本部だより NO.21（2018-3）
2018.10.16
「本部だより NO.21(2018-3)」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。

［支部事務作業軽減について］
常日頃、イベントごとに支部事務局は煩雑な仕事を強いられています。そのような作業
を少しでも本部で肩代わりして、支部のイベント開催（交流促進）のハードルを低くした
いという意図で、メールアドレスの不明な支部会員への総会・イベント案内や支部会報の
郵送作業などを本部で肩代わりすることができるようにし、平成 30 年度の支部長会議でも
広報をしました。現在、幾つかの支部から作業の依頼をいただいています。ただ、必要経
費である郵送料の負担は未定でしたが、この度、支部アンケートを基に、概算で 10～20 万
円であり、地区活動援助費の予算の枠内で支援することが可能であることが判明しました
ので、本部負担とすることといたしました。各支部におかれましては是非、ご利用くださ
い。
［映画“恋のしずく”の公開について］
東広島の酒蔵が舞台になりました映画“恋のしずく”が 10 月 20 日から全国公開されま
す。広島大学工学部がロケ地として選ばれたことは既にお伝えしました。広島県では 10 月
13 日から先行して公開となる予定です。皆さま是非一度映画館に足をお運びください。詳
細は http://koinoshizuku.com/ をご覧ください。
［広島大学ホームカミングデー開催について］
例年、11 月第一週の土曜日、日曜日は広島大学大学祭が、土曜日は広島大学ホームカミ
ングデーが開催されます。今年のホームカミングデーは 3 日（土）で、10 時から開会式（サ
タケホール）
、11 時頃から岡田武史氏（サッカー元全日本代表監督）の講演会（聴講無料）
が開催されます。その他にも沢山の店やパフォーマンスなど色々な催しがあります。詳細
は広大校友会のサイトである https://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/news/47197 をご
覧ください。また、各学部でも思い思いの企画が準備されていまして、工学部・工学研究
科は「保護者の為のオープンキャンパス」と題して講演会や施設見学などが行われます。
あらかじめクラス会などとして申し込みがあれば、施設見学などに同行することは可能で
あると思います。

［第四期社員選考結果］
第四期社員選考スケジュールに従い、会員の皆様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）が終わり、候補者全員が信任されました。この「本部
だより」の末尾に信任された第四期社員の名簿を掲載します。新しい社員の任期は平成 30
年 10 月 1 日から平成 32 年 9 月 30 日です。
［平成 30 年度第三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 年度第三回（通算第八回）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 10 月
24 日（水）に開催されます。講師は同窓会周南支部から推薦していただいた工学部卒業生
の荒木勇氏（Ⅱ2、株式会社トクヤマ）です。
［廣安研究奨励金授与式について］
10 月 4 日（木）11 時より廣安研究奨励金の授与式を行いました。当日は、機械系の学生
（博士課程後期 3 名、前期 5 名）が出席し、三浦会長から奨励金を授与されました（写真）。

［広島大学工学部・工学研究科長との懇談会について］
9 月 26 日（水）に工学部・工学研究科長、室長と同窓会から三浦会長、冨田副会長、松
尾専務理事が出席して、懇談会を開催しました。今回は三浦新体制となってから初めての
懇談会です。大学の現状、工学部百周年記念行事の準備状況、大学院の改組により数年先
の入学生からは工学研究科という名称がなくなりそうだとの見通しをうかがいました。

［広島大学工学部新一類発足記念シンポジウム開催について］
先般、各支部長・事務局に案内を送付し、同窓会ホームページでも案内を掲載しました
「広島大学工学部新一類発足記念シンポジウム」が平成 30 年 9 月 28 日に広島ガーデンパ

レスにて開催されました。今年度から第四類の輸送機器工学課程が第一類に移動したこと
により、それを記念して開催されたものです。シンポジウムおよび交流会（懇親会）に大
学関係者、官公庁、企業からの参加者や卒業生の顔も見られ、約 150 名の参加で盛会裏に
終了しました（写真）。工学同窓会本部からは冨田副会長、松尾専務理事が出席しました。
このシンポジウムには船舶工学科当時から教授であった小瀬邦治名誉教授も出席されてい
ました。

シンポジウムの様子（広島大学 HP より転載）
［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) 「本部だより」に本部だより No.20 を掲載しました（8/17）
(2) 「工学部新第一類発足記念シンポジウムのご案内」のバナーを新設しました(9/4)
(3) 平成 31 年企業説明会開催のご案内（10/2）
(4) 第四期社員選出結果（10/11）
［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

(5) 日本学術会議の「西日本豪雨災害の緊急報告会」で、本学の土田孝教授と後藤秀昭准教
授が報告しました（2018.9.11）
(6) 工学部新第一類発足記念シンポジウム「輸送機器の研究・開発と教育のグローカル拠点
を目指して」を開催しました（2018.10.2）
(7) （11/3、4）東広島キャンパスでホームカミングデー、大学祭などを開催します
（2018.10.4）
(8) 広島大学防災・減災研究センター 研究課題説明会を開催しました（2018.10.12）
(9) 活躍する先輩からのメッセージ 第１２回を掲載しました（工 2018.10.1）
(10)

第 8 回 先輩交流アワーを開催します（工 2018.10.2）

(11)

広島大学の教員らがマツダ研究助成に採択されました（工 2018.10.4）
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人 数

1-1

末宗 幾夫 （子４７）

2-1

藤田 勉 （醱４１）

2-2

青景 平昌 （土４４）

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

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）

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

合計

６０名

2-3

8-3

矢野 良二 （Ⅰ４）

2-4

吉野 大介 （Ⅳ１８）

渡辺 仁 （Ⅰ５９）

州

３５名

２２名

２名

１名

