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戸大学と

共に発展を」

函 学部
神戸大学篁農

農学部長眞山滋志

の中期目標中期計画（最近流

ころです。神戸大学と各学部

運用比率の向上が要求され

育活動費の外部資金による

を一層側り、資源開発部門、

を睨み農学部との連携強化

ず、就職、学生支援状況や国

らは教育、研究は言うに及ば

を明ボ致しました。来年度か

活性化をⅡ指した目標と計画

めざすことが重要になって

図る巾で外部資金の獲得を

官学との一隅の連携推進を

猫得に努めるとともに、産

振興会などの科学研究費の

今後は、文部科学省や学術

ることになります。教員や

属する神戸大学大学院自然

生産フィールド部門並びに

際的および社会的貢献など

研究者の研究は外部資金の

六篠会会員の皆様にはます

連携利用部門の３部門体制

および国立大学法人評価委員

種々の角度から大学評価機構

で、農学の研究教育に対す

くると思います。その意味

というもの）も９月末提出致

ますご清祥のこととお慶び申

科学研究科が、ｎ月１日付
大
けで大幅に改組されました。

として、資源開発から生産

る産官をはじめ個人からの

行りのいわゆるマニフェスト

ます、地元との連携が深ま

海事科学部は海事科学専攻

までに関わる実学の教育研

会による評価を受けることに

奨学支援の受けⅢとしての

になると予想されています。

り、大学で研究された結果
め、兵庫県六篠会、ＫＯＢ
さて、本年度の六篠会報の

然科学研究科に入りました。

として理・工・農と共に自

なります。現状の教育研究体

獲得がなければ極めて困難

六篠会員の皆さん、お元

Ｅ六篠会総会にも出席させ
発行に際しまして、一言ご挨

究および実習の場として発

制が将来とも不変であるとの

ても教育研究の一層の充実、

気で各分野において、ご活
が、すぐ現場に役立つ技術
ていただき、それぞれの地

展することになりました・

しました。農学部におきまし

躍のことと心からお喜び申
として普及することが期待
域や職域で活躍されている
拶労々神戸大学と農学部の近

新組織の特徴は、理学・工

本センターは本学の海にお

学

し上げます。

されています。目に見えた
況をお知らせいたします。各

た従来の専攻構成を解消し

学・農学分野をミックスし

六篠会会長北浦義久

一昨年５月に六篠会会長
成果が問われる昨今ですが、

同窓生の皆さんと近況や母

位にはすでにご承知のように

を続けてほしいものと念願
会の皆さん、色々な機会を

各地で活躍されている六篠

せていただきました。全国

のための準備に怠りがないよ

大学となります。大学ではそ

法人化され国立大学法人神戸

科単位をそのまま保持した

期・後期課程へと学部の学

て、学部から大学院博士前

の学術研究の場として重要

れる緑豊かなフィールドで

ける学術研究活動と対比さ

に向けた不断の努力を行い農

教臘興一丸となって目標達成

保障は川雛と思われますが、

思っております。

ことも必要になるのではと

後援会を農学部に設立する

今年は関東支部総会を始

に就任してから、早や２年

我々卒業生だけでなく、地

来年４月から本学も独立行政

語り合い、支援の輪が着実
しています。

昨年の神戸大学創立百周
から神戸大学と神戸商船大

さらに、今年の加月１Ⅱ
交流の輪を広げていただき、

とらえ積極的に同窓生との

た積極的な対処が必要と思っ

学部の発展の基盤強化に向け

うに励む日々であります。農

科は理学部生物学科ととも

たことです。生命機能科学

形で展開できるようになっ

ます。学生の総合教育を図

を成す貴重な施設でもあり

で、総合大学としての基盤

食と環境の安全確保に対する

ます。本年から早速、学生が

学部の発展に努めたいと思い

農学部学舎が平成Ⅳ年中に

で深い六甲台キャンパスの

最後に、祷さんには思い

になりました。一時的な移

は全面的に改修されること

思い出にひたるのも良し、

使命感を育む機会として「食

科学部として第ｎ番目の学

る体験教育の場としても貢

転のやり繰りなどが大変で

学とが統合し、新しく海事

に生命機構科学専攻に、応

の倫理」および「緑の保全」

弘年前に加西市に移転され

ておりますが、皆様にも絶大

の講義科目を必須科目として

新生神戸大学の未来を語る

また、本年６月には地域社

献できるものと思います。

部が誕生しました。、月４

用動物科学、植物資源科学

た附属農場が大きく改組さ

および生物制御科学科は３

すが、将来の発展のため着

い申しあげます。

開講したり、これらの情報を

Ⅱ下その甚本計川の準備作

手することに致しました。

なご支援を賜りますようお願

学内だけに淵めず、従来の公

のも良し、有意義な時間を

会に貢献する事業を推進す

開繩恥に加えて神戸大学農学

過ごしていただきたいもの

るため「神戸大学農学部地

いただきましたが、ますま

大講座として共に資源生命

域連携センター」が設立さ

日の記念式典に参加させて

科学専攻を構成し、食料生

れ、新しく「食資源教育研

さて、神戸大学は、如月１

産環境工学科、植物資源科

究センター」として生まれ

また、地元兵庫県農林水

ご努力によって、伝統を守

学部のスタッフの皆さんの

が、眞山農学部長を始め農

神戸商船大学は海事科学

学農林経済および食資源教

兵叩県農林水産部、神戸市

れました。農学部は、地元

民や高校生を対象に提供する

部拝秋公開セミナーとして市

平成Ⅳ年３Ⅱごろの着工予

業が行われておりますが、

員の皆さんのご健勝とご多
幸と、限りないご発展をお

育研究センター（後述）の

すべきは反省し真に有意義な

せていただきましたが、・我

部として神戸大学における

改善を図り社会をリードする

祈り申し上げご挨拶としま

合コープ神戸、あわじ島農

学理を追求し、これらを社会

の神戸大学農学部は着実な

が青春此処にあり“六甲台

学部学舎がお目見えするこ
ました。加えて、産官学の

流を行って参りましたが、

業協同組合などとの研究交

の発展と次代を担う若者に継

定で、刷年秋には新装の農

高等研究機関と連携したい

承する農学部を目指します。

ように致しました。この法人

ための記念式典が神大会館

わゆる連携大学院の組織も

本センターが地域が抱える

昨年の近況報告でも述べまし

化を契機として、真筆に反省

六甲ホールにおいて、引き

導入し、社会人にも門戸を

として発展したいと思いま

農学分野の問題解決の拠点

産業振興局、兵庫県農業協

続いて祝賀会が今春竣工致

開いた定員１５０名の博士

同組合中央会、生活協同組

しました社会科学系アカデ

後期課程となりました。高

分野は食料フィールド科学

ミア館において、ご来賓を

度な研究の推進と学術情報

専攻を構成することになり

含む関係者総勢２５０名余

の発信の場として更に発展

た。如月４Ｈには、統合の

す。

の参列を得て盛大に開催さ

することになります。

して一層の発展が期待でき

農場も謁年ぶりに大改組を

の加西市にある農学部附属

農場実習などでお馴染み

大学では次年度から向こう６

で可決され、それを受けて各

に国立大学法人化法案が国会

人神戸大学となります。すで

立行政法人化され国立大学法

たように来年度から本学も独

ところで、冒頭で申しまし

ックな雰囲気のキャンパスを

と発揮できるようなアカデミ

す。教育研究活動がのびのび

けなければならないと思いま

束縛されることだけは絶対避

理化によって教育研究環境が

に伴う大学の運営と管理の合

たが、大切なことは、法人化

願い申し上げます。

のご支援を賜りますようお

いますので、皆さまの一層

め努力していく所存でござ

人化に向け農学部発展のた

はありますが教職員一同法

発展をしています。微力で

ート致しました。法人化後

センター」と改称し再スタ

成し文部科学省に提出したと

年間の中期目標中期計画を作

す。

る新しい門出であり、創立

致しまして本年４月から農
海事科学部の新設に伴っ

念しております。

ご活躍、そして御支援を祈

法人化後は、当然研究教

発展させたいものです。

皆様のますますのご健勝、

１０１年目の年に迎えた本

学部附属「食資源教育研究
て、農学部の大学院課程が

す。

学の歴史的出来事でありま

以上、近況報告などをさ

とになると思います。

「海に開かれた総合大学」と

れました。神戸大学が真に

第ｎ番目の学部となりまし

いたしました。

と願っております。

産部、神戸市産業振興局、

りながら新しい時代の要請

最後になりましたが、会

す発展していく神戸大学の

しかし、今、神戸大学は

変わりました。ｎ月にセン

独立行政法人化を目指して

することができました。

視察して来ました。多くの

将来にさらなる飛躍を確信

卒業生が、農業を実体験し
これからは大学自体が努力

大きくゆれ動いています。

ターで開催された収礁祭に

日付けで神戸商船大学と統合

年事業に続き、本年４月に、

信しております。

に広がりつつあることを確

し上げます。

半が過ぎました。我が母校
がら楽しいひと時を過ごさ

ー

校への思い・夢を語らいな

一二一三

る大学として、着実な歩み

うではありませんか。

す
る

域住民にも理解され愛され

発
展

神戸大学の発展のために多

三一

参加し、施設や活動状況を

深い附属農場ですが、これ

りあげ
て行かなければ取り
展
残されてしまいます。こう
発
学した中で私達が築いて来た

をして魅力ある大学をつく

農学を体で学んだ思いでの
からは教育だけではなく、
サポートを提供する機関と

農業現場へ総合的な研究や
して発展することとなりま

生活協川組合コープ神戸、

に応える農学部へと着実に

いかと心配しておりました

伝統が壊れていくのではな

あわじ島農業協同組合等と

大

神戸大学が共同で地域に生

進みつつあることは誠に喜

期待したいと思います。

した。今後の発展に大いに

じた問題を解決する共同研

びに堪えません。

私達同窓生も母校神戸大

究交流を始めておりますが、

的に支援をし、支えて行こ

学へ暖かい日を向け、積極

本年６月に「神戸大学農学
部地域連携センター」が設

〈2＞
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農業・生物系特定産業技術研究機構
中央農業総合研究センター

可
r

究部の責任者として、環境保

料、気象、３分野を抱える研

北海道農試で病害虫、土壌肥

の幅広い連携が必要ですが、

となると、病害以外の分野と

取り組んでいます。環境保全

技術を開発する研究の推進に

た環境負荷の小さい病害防除

防除手段を有効に組み合わせ

石になったように思います。

や経験が次の研究や仕事の布

たが、振り返ると、前の研究

の時々を夢中でやってきまし

います。あまり先を考えずそ

での耳学問や経験が役立って

すが、これにも北海道や九州

ギ赤かび病」に関わっていま

イコトキシンを産生する「ム

ます。食の安全・安心ではマ

地帯でピラニアなどの猫魚

パンタナールという大湿原

ブラジル中央部に位置する

ードには事欠きませんが、

した。南米滞在時のエピソ

生活を味わうことができま

日本とはかなりかけ離れた

させてもらう機会に恵まれ、

カンピナス大学に長期滞在

留学中には南米ブラジルの

の尽きない研究対象と言えま

多く存在するようであり興味

ても機能未知の酵素遺伝子が

けあって、ゲノムが解明され

「酵素の宝庫」と言われるだ

ます。ただ麹菌に関しては

という傾向も強まってきてい

ベルで醸造現象を解明しよう

解明されており、遺伝子のレ

人間と同様に全ゲノムがほぼ

酵素の結晶化を夢見て研究

マに頂き、アルギン酸分解

リウムの微生物分解をテー

授の部屋でアルギン酸ナト

生物化学研究室の吉川助教

兵庫農大４年の卒研では、

の有機化学研究室で唯一の

した。その後、佐々木教授

が大切という経験を積みま

意味を悟り、研究にも効率

とき原価計算という言葉の

間民間企業を経験し、この

北海道農業試験場、熊本の九

の研究をしました。その後、

は「アブラナ科野菜根こぶ病」

に広島県の中国農業試験場で

ました。この時の研究をもと

期間でしたが得難い経験をし

研究する機会に恵まれ、短い

リカのコーネル大学で１年間

の長期在外研究員としてアメ

ぐに、思いがけず科学技術庁

はつくばに移転し、移転後す

もらいました。その後研究所

方から研究者の心得を教えて

しましたが、新進気鋭の先輩

寄生菌の感染機作」の研究を

されました。ここでは「活物

「リンゴ火傷病」が日本に存

「ナシ枝枯細菌病」が再発し、

「リンゴ火傷病」に類似する

の対応では、北海道農試の時、

います。「リンゴ火傷病」へ

傷病」の研究などに関わって

渉が行われている「リンゴ火

扱いで現在ＷＴＯで厳しい交

輸入に対する防疫措置の取り

新病害の防除対策、リンゴの

は、外国から新たに侵入する

たとえば、国際化への対応で

究の推進も重要な課題です。

食の安全・安心に関連する研

職場では、国際化への対応や

います。それ以外にも現在の

経験が役立っているように思

な研究をすべきかに苦労した

あり、多くの個性豊かな後輩

含め卒業生の心のふるさとで

化後も神戸大学農学部が私を

を目前にしていますが、法人

つつあります。大学も法人化

着実に研究者の意識は変わり

００１年４月に法人となり、

農林水産省下の研究所は２

取り組んでいきたいと思いま

も重く、これからも緊張して

やりがいを感じますが、責任

かに関わりあっていることは

その重要な研究課題のいくつ

も少なくありません。現在、

頼確保に直接関わる研究課題

多様になり、国益や国民の信

保全や食の安全、国際化など

産や農家のため以外にも環境

農業研究の目的が、農業生

５年当時在籍しておられた中

化学工業宝塚研究所に１９９

解析に関連した仕事では住友

した。また酒米のＤＮＡ多型

Ａ妬回）から御教示を脳きま

（神ＰＢ回）、池上勝氏（神

業技術センターの吉田晋弥氏

の新家龍先生や兵庫県立農

クトに参加し、ここでは恩師

９３年産官学共同のプロジェ

ました。酒米の研究では１９

麹菌の研究と幅広く携わり

工程の改善、酒米の研究、

は酵母菌の研究の他、酒造

９９１年本社に戻ってから

想い出となっています。１

したことは私の忘れ得ない

噛んで作る口噛み滴を入手

アで女性がトウモロコシを

を釣り上げたことやボリビ

遺伝子はそのノックアウト

賜りました。この劣化臭発生

周一郎先生に多大な御指導を

学教室の青木健次先生、村上

した。この際、微生物機能化

で神戸大学から学位を頂きま

の仕事を論文にまとめること

発生させる酵素遺伝子で、こ

清酒にムレ香という劣化皇を

用されています。もう１つは

を中心とする各研究機関で利

は宝バイオから販売され岡内

いなかったため、この遺伝子

剤耐性遺伝子が見いだされて

の優性選択マーカーとなる薬

麹菌においては形質転換系時

付与する遺伝子で、現在まで

た。１つは麹菌に薬剤耐性を

の新規遺仏子を発見しまし

す。私も今まで麹菌から２つ

できる安価な実験システム

た。また、同じ効果を期待

貴重な能力に結びつきまし

をほとんど壊さないという

これらの経験はその後器具

りました。いずれにしろ、

新調してもらった事件もあ

いので、予算のないときに

これがないと実験が出来な

声をあげて壊れていました。

切な振競培養器が変な吃り

ある朝、実験室にいくと大

だ名にされた者もいました。

というのがおり、これをあ

レスラーにデストロイヤー

に思い出します。当時プロ

していたのを今でも鮮やか

ス器具が卒業の時には激減

した時には多数あったガラ

しました。反省すると入室

ンにⅢ情コレステロールの

た。当時、外国ではペクチ

自分のテーマも模索しまし

り、少し暇ができたので、

次第に実験要領もよくな

れる毎日でした。

の基礎代謝測定などに追わ

った寿命実験、自らの体で

の分析手伝いやラットを使

ずは先輩研究者の博士論文

医者と薬屋の世界です。ま

なにしろ、厚生省ですから

栄養研究所に赴任しました。

も判らない東京新宿の国立

“年の新年から、右も左

ずに連日抽出しました。

プラの皮のフラボンを飽き

倒れた農大テニス場横のポ

研究員として頂き、台瓜で

学部長辻啓介（兵Ｃ旧回）

兵庫県立姫路工業大学環境人間学部教授

全型農業の推進にはどのよう

州農業試験場、再度の札幌と

なり、両病害の異同を明らか

在するや否かが重要な問題と

現在の職場では、環境保全

にする研究で行政とやりとり

をこれからも送り出していた

島（細見）有紀氏（神Ｃ肥回）

の発生しない麹菌の分子育種

（遺伝子破壊）によりムレ香

おります。

性に結びついたと確信して

の考案を模索するという評

同じ高粘性のアルギン酸や

独自の食生活に包含される

が報告されており、日本人

低下作川があるという論文

こんにゃくのグルコマンナ

にもつながりましたが、ヨ

消費者への正確な情報提供の

品に対するアレルギーは一般

昭和調年に卒業後、１年

にお世話になりました。この

ョ吋○での分子育種、遺伝子組

年は阪神大震災が起こり、大
学も多大な被害に遭われたよ

り消費者に強い抵抗感がある

み換えは食品分野に関する限

だくようにお願いします。

うですが、私の会社も極めて

した、その経験が役立ってい

化学農薬の使用を最小限に抑

白鶴酒造株式会社研究開発室

甚人な被害を受けました。そ

型病害防除技術、すなわち、

す。

の職場にいます。

異動し、今年の４月から現在

病害防除部長高橋賢司（神Ｐ２回）

１９７１年に卒業し、今年
で詑年になります。学部内の
組織が変わりましたが、当時
あった植物防疫学科植物病理
学教室で勉強しました。２年
生で教室に入ったときには、
４年生に篠山から移ってきた

兵庫農科大学の最後の卒業
生、３年生に神戸大学の最初

の卒業生が先輩としておら
れ、同期の吉田、中尾、私の
３名は、宮本雄一教授などの

先生方や先輩方の指導を受
け、家族的な雰囲気のなかで
学生生活を過ごしました。学
生運動
動が
が盛
盛ん
んな
な頃頃
でで
、、大学封

え、生物的、耕種的、物理的

主任研究員山下伸雄（神Ｃ旧回）

に考えていたのが今では嘘の

ため実用化には至っていませ

ようです。その後は麹菌の研

ます。産業界および農学研究

欠如にも起因していると感じ

ん。私見ではありますが、日

究を中心に仕事を行っていま

の飛躍的発展のためにも大学

のダメージの大きさから一時

究所）へ研修留学に出まし

醸造試験所（現酒類総合研

す。清酒醸造と聞かれてアナ

を中心とした正しい啓蒙活動

本における遺伝子組み換え食

から加年近い歳月が流れま

クロ的あるいは神秘的なイメ

いけないのではないかと真剣

した。入社後すぐに酒造り

の糖質資化性遺伝子に関す

た。ここでは主に醸造酵母

ージを持たれる方も少なくな

日この頃です。

が必要ではないかと考える今

は新しい職を見つけなくては

の現場に配属され、肉体労

いのでは思いますが、清酒醸

８９年から約２年間国税庁

働中心の毎日を送ったのも

した。当時、隣の研究室に

る研究テーマに取り組みま

造の中で重要な役割を担う微

究テーマに取り組み、１９

その後、品質管理業務を経

遠い昔のように感じます。

回）がおられ一緒に飲みに

技官の近藤洋大氏（神Ｃ略

早いもので大学を卒業し、

て、研究開発部門に配属さ

地元の白鶴酒造に入社して

れ現在に至っています。配

生物・つまり酵母菌や麹菌も
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鎖で講
講義
義が
がな
なく
くな
なりり
、、もつぱ

ら卒論の実験に精を
だしていたことを思
い出します。教養学
部で取りこぼした単
位を大学紛争のおか
レポートだけで勘弁

げで試験が免除され
してもらったことも
今となっては懐かし
卒業後、農林水産

い思い出の一つです。

省に入り、東京都北

行ったりもしました。また

属後、まもなく酵母菌の研

’

区西ヶ原にあった農
業技術研究所に配属
同
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一室

撃をしてくれた
訳です。今では
難消化性オリゴ

糖が機能性食品
のプレバイオテ
ィクスとして注
目を浴びていま

すが、卒研でも
オリゴアルギン

附属農場から
食資源教育研究セン

行える場合が多いとの認識

部より研究をより効率よく

る事が結局双方にとって最

常にはっきり伝えようとす

好かれようと自らの理念を

で、昨年は優秀賞、今年は

余のプロの肥育家との競争

戸ビーフ品評会において別

最優秀賞に輝きました。こ

も意味があるはずだとの考

れら附属農場伝統の生産技

附属農場協議会に向かって

術の向上・継続には最大限

を、神戸大学から全国大学

す。

えの間で試行錯誤は続きま

大学の教育研究センター

もちろん結果が伴わないと

が生産物の売り上げ向上に

附属農場から食資源教育

積極的に発言しています。

で、当センター発の世界的

何の説得力もありませんの

大きなエネルギーを費やし、

端を走っていた

研究は時代の先

ど当時の農大の

います。それほ

をしたと思って

り、惜しいこと

との理解のもと長年活動を

は附属農場あっての農学部

農場ですが、附属農場職員

ます。農学部あっての附属

てからだけでも弘年になり

附属農場も加西市に移転し

余年の歴史がありますが、

神戸大学農学部には卵有

結しかつ総合的な研究を進

農業及び農業生産により直

取り組み方から距離をおき、

れ細切れ状態にある研究の

究の現場で過度に専門化さ

ターは、目下多くの農学研

程で、食資源教育研究セン

の脱皮にあります。この過

場から研究教育センターへ

果をあげる事にあるでしょ

て世界に発信できる研究成

った事柄をキーワードとし

資源、食の安全、環境とい

れる役割は食料資源、遺伝

た場合、そこで真に期待さ

センターという位置を考え

神戸大学農学部附属研究

なるわけです。

面から答えることが必要と

か、という質問の全てに正

怖い）のが本音が１／３、

きつい、しんどい、臭い、

やりたくない（暑い、寒い、

ているだけでできる事なら

場実習は必須であるから来

と全実習学生のうち、農牧

差がありますが、平均する

年度と学科によって大きな

くなる事は考えられません。

いる現代では以前より小さ

の距離がますます拡大して

糧生産の現場と消費との間

の学生実習の重要性は、食

特に畜産部門産出の但馬牛

の中では上位にあります。

年間売上高も全国国立大学

タマネギ、キャベツ、米）、

あり（例えばナシ、ブドウ、

高い評価を得るものが多く

産物には一般の卸売市場で

とは言うものの、当農場生

国国立大学共通の要望です。

神戸大学だけでなくほぼ全

テムに改善されるべきとは、

研究活動に専念できるシス

う現行の制度は、早晩教育

これからも皆様と共に活動

ンターの名に恥じないよう、

せん。虹世紀の教育研究セ

統が絶えるわけではありま

なっても先達の築かれた伝

もありません。センターに

たからであるのは言うまで

的な努力の積み重ねがあっ

築かれた先達・先輩の献身

って活躍され農場の基礎を

場設立以来鋤有余年にわた

を語る事ができるのも、農

っています。

の努力を払って行きたく思

視野を持つ学術論文を世に

目にあたって将来への展望

研究センターに発展した節

といえるでしよ

続けてきました。創世紀と

める場としての役割が期待

う。そこでは教官の研究

センター長河野和男

額が大きく左右されるとい

その成績でもって運営予算

姫路短大が姫
なり大学の独立行政法人化

人化がどのように進行する

されています。独立行政法

一方で、教育活動として

問いつつあります。

工大の環境人間学部になっ
が目前に迫り、農学部の強
ます。農学の使命も単なる

のか定かでない部分もあり

足腰の強さが求められ、技

者・農学者としての一層の

なものと思って参加してい

わけではないが実習はそん

特にしんどい事をやりたい

》「ノ。

ンでの同様の研究を計画し、

化再編成も必至とされてい

名誉）教授のご紹介で詔年

術官、事務官が自身の仕事

栄養学的意義に関する研究」

本年５月に「食物繊維の

た高性能の研究機器（例え

年前には想像もつかなかっ

ち着いて考えてみると、鋤

ではありません。しかし落

ような感覚がなかったわけ

ンを築き上げ、興味と達成

を通じてコミュニケーショ

それ以外の学生にも農作業

という感覚もありますが、

して実習を行えば楽だろう

ます。学生の心情・都合を

雪１１１吟Ⅲ‐▲■■■■■■■■■■■三

です。

が、このとき岸田忠昭（現

持つことを知りました。こ

一つが大学の活動の社会に

るのがｌ／３、あとの１／

ますが、その大きな目的の

とサポート活動をより社会

てに積極的に取り組み実習

３はやる事なす事のほぼ全

食糧生産安定増進に止まら

対するシ、８巨邑国昌昼（説明

に行えるよう環境を整えて

的に明確な枠組みで積極的

ず、生物資源、環境資源の
公平な利用、食の安全性確

らかにする事にあるのには

責任、結果責任）をより明

ことができました。大震災
で被害を受けた郷土の経済

保、環境への持続的対応等、

ぶりに運よく兵庫県に戻る

くりと仕事ができるのでは

復興に微力ながら力を尽く

究集団と競合しないでゆっ
ないかと期待して、翌年の

疑いがないでしょう。農学

人間の生活に根本的に関わ
る事に及びつつあります。

したいと念じています。

興味深い、おいしい）の場

を研讃と達成感（楽しい、

日本栄養・食糧学会で発表

行く事が必要でしょう。と

と捉えているようです。教

母校の神戸大農学部も間

なく全国的に農場は実習と

もすれば、神戸大学だけで

したところ、奇しくも私と

は必要なのか、農学部は必
この背景のもと附属農場は

生産だけやっておればそれ

近になって嬉しい次第です。

の農学部は必要なのか、神

要なのか、日本に帥も帥も

入れ替わりに栄研から徳島

と機構変えになりましたが、

佐々木先生は姫工大の名誉

食資源教育研究センターへ

山先生がほぼ同様の研究結

大栄養学科に転出された桐

１／３の学生だけを相手に

官側にとっては、最後の

教授の第一号です。ここも

で事足れりといった惰性の

します。

なにか母校のような気分が

戸大学に農学部は必要なの

果を発表され、「人は同じこ

感じ入りました。これが日

で日本栄養・食糧学会の学

その根本理念は生産教育農

とを考えるものだなあ」と

本での食物繊維の研究の先

会賞を頂き、今後ともさら

最大限尊重して実習をそれ

その後も、食物繊維と血

駆けとなったようです。

シーヶンサー）が農場にも

ジではないかとの感もあり
配備される時代になり、大

に合わせようとする行き方

感を引き出すのがチャレン
産官学を渡り歩いた私で

と、いつの世でも先生や年

ば卵Ｇメモリーのパーソナ

すが、卒研のたった１年が

きなフィールドおよび実験

よりはくどくて説教くさい

に精進したいと願っている

のカルボキシル基を思い出

室スペース、それに生きた

もの、学生に嫌われようと

圧との関連について研究を

し、「食物繊維のイオン交換

１年であったと今更ながら

人生に大きな影響を与える

遺伝資源の確保と相まって、

ルコンピューター、ＤＮＡ

反応と降圧作用」という、

むしろ農場の方が農学部本

次第です。

世間の反響を呼ぶ結果に結

実感し、母校に深謝してい

始めるときに、アルギン酸

びつきました。卒研での交

る現状です。

は、全国ブランドである神

たのは平成加年４月でした

ペーパークロマ

酸らしきものを

へ

れなら国の内外の優秀な研

＝

トで検出してお

I

コレステロール低下作用を

h

実験したところ、これらも

且 工三 ．

を発展させて行きたい所以

■＝

際相手はいつまでも援護射
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が順次９講座ずつ脚立移管さ

兵庫農科大学の５学科”荊座

置され、翌年から３年間で、

１日、神戸大学に農学部が設

物遺伝学と動物機能調節学の

在の応用動物学科は、応用動

分野がスタートしました。現

年４月に形態機能学教育研究

を統合し、平成ｕ（１９９９）

研究を行っています。すなわ

体防御機構との関連について

疫応答に依らない非特異的生

した特異的生体防御機構と免

管における免疫応答を主体と

は次のとおりです。１．消化

在進めている主な研究の内容

即学的に追究しています。現

組織学的、細胞学的および生

の体の構造と機能との関係を

いて明らかにするため、動物

生命の成り立ちと仕組みにつ

す。一方、研究に関しては、

めの研究指導が行われていま

士論文や卒業論文の作成のた

す。また研究室では博士・修

よび演習などを担当していま

業２科目のほか実験、実習お

業２科目、大学院後期課程授

患動物を用い、神経免疫学的

る治療法について、モデル疾

防・疾病進行抑制が期待でき

痴呆症の発症メカニズムと予

けることができました。また

ンソーシアムの形成に結びつ

究など産学連携による研究コ

デンマーク農務省との共同研

解析ソフトウエアーの開発、

果を解析方法の特許化、行動

を川いて研究し、それらの成

與的な行動様式を各稲の動物

やストレス応答に関連する特

ています。６．脳機能と疾病

の作出を目指して研究を進め

ジェニック（形質転換）動物

るとともに、有川なトランス

努めたいと考えています。

て、研究成果の公表と集積に

究内容の一層の向上を目指し

とも当分野における教育・研

で毎年発表しています。今後

れた成果は、関連分野の学会

ながら進められており、得ら

る大型精常機器なども利用し

どの学内施設に設置されてい

ンターや連携創造センターな

上記の研究は、機器分析セ

する研究を行っています。

び性的な分化過程を明らかに

構造を調べ、脳の雌雄差およ

支配調節している脳の機能と

類の雌雄で異なる生殖現象を

に研究しています。７．岫乳

血に役立つような研究が期待

学は地域農業、農村、農家に

性格が違います。だから、農

いった基礎（純粋）科学とは

科学です。理学、経済学等と

学等と同様にあくまでも応用

いう科学は医学、工学、教育

も大切だと思います。農学と

に沿った方向に転換すること

れ、今後、研究方向を法人化

来年から大学が法人化さ

います。

究をする必要はあると考えて

ますから、岨％部分の基礎研

教育という大事な役割があり

ません。もちろん、大学では

いるといっても過言ではあり

論的・実証的分析を行ってい

略論等を分析枠組みとし、理

して、状況適応理論、経営戦

域農業組織の形成・管理に関

要な研究対象の一つである地

伊庭助手》農業経営学の電

に取りかかりつつあります。

法制度や政策についての研究

食の安全・安心についての、

近では、食品安全基本法など

た。それらも一段落つき、雌

も公川することができまし

社会統計に関する訳書（共訳）

もあって、今夏にイギリスの

間留学させていただいたこと

得なくなり、イギリスに１年

います。

業経営を捉えることを試みて

というトータルな視点から農

っており、生産・流通・消費

料消費に関する統計分析を行

ティング、および我が国の食

ンドに着目した農産物マーケ

ています。この他、地域ブラ

ており、継続的に研究を進め

管即のあり方の重要性がまし

置づけられたことから、組織

で地域農業の担い手として位

ては、今般の米政策改革大綱

の一つである集落営農に関し

ます。とくに、地域農業組織

農薬生化学教育研究分野

目の授業を担当していまし

あり、それぞれ講座名称の科

究棟に移転し、オープンラポ

舎から新築の自然科学総合研

（２００１）年秋に農学部学

私達の研究室は、平成喝

めるとともに、それらのメカ

容との関連について解明を進

同時に誘導される経口免疫寛

に対する局所免疫応答並びに

異的生体防御と、食餌性抗原

上皮細胞の細胞交代等の非特

食料フィールド科学専攻

科学研究科社会基盤科学領域

す。私は同時に、大学院自然

私と金子治平助教授の２名で

食料情報学分野の構成員は

はいわゆる、地べた派“に属

どです。どちらかというと私

点の当たっている法人経営な

営農集剛、集落営農、最近焦

による生産組織をはじめ地域

ります。それらは、農家有志

ています。

決していく必要があると考え

の課題に向かって協力して解

技術系、社系を問わず、一つ

人化をきっかけに、農学部の

とんど意味はありません。法

か役立たないものであればほ

「遺伝子実験センター」におい

改組されて新たに発足した

に神戸大学遺伝子実験施設が

乾秀之助手は、平成過年４月

秀郎教授、今石浩正助教授、

農薬生化学研究分野の大川

研究棟１号館７階に移転し

月には研究裳が自然科学総合

している。また、平成ｕ年７

として一体化して研究を推進

あたって、従来の２学問分野

とみられる研究成果でも、農

家が利用しなかったり、日本

た。これらの授業科目で取り
様式の実験室が研究の拠点と

ニズムについての研究を行っ

し、研究手法は農業現場で問

昭和似（１９６６）年４川

形態機能学教育研究分野
教授河南保幸

■応用動物学科動物機能調節学講座

れました。かつて兵庫農科大
２つの大講座からなり、当教

ち、アポトーシスによる粘膜

■生物環境制御学科生物制御学講座

学の畜産学科では、学科を構

属しています。

育研究分野は後者の講座に所

されています。どんなに立派

成する６講座のなかに家畜解

扱われていた内容は、動物学
なっています。現在、当分野

ています。２．消化管におけ

（前”情報メディア科学専攻

題を見つけ出しそれをまとめ

乾秀之（神Ｐ副回）

を学ぶ上でも重要なものであ

の担当教官は、河南保幸教授、

る常在細菌の定着やその制御

あります。私は平成９年に、

知的情報大講座）の専任でも

農業が残っているかどうか分

って、応川動物学科における

北川浩教授、千田廉助手およ

のメカニズムについても研究

科の分野には私以外に、昨年

私の所属する自然科学研究

からない加年後、加年後にし

基礎科目の授業内容として主
び塚原伸治助手の４名で構成

を行っています。３．哺乳類

食料情報学教育研究分野
教授高橋信正

■植物資源学科食料環境経済学講座

剖学講座と家畜生即学講座が

研究室紹介

《室

このようなことから、その後

要な部分をなすものでした。
されています。〕
まま
たた学
学生
生は
は、
、

「環境遺伝子群」のうち、と

物と環境の係わりに関与する

大川プロジェクトでは、生

「遺伝子実験センター」は

て教育研究活動を行っている。

籍しています。

学的解析を行っています。５．

繩ホルモンの作川の機能形態

る多くの組織問題を対象とし

産組織論」です。農業におけ

私の専門分野は、「農業生

した。

ッティングでの付加価値部分

業、小売業等の加工、マーケ

ん。帥％は食品工業、外食産

体の蛆％弱）でしかありませ

かにしようとしてきました。

て、情報と国家の関係を明ら

形成過程をみることによっ

手）、側遺伝子

⑧蝿境遺伝子
機能制御分野
（大川秀郎教
授、乾秀之助

沿岻助教授）、

⑪遺伝情報解
析研究分野、
②環境遺伝子
機能解析研究
分野（大野清
春教授、今石

この教育研

ター細胞として注目されてい

外来遺伝子導入のためのベク

金子助教授革」れまで、情

た。

の農学部における再編改組に

期課程２名、

大学院博士後

金子治平助教授、伊庭治彦助

治彦助手がいます。以下では、

大学院のゼミ等では、主と

手の専門分野の紹介をしま

京大から棒ってきました伊庭

して食料マーケッティング論

るという方法（帰納法）をと

研究部では当初、稲作、園芸

ると、２００１年度のⅡ本の

を教えています。農水省によ

とりわけ作物統計や国勢調査

報の一つとしての政府統計、

農林水産省研究機関の邪時の

作、畜産、草地、養蚕の部門

消費者の最終的食料支出金額

について、日本とイギリスと

ってきました。

いて研究を進めるとともに、

別の研究室に加え、会計、経

は約１００兆円（輸入農産物

を比較しながら、その歴史的

（部長）から移ってきました。

赤血球形成の調節機構につい

営設計、機械の経営研究室が

も含む）です。そのうち日本

農業研究センター経営管理部

の修士課程に

ても研究を行っています。４．

ありました‐そのため、技術

農業の生産額は加兆円弱（全

てますが（脱核）、この現象

相当）７名、

生体内カルシウムの代謝調節

関係も含め多くの経営関係の

とアポトーシスとの関連につ

学部４年生５

に中心的な役割を果たしてい

研究を浅く広く行っておりま

期課程（従来

名、研究生２

る骨組織について、その形成

大学院博士前

名および留学

機構の究明とビタミンＤや各

す。

せてⅣ名が在

生１名の合わ

る教育として

究分野におけ

機能評価研究
分野（客員）
の４研究分野
からなり、②
と側は「大川
院前期課程授

４科目、大学

は、学部授業

動および増殖の機構を解明す

に分化する細胞）の発生、移

る原始生殖細胞（精子や卵子

のほとんどはこの範囲にはい

論文からこれまでの研究業績

ております。修士論文、博士

部分の研究を主として行って

多くの研究室では、この脚％

です。農学部では一部を除き

域についても研究をせざるを

るために食料や農業以外の領

「現代と社会」を相当してい

また、さらに、教養原論で

プロジェクト」

’

〈5＞

’
の赤血球は形成過稗で核を捨

形態機能学研究室所属の教官および学生（平成15年10月撮影）

報
篠
六
平成15年12月20日発行

《室

学の発展は誠に目を見張る

近年の生化学・分子生物

というのが正直な言い分で

院まで持ち込まれては困る

にモラトリアム時代を大学

しかし大学院の大衆化と共

特に本学科を一昔以前に卒

十年一昔と言いますが、

の一つとして位置づけられ

生産情報学、生産計画学）

■食料生産環境工学科バイオシステム

ものがあります。いくつか

す。「卒業までに自分の将来

自責の念にもかられます。

の生物の全ゲノム構造が解

について必死になって考え

りつつあります。

明され、分子遺伝学、細胞

ます。

の前処理法を遺伝子工学的手

生物学の発展と相俟って、

業された方々にとっては、

りわけ、シトクロムＰ４５０

生物学研究所より金丸研吾

現在の学科・講座・研究室

して、レポーター機能を検出

答しレポーター遺伝子を発現

本研究室の運営を任されて

卒業生を輩出した伝統ある

ております。多くの立派な

シグナル伝達機構、光や

します。山形は、植物の光

在の研究内容をお知らせ致

る研究が叫能となってきま

対する素朴な疑問に答えう

子供が抱くような、生命に

や「引きこもり」が社会問

現象は、昨今「フリーター」

しまいました。こういった

り雌い点が多いと思われま

の変遷・構成が複雑で分か

を中心とする学問領域の変

る時代や社会の要請、農学

これらの変遷は、変革す

教授山本博昭（兵Ａ旧回）

エ学講座生産機械学教育研究分野

先生（北海道余市出身）を

る最近の私の口癖になって

よ」が、学部新入生に対す

■生物機能化学科生物機能分書化学
講座生物化学教育研究分野

ン受容体、ダイオキシン受容

平成Ｍ年４月から相薗泰

きなかった研究、小学生の

我々が院生の頃は想像もで

法を用いて開発する。また、

調節機構の解明を行い、Ｐ４
体などの制御下にレポーター

生前教授（前農学部長）の
助教授として迎え研究内容

②哺乳動物のエストロジェ

５０遺伝子機能に基づく難分
え植物を作出する。これら植

遺伝子を発現する遺伝子組換

も一新しました。まず、現

様性と機能並びに遺伝子発現

解性有機汚染物質、例えば、

究室を担当させていただい

後を引き継ぎ、生物化学研

遺伝子について、その分子多

ダィオキシン類、ある種の残
物、ダイオキシン類などに応

物がエストロジェン様化合

に関する新技術の開発を行っ

によってこれらを汚染現場で

教授山形裕士（神Ｃ５回）

のモニタリング及び負荷軽減

留農薬、環境ホルモン類など

ている。また、哺乳動物の高

技術の開発を行っている。

感度にモニタリングできる新

物質を迅速、簡便、かつ、高

利用して、難分解性有機汚染

た、平成巧年６月にハワイで

薬学会奨励賞を受賞した。ま

残留農薬低減効果」で日本農

謝酵素導入杣物の作出とその

おいて乾秀之助手は「薬物代

平成田年３川Ｈ本農薬学会に

これらの研究成果が実り、

り勉強はしませんでしたが、

導をいただきました。あま

の三先生に卒業論文のご指

長）、清原利文助手（当時）

岩崎照雄助教授（元農学部

本研究室で吉川三吉教授、

身、神大農学部の５期生で、

引き締まる思いです。私自

いることを思いますと身が

成における昂ｚンの機能、葉

相互作川、クロロフィル合

凶子を介する核と葉緑体の

体の形成機構、特にシグマ

ーマに、金丸助教授は葉緑

ターの機能などの解明をテ

種子二機能性酵素インヒビ

テアーゼのプロ配列の機能、

発現機構、植物セリンプロ

節機構、果実特異的遺伝子

、の三面による遺伝子発現調

ます。一方では独立行政法

といった問題に挑戦してい

決まった場所で働くのか」

ようにして決まった時間に

識するのか」「遺伝子はどの

としての光をどのように認

的に取り入れ、「植物は情報

ばと最新の実験手法を積極

りとも学問的貢献ができれ

い時代に私達もささやかな

した。このような素晴らし

況の時代にしては好調です。

た最近の就職状況もこの不

ますが、学部、修士を含め

博士前期課程へ進学してい

研究室では４年生の大半が

秀な学生は大勢います。本

持ち、将来が期待できる優

ん旺盛な研究・学習意欲を

はない気がします。もちろ

題化していることと無縁で

記研究室が農業土木と農業

年４川に誕生し、その際上

「農業生産工学科」が昭利調

提とした体質改善によって

神戸大学への国立移管を前

学研究室」だと言えますが、

る一淋座であった「農業工

科大学時代の農学科におけ

の源流は、兵庫県立兵庫農

当「生産機械学研究室」

に来訪下さり、ご指導ご細

続しておりますので、気軽

ずや基幹となる研究室は存

の名称が異なりましても必

ましては、学科・研究室等

れた先輩・硝兄姉におかれ

ぞれの時代に在学・卒業さ

されて参りましたが、それ

学内情勢等により逐次改変

化、受験生の動向を鑑みた

度に発達した抗原・抗体反応
モーターする。

いて主に研究を行っている。

開催された第３同環太平洋農

憶しています。お陰様でこ

実験は一生懸命やったと記

す。

及びホルモン受容体の機能を

１）「環境遺伝子」シトクロ

薬科学会議で大学院博士後期

に関与しており、機能も多様

並びに外来脂溶性異物の代謝

主に、二次代謝産物の生合成

において分子多様性であり、

シトクロムＰ４５０は植物

た。さらに、平成巧年９月に

研究」でポスター賞を受賞し

関与していることを解明した

取得してそれが除草剤代謝に

イオタイプの（葺司胃遺伝子を

「除草剤多剤耐性ロリウムバ

話に花を咲かせています。

を訪ねてくれ、懐かしい昔

ます。時々同級生が研究室

な学生には厳しく接してい

のことを棚に上げて不勉強

いた格好ですが、今では昔

うして母校に戻していただ

分子量Ｇタンパク質の機能

質の分泌機構解析、特に低

連タンパク質や神経伝達物

におけるＤＮＡメチル化関

宇野知秀助手は動物の発生

の関連などについて、また

緑体とミトコンドリア機能

第三世代の遺伝子組換え作

消費者のためになる第二、

ランスジェニック果実」等、

向すべく、例えば「有用ト

献を視野に入れた研究も指

えども産学連携など社会貢

の中で、基礎研究分野とい

人化に伴う大学改革の流れ

てなければならない重責を

の科学技術を担う人材を育

を語り合い、明日の我が国

君と接する中で研究への夢

ます。Ｈ々、院生や学生新

（農学）の世紀といわれてい

かりです。狐世紀は生物学

する学生が少ないのが気掛

ただ、博士後期課程に進学

業機械学第こから「農業

満座名（小講座制）も「農

産環境工学科と四度改変し、

生産環境情報学科、食料生

業生産工学科、農業工学科、

に至るまでに学科名称は農

と解釈されます。以来今Ⅱ

として独立したのが発祥だ

者が「農業機械学第一講座」

機械の２分野に分かれ、後

任した伊藤博通講師（前任

川に近畿大学から本学へ着

授の山本博昭と平成吃年４

企業へ転職され、現在、教

都合により本年３月に民間

に尽力された徳川勝助手が

半の間当研究室の教育研究

えています。改組後約８年

いう点で丁度今転換期を迎

官スタッフの入れ替わりと

生産機械学研究室は、教

次に示す２つのテーマにつ

ムＰ４５０の分子及び機能の

課程３年辻井久恵さんは、

化している。そこで除草剤代
ニューヨークで開催されたア

研究を進め

等をテーマとしてそれぞれ

強く感じるこの頃です。今

推をお願い致します。

の解明に関する研究叩

謝に係わる新規Ｐ４５０遺伝
メリカ化学会秋季大会におい

物の作川をⅡ標に研究して

〈6〉

多様性と遺伝子発現調節機能

子をクローニングし、その酵
て、大川秀郎教授はアメリカ

本年３月、東大分子細胞

素機能や遺伝子発現調節機能

動〃学」へ昭和娚年４川に

者中嶋洋助教授は京都大学

後とも六篠会刷窓生の皆様

助教授へ配置替）の２名で

います。

改称、そして平成５年度の

ています。

学部改組による大講座制の

すが、山本は来年３月に定

化学会国際賞農薬研究を受賞

のご支援を賜りますようお

導入から、農業機械系は

度からは伊藤術師１名とな

年退職しますので平成略年

を解明する。それらの機能を

願い申し上げます。

「唯物生産工学大荊雁」（平

学生は、博士後期課程１
岨名、４年生７名の計加名

成略年度より「バイオシス

名、前期課程（修士課程）
温活性僻素

（内女子６名）です。近年修

なく、大学院生（自然科学

学生数は例年に比べると少

士課程入学者が墹加する傾

産計川学」（いずれも教育研

座は「生産機械学」と「生

の構造と機

あって研究室の活性化に繋

（雌１４名、Ⅵ１１名）、学

研究科博士前期課程）５名

能の相関を

ます。研究

がっていると感じます。反

究分野）へと発展的に改変

部生１名の計６名ですが、

る可能性があります。この

テーマは多

面、大勢の学生の中には途

して参りました。従って現

少数精鋭をモットーにゼ

様な状況下で本年度の専攻

岐に渡って

中でドロップアウトする学

ステムエ学講座」を構成す

在の当研究室は、「バイオシ

す。

ミ・研究活動に励んでいま

テムエ学大講座」に改称）

いますが、

生も時々います。前向きの

る４つの教育研究分野（生

を構成し、旧農業動力学講

遺伝子発現

進路変更は良いのですが、

産機械学、プロセスエ学、

向にあり他大学からの入学

また、好冷

発はいかに進化したか」を開

調節機構の

ケーション不足が一Ｎかと

そうでない場合はコミュニ

生も多く、お互いに刺激し

菌由来の低

なお、大川秀郎教授は平成

ングに関する研究叩

催する計画を進めており、大

解明が中心

る院生もい

した。

陥年３月末Ｈに定年退官され

⑪哺乳動物が持つ高度に発

川教授の最終講義と５名の講

的課題とな

研究してい

利用して難分解性有機汚染物
に関する新技術開発を遺伝子

質の負荷軽減やモニタリング

鋤日（土、祝日）の午後に滝

る。その機会に平成陥年３Ⅱ

づ（》。

工学的手法を用いて行ってい

達した抗原・抗体反応の特異

演を予定している。詳細は、

「産官学連携によって研究開

性をもとに、難分解性有機汚

き§率ご言尋量・『・凋．三。の両詩呂？

川記念学術交流会館で講演会

染物質などに特異的に反応す

崖．胃・宕己ｏ２月の号・言目のご目］

２）生物機能を利用した難分

るモノクローナル抗体を調製

に掲載いたします。

解性有機汚染物質のモニタリ

して、対象化学物質を測定す
る免疫化学測定法並びに試料

研究室メンバー（平成15年10月撮影）

平成15年12月20日発行
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旧司『し

制吃

鼻翻弄

時代の流れと伴に本研究
室の中心研究課題も変わっ

計要因を確立す
は植物体内に蓄積される硝

テムを同定し、特に本年度
き残りを掛けた極めて厳し

ることとなり、本学部も生

と教育面の充実を図るため

い情勢下に突入します。本

平成肥年度には湧嗣両両（技

学科は、社会的評価の向上

米の品質判定アルゴリズム

術者教育認定制度）の認定

環境制御要因の抽出、②酒
の確立と判定機器の開発、

を受けるべく現在準備を進

酸態窒素を低減させる生育

度センシング技術の開発、
めています。学科や個々の

③ロータリ耕うん土壌破砕
④丹波黒大豆粒および鞘の
研究室が落ちこぼれること

るための基礎研
究と実機の試作
開発、農業動力
学時代の流れを
汲んだ不整地走
行車両の開発研
究等に取組んで
きましたが、現
なく持続・発展していくた

ＫＯＢＥ六
ＫＯＢＥ六篠会は、兵庫農

品質判定技術と選別機の開

科大学、兵庫県立農業短期大

発、等であり、その他に従
めには、産官学の連携・共

中心とするコン
来からの流れを継承した、

し、神戸市に勤務する者を会

学及び神戸大学農学部を卒業

在は伊藤講師を
ピュータ画像処
化・研究費の確保が必然と

員として、昭和弱年に結成さ

同による研究活動の活発
なって参ります。各界でご

れました。現在会は、会員１

開発と脚部の駆動制御シス
テムに関する研究、があり

活躍の同窓会員の皆様には、

２０名（現職会員錦名、ＯＢ

農業用歩行ロボットの試作

題が移行しつつ
ます。いずれの課題も、兵

今後ますますのご支援、ご

理を基盤に置い

あります。内容
庫県の試験機関や企業との

数えています。

会員詑名、名誉会員４名）を

た研究に中心課

例としては、①

願いする次第です。

協力を賜りますよう切にお

会員の勤務先は非常に幅広

援助下で遂行しています。

く、小学校や中学校（教員）、

連携、科学研究費補助金の
平成恥年度からいよいよ

の最適環境を創出する制御
国立大学法人化が実施され

植物工場における植物生産
技術の開発、具体的には、

環境局（産業廃棄物や環境保

一一

松本幹夫（神ＡＡ
３３
回）

県六篠会近況報告

「県六篠会」は

（又、勤務した）

兵庫県に勤務する

成され、現在、会

り、昭和弱年に結

六篠会会員もよ

わたっており、いろいろな現

員２１０名（内現

功一（神Ｃ川回）

場、さまざまな仕事にたずさ

ＯＢ会員副名）を

職会員１５９名、

会の活動は、年１回の総

数え、その勤務先

わっています。

会・懇親会の開催および名簿

県民政策部、健康

ほか、企画管理部、

生活部、産業労働

は、農林水産部の

はじめ定年退官された先生方

名誉会員である歴代学部長を

と多岐にわたって

部、県土整備部等

の発行であり、総会・懇親会

のご出席をいただき、大学の

では、農学部長、六篠会会長、

近況を伺ったり、当時の思い

一』

「農」の時代という基本的な

さて、県では、別世紀は

もと、肘難な仕事にも前向き

生としての良き連携と緊張の

会員同士は、仕事の中で同窓

兼懇親会と名簿発行ですが、

一一

考え方のもと、①成熟社会を

本会の活動は年１回の総会

先導する生活産業としての農

います。

昨今の厳しい行財政運営が

ます。

求められるなか、安全で安心

に取り組んでいます。

名一司一曄一嘩一治一蔀一龍一津一郵一犀一昨《｜嘩一馳一塗一越一司一確一妃一銅一蹄

た食と農を楽しむアグリライ

ある多自然居住地域の創造、

学部の近況や大学時代の昔話

北浦同窓会長をお迎えし、農

開催しました。眞山農学部長、

平成幅年度役員

た。

など、賑やかな会となりまし

ご農林水産ビジョン２０１

副会長吉倉淳一郎（兵酪回）

副会長塩飽是雄（神１回）

副会長板井丈夫（兵略回）

会長吉川俊彦（兵賜回）

このビジョンを着実に推進

事務局

副会長入江和己（兵Ⅳ回）

点検し、ともに考え、ともに

課長（農業経営担当）

兵庫県農林水産部農政企画局

担当松本幹夫（神３回）

くことを目的に、「ひょうご

みどり白書２００２」を平成

９６

電話０７８１３６２１９１

この白書の作成にも、同窓

巧年２月に作成しました。

確かめ、ともに取り組んでい

し、県民とともにビジョンを

策とその評価を具体的に示

していくため、取り組んだ施

ました。

０」を平成唱年３川に策定し

の姿の実現をめざす「ひょう

持・保全とその活用、の４つ

フの推進、④多面的機能の維

③自然環境との共生をめざし

今年は、如月妬日に総会を

然の中でいきいきとした交流

林水産業の展開、②豊かな自

出話に花を咲かせたりと親睦

＝碑←も

なまち「こうべ」の実現に向

を深める良い機会となってい

一

生が大いに活躍しています。

〈7＞

全に関わる仕事）、保健所や
区役所保健部（食品・環境衛
生に関わる仕事）、産業振興
局（農・水産・畜産業の農政
振興事務に関わる仕事）、建

で会員一丸となり取り組んで

建設局公園砂防部施設課

氏一躍一部一輔一艫一繩一癖一祷一耀一詫一刺一端一錨一繕一晒一綱一諦一認一献一幅

岬一筆一》｜》｜鍔一棒

財団法人神戸みのりの公社

けて、それぞれの職場・立場

淡河中学校

設局（道路、下水道、公園な

います。

産業振興局農政計画課

どの土木関係）、フルーッフ
ラワーパークや六甲山牧場、

海釣り公園…などなど多岐に

環境局環境審査室

植物のオンライン成長シス

六篠会からは、１７７件、

建設局公園砂防部計画課

て参りました。山本は以前

２７７８千円の募金が集

保健福祉局保健所西部衛生監視事務所

から、果実振動収穫機の設

る」との野上学長からの礼

代表理事中村直彦（神Ｚ１回）
は、後記の庶務報告のとお

学友会役員からは、昨年

まっており、我が農大、農

産業振興局西農政事務所

ー

阿回回回回ⅢＭ回回回回回ｎ回回回回回回
生酪略１１１４７８８皿Ｍ鴫蝿浬拠詔蝿２２
回
Ｚ
Ｚ
Ｔ
Ｚ
Ｃ
Ｚ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｐ
．Ｚ
兵・
兵．
神．
神・
神・
神・
神・
神・
神・
神・
神・
神。
神．
神◆
神．
神・
兵・
神・
神
年
・
卒年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
姻偲妬妬獅紹副唾詑弱銘的“３５９鑓妬拓

保健福祉局健康部生活衛生課

一室

て、平成焔年度の事業計画

実施した「神戸大学創立百

学部の卒業生が母校を慕わ

状が届いた。

周年記念募金」についての

り）

てきた六篠会の入会金の改

報告があった。このたび、

た。とくに約鋤年間据置い

案と予算案について審議し

定を過年度から実施したこ

半ｑノ。

れる賜物と深謝する次第で

とにより、充実した計画内

九十周年の募金と合算して、

超える募金が集まったが、

全学で９０，０００千円を

総額２億円の「国際交流事

また、２年の任期となっ

容となった。

ている役員改選については、

産業振興局西農政事務所

至

保健福祉局保健所東部衛生監視事務所

代 議 員 総 会 で 活 発 な 運 営 と 財 政 の健全化を審議

平成妬年度の代議員総会
ラブ（ＫＵＣ）の事務局と

を５月、日に、神戸大学ク
なっている神戸元町駅前の

総会では、旧年度の報告

「本館牡丹園」で開催した。

と新年度の計画を中心に審
議したが、とくに同窓会事

人事異動等で交代された方

財団法人神戸市都市整備公社

よ
り

監事

全化について議論を行った。

業促進基金」を設け、「平成

保健福祉局健康部生活衛生課

＝

森
川
産業振興局農水産課

当
環境局環境保全指導課

ニ

業の活発な運営と財政の健

を除いて、現役員がもう一

略年度より世界の発展に積

産業振興局西農政事務所

‐1

まず、北浦会長の挨拶、

期の２か年間を継続して世

を行う事業をスタートさせ

極的に寄与する人材の育成

産業振興局農政計画課

F

会議の成立報告のあと、平

（会計報告、予算、役員名簿

話をすることで了承された。

所属(勤務先）

1
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《室

関東支部即の 近 況
部長一和泉孔庸（兵Ｃ８回）

に開催しています。

る「東京木暇会」を定期的
今年度は神戸大学学長及

に眞山農学部長に「食の安

ており、六篠会は９月妬日

び各学部長に講演を依頼し

当日は約㈹名の会員、本
全性を科学する…求められ
る農学部を目指して」と題

表理事が出席してくださり、

奥谷名誉教授も元気なお姿
して講演をしていただきま
した。講演の要旨は次のと

て報告をしていただき、奥

大学農学部の状況等につい

法人として運営される神戸

会の現況及び将来独立行政

育み、自然と共生した持続

的に考える「農の倫理」を

農学部は人の健康を第一義

と云われており、神戸大学

「皿世紀は「農の時代」

おりです。

谷名誉教授からは近況並び
的農業を展望し、資源生物

海支部

る基礎研究に挑戦しており、

学友会だより

ＫＵＣだより

交流の場「神戸大学クラブ」が創設印周年

神戸大学は平成妬年如月１

活動する機関として、卒業生、

で構成している「学友会」の

神戸大学の全学部の同窓会

野忠男教授が講演する。

と題し、経営学研究所の加護

で、「経営者のみる大学改革」

鋤分から、大学の百年記念館

ＫＵＣ担当理事能宗康夫（兵Ｃ２回）

日、神戸商船大学を統合し、

教職員が気軽に利用できる

（兵Ａ１回）

ｎ番目の学部として「海事科

学友会担当理事西川欣一

学友会は神戸大学各学部を

学部」を設置。大学院は自然

学友会この一年

ながら欠席であ

一本化した共同体で、神戸大

六篠会の皆さんも当クラブ

学の公的行事について協議し

にご加入いただき全学の同窓

ったが、心のこ

生との‐知の交流“を深めら

もったメッセー

が、神戸、大阪、東京で運営

「神戸大学クラブ（ＫＵＣ）」

されている。このたび、神戸

れてはいかがでしょうか。

科学研究科に専攻を設置し

平成咽年如月４Ｈ、神戸大

にある神戸大学クラブが産声

たり参加する会である。

学百年記念館六甲ホールに於

えることができた。この歴史

をあげて今年度で鋤周年を迎

ーナー新設

科学アカデミア館で催され

総会では会計

会の活動を伝えるコーナーが

た。

いて、総合記念式典が挙行さ

◆「六甲ひろば」に学友会コ
神戸大学の公的情報誌「六

れ、ひきつづき祝賀会が社会

た。

報告、同承認、

Ｈ（第錦号）から新たに学友

甲ひろば」に平成巧年４月胆

弔内規の確認、

も同窓生各位の支援の賜物と

介しましょう。

神戸大学クラブについてご紹

創設されたが、震災等で移転

昭和認年に神戸新聞会館に

（神戸）

町にある「本館牡丹園」での

さて、平成哩年秋に神戸元

感謝している。

になった旧神戸商船大学が学

丹園」で再開している。定例

を繰返し、現在は「本館朴

また、神戸大学海事科学部

た。

織的に対応して実効をあげる

討した結果、活動・交流を活性

再開を機に、新しい企画を検

学友会としては、これに組

設けられた。

露、各自の近況

大学（釜山市）の練習船「ハ

の講演会のほか趣味の会等を

術交流提携していた韓国海洋

化するために、定期的に講演

が、六篠会から王子善清理事

ンナラ号」が神戸港第一突堤

ために編集委員会を設けた
が編集員となった。

開催し、交流・親睦を削って

報告と続き、夕
で大いに盛り上

会を実施することになった。

（大阪）

いる。

に初入港し歓迎セレモニーが

部局の教官が交代で、偶数月の

その内容は、神戸大学の狸

◆学長を囲む懇談会

行われた。

昭和副年に大阪駅前第一ビ

平成巧年６月妬日、神戸市

ルⅡ階を取得して、ベンチャ

産業振興センターで開催。野

第一木曜日の午後６時から行う

ービジネスの勉強会などの活

お開きは午前１

上智行学長から平成賂年４月

ことになっている。今年度はす

加した２次会の

がり、全員が参

刻からは懇親会

の事業構想の披

将来の東海支部

次に、神戸、大阪、東京の

認、東海支部慶

今期役員の承

ジを寄せて戴い

公務のため残念

副支部長上田洋（兵Ｃ６回）

懇親会では長瀬産業㈱の岩
「食料」「環境」「健康」をキ

支

井常務（兵的）から「最近の

時になったが、

でに４月から、文学部を皮切り

動を実施し、交流している。

ーワードに教育研究に力を

より実施される国立大学の独

に国際文化学部、発達科学部、

（東京）

経済情勢について」、姫路工

立行政法人化に関する講演が
あった。

り、順次持ち回る。農学部は平

経済学部、法学部と実施してお

なお、来年度の開催地は名

大変有意義な一夜であった。

従来のような国立大学とし

２回に亘る役員会の打ち合

古屋市内に仮決定、愛知みず

ての神戸大学ではなく、独立

わせを経て、９Ⅱ”日、平成
妬年度（第３回）東海支部総

ほ大学の土田廣信先生（鎚年

体的例を挙げて説明をして
いただき、更に兵庫県にお

卒・農産製造）講演などを計

入れている…」で個々の具

それぞれスピーチをしていた

会を三重県菰野町で開催し

学部が果たしている現状並

の中心的役割を神戸大学農

での開催であったが、今回は

蔵のまち」半田巾（愛知県）

第１回、第２回は「山車と

部役員は次の通り承認され

間している。なお、今期の支

と。これによって何よりも独

行政法人神戸大学」となるこ

行政法人の一つとして「独立

ある話題をテーマに選んでいる

会はホットな研究課題や関心の

成Ⅳ年２月に杣当する。講演

講演会や懇談会を実施するな

生した。各学部の持ち回りで

ル地下という絶好の場所に誕

昭和但年に有楽町の帝劇ビ

した「アグロサイエンス」

ける農畜産業の特質を生か

の皆様は学生時代の思い出を

びに将来の展望について説

野町）での開催となった。鈴

葉のまち」湯の山（三重県菰

趣向をかえて「山と温泉と紅

副支部長・上田洋（詔食化）

副支部長・谷口正昭（銘生化）

支部長・止井博之（羽食化）

平成妬年度役員

上に求められる。

する研究・教育活動を従来以

れ、それと関連して注目に値

自の財政力の強化が要請さ

です。

があればお聞かせ願えれば幸い

い。また、希望の講師、テーマ

ので、どしどし参加いただきた

ど交流の場となっている。

た。

共有できる仲間が居ることの

眞山教授の講演は当日の

鹿国定公園の中央に位置する

明をしていただきました。

出席者に大変好評を博しま

関東支部には会員が約’

千名おられますが、転勤そ

した。特に文系出身者には

の

・正源寺正義（詑食化）

幹事・前川文男（調農製）

ムの要項の一部変更等が審

３．コーベ・ユー・ドットコ

２．学友会積立金の継続

１．平成皿年度会計報告

業振興センターで開催。

００名近い同窓生が集った。

ーティーを兼ねて実施し、１

夕べ」（９月４日）をビールパ

「ハワイアンとフラダンスの

重県有数の名勝地で、その麓

・西浦隆司（訂農製）

平成巧年７月９日、神戸産

定例行事として、恒例の

の他の理由で総会開催の連

御在所岳は標高ｌ、２３０ｍ、

（当分の間代行）

◆学友会幹事会

新鮮なものであったと高い

会計監査・長谷川信弘（娼農製）

にあるのが菰野町「湯の山」

・神田豊（“植栄）

会計・上田洋

絡が不十分であった為か神

トラストが絶妙の絵になる三

晩秋には石灰岩と紅葉のコン

戸大の出席者が少なかった

演を逐次実施する予定でお

である。ここの温泉はラドン

支

り、詳細は神戸大学のホー

泉で、源泉は御在所岳の下、

ので、次回からは一人でも

ムページで紹介されていま

東

多くの会員に出席していた
だき、総会が交流、懇親の

すので、機会をつくり参加

ます。

又、関東には「神戸大学
り、各学部Ｍ窓会が主催す

恐竜時代の地層から湧き出る

・小松功孝（鞭発酵）

◆神戸商船大学との統合と祝

議された。

行会、ゴルフ等を催している。

健康講座、英雄を語る会、旅

平成肥年２月７日（土）ｎ時

なお、加周年記念講演会を

していただきたくお願い申

・岡田庄治（認圃機）

典

全国屈指の隠れた名泉であ
る。今回、北浦六篠会会長は

し上げます。

これらの他に、中国語講座、

場となるようにと願ってい

これからも他学部長の講

評価を得ております。

います。

素晴らしさを実感されたと思

た。

一時を過ごしました。出席者

だき、和やかな雰囲気の中で

「高齢者の健康維持について」

の機能利用と環境保全を図

東

大の辻教授（兵岨）からは

しました。

に健康で元気な秘訣を拝聴

中村代表理事からは、六篠

北浦会長の挨拶のあと、

を見せていただきました。

部からは北浦会長、中村代

に懇親会を開催しました。

Ｃ」で第六回の支部総会並び

丸ノ内にある「神戸大学ＫＵ

関東支部は去る７月岨日、

支

東京連絡会」なる組織があ

<B>
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一からの
トワークを組み、多様な形で

も焔万人に上る卒業生がネッ

の役割でもある。そのために

兵庫県、神戸市、農協中央会、

立した。これまで農学部は、

センター」が、６月略日に設

．「神戸大学農学部地域連携

コープこうべなどと研究交流

同窓会に参画し、大学との連
携に携わっていくことが重要
る農学分野の問題解決の拠点

を行ってきたが、地域が抱え

時代を担っていく大学の動

になってくる。

臺仇Ｊ■０Ⅱ

学支 援へ 総力結

株式会社 神戸学術事業一 云 代 表 取 締 役 、 一

産物の増加と農産物価格の低

来春に迫った国立大学の法

式会社神戸学術事業会は、

すでにご案内の通り、株

進め、学友会と個人情報の

簿データベースの一元化を

らの懸案であった何窓会名

おります。また、かねてか

て学生への普及をめざして

ません。そのためには、膨

的向上を図らなければなり

育・研究部門のさらなる質

中で生き残りをかけて教

化による激しい競争原理の

力を賜りますようお願い申

しても一層のご理解とご協

六篠会の皆さんにおかれま

いる所存でありますので、

をあげて大学を支援してま

（昭和佃年

迷が続く中で、これからの日

人化を蹄まえ、虹世紀の世

の。農業者の高齢化、輸入農

なものを下記のとおり紹介い

本の農業をどう再生していく

界に通用する特色ある大学

センターとして整備したも

たします。今後とも同窓会に

のか大きな課題だが、連携セ

し上げます。（了）

き、頑張る同窓生や同窓会の

対して卒業生の皆さんのご理

ンターの活躍を期待したい。

大な周辺業務や雑務は極力

活動について、この１年の主

解と、積極的な参加、ご支援

整理して、優れた人材の確

ともに、従来にも増して研究

を賜りますようお願いいたし

保護に関する覚書を取り交

時代の流れが大きく変わろ

と、目先の利益だけを最優先

と教育の成果が求められる

への変革・発展をめざす神

の改善を図っていかなけれ

投下ができるよう財務内容

うとしている中で、社会、経

・加西市にある農学部附属農

保・育成等に効果的な資本

百房‐Ｆ８日で一括検索でき

ばなりません。可能な限り

済の構造改革が必要に迫られ
ます。

わした上、一部学部を除く
しようと、学友会と大学教

るサービスを開始しました。

していく恐れが出てくる。大

同窓会名簿の基本情報を

［大学、同窓会等の動き］

い、７月４日に開所記念式典

員有志により設立された収

ている。大学にあっても、国

戸大学を卒業生・同窓生の

・神戸大学クラブの新春講演

が行われた。今後、実学とし

自力で賄われることが理想

訓練を行う場でもないし、一

流企業に入るための予備校で
会において、平山敞氏（兵Ａ

これを充実することにより、

学は企業戦士を作り出す職業

た大学の体質改善を図ること
もない。本来、大学というも

就職・転職、ビジネスマッ

して独立法人化し、砿直化し
にしている。即ち、大学運営

の豊富な知の資産と蝿万人

益法人でありまして、大学

が合哩的な業務もあります。

ですが、外部に委託した方

ての教育・実習のほか、生物

チング、産学連携、ベンチ

事務・業務のアウトゾーシ

喝回）が、「成長する組織と

ャー起業など全学友の人脈

のは学問を学び、真理を探究

にのぼる学友の人脈ネヅト

を活用した多種多様な事業

の規制緩和と自己責任を問う

ワークを活用したさまざま

ングは、私学ではすでに常

資源の利用研究や地域社会・

な事業を展開し、その成果

が展開されるものと期待し

滅びる組織」と題して講演。

・７月弱日、大阪天神祭りの

待される。

を国立大学法人神戸大学と

識ですが、留意しなければ

する場であって、人間の幸福
新しい発想と取組みにチャレ

船渡御に「神戸大学学友船」

ております。

ことにより大学の活性化を図

ンジする必要がある。」と経

ティーに還元していくこと

同窓生およびそのコミュニ

国際社会への貢献が大いに期

また、独立法人化を前に、

験を踏まえた熱弁に参加者は

の参加者総勢２００名余り

が繰り出した。大学と学友会

「社会は大きく変わっている。

神戸大学と神戸商船大学が加

・毎月に発行されている神戸

傾聴した。（２月６日）

を追求するところでなければ

月ｌＵに統合した。これは、

ろうとするものであり、これ

確かに今までの大学は、今
海に開かれ、国際的拠点大学

は、船上での芸能や料理のほ

ならないはずである。

日的社会とあまりにもかけ離

大学の公的な情報誌「六甲ひ

か夜空を彩る花火といった祭

国立大学法人が誕生する。

れていた存在であったのかも
のイメージを確立したい神戸

ろば」に、４月から学友会

典を満喫した。日本の伝統行

を従来より重視しなければ

務の種類と業者の選定です。

なりません。その点、私ど

年の神戸大学創立百周年記

あしらったポロシャツや応

ークを活用すれば、すべて

もが構築巾の人脈ネットワ

ては質的・経済性・信頼性

援団総部製作の百周年記念

中でも業者の選定に当たっ

学歌集ＣＤの販売、医学書

はありますし、質的・経済

卒業生ですからまず信頼性

念に発行された百年史写真

の出版などを支援、大手損

向でもリーズナブルな業者

か、大学の新ロゴマークを

ービス穴○ず①‐巨為Ｃョ（コウ

て独自のインターネットサ

保会社と提携して保険代理

集を限定出版・販売したほ

・笹山幸俊前神戸市長が勲一

ベ・ユー・ドットコム）を

店業も開始致しました。ま

このＵ的を実現するため、

等瑞宝章を受章され、叙勲を

立ち上げ、会員の与信と決

ことができるでしょう。し

をすばやく的確に選定する

同内外で活躍する喝万学友

ならないのは、委託する業

知れない。しかしながら、独
大学と、海運業の低迷で方向

（同窓会）コーナーが設置さ

その手がかりとして、昨

立法人化することで、大学の

発や海の物流など

転換を迫られる一方、海洋開

にあたり、このコーナーは、

祝う会が、７月晦日に神戸ポ

済のための提携クレジット

た、同窓会や学内組織のホ

と大学を結ぶ情報基盤とし

組みに対しては単

大学と同窓会との連携が強化

ートピァホテルで盛人に開か

ームページの製作、運営な

の交流は、今回が初めて。

科大学としての弱

されるものと期待される。

れた。同氏は、昭和加年に工

カード「〆○画両己ｚ胃ぐ両困望‐

ども受注、サポート致して

事を堪能しながらの同窓生と

点があるため、総

・学部生２，５８２名、院生

学部の前身校を卒業、戦後の

た。発足１年半にしてまだ

目昌カード」を発行致しまし

ら国立大学法人化に移行する

聯合大学として再生

１２４０名（うち留学生１

復興から震災後の復興まで一

新たな分野への取

毒を図ろうとする神

２６名）の入学式が、４月８

貫して神戸の新しい街づくり

と予想されるが、

唾す厳しくなるもの

霊巻く情勢はますま

式が、４月ⅣＲに挙行された。

・神戸大学名誉教授称号授与

長からの祝辞があった。

することである。」などと学

研究さらに社会や地域に貢献

大学問では初めての統合で、

全ｕ学部となる。関西の国立

学に海事科学部が新設され、

加月１日に統合した。神戸大

・神戸大学と神戸商船大学が

に貢献された。

への協力・援助などを通じ

る就職活動支援言亨ご画邑

受注したほか、在学生によ

クルのメールアカウントを

に、学内では課外活動サー

通じて普及に努めるととも

おりますが、各同窓組織を

会員は千名程度に留まって

歳人口の減少、グローバル

国立大学法人といえども肥

を支援する取り組みです。

の事務の効率化や経費抑制

おりますのが、法人化大学

これらと並行して進めて

おります。

携をいっそう強化し、総力

る会社」として大学との連

法人」「神戸大学とともにあ

「神戸大学のための収益

は大学に還元されることに

かもそこから生まれる収益
交いえる。

それを見守り、サ

農学部では保田茂先生、岸原

今後、教育研究分野の相互補

に今後、大学を取

ポートしていくの

士郎先生。おめでとうござい

完を目指す。

ことはありません。

とってこれほど都合のいい

なるわけですから、大学に

が我々卒業生であ

ます。

毒小

をが一致したものと

趣一戸商船大学の方針

れた。「大学の使命は、教育、

日ワールド記念ホールで行わ

を目的としております。

財政力の強化が要請されると

れることになった。来年度か

により平成略年４月から師の

立大学を国の直轄から切り離

立場から総力をあげて支援

大学と同窓会の
連携強化を進めようⅡ

お知らせ

一

代表理事中村直彦（神Ｚ１回）

集

ター」と改称されたことに伴

上
大

場が、「食資源教育研究セン

L－ノ

り、同窓会として
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一室

平成脚年度

会長韓北浦義久（兵Ａ６）

役員

ついては、変更ありません。

聡年の２年間です。代議員に

新役員の任期は、平成妬年～

以下のように決定しました。

の中で、次期役員については、

ついて審議を行いました。そ

西尾司氏を選出し、議事に

参加者の中から、議長として

任状焔名で開催されました。

津田安啓（兵Ｃ８）

中澤啓一（兵Ａ７）

藤中勤（兵Ｚ４）

久保一兵（兵Ｃ２）

松浦良彦（兵Ａｌ）

六篠会代議員

顧問》新家龍（兵Ｃ５）

顧問》西川欣一（兵Ａｌ）

顧問恥Ⅲ中平義（兵Ｃｌ）

顧問“東順三（兵Ｃｌ）

監事》外山真理（神Ｃ９）

監事》中田昌伸（兵Ｃ、）

皿中村直彦（神Ｚｌ）

ります。

動を開始しているところであ

たので、それに基づき現在活

くことが総会で承認されまし

術振興事業活動を維持してい

も、例年同様、一般および学

ました。

演９件に対して、援助を行い

物環境制御学科主催の学術講

会援助として、応用動物・生

ェー）に、農学部の学術講演

して、１名（渡航先恥ノルウ

では、会員の海外渡航援助と

得丸哲士（神Ｚ２）

塩田悠賀理（兵ＰⅣ）

松井功（兵Ｔ賂）

池川吉一（兵Ａ喝）

村本充正（兵Ａ喝回）

中村靖夫（兵Ｃ５回）

佐藤允男（兵Ｚ４回）

上山泰（旧教官）

り申し上げます。（敬称略）

慶弔記録

武正興（神Ｃ３）

小山美幸（兵Ａ、回）

（生物機能利用化学）

士朗
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１日９－、ⅡＩ■

値

勝、ご多幸とご活躍を祈念い

ますよう、また、皆様のご健

２００４年が良い年であり

にご意見をお聞かせください。

なさらずに同窓会事務局の方

ございましたら、どうか遠慮

た、いろいろお気付きの点が

事務局へお送りください。ま

事、雑文などの原稿をＭ窓会

構です。エッセイ、コラム記

おります。どんなことでも結

く、役に立つ会誌を目指して

いただけ、楽しく、おもしろ

を剥きながら、気軽に読んで

こたに足を入れ、ミカンの皮

っていきたいと思います。お

今後も紙面の内容充実を図

と思います。

のさらなる活躍を期待したい

った食資源教育研究センター

たトラクター教習、新しくな

桃の剪定作業、厳しく叱られ

たカレーの味、二日酔いでの

れると思います。食堂で食べ

と思われる同窓生の方もおら

この言葉を聞くと、懐かしい

タートしました。「附属農場」

月から附属農場から新しくス

ー正面の写真です。本年度４

だいた食資源教育研究センタ

野センター所長に撮っていた

を出筆していただきました河

さて、表紙は本文にも原稿

ただけないかと思います。

すが、力不足の所はご容赦い

いたしたつもりではございま

の今をお伝えしようと努力を

で、同窓生の皆様に神戸大学

おります。このような状況下

化の荒波にもまれようとして

母校神戸大学も独立行政法人

のこととお喜び申し上げます。

六篠会会員の皆様、ご活躍

暁

および農場活動援助、六甲祭
援助、退官教官記念品贈呈、

卒業証書筒及び手提袋贈呈
（学部卒業生１８２名、修了

生１０２名）、卒業祝賀会援

副会長恥久下平（兵Ｃｌ）
小田垣博三（兵Ａ９）

た。また、学術振興事業関連

助、慶弔関連などを行いまし

副会長恥能宗康夫（兵Ｃ２）

酒井修（兵Ａ９）
以下の方々がご逝去なされ

理事（ＫＵＣ）

”石賀暢一（神Ｃｌ）

庶務報告

平成巧年５月蛆Ⅱ（土）に

副会長“杉本金五（兵Ｚ５）

櫻井誠次郎（兵Ｚｎ）

代議員総会が参加者調名、委

副会長咽置塩康之（兵Ａ型
坂井永利（兵Ａ岨）

ました。謹んでご冥福をお祈

天野孝司（神Ｚ７）

宗林正（神Ａ７回）

岸原

退官された教官

酒井一幸（兵Ｃ５回）

矢代学（神Ｐ皿）
東哲司（神ＡⅣ）
門脇織江（神Ｐ灯）
向井信之（神Ｔ肥）
谷河賞彦（神Ｐ皿）

２
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合計

備考

増減(－:減）

決算額(円）

-84,586

予算額(円）

項目

|＝

（会報担当理事一Ｍ）

たします。

<10>

0

利息

－84．586

5．414

33,101,381 1

－359，586

増減(－:減）

33，095，967

備考

決算額(円）

33，095．967

項目

平成賜年度の活動について

副会長“西尾司（兵Ｚ略）
永吉照人（兵Ａ喝）

”中村直彦（神Ｚｌ）

理事（代表理事）
理事（副代表理事）
”松本幹夫（神Ａ３）

理事（庶務）
“水野雅史（神Ｃ巧）

理事（会計）
”原山洋（神Ｚ鳩）

理事（会報）
》相野公孝（神Ｐ岨）

理事（会報／名簿）

務
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っております。住所や連絡先の変更、また本会に

備考

280，000

OフB-BB1-2752
e-mail

で受付けております。また、e-majIでの受付も行

韓芦田均（神Ｃｕ）

蝿術（会報）

茂（食料環境経済学）

ＯＯＯ６
０
０５
，，２

０４７
０
７
０
５
５
１

せてお伝え頂くようお願い申し上げます。

阿部永子（神Ｚ劃）

勝（生物生産工学）

転出された教官
玉城一（琉球大学へ）

研吾（生物機能化学科）
幸裕（生物機能化学科）

支出

支出の部（円）

32，821･381
33．101．381

rikusou@ans.kobe-u.ac.jp
ホームベージ
http://home.kobe･u.com/rikusou/

なお、御連絡の際には、所属学科と卒業年次を併

宇野雄一（神Ａ鋸）

鈴木武志（神Ｃ翌
丸橋康弘（神Ｐ認）
竹中慎治（神Ｃ型）

金丸

（神予

予備費

1件x＠100，000
9件x＠20，000

海外学術活動援助費

FAX

会貝の皆様からの本会への御蓮絡を主としてFAX

支出合計
叉年度への繰越金

平成15年度六篠会基金予算

33,101 ,381円
280,000円

収入

-359,586

100周年分担金,年会員
留学生吉授令

727,892

90，000
33．185，967

____l』aQQgQQQ

合計
支出の部（円）

…

31．526．381
32．826．381

学術活動援助費
予備費
支出計
保留金

対する御要望、御意見など御待ちしております。

恥岡野光世（神Ａ躯）

理事（名簿）
“松本幹夫（神Ａ３）

理事（名簿）

》菅原道直（神Ｃ４）

杉本

一哉（食料生産環境工学科）

堂史（生物機能化学科）

名簿作成資金積立金等

予算額(円）

前年度からの繰越金
雑収入

0

1 ，300，000
31 ，885．967
33.185,967

定年退官教官への配念品

32，821 ，381円

差引残高
収入の部（円）

雪

六篠会平成14年度六篠会墓全決算
利息
5.OOO
90.OOO
鮒収入

KUC活動等
エ

理事（学友会）

て入学者記念品贈呈（１９８

橋本

壁

32．821 ，381
33．095，967

肯年度からの繰f

支部助成‘六甲祭支援
祝賀会援助,卒業式用手提袋
代履貝総会,13年総会経日一部清■
ＯＯＯ 事務アルバイト代郵送料等

j4

増減(一:減）

14年度予算(円） 15年度案(円）

項目

田中学（神Ｔ”）
坂上昭宏（鶴３）

名含修士学生）、会費納入促

井上

着任された教官一

進、会報発行、各支部活動・

平成Ｍ年度の一般事業とし

学友会・ＫＵＣ援助、農学部

合計

０２
Ｏ３

５７
０６

３

パソコン購入

鰍員総会経費
般事務費

32,826,381
33,185,9671
|
合計

卵西川欣一（兵Ａｌ）

理事（学友会）
岬王子善清（兵Ｃ吃）

理事（ＫＵＣ）
無能宗康夫（兵Ｃ２）

理事（ＫＵＣ）

等業記念祝賀

7,309,1481
6,581,2561
|
支出合計

支出の部（円）
項目

$50POO|

”壜隠助脅|

増減(一:減）

E棟南広場にヒマラヤ杉他剪定

農学部農場援助費
一般事業費
会報発行費
各種活動援助費
卒業記念祝賀
代議員総会経費
般事務費
会議費
旅費
慶弔費
交際費
報奨費
役員活動費
神戸大学学友会
r

14年度予算(円） 15年度案(円）
項目

5．598，838
708，648
6．307．486

収入の部（円）

’
備考

決算額(円）
増減(一:減）

6,581,2561
合計

増減(－:減）
予算額(円）

14年度予算(円） 15年度案(円）

支出の部（円）
項目

｡5QOOO|

、未fr
I又幸，末fプ

】又

｜
0

727,892

’

云報尭 ,‘；
＊活動援助費
l

‐350，000 30,000円x155名
76．230 利息230円.寄附(保田先生他）

｜
6,307,4861
|
合計
備考

備考

増減(－:減）
決算額(円）

予算額(円）

7,309,1481

入会金
雑収入
前年度からの繰越金

-273,7701
6,581,2561
力蓄

備考

’
六篠会平成14年度一般会計決算報告書
六篠会平成15年度一般会計予算

708,648円

残高
収入の部（円）
項目

金からの繰入
､らの繰越金

田lll

入会金を40,000円に改定
利息

増減(一:減）

14年度予算(円） 15年度案(円）

項目

徳保

Ｏ

収入
支出

収入の部（円）

Ｏ
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