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テクノフェスタ
静岡大学　浜

松キャンパス

2018年11月1
0日（土）・11日

（日）

開催日時：
2018年11月10日（土）
	 11日（日）
9：30〜16：00
静岡大学浜松キャンパス

で第23回テクノフェスタが
開催されました。
第19回静大祭in浜松も

同時開催されました。

ステージでは、（左写真）
よさこいの踊りなどのショー
がありました。

模擬店も数多く出展され
ていましたが、どこもお客
さんが行列を作るほど繁盛
していました。
先進技術の発表など校舎

内の研究室や教室で展示さ
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

2018年11月1
0日（土）

浜松キャンパス

開催日時：2018年11月10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
置されていました。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	 ：藤井	彰	会長
	 工学部長	 ：川田	善正	先生
	 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	：早川	泰弘	先生

休憩をはさみ特別講演会です。

減災から防災社会へ
� 〜来る巨大地震に備える地域社会を〜
静岡大学	防災総合センター長
	 ：岩田	孝仁	先生

加速するEVシフトへの対応
� 〜次世代自動車の動向〜
静岡大学	名誉教授	 ：荒木	信幸	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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静岡大学　浜
松キャンパス

2018年11月1
0日（土）

情報学部
ホームカミングデー

開催日時：2018年11月10日（土）
15：30より
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。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
ゼンテーションです。数名のプレゼン
で、時間が足りないくらい熱いもので
した。

浜松支部からも小林支部長はじめ、
3名出席し、支部長は挨拶を（左写真）。
講演会とは、また違った雰囲気で懇親
会も大いに盛り上がりました。

はいポーズ
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「天浜線　貸
切列車の旅」

2018年9月8日
（土）

交流会
天竜浜名湖鉄道

開催日時：2018年9月8日（土）
12：00〜16：00

参加人数：29名（男性26名、女性3名）

登録有形文化財の転車台、扇形車庫等
を見学し天浜線の歴史に触れました。

三村電子工学研究所長の乾杯にて交流
会スタート。

女性シンガーのALEEさんによる美しい
歌声をBGMに車窓に広がる里山の風景
を楽しみました。貸切列車で二俣駅〜新所原駅〜西鹿島

駅まで美味しいお酒とおつまみを堪能し
ながら会員同士の交流をはかりました。
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浜松市西部清
掃工場

2018年11月1
7日（土）

異業種交流会

11月17日（土）異業種交流会
が行われました。
33名（1名のお子様含む）の参

加者で水泳場『ToBiO』の隣にあ
る、浜松市西部清掃工場までバ
スで移動。

工場見学の後は、アクトシティ
でランチ交流会が行われました。
お酒もふるまわれて、和気あい
あいと交流していました。
現役の学生さんや留学生の参

加もありました。
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佐鳴会館ホー
ル

2018年8月19
日（日）

日本・リトアニア
親善合唱交流演奏会

浜松工業会浜松支部、趣味の会、佐鳴グリー
クラブの深津勲己です。
平成30年8月19日・20日にかけてリトア

ニアの女声合唱団のベニ・ガウデーレ（「私たち
は喜び祝うために来た」という意味のラテン語）
を招聘して、19日佐鳴会館ホールと20日楽
器博物館で演奏会を開催しました。
静岡大学OBグリークラブは、静大OBの合

唱団の全国組織です。その一部、浜松近郊の
団員で構成するのが佐鳴グリークラブです。今
回は全国から約30名が集まってくれました。

静岡大学・岐阜大学はリトアニアの大学と学
術交流提携を結び、学生・研究者の交流を築い
てきました。
また、昨年6月静岡大学OBグリークラブは、

リトアニアを訪問し地元の合唱団とジョイントコ
ンサートをしました。今回はその返礼やリトアニ
ア独立100周年等を記念してリトアニア合唱団
を招聘しました。
写真1は佐鳴会館ホールでのベニ・ガウデー

レの演奏写真、写真2は静岡大学OBグリーク
ラブの演奏写真です。当日は定員200名の会

場が満席で一部立ち見も出るほどで大盛況でした。静岡大学の学長や副学長・工学部長・電研所長等も
参列され演奏会終了後の交流会にも参加され大変盛り上がりました。

翌日は、浜松市楽器博物館の天空ホールでベ
ニ・ガウデーレの一般市民向けのサロンコンサー
トを開催しました。この会場も定員は100名で
したが、満席で今回リトアニアから寄贈された大
変珍しい「カンクレス」（日本の琴を小さくした感
じの楽器）の演奏もあり、市民に好評でした。
今回の演奏会開催にあたり、浜松工業会浜松

支部からの後援と寄付には大変感謝しております。

写真1

↑浜松楽器博物館

写真2
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佐鳴会館
2018年10月6

日（土）

役員会・配布会

10月6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。

配布会には46名、役員会は57名の参加をいただきました。
役員会は
支部長挨拶　浜松支部長：小林　孝一
大学からの近況報告　工学部長：川田　善正　様
大学からの近況報告　情報学部長：近藤　真　様
浜松工業会からの近況報告　浜松工業会理事長：末長　修　様

に続き、各委員長から今年度（中間）の活動が報告されました。

広報委員会のHP部会
からは、ホームページの
リニューアル予定につい
ての説明がありました。
テクノピアP10を参照

ください。
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ホームページ
リニューアルスマホ対応

2019年4月予
定

2019年4月（予定）
浜松支部のホームページがリニューアルします。

現在のホームページはパソコンでの閲覧を前提としていますが、リニューアルする
ホームページでは、スマートフォンでも快適に見ることができるようになります。

トップ画面からイベントのお知らせや、
イベントの報告が見られ、カレンダーで
予定や実績が検索できるなど機能も充実
します。
支部からのお知らせはe-mailに添付

ファイルといった形でしたが、今後は
URLで連絡することになります。
『あのイベントいつだったかなー ?』な
んて時、メールを削除してしまった場合
でも再確認は簡単。スマホで一発です。
バナー広告の効果も一段と上がること

と思っています。追加のお申し込みは随
時受け付けていますので、広報までお問
い合わせください。
	 koho01@sanaruhama.org

	 ホームページアドレス
	 sanaruhama.org

新ホームページ（イメージ）
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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

編 集
後 記

ニュー佐鳴会
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。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。

	 （ニュー佐鳴会　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

交流会は若い人たちと会話ができるだけでなく、先輩方や先生、外国人とも触れ合
えるとてもいい機会でした。会費も安くおまけにお酒まで…たらふくいただきました。
次回も是非参加したいと思います。
	 （記　広報委員長　澤井秀明）



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
http://sanaruhama.org/

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。


