬養

理

事 佐藤

理

事 森島

理

事 伊藤

俊輔

株式会社帆風

様
取締役相談役

恭之 様
社会福祉法人ひまわりの里

理事長

弘道

様
学校法人森島学園千葉聖心幼稚園

香奈 様
画家・イラストレーター

森島前会長による議会の様子

理事長

理

事 西田

理

事 岡島

理

事 川井

理

事 今村

理

事 露久保

理

事 赤田

監

事 川嶋

千葉大学

直海

様
非常勤講師（Drops主宰）

一樹 様
一般社団法人千葉大学経済人俱楽部・絆

理事

久

様 新
株式会社New Beginnings Japan
代表取締役社長

雅紀 様 新
小澤産業株式会社 取締役
光平

様 新
株式会社オフィス露久保 取締役

玄朗 様 新
千葉県ヤクルト販売株式会社
一夫

様 新
旭ダイヤモンド工業株式会社

代表取締役社長

元相談役
＜役職別50音順＞

出席者の背後からリモートでの配信
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の新規会員をご紹介します

新規会員のご紹介
■ 自己紹介
千倉町（現南房総市）
で育ち、安房高等学校を卒業し、千葉大学で教育学を学びま
した。卒業後はテレビ番組のリポーターや音楽活動に従事し、
また保育士として親が経
営する保育園の運営に当たりました。
園児たちに囲まれて仕事をしている中で、子供たちの未来のために、私にできること
を精いっぱいしてあげたいとの熱い思いに駆られ、政治の道にチャレンジする決断をし
ました。現在、参議院議員2期、衆議院議員3期。

教育学部 Ｓ63年卒
教育学研究科修士
Ｈ11年修了

参議院議員

青木

愛

■ キャッチフレーズと基本的な考え
未来はいつも子供たちの中にある。
希望と誇りに輝く日本にするためには「人」
にこそ光をあてるべきです。子育て・教育・
福祉・研究開発です。子どもたちの笑顔があふれる国は栄えます。

氏

■ 会社の紹介
医学部医学科 H20年卒
医学部水泳部、医学部空手道部、
医学部ゴルフ部所属
先端医学薬学専攻博士課程 R2年修了

合資会社吉野屋商店 取締役
株式会社タワーズ不動産 代表取締役
精神科医

吉野

晃平

私は医学部を卒業後、精神科医として千葉県のいくつかの病院で勤務をしておりまし
た。令和3年に入り様々な機会から安政元年(1854年)から続く家業である吉野屋商店の
仕事に関わるようになり提灯卸売業ならびにビニール提灯製造を行い各地の神社仏閣
や小売店へ商品を納めさせて頂いております。江戸の時代のような必需品ではございま
せんが日本の伝統を守りつつ人の縁を大切に商売を続けていきたいと考えております。
また自社所有の不動産管理等のために不動産業を始めまして新しい分野を学ばさせ
て頂いています。
■ 経済人倶楽部に対しての抱負など
大学時代から多くの先輩後輩に恵まれOBとなってからも学生や後輩と関わる機会
を楽しみにしてきました。絆という新しい形で千葉大と関わり学生やOBOGの可能性を
拡げるお手伝いが出来ればと思っております。

氏

■ 会社の紹介

稲毛の不動産賃貸業の会社です。規模も新事業もありませんが、古く
からの地元とのつながりを大切に、今後の街の発展に寄与したく営業し
ております。

理学部 H25年度卒
体育会剣道部

■ 経済人倶楽部に対しての抱負など

有限会社大越ビル
常務取締役

加藤

こういった素敵な会に入会させていただき、誠にありがとうございま

なつみ

氏

す。会員の皆様との交流を通して、地域や、千葉大学に貢献できる人間
になれるよう努めてまいります。
よろしくお願いいたします。

■ 会社の紹介

法経学部経済学科 H10卒

株式会社シリンクス
代表取締役

中山
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健児

氏

当社は、組織人事コンサルティングを主な事業とする会社です。
私は大学を卒業後、大手電機メーカーや全国展開する小売・サービス、IT、不動産
など、従業員数数千〜1万名規模の大手企業から、新規事業創生期の数百名規模の
ベンチャー企業まで、数々の企業における人事部門のリーダー・トップを歴任し、人と組
織という側面から事業拡大や企業再生、経営改革など様々な経営課題の解決に貢献
してきました。
現場の最前線で業務を担当してきた経験を活かし、採用・人事評価・報酬・教育・
労務管理・各種コンプライアンス対策といった”人事”に関するあらゆる領域において、
お客さまの期待を超えるサービスをご提供いたします。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の新規会員／会員様の会社を紹介します

December 2021

■ 会社の紹介

法政経学部経済学科
H12卒

株式会社ソディック

最高変革責任者CTrO・執行役員

小梛

博史

氏

弊社は1976年創業の工作機械メーカーで、主力の放電加工機をはじめに、
マシニ
ングセンタや射出成形機、食品機械等の研究開発・製造・販売をしております。お客様
のためには「創造（So）」
「 実行（di）」
「 苦労・克服（ck）」
をいとわない精神がソディック
（Sodick）
という社名の由来であり、社是となっています。時代と顧客ニーズの変化に応
じられるように、製品(モノ)の提供だけでなく、AI/IoT等デジタル技術活用によるソ
リューション提供も含めて、企業変革(CX)及びDXなど変革に取り組んでおります。今後
も、
自動車、電子部品、医療機器、航空宇宙など、私たちの豊かで便利な社会生活に欠
かせない様々なものづくりを支えていく所存です。
■ 経済人倶楽部に対しての抱負など
会員の皆様との交流を通じて、母校の発展に微力ながら、お役に立てればと存じま
すので宜しくお願い致します。

会員会社紹介

弓削多醤油株式会社
埼玉県日高市田波目８０４−１

弓削多

洋一

社長

（平成元年千葉大学工学部機械工学第二学科卒）

http://yugeta.com/kingdom/1111/

埼玉県坂戸市で、大正１２年創業の弓削多醬油４代目弓削多洋一社長を
訪問してまいりました。
秩父連山より流れ出る伏流水を使用し、
国産大豆を蒸煮し、
炒った小麦と混ぜ、
麹室にて麹菌を育て、
塩水を加え、
先祖代々使用している高さ２メートルの木桶に
入れ、
１年間寝かせ発酵させて、
もろみをしぼり醤油が出来上がります。
現在3種類の醤油を製造しております。①こいくち醤油 ②うすくち醤油 ③さい
しこみ醤油などを、醤遊王国として、工場内に販売所を設け、醤油の製造状況を
見学しながら購入することができます。
また、
これらの醤油を使用した軽食やアイ
スクリームを店内で食べることができます。
経済人俱楽部・絆の例会に一度展示販売を行っていただき、購入者からは
絶賛の声をいただきました。
また、昨今ではメディアからの取材を受け、度々社長
が登場しており、業界からも注目されております。各種ネットショップにて、弓削多
醤油のネット販売を行っております。
是非皆様おいしい醤油をご堪能下さい。
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千葉大学を紹介します

千葉大学の動向紹介
医学部附属病院に新しい中央診療棟がオープン
2021年1月、
医学部附属病院に地上6階、
地下3階建て

の新しい中央診療棟がオープンします。
ヘリポートから直結

した集中治療部や、手術室のあるフロアへ物品の出入庫を自動で
行う立体倉庫、
日本初導入の高精度放射線治療システムなどを整

備。患者さんにやさしく、
スタッフも働きやすい環境を整え、
これまで

以上に質の高い医療の提供を目指します。

中央診療棟外観

手術室を17室から20室に拡充

医学系総合研究棟（治療学研究棟）
が完成
1937年８月に完成した旧医学部附属病院を前身とする現在の医学部本館は日本を代表する
教育研究施設の一つとして、
「千葉医学」
の精神のもと、
医学・医療界に有能な人材を多数輩

出してきました。時代を経て施設の老朽化が進むなか、今後、医学部がより一層発展し、次世

代の医学・治療を担う
「治療学」
の創成を進めていくため、新棟の建設が決定し、2021年４月

に、
医学系総合研究棟（治療学研究棟）
が完成します。

新しい研究棟は、1階から4階に実習室、
グループ学習

室、福利厚生施設等を配置し、
５階から11階の実験・研

究エリアは、広大で多機能な研究環境による革新的な研

究の創出が期待されます。
また、今年1月にオープンした医
学部附属病院新中央診療棟と連絡通路で結ばれ、臨床

の現場と教育研究の場のより強い連携を実現します。

正面玄関

医学系総合研究棟外観

墨田サテライトキャンパス開設
分野横断的デザイン教育･研究を展開
2021年4月、工学部100周年を機に、教育・研究のさらなる発展

を目指して、
「 千葉大学墨田サテライトキャンパス」
を東京都墨田区

に開設します。墨田区が所有するすみだ中小企業センターを改修し

て最先端施設にリニューアルするものであり、大型施設の自治体か

らの借用は本学にとって初めての試みです。

本キャンパスは、
「生活の全てをシミュレートする」
をコンセプトに、

建物全体が実証実験空間となる施設です。地下１階から地上２階

キャンパス入口（１階東側）

は地域開放エリアとなり、地域が大学の取り組みを身近に感じられ

る環境を構築し、地上３階から５階の大学専用エリアではクリエイ
ティブな教育研究を展開します。

また、
キャンパス開設と同時に、
デザイン分野の総合的教育・研究
拠点となる
「デザイン・リサーチ・インスティテュート
（dri）」
を新たに設

置します。driでは、多様な高度実務家教員の採用、大空間を活か

した実物大の総合的プロトタイピングなどにより、分野横断的なデザ
イン教育・研究を展開していきます。

イノベーションアトリエ（４階西側）

50年使われた稲毛寮の解体
稲毛区小仲台に1965年に建設され、2016年3月に閉寮された稲毛寮が、
この夏に解体されます。1

部屋に2名が住み、定員は208名でしたので、50年で10,000名近い学生が青春の日々を過ごしたこと

になります。壁には落書きやシールなど当時の生活のあとが色濃く刻まれています。1990年代までは寮
祭が行われ、
手作り神輿や仮装行列が駅周辺まで練り出し、
町の名物行事だったそうです。

（大学院国際学術研究院 見城悌治）

稲毛寮外観
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December 2021

なのはなコンペ(学生版)表彰式
本年も、本学大学院生の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のアイ
ディアの実現を促進するためIMO主催の
『なのはなコンペ(学生版)2021』
への支援を行いました。
8月5日にリモートにて表彰式が行われ、今回の
「絆賞」受賞者は１名、加茂坂理事より賞金が手渡され、受賞者はとても誇らし
げな表情でおりました。

「絆賞」受賞者

加茂坂理事と受賞された青柳さん

青柳

寛太郎

園芸学部

学士４年

「３次元データを用いた
視覚補助技術の確立」

新設されたIMO棟にて表彰が行われました

第１９回千葉大学経済人倶楽部・絆 親睦ゴルフ大会を開催
2021年10月5日(火)コロナ禍による緊急事態宣言も明け、
久しぶりにゴルフ・懇親
会を行い楽しみました。
当日は、
快晴のもと、
名門茨城ゴルフ場にて女性３名を含む
１４名でコンペを行いました。
親睦ゴルフ大会は基本、
年２回開催する予定でおりま
すので、
次回以降皆様奮ってご参加ください。

前列左から内田プロ、田丸様、岡沢様、大島会長、
笠川、岡島、後列左から吉野様、森島様、
萩原様、犬養様、池和田様、石澤様、虎岩様

ゴルフ結果（敬称略）

優勝

事務局・笠川

準優勝

優勝
準優勝
3位
ドラコン賞

大島会長

ニアピン賞

3位

石澤様

ベスグロ賞

吉野様

ドラコン/ニアピン賞

田丸様

ブービー賞
ベスグロ賞

笠川
大島
石澤
田丸
岡島
石澤
岡島
田丸
大島
虎岩
吉野

v o lu m e. 2 0

博
則夫
玄
紀子
一樹
玄
一樹
紀子
則夫
雅明
晃平
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アエレカフェのお弁当・KIZNAはちみつイベント販売
JR千葉駅の構内(中央改札横)にて、千葉ステー
ションビル社の運営のもと千葉の生産品を販売するイ
ベント
「ちばのいち」
に出店を行いました。2021年7月・
8月・10月に参加をし、
それぞれ３日間の販売を行いま
した。
(9月は緊急事態宣言にて中止)
絆からは、Aere Cafeとして出店を行い、大学内で
人 気のお弁 当やスイーツの販 売を主に、K I Z N A
PURE HONEY（千葉大学産の蜂蜜）や柏の葉キャ
ンパスで製造しているジャムの販売などを行いました。計９日間の出店で、1,000
人以上のお客様にお買い求めいただき、
盛況なイベント参加が叶っております。
出店時には、千葉大学生のアルバイトスタッフによるフレッシュな売り込みに
よって、多くの千葉大学OBのお客様や千葉駅近郊に住まわれる方々にご愛顧
をいただきました。
７月、
８月開催時は浴衣を着ての販売を行い、
ご好評をいただ
きました。
今後も継続して参加を行う予定となっております。ぜひ、お近くにお寄りの際
は、
お声掛けをいただけますと幸いです。

千葉大学オリジナルグッズ
「やよいの鐘」
をモチーフとしたロゴをデザインした千葉大学オリジナ
ルグッズの企画、生産、販売を行っております。
日常的に使用できるデザ
インをイメージし、文具からパーカーなどの衣類品、
キーホルダーなどの
記念品を展開しております。
並びに、
千葉大学の研究の副産物として得られた無添加・非加熱の
純粋はちみつを、研究の成果をお伝えする良い機会との思いから、商
品化して販売しております。商品の売り上げは大学の研究費などに使用
され、研究推進の原動力になっております。
ライフセンター西千葉キャン
パス店や、絆オンラインショップにて販売を行っております。KIZNA

絆オンラインショップ

Amazon 商品ページ

PURE HONEYのみ、Amazonでの販売も行っております。ぜひ、
ご覧く
ださいませ。

千葉大学経済人倶楽部「絆」 会報 第20号

令和3年12月1日発行

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 工学部13号棟2階
TEL:043-441-5212
FAX:043-441-5213
E-mail:support@chibauniv-kizuna.jp
千葉大学経済人倶楽部ホームページ
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倶楽部事務局より／
緊急事態宣言も明け、
キャンパスに少しずつ学生
が戻ってきております。ぜひ、Aere Cafeや事務局
に足を運んでいただけますと嬉しいです。
学外で実
施されるイベントにも積極的に参加しております。
諸会員のみなさまにお会いできることを心待ちに
しております。
（事務局 岡島）

