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「会長就任のご挨拶」
‐母校神戸大学の更なる発展のために’’

六篠会会長北浦義久
母校への思い

同窓会活動も本部の活動の
され、積極的に活動されていま

他、地域や職域でも支部を結成

た。鋤世紀は戦争による破壊

が大きく変わる時を迎えまし

鋤世紀から創世紀へ、時代

の六甲台へ移転し、神戸大学農

年、その間昭和似年には現在地

吸々の声をあげてから卵有余

して、丹波篠山、盃山の麓で

も、昭和型年兵庫農科大学と

しました。

の活動ぶりに接し、非常に感動

出席させて頂き、会員の皆さん

また９月には東海支部の総会に

私も本年７月には関東支部、

我等が母校、神戸大学農学部

と、科学技術の進歩による、創

学部として、着実な歩みを続け

す。

ます。

おりましたが、経済の低迷に加

望が開けるのではと期待をして

として、今もなお強く、印象に

い出の地として、また心の故郷

にとって、丹波篠山は青春の思

篠山に学んだ兵庫農大卒業生

活動を続けられています。

喜会」など、それぞれ個性的な

ＢＥ六篠会」、酒造関係の「延

「県六篠会」、神戸市職の「ＫＯ

また、職域では兵庫県職の

えて、９月には米国に於ける同

て参りました。

時テロの発生によって、６千人

また、六甲台に学んだ神戸大

残っていることと思います。

忌まわしい事件が発生し、厳し

農学部卒業生の皆さんにとっ

兵庫農大から神戸大学農学部

い新世紀の出発となりました。

へ、別有余年の歴史を重ね、

ともに、大学院も設置され、今

て、六甲山の豊かな自然や、港

日では５学科、岨講座、妃教

都神戸の思い出がつきないもの

さらに、加古川のいなみ野に

さて、私こと本年５月四日

学んだ、兵庫農短大卒業生の皆

の六篠会総会において、会長に

重責を扣うこととなりました。

育研究分野を擁する農学部とし

その間学部の充実が閃られると

何分初めてのことであり、力不
さんにとって、母なる川、加古

と思います。

足の私にとって重荷ではありま

て、関西地区における重要な地

神戸大学に籍を置かれ、学内事

磨き、母校の発展のために努力

お互いに心を一つにして自らを

ない現実となりつつあります。

り、大学の統廃合もさけて通れ

先輩の内川、新家両会長共に

情に精通されておりましたが、

治の大きな課題となり、各般に

さらに、行財政構造改革が政
を続けていきたいものです。

六篠会の現状

学外で活動してまいりました私
にとって、大学の内部は正に未

長

知の世界でもあります。

的な発想に基づく経営手法と、

改革の方針」が発表され、民間

改革の一つは、国立大学の再

出されました。

編、統合を進め、現在的ある
国立大学を大幅に減少させると
いうものであり、もう一つは、
優れた業績を上げた大学には、

学
「神戸大学と農学部はいま」
学

い。さらに、このホームペー

ジの１ページの末尾にある

へリンクして頂くと、そこに

「全国大学農学系学部長会議」

に提言する」、「創世紀の農学」

は、「我々は農学をこのよう

神戸大学では、今年２月に

学共同研究で、質、量ともに

⑦ｇｏ目８）の研究並びに産

分野（祠。ぐ胃○ョ①．冨一

造的発展を志しますと多くの

農学部長相薗泰生

学長が交代し、従来の学長、

など、これからの農学の進む

副学長に加え、学長補佐３名

克服すべき障害に遭遇するの

いつの時代にあっても、創

道が示唆されています。

て、早いもので２年の任期も

他の大学に類を見ない研究を

部は、まさにこの状況にあり、

が常と思います。いま、農学

予算を重点的に配分し、世界に

神

余すところ４ヶ月ほどになっ

と、企画調査室員数人を置い

かでも特徴ある農学部として

腱開していて、全国大学のな

学部の世話を仰せつかっ

大学にとっては、これまでに

てしまいました。この間、神

主力の総合大学として、また、

た新体制を組み、研究・教育

通じる大学を訓校育成すると

はない大きな変革期を迎えてお

戸大学のｌ学部として、文部

活性化、（２）民間的発想の

ョンの展開を図っています。

の強化を見据えた新しいビジ

法人へ移行する事と産学連撹

物生産体制から、学部教官と

検討しています。従来の農産

農学部附属農場の組織改革を

を強化することを指向して、

さらに、農学部の研究体制

研究に真華に取り組み努力を

新たな進展を目指し、教育・

かで、農学の生命科学領域で

現在の大きな変革の流れのな

いうものです。

り、将来へ向けての大改革が避

科学省が示した（１）大胆な

経営手法の導入ｌ「国立大学

今のところ、神戸大学は、文

いて詰め、平成略年４月から

造改革の方針」への対応準備

を骨子とする「国立大学の構

調を合わせて法人へ移行する

略年度の国立大学法人化に歩

（仮称三へ変わることを計画

遺伝資源教育研究センター

ド科学の研究を行なう「食料

農場教官が協力してフィール

を感じます。

様にお伝えできることに誇り

大な貢献をしていることを皆

重ね、学部と大学の発展に多

も言えますが、学部教官は、

こうした中で、神戸大学と神

法人」への早期移行、（３）

部科学省が予定している平成

生みの苦しみに耐えていると

戸商船大学の統合問題が浮上

第三者評価による競争原理の

世界へ開かれた大学として、

けて通れない課題になっていま

大学の再編・統合ｌ大学の

し、両大学の統合を目指した協

導入ｌ世界最高水準に育成、

発展し続けています。

す。

月までに新大学設立の細部につ

議会が設置され、平成巧年皿

新たな大学として、スタートす

６年間の中期目標、中期計画」

ことを目指して、「法人化後

神戸大学農学部の社会にお

に、また、自然科学研究科の

しています。改組が実現しま

の活動はもとより、同窓生諸

ける評価は、このような教官

改革、学部附属農場の改革に、

を策定中であり、農学部も資

すと、このセンターは、学部

ようです。

学部教官と共に、極めて多忙

学生の農場実習及び牧場実習

る方向で検討が進められている

神戸大学１００周年記

ます。

料の収集、提供に努力してい

は、創立１００周年を迎えるこ

母校神戸大学も平成Ｍ年に

出させ、学術研究と高等教育

することにより、活力を生み

主・自律性と自己責任を拡大

「海」に関係した新しい学問

の統合を検討中で、近々、

に本拠を置く神戸商船大学と

また、神戸市東灘区の深江

学施設整備計画に沿って、農

一方、文部科学省の全国大

すことになります。

研究の場としての機能を果た

に教官の研究と、大学院生の

の機能を継承しながら、新た

思います。最後に、それぞれ

きいと申しても過言でないと

兄姉の活躍に負うところが大

大学に法人格を与え、自

な日々を過ごしてきました。

とになっています。このｌＯＯ

の質や水準の高度化を目的と

領域を加えた総合大学として

念事業について

年の節目を記念して、大学の同

している「国立大学法人化」

最後になりましたが、会員の

感が要求されることは必至と

育・研究に対する自己啓発

ることは許されず、今後、教

サイエンス、バイオテクノロ

す。特に、農学領域のバイオ

以上に積極的に展開していま

て、農学関連の研究を今まで

一度、毒§望妄言負目印冒す中

に掲栽していますので、是非

した学部紹介をホームページ

広報委員会が精魂込めて作成

Ｆ胃●弓にアクセスしてくださ

と、社会に対する責任の緊張

ジーに関連して、環境遺伝子

幸、さらに一層のご活曜をご祈

思われます。

皆さんの益々のご健勝とご多
念申し上げ、ご挨拶とします。

とを期待して筆を置きます。

限に発揮して活躍されますこ

の立場で、持てる力量を最大
窓会が中心となって、神戸大学

ています。現在、農学部の教

川と豊穣の地、加古川平野の中

現在、農学部は、学部長、

な教育・研究環境の創出を念

育・研究機能の向上と、快適

すが、会員の皆さんの温かいご

評議員（２名）、学生部長、

学部学舎の改修問題も浮上し
えば、文部科学省の大学評価

自然科学研究科長、遺伝子実

頭においた学舎の全面改修計

と思います。
なりました。

いて大学への予算配分が査定

機構）による評価結果に基づ

画案を作成しています。

再編され出発することになる

六篠会もこの後援会に参画

験センター長、共同研究開発

報の全てをお知らせすること

では、大学の裁量は拡大され

し、協力していきたいと思いま

されるなど、自己責任が厳し

センター長を擁して活発に活

は不可能ですが、情報社会を

るものの、外部評価機構（例

す。記念行事の開催や国際交流

く問われることになります。

ています。なかでも、遺伝子

動しながら大学運営に貢献し

迎え、学生と一般の方々に農

を設置し、支援していくことに

事業促進基金の設立等が計画さ

これからの教官は、研究費と

実験センターと共同研究開発

学部の情報を提供するため、

創立１００周年記念事業後援会

れており、会員の皆さんにも協

して外部資金の獲得に腐心し

センターは、本年度から、拡

役割を果たしています。

力要請がなされると思います

なければならない実情がこの

充・整備を終えた新組織とし

位を占め、農学の発展に大きな

が、その節には、母校神戸大学

までもぬるま湯に浸かってい

厳しさを示しています。いつ

しかし、少子高齢化の伸展に

の更なる発展のため、積極的な

六篠会会員の皆さんには、そ

わたる構造改革が進められてい

協力を賜りますよう、お願い申

し、将来学生の確保も困難とな

ます。こうした背景のもと、昨

伴って、子供の数が急激に減少

年文部科学省において、国立大

おられますが、六篠会員として、

さて、この六篠会も会員数が

れぞれ異なった歴史を背負って

８千人を超え、地元関西をはじ

お願いします。

幸い、多くの後輩の皆さんが

にわたり活曜され、多くの功績

紙面の都合で、農学部の情

学内に残り、活躍されておりま

を上げられておりますことは、

競争原理を導入する方針が打ち

し上げます。

学の独立法人化が示され、また

き続けていることでしょう。

く．・し

本年６月には国立大学の「構造

で過ごした青春の一時が今も生

一

め関東や東海等、全国各地域、

の発展に尽くしたいと、決意を

｡

さらに外国にも雄飛し、各分野

新たにしておりますので宜しく

■

きながら、会の運営にあたって

■

すので、いろいろとご支援を頂

支援とご協力によって、六篠会

選任され、新家先輩の後を受け、

神戸大学の現状と大
学改革問題

余の生命が奪われるという誠に

皿世紀を迎え、少し明るい展

造の世紀であったと言われてい

申し上げます。

でご活曜のことと心からお慶び

六篠会会員の皆さん、お元気

■
参りたいと考えております。

誠に慶びに耐えません。
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地球科学、分析化学など多岐

参加者の分野は、土壌、水質、

頑張りましょう！）。また、

学部の博士課程の女性たち、

張らればと痛感しました（農

は、Ｈ本でも女性がもっと頑

ていませんでした。これから

たが、これほどまでとは思っ

いうことを聞かされていまし

ロッパは女性研究者が多いと

であったと思われます。ヨー

す。また、ロシアの女子学生

ようにこれからは頑張りま

もっとしっかり、説明できる

れたのも思い出の一つです。

“と言って、押しとどめてく

鋸の発表なのだから、スーパー
エバイザーは黙ってみてなさい

かのですが、その女性が”彼女

奉って助け船を出そうとされた

のにもつたなかったため、横で
元見ていた藤徹先生が思いあま

食た。また、私の説明があまり

鴎と話をすることができまし

大の落書きのようなものま

た。大判のポスターから葉書

の作品を見たのは初めてでし

有名な画家ですが、それ以外

ンルージュのポスターなどで

Ｆ呂耳Ｒ膚駅や己臼）はムーラ

ク（因の。。Ｑ①弓ｏ巳○匡切①‐

を見学しました。ロートレッ

ク美術館とセントセシル教会

た。この町では、ロートレッ

という小さな町に到着しまし

の畑風景を見ながら、アルビ

す。そのあと、一面ひまわり

る中での今回の国際会議でし

もあり、あわただしく気も焦

あとの調査や留学の準備など

します。

という国らしさにふれた気が

っても）に感動し、フランス

しさ（たとえ学食ランチであ

のたびにワインと食事のおい

ど様々なイベントがあり、そ

ルカムパーティが行われるな

方にも、タウンホールでウェ

植物質学会第岨川川際会縦

ず、昨年７月創日より国際腐

国を連続して訪れました。ま

目Ｑ○品目旨三四号同旨君“毎『．

９口ｇ胃言ｓ西目己の智富国〕８叩

冨壹①ココ旨ヨミ言ご色ｎｏヨョ○コ

会議は局員閏旨頤吾①目ごａ

ました。講演は、１．起源と

あり、すれ違いも時にはあり

異なっていることがしばしば

ているときにお互いの認識が

た。そのため、情報交換をし

なかで同じ関連の研究を行っ

束しました。今まで、論文の

圧い早く論文を出すことを約

れていました。彼女とは、お

私の研究と関連した発表をさ

の一人が、観点は違うものの

美しいものでした。教会はＭ

に手入れが行き届いており、

物も、古い建造物で庭も非常

気に入りました。美術館の建

絵のような自画像と象の絵が

たが、なかでも子供が書いた

で、数多く展示してありまし

性、難しさも痛感しました。

の考えを表現することの重要

ちになりました。また、自分

れない、頑張ろうという気持

くことができ、負けてはいら

る研究者の方々の話を直に聞

同年代の人や、活曜されてい

海外で研究者をめざしている

ラスとなる体験でした。特に、

たが、私にとっては非常にプ

柳由貴子（神匪記回）

（国扮己）に参加するために、
印昌一目Ｑ艀島ョの．爾一をテーマ

特徴付け、２．有機物との相

ている人が存在することは認

世紀に建てられたもので、中

昼

学会は、１９８１年に設立さ
にわたるため、講演内容もバ

初めての国際会議に参加して

れ、２年ごとに国際会議を開

土壌学研究室の藤撤先生と一

に、招待講演と一般講演が別
互作用、３．重金属や鉱物表

識していましたが、今川その

次回、２００２年夏にボスト

学会発表だけでなく、その

私は、昨年の夏から今年の
催しています。今川の第皿川

大学院自然科学研究科（博士課程後期）

ットランド、アメリカの３カ

緒にフランスのトゥールーズ
課題行われ、２５０課題のポ
面との相互作用、４．生物地

の演奏が行われていました。

ではちょうどパイプオルガン

発、という７つのトピックス

く火花を散らして討論されて

切り出すことができなかった

エクスカーションは、会議

の中で食事をとり、大変おい

になりましたが、今回の国際

いたいと考えています。最後

分解に関する研

植物質のデータを元に腐植物

の様々な起源から得られた腐

士らによる講演では、環境中

の発表は、始終和やかに行わ

ズの地・兀の味を試食しながら

ンやチーズなどのトゥールー

分かれて行われました。ワイ

ールの前後半で２日間ずつに

不足の私の説明にも熱心に聞

でしたし、原稿もなく、練習

ーでしたが、評判もそこそこ

にようやく仕上がったポスタ

れました。また、出発の前日

予想以上の方が足を止めてく

学したのですが、

た。お城の中も兇

おいしく感じまし

の食事はいっそう

のお城を見ながら

しいものでした・
今は、一部の部屋

〈3〉

春にかけて、フランス、スコ

という町に約１週間滞在しま
スター発表が行われました。

うちの一人に実際に会ってみ

ということでした。今川の発

しかったです。本当に、フラ

究を行うために、

質に対する熱力学的アプロー

れていたようでした。しかし、

っていたよりもうまくいった

藤嶽先生とポスターの前にて

リエーションに富んでいまし

した。その次に、スコットラ

ぐに質問することができなか

す。次に、ポスターを見てす

ンで行われる田閉旨にも是

の相Ⅲ作用に関する研究も多

そのあとのオプションのディ

な研究者の方と情報交換を行

非参加して、さらにいろいろ

びてきている環境汚染物質と

ナーは、森の中にある大きな

球化学的循環（水、ｔ壌、堆

ではないということと、ライ

お屋敷の庭に張られたテント

出席者は妬ヶＮ、３００余人

ったことです。質問するべき

バルの存在を再認識しまし

ンドの土壌並びに河川水の調

ことがあっても、うまく伝え

て、自分の研究は見当はずれ
数みられ、それぞれの発表に

られなかったことや、質問を

用、６．商業的および工業的

ました。著名な先生方が激し

対して、活発な議論が行われ

積物）、５．植物との相互作
利川、７．腐植物質の特徴付

で、日本からは８名が参加し

けのための新規分析法の開

ました。この会議に参加して
まず感じたことは、日本の学

○吊呉国１且．島の北半分を藤

会よりも女性の研究荷が多い

した。そ
その
の後
後、
、脳
単身でアメリ

中日におこなわれました。バ

会議の渡航費を援助していた

ため、せっかくのチャンスを

だいた六篠会に深く感謝いた

いる姿が非常に印象的で、こ

に、賛沢なエクスカーション

ンスのイメージをそのまま

します。

スで大学を出発して、トゥー

スカーションのほか初日の夕

で大満足の一日でした。エク

逃してしまい残念な思いをし

い、その広い庭で昼食をとり

ました。後半２日の私の発表

ました。気候も良く、緑が美

ってこそ一流の研究者として

では、全く誰にも興味を持っ

のようなアグレッシブさがあ

について行われました。大会
鴎初日に行われた竜．園ａこ‐詞．

表では、おそらく半数が女性

立大学の土壌生

活躍されておられるのだと感

うと心配していたのですが、

てもらえなかったらどうしよ

一室

場国ｇこぎ三．○匡胃ののめゃ冨．
一穴煙胃目弓恩威三．両国目目・およ

じました。

化学研究室で
麺閉①胃の写牌ご昌閏

おび声〕・詞①く①一つ。⑰葺昌ｚ愚○コ巴

今年の３月末ま

チが紹介されました・その他、

ポスター発表は、スケジュ
汀酉冒閂言目匡①号目昌○こめ①）博

で約７ヶ川間過

今回の会議では、数年前まで

方だと思います。話をした中

調度品や内装は年

のような長期間

で、緊張しました。一番プレ

表するのも初めてでしたの

をホテルとして使

代を感じさせる美
ていた－６ｚ冨嗣扇ｚ之冨宛によ

では、特にルーマニアの女性

いてくださった方もいて、思

る分析に関する報告は少し減

研究者の方で、日本の土壌、

私にとっては参加するのも発

で様々な経験を

ッシャーを感じたのは、英語

腐植物質関連の研究を凌駕し

することができ

で質問しなければならないこ

っておられた方が印象的でし

特に火山灰性土壌に興味を持

として腐植物質の構造とモデ

とでした。この会議がアメリ

た。用意していた土壌断面の

少気味のようでしたが、依然
ルに関する報告、特に腐植酸

こし抵抗なく話しかけること

カ留学後であったら、もうす

は、フランスで
の畠協弓につい

の平均分子量に関する報告が

今度は宿泊客とし
て来たいと思いま

ましたが、今川

いただきます。

て、報告させて

写真を見せながら、いろいろ
近年腐植化学の中で注目を浴

ができただろうと悔やまれま

用しているそうな
ので、もし再び訪
れることがあれば

の海外生活の中

ごしました。こ

ｆ

いた腐植物質の

として酵素を用

しい庭と煉瓦造り

ルーズ近郊の古城へと向か

力に
、、
ペペ
ン、
カ
に渡
渡り
り
ン〉
シルバニア州

た。

と共にあちこち旅して川りま

嶽先生とドクターの後輩一人

査、採取のために、約３週間

｜

多く見かけられました。また

Ｎ際腐柚物質

I

報
篠
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の確立や、露地栽培における

材の開発による周年供給体制
機械化省力栽培技術の開発に

ルで競われていました。しか
し、昭和棚年代中頃になって、

ました。また、地域特産作物

取り組まれるようになってき

良普及センタ
始めました。産業の高度成長

足が得られると質的要求が出

まるところを知らず、量的満

淡路島のビワ、柑橘等が主な

ウ、クリ、南部のイチジク、

の二十世紀梨、中央部のブド

が栽培されています。県北部

兵庫県の果樹は多くの品目

バラ、キンセンカ、キク、カ

られることになりました。こ

全性確保が、法律で義務づけ

機廃棄物の利用や、家畜糞尿

ら、汚泥やコンポスト等の有

化学肥料に関する試験研究か

が中心になっていました。こ

象も多岐にわたるようになり

昭和別年代以降には研究対

した。

調査が実施されま

調査等、地力保全

また、ゴルフ場における農薬

術の開発が進められました。

適期防除と農薬の安全使用技

本法」を制定しました。国民

Ⅲ年に「食料・農業・農村基

「農業基本法」に変わり平成

を解決し、期待に応えるため、

川においてはこれらの課題

使用が社会問題となったのも

生活・経済の安定、発展に向

害虫の発生予察調査に基づく

この頃でありました。

Ｌログ

六篠会活動の構築に向けて

六篠会は、同窓会活動を通

せる能力と科学的な判断力が

来を見据えて創造的に発展さ

けて、食料の安定供給の確保、

じて、大学と同窓会との交流、

経営機械分野では、野菜栽

～総会を盛大に開催～

一方、兵庫県では平成喝年

のこと全てを大学だけや一個

必要となる。しかし、これら

農業の多面的機能の発揮、農

３月「ひょうご農林水産ビジ

大学や同窓会を核とした同窓

人だけで対応し、解決できる

培の定植機械や、収穫機械等

代表理事中村直彦

ョン２０１０」を策定し、農

現在、大学においては、川

生間の交流を目指している。

業の持続的な発展、農村の活

その他、食品加工分野では、

林水産業の振興、暮らしと環

の開発による機械化省力栽培

村おこしや女性起業家育成を

境など、県民生活に貢献する

トラブルを処理する能力、将

Ⅱ的に、地域特産物を利用し

ものではない。大学や同窓会

六篠会活動の構築に向けて

たふるさと産品づくりの研究

を核にして、教官、同窓生と

識浄鴎恥■‐

立大学の独立行政法人化への
これら農業生産振興のため

た。試験研究機関においても

長引く不況、経
済構造の改革な

の技術開発に加えて、最近で

平成昭年４月、Ｎの研究機

どといった厳し

この実現に向けて試験研究に

関は行財政構造改革により、

い社会環境を、

は農業・農村の持つ多面的機

独立行政法人となり、基礎的

かということが、

いかに乗り切る

取り組むこととなりました。

発による里山風景の崩壊や、

研究と併せて現場対応試験を

なってきています。山野の開
宅地開発による農地の減少農

実施できる体制を整えまし

能に関する研究ニーズが多く

よる農地の荒廃等、農業離れ

業者の高齢化と後継者不足に

年４月より農林水産部の試験

兵庫県においても、平成Ｍ

いる・その他、

題となってきて

身近で大きな問
られています。これまでの農

た。

学分野の研究では対応できな

研究機関、中央農業技術セン

による冊間風環の再生が求め

い、社会科学に属する試験研

ター、北部農業技術センター、

林業技術センター、水産試験

淡路農業技術センター、森林

り、人間関係に息苦しくなっ

織の中で潰されそうになった

しても、仕事に行き詰まることが多いし、組

いうことであり、問題に対す

世界の知的資源につながると

「リンク」することは、広い

ること、同窓生同士が互いに

日常的なことに■
究ニーズが増えています。

場、但馬水産事務所試験研究

六篠会は、このようなネッ

るのである。

る解答を見つけ出すことにな

ラブルの連続である。

たり、毎日が大なり小なりト

これらの多くの問題を解決

室の６機関を統合し、新たな

ことになっています。統合に

ト化を図る工夫をしていると

ころであり、近い将来には、

るといっても過言でない。

これからは、神戸大学にお

って、全学的なネット化が図

他学部の同窓会とも連携をと

する糸口は、「同窓生」にあ

としての役割、農畜林水の横

いては、大学の発展や人類へ

当たってのキーワードは、技

断的課題の推進、研究普及の

の貢献を考えていくために

に奉職する六篠会員は、協力

の連携を欠かすことはできな

情報を取り入れた産・官・学

は、行政や企業の知識、技術、

総会の開催・新役員の決定

れることを期待している。

発展に頑張る所存です。六篠

も、ヒューマニズムの視点に

い。また、一般社会において

Ｏｌ教室において、六篠会の

時から、神戸大学農学部Ｃｌ

総会が盛大に開催された。

会員諸兄のご支援とご鞭健を

去る５月四日（土）午後２

しあって兵庫県農林水産業の

我々兵庫県の試験研究機関

連携強化等です。

術情報提供行政サービス機関

武験研究機関として出発する

》や一

対応を迫られているところで

技術の確立に重点が置かれ、

報

のあるべき姿を提案しまし

ます。

E

兵庫の農林水産業と農山漁村

性化と振興等を理念としてい

会

が各地から要蝋されました。

農家経営の向上が推進されま

、

’
した。

L

立って、物事を構造的に捉え、

、

当たり６００蛇以上の高レベ

あまりの増収と国民の米離れ
の育成をⅡ的として、新規作

がわざわいして、米余り現象
が出始め、減反政策がとられ
目の導入試験にも積極的に取

ー記名、中
と相まって、公害問題が社会

ものですが、この頃には収量

染防止法」が制定され、カド

ーネーション等の切り花を対

駐本法」をべ

れに伴い、各県の農業試験場

の施用限界試験等が取り組ま

２０６名になります。その内

の当時の水稲収量は皿アール

ました。作物関係では収量重

柄害虫では、農

遥

『

L

』

兵庫県の農業振興に活躍する六篠会員
ｌ試験研究機関を中心にｌ
兵庫県立中央農業技術センター
るようになってきました。

央・北部・淡
的課題となり、昭和妬年阻月

墹加と省力化を目指した剪定

大谷良逸（兵Ｃ旧回）

路の３農業技
に開会された臨時国会におい

技術の開発が盛んに行われま

り組みが開始されました。

術センター柵
て多くの公害事案が審議さ

食に対する国民の欲望は止

名となってい
れ、公害防止に関する多くの

ミウム等重金属による農用地

と、新品種導入試験が中心で

象にした栽培技術改善試験

兵庫農大第

ます。

和魂年当時
の汚染防止対策が研究対象と

花きでは、新テッポウユリ、

した。

は、世界大戦

なりました。また、この時

に関する法律では、「土壌汚

後の食穐難の

ありましたが、この頃から花

法律が制定されました。農業

時代でした・
「農薬取締法」も改正され、

壇苗等鉢物の栽培試験が開始

１Ｍ卒業生が

この頃の農業

農薬残留に関する条文が追加

されるようになりました。

－スに推進されました。肥料

れました。また、県下農用地

すでに銘名の先輩が退職され

当たり３００‐盤別後でありま

視型の舶稲から食味重視型の

産物の安全性志向

〃

お願いいたします。

〈4＞

奉職された昭

施策は、戦後

と相まり、農産物・食品の安

されました。「食舶衛生法」

や農薬等の農業生産資材や農

において、農薬残留に関する

土壌の生産性分類

止壌肥料では、これまでの

された「農業

まもなく制定

業機械の開発、品種改良と栽

なりました。

試験研究が開始されることに

兵庫県に就職した六篠会員
兵庫農科大学及び神戸大学
地開発等による食糧増産施策

培技術の開発、未利用地の農

ています。現在、１６８名が

した。先輩諸兄の懸命のご努

姉穐へと育穐目標が変わって

が強まるなか、化

'噂

の活躍を紹介します。

農学部を卒業し、兵庫県に奉

各部署に配楓され、兵庫県政

力により昭和釦年代中頃には

学合成農薬を使用

一

一室

一一ハ

職した六篠会員はこれまでに

の推進に活躍しています。企

いても乾田直播栽培や湛水直

きました。また、栽培面にお

しない病害虫防除

３８０蛇前後に増え、最近で

播栽培の技術開発に取り組む

技術の確立が求め

は５２０聴にまでなっていま
す。水稲栽培技術が加速度的

ようになりました。とくに、

の教官４名、県民生活部Ｍ名、

産業労働部２名、農林水産部

に開発されたことを示してい

画管理部３名、姫路工業大学

１３１名、県土整備部４名、

られるようにな
り、天敵の利用や

兵庫県は全同に自慢でき
る，山田錦“という酒米を持

ます。

私が卒業した昭和柳年頃に

生物農薬の開発、

長期ビジョン部２名、教育委
員会３名、出納事務局２名、

防虫ネット等を利
用した物理的防除

っていますが、この頃には，

技術の開発に取り

兵庫北錦“や”兵庫夢錦“等

されました。

の新しい酒米品種が次々発表

し尽くされ、これらの技術を
駆使した水稲の高収量を競う

は、基礎的な技術はほぼ開発

気運がありました。米づくり

議会事務局１名、県警３名で
沼％を占め、行政各課別名、

す。とくに、農林水産部が
農林（水産）振興事務所略名、

組むとともに、病
日本一を目指して、皿アール

野菜関係では、施設園芸資

土地改良事務所岨名、農業改

'一・一－
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臨む。総会の後は、３時訓分

席を同じくして総会の議事に

久しぶりにお会いする先生と

懐かしい顔ぶれの同窓生、

ずれも上程案通り可決され

案と予算案の審議を行い、い

報告、さらに過年度事業計画

報告と会計決算報告及び監査

兵庫県科学賞を受賞して
植物資源学科津川兵衛（兵ＡⅡ回）

らクズの種子を現地へ持参し

被災地の緑化のために、自か

リピン・ピナトゥボ火山爆発

して、次の目標である棚田保

す。そして、気持ちを新たに

が真に実を結んだといえま

家畜ゲノム研究の分野で、最先

た。その結果、神戸大学は現在、

る研究を展開する事が出来まし

在籍していまして、但馬牛研究

修士課程、学部学生を含む）が

の教官と創名の学生（博士課程、

となっております。このような、

まして、前段の生物進化の研究

研究勢力のバックアップを受け

グループとして、一大研究勢力

兵庫県は但馬牛という世界に

ー的存在となっております。

誇れる在来種を持つという特色

端の研究を展開し、そのリーダ

このたび、同窓会が本会報

きました。

へ県科学賞受賞につき、寄稿

全の研究へと向かうことがで

落を対象にして、土壌緊縛機

ＫＧＳ緑化協会（国際葛グリ

氷上郡山南町の（ＮＰＯ）Ｉ

てから六年目に、私と手を取

能を有するクズの網目状構造

り合って歩んできた、兵庫県

詳細は、別項の庶務報告並

た。

びに決算書、予算書をご覧頂

から場所を変えて懇親会へ移
った。終了後、誰かが仕組ん

ら、個々の研究の詳細を紙面の

だ三次会が待っている。クラ

都合上、述べる事は出来ません

に従事してきました。残念なが

研究を大きな柱として、実用的

が、この「兵庫県科学賞」の受

と黒毛和種、特に但馬牛の研究

方々との出会いが懐かしく思

れまで、但馬牛を英文で紹介し、

な研究を展開しております。こ

の好立地条件を生かし、但馬牛

い出されてきます。これらの

があります。我々の研究室はこ

た。この団体は、ピナトゥボ

方々との交流は、一生涯忘れ

する機会を与えて下さいまし

構造の特徴を明らかにした。

アエタ族の支援に全力を注い

火山周辺に住む山岳少数民族

たお蔭で、お世話になった

三、六甲山系南麓部において、

用動物遺伝学講座（旧家畜育種

賞の栄誉が、神戸大学農学部応

ーン作戦山南）が、平成十年

動支援、学術振興支援や農学
尾根、崩壊地、その他土層が

海外の雑誌に掲載された論文は

度兵庫県社会賞を受賞しまし

ごとに開催される総会後の集
部運営にかかる支援など、ほ

ることのできない喜びであり

の特徴を明らかにした。

池『

ＴｌｌｌｐＩｉｌＩ

でくれています。ＩＫＧＳの

学）の研究活動に対して贈られ

浅い所、あるいは痩せた土地

二、自然・栽培両群落の草冠

いを楽しんだ。

ぼ例年どおりの事業を実施し

事業の概要は、在校生の活

（１）功績者・功労者の表彰

たが、先に述べたように、今

じめて但馬牛の成り立ちから遺

ありませんでしたが、我々がは

たものであり、社会的に評価さ

ます。

り、樹木の生育が悪い場所で

伝的構造の特徴までを明らかに

援をいただいた、関係者各位に

れたものであると認識し、ご支

受賞があってこそ、私の研究

きたい。

議事に先立って、まず六篠会

える制度を発足させた。今後

年度から功績者、功労者を称

兵庫県科学賞を受賞して

し、初めてその詳細を、発表し

で樹木が侵入しにくかった

ス毎に、又は講座やクラブな

の新家龍会長から挨拶。その

どのグループに分かれ、４年

後、兵庫県科学賞を受賞された

もますます、同窓会活動の活

さえも、クズはよく発達した

津川兵衛先生と辻荘一先生

群落を形成することを土壌・

御礼を申し上げる次第です。ま

平成八年の秋には、兵庫県

た、研究活動の継続には内部努

性化、同窓生の交流促進に力

いる遺伝学上あるいは育種学上

力だけでなく、同窓生の皆様の

に、顕著な業績を上げ、農学部

の問題点を継続的に研究して、

ご支援が大きな力となります。

ました。また、但馬牛が抱えて

但馬牛関係者に、警告や改良指

応用動物学科辻荘一（兵ｚ旧回）

最初は生化学、酵素化学を研究

針を提示するなどの活動を行な

ったところ、役員会案の提示

る越年茎と、その節に発生し

わち親根株から放射状に伸び

一、クズの越年生部分、すな

あります。

の緑化、農薬開発にクズを利

の是非を判断しながら、海外

また、外国からの雑草の導入

っていることを示したこと、

であるクズが国土保全に役立

このように、足もとの雑草

果を確認した。

日には同窓会としての表彰を総

たします。また、本年５月四

り、まずもってその事に感謝い

果に対して贈られたものであ

によって支えられて得られた成

の方々など、多くの方のご協力

方々、また、繁殖牛の飼育農家

本の疑問にはまだ、答えは出て

でも発現させているかという根

２億年もの長い間保存し、今日

素蛋白質の遺伝子を生物が何故

今日に至るまで、必要の無い酵

て、研究を展開してきました。

遺伝子工学的な手段を導入し

現在、我々のグループには５名

ってきました。

して間もなく、農芸化学科が

宜しくお願いいたします。

今後とも、先輩諸兄のご支援を

る。

の手段として用い、その後、分

植生学的側面から実証してい

子生物学が発展するにつれて、

科学賞の受賞という思わぬ幸

賞の受賞の栄誉に浴しました。

運が舞い込みました。受賞研

四、フィリピン・ピナトゥボ

兵庫県の畜産関係の技術者の

（４）役員・代議員の改選

究の題目は「緑化植物クズの

クズを植栽して、泥流防止効

火山爆発による泥流被災地に

を入れたいと考えている。

続いて、役員・代議員の改

用」です。

防災機能の解明と実際への適

て、表彰状と記念品を贈呈した。

選に移った。ご承知のとおり

及び六篠会の名声を高めたとし

続いて、六篠会の運営にあたり、

役員の任期は２年、代議員の

を求められた。役員会では、

た根群が、ちょうど地面に網

おりませんが、研究は今後も継

単独で同窓会らしきものを発

昨年ｎ月９日に兵庫県科学

に貢献され、永年、ご苦労を頂

会員の相互交流と農学部の発展

た。

かねてから、世話を頂く方々

会で行なって頂き、感謝の言葉

続して行くつもりです。

私は兵庫農科大学を卒業後、

はやがて終焉を迎え、現今は、

このように恵まれた研究環境

会費を集めて、当面の行事と

全なままで、会員から少額の

選出方法について会員に諮

六篠会顧問東順三（兵Ｃ１回）

長らく続けてきたクズの研

助手として同学に就職し、以後

社会的に意義のある研究をせよ

足させた。まだ、会則も不完
究を受賞に結びつけることが

調年間研究に専念する機会を得

に感謝状と記念品の贈呈を行っ

クズが土壌保全植物として

（２）六篠会会則の改正

の選任について、役員や教官

用したことが、評価を受けた

もありません。

それは４年となっている。

議長を、農学部生物環境制

を広げ、所どころを杭で留め

ものと思います。

いた前会長の西川欣一様、前副

御学科の内藤親彦先生にお願
から推薦をいただき検討して

たような形をとる。（網目状

できたのは、絶えず励ましの

優れている理由は次の諸点に

いし、議事に入った。

きたところであり、この原案

構造）これが地面を緊縛して、

（会則８条）

本会が、平成９年度に代議
を示したところ、原案どおり

土壌流亡を防止する。

会長の東順三様、田中平義様

員制へと移行したことに伴
可決された。

「六篠会をふり返って」

い、当時会則の大幅な改正を

二、クズの当年生部分、すな

製と、壁新聞のような会報が

た活動であった。小生は卒業

出版され、ごく内輪に限られ

後そのまま大学に残った（農
めて感謝の意を表します。さ

とその存在

化上の意味

系酵素の進

していましたの

学的な手法を導入

ち早く、遺伝子工

前段の研究で、い

は、同窓生の連携や親睦の手

に開学した（昭和型年）当時

る兵庫県立農科大学が篠山町

神戸大学農学部の前身であ

している。

れたことを不確かながら記憶

である以上は、同窓会を設け

三学科が一体となって、兵庫

科・畜産学科・農芸化学科の

その後、しばらくして農学

ので、当時の世話係をやらさ
らに、私の受賞に祝福の拍手

自体の持つ

芸化学科、土壌肥料学講座）
三、クズの根に着生する根

をお送り下さった同窓生の皆

一一

してパンフレットの名簿の作

新たに決まった役員と代議

嶋鳥

行ったが、その後、他学部の

資金の導入金額や

教官の評価は大学の外部からの

尿素合成系

特許取得数で行わ

興味を追求する機会に恵まれ、

ってくれた当時の学生諸君、

を待たない

れるようになって

先輩諸氏、クズの研究を手伝
葉冠（草冠構造）を形成し、

またとない機会を与えて下さ

動物におけ

を着生した当年茎が、厚い茎

また、六篠会役員会の顧問

雨滴の衝撃を緩和する。また、

った科学賞の推薦者、前農学

た。

との強い圧力が働いています。

員総会との関係などにおい

として、西川欣一様、東順

網目状構造ならびに地表に堆

て、会則の一部を改正する必

三様、田中平義様に加え前会

積したクズのリターが表面流

要性が生じてきている。

会則の改正点は、①幹事の

長の新家龍様にお願いした

出を減少させる。

様方には心よりお礼申し上げ

きました。幸い、
いと、事務局から提案したと

またクズが生産する大量のリ

粒は大気中の窒素を固定し、

る尿素合成

名称を理事と改めること、②

ころ、満場一致で承認された。

今後、この新体制で六篠会

部長加藤征史郎教授には、改

でやむなく退任し、後任者の

役員及び代議員が任期の途中

のますますの発展に力を尽く

段がなかった。しかし、大学

ような研究分野の

く、一回生が卒業（昭和配年）

るべきであるとう意見が多

選任に急を要した時には、代

で、他大学の同じ

て研究を展

ＤＮＡ育種に関わ

講座に先駆けて、

議員総会の議を経て後任者の

意義につい
自ら手がけたクズの研究の

出来ました。

開する事が

改称）の同窓会が設立（昭和

県立兵庫農科大学（昭和”年
という思いにかられて、ブイ

成果を、実際に使ってみたい

もに地力の向上を助ける。

一、クズの自然群落と栽培群

受賞研究では

会員各位におかれまして
は、ご支援とご協力を賜りま

したいと考えています。

ます。

鹿
ターは土壌中へ還元され、と

q■

冒仔００■■劫▼日も０００

ました。その間、純粋に学問的

＝

言葉をかけて下さった恩師、

弄\

わち大型に三小葉からなる葉

罰炉

ロ

員は後記、庶務報告に記載し

一

同窓会との関係、総会と代議

一

〈5＞

鞘

すよう切にお願いします。

選任ができるようにしたこと
である。

引き続き、平成岨年度事業

（３）事業報告及び事業計画
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訓年）され、会則にのっとっ
て、役員の選出、総会の開催、

会費の徴集、名簿や会報の発
行など、本格的な同窓会活動
がスタートした。

学舎は、自然豊かな田園の
城下町の篠山にあったが、わ
が国も戦後の食糧難を脱して
高度経済成長を目指す時代と
なり、農政の方針も激変をき

「減反」に変遷した。これに

たし、米作は「増産」から
対応して農学部の役割も食糧
の増産よりも、環境の保全や

思い出の「六篠会」
六篠会顧問西川欣一（兵Ａ１回）

われていたが、平成元年は新

会行事は各学部毎に単独で行
制大学として全学部が四十周
年に当たるということで、合

六甲台で開催された。

式典と記念講演会、園遊会が

同の行事として五月十五日、

を出版した。

庫農科大学史」（同窓会版）

雲一つない好天のもと、記念
とし、九十周年に当たる平成

の設立を神戸大学の設立基盤

明治三十五年官立神戸高商

＊神戸大学創立九十周年行事

式典と植樹を行った。植樹の
四年五月十五日、神戸国際会

昭和五十四年五月十九日、

＊農学部創立三十周年行事

樹には「マテバシイ」を選ん

催された。祝賀会のハイライ

ポートピアホテルで祝賀会が

を持ち、アスナロ同様、将来

って新学歌が誕生、発表され

トは、今までの学生歌に代わ

議場で記念式典が、引き続き

への希望を表す常緑樹であ

「待てば椎になるという意味

る」ことに拠る。記念植樹に

だ。これは「マテバシイ」が

昭和二十四年、高い理想の

バイオテクノロジーの開発に

れ、母校も園芸農学科・植物

重点を置いた組織改革が迫ら

おこなわれ

続いて六篠会主催の園遊会が

学部三十年

として「農

た。記念品

年が最後とな

事は、九十周

長としての行

任、同窓会会

窓会会長を退

定年後、同

兵庫農科大学は、昭和四十一

もと、篠山の地に創立された
年その長い役目を終えて国立

の歩み」

たことである。

化学科・畜産学科の五学科に

防疫学科・農業工学科・農芸

移管され、神戸大学農学部と

（写真集）、

改組された。（昭和調年）

振り返れば、国立移管に伴
「農学部の

さらに移管後の大学院修士課
葉書）、「会

四季」（絵

五十周年行事

＊農学部創立

った。

に国立移管されて（昭和狐

それから母校は、神戸大学
年）、現在の六甲台に学舎が
の併合、新学部体制への移行、

う学科の増設、県立農業短大

り、同窓会も他学部との交流

程ならびに博士課程の設置

なった。

から総合大学へと組織が変わ

移転した。必然的に単科大学

が進み、神戸大学学友会に参

六篠会への回顧

六篠会顧問田中平義（兵Ｃ１回）

昭和帥年では１８，７００円

まで上昇した。平成田年では

約１５，０００円前後となっ

た。需要と供給に反映した米

ＫＯＢＥ六篠会

合、日本の稲作は玄米帥囎当

学及び神戸大学農学部を卒業

科大学、兵庫県立農業短期大

ＫＯＢＥ六篠会は、兵庫農

り、職場や仕事の内容は非常

所で活躍している会員もお

山牧場などの外郭団体や区役

光世（神Ａ翠回）

り９０００円で採算が合え

岡野

ば生き残れるとも言われてい

し、神戸市に勤務する者を会

が、グローバル化を考えた場

価であるかが問われている

る極めて厳しい現実がある。

れました。

員として、昭和弱年に結成さ

ゆく」フェスティナ、レンテ

を持って旅をし、年を重ねて

待たず。人は夫々歳月の切符

い視野に立って活躍されてい

ある。会員のメンバーにも広

てきただけに、複雑な思いが

ーの技術顧問として現場を見

引き続いてⅡ年間肥料メーカ

平成２年、県ＯＢとなり、

な勤務先は小・中学校（教職

名誉会員４名）で、会員の主

（正会員師名、ＯＢ会員記名、

現在、会員数は１１９名

次表のとおりです。

の発行となっており、役員は

会・懇親会の開催および名簿

会の活動は、年１回の総

やなつかしいお話を伺うこと

活動の報告など、大学の近況

六篠会の王子先生から学友会

学部長の参加を得、さらに、

崎・加藤先生といった歴代の

園農学部長、名武・尾崎・岩

けとなっています。また、相

越えて交流できる良いきっか

い会員同士が、職場や世代を

段なかなか話をする機会がな

所で働いているとはいえ、普

総会・懇親会は、同じ市役

に多岐にわたっています。

に、セーフガードが実行され

故に日本の農業を守るため

（ゆっくり急げ）という文句

員関係）、保健福祉局（食

ができました。ありがとうご

・青春のかけらを置き忘れて

は誰しも知るところである

るインターナショナルな方々

品・環境衛生関係）、環境局

ざいました。

た。

が、高齢者の社会をみるとき、

もおられると思いますが、そ

（環境保全関係）、産業振興局

きた町、丹波篠山から娼年目、

今後生きがいのある生活が如

の思いをお聞きしたいもので

（農政関係）、建設局（土木関

新六篠会会長に、県六篠会

古希を過ぎた。「歳月は人を

何に可能か、また何処にある

ある。

ルーッフラワーパーク、六甲

係）などです。農業公園、フ

職局環境審謹

の自身でもある。５月に六篠

の北浦義久氏（県議会議員）

産業振興局農耐画課

かを見定め実行している昨今

会から感謝状をいただいた。

が就任されました。県政を通

建設局公園砂防部計画課

平成十年、

平成元年当時副会長と兵庫県

い立場だけに、新たな視点か

して国の政策にも間接的に近

産業振興局西農政事務所

十一年の二年
に亘り、新家

■■可

環境局減量ﾘｻｲｸﾙ推進課

三点を発行
した。

龍二代目会長のもと、盛大に

六篠会会長でもあり、この感

ら六篠会をリードしていただ

産業振興局西農政事務所

員名簿」の

創立五十周年を迎えた。来年

＊農学部創立三十五周年行事

行われた・平成十年十月には、

ただいたものと思う。現在県

き、神戸大学農学部の発展に

謝状も県六篠会を代表してい

六篠会会員は２０８名とな

ております。２００１年、節

努力されるものと期待いたし

雛福祉局保健所予防衛生課

哩垂蛙轆癖羅

″″

細雨一塑型窪扉扉一遥辿爾麻羅一墾幽韮岡報

哩畦匪亜堕塗型建延墜謹塗儒疵泥扉両

岬一僻一僻一癖一岬一群一群一群一群一癖一群一僻一群一群一癖一僻一僻

岬一鋤一岬一岬一岬一岬一岬一岬州一州一岬一岬一岬一州一岬一岬一岬

垂水区保健部衛生課

ながら、平成十一年、農学部

学クラブ（ＫＵＣ）に個人的
平成十四年には、百周年を迎

記念行事の中で最も印象深

き、一週間にわたり六甲台講

各界で活躍する卒業生を招
堂において記念講義が、平成

た。会員各位は、行政、研究、

り、その内ＯＢが謁名になっ

内容の変化とともに、産、官、

で、学術研究のあり方、教育

学の連携強化が重要となり、

目の年にあたり改革が進む中

る。農学部の同窓会として直

六篠会の果たす役割も大きい

ポストについて活躍されてい

接または間接的に食料生産

ものと思われます。

普及教育と夫々の部門で主要

（農業生産）には重大な関心

灘区保健部衛生課

等々、めざましい発展をとげ

に加入して活躍してきた。

える神戸大学の一学部とし

いのは、昭和五十九年、篠山

の地記念碑を建立したことで

講演会、園遊会、記念植樹が、

十一年五月に式典、特別記念

ても大切な存在であった農大

今年の定例総会において、

を持っておられると思うが、
グローバル化する社会の中で
の日本の立場をどう位置づけ
るかが問題となる。今如年前

価格は帥囎当り４，２００円、

産業振興局農水産課

加して、神戸大学全体の同窓

篠山学舎育ちの兵庫農科大

て、着々と研究成果をあげ、

の兵庫農科大学跡地に、発祥
ある。碑文はわれわれ卒業生

同六月に篠山において発祥の

本化され、「六篠会」となっ

の記念碑は、県が管理してく

L

を思い起こせば、主食玄米の

産業振興局農水産課

会活動に寄与し、また神戸大

学生と、六甲台学舎育ちの神

かつ優秀な人材を輩出してい

その間、同窓会は国立移管

の気概と、若き日々への郷愁

地記念学術講演会が開催され

づ（》。

戸大学農学部生の同窓会が一

誕生した（昭和別年）・そし

を契機に、兵庫農科大学、同

あり」とした。篠山市にとっ

を込めて「我らが青春ここに

体となって、現在の六篠会が

て、六篠会報が創刊された

のそれぞれの卒業生が統合一

短期大学部、神戸大学農学部

た。六篠会初代会長として同

神戸大学農学部（旧兵庫農

（昭和駆年）。

科大学）帥周年記念事業が、

より六篠会顧問の役職と感謝

思いがけず新家龍二代目会長
状を頂戴した。六篠会役員お

いる。

会のお役に立てればと願って

して「記念碑絵はがき」「立

た。

現在の六甲台の農学部学舎で

く整備されている。記念品と

れることとなり、いつも美し
》つ。

窓会の活動を振り返ってみよ

今後も神戸大学農学部の教

盛大に実施された（平成Ⅱ年）

＊農学部創立二十周年行事

昭和四十四年五月の二十周

官・学生が高度な研究・教育

年記念総会において、同窓会

従来、神戸大学では、同窓

＊新制神戸大学四十周年行事

し、微力ながら今後とも同窓
名を「六篠会」と改めて会員

よび会員各位のご厚情に感謝

ね、母校がますます発展する

を目指して、一層の努力を重

名簿を発行し、あわせて「兵

都耐画局区画整理部東部都市整備課

〃

を発行した。

とともに、同窓生のご活躍を

淡河中報

監事

杭焼酒器セット」「会員名簿」

期待しています。

監査輔局第3課

〈6＞

り

建設局公園砂防部施認

〃
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県六篠会近況報告

しています。

このビジョンの策定に当た

ます。

り、多くの同窓生が活躍してい

東海支部の近況につい
副会長上田洋（兵Ｃ６回）

室の懇親会場に移動、前川副

会長の司会で懇親会が始まっ

発声のあと、各所で輪が出来、

た。松原氏（犯年卒）の乾杯

和歌山県支部結成はいつになるかつ．

懇親会と名簿発行のみですが、

浦六篠会会長に遠路わざわざ

出に話の華が咲き、あっとい

突然、大先輩（兵第一回生）

が、運良く（？）支部結成と

宇杉興一（兵Ａ慨回）

さて、県では、創世紀初頭

いう口実が出来たので、今年

松本幹夫（神Ａ３回）
「県六篠会」は兵庫県に勤務

も開催できることになりまし

懐かしい篠山や六甲での想い

する（又は、勤務した）六篠会

のＭ氏から職場に電話が入っ

和歌山での同窓会が、いつ

た。

た。用件は、六篠会の和歌山

県支部を結成することになっ

する盛り上がりであったが、

神田氏の一本締めで夕刻やっ

う間に予定時間を大幅に超過

西浦氏（師年卒）の司会に

である。

下、困難な仕事にも前向きに取

たという事だった。急な事で

ご出席戴いたのには感謝感謝

示し、その実現の

会員により、昭和弱
年に結成され、現在、

より、発起人を代表して正井

が、もう加数年はたっており、

始まったかは定かではない

り組んでいます。

一瞬戸惑った。話を聞いて行

卒業生の多い講座の先生を呼

ための指針となる

卒業年次や学科、そして利

くうちに、支部結成を決断さ

ぼうという事で、一井先生、

会員２０８名（内現

氏（調年卒）から設立に至る

害を超えて、地域の六篠会員

れた事情がだんだんと解って

前川先生、保田先生等にも出

今年は、、月塑Ⅱに総会を

が一堂に集うのは、測り知れ

きた。支部結成には会員が釦

席いただいて開催した事もあ

「ひょうご農林水産

は祝辞を頂戴し、併せて六篠

経緯を、続いて北浦会長から

ない大きな価値があると思う

は、名簿を精査するなり、和

人以上ということだが、これ

職会員１６３名）を

会や農学部の現状等々、詳し

し、無形の財産でもあると思

りました。

開催しました。相薗農学部長、

部の近況や大学時代の昔話な

う。次回はさらに多くの方々

歌山県ゆかりのものを探すな

北浦同窓会長をお迎えし、農学

その中で、「成熟
ど、賑やかな会となりました。

次いで、上川（認年卒）か

にお集まり戴き、共に語り、

２組あるので、何とかなるだ

り、夫婦で会員になれる者が

ビジョン２０１０」

社会を先導する生
平成渦年度役員

ら六篠会東海支部規約の提

願っている。

親睦の輪を広げていきたいと

本会の活動を活発にする上でむアグリラィフの創造」、「多面兵庫県農林水産部総合農政課

こともあり、入会がありません居住地域の創造」、「自然環境と副会長塩飽是雄（神１回）

度は農学職の採用人数が少ないきいきとした交流のある多自然副会長板井丈夫（兵陥回）

卒の若手が三々五々集まって

卒の先輩をはじめ、平成４年

の名鉄半田駅前に、昭和豹年

くは三重県から愛知県半田市

９月犯日午前皿時鈍分、遠

副会長前川文男（妬・農製）

副会長上田洋（詔・食化）

会長正井博之（羽・食化）

（敬称略）

承認され、次の通り決定した。

を図ったつもりであるが、も

催の連絡記事を掲載して周知

め、中日新聞紙上に同窓会開

し、更に９月初旬には念のた

な限り漏れのないように通知

総会の連絡については、可能

なお、今回の東海支部設立

を無視する訳にも行かず、引

しかし、大先輩の厚意（？）

に蹟踞せざるを得なかった。

いう事だった。これには流石

内に書いて提出して欲しいと

報の支部だよりに原稿を期限

ろうと思ったが、問題は、会

り、哀惜の念、鴫呼。

盛りで故人となった会員もあ

適等です。出席常連の、働き

他は自営、専業主婦、悠々自

所及び国立大学が各２人で、

を占めています。和歌山市役

多く、現在肥人で会員の帥％

く話して戴いた。

活産業としての農

案、第１期支部役員の提案を

を策定しました。

兵庫農科大学１Ｍ
生から神戸大学鋤回
生まで灯年間、ほぼ
毎年４人から５人が

入会してきました

会長荒木斉（兵圃回）

行い、出席者全員から拍手で

も、来年度以降、多くの卒業生的機能の維持・保全とその活担当新岡史朗（神Ⅱ回）

来た。旧知の方もおれば初対

監事長谷川信弘（蝿・農製）

会計西浦隆司（釘・農製）

会員の勤務先は、県職員が

林水産業の展開」、

副会長置塩康之（兵Ｍ回）

が兵庫県に入られることを切望用」の四つのめざす姿を示し、電話

や名刺交換が始まった。集合

面の人ありと、早速自己紹介

健康で長生きをするには日々

したⅡ的は、東海支部設立総

（会計監査）

し、連絡の燗かなかった方が

き受ける事になった次第であ

「熊本六篠会」の活動状況が

成腿年１月１日発行の会報で

で熊本県へ出張した際に、平

私事ではありますが、公務

載っていました様に、急違例

Ｍ大先輩にお任せし、支部結

会を開催していただき、馬刺

ります。支部規約の作成は、

成式の開催は、この原稿が印

おられれば、お詫びをしたい。

刷され、発行されるまでに出

また反対に、今Ｍ、出欠回答

を事務局に返送されなかった

しと焼酎の歓迎を受けました

幹事谷、正明（認・生化）
幹事小松功孝（鞭・醸造）

方で、次回以降の東海支部の

来る様、後輩のＫ君に依頼す

幹事神田豊（“・植栄）
幹事向坂仁一（媚・土木）

会合や行事等の連絡を望まれ

地元の食酢メーカー（ミッカ
ン酢）と酒蔵（中埜酒造）の

幹事北村秀教（妃・植病）

会の行事の一環として行った

見学会に参加するためであ

幹事岩崎忠（弱・果樹）

な事例、図表等を用いて講演を
していただき、他学部のＯＢも

る。酢のメーカーではお土産

■■｜■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■・■■■■■■■■■■■■■■■■。■■■■■■■■■■■■巳凸■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

和泉孔庸（兵Ｃ８回）

関東支部の近況について
支部長

含めて約別名の当日の参加者

を戴き、酒造蔵では季節にあ

こと、遅くなりましたが、こ

には非常に好評を博しました。

この企画は今後も継続され

めていく目的で『神戸大学東京

る事にした。こうしたことか

同窓会がお互いの交流を更に深

ら、まだ正式な支部結成が出

の紙面をお借りして厚く御礼
一報願いたい。

関東支部は去る７月ＭⅡに

だき六篠会の活動状況並
びに大
の
学の現況等についてスピーチを

る方は、左記の事務局までご

幹事岡田庄治（弱・圃機）

を申し上げます。和歌山県支

わせた何種類かの酒の試飲の

部の規約に同窓生が和歌山に

るので、次川の農学部主催の

来ていない状態で、会報の支

連絡へ三が組織され、当支部か

部だよりに掲載されること

このあと、計画では河合雅

幹事水島広善（“・産機）

来られた時は、臨時例会を開

ほかに我々のために特別に大

は、おこがましい限りであり

ています。たとえ、規定にな

く旨を規定しようかなと思っ

吟醸酒も準備して戴く等の歓

ますが、今までｌ～２年に１

員諸氏に順次依頼したいと考

〒４７５１０８７８

事務局

回程度は同窓会を開催してき

時は各界で活躍されている会

半川市東本町ｌｌ６

の両副支部長が六篠会の代表と

上田経営コンサルタント

くても歓迎したいと思ってい

らは上山（神３）、東野（神過）

東海大学校友会館で第４川の
支部総会並びに懇親会を開催
当日は約別名の会員が出席

しました。

ター所長）の講話を予定して

究所長、元犬山モンキーセン

ましたので、その状況をご報

ますので、その節はご一報く

壷０５６９１２２１７７５５

された後輩があったので、歓

年まで、毎年、県職員に採用

雄先生（元京都大学霊長類研
定刻午後１時晦分、雁宿ホ

事務所内

告させていただきます。

席を大変楽しみにしておられ

皿０５６９１２２１７６７１

待を受けた。

ールで六篠会東海支部の設立

いた。準備の段階では河合先

六篠会東海支部事務局

神戸大学農学部

れ、やむなくのご欠席になっ

たが、残念ながら体調を崩さ

いただきました。

る。発起人各位に厚くお礼を

のは本当に嬉しいことであ

えています。

また、この「凌霜クラブ」を

総会が始まった。この設立総

また先生ご自身も総会への出

生も快くお引き受け下さり、

してこの連絡会の運営に参画し

ビジネスあるいは友人、知人と

会を開催するのに、半年以上

し、本部からは北浦会長、大学

この連絡会の活動の一環とし

の会合等に利用していただきた

の準備期間を要したことにな

ています。

て、昨年末より各学部持ち回り

いとクラブの責任者から要請さ

るが、一つの形が出来上がる

からは山本教授に出席していた

で「神戸大学木曜〈三なる定例

します。

れていますのでよろしくお願い

関東支部が設立されて３年が

※東海支部の範囲韓愛知県、

ら後輩が採用されなかったの

きました。今年は、残念なが

ださい。

談話会を開催することになり、

経過しましたが、会員各位の一

最近では、平成８年から昨
本年２月には農学部が主催する
ことととなり、当日は丸ノ内に

きを過ごしました。

体調のご回復を願っている。

で、まだ開催していなかった

た。参加者一同、一日も早い
総会閉会後、席を変え、別

岐阜県、三重県

迎会をかねて飲み会を行って
ある「凌霜クラブ」で姫路工業

し上げます。

層のご支援、ご協力をお願い申

かな雰囲気の中で団築のひとと

に「生活習慣病と食物繊維」と

大学の辻啓介教授（兵哩二）

員の多忙な公務をさいて、北

さて総会には、兵庫県会議

申し上げたい。

本年１月発行の六篠会報第

題して講演をいただきました。

賜号でも紹介していますが、

懇親会で篠
は奥谷先生（旧昆虫
学教授）の乾杯で始まり、和や
東

をどのように過ごすか等に豊富

でした。の共生をめざした食と農を楽し事務局

しています。各種の推進方策を進めることと０７８１３６２１３４１１

が、平成咽・過年

とお開きになった。

としての良き連携と緊張感の

の

会員同士は、仕事の中で同窓生

支

の目指すべき姿を

海

の兵庫の農林
秤水
水産
産業
業・
・農
農山
山漁
漁村
村

本会の活動は年１回の総会兼

て

「豊かな自然の中い

数えます。
ーー

関東在住の神戸大学の全学部の
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喜会近況報告
会長久下平（兵Ｃ１回）
本年度の延喜会を、去る８
Ⅱ４日（土）Ⅳ時より、神戸
大学文理農キャンパス内瀧川
記念学術交流会館にて、新家

し、賜名出席して開催した。

名誉教授、青木教授をお迎え
総会兼懇親会に先立ち、菊
正宗酒造株式会社の古川恵司
氏より「清酒醸造におけるイ
ノシトールの成因と酵母への

学友会だより

きして定期幹事会を開催する

と吃月に学長、副学長をお招

協議する会である。毎年６月

神戸大学の公的行事に関して

同窓会を一本化した共同体で、

学友会は、神戸大学各学部

この記念館は、神大創立百

式がはなばなしく開催された。

し、平成囮年１月”日、竣工

「神大百年記念館」が見事完成

部分を投じて建設中であった

を呼びかけ、その寄付金の大

までに完成させる予定で募金

学友会理事

ほか、必要に応じてその都度、

の新施設、すなわち神大会館、

周年記念事業の一つで、三つ
留学生センター、山口誓子記

今年の最大目標は、平成Ｍ

臨時協議会を開いている。

年５月晦日に神戸大学百周年

念館が一体となった建造物で

総会は北曜Ⅱは集まりが悪い
（平成昭年１月ｌＨ発行）以

奏会と共に、山口誓子展、神

ストの上野昌子さんの記念演

竣工式当日は、チェンバリ

は学長選出母体であ

会を催したが、これ

長・副学長を励ます

学友会として学

選出された。

浦部法穂両副学長が

法学部から石川斎、

新学長が、医学部と

学部）から野上智行

発達科学部（前教育

２月焔日付けで、

す会

新学長・副学長の誕生と励ま

大前身校史展が併催された。

神大帥周年に、１００周年

神戸大学百年記念館竣工式

ある。

会兼懇親会に入り、現在の椚
ので、よく考えて日程を世話

えする。

後の「学友会だより」をお伝

以下に「六篠会報」巧号

記念行事を行うことである。

類業界の現状を話し合い懇親

会した。

係で決定することを確認し散

影響」の講演を聞いた後、総

■■■■■■

る発達科学部Ⅲ窓会

（紫陽会）が中心となって行
われた。

学友会役員の一部改選
役員の一部が改選された。

定期幹事会において学友会の

新野幸次郎

・会長

凌霜会理事長留任

中村直彦

神 大 ク ラ ブ （ Ｋ Ｕ Ｃ ） に入ろう

ＫＵＣ理事

同窓会のネットワーク化の講演会、音楽会、演芸会、ビ

一つに神大クラブがあります。アパーティを開催するほか、

神大クラブは、神戸大学の海外ツァーを企画し、交流と

や世代を越えて、同窓生の交この海外ツァーは、好評のた

卒業生のサロンであり、学部親睦の促進を図っています。

「結婚相談室」が特別料金

「結婚相談室」のお問合

で利用できます。

わせは、

冠０７８（７９４）３０４１

神大クラブ事務局（ザ・ハ

☆入会・お問合わせ

ーバースカイ内）

念０７８（３６１）８４５１

ンポジウムの開催、並びに創

一揺篭肺唱年記念事業へ烏蝿熟難

記念事業の概要は、同封の

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

神大クラブでは、定期的にか、神戸おくさま新聞の

ヵイ」。ルフ練習料金の割引のほ

場所は、神戸ハーバーラン☆会員の特典
ドのオーガストプラザⅣ階、各種催しの案内、指定レ
レストラン「ザ・ハーバースストラン・旅行代金・ゴ

す。１万円、年会費が６千円。

方は様々です。会場に顔を出☆入会資格
せぱ誰かに会えるので、話題資格は、神戸大学の卒業
も増え、交流の輪が広がりま生及び教職員。入会金は

同僚との親睦など、活用の仕行きます。

仕事の取引・連携、同窓生やアュタャ遺跡・バンコク」へ

ます。知的交流を削ったり、岨月に「アンコールワットと

流と親睦を図る場となっていめ、本年度で第４回目を迎え、

・副会長

紫陽会会長制任

難波昭
島一雄
ＫＴＣ副理事長新任
・監査

高木恕司
くさの会会長新任
三宅陽子
文同窓会副会長新任

王子善渭

・幹事（六篠会）

学友会理事新任
学友会理事留任

西川欣一
他学部の幹事名は省略する。

学友会定期幹事会の席上、

神大創立百周年記念行事
石川副学長より、大学当局に
おいてⅢ下記念事業を予算規
り、趣意書等が出来次第、各

模３億円でとりまとめ中であ

神戸大学は、高等教育機関誠にご同慶に耐えません。を活用した国際シンポジウム
として明治弱年に設立されたしかし、昨今の国立大学を開催や海外提携校との交流促

浄財で建設された百年記念館

学友会理事王子善清立帥周年事業での関係各位の

官立神戸高等商業学校を創立取り巻く環境はかつてないほ進のための「基金」の設置で

学部同窓会へ連絡する旨の報
その節は六篠会の会員各位

基盤として、平成Ｍ年には創どの厳しさで、神戸大学にもあります。

告があった。

げる。

のご協力を切にお願い申し上

年に新制神戸大学として新た立を迫ってきております。皿に創立帥周年の記念事業にお

立百周年を迎えます。昭和型そのアイデンティティーの確六篠会会員各位には、すで

の脚立総合大学として、皿学百年の神戸大学の姿を、いまたちで募金をお願いいたした

に出発した後も、我が国屈指世紀を生き抜くためにも今後いて、百周年を先取りしたか

部を擁するまでに成長し、優描かねばなりません。このよ事情もあり、今回は同窓生の

れた研究業績を挙げるとともうな時に創立百周年を迎える皆様の「草の根」募金に頼ら

に、幾多の有意な人材を各方神戸大学のさらなる発展を支ざるを得ません。
面に送りだし、国家社会の発援するため、神戸大学学友会会員各位には、何かと出費
展に大きく貢献しております（各学部同窓会の連合体）がご多端の折りとは存じます

ことは、同窓生各位のご存知大学側との緊密な連繋のもとが、事情ご賢察の上、神戸大

これもひとえに関係各位のの後援を決定いたしたところ金にご協力下さいますよう、

のところであります。に「神戸大学百周年記念事業」学の発展を支援するための募

ご尽力、ご支援の賜であり、であります。お願い申し上げる次第です。
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尚、当会の役員は全員留任、

から支部に対し必要な情報を

神大百年記念館（イメージ・デッサン ）

ビアパーティに集う会員

西
川

を深め有意義な会となった。

六 篠 会 支 部 活 動 に本部から援助

六篠会の本部に対し、それ
提供するとともに、年間、万

直彦

ぞれの地域で支部が結成され

円を限度として運営費の助成

代表理事中村

て、同窓会活動が、次第に活

は、当分の間といたします。）

一一

一二

ロ■

を行います。（運営費の助成

現在、設立されている支部

は同種の企業等で作る「職域

神大百年記念館（南面）

欣
国凪

山

発に行われつつあります。

六篠会」、兵庫県庁の「県六

支部」やＭ一地域で作る「地

支部認定の要件は、同一又

篠会」、醸造学教室の卒業で

かり、会則を作って鋤人以上

域支部」によって組織化をは

ロ

「

は、神戸市役所の「ＫＯＢＥ

酒造会社に勤務する「延喜

の総会を開くこととなってい

の会員で構成し、年１Ｍ以上

会」、関東地域一都六県に在
た、今年度９月に結成された

今後、各地で多くの支部が

ます。

住在勤する「関東支部」、ま
「東海支部」があります。Ⅱ

設立され、同窓会活動がます

下、和歌山地方、九州地方で
支部設立の動きがあり、関係

ます活性化していくことを期
待しています。

ー

、－ノ

者に努力して頂いているとこ
支部が設立されると、本部

,〆J

?b
91PO

延

ろです。

4

ー

’
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一室

用することができる。

一時係留施設５隻

長期係留施設１４２隻

ャリーナ条例に基づき、プレ

にしているが、神戸フィッシ

を民間事業者に委託すること

平成蝿年７月５日

・渡り橋（タラップ）４カ所

管理料として、係留施設等の

された係留料を上限に、施設

ジャーボート利用者から納付

８月６日

平成田年７月Ｍ日から

平成過年７月５日

工事着手

・転落防止柵約３３０ｍ

借上げ料並びに維持管理及び

－ビスの向上に結びつくこと

■

（５）マリンピア神戸の魅力

④係留料（使用料）

運営にかかる費用を民間事業

になる。このようなことから、

明石海峡大橋を望むウォータ

利便性、景観等の立地条件

係留施設の整備と管理・運

にある同様の施設に比べ、や

素化にしたことに伴い、周辺

占用について民間事業者に許

使用及び漁港法に基く水面の

港管理条例に基づく物揚場の

ャリーナ事業は、農林水産省

となく実施する神戸フィッシ

神戸市が税金を投入するこ

平成過年加月１日

供用開始

平成昭年９月認日

工事竣工

プレジャーボート利用者の募集

ーフロントが魅力の一つとな

が優れているものの、クラブ

ＰＦＩ手法の導入による

・浮き桟橋約４００ｍ

うこととした。

っているが、未完成となって

マリンピア神戸は、雄大な

（目的・効果）

いるフィッシャリーナの早期

の付加と活性化

（１）放置プレジャーボート

神戸フィッシャリーナの整備

の収容と一般プレジャーボー

者に支払うことにしている。

を、ＰＦＩ手法を導入して行

置・廃棄船舶の監督処分規定

ハウスや陸揚げ施設等の便益

消のためには、実効性ある規

営によって、ウォーターフロ

や安い価格帯を設定した。

可するとともに、民間事業者

の関係事業において、また海

中村直彦（神Ｚ１回）
ナまりで、道路、鉄道等の運輸

整備と活用が大きな課題とな

また、明石海峡は、潮流が

制措置とＰＦＩ事業として整

ントの一層の推進、船をバッ

⑤事業期間

は、水面占用料を神戸市に支

また、神戸市は、神戸市漁

トの誘致

早く、絶好の漁場となってい
備した係留施設に、放置プレ

クグラウンドとしたロケーシ

平成昭年加月１日から

払わなければならない。

施設を備えずに管理内容を簡

の整備等によって厳しく規制

ることから、古くから遊漁愛
ジャーボートを適切に収容す

ョンの形成や憩と安らぎの場

平成弘年３月訓日まで

っている。

されることになった。

両わが国においては、平成Ⅱ
好家が多く、近年になって、

ることが必要である。このこ

の確保が可能となり、マリン

放置プレジャーボートの解

リ関連のほか、病院、スポーッ

神年７月鋤Ｈに「民間資金等の

垂水漁港に放置するプレジャ

とにより水域の適正利用と漁

ツ

ヤ

シ施設や刑務所等にも導入され

活用による公共施設等の整備

ーボートが目立ち、漁船との

期間終了後は、自らの費用で

なお、民間事業者は、契約

ら、全国的にも注目を集めて

を取入れた事業であることか

おいて、全国で初めてＰＦＩ

洋レクリエーションの分野に

５．おわりに

等の促進に関する法律」が制
漁港利用上のトラブルが発生

係留施設等を撤去し、原状回

（供用開始恥平成過年加月１旦

復することにしており、事業

（２）事業の枠組み

神戸市は、神戸フィッシャ

加と活性化をはかることがで

リーナの建設にあたり、関係

ピア神戸そのものの魅力の付

きる。

等にかかる投資誘発とともに、

民間による係留施設の整備

民間事業者の参加しやすい条

の防波堤等の建設といった、

整をはじめ、基本施設として

業推進は、ＰＦＩ法に基き、

神戸フィッシャリーナの事

（３）事業のスケジュール

うことになる。

る場合は、市が直接に実施す

手法を導入して事業を実施す

神戸フィッシャリーナ事業
神戸市が、直接に事業を実

その管理・運営にかかる事業

件を整備し、係留施設等の建

そのため、この垂水漁港で

わせて一般プレジャーボート

イている。

り入れた事業が模索されてお

定され、全国的にＰＦＩを取

業活動の円滑化をはかり、合

（６）民間の投資誘発と地域

方式としてはＢＯＯ方式とい

するなど漁業生産活動に支障

の誘致による海洋レクリエー

機関、地元関係者との事業調

り、一部、事業実施に移され

ションの普及に寄与すること

経済の活性化

を与えてきている。

ができる。

ことにより漁港施設の適正な

施した場合に比べ、ＰＦＩ事

展開によって地域経済の活性

る場合に比べて市の財政負担

についていうならば、ＰＦＩ

近年、国民の生活水唯の向

維持管理をはかり、漁業の振

業として実施したときの方が

２．プレジャーボー
トを取り巻く状況

ているところである。

放置されている別隻のプレジ

（２）財政負担の縮減

いるところである。

ャーボートを分離・収容する

上、余暇時間の増大とアウト

興と合わせて海洋レクリエー

が約泌％縮減でき、さらに、

表一事業スケジュール

工夫によって、事業効率の向

言巴匡のぎ『三○国畠）の達成が

上が期待でき、ＶＦＭ

見込まれた。
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「神戸フイッシャリーナ」の整備について

１．はじめに
ドアブームを反映して、海洋

表一のとおり実施した。

イの収容以外に、一般プレジャ
両－ボート係留施設の整備をも

事業の内容・実施日

設及び管理・運営を民間事業

なお、ＰＦＩ事業が、透明性

化をはかることができる。

市の財政負担の縮減をはかる

レクリエーションのニーズが

恥可能とすることにより、民間

実施方針の策定

工し、独立採算型の事業形態を

今後、ＰＦＩが、社会資本

の整備、行財政の改革、経済

活動の活性化をはかるうえ

で、今日の悩める日本の社会

また、神戸フィッシャリー

となることを期待している。

経済の構造を改善する救世主

ナ事業を契機として、全国に

平成聡年５月７日から皿日

民間事業者の受付

平成昭年３月焔日から釦日

民間事業者の募集

平成過年３月陥日

特定事業の選定

平成昭年２月詔日

詞事業者の事業採算性を確保

ツ

ヤ

ションの普及に寄与するた

昨今の長引く不況、財政の
高まっている。とくに、小型

環として、プレジャーボート
備

与者に委ねることとした。

逼迫と公共事業の非効率性が
モーターボートの低価格化、

係留施設を建設することにし

民間が、事業運営を行うに
あたりリスクを負担すること
になるが、このなかで、神戸
市と民間が適正な役割分担と

採用する枠組みとした。

具体的には、ＰＦＩ事業と

は、自己資金や金融機関から

して選定された民間事業者

の借入れ等によって事業資金

平成過年５月弱日・訓日

民間事業者選定審査委員会

留基地の建設が進み、水域の

ーボートを適切に収容する係

多数放置されているプレジャ

適正な利用と漁業の振興が促

プハシ０

進されることを強く望んでい

制定

契約の締結

平成田年７月４日

神戸ブイツシャリーナ条例の

平成昭年６月５日

民間事業者の選定

レジャーボートの係留施設等

この施設の維持管理及び運営

設した係留施設等を借上げ、

神戸市は、民間事業者が建

うものである。

渡って維持管理及び運営を行

を建設し、以降、約加年間に

市から提供を受けた水域にプ

を調達し、それによって神戸

門的な技術、ノウハウや創意

ことができる。

指摘される中で、国や地方公
つり等の海洋レジャーの普及

３．ＰＦＩ手法の導入に
よる『神戸フイッシヤリ
ーナ」整備の目的と効果

リスク分担を行うことによ

４．「神戸フィッシャ
リーナ」事業の概要
（１）施設等の概要

た。

め、マリンピァ神戸整備の一

共団体では、財政支出の削減
により、プレジャーボートの

っても、民間事業者の持つ専

や行政活動の効率化を目指す
隻数は著しく増加している。

サービス水準の定性評価にあ

とともに行政需要の増大と多
このプレジャーポートは、全

り、健全な事業が期待できる。

ら、その都度、一般に公表し

様化に応えるため、行政と民

国で約誕万隻存在している

平成７年１月の阪神・淡路

そのため、神戸市は、民間が

と公共性を確保する意味か

間の役割と責任を明確に分担

が、これらが公共水域に放置

大震災とその後の長引く不況

事業展開できるようにプレジ

リさらに、神戸市が目的とし

し、民間において行うことが

されている場合は少なくな

によって、神戸市の財政事情

ャーボート所有者、漁業者、

（３）民間へのリスク移転と

適切な仕事は民間に委ね、民

く、その隻数は約叫万隻とも

は、著しく厳しい状況である

地元住民との事業調整のほ

シている放置プレジャーボート

間の積極的な事業展開を推進

いわれ、うち漁港に放置され

ことから、防波堤等の基本施

公共の支援

するものとして、ＰＦＩ

ているものは約３万隻にのぼ

設の整備は進めてきたが、収

神戸フィッシャリーナ

①名称
②場所
神戸市垂水区海岸通岨
（マリンピァ神戸内）

・水域面積約１０，０００ｍ

③施設
ービスを提供でき、利用者が、

・プレジャーボート収容隻数

ノ

た。

令夢銅常国］目吊冒丘呂帛）の

っている。

こうした公共水域における

活用を進めている。即ち、民

ものである。

件整備により公共支援を行う

間の資金、経営能力及び技術

か、基本施設の整備などの条
トの係留施設の整備は見送っ

益施設であるプレジャーボー

手

な社会問題を引き起こしてい

放置プレジャーボートが深刻

民間の専門的な技術と経営

公共施設等の建設や維持管理

ることから、港湾法

また、フィッシャリーナの

ニーズに対応した質の高いサ

ノウハウを活用し、利用者の

力を活用して、民間において

言巨・卸鵠）海岸法言届・騨望）

の設計、建設から運営にいた

整備にかかる資金調達、施設
るまでを、民間において実施

安全で快適な水域や施設を利

（４）利用者サービスの向上

と運営を行い、効率的で効果

漁港法畠届団．こ）などの水
域における船舶等の放置・廃

する方が経費の効率、市民サ

てきた。

的な社会資本の整備や低廉で

域管理法が改正され、管理水

ＰＦＩは、ご褐年にイギリ

棄等の禁止区域の指定、放

神

ようとするものである。

良質な公共サービスを提供し

_､魁.旦里璽昌.4．4

スにおいて導入されたのが始

’

報
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一云

平成十二年度

報告

庶務理事水野雅史

名簿作製準備、慶弔関連など
を行いました。また、学術振
興事業関連では、会員の海外
渡航援助として、６名（渡航

顧問東順三（兵Ｃｌ）

監事中田昌伸（兵Ｃ皿）
監事外山真理（神Ｃ９）
の学術講演会援助として、応

オーストラリア）に、農学部

先”カナダ、オランダ、フィ

数約帥名で行われ、新役員
制御学科主催の学術講演８件
平成過年度の活動について

用動物・植物資源・生物環境

リピン、フランス、アメリカ、

（任期は、平成昭年～Ｍ年ま

顧問田中平義（兵Ｃｌ）
顧問西川欣一（兵Ａｌ）
に対して、援助を行いました。

武正興（神Ｃ３）

得丸哲士（神Ｚ２）

塩田悠賀理（兵ＰⅣ）

後藤定年（旧教官）

市原直征（神Ｐ妬回）

丸山輝樹（兵Ａ４Ｍ）

波多野敬二（兵Ｃ皿回）

堀江格郎（旧教官）

豊川正也（兵Ｃ７回）
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平成過年５月四日に４年に

で）および代議員（任期は、

六篠会新代議員

顧問新家龍（兵Ｃ５）

以下の方々がご逝去なされ

天野孝司（神Ｚ７）

安原昭江（現教官）

匪画司酊9面司副

上曽山博（動物機能調節学）

活動範囲や事業内容にも限界

が、限られた予算ですので、

同窓会活動への参加や応援に

す。ついては、同窓生の中で、

していくことにしておりま

会活動を目指し、事業を展開

性化、さらには開かれた同窓

六篠会の基盤強化と活動の活

今後とも、農学部の発展、

んでいます。

図るために各種事業に取り組

六篠会活動への参加にご協力ください！

助ができる。

②事業に技術的、金銭的な援

きる。

①事業活動に労働力を提供で

付ください。

見・要望を具体的に書いて送

参加・応援できる内容、意

上、下記事項などについて、

所属の学科・講座を記入の

で、住所、氏名、卒業年次、

か手紙若しくはＥｌｍａｉｌ

連絡は、別に記載のＦＡＸ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

予備費
吉出計

一度の六篠会総会が参加者総

されました。その詳細は以下

くことが総会で承認されまし

も、例年同様、一般および学

たので、それに基づき現在活

松浦良彦（兵Ａｌ）

中澤啓一（兵Ａ７）

藤中勤（兵Ｚ４）
動を開始しているところであ

術振興事業活動を維持してい

津川安啓（兵Ｃ８）
ります。

久保一兵（兵Ｃ２）

小田垣博三（兵Ａ９）

酒井修（兵Ａ９）

ました。謹んでご冥福をお祈

慶弔記録

坂井水利（兵Ａ肥）

櫻井誠次郎（兵Ｚｎ）

永吉照人（兵Ａ過）
り申し上げます。（敬称略）

矢代学（神Ｐ岨）
東哲司（神ＡⅣ）

退實転出並びに着任教官

34,922.R99

－吾一壷

列RロつつRqq

保留金

平成過年～陥年まで）が選出

の通りです。

六篠会新役員

会長北浦義久（兵Ａ６）
副会長久下平（兵Ｃｌ）
副会長能宗康夫（兵Ｃ２）
副会長杉本金五（兵Ｚ５）
副会長常深邦晃（兵Ｚ吃）

副会長西尾司（兵Ｚ略）
中村直彦（神Ｚｌ）

理事（代表理事）

池田吉一（兵ＡＢ）
大平恭造（旧教官）

門脇織江（神ＰⅣ）

松井功（兵Ｔ肥）

向井信之（神Ｔ肥）

退官、転出および着任され

（敬称略）

た先生方をお知らせします。

備考
増減(一:減）

決算額(円）

項目

③事業の企画・内容への提案

動の時代を迎えつつあります。

今年発行の名簿に研究室の

変遷を載せましたが、近年の

います。変遷は組織の名称だ

けにとどまらず、研究室の所

変遷の頻度は高くなってきて

に会報と名簿の業務を引き継

のプロジェクト研究の設立に

在にも及んでいます。大学院

伴い、いくつかの研究室がⅢ

ぎ、右も左もわからない状態

は執筆者の皆様方のご協力に

た大学院棟に居を移しました。

完全な移動は未だ若干の時間

月初頭に農学部から新築され

ップをすることができまし

がかかりますが、学生の研究

より、例年になく原稿の集ま

た。原稿を頂戴した皆様方に

来年は内容・構成も刷新し

篠山の地から六甲台に移って

同じキャンパス内とはいえ、

このような大規模な移動は、

室は引越しが終了しました。

ていければと考えています。

セイ、コラム記事などの原稿

ておられる方々の記事、エッ

窓生や海外に活動拠点を設け

つの学び舎で、それぞれの研究

一献傾けております。長らく一

新研究室への移動終了を祝して

は学生達が旧研究室との惜別と

て、この原稿を書いている横で

筆者の研究室も引越しをし

以来ではないでしょうか。

を六篠会事務局まで左記のＦ

室が結束して歩んできました

が、これからは既存の学舎を中

ＡＸあるいはＥｌｍａｉｌで

どおり、住所変更等も受け付

新しい世紀の最初の年が暮

が、この会報を通じて会員皆様

後の変遷を年１回ではあります

が分散することになります。今

心としてサテライト状に研究室

れようとしておりますが、会

新たに迎える年が、皆様方

います。

にとって、また農学部にとっ

方にお知らせしてゆきたいと思

りません。我が農学部に目を

て良い年となりますことを祈

長の原稿にもありますように

にありますように、農学部は

念しております。（Ｈ、Ａ，）

向けましても、学部長の原稿

世の中は必ずしも平穏ではあ

ご連絡ください。

けておりますのでその際には

お寄せください。また今まで

に限らず、各界でご活躍の同

つきましては、農学関連分野

礼申し上げます。

はこの場をお借りして厚く御

りが早く、またボリュームア

でスタートしましたが、会報

六篠会会員の皆様いかがお

と卒業年次を併せてお伝え頂くようお

過ごしでしょうか。本年５月

'三三

創造的発展の過渡期にあり激

<10>

理事（副代表理事）

松本幹夫（神Ａ３）
理事（庶務）

水野雅史（神Ｃ賜）

谷河賞彦（神Ｐ劃）
阿部永子（神Ｚ劃）
宇野雄一（神Ａ塊）

予備聾

理事（会計）

原山洋（神Ｚ肥）
理事（会報）
吉倉惇一郎（兵Ｃ焔）

芦田均（神ＣＭ）

理事（会報／名簿）

理顎（会報）

岡野光世（神Ａ躯）
理事（名簿）

同窓会の活動方針や活動内
容については、先に述べてき

退官された教官
中野政詩（地域環境科学）

鈴木武志（神Ｃ認）

一般会計への繰入

予算額(円）

海外学術活動援助費
学術活動援助

錘言評一

‐58,331 1
36,222,B991 36,164.568
4[m,OOO
4Ⅸ〕.OOO
O
500．000

海外学術活動援助費
学術活動援助

…壷騨呼雫■■
協力していただける方や、建

｢ikl…8ns.k"B乱』.髄,願

増減(一:減）

④会報に掲載の原稿の提供

EJnail

13年度案(円）

⑤その他

OフB-BB1巳フ52

支出の部（円）
支出段

0
0
"58．331
34．1匁2．R99
2.000,0“
31，669

12年度予算(円）
項目

‐172771
B.B74.393I
9.047.164

合計

増減(一
決算額(円）

34，1忽2息gg
2.000.000
90，000

項目

‐524,331

六篠会平成12年度学術振興基金決算
収入の部（円）

｜ 予算額(円）

備考

35,698,568’

神戸大学学友会費
詞費
487.102

設的な意見や要望のある方
しています。

FAX

収入の鄙（円）

支出の部（円）

36,222,B991

支出

1･475，669
-2．000．000
O

歪弓薩高
35‘60B､568
O
90.OOO

収入

34，132，899
2，000‘OOO
90．000

備考
増減(一:減）
2年度予算(円） 13年度案(円）

役員活動費

神戸大学学友会蜀

は、ご連絡ください。お待ち

願い申し上げます。

松本幹夫（神Ａ３）

丸橋康弘（神Ｐ認）

たところです。

て会費納入促進、会報発行、

河端俊典（地域環境科学）

があります。

円滑な運営に努力しています

な活動によって同窓会事業の

役員をはじめ教官の奉仕的

庸豆息口目（生物制御学）

転出された教官

竹中慎治（神Ｃ型）

鬼頭誠（琉球大学へ）

各支部活動・学友会・ＫＵＣ

滝川浩郷（生惣鰯寄子化堂

着任された教官

援助、農学部および農場活動

鈴木康生（園芸資源学）

学部運営にかかる支援をはじ

活動支援、学術振興支援や農

平成吃年度の一般事業とし

田中学（神Ｔ”）
坂上昭弘（鶴３）

援助、六甲祭援助、釦、マラ

本田和久（動物機能調節学）

このような中で、在校生の
ソン援助、学内図書購入援助、

め同窓会全体の交流と親睦を

す。なお、御連絡の際には、所属学科

褒賞費
役員活動費

1“､nS21

627.164
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退官教官記念品贈呈、卒業証
書筒贈呈、卒業祝賀会援助、

所や連絡先の変更、また本会に対する

学術振興基金への贋出
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