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ますようお願い申し上げます

六篠会会長新家龍

｜

に来訪の時は是非ご覧下さい。

創立帥周年記念行事のハイ
ライトである記念祝賀会は、５

ぎまで、木漏れ日のさわやかな

月晦日の午後４時から６時す
農学部研究棟南庭で開かれま

創立釦周年記念行事の印象

平成加年如月６日から９

地元業界代表者等の招待者

した・上記来賓の方々並びに

日まで六甲台講堂で開講され
ました「記念講義Ｉ別世紀の
農学ｌ」は、現在各分野で活

われました・篠山の地で創立

名の参加者があり、盛大に行

と六篠会員を含めて約３５０

なる講師陣で行われたことが

躍中の賜名の卒業生のみから
特徴であり、在学生は勿論の
されて六甲台に移転し、現在
別年の歴史を振り返るのに、

の農学部にまで発展してきた

こと一般の方々を含めた受講
の記念講義集も大好評でした
のに極めてふさわしい記念祝

又出席者の相互交流を深める

者は４５２名にのぼり、その際

また、平成ｎ年になって２月に

賀会であったと思います。

発行された「農学部帥年の歩
み」は、５月咽日に開催された

園交響ホールで開催された学

さらに、６月６日に篠山の田

術講演会「虹世紀への飛翔ｌ

記念式典、祝賀会等の出席者
に配布されました。農学部帥

真の豊かな暮らしを求めてｌ」

年の歴史の概略が分かり、参
考に資しているものと思います

は、六篠会主催、農学部、篠山市

され、５００名以上の参加者

商工会及び農協の共催で開催

５月喝Ｈは好天候に恵まれ
文部省、兵庫県、神戸市等から

がありました・時恰も４月１

の来賓をはじめ神戸大学の西
塚学長、各学部長並びに学友

かりであり、松中、辻、保田各

日に新生篠山市が誕生したば

年

会長、ＫＵＣ運営委員長、各同

教授のそれぞれ専門分野の講

窓会長等多数の出席者を迎え
て農学部講堂で鴫時から記念

演に加えて、瀬戸亀男新篠山
もいえる講演が開かれたのは、

市長の力強い施政方針演説と

式典が厳粛に行われました。
祝辞を述べました。続いて、西

六篠会からは会長が代表して

全員に強い印象を与えました

篠山市民ばかりでなく参加者
また、「久しぶりに篠山で学術

塚泰美神戸大学長と（財）進化

講演らしい講演を開くことが

生物学研究所主任研究員の
湯浅浩史氏（昭和詔年兵庫農

出来た」という声も主催者に

大卒）による記念講演会が開
かれ、生命科学の真髄にせまる

講演会終了後、新丹波荘で篠

とっては嬉しい限りでありました

山市長を含む地元関係者と

感動的な講演内容で出席者の
心を打ちました。その後、講堂

たれ、和やかなうちに時の経つ

六篠会関係者との交流会がも

の北側（セルペルセコィァ）と東

側（紅白の梅）に記念植樹が行
われました・農学部キャンパス

位のご協力により、支部活動
国的に実施して行きたいと考

戸大学農学部農学部長

六甲台への学舎移転、そして

賜物であり、心から感謝いた

の皆さまの絶大なるご支援の

務局のご理解はもとより、本

昭和仏年春の兵庫農科大学

どう歩んで行くべきかというこ

学部の先輩諸先生方の血の

特別講演会、記念植樹、祝賀

の廃止にいたるまでの経緯は、

とであります。今、近い将来の

後から、その後の学科と講座

園遊会、そして６月の農学部

「兵庫農科大学史」に詳しく

開学刎年の足跡を記録した

資源の枯渇、食糧危機、環境汚

平成岨年如月の別周年

発祥地（篠山）学術講演会と

述べられていますが、当時の社

樛むようなご努力と卒業生

続いた一連の記念事業は、将に

会状況に照らしてみますと、

ざたされています。バブル経済

染の問題などが大きく取り

の増設、兵庫農科大学短期大

大成功のうちにその幕を閉じ

それらの一つひとつがいかに壮

学部の併設、国立移管に伴う

の皆さまのご努力とご支援の

ました。ひとえに六篠会会員

大であり、いかに困難な事業

私は、思いもかけず、この大

であったかを容易にうかがい

う気がいたします。国立大学

が崩壊して、わが農学部の出

紀の農学はいかにあるべきか」

農学系学部長会議は、「幻世

番がようやくやって来たとい

学生であった方々の激しく、熱

知ることができます。また、当

い情熱が感じ取れるのであり

時の諸先生方ならびに当時

ずの状態です。誠に借越では

きました。未だ興奮覚めやら

ございますが、ここに私の式

は本学部と工学部および理

科が設置され、昭和詑年に

昭和仰年に大学院農学研究

その後、息つく間もなく、

全技術に係わる自然科学・社

保続的な生産利用と環境保

土地・水圏・生物資源の持続的．

全体の生存と幸福を目標に、

ます。すなわち、「農学は人類

について次のようにまとめてい

ます。

（創立帥周年記念式典式辞、

思います。

学部の三学部を母体とする

を含めた研究・教育を行う学

会科学の基礎から応用まで

問分野」であります。私もま

置され、ようやく博士課程

を持つ学部となることができ

言葉でいいますと、「土・水・空

ったく同感であります。私の

大学院自然科学研究科が設

多数のご来賓、卒業生、教職

ました。また、平成５年には

新緑の溢れんばかりの今日、

員のご臨席を得まして、神戸

気・太陽をうまく利用し、生

農学の進展や、社会状況の変

きとし生けるものの幸せに貢

化に対応することを目的と

して本学部の改組を行い、さ

とになります。しかし、これは

献するための学問」というこ

式典を挙行できますことは、

本学部として誠に慶びに堪え

についても平成６年の第一次

野でありまして、一つの農学部

あまりにも幅の広い学問分

らに大学院自然科学研究科

改組および今年度にほぼ完

申し上げます。

本学部は、今をさる卵年前、

ひとりがこの基本線に沿って

成しました第二次改組を経

努力し、どのような研究にし

昭和型年に、多紀郡篠山町、

自画自賛のそしりを恐れ

どとてもできません。教官一人

ずに申し上げますが、このよ

とによって、そしてその集積に

る突出した成果をあげるこ

ですべてをカバーすることな

ました。その後、兵庫農科大

うに、本学部は創立以来、着

て今日の姿となったわけであ

学と名称を変更したあと、昭

実に発展してまいりました。

現在の篠山市において兵庫県

和“年に国立移管され、神

そのすべては、文部省、本学事

ります。

戸大学農学部となりました。

よって学部の新たな飛躍が生

兵庫県立農科大学の開学前

立農科大学として開学され

ないところであり、深く感謝

大学農学部創立卵周年記念

遠くから、またご多忙のなか、

１

大教室伽）

平成ｎ年５月妬、、農学部

せを今一度味わってみたいと

辞と挨拶を再録し、望外の幸

事業に深く関わることがで

さて、わが学部は、これから

しております。

しております。

賜物であり、心から感謝いた

始まり、本年５月の記念式典、

’

記念講義「型世紀の農学」に

創立印周年事業をおえて加藤征史郎

神

のも忘れておりました。

て印象を述べましたが、昨年農

えております。目下その準備

の拠点つくりを、出来れば全

学部創立帥周年記念事業委
絡を待っております。

中の会員の皆様には是非ご連

では、それぞれ記念行事が行

会長に再選されましたご挨

ネ

以上記念事業の諸行事につい

員今示発足してから今日まで、そ

おわりに

れぞれ担当理事、委員及び関係

各位には格別のご尽力を頂き
ましたことをこの紙面を借りて
改めて厚く御礼申し上げます（

平成ｎ年は新制大学創立
帥周年を迎える年に当たり、

本年度の六篠会代議員総会は、

われてきました・５川妬日の

平成ｎ年度代議員総会
並びに新役員の選出

４月中に開催されるべきところ、

５月調日には文学部の記念式

農学部記念式典等に続いて、

神戸大学の各学部及び同窓会

創立別周年記念事業が行われ

館で開催され、六篠会からは

典等が滝川記念学術交流会

たこともあり、止むを得ず７
いて開催されました・主な議

月３日に農学部大会議室にお

さらに、、月９日には法学部、

会長が代表で出席しました。

経済学部及び経営学部創設

題は、平成、年度事業並びに
画並びに予算案、平成ｎ年度

別周年、経済経営研究所創設

決算報告、平成ｎ年度事業計

帥周年及び国際協力研究科

の新野幸次郎会長（元神戸大

役員選出等でありました。また、

学長）が挨拶され、「国立大学

今回の卵周年記念事業の経

正式の報告は本六篠会報で行

の独立行政法人化」の話題が

博士課程完成記念学術講演

われることで了承されました。

取り上げられました。その功

過並びに決算報告も同時に予

次に、本代議員総会の重要

罪は別として、将来同窓会の

会が六甲台講堂で開催され、

議題として新役員の選出があり、

在り方も再考すべき時に来て

定しておりましたが、順序とし

六篠会規則に則り、役員の選出、

いるとの指摘がありました・わ

した・その際、神戸大学学友会

役員の互選による会長の選出

六篠会から会長が出席致しま

等が順次行われ、本会報に掲

が六篠会でも、神戸大学同窓

ることが時間的に無理となり、

載されている通りの新役員が

会の一員として将来のあるべき

て記念事業委員会の了承を得

決定されました・これから２

神戸大学及びわが農学部の

姿について熟慮すべき時である

さらなる発展のためにも、この

と感じた次第であります。
ましたので、会員各位にはこれ

紙面を借りて、六篠会が一層の

年間、新役員会によって六篠会

まで以上のご協力とご指導を

貢献ができるように会員各位

活動が推進されることになり

ます。また、本年度の活動方針

お願い申し上げる次第であり

拶をかねて、また帥周年記念事

のご協力とご尽力をお願い申

成加年蚫月発行の六篠会報

の一つとして「六篠会支部設置

参照）に従って、支部活動の援

業に対する皆様のご協力を重

し上げたいと存じます。

助と新しい支部の発足に対す

一層のご活躍をお祈り致します

ねて感謝しつつ、六篠会員各位の

及び運営に関する規定」（平

とが了承されました・会員各

る積極的な援助を推進するこ

L

農学部創立印周年記念
事業を成功裡に終えて

はじめに
六篠会の皆様には益々ご健
勝にてご活躍のこととお慶び
申し上げます。さて、昨年岨月

の創立記念講義から始まりま

した農学部創立別周年記念
事業は、農学部との共催で関
係者各位並びに六篠会会員の
絶大なるご協力により、計画通

りに遂行され、本年６月発祥
地（篠山）の学術講演会をもっ

てすべて成功裡に終了するこ
とが出来ました。又、篠山の学
術講演会では、現在進行中の「篠

山城大書院復元事業」に対す

る寄付金別万円の贈呈式も
行い、これまで篠山の皆様に頂

いたご厚情に対して感謝の意
を表することが出来ました。
さらに、募金総額から、最初

予定していた金額よりは少な
くなりましたが、六篠会学術振

興基金へ２４０万円余を繰り
入れ、将来への活動基金とする
ことも出来ました。これ偏に、ご

協力頂きました皆様方の並々
ならぬご尽力の賜であり、心か

ら感謝致しますと共に厚く御
礼申し上げます。記念事業実
行委員会からの経過並びに決

成

算報告等が本会報に詳細に掲
載されておりますので、ご一読

を

いただければ幸いです。今回の

業

募金にご賛同頂きました会員
各位には、記念品をお渡しまし

たが、辰
又御礼状と報告書を送
付するのが本来ですが、本会
報の紙面を借りてご芳名を掲
頂きましたのでご了承下さい

載して感謝し、簡略化させて
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います。私どもは、創世紀の

幻世紀はもう、前に迫って

まれるものと確信しております

るさと」、篠山から旅立ったの

慈しみ、育んでくださった「ふ

のですから、丁度はたちの歳に

れ、昭和仏年に神戸に移った

の碑を訪ねました。今日もき

に「我等が冑春ここにあり」

駅に着きました・何年かぶり

っています。

した。誠に有り難いことと思

－んと胸に迫って来るものを

私は、この碑文の前で何かじ

した。「我等が青春ここにあり」・

て何度となく聞かされてきま

の暖かさ、やさしさなどについ

青春という思い出、町の人々

私どもはといえば、篠山市の

っていただきたいのです。そして

戸市に出て増殖していると思

生まれ育った特産物の一つが神

ていただきたいのです。篠山で

つに神戸大学農学部を加え

祈りいたします。また、本日の

市の益々のご発展を心からお

最後になりましたが、篠山

ございます。

別の思いを抱いているからで

の「ふるさと」に私どもは特

心強く思った次第です。ただ、

いた同窓生、農学部教官も多く

加万円以上の協力をいただ

付をくださった卒業生はじめ

には、個人で１００万円のご寄

研究分野名が分かりますので、

現在の学科名・講座名・教育

講座の変遷図を辿って下されば、

のご支援によりまして、少し

先生方のご努力、卒業生の方々

での学生生活を経験していま

私自身は、残念ながら、篠山

れいに清掃されていました。

いのですが、篠山の特産物の一

ります。私は是非お願いした

など、たくさんの特産物があ

篠山には「山の芋」や「黒豆」

巡り、世は移っても、「ふるさと」

だきたいと思っています。時は

きる限りの協力をさせていた

お役に立つことがあれば、で

意を表しまして、私の挨拶とい

篠会記念事業会に敬意と謝

大変なご尽力をいただいた六

学術講演会の開催に当たり、

若い世代の方を役員、代議員

の上で考えねばなりません。

ついては、今後の同窓会の活動

協力が比較的少なかった点に

はなかったのですが、私ども学

については当初の事業予定に

が挙げられます。実は、これ

の環境を少し整備できたこと

記念行事のおかげで、農学部

実行委員の望外の喜びは、

私どもの使命を果たすべく、

せん。しかし、卒業生の方々か

今朝、私は少し早く篠山口

日本を、そして仙界をしよって

帥歳となりました。先輩擶

でございます。それから訓年

何かとご利用ください。

ます。この若者たちとともに、

立つ多くの若者を繭かってい

卒業後加年未満の方からの

地道な努力を重ねながら、新
ずつではありますが、「ふるさ

ら篠山時代の、これがまさに

感じていました。

たな、そして輝かしい別年、１

と」の皆さまのご期待に沿う

解頂き、農学部玄関ピロテイ

内の同窓生のわがままを了

べく着実に発展してまいりま

加わって頂き、世代、年代を超

壇を設けることができました。

ー前の植え込みを整備し、花

として日ごろの同窓会活動に

えた親睦を図っていくことが

たします。有難うございました

うと考えています。皆様方の

はやはり「ふるさと」です。こ

大切だと感じた次第です。卒

花壇の管理については、在学

W

式辞といたします。有難うご

生から園芸愛好学生を募り、

六篠会記念事業実行委員長王子善清

理解ご協力を特にお願いする

神 戸 大 学 農 学 部 創 立 別 周 年 記念行事を終えて

業後加年未満の同窓生のご

ざいました。

ております。これも学部長、

製作等本当に委員の方にはご

究棟南庭については、除草整

ろです。祝賀会場となった研

を申し添えます。とき折り折

ります。募金の協力者には、

りの美しい花を咲かせてくれ

記念になるものをと実行委

の憩いの場所として利用して

備を行った後でもあり、学生

予想を大幅に下回る結果と

員会で討議の末、記念の絵皿

いただくために芝生の種子を

るのを楽しみにしているとこ

と農学部の学科・講座の卵年

えなかったのではと、慰めてお

の歩みを製作し、ご送付いた

播種しました・おかげで、手

も栄えることと心待ちしてい

しました。どうぞ、記念の絵

ます。芝生の管理についても、

かな美しい芝生となり、学舎

として大変幸せです。芸術的

学部学生や教職員で当番制

入れさえ怠らなければ緑豊

センスの乏しい私どもとしては

皿をご自宅の飾り棚に飾って

なかなかの出来栄えだと自我

記念事業に参加できなかった

お願いしているところです。

同窓の方も、ぜひとも花壇や

で管理をしていただけるよう

甲への移転当時の学舎だと思

所がありますが、篠山から六

照）大学へお立ち寄り下さい。

芝生の見学をかねて（写真参

自賛しております。ただ刷り

ます。卵年の歩みについては、

りにくいとの批判に応えるた

の専攻した教室の関係が分か

上げ、重ねて、ご協力を賜った

り組んだ結果であると申し

学部・同窓会が一体となって取

に終えることができましたのは、

今回の記念行事を盛会裡

お待ちしております。

めに、開学以来の講座の変遷

農学部関係者及び同窓の方々

告とさせていただきます。

に御礼を申しあげつつ、ご報

です。編集に当たっては農学

なりました。同窓生にとっては

部の事務の方に大変お世話に

が分かるように編集したもの

学部の学科・講座編成と自分

多くの卒業生から現在の農

って下されば、ありがたく思い

込みの写真が古く、見苦しい

戴ければ、実行委員のひとり

なりましたが、これもやむを

の先生方のおかげであること

管理をお願いすることになっ

協力をいただきました・その

事務長はじめ農学部のすべて

からの募金は、時節柄、同窓生

ご協力を頂き、農学部との密

を設定し、事業を計画いたし

からの申し出によって受け付

次第です。また企業・団体等
学部発祥の地、篠山での学術
講演会を最後にすべての行事

先般の神戸大学農学部の
を終えることができました。

年６月６日、丹波田圃交響ホ

創立帥周年を祝う式典、祝
本当にありがとうございました

接な連携のもとに六篠会の

ました。結果は記念事業の会

けるという、当初の方針のため

（創立別周年記念発祥地篠

方のご健勝を祈念いたしまして

ようお願いし、ご列附の皆様

ご指導とご支授を賜ります

００年の歴史を築き上げよ

研究棟南庭の芝生

山学術講演会挨拶、平成Ⅱ

賀会等の記念行事に際しま
この間に募金活動、記念品の

ましたこと、衷心よりお慶び

時は夢中だったことでもあり、

ール）

まず、多紀郡四町の長年の
教職員諸氏には、絶大なご理解

しては、同窓生並びに農学部

申し上げます。本当におⅡ川
計画したすべての行事を盛会

学部の先生や実行委員の諸先

周

をもって篠山市が誕生いたし

悲願が成就し、本年４月１日

度うございました。また、神戸

輩には失礼があったかと思い
ますが、記念行事に免じてど

裡に祝うことができました。
上げます。盛り沢山な行事に

うぞご容赦のほどをお願い申

誠にありがたく厚く御礼申し

会等を挙行いたしましたが、
直接労をとって下さった、加藤

し上げます。

創立帥周年記念式典、祝賀
その際には篠山市長瀬戸様
委員の先生方、六篠会の理事

農学部長はじめ農学部運営

大学農学部は、先月喝日に

ならびに市民の皆さまから格

それぞれの行事の具体的

別のご配慮、ご好意を賜りま

募金活動、記念品の製作、農学

覧いただくとして、ここでは、

部の環境整備等について報告

な報告は各行事の記事をご

行事が農学部と六篠会の「創

ためて御礼申し上げます。この

世紀への飛翔」の跳躍台とな

させていただきます。募金につ

の方々及び実行委員に、あら

市と私どもの学部は、この記

いては、卒業生約６０００人の

した・学部を代表してあらた

念すべき年、すなわち篠山市

ます。

れば、この上ない幸せでござい

めて御礼申し上げます。篠山

印周年を同じ年に迎えるこ

の市制元年と私どもの創立

がり、準備委員会での行事内

計報告にありますように、１

うち半数程度の方が１口１万

容の立案、実行委員会での実

６４０万円の収入でそれでも

円のご寄付を戴けると見込

しを感じざるをえないのでご

施案等を経て、昨年蛆月の卒

考えてみれば２年半前に記

ざいます。

業生を講師とした在校生向

に十分でありました。募金を

事業費１４００万円を賄う

念行事の話が六篠会役員会の

私どもの農学部は、昭和

けの２単位の記念講義を皮

下さった方々には心から御礼

とができました。「やっぱりな

型年にここ篠山で産声をあ

切りに、本年５月巧日の式典、

申し上げたいと存じます。中

席でどこからともなく持ち上

げました。そして、昭和虹年

記念講演会、記念植樹、記念

といいますか、深い、深いえに

に国立大学に移管され、昭和

祝賀会、そして６月６日の農

あ」と申しますか、不思議な

“年に神戸市への移転が完

んで、一応目標額３０００万円

了しました。昭和型年に生ま
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農学部創立 印 周 年 記 念 式 典 土 田 広 信

学長挨拶では、丹波篠山の
場（伽講義室）で記念講演

典終了後、引き続いて同じ会

実行委員の先生方、同窓会

ラバゴスよりはるかにスケールの

て固有生物の宝庫である。ガ

大きい進化の舞台の異端植

に富み重みのある感動的な

われた。会場は満席で、示唆

トーリーには、数々の自然との

の生涯をかけて描いていくス

「サイエンス」を志す者がそ

したい。

人との出合い」についてお話

私自身の「自然との出合い、

こうした研究の一端を通して

に伐採され、急速な自然破

人口は倍増、森林は加速的

間の変化は激動的である。

団野源一

講演であった。なお、講演会

出合い、人との出合いが織り

数は釦を超えたが、ここ妬年

物にひかれて足繁く通い、回

の進行と講師の紹介を団野

成していて、そこには幾十年の

－９５７年京都大学医学部卒業、

１９６９年神戸大学医学部教授、

皿世紀は地球人の枇紀と

なっている。

境問題の縮図のような国と

が敬一眉する。まるで世界の環

加えて導入された外来植物

壊が進み、紙、燃料、水が不足、

教授が行った。当日会場で配

風雪と共に、喜びと悲しみが

◆プロフィール

布した講演要旨を次に転記

秘められているのが常である。

１９９５年神戸大学長。この間、

（併文神戸大学理学部教授（併）、

国立基礎生物学研究所教授

最前線でなく、いわば後方に

いわれるが、地球環境戦争の

る「サイエンス」の場合、それ

（併）、米国ハーバード大学、スタ

京都大学ウイルス研究所教授

が働きのない物質学ではなく、

また単に一科学者の視覚に入

）科学における出合いと伝承

るほど簡単ではないので、自

唆に富む・プリズムを通して、

こうの国だが、その問題は示

マダガスカルｌ遠い海のむ

対する認識は低い。

スの上に築かれていることに

以下という危ない経済バラン

その飽食が食糧自給率鋤％

の生活を満喫している。そして、

の飢えを知らない四半世紀

あたる日本は、有史後初めて

神戸大学長

学各教授（客）、中国医科大学

ンフォード大学、ワシントン大

然から教わると同様に、人か

教授（客）等。文化勲章、学士

院賞、文化功労賞、ラスカー賞

（米国）、スローン賞（米国）、デ

ールメダル（英国）、シエーリング

賞（ドイツ）等受賞。

「島大陸マダガスカルから

罰世紀を考える」

－９４０年神戸主まれ。

◆プロフィール

んでいくのか。考えてみたい。

創世紀をどう迎え、どう進

農学博士湯浅浩史氏

主任研究員

日常身近にみる病気の成因と

毎年一億に近い人口爆発、

（財）進化生物学研究所

なっている。脳の働きと手足の

それに伴う焼畑、燃料用の

がん、記憶障害、心臓病など、

運動、心臓の拍動と血圧調節

薪や家畜の過放牧による森

科学技術大学などで非常勤講師。

研究員。東京農大、東京部立

（財）進化生物学研究所主任

大学博士課程修了。農学博士。

科大学卒。昭和網年東京農業

昭和調年（１９６３年）兵庫農

など、細胞同志の見事な統制

土壌の増大と、地球レベルで

の環境悪化は拍車がかかり、

林破壊、そして砂漠化、塩積

今や地球環境戦争といえる

のとれた共同作業が営まれる

質が、いわば潤滑油として働

アフリカの東４００ｍのイ

履歴書」（講談社学術文庫）、「植

力国で植物調査。著書に『花の

胞遺伝学、民族植物学。海外知

日本科学協会理事。専門は細

ンド洋上にマダガスカルとい

くらいである。

う島が浮ぶ。島といっても人

の連繋づじＩの仕組みの研究は、

一世紀以上にもわたって、数

記念奨励賞受賞。

第３回松下幸之助花の万博

サイエンス社）など多数。

ガスカル異端植物紀行貢Ⅱ経

物と行事」（朝日選書）、写ダ

え切れない程の多くの科学

ワナ大陸では西に位置し、数

によっては第７の大陸と呼ぶ

千万年前以上の隔離によっ

くらい広い・古生代のゴンド

今回、農学部帥周年記念

伝承の上に成立ってきた。

講演の栄に浴したのを機会に、

者達の思いが寄せられ、その

いているが、こうした細胞間

伝達物質などの生理活性物

には、数々のホルモンや神経

連繋プレーの失調や異常が、

を目指すようになった。この

な連繋プレーの仕組みの解明

科学は、今では細胞間の絶妙

な仕組みを追い続けた生命

数の細胞に共通する基本的

といわれていて、これら膨大な

細胞の数は卵兆にも達する

ヒトの「からだ」を構成する

な意味を持っている。

ら学ぶことが甚だしく大き

医学博士西塚泰美氏

，細胞の情報伝達の仕組み‐

ことに生命現象を対象とす

します。

農学部創一 印周年記念講演会

地に昭和型牛に兵庫県立農
会（十三時四十分から十五

拶がありました。学部長式辞、

科大学として開学されて以来、
時四十分）が行われた。

農学部創立卵周年記念式

現在に至るまでの経緯と神

創世紀を考える」の講演、神

進化生物学研究所主任研

戸大学長西塚泰美博士

戸大学農学部が皿世紀に果

次いで、来賓の方々からの

による「科学における出合い

究員湯浅浩史博士によ

ご祝辞をいただきました。文

と伝承ｌ細胞の情報伝達の

たすべき役割の重大さが述べ

部大臣祝辞は、岩本渉氏（文

る「島大陸マダガスカルから

部省高等教育局専門教育課

仕組みｌ」の２題の講演が行

られました。

長）によって、県知事祝辞は、

宮崎秀紀氏（兵庫県教育長）

彰啓氏（神戸市助役）によっ

また、神戸市長祝辞は、山下

（兵庫農大皿回卒）によって、

》ける出合いと伝

=u_

〃情報伝達の仕組み

て代読され、最後に、同窓会

を代表して六篠会会長新家
龍氏より心のこもった祝辞
が述べられました。

その後、司会の内藤親彦

最後に閉式の辞となりました。

教授より祝電が披露され、

創立印周年記念式典が
とどこおりなく終えること

満席となる盛況ぶりであり

実行委員の方々および農学

ができましたのも、学内式典

当日は天候にも恵まれ、

ました。開始予定時間通り、

協力頂いた皆様に紙面をも

受付設営準備もスムーズに

って心から御礼を申し上げ

によるものであります。ご

始まり、農学部長加藤征史

部事務職員の方々のご協力

郎教授による式辞、神戸大

授の司会により開式の牌で

始致しましたが、出足は良好

ます。

農学部評議員内藤親彦放

で式典開始時には会場の大

学学長西塚泰美教授の挨

ました。詳細は昨年度の会報にすでに掲載しておりますので、そちらを御覧に

帥周年記念講義は、昨年の加月６～９日に神戸大学六甲台講堂にて開講され

農学部創立別周年記念講義

講義室（Ｃ‐血号室）が既に

進み、式典開始（喝的時）の

神戸大学慶学部

ほぼ１時間前から受付を開

創立50周年記念式典・記念講演会

なってください。
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一室

兵衛

っている。この花

ひときは匂い立

れた花模様が

じて下さったことに植樹委員一

採算を度外視して注文に応

にプランを練っていただいた。

運んで下さり、この式典のため

の景色に馴んでこの一角に独

いる。すでに紅白の梅は附近

る品種名を示す標木が建って

記念植樹

物繊維摂取量比の重要性を
瀬戸市長を始め他の講師

壇のデザインは

山本博昭

具体的データから訴え、健康
に縁の深い方で、講演の冒頭

の先生方も共に開催地篠山

発祥の地（篠山）学術講演合
下さった皆様に厚く御礼申し
に対する食の安全性とバランス

を持って語られた。

上げます。

特定保健用食品の必要性等、

農学部創立卵周年記念行
講演会は、実行委員長開会

事の最後を飾る発祥地学術
の辞、六篠会長新家龍氏およ

特の雰囲気を醸し出してく

に豐かな暮らしを求めて」が←

講演会「虹世紀への飛翔ｌ真

阪神淡路大震災時の教訓

術講演会は久しぶりとのこと、

ず残念でしたが、当地での学

が始まった。多

定刻に少し
遅れて植樹式

るものである。

びに現教授の中西テッ先生が

部教授の吉田雅夫先生なら

教授で、現在宇都宮大学農学

源学科、果樹科学研究室の前

た気持になった。

者一同は何かと肩の荷を下し

植樹式は約加分で滞り

れている。

から人間間・地域間連帯の重

地元の方々にも極めて好評で

学部創立五十周年の慶賀

同衷心よりお礼申し上げたい。

植物資源学科
修士課程平成

なく終った・記念式典参列

では各講演者がご自分と篠

者が研究棟南側の祝賀会場

虹世紀の栄養・食生活につい

のために、センペルセコイァの他

び神戸大学農学部長加藤征

に一対の紅白の梅（豊後と南高）

我が六篠会記念事業会主催

十年修了で、現

見て、植樹委員ならびに関係

へ三三五五流れて行くのを

山とのかかわりをユーモラスに

在津田造土木

も来賓の手で植えられた。二

て語られた。

紹介され、会場からの爆笑を

本の梅は本学農学部植物資

史郎氏の挨拶によって始まり、

受けながら終始なごやかな雰

（株）勤務の南谷

のもと、６月６日（日）午後１

○生産者と消費者の共生

真生氏の手によ

名の先生方が講演されました。

した。質疑応答の時間が取れ

その後、新家龍氏の司会で４

保田茂氏（神戸大学農

要性を体験的に述べ、延いて

あったと聞いております。

センペルセコイア、梅とも昨年

さて、裏の話を打明けると、

は自治体中心の地域連携シス

学部教授、農大、回生）

囲気のもとに講演は進行しま

時から５時まで、篠山市の「た

以下に、各講演の内容要旨を
簡単に紹介致します。

○雑草と人間

松中昭一氏（前神戸大
学農学部教授）

かれた・梅は順調に育ってく

のｎ月に植樹場所に移しお

れたが、セコイアの方は年明

創立五十周年を祝って同窓会

けとともに次第に葉が枯れ

数の同窓生の

した上で圃場で育てて下さっ

先生は丁寧に根まわしを施

たためではなかったかと少々

始めた・灌水を怠たってい

講演終了後には、今回の農

かな雰囲気の下

廠粛にして穏や

所へ移すだけでうまく根付いた。

ていたので、掘上げて所定の場

勢は回復したようだ。しかし、

慌てたが、四月に入ると樹

テム構築の必要性を訴えられた

塚泰美先生、農

神戸大学長西

早春の頃には、Ｃ一○一教室近

枯れた小枝を取り除くと、

雑草とは何か、その定義と

学部長加藤征

達はこの紅梅・白梅から漂って

くを往来する教職員や学生

へ寄贈されたものである。両

の寄付金贈呈」の式が壇上で

史郎先生、六

不様な形になってしまったの

見まもるなか、

行われ、寄付金の目録が六篠

篠会長新家龍先生の手によ

で、市川氏に新しい木との

学部創立卵周年六篠会記念

会長から大書院復元期成会
五月十五日（土）、農学部

くるほのかな香に気付いて、梅

取り換えを頼んだところ心

更に、我が国食料自給率の低

易機構）の政策要旨と問題点

農業基本法とＷＴＯ（枇界貿

会長新家茂夫氏へ手渡され

り記念植樹が行われた・記念

のありかを訪ねるであろう。

よくお引受け下さった・今

特徴、更にはそこから派生す

人間・社会生活に及ぼす害と

を語られ、生産者と消費者の

ると同時に期成会会長の挨

樹のセンペルセコイアはＣ一○一

を結んで、通りがかりの人に一

初夏の候には、豐かに緑の実

「篠山城跡大書院復元のため

その防除手段を、除草剤の利

連帯・共生、農村と都市の連

創立五十周年記念講演会に

教室の北東の角に当たる附近

事業の一環として計画された

用状況とその作用機構の原理

携強化に伴う地域農業発展

引き続き記念植樹が行われた。

に植えられた・これは非常に

安要因を具体的に指摘し、新

主として人間に対する安全性

拶がありました。そして、六篠

当日は絶好の式典日和で、植

下経過と現状及び将来の不

と経済性を、多くの具体的事

のための、新生篠山市にふさ

会副会長王子善清氏の閉会

樹式場には朝から紅白の帽幕

る「雑草的人間」について言及

例を示して語られ、除草剤の

わしい共生型田園都市構想

幕が閉じました。

の辞をもって無事に講演会の

された後、雑草が農業生産や

安全性と経済効果を強調さ

を提案された。

辻啓介氏（姫路工業大

版されています。是非御一読を

の草の話ｌ雑草と人間』を出

として行政の道を歩まれるな

た恩帥、町議会議員及び町長

生きざまに魂を注いで下さっ

ご自分の生い立ちと農業、

獺戸亀男氏（篠山市長）

○地域活性化と新生篠山市

ける学術講演会の実施に当

最後に、この度の篠山にお

届けできますのでご連絡下さい。

方は実費を負担下さればお

保管されています。ご希望の

ビデオテープが六篠会事務局に

旨集及び全内容を収録した

なお、この講演会の講演要

教室との間に創立五十周年

農学部管理棟とＣ一○一大

のを待つばかりであった。

上におさまって、式典が始まる

るリボンは、晴れがましく盆の

結ばれ、植樹式来賓の胸を飾

用シャベルにも紅白のリボンが

が張り巡らされていた・植樹

待している・記念樹のかたわ

ントになってくれることを期

立五十周年に相応しいモニュメ

メタセコイアとともに、学部創

この木の北と西にある二本の

大きくなる樹種であるから、

には、新家同窓会長の筆によ

ずである。梅の木のかたわら

服の渭涼感を与えてくれるは

のである。

あらかじめ植えておいたも

の木は植樹式の一週間前に

○食と健康
学環境人間学部教授、農大岨

の紹介、更には、多くの特産物

かで支えて下さった多くの方々

ら相互に関連する食の改善

くのデータを提示され、それ

摂取量の変遷等に関わる多

の変遷、食生活の変化と栄養

命の変遷、主な疾病と死亡率

を強調、「愛と創意による共生

業の活性化を図っていく施策

政のパートナーシップを深め農

篠山市建設に当り、住民と行

いて述べられた。そして、新生

兵庫農科大学との関連等につ

を有する現在の篠山農業と

謝の意をささげたいと存じます。

市総務部長）に六篠会から感

沢秀晃氏（農大皿期生、篠山

き受け奔走下さいました、岡

その他諸々の雑用を一手に引

報吉一伝活動、会場準備・設営、

所が極めて多く、なかでも、広

行委員の方々のご尽力に負う

たっては、地元に在住する実

ビアなどの季節の草花で描か

インパチェンスジロタエギクザル

ばし、斜面にはマリーゴールド、

四方に大きな葉を軽やかに伸

盛土の頂きではフェニックスが

に当たる・花壇中央の小高い

路を隔てて隣り合わせの位置

れた。これは植樹式場とは通

記念式典のために花壇が造ら

の誼で、大学まで何度も足を

敏氏にお任せした・氏は同窓

園土木代表取締役の市川博

七年卒業で、現在（株）北野造

さいを、園芸農学科昭和四十

選定から植栽に至るまでのいっ

り込んだ石碑が立っている。

立五十周年記念の文字を彫

窓会長の筆による農学部創

戦後別年に渡る日本人寿

養素摂取量の問題点について

経過と近年における個別栄

化都市」の創生について情熱

人と自然が調和した田園文

植樹木については、樹種の

詳細に述べられた。また癌、特

らには、墨跡も鮮かに新家同
回生）

岩波書店より『きらわれもの

れた。先生は、この５月別日に

WWW
に結腸癌に対する脂肪／植
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んぱ田園交響ホール」で開催
されました。

５月巧日に挙行された農
学部学舎内でのメイン記念式
典が終了した後であり、関係

各位の参加状況等その成り
行きが懸念されていましたが
幸い当日の講演会開催中には
天候にも恵まれ、多くの地元
篠山市民、高校生の皆様、農
学部教官、六篠会会員の方々
がご参加下さって、延べ出席者

数およそ５００名と極めて成

功裡かつ有意義に講演会を
終了することができました。

ここに改めて、ご多忙な中
を講演下さいました４名の講
師の先生方、共催．ご協力下
さいました神戸大学農学部、
篠山市、篠山町農業協同組合

F￥

癖
ふ
篠山町商工会およびご出席

ヰト■

津
川
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《室

のように多くの出席者を迎

中村直彦（神一回）

よいよオープニングである。
えることができた…」と、

と親睦の祝賀合を終えて

学歌の歌詞に「：。ともに歌
謝辞があった。

われわれ同窓生は、これか
参加いただいた先生方は、

を祝し鏡開きを行った。ご

午後４時。農学部研究棟

みたり、或いは旧交を温め

ら若き日々の思いに耽って

つづいて、六篠会長の新

であった。）

のだから的を得た！？挨拶

なる式辞が述べられている

式典には農学部長から厳粛

（これも、３時間前の記念

な雰囲気に呑まれていった。

た思いで爆笑し、なごやか

参加者全員は度肝を抜かれ

わります。」と言った内容。

言います。これで挨拶を終

いた。来賓祝辞としては、

りに歓談を続けた。

約３５０人が所狭しとばか

ドリンクなどが並べられ、

おでん、寿司、焼きそばや

の料理を配し、会場周りに

た会場では、中央にメイン

緑の鮮やかな木々に囲まれ

農学部校舎の南にある新

｛茎圭小

う…、…ともに語る…、…

ら非常に厳しい時代に立ち

神戸大学学長の西塚泰美先

つづいて、農学部の前途

向かうことが予想されるが、

生、農学部長の加藤征史郎

ともに生きる…」とある。

この社会の持続的発展．生

六篠会長の新家龍先生、卵周

門教育課長の岩本渉先生、

素晴らしい人生を歩にあた

年事業実行委員長の王子善

先生、文部省高等教育局専

り、この歌詞にあるが如く、

清先生の５名で、ハッピ姿

きるものの幸せのために貢

大学を核として同窓生が繋

献するとともに自分自身が

がりを持ち一丸となって力

引き続き、乾杯の発声を

に身をまとい、舞台に置か

兵庫農大６回生、兵庫県会

れた５斗樽の鏡が勢いよく

グリークラブの演奏のあ

議員の北浦義久様が卒業生

をあわせることができたら

とは、主催者の挨拶である。

開かれた。

農学部長の加藤征史郎先生

を代表して行い、祝宴に入

と思っている。

からは「おいしい料理を前

南庭に場所を移し、本日の

縦のつながりや横のつなが

家龍先生から「本日を迎え

神戸大学学友会会長で、元

った。

メインイベントとでもいう

りを強め、明日の仕事に生

るにあたり、大学の教官と

に、挨拶は短い方がよいと

か、参加者が待ちかねた「祝

かしていくことのできる絶

事務局及び同窓会役員が連

先生と神大クラブ運営委員

神戸大学学長の新野幸次郎

神戸大学グリークラブによ

司会者の開会宣言のあと

金が集まり、また本日はこ

窓生の賛同を得て多くの基

た。神戸大学学友会は、大

長の福田晋三様にお願いし

ろで、来賓の祝辞をいただ

ほどよい時間が過ぎたとこ

和やかな雰囲気に包まれ

賀会」の時間となった。

好のチャンスでもある。楽

携し綿密な計画を立て、同

卒業生が、久しくお会い

しみである。

していない恩師の先生方を

思い出話に花を咲かせたり

る神戸大学学歌の演奏でい

囲み、懐かしく学生時代の

母校の近況に耳を傾けなが

力を合わせて結束した組織

同じく名誉教授で前六篠会

元農学部長の中村直彦先生

では、神戸大学名誉教授で

つづくテーブルスピーチ

ークラブが登場し、愛唱歌

に達したところで再びグリ

祝賀会もクライマックス

「静かな夜更けにいつも

散会した。

る友に」の歌を後にして

グリークラブの「遥かな

この記念すべき日には、

で、実際の事業活動は神大

長の西川欣一先生からの、

「ウポイ」「ソングオブソ

いつも思い出すのはお前

迎える。３年後に迎える

クラブが行うことになって

甲への引っ越し、大学紛争

古き良き大学、篠山から六

れた。

ルジャーズ」が軽快に歌わ

興奮が渦巻く日がな一

六篠会関東支部会長の和泉

いる。

時代や同窓会の変遷といっ

午後６時。暮れなずむ頃

日の記念日であったが、

孔庸様（兵Ｃ８回生）から

い。人類の多くの課題を解

故郷に持つ農学部は羨まし

た話題は、同窓生の心を若

懐かしく、そして楽しく過

その祝賀会の流れを描写

き締まる思いがする。

決するためには農学部が活

き日々の過去へとシフトさ

よいよ時間が押し迫ってき

ごしてきた祝賀会だが、い

込み、「ジーン」と身の引

躍しなければならない時代

せていった。また、一昨年

流の促進のために全学部が

である。」福山委員長から

発足した畜産学科の同窓会

的に記述した。午後６時、

学の発展と同窓会会員の交

は「神大クラブが創設して

た。２００２年には神戸大

散会したと記したが、実

た。

のこと・・・…」

に再会することを誓い、

ここに集まった皆が元気

巧年経つ・多くの同窓生

である「六篠Ｚ会」会長の

学が創立して１００周年を

支部活動の近況報告があっ

の交流の場であるので大い

杉本金五様（兵Ｚ５回生）

新野会長からは「篠山を

に活用してほしい。」と。

ークラブが演奏。一曲目は

らく多くは心の友を求め

者は少ない。その後、恐

際には６時加分、いや訓分、

「兵庫農科大学学歌」・

を運んで行ったに違いない。

て二次会、三次会へと足

「昔の思い出話」に夢中に

「丹波道や多紀高原に新

と経っても別れを惜しんで、

しき理想かざして生まれ

企画し、そして進行し

パーティ会場を後にする

たり兵庫農大：．」と始まる

たものにとって、目的に

いて「思い出の歌」をグリ

この歌の作詞者は、元神戸

少しでも近づけられたの

なっているところで、つづ

「学生時代の当時、学歌の

大学医学部長、山鳥崇先生。

この祝賀会は、限られた

ではないかと思っている。

時間の範囲において、参加

募集があった」と山鳥先生
から応募のいきさつや懐か

して別周年という節目を

者が退屈せず、楽しく、そ
二曲目は、神戸大学の前

しい思い出が披露された。

身である神戸高商時代から

めるという有意義なセレモ

体感し、人と人との絆を深

ニーに仕上げなければなら

学歌として入学式、卒業式
や各種の行事のごとに歌い

の大役のため丁重にお断り

ない。それだけに進行は難

したが、断り切れずお引き

続けられてきた「商神」で

者は多い。黒のスラックス

受けした。当日は何かと不

しい。「司会は君がやって

に白のブレザーを身に縄っ

くれ！」と言われ、あまり

たグリークラブの面々から

行き届きの点が多々あった

いなあ」といって口ずさむ

歌い出される曲は、あたり

と思われるがお許し願いたい。

ある。「やっぱり商神はい

一面を厳粛な雰囲気に包み
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948．940

００
６０
β、
３０
８０
７２
北北

の便り

｛《篠会
菅原通直（神四回）

1，651

計

正会員714名

現教官96名
11件
216名(祝儀\270,000を含む）
郵便預金利子

17，641，0476

支出の部

決算額

記念特別講義の後援

備考（細目）

1，303，586

講師謝礼および旅費(15名）
会場設営

１１

７６
５１
５０
３
４
６
０
３
１
２０
８０
０３
０
７
９
７３
１
？７

飲食費
記念品等

招待者旅費(3名）
神大グリークラブ謝礼

壷(講演者2名謝礼）
農学部事務職員受付謝礼
記念写真

１

篠山学術講演会
１

環境保全.廃棄物関係の指導身
環境保全･廃棄物関係の指導等
廃棄物の自治体共同埋立て処分

農業公園.フルーツフラワーパー クの業務
農業公園･フルーツフラワーバー
農政関係の公社業務･六甲山牧場
農政関係の公社業務.六甲山4

土木･道路･公園･下水道等
土木･道路.公園.下水道等
都市計画に関する業務
しあわせの村の公園緑地に関す
しあわせの村の公園緑地に関する業務等
水質試験所

OB会員
名誉会員

正会員で退職された方
会発足以後､学部長で退官された先生
会発足以後､学部長で退官され

藍杳業務

諸雑費

募金趣意書の発送等
会議費(9回）
農学部委任経理国庫金
神大文学部50周年式典祝儀
関東支部への協力依頼出張
諸雑費

予備費

0

事挙菩小計

14 n9B q57

０９
３８
Ｊ３
０４
００
２４
１２

水道局
監査事務局

篠山城大書院復元事業寄付

２

農水産業務

事務費･行動費･会議費･諸雑費

H11年度一般会計へ返済
； 学術振興基金へ繰入

合

肥

「食品・環境衛生」「環境保

全」「農水産」「建設公園等」

ということになります。

神戸空港に関する業務

１ ７１５ ２ ９ ２ ２ １ １ ８２３

整備センター

学生アルバイト(6名）
記録アルバム

懇親会(新たんば荘）
講師謝礼
たんば田園交響ホール使用料

４１

予防医学協会

会場設営

０９
１
５
２
２
９
５
６
４
１

消費生活相談､情報収集等
消費生活相談､'誌&収集等
食品衛生･環境衛生に関する指
食品衛生.環境衛生に関する柞 導

記念写真

6000部
飾ﾚﾉ皿(850個）
21世紀への農学探究(520部）

案内状発送

１１

生活情報ｾﾝﾀｰ

記念式典･講演会･祝賀園遊会の開催等

磯－５伯６

農学部を卒業したとはいえ、

配属先は実に多岐にわたり

ます。大きく分けると「学校」

食品.環境等検査
食品･環境等検査

５

花を咲かせています。記念
便
写真のとおり一目瞭然です

が、老若男女が一同に会し

一回の総会、懇親会の開催

ています。会の活動は、年

いろいろな分野に所属して

と名簿の発行のみですが、

いるため、年一回の総会

懇親会は、仕事の話や大学

時代の昔話などであっとい

う間に時間が経ちます。会

になります。

員は、区分すると次のよう

環境保健研究所。
食品衛生検査所

都市計画局
こうべ市民福祉振興協会等

企業法人･団体等による募金
祝賀会参加費等
六篠会H10年度一般事業費から借入
その他

記念植樹

可

食品衛生.環境衛生.感染症予 防等
食品衛生･環境衛生･感染症予

建設局建設事務所

備考

13．707．025

六篠会報50周年特別記念号発刊
飾り皿等の製作･募金者への発送

保健福祉局･保健所等

港湾整備局空港整備本部
産業振興局農業委員会
神戸市園芸振興基金協会
神戸市緑農海浜公社

決算

会員個人による募金

講師懇親会

仕事の内容

大眠弩広域臨海環境

収入の部

講師昼食

教職

環境局

50周年会計報告

学生アルバイト(9名）

学校

財団法人兵庫県

報

仁

ＫＯＢＥ

ＫＯＢＥ六篠会は、六篠

会の神戸市支部であり、兵

庫農科大学、兵庫県立農業

短期大学及び神戸大学農学

部を卒業し、神戸市役所に

ます。昭和弱年に結成され、

勤務する者で構成されてい

毎年１Ｍ総会、懇親会を開

催しています。総会・懇親

会は、農学部長、六篠会長

にご出席をいただくととも

に、定年退官された大学の

先生方をお招きし、昔話に

勤務先の区分

篠

一室

六

平成12年1月1日発行

借入金の返却

17,641,476

合計人数(正会員87名､OB会員記名､名誉会員3名）

’

氏名 ｜

卒年･回生

所属(勤務先）
間＝

副会長
副会長
幹事
〃

坂井永利
谷
俊洋
西尾司

中村直彦
木股昌行
岡淳治
通直
宏之

回回回
４７８
ＣＺＣ
神神神
年年年
８１２
４５５
ＳＳＳ

菅原
橋本
渋谷

一郎

一

副会長

廻廻廻回回回
１１１１１１
Ａ
ＡＺＺＺＴ
兵兵兵神神神
年年年年年年
９９３５５５
３３４４４４
ＳＳＳＳＳＳ

会長

〃〃″

以上の者で会の世話をして

いますが、女性会員の増加に

伴い、女性幹事も入り運営

しています。今年も採用が大

役職名

環境局自動車管理事務所
建設局垂水建設事務所
環境局環境保全部指導課
産業振興局農水産課
垂水区保健部衛生課
都市計画局区画整理部
西部都市整備課

須磨区保健部衛生課
保健福祉局保健所衛生監視課
市民局消費生活課

松宮

道生

安藤

伸子
光世

岡野
畑沢
斎藤
谷口

則雄
允己
正夫

S52年･神A8回

回回回回回回回回
１１
５１
６２
０２
２１
６１
５１
６
１
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ＡＡ
ＡＺ
神神神神神兵兵兵
●■、■■■
年年年年年年年年
弱弱釦元３銅埋娼
ＳＳＳＨＨＳＳＳ

｜也

功壽

森川

鈴木

事

″〃″〃摩エ″〃

変厳しい中、２名の新規採用

者があり、我々の仲間となり

ました。ＫＯＢＥ六篠会は

こんな会です。

生活情報センター
高谷信之

神戸市園芸振興基金協会
フルーツフラワーノ吟ｸ部

環境局環境保全部環境情報課
産業振興局中央卸売市場
東部市場業務課

建設局西建設事務所
環境局環境保全部環境情報課
産業振興局農政計画課
監査事務局第3課
福田中学校
産業振興局農水産課

1999．
11 ．2於神戸産業振興センター

務する（又は、勤務した）六篠

「県六篠会」は、兵庫県に勤

ほぼ平均的に毎年四人から

戸大学三○回生まで四七年間、

兵庫農科大学一回生から神

県六篠合近況報告武正興（神三回）

会会員により、昭和五六年に

職者と新規採用者が均衡し

五人が採用されています。退

現在、会員二○七名（内現

ており、現職会員一七○名を

結成されました。

職会員一七三名）を数えます。

維持しております。

会の活動は、年一同の総会

会員の所属は、総務部九、生

活文化部一三、健康福祉部三、

兼懇親会ですが、会員同士は、

よき緊張感の下、附難な仕

仕事の中で同窓生としての

まちづくり部四、教育委員

事も円滑に進められている

部一三五（内試験研究三六）、

会三、出納事務局一、県警三

のではないでしょうか。

商工部一、労働部言農林水産

と多岐に亘ります。

〈7＞

KOBE六篠会第13回総会

一室

阪神・淡路大震災からの復興、

二○○○年三月一八日から九
月一七日の一八四日間淡路島で

十一年度役員

秀紀（兵十一回）

本田勉（兵十二回）

＊幹事

大学を卒業された会員が八

貝が登録されており、神戸

この様な現況から、今後

割以上を占めています。

加納健三（兵十六回）

多田泊二（兵十三回）

延喜今久下平（兵一回）

勤務する灘の酒造会社が大

宮崎

延喜会の発足は大へん古く

被害を受け、その復興が非

昭弘（兵十一Ｍ）

の支部運営は彼等が中心と

常に遅れたため延喜会の活

高見

なり女性会員にも参加して

最初は兵庫農科大学醸造学

動が出来ませんでした。しか

開催される花と緑の凶際博
鈴木道夫（兵十七回）
もらって進めて行きたいと

教室卒業生で酒造会社に勤

し平成十一年五月神戸大学

覧会ジャパンフローラニ○○○

宮崎敏弘（神三回）

考えており、先日の役員会

務する者と、学校との情報

農学部創立五十周年の席上

豊彦（兵トーＵ

佐藤一義（神十回）

（十月五日に開催）でもこの

交換、親睦を計る集まりと

庚島

菅哲朗（神十五回）
件について話し合い賛同を

して昭和三十年代に故麦林

邦晃（兵十二皿

＊監事

得ており、次回の総会で会

灘の酒造会社も復興が殆ん

常深

松浦祥二（兵十回）

先生、故西羅先生の頭文字

む学習社会の構築など重要

の展開、こころ豐かな人を育

基本法による二一世紀の農業

定められた食料・農業・農村

の開催、約川○年ぶり新たに

県農林水産部食品流通課

員各位に協力並びに支援

事務局

な施策の要として同窓生が活

辻川立史（神十五回）

ど出来たので、延喜会も活

係になって、さる七月十六日

動しなくてはと出席者から

（金）神戸市中央区川崎一’

足しました・当初は少人数

をとって麦内会の名称で発

当支部には約九百名の会

流れで相互の親睦を計って

八’一オーガスタプラザ十七

発言があり、岡本英輔（兵農

来ましたが、昭和四十年代に

階ハーバースカィに於て現会

であったので農芸化学全教

をお願いする所存です。

担当武旺興（神三川）
電話６７８１３６２１３４４２
ＦＡＸ》０７８１３６２１４２７６

なって会員も増加すると共

十四Ｍ菊正宗）、石賀暢三神

に醸造学教室以外の教室卒

員五十九名の内二十名出席し

室に案内して出席を依頼し

等が集中していることが挙

農業関係の公共機関・会社

業生も酒造会社に勤務する

新家六篠会長より五十周年

大一回白鵺）、村上周一郎（神

西岡泰介（神十八Ｍ）

躍しています。

今年は、十一月十九Ⅱに総
会を開催しました。

農学部長、同窓会長をお迎
えし、新規会員の顔見せもあり、

｛《篠令たあなん吉や？

残念ながら、九州まして

げられる・実際、農林水産

ようになり、又酒造会社以

の結果報告、青木微生物機

大十八回神大）三氏が世話

熊本県において兵庫県立農

行の九州農政局や九州農業

外の酒類関係会社、酒類に

能化学教室教授より教室の

毎年先生の講話を聞いた後

科大学及び神戸大学農学

試験場、九州東海大学農学部、

関係ある官庁等に勤務する

杯の後、懇親会に入り、会員

現状報告を受け、清酒で乾

清酒で乾杯、懇親会という

部の同窓会である「六篠会」

農機・農薬・飼料など関連業

会員も含まれるようになり

なりました。

二次会まで続く賑やかな会と

の存在を知る者が限られて

種の支店・工場、そして熊本

（「六篠会とは何ですか？」の熊本弁）

いるのは現実である。しかし

県農政部、この様に多数の

になり、昭和四十年中頃に

麦西会ではどうかという話

◆事務局

船橋健雄翔鶴会会長
池田智美翔鶴会幹事

高木恕司理同窓会副会長

新家龍六篠会会長

堀劫郎凌霜会常任理事
山本勝也凌霜会評議員
吉田昭彦凌霜会評議員

三宅陽子文同窓会副会長

押田栄一理同窓会会長
沖野政弘文同窓会会長

鈴木正二郎紫陽会副会長

島一雄ＫＴＣ常務理事
福田晋三凌霜会理事
松下義治凌霜会理事
今井幸夫神緑会顧問

渡邊糺ＫＴＣ理事
◆幹事

西川欣一六篠会前会長

内藤穆神緑会顧問
難波昭紫陽会会長
◆監査

新野幸次郎凌霜会理事長
◆副会長

◆会長

学友合だより西川欣一（兵一回）

学友会組織

神戸大学各学部同窓会、

つまり文学部同窓会、紫陽

会（教育学部・発達科学部）、

凌霜会（経済学部・経営学部．

緑会（医学部）、ＫＴＣ（工学

法学部）、理学部同窓会、神

部振興会）、我らが六篠会と

新設の翔鵺会（川際文化学

として「学友会」があります。

部）を一本化した全学同窓会

学友会は神戸大学の公的

行事に対して協議する会で

毎年六月と十二月に、学長．

副学長をお招きして定期幹

事会を開催しています。

会長は前学長で凌霜会

理事長の新野幸次郎先生

です・役員は次の通りです。

金原正展凌霜会評議員

〈8＞

壼一渥瑁千鶴夫（兵五回）

和やかな雰囲気の巾でひと

からこそ、時折集まっては互

在住する卒業生が数少ない

職場に卒業生が勤めている。

関東支部長

関東支部は昨年の七月に
ときを過ごしました・中には

いの近況や学生生活の思い

關
東支
支部
部のの
關東
近近
況況
蕊獺庸
（兵八．）
和泉孔庸（兵八回）

関東地区の一都六県に在住、

もあり、かって共に学んだ篠

卒業以来初めて再会する人

ました。

い親睦を深め有意義に過し

の現状、情報交換を語り合

して設立し、本部より支部組

在勤している会員を中心に

麦林先生より古典延喜式の

久保一兵（兵農二回

久下平（兵農一回）

青木健次稗大数暹
会長

顧問

の通り選任した。

席上六篠会支部役員を次

名より延喜会としてはとの
提案があり、会員全員の賛

メンバーも時にはあるが、旧

成に依り延喜会と改名され

転勤等により熊本を離れる

とを期待し‘いわゆる「ＯＢ」

交を暖める機会が訪れるこ

み交わす先輩・後輩として
の繋がりを大事にしている。

出話を語りながら、杯を酌

この宴会を「熊本六篠会」

れたこの地でお互いの消息を
確かめ合い、共通の想い川を

現在に至っています。

副会長

凸””

山あるいは神戸から遠く離

語りあう事が出来て感慨も

合っている。また、時には他

としてその後も連絡を取り

相互親睦を計って来ました。

二回会合を持ち情報交換、

一卜同さ雨崇J"1".

て今年で一周年を迎えました。

去る上月卜Ⅱには本部か

と称しているが、きちんと規

迎え、急きょ例会（実は馬刺

県から来熊された同窓生を

国際会醗場

織のひとつとして認可を受け

ら新家会長並びに王子副会

約・役員等を定めている訳で
はなく、この様に同窓会の支

く事を決定し散会した。

連携と親睦を更に深めて行

会の支部として会員相互の

以上に決定し、今後六篠

村上周一郎（神大講師）

部として会報に紹介される

以降、平成六年迄毎年一～

なお、支部役員は次の通

ひとしおのものがありました

り承認されました。

長をお迎えして、第二Ｍの支
部総会を開催しました。
この総会では、支部役員の

一部改選及び会計報告の承

新家先生には会員全員

さる平成七年の阪神淡路

大震災で延喜会主力会員が

庶務

新藤充宏（兵農十一回

とは正直驚いた次第であるもしも、在住者全てが参加

況にあるが、出張等の際にあ

顔を揃えることは難しい状

石賀暢三神大一回）

＊支部長

する正規の支部ならば、現

調整等全般を新家先生にお

和泉孔庸（兵八回）

在の会員数は総勢四名を

その会合の計画立案、案内

認に続いて新家会長及び王

＊副支部長

いと思います。

感謝し厚くお礼申し上げた

こともあり、なかなか全員が

子副会長から、本年五月に

足立隆昭（兵九回）

らかじめ御連絡いただけれ

と焼酎の歓迎宴会）を催す

挙行された神戸大学農学部

ば幸いである。なんさまこつ

願いして来ました。

創設五十周年の記念行事の

えようか。その理由としては

数えるなかなかの盛況とい

これが六篠会だ！」の熊本弁）

が六篠会たい！（「とにかく

山本隆司（兵十Ｍ）

ここ熊本県が全国有数の農

岸谷靖雄（兵十回）

業県であり、九州の中でも

告をして戴きました。

上山維介（神三川）

内容及びその成果について報

真庭義則（神四回）

□

大会議場

南北断面間

凸

凸

凸

凸
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I

当日は約七十名の参加が

禅--梼

凸

凸

凸

凸

凸

凸

凸

凸

凸
凸
凸
凸
神大会館東西断面図

it-チ

砺印~.~誌絹I~~T~｡

H11 RI1 MI1会
〃 〃 ′， 長

あり、女性会員も参加して

ざ…L宗律蜑工匡匡匡
事働劃
｜|ﾎﾜｲｴ プｦﾂﾄﾎｰﾑ1 1樫事繍窒陸志

平成12年1月1日発行

報
篠
六

として各学部の同窓会から

業生の交流の場、親睦の場

て従来通り、神戸大学全卒

は学友会の下部組織とし

しているＫＵＣ（神大クラブ）

構造は図の如くで、大小の

神大会館が建設されること、

ＫＲＹセンターの一つとして

記念館が三位一体となった

留学生センター・山口誓子

三つの新施設、神大会館・

なお、十五年前から活動

三名が選出された運営委
会議室の外、交流ホールや

＝』

ｰ

神大クラブ（ＫＵＣ）とは

神大クラブは、神戸大学の

全学部の卒業生が気軽に利

・ゴルフ場練習料金の割引

気軽にご相談ください。
ＴＥＬ》０７８（７９４）３０４１

昭年（１９８３）に誕生した。

スカィ内）

神大クラブ事務局（ザ・ハーバー

入会及びお問い合わせは

同窓生が学部、世代、専門を

ＴＥＬＯ７８す６０）８４５１

用できるクラブとして、昭和

越えて、相互交流と親睦を図

ＦＡＸＯ７８す６０）６０５２

神大クラブ海外旅行を企画

たい。

イデア、情報の提供をお願いし

っているので、活動についてのア

りの事務を担当することにな

そのうち、農学部は園芸と釣

⑧読書会⑨歴史ウォークなど。

④旅行⑤写真⑥釣り⑦園芸

る活動は①囲碁②将棋③川柳

準備を進めている。予定してい

気軽に楽しめる同好会を作る

同窓生の交流を深めるため

神大クラブ同好会の発足を準備

る場として大いに利用されて
いる・若者同志が集まったり、

活躍中の卒業生が交流したり
同窓生の憩いの場であったり、

職場の親睦の場となったりと
活用範囲は広い。
運営については、各学部の

同窓会から３名程度の役員を
選出した運営委員会で、事業
を企画し活動を行っている。

なお、農学部からの選出役
員は、能宗康夫（兵Ｃ２）、石賀
暢三神Ｃｌ）、中村直彦（神Ｚ１）

南森隆司（神Ｃ６）

神大クラブの入会と特典

「講演会＆パティー」を開催

神大クラブ創設幅周年記念

２月”日（土）に「世紀末

の世界と日本」と題して、神

戸大学法学部教授五百旗頭
真（いおきくまこと）先生をお
招きした「講演会＆パティー」

を開催した。
当日は、福田晋三神大クラ
ブ委員長による開会宣言のあと

新野幸次郎学友会会長の式辞
さらに西塚泰美神戸大学学長

笹山幸俊神戸市長から来賓
いてパーティへと移った・約５０

祝辞をいただき、講演会へ、続

０人の同窓生は知識を充電し
そのあと懇親を深めた。

競演内容は、激動する国

際環境の中での日本の立場
は如何にあるべきかというこ

とを歩んできた日本の戦後
の政策に照らし合わせながら
興味深く解説された。

神大クラブ創設妬周年を

掘り下げて知りたい方は、「占

定期的にパーティーや講演

（１９９８年、五百旗頭真著

領期首相たちの新日本」
読売新聞社出版、吉野作造

記念して、昨年天津・北京旅行

ため本年も引き続き、加月に

賞受賞）を読まれることを

会を開催するほか、次の施設

敬虐（けいけん）な仏教国、ミャ

推薦したい。

を行ったが、大変好評であった
・レストランの割引（ザ・ハーバー

ンマーの仏教遺跡を探訪した。

が割引利用できる。

・海外旅行、国内旅行の割引

ことが承認され、活動を開

平成蛆年度は農学部創立

の活動をスタートさせました。

の決定に基づき新役員体制で

平成ｎ年度の代議員総会

性を検討しております。

当な福利・厚生事業の可能

交流の促進をめざして、適

されまして、現在、会員の

厚生事業の検討が提案承認

年度は同窓会会員の福利・

始しております。とくに本

別周年に関する取り組みが

会長新家龍（兵５）

平成洲年度六篠会役員名簿

のでここでは割愛致します

和久克明（兵加）
坂井永利（兵也）
杉本金五（兵５）
王子善清（兵廻）

副会長北浦義久（兵６）

で運営してゆくことが承認

昨年度とほぼ同じメンバー

されました（ただし、副会

長にＫＯＢＥ六篠会から坂

に税理士の外山真理氏に就

会計森直樹（神蝿）

渉外王子善清（兵廻）
庶務南森隆司（神６）

任していただきました。また

会報吉倉惇一郎（兵蝿）

したお陰で運営指針が確立し

名簿武正興（神ど

名簿金地通生（神叫）

皿年度のみならず今後の運

営が大変スムーズに成りま

した。平成、年度の一般事

業として会員増強、会報の

農学部・農場活動援助、六

顧問西川欣一（兵１）
東順三（兵１）

上山広信（兵９）

篠会支部活動の援助、学友

振興事業としては例年どう

を行いました。また、学術

モンゴル、韓国、オｊストラリア

ポジウムが去るｎ月１日神戸

第３回のＳＡＦＥＡ副シン

と神戸大学からの講演者を加え

大学瀧川記念会館にて開催され

学生、教官、社会人の約乃名の

助（７件、学生会員を含む）

と農学部の各学科主催の学

参加のもとに成功の内に終了

しました。国際シンポジウムに

を行いました。

平成Ⅱ年度の活動も例年

は珍しく、日本語を介しての質

術講演会（娼件）への援助

り会員の海外学術活動の援

贈呈、卒業祝賀会援助など

授記念品贈呈、卒業証書筒

学生図書購入援助、退官教

の六甲祭援助、マラソン援助

会・ＫＵＣ活動援助、学生

田中平義（兵１）

発行（別周年事業と関連）、

監事外山真理（神８）

名簿菅原通直（神４）
ＫＵＣ能宗康夫（兵２）
ＫＵＣ石賀暢一（神１）
学友会澗川欣一（兵１）

運営に関する諸規定が成立

平成９年度の総会で本会の

会報万年英之（神別）
会報中村直彦（神ｌ）

井永利氏が就任され、監事

幹事

役員のメンバーについては

詳しく触れられております

ことについては他の項目で

主たる活動内容でした。この

庶務報告

蕊

同様の活動を維持していく

とっては親しみやすい実質的な

疑応答が行なわれ、参加者に

本シンポジウム開催に当たり

国際会議となりました。

六篠会のご援助を頂いた事を

致します。

明記し、ここに御礼とご報告を

組織委員長辻荘一

ＳＡＦＥＡ別シンポジウム

,i季員

理農・学生食堂」の東側に、

員会によって、毎年新しい

三○○人席をもつドーム
型の会議場などができます。

事業を企画し、各種行事が

~＝

（旧教官）

一井隆夫氏

（旧教官）

久寿米木朝雄氏

（兵Ａ９Ｍ）

小林征夫氏

（旧教官）

松林元一氏

謹んで御冥福をお祈り
申し上げます。

れました。

以下の方がご逝去なさ

L一一一

完成予定は平成十二年七
月で、同年秋に竣工式が予定

中村直彦（神一回）

学長を囲む六篠会員ら

開催されています。

郡醸ｆ『

報

神大会館の建設

平成十一年六月開催の学

神大会館完成後の学友

友会幹事会において、神大

会館の概要が報告されま

されているとのことです。

した・建設場所は農学部の
活用が期待されます。

鳶預

緬卵‐
スカイ、たか浜、高くら）

平成ｎ年３月末ｎに退
官された教官は、次の
２名の方々です。

（動物機能調節学）氏と

豐澤敬一郎

（付属農場）氏

南篠巌

方々です。

平成ｎ年４月以降に
新着された教官は次の

（生物機能利用化学科）

岩永史郎氏

（生物環境制御学科）

乾秀之氏

（動物機能調節学）

北川浩氏

（動物機能調節学）

大澤朗氏

（生物機能分子化学）

佐々木満氏

（生物機能利用化学）

竹中慎治氏

（生物環境学）

鈴木武志氏

（付属農場）

大山憲二氏

<9>
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神大クラブ記念講演

六篠会への連絡

篠

平成12年1月1日発行

会員のみなさまにはますますご清栄のことと

神戸大学は、平成料（２００２）年に、前身

およろこび申し上げます。

諸校の中でもっとも早く高等教育機関として成

ます。神戸大学のこの百年の歩みを回顧するた

立した神戸高等商業学校の設立から百年を迎え

めに、「神戸大学百年史」を刊行すべく、神戸

られております。

大学百年史編集委員会が開設され、準備が進め

平成幅（２００１）年度の年度末には、その

一環として、『神戸大学百年史写真集」が刊

お持ちになっている在学中の古いお写真等が、こ

願い申し上げます。写真はスナップ写真・アル

行される予定です。そこで、会員のみなさまが

‐。

ざいましたら、ぜひともご提供いただきたくお

、こ提供いただける写真等がございましたら、

バム等何でも結構です。

い申し上げます。

い。会員のみなさまのご協力をよろしくお願い

（ダイヤルイン）

業年次を合わせてお伝え頂くようお願

左記の神戸大学百年史編集室までご連絡くださ

要望､御意見など御待ちしております。
なお､御連絡の際には､所属学科と卒

申し上げます。

や連絡先の変更､また本会に対する御

神戸大学百年史編集室

e-mailでの受付も行っております｡住所

住所〒６５７‐８５０１

主としてFAXで受付けております。また、
コンピューター導入に伴い、新たに

神戸市灘区六甲台町１‐１

電話０７８‐８０３‐５０３５

』回■

rikusou@ans.kobe-u.ac.jgj

LF

■■

11年度

増減(一:減） 備考

6，230，378

9，301，868

3,097,868円

ユハ
項目

3，071，490

予算額

蝿

囎

助

岬費

0

2，000，000

2．000．000

脚注3）

出
繰

300，000

1，700，000
300，000
100，000

300，000
130，000

250.000

110，000

脚注4）

脚注5）
脚注6）

脚注7）

脚注8）

計

6，230，378

9，301，868

3，071，490

決算額

2，000，000
1，700，000
300,000
100，000
300，000

交際費

130，000

褒賞費
役員手当
神大学友会経費
予備費

100，000
540，000

合口

2,221,490

予算額
550，000

110，000

1,256,140

増減(一:減） 備考
0

脚汪3ノ

脚注4）
脚注5）

脚注6）

脚注7）

400．378

支出合計
次年度繰越金

脚注9）
2．621．868

7,486,518

6，230，378

０８
５６
６８
８７
８９
３０
４３

100，000
540，000

－1，200，000

００００００００００

250，000

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

０
０
０
０
２

０００００００００００
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
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７
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，
，
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１
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０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
０
０
０
０
３
０
４
１
５
２
３５
３
１
３
１
１
５
１
0

6,230,378

支出の部（円）
項目

1，200，000
250，000

脚注2）

０９
０１
５７
８
０
５０
００
２６
８００
０００
０
８
７
７
０
３
３３

脚注2）

脚注1）

16－000

８６
６６
０７
０１
３４
２０
００
０
８
司毛司一毛一弐４

0

1 ,240,140
0

００１
００
０１
５０
０
０
４０
００
８４
１００
０
０
２
２
３
９
６
０３
勺．，心。勺．勺．ｑｒ
Ｏ甲１
３９９６８００

550，000

増減(－:減） 備考

1，226，378

計

画

決算額

５１
３０
３２
８４
５
８
１８５
１１
１１

550．000

１

会賀
援業の
へ助
罰事業援祝
騎
行事動書念費
農業罐津嘩墾霊潅当建
部事会釦各学卒事費費費費手学費
学般般議費弔際賞員大備
農一一会旅慶交褒役神予

常

増減(一:減） 備考

11年度

5，000，000
4，000

雑収入
前年度繰越金
；合

10年度

400，378

一
口

差引残高

卿

脚注1）

支出の部(円）

目

4,388,650円

入会金

計

項

7,486,518円

支出の部

００８
４０７
Ｊｐβ
００６

4,000

収入の部

４２２
２
２
６
１

0

4,000

平 成10年度一般会計報告書
般

９０
４０
１０
７０
８２
１１

０８
０７
０３１
０１
６
Ｏ２
ｐ２
５１

０６
８０
０
０
０８７０
１
０１
７０
０
Ｏ
９
ｐｐ２
５３１

10年度

００００

目

．■
一

六篠

平 成11年度一般事
業予算
年

|擬繰越金
|瀕記念事業からの繰入
［．

」

冬云

篠

冬云

全ハ

項

|

報

神戸大学百年史編集委員会から写真等ご提供のお願い

会員の皆様からの本会への御連絡を
１回■

FAX:078-881-2752
-881-2752
E-mail:

一室

六

計

6,230,378

－1 ，841，728
3，097，868

0

7，486，518

脚注1)3万円×208人
脚注2)名簿売上など

脚注6)KUC活動など

脚注3)環境美化､収穫祭など

脚注7)役員の活動費

1,256,140

脚注5)郵送費､アルバイト代など

脚注4)50周年記念事業援助など

六篠会平成10年度学術振興基金決算報告書
姉国王

成 年度 術 振 興 基 金事
六篠会平成11年度学

32,930,882円

差引残高

32,230,882円

４００
７００
βｐ０
９０５

一２

釦印一

３

灘欝

前年度繰越金
雑収入

脚注1）

一

合

計

34，820，882

32,935,756

ロ

1,885,126

11年度

増減(一:減） 備考

32，840，756

32,840,756

0

95，000

90．126

－4．874

32，935，756

32,930,882

－4，874

予算額

決算額

２

Ｊ

合口

34,820,882

識

1,885,126

脚注1)預金利子など
脚注2)国際学会発表援助
脚注3)学術講演援助(2万円×20件）

計

400，000
400，000

脚注1）

500．000

0

0

1．300，000

700,000

－600．000

31．635．756

32，230，882

595，126

32,935,756

32,930,882

－4，874

脚注1）預金利子など

脚注2)国際学会参加援助など
脚注3)学術講演会援助(2万円×20件）
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増減(－:減） 備考
００
００
００
００
００
１５

支出計

6保留金霧鰄

33,520,882

32,935,756

目

海外学術活動援助費
学術活動援助
予備費

２３
注注
脚脚

400，000

０００６

400，000
500,000

瀞項

｜ 増減(一:減) |備考

８
１

計

|

５
８

ロ

１
３

今

10年度

０００６
０００５
０００７
０００５
０００３
４４５６

学術振興事業
海外学術活動援助費
学術活動援助費
予備費
保留金

決算額

００
００
００
００
００
４３

目

計鑿

予算額

支出の部(円）

支出の部(円）
項

700,000円

11年度 ｜ 増減(－:減)|備考
２２

|

２００
８００
８０１０
１
０７
００
３０９
２５

10年度
８
２
３

前年度繰越金
50周年事業から繰入
雑収入

６００
５
０
７
０
０
５
４
９

収入の部(円）
項
目

予算

収入の部
支出の部

脚汪2）

脚注3）

一室

相川治昭
相薗泰生
青木健次
青木和年
青山洋
秋田謙司
芦田均
芦田圭史
芦田賢一

東順三
東哲司
安達幹夫
安達忠良
足立隆昭
天野孝司
荒金章次
荒木修
荒木斉
有井英幸
安藤和繁
安藤伸子
位飼孝明
居垣千尋
生島紘一

池田雅充
池田吉一
池田健三
池田順一
石井康雄
石井尊生
石岡浄一郎
石賀暢一
石沢修一

石田陽博
石野拓造
石橋次男
石原菜穂子
石元清英

泉潤

内田直二
内田敏一

内橋直昭
宇野知秀
宇野雄一

叶健児
釜江嘉幸
鎌田術
亀井美智代

苅田淳
川口章
川口通伸
河田晃一

河波朗
河野潤一

河野和男
河村恒徳
川村恒夫
川元規史
神田聡
神田豊
河南恒
河南彰
河南保幸
菊池慎一

岸田安弘
岸田忠昭
岸谷靖雄
岸原士郎
岸本昇三
岸本正紀
岸本芳郎
喜多八洲男

貴田正義

澁谷徹
島久治
島原作夫
志水伸一

清水晃
清水克彦
清水俊秀
下桐猛
照瀬勝仁

寺本努

寺分元一

津留親夫
寺井弘文
寺西恒美

西川欣一

西尾司

西浦隆司

西浦秀一

新岡史朗
西上純弥

東郷満

得丸哲士
土佐幸雄
戸澤昭夫
富田希一郎

友金弘
朝長晴代
外山誠司
豊國永次
豊澤敬一郎
豊田浄彦
豊福政子
豊増千鶴男
内藤伸夫
内藤親彦
長井雅史
中尾博行
仲上和英
長澤園司
長澤藤延
中島有紀

長澤繁
中鴫洋

西村若信

西村功
西山幸司

西本保
西羅寛

野村啓一

仁藤憲征
能宗康夫
野上義喜
野草俊作
野口利宏
野田小夜子
野田善悟
野田和男
野々口善隆
野原啓吾
信西清人
野呂幸生
馬場知哉
萩中慶治

朴杓允

橋倉穂子
橋谷義人
橋本弘至

橋本浩
橋本守雄
橋本徳人
長谷川雅一

樋口進二
樋口清一

細見淳
堀豊司

別府昭彦
戸来正博
保坂和良
星野顕彰
細川友宏
細谷圭助
細見重勝
細見峻弘

原田文雄

肥後慶三
久田芳郎

疋嶋啓作

氷上雄一一一

番匠宏行
坂東太郎

原山洋

久葉昇

松原正明
松原茂子
松村正信
真山滋志

松中昭一

松下昌弘
松下親之
松下征彦
松下房雄
松田一義
松田吉弘
松田修幸

真継博
松下功

松井宏安
松浦祥二
松尾佳彦
松尾信吾

桝谷滋
松井功

正木三夫
間嶋正保
増市千也子
増田浩城

牧裕康

牧亨

前田浩典
前田泰秀
前津栄位

前田弘

前田久美子

前坂正

前川洋一

前川文男

前川進

前川季義
前川浩治

本田勉

堀尾尚志
堀本繁信
日高昌三
平尾明美
平木重成
平谷善彦
平山國治
廣石康一郎
廣島豊彦
廣瀬智久
福井伸宏
福井正樹

福井創
福岡達
福島豊一

福山治彦
藤井貞男
藤井明雄
藤井律子

藤井聰
藤池昭之
藤尾芳久
藤田紀恵

藤田究
藤田修司
藤田正邦
藤田豊英
藤田茂之
藤田利親
冨士大高司
藤嶽暢英

藤中勤

藤本伸一

藤野純子
藤本孝順
藤本範子
藤本敏子
藤本和義
藤本和男
藤本辨一一

古川隆

藤原武治
藤原武文
布施暢俊
二木誠
船木宗昌
古川恵司
古川治郎
古川照永

水船宏

水野雅史
水野利雄

三木卓

丸山英彦
丸山新次
丸山善幸
間脇正博
万年英之
三浦義敬
三浦俊六

藤原昌

古島寿之
古橋藤太夫

丸橋温

幣洋明

源伸介

山本正信

山本将

山ノ上稔
山平富弘
山本義明
山本建志

三十尾修司
三十尾章子
三谷正彦

宮城正幸
三宅秀芳
三宅正史
三宅典子

六篠会会員の皆様いか

がお過ごしでしょうか。

平成Ⅱ年をもって神戸

大学農学部は創立鋤周年

を迎えました。鋤周年記

閉じました。本号は記念

念行事は成功の内に幕を

だくさんの内容で、昨年

行事の栩告事項を始め磯

に引き続き胆ページの特

集号となっております。

吉田善彦

また残念にも参加するこ

はその思い出を振り返り、

記念行事に参加された力

吉田茂

躍をお祈り申し上げます。

会員方々のご健康とご沽

それでは最後に、同窓

はありません。

だければこれに勝る幸せ

川し、友好を深めていた

もぜひ六篠会に参加・利

きました。会員の皆様方

連絡方法の改善も行って

ＦＡＸを川いるといった

なり、また芯子メールや

この会報もカラー印刷と

新しい支部の設立を始め、

経ちました。その中で、

ｕ制度に移行して数年が

われらが六篠会も代縦

とができれば幸いです。

げな様子をお伝えするこ

盛会の興奮の中にも楽し

み入れることにしました。

その雰朋気が伝わるよう、

とができなかった方には

葭山裕子
米沢秀利
米田耕作
米津紀子

六篠Ｚ会

（研究開発室）

白鶴酒造株式会社

長瀬産業株式会社

株式会社（研究室）

杉本食品株式会社
西宮酒造

篠山町
農業協同組合

弘栄貿易株式会社

沖縄製糖株式会社

伊藤忠製糖
株式会社

伊藤ハム株式会社

ｌ●ｌ●Ｉ

渡辺直子
渡辺和彦
渡邊猛史

渡辺進

脇田幸重
脇谷和彦
和久克明
和田茂樹
和田和男
渡辺雅雄

米山惠

写真もできるだけ多く組

吉田守

吉川哲央
吉川年彦
吉倉懐一郎
吉田英穀
吉田雅夫

吉川彰
吉川澄
吉川徹

横山幹雄
横山哲夫
吉川三吉

横田久美子
横田耕一

山本博昭
山本茂和
山本隆司
湯浅浩史

山本篤

山本勝一

山本治
山本修

宮野隆

宮本弘義
三好益生
向井文雄
向井峰夫
向井茂樹
虫明有紀
武藤洋子
村上周一郎

村田育生
村田和優
村原穣
本村文隆
桃井節也
森浩祥
森俊人
森直樹
森博章
森友彦

森川あけね
森川功一

森竹利夫
森本明義
守屋栄利
森脇信雄
八木正博
矢代学
安尾勲
安川寛
安川峻男
安田勝幸
安田武司
保田茂
安原昭江
柳田昌三
矢野巧
薮崎宗博
山内脩
山形裕士
山木康雄
山北太郎
山口泰明
山口貞子
山口禎
山口洋史
山口隆右

山崎孝一

山下安博
山田健次
山田敦夫
山田隆
山出祐司
山中剛司
山西宏明

一一一Y－－－面

竹内弘
竹内順子
竹内龍三
竹内眞嗣
竹田真木牛
竹中祥倶
竹本雅之
時安秀延

田中平義

谷俊洋
谷垣悟
谷河賞彦
谷河明日香
谷口広昭
谷口次男
谷口正夫
谷口正浩
谷口正昭

徳田勝

武山昇
多田安臣
多田泊二
多田明夫
立花孝二
立花茂雄
田附康彦
巽祐一

下田与四雄
庄司浩一

新家龍
田中易

田中勉

白井康仁
白石斉聖
白籏政道
塩飽是雄
新藤充宏

西川元介
西川光幸
西口寅美
西阪佳久
西釈英章
西田清数
西躰雄二郎
西松武宏
西村英喜
西村義孝
西村公雄

真銅恒一

田中治男
田中伸忠

進藤裕明
神部昌彦
末吉正典

鈴木武志
周藤俊樹

田中智

末吉邦
菅野弘一

菅井晴雄

田中靖夫
田中洋二
田中丸治哉
田面輝雄

菅原通直
杉原一三
杉本金五
杉本敏男
杉本龍秀
鈴木素菱鳴
鈴木直治

角直道

鈴木徹

坂本圭佑

長手尊俊
中西テッ
中西三生
中西博信
中野義彦

谷口勇
谷口雷太郎
谷野茂樹
多淵秀樹
田渕義朗
玉城一
玉森忠顕
田村憲司

中野俊一

長島成光
永田健二
中田昌伸
中田和博
中谷吉実

樽味宏

中野政詩
中野満

長谷川潔
長谷川信
長谷川信弘
長谷川聡
長谷川明彦
長谷川儀一

畑武志

畑中康
波多野敬二
幡山文一

花本秀生
羽野明範
馬場鎮治

材健生
林博行
早瀬基
原忠彦

茎置

河本正彦
小杉由紀夫
児玉典子
後藤信男
後藤定年
後藤和彦
古西義正
小林一郎
小林伸哉
小林保
小林豐政
小松功孝
五味信二
小山太八郎
小山博之
小山美幸
近藤正士
金藤祐輔
近藤洋大
佐伯圭一
齊藤義一
佐伯敬道
坂井一郎
坂井永利
酒井一

酒井修
酒井重男
酒井富久美
阪上敏行
榊原道雅

坂本浩

阪口昇
阪村基
坂本昭夫

阪本薫

丹下宗俊
丹治光彦

南森隆司
新居正和

南条巌

中屋敷均
名武昌人
鍋山郁夫

中村直彦
中村洋輔
中森進

中村俊博
中村千春
中村泰久

中村康

中津篤

団野源一

長剛

千葉泰弘

永原茂夫
永松正徳
中村好秀
中村幸雄
皇ン尺ルミ予士一ヨハ

長藤資也
津川兵衛
津国節男

辻荘一
辻洋一郎
津田安啓
土田廣信
常深邦晃
椿野佳奈子

辻英夫
辻啓介
高見昭弘
高山敏弘
財田福雄
宅見薫雄

坪倉浩一

津幡昇

高見吉一

竹内啓子

武正興

高橋賢司
高橋弘剛
高橋信正

高田理

外林諭吉
鷹尾歌之介
高木道浩
高木槙夫
高澤充洋
高須啓志
高田彰宏

早田裕

関屋佳明
瀬山雅英
千田重雄

瀬川彰浩
関智之

住田昭男
住吉公文
陶山武司
正源寺正義
阪本正子
櫻井勝夫
櫻井誠次郎
佐々木豊作
佐藤允男
佐藤嘉久男

佐藤孝
佐藤俊郎
佐藤淳司
佐野秀夫
佐野明男
沢崎晃栄

澤田茂
澤野稔
三本木一夫
塩田憲明
塩田悠賀里

志賀二

柴田征一

四方康江
重永昌二
執行清司
篠原正隆
芝軒邦夫
渋谷一郎
渋谷直唯

編集

岡光夫
岡澤秀晃
岡田清志
岡田立根
岡野憲三
岡松修身
岡村昌明
岡本英輔
岡本吉司
岡本圭司

岡本晃
岡本清嗣
岡山光雄
岡山高秀
荻野信人
奥田正彦
小倉実
尾崎叡司

尾崎武
小澤宏行
小田和正
小田垣博三
小谷廣通
小野由述
小畑太郎
小原真也
小原良明
尾藤博通
生永治彦
尾松滝雄
北井和久
北浦義久
北野嘉一

北野成彦
北村守
北山範夫
鬼頭誠
衣笠大吉
木下毅
木下勝
木股昌行
木村一彦
木村慶一

木村重
木村智子
木村壽彦
清原利文
吉良八郎
切貫武代司

久保田昭正

久下誠彦
久下平
久代憲
楠比呂志
桾幸行
久葉昇
久保一兵
栗崎康徳
黒田正明
黒田茂
畔柳宏之
小出健次
上月和文

記後

今井勲
今井徹
今石浩正
入江和己
岩切滋雄
岩佐肇三
岩崎照雄

岩田卓
岩谷堯
植木啓次
上島脩志
上田昭彦
上田貞夫

上田洋
植田武彦

植村聡
植村直樹
上山維介

甲斐務

上山薫
上山泰

梅津千恵子
梅名英生

牛尾公平
内田一徳
内田幸夫

梅本諭
円増肇

金澤和樹
金枝敏明
包清博之
金子治平
金子修至
兼崎雅弘
金田成雄
金田忠吉
兼田喜明
金地通生
加野浩一郎
加納健三

金澤洋一

金井正夫
金澤誠器

加藤肇

梶原佑三
糟野高一
片岡茂里
片野彰代
片山寛則
加藤征史郎

加古敏之
鍛治雅信
鹿島平蔵

景山弘一

瓜生隆宏
江利増人

二■

海山家隆
賀川知彦
垣内正記
垣内利仁
鍵本正之

小田垣昭治
王子善清
大賀三郎
大垣秀和
大川秀郎

大木仁
大久保英明
大久保秀郎
大久保智子
大久保陽雅
大佐田宏良
太田守彦
太田叔衛
太田信雄
大谷昌平
大谷友人
大谷良逸
大塚紘雄
大槻庄右衛
大西章司
大西正三
大西壯司

大野益
大野隆
大場義憲
大平恭造
大村哲夫
大脇英敏

〈 12＞

次の方々から50周年記念事業に関わる募金を
頂きましたここに厚くお礼を申し上げます。

名
付者名簿
壼可

井関五郎
板井丈夫
一井隆夫

市村司
和泉孔庸
井手野晃
伊藤貴夫
伊藤直明

伊藤渡
井殿敏雄
稲垣昇
稲川千秋
稲田和之
稲葉一明
犬伏秀樹
井上吉一

井上治彦
井上征男
井上博文
井上博明
井上良
猪熊英治
伊吹俊彦
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