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柏フィールドセンターにて採取したはちみつ
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２９年２月１
日現在、会員数は２０４名となりました。

ごあいさつ
新年あけましておめでとうご

Mind社で開発された囲碁ソフ

ざいます。千葉大学経済人倶楽

トが異次元の強さを発揮してい

部「絆」の会員のみなさまには、

るようです。ＡＩが進化し続けて

日ごろから千 葉 大 学の活 動を

おり、特定の分野ではすでにヒ

応援していただき、深く感謝して

トに勝る知能を持つようになっ

おります。

ています。

私が着任してからすでに３年

このようなＡＩの進化を大学

が経過しようとしています。
この

における研究面にも積極的に

間、千葉大学は全ての部局で

取り入れていかなければならな

世界最高水準の教育研究をお

い時期が来ていると思います。

こなう第三群の総合大学として

千葉大学

発展すべく、国際教養学部の新

学長

また、ＡＩ進 化の原 動 力となる
データサイエンスに関する知識

設など、新生千葉大学の発展に向けた組

は、
これからの大学生には常識となってい

織改革を行ってきました。
しかし、国からの

くのではと思います。
そこで、未来志向型総

運営費交付金が継続的に減額され、経営

合大学である千葉大学としては、全学的な

面では非常に厳しい状況が続いておりま

ＡＩ研究センターの設置と学部学生への

す。私は、
この困難な時期を逆に機能強化

データサイエンス教育の導入が必須である

に向けた改革のチャンスととらえて頑張っ

と考えています。

ていこうと考えています。

本年も引き続き教職員一同と共に、学生

そして現在私が注目しているのは、最近

たちが誇りに思える大学を目指して頑張って

話題となっている人工知能（ＡＩ）の進化で

いきますので、
「 絆」の会員のみなさまの力

す。先日も米国ＮＩＨのＡＩが、日本では診

強いご支援を、
よろしくお願い申し上げます。

断が付かなかった疾患の病名を探り出し
たと報道されました。
また、Google Deep
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千葉大学経済人倶楽部「絆」の活動紹介をします

平成28年度

千葉大学経済人倶楽部「絆」例会
平成28年度千葉大学経済人倶楽部「絆」例会は
12月12日に浦安ブライトンホテル東京ベイにて開催
されました。総勢42名の方にご参加いただきました。
今回の例会は、今までとは趣向を変え、会員の方々
が長時間、交流を深められるようパーティ形式にて
行いました。
開催が12月ということもあり、
クリスマスパーティと
して千葉大学徳久学長のご挨拶から始まり、犬養元
会長の乾杯のご発声によりスタートいたしました。千

モダン・ジャズ研究会の生演奏

葉大学のモダンジャズ研究会によるジャズの生演奏
やマジックサークルによるマジックショー、法経学部
卒業のアートテラーとに～（大山敦士）
さんによる
アートについてのトークイベントとして講演をおこなっ
ていただきました。
また、事務局としては、
クリスマス

犬養元会長の乾杯

サンタさんと一緒♪

ご家族共々

懇談する会員

らしくサンタさんの衣装を身につけ、皆様をお迎えい
たしました。
会員のご家族や会社関係の方々にもご参加いた
だき、いつもとは違った雰囲気での例会となりまし
た。普段あまり話す機会のない方ともゆっくりとお話
いただけ、今後の会員同士の絆が益々深まるような
会だったのではないでしょうか。最後は加藤理事に
締めていただき終了いたしました。
皆さん和気藹々と♪

川嶋会長の挨拶
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加藤理事の締めの挨拶

帰り際の一コマ

千葉大学経済人倶楽部「絆」の母校を支援する活動事業

March 2017

「なのはなコンペ２０１７
（学生版）」
本年で１４回目を迎える
「なのはなコンペ（学生
版）
」
は、
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て、
ベンチャービジネス
ラボラトリーの主催により実施されており、本会より人
的・金銭的支援を行うのも３回目となりました。
２０１６年９月にコンペの実施に向けて、
ポスター
や文書で全学に周知したところ、同年１１月１４日
（月）の締め切り日までに３３件の申請が寄せられ、
そのうち、第１段階である書類審査を通過した１０件

「絆賞」受賞の2人と一緒に(2016)

が第２段階の発表審査に進みました。
１２月１７日（土）午後に発表審査会が開催され、
１０分発表、
８分質疑応答の形式で審査が行われま
した。今回も発表審査委員として、本会より、川嶋会
長と平賀理事が参加しました。
発表の中で、
（１）新規性・独創性（２）準備状況・
実施計画（３）全体評価 の３項目について評価を
行い、判定会議の結果、｢絆賞｣を３名の方が受賞す

川嶋会長の挨拶(2016)

ることになりました。
4月に授賞式が執り行われる予定です。授賞式の
模様は、次回会報にて報告いたします。今後、ベン
チャービジネスに繋がる学生が一人でも多くでてくる
よう、会員の方々によるアドバイス等の支援も円滑に
出来る機会を増やし、総会や例会にて学生による発
表をもっと取り入れ、
交流が出来ればと思います。
経済人倶楽部「絆」
より2名が参加(2016)

「絆」の総会で発表してくれた受賞者(2016)
○○○○○○○○

なのはなコンペ2016の授賞式の様子(2016)
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西千葉子ども起業塾の閉塾式
6月よりスタートした月イチ西千葉子ども起業塾が
10月1日（土）
に閉塾式を迎えました。
ＪＦＥスチール

4

ルを作成したくさんの方に喜んでいただけ、子どもた
ちにとって楽しい一日になったようです。

㈱にご協力頂き、工場の特別見学会を盛り上げるた

閉塾式では、
それぞれの会社ごとに分かれ報告

め、見学会に来たお客様のおもてなしをメインミッ

のプレゼンを行いました。開塾式のときとは違い、子

ションとして、お土産やゆるキャラ作成などのサブ

どもたちひとりひとりが大きく成長している姿を見るこ

ミッションを遂行させました。限られた日数の中で、

とが出来ました。川嶋会長からも子ども達へ、激励の

見学中に遠くにぶら下がっている熱間圧延ロールの

言葉を贈らせていただきました。
その後、塾長より西

大きさがわかるよう実物大のものを作成したり、製鉄

千葉子ども起業塾の認定書を贈られ、子どもたちは

所らしいかわいいゆるキャラを作成しました。当日

誇らしげに受け取っていました。子ども達にとって、
と

は、
お客様のお出迎えや見学会に来た方のために、

ても充実し成長できた５ヶ月であったと同時に、教え

暑さ対策として冷たいお絞りやアイスを配ったり、
ま

る立場になった学生たちも大きな成長に繋がってい

た、見学会のお土産として、JFEスチールと子ども企

るに違いありません。
これからもこのような取組みを

業塾のコラボデザインのマグカップやマグネットシー

続けられるよう支援を続けていきたいと思います。

工場見学直前は真剣にミーティング

一つ一つ丁寧に準備

見学に来てくれた方のお見送り

子どもたちの報告

マグカップとマグネットシート

たくさんの方が閉塾式に参加

川嶋会長の挨拶

実物大の間圧延ロール

西千葉子ども企業塾の仲間たち
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新規会員のご紹介
株式会社 橘
代表取締役

中島 勝 氏

法経学部 経済学科
1984年（S59年）卒業

■ 会社の紹介

弊社は東京・千葉・茨城の生産工場をお客様として、機械工具の販売をしています。
昭和31年創業より、物創りの現場の下支えとして必要とされる物を、
スピードと正確さをもっ
てご提供するよう日々努力している会社です。東京本社、
千葉支店、土浦支店。
■ 経済人倶楽部に対しての抱負

異業種の方々との交流を深め、
自己研鑚をしたいと思います。

江戸川陶器製造株式会社
営業本部 所長

山本 衛 氏

工学部 画像科学科
1995年（Ｈ７年）卒業
将棋部所属

■ 会社の紹介

陶器の製造・卸売業をしております。主に生花店・小売店への販売に力を注いだため、現
在は陶器だけではなく、様々な雑貨の販売・流通業に携わっております。今後は、独自の流
通、販売網を活かし、
少しでも社会に貢献できるよう、
努力していく所存であります。
■ 経済人倶楽部に対しての抱負

千葉大将棋部ＯＢ会の連絡役を務めております。将棋部は、関東大学リーグにおいて、常
に上位で活躍し、卒業後も、各界で活躍する人材を多数、輩出しております。微力ながら、
お
役に立てればと思っております。

株式会社VOORDEUR
代表取締役

賛助会員

石澤 玄 氏

■ 会社の紹介

美容師として独立してから5年で株式化し、4期がたちました。JR千葉駅近郊に美容室を
2店舗経営しています。
ターゲット層を絞って集客しています。
お客様との繋がりを大事に、美容から千葉を色々な形で美しい街にしていきたいと思って
おります。
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千葉大学の紹介をします

平成28年度千葉大学校友会総会
平成２８年１１月３日に、千葉大学けやき会館にて

夫准教授の
「千葉大学における最先端ロボットの研

校友会総会ならびにホームカミングデー企画が行わ

究」
を題材にした講演と、千葉大学法経学部卒業の

れました。
この日は、千葉大祭が行われていることも

落語家、桂恩狸氏による落語の講演が行われまし

あり、
たくさんの絆会員の方も参加されました。
また、

た。久しぶりに母校に訪れる方もいらっしゃったと思

ホームカミングデー企画においては、大学院工学研

いますが、在学中のいろんな思い出と共に今の千葉

究科人工システム科学専攻機械系コースの並木明

大学を楽しんでいただけたのではないでしょうか。

けやき会館入口より

千葉大祭の様子
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桂恩狸氏による落語

March 2017

千葉エリア産学官連携

オープンフォーラム２０１６の開催
千葉エリアの大学等研究機関（日本大学、千葉
工業大学、東邦大学、木更津工業高等専門学校、
量子科学技術研究開発機構及び千葉大学）
で創出
された学術研究成果や事業活動等を広く企業や地
域社会に公開し、産学官出会いの機会を設け、各機
関の研究シーズ・成果を活かした更なる新技術の
開発や新規事業の育成及びイノベーション創成を
図るため、
「千葉エリア産学官連携オープンフォーラ
ム２０１６」
をけやき会館において開催しました。
今回は、特別講演として近年特に注目されている
「ドローンビジネス」
と
「ヘルスケアビジネス」
を取り上
げ、
さらに、千葉県内の元気な企業からの企業製品
の展示や技術講演も行い、約４００名の方々にご参
加いただきました。

オープンフォーラムの様子

平成２９年度大学入試センター試験
平成２９年度大学入試センター試験が全国の会場にて、
１月１４日（土）～１５日（日）
の間に実施され、
千葉大学でも西千葉、亥鼻、松戸、
その他会場で、延べ４，
６９５名の志願者を受け入れました。
皆さん緊張した面持ちで望んでおりました。
また、
千葉大学一般入学試験は、前期２月２５日（土）及び後期３月12日（日）
に実施されました。

受験生が続々と来場

緊張した面持ちの受験生たち
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事 務 局 から の

お 知ら せ

「絆」親睦ゴルフ大会について
開催日：平成２９年４月２３日
（日）
場 所：真名カントリークラブ

※詳細は、
お送りしておりますご案内をご確認ください。

「絆」総会について
開催日：平成２９年６月１４日
（木）
１６時～
場 所：ホテルニューオータニ幕張
※詳細は、別途ご案内をお送りいたします。

講 演：
「横綱稀勢の里 誕生秘話」
講演者：前横綱審議委員長
（千葉大学名誉教授）
守屋 秀繁

平成２９年度年会費について
・口座引き落としの方につきましては、
平成２９年４月２７日
（木）
にご提出いただいた口座から引き落としされます。
・お振込の方は、後日郵送にて振込用紙をご送付させていただきますので、
ご自身でお振込をお願いいたします。
※3月末頃に、
ご案内をお送りいたしますので、
ご確認をお願いいたします。
※領収書がご入用の方は、事務局までご連絡ください。

千葉大学経済人倶楽部「絆」の支援活動事業への寄付について
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。

タオル・湯呑み・コインケース

退会者一覧（平成28年4月～平成29年3月）

河野建設 株式会社 代表取締役社長
関東ヂーゼル 株式会社 取締役相談役

嶋村 茂治
大澤 紀仁
高木 哲夫
斎藤 晴朗

株式会社 イーエス・テクノロジーズ
代表取締役社長

岩下

株式会社 みらい 代表取締役
株式会社 シグマ アイテック 代表取締役

千葉大学経済人倶楽部「絆」 会報 第16号

社会保険労務士ながや事務所 所長
株式会社 アリマックス 代表取締役
出光興産 株式会社 監査役
花王 株式会社 元会長

強

平成29年3月1日発行

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:0120-787-412
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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永谷 勝博
有馬 一郎
平野 栄
後藤 卓也

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、
早8年を終わろうとしています。
お蔭様で現在203名の大所帯となり、
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。

