本部だより NO.19（2018-1）
2018.7.3
「本部だより NO.19(2018-1)」をお届けいたします。
同窓会 HP http://hiro-kogyokai.com/にこれまでに送付した「本部だより」を掲載してい
ます。

［平成 30 年度社員総会について］
5 月 27 日（日）に広島大学工学同窓会社員総会がＡＮＡクラウンプラザホテル広島にて
開催されました。午前中は第 55 回支部長会、午後から物故会員慰霊式、記念講演会、社員
総会、懇親会が開催され、約 100 名の参加者がありました。社員総会の前には工学部教員
表彰に続いて、支部長表彰、会員表彰が行われました。その後、会員資格を情報科学部卒
業生にも拡大する定款の変更を承認した後、例年通り、平成 29 年度事業報告、決算報告、
役員の承認などが行われました。今年は羽山会長が退任され、三浦副会長が新会長に選任
されました。その詳細は 8 月 8 日刊行予定の広島大学工学同窓会誌第 141 号に掲載されま
す。
［工学部の動向と工学部創立百周年記念行事について］
「本部だより NO.16(2017-2)」でもお知らせしましたが、広島大学工学部は平成 30 年度
に改組があり、第四類輸送機器環境工学プログラムが第一類に移動し、第二類電気電子・
システム情報系プログラム内の情報工学課程が新設された情報科学部に移動しました。
次に、広島大学工学部は 2020 年度に創立百周年を迎えます。河原能久工学研究科長・工
学部長の資料（平成 30 年 5 月 27 日全国支部長会）によりますと、工学部では現在、以下
の行事を計画しているとのことです。
（1）記念講演・記念式典・記念祝賀会の開催： 実施日：2020 年 5 月（予定）
（2）記念オブジェの制作： 設置場所は管理棟西側。 デザインについては学生などから募
集予定。 大久保副学部長を中心に検討中。
（3）記念誌の作成： 現在実施ＷＧメンバーを選考中。
これに伴い、本同窓会では先の社員総会において、母校工学部の百周年記念行事を支援
するため、平成 30 年度の予算に 1,000 万円を組み込むことを決定しました。オブジェが完
成しましたら、同窓会誌の表紙で紹介したいと考えていますが、どのようなものができる
のか今から楽しみにしているところです。
［情報科学部看板除幕式と発足祝賀会］
平成 29 年 11 月 20 日に平成 29 年度第三回理事会が開催され、情報科学部（工学部第

二類情報工学課程より移行）卒業生への会員資格拡大が決定されたことは、既にお伝えし
ました。大学では新年度からの情報科学部発足に伴い、4 月 2 日に情報科学部看板・石碑な
どの除幕式が、5 月 23 日には祝賀会が盛大に開催され、専務理事が出席しました。
［第四期社員選考について］
平成 30 年度は第四期社員選挙の年にあたります。各支部および一般会員から社員候補者
を推薦（締切 7 月 4 日）していただき、社員候補者選考委員会（7 月 12 日）で最終候補者
を選出した後公示をし、各会員に信任をいただくという手続き（異議申し立て期間は 9 月 1
日～9 月末日）を経ることとなります。現在、一般会員には同窓会ホームページにて、候補
者推薦のお願いをし、各支部には支部長宛の社員候補者推薦のお願いを郵送しています。
［工学部ホームページへの掲載について］
平成 30 年 7 月より工学部ホームページ「活躍する先輩からのメッセージ」に第 11 組目
の中川直樹さん（Ⅱ5、中電プラント株式会社）と片岡義男さん（精 49、太洋電機産業㈱）
が掲載されています。いずれも広島大学工学同窓会から推薦された方たちです。広島大学
工学部のホームページ http://hiroshima-u.jp/eng/ をあけていただき、「活躍する先輩から
のメッセージ」へ入って頂くと、過去の掲載分も含めて閲覧することができます。
母校の依頼を受けて同窓会では工学部ホームページへこのような形で掲載する原稿を募
集しています。ご協力いただける方には執筆要領などをお送りしますので、同窓会本部事
務局 hirokogy@bronze.ocn.ne.jp あてメールをお送りください。
［平成 30 年度新入生歓迎講演会について］
広島大学工学同窓会主催の「平成 30 年度新入生歓迎講演会」が 4 月 6 日に工学部新入
生（約 450 名）と情報科学部新入生（約 80 名）に対して二回開催されました。講師は株式
会社喜多屋会長木下茂氏（醗 32）です。木下氏は酒づくりと人づくりを重ね合わせながら、
先輩としての期待を込めて話しかけておられました（写真）。
［平成 30 年度第一回先輩交流アワーについて］
広島大学大学院工学研究科の平成 30 年度第一回（通算第六回）講義「先輩交流アワー（旧
名ようこそ先輩）
」が、工学研究科の学生情報発信基地「おもしろラボ」で平成 30 年 5 月
22 日に開催されました（写真）
。講師は同窓会が推薦した工学部卒業生の木本清士氏（Ⅰ61、
株式会社ヒロテック）です。約 30 名の機械系大学院生が参加してくれました。「出来るだ
け NO と言わない。YES でチャンスがやってくる。YES には人が集まる。いつか人が助けて
くれる。」とか「人を変えることは出来ない。自分が変わると人も変わる。」というような
非常に印象的なお話が随所にありました。講演後は大学院生からの活発な質疑が行われま
した。

新入生歓迎講演会

先輩交流アワー

［第 20 回企業説明会を開催］
以下の内容で第 20 回企業説明会を開催しました。
多くの企業に参加していただきました。
売り手市場の状況ではありますが、多くの学生さんに参加していただき、熱心に質問して
おられました。
開催期間：平成 30 年 3 月 2 日（金）、3 日（土）
、5 日（月）
会場：広島大学東体育館
参加企業：2 日 99 社 100 ブース、3 日 99 社 100 ブース、5 日 97 社 100 ブース
合計 295 社 300 ブース
参加学生：2 日 431 名、3 日 402 名、5 日 349 名、合計 1,182 名

第 20 回企業説明会風景
［会員・支部・本部ニュース］
会員や支部ニュースがありましたら、本部宛てお送りください。HP トピックス欄に掲載
いたします。最近トピックス欄に掲載した会員・支部・本部ニュースは以下の通りです。

詳細は同窓会ＨＰhttp://hiro-kogyokai.com/ をご覧ください。（ ）は掲載日
(1) 「支部だより」に茨城日立支部シニア会開催報告を掲載しました（2/8）
(2) 「本部だより」に本部だより No.17 と No.18 を掲載しました(3/23)
(3) 平成 30 年度

社員総会概要（5/1）

(4) 「支部だより」に関東支部「カープ応援企画 2018 第 10 弾」開催報告を掲載しました
（5/9）
(5) 「会員優待制度」のバナーを新設しました（5/9）
(6) 会員の叙勲（5/9）
(7) 「支部だより」に平成 30 年度大阪支部の季報春号を掲載しました（5/17）
(8) 「第四期社員候補者推薦のお願い」を掲載しました（5/30）
(9) 「支部だより」に関東支部「カープ応援企画 2018 第 11 弾マリーンズ戦」開催報告を
掲載しました（6/21）
(10) 「支部だより」に滋賀支部「支部総会報告」を掲載しました（6/26）

［広島大学ニュース］
詳細は広島大学ホームページ http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html ニュース
＆トピックス欄および工学部ホームページ http://hiroshima-u.jp/eng/news をご覧くだ
さい。( )は掲載日
(1) 「第 4 回木を活かす学生課題コンペティション」で工学部と工学研究科の学生がダブル
受賞しました（2018.3.26）
(2) 情報科学部・総合科学部国際共創学科設置記念講演会・記念式典・記念祝賀会を開催し
ました（2018.5.18）
(3) 【受賞】化学工学専攻の都留 教授が 化学工学会 学会賞 池田亀三郎記念賞を受賞しま
した（工 2018.4.16）
(4) 【受賞】情報工学専攻の中野教授が 電子情報通信学会フェローを受賞しました（工
2018.4.16）
(5) 平成 30 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞 開発部門」および「若手科
学者賞」に、広島大学から 4 人が受賞しました（工 2018.4.27）
(6) 第 6 回

先輩交流アワーを開催しました（工 2018.5.23）

(7) 【受賞】応用化学専攻の大下 教授が 平成 29 年度高分子学会賞を受賞しました（工
2018.6.11）
(8) 【受賞】建築学専攻の千代 准教授が 2018 年日本建築学会賞（論文）を受賞しました（工
2018.6.25）

