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2022年6月4日

浜松⼯業会組織委員会メールアドレス
soshiki01@sanaruhama.org

2022年度

開催⽇ ⼟

会 場 静岡大学浜松キャンパス
佐鳴会館会議室

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。お申込みはお早めにお願いします。

お申込み締切日:2022年4月15日(⾦)

【回答フォーム】

① ご⽒名︓
② 卒年度︓
③ 卒学科︓
④ メールアドレス︓
⑤ 総会及び記念講演会︓参加 ⼜は 不参加
⑥ 参加形態︓会場 ⼜は Zoom参加

予 定

会 費 無料

「宇宙エレベーター︓
未来の宇宙開発促進のキーテクノロジー」
講師︓⼭極 芳樹 氏 (やまぎわ・よしき)

総会︓ 14:00〜15:00
記念講演会︓15:20〜17:00

【講演概要】
宇宙エレベーターは、現在使われているロケットに⽐べ桁違いに安価に宇宙へ⾏くことのできる夢の宇宙輸送システムで、
実現すると宇宙利⽤が⼤きく進み、社会に⼤きな変⾰をもたらす可能性を持っています。宇宙エレベーターというと、
かつては空想の産物とみなされていましたが、近年のカーボン・ナノチューブをはじめとする新素材の発明や技術の発展  
により、実現の可能性が⾼まり研究開発が活発になってきました。本講演では、宇宙エレベーターの仕組みと研究開発の  
現状、静岡⼤学での超⼩型衛星を使った宇宙での技術実証の取り組み等について解説します。

【山極 芳樹 プロフィール】
静岡⼤学学術院⼯学領域教授．博⼠（⼯学）
最終学歴︓1987年東京⼤学⼤学院⼯学系研究科（航空学専門課程）博⼠課程修了
職歴︓1987〜1989年（株）東芝⼊社（宇宙開発事業部・推進制御担当）、1989年静岡⼤学⼯業短期⼤学部（機械⼯学科）
講師︓1994年静岡⼤学⼯学部（機械⼯学科）助教授を経て、2005年より現職
専門︓宇宙⼯学
研究分野︓将来型宇宙輸送システム（電気推進、テザー、宇宙エレベーター等）、静岡初の衛星（はごろも）開発（2016年
打ち上げ）実施責任者．宇宙関連での学術論⽂・解説記事、学会発表、講演・セミナー、ＴＶ・新聞報道、多数あり

記念講演会

※記念講演会は（公財）浜松科学技術研究振興会の⽀援を受けて科学技術交流会として開催いたします
※ 2022年度の浜松⽀部総会は、新型コロナ感染拡大防⽌のため、懇親パーティは⾏いません

Zoomによる
ライブ配信を
⾏います
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浜松支部
デジタル化推

進中

浜松支部では近年のコロナ禍によるコミュニケーション様式の変化やIoTの導入推
進等を鑑み、会員の皆さんへの情報発信を中心にデジタル化に取り組んでいます。

【浜松支部HP】
浜松支部のHPではイベント開催や関連ニュースのお知らせの他、過去の会議資料

やテクノピアのバックナンバーが閲覧できます。
また、支部へのお問い合わせや後述のメールアドレス登録も受け付けています。

浜松支部HP
(https://sanaruhama.org/)

アドレス登録はこちらから

【メーリングリスト作成】
個人会員様への連絡拡充、また、企業
幹事様の負担を軽減するため浜松支部で
はメーリングリストの作成を進めています。
つきましては、会員の皆様が個々に連絡
を受けられるメールアドレスの登録をお
願いしております。
浜松支部HPで随時行っておりますので、

ご協力をお願い致します。

【SNS(LINE)の導入】
個人の会員様がより手軽に情報を得られるよう、浜松支部
LINEアカウントの導入を予定しています。リッチメニューか
らHP･メール登録・お問い合わせに飛べるなど、アクセス性
の高いシステムを目指します。
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ライブ配信を
⾏います

リッチメニュー導入
LINEアカウント(イメージ)
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企業幹事

浜松工業会 浜松支部

企業幹事がいる
会員の皆さま

・テクノピア
(年2回)■メールでの案内

（メールアドレス登録依頼／
メーリングリストの作成）
・大学／工業会のイベント
・ホームページ更新
■テクノピアの電子媒体併用

情報発信の方法
（現状と新たな取り組み）

一般の会員の皆さま

現
状 新

た
な
取
り
組
み

現
状

・テクノピア(年2回)
・メールでの案内



静静岡岡大大学学浜浜松松キキャャンンパパスス 100周周年年記記念念事事業業へへののごご寄寄付付ののおお願願いい

事業推進委員会会長 石井 潔（静岡大学長）

事業推進後援会会長 草間三郎

（元セイコーエプソン(株)社長）

実行委員会委員長 川田善正（工学部長）

日頃より、浜松支部の皆様には、浜松工業会の活動にご支援・ご協力いただき、

誠にありがとうございます。

さて、静岡大学浜松キャンパスは、2022年に工学部の前身である浜松高等工業学校

設立公布から設立100周年を迎えます。この100周年を記念して、未来を志向した教育

・研究、産学官・社会連携を強化するため、1）卓越した研究開発人材育成、2）静大

ブランドの研究者育成、3）ものづくり産業をリードする人材育成や、4）記念誌出版

の計4事業の取り組みを行っています。

つきましては、これらの事業への協賛・ご寄附を宜しくお願い申し上げます。

○募金目標金額：10億円

○募金期間：2018年4月－2023年3月
○ご寄附：1,000円以上で金額随意

○事業の特設サイト（https://wwp.shizuoka.ac.jp/hamacam100/）をご覧の上、静岡大学

未来創成基金「【特定基金事業】静岡大学浜松キャンパス100周年記念事業」

としてのご寄附をお願いします。

静大ブランドの
研究者育成

ノーベル賞級の
卓越した

研究開発人材創出
ものづくり産業を
リードする人材育成

億円

・産学官連携による共同研究推進
・インターンシップによる実践教育
・社会人教育プログラムの創出

・ノーベル賞級研究者の招聘
・卓越した研究拠点の形成
・学内の優れた研究への支援

・奨学金制度の設立
・教育設備の充実
・海外協定大学との協働教育

静岡大学浜松キャンパス 周年記念事業
■ 沿 革：

年 浜松高等工業学校設立公布
年 浜松高等工業学校設立
年 浜松工業会創立
年 静岡大学工学部設置
年 静岡大学開学
年 電子工学研究所設置
年 情報学部設置
年 創造科学技術大学院設置
年 グリーン科学技術研究所設置
年 大学院光医工学研究科開設
年 開校 周年

■事 業 骨 子：
・卓越した研究開発人材創出
・博士課程学生の研究・教育支援
・ものづくり産業をリードする人材育成

世界最初の電子式
テレビジョン

高柳健次郎先生

8Kスーパーハイビジョン
（8Kイメージセンサ）
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100周年記念
事業

日詰一幸（静岡大学長）

喜多隆介（工学部長）
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浜松キャンパス
で

イルミネーショ
ン点灯

昨年12/1より2/10まで、浜松キャンパスで冬の
イルミネーション企画が行われました。
本イベントは新型コロナウイルス流行の終息を願っ

て実施され、キャンパス中央通りのケヤキの木が前回
の倍となる4500球のLED電極で装飾されました。

12/1夕方の点灯式では本企画に賛同した浜松工業会
より寄付が贈呈され、引き続き会場に集まった教職員・学
生によるカウントダウンに合わせてイルミネーションの点
灯スイッチが押されました。

1/30(土)、(株)ヤマハ発動機の浜松支部会員
の皆さんが佐鳴会館の浜松工業会事務局に資料取
材に来られました。
245名の支部会員が在籍するヤマハ発動機では
社内支部会員による新年総会がコロナ禍で中止に
なったため代理として特別会報を発行することになり、
その中で母校の歴史の紹介をするとのことです。
過去の写真やイベントの資料、アルバムに記念品

など、多くの資料を前に取材と撮影も進みつつ、時
折思い出話に花が咲くシーンもありました。

支部会員の活
動日誌

～(株)ヤマハ発
動機～

ヤマハ発動機の皆さんと
伊藤事務局長

（→）昔の入学記念品、
アルマイトのお弁当箱。時代ですね。
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静岡大学吹奏
楽団

～活動報告とお
知らせ～

【こんにちは！静岡大学吹奏楽団です】
静岡大学吹奏楽団は全国各地から吹奏楽が大好

きで個性豊かな学生が集まり、現在約60名で楽し
く活動しています。音楽監督兼常任指揮者として三
田村健先生を迎え、団員全員で活動に取り組むこと
を大切にしながら、日々練習に励んでいます。

平日は、静岡と浜松2つのキャンパスに分かれて
活動しており、週末などを利用して静岡キャンパス
で合同練習を行います。

私たちの1年間の主な活動には、スプリングコ
ンサート、SUMMER CONCERT、吹奏楽コン
クール、そして1年の集大成である定期演奏会
があります。この他にも、県内各地でのバンド演
奏やアンサンブル演奏、地域イベントや大学祭へ
の出演など、様々な活動を行っています。演奏会
や普段の活動は全て学生の運営・企画により行
います。

【御礼】
今年度10月30日にレクザムホール（香川県県民ホール）で開催されました第69回全日本吹奏楽コ

ンクールに出場し、銀賞を受賞いたしました。
改めましてたくさんの応援ありがとうございました。

【演奏会情報】
4/3（日）に静岡音楽館AOIにてスプリングコンサート2022を開催いたします。
　☆時　間 開場：15：30 開演：16：00

　☆入場料 大学生・一般 ：前売り500円 / 当日800円
新大学1年生・高校生以下 ：無　料

　全日本吹奏楽コンクール2022年度課題曲全曲演奏の他、団員が編曲を手掛けた木管・金管分奏、  
　小編成などこの演奏会でしか聴くことの出来ないプログラムとなっております。
　チケットの詳細につきましては、当団HPをご覧ください。
　皆様のご来場、心よりお待ちしております。

HP：https://shizuoka-windorchestra.com/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC0sTeKSbVVzpJedCbejzGbA

Twitter：＠S_U_W_O
Instagram：suwo_official

私たちの日々の活動を発信しています。ぜひご覧ください♪
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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水曜日浜松カントリー倶楽部で開催しています。

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23名のメンバーから構成されています。毎月第3日曜日
に豊岡ゴルフカントリーにて例会を開催してきましたが、会員増を目指し浜松カントリー倶楽部メンバーでなくても参
加できるよう第3水曜日に変更しました。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　岡本　将秀
 shu-suzu@mail.wbs.ne.jp mokamoto@wish.ocn.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	 1,500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

最近2万円くらいのコーヒースタンドを買ってしまいました。いわゆるIoTというやつで、お湯を注
ぐのは手動ですが豆の計量・蒸らし・時間の計測などは手元のスマホアプリと連動して管理してく
れる優れものです。デジタル音痴で食わず嫌いでしたが、いざ使い始めると便利さに感心してしま
いました。技術の進歩ってすばらしいですね。
 （ 記　広報委員長　我妻　裕太郎）



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://sanaruhama.org/


