
 

 

本部だより NO.20（2018-2） 

                                   2018.8.16 

 

「本部だより NO.20(2018-2)」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。 

 

 

［広島大学工学同窓会誌第 141号をお届けします］ 

平成 30年度同窓会誌第 141号を 8月 8日に発刊し、皆様にお送りしました。今年は関東

支部のご協力をいただき、「広島大学カープ応援企画」の様子を表紙に掲載させていただき

ました。例年と同様の内容ではありますが、今年度は会長交代の年でありましたので、羽

山前会長の退任挨拶、新たに就任された三浦会長、冨田副会長の就任挨拶を掲載していま

す。総会関係記事が多いですが、支部・クラス会だよりも多数投稿をいただいています。

次年度も多くの会員からの投稿をお願いいたします。 

 

［西日本豪雨災害について］ 

 この度の広島県、岡山県を中心とした西日本豪雨災害に遭われた市民の皆様、工学同窓

会員の皆様にお見舞いを申し上げます。広島大学工学同窓会では三浦会長と相談し、早速

中国新聞社会事業団を通して 100万円の寄付をさせていただきました。中国新聞 8月 21日

版にその旨掲載されています。被災地が少しでも早く復旧することを祈っております。幸

い工学同窓会館関係では被害はありませんでしたが、大学周辺の東広島市内でも国道二号

線やブールバールに土砂が大量に流出したり、山崩れ（写真）が多数発生したり、道路や

駐車場が陥没したりという被害が続出しました。現在はかなり復旧していますが、未だに

JR山陽本線は開通せず、広島に出るのが不自由な状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            広島大学構内ががら宿舎傍の山崩れ 
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［広島大学原爆死没者追悼式について］ 

 例年、広島大学では 8 月 6 日に広島大学原爆死没者追悼式が千田町キャンパスでとりお

こなわれます。大学関係者、同窓会関係者、遺族、学生代表などが出席しますが、今年は

それに加えてエジプト大使、カイロ大学長なども出席されました。今年も専務理事が広島

大学工学同窓会を代表して出席して参りました。今年は、旧教職員を代表して片島三朗先

生（広島大学工学同窓会顧問）が出席しておられましたので、ご挨拶を致しました。丁度

今年の同窓会誌にも掲載されていますが、卒業生が卒寿を記念して「片島三朗先生を囲む

会」を開催して下さったことなど色々と話が弾みました。車いすではありましたが、お元

気そうで何よりでした。 

 

［第四期社員選考について］ 

 平成 30年度第四期社員選考スケジュールに従い、7月 12日に社員候補者選考委員会を開

催して最終候補者を選出しました。本部だより本号の最終ページに候補者名を掲載してい

ます。現在、同窓会ホームページに公示文を掲載するとともに、同窓会誌にも同封して皆

様に送付し、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）をすすめているところです。 

 

［平成 30年度第二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年度第二回（通算第七回）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 7 月

17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川端宏武氏（Ⅱ21、

三菱電機株式会社）です。約 20 名の電気系大学院生が参加してくれました。「学生時代の

社会人のイメージと実際とのギャップ」と題して、社会人となってからの自らの体験を色々

な観点から熱く語っていただき、活発な質疑が続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  先輩交流アワー 



 

 

［広島大学工学部創立百周年記念オブジェデザイン募集のお知らせ］  

 同窓会ホームページからもリンク（ https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng ）していますが、

この度広島大学工学部創立百周年記念オブジェのデザインを工学部・工学研究科の在校

生・卒業生・修了生・新旧教職員を対象に募集することとなりました。広島大学工学同窓

会から建設支援をする予定のオブジェですので、多数の卒業生の皆様に応募していただけ

れば幸いです。詳細は工学部ホームページをご覧ください。 

 

［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) 「企業説明会」に平成 30 年「企業説明会開催報告」を掲載しました（7/5） 

(2) 「本部だより」に本部だより No.19 を掲載しました(7/5) 

(3) 「工学部創立 100 年記念オブジェデザイン募集」のバナーを新設しました（8/3） 

(4) 第四期社員候補者選考のための公示文を掲載しました（8/10） 

 

［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) 広島大学平成 30年 7月豪雨災害調査団を設置しました（2018.7.12） 

(2) タイムカプセル記念式と学生の意見交換会を開催しました（2018.8.8） 

(3) オープンキャンパス2018工学部特別企画「リケジョ×女子高生～理系女子（教員+学生）

との座談会～」を開催します（工 2018.7.4） 

(4) 【受賞】情報工学専攻の平嶋 教授ほか 8名が 人工知能学会 2017年度現場イノベーシ

ョン賞（金賞）を受賞しました（工 2018.7.9） 

(5) 第 7回 先輩交流アワーを開催しました（工 2018.7.18） 

(6) 「工学部創立１００周年記念オブジェ」及び「記念オブジェを取り巻く憩いの場」デザ

イン募集（工 2018.7.26） 
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番号 社員１ 番号 社員２ 番号 社員３ 番号 社員４

1-1 末宗　幾夫　（子４７）

2-1 藤田　勉　（醱４１） 2-2 青景　平昌　（土４４） 2-3 矢野　良二　（Ⅰ４） 2-4 吉野　大介　（Ⅳ１８）　

3-1 小辻　宣俊　（Ⅱ５５） 3-2 渡辺　雅浩　（Ⅱ１）

4-1 正木　信男　（Ⅰ５５） 4-2 佐口　隆成　（Ⅳ６２）

5-1 塩見　正幸　（Ⅱ６２） 5-2 沖田　直幸　（Ⅱ１） 小計 11

東海北陸 6-1 前田　浩二　（Ⅱ５７） 6-2 堀　健二　（Ⅰ６３） 小計 2

7-1 廣實　崇司　（機４０） 7-2 塚原　弘昭　（機５３）　

8-1 豊高　勝　（経４５） 8-2 中村　隆廣　（Ⅰ５６） 8-3 渡辺　仁　（Ⅰ５９）　

9-1 平岡　鉄幹　（応３２） 9-2 鎌田　弘　（土３４） 小計 7

10-1 尾熊　政男　（建４７） 10-2 荒田　正憲　（化４９）

11-1 寺尾　博　（Ⅰ５５） 11-2 武市　征英　（Ⅲ４） 小計 4

12-1 片岡　義男　（精４９） 12-2 来山　尊　（経５１）

13-1 西田　恵哉　（機５３） 13-2 川西　澄　（土５４）

14-1 河野　安隆　（精５１） 14-2 木谷　博郁　（Ⅱ５７）

15-1 大木　優一　（Ⅲ１６）

16-1 鹿島　淳　（Ⅰ１８）

17-1 藤本　均　（Ⅰ６０） 17-2 水津　卓也　（Ⅱ６０）

18-1 佐藤　豊水　（Ⅰ６２） 18-2 貞岡　慶一　（Ⅰ１４）

19-1 有田　英司　（Ⅳ６２） 19-2 平田　直樹　（Ⅰ１２）

20-1 北山　陽將　（Ⅱ６３）

21-1 間屋口　信博　（Ⅱ９）

22-1 溝本　能志　（Ⅰ１０）

23-1 重村　泰広　（Ⅰ６０）

24-1 門脇　哲也　（Ⅰ１５）

25-1 中岡　秀次　（Ⅳ６３） 25-2 大地　啓子　（Ⅳ８）

26-1 梶原　良　（Ⅲ１４）

27-1 竹原　俊明　（Ⅱ１）

28-1 山口　剛史　（Ⅲ１８）

29-1 枡岡　薫　（Ⅰ５６）

30-1 住永　和也　（Ⅰ９） 小計 26

31-1 齋藤　尚武　（醱４３） 31-2 宇治　秀壽　（醱４９）

32-1 和食　靖　（機５１） 32-2 濵上　輝之　（Ⅱ６）

33-1 福嶋　泰清　（子５２） 33-2 東　哲也　（Ⅳ４） 小計 6

34-1 木下　茂　（醱３２） 34-2 奥田　幸爾　（応３５）

35-1 福島　慧　（養機４３） 35-2 山野　邦裕　（養電４４） 小計 4

３５名 ２２名 ２名 １名 合計 ６０名

広　　島

四　　国

九　　州

第　四　期　社　員　候　補　者　名　簿

人　数

関東甲信越
以北

近　　畿

中　　国
（広島を除く）


