
　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。今回は、第2回
総会での様子や、新会員の方の写真を交えて紹介した会報第3号をお届けいたします。

く徐々にでも必ず増え何年か先には気が付くと大き

なクラブに成長している事が出来ればこの上無い嬉

びと思います。

　今年度は大それた事で無く、千葉大学又は千葉

県又は千葉市のために成る活動のスタートを千葉大

学経済人倶楽部として何か出来ればと考えておりま

す。未だ思い付きで本当に出来るかは分かりません

が、考えの骨子がまとまれば千葉大学卒業生の方に

協力をお願いする事も多々出て来ると思います。そ

の節は賛同・協力していただければ幸いです。是非

よろしくお願い申し上げます。

　千葉大学経済人倶

楽部が発足して 1 年

が過ぎました。

　最初はクラブの運

営方法、目的等手探り

の中でスタートし全く

の五里霧中状態でし

たが、齋藤学長はじめ沢山の方々の協力があり無事、

初年度を過すことが出来ました。経済人倶楽部の活

動を通して千葉大学卒業生の中に沢山の方が経営

者として活躍されていらっしゃる事が分かり、心より

嬉しく又誇りに思うことが出来ました。又、経営者と

してで無くても管理職として重要な役割を担ってい

らっしゃる方が多々おられる事も分かりました。

　現在、全国で千葉大卒業生の経営者の方は約

1000 名以上いるそうです。今は経済人倶楽部に入

会していただいている方は 100 名強ですが、じっく

りと心の温まるクラブに育てて行く過程で会の考え

方、在り方に賛同していただく方が毎年減ること無

会長　犬 養  俊 輔

第2回総会で挨拶する会長の ㈱帆風 代表取締役  犬養俊輔氏

会長のあいさつ
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　5 月 24 日（月）千葉大学けやき会館において第 2 回の

総会・懇親会が開催されました。当日は小雨まじりの中 48

名の方にご参加いただきました。総会では、犬養会長の

挨拶に始まり、収支決算報告や各種報告事項の後、引き続

いて行われた講演会では、『総合診療医ドクター G』などに

テレビ出演されている、千葉大学医学部附属病院総合診

療部部長・生坂政臣教授に「診断の暗黙知—熟練医の診

断プロセスを解剖する—」と題し講演をいただきました。

  大変興味深い内容で、会場の皆様も熱心に聞き入ってい

ました。

  懇親会の前には、本学の学生サークルによるアトラクショ

ンとして、“Possum”によるジャグリング、及び“竹葉会”

による和楽器演奏の楽しいパフォーマンスが披露され、会

場を沸かせていました。

　引き続いて、懇親会が開催され、㈱光陽社 佐々木様の

挨拶の後、㈱冲セキ 緑間様から乾杯の発声をいただき、

和やかな雰囲気の中、懇親会が始まりました。出席者の皆

様は年代、学部の垣根を越えた交流を楽しまれており、予

定時間をオーバーして、最後に㈱かっぺ 佐藤様の締めで

終了いたしました。

　今後も経済人倶楽部に対してのご支援を賜りますようお

願い申し上げます。

今年度千葉大学経済人倶楽部「絆」新会員となられた方のうち、お申し込みいただいた順にご紹介いたします。

次号でも引き続き、新会員のご紹介をさせていただきますので、お楽しみに。

第2回総会で挨拶する齋藤学長

千葉大学医学部附属病院総合診療部部長 生坂政臣教授
にご講演いただきました

懇親会で挨拶をする㈱光陽社 代表取締役社長 佐々木孝氏

懇親会の様子

多くの会員の皆様が参加されました

ジャグリングチーム“Possum”によるアトラクション

乾杯の音頭をとる ㈱冲セキ 代表取締役 緑間浩市氏

歌う坂本龍馬こと㈱こころざし音楽工房のシンガーソングラ
イター松尾貴臣氏に歌っていただきました

役員の方 （々左から、会長 犬養俊輔氏 ㈱帆風、副会長 山本
惠司氏 千葉大学理事、監事 平賀祐二氏 ㈱キーテック）

“竹葉会”による筝、尺八の和楽器演奏

和やかに懇談する大島、虎岩、川崎、佐藤 各氏

笑顔で締めの挨拶をする㈱かっぺ 代表取締役社長 佐藤
輝幸氏
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平成 22 年度総会・懇親会報告 2010 年度新会員ご紹介

　農業生産法人㈲グリーンラブにて花苗、花鉢などの生産

をし、㈱グリーン武内が販売するという製販一体型で 34 年

間運営してまいりました。（第 34 期）ここ10 年ほどは、生

産販売だけでは経営に支障をきたすと思い、花造園部、不

動産部等を加え、4 次産業化を進めております。（1 次から

4 次まで合わせて 10 次産業化と自称しております。）

　種から蒔いて生産された植物を最終的な住宅や公共等

へのデザイン、施工、管理までを自ら参加することによっ

て、より新鮮な、より正しい、ものを消費者へ届けられるの

ではないかと思っています。

　大学卒業後、先輩が経営する造園会社で勤務し、その間

に設計から施工また経営に至るまでのノウハウを取得し、

昭和 47 年に現在の会社を立ち上げました。

　会社は、環境・造園空間、公園の設計・施工・管理・維

持、指定管理受託業務等はもちろんのこと、特にリサイク

ルに力を注いでおり、自社で開発した「枝葉木根粉砕工法」

を取り入れ、発生材を粉砕機にて細粒チップ化し、土壌化、

堆肥化して再利用を図ったり、園路、広場の舗装材として

活用されています。またサンドリフレッシャーという砂を再生

させる装置を開発し、砂場の殺菌や夾雑物の除去を現場で

行うことで、安心して遊べる砂場を再生させております。

  1964 年工学部機械工学科卒業、父の医療用縫合針製造

会社入社、1969 年から代表取締役として会社を発展させ

手術器具 ･ 歯科治療器具にも進出、ベトナムなどにも工場

を持ち、社名も「マニー株式会社」とし、2001 年ジャス

ダックに上場、04 年に委員会設置会社に移行させ、取締役

会議長兼代表執行役社長、08 年から同会長として活躍し

ております。09 年 8 月期売上 92 億円、経常利益 34 億円。

　昭和 46 年に園芸学部生産管理学科を卒業しました。卒

業後、名古屋大学大学院を昭和 48 年に終了し、社会に出、

平成 5 年 7 月から海外貨物検査 ㈱の代表取締役社長に就

いています。

　会社は、昭和 29 年設立され、主として海外（米国、豪

州、中国を含むアジア地区 26 ヶ所の支店・子会社で営業）

で、米麦を含む農産物・鉱産物・プラント機械の検査、食

品の残留農薬分析、GMO 検査、有機認定業務、海外コン

サルタントなどの業務を行っています。どうぞ、ご活用を

お願いします。

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

園芸学部　園芸学科　Ｓ51年卒
１年時、空手部。２年時以降、軟式庭球部

㈱グリーン武内、㈲グリーンラブ
（農業生産法人）

代表取締役
武内 嘉一郎 氏

工学部　機械工学科　S39年卒
マニー㈱

代表執行役会長
松谷 貫司 氏

園芸学部　造園学科　Ｓ39年卒
アゴラ造園㈱

代表取締役
髙橋 一輔 氏

園芸学部　生産管理学科　S46年卒
海外貨物検査㈱
代表取締役社長
谷萩 眞一 氏
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　国内外の特許、商標、意匠等知的財産全般の手続き業務

を代理し、顧客の皆様の努力の成果を保護するためのお手

伝いをしています。場所柄、中央・総武線、丸ノ内線沿い

の企業・個人事業主様からのお仕事を多くいただいており

ます。末永くよろしくお願い申し上げます。

　平成 10 年 5 月、在学中に設立した主に IT 分野のサービ

スを提供する、㈱かっぺの前身となる会社。

　鴨川市を拠点として、地域活性化に多方面から取り組ん

でいる。

　千葉大学で学び、経営を志す者の一人として、「絆」の

皆様方とともに高い理念をもって、新しい時代に対する経営

道、人生観を提起していきたい。

　1990年9月に会社を設立して今年の秋に20周年を迎えます。

　事業内容はピンバッジ（オリンピックなどで交換されるバッ

ジ）専門の受注製作メーカーです。事業開始時はこの事業が

自己主張が弱い日本社会で成り立つのかどうかを自問自答し

ました。そして、今日を迎えることが出来たのは千葉大（日本

最初のインダストリアルデザイン教育機関）出身の自負が支え

てくれたのだと確信しています。東京高等工芸学校の流れを

くむ「意匠（デザイン）の千葉大学工学部」の伝統を社会の片

隅で守りつつ母校の発展を祈ります。よろしくお願いします。

　ワークライフバランスの企業導入コンサルタントをして

おります。

　女性支援や育児支援に目を向けられがちな“ワークライ

フバランス”ですが、介護社員対策やメンタルヘルス対策

など、女性に限らずすべての社員に必要な戦略的な人事政

策として、導入の支援をいたしております。

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

■ 経済人倶楽部に対しての抱負

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

工学部　建築工学科　S61年卒
㈱デザインアンドデベロップメント

代表取締役社長
大久保 雄一 氏

大学院自然科学研究科　像科学専攻　H11年修了
高円寺特許事務所

代表
岡沢 里華 氏

人文学部　法経学科　経済学専攻　Ｓ58年卒
㈱アクティブブレインズ

代表取締役
平山 喬恵 氏

理学部　地球科学科　H10年卒
あまりぃず（テニス）、CCC
（合資）いなかっぺ

代表取締役
 岡野 大和 氏

大学院自然科学研究科 化学科専攻 H10年修了
バトミントンサークルB.A.S.S.

ＮＲマネジメント
代表

奈良間 英樹 氏

　今年度、新会員になられました㈱デザインアンドデベロップメント代表取締役社長大久保雄一氏のご厚意により、絆ピン

バッジ製作のご提案がありました。

　倶楽部のシンボルである“絆”をメインに、同社の齋藤氏のデザインにより現在検討を進めております。

　完成の折には、会員の皆様に配布する予定でおります。

“絆”ピンバッジ製作

　6 月 9 日（水）、会員であります平山喬恵氏のベンチャービジネス論の講義の中で取り上げた「千葉大学経済人倶楽部の活

性化について」の学生からの声をご紹介いたします。

『千葉大学経済人倶楽部の活性化について』

　2006 年から大学院工学研究科でベンチャービジネス論

の講義を担当しています。

　授業の目的は「起業とベンチャービジネスの経営の実際

について学び、ベンチャービジネス、企業活動への理解を

深める」ですが、私の授業では特に「学生にベンチャービ

ジネスに必要なアイデア・スピード・プレゼンテーションを

体感してもらう」ことを重視しています。

　授業は、与えられたテーマについてビジネスモデルを考

え、決められた時間内にまとめ、発表し評価を受けるという

構成です。今回の授業では、「千葉大学経済人倶楽部の活

性化について（現役生とのコラボレーション）」というもの

で、学生の視点からの興味深いアイデアがたくさん飛び出

しました。
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倶楽部事務局より／事務局では、会員の皆様からの情報提供をお待
ちしております。お寄せいただいた情報は、ホームページや絆ニュース
を通じ、皆様にお伝えしていきたいと思っています。どしどし事務局へ
お寄せください。
また、会員のご紹介もお待ちしております。

千葉大学経済人倶楽部ホームページ
http ://chiba-u-keizaijinclub.on.creyle.jp/

■ 経済人倶楽部「絆」例会
●開催日時：2010 年10月4日（月）  16：00 〜
●場所：浦安ブライトンホテル（案内図参照）2F グレイス
●住所：〒 279-0011　千葉県浦安市美浜 1-9
● TEL： 047-355-7777
●内容：講演会テーマ

徳久 剛史　　千葉大学大学院医学研究院教授
　「アレルギーは治せるか」
吉岡 伸彦　　千葉大学教育学部教授
　「ひとを育てるということ」

■ 懇親会
●場所：同上　●時間：18：00 〜　●会費：6,000 円

■ 経済人倶楽部「絆」第2回ゴルフコンペ開催のお知らせ
　今年度もゴルフによる親睦会を計画させていただきまし
た。日頃の忙しさから抜け出し、是非皆様の参加をお待ち
申し上げております。
　当日は、女子プロ 2 名の参加も予定されており、レッス
ンや同伴ラウンドも可能となっております。
　終了後は、同倶楽部におきまして表彰式並びにパー
ティーを予定しております。
　移動手段もマイクロバスにて送迎いたします。（都内：JR
秋葉原駅前、千葉：JR 千葉駅前より）
　なお、当日の組数（8 組）が限られている関係上、先着
順に受け付けておりますので、お早めにお申し込みをお願
いいたします。

1. 開催日 平成 22年11月13日（土）

2. 場所
浜野ゴルフ倶楽部
千葉県市原市永吉 937
0436–52–3111
http://hamano-golf.co.jp/

3. スタート予定時間 アウト	 8：42～　4 組
イン	 8：42～　4 組

4.プレー費 30,000 円
5. 参加費 5,000 円（景品、パーティー代）

■ 年会費の支払方法について
　本倶楽部は、皆様方からの会費で運営させていただいて
おります。皆様には、既にご案内しておりますが、年会費
のお支払方法を口座自動引き落としとさせていただいてお
ります。お振替に係る手数料は、一切かかりません。
　お申し込みの手続きをなされていらっしゃらない会員様
は、翌年度分よりご協力の程、よろしくお願いいたします。
　随時、申込書は受け付けております。

　お申し込み手続きにつきましては、毎年暮れに一度事務
局よりお手続きの書類一式を郵送させていただく予定でお
ります。
　なお、手続きの関係上、毎年 2 月 15日必着分までが、お
振替の対象となります。

　ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせ
ください。

事務局からのお知らせ

次回例会のご案内
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■ アクセス　　JR 京葉線・武蔵野線「新浦安駅」直結
●東京方面からのアクセス／首都高速湾岸線を浦安で降り200m 先の立体交差点を上り「鉄鋼団地」方面に右折、京葉線高架手前を左折して 1.4km
●千葉方面からのアクセス／首都高速湾岸線を浦安で降り1ツ目の信号を「鉄鋼団地」方面に左折、京葉線高架手前を左折して 1.4km  
●湾岸市川方面からのアクセス／国道 357 号より「入船」方面に左折、浦安市街からの道に合流して、すぐの「美浜」交差点を右折し1ツ目の信号を左折、更に1ツ目の信号を左折
●東西線浦安駅からのバスのご案内／東京ベイシティ交通バスの 2 系統（舞浜駅行き）で 6ツ目の「新浦安駅北口」下車／東京ベイシティ交通バスの 3 系統（マリナイースト21
行き）で 6ツ目の「新浦安駅」下車が便利です。

住所	 :	〒263-8522	千葉市稲毛区弥生町1-33

TEL	 :	043-290-2109・2014・3902

FAX	 :	043-284-2550

E-mail	:	chiba-sotsushitsu@office.chiba-u.jp

・引き落とし日：毎年 4 月 27 日（年 1 回）
 土日祝の場合は前営業日
・年会費：10,000 円

＊参加申し込みは、下記事務局のメールアドレス、もしくはお電話にてご
回答ください。


