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2020年5月16日

記念講演会 第１部

浜松工業会組織委員会メールアドレス

soshiki01@sanaruhama.org

2020年度

受付︓12:40
総会

︓13:50〜14:50 プレスタワー17階 静岡新聞ホール
記念講演会・科学技術交流会

︓15:10〜17:10 プレスタワー17階 静岡新聞ホール
懇親パーティー

︓17:30〜19:30 プレスタワー7階 静岡新聞ミーティングルーム

講演「想像⼒の⽋如に陥らない防災」
講師︓岩⽥ 孝仁 氏 (いわた・たかよし)

トークセッション
出演者︓岩⽥ 孝仁氏(静岡大学特任教授)

竹内 勇剛氏(静岡大学情報学部情報科学科教授)
原⽥ 博子氏(認定NPO法⼈はままつ子育てネットワークぴっぴ理事⻑)

開催日開催日 土

会 場会 場 静岡新聞社・静岡放送 21世紀倶楽部
〒430-0927 浜松市中区旭町11-1 プレスタワー
TEL（053）455-2001 FAX（053）455-2021

【プロフィール】
静岡大学特任教授。専門は防災学・防災⾏政学。静岡大学理学部地球科学科卒業、静
岡県庁に⼊庁し⼀貫して防災・危機管理⾏政を担当。危機管理監兼危機管理部⻑を最
後に退職し2015年から静岡大学教授、2017年から静岡大学防災総合センター⻑、
2020年に退職し現職。⽇本災害情報学会理事、⽇本災害復興学会理事、中央防災会議
の専門調査会や内閣府の⽕⼭防災エキスパート、内閣府、⽂部科学省、消防庁、気象
庁など政府の各種委員、静岡県防災会議委員などを務める。2018年9月に防災功労者
防災担当大臣表彰を受賞。

記念講演会 第２部

申込
方法

メールにて【回答フォーム】の内容を記載していただき、
下記宛先までご送信ください。
記念講演会は、ご家族・ご友⼈・同僚など⼀般の⽅も、浜松⽀部会員
ご同伴のもとでご参加いただけます。なお、⼀般の参加者は先着50名様
までとさせていただきます。お申込みはお早めにお願いします。
お申込み締切日:2020年4月17日(⾦)

①ご⽒名︓ 【回答フォーム】
②卒年度︓
③卒学科:
④総 会︓参加 又は 不参加
⑤記念講演会︓参加 又は 不参加
⑥懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ︓参加 又は 不参加
※会費︓6000円 20歳代は無料
⑦ご同伴の記念講演会の⼀般参加者⼈数︓

予 定予 定

会 費会 費 6,000円 (20歳代 無料)
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テクノフェスタ
静岡大学　浜

松キャンパス

2019年11月9日（
土）・10日（日）

開催日時：2019年11月�9日（土）
� 10日（日）
9：30〜16：00

静岡大学浜松キャンパスで第
24回テクノフェスタが開催されま
した。
第20回静大祭in浜松も同時

開催されました。

大石昌良さんのライブには（写
真左）開演時間のずいぶん前から
大勢の人が集まりました。寒く無
くてよかったですね。

数多くの模擬店が行列を作るほ
ど繁盛しており、留学生による出
店もありました。
また、先進技術の発表などが
校舎内の研究室や教室で行なわ
れていました。
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同窓会
ホームカミングデーテクノフェスタ

と同時開催

2019年11月9日
（土）

浜松キャンパス

開催日時：�2019年11月9日（土）
13：00〜16：00
静岡大学浜松キャンパスS-PORT3階
大会議室でホームカミングデー講演会が
開催されました。午前中は、テクノフェス
タが開催されていたため屋外の受付も
設置されました。事前登録されていた方
には、ちょっとした特典もありました。

●歓迎の挨拶
　浜�松工業会� �

会　　長　八木　伊三郎　様� �
工学部長　川田　善正　先生� �
副学長（前情報副学部長）　笹原　恵　先生

●浜松キャンパス100周年記念事業
　募�金推進部会� �

部会長　末永　修　先生

休憩をはさみ特別講演会です。

●浜名湖ロマン
~知られざる浜名湖の不思議な魅力を探る~
　N�PO法人　浜名湖クラブ� �
理事　小林　昇　先生

興味深い講演会が行われました。多くの同窓生からは惜しみない拍手が送られて
いました。
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情報学部
ホームカミングデー

静岡大学　浜
松キャンパス

2019年11月9日
（土）

開催日時：2019年11月9日（土）
15：30より
会場：静岡大学浜松キャンパス
情報学部でホームカミングデーが
行われました。ここでは卒業生によ
るパネルディスカッション形式で在学
生に向けたプレゼンテーションがあ
りました。数名のプレゼンで、昨年
同様時間が足りないくらい熱いもの
でした。

浜松支部から
も小栗会費委員
長はじめ、3名出
席しました。

懇親会も大い
に盛り上がりまし
た。

はいポーズ（↓写真）

小栗会費委員長
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交流会
天竜浜名湖鉄

道
2019年9月7日（

土）

9月7日（土）交流会が行われました。
27名の参加者で天浜線ビール列車の旅へ出発進行

新所原駅に集合しました。
列車では早速ビールでか
んぱーい。

アリーさんの素敵な歌
声で楽しく旅をします。
途中駅では地域の歴史

や天浜線にまつわるトピッ
クの説明がありました。添
乗していただいた天浜線
のスタッフがなんと手作り
紙芝居を披露してくれまし
た。

二俣駅では、総務委員
長のギター演奏でゲリララ
イブ。懐かしのメロディを
みんなで歌いました。
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役員会・配布会
佐鳴会館

2019年10月5日
（土）

10月5日（土）佐鳴会館
にて役員会が行われました。
役員会に先立ち、テクノピ
アの配布会がありました。多
くの企業幹事さんのおかげ
で数千部の配布を完了する
ことができました。

役員会は
●支部長挨拶
　浜松支部長：藤田�幸宏

●大学からの近況報告
　工学�部副学部長：喜多�隆介　先生
　情報学部長：近藤　真　先生

●浜松工業会からの近況報告
　浜松工業会理事長：末長　修　先生
　浜松科学技術研究振興会　�理事長：稲垣�訓宏　様� �

専務理事：鈴木�康夫　様

に続き、各委員長から今年度の活動中間報告を行いました。
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第51回佐鳴会
全国ゴルフ大会

浜名湖カントリ
ークラブ

2019年11月11
日（月）

2019年11月10日（日）グランドホ
テル浜松にて、前夜祭が行われました。
21名の参加で、工学部長、情報学部長
にもご出席いただきました。

11日（月）浜名湖カントリークラブで
大会当日は晴天に恵まれ、絶好のゴルフ
日和です。43名11組です。浜松支部
長の藤田さんは、カメラマンとして参加。
浜名湖コースと中コースに分かれてス
タートです。途中ちょっとだけ、雷と雹
が降り中断しましたが、おおむね問題な
くプレーできました。老舗の浜名湖カン
トリークラブは、コースも素晴らしくキャ
ディーさんも評判が良かったようです。

プレー終了後はお風呂に入ってから、
表彰パーティーです。ゴルフ場のパー
ティールームに集合です。新ペリア方式
で集計。優勝は鈴木秀治さん（40M）

なんと、グランドシニアもダブル優勝
です。工業会、浜松支部より補助、浜
名湖カントリークラブより賞品をいただき
ました。
ありがとうございました。

前夜祭（グランドホテル浜松）

スタート前（浜名湖カントリークラブ）
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異業種交流会
ヤマハイノベー

ションロード

2019年11月16
日（土）

11月16日（土）異業種交流会が
行われました。
34名の参加者でヤマハイノベー

ションロードの見学です。集合写真
の後、専任のスタッフが場内を案内。

インカムはなんと4か国語対応で
す。楽器の製造工程などを見ること
ができました。二千万円のピアノも
触ることができます。

ヤマハの創業当時のことから、最
新の電子機器まで幅広く紹介され
ています。

見学の後は、創作フレンチ　マリ
ポーサでランチ交流会が行われまし
た。お酒もふるまわれ、留学生を
含めた現役生との和気あいあいとし
た交流が行われました。
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新年会
21世紀倶楽部
2020年1月18日

（土）

開催日時：2020年1月18日（土）18：00
21世紀倶楽部で新年会が開催されました。
舟久保事業委員長の開会の辞に続き、藤田
支部長の挨拶です。電子工学研究所長　三村
秀典先生のあいさつに続いて乾杯は名誉顧
問の稲垣訓宏（のりひろ）様です。

工業会スペシャルバンドによる演奏は
会を盛り上げました。

・佐藤伸行さん（piano）
・飯田圭二さん（bass）
・川嶋隆宏さん（drums）
・富田昌和�総務委員長（trombone）
・小栗成哲�事業副委員長（trombone）

事業委員長より今後のイベント紹介がありました。

浜松支部総会　5月16日（土）
第一回交流会　9月5日（土）
異業種交流会　11月28日（土）

ホームページにも掲載されています。
https://www.sanaruhama.org/

締めの挨拶は顧問の井辺博光（ひろみつ）様でした。
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趣味の会
会費納入のお願い会費は支部活

動の

大事な財源で
す

編 集
後 記

「佐鳴ゴルフ会」「ニュー佐鳴会」会員募集
浜松支部のゴルフ同好会の一つであるニュー佐鳴会は現在25名のメンバーから構成されています。毎月第3日曜

日に豊岡国際ゴルフカントリーにて例会を開催しています。
佐鳴ゴルフ会は浜松カントリークラブで行っています。
年齢層は80代から30代と幅広く先輩後輩和気藹々とゴルフを楽しんでいます。
9月には合同コンペを隔年ごとにホームグラウンドを変えて開催しています。
近年高齢者が多くなり、新しい会員の募集をしています。浜松支部の皆さんの入会を期待しています。
� 佐鳴ゴルフ会　会長　鈴木　秀治� ニュー佐鳴会　会長　山田　惠敏
� shu-suzu@mail.wbs.ne.jp� keibin19@ybb.ne.jp

佐鳴グリークラブ
静岡大学OBグリークラブの母校支部の約20人がメンバーです。工学部以外に文理学部、教育学部もいます。
浜松工業会総会や静岡県合唱祭等があると、グリー関東支部や関西支部から応援が駆けつけ出演します。2019年
１０月ブルガリアへの演奏旅行を実施して、約３０人が参加しました。詳細は工業会本部会誌佐鳴１月号に掲載しました。
� 佐鳴グリークラブ　会長　深津　勲己

支部会費納入のお願い
浜松工業会浜松支部の活動費は、会員の皆さまに納入いただいた会費で賄っています。支部活動を維持活性化す

るために、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。会費の納入方法等は以下のとおりです。
（1）会費� 1500円/年

（2）納入方法� 以下の3つの方法のどれかで納入してください。
①郵便振込み【土日（9：00〜17：00）も、ゆうちょ銀行ATMで振込できます】
口座番号：00890−5−4382
口座名� ：浜松工業会浜松支部
＊振込料金加入者負担（赤色）の用紙をお使い下さい。
＊郵便振込手数料は浜松支部負担。

②静銀口座への振込み
銀行名� ：静岡銀行　成子支店（店番：363）
口座番号：普通0137545
名義� ：浜松工業会浜松支部　会計幹事
＊銀行振込手数料は、ご負担をお願いします。

③現金
勤務先の浜松支部役員（企業幹事）に現金にて納入
企業幹事の方は、企業単位でまとめて、①または②で納入をお願いします。

（3）浜松支部会費に関する問い合わせ先（上記以外の納入方法をご希望の方など）
浜松支部　副支部長　会費委員長　小栗　律志
E-mail：kaihi01@sanaruhama.org

浜松支部役員の任期は2年です。このテクノピアの発行が最後になります。あっと
いう間でしたが、次の広報委員長に引き継いでいきたいと思います。

� （記　広報委員長　澤井秀明）



定期会議で情報交換

発行 浜松工業会 浜松支部
〒432-8561　浜松市中区城北3-5-1
静岡大学浜松キャンパス内 佐鳴会館
TEL/FAX 053-473-3485

浜松工業会浜松支部
公式ホームページ
https://www.sanaruhama.org/

Ｕターン相談室の近況
 室長　滝下光夫
Ｕターン相談室は、浜松工業会会員（以下会員）で主
に県外から県西部地域にUターンして、再就職を希
望される方々を対象に、信頼ある地元企業への再就
職の相談窓口として長年活動を続けております。

今後も会員の皆さんに本学には、この活動があることを積極的に広報してゆく必要性がありま
す。現在、広報活動は「佐鳴」への記事掲載、リニューアルしたホームページ及び大学主催の
イベント（駅伝大会・ロボットコンテスト等）への協賛を通じてＵターン相談室をPRしています。
これ等を継続することに加えて、さらにホームページの「見やすさ、利用しやすさ」の向上に努力
しています。
https://www.neotechnopia.com/　をご参照願います。


