


平成21年度 ㈳名古屋工業会第43回通常総会ご案内

名古屋工業会定例評議員会ご案内

　　　　　　　　　  　と　　　き　　平成21年5月23日（土）12：30～
　　　　　　　　　  　場　　　所　　中日パレス　コスモス

と　　　き　　平成21年5月23日（土）14：00～
と　こ　ろ　　中日パレス
　　　　　　　〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄4－1－1　中日ビル5Ｆ
　　　　　　　TEL 052-261-8851
総　　　会　　14：00～15：30　　クラウンホール
特 別 講 演　　15：40～16：40　　　　〃
パーティー　　17：00～19：00　　エンゼル
　　　　　　　パーティー会費 6,000円（当日受付へお支払いください）

　議　　事
第１号議案 平成20年度事業報告及び決算報告
第２号議案 平成21年度事業計画及び予算案
第３号議案 役員の交替
第４号議案 その他

　行　　事
イ．叙位叙勲等表彰者に記念品贈呈
ロ．母校退職教職員への感謝状と記念品贈呈
ハ．卒業満70年（S14年）、60年（S24年）、50年（S34年）の正会員への記念品贈呈
　　（総会出席者及び委任状提出者に限る）
ニ．特別講演   　講師：トヨタ自動車㈱　常務役員
　　　　　　　　　　　横山　裕行 氏（Ｋ49）
　　　　　　   　演題：「お客様第一の真の実現を目指して」

　上記ハ．の卒業年次該当の方は、特に旧交を温められる好機でもありますから、正会員でない同窓の方も是非
お誘いの上、打揃って出席くださって喜びを分かち合って頂きたいと思います。
　なお、ハ．の卒業該当の方へは、特にご案内状を差し上げませんので、本誌に挟み込みの「通信ハガキ」にて
ご出席の有無をお知らせください。また、正会員の方でご欠席の場合は、お手数でございますが、挟み込みの委
任状にご記名ご捺印の上、是非ご送付の程特にご協力をくださいますよう、お願い申し上げます。
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　　表紙写真説明
「20号館前の桜と６号館」

昨年の桜です。右に写る20号館は改修して今は新しい装いになりました。桜は変わらず花を咲かしてくれることと思います。

撮影者　黒柳　奨（EJ③）
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　入学おめでとうございます。心を弾ませ大学
の門をくぐり、運動部や文化部の入部勧誘の声
を聞きながら、講堂はどこだと見廻している新
入学の諸君を、いま原稿を書きながら思い浮か
べています。これは55年前の思い出を今に置き
換えていますので、少しは違っているかもしれ
ません。
　ここでは新入生の諸君に先輩として、激励文
を書く機会を得ましたので、どうしても伝えた
い事を述べたいと思います。それは大学への帰
属意識すなわちアイデンティティについてで
す。
　私達が入学したときは国立大学で、かつ二期
校でした。目的とする一期校では無かったとす
ると、どうしても帰属意識は少なくなります。
私の場合、一期校は法学部志望でしたので、入
学した当時は大学への強いアイデンティティは
持っていませんでした。しかし会社に入り、仕
事の中身が高度となり、また企業内での競争が
激しくなるにつれ、同級生や先輩との交流、知
識の交換が重要になってきました。そんな時名
工大で本当によかったと感じることが多々あり
ました。そんな中でアイデンティティが養われ
ていった気がします。私の場合は体育会ヨット
部に入っていたことも大きな要因です。
　諸君は今どうですか。私達のもう一世代前は
違います。初めからこの学校での勉学の意気に
燃えて入学され、そして帰属意識を生涯持ち続
けておられます。
　大学の益々の隆盛を願って、トヨタ自動車副
社長でトヨタ生産方式を作りあげた大野耐一先
輩は大学へ１億円の遺贈をされ、奥様からも同
じく１億円を遺贈されました。
　この度の大学創立100周年記念募金では青山
哲也先輩（Ｅ23）も１億円を寄贈いただいてい
ます。100周年記念募金は同窓生、及び企業か
らのものもすべて含めると約15億円になりま
す。

　今感じますことは、私達は６万人の卒業生の
知識、経験、実績の海と社会貢献の船の上にい
るとの思いです。
　いま大学は国立大学から国立大学法人に変わ
りました。法人の二字が入っただけですが、今
までとはまったく違います。大学は自分で生き
てゆく事を要求されています。母校が衰退して
ゆく、世の中から忘れられてゆくことがあって
はなりません。
　新入生の諸君、在校生、卒業生、そして教職
員が一丸となって大学を盛り立ててゆくことが
一層求められ、その為にも名古屋工業大学に対
するアイデンティティの高揚を新入生の諸君に
強く求めます。
　同窓会組織である㈳名古屋工業会も変革に取
り組んでいます。この中の大きなテーマが大学
振興でありその基盤となるのが全会員のアイデ
ンティティの高揚と考えています。
　いま世の中は100年に一度と言われる世界不
況が押し寄せ、毎日、マスコミはこの話題でも
ちきりです。この中にあって名古屋工業大学に
帰属できた誇りと喜びを噛締め、これら社会情
勢に振り回されることなく、実りある大学生活
を送られることを期待します。

T O P I C S

トピックストピックス 新入生の諸君をむかえて
社団法人名古屋工業会
理事長　篠田　陽史（Ｍ33）

先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス
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T O P I C S

トピックストピックス 新入生への激励
国立大学法人名古屋工業大学
学長　松井信行（Ｅ41，修士43）

先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス

　2009年4月、百年余の名古屋工業大学の歴史
の中で巣立って行った先輩諸氏に続く工学者の
新たな精鋭として入学された皆様に、心からお
祝いを申し上げたいと思います。私自身も名古
屋工業大学の卒業生で、皆さんの先輩になりま
す。皆様の前に広がる新しい世界に、大きな期
待を寄せております。
　この大学で、皆さんは自分が思っている以上
に大きく変わることが出来ます。皆さんの先輩
の実績がそれを物語っています。世界に冠たる
トヨタ生産方式を作り上げた大野耐一先輩（名
工大百周年記念事業として日本経済新聞社から
出版した“大野耐一　工人たちの武士道”、著
者名工大教授若山滋に詳しい）をはじめ、数多
くの産業界の大物が居られます。現職の社長、
会長さんも産業界で大活躍、また、名工大はも
とより、国立大学法人や私立大学の現職の教授
として、あるいは国の研究機関や民間の研究所
で研究員として、学問の世界で名を挙げておら
れる方々も枚挙に暇がありません。さらに、工
業大学としては大変珍しいことですが、現職の
国会議員が3名、市長など地方自治体でご活躍
の方々も含めて政界や行政の世界でも多くの先
輩が活躍されています。産業界、学界、政界に
とどまらず、実に多彩な先輩諸氏が活躍してい
ます。推理作家の太田忠司氏、漫画家の鬼頭莫
宏氏、さらには芸能界でギタリストでありシン
ガーソングライターとして活躍中のkenさんも
皆さんの先輩です。
　みんな新入生の頃はあなたたちと一緒で、こ
の名工大のキャンパスで、将来への期待といく
ばくかの不安の交錯する中で、学生生活を送り
ました。かく言う私自身もこの大学に入学した
頃は、将来、電気鉄道に関した仕事をしたいと
いう漠然とした思いはありましたが、特別のこ
とをしたわけでもなく、試験の前にあわてて仲
間と一緒に勉強し、休みに入ると、級友と工場
で働いて得たわずかなお金でテントとリュック
を担いで日本の岬の突端を歩いて回ってくる貧

乏旅行を楽しん
でいました。その
自分が、まさか
将来博士号を持
つ身になるとは、
専門書を世に出
すことになろう
とは、アメリカや
ヨーロッパの学
会でたくさんの外国の仲間と共に仕事をするこ
とになろうとは、思ってもいませんでした。一
緒に岬を歩き回った仲間も、電気メーカの役員
や大学教授になりました。
　社団法人名古屋工業会は、名工大の卒業生の
同窓会です。実社会で活躍する卒業生が、この
同窓会を通じて、所属している業界や業種の壁
を越え、年代の壁を超えてお互いに連絡を取り
合い、自分自身の仕事の幅を広め、仕事の質を
上げることに大きく貢献しています。また、趣
味の世界で、卒業した学科や専攻を超えた人の
つながりの中で、心豊かな人間関係を作り上げ
ています。全国に居る卒業生を支援するために、
各地に支部を設けています。さらに、名工大で
学んだ留学生を支援するために、外国の地に海
外同窓会を作り、留学生だけではなく日本企業
から派遣されて現地で働く卒業生と共に業務の
支援を行っています。
　皆さんは今まで同じ年代の仲間と共に生活し
てきていますが、名古屋工業大学の学生になっ
たこれからは、同窓会組織としての名古屋工業
会と共に、年代を超え、現役学生、卒業生の壁
を越え、貪欲に多くを吸収して大きく成長して
欲しいと思います。このような諸先輩の実社会
での長年にわたる実績と、先輩を通じてのリク
ルート活動のおかげで、景気の変動にはあまり
影響を受けずに就職倍率は10倍を優に超える高
率を維持しています。皆さんには眼前の社会現
象に振り回されることなく、落ち着いた実りあ
る学生生活を送って欲しいと思います。
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T O P I C S

トピックストピックス
先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス

　産業界において名工大の評価は高く、就職活
動も順調でありますが、私は、それに甘んじて
はいけないと思っております。
　私達の学生時代と比べますと数段、設備・実
験施設等も充実しており、学問をすすめる上に
おいて、環境は整っております。その中にあっ
て、いかに充実した学生生活を送るかというこ
とは当然のことながら本人次第であります。学
生の皆さんにまず申し上げたいことは、「人生
は一回しかありません。」人生を振り返った時
に満足できる人生であったかどうかは本人の努
力によるものであります。大学に入学すること
は目的ではなく人生の最終目的を達成するため
の手段であります。幸いにして皆さん方は名工
大に入学できたということは、とりあえず登竜
門に入ることができたということであります。
名工大の卒業生は企業において、課長職くらい
までは間に合うがなかなか上層管理職につくこ
とは難しいと言われております。それはどうし
てでしょうか。私の会社にも大勢名工大卒がい
ますが、概して企業内外の人との付き合いが不
得手な人が多くしたがって視野が狭くなりがち
であります。積極的に異分野の人とも接触し、
また人生の成功者の方々に接触することが大切
だと思います。視野の広さというのはなかなか
自分では分からないことであり、一段上、さら
に一段上と上っていくにつれて少しづつ分かっ
てくるものであります。
　また国際化抜きに企業の発展はありえない時
代に、すすんで海外の駐在なり、海外の仕事を
経験することを申しでることです。大体工学部
の学生は、語学が得意でない方が多いと思いま
すが、これは生まれつきのものでなく、一生懸

命努力しなかった結果であり、今からでも遅く
はないので、積極的に勉強することが大切であ
ります。
　名工大は日本の産業の中心に位置しておりま
す。これだけ集積度の高い地域は世界にもあり
ません。その意味において、さらにさらに世界
的なプレゼンスを持ってもらいたいと思ってお
ります。私はアメリカのＭＩＴを抜き、世界の
ＮＩＴになってもらうことを心から願っており
ます。恵まれた環境の中で名工大の先生方、そ
して学生がそのような志を持って勉強研究に励
んで頂きたいと思っております。
　名工大の卒業生は素晴らしいと言ってもらえ
るようになるには皆様方の自覚次第です。
　私は名工大のカリキュラムの中に経営学を設
けるべきだと思っております。またできるだけ
早くＭＢＡスクールを作って頂きたいと思って
おります。そして世界中の優秀な学生が集まり
お互いに切磋琢磨することによって、学究の質
を高める事ができると思います。
皆様のご健闘を祈念しております。

名工大の学生よ大志を抱け！
株式会社ＴＹＫ　　
代表取締役会長　牛込　進（Ｙ33）

前理事長
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T O P I C S

トピックストピックス
先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス

　世界中が期待するアメリカ第44代大統領
Barack Obama氏の大統領就任式をテレビで見
ながら，時代の流れの速さをつくづくと思い知
らされています。あの奴隷制度から始まった黒
人差別の国・アメリカから遂に黒人の大統領が
誕生したのです。正に自由の国、競争の国、実
力の国アメリカであり、アメリカンドリームの
実現です。このObama政権がグリーン・ニュー
ディール政策を掲げました。自然エネルギーで
ある風力発電、太陽光発電、バイオマスを利用
して新たな雇用を創出するだけでなく、成長へ
の新たな基盤を築くためであると言います。こ
れには日本の政権も追随するに違いないけれど
も、豊富に賦存する石油を温存したままグリー
ンエネルギーを普及させようとするアメリカ
と、エネルギー資源の96%を輸入に頼る日本で
は状況は全く異なるので、政策の根本は真似で
なく日本独自の考えで推し進めるべきなので
す。
　７・８年前、私の研究室にケニヤッタ農工大
学の講師であるMagoha氏が、日本の国費派遣
研究員として６か月滞在したことがありまし
た。彼は研究にはあまり熱心ではなかったけれ
ども、パーティや懇親会でのスピーチはやたら
旨いのに感心しました。ケニヤッタ工科大学と
国際交流を結んでいる鳥取大学には多くのケニ
ア人が滞在しましたが、それらの多くの教官は
皆演説が上手でした。また、Magoha氏の奥方
は留学中に知り合ったロシア人で、いわゆる白
人でした。ケニア人の血を受け継ぐObama氏
が演説の巧さで群を抜き、白人中心のアメリカ
で臆することなく能力を発揮して大統領に就任
したことは、その民族の世界に通ずる特質と言
うべきかも知れません。私達日本人も大いに見
習うべき点です。
　さて、名工大に入学した学生諸君に期待する

工科系の学生は
ハード面とソフト面の勉強を！

鳥取大学名誉教授　林　　農（Ｍ45）

ことは、まず専門家として活躍できる社会人に
なるための基礎を築くための勉強です。太陽光
発電の変換効率向上の研究や風力発電のブレー
ドの改良など、従来型のハードについての勉強
が第一です。しかし、21世紀に育つ学生はそれ
だけでは十分とは言えません。工学系の学生・
社会人にも国家戦略や環境保護などの社会政策
の勉強が必要なのです。
　アメリカのグリーン・ニューディール政策に
よって、環境産業に強みを持つ日本の産業界も
活気つくはずです。政策にしても産業振興にし
ても、21世紀の環境・エネルギーに関する推進
には、正しい科学技術に立脚した主張が求めら
れます。例えば、私が副会長をしている日本風
力エネルギー協会では、風力発電の増設を強く
訴えていますが、景観やバードストライクの妄
想とも思える被害意識から遅々として進みませ
ん。初期には環境に優しく地球温暖化防止の観
点から風力発電が促進されましたが、今や石油
ピークの観点から、すなわち環境制約よりも資
源制約から、風力発電の増設が必要になって来
ているのです。現代文明は石油から成り立って
いることを知る必要があります。例えば、農業
も石油漬けなのです。野菜を運搬するトラック
はガソリンで動き、農薬や化学肥料の生産には
多くの電力を消費し、温室栽培には当然石油が
使われています。石油ピークを迎えた今、脱石
油、脱浪費を諮り、どの種類のエネルギーが優
先的に利用されるべきかを検討する必要があり
ます。このことは、私が理事の一人である“もっ
たいない学会”（会長：石井吉徳東大名誉教授、
元国立環境研究所長）のホームページ（http://
www. Mottainaisociety. Org /index. html）に
掲載されています。このようなソフト面の勉強
もこれから育つ工科系の学生諸君には必要な学
習だと私は考えています。
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　「学生時代」…どこか哀愁を秘めた、いい響きの
言葉に感じられる年令になってしまい、人生の哀愁
をも感じている私がここにいます。以下申し述べる
事柄のちょっと皮肉ぽっいかな？と思われる部分は、
この年輪によるところとご容赦願います。
　この「学生時代」を大いに満喫している学生諸
君は、生まれてこの方、授業料を納めて「知識」を
授けてもらう生活が続いていると思います。この期
間は、家を建てる場面で言うとこれは「金づち」と
いうものでこうやって「釘」を打つのに使います。こ
れは「かんな」という名前で木をこうして削る時に使
います…将来、家を建てるのに使う基本的な道具の
名前とおおよその使い方を、それぞれの専門分野の
名のもとに「知識」として丁寧に教えてもらってい
る時期だと思います。この「知識」は真摯に授業を
受け学んでいけば、それなりに頭にしっかり詰め込
むこと、詰め込めた気になることができるものです。
　試験も問題が与えられ、それに教わったことを教
わったとおり記載すれば成績は「優」となり、優秀
な学生ということになります。
　これが卒業後、社会人となると一変して逆に給料
をもらうわけですから、それに見合った成果を出さ
なければならない状況に突入することとなります。
　先ほどの家を建てる場面で言うと、どんな家？…
具体的な成果を見せなくてはなりません。どう建て
るのか、そこにどんな問題があるのか、前例がな
く自らが考え、問題すら自分で見つけ解決し、先へ
すすまなくてはならない状況です。どんな家（目標）
に到達するには、今まで授かった「知識」だけでは
到底太刀打ちできません。そこでは、与えられた時
間軸のなかで経済性などを考慮して、どんな形のも
のを作るのか？「知識」をどう組み合わせ活用したら、
目指す形ができるのか？ 「知識」（道具）を使いこ
なす「知恵」（創造力）が必要な能力になってきます。
　さらにスケールの大きな成果を求められると、個
人の力から組織の力が必要となり、この場面では年
令、性格、価値観、専門が違う多くの人達の知識、
知恵を有機的に結びつけなければ、この大きな目標
には到達できません。その為には、知識・知恵に
加えて、組織の中で自分の力を発揮するための協調
性や組織を引っ張っていくリーダーシップなどといっ

た能力も必要となる
でしょう。この能力
は、人生のなかで
多くの時間を、同じ
年令や同じ価値観、
同じ専門分野の人
たちの中で過ごし
てきた人には希薄
かもしれません。
　また、知恵を含
むこれらの能力は、学校の授業で教え授けること
が難しい能力であると思います。自分が悩み、求
め、気づいて初めて身についてくる能力であり、先輩、
同僚、後輩など縦軸での人との交わり、本を読むこ
とによる著者との交わり、さらには求めれば、動物・
植物など自然界からでも多くを学び取ることができ
る能力でもあります。難しく考えすぎず、案外、遊
びのなかから知らず知らずに身に付くものかも知れ
ません。
　「よく学び、よく遊べ」とはよく言ったもので、学
びから知識を、遊びから知恵などを習得せよと先達
が教えてくれているものかもしれません。
　一方で、学生諸君が卒業後の長い人生を、以上
述べました知識と知恵などを活かして社会貢献を
し、楽しく生き生きと過ごしていく為には、肉体的、
精神的に健康であることが必要条件であることはい
うまでもありません。最近では、精神的に健康であ
ること、メンタルヘルスが重要視されてきています。
この必要条件の獲得の可能性を高めるには、学生
時代に生涯付き合えるスポーツと友達をつくり上げ
ておくことが大きな武器になると思います。
　以上のことを踏まえて学生時代は、「真摯に学ぶ」
「多くの人と楽しく遊ぶ」「継続できるスポーツをする」
これらを通して「生涯付き合える友達をえる」を意
識して過ごすことができればいいと思います。
　…とは言うものの、「光陰矢のごとし」「学なりが
たし」「二兎を追うもの一兎も得ず」も事実であり、
歌にもあるように青春時代、学生時代は、後からし
みじみ思うものも事実であり、実感でもあります…
というところで筆をおかさせて頂きます。

T O P I C S

トピックストピックス 後輩へ‥‥随想
東邦瓦斯株式会社 取締役 常務執行役員

辻　　秀武（Ｍ50）
先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス
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　そろそろ入学のシーズンとなりました。私が
名工大に入学したのは37年前になりますが、桜
満開の中で、学生生活への期待と受験勉強から
の開放感とを胸にキャンパスに立った感慨を今
でも思い出します。
　高校まで運動クラブとは無縁でしたが、大学
に入学したら絶対に運動クラブに入ろうと思っ
ていました。体育系クラブでの活動には体力面
で一抹の不安もありましたが、体育系のクラブ
活動への憧れがずーっとあり、ちょうどいい機
会だと思ったからです。いろいろなクラブの練
習を見に行きましたが、結局、出身高校の同級
生が入部したこともあって、バドミントン部に
入部しました。
　当時のバドミントン部は上級生がハイレベル
で、強豪とは言えないまでも名古屋地区ではそ
こそこのレベルでした。そこに入部した新入生
数名は、経験者が１名だけでその他は私を含め
て初心者ばかり。当時のキャプテンはこれを見
て、特訓でリーグ上位を狙うことよりクラブ員
の親睦を図ることに軸足を移すことを決断した
のではないでしょうか。おかげで、練習も思っ
ていたほど厳しくはなく、先輩や同級生と和気
あいあいの雰囲気の中で楽しく活動することが
できました。
　定期的な練習のほか、合宿や懇親会などクラ
ブの活動をメインに学生生活を過ごしました。
ダブルスを組んだ先輩からバドミントン以外の
こともいろいろ教えてもらったこと、同級生に
ライバル意識を持ったり、また、心のこもった
励ましを受けたりなど、スポーツそのものの楽
しさに加えて、仲間との交流が広がったことな
どが今でも懐かしく、充実していたということ
が思い出され、バドミントンに挑戦してみてよ
かったと思っています。青春時代のエネルギー
をスポーツに注ぎ、それを通して心を許せる仲
間を得、交流を深めていくことはなかなか良い
ものだと思います。
　学生は勉強が本分ですが、勉強以外の自由な

時間はたくさん
あると思います。
ともすれば漫然
と月日が流れ、後
でやっておけば
良かったと思っ
た時にはもう社
会人になってい
てなかなか自由
な時間がない、といったことのないよう、具体
的な目標を決めて思い切って挑戦していただき
たいと思います。サークル活動、バイトなど何
をするかは人によって様々とは思いますが、後
で悔やむことのないよう、ぜひ今の時間を大切
にして有意義な学生生活を送っていただきたい
ものだと思います。
　卒業後は地元企業の四国電力㈱に入社いたし
ましたが、現在当社には原子力、火力、系統運
用、送・変電、配電、情報通信などの技術部門
に名工大卒業生が約30名います。それぞれが各
部門で活躍している姿を見ると、同窓生として
頼もしく、また誇らしくも感じます。
　また、香川県では名古屋工業会香川支部とし
て同窓会組織があります。当社のほか、県庁、
JR、建設会社などに勤務している人のほか、現
役を退き悠々自適の先輩方など、名簿では90名
余りの方々が名を連ねています。国の特別名勝
「栗林公園」で年に一度開催される総会には例
年30名余りの方々が参加し、それぞれの近況や
学生時代の思い出などを語りながら親睦を深め
ています。
　このように、名工大を卒業して名古屋の地を
離れても、同窓という縁が人と人を繋げ、お互
いの心の交流を深め、さらに場合によっては助
け合うというような同胞意識が醸成されていま
す。
　新入生の皆さんにおかれましては、何かに挑
戦し、充実した学生生活を送られることを心よ
りお祈りいたします。

T O P I C S

トピックストピックス 何かに挑戦を！～新入生のみなさんへ～
四国電力㈱ 配電部
大角　芳史（Ｅ50）

先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス
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　この「ごきそ」を初めて読んでいる新入生の
皆さん、ご入学おめでとうございます。
名工大で工学を学ぶ皆さんに、30年前に名工大
土木工学科を卒業した一先輩として、また、こ
の４月に二女が県内自動車関連メーカー事務職
に就職する一父親として、さらに、昨年秋から
始まった「トヨタショック」による急速な景気
後退の影響を最も受ける愛知県の一職員とし
て、この拙文を大いなる可能性を秘めた若き後
輩の諸君に贈ります。
　本来であれば、愛知県庁を代表する激励文は、
建設部建築担当局長、技監、課長、建設事務所
長等の要職におられる名工大の諸先輩が執筆す
べきところですが、この執筆時期にあたる年末
年始には、それら諸先輩は、県庁の諸行事や事
務執行改善等に忙殺されております。そこで、
管理職の末席にあり、岡崎市役所に参事として
派遣されており比較的時間的余裕のある私に、
この大役が回ってきました。
　思えば、34年前の昭和50年、生まれ育った大
阪を後に、鶴舞公園の桜に祝福され名工大に入
学したときのことを昨日の様に思い出します。
第一志望校進学の夢は破れたものの、名工大で
の学生生活や就職・大学院進学など、自分なり
の夢も膨らませて、鶴舞公園南のアパートで一
人暮らしを始めました。
　私の名工大生時代の昭和50年から54年も、第
４次中東戦争に端を発するオイルショックによ
り、昭和49年頃には高度経済成長に終止符を打
ち、就職浪人はありませんでしたが、公務員の
採用も絞られた時代でした。入学した頃は、漠
然とした思いでしたが、都市計画や交通計画を
将来やりたいと考えるようになりました。また、
これからは「環境」重視の時代になるとの予感
もありました。
　私は成績上位ではありませんでしたし、応用
力学や水理学より英語やドイツ語が好きで、Ｅ
ＳＳに在籍したり、４年次に５ヶ月間、奨学金
を得て道路工学の技術研修でドイツの大学に留

学し、就職時期を
逃し、他大学の大
学院に進学しま
した。今思えば、
レールを外れた
無謀な学習計画・
就職計画であり、
指導教官の先生
方にもご迷惑を
かけてしまいましたが、学外や海外の友人と交
流できた「青春している」ことを実感できた経
験は、有名大学院進学や公務員試験を犠牲にし
ましたが、後悔はしていません。幸い、大学院
１年次には、企業の省エネ・技術革新等により
景気もかなり回復し、昭和55年に愛知県職員と
なることができました。
　ちなみに、私の二人の娘は、父のDNAも受
け継いだのか、二人とも外国語学部に進学し、
名工大の卒業生も多数おられる県内メーカーの
海外営業などに就いています。
　このような私の経験は模範とはなりません
が、先行きの見えない時代にあっても、自分の
進みたい「道」を展望しつつ、それを実現する
ための技術の研鑽や勉強を楽しんでやってくだ
さい。嫌なことは長続きしないし疲れます。ま
た、技術者であっても、広く交友関係を築く努
力を学生時代から心がけてください。それは
きっと、仕事の上でもあなたの「財産」となる
とともに、あなたの「人生」を豊かにするでしょ
う。
　愛知県の景気も今が「底」です。これから、
技術力に裏打ちされて、景気回復、さらには発
展するでしょう。大学時代には、様々な経験を
して、技術者として、そして、人間として「基
礎力」をつけておいてください。そして、愛知
県あるいは岡崎市をはじめとした自治体で活躍
される名工大卒業生が一人でも増えることを、
愛知県庁支部として期待しています。

T O P I C S

トピックストピックス 21世紀を生き抜く名工大生に贈る
愛知県市町村課兼建設総務課（岡崎市都市整備部参事）

高野　昌彦（Ｃ54）
先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス
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　まずは、新入生のみなさん、御入学おめでと
うございました。卒業時には、教授/学校関係
者の方々には御世話になり、現在、愛知県尾張
地区にあります自動車部品関係の技術者として
頑張っております。“出来の悪い先輩”として
自分の体験も含め、何らかアドバイスになれば
と記させて頂きく事と致します。
Ⅰ）多くの先輩が応援してます！
　まずは、あたりまえな点からですが、全国（特
に中部・関西圏）には、多くの諸先輩方が活躍
されています。みなさんが卒業されて社会人と
して対外的な責任を持ち出すと「え？実はあの
方も先輩だったんだ！」の様な驚きを持たれる
事もままあると思います。是非、社会に出られ
てからも、“コミュニケーションの種”として、
「ごきそ」等で、卒業生の方々を一度check さ
れてはどうでしょうか？（日頃から「アンテナ
を高く・広く」）
Ⅱ）専門外でも通ずる論理的思考を！
　これから専門の勉強/研究に取り組まれる中
で是非、習得/強化されてはと思う事の一つが、
“論理的思考”だと思います。大学での専門が
企業での基本と異なる事は確かですが、社会人
（大学の期間の８倍以上）としての生活の中で
は、（各業界で「呼び方」は異なりますが）現
状の調査/情報収集/層別 ⇒企画/計画⇒実施⇒
評価/検証⇒再度企画/計画+人への伝達（プレ
ゼンテーション）と言った基本的な事ができる
事が重要だと思います。（課題を見つけ、考え、
自分の考えを表し、伝える。最近、この基本的
な事がうまくできない人が増えて来た様に感じ
ます。） 是非、教育/研究・論文等の学生期間
にこの感覚を磨かれる事をお奨め致します。
Ⅲ）グローバル感覚と趣味探し
　'08年に起きた世界的な不況への危機にも見
られる様、私達の生活も既に世界と密接な状況
になっております。また社会へ出て多く方々が

海外赴任・出張経験をされております。新入生
のみなさんも既に世界の語学（英語・独語・仏
語・中国語）、名工大でも多くの留学生を受け
入れ“グローバル感覚”を磨ける機会/環境を
得られていると思いますが、「いざ現地/実践」
となると国々の文化を含め、思う様にコミュニ
ケーションが取れない経験の話しも多く、そん
な時に役立つのが、言葉以外の共通点＝“趣
味”があると思います。是非、学生時代に“こ
だわれる趣味”を探しては？”と言う提案です。
スポーツ/音楽/美術/陶芸/読書/コレクション
/（仕事？）…、この趣味の一つが、他国の人、
企業間の人とのコミュニケーションのきっかけ
となると思います。（趣味一つでも“探し、やっ
てみる、やり続ける事はパワーが必要だと思い
ます。）
　以上、何かの節に、耳にされた様なアドバイ
スかと思いますが、これからそれぞれの専門分
野の勉強／研究で、りっぱな社会人になられる
みなさんへの言葉とさせて頂きます。
 “がんばってください。応援してます！。”

T O P I C S

トピックストピックス 名古屋工業大学
新入生の方々へ“一言、（二言）”

豊田合成㈱　河合　克紀（Ｇ58）先輩から新入生へのアドバイス先輩から新入生へのアドバイス

大学時代にこだわった音楽（Blues）のおかげ？で、
現地とコミュニケーション。中央Guitar.

（'05：Detroit：The Randy Brock：
興味をお持ちの方は inter net にて視聴可です。）
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【学　歴】
昭和34年３月　名古屋工業大学土木工学科卒業
【職　歴】
昭和56年４月　鳥取県土木部河川課長
昭和58年４月　建設省四国地方建設局河川部長
昭和61年４月　建設省中部地方建設局河川部長
昭和62年５月　㈱エコー 顧問
平成元年４月　㈱テトラ 専務取締役・常務取締役等
平成15年６月　㈱エコー 顧問　現在に至る

　このたびの栄誉を賜りましたこと、同窓の皆様
方の御支援・御訓導のおかげで衷心より感謝申し
上げます。最近土木関係事業が無駄であるとの論
調が罷り通っています。しかし地球の温暖化は避
けがたく、台風等の巨大化、渇水の長期化がいわ
れています。治水等の施設の整備は緊要の課題で
しょう。又道路等の交通インフラの整備も必修で
しょう。老婆心ながら最近の風潮を危惧し、一部
マスコミなどの論調は憤慨に堪えない者です。

【学　歴】
昭和35年３月　名古屋工業大学土木工学科卒業
【職　歴】
昭和35年４月　建設省入省 阿波国道工事事務所配属
昭和60年１月　建設省九州地方建設局企画部長
昭和62年10月　大分県土木建築部長
平成元年４月　建設省退職
平成３年６月　福田道路㈱入社
平成14年６月　九州建設コンサルタント㈱～

平成18年６月退職

「瑞宝小綬章」
（建設行政事務功労）

光岡　　毅

「瑞宝小綬章」

岡田　睦也

【学　歴】
昭和35年３月　名古屋工業大学機械科卒業
【職　歴】
昭和35年４月　通商産業省（名古屋通商産業局）入省
昭和37年４月　運輸省（船舶局）出向
昭和60年４月　中部運輸局船舶部長　退官
昭和60年４月　㈶日本舶用機器開発協会事務局長
平成３年５月　㈳日本舶用工業会常務理事
平成８～20年　㈳日本舶用機関整備協会専務理事

　名工大卒業後25年間海外駐在を含む行政官とし
て、また、退官後23年間造船関連工業団体におい
て沢山の方々に支えられて、古希を迎えるまで現
役として奉職出来たことに感謝しています。なお、
名工会評議員（東京支部）を平成６年から20年ま
で務めさせていただきました。

「瑞宝双光章」
（運輸行政事務功労）

東島　良治

【学　歴】
昭和40年３月　名古屋工業大学窯業工学科卒業
【職　歴】
昭和40年４月　日本特殊陶業株式会社 入社
平成９年６月　　同社　取締役
平成12年６月　　同社　常務取締役
平成15年６月　　同社　専務取締役
平成16年４月　　同社　代表取締役社長（現在）

　この受章を励みに、これからも世界の皆様のお
役に立つ製品、環境に配慮した製品のご提供を念
頭に置き、さらに業界ならびに社会に貢献できる
よう、引き続き精進してまいる所存です。

「藍綬褒章」
（産業振興功績）

加藤　倫朗

表 彰 者 紹 介  
　平成20年度叙位・叙勲受賞者は以下のとおりです。
５月23日の名古屋工業会の総会で、工業会からの表彰
を行ないます。
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【学　歴】
昭和23年３月　名古屋工業専門学校電気工学科卒業
【職　歴】
昭和25年12月　株式会社同和製作所設立入社
昭和25年12月　同日取締役就任
昭和46年５月　代表取締役社長就任
平成13年３月　取締役並びに代表取締役社長辞任

現在に至る

「紺綬褒章」
（寄付）

青山　哲也

平成20年度 名古屋工業会課外活動活性化経費の授与

奨励金授与式

　社団法人名古屋工業会では、平成20年度名古
屋工業会課外活動活性化経費の授与式を１月23
日に実施し、５つのクラブの代表者に二杁幸夫
常務理事から奨励金を授与した。

　授与クラブ及び企画内容は以下の通り。
アイスホッケー部…全国大会出場に伴う強化
練習の実施

ボート部…艇庫兼合宿所再建のためのOBへ
の協力依頼

S-EV（ソーラーカー部）…新マシン設計の
ための実験と現行マシンの軽量化

ロボコン工房…NHK大学ロボコン2009書類
審査及びビデオ審査のための機体製作

名工大新聞部…２号館外壁への垂れ幕による
名工大生の活動アピール
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　㈳名古屋工業会では、平成20年度の名古屋工業会奨学金の授与式を12月17日に実施し、日本人学生10名、
外国人留学生５名の計15名に篠田理事長から奨学金を授与した。授与者を代表して機能工学専攻の髙橋明
宏さんから謝辞が述べられた。授与者は以下の通り。

　　社会工学専攻　　　　　Ｄ3 譽田　孝宏　　　社会工学専攻　　　　　Ｍ1 董　　淋
　　情報工学専攻　　　　　Ｄ1 竹尾　悠介　　　情報工学専攻　　　　　Ｄ1 万　　程
　　未来材料創成工学専攻　Ｍ1 浅井　智晴　　　機能工学専攻　　　　　Ｍ1 髙橋　明宏
　　生命・物質工学科　　　4年 安井　　薫　　　生命・物質工学科　　　3年 梶田　達義
　　生命・物質工学科　　　2年 永田久美子　　　生命・物質工学科　　　1年 カミラ・クレジャン
　　生命・物質工学科　　　1年 賀　　成莉　　　建築・デザイン工学科　1年 出屋敷嘉亮
　　都市社会工学科　　　　1年 焦　　浩原　　　第二部電気情報工学科　4年 渡辺　　新
　　第二部物質工学科　　　2年 永江　孝光
　　（注：Ｄは大学院博士後期課程、Ｍは大学院博士前期課程）

平成20年度　名古屋工業会奨学金の授与

奨学金授与式

情報工学専攻　博士後期課程1年  万　程

　この度は平成20年度名古屋工業会奨学生に選出して頂き、誠にありがとうございます。
名古屋工業会会員の皆様に、心からお礼申し上げます。
　私は現在、博士１年次として毎日の生活を送っていますが、研究活動においては学
費を含め、様 な々費用が掛かることが多くあります。例えば、学会や講演への参加は、
場合によっては実費で足を運ばなければなりません。
　博士後期課程は、研究が忙しいので、バイトに行く時間はほとんどありません。そん
な時に奨学生募集のお話を知り応募しました。そして、ありがたいことに奨学生の一人
として選んでいただきました。そのおかげで金銭的な面の悩みが消え、研究に集中することができています。
　最後に、貴会の御厚意に心から感謝いたします。今後も精一杯研究活動に励み、貴会および名古屋工業大
学、そして社会に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。
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機能工学専攻　博士前期課程1年  髙橋明宏

　今回はこのような奨学金をいただき、ありがとうございました。
　10月に交通事故をしてしまいました。そのとき肩を痛めてしまい、アルバイトができなく
なりました。生活費の大半をアルバイトによりまかなっていたので、これからを不安視して
いたなかでこの名古屋工業会奨学生募集を知りました。生活費に加えて、これからは就
職活動などで出費が増えるので、今回の奨学金は有意義に使うことができると考えており
ます。奨学金は具体的には、教育費、食費、スーツの購入などに充てたいと思います。
　また、奨学金を頂いたことにより、アルバイトに費やしていた時間を研究に活かすことができ、最近は研究が
はかどっております。
　これからは名古屋工業会奨学生として自覚を持ち、さらに気を引き締めたいと思います。そのためには研究成
果を出すために努力することに加えて、その名に恥じないように生活態度も向上させていきたいと考えております。
　みなさんのご厚意を無駄にしないためにも、努力し続けたいと思います。今回は本当にありがとうございました。

生命・物質工学科４年　安井　薫

　この度は名古屋工業会の奨学生に推薦していただき、ありがとうございます。
　東海の集中豪雨で父が営んでいる洋菓子店が全滅し、復旧のために預貯金を使い果
たしてしまったため、大学の学費は日本学生支援機構の奨学金から払っていました。大
学では、研究室に所属しており、夜遅くまで実験をしているため、アルバイトができま
せん。さらに来年度から大学院に進学するため、さらに学費がかかり困惑しておりました。
　この度給付していただきました奨学金は、大学院の入学金や学費のために使わせて
いただき、今後も実験・勉学等いっそう励んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。

生命・物質工学科２年　永田久美子

　この度は、奨学金をいただき、とても感謝しています。
　私は大学生活の中で、勉強と部活動を頑張っています。部活動は硬式庭球部に所属
しており、女子部の主将を務めています。昨年９月の個人戦の大会では、予選を突破し、
初めて本戦に出場することができました。部活動をもっともっと真剣に頑張りたいと思っ
ていますが、部活動ではいろいろとお金がかかってしまうのでアルバイトもしています。
でも、部活動にも時間を費やし、勉強面でも予習、復習、課題などに時間がかかるので、
アルバイトをする時間もあまりとれません。本当に勉強も部活動も頑張りたいし、親にもあまり負担をかけたく
ないので、奨学金がもらえると、とても助かります。せっかく奨学金がいただけたので、無駄になることのな
いよう、大切に使わせていただきます。部活動では自分自身もっと上を目指し、チーム全体としても強くなれる
よう頑張っていきたいです。勉強も今まで以上に頑張ります。本当にありがとうございました。

第二部物質工学科２年　永江孝光

　この度は平成20年度名古屋工業会奨学生に採用して頂き、誠にありがとうございます。
　私は現在学部２年次として専門科目の勉強に励んでおります。そして、来年度の６月に
転部試験を受けることを考えています。なので頂いた奨学金は参考書の書籍等の購入費
として有効に活用をさせていただきます。
　これから更に専門のことを学び、自分がどの分野を専門に研究していきたいかを考え、
それに向かって熱意を持ってやっていきたいと考えております。
　最後になりましたが、名古屋工業会の皆様に心から感謝いたします。今後も精一杯勉強や研究活動に励み、
名古屋工業会及び名古屋工業大学、そして社会に貢献できるよう頑張っていきたいと考えております。

交流コーナー交流コーナー

K O U R Y U
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１．はじめに
　今から10年以上前までは、東京から名古屋に
帰ってくるとき、車窓の南側にアンテナ鉄塔群
が見え始めると、降りる準備を始めたものであ
る。アンテナの下には依佐美長波無線送信所が
あり、数奇な運命をたどってきた。アンテナは
1997年３月に解体されたが、送信所の設備は建
物とともにその後も残っていた。ところが、つ
いに2006年３月に解体撤去されることになり、
私はたまたまその現場に立ち会うこととなっ
た。以下に、送信所の経緯、長波送信設備の概
略、解体直前に実施した高周波発電機の分解調
査、最後に米国電気電子学会（IEEE）の「マ
イルストーン」への登録作業の概略を紹介させ
て頂く。

２．依佐美無線送信所の数奇な運命
　最初に、依佐美無線送信所の建設から撤去ま
での80年の歴史を簡単に紹介する。
　依佐美送信所はヨーロッパとの無線通信を行
うため、1929年に愛知県刈谷市の南部、旧依佐
美村に世界最大級の長波無線通信システムとし
て建設された。その後、第２次世界大戦中は日

本海軍、戦後は米国海軍によって使用されるな
ど、極めて数奇な運命をたどった。
　第１次世界大戦中、日本の海外通信網は極め
て貧弱で、外国と通信するためには世界中に植
民地を持っている大英帝国が支配する海底及び
陸上ケーブル網の有線通信に頼らなくてはなら
なかった。第１次大戦終了後、通商関連の通信
が急拡大し、同時に国際連盟（本部ジュネーブ）
や軍縮会議など外国との外交交渉が活発化して
機密電報の漏洩防止が必須となり、日本独自の
通信設備が必要となった。こうした状況下、対
米通信は福島県原ノ町に、対欧通信は依佐美村
に大規模な無線送信所が建設された。（写真１）
　依佐美送信所は1927年に建設工事が始めら
れ、ドイツから設備を導入して1929年４月に完
成した。４月15日のワルシャワを皮切りに、ベ
ルリン、パリ、ロンドンと次々に長波による無
線通信を開始した。さらに、日本が国際連盟か
ら信託統治を任されていた南洋諸島への通信も
始められた。
　用いられた送信システムの心臓部はドイツ
のテレフンケン社設計・AEG社製造の巨大な
500kW高周波発電機である。しかしながら、依
佐美送信所の長波通信システムは開始後すぐ
に、短波通信に主役の座を譲らなければならな
くなった。短波は電離層で電波を反射して伝わ
るので、大電力を必要とする長波通信に比べて、
小電力で通信が可能だからである。このため、
海外通信は短波通信が主流となり、長波の送信
設備は、電離層の変動により短波通信が不安定
になる冬場などの時期だけに使われた。
　しかし、第2次世界大戦が始まると、依佐美
の長波設備は再び脚光を浴びることとなった。
電波は周波数が低いほど、水中深く浸透すると

交流コーナー交流コーナー
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長波無線送信所（刈谷）物語
─送信用高周波発電機の分解調査とIEEEマイルストーンへの登録─

名古屋工業大学名誉教授　荒井　英輔

写真1．依佐美長波無線送信所の正面玄関
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いう特性が注目され、1941年末、太平洋戦争開
始とともに、日本海軍の管轄となった。長波は
20 ～ 30ｍの深さまで浸透するため、潜水艦へ
の通信手段として使われたのである。1941年12
月８日の太平洋戦争開始の攻撃開始命令「新高
山登レ一二〇八」は、12月２日午後５時半に連
合艦隊の通常艦艇へは船橋送信所から短波で、
潜水艦へは依佐美送信所から長波で送られた。
　第２次大戦後、連合国軍総司令部（GHQ）
は依佐美送信所に閉鎖命令を出した。ところ
が、1950年、アメリカ海軍は解体予定であった
送信所を接収し、米国海軍の潜水艦通信基地と
して使用するため修理を開始し、1952年７月か
ら使用を開始した。1930年代には短波時代の到
来、1947年にはGHQからの命令という２回も
解体の危機に陥りながら生きながらえ、60年に
わたって運用されるという世界の中でも珍しい
数奇な運命をたどった。
　そして1964－1975年のベトナム戦争時代には
米軍基地として反戦平和運動のデモに囲まれた
りもした。時は流れ、米ソ冷戦が終結した1993
年に送信業務を停止し、翌1994年、日本側に返
還された。1997年アンテナ鉄塔は解体され、そ
して2006年３月には２式あった送信設備の１式
は刈谷市が新たに建設した依佐美記念館に収容
された。残りは建物も含めて解体撤去・廃棄さ
れ、70年余にわたる依佐美送信所の歴史に幕を
閉じた。
　なお、対欧無線通信の受信所は依佐美送信所
より１年早い1928年に、三重県海蔵村（1930年
四日市に合併）に建設され、伊勢湾を挟んだ依
佐美村の送信所と海蔵村の受信所は名古屋無線
電信局を親局として結ばれた。

３．依佐美送信所の送信システムの概要
　依佐美送信所の送信室には直列に４台並んだ
発電機と電動機が現用と予備の２式配置され、
さらに大きなコイル、コンデンサ、トランス、
電池、抵抗などが多数設置されている。（写真２）

また、送信室の一角には、メータ類が並んだ監
視室があり、現代の電子的な無線設備からは想
像もできず、まるで発電所のようである。これ
ら設備の多くは、その内部構造まで目で見て確
かめることができるので、電磁気学の勉強には
最高の教材とも云える物ばかりである。
　この送信システムは高周波発電機を中心とす
る高周波発生部と、得られた周波数を3倍にす
る逓倍回路部からなる。高周波発生部は外部か
らの商用電源により誘導発電機（920kW）を回
し、以下、直流発電機（860kW）、直流電動機
（720kW）、高周波発電機（500kW）の順に回
転・駆動する。ここで、誘導発電機で直接、高
周波発電機を駆動するのではなく、途中に直流
機を介在させている。直流機は高周波発電機の
回転数を検知してその回転数に合わせて直流電
力を変化させ、高周波発電機の回転数を制御す
る（ワード・レオナード速度制御方式）。この
高周波発電機で得られる周波数は5.814kHzであ
る。次にコイル、コンデンサ、トランスからな
る逓倍回路部で３倍の17.442kHzの高周波に逓
倍される。
　17.442kHzの高周波は断続するモールス信号
となり、高さ250ｍ、全８基の鉄塔に展開され
た16本のアンテナから空中に電波伝播された。
アンテナ鉄塔は１本あたり300トンもあり、そ
の下部は碍子で絶縁されている。アースはアン
テナ直下に縦横、1760m×880ｍの広大な面積

写真2．送信室の内部
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にわたって地下60cmの深さに銅線が網の目の
ように敷きつめてあった。

４．高周波発電機の分解調査
　2005年６月、私はたまたま電子情報通信学会
東海支部の支部長を引く受け、引継ぎの総会に
参加した。その席で、中部産業遺産研究会会長
の田中浩太郎氏（元電子情報通信学会東海支部・
支部長）から、「長年にわたって依佐美送信所
の保存活動を進めてきたが、残念ながら2006年
３月に解体撤去されることになった。長波送信
設備の現用と予備の２式のうち、１式は刈谷市
が建設する記念館に収容されることになってい
るが、残る１式は行き先がない。貴重な高周波
発電機については、製造したドイツの駐日大使
館にもその引取りを問い合わせているが難しそ
うである。（写真３）このままでは、記念館に
引取られない設備は廃棄の危機にある。なお、
依佐美送信所と同様のグリメトン長波無線送信
所（スウェーデン）は2004年にユネスコの世界
遺産に登録された。」との説明があった。
　会議後、私は歴史的に貴重な科学技術遺産が
むざむざと廃棄されてしまうのはあまりに惜し
いと考え、直ちに国内の主な国公立だけでなく
企業や大学も含めた博物館に高周波発電機の受
入れ依頼の手紙を送った。しかし、数十トンに
もなる巨大な高周波発電機を受け入れてくれる
博物館は無かった。

　ところで、私は半導体関係が専門で、発電機
や電動機などの重電関係は不案内であり、高周
波発電機の構造はもちろん、その技術史的意義
なども全く知らなかった。田中浩太郎氏が書か
れたある解説論文に「依佐美送信所で用いられ
ていた高周波発電機はアレキサンダーソン型高
周波発電機であり、大出力真空管が出現するま
で用いられた」と記載されていたのを読み、本
学の竹下隆晴教授に「アレキサンダーソン型高
周波発電機とはどのようなものか」と問い合
わせた。竹下教授からは、「昔使われた機械で、
回転子に誘導子と呼ばれる多数の突極が形成さ
れ、誘導子の回転により電機子コイルに高周波
電力を発生できるもの」と教えてもらった。
　いずれにしても、依佐美送信所の発電機が本
当にアレキサンダーソン型であるのか否かも含
めて、詳細な情報は不明であった。そこで、竹
下教授に誰か専門家を紹介してもらいたいと依
頼したところ、電気学会回転機技術委員会の元
委員長だった坪井和男教授（中部大学）を紹介
してもらった。早速、坪井教授を訪ね、ぜひと
も専門家に集まってもらって、依佐美送信所の
高周波発電機の調査と活用法の検討協力をお願
いした。坪井教授は快諾され、早速、回転機を
専門とする大学の先生や重電メーカーの技術者
などの専門家を集めて検討委員会を立ち上げ、
依佐美送信所の現地調査を実施された。その結
果、発電機を分解して詳細な調査をし、同時に

写真3．高周波発電機 写真4．高周波発電機の分解工事
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分解状況をビデオに記録として残すこととなっ
た。
　2006年３月６，７日の２日間にわたり、高周
波発電機の分解工事を行った。工事の主体は発
電機の回転子を抜き出すことである。初日は25
トンレッカー車で作業を始めたが、発電機が既
存資料に記載の値よりも重いことが分り、翌日
は50トンレッカー車に交換して作業を進めた。
（写真４）
　高周波発電機は巨大なばかりでなく、外側
の固定子と内側の回転子のギャップはわずか
1mm程度という、非常に精密な機械でもあっ
た。左右の側壁版を取り外した後、片側の軸
受部を取り除き、レッカー車で回転子を引き
出した。損傷防止のため、回転子と固定子の
間のギャップに0.5mmのガラス繊維を差し込ん
だが、狭いギャップを保ちながら回転子をほぼ
水平に抜き出すのは大変な作業であった。取り
出した回転子の重量は21.2トン、直径は1.83ｍ、
幅は1.1ｍ、軸長3.44ｍ、また高周波発電機の総
重量は38トンであった。

　この回転子の特徴は、幅が1.8ｍと極端に広
くて重く、その中央部はへこんでいることであ
る。アレキサンダーソンが取得した米国特許
（US Patent No.902,195(1908)）の図面と比較す
ると、アレキサンダーソン方式は幅が狭くて軽
く、中央部が突起状になっていて高速回転に適
しているので、依佐美の高周波発電機はアレキ
サンダーソン方式ではないことが分った。最終
的に、依佐美の発電機は通常、誘導子型と呼ば
れる高周波発電機であると結論された。この発
電機の回転子は重いので機械強度上、高速回転
は出来ないが、その代わり、回転速度、すなわ
ち、発生周波数は極めて安定しているのが特徴
である。
　分解した高周波発電機の回転子はその円周上
に誘導子と呼ばれる256個の歯車状の歯（突極）
を持っており、回転子巻線は持っていない。回
転子を包んでいる固定子は左右の固定子鉄心部
の溝の中に電機子コイルを持っている。発電機
が回転すると、電機子コイルの内側を回転子の
誘導子が高速で通過するので、電機子コイルと

表１．依佐美送信所とグリメトン送信所の高周波発電機の比較

送信所
（送信周波数）

長波発生システ
ム

高周波発電機の仕様 回転子の寸法と
重量

依佐美
(17.442kHz)

高周波発電機＋
３逓倍回路

型式：誘導子型（独・テレフンケ
ン社設計/AEG社製造）
誘導子数：256
回転速度：1360rpm
出力周波数：5.814kHz
(３逓倍回路で 17.442kHzへ)
出力電力：500kW

直径：1.83m
幅：1.1m
重量：21.2トン

グリメトン
(17.202kHz)

高周波発電機の
み

型式：アレキサンダーソン型（米・
GE社製造）
誘導子数：488
回転速度：2115rpm
出力周波数：17.202kHz
出力電力：200kW

直径：1.6m
幅：0.08m
重量：1.5 トン
（計算値）

表１．依佐美送信所とグリメトン送信所の高周波発電機の比較
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回転子の間隔（ギャップ）の幅が周期的に変化
し、電機子コイルの鎖交磁束が増減して、交流
電力が発生する。交流電力の周波数ｆは誘導子
の突極数Ｐ、毎秒の回転速度ｎとすると、ｆは
Ｐとｎの積となる。分解した発電機では、Ｐは
256、回転速度は毎分1360回転で運転されてい
たので、周波数は5.814kHzとなる。これを逓倍
回路で３倍の17.442kHzにしていた。
　分解調査後、ユネスコの世界遺産に登録され
たスウェーデンのグリメトン送信所に問い合わ
せ、グリメトン送信所ではアレキサンダーソン
式高周波発電機（出力200kW）を用いており、
逓倍回路を用いないで直接17.202kHzの長波を
発生していることを確認した。以上より、依佐
美とグリメトン送信所の方式は発電機を用いた
２つの代表的なものであり、依佐美は高出力で
安定性、グリメトンはシステムの簡略化が特徴
であると結論された。（表１）
　なお、分解調査結果は、電子情報通信学会
東海支部から報告書およびDVDにまとめられ、
学会へ申し込めば誰でも入手できるようになっ
ている。

５．IEEEのMilestone への登録
　2007年の年末近くに、突然、本学の藤原修教
授（元IEEE名古屋支部・支部長）から、依佐
美送信所を米国電気電子学会（IEEE）が設け
ている「マイルストーン（電気工学上の貴重な
遺産）」へ登録したいので協力して欲しいとの
メールが入った。なお、これまでに日本からマ
イルストーンに登録されているのは、八木・宇
田アンテナ、新幹線、富士山レーダーなど７，８
件しかないとのことであった。早速、提案書の
原案を作り、藤原教授に送った。提案題名は
「Yosami Radio Transmitting Station, 1929」と
した。この間、藤原教授がドイツに出張される
機会があったので、ミュンヘン博物館に寄って
もらい、依佐美送信所の送信設備を設計したド
イツのテレフンケン社および製造したAEG社

の特許、当時の社内報などの関連資料入手と、
ドイツ製高周波発電機と米国アレキサンダーソ
ン特許の関係についてのドイツ側の見解を聞い
てもらった。入手資料により、1928年にドイツ
から依佐美送信所に納入された高周波発電機
は当時世界最大級であったこと、その後、急速
に真空管を使った短波通信に変わって行ったた
め、依佐美に納入された発電機は世界最大にし
て最後の装置であったことなどが分った。　
　提出した推薦書は2008年11月にIEEE History 
Committeeで登録が承認され、2009年5月には
依佐美記念館で授賞式が開催されるとの通知を
IEEE名古屋支部から得た。
　
６．あとがき
　携帯電話が飛躍的に発展した現在、電波を作
る送信機の心臓部は半導体部品で作られてい
る。それより前の時代の無線通信は真空管式送
信機であった。そして、その前は、マルコニー
の火花放電の時代だったとばかり思っていた私
にとって、真空管の前は発電機を用いて高周波
を発生していたなどということは大きな驚きで
あり、さらに、ここ数年間の調査や登録作業の
中で、国家間の壮絶な通信主権の闘いとも云う
べき無線通信の技術史について貴重な勉強をさ
せてもらった。
　以上、依佐美送信所について簡単に紹介して
きたが、百聞は一見に如かずであり、興味を持
たれた方はぜひとも、依佐美送信所の隣に刈谷
市が建設した依佐美記念館を訪ねて現物の送信
設備を見て頂くことをお勧めしたい。
　最後に、ここ数年間の作業を進めるに当たり、
本学の先生方、竹下隆晴教授、曽我哲夫教授、
藤原修教授にお世話になり、ようやくIEEEの
登録にまでこぎつけることが出来た。ここに記
して感謝の意を表します。
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　最初に筆者の頭の整理のために、チェコ共和
国の近代史を要約してみたい。チェコスロバキ
ア（1993年にチェコとスロバキアに解体）は本
来オーストリアを凌ぐ実力を持つ国だった。歴
史的にもハプスブルグ帝国の中核をなしてい
た。そしてプラハは神聖ローマ帝国の首都でも
あったし、当時ウイーンより由緒ある都会だっ
た。第１次世界大戦後1918年に300年続いたハ
プスブルグ帝国は終り、チェコスロバキアは
ようやく自由と独立を手にした。しかし僅か20
年後の1938年チェコスロバキアはナチスドイツ
の野望に屈した。チェコは1939年ドイツに併合
され、スロバキアはナチスドイツの傀儡国家と
なった。そして1945年ナチスドイツの敗北によ
り終結した第２次世界大戦後、チェコスロバキ
アは再び独立国家として蘇った。しかしソ連に
よる東欧支配の強化と米ソ冷戦に伴いチェコス
ロバキアは中欧の要衡の地にあるため自由と独
立を奪われた。1968年プラハの春民主化運動も
ワルシャワ条約機構軍の軍事介入によって潰さ
れた。しかし1989年ベルリンの壁崩壊に伴い、
いわゆるビロード革命によって共産党独裁政権
は倒れた。プラハが第２次世界大戦の戦災を殆
ど受けなかったのは奇跡であった。プラハはも
ちろん地方都市へ行っても石造りの建物が、中
世そのままに残っていることを考えても文学と
芸術の国として標榜していることに納得する。
　さてプラハを遠く離れた地方旅行の楽しみは
何と言っても小さな教会で開かれるミニ・コン
サートであろう。2002年６月に訪れた温泉地カ
ルロヴィ・ヴァリまでは、プラハのフローレン
ス・バスターミナル発の長閑な２時間半のバス
旅行であった。市内バスターミナルで下車し、
テプラー川沿いに漫歩し幾つものコロナーダを
過ぎた処に聖マリーマグダレーナ教会があっ

た。２本の塔に時計を持つバロック様式の白亜
の教会の何と美しいことか。この教会でのミニ・
コンサート開演は午後４時であり、時間に余裕
があったので取り敢えず、この先に予約してあ
るホテル・ドヴォルザークにて旅装を解いた。
社会主義体制時代に東欧社会主義国要人の保養
施設としての重要な役割を果たしたグランド・
ホテル・プップ（当時の名はグランド・ホテル・
モスクワ）は、筆者が投宿したホテル・ドヴォ
ルザークのすぐ近くにある。テプラー川に面し
て建つホテル界隈をぶらぶら歩きした後、コン
サート会場の人となった。グノーのアベマリア
を唄う天空より響き下りるソプラノの神々しく
も清らかな響きに魂が洗われる思いだ。19世紀
には、各国の王侯貴族や著名人が大勢保養に
やってくるようになり、ゲーテとベートーベン
が同宿したという記録が残されているが、この
聖マリー・マグダレーナ教会も訪れただろうか。
　2006年５月に南ボヘミアに位置し、オースト
リアのリンツに程近い中世そのままの町並みを
残すチェスキークルムロフと、そこへの入り口
の町にして南ボヘミアでの交通の要衡の町であ
るチェスケーブディヨヴィツェを訪れた。プラ
ハ中央駅発リンツ行きの急行列車にてチェス
ケーブディヨヴィツェまで行き、ここでローカ
ル線に乗り換えてチェスキークルムロフまでは
３時間40分の長旅であるが、途中ハプニングが
起った。プラハを出発し１時間を若干過ぎた頃
車内放送があって、しばらくして外国人の乗客
の多い筆者達の車輌に車掌が現れて、「線路工
事のためこの先のヅァホリ＝ターボル駅（スメ
タナのわが祖国の第５曲の題名になった町）間
をバス輸送するので、バスに乗り換えてくれ」
とのこと。臨時停車した駅は、通常は急行列車
の停車しない駅ゆえプラットホームが短く、大

紀  行紀  行

K I K O U

チェコに魅せられて（その2）
ボヘミアの地方都市とモラビアの中心ブルノ

梶田　隆男（Ｗ36）
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きなスーツケースを持ち汗をかきかき線路を横
断して待機していたバスに乗り込んだ。ターボ
ル駅で再び別の列車に乗り換え定刻より20分遅
れでチェスケーブディヨヴィツェに到着した。
ここからチェスキークルムロフまでのローカル
線（ジーゼル単線）の車窓からの美しい風景が
先程の苦労を忘れさせてくれた。ローカル列車
は時にモルダウの細き流れと並走し、くねった
流れと別れて針葉樹林のボヘミアの森奥深く進
入し、再び車窓が明るくなると左右の小高い丘
に群がる牛達が眼に入ってくる。まるでザルツ
ブルグ郊外を舞台にした映画「サウンドオブ
ミュージック」を１時間観ている心境であった。
　大きく屈曲して流れるモルダウの源流にやさ
しく抱かれて、中世そのままの姿を残すチェス
キークルムロフは世界でも最も美しい町のひ
とつとされている。近年ここを訪れる日本人
観光客は大変多い。大きく屈曲して流れるモ
ルダウの右岸断崖の上に建つ16世紀に創建され
た修道院を利用して1889年に開業したとされる
ホテル・ルージェに２泊した。ホテルの西隣に
聖ヴィート教会があるが、ミニコンサートはな
いようだ。ホテルのフロントで旧市街の中心ス
ヴォルノスティ広場に面したホテルでミニコン
サートが開かれることを聞きつけ、会場の人と
なった。熟年女性の弦３部によるバロック音楽
の夕べを心地好く楽しんだ。翌日モルダウ川左
岸断崖に建つチェスキークルムロフ城一帯を２
時間程散策した後、別のルートにて下城した。
城の直下を流れるモルダウの対岸の岸辺に恰好

のオープンカフェを見つけ、取り敢えず喉の渇
きと空腹を地ビールのエッゲンベルグとロース
ト・ポーク・クネドリーキで満たした。わん曲
するモルダウ上流より中学生らしき少年少女達
の漕ぐ４隻のカヌーが、筆者の眼前を静かに時
に賑やかに下って行く。後方よりさらに10隻程
のカヌーが続いて来ている。背恰好とか顔の表
情から多分中学生と推察されるが、学校での体
育の時間の校外実習であろうか。それにしても
世界遺産の中でのカヌーによるモルダウ下りと
は、何とぜいたくで風情があるではないか。時
折女子学生の発する歓声と水音とが重なり合っ
て、スメタナの「モルダウ」前半部に活躍する
ホルンとトランペットが勇壮に響く森の狩猟の
情景を連想させてくれた。こうして心身共に至
福な一時間を過ごさせてもらった。感謝。感謝。
　帰途チェスケーブディヨヴィツェでは、正方
形をしたプジェミスル・オタカル２世広場に面
したグランド・ホテル・ズヴォン（1533年創建）
に投宿した。モルダウ川右岸に位置するこの小
さな交通の要衡の町でのエピソードを一つ披露
しましょう。旧市街を一通り散策した後、聖ミ
クラーシュ教会の正面脇にある高さ72ｍの黒塔
に登った。頂上から見下す旧市街は実に美しい
が、生憎、先刻来の霧雨のため視界が良くない。
頂上より10ｍ程下りた辺りで登ってくる足音と
共にゴツン、ゴツンという不規則で異様な音が
聞こえるので、薄暗い下方を凝視すると縦長の
大きなリュックサックを背負った人が登ってく
るではないか。その不規則な異様音は、狭くて
天井の低い階段を登る度に大きなリュックサッ
クが壁に天井に触れて発する音だった。近くの
広くもない踊り場に待機していると眼前に現れ
たのは20代半ばの日本女性であるのに驚いた。
これより上に登るにつれ更に狭くなる旨説明し
て、同じ日本人のよしみで筆者がこの場所で彼
女が頂上より戻るまで大きなリュックサックを
預かることにした。待つこと数分、一緒に地上
の人となって夕食にはやや早いが、食卓を共に
囲むことになった。食が進むにつれ話も弾んだ。
なんでも日本の某航空会社の地上職として米子モルダウを下るカヌー
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空港に勤務していたが、退職記念にとヨーロッ
パ一人旅を計画し、ミュンヘン、プルゼニュ（ピ
ルゼンビール発祥の地）を巡って、午後にチェ
スケーブディヨヴィツェに着いたとのこと。今
晩の宿は徒歩で数分の処にあるユースホステル
を確保してある由。
　ヨーロッパを一人旅するに相応しく堅固な意
思の持ち主とお見受けした。話は尽きそうにな
かったが明るい中にとユースホステルへと送り
出した。もちろんダッチ・アカウントにする程
筆者も野暮ではなかった。
　チェスケーブディヨヴィツェからの帰路は線
路工事は終ったのかプラハまでの２時間半の列
車の旅は快適そのものであった。
　チェコは西部のボヘミア地方と東部のモラビ
ア地方からなり、それぞれが王国だった時代も
あった。地政学的にもこの両地方は異なってい
る。ボヘミアとモラビアを分けるのは、ボヘミ
ア＝モラビア高地であり、この緩やかな高地で
隔てられるモラビアは、ドナウ川に注ぐモラ
ヴァ川流域に広がっている。一方チェコの歴史、
文化、経済の中心でもあるボヘミアは、モルダ
ウ川流域に広がる山脈によりオーストリア、ド
イツ、ポーランドと国境をなす盆地でもある。
　前述のノンフィクション小説「プラハの春」
は、主人公の堀江亮介（在チェコスロバキア日
本大使館員）が復活祭の休暇を過ごしたウイー
ンよりの帰途、ブルノ西方の駐車場で東独人母
娘との運命的出会いから展開する。小説「プラ
ハの春」の発端となった場所に少しでも近づく
べく、鉄道交通の便利なブルノまで足を伸ばす
ことにした。プラハ・ホレンショヴィッツェ駅
発の急行列車は、コーリンまでは真東に向かい、
その後南東に大きく迂回するルートをとり２時
間半でブルノに着いた。
　始めてモラビア地方に入ったが、車窓から眺
める光景がボヘミア地方とは少なからず異なる
のに気付いた。モラビア丘陵の方が起伏に富ん
でいるようだ。農作物も異なるようでボヘミア
ではそれほど目にしなかったぶどう畑、トウモ
ロコシ畑、或いはサクランボ畑が散見された。

ワイン好きの筆者としては夕食のブルノワイン
が大層楽しみだ。
　ブルノ駅前を北に延びる繁華街のマサリコ
ヴァ通りをしばらく歩くと、左手奥に緑の広場
があり、青物市がたっていた。既に午後１時過
ぎなのに朝市が開いているのにいささか驚い
た。一巡してみると青野菜、果物、生花も瑞々
しく新鮮なものばかりが揃っている。長さ15㎝
はあろうかと思われる淡緑色のジャンボ・パプ
リカにはたまげた。サクランボも今が最盛期で
500g買って、17世紀に建てられた広場の中央に
あるパルナス噴水の側で美味しく食した。シュ
ピルベルク城の麓にあるホテル・インターナ
ショナルで旅装を解き、２時間ほどで広くない
旧市街をくまなく散策した。かつてモラビア王
国の首都として栄えたブルノには、シュペルベ
ルク城や教会などの文化遺産が数多く残されて
いるが、観光客は少ない印象だ。毎年３回大規
模な国際見本市が開かれる商工業の中心都市で
あり、郊外のサーキットではオートバイ、自動
車レースも行われると聞く。投宿したホテルも
観光客相手というよりむしろビジネス客向け
で、機能的、実用的な構造になっている。フロ
ント係の対応も至ってビジネスライクで居心地
よい。
　例によって例の如く街を歩きながら、それら
しく魚料理の店を探してみたが、どうにも見当
らない。街の中心である自由広場近くのオープ
ン・カフェで、遅いランチをとっていたので、
それならと近くに見つけたスーパーマーケット
でパン、チーズ、乾肉、ヨーグルト、リンゴ、
バナナそしてモラビア白ワインを買い込んだ。
ホテルでのセルフ・ルーム・サービスで済ませ
た。こういう時のスーパーマーケットの活用は
大変便利だ。
　修道院の司祭のかたわら、エンドウ豆の交配
実験を行ない、メンデルの法則を発見した修道
院跡（現在はメンデル記念館）をブルノ旧市街
の西外れに訪ねたかったが、今回は残念ながら
実現しなかった。
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　３年前の秋、日本への憧憬、そして未来に対
する不安を抱えながら、23年間住んでいた祖国
中国を離れ、一人で日本に留学にきました。こ
の３年間の留学生活を振り返ってみると、「辛
酸苦楽」をなめ、最も有意義な３年でした。
　「辛」。日本と中国の物価の差のため、両親か
らのわずかな仕送りだけでは生活ができず、日
本にきてから１ヶ月も経たないうちに、アルバ
イトを始めました。そして、生活費を節約する
ため、自分で料理をするようになりました。し
かし、両親になんでもやってもらい、にんにく
と玉葱さえ区別できない私にとって、料理をす
るのは大きな山でした。そして、学部と大学院
の専攻が違うため、睡眠時間を削り、沢山の科
目を独学し、授業中に眠気と戦う毎日は本当に
辛いことでした。
　「酸」。毎日プログラムを設定されたロボット
のように生活を送りました。朝７時半に起床
し、お弁当を作り、そして学校が終わったら、
アルバイトを始め、家に帰るのはもう夜中でし
た。しかし、「お帰り」を言ってくれる人が誰
もいませんでした。このような異国にいる一人
暮らしの孤独感は恐らく経験したことがある人

しかわからないでしょう。試験で失敗した時、
アルバイトで叱られる時、ホームシックの時、
この「酸」を何回も味わいました。
　「苦」。日本にきた頃、日本語が上手ではな
いため、何事も上手くいきませんでした。ア
ルバイトでは仕事が順調にいかず、友達がで
きず、入学試験に失敗し、毎日嫌なことばか
りでした。「もう帰りたい、なんのために日本
にきたの？」と思ったことが何回もありまし
た。しかし、私のことをずっと支えてくれて
いる両親、友達および先生達を失望させたく
なかったため、プレシャーを抱えながら、諦
めずに、頑張ってきました。
　「楽」。日本にきて辛いことばかりではなく、
楽しいこともいっぱいありました。日本語が上
手になり、日本人と流暢に喋ることができる
ようになり、友達も沢山できました。様々な
お祭りやイベントなどに参加し、日本文化に
ふれたり、大学院に合格し、色々な学会の研
究発表に参加したり、毎日を充実させること
ができました。また、アルバイト先では仕事
を把握することができ、お客さんに褒められ
たことも少なくありません。３年間料理を練
習した結果、今では自慢できる本場の中華料
理を作れるようにもなりました。また、日本
で就職できること、今の奥さんと出会い、結
婚したことなど一生忘れられない楽しいこと
ばかりでした。
　来年卒業した後、日本で就職し、自分のため、
そして今まで私を支えてくれた人々のため、
日本と中国の架け橋として、日中友好に自分
の力を尽くしていきたいと思います。毎日「辛
酸苦楽」を味わえる日本での留学生活は私の
一生の宝物です。

G A K U S E I

学生コーナー学生コーナー 辛酸苦楽の毎日
情報工学専攻　博士前期課程　和田研究室

　Shukai Cai

留学生の仲間と一緒に、豊国神社にて
著者は右から２人目
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　私は中国南京出身の殷奕と申します。南京市
は中国江蘇省の省都で、長江の下流に位置し、
丘陵地に囲まれた緑豊かな町です。四季がはっ
きりしており、とりわけ夏は、武漢市や重慶市
と並んで「中国の三大かまど」と称されるほど
の暑さとなります。その歴史は非常に古く、南
京東部の湯山で猿人の頭蓋骨が出土したことか
ら、数十万年前には既に人々が住んでいたと推
測されています。紀元前472年に越王が呉を滅
ぼし、現在の中華門のあたりに都を築いたのが
城壁の町「南京」の始まりで、その後、東呉、
東晋、宋、斉、梁、陳、南唐、太平天国、中華
民国と、10に及ぶ朝廷や政権がこの地に都を置
きました。
　南京では主な観光スポットは中山陵、明孝陵、
南京博物院、梅園新村、煦園、瞻園、南京市博
物館、中華門、秦淮河などがあります。この中
で中山陵は一番有名です。中山陵は市の東郊、
紫金山の南斜面にあり、偉大な愛国者孫文の墓
です。辛亥革命後、南京に中華民国臨時政府を
おいた孫文は、1925年3月12日に北京で58年の
生涯を閉じたが、遺志により4年後の1929年に
遺体がここに移された。墓は著名な建築家であ
った呂彦直によって設計された。南から北へ約
400段の石階段を登ると紫色の瑠璃瓦をいただ
いた霊室があり、その前には孫文の大理石像が
築かれている。総面積30平方キロメートルの陵
園は緑におおわれ、毎年国内外多くの人々が訪
ねています。　　　　　
　南京市民の大好物と言えば、アヒル料理です。
塩水鴨（アヒルの塩煮）で、塩加減、料理に使
うアヒルの品種など、その料理法には各店にそ

れぞれ秘伝があります。最も有名なものは「金
陵桂花鴨」で、油身でも脂っこくなく、価格は
普通の「塩水鴨」よりやや高い程度です。
　そのような町で育てられた私は2001年11月28
日に、不安を抱きながら日本の国土を踏みまし
た。「光陰矢の如し」、気づいたら7年過ぎました。
もうそろそろ博士卒業します。この7年間を振
り返って見ると、日本に対して、言葉で表せな
い感謝の気持ちがいっぱいです。
　日本の人々から留学生ための支援制度がたく
さんあります。私は日本に来て、7年間ずっと
安くて、美しくて、安全な学生寮を住んでいま
した。また、学費を免除された上で奨学金もい
ただきました。私費留学生の私に対して、大き
な経済の負担がなくなりました。
　また、大学の先生の熱心指導は再び私を感動
させました。私の研究室の高橋教授はその代表
の一人です。私は研究について先生と相談した
い時、先生は忙しくても、自分の事を置いて、
まず私とゼミをしてくださいました。日本の温
かい支援と先生の熱心指導がなければ、私は博
士を取れませんでした。他たくさんの留学生と
同じように、日本に来て本当によかったと思い
ます。
　私は卒業した後、大学に勤める予定です。私
は高橋教授のような熱心指導の先生になりたい
です。そして、日本で勉強した知識を生かして
日本と中国の架け橋になりたいと思います。

G A K U S E I

学生コーナー学生コーナー 私の故郷、中国南京
情報工学専攻 博士後期課程 高橋・片山研究室　

Yi Yin

旅行時に友達と船中で（右が筆者）中山陵の石階段 塩水鴨

C L U B

クラブ紹介クラブ紹介
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活動趣旨　コンピュータクラブはコンピュータ
に関連した様々な知識と技術を深め、そして実
際の開発を趣旨として活動しています。そのた
め、定期的な講座や合宿で互いに学びあう機会
を設け、またコンテストで実力を試すなどの活
動をしています。発表の場は、工大祭での作品
の展示とつぎのサイトでの公開です。
（http://www.club.nitech.ac.jp/̃nitmic/）
　左下の写真はデスクトップPC４台からなる
開発環境です。デュアルディスプレイ環境を構
築し、作業効率の向上を図っています。部室内
にサーバを設置し、その管理も行っています。

クラブの活動　次は年間スケジュールです。

　U-20プログラミングコンテストは、経産省
等が主催する情報化月間に併せて開かれるプ
ログラミングコンテストで、2007年度応募総数
は108作品、独創性や技術力が審査されます。
2006年度、「block!block!」という作品が入賞し
ました。従来のブロック崩しに物理演算を加
え、派手な画面効果で視覚的にも楽しめ、爆発
や光、桜の舞い散るエフェクトが鮮やかなゲー
ムです。右下がスクリーンショットです。
　2008年度は「草登り」が入賞しました。五種

類の植物を植えて足場をつくり、ゴールを目指
すアクションパズルゲームです。一度植えた植
物を刈り取り再利用できるようにすることでパ
ズル性が増しています。三段階中、高難易度は
容易にはクリアできないよう練りこみました。
タイムアタックも可能です。
　有名ゲームメーカー主催のハル研究所プログ
ラミングコンテストはクロスワードを完成させ
るなどの問題が提示され、その実行速度などを
競います。その他各自でもコンテストを受けた
り、講座を行ったりなど、活動しています。

活動状況　課外活動棟４階で活動しています。
現在は現役生（１～３年）のみで36名の大所帯
です。情報工学科の学生が数多くいますが機械、
電気電子、生命物質等、様々な学科の学生が在
籍し、知識を共有しあっています。
　プログラミングだけではなく、コンピュータ
グラフィクスやDTM（デスクトップミュージ
ック）、Webプログラミング、機械・電子工作
など様々に活動しています。各々が好きなこと
を学び、吸収し合いながら重ね合わせて一つの
ものを作ります。講座は事前に希望を取ったり、
あるいは各自で開きたいと思う講座を開きま
す。具体的には新入生向けのDirectXプログラ
ミング講座やphotoshopを使ったCG加工／写真
編集のテクニック、楽曲作成のコツ等です。ス
ライドやサンプルコードを用い、課題などを自
分たちで考え用意して演習を伴った実践的な講
座を行い、着実な技術の習得を図っています。

コンピュータクラブの開発環境

C L U B

クラブ紹介クラブ紹介 №8 NITMicの活動
コンピュータクラブ部長　榊原宏章

　（情報工学科２年）

2006年度入賞のblock!block!の画面

4月
6月
7月
8月
12月
3月

新入生歓迎会
工大祭出展
U-20プログラミングコンテスト
強化合宿
ハル研究所プログラミングコンテスト
追い出し会
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　名古屋工業大学ゴルフ部は、現顧問の中西教
授らが昭和49年に創設し、紆余曲折を経て、現
在まで続いているもので、現在の部員数は約25
人です。
　部員の中には高校時代からゴルフをやってき
た人もいますが、大学から始める人が多く、一
からのスタートです。最初はボールを打つのも
ままならない状態ですが、各々目標を決め、平
日は練習場、土日と祝日はゴルフ場に通い練習
しています。
　練習場は、JR神領駅付近にあるリバーデール
ゴルフクラブ、ゴルフ場は、名岐国際ゴルフ倶
楽部で労働の対価に練習させていただいていま
す。名岐国際ゴルフ倶楽部にお越しの際は、声
をかけていただけるとうれしいです。
　現在、名工大ゴルフ部は、中部学生ゴルフ連
盟の３, ４部（ゴルフは１, ２部と３, ４部の二
つしかない）に所属しています。１, ２部への
昇格をめざしていますが、昇格は難しく大きな
目標となっています。
　そのために、まず、己の技術を上達させなけ
ればなりませんが、なかなか思い通りに行きま
せん。一歩一歩、上達しているはずなのに、ゴ
ルフは、昨日できたことが今日できないなんて
こともよくありますが、これも自分の成長の過
程だと信じて、来年の大会に向け日々精進して
います。

　また、一年の最後に追い出しコンペを行い、
卒業生を送り出しています。年２回、春と夏に
３泊４日で行われる合宿では、体力勝負で、4
日間で述べ６ラウンド以上をこなしています。
特に夏合宿では炎天下の中、セルフ用キャディ
バックに２リットルペットボトルを入れて担ぐ
ため、体力のない一年生にとっては厳しいもの
となっています。最近では、練習場で僕たちを
指導してくれるレッスンプロの桜井さんも合宿
に招いています。掲載されている写真は、2008
年の夏合宿の時の集合写真です。
　三重大学との交流戦もあり、三重大がお世話
になっている中日カントリークラブで行ない、
今年は名工大が勝ちました。
　最後にOB会ですが、これは、OBのみで毎年
開催しているそうですが、中西教授に伺ったと
ころ、現在、連絡が滞っている方々もいるそう
ですので、連絡を取れるよう頑張っています。

2008年夏　合宿にて

C L U B

クラブ紹介クラブ紹介 №9 自己ベスト更新を！ゴルフ部
ゴルフ部部長　山盛浩明
　（生命物質工学科2年）

4月
6月
8月
9月
10月
12月
3月

新歓コンパ
六月定例会
団体戦、新人戦、八月定例会
夏合宿、三重大対抗戦
十月定例会、幹部交代
忘年会
春合宿、追いコン

　昭和49年に繊維高分子工学科の仲間６人
で同好会を立ち上げ、昭和50年からクラブ
に昇格して以来、数多くのOBを輩出して
きたことは、感慨深いものがあります。ブ
ルジョアの年寄りのスポーツだといわれて
いた時代に、それなら若いときから始めよ
うと思い立った私たちは先見の明があった
かもしれません。30年余りのゴルフ暦で培
った技術はともかく、ゴルフを通じてであ
った多くの人々は私にとって大きな財産で
す。これからも頑張ってください。

名工大教授 顧問　中西英二（W51）
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学内ニュース学内ニュース

　名古屋工業大学は12月３日、在日フランス
大使館と協力して「フランス工学留学フェア
2008」を開催した。これは本学の教職員や学生
にフランスの工学分野における優良教育機関に
ついて広く紹介するとともに、学生交流及び研
究者間交流の促進、学術交流協定締結の交渉等
を図ることを目的として開催されたものであ
る。
　留学フェアの冒頭、山本国際交流センター
長、在日フランス大使館大学交流担当官エリッ
ク・ドゥクルー氏、アリアンス・フランセーズ
愛知フランス協会所長ジョゼ＝マリー・コルテ
ス氏が挨拶した。続いて、フランス政府留学局・
日本支局より橋本妙子氏が「フランスの教育事
情」について説明し、フランスより参加５校
（INSA de Strasbourg、ESIGELEC、ENSEA、
EFREI、Universite de Toulouse）によるプレ
ゼンテーションが行われた。会場には学内外よ
り多数の参加者が集まり、熱心にメモを取る学
生の姿が見られた。
　本学は今回参加大学のEFREIと協定関係に
あり、学生短期派遣プログラムを実施するなど
近年フランスとの交流を活発に実施してきてい
る。EFREIには本学の情報工学科から毎年10名
程度が短期留学し、花の都パリでの充実した留

名工大、フランス工学留学フェア2008を開催

写真1．フランス工学留学フェアの様子

学生活を体験している。また、EFREIからも毎
年２名程度の留学生を受け入れており、今後は、
研究面での交流も展開しようとしている。また
11月にフランスで、リモージュ大学・ENSCIと
の共催で開催した国際学会には松井学長他約20
数名の研究者、学生が参加し、研究面でもセラ
ミックス分野における研究発表、活発な議論を
交わすなど実績を積み上げている。
　留学フェア後に行われたレセプションは、松
井学長の挨拶で始まり、多くの日仏の大学関係
者が参加し活発な意見交換がされるなど、今後
の日仏交流のさらなる発展が期待される有意義
な機会となった。

（事務局）

写真2．レセプションにて挨拶する松井学長

写真3．EFREIの講師陣と本学情報工学科の学生
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　松井信行学長始め呉茂理事、水谷尚美理事、
木下隆利副学長が、昨年11月27日に大野耐一氏
とその御令室の良久氏が永眠されている大野家
のお墓（刈谷市の長遠寺）をお参りし、御夫妻
の御冥福をお祈りするとともに、本学に対する
御支援にあらためて深く感謝申し上げました。
　大野耐一氏は、本学卒業生でトヨタ生産方式
の生みの親であり、御遺族から１億円の御寄附
をいただき、大野耐一国際交流基金を設けて国
際交流の推進に役立ててきました。また、一昨
年永眠された良久氏の御遺産から昨年１億円を
御寄附いただきました。大野耐一国際交流基金
と昨年いただいた寄附金は、80周年記念学術振
興基金、100周年記念募金などと合わせて、昨
年４月に設置された名古屋工業大学基金の原資

松井学長が大野家のお墓をお参り
として、学生への支援、学術研究振興の助成、
社会貢献活動の支援、国際交流の推進などの事
業を行うことになりました。

（事務局）

左から呉理事、木下副学長、松井学長、水谷理事

　名古屋工業大学附属図書館では、平成21年１
月７日に学生がデザインをした新着図書用書架
の除幕式を行った。書架は在学生を対象に行っ
たコンペの応募作品10点の中から最優秀賞に選
ばれた工学部４年金澤潤君、工学研究科１年葛
島隆之君のデザインを基に、田島記念大学図書
館振興財団の助成によって制作したもの。コン
ペは「ふと立ち止まって本を手にしたくなる本
棚」というテーマで行われ、二人の作品「本（×

名古屋工業大学附属図書館　学生デザインの書架をお披露目

写真1．完成した書架

３）棚 －ほんだな－」が最優秀賞に輝いた。
　除幕式には、松井学長、高橋理事、水谷理事
も参列し、松井学長が「学生が積極的にコンペ
に参加し、ユニークかつ機能的な本棚ができた
ことを嬉しく思う」との祝辞を述べた。また受
賞者からも「自分の作品が採用され、今後の制
作活動の励みになった。またこのような企画を
開催してほしい。」との声があがり、大変好評
であった。

写真2．受賞者との記念撮影
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情報情報 ネットワークネットワーク
東京支部総会報告

　11月13日（木）夕刻６時30分から平成20年度
の東京支部総会・懇親会が例年どおり竹橋の
「KKRホテル東京」で開催されました。濟木さ
ん（D35）の司会で、小田支部長（E36）の開
会の辞に続いて篠田理事長（M33）から「前牛
込理事長から会員増強、法人移行、呼称の問題
などを引継いだ。直ぐに解決できることではな
いのでよろしくご協力をお願いしたい」と挨拶
がありました。続いて二杁常務理事（K39）か
ら「東洋経済10月18日号の大学ランキングで名
工大は総合28位（因みに名大は34位）だが、07
年度の対04年度経常収益（外部資金調達力）で
は国立大学中８位、また国公立大学中資金獲
得力で４位、特許資産では10位にランクされて
いる」という話がありました。平手総務担当
（Es42）から会務報告、山田財務担当（Es46）
から会計報告、小林さん（K25）から会計監査
報告があり、M18卆で文字通り卆寿に近い現役
弁護士・小関さんの音頭で乾杯しました。大学
側から「例年出席されてる松井学長は文科省の
ヒアリングでどうしても席を空けられず残念な
がら欠席となった」と報告がありました。
　乾杯のあと久しぶりの歓談となり、近況報告
や昔話に花が咲きました。愉快な時はすぐ過ぎ
て、元合唱団員が学歌を歌いました。締めは山
田 実さん（M23）の万歳三唱で来年の再会を
誓いました。
　以下は懇親会などのスナップ写真ですが段取
りが悪くフラッシュを焚かずに撮ったため肝心
の大勢の写真がボケています。被写体も周りの
人たちに限定されたこともお許し下さい。二次
会を丸の内署管内の屋台でやったクラスもあ
り、今池の土手焼きを思い出したそうです。「俺
たちの頃は北海道から九州まで全国から集まっ
てたのに、この頃は七割が愛知県出身者だ」と

ぼやきながら三次会まで行った元気者もいたそ
うです。
　当日５人（電気３、繊維高分子１、経営１）
の方々が入会希望されました。誘い合ってこれ
からも会員が増えていくようにしたいもので
す。

記：加藤勝英（Ｅ39）
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九州支部総会報告
　平成20年度の九州支部総会は、紅葉の便りが
聞かれる11月15日（土）に、北九州市小倉駅に
隣接するリーガロイヤルホテル小倉にて開催し
ました。
　当日は来賓として、理事長 篠田陽史様（Ｍ
33）をお迎えし、今年は福岡県内から16名が出
席しました。以下、式次第に従って概要を報告
いたします。
　まず、出席者全員による記念撮影、宮内幹事
による開会のことば、喜多村支部長の挨拶に続
いて篠田理事長に来賓のご挨拶をお願いいたし
ました。その中で、名古屋工業会の動向や大学
の近況についてのご説明をいただき、質問も出
るなど有意義なお話を聞かせていただきまし
た。
　ついで、山口先輩（Ａ35）の音頭による乾杯
の後、九州支部での平成20年度活動計画を喜多
村支部長より、また、平成19年～ 20年収支報
告を永濱会計担当より報告したところ特に異議
もなく、そのまま宴会に入りました。そして、
自己紹介と近況報告の場では、それぞれのご活
躍の様子が紹介され、一同その内容に感服しつ
つ傾聴いたしました。
　今年の例会も２時間の予定をオーバーして大
いに盛り上がりましたが、最後に学歌「東海の
邦のほまれに」を斉唱し、輿石先輩（Ｋ32）の
音頭のもと万歳三唱により、名古屋工業会の
益々の発展と会員の健勝を祈念しつつ、来年の
博多での再会を約して散会しました。

記：九州支部長　喜多村治雄（Ｍ40）

静岡支部テクノフォーラムin浜松の報告
　名古屋工業会静岡支部は平成20年11月29日
（土）、浜松市中区のザザシティ中央館のパレット
で、第3回テクノフォーラムを開催しました。今回
で３回目のテクノフォーラムは静岡県の西部地区と
東部地区とで交互に開催されています。昨年開催
の東部地区からも大勢の参加があり、総勢40名
のにぎやかな集いとなりました。最初に山之上支
部長より開会のご挨拶をいただき、講演会に入り、
西部地区で活躍されている本学ＯＢの藤井義磨郎
氏（浜松ホトニクス㈱：Es49）と鬼束博文氏（ヤ
マハ㈱：C54）の２人から貴重なお話を聴くことが
できました。今回の演題は、それぞれ「最新医療
診断技術」（藤井氏）と「音と技術の世界」（鬼束
氏）でした。健康や音楽については非常に参加
者の関心が高い話題であったので、会場からは多
くの質問が出され、熱心に講師の両氏と議論がな
されました。参加した会員からもテクノフォーラム
への賛同の声が多く寄せられました。そして最後
に全員で記念撮影を行いました。
　テクノフォーラム終了後は、会場を地元酒造元
の直営の地ビールレストランに移し、近況報告など
懇親を深め合い、宴はたけなわとなりました。和
やかに終始した懇親会の後、来年の秋に東部地
区で開催される第４回テクノフォーラムでの再会を
約し散会しました。

記：玉木利幸（C52）

第
１
回

佐古猛氏（静岡大学：Ｄ49）
「水と炭酸ガスのパワーで環境を守ろう」
高木郁生氏（天竜プレカット組合：Ａ52）
「天竜の森今昔」～林業から森林バイオマスまで
…循環型社会の形成の試み～

第
２
回

磯田雄三氏（キヤノン：Ｍ53）
「キヤノンＬＢＰビジネスの紹介」　　
榊原　学氏（東海大学：Ｆ48）
｢脳の老化予防｣
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名晶会東京支部賀詞交換会報告
　毎年恒例の名晶会東京支部の賀詞交換会が2
月7日（土）午後1時から4時まで八重洲倶楽部
で行われた。
　本年は会員23名の参加が得られ、加藤（S28）
さんのご発声で盛会の内に始まりました。本年
は、当支部会員で現在名工大機械工学科教授を
されている渡辺義見（S60）さんに「名工大の
近況」について講演会をして頂きました。最近
の建物などは多くの会員にとって興味深いもの
でした。渡辺教授の魅力ある研究紹介もあり、
その結果、今後今回出席できなかった現役OB
にも魅力ある活動として東京在住OB間の産学
官連携になるような動きをしようという雰囲気
も出始めました。名晶会東京支部のブログも準
備されました。現状支部会員は名簿では218名
でしたが、18名がこの一年に移動され200名に
なっております。東京・関東エリアに転入され
た方は須賀（S43）までご連絡ください。
須賀：電話 048-833-1376、
　　　電子メール hsuga@jcom.home.ne.jp
名晶会ブログURL：http://nitmetal.dtiblog.com

記：Ｓ43須賀、Ｓ46阪井

出席者（敬称略）
Ｓ25小林、Ｓ28加藤、Ｓ29荒川、Ｓ30清水、
都丸、Ｓ31藤原、Ｓ32川本、菅野、田島、谷口、
辻、恒次、羽田野、Ｓ37村田、Ｓ38佐藤、竹内、
日比野、Ｓ43須賀、杉山、Ｓ44本間、Ｓ46阪井、
Ｓ57三尾、Ｓ60 渡辺
Ｓ43井上（経友会より参加）

大阪支部 秋季歴史探訪の会報告
　11月29日(土)秋晴れの下、総勢21名（内２名は奥
様）のご参加を頂き、奈良・今井町の入り口である
近鉄・八木西口駅に集合いたしました。
　今回は、今井町のボランティア・ガイドの方が、
駅まで出迎えていただきました。中世の奈良の商
業の中心であった今井町の成立と現在の町の様子、
町の維持について説明をして頂きました。太平洋戦
争の戦火や失火にも会わず、江戸中期の商家の町
並みが残っているのは大変に珍しく、町内にも国・
県・市の重要文化財に指定された家が多数あり、
一般に公開されている家もあります。もちろん今も
住居として使われ、現在人が住まいされている家が
大半です。
　文化財の保存と住み心地の頃合との兼ね合いの
難しさと、維持・修理に市から費用が出ていると言っ
ても、維持に費用が掛かり、人が住まなくなると途
端に家は朽ち始め、何軒かは崩落寸前の家もあり
ました。昼は全員ですし屋で食事をして、神武天
皇陵、綏靖天皇陵を参拝し、樫原考古学研究所付
属博物館をガイドの方の説明で見学いたしました。
　特に圧巻は、背丈よりも大きい埴輪の実物展示
であったり、藤ノ木古墳から出土し復元された国宝
の金銅製の靴や装飾された太刀でした。展示品の
99％は実物というお話に、古のご先祖様の物づくり
のレベルの高さに驚かされました。見学の後、めっ
たに登ることの無い大和三山の一つ畝傍山にミニ登
山をした後、麓の橿原神宮に参拝し、来年の丑の
大絵馬の前で記念写真を撮りました。最後に近く
の久米の仙人伝説で有名な久米寺を拝観して、近
鉄・橿原神宮駅で解散し帰途に着きました。途中、
雨がパラパラとしだし、天候の崩れが心配されまし
たが、無事終了いたしました。今回の見学と拝観は、
年を取られた方には、体力勝負の一日でした。

記：三木敏裕（Ｅ48）
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卒業以来、半世紀を前に母校訪問
　卒業以来あと数年で半世紀を迎えて大々的に
集まるのを前に、かって萱場町の教養部内に
あった恒和寮北寮に在寮した有志８名が集ま
り、懐かしの母校を訪問した。前夜ホテルに１
泊した一行は、夜の更けるのを忘れて、伊勢湾
台風時には畳を上げて窓を押さえたことや寮の
食堂の屋根が飛んで自炊を余儀なくされたこ
と、また時は安保騒動の真最中で名駅裏の中村
署の前に夜を徹して座り込んだ話とか、この時
期に在寮した者だけが知る思い出話に花が咲い
た。
　さて翌日はいよいよ母校訪問である。鶴舞公
園のたたずまいは以前と変わらぬものの、母校
の正面は広々と開放的になり、当時の建物は
すっかり立派に立て替えられ、古墳を見つけて
やっと当時の校舎の位置を想像するのみであっ
た。　　　　
　道ひとつを隔てて、教養部も設置され、当時
のようにスクールバスで行き来する必要もなく
なっていた。
　また学内には女子学生の姿も多く見られ、当
時建築科に紅一点として一人だけ在学していた
のとは大違いである。
　しばらく学内探訪の後、竜ケ池に面した名古
屋工業会館にお邪魔して、明るいサロンでお茶
をいただきながら、加地事務長から大学の現況
を伺ったり、「ごきそ」のバックナンバーを紐
解いたりして、すっかり学生時代に逆戻りした
感があった。
　今回の訪問を機に、かっての在寮生の動向も
把握できたので、数年先には多くのメンバーで
再訪できたらと思ったことであった。

記：藤原康宏（Ｅ36）

　第196回名工会東京支部ゴルフ大会は平成20
年９月29日（月）、東京都の若洲ゴルフリンクス
にて開催され、19名の参加でした。小雨から次
第に雨脚が強くなり午後は雨中でのゴルフに
なりましたが、86歳の小関健二様（Ｍ18）、83歳
の金子忠良様（Ｃ19）も含め、全員元気にホール
アウトされました。優勝はベストグロス82のＣ
34 田北元良様、準優勝はＭ38西出輝幸様、３位
はＣ24杉山方克様がシニア賞と合わせて獲得で
す。表彰式ではＭ18 小関健二様より賞品が手渡
されました。次回は11月27日（木）大厚木カント
リークラブにて開催です。
実行委員　河野正武（Ｍ42），藤田正浩（Ｅ33）

第196回名工会 東京支部ゴルフ大会結果報告

　秋の恒例、三河支部懇親ゴルフコンペを平成
20年10月25日（土）、愛知カントリークラブで開
催しました。前日の雨も上がり、まずまずのコン
ディションとなりました。始球式では森下支部
長が華麗にカラーボールを飛ばし、31名のなご
やかなプレーで旧交を深めました。Ｍ52中村敏
明さんが優勝、ベスグロ賞はスコア88で最年長
Ｅ29都筑登さんが獲得です。支部長から各賞が
贈呈されました。続いて、平成20年度三河支部ミ
ニ総会を開催、名古屋工業会の活動実績報告、会
員増強の支援要請を行いました。今後の三河支
部の諸活動への参加と支援をお願いして閉会し
ました。　　　　　　　  記：松坂勝広（Ｄ61）

平成20年度 三河支部懇親ゴルフコンペ報告
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　名工大ごきそ会は、昭和63年９月の第１回か
ら今回で77回目となり、歴史を感じさせる会と
なりました。今回は16名の出席があり、東海地区
きっての名門コースであります三好CCでの開
催となりました。前回と打って変わり穏やかな
日和となり、冬のゴルフとしては最高の中でプ
レーすることが出来ましたが、天気とは別に、屈
指な難コースに各プレーヤは各所で悩まされ、
特に冬場特有のグリーンには悪戦苦闘されてい
る風景が見られました。
　その中で今回の優勝者は、安田秀樹氏（Ｄ28）
がネット78で始めて優勝されました。ベストグ
ロス賞は坂本修造氏（Ａ35）のグロス86で、久し
ぶりに獲得されました。
　プレー後懇親会を催し、和やかな中、表彰式
を行い、優勝者及びブービーの方々の愉快なス
ピーチを聞きながら、来年度は３月に南山CCで
開催予定でお願いをし、閉会いたしました。
　又、新しく新入会員として前回よりご出席さ
れています篠田陽史氏（Ｍ33）を紙面をかりてご
報告させていただきます。

記：柴田　作（Ａ42）

第77回名工大ごきそ会
　第197回ゴルフ大会は平成20年11月27日に大厚
木ＣＣにおいて、19名の参加で開催されました。
　当日は生憎朝から冷たい雨となり、起伏の多い難
コースに皆様だいぶ苦労しましたが、結果は終始安
定したスコアで纏めた本間吉夫様（E18）がネット76
で優勝、竹林義之様（D39）がネット73ながら、初参
加のため規定により準優勝、横田章宏様（D33）が
ネット76で第３位となりました。
　プレー終了後の懇親会では、小関健二様（M18）
から入賞者に夫々賞品が渡され、入賞の方々のユー
モア溢れるスピーチ等で賑やかな談笑のうちに閉
会となりました。次回は3月27日に本厚木ＣＣで開
催の予定です。　　　　　　記：田北元良（C34）

第197回 名工会東京支部ゴルフ大会報告

ごきそでパズル
ちょっと一息にパズルコーナーを始めました。

下のマス目にカタカナ１文字を入れて、縦横と
もに言葉を作ってみてください。
ただし、×のマス目に書かれている文字がその
方向のことばの中に隠れています。

問題「どこかな？」
例題の要領で下のますを埋めてみてください。
上手く埋まると、Ａ～Ｈにどこかお馴染みの場
所が現われます。
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解答は次号に掲載します。
パズル：稲葉直貴（EJ⑬）作
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平成21年度  尾張支部総会のお知らせ
次の通り開催します。会員各位のご参加をお待ちしています。

１．日　　時：平成21年4月11日（土）14時～ 18時30分
２．場　　所：稲沢市民会館 小ホール（稲沢市正明寺3-114 電話0587-24-5111）
３．スケジュール：①支部総会　　　　14:00 ～ 14:35
　　　　　　　　　②特別講演　　　　14:40 ～ 15:40
　　　　　　　　　　『不況下で知恵を生かした健康管理への挑戦：2009年』
　　　　　　　　　　　講師：有限会社 MACメディカルアソシエイトカンパニー　薬学博士  後藤 義明 氏

　　【注】昨年4月の特別講演が好評でした。その続きを話していただきます。
　　　　　　　　　③ミニコンサート　15:45 ～ 16:45
　　　　　　　　　　　ソプラノ・村瀬啓子さん、フルート・上田花奈さん、ピアノ・石山英明氏。
　　　　　　　　　　　【曲目】アヴェマリア、からたちの花、私のお父様（プッチーニ）他
　　　　　　　　　④懇親会　　　　　17:00 ～ 18:30
４．参 加 費：正会員 3,000円　会員（会費未納者）4,000円　家族（懇親会参加）2,000円
　　　　　　　ただし、特別講演およびミニコンサートのみご参加の場合は無料です。
５．申込方法：正会員の皆様には、平成21年2月に文書で案内しました。
　　　　　　　案内未着の場合は次の所へお問合せください。
　　　　　　　　　〒492-8008  稲沢市赤池町2306　名古屋工業会尾張支部　玉田欽也（Ｗ32）
　　　　　　　　　　　　　電話：0587-32-0829　ファックス：0587-34-5122

「黄金の町」といわれた堺の市街を文化と産業の面から探訪（ガイドの説明付き）

大阪支部 平成21年春季歴史探訪の会よりのお知らせ
㈳名古屋工業会大阪支　支部長　河辺　彰（Ｋ40）

事業委員会　委員長　山本泰三（Ｍ39）
 　　集いの会担当　藤原康宏（Ｅ36）田中禎一（Ｅ36）

　会員の皆様には益 ご々健勝のこととお喜び申し上げます。前回は、中世の奈良の商業のシンボルであった橿原・今
井町の見学と古代大和の文物展示で有名な橿原考古学研究所付属博物館を訪ねる旅でしたが、如何でしたでしょうか。
　さて今回は、中世の商業都市として名を馳せた“堺”の町並みを「堺文化財特別公開」期間にあわせて平素は見ら
れない社寺の拝観や、堺独自の産業面から「堺刃物」や「自転車」ミュージアムなどを全行程ガイド付で探訪します。
ぜひとも奮ってご参加ください。

１．日　　　　時：平成21年5月24日　日曜日　午前10時～午後5時ごろまで
２．集合場所・時間：南海高野線「堺東」駅　改札口　　午前10時
３．行　　　　表：（歩行行程約7km）本行程は、徒歩に成ります。（雨天決行）

午前10時　南海高野線「堺東」駅改札口集合……堺市役所21階展望ロビー……妙国寺……堺HAMONO
ミュージアム……菅原神社……開口神社……千利休屋敷跡……南宗寺……大仙公園（自転車博物館・
堺市博物館）……仁徳天皇陵……南海高野線・ＪＲ阪和線「三国ヶ丘」駅にて午後５時ごろ解散予定
　＊後日、参加者には詳しい内容をメールまたはFAXにて送付いたします。

４．参 加 費 用：無料　但し交通費、拝観料、昼食費等は各自負担下さい。
５．参加対象・人員：名古屋工業会会員とそのご家族、ご友人　30名
６．申し込み締め切り：４月30日（木）
７．幹　　　　事：山本　泰三（Ｍ39）　 田中　禎一（Ｅ36）　藤原　康宏（Ｅ36）
８．申し込み先：藤原　康宏（Ｅ36）　　E-mail :　y-fuji@kcn.ne.jp
「尚、ご出欠のご返事は出席者のみとさせて頂き、ご欠席の方についてはご返事を頂かなくても結構です。」
　　① 氏名：　　② 勤務先（OBの場合も記載ください）: 　　③ 住所：　　
　　④ 学科・卒業年次：　　　⑤ TEL：　　⑥ FAX：　　⑦ E-mail：



平成21年度 東京支部エクスカーション案内
　恒例のエクスカーションの計画を立てましたので奮ってご参加願います。
　今回は下町情緒豊かな帝釈天、川魚料理、花菖蒲を楽しみたいと思います。
　午前中は、寅さんで有名な葛飾柴又の帝釈天、山本亭、寅さん記念館、矢切の渡しを見学し、川魚
料理で有名な川甚で昼食後、金町に移動し、しばられ地蔵を通って、水元公園の花菖蒲田、ポプラ並木、
メタセコイアの森などを散策します。
　水元公園は都内唯一の水郷の景観をもった広大な公園であり、一度は訪れる価値があると思います。
花菖蒲田も都内最大だそうです。

１．日　　時：平成21年６月６日（土曜日）雨天決行
２．集合場所：京成金町線「柴又」駅、改札出たところのフーテンの寅像前
３．集合時間：午前９時50分
４．募集人員：上限なし
５．参加会費：４, ０００円
６．申込み方法：（個別案内は致しません。）
　　　・幹事に、電話、ＦＡＸなどでお申込み下さい。
　　　・申込み時に、卒業年次、氏名、連絡先、電話番号をお知らせ願います。
７．申込み先：
　　　Ｃ42　坂井利充　Tel 03-3747-0252　　携帯 090-1438-0422
　　　Ｄ44　岡本利郎　Tel 03-3226-4701　　FAX 03-5360-6856
　　　Ｃ47　小林　保　Tel 03-5835-1711　　FAX 03-5835-1712
　　　Ａ61　工藤利昭　Tel 03-6229-7299　　FAX 03-5561-2327

会誌「ごきそ」のバックナンバーは、名古屋工業会のホームページ
http://www.nagoya-kogyokai.jp/でご覧いただけます。

◯犬塚　信博（Ｊ62）
◯大囿　忠親（Ｉ⑦）
　森　　　聡
　秀島　栄三 
　北川　啓介（Ａ⑧）

糸魚川文広（Ｍ61）
小坂　　卓（EJ⑥）
山本　勝宏（ZW⑥）
本多　沢雄（ZY⑥）
鵜飼　裕之（Ｆ52）

横山　淳一（Fb⑥）
山口　　啓（Ｃ49）
宇佐美智伯（SU⑥）
平井　稔雄（Ｍ⑤）
廣瀬　光利（Ｅ50）

森川　民雄（Ｗ45）
若尾　尚史（Ｄ⑥）
道家　清正（Ｙ30）
飯田　　雅（Ｋ46）
杉江　　紘（F院44）

広報委員会　　　委　員　長　　　北村　　正（Es48）　  　　委　員［◯：幹事］

　名古屋工業大学に入学されました新入生の皆
様、ご入学おめでとうございます。今回の「ごき
そ」では、名古屋工業会の先輩諸氏から新入生の
皆さんへのメッセージを特集しました。こんな
にも多方面から皆さんを見守っておられる先
輩がおられることに驚かれたことと思います。
メッセージによって新入生の皆さんだけでな

く、「ごきそ」を手にとられた会員のそれぞれが
名工大に入学した時の期待と不安を思い出され
たことでしょう。
　新人がいち早く名工大の一員として、そして
名古屋工業会の一員として活躍いただくために
「ごきそ」がお役に立てば幸いです。

（犬塚）

編集後記




