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一

うえに、秋にかけて台風が

今年の頁は猛暑が続いた

帯になりました。本部活動

６５００名を超える大所

部の卒業生をあわせますと

農科大学から神戸大学農学

害を受けるとともに、山林

今後、支部が結成されてい

育っていないのが現状です。

な活動が出来る組織として

学

工学科の５学科及び５専攻が

物機能化学科、食料生産環境

際貢献に関するささやかな計

すが、此処では社会貢献と国

帯農業実習コースを開設する

学術交流拠点を形成して、熱

『

六篠会会員の皆様にはま

農学部長眞山滋志

すますご清祥のこととお慶び

さて、本年度の六篠会報

課程（修上課程）には２６５

（内女子２９４名）、博士前期

部の学部学生は、６９５名

フをはじめ松阪牛、近江牛な

知とは思いますが、神戸ビー

フ」の産出であります。ご承

神戸大学農学部産「神戸ビー

ています。

などで交流を深めたいと考え

校とは英語による授業の開設

フィリピン大学ロスバニオス

機会を設ける予定です。また、

関係を密接にしていただき、

の発行に寄せて、ご挨拶考々

どの遺伝子源は本県但馬地方

この他、就職力、外部資金

政や産業界さらに地域との

神戸大学と農学部の近況をお

名（内女子ｌＯｌ箔）、同後

の良質の黒毛利種牛でありま

なりますが、これには同窓会

獲得力などが問われることに

催する六篠会の総会を予定

年５Ｈには、４年に一度開

最後になりましたが、来

向けた努力が求められる中、

研究機関としての使命達成に

これからは、各国公私立大

が鋤名あります。

的に農学部産「神戸ビーフ」

に新たに牛舎を増設し、恒常

「食資源教育研究センター」

が重要であると思っておりま

学部ファミリーカ」なるもの

らの支持体の形成力即ち「農

官民機関並びに市民の皆様か

をはじめ在学生の父兄会、産

ついて現地で具体的に学べる

活用されればと期待してい

知らせいたします。各位には

鈎名）の学生が学んでいます。

期課程にはｌＯＯ名（内女子

す。このブランド品を神大農

の交流を図っていくよう心

などして学生が熱帯動植物に

に思っています。これから
我々卒業生だけでなく、多

るところです。そして、

すでにご承知のように本学は

留学生は総勢倒名（博士瓠名、

学部産とする企画実行に当た

我々同窓牛としても、大

学及び学部のブランドカがま

ブランドカ形成の一つは、

は、多くの会員の皆さんに

本年４月から法人化され国立

修士”名、学部３名）です。

積極的に参加し、他学部と

画事例を紹介致します。

もどんどん参加していただ

くの阿民の皆さんにも理解

大学法人神戸大学となりまし

学部の入学定員１５０名に加

申し上げます。

き、他学部のＭ窓生の皆さ

た。我が国の国立大学制度が

現場に役立つ技術として、

んとの交流を深めて頂けた

して、これからも着実な歩

され、愛される神戸大学と

歴史的変革を遂げた訳です

り、加西巾にある附属農場

大学で研究された成果が、

らと願っています。

みを続けてほしいものと念

えて３年生からの編入学定員

学をどのように支えていく

教職員一同農学部の発展を期

す。とくに、学生諸君への就

しております。詳しい日程

職支援室を設ける予定ですが

のか、これからの大きな課

もご利用いただけるようにな

のネットワークのご支援をい

このサービスには同窓会各位

の生産を計ることになりまし

ればと期待しています。食資

た。何時日か同窓生の皆様に

あるブランドカの高い学府を

源生物の生産だけが目標では

すます問われることになりま

構築するか、極めて重要な時

す。神大農学部が如何に魅力
ご支援を賜りますようお願い

期にあると思っております。

して微力ながらも努力してお

会員の皆さんのご健勝と

さて、神戸大学は、昨年如

います。法人化後半年を経た

ただければ大変有り難いと思

学部を擁する北大に次いで２

学部数は国立大学法人では吃

学、農学、海事科学）となり、

学、経営学、理学、医学、工

化学、発達科学、法学、経済

ので、ｕ学部（文学、国際文

況についての検証評価を定期

構による目標・計町の実行状

活動が求められ、大学評価機

る資金力向上を図る具体的な

際貢献力、及びこれらを支え

究力、就職力、社会貢献・国

学と学術交流協定を結んでお

す。農学部は多くの外国の大

も整えたいと思っておりま

的視野に富む素養を育む環境

一方、農学部における国際

らせしました学舎改修につき

次第です。最後に、昨年お知

重要になると再認識している

となりました。農学部の大学

大に次いで３番目に多い大学

す。また、国からの運営費交

的に受けることになっていま

の隣国４力同における中国農

りますが、とくに北東アジア

だきます。皆様には今後とも

添えて近況報告とさせていた

向け努力中であることを申し

ましては、今一層その実現に

変わらぬご支援を賜りますよ

国立ソウル大学、ベトナムノ

業大学（旧北京農業大学）、

うお願い申し上げます。

りますので財政事情はかなり

ンラム大学（旧サイゴン市の

付金が毎年微減する状況であ

厳しい状況であり、平成Ｍ年

院は理学部、工学部、海事科
究科として組織され、生命科

フィリピン大学ロスバニオス

ホーチミン農林大学）、国立

校とは定期的に相互交流を図

度から教職員の専門職能力の

ベトナムのノンラム大学には

ることにしています。とくに

学、食料科学並びに環境科学

のブランドカ形成に向けた努

向上を図るための研修会など

力を重ねたいと思っておりま

を開催しています。今後個々
には応用動物学科、植物資源

います。農学部とその大学院

学科、生物環境制御学科、生

の分野の主要な構成を担って

学部と共に大学院自然科学研

ランドカ形成にとって極めて

数は２，５９０名で東大、京

番目となり、学部の入学定員

申し上げます。

ありませんが、美味しいもの

今、改めて現在及び過去の農

りますので、各位の変わらぬ

方とも意見を交わし、六篠

ご多幸、そして一層のご活

月に神戸商船大学が海事科学

学部に集う教職員にはこれら

を育種して食卓に届けること

学部に集った人々のファミリ

が決まれば連絡しますので、

会としても、支援の輪を広

曜をご祈念申し上げ、ご挨

に対する備えに怠りがないよ

る分野であり、ブランドカの

は農学部が川う極めて魅力あ

是非ご参加下さい。

げて行きたいと考えており

拶とします。

部となって統合いたしました

うに、先に定めた中期Ｈ標中

ーカが農学部と神戸大学のブ

題でもあります。眞山農学

ます。

また、人学の方でも、行

期計画に沿って、教育力、研

一つと考えています。

部長を始め、農学部の先生

変わりつつあります。

学の法人化に伴って大きく

母校、神戸大学も国立大

が、従来にも増して高等教育

方々の参加が少なく、残念

それぞれあります。現在農学

後

化後の農学部近況報告
人

願しています。

がけていますが、会員の

六篠会会長北浦義久

一

一

一
戸

一一

“一

３’

ハ篠会活動を振り返って

勉

本土に的個も上陸、加えて
のほか、関東支部（東京木

で独自の活動を展開してい

の崩壊、ため池の決壊、さ

ない地域や職域において、

一睡

ill

も
了す

自然の脅威と災害に対する

新潟県中越地方での地震の
曜会）、東海支部、ＫＯＢＥ

ところで、六篠会も兵庫

発生と、異常な状況が続き、
六篠会（神戸市職員）、兵庫

ど、それぞれの地域や職域

県六篠会（兵庫県職員）な

を及ぼしました。

とりわけ台風羽号は、大
爪痕を残しました。農業の

らに、農地の流出や埋没な

組織化を進めて頂くよう本

しかし、まだまだ全国的

ただいております。

この度の災害を振り返っ

また、六篠会では神戸大

部としても支援をして参り

学同窓会の全学的な組織、

て、過疎化や高齢化が進む
め池、農地の管理がおろそ

学友会やＫＵＣ活動にも、

たいと考えております。

かになり、被害を大きくし

農山村において、山林やた

ど各地で被害を被りました。

始め、多くの農畜産物が被

面でも、収穫前のレタスを

動

学所在の兵庫県にも大きな

振

私たちの生活に大きな影響

お慶び申し上げます。

六篠会員の皆さんお元気

■

第です。

5

備えの重要性を痛感した次

’
で、それぞれ各分野におい

一一

一

畷

て、ご活躍のことと心から

~~訓
た側面も窺えます。改めて
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「足元の文化を伝える」

神戸新聞社

論

クな図鑑で、ポケットに入る

デュースしました。木の葉の

です。これも、私が総合プロ

近な樹木図鑑「兵庫別の木」

らって平成Ｍ年に発行した身

と環境問題への高い識兇に圧

の生態系への深い知識の蓄積

ぶりの共同作業は、服部教授

に答えてくれます。４半世紀

チョウやハチの種類まで即座

出かけると草や木の名前から

せていました。一緒に調査に

間、月に１，２度は顔を合わ

同通信や時事通信の支社長会

今、私のⅡ常の仕事は、共

りました。

員に加わってくれるようにな

局職員などがそのつど編集委

の県や地方の教育委員会事務

館副館長と広がり、該当地域

務めた石山靖男神戸市立博物

が並んでいます。１冊目と比

〃を発揮した牧野富太郎など

六甲山固有の栖物の発見にも

ムを造ったＷ・Ｋバルトン、

戸ウォーターの布引貯水池ダ

始者の１人小曽根喜一郎や神

パートⅡには、阪神電鉄の創

竜馬などを取り上げました。

リーズ」など足一兀の文化の検

ンに、これからも「ゆかりシ

究姿勢を精神的なバックボー

望月明先生や小野一先生の研

ら真理を導き出そうとする故

ての講義や実験の継続の中か

す。農学部での微気象につい

地域の畑でも微妙に違いま

「エンプラ（米海軍航空母艦エ

部でのクラスが同じでした。

ンターの合川正典さんに州き

担当した神戸新聞総合出版セ

は、「兵庫帥の木」で出版を

「ゆかりの別人」シリーズ

必要です。独断に陥ることが

た方を次回に、ということも

ンスを加味して判断し、獺れ

その中のひとつ、支社長有志

期的な会合出席などですが、

０００万部を超えます）の定

過社の大手地方紙で作る春秋

北海道新聞や西Ⅱ本新聞など

です。

べても遜色のない人材ばかり

と思っています。

証と発信作業にまい進したい

実物大の写真を使ったユニー

にも良く使われているヒット

サイズです。口然学校の教材

ンタープライズ）帰れ」のシ

続き、取りまとめと顔写真な

ラジオ・パーソナリティ

と神戸新聞社でつくる郷土振

県、神戸市、神戸商工会議所

このシリーズは、私が兵庫

が、私はいろいろあって１年

です。服部教授はまじめです

っています。加年安保の時代

ラカードを持っている姿が残

募し、その結果をベースにす

ら紙面で語り継ぎたい人を公

掲載するかは、新聞社ですか

タイルを踏襲しました。誰を

ズや１項目１ページの基本ス

仕切りをお願いし、本のサイ

少し庶民的な方がよい」と多

たり、監修者の発言が「もう

では行き過ぎ」と通らなかっ

企山者の私の意見も「そこま

ーは、基本的にみんな同格。

なりません。この編集メンバ

ないシステムを作らなければ

男性サラリーマンに的を絞っ

必要か、妬歳から弘歳までの

離れを食い止めるために何が

輔という訓歳の編集者は活字

招いた時のことです。藤井大

る週刊誌「Ｒ路」の編集者を

クルートが首都圏でだしてい

の勉強会「夕刊研究会」にリ

接でのこと。

活動は、順調だった。重役面

た。最終面接まで進んだ就職

酒造会社がターゲットになっ

生産学だった。当然のように、

谷五郎（いちぉう芸名です）（神Ｃ７回）

興調査会の事務局長時代に企

留年。私が‘５年生“の時に、

数決であっさり否定されてし

たＲ閉（Ｒは映画などのＲ指

会（発行部数を足せば軽く１

をはじめ、中日・東京新聞、

潤（神Ｐ３回）

ュプレヒコールで三宮センタ

どの版権処理など制作全般の

倒される日々でした。

て、いまの青年にも気概を持

ー街をデモした当時の写真に

作です。服部教授とは、教養

って進めというエールを送っ

は服部教授と私がひとつのプ

土壌や水利、日当り、Ⅲじ

たつもりです。

画しました。神戸は、昭和賜

たまたま電車で会った服部教

れば難しい話ではありませ

まうことがあるほどです。

打撃を受けながら、そのつど、

この１世紀に３度も壊滅的な

Ⅳ日の阪神・淡路大地震と、

大空襲、そして平成７年１月

年の阪神大水害、昭和加年の

っています。この事務所では、

今の服部教授の仕事につなが

所に引っ張って行ったのが、

授をアルバイト先の造園事務

てうまい山崎整編集委員をメ

良一編集局長が、文章が早く

企画に共鳴してくれた藤井

は平成蝿年１月、神戸市内で

冊目の「神戸ゆかりの別人」

こうして作ったシリーズ１

開陳してくれました。

した理由やアンケート結果を

定のＲを意味します）を創刊

いただいた参考資料のタイト

かすかに思い出した、先生に

トン！アセった…。そうだ！

ベストセラーになりました。

妬歳から弘歳といえば団塊

’９７６年３月。僕はブル

だのは服部教授でした。電話

った時、真っ先に頭に浮かん

どをやらなければならなくな

ても反社会的な組織の代表を

しました。いくら有名であっ

ってもらい編集委員会を組織

員会関係者にもメンバーに入

も観光行政の担当者や教育委

説・編集担当の常務取締役を

説委員長の仲一兀孝迪さんや論

も崎山さんをリーダーに元論

代わりました。監修メンバー

の代表会長も稲垣嗣夫社長に

勤務になり、郷士振興調査会

私は、昨年の３月から東京

だったころ塾頭を務めた坂本

海舟やその操練所がまだ私塾

では海軍操練所をつくった勝

最初の「神戸ゆかりの別人」

を強くした勉強会でした。

ンセプトと似ているのにも意

かりシリーズ」の本作りのコ

僕の専攻は農芸化学、発酵

失敗は忘れた時にやってくる

そもの失敗は、就職活動での

とんでもないミスだった…。

た。

えっ？大麦じゃない、お米の

「ああ、あなたですか。え

とか正宗に訂正に行った。

翌日、西宮の、ぽう、なん

「訂正に行くべきや！」

みかけていた。

結論が出た時は、空がしら

って結果を待つか」

がええやろか。それともだま

「正直に訂正に行ったほう

その夜、音楽仲間に相談し

木酒やねん。しもたあ！」

「大麦？なんで大麦からＨ

のは。

のバスの中だった、気づいた

自信たっぷりだった。帰り

ています」

麦によるｎ本酒の研究をやっ

「思い出しました。僕は大

ルを。

無防備だった。フォーゴッ

ーマは、何ですか？」

「谷さんの、卒業実験のテ

不死鳥のようによみがえって

神戸須磨アルプスの高倉山の

ーンライターに、写真は写真
部デスクにと実務スタッフを

ジュニア世代です。朝はぎり

ん。

来ました。とはいうものの、

なしました。マメ科のエニシ

緑化計画案づくりを２人でこ

人生ちゅうのは、わからんも

れるべき歴史遺産、資料の多

ぎりまで寝ている。格好を気

ーグラス同好会（僕が青春の

「阪神ゆかりの別人」とほぼ

すべてをかけた神戸大学の音

以後、「播磨ゆかりの別人」

にして、通勤の電車の内でヌ

える兵庫の地域学を立ち上げ

半年に１冊のベースで出版を

ードグラビアなどがでてくる

指名、地域学の草分けとも言
た元論説委員長で兵庫県教育

続けて今回が４冊目です。

島にいた。同級生はとっくに

楽サークル）の春合宿で淡路

だけで、あとの樹木は周辺の

山から風や烏が運ぶ種子の発

委員長だった崎山昌廣さん

なりに知識意欲はあるが、そ

ような週刊誌はお断り。それ

ダとイネ科のススキを植える

景まとめておくのが、地元紙

芽を待つという「４００年構

但馬、丹波、播磨、淡路、

くを失ったのも事実です。後

の使命ではないか、そのよう

摂津と兵庫県は江戸時代の５

就職を決め、卒業していた。

が、「古希をこき使いよって」

れを手身近に満足さえてくれ

と笑いながら監修を引き受け

私は、卒業と同時に神戸新

つの国を集めて誕生しまし

想」がその骨子です。

本の原型はすでにありまし

てくれました。

僕は、卒業はしたけれど…い

聞社に入社、事件記者や国会

るものがなく剛っている。

た。ひょうご人と自然の博物

た。ゆかりシリーズでは、摂

や、してしまって、就職は決

もちろん郷土振興調査会の

まっていなかった。密かに

担当などが長く、服部教授と

「Ｒ郡」は活字文化の玄関ｕ

，音楽で食っていく‐と思っ

館の服部保教授に監修しても

で３冊１５０人、阪神、播磨

津を神戸と阪神に分け、神戸

話は面白く、よく分析し、

のではないことも分かってい

てもいたが、そんなに甘いも

代表会長を務める社長の山根

で各２冊ｌＯＯ人、あとの地

と同時に、「兵庫釦の木」「ゆ

対応を考えていると感心する

は年賀状を交わすだけの関係

さんのお役に立つ」とＧＯサ

予定しています。

で協力を依頼し、委員会を立

入れるわけにはいきません。

別人の選定には、社外から

域は各１冊で計加冊の刊行を

秀夫現会長からも「県民の皆
郷土振興調査会で、ひょう
ご虹世紀記念事業のシンボル

ち上げ、その座長を務めても

公募で同じ票数なら地域バラ

事業の植樹会の企画・運営な

らいました。それからシンボ

なんで、こうなるの？そも

ル事業の終わるまでの３年

た。

インをもらっていました。

になっていました。

作りを州った。

な思いに駆られていました。

世に伝えたい人物や建物、風

んやねえ

尊い人命だけでなく、伝えら

■

東京支社長古川

どには目もくれず、小さな商

ート。その青年が、大商社な

商卒といえば、当時は大エリ

の前書きの冒頭部分です。高

戸ゆかりの別人パートⅡ」

別人」シリーズの４冊目「神

ィなガイドブック「ゆかりの

っている歴史と観光のハンデ

これは、神戸新聞社がつく

時代の話です。

三。明治柵年代、出光、神戸

だ」と。青年の名は、出光佐

すのではなく差し上げるの

たお金を差し出します。「貸

資金に独立を」と別荘を売っ

姿に打たれた友人が「これを

易商に入ります。懸命に働く

油を扱う神戸市内の小さな貿

卒業後、青年は小麦粉と機械

の流れ」を早く覚えようと、

処理から帳簿付けまで「商売

取りから配達、仕入れ、伝票

の進路を決定付けます。注文

こもった講義が、１人の青年

商（現神戸大）で聴いた熱の

るのが使命」Ｉ。旧制神戸高

ために商品の円滑な供給を側

の両方に直結して、消費者の

どではなく、生産者と消費者

「真の商人とは、株成金な

…戸

店に入るという決断を通し
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《室

がきが届いていた。そして、

く他社をお探し下さい“のは

３日後だった。‐一刻も早

ら、な、な～んと、農協職員

ったそして、翌年の４月か

しいけど）、の訂歳の年末だ

のは、子供３人、妻１人（悔

みに悩み抜いて転職を決めた

けどね。その世界は深くて、

刺激をしないといけないんだ

る。いや、我々しゃくり手が

間の想像力を刺激してくれ

耳からだけの情報だけど、人

の面白さに惹かれるようにな

輩方の指導を受けて研究生活

はじめ兵庫農科大学最後の先

属してからは宮本雄一教授を

門課程に上がって研究室に分

実際に触れる機会が増えたこ

取り組んだ研究課題や農業の

いかと思います。これには、

葉大学に赴任してからではな

意識するようになったのは千

場を見据えた研究の重要性を

いたところがありました。現

活用方法を見出し得るものと

ことによって、より効果的な

や生態的特性を明らかにする

しかし、用いる微生物の機能

至っていないのが現状です。

にまだ実用的に普及するには

た防除効果が得られないため

などを詳細に調査することに

施用後の微生物の動向や機能

は、用いる有機物の種類や量、

す効果のメカニズムについて

の植物生育や病害抑制に及ぼ

ることになりました。有機物

点にして有機栽培試験を始め

ところです。

学生たちと共に頑張っている

後の発展を楽しみにしながら

理技術に応用できればと、今

ますので、その成果を土壌管

よって様々なヒントが得られ

間違い。ああ、そうですか」

先生がくださった資料には
てみると、環境に恵まれたキ

期待し研究を進めています。

教授辻荘一（兵Ｚ唱回）

助教授万年英之（神Ｚ釦回）

応用動物学科遺伝生化学研究分野

Ｐ

牛肉の品種識別

最新研究情報

りました。４年間を振り返っ

とが影響していますが、それ

いう点に関連して、堆肥（コ

また最近は、微生物の利川と

ると思う。そんな仕事に出会

にも増して、神戸大学在学中

魅力的だ。自分に一番合って
ャンパスでスポーツと勉学に

に聴いた鈴木直治先牛の講義

あ～る！

えたことなど、充実した大学

励み、良き教官や仲間と出会

からタレントに変身したので

そうそう、僕の農学部の恩

えて、本当にシアワセだ。

帥、新家龍先生にもゲストで

だいｌ

ンポスト）など有機質資材の

ラジオの世界へ、きてちょう

施用によって土着微生物を活

↑大麦によるα、βアミラー

あった

ゼの測定…“と確かに書いて
これはあくまで実験の練習

のための資料だったのであ
る。

の影響を強く受けていたよう

性化させる病害防除法の開発

に思います。先生は私が４年
生になった時に農薬学研究室

にも取り組んでいます。

足しています。

卒業後は東北大学大学院に

の教授として農水省から転任

そのきっかけの一つとなっ

生活を過ごせたことに大変満

進学し、修士および博缶課程

されてこられました。講義だ

たのは、４年前に中川の新彊

った。もちろん、あの、資料

を修了して、１９７７年から

けでなく学生との雑談の中で

ウィグル自治区に広がるワタ

お越しいただいた。うれしか

をくださった先生である。

千葉大学園芸学部植物病学研

の栽培地を訪れたことにあり

今、ラジオでしゃべること
ぷりと漬かっている。今年で
ラジオでは焼酎についての
お話だったんだけど、

「この話は大学でもやった

も、農業の現場で生じた諸問

の難しさと、面向さに、どっ

春４月。新入生や新入社員
皿年Ｕを迎えている。まあ、

農協職員からタレントへ

で街は活気にあふれている、
よく続いたもんである。

月曜から木曜までは毎朝３

ハズだった。でも、この年の

就職は厳しかった。オイルシ

題とそれに対処した経験談な

なってきました。しかし、酪

面から対抗することが難しく

した。大学および大学院時代

に位置し、中国におけるワタ

ます。当地は天山山脈の北方

究室に勤務することになりま

どを随所に盛り込んだり研究

スンマセン、先生、僕、大

ハズですがねえ谷君」

意欲を掻き立てられるような

クに余念がない。放送は７時

はウイルスに対する植物の抵

時半起き。朝から新聞チェッ

抗性に関する研究に取り組ん

ョックの影響をモロに受けて

学では無能学部で、専攻は農

いた。僕もその影響、いや、

芸化学じゃなくて、芸能科学

農家にとっては牛乳を生産す

半からｎ時までの生放送。番

の最大生産地ですが、そこで

せなければなりません。

るためには母牛に子供を産ま

組は『谷五郎のＯＨ１ハッピ

も長年にわたる連作によって

て、仕事が決まっていなかっ

立枯病など土壌病害の発生が

僕は自分の責任をモロに受け

な感じを抱きながら興味深く

話をされたりして、大変新鮮
聴いていたことが思い出され

でいましたが、千葉大学に着
課題としていた土壌病害に関

任してからは当研究室が主要

だったんですう～。

そして、大学時代から始め

随所で見られ、激発地では奥

ーモーニング」（ラジオ関西
た音楽Ⅱブルーグラスは今も

ます。現在、私も同じような
いますが、知的好奇心をくす

がほとんど枯死状態という有

わしていることは皆さんもご

種や産地などがニュースを賑

は、肉質も黒毛和種とホルス

することでした。この交雑牛

の精液をつけ、交雑牛を生産

ルスタインの母牛に黒毛利種
もその伝統を引き継いで今日

様でした。Ｈ本では多くの場

存知のことかと思います。

ね。

切認田園）。みなさん、聞いて

する研究にも携わることにな

行き１ｍにも及ぶ圃場のワタ

た。

そんな４月の中頃。親父が

続けており、卒業後に組んだ

立場で学生の指導に携わって

そこで考えられたのが、ホ

土曜は岡山の山陽放送

り、研究室を任せられてから

ンドⅡゴローショーは、今年

ぐるような鈴木先生の教育方

合土壌薫蒸剤による消毒が施

学部では、か月に及ぶストラ

のような情勢下で土壌病害を

開発が進められています。こ

依存しない様々な防除技術の

うになり、農薬にできるだけ

荷低減型農業が推進されるよ

ます。さらに、近年は環境負

課題のひとつに挙げられてい

合が多く、その鬼服は最重要

用した病害防除法」は

している「微生物を利

私が中心となって担当

研究を行っています。

開発などを目的とした

物を利用した病害防除技術の

主として土壌病原菌類の病原

したらな、ジャガイモの植え
方、知ってるか」

それは、習ってないって。

とかなんとか時間かせぎを

みんな知ってますよねえ」

していると、

「そんなもの、芽を残して

た。当時は植物防疫学科に所

と、組合長自らが答えてい

植えたらいいんやろ」

属し、６名の同級生とともに

ることについてです。１９９

黒毛和種として偽装販売され

毛和種×ホルスタイン極）が

内産牛肉の中でも交雑牛（黒

ようです。

しばしば偽称表示されている

雑牛肉が高級黒毛和種牛肉に

数が多くなるにつれ、この交

ることから、交雑牛の飼育頭

ＤＮＡにより牛肉が識別でき

ぐための一つの手段として、

我々はこれら偽装表示を防

１年の牛肉自由化以前、ホル

らないことから、去勢されて

る方法の開発が有用であると

スタインの雄は乳生産に携わ

てきました。ところが牛肉の

ゲノムスキャニング法の一つ

考えました。これはＤＮＡの

安価な大衆牛肉として好まれ

入ってきたためにホルスタイ

を用い、品種の問で違いを示

自由化以降、安価な輸入牛が

ンの牛肉は輸入牛肉に価格の

<4＞

言った。

「農協って、知ってるか？」

コミヅク・ブルーグラス・バ

ここ数年の問、農産物の品

（匡程雷崗）で「谷五郎の旅
はつづくよ…』。こちらは朝

に至っています。土壌病害は

法が人変参考になっていま

「まあ、試験だけでも受け

結成豹年日に入った。神戸を

連作障害の主原脚とされてい

もちろん知らなかった。

９時半から２時までの４時間

中心にライブ活動してるの

てみいや」

半の生放送だ。毎週新幹線で

タイン繩の中間に位置し、肉

という誘いで、受けた。

に対処すべく、牛肉の偽装表

我々の研究室では、この問題

イキが決行され、卒業が４月

テーマにした研究を行なうこ

生物防除（バイオコン

さて、我々の研究室では、

されていますが、このような

ていますが、生産現場では作

広大な土地ではそれもままな

物の連作を余儀なくされる場

す。

で、こちらもぜひ一度、聰き

ただけでは区別がつきにくい

質の良いものは黒毛和楠と兇
にきて下さい。笑えるよお！

示を見抜く技術の開発を行っ

て、ホルスタイン種より高価

と言った点があります。よっ

にずれ込むという異例の事態

とは、その成果が現場に応用

トロール）と呼ばれ、

ラジオって面白いですよ。

てきています。正しく表示さ

通っている。

らず、有機質の少ない土壌と

れた牛肉の販売は、消費者や

試験の後、いきなり組合長

いうこともあって、土壌改良

となりました。幸い講義や実

できるという点で張り合いも

る機能を持った微生物

病原菌の活動を抑制す

「ほう、神戸大学卒か。そ

験などの必要な単位はそれま

あり、意義深いことであると

の面接があり、びびった。こ

の必要性を強く感じた次第で

格で取引されます。しかし、

でにほとんど取得していまし

考えています。実を言えば、

を利用して病害を防除

こでの面接も忘れられない。

による診断技術の開発、微生

性メカニズムの解明やＤＮＡ

生産者の受益といった点で重

たので留年は免れましたが、

する方法です。この方

された。

た。助かった！翌日から採用

ましたが、４年生になった頃

植物病理学研究室で学んでい

I

千葉大学園芸学部

す。以来、当地の研究所を拠

過激派学生のプレッシャーに

法は古くから多くの研

教授雨宮良幹（神Ｐ１回）

ストレスを感じつつ卒業研究

グラウンドを全く持たずに大

私自身、農業に関するバック

究者によって試みられ

それから妬年。思わぬ転職

に明け暮れていましたが、專

けがつきにくいものが存在す

毛色や肉質が黒毛和種と見分

でも、もう失敗は許されない。

に取り組んでいたことが思い

はそれをあまり深く考えずに

学に入学したので、学生時代

てきましたが、安定し

に大学紛争が激しくなって農

|剛
二一二占一■

我々が取り組んだのは、国

要だと我々は考えています。

「ええ－つと、そんなの、

て１９７０年に卒業しまし

神戸大学農学部第１回生とし

ート部での激しい練習と試合

出されます。教養課程ではボ

学術的興味だけで研究をして

レクターからいただいた。悩

のお話を、ラジオ関西のディ

比

平成16年12月20日発行
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《云

方法です。このような手法を

れを用いて品種の鑑定を行う

すＤＮＡの箇所を見つけ、そ

が交雑牛なのか、それとも黒

ら１，２日程度で、その牛肉

ＮＡ鑑定の一例です。牛肉か

写真に示しましたのは、Ｄ

脆壷員識塞遡茜

用いた結果、これまでに６つ

く、小学校や中学校（教員）、

環境局（産業廃棄物や環境保

全に関わる仕事）、保健所や

区役所保健部（食品・環境衛

生に関わる仕事）、産業振興

局（農・水産・畜産業の農業

振興に関わる仕事）、建設局

（道路、下水道、公園などの

土木関係）、フルーッフラワ

ーパークや六甲山牧場、海づ

り公園：…・などなど多岐にわ

ます
す。私が
せていただいていま

採用されて以

輩の採用がなか

来、なかなか後

ったのですが、

今年食品衛生監

視員として一人

た。これまでは

採用されまし

食品衛生監視員

の受験資格に必

要な単位が明確

でなかったた

って、受験資格

め、受験前にな

がないことに気

づき、受験を断

念せざるを得な

いのではないか

かった学生も多

と思います。こ

一

支

【支部会Ｐ．
１
個■だより】

神C41nI 保健福祉局

毛和種の確率が高いのかを判

牛若純一

程度の黒毛和種とＦ１を識別

ＫＯＢＥ六篠会

新元美香（神Ｃ四回）

保健福祉局

定することが可能です。この

している。

たってお
り、いろ
いろな現
場、さま
ざまな仕
事にたず
さわって

財団法人神戸みのりの公社

神Cl回

するＤＮＡマーカーの開発に

会の連携組織）では、大学の

「六篠会会報」を年末に発

４．情報の発信

神P2u

長谷川明彦

（平成肥年２月”日付け食安

の度、厚生労働省からの通知

発第０２２７００３号「食品

衛生管理者及び食品衛生監視

ついて」）により、受験資格

員に係る資格要件の取扱いに

に必要な単位が明確にされま

いただいておりますが、皆様

した。大学側でも周知に努力

をお願いいたします。

も後輩の育成に向け、ご協力

会の活動は、年１回の総

の発行であり、総会・懇親会

会・懇親会の開催および名簿

では、農学部長、六篠会会長、

はじめ定年退官された先生方

名誉会員である歴代学部長を

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。

近況をⅢったり、当時の思い

のご出席をいただき、大学の

中尾博行

います

産業振興局農政計画課

出話に花を咲かせたりと親峠

神A28回

私は平
成加年に

角村朝葉

を深める良い機会となってい

環境局

採用され、

神C24u

代議員総会を開催

法人化や同窓会組織の強化に

行するほか、ホームページで

西衛生監視事務所

産業振興局農政計画課

口I

発 な 運 営 と 財 政の健全化を審議ⅡⅡⅡ

向けて、同窓会組織の一体化

の情報の配信、その他４年毎

あるいは情報を共有化してい

員弱名、名誉会員５名）を数

５名（現職会員鍋名、ＯＢ会

れました。現在は、会員１２

員として、昭和的年に結成さ

し、神戸市に勤務する者を会

より一層の情報交換を進め、

学生に対しては「六甲祭」

環境保健研究所

神A22回

為国

方法を用いて、今年には農林

総会では、役員と代議員の

の可能性や名簿のデータベー

にⅢ窓会名簿を発行してい

都市計画総局計画部工務課

ーカーの精度は的％以上の確

総勢詑名の出席を得て、旧年

ス化さらには電子メールによ

る。また、全学の同窓会活動

みなと総局

神T211I1l

成功しました。そのＤＮＡマ

最近では牛のＢＳＥ問題に

る情報の提供などの検討を行

である「ＫＵＣ（神戸大学ク

神A16m

長濱慶治

水産省の指導のもとにスーパ

絡んで、輸入牛肉を国産牛肉
度の報告と新年度の計画を中

っている。しかし、学部同窓

ラブ）」主催による講演会、

松宮道生

中村直彦（神Ｚ１回）

発は、その他の米や野菜、魚
に偽装表示する事件が新聞や
と財政の健全化について審議

心に同窓会事業の活発な運営

会との役割分担やデータベー

交流会、クラブ活動において

産業振興局農水産課

代表理事

「マラソン大会」「卒業記念祝

類などの農産物とは異なり、
テレビを賑わしているのはご

スの安全管理など難しい課題

神P151l1l

ーや精肉店を対象に特別調査
異動等の理由により、一部役

賀会」等に援助を行っている。

鑑定法の開発が困難な点があ
存知のことかと思います。現
北浦会長から「母校は、４

を抱えている。

健康部生活衛生課

鈴木壽也

率でＦ１の個体を識別できる
平成略年度の代議員総会を
員の辞任にともない補充役員

また、同窓会の活性化を剛る

りました。それは牛の場合で

月１日から国立大学法人神戸

情報を提供している。今後、

北衛生監視事務所

保健福祉局

垂 垂 垂 唾 竺 垂 垂 膵 埜竺解 環境局で
産業廃棄
物や地球
環境に関
する仕事
を経験さ

保健福祉局

神C14回

会員の勤務先は非常に幅広

えています。

技術本部工務第2課

神C11u

学術活動援助として海外等

51年・神Z7回

での研究発表や学会に出席す

48年・神C4回 環境局

橋本宏之

ＫＯＢＥ六篠会は、兵庫農

菅原通直

科大学、兵庫県立農業短期大

幹事

情報を両‐日邑や蜀受等で寄せ

財団法人神戸市公園緑化協会

く必要がある。川窓生からの

46年・神A21J

ほか、農学部校内の花壇整備、

千代栄司

る若手教官・学生を支援する

副会長

学及び神戸大学農学部を卒業

都市計画総局新長田再開発事務所

環境局

ていただきたい。

45年・神T1Ii11

45年・神Z1回

ては今年の２月即日にテレビ

５Ｈ８Ｈ（土）に、神戸大学
の選任を行った。

は植物などとは違い、遺伝子
在我々の研究室では、和牛の

大学としてスタートし、民間

３．大学・学生等への援助

；

森川功一

藤井俊宏

期

減量リサイクル推進課

淳治

木股昌行

が行われました。これについ

クラブ（ＫＵＣ）の本部であ

が斉一化されていない、つま
偽装問題に引き続き、輸入牛

発想的な内容を盛込んだ大学

保健福祉局健康部生活衛生課

l間

副会長

ーパーで販売されている０．

や新聞などに取り上げられま

る神戸元町駅前の「本館牡

り遺伝子が品種の中でも多様

ーの開発に取り組んでいま

肉を識別できるＤＮＡマーカ

運営を行うことになった。卒

環境保全指導課
副会長

ものです。この方法では、ス

０２５９の精肉（耳掻き１杯
したので、ご覧になった同窓

な状態にあるためです。もし

業生は同窓会の元にまとま

ため支部活動に対しても支援

生の方もおられるかと思いま

品種の中で、遺伝子が１０
す。この方法が開発されれば、

り、今まで以上に大学の発展

また、学友会（全学の同窓

可能です。

０％同じであるなら、品種で

ることになり、皆様も安心し

輸入牛肉の偽装表示を抑制す

を支えていく必要がある。」

丹園」で開催した。

違いを示す遺伝子の場所を一

て牛肉を選んでいただける方

す。

箇所見つければいいのです。
法になると信じております。

（会計報告、予算、役員名簿

と挨拶、その後審議に入った。

この牛肉の品種識別法の開

しかし、牛をはじめとする家
できるだけ早くこの方法を開

は、後記の庶務報告のとおり）

を行った。

畜の場合は遺伝子が多様な状
発するために鋭意取り組んで
おりますので、楽しみに侍っ

１．財政状況

計報告並びに監査報告。とく

役員の任期は肥年度までの

地球環境課
52年・神C81j 環境局

52年・神A8m

程度）からでも十分に鑑定が

’

Ａ領域が品種に特異的である

ていただき、応援していただ

に約鋤年間据置いてきた六篠

２年間となっているが、人事

ｲ■

〈5〉

産業振興局農水産課
渋谷一郎

高谷信之

環境審杳案

岡野光1廿

驍事

所属(勤務先）
卒年・凹生
名
氏

45年・神Z1回 産業振興局農政計画課
中村直彦

活

態にあるために、どこのＤＮ
のかを見つけるのはものすご

ければと思います。

このような識別法は、実際

会の入会金の改定を超年度入

平成妬年度の事業報告と会

この方法を開発するのに、私

く労力がかかるのです。実際

いなければ、無用の技術なの

学の新入生から実施したこと

に「偽装表示」をするものが

ですが、いざと言う時のため

行に対する支援のほか活動内

った。今後は同窓会名簿の発

容の充実を図っていくことに

により、健全な財政内容にな
者や生産者の安心や信頼につ

している。続いて、平成妬年

に開発すべき技術であり、そ

ながると考えています。我々

度の事業計画案と予算案につ

れが偽装表示を抑制し、消費

て、少しでも社会の役に立て

いて審議した。

はこのような技術をとおし
ればと考えています。

一→

２．執行体制

ａｂ

L －‐

垂垂群
竺壁壁竺

皿
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一室

県六篠会近況報告
相野公孝（神Ｐ旧回）

関東支部の近況につい

東海支部

今こそ延喜会の重要性を思う

関東支部は去る９Ⅱ３Ⅱ
示、流通等の現状と共に環境

ました。有機農業の生産、表

と題した講演をしていただき

ーデンパレスで開催した。遠

Ｈ認Ⅱ、名古屋市のホテルガ

今年度の東海支部総会は蛆

のネットワークが大いに拡充

幹事就任により神大卒業生と

う」と快諾を戴いた。両氏の

あれば喜んでお手伝いしよ

家龍助手の教官組織であっ

生、助教授西羅寛先生、新

時研究室は教授麦林楢太郎先

産学研究室の時代に遡る。当

農科大学農芸化学科の発解生

延喜会の歴史は、古く兵庫

な存在である。この日本酒研

者からなる会は大変ユニーク

あり、神戸大学の様に上記３

酒研究会はあるが学生中心で

われた。全国の大学にもⅡ本

顧問新家龍（兵Ｃ５回）

（金）に東京丸ノ内の「神戸

くは富山県からも駆けつけて

みにしている。

することになり、今後を楽し

（兵Ｃ６回）

ＫＵＣクラブ」で支部総会を
と安全に配慮した農産物の消

あった。

いただき、お陰様で大盛会で

支部長上田

開催し、約艸名の会員並びに

て具体的にお話がありまし

費者への提供の実態等につい

支部長和泉孔庸（兵Ｃ８回）

本部からは農学部の辻壮一教

会長

常友永市（兵ⅣＴ）

授（兵磐に出席をいただき

県六篠会総会を、去る蛆Ⅱ

入江和己（兵ⅣＰ）

農法により農産物を育てるこ

共生」を目指して田畑で有機

た。「森林のように多品繩の

総会を開いてからもう４剛Ⅱ

立ち上げ、半川巾で第１Ｍの

呼成過年の秋に東海支部を

は次の通り決定した。（敬称

なお、今期の東海支部役員

てスタートした会は、雌初

界勤務の卒業生の枇話によっ

た。昭和鋤年代前半に浦泗業

ねている場合が多い。この際、

カーの工場見学と勉強会をか

であるが、主として酒造メー

究会は、学内での開樅は勿論

副会長

夕刻から開催したのは、関東

ました。今川の総会を平Ⅱの
地区の地理的な事情を考慮し

略）

武正興（神３Ｃ）

監事

上林良と（神ｌＺ）

眞山先生からは、脚立大学法

人となった神戸大学の近況

支部長

・上川洋（謁年・食化）

卒業生が率先して研究会の帥
の方々のご協力を得て年々充

の会合である。この間、多く

山・実行に大きく貢献してい

れ、叩Ⅱの出席荷には大いに

とが究械のⅢ的であるとさ

新しい企画として土田廣信氏

するためには、今こそ延喜会

「麦附会」と呼ばれていた。

て、会員各位が勤務を終えて
よいのではと考えてのことで

当Ｈの総会会場である「神

（記年農製、現》愛知みずほ

業生が中心であったが、清酒

の会員相収の研究会や情報交

しかし、炎林先生のご提案で

参加していただく方が都合が

松本幹夫（神３Ａ）
す。

戸大学ＫＵＣクラブ」では、

大学大学院教授）に講演をお

のみに限定せず広くアルコー

く、肚校神戸入学との交流が

換が必甥であるばかりでな

幹事
藤波正則（神７Ａ）
支部役員の改選を行い、下

他学部のＯＢ諸氏が頻繁に会

願いした。演題は「茸多糖の

ル発酵、酢酸発酵、アミノ酸

これからの取り組みをお紙し

を、北浦会艮からは、本部の

頂きました。総会に棚き続い

福田稔（神ｕＴ）
記の役員を選出して今後の関

合を持たれており、六篠会も

性もあって大好評であった。

免疫活性」であったが、話題

発酵など多くの発解分野で活

年は一つの節Ⅱと位置づけ、

・谷川服昭（調年・生化）

展することとなった。

に因んで「延喜会」と改名さ

繋がりや発展にも大きく貢献

論のこと、母校神戸大学との

各企業での職務上の活躍は勿

メーカーの最近の難題を解決

している。とりわけ、Ⅱ本澗

れ、大きくその門戸を開き発

したがって、延喜会の会員

必要であると思われる。また、

は最初発酵堆産学研究室の卒

躍する卒業生が墹加し、各分

っても、社会との交流、とり

独立法人化後の神戸大学にと

た。

副支部長

・前川文夫（鏥年・農製）
会計

・西浦降司（訂年・農製）

・長谷川信弘（娼年・農製）

会計監査

・神川豊（“年・植栄）

野の会員でしめられるように

幹蛎

この様に、延喜会会員は、

て行われた懇親会では、昔話

新岡史朗（神ｕＰ）
東支部並びに神戸大学のＯＢ

メンバーであり、都心で地卵

・肚源寺正義（調年・食化）

ることは云うまでもない。

や職場の話など、楽しい時間

相野公孝（神哩Ｐ）
で組織する神戸大学東京連絡

的にも便利な場所ですので、

ところで、現在、東海支部

・土川贋偏（妬年・農製）

副支部長

を過ごすことができ、アシと

岩見昌典（神叫Ａ）

した。

会の運営に携わることとしま

の名簿に笠録されているＭ窓

実した会になってきたが、今

言う間に時間が過ぎ去ってお

清水克彦（神ＭＰ）

時には立ち寄って学生時代を

生は約１６０橘であるが、今

印象深く意義のある講演でし

りました。

松山稔（神ＭＰ院蛇）

支部長多川泊二（兵

心をもっていただきたいもの

想起して、母校に六篠会に関

書に掲紋されている「延喜式」

務する（又、勤務した）六篠

松川吉弘（神陥Ｔ）

喝）、副支部長岸谷蛸
雄（兵、）・川本降川

年２川にⅢ樅した役員会で

・小松功孝（卿年・発酵）

なった。

「県六篠会」は兵庫県に勤

会会員により、昭和弱年に結
境堀こずえ（神別Ｚ）

椿原健狗（神岨Ａ）

「今後、東海支部をますます

・小原章裕（弱年院・食化）

と願っています。

また、今年からクラブ内に

発展させるには登録者の約７

（兵、）・長岡俊明（兵

情報の交流の場として「神戸

割を占める神火

川端忠則（神調Ａ院劉）

加）・本田勉（兵

大学東京オフィス」が開設さ

卒業生にもっと

会員別名）を数え、その勤務
先は、農林水産部のほか、企

也）・八尾明良（神

れ、職いが常駐されておりま

ことが必要では

参加してもらう

わけ卒業生との相互扶助によ

画
理部
部、
、県県［民政策部、健康
画管
管理

ｌ）・上山維介（神３）

すので、ビジネスに或いは母

昭祁如年代に入り、兵庫農

生活部、産業

兼神戸大学東京連絡会

校の思い出を語る場として活

って大いに発展する余地が残

労働部、県土

「六篠会」代表・鮫島常

教官及び事務官）を集めて行

１教室に多数の参加行（学生、

乾年５Ⅱ略Ⅱに農学部Ｃ１０

酒研究会」の設立総会が昭和

一方、神戸大学では「日本

る卒業生が多い。

ついてその重責を果たしてい

関連会社で重役や部課長職に

生もあるが、有名酒造会社や

在、既に停年で退職した卒業

を広げていったのである。現

まらず全川的にその活跳賜所

されていると思われる。延騨

整備部等と多

樹（神６）・東野純明

川してくださればと願ってい

れ、神人卒業生

ことが提起さ

科大学が川虻神戸大学農学部

岐にわたって

（神喝）・兼神戸大学東京

ます。

会は勿論のこと、同窓会活動

います。本会

連絡会「六篠会」代表・

との接点が多い

土田廣信氏と小
原草裕氏（弱年

に移管される頃には、灘の酒

の活動は年１

早瀬蕊（神的）、幹州
水川勲（兵哩）・川巾
易（神岨）・川Ｕ真二
（神肥）、監事河波朗

行ですが、会

院・食化、現叩

名城大学農学部

造メーカーを中心に１００名

Ｍの総会雁懇

（神皿）・荒井良昌（神

と発展を期待したい。

員同士は、仕

娼）・村橋一彦（神陥）

を通じて、今後の益々の活蹄

事の中で同窓

助教授）の川氏

なった。勿総、関関のみに止

生としての良

総会後の懇親会では辻教授

に幹事就任をお

願いしたとこ
ろ、向氏からは

「東海支部を発
展させることで

近い卒業生が活躍する状態に

き連携と緊張

から神戸大学並びに農学部及

ないか」という

のもと、附難

び六篠会の現状について報告

以卜

な仕事にも前

をしていただき、保川茂氏

親会と名簿発

向きに取り組

東

（内現紺会員１５９名、ＯＢ

成され、現在、会員２１０名

平安時代の発酵の雁史的公文

曳野亥三（神３Ａ）

総会が無事終了致しました。

開催しました。神戸大学農学

吉倉惇一郎（兵賂Ｃ）

部長の眞山滋志先生、本部か

塩飽是雄（神１Ａ）

略Ⅱに明石グリーンホテルで

ただき、棚やかな雰囲気の巾、

らは北浦義久会長が御出席い

洋

（兵岨ｌ前神戸大学教授）か
らは「日本の有機農業の現状」
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一からの

お知らせ

一

■応用動物学科動物機能調節学講座

栄養生化学教育研究分野
助教授上曽山博

を家畜用の飼料の原料として

い各種の副産物（未利用資源）

に利用されているとは言えな

安定して供給する為に、有効

具体的には、安全な畜産物を

てゆくことを試みています。

用な働きを持つものへと変え

的なものへ、或いは新たな有

摂食量を増やして成長を早め

ことから、特に肉用家畜は、

進させることが不可欠である

的な生産の為には、成長を促

います。又、家畜のより効率

品質の畜産物の生産を試みて

量のみを低下させた、より高

脂肪やコレステロールの含有

利用をめざしています。私、

に行い、組織培養の育種への

養系の確立に関する研究を主

ラスト培養系やメロンの約培

件の模索、アズキのプロトプ

胚からのカルス誘導の最適条

十尾助教授は、コムギの未熟

発等の研究をしています。三

ったイネについては乾

洞月》実験に関係なくな

稲刈りをします。

つ数などを記録しながら

扣月牽桿長、穂長、分け

調査をします。

９月恥出穂期などの形質

る中旬頃に網をはります。

文字にしてしまいますと、

燥・脱穀・精米をして、

Ⅲんぽでの作業は淡々と行わ

石井尊生は野生イネ由来の有

イネの糀培化に関与した遺伝

れているように思えるのです

るよう改良されて来ていま

下部における摂食調節機構

っています。本年度の研究室

子群の解明に関する研究を行

利用するべく、鶏を州い種々

を、種々の視床下部神経核に

きる状態にします。

いて調べています。そして、

おける神経ペプチドとその受

いつでも食べることので

その過程で、植物性副産物の

らの栽培品穂への導入、また

維持、活動及び繁殖に繋がっ

中に、脂質代謝を改善する作

用量的形質の同定およびそれ

での化学変化を利用し、生産

ています。この様な動物体内

に立ち、摂食を司る脳の視床

い、畜産学科・家畜飼養学講

す。そこで、栄養学的な観点

座から応用動物学科・動物機

の副産物を給与して、成長や

には妬％減少し妬万戸となっ

馳万戸あったが、２００３年

その栄養成分の利用性等につ

「農産物は外国から輸入す

平成ｎ年の学部改組に伴
ればよい。日本の農業がなく
能調節学大講座・栄養生化学

に占める割合は、終戦直後の

に、日本の農業の国内総生産

トに質問した、という。確か

で、一人の大学生がパネリス

と、東京で行ったフォーラム

さて、農業を学ぶ者として、

し、遊休農地は増加している。

化は一層進み、後継背は不足

地域においても農業者の高齢

題を一部列記した。現にどの

以上、農業の抱えている課

和久助手（平成喝年５月着任）

伊藤ハム株式会社からの本田

授（平成岨年哩川着任）と、

香川大学からの上曽山博助教

現在、長谷川信教授に加え、

教育研究分野へと衣替えし、

ます。しかし、この様な畜産

我々の生活に深く根付いてい

在の食生活を営めない程、

れており、畜産物無しには現

加工食品の原料として利用さ

は、そのまま、或いは様々な

された畜産物（乳、肉、卵等）

化等の生活習慣病の発症が急

等により、高脂血症、動脈硬

伴い、過剰なエネルギー摂取

こで、我々の食生活の変化に

構の解明を進めています。こ

見い出し、現在、その作用機

用を有するものがあることを

の向上を目指しています。

利用することによる、生産性

よって解明し、それを高度に

摂食量変化等を調べることに

のペプチドの脳内投与による

容体の発現量の相違や、種々

究室の教官・学生は、室内で

導を受けています。育種学研

にほぼ均等に分かれて研究指

の計蝿名です。彼らは各教官

士課程７名、学部４年生６名

の学生は、博士課程２名、修

ってくる刷った訪問者達につ

す。そこで次に、川んぽにや

とがたくさん起こっていま

が、実は田んぽでは困ったこ

たが、いまや１％に過ぎない。

このような状況をどう考える
の３名で研究室を運営してい

物の生産の為に用いられてい

増し、その原因として食事内

に伴い、大型の科学研究費補

これらの研究が進められる

植物に親しむ、悪く言えば泥

てています。よく言えば土や

外やガラス室で植物材料を育

研究をするだけではなく、野

いとはいえ、歩く、泳ぐ、

５ミリ程度の甲虫。小さ

柔らかい葉をかじる体長

川にかけて、イネの苗の

飛ぶの３拍子そろった、

助金（基盤研究㈲・２系統の

回る実に手強い相手です。

陸海空を白山自在に動き

家禽を用いた動物の食行動誘

と土まみれのグループです。

近くの雑草から続々とや

す。畜産物は、栄養学的に見

起機構の解明・２００２１２

特に、メンバーの約３分の２

ってくるため、農薬はあ

容が問題視されて来ていま
ると、ヒトが必要とする必須

００４年度・５，２００万円、

ていますので、ここでは農学

がイネを材料とした研究をし

まり効きません。

の殆んどを輸入に依仔し、自

アミノ酸を始め、多くの有用

ホルモンの単離とその中枢作

基盤研究⑥・新鶏摂食調節

部学舎の南西に位置している

ウンカ”ショウジョウバ

る家畜用の飼料の原料は、そ

の一方で、栄養学的に必要で

な成分を含んでいますが、そ

用機構の解明・’９９７１１

る作業について紹介したいと

田んぽで、私たちが行ってい

ます。又、学生は、大学院博

そこで、本教育研究分野に

９９９年度・’、２９０万円）

士前期課程９名、学部４年生
近では、博士課程進学者の増

おける研究としては、効率的

はあるものの、過剰摂取によ

の獲得、産学連携による多く

の改革がいま必要である。

加に加えて、他大学からの入

って生活習慣病の発症を引き

のか？農業の構造改革と意識

６０００余名の農学部卒

学者も多く、研究室の活性化

な動物生産を目指して、栄養

起こす可能性を持っている中

このような考え方は、世間一

直面し、それに挑戦している。

業生は、Ｈ々いろんな課題に

に繋がっています。本教育研

について、栄養価やその特性

素の供給源である種々の食物

給率は非常に低くなっていま

にするのは困難」

同窓生が連携することによ

は、学部授業４科日（基礎栄

究分野における教育として

度開催する六篠会の総会を予

来年５月７Ｈに、４年に一

学院前期課程授業２科目（栄

学及び栄養代謝調節学）、大

化学、栄養生化学、栄養資源

みについて栄養素の利用を中

したり、又、動物の体の仕組

に基づく最適の活用法を検討

に有効な成分はそのままで過

物性副産物を用い、栄養学的

謝を改善する作用を有する植

んでいます。そこで、脂質代

性脂肪やコレステロールも含

り組んでいます。

研究に至る様々なテーマに取

現在、基礎的研究から応用的

れ（社団法人１件）がなされ、

の実施及び受託研究の受け入

の共同研究（民間企業６件）

整理をし、シャーレ等に

５月”実験材料の種子の

起こします。

刈り取り、耕転機で土を

４月”生い茂った雑草を

へばりつき、しばらくす

らないうちにイネに茎に

陸からやってきます。知

乗って７月頃より中日大

よいのでしょうか。風に

４名が在籍しており、特に最

と、農水省は、食料・農業・

り、これら課題の解決策は必

プ（》。

農村基本計画の見直し作業
ず見つかるであろう。

１９６０年に刃％あった食料

定している。総会の後は懇親

心に調べたり、更に、これら

剰摂取すると有害となる中性

す。

で、２０１０年度までの目標

自給率が、いまや伽％と先進

養生化学特論Ｉ及び栄養生化

節する機構をミクロ（遺伝子、

栄養素の利用や化学変化を調

す。「ウンカのごとく．．」

ると幼生が大量発生しま

エサイズの蝉と言ったら

国中最低水準に低下してお

会を企画するなど楽しい一日

学特諭Ⅱ）、大学院後期課程

浸漬します。催芽後、シ

という言葉の意味が十分

す。

すぎるぐらい理解できま

メイチュウ晋一カメイガが

つけます。

がらの代かき（田んぽ作

６月“どろんこになりな

ードリングヶースに植え

思います。

りさらに目標を掲げたもの

としたいと思っている。直前

の数値は後退している。

細胞等）からマクロ（個体）

植物育種学教育研究分野
助教授石井尊生

■植物資源学科資源植物学講座

及び動物代謝制御論）の他に、

のレベルに至るまでの広範囲

います。そして、この様にし

実験、実習、演習等を扣当し

授業２科Ⅱ（栄養代謝機構学

期待しています。

ところで、動物は体の仕組

に渡って解き明かそうとして

ので、ぜひ参加されることを

了３０万肥の農地が消滅、
担い手農業者が妬％減少」

農水省の統計資料では、１
９６１年の日本の耕地面積は

て得られた知識を基に、体の

した幼虫（メィチュウ）

卵を産み付けます。ふ化

みを保持し円滑に機能させる

７月》水量調節、雑草引

は茎の中に入り、ずいの

事業で農地がｌＯＯ万畑増え

る心白に関するＱＴＬ解析、

き、農薬散布などを行い、

部分を食い荒らします。

飛来してきてイネの茎に
植物育種学教育研究分野の

イネの接性に関与する遺伝子

田んぽの管理をします。

えをします（写真）。

スタッフは、上島脩志教授、

の連鎖分析、アズキにおける

８月零イネの出穂が始ま

り）・数Ｈ後、総出で川植

三十尾修司助教授、そして私

ロサテライトマーカー）の開

新しい分子マーカー（マイク

仕組みをこれまで以上に合理
い栄養素材を開発したり、又、

の３人です。上島教授は、酒

的に保持し機能させ得る新し
することにより体内に取り入

安全性に配慮しつつ分子生物

米の酒造好適形質の１つであ

為に、外界から食物（栄養素）

用地、耕作放棄地などにより

れて、利用し、或いは様々な

の仕組みそれ自体をより効率

学的手法をも取り入れて、体

を摂取し、これを消化・吸収

約２３０万畑が消滅した。ま

これが、最終的に動物の成長、

化合物に変化させています。

７４万畑となり、宅地、工業

い主業農家は、１９９０年に

たものの、２００３年には４

６０９万畑であったが、公共

ています。

には詳しいＨ程を連絡します

「食料自給率を目標の妬％

達成年度を５年先送りした。

般の傾向として広がりつつあ

イネミズゾウムシや５１６

いて紹介しようと思います。

１９４６年は”％を占めてい

なれば、なぜ困るのか』
ている。

代表理事中村直彦（神Ｚ１回）

…蛎年５月に総会を開催・・．

六篠会会員の
連携と親睦を深めよう！

マ

た、農業所得への依存度の高
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被害にあったイネは、分

対イネやラベルにはさわ
ません。ただ、まれに間
す。ここでは田んぽのことを

応能を明らかにするため細胞

能力に着目し、その反応を誘

対する植物側での感受・伝

子の同定と、そのシグナルに

達・反応のメカニズムを解明

導する環境変化のシグナル因

することで、浮稲の改良およ

情報伝達の機能解析を行って

たえず外界の環境変化に曝さ

中心に紹介しましたが、もち

れることになります。そのた

できればと考えています。ま

び植物成長の基礎研究に貢献

抜けな学生が入り口の戸

ます。また、室内では各自の

験材料の交配・育成をしてい

た浮稲は、洪水の水が引くと

らんといてね。」と不法侵

と、イネはなぎ倒される

様々な環境ストレスに対して

め植物は、刻々と変化する

地面に倒れ、重力佃性により

けつごと白くなって枯れ

わ、出んぽにイノシシ大
抽出、酵素処理、電気泳動、

研究テーマにそって、ＤＮＡ

適応能を獲得してきました。

茎の先端と穂が起き上がりま

います。一般に、植物は動物

スズメ坤若いイネの種子
の形をした水たまりがあ

この能力は主として細胞情報

と違って移動できないので、

は大好物なようです。登

ちこちにできるわの大打
組織培養などの実験を行って

伝達能の獲得とその多様化に

ろん田んぽ以外でもガラス室

と冗談をとばしたりしま
熟期より登場するため、

います。このような雰囲気の

などでポットや鉢を使って実

すが、心中は穏やかでは
毎年イネの出穂が始まる
撃を受けます。

中、研究室のスタッフは学生

に人いります。そうなる

ありません。

頃に、田んぽを細かい目
きません。ひたすら来な

台風”どうすることもで

に大きな影響を及ぼす重要な

す。この茎の重力屈性は収量

を閉め忘れたりすると中

近所の子供“田んぽにはた

の網でおおいます。しか

依拠していると言えます。そ

です。

くさんのオタマジャクシ
し、州手もさるもの。た
の教育および研究の一層の向

入を許可してしまう始末

が発生します。それをＨ
いこと、早く過ぎ去るこ

の中でも特に、タンパク質の

ていきます。よく、「メィ

当てにやってきます。ま
くさんの友達を引き連れ、

リン酸化による情報伝達に着

チュウが命中した」など

わりには川んぽなど一切
し、まだまだ未熟なところも

上を目指しております。しか

生理反応であり、この反応機

とを祈るのみです。

構も研究対象としています。

以上のように田んぽでは

Ⅱし、それらが形成する情報

の体重で綱を押し下げて、

ありますゆえ、六篠会同窓生

せを明らかにすることによっ

伝達のカスヶードの組み合わ

網の上に降り立ち、全員

の皆様には、今後ともますま

てはオタマジャクシが大
様々なことが起こっていま

すのご支援。ご指導を賜りま

無いためか、彼らにとっ

背の高いイネの種子を食
てることの難しさを痛感しな

す。そして、植物を野外で育

て植物のストレス耐性のメカ

では予算が削られ、教員定員

化され、それに伴い神戸大学

学に競争の原理を導入して、

の仕事が増えました。また大

生き残りをかけて努力するこ

も削減され、研究・教育以外

耐性のある柏物の作成に応用

ニズムを解き明かし、ひいて

することを目指しておられま

は、低温や乾燥、高塩などに

今年度から国立大学は独法

変珍しいようです。Ⅲを
いあさります。

すようお願い申し上げます。

イノシシ》隣接している
がら、毎年学生達と力を合わ

－、オタマジャクシだ’・」

畑では土を掘り起こした
せて何とか切り抜けていま

生き生きさせて、「すつげ

と言っている子供達を見
います。幸いなことに、

熱帯植物学研究分野

■生物環境制御学科植物機能制御学講座

りして毎年大暴れをして
田んぽは高い金網で囲ま

ると、ついつい怒ること
へんけど、田んぽに入っ
れているので被害にあい

を忘れて、「採ってもかま

たらあかんで。また、絶

究室として誕生しました。当

９７３年に熱帯有用植物学研

栽培学研究室を母体として１

熱帯植物学研究分野は、旧

が加わり、１９９１年に私が

先唯（現資源植物学講座教授）

先生、１９８１年に内田直次

名で、１９８０年に安田武司

口禎先生（名誉教授）の２

以来、熱帯のイネやマメ類、

体細胞胚形成法やプロトプラ

ネフォラ種の組織培養による

属植物のアラビカ種およびカ

浮稲の深水下での旺盛な成長

続けることができます。この

となく、洪水条件でも成長を

れて節間が伸長し水没するこ

れ、洪水による水位上昇につ

河川流域の洪水地帯で栽培さ

ます。このイネは、熱帯の大

ある浮稲を材料に研究してい

いたします。

支援ご鞭燵をよろしくお願い

窓会の皆さんのより一層のご

思っていますので、どうか川

魅力ある研究室でありたいと

く、着実な研究と教育を行う

もとでも、己を見失うことな

ています。このような環境の

とが金科玉条のように言われ

初は園芸農学科に属していま

加わりました。１９９８年に

ッサバ、サゴヤシ、カカオ、

コーヒー、サトウキビ、キャ

私は、熱帯の特殊なイネで

す。

したが、１９９３年の学部改

に移られ、そして生物機能制

内川直次先生が植物資源学科

助教授東哲司（神Ａ〃回）

り、生物環境制御学科植物機

組による大講座制の導入によ

設立から現在までの証年間

分野に名称を変更しました。

なり、現在の熱帯植物学研究

能制御学大講座に属すことに

授の東哲司（大学院自然科

（遺伝子実験センター）、助教

安田武司教授と南森降刺教授

Ｃ６回）を迎え入れて、現在、

御学科から南森隆司先生（神

究から、物質生産や光合成能

物の栽培方法や形態などの研

した。これまで、これらの植

材料に研究を進めてまいりま

マングローブ等の熱帯植物を

マンギウム、エリオットマッ、

ステビア、ロゼル、アカシア

生物学的手法を用いて研究を

築き、生理学・生化学・分子

イネの再分化に有効な手法を

います。またインディカ種の

物の陪養システム化を図って

ることにより、コーヒー属植

ストからの再生法等を開発す

までを簡単にご紹介します。

当研究分野の発足から今Ｈ

６６）４Ⅱ、国立移管時に畜

す。その後、昭和狐年（１９

■生物機能化学科生物機能利用化学講座

に、１７０名の学部卒業生、

で運営しています。現在学生

学研究科）の３人のスタッフ

学位取得者を含めると、熱帯

の研究機関で行った研究での

ています。卒業後、企業や国

学部３年生５名、研究生２名

程）５名、学部４年生６名、

大学院博士前期課程（修士課

は、大学院博士後期課程１名、

フの研究テーマについて述べ

りました。以下に、現スタッ

の解明等の研究を進めてまい

熱帯環境への適応メカニズム

量増殖と再分化機構の解明、

力の調査、組織培養による大

は、循環型環境保全農業に興

出を目指しています。最近で

子を解析し、耐塩生作物の作

ス属の塩生植物の耐塩性遺伝

漠に自生するアトリプレック

進めてきました。さらに、砂

として発足しました。当時、

の一つ「畜産第三講座（利用）」

の改称時に、畜産学科６講座

「兵庫県立兵庫農科大学」へ

「兵庫県立農科大学」から

昭和”年（１９５２）４月、

生物機能化学科に移り「動物

から、農芸化学を母体とする

より、当研究分野は畜産学科

（１９９３）４月学部改組に

ました。さらに、平成５年

産学科「畜産製造学」となり

動物資源利用化学教育研究分野
教授岡山高秀
の博士課程修了者を送り出し

師名の修士課程修了者、加名

植物学研究室はⅣ名の博士取

の合わせて四名が在籍してい

に至っております。その間、

資源利用化学」となり、現在

ます。また特別研究員１名を

のために設置されておりま

本講座は、特に皮革製造研究

南森教授は、植物の環境適

味を持っておられます。
安川武司教授は、コーヒー

させて頂きます。

なります。

私どもの研究分野では設立

抱えています。

得者を社会に輩出したことに
設立当初のスタッフは、佐

藤孝先生（名誉教授）と山

〈8＞
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一室

食肉タンパク質変化の網羅的

資金を調達し実験を進め、教

き残れません。どうか卒業生

経験を活かし、内田教授と一

まいりました。着任後も実務

挙動に関する研究を遂行して

ＨＰをご覧下さい。また、そ

います。研究テーマの詳細は

え、幅広くテーマを遂行して

を逼進できる教育体制を取っ

体的なⅡ標に向かって、研究

本としており、学生各自が具

学科全体の主な動きとし

ております。

お願い申しあげます。私、こ

れらのうち多くのテーマは、

各位のご支援とご鞭燵を切に

農林水産省各局、農業工学研

究指導・教育を通して幅広い

注できればと考えている次第

枚岩となって、教育研究に傾

育面では学生さんに対する研

っての‐母こう（港）‐であ

れまで研究室とは卒業生にと

ています。岩永は、大型プロ

を育成し、神戸大学農学部ブ

専門知識と技術を備えた人材

解析などで着々と成果を挙げ

ニ由来新規生理活性物質に関

ジェクトに参画し、吸血性ダ

現在の冊究室は、ホームペ

度より、学生の研究成果の発

運営上の特徴として、昨年

方面でご活躍のⅢ窓会会員の

変革の速度が速まる中で、各

おります。大学法人化など、

定審査を受ける運びとなって

て、本年度は、神戸人学で初

る、と言ってきました。人生

ージに公開しているとおり、

表を義務づけています。本年

めてＪＡＢＥＥ（Ｈ本技術者

に疲れ、（別に疲れてなくて

基本運営方針として下記の５

項目（ＨＰより抜粋）を掲げ

度はすでに、人学院博士前期

究所、兵庫県、コロンビア人

ランドとして社会に貢献でき

もよいのですが）、青春時代

て、教育研究を行っておりま

です。

する研究に精力的に取り組
る人材を送り出さねばなりま

を思いおこした時、皆様の母
港である神戸大学農学部をご

す。（最後に示してあるＵＲ

教育認定機構）プログラム認

せん。それには、現職教員の

当分野の専攻生を紹介しま
のバックアップをおおいに必

山時代に卒業された大先輩方

訪問ください。もちろん、篠

学などとの共同研究として実

み、当分野の活性化の牽引役
努力はもちろん、卒業生各位

す。現在、所属の学生さんは
などこれまで以ｋの密接な関

要とし、就職関係、共同研究

施しています。

を担っております。

課程（修士課程）２年生２名、

博士課程後期課程１名、前期

「質の保証」をご理解頂くと

課程（修士課程）の４名の学

皆様には、大学教育における
Ｌをご参照下さい。）

ともに、今後ますますのご支

にも呼びかけます。当研究室

生が、フランス、米国での川

係の構築を願っております。

際会議で口頭発表し、さらに

Ⅲ１年生５名、学部４年生６

農地や農村のきれいで

・土地環境学研究室では、
す。

にお願い申し上げます。

援ご協力を賜りますよう、切

研究室ＨＰ

１月には２名が米国土木学会

た、学部学生においても、最

壷目廷言喜罠９２●胃宣，皇ｇ三

安全な環境づくりを目

の門戸は開けられておりま
終わりに、皆様がたの益々

．この円的を達成するた

工学会などでの研究発表を基

低１回の農業土木学会や地盤

で口頭発表する予定です。ま

ラインを含む水路・農

めに、ため池やパイプ

指しています。

「動物資源利用化学」有りと、

各自の得意とする能力を十分

します。

のご多幸とご発展を祈念いた

我々は、神戸大学農学部に

２名の計略名です。それぞれ

アピールしていかなければ生

に発揮し、その存在を大いに

（山之上助教授が指導教員）

の研究テーマに真筆に取り組

名、それに中国からの留学生

んでいます。就職・進学関係
もお知らせします。上記、在

務し（うち約喝年間は共同研

った模型実験あるいは

しては、現場条件に合

・用いるべき研究手法と

（株)両備ヨステムソリューヨヨコズ六篠会名簿係

地・農道などの施設構

土地環境学研究分野は、３

究員として農林水産省の研究

現場実験と数値解析の

現在進展中の具体的研究テ

【お問い合わせ先】 0120.SOO･756

■食料生産環境工学科地域環境工学講座

代前に学部長を歴任されまし

機関である農業工学研究所勤

ーマでありますが、地盤工学

名簿1冊4．000円(送料込）

学生の修士２名は、第一化学

に進学予定です。最近卒業し

た尾崎叡司名誉教授が創設さ

じめとする農業用施設の埋設

務）、特にパイプラインをは

とともに２名

的兇地から上記の方針に従っ

■往復葉言により調査開始しています。
■葉書未返信の方には、電話で確認します。

造物の合蠅的な設計施

た修士卒は万有製薬（株）、

れた旧農業工学科土地利用工

して、現場見学旅行・

の体制で研究

て、数多くの研究テーマを遂

成
平成17年度版六篠会名簿発刊決定
発

薬品（株）、倉敷紡績（株）、

ＮＴＴ西日本、辰馬本家涌造

学研究室に端を発します。そ

双方を基本としていま

尾崎叡司先生

開催しています。

研究体験実習を年数川

学‐は‐国立大学法人神戸大

室運営を行っ

行しています。近年では水質

■平成17年10月発行予定です。

学部４年生は奥本製粉（株）、

（株）、メロディアン（株）、

の後数川の改

手段を研究しています。

工、災害防止の方法や

ＯＣＩ（株）［旧大阪化学合

意識の高揚を主目的と

・研究課題の設定や問題

土地環境学研究分野
助教授河端俊典

究科農芸化学（生物化学）よ

金（株）］、万有製薬（株）、

成６年３月に

組を経て、平

コ（株）、地方公務員、山洋

が退官された

学“となりました。法人化に

ております。

浄化に関する研究なども加

〈9＞

第一化学薬品（株）に就職が

り着任の岩永史朗助手の３名

（株）クラヤ三省堂、フジッ

森、水製菓（株）、学部卒は、

決定し、残り３名は修士課梶

から構成されています。それ

初代教授沢山智先生から近
藤健次郎先生、伊藤和彦先生、

ぞれの研究テーマは、以卜の
とおりです。岡山は、食肉製

後、現在の内

す。

きました。西川先生は相模原

西川勲先生と引き継がれて
のご自宅で悠々自適のご生活

ィスクファーマ（株）、日本

化成工業（株）、ノポノルデ

学生と教官が、お互い

．また、本研究室内では、

て、パルマハムから見出され

川一徳教授に

品の発色機構関係を基礎とし

たばこ産業（株）、エムシ

をお楽しみです。初代から３

た新規発色色素（ＺｎＭｂ）

代目までは既に他界されてお
ります。私は、近藤・伊藤・

を研究者および人間と
います。その

して、尊敬し、信頼し、

引き継がれて

協力しあえる研究教育

ステック、カゴメ（株）、（株）

後、平成岨年

体制を確立したいと考

ーシー食品（株）、（株）ジャ

岨月に私が着

フの食べ頃の指標検索、食肉

ノエビアなどで活躍していま

任し、現在、

の発現機構の解明、神戸ビー

の色調保持に関する研究など

す。

え、何かといい勉強をさせて

に従事しています。山之上は、

西川先生と３人の教授に仕
頂きました。今では「古き良

食肉の科学で重要な課題の一

明を目的として、筋原線維タ

伴い大学の運営、教育、研究

私はⅣ年間

皆様ご存知のように、本年

ございます。

き時代の想い出」のようでも

ンパク質パラトロポミオシン

その他諸々のことを、神戸大

民間会社に勤

えています。

教員をご紹介します。教員は、

の筋節ＡＩＩ接合部における

学独自で遂行することになり

つである食肉の軟化機構の解

昭和⑬年（１９７４）４月赴

局在の分子的背景および高カ

ました。研究面では、各自で

次に、現在の当分野の担当

任の岡山、昭和他年（１９８

ルシュウム濃度による遊離機

内田一徳教授

７）４月赴任の山之上稔助

構の解明、さらに熟成に伴う

４月から、，国立大学神戸大

３月に九州大学大学院農学研

教授、平成ｎ年（１９９９）

（六篠会では､名簿作成業務を当企業に委託しています｡）
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《室

庶務報告
生産環境工学科主催の学術講演

た。任期は、平成賂年までです。

して武正興氏が選出されまし

藤中動（兵Ｚ４）

久保一兵（兵Ｃ２）

松浦良彦（兵Ａ１）

今年度は海外渡航援助を一時休

遣援助事業が設立されたため、

は、神戸大学大学院学生海外派

平成肥年度の活動について

門岡織江（神ＰⅣ）

東哲司（神ＡⅣ）

矢代学（神Ｐｍ）

天野孝司（神Ｚ７）

得丸哲士（神Ｚ２）

塩田悠賀理（兵ＰⅣ）

横田耕一（兵Ｃ１回）

村田煕（兵Ａ１回）

竹崎通善（旧教官）

坂田辰夫（神Ｃ犯回

し上げます。（敬称略）

した。謹んでご冥福をお祈り申

以下の方々がご逝去なされま

田中学（神Ｔ”）

竹中慎治（神Ｃ型）

丸橋康弘（神Ｐ認）

大塚

高橋

津川

河南

博昭（生物生産工学）

秀郎（生物制御学）

紘雄（生物環境学）

信正（食料環境経済学）

兵衛（資源植物学）

保幸（動物機能調節学）
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幸とご活解を祈念いたします。

よう、また、皆様のご健勝、ご多

２００５年が良い年であります

たいと考えております。

なって、六篠会報を編集していき

今後とも、会員の皆様方と一締に

当即事までお申し付けください・

ご意兒がございましたら、会報担

もしろくないからやめろ！」など、

載せてほしい！」、「この企川はお

す。また、「こんなことをもっと

実させていきたいと考えておりま

画いたしました。今後、さらに允

雌新の成果を紹介したいと思い企

す。その一部ではございますが、

い成果が続々と報告されていま

戸大学におきましては、すばらし

を褐戦することとなりました。神

第灼号から、「最新研究情報」

いです。

新しい風景として見て頂ければ幸

ました。勿論、六甲台卒業生には

いただけるものと掲載させて頂き

お持ちになられながら写真を見て

しそうに、兄ておられました。会

よくこの風景を眺めた。」と懐か

腰

員の皆様には、いろいろな感慨を

大学の学生の域は、酒を飲んでは

きに撮った写真です。「兵庫農科

締させて頂く機会があり、そのと

めた風景です。先輩の一人とご一

表紙の写真は、篠山城跡から眺

より感謝しております。

きには、快くお引き受け頂き、心

また、原稿を依頼させて頂いたと

を、再確認することができました。

生の皆さんが活躍されていること

うになり、いろいろな分野でＭ窓

きました。会報作成を手がけるよ

か無事に会報を発行することがで

のお陰をもちまして、今年も何と

ととお喜び申し上げます。皆様方

六篠会会員の皆様、ご活躍のこ

崖

として、５名（渡航先》アメリ
カ３名、イタリア２名）に、農

》中村直彦（神Ｚｌ）

５件に対して、援助を行いまし

平成旧年度
学部の学術講演会援助として、

平成略年５月８日（土）に代

監事咽中田昌伸（兵Ｃ、）
た。また、今年度は、岨月１日、

応用動物・生物環境制御・食料

議員総会が参加者詑名、委任状

２Ⅱに農学部主催で開催された

国際シンポジウムンの富二

監事》外山真理（神Ｃ９）
顧問率田中平義（兵Ｃｌ）
言訂［画里さご巴印琶ヨ壱○望巨ヨＣ二

顧問》東順三（兵Ｃｌ）

会則に基づき審議した結果、副

纈問“西川欣一（兵Ａｌ）
シ喝言昌冒用に援助を行いまし

で、役員変更の申し出があり、

会長置塩康之氏の後任として

六篠会代議員

顧問》新家龍（兵Ｃ５）

８名で開催されました。その中

吉川年彦氏が、理事（副代表理

役員

中澤啓一（兵Ａ７）

た。

事・名簿）松本幹夫氏の後任と

会長“北浦義久（兵Ａ６）

活動を維持していくことが総会

止することにした以外は、例年

で承認されましたので、それに

同様、一般および学術振興事業

酒井修（兵Ａ９）
基づき現在活動を開始している
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ところであります。
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｜慶弔記録
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平成過年度の一般事業として

務

入学者記念品贈呈、会費納入促

和男（付属農場）

退官された教官

阿部、水子稗Ｚ型

松井功（兵Ｔ妬）

池川吉一（兵Ａ過）

理事（代表理事）

》中村直彦（神Ｚｌ）

理事（副代表理臺
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理事季友会）

河野

進、会報発行、各支部活動→学

｜着任された教官
靖雄（生物機能化学科）

に三

（会報担当理事一Ｍ
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32,826,228
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増減(－:減）

決算額(円） ’

予算額(円） ’

項目一

32,826,381

|

せてお伝え頂くようお願い申し上げます。

支出の部（円）

■

『

利息

4．847

備考

32，821 ，381

-153

32,826,228

32,826,381 1

合

32,291,228

合計

なお、御連絡の際には、所属学科と卒業年次を併

rikusou@ans.kobe-u｡ac.jp
ホームページ
http://home.kobe-u･com/rikUgOu/

対する御要望、御意見など御待ちしております。

O7B-BB1-2フ52
e-mail

っております。住所や連絡先の変更、また本会に

旅費

増減(一:減）

決算額(円） ’

32，821 ．381

項目

O

備考

増減(-減）
決算額(円） ｜

項目 ｜ 予算額(円）

80,000円x2件､60,000円x3件
20‘000円X5件,100,000円x1件

海外学術活動援助費
学術活動援助費
予備費

で受付けております。また、e-mailでの受付も行

O

5.OOO

雑収入

保留金

理事（学友会）

友会・ＫＵＣ援助、農学部およ
び農場活動援助、六甲祭援助、

退官教官記念品贈呈、卒業証書

教治（生物環境制御学科）

健一（生物機能化学科）

信彦応用動物学科）

支出の部（円）

予算額(円） ’

前年度からの繰越金

支出計

FAX

会員の皆様からの本会への御連絡を主としてFAX

収入の部（円）

援助休止

－400，OOO

海外学術活動援助費
学術活動援助費
予備費

利息

540,000円
32，286‘228円

備考

増減(一:減）

15年度予算額(円）’ 16年度予算額(円）

六篠会平成15年度六瞳会墓余洩算報告書
-535,153

32，826，228円

収入
支出
差弓 残高

項目

376,833

6．791．508
7．309，148

合計
備考

定年退官教官への記念品
KUC活動等
15年度実績
役員活動費
神戸大学学友会
予備費

32,291,2281
32,826,381
合計

》王子善渭（兵Ｃ吃）

卵能宗康夫（兵Ｃ２）

筒及び手提袋贈呈、卒業祝賀会

た。また、会員の海外渡航援助

援助、慶弔関連などを行いまし

褒舅費

5.OOO
5，OOO

定年退官教官への記念品

慶弔費
交際費

32，286，228
32，821 ，381

前年度からの繰越金
雑収入

パソコン購入費削減

7，309，
148

平成16年度六篠今墓余予算

支部助成六甲祭‘ﾏﾗｿﾝ大会支援
祝賀会援助,卒業証書筒
代議員総会
事務ｱﾙｲﾄ代ｿｺﾝ購入郵送料等

旅費

増減(－減）

15年度予算額(円） 16年度予算額(円）
項目

支出の部（円）

一般事業費
会報発行費
各種活動援助費
卒業記念祝賀
代議員総会経費
一般事務費
会議費

7,685,981 1
7,309,1481
|

7.685.981

合計

1 ,685.961 1
0

収入の部（円）

構内整備(樹木蕊,除草花壇整備）

農学部･農場援助費
一般事業費
会報発行費
各種活動援助費
卒業記念祝賀
代議員総会経費
一般事務費
会議費
15年度実績

-517．640
6．791．508’
7‘309．148

備考

増減(一:減）
決算額(円） ｜

予算額(円） I

｜
項目

7.309.1481

’

16年度予算額(円）I

項目

収入の部（円）

入会金
雑収入
前年度からの繰越金

慶弔費
交際費
褒賞費
役員活動費
神戸大学学友会
予備費
支出合計
次年度への繰越金
次年度

合計

備考
増減(－:減）

合計
項目名変更

濤学部・濤塲淫助費

‘685，961円
1

1

’
六篠会平成15年度一般会計決算報告書
六篠会平成16年度一般会計予算

30,000円x1名,40,000円x151名
利息名簿販売代金寄付金
入会今
雑収入
前年度からの繰減今

支出の部（円）

5,105,547円

増減(三減） ’

15年度予算額(円）’ 16年度予算額(円）

376,833

支出

備考

差引残高

40‘OOO円x150名
利息(15年度実績）

6,791 ,508円

収入の部（円）

収入

「 － 項目

32,826,381 1

|

合計

理事（ＫＵＣ）

理事（ＫＵＣ）

》石賀暢一（神Ｃｌ）
理事（ＫＵＣ）
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