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母校神戸
の

戸大学と農学部の

れた所謂トップ釦大学のＣＯＥ

過日新聞紙上でも取り上げら

することになります。

生命科学専攻内の大講座を構成

学科および生物制御学科は資源

す。同様な想いから百周年記念

と農
学部を築いて来られた歴史
学
を思いますと、自ずと深い敬意
現と感謝の気持ちがあふれてきま

できるシステムとそれを許容す

力を最大限、しかも自由に発揮

能するためには、まず各人の能

シャルを高める原動力として機

大学が日本社会発展のポテン

念ながら前者は最終採択に至り

グナル伝達機能」です。誠に残

ターを中心とした「蛋白質のシ

参画しバイオシグナル研究セン

う一件は応用動物の教官が一部

に基づく新産業基盤創出」、も

を中心とした「環境ゲノム科学

遺伝子実験センター・付属農場

請されました。一つは農学部・

といいますか倫理についての徳

全な食料と環境を提供する義務

健康保護を優先した安心かつ安

技術の教育と同等に、消費者の

研究に携わる農学部にこそ科学

されるたびに、食と環境の教育

よるものでありメディアで報道

事件はいずれも倫理観の欠如に

が目立っております。これらの

環境保全に関する暗いニュース

ますが、最近は食料の安全性や

創世紀は農学の時代といわれ

研究プロジェクトには、農学部

事業会では、神戸大学の歩みを

る環境と意識をつくることが必

とって「環境遺伝子」に関する

ませんでしたが、今後農学部に

現状と将来」

確かな歴史に留めるため、神戸

の持つ知力を効果的に社会に還

要でしょう。それによって、個

も関係する２つの研究課題が申

部長を務めることにな
りまし
学

大学前身史および写真集を記念

で盛大に記念式典が挙行されま
私も、今年は東海支部を始め、

すご渭栄のこととお慶び申し上
げます。

さて、私こと本年４月より学

全国各地で活躍されている六

中、伝統ある農学部の舵取りに

人化に向けて激動期を迎える最

ぎましたが、大学が独立行政法

す。就任から早くも半年余がす

の独立法人化と神戸商船大学と

紀最初の大きな出来事は、大学

さて、神戸大学における虹世

務を感じざるをえません。

戸大学に集う教職員や学生の責

のと信じております。組織や集

がトップレベルに維持されるも

戸大学と農学部の教育研究内容

テムを醸成することによって神

人化に向けて、このようなシス

元できると思っております。法

で唯一採択されました。これに

らの提案で、期待通り神戸大学

バイオシグナル研究センターか

のシグナル伝達機能」は有名な

思っています。後者の「蛋白質

研究組織は一つの目玉になると

イエンスとともに神戸大学の将

農学部は、メディカルバイオサ

アグロバイオサイエンスを担う

す。我々の生命と生活を支える

育の必要性を痛感しておりま

兵庫県六篠会やＫＯＢＥ六篠会

篠会員の皆さんも、近くの同窓

関わる責務を痛感しておりま

大

野幸次郎元学長等によるパネル

いと願っています。

生との交流の輪を拡げて頂きた

「国際交流事業促進基金」が設

一方記念事業の一環として

国立大学から独立行政法人化

解頂いていると思いますが、

ており、概要についてはご理

でに色々なかたちで報道され

大学の改革については、す

神戸大学は、本年で創立百周

申しあげます。

のご支援を賜りますようお願い

る所存ですので、今後とも皆様

す。一歩一歩着実に前進して参

海事科学専攻として統合される

部に、大学院自然科学研究科で

第ｕ番目の学部として海事科学

は、平成巧年如月に神戸大学の

の合併でしょう。神戸商船大学

助長するシステムにしなければ

パス、また自由な発想と研究を

アカデミックな雰囲気のキャン

をのびのびと発揮できるような

すべての構成員が個性ある能力

むことがないよう、教員や学生

団意識が多様性と特化の芽を摘

不可欠です。農学部、工学部お

展するためには大学院の発展が

神戸大学が研究大学として発

しく思っております。

からぬ貢献をするものと大変嬉

りますので農学部の発展に少な

は応用動物の教官が参画してお

力していく所存でございますの

力ではありますが教職員一同努

得られる農学部を目指して、微

らびに六篠会からも深い信頼を

保護者、そして卒業生の皆様な

官学はもとより、市民、学生、

占めるものと思っています。産

来の発展にとって重要な役割を

えてくれました。

参加者に多くの感動と感銘を与

置され、同窓生を始め各界に募

ことが決定しております。この

で、会員各位の一層のご支援を

合併が海に開かれた神戸大学の

よび理学部で構成する大学院自

おります。去る５月Ⅲ日には、

なりません。法人化に伴い大学

年という記念すべき年を迎えて

学風に沿った発展につながるも

し大学の姿や運営について

同窓生はじめ各界から多数のご

す。

賜りますようお願い申し上げま

も、それぞれの大学で主体的
にやっていく形に変わって行

然科学研究科は、将来を担う高

この基金に対し、数多くの六篠

会員からも賛同を得、ご協力頂

度職業人や研究者を養成する使

，我が青春此処にあり‐・六

の合理化に熱中するあまり、統

甲台農学部キャンパスは今、六

制と管理で教育研究環境が束縛

命を持っておりますが、平成巧

甲山を背にして木々の葉も色づ

のと大いに期待しています。次

されることだけは絶対避けなけ

れる予定です。この改組の特徴

年幻月には第３次の改組が行わ

に、神戸大学は、平成略年４月
に全国の国立大学と共に独立法

ればならないと思っておりま

されました。ことばでは簡単に

人化する予定で、現在法人化へ

これからは、大学自体が努力

くことになるようです。

１００年と言えますが、その間

向けて数々の改革案の策定を進

る

いたことに対し、深く感謝申し

をして、魅力ある大学をつくり

局を乗り越えて今日の神戸大学

多数の教職員と学生が数々の難

上げます。

農学部の歴史は師年余です

れる事になると思います。

あげて行かなければ、取り残さ

めています。法人化が我が国の

教育・研究の質の向上、外部資

を中心に、農学部の理念・目標、

農学部大学法人化準備委員会

モザイク状配置を解消し、農学

攻で見られた哩・工・農分野の

は、従来の博士後期課程の各専

りいたします。

すますのご健勝とご活躍をお祈

き始めたところです。皆様のま

す。

が、大学としては１００年の歴

将来の高等教育・研究活動にと

金の確保、社会貢献や国際貢献

へと学科単位を保ちつつ継続展

部から大学院博士前・後期課程

こうした中で、大学と行政機

って如何なる影響を持つかを即

等について教職員が一丸となっ

内は勿論、海外にも雄飛し、活

こうした時代の要請に応え

の改革は大学だけの問題ではな

断することはできませんが、こ

関あるいは産業界との連携が強

るべく、大学においても新し

躍されていることは誠に喜ばし

も、母校神戸大学に目を向けて

活躍されている同窓生の皆さん

といえましょう。

この１００年の節目を契機

く求められていますが、各界で

に、次のｌＯＯ年を目指して、

す。従来の食料生産環境工学科、

植物資源科学農林経済分野およ

開できるようになったことで

ところです。今後各大学・学部

会基盤科学領域・食料フィール

び付属農場の教育研究組織は社

て検討し、法人化後の中期目

間の競争が顕著になると思われ

標・計画の作成を取りまとめた
っています。バブル崩壊後の低

ますが、神戸大学農学部の提供

して捉えられるものであると思

たち六篠会員も、母校神戸大

迷の中、大学は社会の一員とし

する教育研究プログラムが学生

く、日本社会全体の変革と連動

創世紀のキーワードは環境、

学農学部の発展のため、力一

て未来の地球社会をリードする

い取組みについて、真剣に検

エネルギー、食糧と言われてお

はありませんか。

杯応援をし、支えて行こうで

し、生物機能化学科は理学部生

ド科学専攻内の大講座を構成

討が進められていますが、私

りますが、これらはいずれも、

学理や道理を追求し、これらを

にとって如何に魅力的であるか

う念じて止みません。

ところで、わが六篠会も、他

われわれの生命にかかわる問題

社会に役立て次代を担う若者に

ことになるでしょう。

が今後の発展に大きく影響する

頂き、積極的に支援して頂くよ

の学部の同窓会の皆さんと連携

会員の皆さんの、ご健勝、ご

ません。

継承する役目を果たさねばなり

る事を、願って止まないとこ

して百周年記念事業に参画する

であり、農学と深い関係があり

申し上げご挨拶とします。

多幸と限りないご発展をお祈り

母校神戸大学が大きく飛躍す

とともに、同窓会本部の活動に

部に熱い期待が寄せられている

ます。こうした点からも、農学

ろです。

力を入れておりますが、さらに

攻に、応用動物学科、植物資源

物学科とともに生命機構科学専
地域や職域を対象にした支部活

い限りです。

史を重ね、同窓生の皆さんが国
展

来賓を迎え、盛大な式典が挙行

金の呼びかけが行われました。

アルバッハ教授の基調講演と新

のマネージメント」が実施され

ディスカッション「皿世紀の知

した。

農学
部長眞山滋志
学部

た。このたび六篠会報の発行に

出版いたしました。これらの頁

六篠会会員の皆様にはますま

総会にも出席させて頂き、それ

際しまして、一言ご挨拶申し上

ります。

式典では、野上学長を始め来
ぞれの地域や職域で、積極的に

げますとともに神戸大学と農学

動も、活発に展開して頂いてお

賓の祝辞に続き、新たに制定さ

に接し、親しく交流を深めるな

活動されている同窓生の皆さん

を繰っていると、これから先神

学は創立百周年を迎え、本年５

れたロゴマークの披露の後、記

部の近況をお知らせいたしま

月ｎ日、神戸ポートピアホテル

念シンポジュウムが開かれ、
かで、母校への思いや夢を語り

‐__･ロ ー-･ロﾛ■■■■

「知のマネージメント」をテー

神

合いました。

一一

マにベルリン大学、ホルスト・

発展を祈る」

大
学

六篠会会長北浦義久
六篠会員の皆さん、お元気で
各分野に於いて、ご活躍のこと
と心からお慶び申し上げます。

昨年５月、六篠会会長に就任
してから、早や１年半経過しま
したが、この間神戸大学創立百
周年事業への参画を始め、各支
部総会への出席等を通じて多く
の同窓生や各界の方々との交流

について語り合い、支援の輪を

を深める中で、神戸大学の発展

拡げて行くことを確認してきま

また、今年の９月、私の県議

した。

旧福住村にある篠山産業局校東

会活動の一環として、篠山市の

ぶりに丹波路を訪れましたが、

雲校の活動状況調査の為、久し

多紀連山に囲まれた篠山盆地の

き、㈹数年前が一瞬にして蘇っ

初秋の姿を目のあたりにしたと

てきました。

当時と比較して、整備された

道路網や区画整理された水田
等、目を見張るものがあります

メージが変わらず、本当に懐か

が、全体として、丹波篠山のイ

しく感慨無量でした。

兵庫農大周辺の光景は、大き
く変わっていますが、大学前の

こにあり」の碑が往時を偲ばせ、

道路脇に立つ、「我等が青春こ

ては、心の故郷でもあり、懐か

篠山に学んだ我々同窓生にとっ

しさがこみあげて来ました。

大学が、この篠山の地から神
戸六甲台に移転してから早や釦
年余、今また大学は改革の大き
な波にさらされ、変革を迫られ

こうした激動の中で、神戸大

ています。
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られています。教官、事務官と

て自立的に運営することが求め

ぞれの大学は国立大学法人とし

います。平成略年度から、それ

のない未曾有の改革を迫られて

国内有数の総合大学として育っ

と多くの研究センターを擁する

９研究科（大学院）、１研究所

しお伝えします。現在、皿学部、

刻んできた神戸大学の現況を少

年を迎えました。百年の歴史を

今年、創立百周年の記念すべき

こういう状況下で神戸大学は

生の海外提携大学での単位履修

者との恒常的な研究の推進、学

入れるだけでなく、海外の研究

海外からの優秀な留学生を受け

する」ことをコンセプトとし、

「異文化の中で学ぶ環境を構築

ソフトの面では、神戸大学は

したいと考えています。

の改修もできるだけ早期に実現

ます。農学部の老朽化した建物

明治弱年に設立された官立

官の定員は１，１６５名、平成

ケーションセンター」や「学術

実現するために「国際コミュニ

備を進めています。この構想を

典、記念シンポジウム、記念

ビアホールにおいて記念式

（土）午後より、神戸ポート

百
た。当日は、文部科
学省事務次官、国立
数のご来賓をはじめ、

大学協会会長など多
同窓生を中心に約１
２００余名が合い集
い、それぞれの行事
を心ゆくまで楽しん
だ。六篠会関係では、

役員・一般会員あわ
せて帥名近い参加が
あった。

式典の冒頭、野上
学長が「神戸大学の

歴史はまさに諸学校
の統合と移転と改組
つけられる一とこれま

；

が挨拶、島工学振興会会長の

発声で乾杯した。懇談中に学

生応援団やチアガールらが軽

「生誕百年」に花を添えた・

快なリズムで壇上を飛び跳ね

総合司会は神戸大

顎報楜鰕

蔓”黙鯰辮

ｌ
『ｉに、神戸大学が世

界の拠点大学とし

て、ロゴマークが示しているよ

の記念行事であった。

うに、発展を誓い合った百周年

神戸大学は創立百周年を迎

神戸大学の
ロゴマークについて

ークを制定することとなり、

えるに当たり、新たなロゴマ

公募し、審査の結果、工学部

学生、教職員、卒業生等より

４年生の山下賢一郎君の作品

デザインは、神戸大学の

が最優秀賞に選ばれました。

「Ｋ」を二羽の鳥に象形化し、

それぞれが大きな軌跡（個性）

を描きながら、山や海を渡り

大空（世界）へ自由に羽ばた

き、時には互いに助け合いな

ものです。

がら進み行く様子を表現した

（工学部４年生）

㈹学長挨拶神戸大学長野上智行

４．記念祝賀会（岨時～羽時）

②神戸大学交響楽団

⑪神戸大学グリークラブ

３．記念合唱と演奏（Ⅳ時～Ⅳ時妬分）

根岸哲神戸大学大学院法学研究科教授

コーディネーター

井村裕夫総合科学技術会議議員
佐々木知子参議院議員
谷井昭雄松下電器産業株式会社相談役
新野幸次郎神戸都市問題研究所理事長

パネリスト

テーマ「幻世紀の知のマネジメント』

③パネルディスカッション

講演者ホルスト・アルバッハ（ベルリン大学名誉教授）

⑪基調講演

テーマ…知のマネジメント

２．記念シンポジウム（必時～略時卵分）

側神戸大学ロゴマーク披露制作者山下賢一郎

記念事業後援会会長新野幸次郎

神戸大学創立百周年

国立大学協会会長長尾真

②来賓祝辞文部科学省事務次官小野元之

㈹学長式辞神戸大学長野上智行

１．記念式典（喝時～蝿時妬分）

住田功一（経営・昭和銘年卒）

総合司会ＮＨＫアナウンサー

｜神戸大学創立百周年記念行事

UNⅣERSITY

重田

｜
，
｜ 行事
ム念
大学創立百周年
記
，
割
…

もに国家公務員ではなくなるこ

ております。学部学生定員は１

などを戦略的に仕掛けておりま

喝年度の歳出決算額は約５７８

神戸大学を卒業された先輩諸

援を賜りますよう、神戸大学の

｡

KOBE

②来賓挨拶神戸大学学友会副会長難波昭
③乾杯発声神戸大学学友会副会長島一雄

㈹会食懇談

無断使用厳禁

戸

大に挙行される王子善清（兵ｃ旨）

とから、新たな雇用関係を構築

０６１５名、博士課程前期
す。私どもは、これをワール

丁

することも求められているとこ

（修士課程）定員は、２，２７１

神戸高等商業学校をその創立

大学も見られます。韓国では、

億円といったところです。平成

情報基盤センター」の創設など、

「人間性」豊かな人材を育てる

母校として誇ることのできる大
学となるように、生涯の研讃の

みをしておりますが、その中で

生涯の研讃の場として

るように、卒業後、ますます、

氏が、母校の先端的研究成果を

これまで、国立大学は文部科

取り入れていただき、自らの事

学省（文部省）の庇護（？）下

ことを任務として自覚し、「創

です。神戸大学にアプローチが

造性」「国際性」「専門性」を高

あったコンソーシアムとして

におかれて育ち、およそ「経営」

場として再び神戸大学を選んで
いただける価値ある大学となる

壊滅すると判断され、法人化の

これまで以上のご指導とご支

ように。

は単独で海外市場（？）に進出

げます。

構成員を代表してお願い申し上
おります。

次のようなことを念頭において

神戸大学の構成員は、今、全

道を選択されたのでしょう。

（ロゴマークの使用には大学の許可が必要です）

紀の神戸大学」

学を挙げて、法人化の準備を進

神戸大学長野上智行
に人材を派遣するという体制を
めております。その一環として、

育研究環境を世界標準のレベル

まず、数年の間に神戸大学の教

ご存じのように、数年先には、

名、博士課程後期（博士養成）

基盤とする神戸大学は今年で

挙

高等学校を卒業して大学に進学

ド・サテライト・ネットワーク

創立百周年を迎え、５月ｎ日

戸

を希望する学生数と大学の入学
定員は１，２７２名です。留学

戸大学の連携拠点を構築する準

構想として位置づけ、海外に神

置できることとなり、これまで
巧年皿月には神戸商船大学と統

合唱と演奏が挙行され、その

以上の厳しい環境下におかれて

移して記念祝賀会が開催され

後舞台をポートピアホテルに

合し、新たにｎ番目の学部とし

ワールド・サテライト・

定です。

て「海事科学部」が発足する予
学

います。このような状況は、わ
が国においても国立大学が法人

に生まれることと思います。

化した後に、そう遠くない時期

世界の大学はそれぞれコンソ
ーシアムを構成し、わが国に学

は、オーストラリア、フランス、

という概念は育っておりませ
神戸大学は、世界の先端的教

業の新たな展開に活用いただけ

イギリス、カナダ、アメリカな

ん。文部科学省は的の国立大学

ただくべく、さまざまな取り組

育研究拠点として内外に認知い

める教育体制の構築をはかって

どです。学生の圭奪が国唾睦眼場

においては日本の大学の総てが

をこれまでと同じような指導下

ネットワークの構築

で行われる時代となっていま

いるところです。

す。それに対して、日本の大学

生を求めてやってきている状況

中で、神戸大学は何よりも、

教育研究体制の抜本的な改革を
すすめているところです。その

海外の大学が韓国内に大学を設

ろです。

定員とが逆転します。私立大学

の定員は、１，３１０名、事務

生は、現在９２０名です。教官

にまで引き上げたいと考えてい

盛 神

や短期大学では、すでに定員割

神戸大学百年の歴史

とってはいないのが現状です。

ー

れし、経営が困難になっている

教育の歴史の中で経験したこと

今、国立大学はわが国の高等

大学をとりまく環境

世

することはあっても、複数の大

〈3〉

天地≦15mm

天地＞15mm
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独立行政法人農業技術研究機構

究員とは同窓ということで親

帰しました。この頃、杉本研
たが、わが国唯一の野菜と茶

菜茶業研究所と改称されまし
一人一人それぞれの生活と人

マシン、兵隊として見ない。

を語り合う。そのことを通し

を使って、問題点と成すべき

未体験ゾーン真只中という状

うことを含め、私にとっても

の試験研究の連携要領と併せ

農林水産技術総合センターと

が、後に神戸大学の助教授に

しくお付き合い頂いていた
と責任に変化はなく、育種、

の専門研究機関としての立場
て見ることの大切さを自分な

生を持って生きている人とし

苦しい時であればある程、ト

人と組織の活性化法はない。

魂を入れる。このことに勝る

て人の心に点火する。組織に

今成すことにベストを尽く

ん。結果を思うのではなく、

いう意味では迷いはありませ

況にあります。しかし、そう

連携による共同研究に積極的

ター）学（神戸大学農学部）

（県立農林水産技術総合セン

て、産（ＪＡあわじ島）官

幸か不幸か、郡年間の約半

に取り組むこととなりまし

りに培ってきました。

す。道が開くか否かはその結

の各分野で技術開発研究に努

ップの果たす役割はそこにあ

た。そこで８月２日にＪＡあ

栽培、生理、環境、流通利用

分は会社経営のトップという

果です。

２年に野菜茶業研究所に転
めています。神戸大学のＯＢ

る。私は今もそのことを信じ

転出されました。私は、平成
勤、「低コストＣＡ貯蔵装置

立場で今日に至っています。

今年から始まった「野菜の

や組織の再生を担うことの連

常に厳しく、時間がないとい

けることがあれば幸いです。

ＪＡあわじ島組合長、鈴木利

眞山滋志農学部長、前川敬一

席し、覚え書きの調印式が行

ター所長、ら関係者証人が出

昭県立農林水産技術総合セン

だけること、共鳴していただ

わじ島（三原郡三原町）にて、

がたくさん勤務しており、一

て疑いません。

硝酸塩低減化栽培研究」では、

続でした。

何か、どこか、感じていた

の開発」に取り組み、この研

どちらかと云えば、順風満帆

王子教授に参加いただいてい

確かに現在のダイエーは非

大勢力になっています。

ｎ年に野菜茶業試験場（盛岡）

術賞をいただきました。平成

ます。研究所と大学の連携が

というより苦境に陥った会社

究で日本食品低温保蔵学会技

での管理職業務を経て現在に

機能解析部長山下市一一（兵Ｃ稻回）

野菜茶業研究所

至っています。

淡路農業技術センター
ではありませんが、原因はと

晨業部長吉倉惇一郎（兵Ｃ旧回）

さらに深まるよう期待してい

で大学、公設の研究機関と共

われました。ＪＡ組織が単体

同研究に取り組むのは全国で

いう症状はどこも共通してい

その３分の１で三原川を中心

大いに期待されます。

初めてで、今後の研究成果が

もかく「人が病んでいる」と

神戸大学農学部が農業生産現

に開けた島内随一の肥沃な三

ます。

その一つ一つは決して同じ

が求められたため、学生
試験場は、平成過年に独立

時代の実験・実習が大変
役立ちました。数年後に
行政法人農業技術研究機構野

め、名城大学の講習会に

ます。逆に云えば、そこに

原平野を形づくり、その農業

これから、淡路島で神戸大学

場の問題解決のためＪＡあわじ

の若き研究者が農家と直接会話

島・県試験研究機関と共同研究

し、研究に取り組む姿を想像す

「人を活かせば必ず現状は打

クサイ、キャベツ等を中心に

ると淡路島農業はもちろんのこ

破できる。会社も活きる」と

多彩な農畜産物を生産してい

と兵庫県の農業の未来に大きな

生産はタマネギ、レタス、ハ

ます。特に水稲Ｉレタスータ

希望が見えてまいります。また

のための覚え書きに調印

大学も近年行政改革の嵐が

マネギ、水稲レタスーレタ

いう確信Ⅱ方程式を持つこと

私は学生時代ずっとラグビ

押し寄せ、数年のうちに国の

スの年間三毛作体系はこの地

専務取締役平山敞（兵Ａ旧回）

株式会社ダイエー

ＧＣｌＭＳの勉強のた
参加したとき、農産製造
の土田先生と同室になり
ました。先生は当時カラ
メルの研究をしておられ

会いするようになりまし
た。

私が４回生の夏に丹波篠山
でスウェーデンに留学の機会

る生化学的研究」という課題

ス貯蔵中の香気の変化に関す

神戸大学から社会に巣立っ

て協働した人、一期一会の人、

と出逢い、同じ目標に向かっ

た訳ですが、その間多くの人

グラウンドで生きてき

一貫してビジネスの

の可能性を発揮する。そして

つにした集団の持続力は無限

会社も同じです。目標を一

ありながら、現場の農業とは

変化し、研究内容も農学部で

の改組により学科名が大幅に

また、大学改革の中で学部

視の消費者ニーズの高まりに

また一方では最近の環境重

た。

や、土壌養分の偏在による生

ーカー、農薬・肥料メーカー、

が農家、農協職員、農機具メ

ＪＡあわじ島は、農業生

す。このような状況の中、

開催される予定であります。

参集の中で年１回淡路島にて

県行政機関、県研究機関職員

ことが懸念されております。

ます。

産分野におけるこれらの一

州蝿錘推轄畦舜桂軸嘩誹一

大学は神戸大学のみで、農業

諸問題を解決するため、

肌

理傷害の発生が懸念されてい

なおこれらの成果の発表会

いでしょうか。

システムが創造されるのではな

から六甲に移転しました。写
を得、帰国後、「イチゴ果実

て調年という年月がたちまし

本当に沢山のことを学ぶこと

規模の大小を問わず、目標に

かしながら、これらの長年に

真は移転を目前に、吉川教授

た。自分では若いと云いつつ

対する同一力の形成はトップ

得も従来とは大幅に異なり、

（中央）、清原助手（右３人目）

の香気生成メカニズムの解

も、還暦を意識すると少なか

例えばダイエー退社後、手

ができました。

いし、それを持てないチーム

と生物化学講座の学生が篠山
位論文をまとめました・当時、

明」に５年間ほど没頭し、学

りも加代、訓代よりも如代、

らずショックを覚え、加代よ

離れた研究に移行していると

ができます。

試験研究機関同様法人化に移

域独特のものであります。し

らのこと・…．．。

ーをやっていました。決して

行する予定であります。この

びダイエーに戻ってか

マスコミ等を通して

強いチームではありませんで

ような状況下で研究予算の獲

たが、後には青果物の研

すでにご存知の通り、

したが、それでも夢（目標）

同時に大学における新しい研究

究をされ、学会でよくお

を担っています。

現在はその再建の一翼

を持っているチームと人は強

でハイキングをした時の思い

神戸大学には大学院がなかっ

にしかできない最大の役割で

の声もあります。しかしなが

わたる作付け体系により、土

出の１枚です。助教授は欠員

たため、大阪府立大学に提出

の平を返す人もいれば、「友

す。これが私のマネージメン

壌病害等の病害虫による被害

でした。プリマハムの工場長

帥代と、時の流れが日増しに

は遠方より来たり」の人もい

の予算が大幅に異なってくる

を勤めた井上君はカメラを構

しました。就職して加年が経

スピードを上げてきたことを

研究内容の違いにより研究室

えたため写っていません。日

過していました。

偲年に「グリーンピー

一

と人は脆いことを学びまし

本食品分析センターの小西部

会社、組織、人、マネージ

生産現場では大学が有する研

産官学共同の研究の取り

ら兵庫県で農学部の存在する
る人。舞台に上がると群がっ

メント。これが経営の軸であ

究資源に大きな期待を寄せて

トの根本です。

簡単にこれまで歩んできた

て来る人。立場に関係なく厚

り、どんなに優れたシステム

る。舞台を降りれば遠くに去

転、同年、国際協力事業団の

道を振り返ると、卒業と同時

情を寄せる人。

実感します。

研究所の河合部長（右２人目）

要請で東南アジア漁業開発セ

に入社、記年間勤めたダイエ

弘年に研究所がつくばに移

がいます。私は、左３人目。

ンター（シンガポール）へ派

長（左端）、兵庫県生活科学

私は、公務員試験を経て、

学農学部、県立農林水産

組みの必要性から神戸大

技術総合センターに研究

います。特に兵庫県の農業生

は、播磨灘、大阪湾、紀伊水

要請を行うこととなりま

産の卵％以上を占める淡路島

道に囲まれ、本州とは明石海

ージメントに包括されます。

儲というのは人の言うことを

峡および紀淡海峡、四国とは

も設備も、商品も全てはマネ

よく聞く者、それによく答え

鳴門海峡で隔てられた瀬戸内

した。それに応えて、神
戸大学農学部では、従来惟

それらの体験を積み重ねな

れ、人との出逢いを大切にす

て信を得る者、諸人が多く集

から取り決めのある県立‐

がら、仕事であれ私生活であ
る。どんな時にも相手の立場

まることを意味します。

７％を占めている。三原郡は

海最大の島で兵庫県総面積の

九州のユニード時代。退社後、

福岡に踏み留まって経営コン

を思いやることの大切さ。例

可能な限り多くの部下と夢

ー。最後の４年間を過ごした

身の研究をしました・帰国後、

サルティング活動を営みなが

えば会社経営の中で、どんな

（目標）を語り、口の二倍耳

活を楽しみながら、冷凍すり

ていたガスクロマトグラフを

企画連絡室（研究事務）に２

ら、日本最大級のショッピン

に苦しい状況であっても人を

遣され、思い出深い南国の生

使用した有機酸分析法の開発

年間、次いで、富山県食品研

グ・センター「トリアス」を

人件費として見ない。道具、

昭和“年に農林省食糧研究所

を最初の研究テーマにしまし

究所次長として２年半を過ご

コニコ堂を経て、昨年ｌ月再

オープンしたこと。そしてニ

に採用され、当時普及し始め

た。ここでは、上司から研究

しました。

帥年に食品総合研究所に復

テーマや技術的な指導を受け

ることは殆どなく、自助努力
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います（庶務報告参照）・今回は、昨年度の援助金を賜り、平

六篠会では学術振興事業として会員の海外渡航援助を行って
セクションに分かれており活

場は非常に大きくたくさんの

たが何とかたどり着いた。会

の中に、といった具合であっ

り継ぎの嵐、ホテルはゲイ街

の理由があって、飛行機は乗

った。安いからにはそれなり

も私の研究生活に生かされて

えさせられたことは、いまで

知ったこと、聞いたこと、考

際学会であったが、参加して

なかば勢いで参加を決めた国

はじめに述べたととおり、

鮒しております。

費を援助していただき深く感

六篠会のご厚意により、渡航

席を覚悟していたところに、

後になりましたが自腹での出

おり貴重な体験となった。雌

か。いずれにしても情けない

に無いと思われたのだろう

英語の質問には答えられそう

もしれない。それとも、私が

英語は通じていなかったのか

つも頂けなかったので、私の

ことだが、この度の学会で自

どの発表を見るか決めるため

となることであろう。

の研究生活における大きな樹

「国際学会を通して…」

るスライドであるが、できる
面々も何とか無事に発表を終

とができた。わが研究室の

たとおりに、無難にこなすこ

いをした。発表は練習してき

みしてしまい非常に悔しい思

したいことがあってもしり込

しかしゃべれない私は、質問

た。学会の期間は４月１日か

にはかなりの時間を費やし

発表は初めてで出発前の練群

学生は４人とも英語での口頭

この学会に参加したのだが、

田先生とともに４人の学生が

研究室からは、金沢先生、芦

に参加させて頂いた。我々の

園ｇＣｑさ円函巾巴昏卑Ｃ日呂目

が、スライドの図表と説明文、

聞き取ることはできなかった

当然私にネイティブの英語を

で発表をしていたのだった。

あるが、なんと、みんな英語

ち受けていた。当たり前では

行くともっと過酷な試練が待

た。しかし、いざ発表を見に

はその作業が一苦労であっ

た。英語の苦手な私にとって

片手にスロットやカードを満

とは別である。２Ｈ間ビール

遣いで、六篠会からの援助金

る。もちろん費川は自分の小

目的はもちろんカジノであ

んだ。観光といっても一番の

るために、ラスベガスへと飛

２日間ほどアメリカ観光をす

が、学会終了後私と塩谷氏は

した。学会では、緊張のあま

会は大きな自信につながりま

頭発表ということで、この学

なく、初めての英語による口

外での発表ということだけで

に参加しました。初めての海

（平成喝年４月ｌⅡ～５Ｈ）

で開催されたアメリカ化学会

き、アメリカ、サンディエゴ

文章に努めた。典型的関西弁

判りやすく、かつ覚えやすい

なかったせいなのか、聴衆は

だったのであまり知られてい

とのジョイントシンポジウム

きたりではあるがスケールが

カに対する第一印象は、あり

はアメリカ入りした。アメリ

することに努めた。いくつか

たよりに少しでも内容を理解

それと時々聞き取れる単語を

っていたが、今思うと、そう

をするかなどの話で盛り上が

で幾ら勝だとか、勝ったら何

ことを思い出します。しかし、

ながら発表を始めてしまった

え、自分の顔を赤い光で指し

りポインターをマイクと間違

にもかかわらず、覚えきれな

いる。練習に時間を費やした

ましたが、六篠会のご厚意に

でも思っている。最後になり

験があったからではないかと

少なからずサンディエゴの経

ということなので、私は現在

ミネソタ大学ホーメル研究所橋本堂史（博前記回）

だけ視覚的に、かつ英文を盛
え、質疑応答に入ったが、残

ら５日までで、３月劃日に私

六篠会からの助成金を頂

り込んで、見て判りやすいス

が日本食品因子学会とＡＣＳ

念なことに発表のセッション

をしゃべる私は、発音が大の

一度していると、肝が据わる

学会の期間中、塩谷氏と２

このような失敗を大きな場で
大きいということだった。

いった話をしていたときが一

それほど多くなく、議論は活

番楽しかった気がする。人生

発とはいえないもので非常に

のだが、さすがに英語で質問

苦手なので、すべての単語の

質問したいことも思いついた

発音記号をチェックした。す

というか、少々の事には動じ
人でサンディエゴの安ホテル

というのはえてしてそういう

悔しかった。私の研究が世間

を投げかけることはできなく

べての文章を丸暗記して発表

と、秋に参加した国際変異原

なくなったようです。そのあ

に備えた。今思えば、典型的

ことが多い。カジノでの結果

残念であった。

は皆さんの想像にお任せしま

（１泊２人で別＄）に滞在した

我々の発表は４ⅡⅡの午前
のだが、さすがに安いだけの

（農学部助教授）から紹介さ

学会（静岡）では、芦川先生

の興味を引くものではなかっ

す。昼間は観光や買い物もし

たのか、宣伝が足りなかった

中で芦田先生、水野先生と

英語がダメな日本人学生その

我々の４人が並びで発表し

のか、いずれにしても今度発

ことあってセミダブルのベッ

ものであったように思う。心

あとは何とか荷物が置けるス

ところで、肝心の学会だが、

での学会報告については、塩

思っています。サンディエゴ

ほしいと言われたときにもさ

ＡＣＳという学会は皆さんも

き深く感謝します。

より渡航費を援助していただ

た。

暖であり、国際学会が多く開

ことができた。このように多

路の面でもいろいろ話を伺う

みながら行った。発表はつつ

かったために発表は原稿を読

た。

ドと小さな机があるだけで、

配だったのは、質疑応答のと

ペースがあっただけだった。

でき、その直後に胃．ロｏ侭か

ほど緊張することもなく説明

れたミネソタ大学ホーメル研
てもらえるものにしようと決

表する時は、多くの人に聞い

食事はベッドの上でハンバー

かったと思う。そのせいもあ

今回の渡米は私にとって

らポスドクのオファーを頂く

ホテルの中でライオンを飼っ

意した。しかし、ミーティン

ガーとビール、またビールを

ってか、発表の際に全く緊張

色々な意味で人生のいい経験

ことができました。ホーメル

たが、中でも一番驚いたのは

きにどう対処するのかという

グの後の会食時に大きな収穫

はしなかったが、演者を紹介

になったと思う。今後この経

研究所での職に就けたのも、

た。会場は、３００人は入ろ

ことであったが、他にも学生

があった。おいしい料理とお

飲みながらメジャーリーグを

してもらったときに，ドクタ

たら良いと１年以上たった今

験を生かしてがんばっていけ

していたポスターを脱明して

が何人かいて、連続して発表

酒を囲みながら学会に参加し

見て、寝る前に発表の練習を

ー古屋敷“と紹介されてこつ

究所所長の胃．己○局に、展示

した後に合同で質疑応答とい

た日米の多くの先生方と研究

し、一緒のベッドで寝る。そ

ばずかしかったことを覚えて

ていたことで、つくづくアメ

うことで落ち着いた。

について話す機会が持てたこ

んな５日間がとても楽しかっ

うかというほど大きな会場で

学会は、アメリカはカリフ

とがうれしかった。当時博士

あったが、聴衆は別人もいな

ォルニア州サンディエゴで開

課程の２回生だった私は、進

リカという川のでかさを感じ

位置するこの町は、気候が温

催された。西海岸の最南端に

かれている。私と後輩の古屋

最大規模の学会で発表の内容

ご存じのとおりアメリカでも

谷、古屋敷両氏も執筆される

に勉強になった国際学会であ

がなく終了したが、質問を一

くの未知なる体験をし、非常

も多岐にわたっており、まず

ットで格安チケットと安宿を

った。

敷は何とか安くするため、ネ
探し、一路アメリカヘと旅立

里○の壷①日厨司こそして

三○］①、昌胃国○さ国」、「の豊

宮①冨言房昌」、「ａ些三胃陣

国○号①目里ｑ」、「ｚ巨耳旨自陣

「国Ｃｇ厨房砂」、「言①日耳目①

究所は６つの研究セクション

であったようです。現在、研

設立当初は脂質の研究が中心

ソタ大学によって設立され、

社を中心とした基金）とミネ

年にホーメル基金（ホーメル

ホーメル研究所は１９４２

思います。

の名前の由来は想像がつくと

こまで書くとホーメル研究所

歴史が紹介されています。こ

目扇２日」ではホーメル社の

にある唯一の博物館「昭麥三

ができると思います。この町

マーケットでも目にすること

という缶詰は日本のスーパー

ん。ホーメル社の扇弔酔冨」

中心産業なので仕方ありませ

町中に漂いますが、この町の

表現しがたい焼き豚の臭いが

れてきます。風の強い日には

あり、毎日多くの豚が陸送さ

團８９９．）の本社と工場が

あるホーメル社畠員ョ巴

か。ここには食品加工会社で

だけるのではないでしょう

ような所なのか想像していた

っているといえば、大体どの

モロコシと豆畑が一面に広が

で、町から少し離れるとトウ

のうち約４分の１が帥歳以上

どの小さな町にあります。そ

ースチンという人口２万人ほ

所はミネソタ州南部にあるオ

ミネソタ大学ホーメル研究

思います。

紹介をさせていただきたいと

勤めているホーメル研究所の

Dr.Dong(中央）と筆者（左）

活動援 助報告

成婚年４月１日～５日に開催された第２２１Ｊアメリカ化学

に英語で書かれた分厚いプロ

Ｉ一

郁四

会で研究成果を公表した大学院生３名（現修了生）の記事を

に世界的レベルの学会に参加

分が発表したということ以上

私は昨年の４月にサンディ

グラムを読むことから始まっ

ので満足している。今後の私

したことに意義を感じている

エゴで開催された盲目シ向い

江崎グリコ菓子研究所古屋數隆〈神ＢＣ聿回）

本の学会よりもやわらかく、

弓◎甸司切琶ヨロ吊冒ョ＠口甸○呂

ライド作りに専念した。発表

□ご

原稿は、なるべく短い文章で

÷

喫したのだ。出発前から２人

ここからは余談になるのだ

た。しかし、何せ片言の英語

入り込みやすい感じであっ

いた。全体の印象としてはⅡ

「アメリカ化学会に参加して』

スター発表の会場もあり私の

発な議論が行われていた。ポ

lｰ
！ 「

ような若い研究者が発表して

紹介します。

咋

初めての海外遠征

や

国立がんセンター研究所塩谷文章〈神ＢＣ墾回）
ことの始まりは唐突だっ
た。ある日、私の所属してい
た食品栄養・化学研究室のミ
ーティングで、その年の学会
発表の予定を組んでいた時の
ことである。いつもならば国
内の学会や、あってもⅡ本で

をかけた。まず、発表に用い

準備にはいつも以上に時間

で演題提出を決断した。

では戦えないと思い自腹覚悟

逃げていてはいつまでも世界

生きていくうえで、このまま

がかかる。だが、この世界で

発表ともなるとそこそこ費用

ことである。やはり海外での

もうひとつの原因は、お金の

った。また、決断を鈍らせた

頭発表ということで迷いがあ

時に、正直言って英語での口

くかどうかの決断を迫られた

ある。その時、芦田先生に行

震塑圏房三豊○邑冨帛目炉で

，シヨ閏旨目の言ョ言堅ｇＢ①ご

れが今回私が参加した

学会が組み込まれていた。そ

その年はアメリカで行われる

開催される国際会議への演題
提出を予定するのであるが、

一室
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一云

けられ、はばひろく健康と病

「配国号鳴邑ｇ目弓呂己に分
治療、創薬など医療への貢献

時々にぎわす再生医療や不妊

所属する学生は肥名で、う

も期待されています。

研究室紹介

ています．「序旨冑陣…」は

気をテーマとした研究を行っ

農学部は平成５年の学部改組以降、大講座制になり研究室の
います。彼らとの交流を通し

がそれぞれ１名ずつ在籍して

ちベトナム、メキシコ、バン

１人の計蛆人のポスドクが研
名称変更が頻繁になされました。学科・講座等の変遷は昨年発

ニケーション“なる飲み会が

て、いわゆる”異文化コミュ

私を含め中国人４人、韓国人

究に従事しています。このほ
行の六篠会名簿にも掲載しましたが、卒業生におかれましては、

グラディッシュからの留学生

かにもドイツ人やフィンラン

います。そこで、少しでも現在の農学部を知っていただくため

現在の農学部の実情が把握し難くなっているのではないかと思

３人、日本人２人、ロシア人

ド人などがおり、国際色豊か

ユニークな点は、研究所の地

していただきました。来年以降もシリーズとして農学部全ての

ずつの教育研究分野にお願いして現況報告を含めた紹介を執筆

に「研究室紹介」というタイトルで現５学科からそれぞれ一つ

よく勉強をしてくれますの

ろですが、留学生の皆さんが

公用語は英語と言いたいとこ

よく催されます。研究室での

な研究所です。また、ここの

ミネソタ州南部をサービス地

で、ほとんどの会話は関西弁
でなされています。彼らが帰
国すると、関西弁が日本語だ
と思われるのかなぁと少し心
とも思います。と言いながら

配ですが、楽しくていいかな

が農学部の実験棟から大学

うし、週に一度のゼミ発表会

から留学生が来られるでしょ

も、これからもいろいろな国

しました。新築で明るくな

院の自然科学研究棟に移転

■植物資源学科

資源植物生産学教育研究分野

女性の社会進出が目立って

科の食用作物学講座にありま

野の発祥は兵庫農科大学農学

資源植物生産学教育研究分

環境修復論を開講していま

漠化問題、博士課程では植物

草地植物学、修士課程では砂

に、少しオーバーですが、国

いますが、研究室でも学生肥

った実験室ですが、研究内

家畜の生殖細胞に関する３

名中、女性が９名を占め、以

平成６（１９９４）年頃ま

教授津川兵衛

つのテーマを中心に研究を

す。昭和盤（１９６７）年の

ではクズの群落構造の解析を

なと思います。

進めています。簡単に紹介

前では考えられないほど女性

物学講座となり、平成５（’

国立移管により神戸農学部作
か？」「精巣で形成されたあ

いくぶん男性陣の影が薄くな

９９３）年の学部改組まで長

ラス室内での栽培実験により

自然・人口群落で、時にはガ

の再生実験が最後になりまし

巻き上がったクズを使った茎

進めてきましたが、相生市立
名前で通しています。本研究

た。平成４（１９９２）年か

年にわたり、作物学研究室と

室の教官構成は、教授津川兵

ら県下氷上郡山南町のＮＰ

名乗っていたので、今でも非

今年３月に加藤征史郎教授

衛、助教授内田直次、助手畠

っているようです。わいわい

が退官され、現在は、三宅正

中知子となっています。学生

Ｏ・ＩＫＧＳ緑化協会ととも

と賑やかな実験室が想像でき

ような機構によって発生を開

史教授、宮野隆教授、原山洋

に、フィリピン・ピナトゥボ

と精子はどのような変化を受

始するのか？」といったこと

助教授の指導の下、研究が進

士課程５名（女子１名）、４

は博士課程１名（女子）、修

けて受精できるようになるの

を、生化学的、細胞学的、発

められております。この研究

州生中学校での、フェンスに

生工学的な手法を用いて調べ

室の最もいいところは、何事

公式な場では呼び馴れたこの

ています。研究材料は、食肉

ハールの流出防止のためにク

火山爆発被災地において、ラ

るかと思います。

センターからご好意により頂

生７名（女子４名）の計鋤名
津川は学部学生向きには産

成、いわゆる「ピナトゥボ緑

帯果樹プランテーションの造

ズを被覆作物として用い、熱
業資源食物学ならびに緑化．

が在籍しています。

年生７名（女子４名）、３年
こともありますが、これから

です。研究では遠回りをする

も学生中心にがんばっていき

も学生が主役で行われること
いています。これらの研究が、

いたブタやウシの卵巣、雄ブ

食糧生産性の向上だけでな

ます。

タより採取した精液などを用

か？」「受精した卵子はどの

す。

しますと、「卵子は卵巣の中

く元気で活発な女性が多く、

が増えました。人数だけでな

際的な研究室になったらいい

大分県、久住で行われたサマースクールに参加。40年程前の卒業生で、現在、大分県

でどのように形成され、受

かず、これまでと同様に、

畜産試験場にお勤めの吉田穣治さんとお会いし、試験場を見学させて頂きました。その

精できるように大きくなるの

容は刷新というわけにはい

ぐらいは英語で行えるよう

大学院自然科学研究科片山弥佳（神Ｚ圭回）

生殖生物学・発生工学研究室

■応用動物学科

研究室を順次紹介していければと考えています。

域貢献の一環として、地下に

バイダーを所有していること

域とするインターネットプロ

です。全く違った分野での地
域貢献であるだけに、驚かさ
れました。また、ここでの仕
事を通して、神戸大学で勉強
していたときとは異なったい

くつかのことを学びました。

毎日電車を降りてどんどん坂

マニピュレータ操作によるブタ卵母細胞からの除核

く、最近では、新聞などを

ＮＧＯタンバグリーンフォー

化」を開始しました。この事

ります。これからの事物・事

を知るにつけ山里の謎は深ま

霊神社、神光寺、七不思議等

の多面的機能の開発・強化を

象について調査研究し、棚田

業には、篠山市に本拠を置く

ス２０００が平成翅（２００

フガオ棚田周辺の土壌流亡を

一昨（２０００）年からイ

す。

で里づくりを目指す所存で

計り、それらを活用する方向

０）年から参加しており、一

クズの実験をやめてから

応の成功を見ています。

は、六甲山南麓部のフリーフ

ましたが、このとき得た知識

います。現在のところささや

防止するために植林を始めて

レーム緑化工の研究へと移り

と体験は現在進行中のマンネ

かな事業ですが、来（２００

ングサ類による屋上・壁面緑

３）年からは本格化させる予

破壊を招く焼畑農耕を廃し、

れたことは申すまでもありま

県下多可郡加美町の高い石

かわりに路地作付システムを

化研究へのヒントを与えてく

垣が評判の岩座神棚川に出会

導入します。ギンネムの生垣

定です。棚田周辺森林の環境

って、平成、（１９９８）年

し、カンショ、マメ類、雑穀

の間にはクズの緑肥を投入

せん。

にこの棚田の研究に入りまし

内川は平成９（１９９７）

を栽培する計画です。

た。棚田石垣擁壁の規模、石

組み様式、組み石のサイズか

年に熱帯植物学研究室から本

ら調査を開始しました。さま

ざまな面白い石造物の発見が

してイネの光合成に関する研

究に遇進しております。学部

研究室へ移りましたが、一貫

通するようです。フィリピ

学、修士課程では作物増収技

学生向きには食用資源植物

ありました。灰づくりをする

ン・イフガオ州の世界遺産の

灰釜もわが国の石垣棚田に共

石垣棚田には岩座神と同様の

やｚ働冒吊誌は、今後の世界の

ところで、最近の牌席月月

生理学を開講しております。

石垣間隙に生育する茶樹や

人口増加に伴う食料不足に対

術論、博士課程では植物生産

草花の分布と生育状況も調斑

して新しい緑の革命が必要に

ます。

対象です。平成９年から４年

なってきていることを報じて

飛び石型にんじゅうが存在し

を要した農道・用排水路・井

おります。ある作物増収技術

論によれば、現在の草型や総

ました。棚田の作付け様式、

棚川につけられた通称名、水

て、今後の増収技術は光合成

合的な栽培技術の改良に加え

堰の改修工事の調査も完了し

利系統を明らかにすることも

たらされるものであることが

機能の大幅な改良によっても

棚田研究の一環です。６年目

５年間続いた本学部生を中心

を迎える棚田オーナー制度、

植物育種学研究室との共同研

この問題にも取り組み始め、

究で、栽培種と祖先種。匂圏

指摘されています。私は最近

ラインガルテン岩座神、さら

（２００２）年に竣工したク

に岩座神ソバ、ソバ殼枕、葉

には高い光合成能力や収量を

昌昏侭目との戻し交雑後代

とする棚田ボランティア、今

ワサビの醤油漬け、梅干、一

示す系統があることを発表し

村一品運動の今後の動向にも

興味を引かれます。また、五

〈6＞

たとえば研究設備への考え方

や投資の仕方の違いです。
「隣のラボにあれば、自分の
ラボに新しいものを用意する

必要はない」という考え方で
す。蒸留水がほしければ隣の
ラボにもらいにいき、遠心器
が使いたければ別の階まで走
ります。正直なところ着任当

「何とかなるもんなんだ」と

初は戸惑いましたが、今は
を登り、六甲登山口というバス

ん登っていきます。でも、登山

をしているわけではありませ

停を通り越してもまだ、どんど

関を通して多くの発想や考え

ん。ただ、研究室に向かってい

国際学会を通して海外の研

方を学ぶ。発展途上の私にと

でも入ったのかと間違われるほ

るだけです。夏なら、お風呂に

ど、汗びっしょりになって研究

っては、すばらしい経験を積

のだと感じています。在校生

ポカして気持ちいい、なんて思
えたらいいのですが、なかなか

室に入ります。冬なら体がポカ

そこまで健脚にはなれません。

た学生生活を送れるようがん
す。最後に、サンディエゴで

ばってもらえればと思いま

す。

そんなところに研究室はありま

昨年２００１年に、研究室

の学会参加のために六篠会か

心から感謝します。

ら学術助成金を頂けたことを

も、さらに見聞を広げ充実し

みかさねることができている

究者と出会い、海外の研究機

感じてきています。

一

平成14年12月20日発行

報
篠
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節は大変お世話になりました。

一室

一 ハ

四昌冨馬含量の増加とより密

の活性化酵素である宛号誘８

詞号房８含量の増加より、そ

光合成能力は炭酸固定酵素の

てきました。また、この高い

究室と協力しつつ、仕事の一

た。現在もボスドク時代の研

する部分を担当していまし

子をクローニングしてテスト

合成や脂肪酸修飾に関る遺伝

に、私自身は主に貯蔵脂質の

究員として１年間滞在しこの

在、彼はカナダに長期在外研

木武志が採用されました。現

本土壌学研究室を卒業した鈴

ました。助手は公募によって

転出に伴い、助手から昇格し

教授鈴木創三氏の農工大への

は藤嶽暢英、平成皿年に前助

汚染等の環境問題解決が求め

棄物硝酸態窒素による地下水

オマス廃棄物の増大、畜産廃

中のＣＯ２濃度の増大、バイ

集積があります。一方、大気

の低下や窒素等の過剰養分の

現象の一つに土壌有機物含量

はありません。農耕地の劣化

国際研究交流を行っていま

学、タイ国コンヶン大学等と

ニア州立大学、フィリピン大

ます。また、米国ペンシルバ

同研究や受託研究を行ってい

省研究機関、民間企業等と共

て、他大学、農水省・旧農水

では、研究を進めるに当たっ

バランス良く行い他の大学の

え、教育・研究・社会貢献を

２年後の独立法人化を迎

しました。

普の巨目室①湊嵐旦目①‐を講演

三目侭①ョ①具旨］砦自営Ｑｇ巴

会の国際シンポジウムで，ｇ』

に推薦され、韓国土壌肥料学

っては鈍名を越えるため、研

研究室員が増加し、時期によ

様変わりしました。何よりも

ます。

在して研究、研修を行ってい

が毎年、数週間から数ヶ月滞

させるために、従来の方針を

す。例えば、相手を十分納得

はもちろんのこと、仮にうま

す。しかし、うまく行く場合

す。この３年間にネパール、

室作りにスタッフ一同、学性

土壌学研究室に負けない研究

じにさせてくれます。これは、

いは励起状態にあるという感

究室が常に動的な状況、ある

において、新しい研究方針や

ります。また、これらの過程

ウハウを獲得することにもな

り、相手に対する説得力のノ

検証する機会を得ることにな

いて得るものは多々ありま

られています。

中国からの学生が卒業し、フ

諸君ともども頑張っていこう

「説明」や「プロセス」にお

加月には帰国します。

これらの問題を視野に入れ

ィリピン、バングラディッシ

このような次第で、研究室

究対象は、最近の枝豆利用で
教育状況

ながら、本研究室では基礎研

具体的な研究テーマを発見す

の環境や雰囲気も一昔前とは

く行かない場合であっても、

接な関係にあることを明らか
部を継続しています。

め、ガス交換法による炭酸同
人気の出た「丹波黒大豆」で
本研究室における学生の在

学生を始めとする研究室員諸

神戸大学へ移ってからの研

にしました。現在、高光合成

化効率の解析ならびにこの活
す。ダイズを始めとするマメ

君の持つ若いエネルギーに基

能の機構を明らかにするた

性化酵素についての型質転換

と思っています。六篠会同窓

博士課程の柳由貴子はこ

Ａ型腐植酸を含む堆肥の創出

する研究（発酵熱を利用した

堆肥および土壌改良資材に関

ておらず、同じものが違う名

京）内定と中部飼料（知多市）

希望者２人Ｓ－プ本部（東

植に関する研究（低地湿原・

構造の解明等）、４、水質腐

ｚ三両スペクトルによる化学

本研究室では、今後とも学

会（２００２年米国ボストン）

授他は第加回國際腐植物質学

造学研究室として発足して以

本研究室は兵庫農科大学醸

士修了生の方が学部卒業生よ

し、本研究室においても、修

て本研究室に入る学生数が非

大学を卒業した後、修士とし

研究成果として、藤嶽助教

て、現在の微生物機能化学研

常に増加するとともに、外国

今後の大学では大学の使命

部卒業生、汚名の大学院修士

よるタイ・チュラロンコン大

の拠点大学招聰研究員制度に

う生産活動を通じて学生を始

大学の研究室は、研究とい

ギーを実りあるものに導かな

ですから、様々な背景を持つ

めとする研究室員を育てる場

研究室員の参加は、それぞれ

ければいけないと常々、肝に

また、研究室員がそれぞれ

の構成員の成長過程において

環境では、若い研究室員の持

異なる国籍、宗教、出身校、

としての研究室は、積極的な

へと導き、できるだけ統一性

つ高エネルギーを正しく果実

ります。このような研究室の

見方をすれば多様性を持つこ

を保ちながら多様性を示す研

多大な影響を与えることにな

とになりますが、別の見方か

バックグラントを持ちあわせ

らは統一性を欠くことになり

であると念じています。

究室を追求するのが最善の道

追記畑本研究室卒業・修了生

ます。これまででしたら、デ

鍋を囲んで談笑していれば、

あるいは日本語であっても過

今は、慣れない外国語を操り、

（与作会）を開催しています。

いて、卒業生・修了生の集い

の瀧川記念学術交流会館にお

旬～６月上旬の土曜日に学内

本研究室では毎年、５月下

へのご連絡

ら、相手が納得するまで説明

続いています。遠方の方には

ご承知のように、この行事は

毎年はご連絡していませんが、

することが必須になっていま

室員の持つ従来のやり方を尊

開催日は前記のような期間に

たって１年も欠けることなく

重しながら、しかし、最終的

固定していますので、この時

第１回開催以来、半世紀にわ

には本研究室の方法論に従っ

す。また、研究の進め方にお

てもらうためのプロセスも必

したらぜひご参加くださる様、

期に来神する機会がございま

このような「説明」や「プ

要になります。

いても、新たに参加した研究

去の経緯や背景を加えなが

通じあえていました。しかし

あまり言葉はなくとも全てが

カンショ節を高吟し、ぼたん

ているため、それらの集合体

銘じています。

され、高い準位にあるエネル

る幸運に恵まれることもあり

生皆様の一層のご支援を賜れ

の９月で学位を取得し、ポス

等）、３、腐植物質に関する

成加（１９９８）年に渡米し、

前で出たり、「丹波黒大豆」

内定）と博士課程進学希望者

湖沼・池に流入する負荷有機

づくもので、我々研究室のス

ュからの留学生が在学してい

ドクとして東京工業大学へ旅

研究（土壌中の腐植酸の

平成咽（２００１）年までケ
として出回っていても違って

１人、４回生“就職希望者２

物の特性等）、５、土壌中の

教授青木健次

微生物機能化学研究室

ば幸いです。

ます。大塚は２００１年から
韓国農村振興省の名誉研究員

で大量増殖することを目的と

今はまず優良個体を組織培養

立ちます。Ｍ２と４回生の就

ンタッキー大学植物脂質代謝
いたりする可能性があるとい

人（ＪＡ六甲内定、公務員）、

究（アレロパシー物質の土壌

低分子有機化合物に関する研

ます。

究から応用研究を行っていま

って、次のような研究課題を

して４年生の学生諸君ととも
職・進学状況は、Ｍ２“就職

研究室でポスドクとして在籍
うことで、いろいろな系統を

っています。

修士課程進学希望者３人とな

タッフは、このような活性化

す。特に土壌有機物に的を絞

会人１人外国人２人を含む）、

設定しています。１、黒ボク

で、大学院博士課程４人（社

すが、特に黒大豆に関しては、

大学院修士課程７人（Ｍ１岬

土に関する研究（六甲山に分

籍状況は、平成ｕ年４月現在

を進めているところです。光
組織培養に関する公式の報告
４人、Ｍ２“３人）、４回生

布する黒ポク土の特性および

が難しいことで知られていま

合成研究では早朝の測定が要
がありません。日本ではまだ
５人（男３人、女２人）とい

その火山灰の由来等）、２、

科植物は組織培養や形質転換

求されますが、労をいとわず
まだ遺伝子組み換え作物に対
う分布になっています。

ける変異の有無に関する調査

研究に取り組む学生諸君の姿
する抵抗が大きいことから、

に奮闘中です。また、黒大豆

していました。そこではアメ

にしようという試みも行って

集めてＤＮＡ鑑定できるよう

畠中は本学大学院博士課程
を修了後、ポスドクとして奈
は系統分類がまだはっきりし

す。

しておりました。その後、平

良先端技術大学院大学に在籍

リカで油料作物として広く栽

中における動態に関する研究

培されているダイズの品種改

研究状況

部の教育・研究の理念である

（彦言己望、君君君．画邑⑰詩○ず①‐

います。

究していました。特に、私た

世界的規模での食料ならびに

巨．胃・言『ず⑦里の自ミ旨号×・宮ヨー）

り多い年度も見られるように

良を行うことを目的として研
ちのグループがたずさわって

環境問題の解決をめざして、

来、同発酵生産学研究室、神

「ヘテロな時代の研究室の運営」

いたのはダイズ油の産業利用

広く有志を募りプロジェクト

に参加し、，冨○胃昌閏弓①侭耳

なりました。また、国内の他

との共同研究、受託研究等）

です。現在、すでにダイズ油

をご覧いただけると良くおわ

戸大学発酵生産学研究室を経
出色日旨ＰＱ房ご○侭蝕己の

究室に至っています。この間、

からの留学生も増加していま

活動状況については本研究室

は加工されて塗料や接着剤の

を組織して研究を進めて行き

目切司号昌さロ旦冨の号営呉且
の一部をご紹介したいと思い

普胃具望の雨戸でポスター金

麦林楢太郎先生、西羅寛先生、

す。さらに、日本学術振興会

のホームペ－ジ

原料になっているのですが、

かりになると思いますが、そ

ます。

賞を獲得しました（写真）・

現在に至るまで３１９名の学

新家龍先生のご指導を受け、

土壌が今日おかれている背

社会貢献・國際交流
す。すなわち、２０５０年に

として教育・研究のほかに基

修了生、喝名の同博士修了生

景や社会環境は以下の通りで
は地球の人口はｌＯＯ億にも

礎研究の成果を産官学連携に

学やチェンマイ大学からの研

ご案内いたします。（連絡先“

達し、食料の確保が課題にな

を送り出しています。

０７８８０３１５８９２

よって社会に還元するいわゆ

ロセス」がうまく運ばない場
ってきます。しかし、現在の

合は、研究室はバラバラにな

に就いております。前職は農

程に入学する学生数が増加

究員及びジャイカプログラム

水省農業環境研究所（つくば

る社会貢献が求められていま

近年の傾向として、修士課

土壌学研究室のスタッフか

す。このことから、本研究室

微生物機能化学研究室）

土環境の劣化状況は、国内・

り統一性を欠くことになりま

外において楽観できる状況に

土壌学

■生物環境制御学科

の代替資源にする計画の下

たいと考えております。

等）、６、その他（民間企業

■生物機能化学科

勢を頼もしく思っておりま

体の作出や他の野生イネにお

大塚（中)、鈴木（右）土壌学実験室にて」

による研修員の合計４～５名

市）から参りました。助教授

教授大塚紘雄

その効率をもっと高めて石油

土壌学研究室の詳細な研究

｢写真：金賞ポスターと土壌モノリス､藤嶽(左）

らご紹介します。教授は大塚
紘雄、平成８年４月から現職

〈7＞
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■食料生産環境工学科
統合し、長期と短期の
ルで扱える分布貯留型

流出現象を一つのモデ

屋睦京都大学名誉教授の学士

者との共同研究を継続

ブリストル大学の研究

水環境学研究室
モデルの開発が行われ

食料生産環境工学科は２つ
なっている。また、海外研究

院賞授賞対象研究の一部にも

教授畑武志
の大講座からなる。農村地域

ル川の水源河川である

している。また、ナイ
青ナイル川水資源の有

の洪水解析について、

など国土と地球上の生産環境
タス川の水資源管理に関する

としてインドネシアのブラン

た・英国エイボン川等

と生活環境にかかわる地域環
研究等も行っている。

境科学講座には４教育研究分
野があるが、その一つとして

利用、洪水調節の基礎をなす

心課題は、水資源の保全、水

現在、水環境学研究室の中

物質の流出量をとらえること

進めている。自然流域からの

夫助手が中心になって研究を

ある水質に関しては、多田明

大学水管理灌慨研究所、スー

慨用水管理について、ゲジラ

め利害関係者の参加による灌

灌慨方法に関して、農民はじ

燥地域での食料生産のための

にとって学会活動がより身近

ム等を開催したが、学生諸氏

攻生の協力を得てシンポジウ

当してきた。この間種々、専

研究室におき、教官３名で担

水環境研究部会の事務局を本

効利用問題を扱い、乾

水文学的視点から河川流域の
は、水環境を保全する上でも
ダン農業研究所、灌慨水資源

なものになり、研究上の刺激

水環境の中心課題の一つで

水の動態について研究を進め
基礎的要件であり、現地での

を得る機会にもなったのでは

活動している。

ている。それをベースに農村

している。平成Ｍ年にカナダ

省との研究交流を通して推進

ないかと思われる。卒業生諸

かにしてきた。開発農地の物

先輩との同窓会活動（地域環

観測により、その動態を明ら
で開かれた第略回国際灌慨排

境科学講座関係の卒業生と現

おけるさまざまな課題の解決
質収支や、ため池の水質保全

では、これらの研究結果につ

水会議総会で行った総括報告

地域を始めとする実際社会に
にも関わっており、河川及び
な現地観測及び室内実験を続

旧教官の同窓会として「水土

上の効果等について、精力的

いても触れ、モントリオール

水路、ため池等の水利施設の
けているが、現地水質研究の

計画・管理問題、水域の空間
的利用と環境改善、個別河川

代議員総会で六篠会の運営
を審議

ＫＯＢＥ六篠会

場、さまざまな仕事にたずさ

藤井俊宏（神Ｃｕ回）

ＫＯＢＥ六篠会は、兵庫農

代議員総会を５月閉日（土）

の基金は確実な方法により管

進を目的に基金を積立て、そ

の健全な運営と学術振興の促

この規定の内容は、六篠会

れました。現在会は、会員１

員として、昭和弱年に結成さ

し、神戸市に勤務する者を会

学及び神戸大学農学部を卒業

名誉会員である歴代学部長を

では、農学部長、六篠会会長、

の発行であり、総会・懇親会

会・懇親会の開催および名簿

会の活動は、年１回の総

わっています。

に、兵庫県民会館で開催した。

２０名（現職会員銘名、ＯＢ

のご出席をいただき、大学の

はじめ定年退官された先生方

科大学、兵庫県立農業短期大

北浦義久会長（兵Ａ６回）の

理を行い、学術振興事業、Ｉ

会員犯名、名誉会員５名）を

用することとしている。

代表理事中村直彦（神Ｚ１回）
六篠会の円滑な運営と開か

挨拶のあと、酒井修氏（兵Ａ

Ｔ化等の活動事業、同窓会館

れた同窓会活動をめざして、

９回）を議長に選出し、議事

数えています。

引続き、従前から設置して

業計画及び予算について審議

報告。また、平成皿年度の事

事業報告、決算報告及び監査

は、予算上のことであるため

もの。また、処分に当たって

の歯止めを掛けておくという

いということではなく、一定

ち、基金の使途は何にでもよ

来るといったものである。即

限り基金を処分することが出

設局（土木、下水道、道路な

振興事務に関わる仕事）、建

局（農・水産・畜産業の農政

生に関わる仕事）、産業振興

区役所保健部（食品・環境衛

全に関わる仕事）、保健所や

環境局（産業廃棄物や環境保

く、小学校や中学校（教員）、

会員の勤務先は非常に幅広

います。

で会員一丸となり取り組んで

けて、それぞれの職場・立場

なまち「こうべ」の実現に向

求められるなか、安全で安心

昨今の厳しい行財政運営が

ます。

を深める良い機会となってい

出話に花を咲かせたりと親睦

近況を伺ったり、当時の思い

り）

倉惇一郎氏（兵Ｃ賂回）が、

最後に、会報担当役員の吉

の負担、学友会事業の負担に

等の財産取得、一般会計事業

いる「学術振興基金」を「神

総会又は代議員総会において

六甲山牧場・・・などなど多岐に

どの土木関係）、農業公園や

まず初めに、平成過年度の

の審議に入った。

戸大学農学部六篠会基金」と

が必要である。

審議を行い、承認を得ること

化する同規定を設置

兵庫県庁の人事異動により業

した。（詳細は、後述のとお

理、処分の内容と方法を明確
した。この基金は、

わたっており、いろいろな現

名称の変更を行い、これの管

もともと同窓会館の

渋谷一鄭52年・神C8回生活文化観光局消費生活課生活情報センタ

一室

る）を通した絆と支えを得な

員数も５００名近くなってい

り組むべき課題をまとめた。

がら、在学生が大きく育って

会」の活動を行っており、会

るため、現場での連続観測に

また、発展途上国等の農地洪

いくことが強く期待される。

宣言の作成では参加型灌慨計

適したフローインジェクショ

キンググループのメンバーと

水被害を防ぐため、国際ワー

画・管理の重要性等、今後取

は、河川流量の変動特性を把
ン測定法等の開発・改良に取

最大の課題である連続観測と

握することが重要な課題にな
り組んでいる。平成Ｍ年度農

観測精度向上の課題を解決す

っている。数理的モデルを用

なり、毎年のように各国から

利水及び治水上の問題で

いた流量予測法は計画、管理

業土木学会大会では、初めて

の利水問題等を扱っている。

の両面で基礎になるが、研究

集まって災害予防マニュアル

一》

づくりなどを行ってきた。た

森川功－55年・神C11回覇現局事業系ごみ対策課

の試みとして企画セッション

務の継続が難しくなったた

藤井俊宏58年・神C14回保健福祉局健康部生活衛生課

が持たれたが、同氏は今後の

め、相野

高谷信之52年・神A8河産業振興局西農政事務所

心になって、予測法の確立を

建設を目的に積立て

公孝氏

菅原通直48年・神C4回灘区保健部衛生課

室では田中丸冶哉助教授が中

を始めたもので、基

中尾博行46年･神A2向産業振興局農水産課

め池、水路の水辺環境の整備

金の果実は、学術振

（神Ｐ岨

環境局地球環境課

水質研究の課題を整理すべく

鐘

松宮道生60年･神A16回建設局公園砂防部計画課

目指している。即ち、このよ

撫灘

鈴木毒也59年･神P15回産業振興局西農政事務所

は、多くの水環境整備計画案

回）を後

岡

等、農村の環境改善について

してきた。しかし、

副会長

一つのセッションをコーディ

、

興の活動援助に利用

任に選出
以上、

した。

近年、六篠会の一般

事業の充実に伴う資

全ての議
案は、承

事業活動や学術振興

下、また、今日にお

金不足と金利の低

認された。

中村直彦45年・神Zl ［『'1

ネートし、関連研究者・技術

水文・水資源分野では、先

報

いて六篠会独自の同
とは必要がないとの

窓会館を所有するこ

考えから、当面は実

産業振興局農政計画課

谷口正夫43年・兵Z16回産業振興局西農政事務所

副会長

いてはパラメータの決定が重

の検討に参加しているが、現

述のように流域での水の動態

背景にいくつかの学会活動や

橋本宏之51年・神Z7回東灘区保健部衛生課

総
情に合わせた形で運

淳治45年・神T1回神戸市都市整備公社

副会長

うな予測及び管理モデルにお

在、河川整備計画で淀川水系
や円山川の河川整備計画で参

高精度現地連続観測装置が完

加型の計画づくりを研究者や

者から多くの関心を集めた。

の解決に役立て得るものと期

成した場合、多くの研究課題

ため、遺伝的アルゴリズム等
有力な手法の開発・改良を米

関係者多数とともに進めてい

要であり、モデルの最適化の

国ワシントン大学の研究者と

待されている。

界的に見てもかなりハイレベ

り、モデル最適化の水準は世

を表現できるモデルが重要な

社会活動があるが、農業土木

の共同研究も含め、進めてお

ルである。同氏は流出予測に

役割を果たすが、筆者を中心

の２年間、会員２，３００名

学会関係では平成皿年春まで
の京都支部の事務局や水文．

水環境学の教育研究活動を

関する研究で、平成９年度農

た。従来相互葛藤のあった二

にその開発に取り組んでき

プ（》○

業土木学会賞の研究奨励賞を

つの代表的モデル化の流れを

受賞しており、その研究成果
の一部は共同研究者である角

建設局公園砂防部施設課

千代栄司46年･神A21口l

所属(勤務先）

卒年・ I司生

<8>

り

霞
鍵

斎薩允己42年・兵A15回淡河中学校

監事

9年・神A28回産業振興局農政計画課

開出朝葉

5年・神C241画1

司

為国

3年・神A22回産業振興局西農政事務所

|聞野光世

45年・神Z1回垂水区保健部衛生課

木股昌行

幹事

司43年・兵Z16回環境局環境審査室

氏

函尾

名

役職名

会長
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六

研究室ﾒﾝｰ写真(平成13年'0月神大卒業ｱﾙﾑ委員会撮影）

県六篠会
松本幹夫（神Ａ３回）

支部の
支部長

「六篠会」の使命、役割が遂

この様に関東地区に於ける

況について
泉孔庸（兵Ｃ８回）

業大学教授（兵皿）で「地球
環境の変動と植物（仮題）」
のタイトルで講演していただ

到

きます。当日は他学部ＯＢも
参加されますので多数の会員

支

海支部

会長正井博之（兵Ｃ２回）

更に、支部の弔慰内規と支

″〃水島広善（“産機）

に関する提案があり、全員の

部役員会開催時の交通費精算

適用されることとなった。

承認を得、Ｍ年９月別Ⅱより

の司会で懇親会が始まった。

席をかえ、小松氏（卿年卒）

計監査報告が長谷川氏（偲年

最後に上田氏（認年卒）よ

総会閉会後、別室の和室に

六篠会東海支部の総会が１年

り本年度東海支部役員の提案が

卒）により行われた。

なお、詳細については神戸

宿ホールで和やかに行われた。

振りに９月迦日に半田市の雁

昨年９月翠日に設立された

大学のホームページあるいは

各位の参加をお願いします。

事務局の上山副支部長（ＴＥ

宮崎敏弘（神３）

川口真二（神肥）

輪が出来、懐かしい思い出話

波多野氏（詔年卒）の乾杯発

階の一室で総会が始まった。

会長正井博之（鯛食化）
副会長上田洋（弼食化）

監事河波朗（神必）

住友化学）に確認して下さい。

り正井（朗年卒）の歓迎挨拶

前川氏（郡年卒）の司会によ

る程で、予定時間が大巾にお

華が咲き、時のたつのも忘れ

声のあと、各所でなごやかな

荒井良昌（神妬）

会員各位の交流や親睦の場

副会長谷ｕ正明（謁生化）

くれる程盛り上ったが、福井

認され、次の通り決定した。

村橋一彦（神賂）

として関東支部を更に発展、

があり、続いて、兵庫県会議

新任

氏（銘年卒）の一本〆で夕刻

あり、出席者全員から拍手で承

細見重勝（神加）

充実して行きたいと考えてお

いただいた、六篠会北浦会長

員の多忙な公務の中を御出席

監事長谷川信弘（“農製）

会計西浦隆司（訂農製）

定刻の１時鈍分、ホール２

総会後の懇親会には、神戸

りますのでなお一層のご支

からのご挨拶を頂戴し、併せ

５６８７１３９２ｌ

並びに奥谷、吉良両名誉教授

大学農学部の内藤教授（兵里

ます。

援、ご協力をお願い申し上げ

農学部の現況及び今後の展望

内藤教授からは、神戸大学

のもしく拝聴した。次いで宮

発展していく母校の現状をた

を詳しく伺い、どんどん変化、

て六篠会、農学部の最新情報

″〃神田豊（“植栄）

″〃正源寺正義（鏥食化）

幹事前川文男（詑農製）

多くの同窓生が集まり、共に

開催されることになり、更に

語り、親睦の輪が一層拡がる

来年度の総会は、三重県で

やっとお開きになった。

等について、奥谷、吉良両名

崎県日向市から駆けつけて下

″〃岡田庄治（弱圃機）

会長久下

平（兵Ｃ１回

員相互の現状、今後の活動方針

総会終了後懇親会に入り、会

することが承認された。

等を話し合い、親交を深め、再

時より瀧川記念学術会館（神

平成皿年７月沁日（金）略

！

に於いて、本年度延喜会の総

戸大学文理農キャンパス内）

会を開催した・総会に先立ち、

科の村上撒帥より、「微生物

神戸大学農学部生物機能化学

のサバイバル戦略、外来遺伝

子を利用した生存力の強化」

という演題で講演を聞いた。

その後総会に入り、議長から

会則を説明した後、質疑応答

ったところ、満場異議なく原

を求め、その可否を議場に諮

案通り可決された。尚、総会

において会長に久下平、副会

長に新藤充宏、岡本英輔、花

本秀生の各氏がそれぞれ就任

ことを願っている。

喝年度会計報告を、同年の会

畢巨一室

さった西浦氏（師年卒）から

（会計監査）

や現況につ い て 、いずれも含

誉教授からは数々の想い出話

″〃小松功孝（鞭醸造）
″〃向坂仁一（鴨土木）

や、夫々の近況、活躍ぶりに

にも出席を賜りました。

Ｌ０３

田中易（神哩）

六篠会関東支部が発足して幹事水田勲（兵塑
今年で５年Ｈを迎えておりま

されました。

この共刷研究に
程度確立され、関東の地にお

す。支部としての基盤がある
いて会員相互の交流の場を定

に活躍しています。

期的に設ける事が出来る様に

も、同窓生が大い
本会の活動は年

また、神戸大学の各学部の

１回の総会兼懇親
ですが、会員同士
ＯＢで組織された「神戸大学

なりました。

は、仕事の中で同
も参画し、「神戸大学木曜会」

東京連絡会」の設立、運営に

会と名簿発行が主

連携と緊張感の下、

のメンバーとして講演会や懇

窓生としての良き
困難な仕事にも前

今年は、如月配
行出来ます事は、偏に会員各

ます。

親会を定期的に主催しており

日に総会を開催し

います。

ました。眞山農学
位並びに本部のご支援、ご協

可

蓄のある「名
講義」を聞か
き、会員各位

せていただ
の懐かしい顔
て篠山あるい

ぶれにも接し
は神戸の地に

房一一
W

唇

ロⅧ旧知ｇ

濫

向きに取り組んで

部長、北浦同窓会

力の賜物と感謝しておりま
去る７月週日に本年度の支

す。

長をお迎えし、農
学部の近況や大学
時代の昔話など、

部総会を神戸大学東京ＫＵＣ
部役員を次のとおり選出しま

賑やかな会となりました。

平成必年度役員

した。

タイムスリッ

プした和やか
なひとときを

た。

過ごしまし
また、関東
支部は来るｎ
に「神戸大学

月調日（木）
木曜会」で講
演会と懇親会
を神戸大学東
京ＫＵＣ（凌
霜クラブ）で
主催する事に
なっておりま
す。講師は湯

＝＝

一 一

<9>

近

和

浅浩史東京農

1

東

延

一室

「県六篠会」は兵庫県に勤

会長置塩康之（兵Ｍ回）

副支部長岸谷靖雄（兵加）

支部長和泉孔庸（兵８）

（凌霜クラブ）で開催して支

篠会会員により、昭和弱年に

副会長板井丈夫（兵略回）

務する（又は、勤務した）六
結成され、現在、会員２０９

副会長塩飽是雄（神１回）

（兼）神戸大学東

上山維介（神３）

八尾明良（神ｌ）

多田泊二（兵Ｂ）

本田勉（兵哩）

長岡俊明（兵、）

山本隆司（兵加）

Ｂ会員娼名）を数え、その勤

副会長吉川年彦（兵妬回）

名（内現職会員１６１名、Ｏ
務先は、農林水産部のほか、
事務局

企画管理部、県民生活部、産
業労働部、県土整備部等と多

担当松本幹夫（神３回）

兵庫県農林水産部農業経営課

６

電話０７８１３６２１９１９

さて、県では、環境に優し

岐にわたっています。

い農業技術を開発するため、

京連絡会六篠会代
谷口廣昭（神４）

表

一

塾

＝

神戸大学農学部、県、企業の
間で、化学合成農薬を使用し
ない病害防除方法の共同研究

鮫島常樹（神６）

（兼）神戸大学東

東野純明（神喝）

京連絡会六篠会代
表

、

{宙
東
早瀬基（神岨）

’
〃

を行い、その結果、平成過年
６月に共同開発された微生物
が、トマト青枯病に対する日

資材のシュードモナス製剤
本ではじめての生物農薬とし
マト根腐萎凋病にも登録拡大

夕

一
一
戸‘

‐一
一
－口一一

て登録され、本年２月にはト

|’

報
篠
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一室

学友会だより
欣一（兵Ａ

ＫＵＣだより
ＫＵＣ担当理事能宗康夫
（兵Ｃ２回）

５．再開記念フェア

神戸市における「人と自然
との共生」の推進

代表理事中村直彦（神Ｚ１回）

理の延長線上に、

神戸大学クラブとは、神戸
また、同クラブの同好会と

とにより計画の実現を図るこ

加と農薬残留問

輸入農産物の増

とや、自分たちの住んでいる

効に対応できていなかったこ

施されているが、必ずしも有

分たちで考える必要があった

題等様々な食を

があるといって

ことである。即ち、この現行

町の町づくり、町おこしを自

も過言ではない。

法令に条例を適切に組み合わ

いる。その内容は、農地保全

農地法の改正の検討に入って

取り巻く諸問題

神戸市では、

り、環境保全と地域の活性化

せて隙間を埋めることによ

途に供する区域

この食と農の再

営農環境を積 基本的に自然 生活環境を保 地域の活性化や土地
樋的に保全一 環境を保全す 全・育成する の有効利用の観点か
形成する区域 る区域
区域
ら､やむを得ず他の用

生のために、集

考え方

戸市はその計画を認定するこ

とである。さらに、第三の特

徴としては、地域住民が計画

に沿って取組む事業に対し、

神戸市は援助を行うことが出

る。

来ることにしている点であ

条例を制定するに至った経

平成皿年年ｎ月岨日～坊日

緯については、土地利用の規

成され、神戸大学関係者相互

制が、農振法、農地法、都市

大学の卒業生及び教職員で構

いるＢＳＥの問

の交流と親睦を図るために鋤

一一

題、産地の偽装

今話題となって

一一

計画法、森林法等によって実

して、ゴルフ・囲碁・旅行・

今後とも、時々刻々の講演

一一．｜

》一一
一一一

髄哩

はじめに
平成ｎ年に「食料・農業・

事件、さらには

園芸・釣りなどがあります。

最初は、神戸新聞会館（三

経営学部卒）を選任したことを

本勝也氏（凌霜会、昭和詑年

農地、農地開 山林、ため池 農家住宅の集団 沿道サービス､公共
発地(ぶどう団 等
区域､分家住宅 施設や資材置き場
地､牧草地）
等の誘導区域
等を誘導する区域

限に発揮させ、

落の機能を最大

いえる。

進めることが本条例の役割と

への誘導を自発的・自立的に

じた土地利用ができるように

め、市町村が地域の特性に応

や秩序ある開発を進めるた

模索しては実行に移していく

課題を探り、将来のあり方を

農政は国の主導で農地の転用

て丁度鋤年を迎える。戦後の

本年は、農地法が制定され

のである。

は適用を除外するといったも

法や農振法の規制を緩和、又

条例を制定したときは、農地

地域住民自らが地域の問題や

里づくりを進めている。

などに歯止めをかけるととも
定供給に加えて、国土や自然

神戸市では、全国に先駆け

耕作放棄地や遊休地が増えて

きた反動として全国で多くの

に、コメの生産調整を行って

く区域は、市街化調整区域か

との共生ゾーン条例」に基づ

現在、神戸市の「人と自然

共生ゾーン条例の設置
は、能宗康夫、石皆暢一、中

て、平成８年に「人と自然と

●

について話され、懇談会では、、 神戸学術事業会設立に関して

環境の保全、水源のかん養、

の共生ゾーン条例」を制定す

きている。そのため、国では、

ら「緑の聖域」として指定さ

た。

良好な景観の形成、文化の伝

●

承等による多面的機能の発揮
神戸大学クラブでのこの１

｛神戸大学クラブ事務局一
●

た農村地域１７，７７６畑で

れた緑地（六甲山等）を除い
●

メラに収まったりと、楽しい恥

沿った形での法の運用を図る

法内容の補完と地域の実情に

のとおり、農業保全区域、環

ある。その共生ゾーンを表ｌ

るとともに、農業・農村地域

ため、本市の条例と里づくり

を「人と自然との共生ゾーン」

また、平成皿年には「食と

と位置付け、秩序ある土地利

が求められている。

農の再生プラン」が発表され、

を一つのモデルとし、農振法、

７８（３３４）１３２３
［入会・お問合わ堂

る里づくりを行い、農業の振

用や農業の活性化を中心とす

なら、農村側での掛け声は実

しかし、過去の経緯を見る

域住民）が協同であらゆる課

を設置し、神戸市と市民（地

住民において里づくり協議会

地域振興を盛込んだ里づくり

二の特徴は、土地利用調整や

内で行う土地利用行為は、着

ｒ具体的には、これらの区域

麺ある。

訓的にコントロールするもので

霊協定によって土地利用を計画

祠り、住民参加、或るいは住民

天戸市が指定することにしてお

すに、農村景観保全形成地域の
誰指定制度を設けて、それを神

る

ば特定用途区域といった４つの
そ農村用途区域に分けるととも

境保全区域、集落居住区域と

の安全と安心の確保、都市と

農業の構造改革の加速化、食

興と快適で魅力ある農村地域

尋ねください。

本館牡丹園３階、電話”０
り実施しました。
●

１．感謝フェア

平成喝年ｎ月岨日～詑日

農村の共生・交流の３つの柱

を形成することにしている。

２．新春講演会

［会員の特典一

を掲げ、その実現を目指して
②神戸おくさま新聞の「結婚

行が伴わず、また都市と農村

ていることである。また、第

題に取組むシステムを構築し

平成皿年１月皿日

理が割引されます。

①本館牡丹園等指定店の料

相談室」が特別料金で利用で

の考えを擦り合わせる機会も

条例の第一の特徴は、地域

「国政が直面する課題」講師”

議員、昭和弱年経営学部卒）

きます。

少なく、むしろ多数の人口を

いる。

高市早苗（奈良県選出衆議院
３．ＫＵＣ講演と親睦会

その他、講演会や各種行事へ

占め、経済と生活を優先する
都市の論理で片付けられるき

計画を地域住民が策定し、神

牌生山

事務局又はＫＵＣ委員までお

ひ と と き を 過 ご し ま し た 。 ” 年間の主な行事は、次のとお

直接懇談されたり、一緒に力”

います。

業の役割において、食料の安

農村基本法」が制定され、農

区域

村直彦の各氏に世話を願って

なお、六篠会のＫＵＣ委員

お知らせいたします。

一一ロ

年前に作られたクラブです。

うことにしています。そのた

事会で、六篠会

めにも、積極的に参加して色

会や興味ある楽しい催しを行

しておりましたが、震災で会

内に産声をあげ、順調に推移

宮駅南側、現ダイエーの場所）

の２名から、西
んなアイデアを提供していた

の会場・事務局の変更に伴う

館が倒壊したために、ハーバ
ラザ灯階に移転して活動を続

再開を機に、友人、ご家族な

久・王子善渭の
が承認された。
けてきました。しかし、ここ

どとご一緒にどしどしご利用

だけたら幸いです。このたび

（平成坊年６月釦

も店じまいとなったため、こ

ーランドにあるオーガスタプ

日までの任期３

また、発足当初からクラブの

いただきたく思います。

運営にご尽力いただいた初代委

（元町駅南へ１分）と足場の

良い所で再開する運びとなり

と、神戸大学の目指す方向性》 ら に 今 年 に 至 っ て は 、 （ 株 ）

ために辞任され、後任として山

員長の福田晋三氏が病気養生の

現在、各学部の同窓会から

ました。

３名ずつ選出された運営委員

●

ｏ

学 長 か ら は 、 独 立 行 政 法 人 叩 ”名により、大学及び同窓会

交流会館で開催。恥

”日、神戸大学瀧川記念学術副

平成叫年７月

囲む懇談会

◆野上学長を

年）・

の加月より「本館牡丹園」

３名と１名増員

川欣一・北浦義

選出幹事が従来

肥日の学友会幹

平成皿年７月

◆学友会幹事の増員

下さい。

おられるので、それをご参照

一

化 へ 向 け た 国 立 大 学 の 現 状 函 の発展、会員の交流事業、さ

面積

1

学長が各テーブルを回られ、“ 運 営 ・ 協 議 を 行 っ て き ま し

●

194銘

219節

8,368割’

8.995麓

農村用途区域

表1

学友会担当理事西

学友会この１年

学友会は神戸大学各学部同
窓会を一本化した全学同窓会
で、神戸大学の公的行事につ

◆学友会事業報告（抜粋）

いて協議する会である。

平成喝年
周年記念事業打ち合せ会

７月型日神戸大学創立百
９月吃日コウベ・ユー・
ドットコム委員会

農業保全区域｜環境保全区域｜集落居住区域特定用途区域

区分

川
●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

H

蛇月訂日学友会幹事会
平成哩年
ドットコム委員会

１月岨日コウベ・ユー・

３月７日学友会幹事会
００周年記念行事開催

l副o beUniverSity

５月皿日神戸大学創立１

７月鳩日学友会幹事会
７月”日野上学長を囲む

「国立大学の法人化と神戸大

ります。

のお誘い等いろんな特典があ

４．「ハワイアンとフラダン

らいがあった。その都市の論

平成皿年６月幻日

学学長）

学」講師“野上智行（神戸大

スの夕べ」平成皿年９月５日

一一一二

- -△_ー－－ －－
「

懇談会

右の報告中、神戸大学百周
善清理事が、コーベ・ユー・

年記念行事については、王子
ドヅトコムについては高橋宣
光氏が、別にくわしく書いて

集落ぐるみで保全する棚田

回

Club

酪剛

1
神戸大学クラブ
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野上学長（右から3人目）を囲んで

砂
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《室

手の鋤日前ま
でにその内容
を市長に届け
出ることを義

に、適合しない行為にあって

する土地利用を進めるととも
って構成している。これら計

活動事業等）、土地利用によ

業（拠点施設整備、貸し農園、

Ｑ》

稚降』《

一からの

お知らせ
大学と六篠会を核にネット

里山の保全管理を行う農業者

ワーク化を推進

窓会員の交流を目指してい

の活用や名簿の発行により同

発行、ｅｌｍａｉｌ、ＦＡＸ

六篠会においても、会報の

でなく卒業生、同窓生の全面

くためには、ひとり大学だけ

用する大学として発展してい

人になる神戸大学が世界に通

意できなかったことが低迷の

りも魅力あるコンテンッが用

きなかったためですが、何よ

（各３千名）の取り込みがで

っていこうという動きがあ

ームページ（三ｓ望、。○ョ①．

を目指して、六篠会独自のホ

学長ら同席の学友会幹事会で

提案、了承されました。これ

大学首脳ら８名による百房‐

課題として試行錯誤を続けて

ンテンッとは何か」を最重要

現在、「神戸大学らしいコ

コンテンツ

決め手は魅力ある

Ｆ８日協議会（議長・難波昭

おりますが、当面、夏休み明

に備えて、学生が自主的に構

けの、月から始まる就職戦線

の実行部隊として、教官・卒

業生のボランティア約鋤名に

冒亨国四二（ジョブナビ）」を

築した就職サポート活動

全面的に支援し、全同窓会の

長・北村新三現剛学長）が、

学関連情報の発信を開始しま

ＯＢ名簿検索システムにより

す。また、各界の人脈ネヅト

企業との橋渡しを行ないま

ためには、インターネットそ

も含め、大学の知の資産と人

か、ＥＣ（電子取引）サイト

ン事業など産学連携事業のほ

ッチングやインキュベーショ

をフルに活用したビジネスマ

のない大学や学友会に代わっ

の他の事業を運営し、法人格

百ヶ？Ｆ８日構想を推進する

業会

株式会社神戸学術事

した。

ホームページの立ち上げや大

よる表号？Ｆ８日委員会（委員

学友会副会長）が発足し、そ

を受けて、同年暮に学友会・

す。

主たる要因となっておりま

神戸大学は、創立百年の歴
る。すでに神戸大学、兵庫県、

百房‐Ｆ８日奇弄吊自己を立

の提案を募集し、それをまと

ら、２００１年夏、野上智行

的な支援が不可欠との認識か

る。さらに、同窓会活動の活
性化のため、企業・職種内で
作る「職域支部」や同一地域
で構成する「地域支部」とい
った六篠会の支部の結成をも
進めている。

また、このたび六篠会の情

史を刻んだ証として、今年５

神戸市との間で「地域連絡推

ち上げた。このホームページ

代表理事中村直彦（神Ｚ１回）

月皿Ⅱに「神戸大学創立百周

進協議会」が設立されるほか、

からは、六篠会の目的、会員、

報発信の充実と双方向の交流

年記念式典」を繰り広げた。

学内では具体的な地域貢献策

この百年は、技術の飛躍的
進歩と戦争といった激動の時

会の発足から現在までの思い

メッセージと行事予定、事業

で多い歩みの紹介など、多様

役員、代議員、事務局からの

即ち、大学と同窓会（同窓

な情報を発信するとともに、

めて国の地域貢献促進事業に

生）と地域社会との連携によ

学友会（全学の同窓会組織）

代であった。その後年は、高

まれた時代を躯歌してきたが、

って、閉塞した社会の直面す

報告、事業計画のほか、六篠

ここにきて、日本経済・企業

る課題を克服するための構図

申請している。

は、国際化の波にあおられ、

度経済成長が続き、豊かで恵

混迷の低成長時代の中で、経

や他の学部の同窓会へ、さら
に大学のホームページヘとリ

することは、考え方を換えれ

この厳しい日本社会に直面

教官蝿万人を対象として交流

を立ち上げ、卒業生、学生、

が株式会社「神戸学術事業会」

創立百周年を機に、同窓会

り、同窓生の交流の絆を深め

活動強化と農学部の発展を図

働と参画によって、六篠会の

今後は、多くの同窓生の協

である神戸大学学友会（会

の全学部の、同窓会の連合体

ぎず中Ｐ８日とは、神戸大学

で、全学部の卒業生・教官・

との主旨により一株５万円

戸大学人から広く、浅く募る」

新会社の設立資金は、「全神

お願い申し上げます。

ご支援いただきますよう切に

てわが母校神戸大学を強力に

加いただき、この事業を通じ

ても、ぜひ天号？Ｐ８ョにご参

様々な事業展開をめざしてま

ば、千歳一隅の好機であると

を活性化するためにネットワ

ていきたいと考えている。

長）が立ち上げた会員制のイ

長・新野幸次郎元神戸大学

関連法人から’千万円の出資

脈ネットワークを活川した

もいえる。英知を絞ることで、

会員各位におかれては、六

ンターネットサービスのこと

に発足しました。

を得て、２００２年４月ｌⅡ

て契約主体となる新たな法人

必ずこの課題を克服すること

ーク化を進めることにしたの

篠会の支部結成に努力してい

です。このネットによって、

が必要となり、神戸学術事業

が出来るものであると確信し

る。同窓会がこのようなネッ

も連携強化の方法の一つであ

ただくとともに、皆さん方か

総勢喝万人といわれる神戸大

会を構築していかなければな

違いないし、そのような同窓

窓会ということになるのはⅢ

の場所となるのが、まさに同

やベンチャー事業の支援をは

資産を活用した産学連携事業

し、優れた人脈と大学の知の

の人脈ネットワークを構築

学の卒業生・在学生・教職員

の計画目標を大きく下回るき

りましたが、加入件数は当初

員の獲得活動を展開してまい

連携して、インターネット会

半年間、ぎす？Ｐ８日委員会と

神戸学術事業会では、この

した。

らない。

し、その成果を大学とコミュ

じめとする様々な事業を展開

の背景

ている。そのため、情報を共

らの意見・提案や近況報告を

一方、現在の社会構造への

びしい状況となっておりま
対応と国立大学の独立行政法

これは、会社設立が予定よ

す。

り遅れたことなどにより、想

ニティーに還元していこうと

定していた新卒業生や新入生

人化をひかえ、大学の知的財

ぎず中屋８日の構想は、平成

いうものです。

略年度に国立大学から大学法

産を地元経済の活性化や地域
し、大学の社会への貢献を図

自治体で抱える問題に活用

六篠会の皆様におかれまし

いります。

有し議論を深めていく中で、

ト事業の会社を設立したのは

本部までお寄せください。

会が株式会社として誕生しま

経営戦略や問題解決能力とい

ある。

国立大学では初めてのことで

いる。

を作りあげていくことにして

一発足半年の神戸学術事業会一
代表取締役社長高橋宣光

った知恵と知識を引き出し、

への対応を必要としている。

済の構造改革など急速な変化

-u. comがめざす

否冨とＤＣョ誕生とそ

ユー ・ ドットコム

それを活かす必要がある。そ

ンクされるようにした。
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（昭和40年法学部卒)

務付けている。

この場合、条
例の「農村用
途区域ごとに
定める土地利
用基準」（誘導

は、中止等の勧告や命令を行
画の策定に当たっては、里づ

すべき土地利
用、里づくり
協議会の承認
や里づくり計
画への位置付
けのある土地
利用）に適合

い、さらには氏名等の公表を
くり協議会である地域住民が
農協、土地改良区が応援し、

主体となり行政、県普及所、

行うことにしている。

里づくりの推進一
ている。また、アドバイザー

を派遣する支援策をもとって

あらゆる角度から検討を加え

が、そのうち１５０集落が里
いる。このアドバイザーには

一方、市内農村地域には全

づくり協議会を設立し
神戸大学を始め京都大学など

体で１６４の集落が存在する

（例％）、“集落で里づくり計

り、神戸大学からは畑武志先

大学の先生方にお願いしてお
生、保田茂先生、津川兵衛先

この里づくり計画の内容は、
営農振興（集落営農、水稲栽

っている。

生、星野敏先生にお世話にな

画を策定している（調％）・

培、転作、担い手、施設整備

さらに、この里づくり計阿

等）、環境整備（農道整備、
景観形成等）、地域活性化事

の実現に向けて、地域住民が、

龍地域の特色を活かし誇りを持
豆って取組む振興策を「ふる里
ヱー誇事業」として、神戸市は
榧積極的に支援を行っている。
一池その代表的な例としては、淡

索河城肚の櫓の建設を始め、特
の産品としてのそばの栽培と商
雪品化、パンダの食用に使った
癌竹を活用した提灯の製品化、

鉢掘割水路を活かした景観形
農る。

中

擦成、花摘み園の設置などであ

〈11 〉
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《三

任状Ⅳ名で開催されました。

代議員総会が参加者詔名、委

平成Ｍ年５月弱日（土）に

顧問卵田中平義（兵Ｃｌ）

顧問》東順三（兵Ｃｌ）

監事》外山真理（神Ｃ８）

監事型中田昌伸（兵Ｃ蛆）

中村直彦（神Ｚｌ）

術講演７件に対して、援助を

御・生物機能化学科主催の学

て、応用動物・生物環境制

学部の学術講演会援助とし

（渡航先”アメリカ）に、農

久保一兵（兵Ｃ２）

松浦良彦（兵Ａｌ）

同時に学術振興を促進するた

総会で承認されました。また、

を維持していくことが代議員

も、例年同様、一般事業活動

酒井修（兵Ａ９）
ころであります。

現在活動を開始しいていると

した・これら決定事項に従い、

以下の方々がご逝去なされ

三宅

三浦

田場

節男（兵Ａ２回）

謙二（兵ＣＭ回）

直子（神Ａ９回）

典治（旧教官）

加藤征四郎（応用動物遺伝学）

（生物機能分子化学）
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いたします。

そして農学部の発展を祈念

益々のご健勝とご活躍を、

ておりますが、皆様方の

新たに年を迎えようとし

おります。

のないご意見をお待ちして

点がございましたら、忌悼

また、いろいろお気づきの

ａｉｌでお送りください。

局へＦＡＸあるいはｅｌｍ

文などの原稿を同窓会事務

エッセイ、コラム記事、雑

で、農学関連分野に限らず、

をＭりたいと思いますの

来年度以降も紙面の充実

な移転を完了しました。

したが、本年７月に最終的

す。昨年もご紹介いたしま

科総合棟１号館と２号館で

動した大学院自然科学研究

部から幾つかの研究室が移

なお、表紙の写真は、農学

えできておれば幸いです。

学部と同窓生の活躍をお伝

つ生まれ変わりつつある農

を充実させました。少しず

生から記事を頂戴して内容

では、各界でご活躍の同窓

タートし、「同窓生は今」

（のつもりです）としてス

たに研究室紹介をシリーズ

が、学長から原稿を賜り掲

分に達成できませんでした

昨年来の懸案でありまし

た。

た内容と構成の刷新は、充
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支出の部（円）

品贈呈、卒業証書筒及び手提
袋贈呈、卒業祝賀会援助、慶
弔関連、功績者・功労者の表

その中で、役員変更の申し出

顧問函西川欣一（兵Ａｌ）

報告

があり、会則に基づき審議し

行いました。

平成旧年度
彰などを行いました。また、

た結果、理事（会報）吉倉惇

顧問》新家龍（兵Ｃ５）

の海外渡航援助として、４名

学術振興事業関連では、会員

一郎氏に代わって、新理事
六篠会代議員

藤中勤（兵Ｚ４）
めに神戸大学農学部六篠会基

平成皿年度の活動について

（会報）として相野公孝氏が

役員

中澤啓一（兵Ａ７）
金規定を新たに策定いたしま

選出されました。任期は、平

会長い北浦義久（兵Ａ６）
小田垣博三（兵Ａ９）

津田安啓（兵Ｃ８）

櫻井誠次郎（兵Ｚ的）

成Ｍ年までです。

副会長”能宗康夫（兵Ｃ２）

副会長辛久下平（兵Ｃｌ）
副会長韓杉本金五（兵Ｚ５）

坂井永利（兵Ａ岨）

理事（代表理事）”

松井功（兵Ｔ賂）

り申し上げます。（敬称略）

ました。謹んでご冥福をお祈

慶弔記録

塩田悠賀理（兵ＰⅣ）

天野孝司（神Ｚ７）

津国

陽博（旧教官）

門岡織江（神ＰⅣ）

石田

退官された教官

鈴木武志（神Ｃ羽）

相薗泰生

丸橋康弘（神Ｐ認）

宇野雄一（博後Ｈ８）

阿部永子（神Ｚ型）

谷河賞彦（神Ｐ虹）

向井信之（神Ｔ肥）

矢代学（神Ｐ加）
東哲司（神ＡⅣ）

武正興（神Ｃ３）

得丸哲士（神Ｚ２）

池田吉一（兵Ａ喝）

永吉照人（兵Ａ喝）

副会長》西尾司（兵Ｚ肥）
中村直彦（神Ｚｌ）

松本幹夫（神Ａ３）

理事（副代表理事）“

水野雅史（神Ｃ巧）

理事（庶務）恥

原山洋（神Ｚ略）

理事（会計）哩
理事（会報）”
相野公孝（神Ｐ吃）
理事（会報／名簿）卵

芦田均（神Ｃ皿）
岡野光世（神Ａ配）

理事（会報）恥

理事（名簿）”
松本幹夫（神Ａ３）
理事（名簿）》

団野源一
（生物機能分子化学）

竹中慎治（神Ｃ型）

ＯＯＯ２
０００６
００００
０４０６

２１

rikusou@ans｡kobe-u.ac｡jp

など御待ちしております。なお、御連絡の

〈12＞

備考

決算額(円）

予算額(円） ’

項目

事務アルバイト代郵送料等

０００００００００００００００６
０００
０
０
０
０
００ｇ
００■
００
０
０
０
ＢＯ
ＯＯ
６Ｏ
ＧＯ
ＵＦ
日Ｏ
ＢＯ
ＵＯ
■
０ＯＯ
Ｏ■
ＯＯＢ
ＯＯ６Ｏ
５００５５００００００３０９１４
５０７２３５８７３１３２１５１１

－３５

’３

一口

一 許 副

計歪

ホームベージ
http://home･kobe-u・com/rikLEDu/

え頂くようお願い申し上げます。

保留金

の変更、また本会に対する御要望、御意見

-60．711

雑収入

誕癌

での受付も行っております。住所や連絡先

35．637.B57

一一一=苔計

振込料金

OフB-BB1-2752
e-mail

てFAXで受付けております。また、e－maiI

35,698,568

利恵

29，289

O
O
60．71 1

|

35，608，568
0

4名x＠100，000

海外学術活動援助費

備考

増減(－:減）

決算額(円）

35．608，56B
O
90.OOO

項目

1 ,577.256

7件x＠20‘OOO

学術活動援助費
一般会計への繰入
予備費
支出計

FAX

会員の皆様からの本会への御連絡を主とし

備考

増減(－:減）

増減(一:減）

際には、所属学科と卒業年次を併せてお伝

菅原通直（神Ｃ４）

田中学（神Ｔ”）

００１
００
７
０１
■
５■２

収入
支出
支出の部（円）

予算額(円）

前年度からの繰越金
一般会計からの繰入

O
O
－2,OOO･OOO
O

般会計への繰入
予備費

-2,512.601

六篠会記念樹植栽

’
平成14年度六篠会学術振興事業予算案

35，637‘857円
2,541 ,890円
33，095，967円

差引残高
収入の部（円）

海外学術活動援助費
学術活動援助費

六篠会平成13年度学術振興基金決算報告書一
90.OOO
90.OOO

神戸大100周年事業分担金
役員活動費
神戸大学学友会

，127．儒恩？

…

0

12，13年度実績より

慶弔費

B､720．062

0

会議費
交際費
褒章費

中田昌伸（機能制御化学）

旅費

合計

2‘OOO円x700冊購入
郵送料等

名簿買い取り費
総会経費
学術振興基金への繰出
般事務費

一般事務費
会議費

理事（学友会）”

平成過年度の一般事業とし

名簿買い取り費

阪上昭宏（鶴３）

敏（地域環境科学）

武鑑(旧軸纈)鑑への農出’

西川欣一（兵Ａ１）
理事（学友会）恥

仁（食料環境経済学）

着任された教官一
草苅

洋（生物制御学）

大野

薫（生物制御学）

代議員総会経費

14年度案(円）

13年度予算(円）

項目

て名簿発行、会費納入促進、

会報発行、各支部活動・学友

濱西

星野

会・ＫＵＣ援助、農学部およ
び農場活動援助、六甲祭援助、

前藤

清春（生物環境学）

加伽マラソン援助、自然科学

各種活動援助費

33．185．9671
35,69B,5SB|
|
合計

王子善清（兵Ｃ胆）
理事（ＫＵＣ）“
能宗康夫（兵Ｃ２）
理事（ＫＵＣ）釦

系図書館援助、退官教官記念

学生図書購入費
卒業記念祝賀

2,512,601
0
0

祝賀会援助.卒業式用袋

12．
13年度実績より

－2．138.BOS
般事業費

備考

13年度予算(円） 14年度案(円） －増減(－:減）

支部助成マラソン大会援助

各種活動援助費
学牛図書隅入費
卒業記念祝賀
13年度総会未清算分含む

-127,6821

6，5B1．2561
a720．，621

’ 一壹蕊苔許一

33．095，967

支出の部（円）
会報発行費

庶
務

石賀暢一（神Ｃｌ）
理事（ＫＵＣ）函

収入の部（円）

備考

増減(一:減）
決算額(円) 1

｜ 予算額(円）

項目

O

14年度案(円）
｜

13年度予算(円）’

1 ，704．938
1 ，577，256

項目

図書購入中止

30，000円x161名

増減(一減）
大詰(騨雛勵基勤ら婚）
前年度からの繰越金

8．720，062
O

ガーデンｾｯﾄ,シパザクラ購入

農学部･震場援助費
一般事業費
会報発行費
卒業式用袋作成

利息(17‘318円),寄附他
雑収入

8,592,380I
8,720,0621
I
合計

名簿購入費用として
O

学術振興基金からの繰入
前年度からの繰越金

備考

備考
増減(一:減）
決算額(円）

予算額(円） ’

項目
－2，138.BOB

入会金

6，5B1，256
8．720．062
一

35，608，568

旧学爾損興墓鋤､らの舞瑳
旧学罰
般会計からの繰入
般
雑収入

収入の部（円）
増減(一:減）

14年度案(円）’

」13年度予算(円）

項目
’

活動費改正

旅費
慶弔費
交際費
褒章費
役員活動費
神戸大学学友会
予備費
声蛸合計
次年度への繰越金

予備費
｜

備考

170，OOO
42，31B

支出の部（円）

1 ，577，256円

収入
支出
残高
収入の部（円）

六篠会平成13年度一般会計決算報告書
六篠会平成14年度一般会計予算
’

平成14年12月20日発行

報
篠
六

