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平成30年度

浜松支部活動
方針

総務委員会
支部長 趣味の会

結婚相談室
Uターン相談室

ホームページ部会

組織委員会

事業委員会

広報委員会

会費委員会

浜松支部の小林です。会員の皆さま、日頃から浜松支部、
工業会本部活動へのご支援、ご協力ありがとうございます。

今年度のスローガンにも入れましたように、4年後の
2022年浜松キャンパスは、設立100周年を迎えます。
これを機会に、母校への関心、同窓の絆をさらに深めて
頂ければ幸いです。

今年度の浜松支部総会は、6月2日に全学同窓会交流
会といっしょに開催しました。

全学同窓会交流会は、2013年から始まり、今までに
東京、静岡、愛知で開催されました。浜松で初の開催で
したが、全学で500名を超える多くの同窓生にご参加頂
きありがとうございました。

浜松支部では今年度も会員相互の交流を深めて頂くた
めに、いろいろな企画を行っていきます。同窓生間の
交流ができ、また大学の先生との交流の機会もできます。
横のネットワークが広がることは、仕事面でも何かの時
に役に立つことがあるかと思います。浜松支部の活動が
そのお役に立てばと思います。ぜひ、若い年代の方の積
極的な参加を期待いたします。

これからも浜松支部の役員一同、浜松支部の活性化に
向けて努力してまいりますので、会員の皆さまも、引き
続き支部活動へのご支援、ご協力をよろしくお願いいた
します。

小林 孝一
（54E/56ME）

組 織 図
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� 役員／活動方針紹介
浜松キャンパス 100 周年に向けて
「深めよう ! 同窓の絆　強めよう母校への関心」

平成 30 年度
浜松支部スローガン

総務委員長の浜松市役所勤務　富田昌和（54M）です。
総務委員会は支部活動全般を支える仕事をしています。役員会や正副支部長会を定期に

開催するほか、趣味の会・Uターン相談室・結婚相談室などの活動に取り組んでいます。
今年度は、皆様のご協力により全学同窓会を開催することができました。今年度も役員や
会員の皆様が気軽に参加でき、広い世代間の交流が生まれるような場を提供してまいりま
す。今年度から新たに総務委員長を拝命し、その重責に身が引き締まる思いでございます。
どうか皆様のご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

組織委員長の三栄ハイテックス（株）勤務　安達晴康（96Z）です。
組織委員会として2年目を迎えました。支部活動は多くの企業の協力で成り立っていま

す。企業・団体の皆様に支部活動へのご協力をお願いしていきます。また、組織データベー
スなど支部情報のIT化を進めて、支部の活動が円滑に運営できるよう支援をしていきます。
会員の各クラスの同窓生や各企業での同窓生の輪を広げて、総会やイベントに参加できる
雰囲気を築き上げていけたらと思います。

事業委員長の（株）日本設計工業勤務　舟久保憲吾（2001M）です。
今年度より事業委員長として浜松工業会に携わらせていただくことになりました。事業

委員会では、大学、企業、同窓生の絆を深めるための事業開催を担当しています。前年同
様に企業幹事の皆様、学生をつなげるような事業を企画して絆を深めていただきたいと思
います。また浜松工業会員であることにメリットを感じていただけるようなイベントの企画
もしていきたいと思いますので、是非お気軽にご参加いただきますようお願いいたします。

広報委員長のエンシュウ（株）勤務　澤井秀明（62M)です。
今年度より広報委員長を担当させていただきます。母校浜松キャンパスの最新情報発信、

支部活動のレポート、会員の皆さんからの情報発信をホームページで行うことで、会員間
の交流、活動周知、参加機会の提供を進めていきます。また年2回の会報「Technopia」の
発行を通じてホームページ利用者の増加、支部活動の活性化を図っていきます。みなさま
のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。是非http://sanaruhama.orgへ一度お
いでください!

会費委員長のヤマハ発動機（株）勤務　小栗律志（57M）です。
今年度より会費委員長を担当させていただきます。会費委員会は、支部会費徴収と会計

会務を担当しています。会員の皆さまに納入いただいた支部会費や企業広告費などの収入
と、浜松支部総会、テクノピア発行など浜松支部の活動による支出を管理しています。魅
力ある充実したイベントを開催し、支部活動の活性化が図れるよう、会費収入の更なる増
加に取り組んで行きます。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い致します。
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30年度
浜松支部総会

グランドホテル
浜松

浜松支部総会

日時：2018年6月2日（土）　13：45〜14：45
会場：グランドホテル浜松　2階　鳳東

平成30年度浜松支部総会が行われました。今回は、グランドホテルで全学同窓会
と同時開催となり大勢の会員に参加していただきました。来賓の挨拶では藤井工業
会会長をはじめ、大学の先生方から工業会や工学部の近況の報告などがありました。

議事は、平成29年度事業報告、平成29年度収支決算報告、平成30年度事業
計画、平成30年度予算、浜松支部会則の改訂と追記、役員交代についての各議案
について承認されました。会則は、UT相談室がUターン相談室に改訂されました。

また、小林支部長からはスローガン浜松キャンパス100周年に向けて『深めよう!
同窓の絆　強めよう母校への関心』の深化を目指して、会員相互の交流の場を深める
活動方針の説明が行なわれました。
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グランドホテル
浜松

全学同窓会・
懇親会

30年度
全学同窓会・懇親会

日時：2018年6月2日（土）　式典　15：00〜17：15
会場：グランドホテル浜松　2階　鳳中

よさこい演舞サークル鰻陀羅の演技で大ボリュームの音楽とともに交流会が始まり
ました。来賓・招待者55名 理学部25名 農学部27名 教育学部105名 岳陵会
89名 浜松工業会241名 合計542名の参加者は、過去最高の人数とのことです。

実行委員長　小林孝一浜松工業会（浜松支部長）の開会の辞に続き、来賓の挨拶と
して静岡大学長：石井潔様そして浜松市長：鈴木康友様にご挨拶をいただきました。

学部紹介では近況の報告がありました。
人文社会科学部長： 日詰 一幸　先生
教育学部長 ：菅野 文彦　先生
理学部長 ：塩尻 信義　先生
農学部長 ：河合 真吾　先生
工学部長 ：川田 善正　先生
情報学部長 ：近藤 　真　先生

先生方の思いのこもった学部紹介は予定時間を超えての熱いものでした。
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静岡大学情報
学部准教授：

狩野芳伸先生
に

ご講演いただ
きました

全学同窓会記念講演会

演題

〜なぜAIが注目されるのか〜
「いまAIにできること、できないこと
研究事例で考える」

静岡大学情報学部准教授：狩野　芳伸　先生
日時：2018年6月2日（土）　全学同窓会にて
会場：グランドホテル浜松　2階　鳳中

人工知能の中でも人間の言語（日本語や英語）をコンピュータで扱う分野である自
然言語処理を中心に、講演者が関わっている先端的かつ身近な取り組みを通じて紹
介します。同時に、背後にある技術の直観的なイメージを伝え、分野の現状と将来
的な展望について判断できる入り口を提供しつつ、情報技術の面白さと奥深さ、社
会的インパクトを感じてもらえればと思います。具体的な研究テーマとして、以下の
ようなプロジェクトに取り組んでいます。

ひとつは、対話システムです。より人間に近い振る舞いをする対話システムを、人
間の仕組みを探求しつつ実現したいと考えています。話し言葉の分析、対話の戦略、
発話の文生成、発話のタイミング、心理言語学、音声認識、音声合成など、未知の
ことが非常に多いテーマで、関連する要素は多岐にわたります。産業的にも注目の
分野です。また、会話ゲーム「人狼」を、人間に混ざってプレイする人工知能を作成
する「人狼知能」プロジェクトを運営しており、特に会話の理解・生成の自然言語処理
部分に挑戦していきたいと考えています。文生成の研究も挑戦的な課題です。大手
広告代理店と協力し、キャッチコピーの自動生成を行うなど文の自動生成に取り組ん
でいます。大学入学試験社会科（ロボットは東大に入れるか）、司法試験など試験問
題の自動解答に取り組んでいます。人間の思考過程を探究するとともに、研究で得
られた基礎技術を、法律文書の処理、裁判の支援など応用につなげる狙いです。さ
らに、精神疾患の自動診断、電子カルテの自動サマリ生成、電子カルテからの情報
発見など、医療テキストの処理を行っています。目指すところは、医療現場を助ける
ことのできる診断支援システムの構築です。
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世代間の交流
で

親睦を図りまし
た

全学同窓会
懇親パーティー

日時：2018年6月2日（土）　懇親会　17：40〜19：30
会場：グランドホテル浜松　2階　鳳中

式典が終了し、休憩をはさみ懇親会も同じ会場：鳳中の間
で行われました。

全学同窓会長：柴田義文様の挨拶に続き、乾杯を工学部長：
川田善正様。お待ちかねの歓談です。ブルーノーツオーケス
トラのジャズ演奏で、楽しいひと時となりました。

各学部同窓会の近況紹介に続き抽選会が行われました。
賞品の日本酒「静大育ち」をGETされた方おめでとうござい
ます。

静岡大学学生歌「われら若人」斉唱はOBグリークラブの
リードで参加者全員で合唱です。

実行委員長引き継ぎは、浜松支部長：小林孝一
から2019年6月15日（土）東京開催のため

理学同窓会 東京支部長　（藤岡　換太郎様）
農学部同窓会 東日本支部長（鵜飼　暢雄　様）
教育学部同窓会 関東支部長　（土屋　十二　様）
岳陵会 東京支部長　（中田　敏弘　様）
浜松工業会 東京支部長　（藤嶋　善彦　様）
の皆様に行われました。

司会は、元K-mix（静岡エフエム放送）高橋美江（たかはし・みえ）さん＜静岡県浜松市出身　静岡大
学人文学部　卒＞にご協力いただきました。

閉会の辞は祐嶋繁一副実行委員長（岳陵会副会長）に締めていただきました。

抽選会

ブルーノーツ
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浜松支部から
3チームが

エントリーし無
事完走

第90回静岡大学
新入生歓迎駅伝大会

2018年5月26日（土）
会場：佐鳴湖畔

前回は中止となった駅伝です
が、今回は絶好の駅伝日和となり
ました。浜松支部からは3チーム
がエントリーし、無事完走するこ
とができました。各区間は3名で
走り、そのタスキがそろって次の
3名に渡す方式です。

中国やベトナムの学生を含む多くの留学生が
参加していて国際色豊かでした。天候に恵まれ
タイムも良かったとのことです。

結果
 9位 浜松工業会愛知支部 59分23秒
16位 ヤマハ発動機支部 64分15秒
19位 浜松支部混成 67分09秒
21位 スズキ佐鳴会 68分26秒
22位 しぞーか（静岡支部） 68分47秒
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趣味の会
会費は支部活

動の大事な財
源です

趣味の会
会費納入のお願い

New佐鳴ゴルフ同好会
浜松支部のゴルフ同好会の一つであるNew佐鳴ゴルフ同好会は現在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。
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月にはもう一つの同好会の佐鳴会の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。

 （New佐鳴ゴルフ同好会　会長　山田惠敏）

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。今年8

月のリトアニアとの親善合唱交流会も約30人が参加しました。合唱未経験者でも大丈夫です。団員募集中です。
 （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

豪雨災害、台風の直撃など災害が多い夏となりましたが、なぜか浜松方面はいつもあまり被害
が多くないラッキーな地域と感じています。

広報委員長になって最初の大きな仕事がこのテクノピア作成です。先輩の指導を受けながら原
稿を作成しましたが「国語力の無さ」を痛感しました。英語と国語の試験がなかったからしょうがな
いですよね。
 （記／広報委員長　澤井秀明）
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11月10日 土11日 日 9：30～
16：00

会  場 静岡大学浜松キャンパス

育
て
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が
る

　 未
来
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

主催／静岡大学工学部、情報学部、電子工学研究所、創造科学技術大学院、
　　　光医工学研究科、グリーン科学技術研究所　 
後援／浜松市、浜松市教育委員会、浜松商工会議所、（独）中小企業基盤整備機構関東本部、浜松工業会

〈ホームページ〉http://www.eng.shizuoka.ac.jp/campuslife/festa/ 静岡大学

in浜松

入場
無料

第23回

同時
開催

第
19
回静大祭

Techno Festa in Hamamatsu

◎駐車場はご利用できません。
◎公共交通でお越しください。
◎ナイスパスを使って遠鉄バスで
　来場の方に特典を用意しています。

同時開催 11月10日　  秋季オープンキャンパス・同窓会ホームカミングデー土

おもしろテクノ
ゆめフェスタ
おもしろテクノ
ゆめフェスタ キッズサイエンス

おもしろ実験
研究室公開展示 学内全面禁煙

浜松駅バス乗り場15、16番乗り場にて乗車▶「静岡大学」下車
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今年もやります
!

年会費還元企
画　第2弾

異業種交流会

【ご案内】
皆様に於かれましては、日頃より支部活動へのご支援・ご協力を頂きまして誠に有難う御座います。

浜松支部では今年度の活動目標のひとつとして、「絆を深める交流会の企画開催」を掲げております。こ
の活動の一環として、来る11月17日（土）に、「異業種交流会」と称して交流会を開催することになりま
した。

浜松市西部清掃工場を見学いただき、その後、美味しい料理とお飲み物を堪能しながら様々な分野
の方と業種を超えた交流を深めたいと思っております。

学生を含む浜松工業会会員の交流会です。皆様、お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加下さい。多
数のご参加をお待ち致しております。

記
1.	日時：
 平成30年11月17日（土曜日）　9：00 〜 14：00
2.	スケジュール：

9：00 遠鉄百貨店南側バンビツアー発着所集合、貸切バスで移動
9：30 〜 11：30 浜松市西部清掃工場、終了後貸切バスで移動

12：00 〜 14：00 コモンズ・アクトシティ浜松にて昼食会
〒430-7705浜松市中区板屋町111-2浜松アクトタワー 5階
TEL：053-455-3535
http://www.3535.co.jp/commons/

3.	会費：
 1,500円（ビュッフェ料理、ソフトドリンク・アルコール飲料込み）
 ※学生無料（先着20名）
4.	申込締切：
 10月31日（水）

連絡先
浜松工業会浜松支部
副支部長　事業委員長　舟久保　憲吾

E-mail：jigyo01@sanaruhama.org
副支部長　総務委員長　富田　昌和

E-mail：somu01@sanaruhama.org

工学技術の集結した
西部清掃工場

どんな技術が使われて
いるのか・・・
来てのお楽しみ!

浜松市西部清掃工場
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Uターン相談室の近況です
 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。

　まだまだ、OB・OGの皆さんに本学にこの活動があることを広報してゆく必要性があると感じ

ています。現在の広報活動は「佐鳴」掲載とHP及び大学主催のイベント(駅伝大会・ロボットコ

ンテスト)への協賛を通じてＵターン相談室を広報していますが、これを継続することに加えて、

これからの課題はHPのリニューアルで「見やすさ、利用しやすさ」の向上に努力しています。併

せてＵターン相談室の活動を通じて「静大の地域志向大学宣言」を応援していきます。


