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たくさん集まって、

ワイワイやりましょう

5月18日に開催されました浜
松支部総会にて、小林前支部長の
後を継いで浜松支部長を拝命しま
した藤田幸宏（54E）です。歴代
の支部長を始め、浜松支部の皆さ
んが延々と築き上げてきた伝統を
尊重しながらも、時代とともに世
の中が変わっていく中で変えてい
く必要のあるものもあります。こ
の伝統と変化を常に考えて、浜
松支部の皆さんのご理解を得なが
ら、皆さんにとって意義のある支
部活動を推進していきたいと考え
ていますので、従来に増してのご
支援、ご協力をお願い致します。

藤田幸宏（54E）

静岡大学浜松キャンパスは、1922年の浜松高等工業学校設立公布から、
3年後の2022年には百周年を迎えることになります。この間多くの先輩達
が巣立ち、NHKの番組「プロジェクトX」に多くの卒業生が登場しているよう
に、地元の浜松ばかりではなく日本の産業界にも多大な功績をあげてきてい
ます。この伝統ある大学が浜松にあるということを誇りにして、同窓生、大学
の先生方、学生の皆さんとの交流をより一層深め、皆で力を合わせて地区を
盛り上げていき、これからの若い人たちが好んで集う、そのような形になれる
ように、少しでもお手伝いできればと考えています。2019年度のスローガ
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」”をもとに、支部活動を推進していきますので、若い年代の方、
会社勤めの時には忙しさの中でなかなか参加できなかった会社をリタイヤさ
れた方等、多くの方の積極的な参加を期待しています。

浜松支部長挨拶
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5月18日

プレスタワーで開催

2019年度　支部総会が5月18日（土）プレスタワー 17階　静岡新聞ホールで
開催されました。参加者は150名を超えました。

任期を終えた小林支部長（左）と安達組織委
員長（右）に代わり藤田支部長（P2）と伊藤組織
委員長（下）が選任されました。

伊藤組織委員長挨拶
安達前組織委員長の後任として組織委員長

に就任致しました伊藤英治（61K/63MK）で
す。何かと至らないこともあるかと思いますが、
新任されました藤田支部長を支え、浜松支部が
更なる発展を遂げられるよう努めていきたいと
思います。会員の皆様のご協力を今後とも宜し
くお願い致します。

伊藤英治（61K/63MK）

支部長挨拶に続き来賓の皆様から
ご挨拶を頂戴しました。その後支部
の活動報告、会計報告がありました。
2019年度の活動予定、予算案も
無事承認されました。詳細内容は浜
松支部のホームページからご覧にな
れます。ページ下部の『会議資料』⇒

『総会資料一覧』

2019年度支部総会
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支部総会・記念講演会
講談と座談会の

2部構成

開催日時：�2019年5月18日� �
15：00〜

第一部は、田辺一邑さんによる
講談�「テレビの祖　高柳　健次郎」

健次郎の生い立ちからイロハの『イ』の字を映し出すま
での苦労など、技術的な内容も少し触れられていました。
わかりやすく興味深い話の中に迫力あり笑いありの素敵
な講談でした。田辺さんは現在埼玉県にいらっしゃいま
すが浜松市の出身で静岡県立浜松北高校を卒業されて
います。

第二部は座談会 です。
「テレビに始まった画像科学の歴史、現在、未来」�
三村　秀典 氏 （静岡大学電子工学研究所長） 
原　　　勉 氏 （浜松ホトニクス株式会社 中央研究所長） 
川人　祥二 氏 （静岡大学電子工学研究所 教授） 
田辺　一邑 氏 （講談師） 
中西洋一郎 氏 （静岡大学名誉教授・コーディネーター）

中西先生の司会で、田辺一邑さんにも手伝っていただきました。座談会ではどんどん進んでいく画像
技術の進歩について説明がありました。8K時代となり、さらに進んでいくと人の目がついていけなくな
るそうです。

防犯カメラが8Kになれば犯人の顔ははっきり見えるようになるのでしょうか。
また、NHKさんは静岡大学の映像技術の研究を大きく評価しているというお話もありました。
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154名参加で

大いに盛り上がりました

2019年度
支部総会・懇親会

開催日時：2019年5月18日（土）
式典　17：30〜19：30
会場：�プレスタワー7階� �

静岡新聞ミーティングルーム

お待ちかねの懇親会です。154名の出席をいた
だきました。新支部長の挨拶に始まり、来賓の挨拶
を石井学長、田辺一邑さんにいただきました。

小林前支部長の音頭で乾杯です。合唱はグリークラブの皆さんです。

東京支部、静岡支部、愛知支部、阪奈和支部の紹介。ベンチャー企業の紹介もありました。

学生さんの『インスタ映えくん』『鳥人間コンテスト』の紹介もありました。ジャズフェノメナの皆さんの
演奏で会場は盛り上がります。
抽選会があった後、『浜松キャンパス百周年記念事業』の紹介がありました。
母校のためにご寄付をお願いしますとのことでした。

インスタ映え君

ジャズフェノメナ

他支部の皆様

グリークラブ

鳥人間

石井学長 田辺一邑さん



結果： 10位　浜松工業会愛知支部 56分24秒
 18位　スズキ佐鳴会 66分32秒
 19位　浜松支部混成 70分19秒
 20位　しぞーか（静岡支部） 71分24秒
 22位　ヤマハ発動機支部 75分18秒

6

浜松支部から3チームが

エントリーし無事完走

第92回　静岡大学
新入生歓迎駅伝大会

開催日時：2019年5月25日（土）
会場：佐鳴湖畔

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。

愛知支部と静岡支部も毎年参加しています。

浜松支部からも皆様の会費から、入賞者へ
の賞品を出しました。各支部、協賛企業から
も賞品が出されました。一区間1 〜 2Km程
度ですので、皆様もぜひ来年ご参加ください。
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異業種交流会
11月16日（土）

ヤマハ イノベーションロード

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ありがとうございます。
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16日（土）に、「異業種交流会」を開催致します。

ヤマハ　イノベーションロードを見学いただき、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。

参加者は学生・企業・団体会員主体の交流会です。 皆様、お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。 
多数のご参加をお待ちいたしております。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　記　☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1.�日　時：
 令和元年11月16日（土曜日）10：00 〜 14：30

2.�スケジュール：
 10：00 ヤマハ　イノベーションロード　守衛所前集合、徒歩で移動
 10：15 〜 11：45 ヤマハ　イノベーションロード見学、赤電で移動
 12：15 〜 14：30  創作フレンチ　マリポーサにて昼食会
  (〒432-8033　浜松市中区海老塚2-3-1　アパホテル浜松駅南1階
  TEL：053-456-3229　https://www.3535.co.jp/mariposa/)

3.�会　費：
 1,500円　（昼食会費含む、アルコール有）　※学生無料（先着20名）

4.�申込締切：
 10月31日（木）

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
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卒業生の活躍
県議会議員
良知　駿一さん

今年の統一地方選挙で浜松市北区よりご選出いた
だきました良知　駿一（らち　しゅんいち、2005IC/ 
2007MI）です。

静岡大学浜松キャンパス近所の浜松商業高校情報処
理科を卒業後、静岡大学情報学部情報科学科に入学、
さらに卒業後は大学院情報学研究科に進学し修了後は
地元浜松市のIT系ベンチャー企業に就職しました。

また、就職後は地元の先輩に誘われて消防団員とし
て活動して参りました。この消防団活動がきっかけで
地域のことに興味を持ちました。

現在、地方・国政含め情報技術分野に強い議員は
それほど多くはありません。しかし、これからの社会
は情報技術抜きには語れません。これまで私が関わっ
てきた情報技術分野の知見、そして消防団活動を通し
た地域防災の経験を生かした議員活動がこれからの地
域社会でお役に立てるのではないかと考えました。

多くの方々から応援していただき議員としての仕事
ができるようになった今、先述した得意分野を生かし
て住みよい地域にしていくために精一杯頑張って参り
ます。

9月7日（土） 天竜浜名湖鉄道 新所原〜掛川
27名の参加

金指では、金指駅の歴史について添乗していただいた営業の松谷さんに説明して
もらいました。

二俣駅では歌手のアリーさんと総務委員長：富田さんによるゲリラライブ、懐か
しい歌をみんなで歌いました。

交流会報告
天浜線（ビール

列車）
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第51回
佐鳴全国ゴルフ大会

浜名湖カントリークラブ

2019年11月1
1日（月）

浜松西部の老舗コースで行われるゴルフコンペ
です。働き方改革が叫ばれる今、たまにはお休み
をとって参加してみてはいかがでしょうか。

今回は浜松支部が、幹事となります  
ので盛り上げていきたいと思います。  

お問い合わせ先
事務局：藤田俊幸（52C）
携帯電話：080-8975-2451
E-mail：somu05@sanaruhama.org

第51回　佐鳴会全国ゴルフ大会・前夜祭
1.	前夜祭
	 日時　2019年11月10日（日）　18：00〜 20：00　受付開始：17：30
	 会場　グランドホテル浜松白鳥の間（2階）　JR浜松駅より徒歩15分
	 〒432-8036　浜松市中区東伊場1-3-1　TEL：053-452-2114

2.	宿泊者
	 宿泊先　グランドホテル浜松

3.	第51回　佐鳴会全国ゴルフ大会
	 日時　2019年11月11日（月）
	 会場　浜名湖カントリークラブ（浜名湖コース、中コース）
	 〒431-0451　静岡県湖西市白須賀5739　TEL：053-579-0511
	 スケジュール
	 　	7：20　受付終了	 	

15：00　頃　表彰式開始（全員集まり次第開始します）	 	
16：00　頃　表彰式終了、解散	 	
16：10　頃　送迎車、浜松駅に向けて出発

	

「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 と々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　小田　裕一	 ニュー佐鳴会　会長　山田　惠敏
y-oda@atsumi.co.jp	 keibin19@ybb.ne.jp

避難小屋

浜名湖コース

売店

中コース

練習場

潮見コース
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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

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

夏の暑さや台風の勢いが年々激しくなっているように感じます。地球の環境が大きく変化し
ているんでしょうか。

工業会の今後は浜松医大との関係がある中、どのように変化していくのか楽しみでもあり、
心配でもあります。医療現場では、レーザー技術、映像技術、ロボットハンドのテクニック、
情報処理など工学や情報学と密接な関係がありますよね。
 （記／広報委員長　澤井秀明）



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
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2019
9:30～
16:00年 月11 日9 日10

第 回

   　　  おもしろテクノ　ゆめフェスタ

静大祭in浜松第20回

入場
無料静岡大学浜松キャンパス

秋季オープンキャンパス・同窓会ホームカミングデー

同時
開催

土

月11 日9 土

日

会  場
同時開催

学内全面禁煙

［ホームページ］http://www.eng.shizuoka.ac.jp/campuslife/festa/

キッズ
サイエ

ンス

おもし
ろ実験

研究室
公開展

示
※駐車場はご利用できません。 ※公共交通機関でお越し下さい。
※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。

浜松駅バス乗り場15・16番乗り場にて乗車 「静岡大学」下車

静 岡 大 学 検 索



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
 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。
http：//www.neotechnopia.com　をご参照願います。

定期会議で情報交換


