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との新しい関係！

農学部近況報告

中秋を過ぎ、日一日と秋の

めて約８，０００名に達して

の累計は、学部と大学院を含

Ｄ一貫の大学院教育体系が完

体制となり、見通しの良いＭ

農学部長中村千春

色が深まって参りました。六

学

がますます重要になってきま

後大学、学生、卒業生の連携

六篠会会長北浦義久

結成に至っていない地域や職

世界をリードする研究成果が

域においても是非支部を結成

としての農業、食品産業を科

り開く人材が育つことを切望

生まれ、新たな農学領域を切

六篠会員の皆さん、お元気

域です。一方、農学の範嬬は

学的に支える伝統的な学問領

ですか。各地域、各分野にお

まず、念願の農学部学舎改

急速に拡大しており、食料・

の課題です。農学研究科から

一方、平成鴫度から農学部

めに開始されたことを報告致

工事がＥ棟（研究棟）を手始

食品生産から、環境問題、地

成します。内容の充実が今後

の学舎の改修工事が民間活力

します。７月以来の移転作業

います。農学は、人間の「生

を活用したＰＦＩ方式で行わ

は予想以上の難事でした。学

命と生活」を支える基幹産業

したら本部へご一報下さい。

れております。もうすでに研

ご清祥のことと存じ上げます。

皆様方に支えられて、この
ます。今後とも同窓生の新し

積極的に対応させていただき

究室の一時引っ越しが終わっ

篠会会員の皆様にはますます

５年間六篠会会長として活動
い和を作り上げていきたいと

が担うようになるでしょう。

させていただきましたが、こ
願っております。

ほか、講演会等の学術活動、

名簿の発行（４年に１回）の

して会報の発行（年１回）や

六篠会では、今主な活動と

りますようお願いします。

の温かいご支援とご協力を賜

います。引続き会員の皆様方

ときを過ごすことが出来まし

の同窓生が集い、楽しいひと

れ、全学部で３００名あまり

デイ」が、９月鋤日に開催さ

た「神戸大学ホームカミング

っそう深めることを目的とし

大学と同窓生との連携をい

への飛躍に大きな期待を寄せ、

われ同窓生も神戸大学の将来

わろうとしていますが、われ

今、母校神戸大学は大きく変

期待しています。このように、

育施設と生まれかわることを

来を象徴するような研究・教

となるようです。明るい未

ランスが出来、開放的な建物

たと聞いております。エント

て協力し、平成明年ｎ月には

ますが、教職員が一丸となっ

今後も多くの作業が残ってい

科せられた最大の課題です。

学・研究環境の確保が私達に

町論研究など学生諸君の勉

講義、学生実験と卒論、修論、

し種々の不便に耐えています。

理学部、国際文化学部に分散

科学研究科１，２，３号館、

学部Ａ、Ｄ、Ｆ棟の他、自然

生諸君と教職員は、現在、農

個別分野の専門性を深化させ

が発足します。改組の眼目は、

をめざした大学院農学研究科

生命」に関わる諸問題の解決

を改組し、「食料・環境・健康

は、現大学院自然科学研究科

認識に基づき、平成岨年度に

られています。こうした基本

応えうる組織への変革が求め

入れ、新たな社会的ニーズに

を含むシステム全体を視野に

安全安心など生産者・消費者

域社会の活性化や健康、食の

ショップが、１５日には、神

Ｅ船）主催のバイテクワーク

日本学生研究交流会（ＶＪＳ

学長ほかを迎えたベトナム・

ンラム大学長、ハノイ農科大

海外演習）。Ⅱ月４日には、ノ

ことが出来ました（熱帯農学

（ＩＲＲＩ）へ学生諸君を送る

ＰＬＢ）と国際イネ研究所

ピン大学ロスバニオス校（Ｕ

年次を迎え、本年度はフィリ

携教育支援プログラム」は２

文部科学省の「戦略的国際連

分野でも前進が見られました。

他学部との交流を図っており

の活動にも積極的に参加し、

新

全学的な学友会やＫＵＣなど

して協力しています。また、

整備といった大学運営等に対

らに、学舎周辺の植樹・環境

念祝賀会の開催への支援、さ

六甲祭等の学生活動、卒業記

れていると痛感しています。

と大学の新しい関係が求めら

ある母校の姿に接し、同窓生

る社会状況や変貌を遂げつつ

告されました。急激に変化す

発展的な将来構想等詳しく報

戸大学の置かれている状況や

特に国立大学法人となった神

大学の現状と将来について、

上げ、ご挨拶とします。

限りないご発展をお祈り申し

の皆さんのご健勝、ご多幸と、

最後になりましたが、会員

んか。

を続けていこうではありませ

係

た。また、野上学長から神戸

大学の発展に微力ながら支援

新農学部学舎の落成を迎えた

戸大学が主催する東アジアウ

ます。また、神戸六篠会、県

大学の考え方と卒業生の考え

設された兵庫県立農科大学を

昭和別年に多紀郡篠山町に創

学研究科は、３専攻（食料共

添付図のとおり、大学院農

学農学部長、ＵＰＬＢ農学部

国農業大学副学長、ソウル大

てです。神戸大学農学部は、

次は、研究科の改組につい

つつ、学際性・総合性を重視

六篠会、関東支部（東京木曜

ほかを迎えた「東アジア地域

の食の安全安心科学に資する

長、国立感染症研究所副所長

環境工学、食料環境経済学、

ポジウムを農学部が共催しま

国際フォーム」と題したシン

生システム学、資源生命科学、

た。創立以来師年間、幾多の

用生命化学、農環境生物学）

応用動物学、応用植物学、応

生命機能科学）６講座（生産
再編改組を経てきましたが、

管で六甲台に学舎を構えまし

昨年度までの卒業者・修了者

前身とし、昭和蛇年の国立移

ィーク行事の一環として、中

した大学院農学教育研究体系

会）、東海支部など、それぞれ

のではありませんが、その中

方とは、必ずしも一致するも
でこれまでと違った関係を構

の職域や地域での活動に対し
の開催を通じて、同窓生の交

のではないかと思います。今

築していかなければならない

ても支援をし、総会や懇親会

て頂いております。まだ支部

の再構築です。

いと思います。

国際学術交流と地域連携の

します。

ただきたいと心を新たにして

れからも、力一杯やらせてい

すが、その一翼を我々六篠会

三

していただければと願ってい

1
ます。具体的な動きがありま

三

いて、ご活躍のことと心から

三

お喜び申し上げます。

大
学
流を深めると共に親睦を図っ
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イを開催することになり、本

様を招いたホームカミングデ

妬、妬、妬年を経た同窓の皆

申し上げますとともに、農学

会会員の皆様のご健勝を祈り

最後になりましたが、六篠
上げます。

う、何卒よろしくお願い申し

り一層のご支援を賜りますよ

前川さんにはとりわけお世話

黒岡の飲み屋「おっさん」の

変好都合なことがありました。

に責任の重さを痛感していま

を担う農業を志す青年の指導

六篠会会長と農学部発祥の地

式典の後、農学部では、北浦

かよくわかりました。篠山で

の学生生活が如何様であった

生活をしていました。先輩方

はその家の家庭教師もどきの

払いは盆と暮の年２回下宿で

校、普通高校、大学卒業者な

ます。農家、非農家、農業高

的に行うところに特色があり

す。学習と生産と生活を一体

ー内にあり２年制で全寮制で

県立農林水産技術総合センタ

農業大学校は加西市の兵庫

である篠山市稲川助役のご臨

３年勤務したが新米の農業改

す。

食資源教育研究センターの
部、大学院農学研究科へのよ

す。

「神戸大学ブランド商品」も順

ました。百年記念館での全学

年は去る９月鋤日に挙行され

マネギ）」、「藤稔（ブドウ三

ジャガイモ」、「ターザン（タ

退官教員の皆様が集いました。

席を得て、記名を超える同窓、

になりました。大手食堂の支

「神戸大学のちょっと変わった

調です。「神戸大学ビーフ」、

ます。兵庫県立農林水産技術

などいずれも好評を博してい

総合センターで育種された酒

の目的です。したがって授業

ど多様な若者が入学してきま

は講義と実習がそれぞれ別％

す。彼らに対して実践的な農

Ｃ１０１教室での農学部現状

関わる技術、経営指導を担当

ずつであります。講師は職員

くの人にお世話になり感謝し

報告に続いて、「神戸大学ビー

しました。その後、明石、北

良普及員として農家を始め多

教育研究センターで栽培し、

米品種「杜氏の夢」を食資源
フ」と、最後までとっておい

大学紛争の最中であり朱色と

淡路、神戸、南淡路、佐用、

兵庫県立農業大学校

加西市の酒造会社「福久錦」
の食膳に並んだ懇親会は、同

た「神戸の香」がピロティー

た。畜産学科の仲間には神大

黒の立看板が林立していまし

のほか主として農林水産技術

て養成することが農業大学校

が醸造した日本酒「神戸の香」

窓の皆様と農学部在学生、教

加西の農業改良普及センター

会員劉名在職）が行っており、

総合センターの研究員（六篠

業技術を習得させ机い手とし

は本年２月に世に出て、１，

職員の親睦を深めるよい機会

に勤務しました。農業改良普

ています。仕事は畜産扣当と

５００本を完売しました。本

全共闘の大物幹部が在籍して

及員（六篠会員詑名在職）の

校長上林良之（神Ｚ１回）

年度は栽培面積の拡大と良好
となりました。来年も同窓の

おり彼らの支援をしながら全

私は神戸大学農学部畜産学

クラスであることは研究、教

議論がされているなか農業を

農業の先行きについて様々な

<3＞

して主として肉用牛、酪農に

な作柄から、６，４００本の

学ストや団交に明け暮れほと

自然科学系
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皆様に母校農学部の姿を見て

農学部を退官された保田先生、

同窓会関連のニュースを加

仕事は農業生産現場で農家の

ています。私も「農政時事」

んど勉強はしていません。今

営改善の指導を通じて農家と

れば実習授業を手伝うよう心

を講義するとともに時間があ

科を卒業して鏥年になります。

共に喜びを分かち合う仕事で

ますので、今から楽しみにお

し訳ない思いと、懐かしい思

あります。また試験研究成果

えます。神戸大学は、毎年９

山で学んでおり、農学部学舎

す。

いが複雑に入り混じっていま

高橋先生にも講義をお願いし
は建設中でありました。２年

育、普及の一貫した組織によ

いと思っています。多様で異

志す彼らにしっかりと応えた

掛けています。学生と一緒に

卒業し農業改良普及員として

り技術移転がスムーズに行わ

を生産現場に普及させる重要

篠山農業改良普及センターに

れている証左であります。こ

質な学生のキーワードは「農

どうゆうはずみか兵庫県職

９月鋤日に神戸大学ホーム

赴任しました。事務所は篠山

の仕事に大変満足していまし

ころがすべて就農できるわけ

業をしたい」であります。と

先生や先輩を訪ねることがで

カミングデイに参加し久しぶ

城趾の小さな堀に囲まれた東

たが、平成Ｍ年思いもよらず

ながらの話は楽しいものです。

りに農学部キャンパスをゆっ

の馬出しにありました。移管

兵庫県立農業大学校へ転勤と

ではなく、就農できない学生

なって額に汗をかき実習をし

くりと見学しました。建設時

になった農科大学の地に勤務

には農業についての知識と技

の農家の技術が世界のトップ

に植えられた木は小さく周辺

することに因縁を感じ気持ち

なり今日に至っております。

術を備えた農業理解者、農業

な役割を担っています。日本

は裸地が目立つ構内でしたが、

創世紀の成熟社会は農の時代

９７０年１ヶ月遅れて４月に

木も随分大きくなり重みを感

が高ぶった記憶があります。

といわれています。この時代

員採用試験に合格したため１

じるとともに施設が整い学部

部を卒業したと話をすると大

農大が移管した神戸大学農学

いたことを思い出しています。

いました。１９７０年前後は

の充実をうかがいうれしく思

き農学部へ入学した実感が湧

目の秋に移転が完了し学部の

立場に立ち、農業技術や、経

頂きたくご案内をさせて頂き

新酒ができる予定です。

先館融合研究■
先蛸磁合研究■

思えば若気の至りとは言え申

神戸大学■学部

入学時は農科大学の先輩は篠

GraduateSchoolofAgriculturalSclence
FacultyofAgricunure,KobeUnlversity

待ちください。

（平成19年4月設置予定）

月の最終土曜日に、卒業後弱、

神戸大学大学院■学研究科
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神戸大学農学部への編入学生

部へ編入の道が開かれました。

に勉学意欲のある学生は農学

修学校として認可を受け、更

ています。本校は平成Ⅳ年専

支援者としての活躍を期待し

担い手が強く望まれています。

として組み立て実践する若い

ろがその研究成果を農業技術

分化、深化しています。とこ

今日の農学の研究分野は細

資格を取得はどうでしょうか。

る農学部学生は農業大学校で

業の現場での活躍を望んでい

高校時代に憧れた微生物の世

ルスのカルス内で移行など、

を使ったタバコモザイクウイ

植物の組織培養や電子顕微鏡

の先輩方の指導を受けながら、

先生方、神戸大学の第１回生

雄一先生の教室で、研究室の

それでも、専門課程では宮本

スを用いたトマトのタバコモ

世界的に例のない弱毒ウイル

した。当時、所属研究室では、

物等の分類同定に取り組みま

それ以降、ウリ類、マメ科作

たのが一番印象に残ります。

輪作等の現地実証試験を行っ

り、土壌消毒、抵抗性台木、

重要病害に係わる病害虫につ

産業に壊滅的な影響を与える

本本土に侵入した場合に果樹

ング病など、日本あるいは日

危愼ざれるカンキッグリーニ

を北上中で九州本土に上陸が

地球温暖化に伴い、西南諸島

リスクが危愼される火傷病や、

組織体制も従来の縦割りの
部・研究室制から大きく様変

人となりました。それに伴い、

公務員型の非特定独立行政法

研・特定独立行政法人から非

務員としての身分のある国

総合研究機構となり、国家公

行政法人農業・食品産業技術

わりして、研究チーム制とい

います。

う研究の目標を明確にした研

が早く出現することを願って

いて、行政部局と連携を取り

るようになりました。研究資

究分野横断型の体制がとられ

ながら、研究に関わっていま

す。また、現在の職場では、

金も競争的研究資金等獲得に

ク病防除研究が実施されてお
り、その影響もありキュウリ

えるべく、拮抗微生物、情報

化学農薬の使用を最小限に抑

ザイクウイルスによるモザイ

モザイクウイルス（ＣＭＶ）

した。

大学卒業後、農林水産省に入

の弱毒化にサテライトＲＮＡ

界を垣間見させていただきま

り、札幌市にある北海道農業

よる充実化、産学官連携、協

成のため欠くことのできない

教育機関であります。団塊世
試験場に配属されました。１

力の促進・強化、海外機関及

農業大学校はそうした人材育

ーで馬鈴薯の掘取り実習に参
代の最後の踏ん張りで引き続

した環境に優しい果樹病害虫

化学物質・天敵利用等を利用

今年の７月に保坂先生のご

加することができました。農
き魅力ある農業大学校運営と

し、弱毒ウイルスを利用した

が利用できることを明らかに

配慮により食資源教育センタ

学部学生と農業大学生の交流

９７０年に日高山脈縦走中の

び国際機関等との連携の促

福岡大ワンダーフォーゲル部

防除技術開発研究の推進に取

に、得られた成果については

進・強化が求められるととも

います。

防除法開発に取り組みました。

果が、直接に生産者の方々の

り組んでいます。得られる結

学生指導に当たりたく思って

のパーティーがヒグマに襲わ

やはり研究室の持つ伝統は有

のきっかけになればと思いま
神戸大学農学部の発展と六

形無形でパワーを与えるもの

す。本校では農業を行う上で
必要な資格（トラクター運転

いこともあり、熊には気をつ

れ、３人の死者が出て間もな

情報提供行う必要があります。

国民にわかりやすいかたちで

勝を念じ粗稿といたします。

生活、消費者の方々には食の

篠会会員皆様方の益々のご健

安全・信頼確保に係わる事柄

このことを胸に刻み、美しい

免許、フォークリフト、溶接、

１９９０年に果樹試験場盛

が多く、身の引き締まる思い

部第２回生としてして卒業し、

１９７１年に神戸大学農学

まれてしまいました。大学３

応なしにそのただ中に巻き込

動に積極的でなかった私も否

キに入るなど、そのような活

では、ヶ月にわたるストライ

学紛争が活発になり、農学部

大学３年生になった頃に、大

れていたのを覚えています。

個性豊かな方ばかりで圧倒さ

み始めました。今では有名な

定、防除技術の開発に取り組

ロンのウイルス病の分類・同

病を担当することになり、メ

学時代の未練もありウイルス

ス病の研究課題の中から、大

いもち病、土壌病害、ウイル

象になるという研究室でした。

はそれ以外の作物は何でも対

のですが、私の入った研究室

病害に特化した研究室だった

わる検疫措置が改正となった

た米同産りんごの火傷病に係

にはＷＴＯ交渉で問題となっ

組んできました。２００５年

類紋羽病防除法の開発の取り

菌類ウイルスを利用した果樹

山県立大等との共同研究で、

に、農業環境技術研究所や岡

伝子診断法の開発するととも

リンゴ根頭がんしゅ病菌の遺

り組み、リンゴのウイロイド、

難防除病害に係わる研究に取

し農業技術研究機構として発

果樹研究所は独立行政法人化

私の勤めるサカタのタネは、

ただけるのではないだろうか。

名を知らなくてもわかってい

－コーン」の会社といえば社

いと思います。

研究推進に取り組んでいきた

が昨日のように思えます。当

だとを感じた次第です。

岡支場、２００２年に果樹研

国土・豊かな環境と潤いのあ

けるようにと散々言われたの
時、北海道農業試験場には植

がします。

農業機械士、家畜人工授精士
等）が取得できます。将来農

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所

究所本所に異動になりました。

拓年が経過しました。現在と

年生といえば、専門過程に入

ド化される頃でしたが、メロ

夕張メロンがちょうどブラン

る国民生活の実現に向けて、

果樹研究所では、果樹病害の

は少し組織が変わっています

って、研究活動に関われると

２００１年に私の所属する
り、うち２つは馬鈴薯、牧草

物病理関連の研究室は３つあ

が、当時の植物防疫学科植物

楽しみにしていただけに、一

研究管理監吉田幸二（神Ｐ２回）

病理学教室に所属し、同期の

ことに加え、物流及び人の活
かと悔しく思った時期です。

体何のために大学に入ったの

めた頃で、夕張市の依頼によ

ンえそ斑点病が問題になり始

る現状から、我が国への侵入

動が国際的に加速化されてい

スメロン」あるいは「ピータ

「プリンスメロン」「アンデ

種苗会社である。花ではパン

１９１３年創業の花と野菜の

世界姐力国に弱拠点を置く、

広塑壹一伝課長淡野一郎（神修旧回）

株式会社サカタのタネ

足した。２００６年には独立

高橋、中尾（旧性鈴垣）の同
第１回生が６名で、なおかつ

級生とともに過ごしました。
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一室

シェアナンバーワンで、穀物

野菜ではブロッコリーが世界

ジー、トルコギキョウなどが、

いている。

本社において現在の仕事に就

理由で、以来、横浜市にある

な話ができる人間が必要との

対消費者間取引（Ｂ２Ｃ）に

たちでは扱わないため、企業

花など）は生産者任せで自分

も、最終の成果物（青果や生

い対応を求める。その場で、

が高い。そのため媒体は素早

ニュースは新鮮なほど価値

った。しかし、本来それは、

はあまり聞かなくなってしま

かで、一次産業にまつわる話

次・三次産業中心の社会のな

アーへ一人でも多くの人をい

農業というノスタルジックツ

我々の遺伝子に刻み込まれた

入社してすぐの私の仕事は、

例年に修士課程を修了し、
媒体（マスコミ）に提供し、

ニュースとなる情報を企業が

て少し触れたい。「広報」とは、

さて、その広報宣伝につい

ーション戦術は、いまだに生

結果、この分野のコミュニケ

になりがちなのである。その

ケティングコンセプトは希薄

基づいた一般消費者へのマー

ようになれば、話題の創出な

社会のトレンドを捉えられる

すく記事化されやすい。また、

る客観的な説明は、理解しや

即数系ならではのデータによ

に広報向きなのだ。くわえて

多くを語れる技術者は、まさ

で、最も身近なはずである。

生きていくために最低限必要

いと考えている。

てこれからも活動していきた

ざなうべく、花や野菜を通し

界第４位である。

花の品種育成だった。いわゆ
媒体の責任で記事や放送の形
産者に対する業界紙誌を中心

は大きい。

を含まない種苗業の順位で世

る「ブリーダー」と呼ばれる
で報道してもらう活動をいう。
にした広告が中心である。

任で表現することをいう。広

の時間を買い取って自分の責

る。食の安心・安全、食育、

く環境は大きく変わりつつあ

しかし、農業分野を取り巻

は、その後多くの媒体で扱わ

求した「ミニ＆ベビー野菜」

えば船年６月に毎日新聞へ訴

ど積極的な広報もできる。例

の販売許可など、Ｂ２Ｃに基

による非生産者の余剰収稽物

用品）化したパンジーを救っ

さらに、コモディティ（日

というジャンルに日を当てた。

園」は、野菜のコンテナ栽培

「作っておいしいベランダ菜

にしているが、この菌は子の

言侭畠９号①Ｃご園①）を材料

ネに病気を起こすいもち病菌

学問」である。私の研究はイ

っているのは「カビの生える

という言葉があるが、私がや

より様々な有用情報が得られ

がある。ゲノム配列の解明に

次々に決定されていったこと

ヒトゲノムを代表として、

るゲノム（ＤＮＡ）配列が、

景には生命の設計図と言われ

大変注Ⅱされている。この背

ではこのＲＮＡという分子が

由であった。現在、生命科学

を発見したことがその受賞理

で「ＲＮＡ干渉」という現象

士に授与された。二人が線虫

シシ大のクレイグ・メロー博

カビの生える学問
植物病理学助教授中屋敷均

ＲＮＡ新大陸と

最新研究情報一

職業で、作物育種学研究室に
一方、「広告」は、企業が料金

勤務地は、長野県三郷村

スローライフといった一般消

れ大きな反響を呼び、“年２

さに天職であった。

（現安曇野市）にあり、背後に

報の場合、媒体の記者という

まり、異業種の参入による流

費者のこの分野への関心の高

を支払って新聞の紙面や放送

所属していた私にとって、ま

北アルプス、Ⅱの前は美ヶ原
ことから信頼性と印象が明ら

第三者によって記事化される

し、神戸新聞はじめ延べ弱の

を望む山並みと一面のリンゴ

通チャネルの変化、今年３月

畑、盆地の底には松本の町並
かに高く、広告よりも費用対

の農水省農村振興局長の通達

川から共同通信社へ向ら寄稿

み、信州安曇野の広い畑が私
効果が高い。

具体的には、広報はプレス

づいた一般消費者へ訴求する

たタカラ（現タカラトミー）

う閑という糸状菌（カビ）に

地方紙に亜か月連載された

のフィールドだった。高冷地

リリースの作成と配信、記者

ためのマーケティングコンセ

との。ラボレーションによる

「カビの生えたような学問」

会見・イベントの企向運営、

きている。

プトを追求する必要が生じて

パンジー「虹色スミレ昌芸

の盆地特有の厳しい夏の暑さ
マワリ、アスター、プリムラ

や冬の寒さのなか、担当のヒ

新聞雑誌のクリッピング、社

これらのことから、一般澗

など延べ９品目の花の品種育

費者も含めたターゲットへ、

告・販促物の企画・制作など
の業務からなる。当社ではさ

内報の制作など、広告は広

らにブランド管蝿、マーケテ

年のブリーダー人生を過ごし、

皿品種といくつかのＦ１舳樋

固定種を中心とした登録Ｍ概

たが、不思議なことも次々と

等生物のゲノム配列には、一

見つかった。その一つは、高

究室で白衣を着た学者が顕微

いうことであった。これまで

見あまりにも無駄が多い、と

うな学問というと、薄暗い研
やシーズを商品作りに活かし

なイメージがあるが、「カビの

鏡をのぞいているというよう

属している。カビの生えたよ
活動に力を入れている。わが

起案実行したことによる。

業務で得られた社会のニーズ
国の農業分野における広報に

ＤＮＡからなる遺伝子は、最

屋ｇどのブランド化も、広報

ところで、現在、食品以外

対する意識はまだまだ低い。

終的には酵素のような蛋白質

一層の経費削減と効果的な訴

の農業分野に携わる多くの企

り寄ったりという所だろうか。

生える学問」も、まあ、似た

求のため、当社では特に広報

間会社の育種において、世界

業の商取引は、商品を生産者

ティングコンセプトの欠如に

その理由は、上述したマーケ

ィングプランナーといった仕

最小クラスのヒマワリ「小夏」

に対して販売するいわゆる企

Ｂ２Ｂ業界である。つまり種

ある。種苗業界も、典型的な

と感じている。その中で技術

求できないことも大きな原川

加え、的確な情報を媒体へ訴

ォード大のアンドルー・ファ

医学生理学賞は、米スタンフ

ところで、今年のノーベル

のＤＮＡから蛋白質への架け

れ、ＲＮＡという分子は、そ

を作ることに意味があるとさ

戦後の高度成長による二

など、いくつかを一から自分

業間取引（Ｂ２Ｂ）が中心で

そんな私に５年前、社内で

苗という製品とその販売につ

橋となる役目を果たしている

立ち上がったばかりの広報宣

イアー博士と米マサチューセ

伝部への異動の話が来た。広

経験者が広報業務を担う意義
いてのコンセプトは意識して

った。

で育成できたことは幸せであ

事まで含め幅広く行っている。

成に精を出した。ここで約ｎ

識

一からの品種育成が難しい民

－－

を育成した。職務育成のため

篠
報宣伝活動のためには技術的
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あるが、現在このＰＦＩ事業

介するのもお恥ずかしい話で

六篠会役員の選任について

①第１号議案

の発行、⑤同窓会の支部活動

に対する援助などの活動を実

は、個人情報保護法の施行に

その応用を両立できればと考

安普請という言葉にも満たな

並びに収支決算の承認につ

伴い、理事会で慎重に審議す

農学部に必要な学理の探求と

末筆となったが、現在、神

いような計画となってしまっ

いて

こんなとてもカビが生えそ

一つ。

うにもない新しいピカピカの

ている。今後、神戸大学農学

ヒトゲノムの解読から分かっ

と考えられていた。しかし、

課題に、私はカビを生やして
戸大学農学部はＰＦＩ事業に

部に通うこととなる後輩達が

平成Ⅳ年度六篠会事業報告

に発行している名簿について

要以上に遅れました。

必要があったため、発行が必

るほか、所定の手続きを経る

（案）並びに収支予算（案）

平成肥年度六篠会事業計画

③第３号議案

施しました。ただし、４年毎

取り組もうとしている。カビ
る。同窓生の方々が過ごされ

よる学舎改修の真っ最中であ

②第２号議案

ムＤＮＡ配列のうち、蛋白質

たことは、約訓億のヒトゲノ

はずいぶん下等な生物と思わ

よう、何卒同窓生諸氏のご協

胸を張って通える学舎となる

の予算が極めて逼迫しており、

になる領域というのは、わず

れているかも知れないが、
されつつあり、新しい学舎が、

た懐かしい学舎は現在取り壊

えている。

いうことであった。すなわち

かその１～２％に過ぎないと

り、今年ノーベル賞を取った

我々上卜と同じ真核生物であ
来年４月から再来年にかけて

文を結びたい。

力を賜れればと願い、この拙

ては、例年どおりで大きな変

肥年度事業計画（案）につい

はじめに、議長の選出を行

以上、事務局からの説明を

更点のない内容となりました。

ざいます。

最後に皆さんにお願いがご

されました。（詳細は後述）

行い、原案どおり可決・承認

い、昭和調年卒、翅回生で農

は、六篠会副会長として県六

まず、第１号議案について

お願いしました。

学科の坂井永利さんに議長を

④その他

次いで、第３号議案の平成

この生命科学観からするとヒ
「ＲＮＡ干渉」機構もきちんと

建つ予定である。しかし、紹

の承認について

トゲノムの兜％以上の領域は、
無駄であるという結論になる。
「ＲＮＡ干渉」使って、いもち

保持している。現在、この
病菌の遺伝子機能を探ること

昨年、この不可解な状況に、

雲

理化学研究所の日本人研究者
達が一筋の光を投じた。それ
を試みており、低環境負荷型
った物質生産、難分解性物質

ウスでは、やはりゲノムのほ
の処理などの応用につなげる

はヒトと同じほ乳類であるマ

とんどが蛋白質にならない領

の防除法の開発や糸状菌を使

域であるが、ゲノム半分以上

ｌ野上学長から「同窓生との連携・

篠会からの推薦のあった吉倉

同窓生の皆さんは、兵庫農

惇一郎（兵Ｃ略）さんが定年

退職したことに伴い、その後

部において研讃を積まれ、そ

科大学あるいは神戸大学農学

一方、カビは生育が哺乳類に

任として同県六篠会の会長に

ことを目指している。また、

就任していただくことになり

の領域は、ＲＮＡにまでは転

平成肥年５月鋤日（土）、いただきました。その中で、

写されていることが明らかに

午後３時から神戸・元町の本学長から「これからの大学運

ました。

基金の創設」を提案
代表理事中村直彦（神Ｚ１回）

トがあるため、いもち病菌を

料として取り扱い易いメリッ

館牡丹園において、六篠会の営を行っていく中で、同窓

年度事業実績については、①

比べると格段に早く、実験材

作られるという図式ではなく、

蛋白質を作るためにＲＮＡが

使って「ＲＮＡ新大陸」の開

代議員総会を行いました。こ会・同窓生との連携を深めて
れは、同窓生全員に呼びかけいきたい。連携の一環として、

開催、②教

六篠会総会をはじめ理事会の

なったのである。すなわち、

ゲノム情報の多くがＲＮＡに

な空想を描いている。空想に

拓者となるべく、日々いろん

て行う４年に一度に開く総会今秋にホームカミングデイ

算・決算について審議するも翔する神戸大学を推進してい

員により六篠会の活動及び予画している。また、世界に飛

学術活動に

員・学生の

祭、マラソ

助、③六甲

昭和型年に兵庫県立農科大学

食糧難の続く戦後間もない

されてこられました。

の精神を長年にわたって実践

なることに意義があり、蛋白

以外の年に行い、役員と代議（別記）といった交流の場を企
戸

また、第２号議案の平成Ⅳ

質にまで翻訳されるのはその

つき合う学生さんは大変だが、

学観が提示された。これはマ

『

ごく一部という新しい生命科
スコミにより「ＲＮＡ新大陸

このたびの代議員総会には、家予算がカットされていく中

のです。くため、そして大学運営の国

大学から野上学長、真山副学にあって基金を創設すること

など学生活

念パーティ

対する援

長（社会連携本部長）、中村農を検討している。基金の内容
学部長、松本社会連携課長、については、今後詰めていく

援助、④会

動に対する

ン、卒業記

植村社会連携課長補佐をお招が同窓生の協力を得たい。」と

きしました。の提案がありました。
まず、北浦会長の挨拶のあその後、議事に入り、その

報及び名簿

』■■■、

ｌ■■１
１
１

～｡湾当

の発見」と比嶮された。この
蛋白質にならない多量のＲＮ
Ａ達が実際に何をしているの
か、現在「ＲＮＡ干渉」のよ
うな少数の例を除いてほとん
しかし、ゲノム情報の多くが

ど未知であると言って良い。

司

〈6〉

』

と、野上学長より来賓祝辞を内容は以下のとおり。

艀

一云

P

L

ＲＮＡとして機能を持つ可能

性が示された意義は、生命科

旦

篠
学の歴史に残る発見と言えよ

侭

平成18年12月20日発行

報
六

（昭和”年に兵庫農科大学と改

名）として誕生し（神戸大学
も同じ年に開設）、経済復興か

ら経済成長、その後バブルの

崩壊といった経験を経て、今
や国内では少子高齢化、川際
社会においてはグローバル化

ＫＯＢＥ六篠会

科大学、兵庫県立農業短期大

ＫＯＢＥ六篠会は、兵庫農

務所に配属されました（現在

され、産業振興局の西農政事

大窪道明（修調回）

今日では、個人々々を尊重

の新しい時代に入っています。

する一方、仙人々々の協力関

ーとして新たに化まれ変わっ

と統合され、農業振興センタ

員として、昭和弱年に結成さ

ています）。農業振興センター

西農政事務所は北農政事務所

れました。現在会は、会員１

し、神戸市に鋤務する者を会

いうことが大きな課題となっ

では農作物に関する様々な仕

学及び神戸大学農学部を卒業

ています。このことを考える
２２名（現職会員汚名、ＯＢ

事を行っていますが、私が初

係を基礎とする成熟した社会

とき、大学と連携していくこ

会員銘名、名誉会員５名）を

をどのように築いていくかと

とや同窓生間での互助という

めて受け持った仕事は家畜に

は少し怖かったのを覚えてい

大きさでした。そのため初め

でした。一番驚いたのは牛の

な特徴のある農作物が生産さ

産地消です。神戸市では様々

農政の最近のキーワードは地

り、会員間の情報交換を進め

り、思い出話に花を咲かせた

ただき、大学の近況をＭった

や六篠会会長等のご出席をい

岡野光世3年・神A22回産業振興局

農業振興センター

〃

為国

事業系ごみ対策課

〃

角村朝葉9年・神A28回神戸市農業委員会

なお、本会の活動は、年１回

の結集も側っていきたいと思

で、できるだけ若いメンバー

年に当たるということですの

っています。

の発行が中心となっています。

総会・懇親会では、農学部長

県六篠会近況報告

会員歓迎会、神戸の酒を飲む

年の総会で確認されました新

で開惟されました。また、昨

総会を、本年度は６月に明石

例年如月に行っております

で活躍する締先輩の経験談も

ラックスし、それぞれの分野

コールが入ると共に次第にリ

会員も、己紹介が済み、アル

ーツ姿で緊張した面持ちの新

迎えることができました。ス

は、あらたに１名の新会員を

相野公孝

した。総会におきましては、

に会が進んでいきました。神

戸の酒を飲む会では、兵庫県

たっぷりと聞かされ、和やか

浦義久会長に御出席いただき、

が育成した酒米「杜氏の夢」

立農林水産技術総合センター

神戸大学理事眞山滋志先生、

後、中村先生からは農学部の

眞山先生からは神戸大学の今

農学部長中村千春先生、北

会を総会後に引き続き行いま

（神Ｐ旧回）

の総会・懇親会の開樅と名簿

となっています。今年は記念

たりと親睦を深める良い機会

〃

すべき第訓Ｍ総会・懇親会の

います。皆様も見掛けられま

下水道河川部河川課

長浜慶治2年・神T21回都市計画総局計画部工務課

思います。

れ、直売所などで販売されて

景山敏一2年・神T21回建設局

′′

したらお試しいただけたらと

ます。

〃

関することです。今まで経験

技術本部工務第2課

会員の採用区分は教職、農

数えています。

松宮道生60年・神A16回みなと総局

〈7〉

ことは、ますます重要になっ

〃

てまいります。そういった意

中央卸売市場東部市場

一室

鈴木壽也59年・神P15回産業振興局

したことが無い分野であった

健康部生活衛生課

〃

ため私には毎Ⅱが驚きの連続

中央卸売市場本場

藤井俊宏58年・神C14回保健福祉局

篠

長澤秀起57年・神A13回産業振興局

〃

学、畜産）から一般行政まで

〃

業、化学、衛生監視（農芸化
幅広く、また勤務先も小・中

環境保健研究所

会に深いご叩解とご支援をい
ただきますとともに、これら
や環境保全に関わる仕事）、保

学校（教員）、環境局（廃棄物

副会長中尾博行46年・神P2回（財)神戸みのりの公社海浜事業部

味で、これからも大学や同窓

の活動に積極的にご参加いた

健所や区役所（食品衛生・環
境衛生・動物衛生に関わる仕

平井

だきますようお願いいたしま
す。

〃

健康部生活衛生課
渋谷一郎52年・神C8回保健福祉局

北衛生監視事務所
幹事森川功一55年・神C1ll''l保健福祉局

事）、産業振興川（農・水産・

事）、建設局（道路、下水道、

現状のご紹介がありました。

また、真山先生が県科学賞、

中村先生が井植賞を受賞され、

記念品が贈られたことが報告

されました。新役員として会

長に塩飽是雄氏が選出され、

新副会長、新役員が承認され

ました。総会に引き続き、新

会員歓迎会・神戸の酒を飲む

会が開催されました。本年度

n＄'一月‘'、

畜産業の農政振興に関わる仕
公園などの土木関係の仕事）、
水道局（水質検査などの仕事）

のほか、フルーッフラワーパ
ークや六甲山牧場、海釣り公
刷…．：などなど多岐にわたっ
「こうべ」の実現に向けて、そ

ており、安全で安心なまち
れぞれの職場・立場で会員一

八木正博56年・神C12回保健福祉局

司5年，神C23回環境局

支

丸となって取り組んでいます。

朗52年・神C8回ｸﾘｰﾝ神戸ﾘｻｲｸﾙ(株） 環境保全部

〃

環境保全指導課
会長菅原通直48年・神C4回環境局

一

▲
私は平成略年に農業職で採用

橋本宏之51年・神Z7回保健福祉局

健康部生活衛生課
牛若純一48年・神C4回保健福祉局

〃

西衛生監視事務所
〃

農政計画課
監事高谷信之52年・神A81''l産業振興局

よ
り
〃

所鵬（勤務先）
卒年･ II性
名
役職も氏

報
篠
六
平成18年12月20日発行
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加えてプリオン等です。特に

ル熱、デング熱、日本脳炎、

役員一同趣向を凝らしながら、

は約８００名おられますが、

に永眠されました。本誌上を

りました水田勲氏が８月”日

幹事として活躍いただいてお

尚、永年六篠会関東支部の

そこで、この時期に米国式同

運営が厳しくなっています。

からの補助金も順次削減され、

法人化となり、神戸大学も国

るそうです。公立大学も独立

烏インフルエンザウイルスは

農学部の多岐に亙るテーマを

い致します。

のように楽しい時間をすごす

などの報告がありました。こ

今冬話題になりましたが、治

関東地区近辺に在住の会員

センターで栽培し、地元の酒

を大学の付属食資源教育研究
ことができ、アシと言う間に
療薬が無いとのこと、感染し

おります。

造メーカーが生産したお酒
終了時間となってしまいまし
た。

神戸大学ブランド「神戸の香」

の味と香りを堪能しました。

ミングディ」を開催し、卒業

窓会の呼称である「ホームカ

野上学長のお話でした。

動を支えて欲しいと言うのが、

しい。そして、神戸大学の活

事を誇りに思える様にして欲

生には、神戸大学を卒業した

おかりしましてご報告申し上

り申し上げます。

海支部

トへご参加くださるようお願

げます。故人のご冥福をお祈

木曜会は７月幻日に凌霜ク

しております。奮ってイベン

は次のとおりです。

ラブに於いて開催され、昭和

取り上げ皆様の参加をお待ち

に人気があり、本年度はもう

副会長上林良之（神ｌＺ）

会長塩飽是雄（神１Ａ）
鵠年兵庫農科大学の卒業で、

と思われます。

ほとんど残りがないところ、

河野哲薪１Ｐ）
で京都大学名誉教授の森友彦

現在畿央大学健康科学部教授

ないよう留意することが必要

蔵元に無理をお願いし用意を
島原作夫（神２Ａ）

なお、新たな会長、副会長

していただきました。真山先

武正興（神３Ｃ）

とはいえ、「神戸の香」は非常

お話や来年度は増産する計画

さて、東海支部に振り返っ

て見ますと、東海地方に働く、

支部長長谷川信弘（兵Ｃ旧回）

研究の現状なり、先生方の活

共有し、皆様の仕事・業務に

東海支部は、Ｈ過年９月に

たが、参加者は、各回訓名程

役立たせて頂ければ幸いと思

発と新しいニーズへの対応ｌ

いました。第３Ｍは、Ｓ調年

ません。これからも更なる工

度で、まだまだ十分とは言え

あるいは居住する卒業生が、

卒の谷口さんのお世話になり、

の農芸化学会の大会の発表を

躍を知る機会を得る事にしま

科大学卒業後、京都大学大学

三重県湯ノ山温泉で１泊の総

見ていますと、食物による健

発足し、初代支部長はＳ調年

院に進学し、京都大学食料科

先月末の９月鋤日（土）に

品・特定保健薬、発ガン抑制、

康維持・医食同源、健康食

食べ物と健康の新しい関係の

学研究所の教授を経て現在に

４回総会では、Ｓ認年卒の上

会を行いました。Ｈ賂年の第

は、神戸大学において、第１

あるいは環境問題、地球温暖

言う横の連携を深め、情報を

至っておられます。講演では、

田さんが第２代支部長に選任

され、その時の神戸大学長・

回ホームカミングディが開催

化防止のエネルギー対策が脚

兵庫農科大・神戸大学卒業と

食べ物の一時機能（栄養性）、

され、第４．５．６回総会は、

野上智行先生のお話によると、

で５回の講演会を実施しまし

症研究所の山田堅一郎氏にお

二次機能（嗜好性）、三次機能

神戸大学名誉教授・土田先生

米国の大学は米国に移民して

した。この様にして、これま

イルス感染と人との関わりｌ」

願いし、「皿世紀の感染症ｌウ

（保健性）の３つの機能につい

のお世話になり、名古屋ガー

１。２回の総会は半田市で行

関東支部では、関東支部の

と題して講演をいただきまし

ての説明やまた、新しい分野

デンパレスで開催されました。

光を浴びています。

卒の正井さんが就任され、第

総会と、凌霜会主催による木

た。山田氏は兵庫農科大学卒

として、テクスチャー（食感）

を教育する為に設立したもの

きた市民が、自分たちの子供

だきました。森氏は、兵庫農

曜会の年２回のイベントを行

業後、北海道大学大学院に進

を科学的に解明する手段を検

東海支部に登録される卒業

時代ｌ」と題して講演をいた

氏に講演をお願いし、「食品開

生から、ラベルの絵や文字の

平成十八年度六篠会
関東支部の活動状況について

総会は９月８日に凌霜会ク

まれ、国立予防研究所（現感

生は、２００名を超えており、

報告・講演会そして懇親会と

浦会長の挨拶に始まり、会計

てる会でありました。会は北

来年に向けて新たな希望がも

部位に始まり、世界的見地か

スの構造、そして突然変異の

れています。講演は、ウイル

死率も高く、その対策が待た

感染した場合は大流行し、致

り、また、団塊の世代の高齢

学に対する関心が高まってお

うですが、一般家庭では栄養

するなど好評を博しているよ

的見地からその有用性を紹介

菜、果物を取り上げ、栄養学

組「みのもんた」が椰々の野

兵庫農科大学・神戸大学に関

催しておりますが、その時に、

ましては、年１回の総会を開

そこで、東海支部の活動とし

窓会では、つまらないと考え、

たが、ただ集まっただけの同

たく、活動しようと考えまし

全員が参加しての同窓会とし

取り、その利益を大学運営な

トボール大会では、入場料を

ットボール・アメリカンフッ

も、出身校の各種運営に携わ

愛着心を持っており、卒業後

で、出身校に対しては、強い

知るチャンスは少ないと思い

いれば、それも可能ですが、

事が必要ですが、研究部門に

代は先に進んでいる様です。

大している様に思います。時

は、従来の農学部の範囲が拡

昭和の世代の我々にとって

話を少し戻しますが、最近

っています。

ラブに於いて北浦会長出席の

染症研究所）ではウイルス学

した。食についてはテレビ番

討しているとの報告がありま

約３時間にわたり終始和やか

らのウイルスの叢生分布等の

化を迎えている中、栄養学研

ます。

夫が必要かと思います。

催致しました。ここ数年は鋤

もとに塑名の参加者により開

イルスは感染力が強く、人に

を研究してこられました。ウ

に同窓の仲間と懇親を深める

してはＳＲＳ、烏インフルエ

紹介がありました。具体例と

り、同窓会事業に提供してい

従って、大学対抗のバスケ

は、学会や講演会に出席する

時代の最先端の技術を知るに

ことができました。恒例とな

係する先生方の講演を頂き、

っている様です。

りました卒業生による講演は、

究者の一層の活躍を期待して

っております。

回は新規参加者が７名おられ

名あまりの参加者ですが、今

支部長多田泊二（兵Ｚ旧回）

更

ンザウイルス、ウェストナイ

昭和艸年の卒業で元国立感染

<8>

平成18年12月20日発行

報
篠
六

一云

東海支部で、その一端でも
担う事ができればと考えてい
ます。

その様な場所として、六篠
会東海支部を発展させたいと
考えています。

の節句（延喜会
…

ハ篠会顧問新家龍（兵Ｃ５
Ｃ５
回）

陽

学友会だより

学友会担当理事王子善清（兵Ｃ

旧回）

らびに各同窓会）との間での、

新入学生や卒業生の個人情報

の提供に関する覚書の締結に

向けて協議を重ねています。

神戸大学には現在、、学窓会の会員が相集い、同窓会

年末には学友会幹事会で最終

が出されましたが、それぞれ

学友会編集委員会よりのお願い

去る８月”日から９月２日

神戸大学では年２回、受験

幹事正源寺正義（昭拓食化）

会計監査前川文男（昭詑農製

会計北川治（昭妬生化）

副支部長上田洋（昭謁食化）

副支部長谷口正昭（昭詔生化）

支部長長谷川信弘（昭娼農製）

平成蝿年度東海支部役員

お願いします。

事務局兼任

部を育てて行きたく、宜しく

緒に考え、活動して、東海支

新
室
されることしきりでした。タ

く、伝統と歴史の重みに圧倒

り古い歴史的遺産や遺跡が多

地の見学するところは、やは

で発展しておりますが、観光

方、中国は目下驚くべき勢い

窓から眺めておりました。一

っていることを思いながら車

れ、その残留農薬が問題にな

された農産物が日本に輸入さ

した。特に、農村地帯で栽培

現状を具に見ることが出来ま

発表したり、見学会等を開い

年に一回は日頃の成果を研究

なっています。原則として、

生 に 至 る立ま で 幅 広 い 会 員 か ら

ら現役で活躍中の人、新卒業

生は現役を既に退職した人か

一つです。従って、現在卒業

足した同窓会で六篠会支部の

のある卒業生を中心に古く発

延喜会は、酒類業界に関係

ことができました。

いていま

幹事会を開

口一一一三一毛一日屯へ壹凱一睡》罐吋

開催するほ

期幹事会を

招きして定

副学長をお

にしています。ぜひ、六篠会

は、異色（？）に卒業生に大

しています。先輩登場の欄で

容や写真等の編集業務を分担

ック、先輩登場などの記事内

学友会や同窓会の活動、トピ

イトルの「重陽の節句」とは、

て会員相互の研讃と情報交換

篠会事務局まで一報下さい。

ンタビューを行いそれを記事

学の広報担当者が出向いてイ

しています。編集委員会は、

幹事西浦隆司（昭訴農製）
幹事小原章裕（昭陀院食化）

に努めています。また、その

の運営をス

エハ篠会事務局まで。

推薦下さい。異色の卒業生を。

中国から伝えられた五節句の

…

の下に各同

小委員会で

学友会（な

阪
京は、大学と
大東

》｜灘吋

１４一

霜阪９訓７
蝋難柵
辮灌雲

ク駅

海事科学部同窓会井上篤次郎

六篠会王子善清

工学振興会池野誓男

神緑会菱田繁
就進会白川卓

くさの会高木恕司

凌霜会堀功郎

紫陽会高田嘉英

翔鶴会加藤源太郎

華
岬一峠癖ムーズに行 学 友 会 幹 事 会 小 委 員 会 委 員
ク元詞ク
部
うため、学
委
員長難波昭
学
阪
学
ｑ
牡
ビ
ビ
ブ
劇
友会幹事会
文窓会安部栄治
う第
前帝

ル

ｌ嘩筆：“雛驚“嘩嶋』，誹篝

幹事武井真理（平３食化）

されるところです。現在、日

活躍している地域は日本のみ

本では飲酒運転による事故、

一つで陰暦の９月９日に当た

句」としても親しまれている

特に公務員の事故が毎日のよ

ならず世界各地にまたがって

節句の一つです。さて、古く

うに報じられていますが．

おり、将来益々の発展が期待

から伝えられている「酒道」

寸の不注意一生の事故」の認

（３月３日）と共に「菊の節

の中に、日本酒の飲み方につ

を賞味しながら、健全で楽し

いて、「重陽の節句」から

い一生を送りたいものです。

す。「百薬の長」である日本酒

ます。時あたかもその時期に

六篠会員の皆様のご多幸を祈

識を新たにする必要がありま

入ろうとしており、出来れば

「桃の節句」までは「燗をし

家庭内で、落ち着いた雰囲気

りあげます。

す。中国旅行中は、関東料理、

でゆっくり賞味したいもので

て呑むのが良い」とされてい

り、日本では「桃の節句」

ｊ／生階

、ＩｌｌｌｌｌＩ１１ノ２同学長、

幹事神田豊（昭“植栄）

決定される見通しです。

部・９研究科のＯＢ◇ＯＧか相互の交流と親睦を図るとと
らなる皿同窓会があります。もに、神戸大学の公的行事に

生や一般社会人向けの広報誌

に特徴があり、また酒類とし

「神戸大学学友会」は、これらついて協議したり参加したり

てはビール、紹興酒などがあ
りました。紹興酒は燗がして

の同窓会の連合体です。各同して、母校の発展に寄与して

「昏篇冒胃『のご馨匡を発行

ことが出来て、桂林の絶景を
はじめ中国南部の農村地域の
あり日本酒の感覚で賞味する

います。年

まで中国広州の旅に参加する

■■■■

員で適任者をご存知の方は六

今後共、会員の皆様方と一

重
四川料理とその田舎料理など

〈9＞
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からの

お知ら

神戸大学と同窓生との新たな
交流を目指ルて！
Ｉ第一回ホームカミングデイの開催１１

という想いからホームカミン

ている。さらに発展させたい

営しているという歴史を持っ

は自分たちで大学を創り、運

篠山市長の代理それぞれから

来賓として六篠会の北浦会長、

部長より丁重な挨拶があり、

れた。初めに、中村千春農学

室において独自の交流が行わ

（仮称）のプロジェ

ーンプリンセス」

ジャガイモ「ジュ

普及が見込まれる

モに次いで、将来

として、①平成肥・四年度に

察研修を行った院生の研究発

外演習」と題してタイでの視

締めくくりは、「熱帯農学海

でなくなったか」の講演など

による「冥王星は、なぜ惑星

惑星科学会会長の向井正教授

期待が語られた。

クトについて熱き

要性が述べられた。続いて即

度から実施する大学院の改組、

実施する学舎の改修、②四年

その後、農学部の動向報告

祝辞が述べられた。

グデイを催し大学を支援して
いる。」

事及び各学部の部局長の紹介、

が行われた。

と同窓生による大学支援の重

さらに、学友会会長及び同窓

んから「農学部での研究生活」

が、この機会に先輩・後輩・

での取り組みなどの説明が行
われた。

次いで、午前中に執り行わ
れた記念式典の模様を録画放
映され、コーヒーブレイクを
挟んで農学部ブランドの開発
について研究成果が発表され

た。その内容は、今春に発売

デイ」にあわせて、二つの特

「神戸大学ホームカミング

た懇親会の席では、真山副学

「神戸大学史展Ｉ神大人

別展が同時に開催された。

生活の様子について歴史を追

の沿革とともに懐かしの学生

ってパネルで紹介された。ま

の青春譜ｌ」は、神戸大学

山敏弘先生、竹内龍三先生、

た、「旧三商大・創立刈周年記

我われ卒業生が教わった丹下

尾崎叡司先生、西川欣一先生、

大の写真部が沁年もの長きに

念写真展」は、旧の三つの商

わたり交流が続いており、沁

岩崎照雄先生、新家龍先生、

生、土田廣信先生、内藤親彦

周年記念展を開催した。

長の講演、理学部では、日本

アラインズ㈱の西久保愼一社

工学部では、スカイマークエ

各種の企画が実施されたが、

なお、他の学部においても

ぎていった。

いひと時があっというまに過

き思い出に花を咲かせ、楽し

に舌鼓を打ちながら、古きよ

学ビーフ」と「神戸の香り」

生の面々が、緬題の「神戸大

先生ら恩帥の先生方や、同窓

先生、畑武志先生、安田武司

豊澤敬一郎先生、相薗泰生先

豊国永次先生、東順三先生、

宗俊先生、名武昌人先生、高

長をはじめ多くの現役教員、

長（前農学部長）、中村農学部

ピロティで夕刻から始まっ

［特別展］

表、ベトナム留学生ファンさ

恩師との川交を温めていただ

された日本酒「神戸の香り」、

すでに東京．Ⅱ本橋の三越百
貨店で５２５０円／１００９
ビーフ」について発表された。

で販売されている「神戸大学
さらに、メークインや男爵イ

について感想が述べられた。

国、韓国の教育を支援する海

まず、野上智行学長から

外連携、④地域連携センター

③フィリピン、ベトナム、中

北浦会長の来賓挨拶

行われた。

ホームカミングデイオープニング

会会長への感謝状の贈呈式が

一》一へ

「神戸大学を今日のように立派

きたい。」と締めくくった。

1

代表理事中村直彦（神１回）

》Ｑ

星

神戸大学が、平成肥年４月０名が参列した。
に国立大学法人神戸大学としまた、午後からの農学部の
鐸’

一

一一

に育てていただいたのは先輩

午後からは、学部ごとに趣

［農学部企画］

向を凝らした企画がなされて

として誇りに思えるように教

諸氏のお陰。今も神戸大学人

と式辞。また、新野幸次郎学

職員・学生は頑張っている。」

’

て新たなスタートを切ったこ企画については、兵庫農科大
とにともない、大学と同窓生学の第一回卒業生（昭和詔年
とを目的に、「神戸大学ホーム一回卒業生（昭和妬年３月卒）、

との連携をいっそう深めるこ３月卒）、神戸大学農学部の第

百年記念館

<10>

カミングデイ」が、９川釦Ｈ昭和妬年３月卒業生、昭利茄

詞

』

一云

（土）に神戸大学において開催年３月卒業生を対象に招待さ

された。れ、約別名が集った。
午前は、本部主催の記念式

その後、学長からの「神戸

典、午後からは、それぞれの［記念式典］

個性を演出した学部企川の２当日は秋晴れの晴天に恵ま

基調講演では、「国際的に高い

評価を目指すため、大学のお

大学の現在と未来」と題した

教授、各学部の同窓会長のぼた。オープニングは、神戸大
か、同窓生の代表者ら約３０学マンドリンクラブによって、

をＭ窓生には理解していただ

写

■

かれている厳しい現在の状況

あの荒川静香が氷上で舞った

は、初めて交流の場を設けた

き、ご支援を願いたい。本Ⅱ

午前の記念式典には、名誉ルで午前ｎ時に式典が始まつ

'

ット」の曲で幕が開いた。

;｜ 』

懇親会場・西川先生挨拶

|日三商大写真展

界■

＝

プッチーニの「トゥーランド

』

寓話冒釜。

翌一竃大写貞■

ー

負

‘

〆

部構成となった。れた。百年記念館・六甲ホー

1

おり、農学部はＣ棟１０１教

E

｡列

瞠一ノ

友会会長の祝辞では「米国で

-ulli

爵…
■■ー職

芦
大字 史肴卿座
神戸大

■I願ﾛデイ
■■

I■■■
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近年、国立大学の法人化、

備え、さらにその成果を社会

情報を分析・処理する能力を

多くの情報をたくわえ、その

同窓生との交流を深めるなど、

子の迅速検出法の確立につい

と、菌遺伝子および毒素遺伝

らの黄色ブドウ球菌の培養法

おります。さらに各種食品か

［終わりに］

本格的な少子高齢化の到来、
に還元していくことが強く望

三商大とは、昭和のはじめ、
大学ゞ東京商大（現一橋大学）、

わが国には神戸商大（現神戸
社会経済情勢の変化に伴う大
まれている。同時に、大学を

研究室紹介

大阪商大（現大阪市大）の三
取り巻く環境は大きく変化し

学経営の厳しさなど、大学を

リに腫瘍を引き起こすマレッ

ウイルス関係では、ニワト

ても取り組んでおります。

らず、文化部、運動部といっ

■応用動物学科
感染症制御学教育研究分野

イルスの感染および腫瘍化に

瘍を引き起こすウシ白血病ウ

ク病ウイルス、またウシに腫

当研究室は昭和“年の国立種の抗生物質が医療・獣医療

教授清水晃

移管に伴い、畜産学科の家畜分野における各種細菌感染症

化することによって、情報の

核として同窓生間の連携を強

など同窓生相互が研讃し、発

共有化、問題処理能力の向上

一方、研究機関としての大

ている。

校の商大があり、学業のみな
たクラブ活動の交流が盛んに

がら、豊かな人間性の醸成や

学の持つ知的資源を活用しな
展していくことが重要になっ

衛生学研究室として再出発しの治療に大きな貢献をしてお
ました。その後、平成５年にりますが、一方では、黄色ブ

行われ、現在にも引き継がれ
ている。

地域経済の活性化を図るべき
てくる。

法人となって以来、厳しい運

は、約５７０億円。国立大学

神戸大学の年間の運営予算

応用動物学科の応用免疫学研薬剤耐性化がわが国のみなら
究室、さらに感染・免疫学研ず世界的な規模で進んでおり、

学部・学科の改組が行われ、ドウ球菌を含めた各種細菌の

おります。また、細菌（ブド

クチンの開発研究が行われて

子の役割とそれらに対するワ

高まってきている。

こうした中にあって、大学

よる免疫活性とワクチンへの

おけるアポトーシス関連遺伝

神戸大学の沿革

であるといった社会ニーズが

と地域や産業との連携によっ

究室と名称が変わり、現在は川際的な問題となっておりま

神戸大学は、高等商業学校と
「神戸高等商業学校」（明治妬

営が続いており、来年度から

応用に関する研究も行ってお

して、わが国で２番目に古い

年創立）を起点とし、本年で
て街づくりや地域産業の活性

動物機能調節学大講座に所属す。このような背景から、Ｍ
し、教育研究分野として感染ＲＳＡと呼ばれるメチシリン

果は、可能な限り、速やかに、

当研究室で得られた研究成

ります。

ウ球菌）由来染色体ＤＮＡに

１０４年の歴史を刻んでいる。

この予算が１％ずつカットさ

子（》。

今後とも持続的に発展してい

れていくという。神戸大学が

化を図ることが注目されてい
かっては、大学運営に国や

の連携と、同窓生からの支援

くためにも、多くの同窓生と

症制御学を担当しております。耐性黄色ブドウ球菌の動物や
教官研究室と実験室は農学部ヒトにおける分布状況を把握

その後、「神戸商業大学」、「神

企業が口を挟むことは、国家

戸経済大学」となり、別に発
展してきた「姫路高等学校」、

権力の介入、企業との癒着を

（１９４９年）に神戸大学が誕

ー視されてきた。そのため、

催されたが、来年度以降もこ

学ホームカミングデイ」が開

今年度、第１回の「神戸大

ことで、社会に貢献できるよ

う、学生、院生、教員が一丸

まだまだ努力しなければなら

ており、またＪＩＣＡ（国際

我われが学生時代の１９６０

病原性のあるブドウ球菌につ引き起こす黄色ブドウ球菌の
いて、動物およびヒトを含め食肉類や魚介類を含めた市販

協力機構）からの要請を受け、

年代後半は、「産学共同ｌ粉

構図の一つともなっていた。

になる。来年度、招待される

との交流が実現していくこと

た自然環境における存在状況食品における全国的な汚染調

外国人研修生や企業からの研

最近では国内の他研究機関

しかし、時代は大きく変化

ことになる同窓生諸君は、折

と動物およびヒトの鼻腔、皮査を実施しており、分離され

生した。

国内外の学術雑誌に公表する

となって努力しておりますが、

「神戸工業専門学校」、「兵庫師

棟ではなく、自然科学研究棟しながら、この菌の薬剤耐性
の１号館と２号館にあります。遺伝子の起源や伝達機構の解
当研究室では、家畜・家明に取り組んでおります。
禽・愛玩動物の微生物感染症また現在、「食品の安心。安

ないことが多くあると思って

範学校」、「兵庫青年師範学校」

の防圧を目標として、その原全性確保」が国家的な課題と
Ｎとなる細菌とウィルスの両して大きく取り上げられてお

おります。

である。

面から研究を進めております。ります。そこで食品衛生学領

が必須不可欠となってくるの

細菌関係では、動物やヒトに域にも研究を広げ、食中毒を

の自由を脅かすものしてタブ

の行事は続けられることにな

意味し、大学での学問・研究

る。そして、ますます同窓生

などの伝統ある旧制官立学校

さらに、兵庫県立の「神戸

を掲げ大学紛争を巻き起こす

砕Ｉ」といったスローガン

とが一体となって昭和型年

「神戸医科大学付属病院」、「厚

医科大学」、「兵庫農科大学」、

され、２００３年には「神戸

した。大学の持つ豊かな人

て、あの頃の恩師と．あの頃

角のこの機会をフルに活用し

ご支援、貴重なご意見をいた

皆様には、今後とも変わらぬ

の皆様、当研究室の卒業生の

最後になりましたが、同窓

を行っております。

究生を受け入れて、指導など

との共同研究を積極的に行っ

商船大学」と統合し、現在で

の社会貢献への期待が大きく

的・知的資源を活かし、大学

生女子専門学院」が国立移管

は皿学部、９研究科、ｌ研究

いる。

深めていただきたいと願って

の友と出会い、大いに交流を

所、付属病院などを持つ総合

大学へと飛翔するためにも、

神戸大学が世界に通用する

高まってきているのである。

教員・職員数は２９００余人

た、学生数は１９４５６人、

大学に発展してきている。ま

膚、腸管などの各部位にどのた黄色ブドウ球菌の特性を、
ようなブドウ球菌が生息して表現型・遺伝子型性状解析を
いるのかという、ブドウ球菌行いながら、市販食品への汚
叢の解析を、分子生物学的手染拡散防止対策やヒトヘの健
法を用いて、生態・疫学的研康危害防止対策を構築するた
究を行っています。また、各めの基礎的データを集積して
また、人類の幸福を探求する
ためにも、社会と連携を持ち、

となっている。
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りませんが、平成岨年３月訓

なお、私事で大変申し訳あ

い申し上げます。

だきますよう、よろしくお願

げます。

しまして、厚く御礼を申し上

なりました。この場をおかり

て以来、長い間大変お世話に

ます。昭和“年４月に赴任し

ことでした。非線形制御の安

生としては、なんとも皮肉な

嫌いで否定的ですらあった小

までコンピータそのものが大

ユータを使いましたが、それ

率よく実現する、まさに現状

粉からの一段発酵をしかも効

酵母の開発していました。澱

秀樹教授のグループが共発現

の頃、自然科学研究科の福田

学卒業後加年ぶりに開いて研

ままの有機化学の教科書を大

要があります。本棚に置いた

問題をブレークスルーする必

木質セルロースの糖化過程の

にも大いに関心を寄せていま

宿主植物の寄生植物認識機構

取り組んでいます。最近では

を得たところで定年の年にな

究をはじめ、ようやく見通し

カ学術基盤形成事業のＨ本側

本学術振興会アジア・アフリ

大と安定化を目指した水資源

ーダンにおける食糧生産の増

コーディネーターとして「ス

した。当然、次のターゲット

りました。

をブレークスルーする技術で

は原料を国内に求められる木

いて、刀年代にアメリカの学
会誌に掲載された論文に程造

質セルロースです。しかし、

数を参照した図書館の蔵書、

を見つけました。ベッセル関

定解析のため文献探索をして

このテーマに関連して、日

す。

日付をもって定年退官いたし

■食糧生産工学科
生産機械学研究分野

教授堀尾尚志

する岡際共Ⅲ研究を推進して

管理と寄生雑草の防除」に関

的権威であるシバーネンバー

構）や寄生植物の化学の世界

が、実は海賊版であったこと

人間を含めて全ての生物の各地で植物生産に甚大な被害
生存は、基本的には光合成にをもたらしている根寄生雑草

篠山時代に購入されものです

思い出です。

基づく植物の生産活動に依存の防除に資する研究の推進に

～農業動力学講座から釦余年力を増強することができまし

ましたが、ここでは刺愛しま

～昭和囎年に当時農業動力た。
学講座助手に採用されて以来、その頃はトラクタの自動操
改組に伴い生産計画学教育研向の研究が盛んでしたが、全

す。上記の全自動耕うんの研

その後色々なことを手がけ

て気がついたことは、これだ

研究者を招聰して、寄生雑草

大学）をはじめとする著名な

グ教授（オランダナイメヘン

ー教授（スーダン農業研究機

ーディネーターであるバビカ

います。また、スーダン側コ

究分野そして現在の生産機械ての研究が既成のトラクタを
学教育研究分野と渡り歩いて用いてのものでした。通常の

究で学位をいただき一息つい

しています。そのため、世界注力しています。我が国では
の人口が増加の一途をたどっ現在のところ問題になってい

■生物機能化学科
植物資源利用化学教育研究分野

きて、定年退職の年を迎えま前輪かじ取り方式では車体後
した。そのようなわけで、こ部に取り付けられた作業機は

けの数の講座や研究者が必要

に考えるようになりました。

ては、学会の行く末をまじめ

業機械学会で理事に選出され

卵代になって、本拠とする農

杣物は雑草、病原菌、昆虫等を宿主とします。近年ではオ

びます。しかし、現実には、ナス科、キク科等幅広い植物

ヤルを高めることが思い浮か物を、オロバンキはマメ科、

は、きわめて重要な問題とな心に根寄生雑草ストライガと
っています。植物生産の増大オロバンキが猛威を奮ってい
というと、まず生産ポテンシます。ストライガはイネ科植

いう国際色豊かな研究環境を

国人研究者が滞在していると

構（ＪＩＣＡ）からも研修員

げます。さらに、川際協力機

の場をお借りして御礼申し上

いただいておりますこと、こ

に関する公開セミナーを開催

いつまでも従来型の研究をし

できているわけではありませも確認されています。興味深

による害のため、自然界で生－ストラリアでも問題が深刻
産ポテンシャルを十分に発揮化しており、我が国への侵入

密接に関連してきました。十

分に利用されていない有用成

料、染料等として人間生活に

植物成分は古来、医薬、香辛

一方、食糧として以外にも

整えています。

を受け入れており、頻繁に外

際しては、六篠会よりご後援

しています。セミナー開催に

－ルに関心をお持ちになってでなくなります。自動操向に
いたので、まずはそれを研究ついては、クラブ・ステアリ

ていてはだめだ、今までの蓄

ん。また、水分や塩類に代表いことに、根寄生雑草は独立

ている今日、植物生産の増大ませんが、世界に目を向ける
ならびに植物資源の有効利用とアフリカ、ョ－ロッパを中

課題としました。現地での振ングすなわち全輪がＭ一方向、

積を基盤にして展開していく

される環境ストレスに絶えずして生きていけないため宿主

なのか、もはや農業機械を大

教授杉本幸裕

の欄の一般の形式をとらず、かじ取りの方向と反対方向に
本学部での小生の研究を振り振られるので、作業機を目標

学で研究する必要はどこまで

も見つけました。なつかしい

返ってみようと思います。経路に沿わせるのが厄介なの
赴任当時、講座の教授は居です。枕地旋回も課題でした。

動計測により、運搬機の振動同じ角度にかじ取りをするこ
が原因で軌条の支持柱が不安とにより横方向への平行移動

必要がある、そうでなくては

あるのか、という疑問でした。

定になり信頼性の低下につなで進行経路を調整するもので

座して死を待つに等しい、と
切に思うようになりました。

垣千尋先生でした。傾斜地用枕地旋回は、車両の両端に耕
単軌条運搬機いわゆるモノレうん装置を取り付ければ必要

これは、軌条そのものと支持テムゆえにできることです。

がっていることが判りました。す。全自動を前提としたシス

柱の構造を改良することによプロトタイプと同寸法の試

さらされています。従って、植物が分泌する化学シグナル
これらの生産を阻害する要因（発芽刺激物質）を感受しては

を究明し、抑えることが、結じめて発芽します。私たちは
果として植物生産の増大につ発芽メカニズムの解明、およ

の探索も、植物資源の有効利

分の活用や、新たな有用成分

それを唱えるだけではなく、

で始めたのが、バイオエタノ

本教育研究分野では、世界た根寄生雑草防除法の開発に

ながります。び、このメカニズムに着目し

実践せねばなりません。そこ
ール製造のための木質セルロ

り解決できました。また、万作機を全部自作で作り実験を

ースの改質です。ちょうどそ

一の滑降に対処するため取り繰り返しました。実験の総時
付けられている遠心ブレーキ間は４００時間を越えたでし
については、ブレーキシューょう。自動制御には、その頃
の圧力分布を解析しブレーキ使われだした基板型のコンビ
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課題は、植物酵素を利用した

機能の解明や利用法の開発に

代謝産物の探索、植物の代謝

場から、植物の生産する有用

用には欠かせません。この立

野の職員は杉本幸裕（教授）、

に変わります。本教育研究分

研究分野名が「植物機能化学」

学研究科の発足に伴い、教育

２００７年４月より大学院農

ます。ほぼ時を同じくして、

と存じます。併せて、ますま

だき、ご助言、ご激励賜れば

おりますので、是非ご覧いた

屋．胃言肘言言のｓで公開して

（ゴ言ロ》、、君君君．戸○ヶ①‐

す。活動状況はホームページ

献も国際誌など主な雑誌の論

ワーポイントを用い、また文

ます。研究発表や授業にはパ

催し物の案内はメールで届き

で入手し、連絡、会議通知、

ます。学割や証明書は発行機

ンパが流れることもありまし

調整ができなくて、へやのコ

てタイトになりました。日程

生たちのスケジュールが極め

ファイブですが、最近は、学

ています。例えば、アフター

性をもたらしました。それ故、

個人の仕事に、広がりと可能

近年の情報革命は、組織と

じます。

ャップが大きくなる傾向も感

化、さらに、これらの世代ギ

にネットワークが及ぶことで、

実社会の仕組み・働きの隅々

取り組んでいます。主な研究

いはこんなアイデアがなどと

た。時間ができたから、ある

自律的な個人による成熟社会

ンロードし、プリントアウト

思いついても、アポイントな

たれます。

を実現する、という期待も持

文は各自のパソコンからダウ

しに学生にアプローチするの

るよう、共Ｍ研究の立ち上げ

します。ＩＴ化はこのような

は困難なこともあります。こ

す活発に活動を展開していけ

スピード、便利さ、効率化を

（助手）に事務補佐員を加えた

や大学院人学希望者の紹介な

押し進め、研究室内では教師

脇内成昭（助教授）、山内靖雄

４名であり、学生は大学院博
だけましたら幸甚です。

ど、有益な情報をお寄せいた

糖成分の改変、有用植物代謝

士後期課程３名、前期課程４

産物の同定と生合成経路の解
明、植物のストレス応答機構
名、学部７名が在籍していま

寄生植物研究にしても植物

というよりも、「契約的な空間」

と、研究室を「意味ある空間」

ミュニケーション環境」を問

線ともいうべき「研究室のコ

を育む場」として、その生命

研究室の「場としてのコン
りました。

として捉える傾向があり、教

デジタルとアナログの２つ

うてみる時期かも知れません。

セプト」、「考え、創造する力

アナログ式の情報交換や伝

の信号を操作しながら、「時間

のような学生のコミュニケー

達は、あらゆる場面で薄れ、

ます。「先生」という呼称によ

員も同列にあると気付かされ

を共有すること」、「時代を共

ションや行動規範を見ている

姿を消しつつあります。研究

る関係から、どことなく英語

有すること」、となるのでしょ

ン画面に向かうことが多くな

室の中も、教師と学生、教師

の「ｙｏｕ」という関係へ変

も学生も実験以外は、パソコ

の解明などです。

題ごとに最適な方法を用いて

代謝研究にしても、個々の問

卒業生の皆様、お元気でおさて、思い出の多い方もお

同士、学生同士の会話や議論、

化してきているようで、頼も

■植物資源学科
果樹科学教育研究分野

過ごしでしょうか。久しぶりられることでしょう、一井・
に研究室から便りをさせてい沢野、向先生がおられた頃、

の様子が随分変って来ました。

研究のディスカッションなど

うか。

実験を進めようとしておりま

学、生化学、分子生物学など

ただきます。研究室は現在、果樹の研究室ではＯＢ・ＯＧ

しさも感じます。しかし、「意

野では、天然物化学、有機化

た様々な手法を用い、植物個

教授中西テッ

広範な学問分野で培われてき

野村、高崎の両助教授と私をお招きし、一泊の追コンを

アナログ的な時代には、冒頭

の来し方を想いながら……。

〈13＞

す。そのため、本教育研究分

等も材料としています。

体だけでなく細胞や培養組織

（中西）、博士課程（２名）、修していた時代がありました。

いう「
「場
場の
のコ
コン
ンセ
セプ
プトト
」｜ を 欠

味ある空間」、つまり研究室と

諸先輩、卒業生、先生方と

現在、農学部Ｅ棟の改修工

って、教師も学生も夜遅くま

＃１

のような研究室の雰囲気もあ

「場のコンセプト」が欠

ん、ルールはあっても、
しばらく前に研究室に顔を

がちなことなので、その

落する、というのはあり

落させています。もちろ

出したＯＢの話です。営業の

で、賑わしく議論し、英気を

士課程（７名）、学部（５名）卒業論文発表会のあと、六甲
の学生が、ナシの生産安定と山の摩耶ロッジにて、夜景を

研究室はこれまでの四階東側

自家不和合性の分子的解明、眺めながら、現役学生、諸先
クリや熱帯果樹の品質の研究輩、教師が共にひとときを過

経験を積み、初めて新人の指

とではありません。

貢は学生にあるというこ

養っていたようです。

事が進んでいます。改修後、
から、５階西側に移転いたし

導を担当したところ、「先輩、

つ

に取組んでいます。ごしました。
ここでは、研究内容の紹介時が移り、世の中全体がデ

説明はいいですから、マニュ

一面ではありますが、

ーＴ化の進む大学の様子につテムが導入されました。大学

情報化に伴って、研究室

を離れ、「研究室のコミュニケジタル情報化、ＩＴの時代に
－ション環境」雑感として、なって、大学にも様々なシス

アル下さい」と言われたのだ

のコミュニケーション環

そうです。苦労した営業のノ
ウハウを、マニュアルとは何

と思います。また、価値

は、感じていただけるか

意識や行動規範の多様

境が変化しつつあること
研究室のコミュニケーショ

が印象に残りました。

ン環境にも興味ある現象が出

事かと、ＯＢ氏の憤憩の様子

いてお伝えすることにします。のホームページには、学部や

もちろん、果樹のへやは、現研究科の概要が掲載され、学
在も皆元気で、学び、精力的生も教員もホーム内の教務、
な活動を続けております。研会計、庶務システムなどにア
究の内容については、農学部クセスすることで、授業の履
のホームページをご覧いただ修登録、成績入力、試薬や物
けますようお願いします。品の購入、出張手続などをし
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■生物環境制御学科
熱帯植物学教育研究分野
教授伊藤一幸（神Ａ４回）

おります。アフリカの穀物生

リカに何ができるかを考えて

にきたないと思います。フェ

スは温室も圃場も建物も本当

装中です。それで、私たちは

も大きな建物）を大々的に改

いうより、専門の違う人たち

す。私は改装で不自由すると

写唇ミー妄言風圏・幽呼侭旦亘品

が巻き付き、畑の中は作物が

と一緒に生活ができるまたと

Ａ棟３階に植物育種学研究室

ほとんど見えずに草ばかりで

ないチャンスと思っておりま

吾冒奇①億巴ｈ哩

す。夕方や雨降りなどにはイ

す。もうすぐ、神戸大学農学

の皆さんと一緒に入っていま

とか防除しようと思います。

ノシシと出会うこともありま

ンスにはクズやアオッヅラフ

ゴ目ベン菖暑画臣のｂ三頁囲さ冨冒

リアやベナンで見てきました

先日も西アフリカのナイジェ

す。私の専門は雑草防除でも

うにと心待ちにしております。

部は外見も中身も良くなるよ

ジ、ヤブガラシ、アレチウリ

呉冒」興豈口ご

トウモロコシの収量減がはな

が、肥料のない剛場に限って

ることくらいは力になるだろ

あるので、六甲台の草を抑え

いる⑫豆彊属の寄生雑草を何

でしたが、東南アジアには良

はだしい状況です。また、熱

産に大きな影響をおよぼして

介は本紙に２年前に東哲司は連携研究第１チーム長と研

く出かけました。マレーシア

帯の環境対策としては海岸部

言⑦、ゴヨニ

（神ＡⅣ回）助教授よりされて究調整官を経験しました。こ
おりますので、その後の動きのたび縁あって、つくば巾に
をはじめ、アジア各国の農業

壷目廷ニゴョ唄胃画鄙ｐ曾●言ご困宛

を少しだけ述べ、私が今まであります独立行政法人川際
研究者と仲良くなりました・

実は熱帯植物学研究室の紹長、東北農業研究センターで

何をしてきて、今後この研究農林水産業研究センター（Ｊ１

できることでしょうか。

誌を立ち上げたのが多少自慢

いて土地を持続的に保護する

ションに変えてサゴヤシを用

ではアブラヤシのプランテー

たいした研究はできません

くさせていただきます。授として異動しました。

室で何をしたいかについて述ＲＣＡＳ）の監事から本学の教

ったマングローブを、低湿地

ではエビの養殖で荒れてしま

正直にいいまして、公募に

必要があります。もう少し乾

よりお待ち申し上げます。

教授大野清舂

■生物環境制御学科
生態環境応答学教育研究分野

本学農学部は今、Ｅ棟（最

卒業生の皆様のご来学を衷心

これらの仲間と君のａ国。ざ喝

が退官なされたのを機会に南雑草学も専門にしております。
森隆司教授（神Ｃ６回、遺伝学生時代からルソン島やジャ

応募し、望んで来たのに、給

マメ科の喬木甸巴号①号冨巴三ｓ

燥の進んだサバンナ地帯では

うと思います。

四目三目侭①‐ョ①具という脚際

子実験センター）が植物機能ワ島に出かけましたし、雑草
制御化学研究分野として独立研究にも興味を持っておりま

ないとか、教育に関わる業務

料が下がったとか、研究費が

本年３月末に安田武司教授私は熱帯農学だけではなく、

（大学院自然科学研究科）と私、主な研究は（１）スルホニル

なされ、助教授の東哲司した。これまで実施してきた

生態環境応答学研究室は、自物などの高感度検出のための
然科学研究科のプロジェクトナノセンサーリングの課題を

験センターの専任教員らと共ここでは（１）の課題につ
に教育および研究を進めていいて紹介します。植物細胞生

研究グループとして遺伝子実進めています。
こうしたことに興味のある学

ます。現在私どもは、「環境遺物学における主要な研究課題

る必要があると考えています。

す。でも、それらは考えよう

ら集まってくれればと願って

生が早く全川からまた海外か

を活用して、生産の安定を図

で定年が延びたとか、若い人

伝子チトクロームＰ４５０のとして、遺伝情報の安定性が
バイオダイバシティーとパイあります。植物の細胞系にお

が結構多いとか、学生が．：…

大学院博士後期課程１名、大水田生態系における生物多様

と楽しい話ができるなど明る

おります。講義では小難しい

オテクノロジー」と題して、いてはゲノムや染色体突然変

伊藤一幸の２人のスタッフでウレア系除草剤抵抗性雑草の

学院博士前期課程（修士課程）性保全のための絶滅危愼植物
１名、学部４年生２名、学部の維持管理、（３）日本と中国

い話題もたくさんあります。

すれば日本人が失ってしまっ

技術論を唱えるより、ややも

とか、不満もたくさんありま

３年生５名の合わせて９名がの東北地方における水稲冷害

孝先生、二代唖山口偵先生、

熱帯植物学初代教授唖佐藤

運営しています。現在学生は、出現機構とその防除対策、（２）

これまで私は本学とほとん熱帯アジアにおけるヒエ属水

在籍しています。早期警戒システムの確立、（４）

ております。具体的には、（１）メチル化等が誘発され、また、

るまでの研究・開発を目指し誘発、スプライシング変異や

生物の機能利川から遺伝子し異、遺伝子突然変異、細胞質
ベルやナノテクノロジーに至突然変異、トランスポゾンの
教えられないかとも考えてい

遺伝子発現の多様性とエピジエピミュータン卜も得られま

ゆったりとした時間について
ます。

たアジア農民の互助の精神、
講義ノートなどをお送りいた

キャンパス内、校舎の中な

エネティクス、（２）バイオリす。イネの培養細胞からの復
メディエーションとバイオモ原個体に出現するエピミュー

とても大切にしてくれます。
だいて、私の勉強不足を補っ

ど近畿大学農学部を見ても、

先代恥安川武司先生とも私を

私は１９４９年、長野県生ま構と抵抗性の遺伝様式の解明、

てくれております。また、津

神戸女学院大学を見ても私学

ど関りがなかったので、自己田雑草の分類と防除、（５）パ

れで、本学農学部園芸農学科で）水田多年生雑草オモダガ、

川兵衛先生のお供として兵庫

紹介からさせていただきます。ラコート抵抗性雑草の出現機

を１９７３年に卒業しました。クログワイ、イヌホタルイな

県多可町のいさり神棚田にも
私が本学で何をやりたいか

す。それに比較するまでもな

大阪府立大学だってきれいで

は本当にきれいにしています。

を述べたいと思います。まず

いのですが、六甲台キャンパ

通っております。

一番に飢餓対策のためにアブ

ニタリング、（３）遺伝子機能タントは非メンデル遺伝をす
を利用した新機能植物、（４）るホモ突然変異体です。すな
多様性を利用したコンビナトわち、（イ）イネの組織培養か
リァルヶミストリー、（５）薬らの復原個体当代において約

農林省に入り、野菜試験場、どの生活史の解明などです。
農事試験場、農業研究センタこれらの内容は「雑草の逆襲、
－、熱帯農業研究センターを除草剤のもとで生き抜く雑草
経て、東北農業試験場では雑の話」全農教、２００３年刊
草制御研究室長、農業環境技や下記のホームページに示さ
術研究所では植生生態研究室れています。
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インプリンティングや初期化

顧問》東順三（兵Ｃｌ）

監事恥外山眞理（神Ｃ９）

件に対して、援助を行いまし

境制御学科主催の学術講演Ⅱ

年同様、一般および学術振興

遺伝するので、動物における

顧問部田中平義（兵Ｃｌ）
顧問》西川欣一（兵Ａ１）

のレベルが関連しているとい
とは異なった機構によるもの

顧問“新家龍（兵Ｃ５）

が総会で承認されましたので、

事業活動を維持していくこと

う可能性を示す明白な結果は
で新たな遺伝子発現制御機構

代議員

たところメチル化阻害剤や植

の解明につながるものと考え

坂本圭佑（兵Ｃｌ）

物ホルモンなどの処理でも、

脱分化における遺伝子発現

ており、イネゲノムシークエ

、の頻度で特定の形質（本研

の初期化や修飾制御は、クロ

ンス情報、オリゴマイクロア

各処理や個体分化能の有無に
は見られないが、闇胃三目弓①

よって唖のレベルに大きな差
ーン動物などにおける異常個

究の場合は短桿）で遺伝的に
うな突然変異体である。（ロ）

体の出現とも密接に関連して

究におけるエピミューテーシ

構の解析を進めています。

子の同定、発現修飾の分子機

タベースを利用して原因遺伝

津田安啓（兵Ｃ８）

財田福雄（鶴５）

藤中勤（兵Ｚ４）
安尾勲（鶴２・兵Ｃ５）

慶弔記録

るところであります。

それに基づき現在活動してい

平成肥年度についても、例

た。

この突然変異体は自殖するこ

処理では全てのクローンで有
おり、動物、植物における共

認められませんでした。

とにより、、世代、岨年以上
た。また、種々の処理条件下

意に妃のレベルが低下しまし
通の現象ともいえます。本研

ホモ（同質接合体）であるよ

も安定して遺伝する。（ハ）他

でカルスからの植物体復原率

は通常のメンデル遺伝をする
を調べたところ、閏月言昌邑の

ョンは有性生殖でも安定して

務レイ及びプロテオミクスデー

の正常な品種・系統、あるい

短桿突然変異体との正逆交雑
結果が得られました。また、

処理で幾分復原率が低下する

以下の方々がご逝去なされ

では何れもＦ１以降変異形質
培養日数の影響を単一クロー

足立隆昭（兵Ａ９）

が消失してしまう。（ハ）同様

り申し上げます。（敬称略）

野呂幸生（神Ａ３回）

ました。謹んでご冥福をお祈

庶務報告

平成両年度

宮本雄一（旧教官・名誉教授）

小田垣博三（兵Ａ９）

の遺伝様式を示す独立して得

吉良八郎信教官・名誉教授）

酒井修（兵Ａ９）

坂井永利（兵Ａ岨）

矢代学（神Ｐｍ）

松本幹夫（神Ａ３）

得丸哲士（神Ｚ２）

塩田悠賀理（兵Ｐ灯）

畑武志（地域環境工学）

内藤親彦（生物制御学）

定年退職された教員

方をお知らせします。（敬称略）

退職および着任された先生

退職および着任教員

門岡織江（神ＰⅣ）

退職された教員

安田武司（植物機能制御学）

着任された教員

千田廉（動物機能調節学）

て、生物機能化学科・生物環

農学部の学術講演会援助とし

関連などを行いました。また、

（食の安全・安心科学センター）

福田伊津子

（附属食資源教育研究センター）

山崎将紀

（附属食資源教育研究センター）

本多健

井原一高（バイオ頁一ＺⅨ学）

伊藤一幸（植物機能制御学）

て名簿発行、入学者記念品贈

援助、農学部援助、六甲祭援

各支部活動・学友会・ＫＵＣ

呈、会費納入促進、会報発行、

平成Ⅳ年度の一般事業とし

鈴木武志（神Ｃ認）

松井功（兵Ｔ肥）
西尾司（兵Ｚ肥）

谷俊洋（兵Ａ岨）

ン由来のカルスで調べた結果、

》竹中慎治（神Ｃ型）

理事（会計／会報）

理事（会報）

”相野公孝（神Ｐ哩）
理事（名簿・再掲）

恥武正興（神Ｃ３）
理事（名簿）

《菅原通直（神Ｃ４）
卵西川欣一（兵Ａ１）

理事（学友会）

理事（学友会・再掲）

恥北浦義久（兵Ａ６）
理事（学友会）

竿王子善渭（兵Ｃ哩）
理事（ＫＵＣ）

恥能宗康夫（兵Ｃ２）
”石賀暢一（神Ｃｌ）

理事（ＫＵＣ）

助、六甲山マラソン大会援助、

退職教員記念品贈呈、手提袋

理事恥大西成己（鶴３）
理事韓阪上昭宏（鶴３）

贈呈、卒業祝賀会援助、慶弔

監事韓辻荘一（兵Ｚ⑫）

》中村直彦（神Ｚｌ）

理事（ＫＵＣ・再掲）

内田直次（現役教授）

培養の経過とともに℃のレベ
平成鳩年５月別日（土）に

副会長亜能宗康夫（兵Ｃ２）
副会長》杉本金五（兵Ｚ５）
理事（代表理事）

副会長》内藤親彦（兵Ａ過）
卵中村直彦（神Ｚ１）
理事（副代表理事）

部武正興（神Ｃ３）

新井瞳（兵Ｃ５回）

られたイネ３品種のエピミュ

六篠会代議員総会が参加者調

輔
肉

》
う

齢

蝿畠中知子（神Ａ肥）

理事（庶務）

池田吉一（兵Ａ喝）

櫻井誠次郎（兵Ｚ、）

ルが顕著に増加することが明

名、委任状吃名で開催されま

砥

〃

ご

司

Ｊ

屋

〉

一

輔

永吉照人（兵Ａ過）

ータン卜間での交配では、あ

たかも自殖におけるものと同
の低下という一般的な現象と

した。その中で、役員変更の

らかとなり、カルスの分化能
の関係が推定されました。し

申し出があり、会則に基づき

様に短桿形質はエピミュータ

安定して遺伝する特性を示し
かし、イネのプロトクローン

ｊ
唾
ｗ

一

〈15＞

ン卜集団の中でのみ閉鎖的に
ています。

役員

でです。

年まで、代議員が平成加年ま

現在の任期は、役員が平成岨

惇一郎氏が退任されました。

審議した結果、別会長吉倉

準

一一》

織

由来のカルスで、分化能と妃

培養細胞系におけるゲノム
ＤＮＡのメチル
化の解析では、
植物の脱分化・

分化に従ってＤ
ＮＡのメチル化

１

ｋ１１

凸

勾引

串

会長“北浦義久（兵Ａ６）

が全ＤＮＡのレ

Ｐ．

■■七訂
画戸

か、イネのプロ

トクローン山来
のカルスやその
復原植物体での
叱のレベルや植
物ホルモンやメ
チル化阻害剤処
理によるにレベ
ルの変動を調べ

ｑ■明

ベルでどのよう

L

副会長蝿久保一兵（兵Ｃ２）

D

一畢暹

Ｆ

LI

一室

71

に変動するの
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収入の部（円）

０２５
０
６
Ｑ
４
０
５
６
６３
４

０１
０
０
０
７
６
８
６
２

雑収入

ＯＯ６

ＯＯＯ
Ｏ２２

入会金

0

40，000円x165名

0

利息

収入

10,998,192円

支出

8,127,172円

残高

2.871 ,020円

年一回(約8,000部）

700，000

700．000

支部活動･学生活動支援

350，000

600，000

．250，000

0

2，680，000

－2，680，000

各種活動援助費

ＯＳ０

O
0

卒業記念祝賀費

４

考

2,000,000

2,000‘000

０１
，５
０３

備

構内整備等振込手数料

550．000

考

40，000円x166名
名簿販売代金寄付金

前年度からの繰越金

0

550.000

０６６
０３５
０５６

雑収入

18年度予算案(円） 17年度予算(円） 増減(一:減）’

項目

０３４
４
５
６
３
６
４

ＯＯ６
０２５

支出の部(円）

備

予算額(円） 決算額(円） 増減(一:減）

項目
入会金

農学部援助費

’

収入の部（円）

-1，483，636

9,471,040 10,954,676

般会計
平成 17年度一般会計決算報告書

０６
０
４
０
５
６
３
６
４

計

考

1 ．483．636

前年度からの繰越金

合

備

18年度予算案(円） 17年度予算(円） 増減(－:減）

項目

平成18年12月20日発行
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’

報

合計

43，516

10,954,676 10,998,192

一般事業費
会報発行費

0

会議費

300，000

300，000

0

事務アルバイト代郵送料等

卒業記念祝賀費
名簿買取

旅費

100，000

100，000

0

慶弔費

250，000

250，000

0

定年退鋤員への記念品電報

一般事務費

交際費

230，000

230，000

0

KUC活動等

会議費

褒賞費

100，000

100，000

0

役員活動費

550，000

550，000

0

神戸大学学友会費

120‘000

120，000

0

3．371 ．040

1 ．274．676

2．096．364

予備費

合

計

総会経費

旅費
慶弔費
年会費,編集委員会会費等

交際費
褒賞費
役員活動費

10,954,6761 -1,483,636

9,471,040

神戸大学学友会費

年一回（約8,000部）
支部活動･学生活動支援
祝賀会援助,紙袋代

四年一回(2‘680xlOOO冊）
総会経費

事務ｱﾙパｲﾄ代郵送料等
理事会

定年退瞳鎭への記念品‘電鬮等
KUC活動等

年会費.編集委員会会費等
入会令仮令

予備費
支出合計

平成1B年度六篠会基金予算
成

’

合計

17年層予算願(円） 18年度予算開(円） 増減(一:減）’

項目
前年度からの鰻越金

31 ，875，498

32．091 ，050

-215．552

5.OOO

5.OOO

0

31，880，498

32‘096,050

-215，552

雑収入

合

計

備

n回
大口定期･普通預金利息

保留金

計

220,000円

残高

31,875,498円

予算額(円） 決算額(円） 増減(－:減）
32，091 ，050

32，091 ，050

5.OOO

4．448

－552

32,095,498

-552

雑収入

|32､096,050

備

考

0

大口定期普通預金利息

支出の部（円）
項目

078･881･2752
email

学術活動援助費

備

考

20，000円x1 1件

叩一媚
、－４
印一泊
６－６

Ｏ－Ｏ
Ｏ－５
０－０
０－６
０－９
ｇｌ１

ｌ１
－３

合計

220.OOO
31 ．875．4gB

32,096,050 32，095，498

-552

六篠会会員の皆様、ご活躍の

こととお喜び申し上げます。会

の方々にご協力を頂き、今年も

報編集にあたり、多くの同窓生

何とか無事に会報を発行するこ

とができました。この場をお借

りしてお礼申し上げます。あり

今回からＡ４版となりました。

がとうございました。

また、フォントも少し大きくし

紙は神戸在住の版画家川西祐三

読みやすくしました。さて、表

です。１９９１年から２００４

郎氏が１９９４年製作した版画

年に作成されました「神戸大学

全十八景」の中の作品です。神

トとした農学部の学舎が美しく

戸の海をバックにし紫をポイン

描かれております。本年度から

学舎の改築が開始されました。

川西氏の版画のように美しく、

機能の充実した学舎ができあが

紙面の内容充実を今後も図っ

ることを念じております。

ていきたいと思います。どんな

コラム、雑文など同窓会事務局

ことでも結構です。エッセイ、

の方にお送りください。楽しく、

おもしろく、役に立つ紙面を目

ます。また、「こんなことをもっ

指して努力していきたいと思い

はおもしろくないからやめろ！」

と載せてほしい！」、「この企画

メールで結構ですので会報担当

など、ご意見がございましたら、

理事までお申し付けください。

２００７年が良い年であります

多幸とご活躍を祈念いたします。

よう、また、皆様のご健勝、ご

〈16＞

220.OOO
O

計一金

軸一癖

予備費

rikusou@kobe-u.ac.jp
ホームページ
http://www,ans,kobe･u,ac'jp/sotugyousei/index,html

ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
８０
１５

また本会に対する御要望、御
意見など御待ちしております。

予算額(円） 決算額(円） 増減(一:減）

FAX

ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
Ｏ０
４５

おります。住所や連絡先の変更、

頂くようお願い申し上げます。

32,095,498円

支出

合計

連絡をFAX、e-mailで受付けて

なお、御連絡の際には、所属

収入

項目

-215，552

会員の皆様からの本会への御

学科と卒業年次を併せてお伝え

43，516

基金決
成17年度六篠会基金決算報告書

前年度からの繰越金

31 ，196，050

|31,880,498132,096,050

2871"0201 2.871"020

10,954,676 10,998,192

収入の部（円）

－400.OOO

900，OOO

ｍ一弘

－１
’３

支出計

考

叩一媚
ｐｌ４

100.OOO

0

■■

0

４’１

予備費

ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
Ｏ０
４５

400，OOO
Ｏ’８
０’９
０’４
ＯｌＯ
Ｏｌ８
５’３

学術活動援助費

合

備

17年度予轆(円） 18年度予算顔(円） 増減(一;減）

B.127.1721 -2B27,504

考

支出の部（円）
項目

10．954．676

次年度への繰越金

収入の部（円）

考

構内整備等振込手数料

１５
５０
３１
００
５００
００８
０６
０
４
２
９９
４７
０４
６５
２０
６０
９７
３ ４９
４５７
６

500･OOO

７７５３９１８６８７７９４
３３
４４２
３６１
７７
６２
」３
３
３６１
１
２

500．000

840

９５
５０
５０２
７１５
００９
５００
００２
００
９
７
０ ５０
０ ９４
６７０
４０３
６６１
５４０
０
２２４０６９８１３１２２００

一般事務費

会報発行費
各種活動援助費

２

‐750,000

１

100，000

1 ,000，000

一般事業費

同50．840

550.OOO

６６
４５
６１
３７
２１
１４
６
３３
４８
６５７
１５
１３４

0

250･OOO

卒業者名簿等管理費

農学部援助費

四年一回(2680xlOOO冊）

備

予算額(円） 決算額(円） 増減(－:減）

項目

祝賀会援助

Ｏ０
ＯＯ０
ＯＯ０
ＯＯ０
ＯＯ０
ＯＯ０
Ｏ０７
６
０
０００
０００
０００
０００
０ ００
０００
０６
００
００
０８
００
００
００
００
０５
０３
００
０５
０２
０７
４
０
０
７６
６０
５３
１２
２１
５１
２

100，000

代議員総会経費

２２１１

名簿買い取り

支出の部（円）

