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改装後の松韻会館
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、

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

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２８年１０月１日現在、会員数は２０２名となりました。

平成28年度千葉大学経済人倶楽部
「絆」
総会
平成28年度千葉大学経済人倶楽部「絆」総会は
6月6日に千葉大学 けやき会館3F レセプション
ホールにて開催されました。総勢41名の方にご参加
いただきました。
総会では１年間の収支決算報告、各種事業報告
のほか、新会員のご紹介、
また、総会や例会への参
加者が少ないことなど、今後の課題について話し合
われました。総会に引き続き、
なのはなコンペにて
「絆賞」
を受賞した学生の発表や、千葉大学 真菌医
学研究センターの亀井克彦教授より
「その咳、本当

川嶋会長の挨拶

に大丈夫ですか？」
と題した講演をいただいた後、
懇親会を開催いたしました。
懇親会では千葉大学 徳久学長の挨拶から始ま
り、森島副会長の乾杯の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、
サプライズとして千葉大学合唱団による
パフォーマンスを行っていただいたこともあり、多くの
学生と交流を持つことができ、いつも以上に盛り上
がったのではないでしょうか。
最後に虎岩理事の締めで終了いたしました。

今後の課題について話し合い

懇親会会場にて

懇親会場にて徳久学長と談合する会員

合唱団によるパフォーマンス

虎岩理事による締めの挨拶
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

第11回千葉大学経済人倶楽部「絆」

親睦ゴルフ大会を開催
7月23日（土）真名カントリークラブにおいて第11
回ゴルフ大会が開催されました。晴天にも恵まれ、暑
い日差しの中でしたが、みなさまのびのびとプレーを
楽しまれているようでした。
今回も徳久学長に参加いただき、12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り熱戦の結果、川嶋
会長が見事優勝に輝きました。
皆様に協力いただきとても楽しい時間となりまし
た。次回は秋を予定しておりますので、是非ご参加

前列左から川嶋会長、
徳久学長、
山崎様、
犬養様、
片岡様

いただきたいと思います。

ナイスショットの加茂坂様

後列左から陳様、
加茂坂様、
清水様、
笠川、
萩原様

ゴキゲンショットの犬養様

加茂坂様、
鈴木、
陳様、
片岡様

犬養様、
徳久学長、
清水様、
石橋様

ゴルフ結果（敬称略）
優勝

川嶋

一夫

準優勝

清水

正樹

３位

陳

ラッキー７賞

加茂坂

ブービー賞

片岡

雄彦

税理士 行政書士 FP 片岡事務所

（つつじ6番）

石橋

秀樹

石橋公認会計事務所

（つつじ4番）

犬養

俊輔

（つつじ4番）

笠川

博

千葉大学経済人倶楽部「絆」

（つつじ８番）

清水

正樹

（つつじ7番）

山﨑

泰洋

山崎織物（株）

（くすの木8番）

石橋

秀樹

功

旭ダイヤモンド工業（株）
（株）
エーシンク
（株）
ルーセントキューブ

鉄男（株）アイ・ディ・エス
徳久学長の挨拶

ニアピン賞
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（株）帆風

ゴルフコンペで優勝された
川嶋会長

ドラコン賞

（株）
エーシンク
石橋公認会計事務所

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業

October 2016

なのはなコンペ（学生版）2016
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26日に表彰式が
川嶋会長より
「絆賞」の授与

執り行われ、川嶋会長と平賀理事に出席いただき、
特別枠の
「絆賞」
を3名が受賞しました。本年度より優

学生との交流を増やしていこうという意見をいただき

秀者を3枠に増枠しました。受賞者のうち2名の学生

ました。今後、支援するにあたり、
もっと学生との交流

には、総会にて自身の研究について発表を行ってい

をもつことや、会員の方々による学生へのアドバイス

ただきました。短い発表時間の中で専門外の方へも

など、何か形にできればよいですね。近い将来、
「絆

わかりやすく上手にまとめ、会員の方々も発表に聞き

賞」
を受賞した学生の中からベンチャービジネスに繋

入っていました。
また、
こういった学生による発表や

がった学生がでてくると嬉しい限りですね。

西千葉子ども起業塾の開塾式
こちらにつきましても、本年度も支援することが決

堂々と発言し、
どうしたらよいのかを真剣に考え話し

まり、5月26日に放課後子ども起業塾、6月11日には

合いができるまでになりました。金銭的な支援だけ

月イチコースの開塾式が執り行われました。
「絆」会

でなく、会員の皆様の考えや経験をたくさんの子ども

員の皆様も参加され、子どもたちの良きアドバイザー

たちに教えていただける貴重な時間でした。起業塾

として活躍いただきました。初日は、緊張し恥ずかし

に参加した子どもたちが、今回の経験を活かし、地

そうにしていた子どもたちも、回を重ねていくごとに、

元や企業で将来活躍してくれるといいですね。

真剣に話し合う子供たち

自分達でデザインをしたTシャツを着た子どもたち
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新規会員のご紹介
武蔵野造園株式会社
代表取締役

・ 園芸別科 造園 S58年修了

高橋 英雄 氏

■ 会社の紹介

母校の先輩でもありました、父の跡を継ぎ28年が経ちました。現在、造園土木工事の

設計施工管理を主とした営業をしております。私の企業理念は、
自然環境を最大限に
生かした人と自然との融合です。
自然の一部を人間が借りて住まわせていただく。1本

の木にさえ、
その生を頼る鳥や虫もいる。
そのような自然環境を最小に壊さずに創庭を

目指して今後も邁進していきたいと考えております。
■ 経済人倶楽部に対しての抱負

絆倶楽部の先輩の皆様、
どうぞ宜しくお願い致します。

株式会社 オフィス露久保
代表取締役社長

・ 法経学部 経済学科 H16年卒

露久保 光平氏

■ 会社の紹介

当社は生命保険や損害保険を用いて個人向け、法人向けの資産形成のコンサル

ティングをしています。前職は市役所の福祉部門に勤務しておりまして、事故や病気で
家計や事業が滞ってしまう方のお話などを伺っていました。
「 保険はよくわからないけ

ど加入している」
と耳にしますが、前職の経験を踏まえて、お客様の実情に応じた適正
なご案内を心がけています。

東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ゼネラルライフパートナー

菊波 豊 氏

・ 工学部情報工学科 H9年卒
・ 自然学科研究科修士 H11年修了

■ 会社の紹介

人から法人まで、
オーダーメイドで生命保険をご提案します。
MDRTメンバーとしても、活躍中。
■ 経済人倶楽部に対しての抱負

千葉大学卒業生から、地域貢献できないかを、期待しています。
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株式会社ルーセントキューブ
代表取締役

・ 法経学部 法学科 H9年卒

陳 功氏

■ 会社の紹介
平成19年に創立した貿易商社です。
主な事業は切花の輸入です。
卒業後就職していた商社伊藤忠林業株式
会社で社内ベンチャーとして切花の輸入事業を立ち上げました。
2007年会社の事業調整を機に切花輸入の商
権を引き継ぎし、
独立することができました。
アフリカから、
南米、
アジアまで優秀な産地から切花を日本に輸入し
ております。
又数年前から鉄鋼用脱酸剤の輸出事業にも力を入れております。
お陰様で来年(平成29年)には創
立10周年の節目を迎えられることを楽しみにしております。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負
様々な分野でご活躍している方々と交流を深めていきたいと思っております。微力ながら、母校の発展に
尽力をいたす所存でございます。何卒末永くよろしくお願い申し上げます。

AGS株式会社
代表取締役社長

・ 理学部 数学科 S51年卒

石井 進 氏

・ 卓球同好会所属

■ 会社の紹介
当社は、
さいたま市に本社を置く、IT会社であります。前身は、
りそな銀行の子会社でしたが、2004年に独立
し、
その後、
2011年東京証券取引所市場第二部に、
2014年に東証一部に上場いたしました。
当社の特長は、
銀
行の子会社の歴史の中で培ってきたノウハウを活かし、ITコンサルから、
システムの設計・開発・運用・業務処
理に至るまで、
コンピューターに関するあらゆる業務を取り扱っている総合IT企業であります。
主なお客様は、
金
融の他に、
埼玉県の自治体を中心とした公共、
一般法人と、
市場環境の変化に柔軟に対応できる構成となって
います。
今後も、
当社のグループ経営理念である、
ITで夢のある社会づくりを目指していく所存であります。

■ 経済人倶楽部に対しての抱負
会員皆様との交流を通じて、母校の発展に微力ながら、お役にお立てればと思っています。

ハンドジャパン株式会社
代表取締役社長

王 麟元 氏

・ 工学部情報工学科 H9年卒
・ 自然学科研究科修士 H11年修了

■ 会社の紹介

長年の中国ERP（Oracle EBSとSAP）市場での導入と日本オフショア開発で蓄積し

たノウハウを背景に、システム開発に企画段階から参画し、設計、開発、運用保守ま
で、高品質・低価格で提供します。
日本関連プロジェクトの経験豊富なブリッジSEと豊
富なIT知識を有する技術者のプロ集団が、設計から参画し、開発、運用保守まで、整
合性と一貫性を保つシステム開発で、お客様の満足度の向上に努めます。
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千葉大学の紹介をします

卒業生がゲストハウス「洗心倶楽部」を寄付
卒業生の方の中には、
ご利用をされたことがある
方もいらっしゃるかもしれませんが、かつて千葉大
学の松戸キャンパス内に建てられていた「洗心館」
が、老朽化と東日本大震災の被害を受け取り壊さ
れました。
この
「思い出の残る施設がなくなった」
こと
を知った、園芸学研究科の修了生でもある松坂喜
一氏より寄付の申し出をいただき、卒業生、短期留
学生および外国人来訪者等の宿泊施設や学生・教
職員の集会所としての機能を備えたゲストハウス
「洗心倶楽部」
を設立し、平成28年5月14日に記念
式典が開催されました。今後は、
「洗心倶楽部」
がた
くさんの方の思い出に残る施設として利用されると
いいですね。

新たな交流の場として期待される
「洗心倶楽部」

千葉大学環境ISO学生委員会が第25回「地球環境大賞」の

「文部科学大臣賞」を受賞
PO法人千葉大学環境ISO学
生委員会は、温暖化の防止や
環境保全活動に積極的に取り
組む企業や団体を表彰する
「第
25回地球環境大賞」において
「文部科学大臣賞」
を受賞しま
した。4月18日に明治記念館で
開かれた授賞式には、秋篠宮ご
夫妻ご臨席のもと、徳久学長、
環境管理責任者の倉阪秀史教
授とともに17人の学生が出席
し、代表して、石口純輝さん（法
政経学部3年）が表彰状とトロ
授賞式に出席した倉阪教授（左端）
と環境ISO学生委員会のメンバー
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フィーを受け取りました。
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徳久剛史学長が次期学長に再任
国立大学法人千葉大学学長選考会議（議長：黒
木登志夫（日本学術振興会顧問、元岐阜大学長））
は 9 月 2 日、次期学長として徳久剛史学長の再
任を決定しました。任期は平成 29 年４月から
４年間。同日に行われた記者会見では、「千葉
大学を世界最高水準の教育研究拠点として、社
会貢献と次世代を拓く国際的な人材を育成する
ことによって世界に輝く千葉大学を目指しま
す」と所信を発表しました。

会見にのぞむ徳久剛史学長

工学部松韻会館がリニューアルオープン
今回の会報誌の表紙を飾っている工学部の同窓

ては、賑わいや地域利用を促すための対話・アーカ

会館である松韻会館が約半世紀ぶりに改修されま

イブゾーンを、
さらに、大学への訪問者に向けては、

した。7月1日には大学関係者等約80名が出席し竣

学内のイベント情報や各種問い合わせなどに対応

工記念式典が行われました。研究者交流の促進は

するため、
インフォメーションセンターを設置していま

もとより、学内の教職員・学生などにも広く活用され

す。
とても開放感のある建物になっております。皆様

るための多目的交流ゾーンや学部の利用者に向け

も足を運んでみてはいかがでしょうか。

徳久学長、園田工学同窓会長他、千葉大学の幹部ら

インフォメーションセンター
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千葉大学経済人倶楽部「絆」掲示板

千葉大学のコミュニケーションマークを一新
千葉大学は、2016年4月、世界最高水準の教育
研究を行う大学として改革をすすめていく意思を象
徴する、新たなコミュニケーションマークを施行しまし
た。大学カラーのガーネットを基調とし、学生、教員及
び職員間のコミュニケーションや、
これまで蓄積して
きた知識と新しい研究間のコミュニケーションを原
動力としています。本学のビジョンである
「Global,

新しいコミュニケーションマークと、
コンセプトのイメージ

Research, Innovation, Branding, Synergy」
の実現
を目指します。

事 務 局 から の

お 知ら せ

平成28年度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
開催日時 ：平成28年11月3日
（木・祝日）14時00分～16時00分
場 所 ：千葉大学けやき会館１Ｆ大ホール
（西千葉キャンパス）

日

程：講演「千葉大学における最先端ロボットの研究(仮題)」
大学院工学研究科 人工システム科学専攻機械系コース
並木 明夫 准教授
落語 落語家 桂 恩狸 氏（法政学部卒）

※なお、当日は千葉大祭が開催されておりますので、皆様是非ご来校ください。

「絆」例会について
開催日時 ：平成28年12月12日
（月）18時00分～
場 所 ：浦安ブライトンホテル
内 容：
「例会およびX’masパーティ」

イベント多数
会員皆様で、楽しい時間を過ごしましょう。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の支援活動事業への寄附について
経済人倶楽部「絆」
では、平成23年度より母校を支援する事業を実施しております。
会員皆様からのご寄付を元に、同事業における経済的支援（資金の援助）
を行っております。
つきましては、
会員皆様には趣旨をご理解いただくとともに、
ご寄付にご協力いただけますようよろしくお願い致します。
今年度も多くの会員の皆様からご寄付をいただいておりますが、引き続きどうぞよろしくお願い致します。
2口以上ご寄付くださった方には、
お礼の品を差し上げております。今年度のお礼の品はタオル・湯のみ・コ
インケースでございます。
こちらにつきましては、
お一人様につき一度限りとなっておりますのでご了承ください。

千葉大学経済人倶楽部「絆」 会報 第15号

平成28年10月1日発行

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:043-290-2109・3902
FAX:043-284-2550
E-mail:chiba-sotsushitsu@oﬃce.chiba-u.jp
千葉大学経済人倶楽部ホームページ
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タオル・湯呑み・コインケース

千葉大学経済人倶楽部会員拡大のためのご紹介、
情報提供のお願い／皆様のお力に支えられて千葉大学
経済人倶楽部「絆」
も8年目を迎えることができました。お
蔭様で現在202名の大所帯となり、
ようやく、
それなりの活
動が出来るようになりつつあります。
さらに倶楽部活性化
のために、引き続き新会員の勧誘活動を行っていきます
ので、
皆様のご紹介や情報提供をお願いいたします。

