平成22年度

社団法人名古屋工業会

第44回通常総会 開催予告
時：平成22年５月29日(土) 14:00〜
場 所：中日パレス 名古屋市中区栄4-1-1
日

日

中日ビル５階

会

TEL 052-261-8851
14:00〜15:30 クラウンホール

特別講演会
懇 親 会

15:40〜16:40
〃
17:00〜19:00 エンゼルホール

程：総

※詳細は次号でお知らせします。

平成21年度 名古屋支部の

工場見学研修会

平成21年度名古屋支部の工場見学研修会を次の通り開催致します。
１．日

時：平成22年3月11日（木）8:45までに栄テレビ塔北

観光バス駐車場に集合

２．旅

程：栄（9:00）→ あいち臨空新エネルギー実証研究エリア（10:00-11:30）
【見学】
→ まるは食堂（昼食）
（11:40−12:40）→ 博物館『酢の里』
（13:30-14:30）
【見学】
→ 新舞子マリンパーク風力発電所（15:00-15:30）
【見学】
→ おかき屋辰心（ショッピング）
（15:40-16:00）→ 名古屋市内（懇親会、17:00〜）

３．会

費：１名 4,000円（当日集めます）

４．申込先：下記の支部連絡先まで。参加は名古屋工業会会員の方に限ります。
お申し込みに際して、氏名、連絡先（電話番号）
、勤務先、部署名、役職（学生の場
合は学年）を併せてお知らせください。
５．締

切：2月12日(金)。先着40名まで。

支部連絡先：

森川民雄
Ｅmail
名古屋工業大学大学院ながれ領域

Tamio̲Morikawa@jetro.go.jp

山本勝宏
Ｅmail

TEL052-751-6855、FAX052-751-6855
TEL052-735-5277、FAX052-735-5277

yamamoto.katsuhiro@nitech.ac.jp

展覧会のご案内
次のとおり美術部展示会「毘沙門展」を開催しますので、ぜひお立ち寄りください。
日時：２０１０年２月６日（土）〜２月７日（日）
会場：原駅ギャラリー（地下鉄鶴舞線原駅構内）
内容：名工大美術部の部員たちによる渾身の作品を展示します。
問合せ：名工大美術部部長 岩本 和成（情報工学科３年）e-mail:19115019@stn.nitech.ac.jp
表紙写真説明

「休息のひととき」

土曜日の構内を撮影してみました。左手に19号館夢空間、右手に1号館、前方に3号館がのぞき込んでくるようなイメージで広角レンズでデフォルメして撮影しています。
撮影者

黒柳

奨（EJ ③）

挨拶
新年

新年に当たって
名古屋工業会

理事長

篠田 陽史（Ｍ33）
連絡、啓発、親睦以上に大学への支援に充てな

新年明けましておめでとうございます。

ければならないことを言わんとしたためです。

名古屋工業会の会員の皆様、ご家族様には健や

支援をお金の事とは考えていません。産官学連

かに良い年を迎えられましたことと、お慶び申し上

携研究、国際交流、教育・研究、就職、これらの

げます。

支援に卒業生がもっともっと係わって行く必要が

さて、昨年来取り組んでまいりましたここ２年間

あります。

の最大のテーマである 我々全学同窓会の事業目
でありますが、新法人

昨年の年頭ご挨拶で 大学にとって生き残って

法の施行に伴い、いよいよ具体的な行動に移る年

行くためには100年の歴史によって作られた卒業生

となりました。最も重要なものが新しい定款策定

約５万３千人の知識量、社会貢献こそ資産であり、

作業となります。

これを念頭に置かない限り戦略も戦術もあり得な

的の再確認と組織改革

その中では会の事業目的、組織、それに長年

い との基本認識を大学と持ち得たことが大きな

討議されてきた名称等、重要問題をどのように織

成果と述べましたが、新しい定款にどのように織

り込んで行くか、私共名古屋工業会の将来の方向

り込むかも大きな課題です。
具体的な問題では、現在の本会会員加盟率は

を左右する重要な年となります。
ご存知のように、平成16年に名古屋工業大学は

21.8％です。４万４千人の卒業生は大学の置かれ

国の行政改革のなかで、国立大学法人となりまし

ている状況を知る機会は少ないと言えるでしょう。
共通の危機感を持ち大学を支援するためにも会

た。この結果大学は運営交付金が毎年縮小され、

員加盟率のアップが必須であり、大学の協力を得

自分で生きてゆくことを要求されています。

ながら進めて行きたいと思っています。

大学は学長以下全学が血の出るような努力をさ
れ、この大不況の中で目覚ましい成果をあげてこ
られました。しかし、この大学が置かれている状

おわりに、平成22年３月末日を任期に退任され

況と将来は益々多難であり、生き残りまでかかっ

る松井学長には、名古屋工業会の会長として大変

ています。

なご尽力を頂きました。ここに感謝の意を表ずる
とともに、今後も益々のご指導をお願い致します。

風聞では文科省は近い将来、大学の縮小、統
合を考えているとも言われています。
民主党新政権の政策もまだ不明ですが、財政
難のなか好転は期待できません。
こんな時約５万５千人にならんとする卒業生が
ただ見ているだけでは済まないと思います。しか
し一方、大学が置かれている状況を知らない卒業
生も多いのが実情でしょう。
ここに述べてきたことは、定款を定めるに当たっ
て名古屋工業会の事業目的の重み付を会員相互の
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挨拶
新年

新年のご挨拶
名古屋工業会 会長
国立大学法人名古屋工業大学
学長 松井 信行
（E41、
修士43）

新年おめでとうございます。皆様には健やか
にお正月をお迎えになったこととお慶び申し上
げます。日ごろは名古屋工業大学の教育、研究、
社会連携活動に格別のご理解とご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。
さて、現在の名古屋工業大学の姿を概略数字
で見てみましょう。規模については、工学部第
一部；7学科4006人、第二部；４学科557人、大
学院；7専攻、修士1402人、博士221人。13教育
研究センター。留学生総数415人。女子学生総
数703人。 教 職 員 数543人。 建 物14万 平 米、 土
地21万平米。Ｈ21予算ベースでの収入合計は
14,036（百万円、以下同様）で、内訳は運営費
交付金4,819、授業料等自己収入3,558、外部資
金4,242、目的積立金677、施設整備費740。一方、
支出は、人件費6,013、物件費2,364、目的積立
金677、 外 部 資 金 事 業 費4,242、 施 設 整 備740、
計14,036。力点を置いてきた産学官連携につい
てみれば、外部資金は法人化前のH15度の1,570
からH20度2,470に増加、内閣府のレポートに依
れば教員一人当たり受入額ランキングで２位の
位置にあります。国際共同研究も10件に上って
います。知財収入も百万円にも満たなかった国
立大学時代に比して、H20年度35百万円まで成
長しました。
産学官連携と同様に力点を置いてきた国際交
流活動については、留学生は中国、韓国、マレー
シア、ベトナム、インド、エジプト、バングラ
デシュ、アフガニスタン、フランス、ドイツ等
35カ国から総勢415名、その中心は大学院です。
また、卒業後の母国での活動支援のために、韓
国ソウル、中国上海、北京に海外同窓会を立ち
上げ、今春にはインドネシアにも設置されます。
また、24カ国、60校との学術交流協定を結び、
教員や学生の交流や共同研究が進む中で、ダブ
ルディグリー制度や、留学生インターンシップ
モデル事業が動いています。また、カブール大
学教員を国費留学生として招聘するアフガニス
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タンへの国際貢献活動も動いています。
ここに至るまで、第１期中期目標・計画の下
で毎年の業務実績報告を文科省に提出し、評価
を受けてきました。それとは別に平成16年度か
ら19年度の業務を対象として中期目標期間評価
が実施され、本学は、教育、研究、社会貢献、
国際交流、業務運営等について良好な評価を得
ています。特に優れた点として、教育面では①
独特の英語教育の取り組み、②ＩＣＴによる学
生、教職員の利便性の向上、③キャリアサポー
トの充実などがあり、研究面では①環境調和セ
ラミックス科学の世界拠点の形成、②積極的な
産学連携活動の展開と大型研究資金の獲得、③
国際共同研究の実施。国際交流については、①
同済大学、北京化工大学とのダブルディグリー
コースの設置、②留学生数の増加。業務運営で
は①教員業績評価実施と俸給や賞与への反映、
②名古屋市立大学など他機関との積極的提携、
③電子事務局などによる経費節減、などがあり
ます。
また、昨年秋には大学評価・学位授与機構の
機関別認証評価を受け、結果はこの３月に公表
予定です。
細部には色々問題は残っていますが、百周年
をはさむ第１期中期目標期間に母校出身者とし
て学長を務めさせて頂けたことを幸せに思いま
す。これもひとえに共に汗をかいて頂いた執行
部の皆様をはじめ教職員の努力、それを側面的
に支えていただいた卒業生の皆様のおかげで
す。特に、後半の４年間を私とともに奮闘頂い
た理事、副学長、学長補佐の皆様には、格別の
思いがあります。ご承知のとおり、学長選考会
議は、この間私の右腕として苦労をともにして
頂いた高橋実理事・副学長を次期学長候補に指
名しました。第２期の中期目標期間に、名古屋
工業大学が一段と発展することを確信して、新
年のご挨拶と致します。
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㈱森精機製作所

水口

博（Ｍ52）

㈱ＮＴＴドコモ

加藤

薫（Es50）

ば企業の一つの方針に照らしてみれば、もうや

平成21年10月28日、これから社会に出よう

めた方がいいといわれる心配があります。その

とする名古屋工業大学の学生向けに企業の

時にただ反対するのではなく、組織の中で自分

トップで活躍するお二人による講演をいただ

自身の立場を守りながら研究開発を続けて行く

きました。

という大変な時代です。
そういう活動を通じて一番大事なのは三つ目

松井学長あいさつ

です。人と人との関係は良いときばかりではあ

皆さんこんにちは。名古屋工業大学は1905年

りません。失意のどん底に落ち込んだとき、ど

に開校し100年の歴史をもった工業系の単科大

ういう人間関係を周りに築けているかが皆さん

学です。私達の大学が誇るものはたくさんあり

が社会人になった時に大きな支えになります。

ますが、その一つは大学の卒業生が卒業後も大

今日は二人の先輩からお話をいただきます。

学と深い関係をもっていることです。卒業生は

皆さんのこれからの新しい人生に立ち向かって

６万人弱になっており国会議員をはじめ産業

いく力にしてほしいと思います。

界、大学の教授、民間の研究機関などで活躍さ
れております。今回は名古屋工業会のご協力に
より、卒業後に皆さんの将来がどう展開されて

水口 博氏ご講演

いくのかを卒業生自身の体験として語っていた

森精機製作所の水口

だく趣旨で今日のトップセミナーが実現しまし

と申します。講演をさ

た。

せていただく機会を与

今日お話いただきますのは、森精機製作所の

え て い た だ き ま し て、

取締役副社長 水口博さんと、現在NTTドコモ

大変光栄に思っており

の取締役常務役員の加藤薫さんです。このお二

ます。有難うございま

人にご自身の卒業してからのご健闘ぶりについ

す。

てお話いただきます。皆さんは今勉強をしてい

少し早く着きましたので学内を見て回りまし

かに上手く就職するかが最大の関心事だと思い

た。建物が立派になったという印象です。ただ

ますが、もっと大きなロジックで見てほしいの

私が在籍した当時の雰囲気は色濃く残っていま

です。企業に入ったら長い技術者、研究者の歴

して、懐かしい気持ちでテニスコートの辺りを

史が始まりますが、大きく３つのことに注意を

散策しておりました。留学生や女性の学生さん

払う必要があります。

がたくさんいらっしゃり、当時とは大きく違う

一つは大きな社会の変革が取り巻いているこ

なと感じました。

とです。今回のように政権交代や不況によって

私は1977年、本学の生産機械工学科を卒業し、

予想していなかった外部の変化の渦中に社会人

卒業後は本社が奈良県の大和郡山にあり、地元

として巻き込まれます。これは予測不可能です。

の機械関連メーカということで森精機製作所に

二つ目は自分のやっていく技術の世界で切り

入社しました。当時は500名位の社員がいたか

開いていく道が、会社や研究所や大学の中で必

と思います。同級生のほとんどが名古屋地区で

ずしも日の当たる場所ではあり得ません。例え

大手メーカに入社した中で、これから成長して
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いく中堅企業でいろいろな仕事をしてみたいと

１年を過ぎた頃、上司から一度違う職場で

いう思いがあり、丁度そのとき伸び盛りの森精

やってみるかというような話があり、
すぐに「設

機製作所に就職しました。

計の仕事がしたい」と答えました。ずっと機械

ここで森精機製作所について少し説明しま

の開発エンジニアになりたいと思っていたから

す。本社は現在名古屋です。会社の設立は1948

です。それが叶いまして開発部に配属となりま

年で今年は61年目にあたり、工作機械の製造と

した。ただ開発部に入って大変戸惑ったのを記

販売をしています。従業員数が約4700名で、海

憶しております。今でも機械工学科ならば、製

外にもかなりの社員がいますが一部上場企業の

図の授業があると思います。当時は渦巻きポン

中では中クラスの規模です。奈良、三重、千葉

プの設計を課題として与えられ、強度計算を

に工場があります。奈良では自動車部品加工用

やってドラフターで書いていくという設計をし

の小型の旋盤やマシニングセンター、三重では

ました。しかし実際の工作機械の図面を見ます

売れ筋の中・大型の旋盤やマシニングセンター、

とそんな簡単なものではありませんでした。工

千葉では複合加工機と、それぞれカテゴリーの

作機械というのは土台の部分としてベッドとい

違う製品を生産しています。

う非常に大きな鋳鉄でできた部品があります。

工作機械は景気の波の影響を敏感に受ける業

重さ５トン、長さで５〜６メートルもあるよう

種です。どの企業でも景気が悪くなると先ず設

なものが沢山あります。強度を保つためのリブ

備投資を抑えるため、当社の売上高をグラフで

という壁が内部に多数入っています。それらが

表すとバンジージャンプのような大きな波のあ

全部線になって図面に現れていて、非常に複雑

るグラフになります。ここ数年は右肩上がりに

な図面です。とても３次元的に物体の形状を頭

業績を伸ばし、2007年度の売上高は2000億円を

に描くことができませんでした。３年程して図

突破することができましたが、2008年度はさす

面の見方にも慣れてくると、ユニット設計と呼

がに少し売り上げを落としております。

ばれている部分的な設計を任されるようになり

当社が生産しているＣＮＣ旋盤では円筒形状

ました。その後は一時、特許関連の仕事をする

のフランジやシャフト、マシニングセンターで

知的財産部に籍を置きました。特許明細書を読

は金型や自動車用の部品を製造します。また複

むことで文章表現の訓練とかパテントの重要性

合加工機と呼ばれる機種を使用して、ジェット

とかをここで学びました。

エンジンの部品とか、車のターボチャージャー

２年程で開発部へ戻ってきて、それから10年

に使われるインペラーという部品も製造されま

たってＣＮＣ旋盤の新製品の開発担当を任され

す。さらに医療関係では人工の股関節の加工に

るようになりました。ＣＮＣ旋盤の新機種開発

も使われます。簡単にいいますと数値制御装置

プロジェクト責任者として任命されたのです。

を使用して金属の自動加工を行う機械です。

新機種の開発はたいてい10人程度で行います。
１台の機械を１年がかりで開発します。世界中

ＮＣ旋盤の設計に明け暮れる日々

で爆発的に売れたベストセラー機があり、その
後継機開発に入社15年余りの私がリーダーとし

次に私の会社での経歴について話します。入
社後、まず製造部に配属になりました。ＣＮＣ

て任命されました。大変なプレッシャーの中、

旋盤の組立を行う業務、簡単にいいますと機械

開発を進めたことを今でも鮮明に覚えていま

が作動できる状態に、配線や配管を行い、また

す。設計者としてだけでなく、リーダーとして

スイッチの調整や必要なデータ入力をする比較

残りの９人をまとめていく難しさも実感しまし

的ルーティンワーク的な仕事でした。毎日、機

た。参画している全ての人が同じベクトルを向

械に触れていますので、機械の基本的な構造と

いて仕事をしないと、決して良い機械を開発で

か働きをよく知るには貴重な経験、時期であっ

きないと考えています。また集中力の重要さを

たと思います。

思い知らされました。試作機の組み立てが迫っ
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てくる中、最後の３ヶ月間は土日の休日も返上

１回大学に通いました。実験をした結果を持っ

して、がむしゃらに追い込みを掛けました。今

て行き、先生の指導を仰ぎ、さらに実験を繰り

でも覚えていますが12月28日にようやく試作機

返して、最後に学位論文にまとめました。

が組み上がり、ほっとしたのか翌日に40度の熱

学位を取得したのは、論文をまとめるときに

が出て、正月の間ずっと寝込みました。しかし

必要な論理的思考を身に付けたいと考えたから

完成した試作機を前にして大変充実感がありま

です。また自社の製品を使って研究をすること

した。サラリーマン生活の中でがむしゃらにや

で、その成果を自社製品に応用できるのではな

る時期があって人間は成長するのだと感じまし

いかという思いもありました。さらに、ビジネ

た。

ス的な立場でも学位の必要性を考えていまし
た。

もう一つ、ヒット商品を開発した例を紹介し
ます。立形マシニングセンターの戦略機種を開

工作機械には高速で回転する軸受け、油圧機

発しようということで、その時もプロジェクト

器やモータ類等多数の発熱源が存在します。そ

チームのリーダーに任命され開発を行いまし

してこれらから発生する熱によって工作機械の

た。2001年の１月から開発を始め2002年の３月

各部が歪んだり伸縮したりすることで、加工精

に終えました。前プロジェクトの経験が生き、

度を悪化させます。このような工作機械の熱変

比較的順調に開発は進みました。また設計手法

位に関する研究を行いました。
学位取得の過程で色々なことを学びました。

的にもデジタルデザインという、試作機を作る
前にコンピュータ上で色々な解析・検証を行う

１つは論文のストーリ性です。学位論文はあた

という手法を多用しました。３次元のＣＡＤモ

かも小説のようにストーリ性がなければいけな

デルから各部位の剛性とか振動とかを解析し、

いことを先生からご指導頂きました。これは企

試作機を作る前にコンピュータ上で何度も設計

業でプロジェクトを進める時も同じであると感

変更を繰り返しました。こうすることによって

じています。といいますのもプロジェクトを進

性能や品質上の問題を開発段階で摘出でき、完

める時には、まずマーケティングから始めて、

成度の高い試作機を作り上げることができまし

社内のコンセンサスを得て、予備的な実験を行

た。

い、試作機を作り、評価をして量産に入り、販

この戦略機を開発するにあたっては、様々な

売促進を行うという手順で進めます。このよう

ハードルもありました。まず性能が良いだけで

に新製品の開発もストーリ性を持っていなけれ

は機械は売れません。いかに顧客の価値を創造

ば成功しません。そういう点で非常に勉強にな

できるかが問題になります。この機械を買って

りました。

いただくことでお客様がどれくらい儲けていた

次に論文の中で使う文言の統一と使い分け

だけるかという提案ができないと機械は売れな

や、わかり易い言葉で正確に表現する難しさも

いことに初めて気がつきました。そして欧米の

実感しました。管理する社員の数が多くなれば

販売店をまわって、自分でこの機械の良さを説

なるほど文言の統一とか、わかり易い言葉の重

明しました。自分で作った物を自分でアピール

要性が増してきます。皆に同じ様に正しい言葉

してこそ人に伝わるということを実感したの

で伝えなければ、その人達はそれぞれの部下に

も、このヒット商品の開発の時でした。

伝言ゲームのように伝えますので、一般の社員
まで伝わるとニュアンスが変わってきたりしま

学位取得に挑戦

す。そういう点で正しく表現することは非常に
重要です。

話は変わりますが、私はこの度博士課程の学
位を取得させていただきました。この春に工学

仕事、家族、人生

博士をいただいた新米の博士です。2005年に東

ここから皆さんの普段の生活でも心掛けても

京工業大学の博士後期課程に入学し、１ヶ月に
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らいたい事を少し話します。私はいつも部下に

の箇所だけではなく前後の工程とか、遠くにあ

目標を具体的に設定するように言っています。

る工程に問題があり、工場全体を見渡して初め

目標を立ててもなかなかその通りにはいきませ

て真の原因を発見できることがあります。全体

ん。まして思いつきで行動していては上手くい

を見渡す習慣をつけてはどうでしょうか。

く訳がありません。今日朝起きて１日の予定を

それから気持ち良く話ができるということで

先ず考えていただきたいのです。そして１ヶ月

す。新入社員と話をしていて時々感じるのです

後には、半年後には、１年、３年後には自分は

が、知識も非常に豊富で理路整然と話をしてく

どうなりたいかを考えていただきたい。目標は

れるのに何か気持ち良く話ができない人がいま

具体的な数値で表現したほうがゴールに到達し

す。一方で話は上手ではないし入社当時の成績

やすいと思います。もう一つ大切なのは、その

も芳しくないのですが、話をしていて何か気持

時期が経過した時点で目標をどれ位達成できた

ちが良い人もいます。その違いは何かと考えま

かを自分で評価して、場合によっては目標を修

すと覇気というか前面にでてくる意気のような

正していただきたいと思います。

ものではないかと思います。覇気のある人と話

また仕事を通して人生を豊かにすることも重

をしていますと非常に楽しくなります。ちょっ

要だと思います。仕事と家庭は両立しないとい

とした顔の表情とか笑顔も大切だと思います。
次に素直に人の意見を聞くということです。

われますが決してそんなことはありません。自
分の中でしっかりした人生設計をして会社と私

皆さんの勉強や研究も同じですが企業で勤務し

生活の青写真を持っていれば必ずうまくいきま

ていますと様々な大きな壁にぶつかります。自

す。時間は自分で作れます。

分の力だけでは解決できないケースが多くあり

次にお酒のようですがＶＳＯＰが大事です。

ます。こんな時には素直に助けを求める、人の
意見を聞くことが重要ではないでしょうか。

Ｖはバイタリティ、Ｓはスペシャリティ、Ｏは
オリジナリティ、Ｐはパーソナリティです。20

また当たり前ですが何においても誠実である

代はバイタリティだと思います。30代はスペ

ことも大事です。誠実というのは自分の行動に

シャリティ、40代でオリジナリティ、50代でパー

責任を持つことです。設計ミスをしてもそれを

ソナリティ。20代はがむしゃらにバイタリティ

正当化したり言い訳をしたりする人が時々みら

をもって仕事を、30代は知識も身に付いてきま

れますが、ごめんなさいでいいのです。そうす

すので専門性を活かした仕事を、40代では創造

ると皆はまた協力してくれます。
次に情熱のある人。しらけた人と仕事をする

性に富んだ仕事を、50代では個人の個性を活か

のは本当につまらないです。情熱のある人に共

して仕事をしてはどうでしょうか。

通しているのはとにかくしぶといことです。そ
これから社会に出る皆さんへ

ういう人は徹底的に物事を追求します。会社で

ここからは企業が必要とする人材について話

少しの間仕事をしますと情熱のある人かどうか

をさせていただきます。俯瞰的とういう言葉が

は直ぐに分かります。前向きに考えて情熱のあ

あります。全体を高い所から見る、鷹が大空を

る人には色んな人が自然と寄ってきて情報を与

舞いながら地上を見るが如く、全体を見渡すと

えてくれます。

いうことです。部分的な最適ではなく全体最適

もう一つは問題点を分解して考えていただき

ということですが、その事象だけを捉えるとそ

たいということです。仕事が捗らないとき、分

れが正しい解であっても全体を見た時には、正

解してみると様々な原因があることがわかりま

解でない時が結構あります。例えば、ある工程

す。内容が理解できていないのか、人数が足ら

が滞留して問題だという場合、当然その現場を

ないのか、能力や知識の不足かなど、複合的な

見ますが、それだけをピンポイントに見ても根

要因によって問題は起こっています。それを分

本的な解決ができないことが多々あります。そ

解して考えましょう。例えば４×５＝20という
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計算を考えた時にいきなり「20です」と報告を

できて、参考になるのではと思います。何か１

してきます。４があって５があって、それをか

つでも、皆さんの印象に残ればいいと思います。

け算したら20になったという報告を聞きたいの

眠くなったら寝ていただいて結構ですし、デー

です。

トの方は出ていかれても結構です。
私はドコモの経営企画部長をやっておりま

上下左右に気を配るということも重要です。
企業には自分の周りにお客様、上司、同僚、部

す。なにをやっているのかと思いますよね。簡

下、サプライヤといった様々な立場の人がいま

単にいうと、１つ１つは良いけど全体をみたら

す。上司には礼儀を忘れてはいけませんし、お

ガタガタだなんてことのないよう、全体を最適

客様にはおもてなしを、部下には指導監督もし

にする仕事です。それぞれの部署には責任者が

なければいけません。このように上下左右に気

います。ドコモにも研究する人がいて、それを

を配ることにも気を付けていただきたいです。

統括する常務がいます。またネットワークを作
る人達、サービスを作る人達、携帯電話を売る

おわりに

人達がいます。それぞれがバランス良くなった

取りとめのない話に終始してしまいました

時に会社が力を発揮します。その対処方法につ

が、大抵のことは、必死になれば、完全とまで

いては、全て私のところにきます。社長がこれ

はいかないまでも、かなりのレベルまで達成で

やっといてと言われたら全部やらなければなら

きると私は信じています。必死になるのが極め

ない忙しい毎日です。昨日の今頃は、NTTグ

て大事だと思います。皆さんの今後の学業とか

ループの持株会社に今年の利益について説明に

研究が順調に進み、また自分の希望している企

行っていました。それから、監督官庁の総務省

業に就職できることを祈ってセミナーを終了し

に、ある事柄の相談をしてきました。
話は変わりますが、私は今58歳です。皆さん

ます。ご清聴ありがとうございました。

は私の３人の子供の一番下と同じ位の年代です

水口 博（ミズグチ ヒロシ）55歳
株式会社 森精機製作所 代表取締役副社長
名古屋工業大学生産機械工学科 昭和52年卒業
工学博士（平成21年 東京工業大学）
昭和54年1月 ㈱森精機製作所入社

ので、また親父がくだらんことを言ってると思
われるかもしれませんが、皆さんよりは30年く
らいは先輩ですのでしばらく付き合って下さい。
生まれは大阪、46年電子工学科に入って、そ
の後大学院に進みました。どうして大学院に進
学したか、どうして電電公社に入ったか、共通

加藤 薫氏ご講演

項があります。当時は電子の大学院定員は10人
ほどで、５人までの推薦に入れました。電電公

皆さんこんにちわ、
加藤でございます。今

社も、学校推薦がありました。研究はいっぱい

日は貴重な時間をいた

やっているし、世界に冠たる色んな可能性があ

だきましてありがとう

りそうだと思いました。当時の学校推薦は、面

ございます。この教室

接だけでした。

というのはパブロフ
挫折を感じた学生時代

の犬ではないですが、
入ったとたんに眠くなります。昔は授業にも出

勉強していたかといいますと、実は授業は３

ず友達の代返が常で居眠りばかりでした。今回

割位しか出ていませんでした。ですから私が授

も事務局の方に講演を頼まれた時には、できま

業に出ると、今日は試験日かと皆がびっくりす

せんよと言ったのですが、結果的にはいい人選

るほどでした。皆さんは知らないですが44年に

だったと思います。非常に学術的なお話しと、

学生運動が盛んになって、その後少し静まった

私の様に世俗的に適当に生きている人間が対比

頃でしたので、立看板ばかり立っていて学校の
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授業が潰れるとラッキーと友達の家で麻雀ばか

インタビューを受けました。自分のモチベー

りしていました。それとアルバイトです。３畳

ショングラフを書いて下さいということでし

一間の間借りで風呂も飯もありませんでした。

た。すなわち満足度曲線です。実際に書いてみ

電電公社には２年おき位に転勤する事業部門

ると良いことも悪いこともありその繰り返しで

というのがありますが、私はそこへ配属になり

す。36歳で県単位に電話局を統括する支社の副

転居を伴う転勤を13回ほどしました。

支社長となりました。かっこいいでしょう。新

本社の係長の頃、昭和58年にリクルート社が

聞社等が取材に来ますし写真も載りました。全

発行している雑誌に人生で一番印象に残ってい

体を通じてもう一度だけ同じ仕事をさせてあ

る本について書いてほしいといわれ、土居健郎

げるといわれたらこの時代を選びます。権限が

の「甘えの構造」について書きました。恥ずか

あって責任がない仕事だったんです。とはいっ

しいのですが非常に肩に力を入れて一生懸命書

ても当時の支社長が責任を取っていたのです

きました。藤本義一なんていう直木賞作家も横

が。

で書いていたんです。若気の至りでしたが、少

ある時ボコッと満足度曲線が落ち込んだ時が

し話させてください。名工大での生活は やっ

ありました。会社を辞めようかなと思ったので

た

という充実感がありませんでした。第１志

す。国際調達室の担当部長を任された時がその

望としては、1200年位の歴史を持つ地の大学へ

時です。日米貿易摩擦があって、電気通信機器

入りたかったのですがだめで、名工大に入って

そのものをアメリカから買えと圧力がかかりま

からももう１度受験しようと思って半年間は必

した。社内からは絶対国産が良いと嫌がられ、

死で勉強しました。しかし阿呆らしくなりやめ

アメリカからは虐められ、辞めようかなと思い

ました。あと３年半を一生懸命生きようと思い

ましたが、自分を反省してみました。異動し

ました。それからです、授業に出なくなったの

てすぐでしたが、私は英語に自信がなかったの

は。思いっきりアルバイトをし、遊びました。

です。同期の社員は、電話で30分も全部英語で

名工大に良い思い出がありませんでした。挫折

しゃべるんです。そんなこと俺にできるかと、

感いっぱい、そういう人が全国から集まってき

自信がなくなってきます。それを何かのせいに

ていました。

します。人間の弱い所です。その２年後に大き

しかし「甘えの構造」を読んで、私は自分に

な仕事がきました。NTTが静止衛星を700億〜

甘えているのかなと思いました。実は１浪して

800億かけて打ち上げるのにGEやフォードから

第１志望の大学を受けた時、39.8℃の熱を出し

購入することになった時、
「加藤君やってくれ」

てフラフラで出た１時限目の200点満点の国語

と自分にまわってきたんです。これが面白いよ

が83点、これでは試験に通る訳がありません。

うに出来たので自分に自信が持てました。結果、

それをいうといつも女房が怒ります。これは女

英語なんていらない、真心だけあれば良いとい

房の論理ですが、それは言い訳、それがあなた

う結論に至りました。

の実力、風邪をひいたのも実力、その時実力を

会社をやめようかなと思った時のキーワード

出せなかったのもあなたの実力、名工大に行っ

を一つもう一回だけ言います。自分のせいなん

たから私の様ないい女と出会えたんだといいま

です。自信が無いのを周りのせいにしたり面白

す。名工大入学当初は、こんな感じで非常にう

くないと思うんです。面白くない、辞めようか

じうじと、人のせいにしていました。そして、

なという時に北陸支社の設備企画部長ポストへ

前を向いて生きようと思った瞬間時に世界は変

異動になりました。これは北陸支社のいわゆる

わるんです。

技術系の責任者で、ここもなかなか面白かった
です。

凸凹の人生

平成６年にドコモに異動だと発令がありまし
た。当時の電電公社から現在のNTT、25万人

役員に就任する時に外部コンサルタントから
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とか30万とかのとても大きな会社に入ったのに

帯電話、650gで20分しゃべれましたが、この辺

ドコモです、小さな会社です。誰もドコモが今

りは私も開発に携わっています。そしてムーバ

のように成功するとは思ってなかった時に、そ

という本当の意味での携帯電話が出てといった

こへ異動だと発令があった訳です。当時、北陸

具合に進化してきました。
「もしもし」だけだっ

三県で技術系のトップでいたわけですが、転勤

たものが情報アクセス、ｉモード、生活支援、

の時の送別会で課長が正直なことをいいまし

ゆくゆくはアラジンの魔法のランプのように煙

た。
「なにか悪いことをしました？左遷ですよ

がでてきて自分の言うことを聞いてくれたらと

ねー」と。当時ドコモへ行けといわれても誰も

夢見ています。

行きたがらない状況だったのです。
社会と共に成長する携帯電話

その後も、これで私の電電公社、NTT、ド
コモの人生も終わったと思ったことがありまし

あなた達が生まれる少し前に日航ジャンボ機

た。三井住友カードに出向せよと言われたので

123便18時発羽田大阪行きが山に墜落し520人が

す。ドコモがクレジット事業をやろうとして人

亡くなりました。４人の生存者がいましたが全

事交流を組んだのです。代表取締役専務という

員が女性でした。その時に私はドコモの前身の

肩書きです。ドコモは三井住友銀行の34％の株

移動体通信事業部にいました。つまり電電公社

を持ち980億円の出資をしました。かっこ良く

がNTTになってNTTの中でドコモの卵ができ

言えば大目付ですが、実際は人質で、仕事はな

た時です。あれは８月12日お盆の時でしたが涼

いし何も分かりません。また辞めようかなと思

しい会社でのんびりと、私だけが管理職として

いましたが子ども達はまだ大学生で思いとどま

仕事に出ていました。ところがあの事故があっ

り、その後奇跡的にドコモへ復帰できて今があ

てショルダーホンが使えるから持って行けとい

ります。あの時に辞めなくてよかったなと思い

われ、私が山へ行きました。結果的には自衛隊

ました。何時も自分の思う通りにいくものでは

の方に12台のショルダーホンを使っていただく

ない、凸凹の人生を人のせいにしてはいけない、

ことになりました。
雑誌の記者が遭難するようなところですが、

上手くいかない時もぐっと耐えることを覚えな

移動体通信事業部長が「この尾根を越えれば電

ければなりません。

波が届くんではないかな」と私に登れと促すん
これからの通信事業

です。私が行けませんと答えましたが「僕なら

電子計算機、携帯電話、インターネット、パ

行くんだけどな」といわれ、クソッと電電公社

ソコン、クラウドときて、私は携帯電話の世界

のヘルメットを被って、水と乾パンを持っても

にいますのでITだの最先端技術だのともては

う１人の係長と登りました。現場は嶺に上げて

やされていますが、これからは環境だとかグ

もう一回中継して小学校にいる司令官と連絡し

リッドパワーなどのエコ系にシフトして行くと

ており、片一方がしゃべって「ドウゾ」と言っ

思います。私は大学院の時に半導体レーザーの

たらもう１人がしゃべる半２重なので非常に効

劣化を研究していました。つまり太陽電池です

率が悪い状態でした。そんなところにもって行

が34年も経って今やっとです。皆さんが今やっ

きましたから、こんな便利なものはない、10台

ていることも具現化するのは20 〜 30年後のこ

持ってきてくれといわれ現地で司令官と借用書

とかもしれません。

を交わしました。後で表彰状を頂きました。金

通信サービスの歴史はどうなったかといいま

一封はありませんでしたが一升瓶を２本いただ

すと皆さんは知らないかもしれませんが、ポ

きました。そんなことがあって携帯電話をもっ

ケットベルがあって次にショルダーホンになり

と普及させなきゃいかんと更に強く思いまし

ました。３kg位で40分しゃべり続けられる電

た。
次に阪神淡路大震災でも当時の勤めが大阪

池の塊です。次に片手で持てる弁当箱ほどの携
−9−

だったので災害対策本部に入りました。当時は

な会社に助けられて成り立っています。俺が正

すでに携帯電話が普及していましたが、停電時

しいんだと言っているうちは世の中から弾き出

に充電ができません。皆さん電池が欲しいとい

されてしまいます。

うことで、避難所の学校へ届けるために各メー

もう１つは将来は見通せない。平成４年にド

カーにお願いして電池を寄附していただきまし

コモを作った時、誰も電電公社からこの事業に

た。単３電池４本をパッケージして携帯電話の

乗っかっていこうとしませんでした。携帯電話

背中につけると携帯電話が使えるという物を

なんて儲からないと思っていました。現にこの

持って行きました。意気揚々と行ったのですが、

頃新しいポケットベル会社がたくさん生まれ

お客様からは「単４と単１はないの？懐中電灯

て、そちらの方が儲かっていました。これから

は単１、ラジオは単４やで！」といわれ、結局

先、どんなのが出るんだと言われておりました

後で集めて持って行きました。

が、携帯電話が伸びたんです。もう一つ、現在

こういった不幸な天災での社会的要請だとか

ｉモードサービスを使ってインターネット接続

生活スタイルが変わった時に、手に持てる携帯

やメールをされていますが、当時は誰も売れる

電話がでてきて、誰も期待していなかったドコ

とは思っていませんでした。そんな小さな画面

モがすごい成長を遂げていく５年間に入ってい

で何ができるんだという調子です。開発した松

きました。そうするとその初期の頃では人が足

永は情熱を持っていましたが、周りは冷めてい

りないからドコモに来てくれといっても誰も来

ました。しかし１年後には皆コロッと変わるこ

てくれませんでしたが、平成10年頃になると、

とになります。

この事業いけるぞとドコモに行きたいという人

よく考えますとポケベルと携帯電話には繋が

が続々と現れました。学生さんの就職人気ラン

りがあります。ポケットベルに文字を表示する

キングも１位になりました。今はというと20何

機能ができ、メッセージを送れるようになりま

番かです。皆さんよく見ていますね、たかが人

したが、実はこれｉモードのメールなんです。

気されど人気ですから、株価もその頃が一番高

家庭電話とポケットベルが一つになって携帯電

く、人の心でそういうものは動くのだという気

話になったんです。携帯電話をなぜ皆が持った

がします。

か、こそっとできるからです。誰にも煩わせる
ことなく布団の中でもできるんです。今は分か

仲間と一緒にのりこえる

るんですが先のことはなかなか見通せません。

人間58歳にもなると自慢話や説教がしたくな

これが当たるかは分からないもので後からつい

ります。これから説教をします。１人でできる

てきます。それで良いんです。やってみなけれ

ことは限られておりチームワークが必要です

ば分からないんでドンとやってみる、駄目だっ

し、人間関係も大事になります。自分がいて上

たら止めればいいんです。

司がいて同僚がいて部下がいる、そして家族が
へこたれない、そしてチャレンジ

あって自分が生かされていることがこの年に
なってやっと分かりました。私もあなた達の

人生には凸凹があり辞めたくなる時がありま

年の時には俺は立派に生活している、俺が大事

す。恵まれていない時というのは本当は自分の

で俺ほど偉いものはないと思っていましたが、

せいなんですが、他人のせいにしていませんか。

色々な人との関係の中で生かされているんだと

自分のしたいことだけはできません。会社にそ

感じる様になったのが30ちょっと過ぎたあたり

んな人ばかりがいたら人気のある部署に皆きて

で、最近ではひしひしと感じます。今いっても

しまいます。適材適所だとか言いますが綺麗ご

分からないかもしれませんが人間関係を一番大

とです。嫌な仕事もさせます。そんなものです

事にして下さい。これ無くして生きていけるは

が面白いこともあるんです。昔の人が言いまし

ずがありませんし会社も同じです。会社も色ん

た「人間到る処青山あり」といいます。段々説
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工学系の資質と多角的視野

教臭くなってきましたが58歳になりますのでま

この年になると「今時の若い者は」と言いま

けて下さい。
最後に関西人ですので「へこたれない」とい

す。自分達も言われていたので順繰りなんです

う言葉を皆にお願いします。誰かのせいにする

が、今時の若者が今時の時代を創っているので

のは自分に自信がないからですが、好奇心を持

間違えないようにしてください。我々はフェー

てばどうなっているんだろう？何でや？と考え

ドアウトするだけです。そこは自信を持って下

れば自分で納得できるし論理的に決着していけ

さい、若さはエネルギーなんです。でも時間が

る、
これは理科系の人間は得意です。そしてチャ

経てばあなた達も老人になってフェードアウト

レンジする、とにかくやってみるんです。好奇

していくことを忘れないで下さい。

心の良い例を言います。好きな人と会う時に映

あと私は技術系でありながら人事だとか対応

画を見るか美味しいものを食べるか、映画は何

だとか統括的な仕事が長く、ほとんどその仕事

が好きだろうか食べ物の好みはと色々考えます

をしてきたといっていいほどです。開発には携

が、その気持ちを持てばいいんです。

帯電話と自動車電話で４年間いましたが、その

やったからといって成功するわけではありま

前は人事をやっています。名工大を出てそんな

せん。千に３つといいますが、千回努力して３

ことをやっているのか、亜流ではありますがそ

つ当たれば良いんです。だから失敗しても恥ず

んな時言ったのが「へこたれない」です。研修

かしくないし、へこたれずにやり直せばいいん

をして人間が育つ訳ではありません。一番良い

です。この繰り返しの生活が送れたら企業での

のはこの先輩のここが良いなと、良い背中を見

生活のみならず自分が生きていくのが楽しくな

せることです。自分の責任において人生を送り

るのではと思います。技術だとか科学だけでな

好奇心を持ってやっていき、誰のせいにもしな

く色んなことに好奇心を持って下さい。

い心意気があれば絶対に道は開けてきますので

本来はここで終りですが、ドコモの宣伝を１

頑張って下さい。私は技術系でありながら事務

つさせてください。NTTグループは、連結で

系をやりました。世の中には技術系事務系が必

1兆2000億円位の利益を出します。売り上げに

ずあります。技術系は真面目過ぎて煙たがれる

ついては、10兆円を超えますが、その中でドコ

面もありますが、たった大学の４年間の違いだ

モの売り上げが4兆5000億円位で、契約者数と

けです。しかしされど４年です。違うんだとい

しては5500万人の方に使っていただいておりま

うことも思って下さい。ここに座っているのは

す。ドコモの利益は8310億円で今年も8300億円

名工大の工学系であることはその資質が自分に

を目指しています。３月の決算では事実上日本

あるのだと、それが利点であると同時に人文系

一です。上にはNTTがいますが、この中には

のような知識やいい加減さもないといけない場

ドコモが含まれているからです。そうすると
「ド

合もあります。それを程よく自分を抑えつつ人

コモ儲け過ぎじゃないか」
、
「通話料金高いのと

間関係をベースに養っていってほしいと思いま

ちがうか」
、
「もっと安くしろ」という声があが

す。そうすると人生なかなか捨てたもんではあ

ると困るので色んなサービスを今のうちにやっ

りません。

て行くのも経営者の仕事なんです。営業利益率

もう一つ、私はコミュニケーションの仕事を

が16 〜 17％あり、こんな儲かり過ぎの会社は

生業にしていますが、コミュニケーションとは

ありません。仮にこれから料金等を安くしてい

意思を伝え合うこと、相手を理解すること、よ

くと収入が減ることになりますが、利益は守ら

うするに私のようにペラペラしゃべることがコ

ねばなりません。その為にコストを下げるとい

ミュニケーションではありません。実はあなた

う当たり前のことをやります。仕事の中には色

方が私の話を聞いていただいているように人の

んな要素があるのです。

話をじっくり聞くことなんです。じっくり聞け
て初めてコミュニケーションが起こるのです。
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相手が話しているときにあれこれ話したら相手

残り３週間はお客様の工場で生産を支援する優

の言うことを理解できません。できるだけ相手

秀なエンジニアということにしました。良いア

のそのままを受け取りながら、ここちょっと違

イデアであったと思います。このようなちょっ

うよねというように意思疎通することにおいて

としたアイデアの積み重ねが大事だと思いま

人間関係が成立して深まっていきます。特にこ

す。

のことは大事です。言いたいことをいっている

加藤 ドコモの場合はサービス業です。お客様

だけでは駄目で、その余裕のようなものがコ

は神様ですといいますが嘘なんです。お客様は

ミュニケーションの基本です。

我がままなんです。もっと安くしてくれ、もっ

「へこたれない」
、
「好奇心」
、
「多角的に物を

と何処へも繋がるようにしてくれと。この要望

見る」をイメージして下さい。缶コーヒーの缶

にどれだけ応えられるかという努力だったと思

は真上から見たら丸いが真横から見たら長方形

います。15 〜 16年の会社ですがそれをやった

だがいずれかであるか？否である。世の中には

から現在もあるんだと思います。出来ませんと

こういうことが多い。ご清聴ありがとうござい

いうのではなく、愚直な努力の積み重ねです。

ました。
Ｑ 日本では携帯電話官僚とかガラパゴス問題

加藤 薫（カトウ カオル）58歳
株式会社 エヌ・ティ・ティドコモ 取締役常務執行役員
名古屋工業大学電子工学専攻 昭和52年修了
昭和52年4月 日本電信電話公社入社

がありますがどうお考えですか。
加藤 日本が特殊であるのは事実ですが、先に
進みすぎています。とんがった部分が先走りし
ているのと世界標準でなかったという反省点が
あります。しかし我々は世界をリードしている

質疑応答

んだという気概をもっています。

それではお二人の講師に皆さんから質問をお
Ｑ お二人とも人間関係を大切にとおっしゃっ

受けします。質問ございますでしょうか。

ています。そのためになにを気をつけています
Ｑ 加藤さんに聞きたいのですが人生の幸福沸

か。

点の一番上の少し下がったことろは何があった

水口 私は副社長という立場ですが、役職者と

のですか？

いうのはどちらかというと良い報告はしますが

加藤 言い忘れました。移動体通信事業部とい

悪い報告は気がすすまない。一般社員の方にで

うドコモの卵に行った時です。30万人の会社か

きるだけ色んな場を考えてお話をするようにし

ら120人位の小さな事業部になったこと、切り

ています。

離して子会社にし小さく産んで大きく育てる方

加藤 一緒です。相手に社員に若い人に担当部

針だったことです。そんなことできるはずない

長に興味を持っているかどうかなのです。この

と思いましたので、そこへ行かされることは苦

人相性悪いなとか逆の印象だなとかなんで髪の

痛でした。ですがそこへ行ったから今があるの

毛切ったのかな、こんなことから始めて会話を

です。そんなことがありました。

大事にしないといけません。現場には問題点が
いくらでも残っているので、うちの社長は毎週

Ｑ 会社が大きく成長するにあたって重要なも

金・土をかけて全国を渡り歩いています。私も

のは何か教えて下さい。

四国を担当していますが、そこからあがってく

水口 当社が伸びてきた１つのきっかけはとい

る話も同じで良い話はくるが悪い話はあがって

いますと、機械をお客様に納めるだけではなく

きません。良い話はゆっくりでもいいのですが、

機械とともに１人のエンジニアをお客様の元に

悪い話は早くほしいのです。こんな性格ですか

１ヶ月間派遣して工作機械の指導をしました。

ら気楽に話をしてくれますのでそういう時間を

普通は１週間の指導で終わってしまいますが、

大事にしたいと思います。
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北陸支部
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支部紹介特集「後編」
─話題を発信する支部を目指して─

北陸三県（富山、石川、福井）が支部の範囲

連を、プロ球団の

である。卒業生７百数十名、内会員は百数十名。

戦績なども交えユ

県単位の支部だったが、活性化を目的に十数年

ニークな講演をし

前合併され北陸支部となった。評議員は各県1

ていただいて注目

名となっている。

され、話題を呼ん

定例の行事として毎年11月に支部総会を３県

だ経緯がある。そ

に持ち回りでやっている。各県の幹事が夫々の

の 後、 目 論 ん だ

地元の特徴を活かして頑張られるので趣向の変

OB講 師 諸 氏 の ご

化が面白い。出席者の多くは馴染みの顔触れで

都合などで企画倒

あるが、自ずと地元県内者が多くなり、年毎に

れが続いたのは残念だった。

山岸憲一郎（Ｋ33）支部長

陣容が大きく替わるのも面白い。出席者数は毎

幸い21年度は11月14日に富山市内の名鉄トヤ

年二十数名程度であるが、初参加者や若い人が

マホテルで支部総会後、ダイハツ工業の伊奈功

あまり増えないことは残念である。

一氏（K46）に『ものづくりのこれから』を語っ

またここ数年、毎年非会員の方々に会員登録

ていただく予定になっている。その効果を大い

要請の手紙を出したり、接触時勧誘したりして

に期待しているところである。なお、翌日は有

いるが、反応が良くないことも残念である。

志でゴルフ会も富山C.C.で予定している。

こんなことから、もっと工夫をこらして魅力

なお、支部内には各県各地域なりに歴史的背

ある（求心力ある）支部活動の実績を積むこと

景があって、一職域内の同窓あるいは単科の集

が先だとの思いが強くなってきている次第であ

りや一部地域の同好の士のゴルフ会などもされ

る。このためには活動内容が同窓の皆様の関心

ているので、これらも出来るだけ『ごきそ』へ

を呼ぶこと、新たな話題を提供（情報発信）出

投稿するよう更に呼びかけていきたい。支部と

来ることなどがカギになるのでないか。

してはwebも利用してこれらと連動して下地ご

そこで、北陸支部は当面出来そうな一工夫と

しらえできれば良いがとも想っている。

して、名だたる名工大OBにお話（講演会）を

このほか、
2008年1・2月号『ごきそ』の交流コー

いただいて、常連の皆様の見識を高めるだけで

ナーに『工具鋼と共に歩んで』と題し私の拙稿

なく、無関心派の興味もひいて参画率を上げら

も掲載していただいたのであるが、これも支部

れないか画策している次第である。さらにOB

内から話題（情報）を発信する動機に少しでも

のお話の後懇親会は盛り上がりやすく、地場産

つながればとの思いもあってのことであった。

業的なところも含めて特色有る大小の『ものづ

以上、関心を持ってもらえそうな話題を提供

くり』企業の多い北陸３県にわたる会員同志の

できる（情報が発信できる）ことを模索して、

新たな（異業種）交流が発生するきっかけにで

支部の活性化に寄与できたらと考えている次第

もなれば誠に幸いなことでなかろうか。

である。更にその他の工夫が無いか、お知恵を

数年前、当時北陸支部会員だった田知清夫氏
(M23

拝借し、小さくても特徴有る支部になれるよう

現故人）に『糾える縄』と題し経営集

皆様のご支援とご指導をお願いしたい。

団の総合能力とそれを支える個人の能力との関

記：山岸憲一郎（Ｋ33）
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岐阜支部

─風光明媚な3大河川（揖斐/長良/木曽川）に囲まれて─

【支部の概要】
会員：約６３５名
実働会員の範囲：約６０名
西濃（大垣市他）
、中濃（岐阜市、各務原市他）
【定例活動】
・役員会／懇親会、総会／懇親会、幹事会
・講演会（１回／年、５月）
・ゴルフ愛好会（１回／年、６月）
・研修旅行（日帰りバス旅行、１回／年）
【参加者拡大への努力】
・総会／懇親会参加費を低く抑えている
・総会当日に行う講演テーマの厳選
・総会議事資料及び会員の近況報告の欠席者
への送付
・企業や官公庁内同窓会との連携、情報交換
模索

【経費削減への努力】
・活躍されている会員に講演の講師依頼
・役員会、総会資料等の手作り印刷、製本
【近年の歴代支部長】
河村 正美（Ｃ35）
：H15 〜 H18
中村 明人（Ｆ41）
：H19 〜 H20
島ノ上正憲（Ｍ29）
：H21 〜
【在企業・機関同窓生へ】
在職中の方も退職された方も支部総会・懇親
会等に参加して、名工大同窓生というキーワー
ドで人の輪を拡げ見聞･視野を広めませんか。

平成20年度研修旅行（富山県魚津水族館前にて）

【在校生の諸君へ】
技術革新のテンポは予想以上に速く、将来必
要なときに能力を弾力的に発揮できるよう今か
ら自己研鑽に心掛けてください。
記：堤 喜治（Ｍ45）

名古屋工業会の本部関係会議情報
○理事会

10月21日(土)13:00 〜
議題１ 名古屋工業大学の近況について
木下理事から大学の現況報告と次期学長候補者について説明された。
２ 公益法人制度改革への対応について
一般社団法人への移行準備開始を承認。24年度認可申請を前提に、他同窓会を
注視。
３ 役員改選について
役員改選スケジュール、候補者推薦要領、役員推薦委員会委員候補者案を承認。
４ 工業会の活動状況について
連携強化委員長、広報委員長及び連携強化委員長から活動状況報告。
21ページにつづく

− 14 −

三重支部

─活動と課題─

三重支部は三重県内全域を網羅しており、南

名、監事１名と幹

北に長いため、活動の範囲が北部と中部に偏っ

事 ５ 名 の10名 で、

ています。

いずれも三重県庁

活動内容として、毎年総会を開催していま

と四日市市役所職

す。それと同時に約10年前より工場などの視察

員です。それぞれ

を行っています。工業会会員は多種にわたる技

役割分担して年１

術者集団であるため、先進的な技術や高度で多

回の総会開催を

機能を具備する技術並びに歴史的な価値のある

行っています。

大橋進（A41）支部長

技術などを設備された企業や工事現場並びに歴

支部長は、三重県庁と四日市市役所のＯＢ職

史的な遺産などの見学、視察には好評を得てい

員が３年から４年間の持ち回りとなっていて今

ます。

年の総会で支部長は変わる予定であります。

今年度の総会と見学会は11月１日（日）に例

前任の支部長は相談役とし、問題の事例が発

年どおり近鉄津駅と四日市駅から観光バス１台

生したときに相談に乗って頂いています。顧問

づつで出発しました。愛知県春日井市内のＪＲ

は卒業生で、三重県議会議員1名にお願いして

中央線の廃線に14箇所も残るトンネル群につい

います。役員に民間企業の方が一人でも入って

て「ＮＰＯ法人愛岐トンネル群保存再生委員会」

頂きたいのですが居ないのが実情です。

が歴史的遺産の保存と再活用を目指して頑張っ

三重県下では日本を代表する大手企業も沢山

ている現場を見学することとなりました。

有り、そこで活躍している卒業生も沢山働いて

この見学会は正会員のみでなく非会員や家族

いますので、その方たちの知識と智恵をお借り

も参加いただきました。総会には本部役員の方

して三重支部が益々発展をすることを期待する

にもご臨席を賜り、工業会の活動とともに「名

ものです。

古屋工業大学の現状と方針」などを教えて頂き

支部の財政は良好であると思っています。こ

ました。参加者が母校の想いを強くすることが

れは今までの支部長さんが優秀な方々で種々の

出来る良い機会であります。

活動を行いながら、資金を蓄えて頂いたお陰で

また会員の増強活動は、100周年記念事業に

あると思っています。

合わせて「三重支部終身会員入金貸付金交付要

今後の活動として、他の支部で行っている

綱」を定めました。支部が一時的に終身会員費

フォーラムを１度開催が出来たら良いと考えて

用を一括して立て替え、会員は数年間で分割払

います。これは民間の方の力がどうしても必要

いとする制度です。少しでも会員数を増やす手

であり、是非とも役員になって頂き他の役員と

立てとして行っていますが、非会員への周知の

力を合わせて開催の方向性へ向かって行きたい

方法に苦慮しているのが現状であります。

ものです。

100周年記念事業で約1700名の会員（卒業生）

最後に三重県の会員（卒業生）の皆様に正会

へ名簿作成を行うために調査書を送付しました

員へ登録をして頂き、支部の活動にご理解とご

が、返事が返って来たのは約４00名で宛名不明

協力をお願い申し上げます。

が200通も有りました。

記：大橋 進（Ａ41）

三重支部役員は、支部長１名、副支部長兼評
議員１名、幹事兼評議員１名、会計兼評議員１
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大阪支部

─活動状況のご紹介─

１．大阪支部の沿革と概要
大阪支部は支部の一つとして大正10年に
設置され、その後種々の変遷を経て、現在
に至っています。現在関西地区の奈良支部・
和歌山支部・滋賀支部・京都支部・大阪支
部が一つの広域支部になっています。この
広域支部の合同集会の総会を大阪支部が主
河辺

催で年１回実施していますが、広域ですの
で、大阪支部を除いた四支部は地方部会を

彰（K40）支部長

３．平成21年大阪支部活動状況

毎年持ち回りで実施されています。

大阪支部では会員の交流・親睦・研鑽と
会員数増強等を図るため、総会以外に各種

２．大阪支部の会員と組織

活動を実施しています。特に大阪支部の活

・大阪支部会員数は約700名弱です。

動は各単科会の協力、支援に支えられてい

（終身会員446名、正会員240名…平成

ますので、数年前より相互交流が一層進み、

21年３月31日名古屋工業会本部資料より）

支部主催の幹事会・役員会等の会議には、

・大阪支部組織と主だった役員

積極的に参加していただいております。

大阪支部長を中心に下記委員会、各代表

平成21年の大阪支部主催の活動内容と各

の下で各種活動を企画・実行しています。

単科会の活動行事の一環を次頁の表に記載
しました。
総務委員会
事業委員会
会員増強委員会

監事
布施順之助
（B42）
大阪支部長

副支部長

河辺 彰（K40） 齊藤忠夫（D31）

地方部会
広報委員会
財務委員会

長江正純（W42）
木越正司（C44）

単科会代表
四地方部会代表
相談役・顧問
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４．今後の課題
も継続します。
（21年度も10月3日に京都部

・財務を維持、改善するには会員増強が必要

会が盛大に開催されました）

です。新入会員の入会が伸び悩んでおり、

記：土田公司（K40）

単科会を含む支部全体として取り組まなけ
ればならない課題です。
・日頃の活動、総会参加者数・卒業年度の参
加者数等は各単科会でバラツキがあります
が、順調な単科会のノウハウの活用が必要
です。
・近畿２府４県にまたがる大阪支部と滋賀・
京都・奈良・和歌山の４年毎の部会活動が
軌道に乗っていますので、この体制は今後

5月24日歴史探訪の会（堺市
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妙国寺）

兵庫支部

─交流と連携による活性化を目指して─

支部概要
○兵庫支部会員の範囲
兵庫県在住者及び勤務者（ただし、阪神間
在住者は大阪支部への参加も可）
○沿 革
昭和59年設立
○会員数
４３０名（Ｈ20.11現在）
○組 織
職域グループによって構成
兵庫県庁・神戸市役所、神戸製鋼所、川崎重
工業、三菱電機、三菱重工業、一般（東・西）
（一般グループにはその他企業・団体等、個
人を含む）
○役 員（平成21、22年度）
支 部 長
楠田修三（Ａ50）
副支部長
上村芳大（Ｍ55）
（代表幹事）
香取英明（Ｆ58）
事務局長
前田多津夫（Ａ38）
活動状況
①総会＆懇親会（年1回11月頃）
・例年50名程度出席
・開催場所：神戸又は姫路
※なお、21年度は姫路で講演会と併催予定。
②見学会（年２回春･秋）
大阪支部との合同開催による連携と活性化
（明石大橋主塔、瀬田川クルーズ、神戸空港、

平成20年度総会（於：神戸三宮）

酒蔵巡り、ダイ
ハツ工業等）
21年度秋は福井
県大飯原発など
（9･10月 号 で 紹
介）
③その他
大阪支部との連
携により、各種
楠田修三（A50）支部長
サークル活動へ
の参加や単科会行事への参加を進めていま
す。
課題等
○課 題
・近年、兵庫・関西圏出身の卒業生が減少
・若い人の参加数が低迷
・職域グループが主体であるせいか、特に一
般グループ退職者の参加数が低迷
○活性化のための取り組み
・総会や見学会以外の支部活動多様化の検討
が必要
・大学との連携強化（講師派遣等）が必要
○大学への要望
・大学の全国レベルでの情報発信の強化
（中部・東海地方に限定される場合が多い）
記：楠田修三（Ａ50）

平成20年度春季見学会

〜兵庫にお住まい・お勤めの皆さんへ〜
○ 先ずは、同級生など知っている方に声をかけて、お気軽に懇親会等にお越し下さい！
○ 支部の存在・活動を知らない方もおられます。積極的に声かけをお願いします！
○ 連絡先（代表幹事）上村芳大（Ｍ55）
（川崎重工業明石工場 078-921-1561 uemura̲yoshihiro@khi.co.jp）
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広島支部の現状

─これからの支部運営についての提言─

１．支部運営の背景̶広島について

①若い人達の参加

広島市は、人口：115万人、広島県人口の約

が激減した事。中

40％が居住しています。地理的には、南は瀬

でも卒業生が80名

戸内海・北へ約50キロで島根県に接し・東へ

近くいるマツダ㈱

約100キロで岡山県に接し・西へ約50キロで山

からの出席者が減

口県に接しています。関東や名古屋地区の方

少しています。

が初めて広島駅に降り立つと、
「山がある‼」

②出席しても懇親

と第一声が出るほどの山国です。

会の領域にとどま

しかし、
「原爆ドーム」と「厳島神社」の二

りメリットを感じ

菱川躬行（E34）支部長

つの世界遺産があり、
さらに近年登録された「岩

ない。

見銀山遺跡」は広島から一時間余の所にあり

③土木・建築出身の方々の転勤が激しく継続

ます。観光資源の面からは大変恵まれた環境

した参加が得られない。

にあり、二日も有れば３カ所の世界遺産が堪

等が主要なものではないかと考えています。

能出来るので、是非一度足をお運びになると

平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度

よろしいかと思います。

13名

一方、広島はブランチの町とも言われ多く

19名

23名

33名

32名

の企業支店があり、人の動きもかなり頻繁で
す。中でも近年公共事業の減少にともない土

４．支部の活性化について

木・建築関係者の移動はかなり頻繁です。

集まる事によりただ楽しく旧交を温めるに
とどまらず、何らかのメリットが感じられる

２．支部活動の情況

場に脱皮する事ではないかと思います。例え

本部よりいただいた名簿によれば、広島県在

ば、
「人脈の形成」
「有効な情報交換の場」さ

住の卒業生は269名、その内名古屋工業会員の

らに一歩踏み込んで「お役立ち活動」
：例えば、

方が41名です。

仕事の斡旋・子供さんの就職支援等。

私が前支部長殿より支部長をお引き受けし

これらを如何に確立するかは、やはり多く

てから十数年、支部活動は年一回総会兼懇親

の方々が参画する事が必要で「何れが先か？」

会のかたちで開催しております。支部活動を

のジレンマに陥っているのが、私の現在の正

活発にするためいろいろな行事、例えば「原

直な心境です。

子力発電の見学」
「ゴルフ大会」などもトライ
致しましたが何故か参加者が少数で実施まで

５．支部体制の整備についての提言

いたりませんでした。３〜４度試みて実施が

現状の支部活動は、支部長を始め運用関係

出来ない状況により、次の行事を発意する意

者の裁量に任されています。よく云えば「自

欲もなくなり現在に至っております。従って、

主性の尊重」
、悪く言えば「おまかせ放任」に

今では名古屋工業会の意図される「支部活動

近いと感じます。例えば、支部長及び運営関

の活性化」
、
「会員相互の交流促進」などに役

係者の人選なども積極的に関与すると共に任

立つ内容を持ちあわせていない情況です。

期についてもルールを確立して頂きたいと念
じます。年一回本部に集まる支部長会議を開

３．総会への参加状況と支部懸案事項

くよりは、各支部に対して個別にコミュニケー

過去５年間の参加状況を下表に示します。

ションをとり一緒になって支部運営のいろいろ

本表からおわかりの様に30名余集まってい

な対策を相談・実施・反省するサイクル構築が

た状況から急激に減少し、しかも参加者が固

望まれると思っております。

定化してきています。その要因は、

記：菱川射行（Ｅ34）
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香川支部

─平成21年度香川支部総会─

支 部 長

細谷芳照（Ｃ53）

た。なお、今回の

名誉支部長

金谷嘉博（Ｅ33）

総会では支部長の

評 議 員

浅野敬三（Ｆ60）

交 代 も 審 議 さ れ、

幹

前川浩一（Ｃ10）

蓮井（旧）支部長

事

から細谷（新）支
香川支部は、香川県内在住の名古屋工業大学

部長への交代が承

卒業生相互の親睦・啓発を目的として発足し、
平成21年6月現在の会員数は90名（※名簿記載

認されました。
総 会 終 了 後 は、

人数）となっています。

細谷芳照（C53）支部長

懇親会に移りますが、途中で出席者全員に自己

定例の活動としては、毎年6月に支部総会を

紹介及び近況報告の時間を設けており、初めて

開催しており、今年度も6月14日（日）に特別

出席する人でも香川支部に馴染み易いよう工夫

名勝「栗林公園」内の花園亭で31名が出席して

しています。また、総会の他にもゴルフコンペ

開催されました。

（秋）を開催し、親睦を図っています。

ここで少し総会会場となる「栗林公園」を紹
介します。
「栗林公園」は高松市の中心部に位

香川支部では、香川県に在住する卒業生に支

置している国指定の特別名勝であり、ミシュラ

部の活動に参加していただきたいと思っていま

ン・グリーンガイド・ジャポンでも三ツ星に選

すが、近年は香川県から名工大への入学者数が

ばれた美しい庭園です。季節により様々な植物

少ないこと、卒業生が香川県内で就職する人数

が庭園を彩り、一年中美しい風景を見せてくれ

はさらに少ないことから、ここ数年は新卒者の

ます。総会が開催される6月はハナショウブが

加入がない状況です。転勤や退職に伴い香川県

咲き始める頃で、ハナショウブの群生池を横目

に来られる場合は気軽に幹事まで声を掛けてい

に総会会場へ向かうと、今年は演奏会も開催さ

ただき、支部活動に参加くださいますようお願

れており、ゆっくりと散策したくなります。総

い申し上げます。

会が開催される「花園亭」は、庭園内に数箇所

記：前川浩一（Ｃ⑩）

ある茶店と一緒になった食事処で、
初めて出席される人は迷うかもしれ
ませんので、転勤等で初めて香川支
部総会に出席される場合は注意して
ください。
そのような素晴らしい環境の中で
毎年総会を開催していますが、21年
度の総会は工業会から河辺副理事長
が来賓として出席され、会長挨拶に
始まり、来賓挨拶、評議員による名
古屋工業会総会報告、香川支部平
成20年度会計報告等が審議されまし

平成21年度香川支部総会
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栗林公園

高知支部

─龍馬伝の高知─
究成果、会社経営

高知支部は、高知県全域（ほとんど高知市）
の会員で構成されています。会員の多数は、50

のノウハウ等、知

代で、70代、80代が居られます。全体で11名の

識を吸収する絶好

こじんまりした支部です。平成15年まで山田通

の機会として、参
加を要望いたしま

（M16）支部長がご尽力されました。

す。

平成16年より、支部長 山﨑、評議員 山内健

年 会 費5000円

（C53）
、監事 清谷悦民（Y32）
、幹事 島村敏彦

が、高いか、安い

（C56）の役員で活動を行っています。

山﨑健司（Ａ54）支部長

かは、各人の卒業

活動としては、年１回 支部総会を開催し、

した大学への愛着の度合いだと思われます。

会員の親睦を図っています。会員名簿の中から

チャンスは、無限に転がっている、拾うのみ

25名に参加を呼びかけていますが、参加者が少

高知支部 連絡先

ないのが現状です。若い参加者が、少ないのも
問題点です。地方から、名古屋工業大学に入学

株式会社 角コーポレーション

する人数が減少したのも原因の一つだと思われ

工事事業部 内 088-860-6181
記：山﨑健司（Ａ54）

ます。
若い人には、先輩方との親睦、他分野の研

名古屋工業会の本部関係会議情報（14ページからつづく）
○運営委員会 11月10日(火)18:00 〜
議題１ 各委員会の活動について
各委員長から今年度の活動状況について説明報告。
２ 第44回通常総会実施案について
党上層階の実施案を承認。
３ 支部交付金について
支部交付金の配分方法の変更案を提案。一部修正の上理事会に上程。
４ 理事会の一般法人移行準備開始承認を受け、移行スケジュール及び
定款変更等、検討事項を提案。委員の意見交換。
○単科会との懇談会 11月17日(火)18:00 〜
議題１ 単科会と工業会との連携について
会員名簿の一元管理について意見交換。
２ 単科会主催の卒業生とOBとの懇談会に対する支援状況について
制度の趣旨を説明し協力を依頼。
３ その他
法人制度改革の検討のため、単科会と工業会の連携強化について意見交換。
○連携強化委員会WG 11月18日(水)18:00 〜
議題１ 実務型教員フォローアップ事業について
22年２月に開催する学生向けのセミナーについて、実施計画を作成した。
○参事会 12月4日(水)18:00 〜
議題１ 会員名簿の管理について
工業会と単科会の名簿管理のあり方について意見交換を行なった。
２ 卒業生の連絡先調べについて
21年度の卒業生の連絡先確認のための資料を依頼した。
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九州支部

─地方支部の現状と課題─

１．
九州支部概要
・支部の範囲：福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、
宮崎、鹿児島、沖縄の8県
・支部会員数：100名 （8県に在住する卒業
生は、会員を含めて約500名）
・役員：支部長 喜多村治雄（M40）
、副支
部長 安達高春（A46）
、幹事 佐藤孝志（G
修58）
、永濱伸介（B63）
２．支部の沿革
・Ｓ42年：名古屋工業会が社団法人として発足
した年に、それまで職域を中心に
結成されていた関門、福岡、佐世保、
長崎の4支部が北部九州支部に、熊
本、鹿児島、大分の3支部が 南九
州支部に統合されて、新たな1歩を
踏み出しました。
・Ｈ５年：北部九州支部と南九州支部、及び沖
縄県が統合されて九州支部が誕生
しました。これは南九州支部の活動
が停滞し、
支部として機能しなくなっ
たことが要因と考えられます。
３．支部の活動
・支部の例会（主に懇親会）を毎年1回、北九
州市と福岡市とで交互に開催しています。
北九州市近辺には工業の集積地として機械、
電気、金属、化学、窯業等の卒業生が多く、
福岡市近辺には役所や建設会社、設計事務
所など土木、建築の卒業生が多いという特
徴があります。
・沖縄では卒業生が20名近く集まって、毎年新
年会を開催しておられます。数年前に支部長
と評議員が新年会に参加し、沖縄地区との
交流が生まれました。今後も沖縄地区の幹事
と連絡を取りながら交流を続けていきたいと
考えています。
４．支部の課題
・支部例会の出席者は、昭和の年代では40名
程度でしたが、徐々に減少し最近では20名
に満たない状況で、これ以上の減少に歯止め
をかけ、年1回の支部例会は何とか継続した
いと考えています。
・名簿の管理は、本部からの名簿の他に支部
例会案内状の返信に依るところが大です。
毎年300名近い卒業生に案内状を発送してい
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ますが、返信があるのは３〜４割程度でその
数も年々減少傾向にあります。しかし、支部
としては他に手段が無いため、返信率を高め
る工夫をしながら名簿を更新していきたいと
考えています。
・平成20年度の大学入学者のうち九州出身者は
数人程度と予想され、また、九州の産業は重
化学工業的なものから電子、自動車関連へと
変化してきているもののその方面の卒業生の
転入が少ないため、九州での卒業生数の伸
びが心配される状況にあると考えられます。
５．本部への要望
・会員の増強や地方支部の活性化について知
恵をお借りできれば有難いと思っています。
６．支部活動に参加していない会員へのメッセージ
・毎年11月に支部例会を開催していますので、
会員のみならず卒業生の皆様の参加をお待ち
しています。また、支部例会案内状の返信を、
必ず出していただくようお願いします。
・九州地区での終身会員申込者に対しては１万
円の補助を出すことにしていますので、申込
みをお待ちしております。
・沖縄のように、同窓生による会合を定期的に
開催されている地域があればお知らせくださ
い。
（連絡先 〒811-4163 福岡県宗像市自由ヶ
丘3-11-45 喜多村治雄）
記：安達高春（Ａ46）

喜多村治雄（M40）支部長

永濱伸介（B63）幹事

安達高春（A46）副支部長

佐藤孝志（GM58）幹事
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クラブ紹介

№13 馬術部
馬術部主将 中田 鉄兵
（電気電子工学科4年）

馬術部は現在、部員13名で活動しており、周
りが自然に囲まれた、守山区の志段味厩舎で練
習に励んでいます。
馬術部の活動は、馬の日常のお世話や、年に
数回行われる、競技会へ参加することです。
馬術の競技は3種目あり、馬場馬術、障害馬術、
総合馬術に分けられています。
馬場馬術とは、決められた演目を、いかに正
確に演じられるかを競う競技で、審判員の採点

写真２．初乗り会にて

で勝敗が決まります。

いスピードで駈けぬけ、いかにミスなく回っ

障害馬術は、決められたコースに置かれた障

てこられるかを審査します。

害物を飛び越え、いかにミスなく速くゴールす
るかを競う競技で、ミスの減点とタイムの減点

部員はそれぞれ自分のやりたい競技を選択

で勝敗が決まります。

し、競技会に向けて練習していきます。

総合馬術は、調教審査、耐久審査、余力審査

競技会の中でも6月に行われる、中部予選は

の3つの審査項目の合計減点で勝敗が決まりま

全国大会に行けるかが決まる、重要な大会で

す。調教審査は馬場馬術と同じで、余力審査は

あり、部員はこれを目指して日々努力してい

障害馬術と同じです。

ます。
馬術部はOBとの交流が盛んで、1月の初旬

耐久審査は、自然に見立てた野外コースを速

には初乗り会が、2月末にはOB総会などが行
われます。このような会では、馬術部の近況
などについての話で盛り上がります。
また、これ以外にも競技会の応援に駆けつ
けてくれるOBの方もいらっしゃり、日頃から
とてもお世話になっています。
馬術部では練習以外にも、新入生歓迎イベ
ントを企画したり、部員同士で遊びに行った
りなどもしています。また、他大学とも、合
同での飲み会や花見を行っています。
最後に、私たちはこれからも一丸となって
精進し、みなが楽しめるような部活にしてい
きたいと思っていいますので、ぜひ応援をよ
ろしくお願いします。
写真１．練習風景
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平成21年度 名古屋工業会及び
名古屋支部からの工大祭支援金授与

平成21年度 九州支部例会報告

第47回工大祭に対する名古屋工業会と名古屋
支部からの支援金授与式が11月10日(火)に名古
屋工業会館で行なわれ、二杁幸夫常務理事及び
市橋洋志名古屋支部長から工大祭実行委員へ授
与された。
21年度の工大祭は11月21・22日に実施され、
名古屋市開府400年のプレイベントである「つ
るまこうえん・百歳・祭!」の一環として鶴舞
公園も会場とし、
「道」をテーマに「人と人を
つなぐ道」という「地域とのつながり」や「こ
れからの人類の道」という「環境への意識」ま
た「様々な道」という「多様性」の意味がこめ
られて開催された。

支援金を授与する二杁常務理事

平成21年度の九州支部例会は、街路樹が色づ
きはじめた11月７日（土）に、福岡市博多駅近
くにある八仙閣本店にて開催しました。
当日は、本部からのご来賓として理事長 篠
田陽史様（M33）をお迎えし、福岡県及び熊本
県から20年度より４名多い20名が参加されまし
た。特に、平成になって卒業された若い方が３
人出席されたことは当支部にとっては画期的な
事でした。また、昨年春の叙勲で瑞宝小綬章を
受章されました前九州支部長 光岡毅様に、九
州支部として受章のお祝いができたことも大き
な喜びでした。
まず、出席者全員による記念撮影、永濱幹事
による開会のことば、喜多村支部長の挨拶並び
に支部活動報告及び会計報告に続いて、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
いて最新の状況をご紹介いただき、一同熱心に
拝聴させていただきました。
ついで、武山先輩（K31）の音頭による乾杯
の後食事を取り、グラスを傾けながらの懇談、
光岡様の受賞のお祝いと続き、出席者全員によ
る「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、その内容に感服し
つつ傾聴いたしました。
今回の例会も九州在住の名古屋工業大学卒業
生の相互交流の場として大いに盛り上がりまし
た。最後に学歌「東海の邦のほまれに」を斉唱
し、局先輩（M36）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出席者の健勝を
祈念し、来年の北九州市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）

平成21年度 九州支部例会 於 八仙閣本店

市橋名古屋支部長
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平成21年度 北陸支部総会の開催報告
平成21年度北陸支部総会は去る11月14日（土）

おかげもあって大変賑やかな宴席となり、講演

16時30分より、富山市の名鉄トヤマホテル朝霧

会講師伊奈氏も交え旧交、新交を一層深めまし

の間にて、本部より二杁常務理事をお迎えして

た。中締めは福井県の評議員吉岡正盛氏（B58）

総計18名で開催いたしました。

の一本締めとなりました。22年度は支部規約に

第１部は富山県評議員森悦次氏（K46）の司

基づき福井県に場所を移し、再会することとな

会で支部総会。支部長から開会の挨拶に続いて、
平成21年度の支部長会議内容などが報告されま

りました。
なお、翌日15日は有志６名で富山CCにてゴ

した。議事に入り支部の平成20年度事業報告、

ルフ会、反省会を行いました。早朝から寒い雨

平成21年度事業計画、20年度決算、21年度予算

模様で心配でしたが、スタート後は幸い青空も

案を支部長より説明あり承認されました。また、

見えてきて大いに気楽な同窓の歓談とプレーの

『ごきそ』に掲載予定の『北陸支部紹介─情報

一日に恵まれました。

を発信する支部を目指して─』の原稿が支部の

記：山岸（K33）

課題に関する参考資料として提示されました。
そして支部活動の活性化、会員増強のためには、
日頃から情報交換がしやすく、かつ密度を上げ
ることが必要であり、他所の事例など調べて、
webを利用した仕組みづくりの方向を具体化す
ることとなりました。
次いで二杁常務理事から『名工会と母校名工
大の近況と課題』を大変詳しくご講演賜り、特
に工業会の岐路に立つ現状と方向について一層
理解を深めました。
第２部は講演会。超ご多忙の中、同級生森悦

伊奈功一氏講演風景

次氏と１年程前からの約束で駆けつけられた、
ダイハツ工業㈱の伊奈功一副社長（K46）に『も
のづくりのこれから』をスライドでお話いただ
きました。車メーカーの国際競争力の確保、足
元固めの事例を紹介されながら、ものづくりの
目指す姿を熱く語っていただきました。特に
『個
人の活性化から』そして『楽しむ』ものづくり
のお話には深く感銘いたしました。
第３部は懇親会。同ホテルの和室『雪月花の
間』にて記念撮影後、沼田勉氏（M52）の司会
により、支部長の挨拶のあと二杁常務理事の乾

平成21年度北陸支部懇親会の風景

杯の音頭で歓談に入りました。開催までの労を
とられた地元の森評議員はじめ不二越の皆様の
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平成21年度 東京支部総会レポート
恒例の東京支部の総会、懇親会が今上天皇在

懇親会は友松氏（Ｄ30）の乾杯に続き、科ご

位20年式典の当日である平成21年11月12日に東

とに各テーブルに分かれた参加者が和気藹々と

京ＫＫＲホテルで開かれた。

歓談が始まった。今回も例年通り工業化学（Ｄ

午後６時半頃にはタイケ作曲の「旧友」のＢ

科）
、計測（Ｆ科）
、電気・電子（E科）
、土木・

ＧＭが流れるなか、20年度より少し多い約150

社会開発（C科）は多数の参加者で一団のまと

名の参加者が順次会場に入った。

まりを見せていた。各科も若い人の参加に力を

斎木氏（Ｄ35）の総合司会のもとに、まずは

入れており、例年に比べ若い人の出席が目立っ

小田東京支部長（Ｅ36）の開会の辞と歓迎挨拶

た。また、C科では初の若手女性（H16卒）の

に始まり、本日の来賓６名の紹介があり、続い

参加があり、その周りは人だかりが出来おおい

て名工大松井学長から挨拶をいただいた。学長

に華やいでいた。さらにテーブル間を巡り「科」

からは22年３月を持って６年間の任期を全うさ

の垣根を超えた談笑が和やかに行われ、その途

れるにあたり、この間の名工大の変遷と動向に

中では再度管弦楽団ＯＢの素敵な演奏をＢＧＭ

ついて、学部学生が4000名を超えていること、

として会はますます盛り上がりを見せた。

大学院への進学が約70％、留学生や女子学生が

出された料理もすっかり平らげられ会が終わ

ずいぶん多くなったことが話された。特に、女

りに近づいたころ、本校でも珍しい時限的な学

子学生は出席率が良いのでキャンパスは女子大

科である航空学科ＯＢの北野氏（Ⓚ20）より戦

の様相を呈していること、さらに最近の学生の

時中の学内の経験と苦労話が披露された。

性向、入試や就職の状況など詳しい数値的な説

あっという間に予定時間が過ぎ、締めくくり

明がなされた。

として管弦楽と合唱団ＯＢの先導により全員で

引き続き名工会篠田理事長からは、国立大学

の校歌斉唱、さらに加藤氏（Ｅ30）の音頭によ

法人化に伴う大きな変化に伴って、大学に対す

る万歳三唱でなごり惜しくも再会を約してお開

る名工会の役割がますます重要性を増している

きとなった。

ことに触れて、卒業生の一層の支援が必要との

記：織田満之（Ｅ39）
、原田龍次（C45）

認識が話された。
総会としては平手氏（Es42）松浦氏（Ｍ47）
小林氏（Ｋ255）による会務報告、決算報告等、
また支部長から支部会則の改定案の件が要領よ
く簡潔に進められた。
さて、今回初めての趣向であったが、名工大
管弦楽団ＯＢによる特別演奏が取り入れられ
た。加藤氏（Ｅ39）田中氏（Ｋ38）久米氏（Ｃ
55）木野内氏（Ｋ59）と２人の女性団友を加えて、
モーツアルトの「アイネクライネナハトムジー
ク」とビートルズの「イエスタデイ」が弦楽四
重奏で華やかに演奏され、会場からは生演奏へ
の賞賛と万雷の拍手を受け大好評であった。
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大阪支部 京都部会開催

ニコヨン（C24）卒60年度クラス会

先日の大雨とはガラリと変って晴れ間の見え
た10月３日（土）午後に第５回大阪支部京都部
会を伏見で開催しました。
十石舟で酒蔵と水辺の美しいコースを巡ると
共に、途中で下舟して立ち寄った三栖閘門（ミ
スコウモン）資料館で昔の淀川舟運の歴史を学
びました。次に月桂冠大倉記念館にてユーモア
溢れる酒造りの説明をガイドさんから聞き、さ
らに坂本龍馬が闊歩した伏見の町を巡りまし
た。夕方から黄桜カッパカントリーに移動して、
地ビールや伏見のお酒を飲みながら歓談しまし
た。
観光と勉強と懇親会と、盛り沢山の内容で、
参加した京都府や近隣府県の会員及び支部役員
25名一同、楽しく有意義な時間を過ごす事が出
来ました。
次回は奈良部会です。
京都部会担当 駒田 周美（Ｄ45）
京都部会担当 西村源四郎（Ｄ45）
大阪支部担当 木越 正司（Ｃ44）

「ニコヨン」と聞いても、最近の若い人には
耳慣れないと思います。昭和20年代に、毎朝職
安へ集まり、手配師のトラックで建設現場へ運
ばれて復興工事に従事した日当240円の日雇い
労務者の俗称です。卒業年次の「24」の語呂と
境遇や職業の類似から、クラス会のニックネー
ムにしました。
昭和20年戦争に負け、将軍・提督を目指して
いた陸海軍の俊英たちが揃って受験した。昭和
21年の入試は熾烈な競争でした。合格しても校
舎は戦災で無く、漸く７月に行われた入学式は
青空の下。馬糞臭が漂う輜重隊兵舎を仮校舎と
して授業が始まりました。衣食住不自由ながら
生まれて初めての「自由」の風を満喫し、青春
を謳歌した異色のクラスです。
卒業の翌年、朝鮮動乱を契機として景気が浮
揚し、漸く復興も本格化しましたが、我々の卒
業時は就職難で皆苦労しました。しかし夫々が
優れた素材を十二分に発揮して社会に貢献し、
卒60年を迎えることが出来たこと、同慶の至り
と存じます。
毎年10月10日（原則）
、一泊のクラス会を行っ
て来ましたが、今年は温泉付き昼食会を名鉄犬
山ホテルで催しました。
卒業時35名が現在の連絡可能者は16名、当日
の出席は、写真の前列右から安藤・太田・山中・
吉田（譲）
・吉田（荘）
、後列の右から三科・中
江・榎本・村田・
（オブザーバー）の９名にと
どまりました。

なお、毎月第二水曜日18時頃から下記スナッ
クで ニコヨンの集い をやっています。平成
６年８月から現在まで172回続いています。
ママの好意でシルバー料金で飲み放題・歌い
放題。専攻・年次問わず飛入り大歓迎です。
ちかげ（☎052-971-7360 中区錦3-13 山清ビル中2F）
記：安藤 實（Ｃ24）
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第200回 名工会東京支部ゴルフ大会報告
記念すべき第200回大会は見事な晴天に恵ま

からはご自身の素晴らしい陶芸作品をそれぞれ

れ、平成21年9月25日（金）に若洲ゴルフリン

全員にご提供頂きました。

クスにて、24名が参加して開催されました。岡

記：伊藤禎治（A35）

田明義様（E34）がネット71の好スコアで優勝、
準優勝は中村芳明様（M35）
、3位は加藤精也様
（D36）
、シニア賞は金沢秀三様が獲得されまし
た。
懇親会には元常任委員の方々をご招待し、50
年に亘る此の会の歴史やエピソードをご披露し
て頂き盛り上げて頂きました。また、小関健二
様からは記念サイン入りボールを、西出輝幸様

問題

今回のパズルは「ヘテロミノ」です。
盤面を３マスからなるブロックごとに分割して
ください。
ただし、向きも形も同じブロック同士がタテヨ
コに接してはいけません。
（例題）

（答え）

（前回の答え）

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22年元旦
名 古 屋 支 部

東 京 支 部

〔平成20・21年度主担単科会：双友会〕
支 部 長
市 橋 洋 志
Ｗ40
幹 事 長
森 川 民 雄
Ｗ45
総
務
沼 田 長 之
Ｗ40
総
務
朝 倉 睦 美
Ｗ54
総
務
中 村 武 司
Ｗ58
庶
務
山 本 勝 宏
W⑥
庶
務
杉 本 英 樹
W⑥
会
計
高 木 幸 治
W⑤
Ｃ
光
巴
電
双
緑
名
名
計
経
情
翼
Ｄ

Ｅ
鯱
影
友
窯
晶
測
友
友
Ｆ

〔単科会
会
牧
会
栢
会
伊
会
三
会
森
会
緑
会
道
会
加
会
大
会
仁
会
松
会
小
会
渡

代表幹事〕
野 繁 保
本 良 三
藤 克 彦
宅 正 人
川 民 雄
静 男
家 清 正
藤 時 夫
鑄 史 男
科
健
尾 啓 志
鹿 良 雄
辺
仁

支 部 長／副理事長
副支部長／理 事
副支部長／理 事
常任幹事／理 事
常任幹事／参 事
常任幹事／参 事
相 談 役／参 与
相 談 役／参 与
相 談 役／参 与
相 談 役／参 与
相 談 役
相 談 役
相 談 役
支
部／参 事

Ｃ58
Ａ31
Ｍ57
Ｅ60
Ｗ45
Ｄ42
Ｙ30
Ｋ44
Ｆ49
Ｂ50
Ｊ58
Ⓚ23
Ⓢ20

常任幹事／評議員
Ｃ45
原田 龍次
Ａ49
小松 信春
Ａ61
工藤 利昭
Ｍ47
松浦 明人
Ｍ46
北野 良幸
Ｅ39
加藤 勝英
Es42
平手 孝士
Es46
山田 吉英
Ｄ44
岡本 利郎
Ｄ38
三山 雅敏
Ｗ38
倉島 俊二
Ｙ40
日沖
昭
Ｋ43
須賀 久明
Ⓚ20
北野
豊
Ｆ47
嶋
昇平
Ｂ42
濱野 勝弘

事務局 〒466-0062 名古屋市昭和区狭間町4
名古屋工業会内 ☎（052）731-0780

北海道支部（北鯱会）
支部長

三田村 好矩（Ｆ41）

評議員

田 上 利 明（Ｃ47）

支部長

小林
保
下前 哲夫
齊木 良亮
滝
義宏
印藤
嶠
清 建太郎
阪井 眞人
松永
新
小林 尚好

支部監事
Ｋ25
小林
Ｗ33
飯田

茂
秀郎

（兼任）

山之上

誠（Ｃ49）

静岡支部役員一同

尾 張 支 部

栗 村 滋 雄（Ｃ29）

支部長

玉 田 欽 也（Ｗ32）

平成22年度支部総会は稲沢市民会館で
４月10日（土）に開催します。

事務局 〒982-0261 仙台市青葉区折立4-5-6
☎&FAX 022−226−1386

甲 信 越 支 部
支部長

幹事
Ｃ47
Ｅ39
Ｄ35
Ｄ39
Ｗ43
Ｙ42
Ｋ46
Ｆ45
Ｂ41

静 岡 支 部

東 北 支 部
支部長

小田征一郎
張田 吉昭
藤井 賢一
坂井 利充
飯田 秀郎
三好
修
友松 英爾
浅井 利夫
横田 章弘
石川 金治
飯田 重行
小関 健二
星野 三郎
白川 博之

Ｅ36
Ｍ43
Ｄ36
Ｃ42
Ｗ33
Ａ40
Ｄ30
Ｅ31
Ｄ33
Ｃ33
Ｄ18
Ｍ18
Ｍ35
Ａ35

茅 野 正 澄（Ｋ55）

山梨県 長野県 新潟県内会員一同

岐

阜

支

部

支部長

島ノ上 正憲（Ｍ29）

事務局 〒509-0257 岐阜県可児市長坂3-87 堤喜治気付
☎ 0574−65−0978
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東京支部『東京ごきそサロン』開催のご案内
第45回「東京ごきそサロン」を次のとおり開催致します。会員各位のご参加をお待ちしています。
開催日時：平成22年３月17日（水）18時30分〜20時30分
開催場所：八重洲倶楽部（東京駅八重洲口地下）電話：03-3275-0801
テ ー マ：
「産学連携の実部分と虚部分」
講
師：村田朋美（むらた ともみ）氏（Ｋ37） 北九州市立大学名誉教授
（独）科学技術振興機構 技術移転調査室プログラムオフィサー
（最終学歴はオハイオ州立大学博士課程修了。新日本製鉄㈱先端技術研究所長、
新日鉄フェロー（取締役待遇）
、顧問を経て、北九州市立大学教授、金沢工業大学、
英国クランフィールド大学の客員教授等を経て、昨年度より現職）
講演概要：指導者に高い未来ビジョンが欠落し、経済が低迷している日本では目先の利益に
つながる手段と直行率が優先される。しかし現在の混乱が過去の「動機と評価尺
度」に根差していることに気付けば、問題解決へのヒントが見えてくる。
一つの解決方法としての産学連携は、言ってみれば同床異夢の領域で、
「ひと、
もの、かね」という見えやすい実部分（Real Part）が主導権を握っているが「未
来ビジョン、共創する価値、複数の評価尺度」という虚部分（Imaginary Part）
が共有されて初めて信頼が生まれ、長期の実利を生むことに注目すべきであろう。
会
費：１，
０００円（懇親食事代）
申 込 先：食事の準備の都合上、３月10日（水）までに下記の各科常任幹事宛、電話又は
FAX又はe-mailでお申し込み下さい。各科常任幹事は出席者名簿を３月13日（土）
までに須賀まで E-mail（hsuga@jcom.home.ne.jp.）
あるいはFAX（048-833-1376）によりご連絡下さい。
Ｃ原田：Ｔ
ｅ
ｌ03-3535-1579
e-mail: tatsuji.harada@toda.co.jp
Ａ小松：Ｔ
ｅ
ｌ03-5461-1695
Ｆ
ａ
ｘ03-5769-1915
e-mail: komatsu.nobuharu@obayashi.co.jp
Ｍ：直接ごきそサロン担当 K科須賀
（連絡先は上記）までご連絡ください。
Ｅ加藤：Ｔ
ｅ
ｌ/Ｆ
ａ
ｘ029-273-5506
e-mail: kato.katsuhide@sound.ocn.ne.jp
Ｄ三山：Ｔ
ｅ
ｌ03-3972-4909
Ｆ
ａ
ｘ03-3972-4583
e-mail: miyama@asahibond.co.jp
Ｗ飯田：Ｔ
ｅ
ｌ/Ｆ
ａ
ｘ03-3688-1961
e-mail: imas-hi@cameo.plala.or.jp

Ｙ日沖：Ｔ
ｅ
ｌ03-3347-7512
Ｆ
ａ
ｘ03-3347-7548
e-mail: hioki3@y6.dion.ne.jp
Ｋ須賀：Ｔ
ｅ
ｌ/Ｆ
ａ
ｘ048-833-1376
e-mail: hsuga@jcom.home.ne.jp
Ｆ嶋 ：Ｔ
ｅ
ｌ0466-83-9490
Ｆ
ａ
ｘ0466-82-9239
e-mail: shima.shohei@ebara.com
Ｂ濱野：Ｔ
ｅ
ｌ042-795-0641
e-mail: k-hamano@h01.itscom.net
Es平手：Ｔ
ｅ
ｌ/Ｆ
ａ
ｘ045-321-7626
e-mail: hirate@nifty.com
Ⓚ北野：Ｔ
ｅ
ｌ/Ｆ
ａ
ｘ03-3467-5739

編集後記
前回から２回にわたって名古屋工業会の全国

なれば幸いです。

の支部の情況をご紹介しました。それぞれの支

今号でもご挨拶を頂きました松井学長は近く

部で地域の特色を活かした活動を模索されてお

任期を終えられます。先生の任期中のご苦労や

られるのと同時に、またご苦労には全国で共通

今後の名工大の進む道を考えるため、ごきそで

していることも多いようです。法人改革の議論

インタビューを行いました。次号には掲載でき

が進む中、今後の工業会の形を検討する一助と

そうですのでお楽しみに。

（犬塚）

