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2020年度
浜松支部長挨

拶

新型コロナウイルス禍にあっての支部活動について
� 令和2年7月28日

� 浜松支部長　藤田　幸宏

令和2年度は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で支部
総会を始め予定していたイベントが中止となる前代未聞の幕開け
となりました。緊急事態宣言の発出から解除を経て感染者数も落
ち着き、7月から支部活動を再開した途端、東京を始め大都市を
中心に感染者数が急増し、それまで感染者が一桁で収まっていた
浜松市でもクラスターが発生し、一気に三桁に迫る勢いです。よ
り深刻なのは感染経路不明者の発生で、市内に無症状の感染者
がいる可能性が出てきたことです。この状況下で、今後支部の
イベントの開催をどうするか、難しい判断が求められます。感染
による影響は、感染者個人はもとより、その家族、勤務先企業
等へ計り知れない影響を及ぼしますので、支部活動を通して感染
者は絶対出さないことを大原則として、感染対策を徹底した上で
イベントを開催、そして少しでも感染リスクがあるようであれば中
止する、との対応をしていくことになると考えています。

新型コロナウィルス感染拡大でこれからの活動をしていく上で注目されているのがITの活用です。ネッ
ト/PCを利用したテレワーク、Zoom等のTV会議システムでのオンライン会議等が企業で導入され、ま
たサザンオールスターズが無観客ライブとして演奏をオンライン配信しライブと変わらないパフォーマンス
を披露したり、歌舞伎の松本幸四郎がZoomを利用して史上初のオンライン歌舞伎を配信し、オンライン
でも歌舞伎が成立することをアピールしたり等、芸能界でもITを利用した新たな取り組みが始まり、今後
の大いなる可能性を示してくれています。一方、政府による持続化給付金や特別定額給付金の支給にま
つわるゴタゴタが連日報道されたり、感染者情報管理システム（ハーシス）の利用がなかなか進まず、保険
所間の感染者情報のやり取りはいまだにファックスが利用されている等の話を聞くと、日本のIT活用の取
り組みの遅れが浮かび上がってきています。

新型コロナウイルスの出現は、従来の延長線で考えるのではなく、新しい発想による行動を求めてきて
います。３密を避けるために、交流会として多くの人が集まってお酒を酌み交わしてワイワイとやったり、
講演会やセミナーも多くの人を集めて開催することが難しくなってきている中で、支部活動にはより一層
の情報発信と新しい発想での取り組みが求められています。その一つがITの活用になります。現在支部
総会で予定していた静岡大学防災センターの岩田先生による講演会のオンライン配信を計画しています。
IT活用のためには設備等の環境整備、及び役員を始め会員の意識向上が必要となります。80歳でプロ
グラミングを始め、82歳の今、Appleが認めたアプリ開発者となっているおばあさんがいますが、年齢
を意識することなく、何歳になっても常に新しいことに取り組む気持ちが大切ではないかと思います。皆
さん、新しい取り組みへのご理解とご提案をお願いします。
� 以上

藤田　幸宏（５４Ｅ）
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支部総会
書面決議

2020年度　支部総会は中止となり【書面決議】となりました。顧問、幹事の皆様に決議いただき下記
の結果となりました

顧問・幹事等の総数 回答数 1.了承するもの 2.意見するもの

164 88 88 0

詳しくは、浜松支部のホームページを参照ください。

今年度より、総務委員長を担当させていただく、ヤマハ
（株）OBの本多和彦（53D/55MD）です。コロナ禍によ
り予定されていました会合やイベントを中止せざるを得な
い中、現在新しい形の活動を検討しています。総務委員会
として浜松支部の活動を全力で下支えしていきますのでよ
ろしくお願いします。

今期より事業委員長に就任しますヤマハ(株)の川嶋隆宏
(63Z/90MZ)です。先代が企画されてきた有益な交流事
業を引継ぐ矢先にコロナ禍により状況は一変してしまいました。
これに屈することなく事業委員会としてニューノーマルなやり
方を検討していきます。多くの皆さまのご協力並びにご参加
をお待ちしています。

今期より会費委員長に就任します伊藤吉泰（５５Ｆ）です。
卒業後は海外を中心に自動車部品製造業に携わっていまし
た。皆さんと楽しく活動してゆきたいと存じます。ご支援を
よろしくお願いします。

本多　和彦（53D/55MD）

伊藤　吉泰（５５Ｆ）

川嶋　隆宏（63Z/90MZ）
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年 月 日

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

開会の辞 ： 〜
支部長挨拶・来賓挨拶 ： 〜
第１部 記念講演会 ： 〜
第２部 座談会 ： 〜

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

座談会
出演者：

土

静岡大学浜松キャンパス 佐鳴会館会議室
※聴講は基本的に での参加となります

【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長を最
後に退職し 年から静岡大学教授、 年から静岡大学防災総合センター長、

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。 年 月に防災功労者
防災担当大臣表彰を受賞。

講演会 第２部

申申込込
方方法法

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。
講演会の聴講は、ご家族・ご友人・同僚など一般の方も、ご参加
いただけます。なお、参加者は での制限の都合上先着 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。

【【ごご回回答答フフォォーームム】】

①ご氏名：
②卒年度：
③卒学科：

無料

〜日 時

会 場

会 費

主催：浜松工業会浜松支部 後援：（公財）浜松科学技術研究振興会

予 定

「その時、わたしたちにできること 今、わたしたちがすべきこと」

竹内 勇剛 氏 原田 博子 氏

岩田 孝仁 氏 （いわた・たかよし）
静岡大学特任教授

竹内 勇剛 氏 （たけうち・ゆうごう）
静岡大学情報学部情報科学科教授
創造科学技術大学院教育部（博士課程）情報科学専攻長

原田 博子 氏 （はらだ・ひろこ）
認定 法人はままつ子育てネットワークぴっぴ理事長
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浜松工業会
新理事長

立岡　浩一　
58D

令和２年６月の役員会総会において、前理事長の末長
修先生から理事長の大役を仰せつかりました。大変微力
ではございますが母校や浜松工業会の発展のため精一杯
努めさせていただきますので、よろしくお願い致します。
これまでは事業委員会にて支部活性化特別企画助成金
に携わらせていただきました。浜松支部では、支部総会
他、魅力あるアトラクション、学生との交流を含む支部
交流会、駅伝大会へのOBチームの参加、会報誌｢テク
ノピア｣の発行、料理同好会（佐鳴クッキングクラブ）の設
立、全学同窓会の実施、異業種交流会など工夫を凝らし
た活動を企画いただいております。皆様の御努力に感謝申し上げます。
また静岡大学浜松キャンパスは2022年には設立100周年を迎えるにあたり、
浜松工業会も本事業における「事業推進後援会」に組織づけられており記念事業への
支援を行って参ります。この事業にご尽力いただいています浜松支部の皆様、この機
会にすでに募金をいただきました方々には、この場をお借りし深くお礼を申し上げます。
これら浜松工業会の事業が八木会長の提唱されました「やらまいか！！スパイラルアッ
プ」という活動のもとで展開されてきたところですが、コロナ禍の為、多くの活動が
中止に追い込まれました。活性化支援金については柔軟な対応をさせていただく事
になりましたので、このような状況ですが宜しくお取り計らい頂きますようお願い致し
ます。オンラインで実施した第一回理事会・支部長会議では台湾から北海道までバラ
エティーに飛んだご報告をいただきました。これを機にオンライン活動を促進するた
めオンライン契約の助成をしています。オンライン飲み会・支部間での交流など新た
な繋がりができれば幸いです。
浜松支部ではコロナ禍で苦境に立つ学生への給付金支援をいち早く会員に呼びか

けていただき、早急なご寄付を会員の皆様からいただきました。深くお礼を申しあげ
ます。地元の支部であります浜松支部には、同期で以前より同窓会活動に取り組ん
でこられた方々がいらっしゃいます。今後とも幅広く連携をさせて頂き、浜松工業会
および母校の発展のためご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
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母校浜松キャン
パスを

歩いてみました
。

8月のとある日、伊藤工業会事務局長の案内で、建物がリ
ニューアルされて変貌著しい浜松キャンパス内を藤田支部長
と歩いてきました。コロナ禍で学生が少なく寂しかったです
が、普段では立ち入れない10階建ての総合棟屋上からは浜
松市街も一望でき眺めは最高でした。キャンパス内のメイン
通路の地下には6600V電力線や上下水道管の共同溝(高さ
２ｍ）が続いており、電柱がなく非常にすっきりとした印象です。

電子工学研究所は、第二期工事の真っ最中で、今年中に
は完成予定です。第一期工事の南側は完了し開所しています。
以前玄関は南側でしたが東側に移動しました。中はシンプル
ですが各階に非常用シャワー設備があり、実験室内なども拝
見すると、ここは先端研究の場だと感じられます。

【番外編】
ご存知でしたか？　浜松キャンパス北西端の生い茂った森。�
ここは旧日本軍の弾薬庫跡地だそうです。爆発しても影響を
最小限にするため周囲は土塁で囲まれており、今でもその跡
が残っています。学生時代にはその存在すら知りませんでし
たが、改めて浜松キャンパスが高射砲第一連隊の跡地に建て
られたことを思い出しました。

正門を入って左側、事務棟に加え図書館も大きく拡張
し、”S-Port”と名付けられています。
図書館の各階には蔵書書庫にプラスして広々とした快適な
閲覧室があり、ここには多くの学生が学術調査や自習をして
いました。

今年25周年を迎えた情報学部。以前情報学科だった1
号館に加え、情報学部2号館があり大きく拡充されていま
す。昔電算機室(死語？）だった建物は今では生協・食堂（北
館）です。

総務委員長：本多記
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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
佐鳴ゴルフ会は、毎月第３日曜日浜松カントリークラブで開催しています。
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。2018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　伊藤　吉泰
E-mail：kaihi01@sanaruhama.org

新型コロナウィルスの影響で支部の活動はほとんどが中止でした。テクノピアの内
容も記事が乏しく楽しみにしてくださっている方には申し訳ないと思います。お許しく
ださい。
� （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
https://www.sanaruhama.org/


