
　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
のゴルフ大会の様子、新会員ご紹介等を写真を交えて紹介した会報第4号をお届けいたします。

　あけましておめでとうご

ざいます。よいお年をお迎え

のことと存じます。

　絆という言葉には、人と

人との強い結びつきという

意味があります。

　いわゆる“ふるさと”を同じくするということが、

どれほどお互いの理解や志を理解する上で力になる

かということは、今更申し上げるまでもないことと思

います。そのような意味で、産業経済界でご活躍の

卒業生が集うということがどれほど大きな力を発揮

してくることになるかということも想像に難くなく、

大いに期待するところであります。

　色々なことで在校生も含めて親交を深めますとと

もにご活躍を祈念しています。

　絆の皆様、新年明けまし

てお目出度う御座居ます。

　1 年目は出席して頂いた

会員の方に来て良かった。

是非又来たい。その様な会

にと腐心して参りました。

　2 年目に入り特別な事で無く、千葉大学や千葉市

に少しでも貢献出来たらと考えて方法を模索して参

りました。結果、千葉大学とは教育学部の藤川大祐

教授が取り組んでいる「社会起業家」精神を育成す

る教育を、千葉市とは「学生ベンチャーカップ」の

お手伝いをする事を考えています。

　絆の皆様にも審査等御助力頂く事も多々増えると

思いますが、今年も宜しくお願い申し上げます。

会長　犬 養  俊 輔千葉大学長　齋 藤  康

新年のごあいさつ
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C o m f o r t a b l e  C l u b
西千葉キャンパス図書館前

千葉大学本部棟屋上より見える富士山



結果・表彰式（敬称略）新ぺリア方式による 18 ホールストロークプレーにより

※詳細は下記ＵＲＬよりご覧いただけます。
http://chiba-u-keizaijinclub.on.creyle.jp/contest2010/

左から内田プロ・大島様（優勝）・石井プロ

（前左から）脇田様、佐藤様、笠川エグゼクティブマネージャー、池和田様、内田プロ、石井プロ
（後左から）川嶋様、宮尾課長、清水様、八代様、古泉様、犬養会長、大島様、虎岩様、石橋様、
坂内様、望月様、鎭目副理事、森島様

■ コンテスト概要（応募資格：千葉大学在学生）
　今年度は、本倶楽部として千葉大学のための活動の一

環、また本倶楽部の事業計画の１つでもある「絆」WEB

サイトの充実のため、「絆」WEB サイトのプロデュース

コンテストを開催いたしました。

　現在、選考中ですので、結果及びご報告につきまして

は、3 月の本会例会で皆様に発表させていただきます。

第２回千葉大学経済人倶楽部親睦ゴルフ大会が 11 月 13 日（土）千葉県・浜野ゴルフ倶楽部にて、女子プロ 2 名を含む

19 名で開催されました。また、当日は快晴にめぐまれ、皆様気持ちよくプレーされました。
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千葉大学経済人倶楽部「絆」 WEB プロデュースコンテスト 開催

第 2 回千葉大学経済人倶楽部親睦ゴルフ大会報告

練習風景

優勝 
大島則夫（㈱浦安ブライトンホテル）

準優勝 
古泉昇（元千葉大学）

3 位 
加藤一郎（JA 全農）

ブービー賞
虎岩雅明（㈱トライワープソリューションズ）

ベスグロ賞
川嶋一夫（旭ダイヤモンド工業㈱）

ニアピン賞 4 名（IN17 番該当なしのため、OUT2 番セカンドニアピンへ）

IN13 番  ：八代伸久（㈱総武）

OUT2 番：大島則夫（㈱浦安ブライトンホテル）

OUT5 番：望月勝保（藤木園緑化土木㈱）

OUT9 番：石橋秀樹（石橋公認会計士事務所）

ドラコン賞 2 名
IN12 番  ：川嶋一夫（旭ダイヤモンド工業㈱）

OUT8 番：加藤一郎（JA 全農）

現在の状況
・ キャッチコピー ： 25件 （24組）
・ 盛り上げるアイディア ： 10件 （4組）
・ WEBサイトリニューアルデザイン ： 4件 （4組）

　平成22年10月の例会等ですでにご案内のとおり、

千葉市長から千葉大学経済人倶楽部「絆」に対して下

記の事業における支援についての提案がありました。

　経済人倶楽部「絆」では、 平成 22 年 10 月 4 日に

役員会を開催し、母校を支援する活動事業と位置付

け、会員皆様から寄附を募り同事業における経済的支

援（資金の援助）を行うこととなりました。

　平成 22 年度、千葉市と千葉大学（教育学部藤川教授）との共同研究「産業人材の育成の一環としてのキッズ・アン
トレプレナーシップ（起業家精神）の在り方について」で発足させた「西千葉子ども起業塾」の事業継続・拡充のため、
千葉大学に対して経済的支援及び人的支援を行う。
　※平成 22 年度千葉市との共同研究「西千葉子ども起業塾」予算：75 万円）　

　会員から寄附（１口：１万円）を募り支援を行う。

　「寄附申込書」を FAX または郵送にて提出し、指定の口座にお振込みください。
　入金確認後、領収書及びお礼（千葉大グッズ 4 品）を郵送させていただきます。

　①寄附金額：261万円（平成22年12月31日現在）

　②寄附者（敬省略、五十音順）
　市川芳邦、池和田暁、石橋秀樹、犬飼香織、犬養俊輔、岩出誠、大澤雅章、大島則夫、大宮秀一、賀来宏和、加藤一郎、

　川崎正信、川嶋一夫、五味洋行、雑賀登志夫、斎藤收、佐々木孝、佐藤輝幸、清水正樹、虎岩雅明、中井光正、中村幹、

　根本まつ、野田一房、乗越厚生、坂内善次郎、平賀祐二、平野通郎、平山喬恵、丸山良克、緑間浩市、三松直人、茂木浩司、

　森島弘道、八代伸久、谷萩眞一、山田雅敏、山本惠司、脇田敬志　計 39 名

※寄附申込書は、下記 URL よりダウンロードできます。

http://www.kappe.co.jp/kizuna/kifu_moushikomi.pdf

※寄附者氏名は、千葉大学経済人倶楽部「絆」ホームページにも掲載させていただいております。
http://chiba-u-keizaijinclub.on.creyle.jp/entry/72893/

　千葉市で開催する「ベンチャー・カップ CHIBA」の企画に新たに「学生ベンチャー・カップ賞」を創設し、起業設立
を目指す学生を支援するものである。この際の経済的支援及び人的支援を行う。

　経済人倶楽部会員が「起業家教育実習」「企業内教育論」「キャリア教育のためのインターンシップ」等の科目に非常
勤講師として人的支援を行う。
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の支援活動事業に係る
寄附募集について

　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、ご寄附にご協力いただけますようよろしく

お願いいたします。

　なお、この寄附募集については、通常の経済人倶楽

部「絆」の年会費とは別に、新たな口座を開設し、支

援活動を行うために敢えて寄附を募ることを申し添

えます。

1. 事業の内容

2. 支援について

4. 寄附について

5. 寄附状況

3. 寄附目標額

（1）小中学生向けアントレプレナーシップ教育の支援

（1）経済的支援（資金の援助）

総額 300 万円

（2）学生ベンチャー支援

（2）人的支援及び学生への教育支援
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　懸垂型モノレールの延長世界一（15.2km）ギネスブック。

　2010 年 6 月末日より、社長の職をお預かりしました。

千葉モノの元気と沿線の元気、千葉市・千葉県の元気は

全部つながっていて、循環しています。「つなぐ、めぐ

る、つどう」、「あった良かったと言っていただける千葉

モノ」を創ります。

　官公庁、社会福祉施設、共同住宅及び耐震診断等、全

国を飛び回っています。

　千葉大は「つながり」が非常に希薄なので、大学当局

にも「千葉大」のアピール及び連携を強化して欲しい。

■ 会社の紹介 ■ 会社の紹介

工学部　建築学科　S44年卒
空手部　旅の会

㈱千都建築設計事務所
代表取締役

山田 雅敏 氏

園芸学部　造園学科　S56年卒
研究室製図板部

千葉都市モノレール㈱
代表取締役社長
大澤 雅章 氏

　アメリカのサンキスト社をモデルに農業生産者が株

主で役員もすべて生産者で経営する株式会社です。設立

は 1975 年。

　有機農業を目標とし、土づくりと味にこだわり、持続

可能な農業を実践していこうという生産者の集団です。

　現在、九州から北海道まで全国に 135 グループ約

1,300 名が会員で、その生産者の主に販売支援を担うの

が㈱マルタです。

　主要メンバーに多くの園芸学部出身者がいます。

■ 会社の紹介

園芸学部　園芸学科　S39年卒
ワンダーフォーゲルクラブ

㈱マルタ
代表取締役会長
 鶴田 志郎 氏

　㈱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

バッジを制作いたしま

した。第 3 回例会にて、

投票によりデザインが決定いたしました。

　倶楽部のシンボルである“絆”をメインに配置

したもので、素晴らしい出来栄えとなりました。

本ピンバッジは 3 月の本会例会で配布する予定

です。

“絆”バッジ 
材質：銅合金
工法：スタンププレス+プリント
着色：合成七宝 + 特色
サイズ：18mm

表面 裏面

“絆”ピンバッジ制作

千葉大学経済人倶楽部　絆

前号に引き続き、千葉大学経済人倶楽部「絆」新会員となられた方を、お申込いただいた順にご紹介いたします。

2010 年度新会員ご紹介

　労働法に関する豊富な専門知識、著作 50 冊以上と法

科大学院で労働法の講義を持ち、厚労省の審議会委員等

に従事していたことで明らかなように、労働法に関する

専門知識があること、加えて企業法務全般への豊富な実

務経験により、著作・講義などに示される専門知識を、

新設・改正の激しい労働立法に対応した、企業の人事制

度改善等に提供できます。

　私は平成５年に篠崎駅前クリニック（東京都江戸川

区）開院を出発点とし、それ以降今日に至るまで『安心

とまごころ』を理念とし、地域に根ざした新生児からお

年寄りまでを対象とした医療サービスを提供して参り

ました。

　今後も『患者様が真に求めているもの』を考え、特別養

護老人ホーム、認知症専門病院などを設立し、高齢社会

を見据えた地域密着型医療の確立を進めてまいります。

　大学卒業後、生命保険会社総務部勤務等を経て、平成

22 年 1 月に会社設立いたしました。 

　著名人（元プロ野球の村田兆治氏等）の方の講演会開

催や、タレントの方のイベントへのお招きなどを生業と

しております。「著名な方との出会いを提供し、感動と

喜びを」をコンセプトにしておりますが、自分自身が、

村田さんとの出会いや、『絆』を通じての先輩社長の皆

様との出会いで「感動と喜び」を与えて頂いております。

　㈱リョーサンは半導体・電子部品・電子機器のエレク

トロニクス専門商社として業界大手。

　国内拠点 27 ヶ所、海外拠点 19 ヶ所とグローバルな販

売網を構築。

　半導体事業ではマイクロコンピュータ等のソフト

ウェアや ASIC 等のハードウェアの設計開発を強化。

　メーカとして、ヒートシンク（半導体素子用放熱器）

の製造、販売を行っており、国内・海外に 5 工場を有す。

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

■ 会社の紹介

人文学部　法経学科法律専攻　S48年卒
弓道部

ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士

千葉大学法科大学院客員教授（労働法）
岩出 誠 氏

人文学部　法経学科法律専攻　S58年卒
㈱アリマックス

代表取締役
有馬 一郎 氏

医学部　医学科　H2年卒
医学部ゴルフ部

医療法人社団 桐和会
社会福祉法人桐和会 さくらの杜

医療法人社団だいだい
医療法人社団城東桐和会

理事長
岡本 和久 氏

人文学部　法経学科法律専攻　S56年卒
体育会サッカー部

㈱リョーサン
代表取締役社長
三松 直人 氏
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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：2011 年 3 月 3日（木）　16：00 ～　
●場所：浦安ブライトンホテル（案内図参照）1F フィースト
●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

北村 孝司　 千葉大学大学院融合科学研究科教授
　「産官学連携で新産業を創生する：
　 人と環境に優しいカラー電子ペーパー」
一川 誠　　 千葉大学文学部行動科学科准教授
　「錯視の研究から分かる体験される時空間の特性」

■ 懇親会
●場所：同上　●時間：18：00 ～　●会費：6,000 円

　皆様のお力に支えられて千葉大学経済人倶
楽部は今年も新年を迎えることができました。
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。
それでは、今年も会員の皆様にとってよい 1年
になりますように。（倶楽部事務局より）

■ 平成 23 年度、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、既にお送

りしております「預金口座振替依頼書 / 自動払込利用申込書」に必要

事項を明記のうえ、返信用封筒にて、ご郵送ください。

　2 月 15日必着分までが、お振替の対象となります。4 枚複写になっ

ておりますので、押印（金融機関お届け印）をお忘れないようお願い

いたします。

　随時、申込書は受け付けております。尚、既にお振替手続きがお済

みの会員様は、今後のお手続きは不要です。口座引き落としに関しま

して、領収書が必要な場合は、事務局までお問い合わせください。

　会費について、自動引き落としを希望されない方は、同封いたします

振込用紙にて、4 月末日までにお振込願います。尚、恐れ入りますが、

お振込手数料は各自ご負担願います。

　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。

〒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@offi  ce.chiba-u.jp

事 務 局 紹 介

（前左から）山本室長、安藤、水野
（後左から）宮尾副室長、笠川、鎭目、吉田

引き落とし日：4 月 27 日（水）（年 1 回）/ 年会費：10,000 円


