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皆さん、平成が終わり令和のはじまりをどのように迎えられましたでしょうか。また、今年の

１０連休のゴールデンウィーク（そうでない方もあると思いますが・・・）は、どのように過ご

されましたか。 

長期の休暇明けの１週間は生活のリズムや気持ちの切り替えで苦労しますよね。私は、ＧＷ明

けてからすぐにトラブル対応など次々と仕事が押し寄せてきて、あっという間に日常に引き戻

され、通常モードに戻りました。 

 さて、今回は、３月１６日に開催した「大阪支部総会の議事録」がメインとなります。今回の

支部総会は、滋賀県支部から３名の参加もいただき、計２８名の参加者となりました。例年にな

く多くの方に参加いただき、ありがとうございました。また、株式会社クボタの元専務の飯田技

術顧問、立命館大学の久保教授のご講演をいただきましたが、いずれも日本の農業に関する内容

で、大変有意義な講演会となりました。今回は参加できなかった方も、来年は是非、参加をお願

いします。 

 最後に、私事ですが、２０１９年４月１日付で、子会社のサンヨーファイン(株)から親会社の

(株)大阪ソーダの尼崎工場に異動となりました。勤務地は、大阪市西区から兵庫県尼崎市となり

ましたが、尼崎市も大阪支部管轄内ですので、引き続き大阪支部長を担当させていただきます。

よろしくお願いします。（４月は引き継ぎ等の仕事が集中したため、支部季報の発行が遅れまし

た。申し訳ありませんでした。） 

 

＜資料＞ 

１．大阪支部季報（２０１９年春号）レジメ・・・・・・・・・・・・・・・・【本紙】 

２．大阪支部総会の議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙１】 

３．大阪支部活動報告（支部総会で報告）  ・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙２】 

４．滋賀県支部の紹介（支部総会で紹介） ・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙３】 

５．広島大学関西フェニックスの会 創立１０周年記念植樹の募金のお願い・・【別紙４】 

 

以上 
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広島大学工学同窓会大阪支部 

２０１８年度 大阪支部総会 議事録 

 

２０１９年３月１６日 

広島大学工学同窓会大阪支部 

支部長 高垣 宜和 

 

１．日時 ２０１９年３月１６日（土）１４:００～１８:３０ 

２．場所 株式会社クボタ教育センター 

３．議事内容 

（１）支部総会：２８名(初参加９名、滋賀県支部３名) 

１）２０１８度大阪支部活動報告（高垣支部長） 

・３年に１回の新規会員募集・継続会員確認を実施したが、返信が極端に少なかっ

た。 

・２０１９年度も２０１８年度と同様な活動を計画。 

・関西フェニックスの会、関西地区の各支部との連携も行う。 

２）２０１８年度会計報告（中村幹事） 

・会費納入も少なく金額は微減の状態。 

３）広島大学関西フェニックスの会の活動報告（豊高会長） 

・広島大学就活生と卒業生との懇談会（２０１９年３月４日)を開催し、在阪のＯＢ

２３名が参加。 

４）滋賀県支部の紹介(廣實支部長) 

・活動としては、定期支部総会（６月）、ゴルフ親睦会（５月、１０月）、広島カー

プ応援企画（８月） 

・会員の出席者の減少（総会２０名程度）、高齢化が悩み 

・支部間交流などのオール関西同窓会活動等で活性化を図りたい 

 

４．講演会 

今回は、「日本の農業」に関連するテーマで、土壌（久保教授）、農業機械・システム

（飯田技術顧問）という側面からお話いただき、大変興味深い講演であった。 

（１）「土壌の持続力を呼び戻すための新しい農業技術(SOFIX)－農業から家庭菜園まで－」 

  (立命館大学生命科学部生物工学科 教授 久保 幹 様)  

・「安心・安全な農産物の生産」「日本農業の活性化」に関して、『良い土とは』を研

究。 

・日本農業は、農薬使用量：世界３位、化学肥料使用量：世界１位で、農薬や硝酸

イオン等の基準がＥＵより緩い。日本の農産物が本当に「安心・安全な農産物」
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であるかは疑問。 

・土壌中の微生物等を指標に土の健康診断の手法「ＳＯＦＩＸ」を開発。 

・「ＳＯＦＩＸ特Ａ土壌」を生産し、販売を開始。 

 

（２）「クボタのスマート農業実現化への取り組み」 

  (㈱クボタ 技術顧問(元専務) 飯田 聡 様) 

・下町ロケット（ＴＢＳ系ドラマ）の撮影でクボタは全面協力した。 

・日本の農家は、平均６７才と高齢化。 

・①多数圃場管理 ②生産コスト削減 ③高付加価値化 ④人材育成 ⑤販路拡大 

と課題があり、「データ活用」「自動化・無人化」がキー。 

・「スマート農業」の実現に取り組んでいる。 

 Step１ スマートアグリシステム（営農支援、圃場管理、肥料最適化等） 

 Step２ 日本型精密農業（リモートセンシング、水管理等） 

 Step３ 農業ソリューション（農業経営シュミレーション等） 

 

５．懇親会 １７:００～１８:３０ 

出席者  ２３名(初参加４名、滋賀県支部３名) 

飯田名誉顧問の乾杯でスタートし、近況や大学時代の話などで盛り上がりました。 

柏原副支部長の中締めの後、滋賀県支部の高橋さんの指揮で、広島大学の校歌を全

員で歌いお開きとなりました。 

以上 

 

＜支部総会＞ 
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＜立命館大学久保教授の講演＞ 

 

 

＜クボタ飯田技術顧問の講演＞ 
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＜懇親会＞ 

 

 

 

＜懇親会＞ 

 



広島大学工学同窓会大阪支部 

総会資料（２０１８年度） 
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広島大学工学同窓会大阪支部 活動報告 

（２０１８年度） 

２０１９年３月１６日 

大阪支部長 高垣宜和 

 

１．支部状況 

（１）支部役員 

 （支部長） 高垣 宜和（Ⅲ類化学 S62）  

 （副支部長）柏原 敬憲（Ⅰ類機械 H1）  

 （幹事）  中村 隆廣（Ⅰ類機械 S56）  

 （幹事）  豊高 勝 （経工S47）  

 （幹事）  渡辺 仁 （Ⅰ類 S59）  

 （名誉顧問）飯田 聡 （経工Dr S55）㈱クボタ特別技術顧問 

 

＊２０１８年１１月で副支部長の日名子さん（Ⅲ類化工 H20、日油尼崎工場）が海外 

勤務のため退任。 

 

（２）本部による事務作業支援 

・支部季報（夏、秋、冬の３回）の郵送作業について、本部へ委託。 

 （郵送費用（約１２,０００円/年）も本部負担） 

・支部季報のＨＰ（広島大学工学同窓会）への掲載。 

・新規会員募集・継続会員確認の書類の郵送作業について、本部へ委託。（郵送費用 

 は支部負担） 

 

２．２０１８年度活動状況 

（１）大阪支部総会 

日時：２０１８年３月１０日(土)１４時から 

場所：クボタ教育センター 

参加：１５名 

内容：・２０１７年度活動報告 

    支部季報発行（春、夏、冬） 

    広大就活生との懇談会 

    関西フェニックスの会との連携 

   ・２０１７年度会計報告 

   ・情報交換 

    支部長、副支部長の交代 



広島大学工学同窓会大阪支部 

総会資料（２０１８年度） 
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    会社概要説明（サンヨーファイン㈱ 高垣） 

   ・懇親会 

 

（２）季報発行（４回/年）・・・ＨＰにも掲載 

春 号 ２０１８年 ４月３０日 

夏 号 ２０１８年 ８月１２日 

晩秋号 ２０１８年１１月１１日 

冬 号 ２０１９年 １月２１日 

 

（３）広島大学工学同窓会総会 

日時：２０１８年５月２７日１０時～ 

参加：約１００名 

   大阪支部からは高垣が出席 

内容：・全国支部長会 

   ・物故会員慰霊式 

   ・記念講演会（立命館大学 久保教授） 

   ・社員総会 

   ・懇親会 

 

（４）新規会員募集・継続会員確認（３年１回） 

２０１８年１２月４日、本部より書類等を郵送 

＜結果＞ 

 郵送数：１,３７２名 

 回答数：   ３７名 

 退会 ：    ３名 

 新規 ：   １１名 

 

（５）関西フェニックスの会との連携 

１）広島カープ応援企画 

日時：２０１８年８月１５日 

   広島 VS 阪神（京セラ） 

２）「関東・関西のＯＢ・ＯＧによる業界研究セミナー」への講師派遣 

日時：２０１８年１２月８日 

目的：参加した学生が、業界の特性やそこで働く人の「生き方」「考え方」を探

り、職種や業種の研究を深め、自らの基準を設けて職業選択を考えること

ができるようにする。 



広島大学工学同窓会大阪支部 

総会資料（２０１８年度） 
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企業：武田薬品工業、日産自動車、キャノン、三菱電機、日本経済新聞社、三井住

友海上保険他 

   株式会社大阪ソーダより、工業化推進部 平山 が参加 

３）広島大学就活生との懇談会（２０１９年３月４日） 

 

（６）広島大学グローバルキャリアデザインセンター支援 

１）広島大学就活生との懇談会（２０１９年３月４日） 

 

３．２０１９年度活動計画 

（１）大阪支部総会（２０２０年３月） 

（２）季報発行（春、夏、秋、冬） 

（３）広島大学工学同窓会総会（２０１９年６月２日） 

（４）関西フェニックスの会との連携 

（５）関西地区の各支部との連携 

 

以上 





2019年 4月 26日 

 広島大学関西フェニックスの会 会員の皆様へ 

 

                                          広島大学関西フェニックスの会 会長 

                                   豊 髙   勝 

 

「広島大学関西フェニックスの会 設立 10周年を記念し、 

        広島大学東広島キャンパスに記念植樹の為の募金 お願いの件」 

 

 会員の皆様、お変わりありませんか？ 

 平素は「関西フェニックスの会」活動にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。 

お陰様で、発足時 20数名で始めた活動も約 120名の会員登録となり、その活動も広島大学を中心

に校友会をはじめ、各団体のネットワーク創りに貢献できるようになってきています。 

ひとえに、皆さま方のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。 

  さて、関西フェニックスの会は、2008 年 12 月に母校広島大学の応援団（ボランティア団体）

として関西の広島大学卒業生を中心に発足し、広島大学グローバルキャリアデザインセンターと

協力して支援活動を展開し、節目の 10周年を迎えました。2019年 2月 23日の役員会で記念事業

の検討を行った結果、広島大学内に植樹を行うことになりました。なお、関西フェニックスの会

発足時 2009年 11月 7日のホームカミングデーに広島大学 60周年記念を兼ねて記念植樹を行いま

したが、今回は広島大学創立 70周年記念を兼ねて植樹を行います。    

つきましては、大変厚かましいお願いではありますが、広島大学関西フェニックスの会 10周年

記念事業としての植樹にご賛同いただき、下記のような募金へのご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

 募金の趣旨 ： 広島大学関西フェニックスの会設立 10周年の記念事業として、 

2019年 11月 2日（土）の広島大学内で開催されるホームカミングデーにて 

東広島キャンパスに記念植樹を行い、今後の活動の糧とする 

         ＊広島大学創立 70周年にも当たる 

  募金計画  ： 募金団体 ： 広島大学関西フェニックスの会 

                目 標 額 ： 10万円以上 

                募金期間 ： 2019年 10月末まで 

                対 象 者 ： 広島大学関西フェニックスの会会員の皆様 

                募金金額 ： 1口 5千円 

                払込方法 ： 指定の振込先口座に銀行振込 

                           （振込手数料は各自でご負担願います） 

 募金の使途 ：  記念植樹栽工費用 

記念植樹看板作成及び設置費用 

 植樹する樹木： シダレザクラ 

 立看板   ： (記載内容)広島大学創立 70周年記念 

広島大学関西フェニックスの会設立 10周年記念 

記念樹：シダレザクラ 

2019年 11月 2日 



寄贈者：広島大学関西フェニックスの会 

＊裏面に募金者の名前も記載 

下部の写真参照(発足時に植樹した際の立看板) 

名札プレート： (記載内容)シダレザクラ 

広島大学創立 70周年記念 

広島大学関西フェニックスの会設立 10周年記念 

2019年 11月 2日 

 

【振込先口座】 

銀行名  ： 広島銀行（金融機関コード：０１６９） 

支店名  ： 西条南支店（支店コード：２０７） 

預金種別 ： 普通 

口座番号 ： ３３３４８３５ 

口座名義人： 広島大学関西フェニックスの会 

        （ヒロシマダイガクカンサイフエニツクスノカイ） 

 

以上 

関西フェニックスの会発足当初に植樹した際の立看板(裏) 

  

 

【担 当】 

広島大学 グローバルキャリアデザインセンター 

         キャリア支援グループ 主任 

         沖野 透 （おきの とおる） 

〒７３９－８５１４ 東広島市鏡山１－７－１ 

℡  082-424-6987  FAX 082-424-6989 

Email career-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

 


