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会報
六篠会代議員制への移行で
十月に臨時緯会開擢

神戸大学農学部内

六篠会幹事長新家龍

神戸市灘区六甲台町一

篠会報第９号（平成４年９

ことと存じます。さて、六

域で大いに活躍されている

ご健勝にて各戦場で又各地

六篠会員の皆様には益々

事情で遅れてしまい、今秋

催を計画しながら、諸般の

これまで、臨時総会の開

決定する運びとなりました。

行に伴う会則変更を審議・

し、六篠会代議員制への移

１．総則

変更される六篠会会則（案）」

「代鱗貝制への移行に伴って

ご連絡いただければ幸甚で

きの点がございましたら、

い致します。もし、お気付

提案と説明をさせていただ

びを申し上げますと共に、

大学農学部六篠会と称する。

第１条（名称）本会は神戸

震災直後の
農学識

来るⅢ月妬日山の臨時総会

す。

月発行）及び皿号（平成
の開催となってしまいまし

(神戸大学農学部同窓会）

た。六篠会員の皆様へお詫

六篠会

印刷明光印刷株式会社
夜中（３時頃）神戸市の給
水車来る。実験用ポリタン

砂日

け入れ要謂有り。

住民代表者から避難民の受

夜

避難者増加。

くなった）

出しがあった。（米の在庫な

生協からのおにぎりの炊き

クを集め、水を入れる。
朝

裂のため研究棟は水浸し。

った。

学生の家族から電話があ

息確認を始めた。

阪急が西宮北口まで運転再
開したので、実家へ帰宅で
きる学生は帰った。一般の

肥日

くなる

ランスポックス（生協購買
部）の品物全て放出して無

いた。

食事は各自持ち寄ったもの
で済ませた。ランス（生協
食堂）と話し合い、学生の
下宿から電気釜を集めて炊
き出しの準備。深夜国際文
化学部は避難者で混雑して

越えていた）。

ちが避難してきた。取りあ
えず、大会議室（エアコン
使用可能）に案内。Ｃ川大
教室も避難所として開放。
まだ学生が多かった。学生
ホールで一部の学生による
炊き出し（学生数は川名を

ホ．神戸大学大学院自然科

しているもの

二・神戸大学農学部に勤務

していたもの

ハ・神戸大学農学部に勤務

学に勤務していたもの

口・旧兵庫県立農業短期大

していたもの

イ．旧兵庫農科大学に勤務

⑭特別会員

したもの

学研究科（農学系）を修了

ホ．神戸大学大学院自然科

究科を修了したもの

二・神戸大学大学院農学研

したもの

ハ・神戸大学農学部を卒業

学を卒業したもの

口．旧兵庫県立農業短期大

したもの

イ．旧兵庫農科大学を卒業

川正会員

当する会員で組織する。

掲げる各項のいずれかに該

第４条（会員）本会は下に

２．組織

行その他必要な事業を行う。

目的を達するため名簿の発

第３条（事業）本会はその

をはかることを目的とする。

｜

朝》被災した学生たちが登
校してきた。研究用の雑用
水を飲料水に確保。研究棟
を見回った教職員の報告》
ガス臭かつたので入室可能
な部屋の窓を開けた。階段
は滝のように水が流れてい
た。学生たちを動員して消

１．農学部
地震発生時”卒論などの
為、学舎に泊り込んでいた
教官学生、十数名のうち幾
人かは負傷した。水道管破

ご容赦下さい。

け落ちがあると思いますが、

地震直後の混乱状態を、
たまたま経験した農学部教
職員の記憶を辿り、非常勤
職員を含む教職員、学生、
生協職員の努力を列挙して
みました。聞き取りの範囲
も限られており、誤りや抜

’

夕方、フロントガラスの
割れた自動車に乗った人た

学科毎に若干名、鶴陵会及

側代議員は、正会員より各

第Ⅲ条（役員会の表決）

集しなければならない。

請があった時は、これを招

含む）の出席により成立し、

代議員の過半数（委任状を

代議員会総会は役員および

のとする。

については監査をうけるも

第別条（監査）本会の会計

の過半数で決する。可否同

議事は出席役員及び代議員

７．付則

り、翌年３月訓日に終わる。

していたもの及び勤務して

学研究科（農学系）に勤務

び各支部から原則として１

役員会は役員の過半数の出

席により成立し、議事は出

ノぐ、Ｏ

席役員の過半数で決する。

決）

いるもの

名を選出し、会長が委嘱す
る。

第７条（任務）

数の時には議長が決定する。

川本会の本部事務所は当分
の間神戸大学農学部内にお

可否同数の時には議長が決

側本会則施行についての細

川会長は本会を代表し、会

総会によりこれを決める。

則は必要に応じて代議員会

口．神戸大学大学院自然科

き、会長が招集する。

員会総会が必要と認めたと

月日より施行する。

側本会則は平成年

５．総会

決を要する。

次の事項は代議員総会の議

第陥条（議長）議長は正会

第賜条（招集）総会は代議

査する。

を分掌し、監事は財務を監

川会長の決定、名誉会員の

事をまとめる。

員中より選ばれ、総会の議

定する。

⑭上記役員と代議員とで代

会員の承認

推薦、特別会員および賛助

第腿条（代議員総会）

い名誉会員
本会に功績があり、代議員

議員会総会を構成する。

長を補佐する。幹事は会務

会総会の推薦を受けたもの

第８条（任期）役員及び代

は出席正会員の過半数で決

第Ⅳ条（表決）総会の議事

務を統括する。副会長は会

㈱賛助会員

決算に関する事項

⑭事業計画側予算および

するもの

本会の主旨に賛同し、本会

月に交代するものとする。

長が決定する。

する。可否同数の時には議

議員の任期は２年とし、４

付金その他収入に関する事

側会費に関する事項側寄

へ入会を申し出たもので、

４．会議

項は総会の議決を要する。

第胞条（議決事項）次の事

ただし留任は妨げない。

項

３．役員

第９条（役員会）

㈹会則の変更

川会則の変更

川役員会は、会の常務を審

個人及び団体

第５条（役員）本会に次の
役員をおく。

側その他代議員会総会が総

側役員会は、会務執行のた

会長は定期代議員会総会を

６．会計

集）

第蝿条（代議員会総会の招
幹事若干名、監事２名

め、事務局を設けることが

毎年４月に開くものとする。

第灼条（経費）本会の経費

議し執行する。
第６条（選出）

出来る。その職員は、会長

たとき、代議員の５名以上、

このほか会長が必要と認め

会長１名、副会長若干名、

川会長は正会員の中から役

出来る。

が任免し有給とすることが

の互選による。

側副会長および監事は役員

が招集する。ただし役員現

役員会は、必要に応じ会長

第刑条（役員会の招集）

第叫条（代議員会総会の表

しなければならない。

請があった時はこれを招集

又は正会員の別名以上の要

会計年度は４月１日に始ま

第恥条（会計年度）本会の

その他の収入をあてる。

は入会金、会費、寄付金、

項。

会の議決を必要と認めた事

し代議員会総会で決定する。

員会において候補者を選出

側監事は役員の内から会長

帰宅

５恥㈹すぎ

いのかわからない。）

研究室、水とり。
（どこから手をつけてよ

在総数の２分の１以上の要

聞く。

い０

何度かＡ君の実家に電話
を試みるが、つながらな

再び、Ａ君宅へ。

町”釦頃

７“帥頃
先生宅で、この日初めての

残っていること。
安置所にて

ために柱の下じきとなり、

●地震直後は、無事であっ
た子供が、自分が動いた

（このとき先生宅は電

食事をとる。

気・ガスがきていたので、

をきかず、重い空気の中、

（多くの人が、救援活動
を行っていたが、誰も口

妙な静けさだけが印象に

象）

途中、卒業生宅近くが家

Ｂ蝿帥頃

暖かく、明るいという印

農学部卒業生２人と、見

知らぬ大学生の計５人で、
アパートに侵入。

５Ⅱ且●ヘペＪ

先生と、学生１人と再び、
Ａ君の捜索に向う。

Ａ君の遺体を確認。

咽如㈹頃

ｎＦ且ｑⅡ且甲へ、）

Ａ君のご両親が来神。
先生とご両親とＡ君宅へ。

（とにかく寒い。）

遺体を搬出。

岨３唖犯

畑５酔側
帰宅

ているようであった。）

（Ａ君の遺体を目の前に
して、はじめてＡ君の死
を認識した。涙がとまら
なかった。幸いにもＡ君
の遺体は、外傷もなく寝

（こんなことははじめて
であり、どう伝えてよい

この後、灘区で３０００
体以上ある遺体を１人の先

親に電話連絡。

嘔坤列頃
農学部に戻りＡ君のご両

のかわからない。）

冷蔵庫を管理棟へ移動。

うめん。

●避難者の方にごちそうに
なった、あったかいにゅ

こと。

●救援物資を農学部玄関に
おいていたところ、トラ
ックできた不審な人がい
るとの情報に、皆で、救
援物資を２階にかくした

農学部避難所にて

いていた、お父さん。

●親類宅に預けている子供
に、母親の死を告げるこ
とができず、病院から電
話をしているとウソをつ

子供は３才くらい。

子供の遺体の前で、自分
をせめているお父さん。

残っている。）

９”㈹
農学部卒業生Ａ君宅に着。

事であることを知る。

歩いて大学に向う。

８恥犯頃

（ガス爆発・余震が恐い。）

を確認。侵入。救出。

７“犯頃
全壊家屋内に知人の無事

てよいのかわからない）

（ガスくさい。救援を求
めるのにどこに電話をし

が委嘱する。

午前３時岡山大学からの救
援物資到着
自然科学研究科２階の大会
議室を避難場所に、農学部
は住民の避難場所に分ける。
避難者名簿作成される。

大学本部から緊急物資の配
給始まる。

加日

避難場所への見舞い、生存
確認のため来訪者が多数。
午後３時対策本部設置
緊急物資が比較的定期的に

旧”帥
帰宅
Ｍ１．０

偶然にも自衛隊の方が近
くで捜索活動にあたって
いたので、遺体の掘り出

日一、捜索を断念。

Ａ君のベッドを確認。生存
が絶望的であったため一

（手作業であったので
遅々として進まない。捜
索に疲労感と絶望感。そ
して、何より、Ａ君の遺
体がひどく損傷していた

しをお願いする。

文化アパートは一階部分
が完全に押しつぶされて

（救出のための道具がな

一度大学に戻る。

らどうしょうと思った。）

届くようになる。

いことにいらだつ。）

いた。

その後、事務長をはじめと
する事務戦員を中心に、教
戦員、学生ボランティアの
親身な対応が行われ、また
避難者の自治組織による自
主運営により整然とした避

一人の生存者を救出。
Ａ君の声はせず。

のこぎり等をとりに大学
へ向う。

（大学の薬品類が心配）

９恥循頃
大学着。

４階、６階は水ぴたし。
（ガスくさい。薬品の刺
激臭）

先生方及び学生に電話連
絡。農学部事務室にて、
Ａ君の実家の電話番号を

３．０

難生活が９月まで続いた。

２．ある教官（大学近くに
居住）の鋼時間
地震発生
ベッドから投げ出される
ガラスが割れる音と悲鳴
７”㈹
知人宅を車で見に行く
（暗い、フロントガラス
にぶつかる電線）

生が、検死していたため、
３日間王子公園の遺体安置
所にいた。その後、死亡届
及び埋葬許可証を持ってＡ
君の故郷に行った。安置所
及び農学部避難所で印象に

代議員総会の承認を受けた

学研究科（農学系）に在学

するもの

イ．神戸大学農学部に在学

側準会員

’
７知的頃
知人宅（地蔵市場）に到
着○全壊を確認

I

かい
そう
りく

行
発

号
11
第

「代議員制の導入について」

六甲台学舎本館前に作られた阪神・淡路大震災犠牲者の慰霊碑(左側）と銘板（右
側地面)。慰霊碑：高さ1.4mの赤御影石の台座に「鍍魂｣、
「慈」の文字をかたど
ったブロンズに金箔を施したあかしが乗っている（制作者：小林陸一郎)。銘板：
神戸大学職員、学生犠牲者名と碑文（p､7新家教授の説明参照）を刻んでいる。

６年賜月発行）において

鍛蕊

きましたが、いよいよ今秋

蕊

第２条（目的）本会は会員

蕊灘§蕊

相互の連絡を密にし、親睦

…

には万障お繰り合わせの上

…鐸

ご出席下さいますようお願

…拶遡

皿月茄日山神戸大学農学部

…

において臨時総会を開催
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ことと拝察いたします。農

ますますお元気でご活躍の

六篠会会員の皆様には、

あらためて感謝の意を表し

大きな支えでした。皆様に

ご支援は、私どもにとって

様からの物心両面にわたる

然科学研究科博士前期課程
要課題です。この３年間の

子学生の急増への対応も重

の後半年ないし１年間にわ

官、学生のほとんどは、そ

どの多くを失いました。教

集めてあった貴重な試料な

類、高価な試薬、苦労して

業後は定職に着きたいとい

学生が多くなりました。卒

す。最近、元気のよい女子

がる民間企業の多いことで

あります。女子の採用を嫌

についてはもう一つ問題が

会長挨拶

大震災から復興へ

六篠会会長

川

淡路大震災により尊い命を

二度目の夏が巡ってきまし

あの恐ろしい大地震から

戦後最悪の大被害

ったり、六甲道の下宿が全

危ふく一命を落しそうにな

研究室の大きな書棚が倒れ、

徹夜で原稿書きをしていて、

でもっと早くご報告すべき

ました。震災の模様を会報

六篠会を代表して参列致し

の本館前庭で行われ、小生、

景にあります。

出す「大学院重点化」が背

すぐれた人材を社会に送り

としつつ新たに生命科学の

統的な生物生産分野を中核

学科の改組は農学部の伝

た。平成七年一月十七日午

ところ、同窓会幹事の方々

分野や、自然環境や社会環

壊し、瓦礫の中からはい出

人間が共に生きる」新たな

境の分野にわたる「自然と

前五時四十六分、史上初の

て発行するはこびとなりま

やっと今般「復興」号とし

神戸大学に避難するなか実

した。

は学部復興にいそがしく、

験棟がガスもれでくさくな

ころ、避難者がぞくぞくと

死者六千三百八人、負傷者

り、集った数名の教官で実

して研究室にかけつけたと

三万八千五百二十九名、家

験棟を閉鎖し、自分達の避

震度「７」を記録した大地

屋全半壊十五万九千五百四

難のために阪急の線路を歩

震。わずか二十秒の揺れが

十四棟、瓦礫の推量一千百

活躍が母校の評価となって

気づけ、卒業生の社会での

帰ってきます。農学部の一

学舎の外壁、内装の補修

母校の発展が卒業生を勇

ざすものです。

学問領域への拡大発展をめ

万トン。街を壊滅状態に陥

いて大阪方面に脱出した話

復興と改革

れた悪夢の大惨事でした。

替えと並行して、学部改革

は可能な限りの協力を惜し

層の発展に対して、六篠会

と、壊れた実験装置の取り

農学部も大会議室をはじ

が進んでいます。それは

なども聞きました。

め各会議室やＣ一○一号教

「大学院の重点化」と「機構

地震の中心にあった神戸

こととなり、学部の上に二

先端的な高度の教育を行う

礎教育を行い、大学院では

学で行ないました神戸大学

皆様の倍旧のご協力、ご支

大学は阪神問の大学でも被

のご寄附をいただきました

九十周年募金に多数の方々

六百米にわたって倒壊した

映像や、生田神社の拝殿の

室などが避難所にあてられ、

組織の改革」です。

阪神高速神戸線の高架が約

屋根が地上にころがってい

活動が開始されました。

それから連日ボランティア

まぬ所存です。六篠会員の

たり、二日間にわたって燃

災の様子などが全国にテレ

害者が最も多く、学生三十

階建であった修士課程を自

従来の学部では幅広い基

え続けた長田菅原地区の火

ビ放送されました。そして

然科学大学院博士課程とド

（神戸大学名誉教授）

こと厚く御礼申し上げます。

最後になりましたが、全

ッキングさせ前後期五年の

方々からお寄せ下さいまし

奪われました。この方々の

援をお願い申し上げます。

今なお四万三千五百六十二

十一名の尊い命を失いまし

九名、教職員二名、合計四

た。一年余を経て、平成八

は日本の学術研究を高め、

大学院となったこと、これ

る状態です。

世帯が仮設住宅で暮してい

母校神戸大学の被害も全

慰霊碑の除幕式が、六甲台

旧は無かったと思われます。

この処置が無かったならば、

応急処置で止めております。

学問への情熱と輝かしい青

申し上げます。

神戸大学の同窓会は、

各学部の成立過程により、

それぞれ独自の歴史と伝
統を持ち、多くの卒業生
の拠り所として積極的に

活動しています。

ところで、戦後の学制
改革で新制神戸大学が発
足して以来、医学部、農
学部の移管を始め幾多の
変遷を経て今日に至って
おり、この間学窓を巣立
った卒業生は、各学部と
も全卒業生の過半数を超

これら卒業生の多くは、

えています。

す。

在学中の教養課程やクラ
ブ活動等を通じて学部を
越えた交友関係を持ち、
また、就職した企業・団
体内でも共に神戸大学出
身者として活躍していま

このような状況を踏ま
え、新制大学発足三十周
年に当たる昭和五十四年

母校と同窓会のパイプ役と
して相互の情報交換を図る

一方、神戸大学学友会は、

と思います。

カイで再開にこぎつけたこ
とは、ご存じの方も多いか

ズオンザ・ハーバース

に開設したわけです。この
神大クラブは、卒業生の幅
広い交流の場として利用さ
れ、順調に推移してきまし
たが、阪神・淡路大震災で
神戸新聞会館が被災・解体
され、休止のやむなきに至
りました。その後関係者の
努力の結果、昨年九月から
神戸ハーバーランド内オー
ガスタプラザのウインドウ

（ＫＵＣ）を昭和五十八年春

クラブとして「神大クラブ」

また、各同窓会相互の交
流を図り、母校の発展に寄
与することを目的として、
九学部（当時）七同窓会の
連合体として「神戸大学学
友会」が組織されました。
この学友会で検討の結果、
神戸新聞会館の八階に専用

始められました。

ということになり、検討が

所在地の神戸に開設しよう」

に利用できるクラブを母校

年三月十五日、四十一名の

さず、堪えに堪えて復旧復

爆発火災発生は必至の状況

とどめるための慰霊碑が、

春の限りない想いを永久に

ナスを用意しています。

会員が増え、利用して
頂く機会が多くなればな
るほど利用者のご希望を
反映しやすくなります。
この機会に新会員の勧誘
と積極的なご利用をお願
いいたします。新規会員
には懇親会の特別ご招待
を、またご紹介者には紹
介人数に応じた特別ボー

特典も用意しています。

新しい神大クラブ（Ｋ
ＵＣ）は、神戸新聞会館
当時のような専用クラブ
ではありませんが、優先
利用のできるフーズバー
やカウンターもあり、落
ち着いて歓談できる場所
があります。様々な会員

（別項）

討を行っています。

機能すべく活動し、神大
クラブ（ＫＵＣ）は選出
された運営委員会が中心
となって、会員の増強と
会員の方々により親しん
で頂くための企画等の検

学に及び、農学部でも当日

亡くなった方全員の名前と

碑文を刻んだ銅板とともに、

六甲台（経済、経営学部）

本館前の前庭で市街地を見

下ろせるところに建立され

ました。農学部は、地震と

避難所を記念する植樹をい

災害義援金四四八万円余

たしました。

あれから早くも二回目の

た。農学系罹災学生学資援

が、六篠会をはじめ多くの

材の育成が第こという意

助金として一人五万円が、

方に只ただ敬服するばかり

また、農学部は避難住民
た。

を受け入れました。多いと

れが私の耳にこびり付いて

八十七名に支給されました。
もに御報告いたします。

厚くお礼申し上げますとと

今、農学部には、震災の

この間、被災者でもある教

難所は解消いたしました。

同年九月二十五日農学部避
傷痕を見ることはほとんど

被災者でありました。家が

あのときは、例外なく皆、

いたのです。私は、この夢

全壊した人、全焼した人。

です。

をただの夢で終わらせたく

は平常に復し、さらには、

ありません。教育研究活動

なる農学部、その農学部に

の心がいっぱいの先生から

勤務していることを、誇り

僥不屈の精神と、深い情愛
がボランティアで数名ずつ

職員が、誠心誠意お世話し

組まれて昼夜間の世話当直

家は残っても内部は家具が
ンは絶たれ、家族の生存に

旧にも倍する活発な活動が

も心配しなければなりませ

まなければなりませんが、

ここに到るまでの一年半、

ました。なかでも、先生方
教官、事務官が、復旧復興

しております。

にできることに心から感謝

散乱しました。ライフライ
学生に対して本学部で今可

した。本当に頭の下がる思

を続けられた時期もありま

行われております。

能なかぎりのよりよい研究

しました。このようなとき、

いご支援に深く感謝申し上

んでした。交通機関も途絶

大学全体では、農学部学

発展とご健勝を心から祈念

げますとともに、今後のご

した結果にほかなりません。

農学部に駆けつけた先生方

生等二名を含む教職員二名、

を目標に、心を一つに努力
教官の多くが、貴重なデー

がいかに多かったか、農学

学生等三十九名が、阪神・

の留学といった個人の発展
につながるあらゆる機会、

タ、冷凍保存の遺伝子酵素

る前に、都市ガスの噴出も

部災害対策本部が設置され

学部だけが教育研究を中止

農学部の中でただ一校、本

でした。大事が起きておれ

六篠会会員の皆様の暖か
そして自由にのびのびと研

や停電で失いました。全国

等資試料を、水道水の噴出

中断し、遅延することの無

ば、今日このような早い復

いです。

ることが肝要と考えていま

篠会会員の皆様のご健勝と

しょう。しかし、口には出

念さ、焦躁もありましたで

最後になりましたが、六

（平成８年６月）

ご発展をお祈りいたします。

す。

究のできる雰囲気を提供す

環境と、内外の研究機関へ

とりわけ若手教官、院生、

大災害に遭われても、不
がこれまで以上に研讃を積

ありません。われわれ教官

きは百六十名、漸減を経て

興に全力を傾注された先生

日■■■■■■

夏を迎えることになりまし

欣

味の話しをされました。こ

には、突破口を切り開く人

学長が「大学、学部の発展

数日前のある懇談会で西塚

こされました。実は、その

まできたところで家内に起

ことになるだろう、とここ

ター、研究所も設置きれる

だろうし、附置施設やセン

究環境もうんと改善される

活発になるだろう。教育研

’
西

大地震驍載

学部の研究活動はますます

核となり、刺激剤となって

部は大丈夫だ。この人達が

です。ああ、これでわが学

補に挙がっているというの

か、日本学士院賞だかの候

複数の教官がノーベル賞だ

た。農学部の教官、しかも

関係者が大勢待っていまし

ある朝大学に着くと、報道

私は楽しい夢をみました。

つい最近のことですが、

りません。

藤征史郎

学部と自然科学研究科の改
ますとともに、同じ地域に

農学部長

組、神戸大学全体をおおう
心からお見舞い申し上げま

あって被災きれた方々には

平成５年度から教養部を

す。

に尽力された岩崎前学部長
は、本年３月末にご退官に
廃止して４年一貫教育に切

なりました。４月からは私
が後任を仰せつかっており

やカリキュラムをかなり大

り替えたこと、また同時に

幅に変更したことなどは、

学部改組を行い、学科編成

なる発展を目標にして誠心

りますが、わが学部のさら
誠意つとめたいと思ってお
すでにご承知のことと存じ

ます。浅学非才の身ではあ

ります。ご指導、ご鞭捷の
ます。今年４年目を迎え、
究上いろいろな無理や矛盾

ほど、よろしくお願い申し

のあることがわかってきま

この新しい体制にも教育研

平成７年１月Ⅳ日の兵庫
した。今年度は、それらを

あげます。

仙名、農学部関係では生産

県南部地震により全学では

農学系分科の研究生（留学

女子新入生の割合は蛇～

ねばなりません。また、女

生）曹瑚ざんをなくしまし
⑱％でした。女子が半数を

正すべく見直し作業を急が

た。今もって忘れることの
も不思議ではありませんが、

占めることになっても少し

環境情報学科２年（平成５

できない悲しい出来事でご

年入学）細井里見さんと自

ざいます。また、一瞬にし

たり事実上研究を停止せざ

う意欲も男子学生と変わり

つかないのです。女子学生

るをえませんでした。あの

ありません。それにもかか

女子用施設等の整備が追い

地震から５００余日が経過

る事態が続けば、そして大

わらず企業が女子を拒否す

て学舎は甚大な被害をこう

し、研究、教育に必要な環

むり、各研究室は研究機器

境がようやく整ってきまし

したら、これまで頼りにし
てきた学卒の半数しか雇用

学生の半数が女子になると

できなくなるのです。国家

みんな今日まで本当によく
頑張ってきたなあ、という

的な大問題になるに違いあ

た。教官、事務官、学生、

ます。もちろん、会員の皆

加

拶

変革の嵐の中での学部運営

ご
感慨にもにた気分がいたし

､＝

て

(2)

報

篠
平成8年8月10日

季義

本格的な酒蔵を再建し、七

の不足は見られなくなった。

なるとも考えられ、年産千

化した近代化工場が主流に

ると、今後の醸造蔵は省力

い。杜氏らの高齢化を考え

祈念し、産官学が協力し、

酒、灘の酒の一層の発展を

傷した。そのため、兵庫の

の貴重な文化財も崩壊、損

刷級の酒蔵を再建するとす

を一堂に集めた大規模な日

文化財、灘の酒、兵庫の酒

金田忠吉

慰

五雛悪側をふりかえって

六耶台での

は二企業である。一企業は

酒造年度に操業した酒造場
伝統的な製造法を重んじた

本酒センター的なものを造
るべきでないかと考える。

れば数億円以上の投資が必
もに新たに投資して経営が

要とも言われ、資金面とと
成り立つかの悩みも多いよ

造りの技、、心、味を消費者

に自由に見せ、楽しめきせ

うである。なおハイテク化

鉄筋蔵であり、一企業は酒

る新しい酒蔵・吟醸工房で

ナーの講義担当校は神戸大

ある。なお協業化による本

ました。そんな悩みからき

しまってはとの懸念もある。

で手造りの特徴まで失って

平成八年三月末で定年退

旧復興計画が進行し、新し

格的な鉄筋蔵の建築など復

されていたＮ先生の代役に

学で、たまたま講師に予定

のは、まさに奇縁というべ

私が参加することになった

たのか、六月半ばに心臓の

ログリセリンを持ち歩くよ

きものでしょう。県内二十

あたりに異常を感じてニト

授業から解放されて、のん

一錠使ったきりで済んだの

うになりましたが、結局は

の鴻巣市民に戻りました。

に六篠会から頂いた花瓶に

ンカを、よく似合うと眺め

活けた白い大輪のカサプラ

ジャカルタに着くまでの十

神戸から海南島に寄港して

びりした気分で、退官記念

官し、十三年ぶりに埼玉県

兵庫の酒、灘の酒が復興

清酒業界全体の設備は過剰

しかし、問題は企業によ

し、より発展するためには、

気味であり、造れば売れる

る格差が大きいことである。

い酒蔵の街が形成されよう
○億円、原材料及び製品が
業の再建に向かって邇進、
震災地に立地する中小メー

としている。

的遺産とも言えるレンガ造
四○○億円とも言われる。
灘五郷酒造場の七割近くが、

努力し、震災二カ月後には

し、消費者ニーズに沿った

大手企業、中小企業が共存

いわゆる校費は実際には赤

と研究の場の確保でした。

時代は過ぎたのである。

りの酒蔵、酒造記念館、酒
しかし鉄筋コンクリート造
カのうち数社は、崩壊した

ています。買ったときは蕾

少ない鉄筋コンクリート蔵

の建設が緊急の課題である

た中小メーカは、新しい蔵

震災で木造の醸造蔵を失っ

造記念館、酒造資料館など

考える。なおレンガ蔵、酒

幅広い援助が必要であると

ためには金融を含む諸々の

咲いたと驚いています。な

開花し、よくぞがんばって

小さかった最後の蕾までが

たのに、十日余りたって、

とはいえ、耐乏生活で学生

山公の教えの中で育った身

同然。子供の頃から上杉鷹

字経営の研究室ではないも

義したが、後者の準備の関

農業技術援助の二科目を講

アニアの水田農業、日本の

日間乗船し、アジア・オセ

のせた二万二千トンの船で、

木造蔵だけを所有し、復旧

が多く余り期待はしなかっ

数校からの大学生五百名を

何らかの形で醸造や瓶詰出

ることが重要であり、その

清酒の多様化、高級化を図

清酒業界独特の不屈の企業
などを有し、醸造が開始さ

が、復旧復興は進んでいな

もう一つの試練は研究費

荷を開始した。業界の立ち

企業は廃業を決定している。

復興計画は定かでなく、一

は幸いでした。

企業は設備の被害が比較的

直りは予想外に速く、大手

家精神、チームワーク、被
に戻り、全体的な出荷数量

れ、瓶詰め出荷はほぼ正常

大被害を受けた酒造家は、

二・復興への動き

灘五郷に加盟する五一企
により、製品出荷や醸造を

災を免れた系列企業の協力

ンクなども損傷した。

一○○○億円、設備が六○

くりを進め、緊急時には安

とみどりの創出を図ってい

地域のシンボルとしての水

処理水の利用などにより、

くても、そう考えるのです。

のせい、科学的な根拠がな

からでした。外国稲を材料

みて実を結んだのは四年目

対する援助活動「子供の森」

その縁で途上国の小学校に

界大戦の被災を免れた歴史

全な避難空間や消火用水、

Ｏ団体の資料を多数借り、
として、市民生活や都市基

生活用水が活用できる、快

係で国際協力事業団やＮＧ

大規模な自然災害の前で、

盤の復旧・復興のため、緊

をさせてもらっています。

計画にも、僅かですが寄金

急かつ重要な灯のプロジェ

にしての研究も、そうした

海南島は中国の稲育種に絶

現代の機能的な都市の脆

神戸大学農学部での生活

できる施設は、なかなか整

ものを確実に育てることが

弱な一面が露呈した。都

は僅か五年ではありました

きたいと考えています。

が、さまざまの思い出深い

その一端を、遠くからでも

大な貢献をしたのですが、

適で災害に強い都市づくり

震災直後の救出活動や、

えるのは難しい。しかし、

クトについて、復興のシン

その後の被災生活、復旧活

貴重な年月でした。長らく

市の機能だけを追及する

具体的な計画の内容とし

動を見ていると、あらため

を目的とするものです。

ては、市内全体を結ぶ水と

置付けています。

主なものとして、被災者

ボルプロジェクトとして位

置や代替機能の確保など、

のでなく、安全の視点か

の特別研究を押し通すこと

阪神・淡路大震災は、日
る直下型地震であり、一瞬

本で始めての大都市におけ
のうちに、５，５００名に
た、私たちの先人達が営々

も及ぶ尊い生命を奪い、ま
と築いてきた、美しいまち

がらも、よく頑張ってやっ

学生たちは試行錯誤をしな

垣間見る機会をえたのは大

はいっても、大学という新

きな収穫でした。

農水省の研究機関にいたと

おります。

てくれた、と思い起こして

コミュニティの重要性が問

しい世界に移っての当座の

てまちづくりにおける地域

生活は戸惑うことの多い毎

みどりのネットワークづく

水やみどりを効果的に取

りとして、山や海の自然を

ものと日常的にふれあい、

のため緊急を要する「市民

災害時には延焼を遮断し、

のすまい再建プラン」や、

ートアイランドに拠点を設

避難地となる緑地軸（河川

図る。

け、国際化の一層の推進を

緑地軸、街路緑地軸、山麓

機能性とゆとりの調和を

た都市であるが、その反

神戸は自然条件に恵まれ

ーン」、アメニティが高く、

図る「中国・アジア交流ゾ

その後、ｌ年数か月の間、

のあり方を展望した復興計
画の策定にも着手してきま
した。

神戸市の復興は、この震

が、今後の大きな課題であ

ちづくりを進めていくこと

両面での教訓を生かしたま

の活性化、ハードとソフト

とができるような地域活動

それを活用し育てていくこ

り入れた住環境の整備と、

頃には、もう浜甲子園合同

転居の挨拶状を出し終えた

しての優雅な気分を味わい、

入りするフェリーを見下ろ

台で、朝な夕な神戸港に出

春日野道から登り切った高

日でした。最初の一か月は

年までよりも定員がかなり

の研修の受講者応募は、前

た。特にセンター長第一年

究開発センターの運営でし

さを実感したのが、共同研

に根ざした活動実績の重要

もう一つ力のなき、地域

ます。

上を借りてお礼を申し上げ

て認識するのです。この紙

すことができたかを、改め

かい助けに支えられて過ご

と、いかに多くの方々の温

でのみどりや環境に携わる

は農業も含めた大きな意味

ついたばかりですが、我々

業に力を注ごうとします。

を自覚すれば、必然的に授

からは遠いところにいる身

したので、新しい実験手法

研究の現場から離れていま

な任務として、地域の企業

とでした。センターの重要

きなかったのは、無念なこ

なお定員を満たすことがで

るをえなくなり、それでも

くの先生のお力にすがらざ

の共生

川も含めた緑化や水路整備

保し、さらに細街路や小河

また、農業・農村ゾーン

ものとして、経験や知識を

しかし当時はシラバスもな

していましたが、最後は多

少なくなっているので楽観

を「人と自然の共生ゾーン」

生かした柔軟な視点を持っ

く、他の関連する講義で何

農水省での最後の十年は

宿舎に移っておりました。

として位置付け、秩序ある

て、復興計画を推進し、活

神戸の復興は、まだ緒に

ると考えています。

今回の震災においては、

土地利用の計画的推進、農

力と魅力あふれた都市、Ｋ

のです。

しい神戸の実現を目指すも

から、日常生活が不可能と

魅力と活力にあふれた田園

ＯＢＥの実現を目指してい

が教えられているのかを知

に動き出そうと西神地域の

とがありましたが、本格的

との共同研究を拡大するこ

地震による甚大な被害に

国内外からの支援の和が

また、復興にあたっては、

五年間を振り返ってみる

面、水害、震災など、幾

緑地軸、臨海緑地軸）を確

基盤を破壊しました。

多の災害を経験してきた。

災害にも強い都市形成を目

を進め、点在する公園緑地

われていると言えます。

自然への畏敬の念を忘れ

くり」などがあります真

指す「水とみどりの都市づ

をつなぎ、自然生態ネット

ークを形成し、自然やいき

ず、同時に都市容量に配

中でも、我々農学を学ん

市街地に引き込むネットワ

る一方、将来の神戸のまち

神戸市では災害復旧に努め

慮し、環境への負荷をで

だものにとって関心と期待

ワークを形成します。

担う「東部新都心計画」、ポ

災からの単なる復旧でなく、

により、持続的な発展が

きるだけ少なくすること

の大きいプロジェクトが

機能優先で便利なはずの都

くり等を行うことにより、

村景観の保全・育成、里づ

さわしい、豊かで快適な新

もかかわらず、市民は冷

やオープンスペースの不足

市が、ライフラインの切断
いまちづくりのために生か

るには、学生に直接聞くし

懇談会が実現する直前に、

きたいと考えています。

かなかったのですが、私の

地帯の整備を進めます。

このプロジェクトは、そ

さらに、緑地空間の確保、

していくことが大切である

しまったのも心残りのこと

大震災がやってきて潰れて

させた可能性もあったと言

講義内容の大部分が、違う

なり、火災等の被害を拡大

科目ですでに講義されてい

大きな支えとなった。ま

奨・助成によるみどり豊か

生け垣化、屋上緑化の推

のありかたを考えさせられ

るのを知って、大学の授業

ちの主役は人という視点

なまちなみの形成、井戸や

と考え、「神戸市復興計画」

雨水貯留施設の設置、下水

えます。

の反省から、水とみどりに

深め、市民主体のまちづ

日常的にふれあえる空間づ

平成五年度大学洋上セミ

です。

このような視点をベース

から、人々の相互交流を
の３つを目標にしています。
の調和

くりを目標とする。

では基本的視点として、次

であると言えます。

や避難活動を行い、また

静さを失わず、人命救助

交流

教訓から謙虚に学び、新し

今回の震災の貴重な経験や

し、創世紀の国際都市にふ

市街地復興の先導的役割を

海と山に恵まれた神戸の自

可能な都市づくりを行う。

「水とみどりの都市づくり」

（２）自然の恩恵・厳しさと

然や、培われた文化を生か

（３）人と人とのふれあいと

に変え、多くの市民の生活

神戸のまちなみを無残な姿

ら、都市機能の適正な配

はできず、いろいろやって

』

にが花をこんなに長持ちさ

業の被害総額は、建物が約

設備、発酵タンク、貯蔵タ

資材倉庫など、また、内部

りの醸造蔵、四季蔵などを

開始し、清酒の確保と酒造

ll#

造資料館なども崩壊し、有

′月U

形、無形の損害は甚大であ

も夕

な被害を免れた。

′

併せ持つ大手企業は壊滅的

？

り、想像を絶する。精米工

灘

場、瓶詰工場、製品倉庫、

‘

せたのか、多分新しい花瓶

'
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蔵は殆ど倒壊し、第二次世

は大丈夫であったが、木造

害を受けた。近代的鉄筋蔵

灘五郷の酒造場は大きな被

○％を出荷する清酒王国・

により、全国の清酒の約三

ード七・二の兵庫南部地震

を震源地とするマグニチュ

五時四十六分に淡路島北部

平成七年一月十七日午前

一・被害の概要

雷鴬火後の灘証郷

《云

一ハ

′
（１）都市の機能性とゆとり

’

垂
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短くて長かつた神戸大学の勤め

例年になく遅かった故か、

今年は、春のおとずれが

（一）

教室）に受け入れてお世話

を会議室や大講義室（ＣⅢ

て避難してきた市民約剛名

りました。震災で家を失っ

より明るくきれいになりま

少なくとも見掛け上は以前

復旧工事も９月には完了し、

されました。また、建物の

の被災者（２家族）が退去

刀期生）の卒業とともに終

旧学科の最終学年（神大第

に始まって神戸大学農学部

（農大第叩期生）との出会い

兵庫農科大学の最終学年

たとき、ここで昆虫採集に

農学部の敷地が原野であっ

社で奉納相撲をし、現在の

育ちである。六甲の八幡神

私は、神戸生まれの神戸

取り組んでいた。三回生の

先生の指導で、既に卒論に

学部の四回生は四名、松中

の学生がいたのには驚いた。

教授不在の講座にマスター

戦争が始まった。教授・助

ペクトロフォトメータ、電

定温器、液体クロマト、ス

ーンベンチ、オートクレプ、

届き、私は仰天した。クリ

真山先生の荷物が香川から

忘れもしない三月六日、

について最後のご報告と退
職のご挨拶を述べさせて頂
きます。

と思った。先生は後任者の

を引き継げることは光栄だ

が指導して来られた研究室

病菌は農水省からいただい

らない。研究材料のいもち

ラーをいれないと仕事にな

場所と定温器室だけはクー

ターに行くようになり、留

学部卒業生の大半はマス

私はホロリとした。

厳禁にしました」という。

ではないか。「研究室を土足

つくるバチルスによるもの

ため、一年分の予算の三分

てきており、二十八度を超

年があけて一月の教授会

の一程を残しておいて下さ

シア、ブルガリア、中国、

学生もブラジル、インドネ

ベトナムからと、増加して

る。暗室を改良してスチー

いった。絶対英語は使わな

えると活性が落ちるのであ
ル棚を入れ保存庫兼実験棚

いと豪語していた日本人学

った。先生が大切に使って
本棚はそのまま使わせてい

に、あわせて効率は悪いが

生も、親しくなって、一対

来られた教授室の机や椅子、
ただくこととした。

をいれた。

に毎年研修生を受け入れる

作物保護（総合防除）を柱

ことにした。鈴木先生の理

ては、兵庫県下の某社にお

る。私はつくばで一年間だ

アジアの諸国の情勢も随分

想は受け継げなかったが、

願いした」というお話であ

け細菌病研究室の室長をし

のコースもそれなりの成果

変わったことでもあり、こ

たことがあるが、まったく

の専門ちがいである。困惑

病院で竹内正氏が永眠され

があるのではないかと判断

したが、真山先生もいるこ

三月にはその道の研究者を

している。詳細は本誌第十

農水省から呼んで、県庁前

られたから、きっと悔しい

た。復学を強く希望してお

とだから、何かお手伝いで

一で話し掛けられてはしゃ

の教育会館でシンポジュウ

きることもあるかもしれな

くらざるを得ず、われわれ

ムを開いて、われわれの決

でノウ・ハウを伝授し、学

スライド作りから話し方ま

相となった。講演発表用の

過密の誹りは、免れない様

った。幾つかの特許申請も

ッションは楽しいものとな

み交わしながらのディスカ

ぬものがあったが、酒を酌

担当者の労苦は並々なら

は終えることができた。亡

ないままに、最終講義だけ

幕切れとなった。落ち着か

生活は、阪神淡路大震災で

短くて長かった神戸大学の

で農学博士も一名誕生し、

成果であった。これに絡ん

得られたのは、予期以上の

いては、少しはまとまりが

の思いをこめて。研究につ

くなった学生諸氏への鎮魂

改めて、ご冥福を祈りたい。

会発表も活発となって、所

し、生研機構からの資金も

②については、兵庫県の

まだあとが続きそうな気配

てみたり、県北を廻ってみ

国際会議場で日本植物病理

一九九三年十月には神戸

て日本農学賞・読売農学賞

本年われわれの業績に対し

遅きに失した感があるが、

付いた。新進気鋭の教官達

で、取り敢えず資料の検討

実態と問題点に疎かったの

たりもした。一九九一年六

学会関西部会を主催したが、

が授与きれた。一緒に暮ら

がありこれに応募したいの

地元の有り難さをしみじみ

形で援助をしていただき、

である。

接・間接の働きによる成果

ような仕事も手懸けていた

ｓｏとのプロジェクトとし

にわたって国際協力事業団

薬講座の鈴木直治氏が長年

③については、すでに農

あじわった。

ので、多少の経験もあった

物防除に関係するものであ

らは現役教官をチームリー

が誕生していた。文部省か

に二百人以上の訪日経験者

て兵庫県農業研究センター

った。既にセンターの研究

ダーにするよう再三のご注

思いながらも、お引き受け

員（本学の卒業生）が、つ

意があったが、先生に二十

コースを開設、発展途上国

くばの研究所へ出向いて研

と共同で、イネ病害虫防除

究を進めていたことは知っ

う、そのつど国際主幹にお

年の事業としていただくよ

することにした。テーマは

ていた。話を聞いてみると、

ュージーランドへ旅にでた。

庁で行なわれたヒヤリング
にのぞんだ。翌日私は、ニ

を受皿にするのが将来のた

私は国際交流をかかげる県

したいとの提案があった。

受皿を従来の畠のン兵庫セン

の間、このプロジェクトの

やがて部長さんから「我々

願いしてお許しをえた。そ

が出したテーマが採用にな

けたがうまくいかなかった。

めによかろうと考え働きか

った。二人で策をねり、県

った。ついては、このプロ

してもらいたい。産につい

究なので神戸大学にも参加

と折衝、神戸大学を受皿に、

そこで、覚悟を決め文部省

ターから大学または県に移

ジェクトは産官学の共同研

でおり、すっかり嬉しくな

かなり独自の仕事がすすん

いわゆる細菌をもちいた生

が、お役に立つかどうかと

前の職場では、最後はその

いかとのお申し出であった。

だが、手助けしてもらえな

てくれることを願っている。

月に、兵庫県農業研究セン

そのための資金ぐりには、

した同僚・学生諸氏の直

と学生達がさらに発展させ

ターから環境部長さんがみ

の卒業生の皆さんに色々な

県や市、企業などにお勤め

である。

肝煎りで、大型の研究予算

え、兵庫県には知事さんの

をはじめた。淡路島に行っ

た。

期の目標は、まず達せられ

思いであったろうと思う。

一九九三年暮れに、京大

の目的の一つは、かくして

号に記したとおりである。

実現していった。学生数は

意をしめした。

いと、安易にひきうけた。

いつしか二十五人となり、

藤肇

爽やかな新緑を楽しむいと
する一方、学生と教職員の
熱中した。長じて農林水産

胤鹸穂剛＃§岩崎照雄

まもなく、いきなり蒸し暑
わりました。年々歳々花相

たのである。これで一気に

した。各研究室の計測機器

対応・学内外対応に専念す

安否や被害状況の調査など
以降関東地方で三十年近く

い季節を迎えたように感じ

勤めてきたので、郷里意識

気泳動装置一式、各種器具、

らず。この間、いろいろな

研究室ができあがったので

薬品類が大量に持ち込まれ

人格を持った素晴らしい先

ることとし、学生実験の指

どで買い揃えたもので、向

ある。本人が科学研究費な

五名が決まっていた。私は

してきた冷暖房装置の設置

も薄らいでいた。そこへ、

お願いすることとした。し

導はベテランの竹内先生に

当面講義とセミナー・論文

工事もかなり進行して、農

桃井・松中・小野先生から

省に入り、東北地方に十年、

その後は、学部一丸とな
輩・同僚・若人の皆さんと

神戸へ来ないかとのお声が

似たり、歳々年々人同じか

って教育研究活動の正常化
学部の研究環境は改善され
出会って、たくさんの思い

なども更新され、永年要求

昨年１月の阪神・淡路大震

気でお過ごしでしょうか。
に努めるとともに、避難市
出をつくることができたこ

情報収集に追われました。

災では大きな被害を蒙つた
つつあります。

顧みますと、私が赴任し

民への支援活動を続けまし

かかった。諸条件を検討し、

た。この間、事務官や若手
とを心から感謝致しており

でしょうか。今なお復旧の
て程なく勃発した大学紛争

こうの研究室にダブってい

教官を中心に多くの教職員

かし、学生実験開始日の前

ため大変なご苦労をなさっ
これからの私の人生におい

ます。これらの思い出は、

るものの移管を受けたとい

以降このかた、大学改革は

う。送り出すほうも、なか

常に社会的課題の一つであ

日になり、竹内先生が入院

が献身的に活動しました。

されたのには面食らった。

被害軽微だった付属農場や

る決心をした。

ている方もあると拝察致し

対策をこうじて公募に応じ

ますが、是非とも頑張って
て大切な糧となるだろうと

なかの太っ腹である。それ

りました。在職中、当農学

実験材料はと聞くと、当日

各地の農協からの食糧供給

問題は色々あったが、ま

この困難を克服されるよう

れた。私はといえば、何年

に、従来からの共同研究に
決まっていないという。ベ

よる研究費も持ち込んでく

思います。

究室の指導体制・研究体制

いるという。店はと聞くと、

部に関連するものだけでも、

学生の皆さんは、すでに五

の朝買いにいくことにして

大学院農学研究科の開設、
大学院自然科学研究科の開

かは止むをえず自ら金稼ぎ

である。この期間で、①研

は大助かりでした。また、

さて、私は去る平成８年
有志など、各方面から暖か

テランとはこういうものな

ず勤務できる期間は五年半

他大学や関連企業、卒業生

３月訓日付をもって、農学

が創れるのか。そのための

入りだし、やっと研究室も

十路に差しかかり、一方、

軌道に乗ったのである。最

設、同研究科に知能科学専

った。残されている職員旅

い励ましのお言葉や義援金

費二万七千円、研究費十七

初の学生諸氏はこの辺の事

部長の任期を終え、同時に

何らかの貢献は可能か。こ

事は可能か。③国際社会に

万五千円。十二月になり、

器材を作り出してくれた。

情をわきまえ、次々手製の

の試験をやった。その後、

官・学をはじめ社会の各界

社会人１年生です。産・

の三点について何とか糸口

教授として来ていただいた

香川大学から真山先生に助

科研費・奨学寄付金なども

でリーダーとして重責を担

た考えを持った。

だけでも付けたいと欲張っ

いても信じがたい報告であ

設、農学部各学科の改組、

って活躍している人、最前

前任者は宮本雄一氏であ

んだと納得した。財政につ

農学・工学・理学の各研究

線で活躍している人等々い

った。私の学生時代、植物

金と人は充たされるのか。

科の自然科学研究科への統

ろいろですが、それぞれの

ウイルス病の分野で活躍を

で、かって検定菌でこれを

②地域社会に還元できる仕

岡山大学、岐阜大学の各農

次改組（現在進行中）等々、

合、自然科学研究科の第２

立場で頑張っておられる卒

用いていた人の不注意から、

本年３月最後に見送った卒

学部および三重大学生物資

次々に改革が行われてきま

業生の姿は即農学部を支え

で耳寄りな話がでた。学部

わたしのいた研究所で騒ぎ

業生の皆さんは蛇～羽才の

源学部の教職員学生の皆様

した。この他に付属農場の

しておられた。まだ、物が

長裁断で配布される学部の

になった代物である。汚染

攻の増設、教養部の廃止と

からは多額の義援金が届け

改組など農学部独自の課題

る大黒柱だと思います。卒

豊かでない時代であった。

特定研究費が七百万円ある

てた。その後、出張から帰

したガラス器具はぜんぶ捨

大学教育研究センターの開

は大変お世話になりました。

ますが、この間、皆様方に

られ、農学部の被災学生や

や図書館の総合化、一般教

業生の皆さんのご健勝と六

私は学会で先生のウイルス

という。せめて百万でもい

ると、実験室の床はピカピ

六篠会をはじめ、東京大学、

就中、学部長を仰せつかり

私費留学生の支援のために

育の見直し等々の全学的課

篠会の益々のご発展を切に

の土壌伝染、木酢を用いた

が可能なのだが、本学で研

ただけるなら研究室の整備

ヵになり、手製の靴箱に新

が寄せられました。特に、

ました最後の２年間は、六

こに改めて感謝しつつご報

使用させて頂きました。こ

題もあり、加藤学部長をは

祈念申し上げますとともに、

いたことがある。理論と実

防除法についての講演を聞

究をしていない身には、高

しいスリッパが並んでいる

した。赴任以来錫年になり

篠会からいろいろとご支援

告申し上げる次第です。

じめ農学部の教職員諸氏に

した皆様のご厚情に深く感

併せて在職中私に賜わりま

際を地でいく研究姿勢はわ

望みであった。とにかく借

ある時、ガラス器具に一斉

を賜わりました。厚く御礼

震災後早１年余の時間が

は今後ともご苦労が絶えな

謝申し上げます。いろいろ

金をしてでも、菌株の保存

が、翌春までは掛け持ちで

申し上げます。編集委員の

過ぎ、受難の年は去りまし

いものと思います。しかし、

たくし好みであったので、

の皆様には今後とも農学部

に雑菌が出始めた。芽胞を

方から、紙面を与えられま

た。この間、農学部はさら

大学発展の基盤は究極のと

良く覚えている。この先生

た先生の心配そうなお顔が

に暖かいご指導とご支援を

互いに大変だった。

（一一）

のご逝去という大変悲しい

に高橋竹彦教授（土壌学）

ありがとうございました。

したので、その後の農学部

昨年の地屡は、農学部か

（教育研究）への情熱です。

ころ教官一人ひとりの仕事

（一一一）

らも一瞬にして学生二人の

ませんでした。地震発生直

出来事にも遭遇せねばなり

今も目に浮んでまいります。

賜わりますようお願い申し

（平成８年５月銘日記）

有の痛恨事となりました。

神戸大学を定年退官致しま

六甲台で初めて出会った

心から祈念申しあげます。

方々も多かったのではない

ます。会員の皆様にはお元

、

南の定温器室にもクーラー

さて①については、一九
八九年十月、着任と同時に

加

●

尊い生命を奪い去り、未曾

ック、ガラス窓の破損等々、

おかげさまで農学部の復

います。また、六篠会会員

甚大な被害を蒙りました。

旧は順調に進み、教育研究

是非頑張って頂きたいと思

さらに、各研究室では計測

活動は平常の状態にもどり

鋸年間通いなれた農学部

みず、大学に駆け付けられ

機器、コンピュータ、書棚、

のキャンパスを去って早２

後、お身体の不調もかえり

試薬棚等々が倒れて折り重

ました。農学部学舎内で避

カ月になろうとしておりま

学部の建物は倒壊を免れた

なり、まさに惨憎たる状況

難生活を送っておられた被

す。六甲台での私の生活は

ものの、壁面の崩落やクラ

でした。地震発生直後から

され、昨年９月路日に最後

災市民の方々も徐々に退去

（四）

Ⅲ日間位は、登校可能な教

上げます。

職員学生が災害対策に当た

’

(4)

報

篠
平成8年8月10日

定年退職をまえにして

ｌ

退職すべく考えていた。し
究室の方から言って下きっ

も印刷して渡したい、と研

きった方々に、講義草案で

この最終講義にお集まり下

講義室にいくつもりである。

お礼を申し上げるつもりで

平素お世話になった方々に

とのないよう、また表わし

角のご好意を踏みにじるこ

い心境である。そこで、折

分という以外の何ものもな

の一つを取っても私には過

灰聞するにいたっては、ど

催と話が進んでいることを

間を割いて下さるのを避け

けたとき、二度目が結婚式
る机の上は勿論、書棚を見

かし、この原稿を書いてい

ようのないほどの感謝の気

考える第一は、農学部でも

のとき、そして三度目が退
ている。ただ、原稿の締切

てほしいという気持ちが強

９５年１月に書いたものが、
職するとき、だそうである。

渡すと、１月Ⅳ日の未明に

数多くの先学が堂々たる講

その趣意を一番よく表わし
振り返って見ると、私は

持ちを抱きながら、最終講

く働いていることである。

あの忌まわしい阪神大震
ているのではないかと考え
日が過ぎてから、あくせく

義の場をかりてお礼のご挨

義をしてこられた、いわゆ

災で、多くの爪痕が生々し
た。それは、私の最終講義
発生した阪神大震災によっ
とすることが習慣になって

拶をしようと思っている。

しかし、ご好意で記念事業

く残っていた六甲台の学舎
１９５４年５月、今はもう
て、書棚は転倒し書物が散
いる怠惰なものであってみ

る最終講義のことである。

を後にしてから一年余が過
（実際には、９月に実施され

「兵どもの夢のあと」を残す

乱した状態で、，すっかり

れば、最終講義に先立って

出版、記念パーティーの開

ぎた。今は、賑やかに噂る
た）に出席して下さる方々
だけになった篠山にあった
整理“にはほど遠い有様で

そうした期待に添えそうに

会が作られ、記念論文集の

女子短大生を相手に一週間
に対するご挨拶のつもりで
兵庫農科大学の助手になっ
ある。教授室の整理ができ

ない。そこで結局は、最終

当な講義ができないまでも、

のうちの数日を過ごしてい
書いたものである。その当
た。それ以来、研究の分野
なかったことを、地震のせ

講義の骨子と随分以前のも

最終講義については、真っ

る。そんなある日、「六篠会

時、私が思っていたことを
（教養、移民、農業経営、農

いにして自己弁護をしてい

溌鐸驚識蕊蕊癖瀦蕊鴬驚

報」の編集子から「退官に
一番良く表わしているので、

業経済）に変化はあったも

のであるが、農家、行政、

堂本高明

あたって思っておられるこ
些か旧聞に属するがお許し
るようでは情けないと思う。

非にという依頼である。

一年を経過しているが、是

編集子によると退職をして

り、多くの人々が褒めて下

て大学を辞める時期、つま

よ神戸大学の停年制によっ

１９９５年３月、いよい

り出していた多くの図書類

せめて秋までには長い間借

１９９４年になってからは、

てきた。そして、最終年の

るような形が一番よいと考

た、とふと思い出して頂け

つの間にか見掛けなくなっ

ぎながら登ってくる姿をい

きは、例の「定年坂」を喘

様方が私の停年退職記念事

る今一つは、農経教室の皆

私が消えるが如くと考え

とにした。

製品を掲載していただくこ

てお話しした２～３編の既

私は、停年退職をすると！ 農 業 団 体 の 方 々 を 対 象 に し

で、ほとんどの日本人には

少ない）であるという程度

正確に知っている日本人も

○四亘国］『①副ざ曼、ここまで

区（ＡＣＴ、ン匡巽『巴旨

ーストラリア連邦首都特別

といっても知るところはオ

キャンベラ（ａ自胃弓巴

理由もなかなか複雑のよう

ぜ？首都を作ったかという

心である。こんな所にな

～２ｍのダウンタウンが中

ルが数十棟集中した半径ｌ

高々Ⅷ階以下のオフィスビ

市の景観、とは言っても

に美しく整備された近代都

となど何でも結構です」と
のの、教戦の場（篠山、六

そこで、その趣意を「退
さる時期になった。人は誰
もすべて返却して、その上

えていた。消えるが如くで

をお願いしたい。

職に当って思っていたこ
でも、一生に三度褒められ
に、教授室も，すっかり整

いう、執筆の依頼があった。

と」、と当方で勝手に変更し

る時期があるそうである。

情は大きく変化し、大学の

と現在とでは社会や経済事

大学にはじめて勤務した時

感謝しているところである。

こまで来れたことを実感し、

多くの人々に支えられてこ

間を振り返って、ほんとに

職となったが、いま四十年

本年三月をもって定年退

ントや会議の資料づくりに

で、文献複写、講義のプリ

拡大、切り張りなど万能機

現在のゼロックスは縮小、

りしたことなど懐かしい。

り赤茶けて読めなくなった

したり、コピーに光が当た

原紙を巻き込まれて駄目に

うになり、随分楽になった。

きて手軽にコピーできるよ

の後、青刷りコピー機がで

加減はソロバン、それ以外

算機が必要である。当初、

データ整理には必らず計

ある。

る必要を感じる今日此頃で

物資源の維持にも目を向け

うな気がする。限りある植

ものまでコピーしているよ

む中でそれほど重要でない

た。効率化や情報化のすす

れていることに改めて驚い

をみて、膨大な紙が消費さ

鍋》癖轤識鎚率斡辮謬溌癖謡識

り、コンピュータの研究に

得られるようになりつつあ

現在、世界の情報は瞬時に

歴史を感じずにはおられな

窓生が増えたと聞くにつけ、

ることである。各職場で同

た、新人として活躍してい

－として、中堅として、ま

ムでは＋２）時間と日本と

る東部で＋１（サマータイ

く、多くの観光地が集中す

アジア・東南アジアにも近

ろう。環太平洋圏に属し、

るバーリーグリフィン湖を

っともらしい。人造湖であ

をとったのだと言う話はも

かず、その位置的な真ん中

ンでの誘致合戦に決着がつ

の大使館が軒を並べ、たく

中心に、国会議事堂や各国

くなろうとしている。

の時差もほとんどなく、治

ュージアムに囲まれて政

さんの国立ギャラリーやミ

安が良いことや親日国であ

るなどの理由で、毎年の訪

治・分化色にあふれた雰囲

い０

果たす役割は今後益々大き
農学部に進学する女子学
ことも大きな違いの一つで

の大半は、カカドゥー国立

豪者数は鰻登りである。そ

生の比率が高くなっている
ある。所属していた研究室

を過ごしたオーストラリア

気の中に、この度、半年間

爵べ嘩抄

を例にとってみると、兵庫

ウィンから東海岸をケアン

公園がある赤道近くのダー

シ扁目匡自爵号且ご弓：ご）

国立大学（ＡＮＵ、

で）は女子学生は７％に過

バリアリーフに沿って、シ

ズーブリスベンのグレート

農科大学時代（昭和卿年ま

和測年に卒業した私のクラ

（約Ⅷ畑）がある。この大学

はもともと大学院大学とし

の美しく広大なキャンパス

寄る人はほとんどいないだ

ドニー、メルボルンと南下

ぎなかったが（ちなみに昭

帥年の間では蛇％、その後

然科学分野として生物学、

の大学院教育研究組織（自

化学、物理学、医学、地球

て設立され、現在では８つ

りのプロペラ機で柵分、朝

ろう。シドニーから内陸へ

夕のラッシュ時にはジェッ

びに社会科学分野として太

科学、情報科学、工学、並

平洋アジア地域研究）と、

トも飛んでるよ！鉄道でも

ら２～３時間もかかって、

済学、情報工学、法学、科

（芸術学、アジア研究、商経

ど牧場が中心の農村地帯）

３００名（帥ヶ国からの留

学）からなり、大学院生２

６つの大学学部教育組織

の真っ直中に、突如として

一日に数本）の台地の原野

出現する幾何学模様のよう

（海抜約剛ｍの周囲はほとん

行けるけれど、シドニーか

約剛、（多くは釦～鋤人乗

するが、キャンベラに立ち

が出来た時の喜びは今以て

現在までのⅡ年間は⑬％で

スでは男子学生ばかりであ
研究の整理で、パソコンの

ほぼ半数が女子学生で、年

忘れることが出来ない。現

前で計算をやっているのを

によっては全員ということ

った）、神戸に来てから昭和

見るにつけ、今昔の想いが

もあった。男性以上にバイ
タリティーのある人も多く、

分析はコンピュータ任せで、

数値の後に有意差を付ける

心強い限りである。

卒業後の奮闘振りをみると
定年は遠い先のことと思

ことで事足りたとするむき
稿論文も卒論も昔は手書き

っていたことが現実のもの

がそれぞれの分野でリーダ

もうれしいことは、卒業生

となったいま、何といって
読むのも楽でかなり大胆に

はすべてワープロ仕上げで、

訂正しても対応ははやい。

で苦労したものだが、今で

もないでもない。また、投

する。しかし、実験結果の

在では研究室の学生が卒論

た小型の電卓でデータ整理

のである。しばらくして文

．。、鰯

部省科学研究費で手に入れ

I

甲）で州年余の馬齢を重ね

てご依頼にお答えしようと

だが、シドニーとメルボル

教育・研究環境についても

の計算は手動計算機でかな

の部分がリズミカルに動く

■■■■■■敏一■■■■■■一■毎■ｅＤＢＨＢ■■症■ＢＦ時Ｂ画■■研

あまり馴染みのない所であ

随分違いがみられる。実験

無くてはならない必需品で

りの時間を費やしてやって

のをみて心地よく感じたも

画一■９９匹賦凸■■■■甚牡Ｕ■５毎■幽口毎■耳吟ＧｐＢ■■自由

業ということで、多忙な時

８■■■寅其企■■■あ隅・■巳毎毎年凶廿■■■弓■＆■■■心且■■■宜台

器具・装置の充実はいうま

コピーなど高くつくが随分

ある。学生も講義ノートの

いたが、その後購入した電

存していたが、今回定年で

夕』

■■日■■日毎ＢＥＦ■《■■■写■一口■■ご●■■■日■■■■■■■●■■■■■・■■吾■乙呂■ｇ■ひあ“■■■■寺独■■■■今８Ｕ■■

ある。この消えるが如くと

植物資源学科
花卉野菜科学研究室

理‐して、３月には悠々と

カンガルーやコアラに
囲まれて学ぶANU

一度目が、この世に生をう

ご■■■寧砂■■■■■炉口■■■■■●亜■苫■■●■■■”■●■■■■

通生

金地

、

考えた。退職に先立つ１９

でもないが、コピー機、計

世話になっているようであ

に鷲き、また計算中ヘッド

動計算機の計算のスピード

定年でおもうこと

算機やワープロの変化が思

やゼミの資料をそのまま保

る。ここ数年忙しくて会議

一別

かっては、研究に必要な

書類を整理していてその量

い出される。

文献は写真機で撮り、暗室
で苦労してフィルム現像・

進

一云

一ハ

；

引延・焼付していたが、そ

国際的な田舎町といった感

じで、川軒を越える多国籍

雰囲気も手伝って、とても

む）、教育研究分野のスタッ

ご多分に漏れず物価は安く、

料理の店が味わえる。また、

学生剛名を含む）、学部生８

フ－２００名、事務分野の

２００名（留学生卿名を含

スタッフ２２００名を有し

Ⅲ万／月でそこそこ生活可

学生でドミトリーに住めば、

能である。町を一歩出ると

ている。学生はキャンパス

いはキャンパス周辺のフラ

で、道路には至る所「カン

そこは農地と植林中の原野

にある８つのドミトリー或

ット（賃貸住宅）を幾人か

ガルーやウォンバット（ほ

でシェアＩして住んでいる。

キャンパスは市街地に隣接

ッカーをお土産にするやつ）

に注意！」の立て看板が見

とんどの日本人がそのステ

種類の野鳥やポッサム（小

ンプ場やＢＢＱサイトが点

られ、自然を生かしたキャ

しているにもかかわらず緑

型の有袋類）と共存状態で

豊かな自然にあふれ、数十

ある。私が研究のために滞

カンガルー肉のＢＢＱを楽

在している。私も川縁で、

い蝿には閉口してしまった。

しんだが、なにせ人懐っこ

完①罵月三②号８５日亘○四邑

在したのは生物科学大学院

旨２８の）の環境生物学研究

然と人間が一体となれなけ

ここオーストラリアでは自

グループ苗．ぐ弓○コョ①昌昌

ンを材料として、葉の光合

今まさに地球的規模で考え、

れば生活できず、私たちが

四○一○四）で、ハッヵダィコ

成機能における光利用効率

研究しなければならない自

に関する研究を行った。７

月より渡豪したため、季節

らの若い学生諸君が大いに

んだ思いがします。これか

留学して、国際的な感性を

然との共存共生を身近に学

の夏のクリスマス（それで

が日本と真反対の木枯らし

もサンタは汗だくになりな

には、ここＡＮＵの自由で、

磨くために在外経験を積む

に枯れ葉が舞う冬から胞月

がら、髭とあのたいそうな

スでの勉学や研究はすばら

自然豊かな美しいキャンパ

赤のコスチュームで頑張っ

ていた）まで、南十字星の

うか。

しく良い環境ではないだろ

下で過ごした。ＡＮＵのど

いは国内の科学会議が開か

こかで毎日のように国際或

れ、また、各国の大使館の

P.…u全里

川
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生物機能化学科生物機能分子化学講座食品・栄養化学

芦田均

テレビで見続けた。私たち

し、神戸にいたら無事では

なってからは逆転してしま

なかったかも。結局何のお

ウ、アーモンドなどの生産

手伝いもできず、私たちは

桜の咲き始めた日本を飛

んで帰って下さい。」アメリ

今浦島になってしまった。

が住んでいた辺りは、ほと

さて、私のアメリカでの
の研究・教育に役立つであ

カの良い点、悪い点、今後

地震の前まで行き詰まっ

う。研究・教育システム、

ボスは日本人の松村文夫教
ろう個々の細かい情報は数
ていた研究も、壁を抜けて

地でもあり、一大農耕地帯

私たちが降り立ったら程年
授。我々日本人は、彼のこ
多く得たが、全体像は漠然
何とかうまくいきだした頃、

び立ち、異常に暑かったサ

４月１日のサクラメント空
とを愛情を込めて松ちゃん
としたままである。私は、
デーピスにも春が訪れた。

んどなにもなくなった。も

港は、さらに暑くすでに夏
と呼んでいる。松ちゃんの
この課題に対する明確な回

学生の考え方の違いをつか

が始まっていた。噴き出し
研究室は日本語禁止。松ち
答はまだない。ただ、１年

をなしている。

たはずの汗が流れずに次々
ゃんが英語をしゃべるとき

ンフランシスコで乗り継ぎ、

に乾いて皮膚はパリパリ、
は目に炎が見えて最初の４

な雰囲気で研究室間の壁が

なく、使いたい器具、機械

でかけて実験していたのが

があればどの研究室にでも

ジニバは田舎町のせいか、

印象的でした。

で、溶け込むのにそう時間

人々はみんなフレンドリー

はかかりませんでした。パ

コンサートその他もろもろ

ーティー、ソフトボール、

なにか行事があると声をか

「土壌学教授・高橋竹彦

先生をしのぶ」

したばかりの高橋様が、平その後も、高橋様は体調ていたところ、７月１日に
成７年６月鋤日の未明に、を整えるためにと、サッカ土壌学講座の藤嶽様からの
別才の若さで直腸ガンのた－のＯＢ会の親睦試合に出計報を受け、莊然とした次
めに亡くなった。悲嘆のき場したり、篠山マラソンに第です。

土壌学講座の教授に昇任位が授与された。そる見舞に行きたいと思っ

名誉教授東順三

は当時あまり知りませんで

神戸が日本のどこにあるか

わみである。参加したり、また、六甲山これから、教授として後

けてもらいました。人々は

高いステーキということで

アメリカでの生活は研究

いては良く知っていました。

したが、神戸ステーキにつ

非常に有名なのだそうです。

ルニア大学デービス校。デ

年過ごした。

私は１年半、私の家族は２

の大きな青い空のもとで、

青い空が広がっていた。こ

と、メンバーはみんな日本

れて周りの人々を見てみる

しばらくして研究室に慣

ていけない。

究室のメンバーは誰もつい

パワーは尋常ではなく、研

パワーで立ち向かう。この

仕事にも遊びにも常にフル

し。アメリカの天気予報は

天気予報も、はずれっぱな

ば予報的中率は抜群だった

日太陽マークをつけておけ

きなり雨季に突入した。毎

年は秋がほとんどなく、い

の長い夏も終わった。この

段落ついたとき、デービス

りだした研究がようやく一

７月ぐらいから軌道に乗

越える日が多く、エアコン

月～９月上旬は摂氏側度を

だったとか。デービスも７

９９５年の日本の夏は猛暑

が飛び交う日もあった。１

代わりにカラフルな熱気球

る錯覚にとらわれた。雲の

割りのようで、絵の中にい

画のセットで使われる書き

浮かぶ白い雲は、まるで映

の入り混じった心境で、ち

せていました。期待と不安

土地での生活に思いを巡ら

れから始まる全く知らない

大な風景を眺めながら、こ

ンタリオ湖とその湖岸の広

いました。五大湖の一つオ

の最終アプローチに入って

のシラキュース空港着陸へ

（氷河湖）がたくさんあり、

レイクと呼ばれる細長い湖

リオ湖の南側でフィンガー

ました。場所的にはオンタ

れたジニバという街にあり

イサカから別マイルほど離

はコーネル大学の一部で、

立農業実験ステーション）

ＳＡＥＳ（ニューヨーク州

とにしました。本当に急で

定を切り上げて帰国するこ

いう気持ちで、急逢滞在予

戸の復興を手助けせればと

いっぱいで、少しでも、神

にして申し訳ない気持ちで

した。私は大変な時に留守

ことを大変心配してくれま

人々は、大学や神戸市民の

進めていた。体調も正常のように見受け

めることで、頑健な体質にその時点で、高橋様が腸いたします。
物を言わせて、六甲山をくの大手術をしてから、すで
まなく踏破し、調査を押しに川年近くが経過しており、

「山地の植生の遷移と土壌のできたことを、私は感謝しらかな顔を思いうかべなが

森を愛し、研究テーマもで大過なく神戸大学を退官在りし日の高橋様のおお

高橋様は生来の自然愛好官記念事業で高橋様に格別魂として永久に生き続ける
家で、とりわけ山が好きで、のご配慮をいただき、お陰と信じます。

日というときに忘れもしな

ました。滞米生活も残り９

でも私生活でも充実してい

高橋様が大学で卒業論文頂を出発点として農学部を進の研究指導に期待をもつ
を作成するのに相談にのっ終着点とする恒例の農学部て、将来に大きな夢を描い
たのをはじめ、卒業後、大の六甲山マラソンを自ら主ていた矢先、再び悲痛な病
学に残ることを勧めたのも催するなどして、元どおり魔におそわれ、高橋様はさ
私で、それ以降測年に近いの元気な様子がうかがえるぞ無念であったと思います。

喉はカラカラ。その時ふと

いあの忌まわしい大震災が

で共に研究した間柄で、恩一昨年（平成６年３月）、ふれる人間性は、同僚はじ

間にわたって、土壌学講座ようになった。しかし、高橋様の温情あ

見上げた空、あＩ、カリフ

やってきました。連日テレ

２月下旬から３月は、花が
あり、アイビーリーグに属

咲き乱れ、デーピスが最も

１９９３年８月９日夕

る姿勢、松ちゃん流の研究
の到来とともに大きな濃い

美しい季節となる。また夏

し出されました。研究所の

ビで悲惨な神戸の光景が映

半で松ちゃんの研究に対す
室の運営方法はよく解り、

の１つです。私のいたＮＹ

するアメリカでは古い大学

ているようで恐くて仕方が
なかった。この松ちゃん、

度を下げ、ニューヨーク州

方、私を乗せた飛行機は高

か月ぐらいはいつも怒られ

りに高い建物もほとんどな
青い空が戻ってきた。空に

ービス校と言えば、農学関

全く当てにならない。吃月

とたくあんをこよなく愛す

が明けて洪水で道路も圃場

から雨、雨、雨、そして年

測度以上の日も珍しくはな

をかけても夜９時で室温が

貌にこれまでの緊張がとれ、

ました。その温厚そうな風

教授自ら向かえにきてくれ

空港に着くとストーサンド

ょっと緊張していました。

りんご、ぶどう、トウモロ

農業地帯で、主要な作物は、

ーヨーク州の中でも有数の

有名です。この地域はニュ

風光明媚で観光地としても

を私は一生忘れないでしよ

を越えた親切な人々のこと

いいに来てくれました。国

義援金を携えて、お別れを

したが、たくさんの人々が

能のスポーツマンで、多く安心しておりました。

また、サッカー、テニス、られましたので、ガンの転
マラソンなどを愛好する万移の心配は無くなったと、

生成過程との関連性」を究ました。ら、心からご冥福をお祈り

係では全米でも有数の大学
人ずれをしていた。梅干し

も過去に多くの方々が訪
る女性の研究員の母親は日

かった。しかし、基本的に

迎えようとしている。家族

ーの前で最後まで待ちまし

荷物受取のベルトコンベア

たっても出てこないのです。

た。研究所には学部の学生

ながら研究を行っていまし

の農業と密接に関係を保ち

ＮＹＡＳＡＥＳでは地域

農学部が姉妹校になり、よ

力により、コーネル大学と

当されている先生方のご尽

農学部の海外学術交流を担

した。とって、体力が回復してか

なった。医者は、本人には六甲山の現地調査の打合
告げていなかったが、ガンせのために、昨年（平成７
の転移については、何とも年）の５月中旬に高橋に電
言えないというような説明話した際、体調が思わしく
で、病後のことが気掛りでないので、しばらく休養を

かり、直ちに腸の大手術とったものと推察されます。

ところが、高橋様はⅢ年執筆などで多忙をきわめる
ほど前に異常な血便を催し、日程となり、その上、未曾
診断の結果、悪性の病魔に有の大地震が重なり、心身
とりつかれていることがわともに極めて負担が大きか

った。橋様は講義、研究、論文の

の仲間や学生から信望があしかし、私が退官後、高

問・留学されていたのでご

朝と真夜中は涼しく、た乾

こうして、わたしの一年

むヘノＯ

も冠水した。「昨日、洪水の

ガーレイクのほとりには小

コシ、レタスです。フィン
す。

ほっとしたのを覚えていま

ため停電して、暖炉に薪を

燥しているため温度の割に

タカナ一覧表がある。読売

くべて暖房と明かり取りを

本人、彼女の実験台にはカ
ジャイアンツやガンバ大阪

簡単に紹介させていただく。

デービスはサンフランシス

やすかった。二度目の夏が

は日本よりはるかに過ごし

半のアメリカ滞在は終りを

したんだよ。」と日本へ電話

さなワイナリーがいっぱい

の帽子をかぶった学生たち

ほっとしたのもつかの間、

コから北東へ約９マイル、

終わろうとする頃、私のア

迎えました。

した数日後、阪神大震災。

あり、どこでも試飲させて

サンディエゴの知人からの

アメリカ流の手荒い歓迎が

くれます。

が、竹内マリアの曲をバッ

待っていました。飛行機に

カリフォルニア州の州都サ

メリカでの研究生活も終わ

預けていた荷物がいつまで

へは地震の６時間後に連絡

一人でも多くの人がこれを

り行きやすくなりました。

最近、新家先生を中心に、

った。大きな青い空のもと

いたし、松ちゃんの門下生

連絡で、あわてて日本へ電
話をしたところ、幸いにし

で。

クに研究にいそしむ。日本
産のおかきの大きな缶は一

の無事が確認できた。大学

てその日の内に両方の両親

人の訪問者の持ってきた土
日でからつぼ。私がいった

クラメントの近郊に立地し
大学町である。州都サクラ

とき日本人の研究者が３人

にカリフォルニア米を運河

でしたので、静かで、かつ

はいず、大学院の学生だけ

られることを期待します。

機会にコーネル大学を訪ね

集成し、「アカマッ林の遷移話になるとは夢にも知らず、

幸い、予後の回復は順調ら調査にかかりたいと高橋
で、間もなく、高橋様は研様は言っておりました。こ
究を再開して、その成果をれが、高橋様との最後の会

ることができませんでした。

最後に、この留学に際し、

たがその日は荷物を受け取

ティブでした。彼らはこの

研究に関しては非常にアク

六篠会から旅費の一部を援

も４月に帰国し、神戸にも

雰囲気を「プロフェッショ

助していただきました。遅

が付き、電話に出て下さっ

最後になりましたが、渡

ご尽力のおかげで荷物は２

結局、ストーサンド教授の

ナルな雰囲気」と呼び、誇

は日本に多数いるらしいの

航にあたり六篠会から海外

週間後に無事に手元に帰っ

りにしていました。学問に

を経て日本に送っていた積

で、あんたの部屋も水ぴた

学術活動援助金を頂きまし

のアメリカ生活はこうして

てきましたが、１年６ヶ月

青い空が戻りつつある。

松ちゃんに最初に与えら

しや。」と、教えて下さった。

深く感謝いたします。

た。関係各位、諸先生方に

謝申し上げます。

れ馳せながらここに厚く感

「もうなにもかも無茶苦茶や
れた課題は、「日本の大学と

デービスの空の下で、「あっ、

それから３日間、雨模様の

ついていえば、学生は教官

た隣の研究室の中田先生が、

サクラメントを中心とする

アメリカの大学のどこがど

ションしていました。自由

と対等の立場でディスカッ

もしれない。

周辺地域セントラルバレー

う違うのか見て帰りなさい。

あそこが、…あ－」、言葉に

コーネル大学はニューヨ

で、この状況は当たり前か

は、別名トマトバレーとも

よく言われるように、高校

ならない声を発しつつ真っ

ーク州のイサカという街に

み出し港として記憶されて

呼ばれており、米よりもむ

生までは日本の学生の方が

黒な神戸の空と壊れた街を

と土壌の理化学性との関係休養をとって病状が快方に
に関する研究」として、名向っているものと思い、様
古屋大学から農学博士の学子をうかがいがてら、そる
しろトマトの産地である。

よくできるのに、大学生に

始まりました。

シ、大豆、ワイン用のプド

それ以外にも、トウモロコ

いる方も多いと思う。この

今、１９９６年の初夏を

一昨年の日本の米不足の際

メントは米どころであり、

ている人口５万人あまりの

存じの方も多いと思うが、

私の留学先は、カリフォ

の一つであり、本学部から

い出は数多い。私が定年を迎えた際に、退め多くの教え子の胸の中に

非常によい経験であった。

ォルニアの空はなんて青い

▲

玉城

仕事を放れて日本語になる

植物資源利用化学研究室

と、人が変わった様ににこ

生物機能化学科

いので、狭い日本しか知ら

認マ陵

ない私たちには信じられな

’
にこ顔の好々爺に変身する。

の

いほどの大きな大きな濃い

んだ。空気もよく、また周

平成8年8月10日

阪神、淡路大震災を振り返って

学院学生を登校させ、授業
互いに避難所生活中のこと

です。私自身もその場に出

語り合う機会がもたれたの

やその後の安否を涙と共に

平成七年度前期授業は授

計画が説明された。

業開始一週間前に大教室が

平成６年度庶務報告

震災によって物心両面で多

平成七年一月十七日の大

い命を奪われましたが、こ

七名を含む）が不幸にも尊

名、学生三十九名（留学生

神戸大学では、教職員二

春の限りない想いを永久に

学問への情熱と輝かしい青

たちは諸君一人ひとりの

つぎけてほしい、（中略）私

を抜粋し、ここでご報告し

の中の農学部に関すること

に集録されております。そ

学における事実経過が詳細

それには大地震後の神戸大

を分かち合い、今まで予想

地域住民と大災害の苦しみ

ての避難所が解消するまで、

成七年十一月三十日まで全

被災者の避難所として、平

め神戸大学の多くの学部が

この様に、農学部をはじ

とでした。記念植樹は農学

をこめて記念植樹をするこ

ように、農学部に感謝の意

（代表者亀川博氏）とある

の記念とさせてただきます」

を皆さんと迎えられた復興

ともに今日一周年記念植樹

方々の人のやさしさを知り、

てきたのも、支援された

ついての打ち合わせ

平成６年度定期役員会に

於Ｆシｚ⑫四○×

学内常任幹事会

平成６年４月肥日

に災害対策本部が設置され

することができたと思いま

おり、大震災の記念の一つ

部玄関東側の前庭にされて

平成５年度会計報告

平成５年度経過報告

於金龍閣

平成５年度定期役員会

平成６年４月路日

た。農学部の大会議室、中

震災関連の援助について

いて

その他

震災に対する援助関連

ついての打ち合わせ

その他

学内常任幹事会

平成７年度定期役員会に

於小会議室

ついての打ち合わせ

その他

石井尊生先生

金地通生先生

８／釦～８／釦（フランス）

生物機能化学科

学術講演会援助

生物環境制御学科

生産環境情報学科

植物資源学科

慶弔関連

その他

応用動物学科

についての主旨・利用法

六篠会の学術関連援助金

教官会議Ｃ川

平成７年５月吃日

竹田真木先生

農学部受電設備並びに配

於農学部小会議室

平成６年Ⅲ月Ⅳ日

平成６年度定期役員会

平成６年志緯罹過報告

於愛蓮

平成６年度会計報告

平成７年古暁恢員選出

平成７年度事業計画

ついて

会則および代議員制度に

その他

六篠会入会金納入の催促

平成７年６月Ⅲ日

海外渡航援助金申請〆

平成７年６月陥日

学内常任幹事会

平成７年９月４日

海外渡航援助の選考

於小会議室

いて

高橋教授学葬援助金につ

その他

代議員制度について

学内常任幹事会

平成８年２月銘日

於小会議室

いて

平成８年度役員総会につ

ついて

退官教官の記念品授与に

代議員制度について

準備

入学式（記念品配布）の

学内常任幹事会

平成８年３月四日

於中会議室

（学葬）

弔電高橋竹彦先生

平成７年９月１日

高橋竹彦先生

弔電・献花

平成７年６月抑日

弔電伊藤和彦先生

平成７年５月１日

祝電西羅寛先生（叙勲）

平成６年Ⅱ月７日

過ぎた平成八年一月二十日、

（兵Ｚｌ５）

平成７年５月陥日

平成７年４月調日

（白狭恥科学研究科教官）

白井康仁先生

の説明

平成６年Ⅲ月錫日

芦田均先生

宇野知秀先生

平成６年９月妬日

海外渡航援助

学術交流援助関連

平成７年５月８日

その他

庶務報告

を再び感じて感涙しました。

席して、「人の心の暖かさ」

常化した。しかし、前述の
その集まりの主目的は、「私

１９９５．５．賂
平成６年４月６日

使用できるようになって正
ように、中会議室の避難所
励まし、悲しみを乗り越え

達が今日あるのもお互いの

大の被害をうけられた六篠

留めるためにこの碑を建
ておきたいと思います。ま
もしなかった種々な体験を

六篠会幹事長新家龍
が解消するまでは、集中講

会々員の皆様、又今なおそ
れらの犠牲者を偲んで慰霊
立する」と刻み込まれてい
「平成七年一月十八日農学部

ず、事実経過を追いますと、

入学式（記念品配布）

義や大学院セミナー等は他

の痛手からの脱却に日夜努
碑が六甲台本館前庭に建立
ます。

「兵庫県南部地震による震災

平成６年度役員選出

生物機能化学科

学術講演会援助

植物資源学科

生産環境情報学科

慶弔関連

弔電加藤肇先生の御尊

農学部において大変印象的

線工事に伴う特別援助に

弔電・花輪岩田久二雄

平成６年岨月Ⅲ日

先生

平成６年吃月鋤日

弔電・花輪水野進先生

弔電猪俣涼一氏

平成６年３月鋤日

（兵Ｐｌ吃）

１９９６４

平成７年度庶務報告

いて

平成７年度役員総会につ

その他
学術交流援助関連

皿〆賂～Ⅲ／別（フィリピン）

海外渡航擾助

件件件件件件

の教室を振替使用した。」

力を重ねておられる皆様に、

の除幕式が行われました。

され、去る三月十五日にそ

の記録」を刊行しました。

として永く残るものと思い

平成６年５月測日

ものがありました。今回の

その他

海外渡航援助の選考

はありませんでした。この

弔電小林央往氏（山口

父

機会を借りて、心から感謝

大学農学部教授》兵Ｚｌ５）

十七日に始まって以来、二

ついて

平成６年９月翠日

月二十六日に解消し、農学

学内常任幹事会

平成６年９月８日

六○日余の避難所生活が続

な行事がありました。それ

その他

六篠会入会金納入の催促

部の最後の避難所となった

また、大震災から一年が

いたことになった。

は農学部に避難していた

弔電中島英夫氏
一方、農学部の教育・研

人々が、再び農学部学生ホ

平成６年９月吃日

究面については、水道及び

学内幹事会

於農学部中会議室

農学部受電設備並びに配

線工事に伴う特別援助に
ついて

平成７年２月８日
学内常任幹事会

於農学部小会議室

震災関連の対応について

入学式（記念品配布）

平成７年４月６日

学内常任幹事会

平成７年度定期役員会に

於小会議室

平成７年４月吃日
於Ｆシｚの国○×

学内常任幹事会

平成７年度役員総会につ

平成７年３月銘日

合同慰霊祭

平成７年３月９日

26
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その他

心からお見舞いを申し上げ
その碑文には、「友よ神戸

また、神戸大学では最近

ますと共に復旧の一日も早

大学をそして世界を見

この間、六篠会は緊急学

平成６年度事業計画

す。

致します。

からんことを心からお祈り
会議室及び大教室で被災避

会則および代議員制度に
ついて

ることのできない苦しみを
共にした私達は、この貴重

その他

ます。被災者の誰もが忘れ

な体験を将来への「心の糧」

応用動物学科

度会計の予備費から被災学

として永く大切にしたいも

定年退職六篠会役員の祝

その他

内幹事会を開き、平成六年
生への学資援助金として二

のです。六篠会報第十一号

賀会於金龍閣

難住民が、又自然科学研究
避難生活を開始した。一月

ら農学部活動特別援助費と

十五万円を、又特別会計か

の発行に当り、今回の大震

科には被災学生がそれぞれ
二十日に避難者名簿が作成

して二十万円をそれぞれ支

災後の主な経過を概略させ

六篠会入会金納入の催促

生物環境制御学科

され、キャンパス内に簡易

出することとし、直ちに実

平成６年４月鋸日

トイレ十五基が設置された。

施しました。また、六篠会

ていたザきましたが、六篠

早くから使用可能であった

会の皆様のご健康とご多幸

農学部の電気設備は比較的

お見舞いや義援金が届けら

員をはじめ全国各地からの

平成６年７月刈日

であり、ガスの復旧は三月

御遺族様

平成６年４月四日
弔電故伊澤伍郎先生の

が、水道の復旧は二月二日

於Ｆシｚ⑫国○×

学内常任幹事会

大屡災で「人の心の暖かさ」

（平成八年五月記）。

を心からお祈り致します
平成七年四月三日に大教

をこれ程までに感じたこと

平成６年８月幻日

れ、被災者の胸を強く打つ

いて大会議室の避難所は六

一日であった。

5

5

5

0

0

0

の意を表したいと思います。

平成６年８月Ⅲ日

件件件件件件

蕨~詞

室の避難所が解消した。続

可

ールに集まったことです。

Ｆ

墨〆．，

ガスの供給がストップした
ため、平成七年一月二十九
日まで全面的に休講となっ
た。一月三十日から授業は
再開されたが、大災害の中
で登校するのは極めて困難
であった。二月二日以降の
平成六年度授業について、
の講義及び後期の期末試験

学部学生は専門科目の残り

の提出をもって代えた。卒

はテーマを与え、レポート
業研究指導は指導教官の指

I

《云

一ハ

、

中会議室が解消したのは九

1
＆

月二十五日であった。一月

昏

’

示により行い、大学院学生
の試験は平常点をもって代
えた。二月二日に学部・大

●
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六篠会平成6年度学術振興基金決算報告書

六篠会平成6年度一般会計決算報告書

収支対照表

収支対照表
前年度繰越金
本年度入金
合
計

本年度支出金

8,279,178

5,899,411 次年度繰越金

560,799

１１

2,940,566

8,839,977

合

計

前年度繰越金
本年度入金
合

8,839,977

項

5,411,106

計

預

金

利

雑

収
合

決算額

予算額

目

37,516,806

’

合

計

2,020,000
35,496,806

37,516,806

項

2,940,566

前年度繰越金

32,105,700

32,105,700

4,800,000

4,950,000

一般会計からの繰り入れ

4,250,000

4,250,000

900,000

902,580

子

60,000

44,761

入

3,000

2,070

8,703,566

8,839,977

計

預

予算額

目

農学部・農場活動援助費
一般事業
費
一般事務
費
会
議
費
旅
費
慶
弔
費
神大学友会経費
学術振興基金への繰り入れ
予
備
費
合

計

550,000

1,650,000

1,432,769

1,000,000

938,228

200,000

176,107

30，000

17，010

200,000

251,936

100,000

12,000

4,250,000

4,250,000

723,566

651,128

8,703,566

8,279,178

子

計

項

目

合

決算額

予算額

計

750,000

600,000

750,000

420,000

500,000

1,000,000

35,255,700

0

37,255,700

2,020,000

収支対照表

前年度繰越金

35,496,806

本年度支出金

770,000

本年度入金

1,241,053

次年度繰越金

35,967,859

合

計

36,737,859

項

合

計

36,737,859

予算額

目

前年度繰越金

計

1,161,106
37,516,806

収入の部

六篠会平成7年度一般会計決算報告書
収支対照表
前年度繰越金
本年度入金

900,000
37,255,700

六篠会平成7年度学術振興基金決算報告書

’

合

利

学術交流援助費
学術活動援助費
予
備
費
保
留
金

決算額

550,000

金
合

支出の部

支出の部
項

決算額

予算額

目

2,940,566

前年度繰越金
入
会
金
名
簿
売
上
金

’

本年度支出金
次年度繰越金

32,105,700

収入の部

収入の部

I

(8)

決算額

35,496,806

35,496,806

800,000

560,799

本年度支出金

3,964,658

一般会計からの繰り入れ

800,000

5,339,924

次年度繰越金

1,936,065

預

1.200.00

’

37,496,806

’

5,900,723

合

計

金

5,900,723

収入の部

利

子

合

計

項

目

441,053

36,737,859

支出の部
項

予算額

目

前年度繰越金
入

会
金

利

収
公

学術交流援助費

750,000

300,000

金

5,100,000

5,280,000

500,000

220,000

子

60，000

30,494

250,000

250,000

入

3,000

29,430

5,723,799

5,900,723

学術活動援助費
学
資
援
助
費
予
備
費
保
留
金
,△

支出の部

計

ロ

予算額

目

農学部・農場活動援助費
一
般
事
業
費
一
般
事
務
費
会
議
費

500,000
35,496,806
37.496.806

550,000

1,900,000

575,326

1,200,000

1,083,058

200,000

163,880

100,000

46,540

慶
弔
費
神大学友会経費
学術振興基金への繰り入れ

300,000

482,854

100,000

63,000

前年度繰越金

1,936,065

800,000

800,000

入

金

5,100,000

573,799

200,000

預

子

30,000

5,723,799

3,964,658

雑

予

備
合

費
計

770.000

決算額

550,000

費

旅

決算額

560,799

ロI

項

予算額

560,799

言キー

ロ

決算額

００

預

雑

六篠会平成8年度一般会計予算（案）
収入の部
会
金

利
収

合

入
計

30,000×170

3,000

7,069,065

支出の部

六篠会平成8年度学術振興基金予算（案）
35,967,859

一般会計より繰り入れ

800,000

金

利

合

子

計

学術活動援助費
予
備
費
保

留
合

金
計

500,000

37,267,859

支出の部
学術交流援助費

農学部・農場活動援助費
一般事業費

1,250,000

農学部長会議援助700,N0を含む

1,650,000

一般事務費

1,200,000

名簿入力費
50，000
会報発行費
1,000,000
各種活動援助費 100，000
図書館援助費
200，000
卒業祝賀会援助費 300,000

会

収入の部
前年度繰越金
預

’

450,000

500,000
500,000
35,817,859

37,267,859

15,000×3

20,000×15、シンポジウム援助

議

費

200,000

旅
費
慶
弔
費
神大学友会経費
学術振興基金への繰り入れ
代議員制度総会費用

50，000

予

備
合

費
計

300,000
100,000
800,000
500,000
1,019,065
7,069,065

環境整備費を組み込む

’
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