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　千葉大卒業後、小森印刷機械株式
会社（現在の小森コーポレーション）
に入社し、現在は販売推進部で仕事を
しております。当社にとって最初の画像
出身者となります。以降約10名の画像
出身者が入社して、社内の各分野にて
活動しております。その他、機械や電
気、化学など多岐にわたる千葉大卒業
生が在籍しております。印刷系では経
営企画室副室長の松野、新設された
小森グラフィックテクノロジーセンター
で部門の課長に就いている冨田と印

出、ユーザー指導を主業務にし、印刷
雑誌への連載も行われる大塚、その他
千葉大卒業生が開発や生産サイド、海
外現地法人にて頑張っております。 
　さて、弊社の本社近辺でのトピック
といえば、2012年から営業を開始する
東京スカイツリーがあります。600メー
トルの高さで建設が始まりましたが、
最近変更が発表され、最終的には634
メートルになるとのこと。10月末時点で
約200メートルに成長しており、本社の
会議室などから見る姿も相当な景観に

なってきております。この３倍以上に伸
びて行くかと思うと、高所恐怖症の私
からすると、ちょっとどころではない怖
さを感じるのですが、東武線業平橋駅
周辺への経済効果も含め、期待の地
域開発です。 
　ゴジラに根元から折られて弊社方面
に倒れると、タワーの先端が弊社本社
ビルを直撃する！などと不謹慎な話を
したりもしますが、そんなことを考えて
しまうくらいの巨大建造物です。芝の
東京タワーは底辺が広く、先端に向
かって細くなっていることもあり、自分
の認識でも安定感を感じるのですが、
東京スカイツリーは底辺が高さの割り
に狭く感じられ、「大丈夫なのだろう
か？」と古い人間は思ってしまいます。
最新設計の妙なのでしょうが、気持ち
的にはまだ不安です。 
　弊社にお出でになるお客様には、必
ず会議室の窓からスカイツリーを見て
いただくのですが、もう少し高くなると
窓の高さではトップが見えなくなりそう
です。現代のバベルの塔は、今後一層
話題となっていくでしょう。本来の目的
のテレビ塔の役割よりも、アミューズメ
ント的なアピールが強そうですが、育
成過程を日々観察し、無事な完成を祈
ろうと思います。お近くにお寄りの時
は、是非とも弊社にお出でいただき、
会議室の窓からの景観をご堪能いただ
きたいと思います。

弊社の会議室から見える、現代のバベルの塔 吉川武志（1981年卒）

わ た し の 写 真 館
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会 員 便 り

第2回同窓会見学会に参加して
小森コーポレーション つくばプラント・日経印刷 グラフィックガーデン 2009年9月29日

「千葉大学画像工学同窓会」として9
月29日、現役学生・院生と一緒に見学
会を催しました。見学先は、小森コーポ
レーションの印刷機械工場である「つ
くばプラント」と、日経印刷の印刷・製
本工場「グラフィックガーデン」です。
当日は、昨年同様観光バス1台で朝9時
に秋葉原を出発し、常磐道でつくばに
向かいました。1時間ほどで、つくばプ
ラントに到着。小森コーポレーションで
は同窓の吉川武志さん（写真最左）ら
に出迎えていただき、最初、工場のま
わりを走りながら太陽光や風力発電も
行っている旨を説明いただきました。
ちょうど第3期工事が終わった同工場
は、オフセット枚葉印刷機と輪転印刷
機、紙幣などの特殊印刷機を組み立て
ています。工場内のほか10月に開設し
た「グラフィックテクノロジーセンター」
の外観を見学しました。次に板橋区に
あるグラフィックガーデンに行きまし
た。この工場の表側の外壁はガラス張
りで、とても印刷工場とは思えない様
相を呈しています。昨年夏に竣工した
ばかりというせいもあってか、工場内も

きれいで清潔に保たれています。
　途中から合流や逆に用事で帰る人
もありましたが、総勢OB・OG30人、

学生・院生12人となりました。
　「私は、今回初めて見学会に参加さ
せて頂きました。小森コーポレーション
さんの印刷機を組む設備は圧巻であ
り、また、印版を製造している弊社とし
ては、非常に興奮するものでした。普
段の仕事はスクリーン印刷やフレキソ
印刷と接しているので、直接仕事と関
係のない場所を見学できたことは、私
にとって良い経験になったと感じてい
ます。」

渡邉貴敦（平成13年卒）

▲ 小森コーポレーションつくばプラントでの記念撮影

▲ 出版印刷が多い日経印刷の工場内では、学生は、
とくに「本」という形になる製本分野に興味を示
したようでした

▲ 「前回と同様に工場見学会の後に、同窓会の犬養会長が社長をしている帆風（飯田橋）の食堂で懇親会が
ありました。多くのOBと現役学生が参加し、見学会の反省をしたり、学生の感想を聞いたりしているOBも
いて盛大に和やかな雰囲気で行われました。特に今回は、参加した全学生からの挨拶があり、出席者のOB
も学生に戻りとてもさわやかな気分で話を聞くことができたと思います。また、多くの外国人の大学院生や
研究生が参加し流暢な日本語での挨拶がとても印象的でした。」　　　　　　   平賀祐二（昭和55年卒）

小森 ポレ ション くばプラント 日経印刷 グラフィックガ デン 2009年9月29日

▲▲ 小森コーポレーションつくばプラントでの記念撮影
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きれいで清潔に保たれています。
　途中から合流や逆に用事で帰る人
もありましたが、総勢OB・OG30人、

印刷と接しているので、直接仕事と関
係のない場所を見学できたことは、私
にとって良い経験になったと感じてい
ます。」

渡邉貴敦（平成13年卒）

とくに「本」という形になる製本分野に興味を示
したようでした

▲ 「前回と同様に工場見学会の後に、同窓会の犬養会長が社長をしている帆風（飯田橋）の食堂で懇親会が
ありました。多くのOBと現役学生が参加し、見学会の反省をしたり、学生の感想を聞いたりしているOBも
いて盛大に和やかな雰囲気で行われました。特に今回は、参加した全学生からの挨拶があり、出席者のOB
も学生 戻 と もさわや な気分 話を聞く とが きたと思 ます また 多く 外国人 大学院生や

印▲▲ 出版印刷が多い日経印刷の工場内では、学生は、
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レストラン「キエフ」にて 2009年7月11日

2009年千葉大学画像工学同窓会関西支部総会懇親会報告

　2009年の千葉大学画像工学同窓会
関西支部総会が昨年に続きレストラン
「キエフ」で開催されました。昨年秋以
後の不況は各人に少なからず影響を与
えているようです。
　総会は7月11日（土）18時から開始さ
れ、岩田会長から平成20年度の収支
報告書についての説明がありました。
その中で九州地区画像同窓会の残金
が齋藤光範さん（大S42）から寄贈が
あった事および一昨年、繰越残金が溜
まったことで過去8年の半分以上の会
費を払った人に対して和菓子を送付し
たが多くの人から礼状をいただいた
事。状況に応じて今後も実施していき
たい旨の追加報告があった。
　結果、平成20年度収支報告書は出
席者多数の賛成をもって承認されまし
た。その後、レストランから本日の料理
についての説明があり、続いて最長老
で91歳を迎える井上元会長の音頭で
乾杯が行われ、懇親会が開始しまし

た。懇親会では小関准教授・青木准教
授から学校の状況についての報告が
あった。
　情報画像工学が分離され画像科学
と情報画像科学に分離され大学院も画
像マテリアルと知能情報に編成された
ようです。また、園芸学部の松戸から西
千葉移転の話があったそうですが財
政難で断念というこことになったとの
話がありました。また、東京高等工芸
時代に使われたネクタイを持参して当
時としてはモダンなものだったとの話し
がありました。続いて印刷学会出版部
中村社長から先日開催された幹事会
の概要と卒業生のネットワーク作りの
一環として千葉大学経済人倶楽部
「絆」に画像工学からもメンバーとして
参画して活動が開始された旨の話が
あった。
　しばらくロシア料理を食しながら歓
談後、各自から近況報告があった（以
下、敬称略）。（　）内は卒業・修了年

井下元会長（工芸S15）：90歳を過ぎて元気
の元は週、月・水・金の出勤と奥さんの内助の
功です。
岩田会長（印刷S36）：23名いた同級生1名
死去、22名で2年毎に同窓会開催。今回は自
営2名を除きリタイア組ですが約12名が参加
し昔話をしました。
滝田（大S44）：今年で完全リタイアです。京都
周辺の里山歩きで体力維持、自分自身を総括
して整理しようと思っています。弓道部の関西
OB会では毎年2回程寄り合いをしてます。
古井（短S46）：定年退職後、元会社が倒産。
大変残念です。その後、大倭印刷㈱で頑張っ
てます。
伊東（院S48）：毎月2週間の海外出張でやる
気はありますが体力的にシンドイ。一番つらい
のは食事、やはり日本食が世界一です。
小関（院S48）：新学科「画像科学科」が順調
に立ち上がりつつあり、実験や授業に努力して
ます。
村山（短S48）：本年度より大同印刷㈱に勤務
してます。印刷業界もIT等の技術進歩が目覚
しいですが最終の品質チェックにはアナログ技
術が必要。日夜、奮闘しております。
加形（短S48）：印刷業界は厳しい時代ですが
元気を出してやっています。
吉田（大S49）：古代史探訪と写真を趣味とし
て気分転換しています。ネット「富士との遭遇」
で私の撮影した写真が見られます。
上野（院S49）：あっという間に今年還暦を迎え
る年になりました。会社でいうと第2の創業の
つもりで新たな一歩を踏み出すつもりで頑張り
ます。
磯田（院S52）：大阪暮らしも10年となりました
が関西をあまり回ることなく定年近くになり最近
は全くさわらなくなったカメラを持って動こうとあ
せっています。
青木（院S54）：今年から「心理物理学」の講
義を担当してます。
長谷川（大S54）：今年5月に神戸で個展を開
きました。大学時代から1年おきに開いて19
回。大学時代の先輩や同窓生にも来ていただ
き大変感謝してます。次回は再来年に開く予
定です。
鳥山（院S60）：京都に来て10数年、町並みは
楽しめど夏の暑さには未だに慣れません。
北村（大S63）：不景気というがビジネスの方向
転換。ビジネスモデルの新出が課題です。工
学と工芸の融合は今も大切だと思います。
岩田（大S63）：子供がやんちゃ盛りになってき
たので今年中に引越ししようと考えております。
中村（大H2）：本部の幹事会で庶務を担当し
ております。よろしくお願いします。

　中締めは鳥山（院S60）さんの一本
締めで散会となり祇園祭のお囃子で賑
わう街 の中に溶 け込 んでいっ
た・・・・・。　　　 （文責：大S44滝田）

▲ 後列左から村山・加形・北村・吉田・長谷川・磯田・上野・伊東・岩田・中村・鳥山
前列左から青木・滝田・古井・井下・岩田・小関

岩田会長と井下元会長
岩田会長は昨年、突如
体調を崩して総会を欠
席ということになりまし
たが今年は何時もの元
気を取り戻しました。井

下元会長は90歳を越えて益々元気。本日も電車を
乗り継いで一人で京都まで来られたそうです。凄い！

小関准教授が手にとる
ネクタイは前身の高等
工芸時代に学生が身
につけていたネクタイだ
そうです。
　今でも通用するデザ

インだと思います。当時の意匠科の先生がデザイ
ンしたそうです。

会 員 便 り

レストラン「キエフ」にて

2009年千葉大学画像工学同窓会関西支部総会
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　2009年9月12日土曜日、東京市ヶ
谷の私学会館（アルカディア市ヶ谷）に
於いて、三宅洋一教授退職記念祝賀
会が催されました。祝賀会の開会の
辞では三宅洋一教授の恩師である東
京工業大学名誉教授辻内順平先生、
続いて千葉大学名誉教授久保走一先
生、さらに千葉大学現工学部長野口
博先生から長年にわたる想い出や現
在までのご活躍について紹介があり
ました。乾杯の御発声は千葉大学名
誉教授河原田秀夫先生にいただき、
祝賀会は和やかに進行いたしました。
会中半、韓国慶北大学校Yeong Ho Ha
教授、元警察庁法科学研究所長・科

警研副所長鈴木隆雄先生、千葉大学
環境リモートセンシングセンター長
・元南極越冬隊長西尾文彦先生から
祝辞が述べられた後、三宅洋一教授
のご挨拶があり、三宅教授の学生の
頃から現在の活躍に至るまで、数々
のエピソードや経験談を話されまし
た。三宅教授のご家族・ご友人の方
々、学会や研究関係で親しくされた
方々、また研究室のOB・OGなど
150名を超える大勢の来場者に囲ま

れる中、祝賀会は終わりの時間を迎
え、三宅教授の大学時代の同級生で
あり元富士写真フイルム部長であら
れる山崎孝様より閉会の辞が述べら
れました。閉会後は参加者全員で記
念撮影を行い、記念写真は来場者全
員に配布されました。　三宅洋一教
授の末永いご健康と益々のご活躍を
お祈りしつつ、以上報告とさせてい
ただきます。
（千葉大学大学院融合科学研究科・中口俊哉）

　社会における大学のブランドやイメ
ージは、卒業生が創るといっても過言
ではありません。しかし、千葉大学を
含めて国立大学は今まで、卒業生との
関係が希薄でした。その反省を基に、
千葉大のイメージを担う卒業生に対し
て、大学として何ができるかを考え、卒
業生とのインタラクティブな関係を築
くための受け皿として卒業生室を設立
いたしました。
　活動のキーワードを「絆つくり」とし、
ダイレクトな情報を提供する絆ニュース
の配信を創め、全学の同窓会である校
友会総会の企画運営に加わり、在校生

と卒業生の交流の場として、在校生が
会の運営手伝いやパフォーマンスをして
もらい、懇親会でも積極的に参加して
もらい、卒業生から交流はとても有意
義だったとの感想をもらいました。
　また、今年から新たに経済人の会
「千葉大学経済人倶楽部“絆”」を発
足いたしました。各界で活躍されている
千葉大卒業生の皆様を一同に集め、
ビジネスチャンスの拡大や卒業生間の
交流の場として、またこの会を通じて
在校生への支援等を目的として設置
いたしました。現在会員数は、広く全
学から122名の方が参加され、初代会

長として、「画像工学同窓会」の会長
でもあります、犬養俊輔さんが就任さ
れ活躍をされています。また、会員は、
画像工学同窓会の皆様も多く、同窓
会の力強さを感じます。
　その他、大学祭のイベントで「卒業
生サロン」の設置や、卒業生からの戴
いたご意見を全学に発信したり、ご質
問を戴いた際には関係部署をご紹介し
たり、大学と卒業生をつなぐ橋渡し的
役割を担っていくために、私たち卒業
生室は「顔の見える卒業生の窓口」と
して機能していきたと思っております。

（千葉大学卒業生室・笠川 博）
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大 学 便 り

三宅洋一教授退職記念祝賀会報告

千葉大学に卒業生室誕生！
「顔の見える卒業生の窓口」を目指して

千葉大学に卒業生室誕生！
「顔の見える卒業生の窓口」を目指して
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同 窓 会 か ら の お 知 ら せ

昭和４1年 卒業クラス会

　2009年3月に、三宅洋一教授
（写真工学科、昭和41年卒）が
退官するのにともない、クラスメー
トが「三宅先生のご苦労さん会」
を開き、16人が参加しました。
（3月6日、東京・銀座にて、村越位光）

昭和４2年 卒業クラス会

　昭和42年卒・千志会が2009
年9月26日（土）に出版クラブ
会館にて開催されました。出席
者は17名で元気な近況報告が
されました。　　　

（昭和42年卒 高橋 隆）
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平成20年度におきまして、下記の皆様よりご寄付をいただきました。厚く御礼申し上げます。

細谷敏治（S12）・松島義昭（S13）・井下広（S15）・橋本　輝（S16）・

中原雄太郎（S16）・土方英彦（S17）・木内豊彦（S18）・吉村節子

（S19）・永谷宗次（S22）・永谷宗次（S22）・江越壽雄（S22）・鈴木元

治（S22）・宮本勇（S22）・山根節雄（S23）・片山賢二（S23）・木暮雄

一（S23）・野原昭光（S23）・大竹義夫（S23）・保坂忠夫（S23）・日高

芳典（S24）・日高芳典（S24）・奥貫信（S24）・工藤和雄（S24）・織間

勇（S25）・飯田均（S25）・伊藤忠彦（S25）・川又健一（S25）・廣瀬昌

三（S26）・岡田貢（S26）・原誠（S26）・安野惟夫（S26）・山崎章吾

（S26）・佐久間清（S26）・野本拓夫（S26）・久保走一（S26）・関根慶

治郎（S26）・野村蔚（S26）・荒川光男（S28）・接待健一（S28）・山本

之彦（S29）・金子実（S29）・越野政雄（S29）・竹原悟（S29）・大久保

周（S29）・小松康世（S29）・柏村寿一（S30）・武田市太郎（S30）・

吉田勝郎（S30）・大越輝夫（S30）・国分安信（S30）・當麻守彦

（S30）・高宮敬二（S30）・根本安規（S30）・野本林（S30）・保木忠彦

（S30）・山本芳正（S31）・西村芳樹（S31）・木下堯博（S31）・太田志

郎（S31）・設楽清（S32）・市来衡平（S32）・奥田晃作（S32）・久野治

（S32）・鈴木章方（S32）・蛯原富司也（S32）・佐藤要助（S32）・岩瀬

一美（S32）・小川圭一（S33）・三位信夫（S33）・三位信夫（S33）・

鈴木重敏（S33）・高柳英麿（S33）・木城茂雄（S33）・平本泰章

（S33）・森貞介（S33）・土屋元彦（S33）・小野正和（S34）・会田源吾

（S34）・境野誠哉（S34）・山崎宏（S34）・高橋恭介（S34）・山田義彦

（S35）・熱田利一（S35）・小熊敬（S35）・新井孝（S35）・岩田克彦

（S36）・新井靖久（S36）・内田浩二（S36）・田邉功（S36）・手塚純夫

（S36）・勝村勇（S36）・今城力夫（S36）・林　武夫（S37）・今井幹雄

（S37）・河野功（S37）・高橋通彦（S37）・橋本博（S37）・安達昭三

（S37）・池田カツヤ（S37）・中島宣英（S38）・三村一俊（S38）・莅戸

進（S38）・正田　章（S39）・上田頴人（S39）・川向秀和（S39）・川口

勇（S39）・樋口宗治（S39）・日比野繁雄（S39）・沼野博文（S39）・

三浦英徳（S39）・三好直樹（S40）・豊田芳州（S40）・中島淳哉

（S40）・原忠義（S40）・入山　隆（S41）・地引勝（S41）・手塚辰保

（S41）・村越位光（S41）・菅原大作（S41）・堀越仁（S41）・山崎孝

（S41）・樋口　武（S42）・木村太郎（S42）・橋本博雄（S42）・丸山良

克（S42）・諸岡征之（S42）・山田信之（S42）・柏原克昭（S42）・加瀬

元礼（S42）・野中通敬（S42）・緑川洋行（S42）・柳川明夫（S42）・山

田敏雄（S42）・猪尾澄男（S42）・加藤秀雄（S42）・斉藤光範（S42）・

伊東寛治（S43）・田口慎一（S43）・中沢敏孝（S43）・宮島伸明

（S43）・佐野和雄（S44）・青木隆男（S44）・富山昌史（S44）・照井與

泰（S44）・中島昭博（S44）・橋本清治（S44）・鎌形寿男（S44）・碇洋

二（S45）・斉藤延夫（S45）・阿部敬一（S45）・石田浩男（S46）・白鳥

真太郎（S46）・春田昌宏（S46）・原口米夫（S46）・正木達夫（S46）・

岩橋弘道（S46）・杉本彩二郎（S46）・佐々木孝（S46）・山田　旬

（S47）・塚越初雄（S47）・寺沢賢一（S47）・雄倉保嗣（S47）・村瀬達

海（S47）・鈴木明（S47）・高瀬喜久（S47）・金子茂（S47）・山口収一

（S47）・小林修（S48）・佐藤晴邦（S48）・内田敏夫（S48）・定田明

（S48）・船戸広義（S48）・伊東郁男（S48）・玉虫幸雄（S48）・山田秀夫

（S48）・藤原道生（S49）・風戸恵二（S49）・足立純一（S50）・今井力

（S50）・清水忠（S50）・黒川豊治（S51）・早川忠雄（S51）・湯本好英

（S51）・秋葉斉（S51）・高野明（S51）・村上隆（S51）・川口匡（S51）・

斉藤芳彦（S51）・下川原厚男（S51）・新宮領慧（S51）・緑川文男

（S51）・征矢明彦（S52）・小林孝年（S52）・次田誠（S52）・藤森博

（S52）・村上博高（S52）・横関秀俊（S52）・渡辺和美（S52）・山口　弘

（S53）・小田透（S53）・中村甚継（S53）・工藤順平（S53）・末光尚志

（S53）・芝木儀夫（S54）・久保敬司（S54）・鴨井正文（S54）・平賀祐

二（S55）・渡辺幸保（S55）・平林利文（S55）・島村秀樹（S55）・徳江

雅宏（S55）・岡松暁夫（S55）・岸秀伸（S55）・仙波季長（S55）・中村

彰男（S55）・松本哲雄（S55）・植木俊博（S56）・井上充夫（S56）・

末光裕治（S56）・鈴木敦（S56）・谷本啓介（S56）・若山裕康（S56）・

地斎和雄（S56）・都築晋平（S56）・梨本一昭（S56）・安斉孝之

（S56）・多田尚弘（S56）・前野誠一（S57）・山田英治（S57）・浅井禎

和（S57）・緒方俊文（S57）・大澤郁夫（S57）・林一雅（S57）・平野幸

和（S58）・鈴木英夫（S58）・坂本敬亮（S58）・小村博史（S59）・菊井

伸介（S59）・西川悟（S59）・有川徹（S59）・中村勝利（S60）・本間誠

（S62）・平山　巌（S63）・奥山崇（S63）・岩田耕平（S63）・郭　國泰

（H1）・山田修（H1）・大森雅久（H1）・杉本浩之（H2）・生澤　豊

（H2）・中村　幹（H2）・廣川武志（H2）・金場吏吉（H2）・喜多村淳

（H2）・今井淳一（H3）・尾崎裕司（H3）・齊藤春喜（H3）・貫井義昭

（H3）・金東君（H4）・石田知仁（H5）・日比野哲也（H6）・藤井信行

（H7）・佐藤直也（H7）・山本衛（H7）・金木真人（H8）・土田真吾

（H8）・宮脇修三（H8）・酒井伸和（H8）・佐方麻希子（H9）・村田靖彦

（H9）・宮本崇（H9）・吉川和寿（H9）・岸本靖彦（H10）・菅原勝彦

（H11）・今井良枝（H11）・赤土大将（H12）・渋谷岳人（H13）・菊池智

博（H14）・出水将樹（H14）・森本太郎（H15）・渡邉直孝（H16）・松崎

敬文（H17）・田中浩之（H17）・田中康弘（H17）・吉田淳（H18）・高橋

篤正（H18）・今壽　貴（H19）・坂野宏行（H19）・永峯翔（H19）・栗原

岳仁（H19）・横川直紀（H19）・一瀬光史（H20）・蜂屋弘之（特別）・

広橋亮（特別）・水澤伸也（特別）・久保宏子（特別） 

※敬称略、（ ）は卒業年。
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●サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
 〒170-8630 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号　交通：池袋駅東口から徒歩8分 東池袋駅（地下鉄有楽町線）2番出口から徒歩3分
 http://www.sunshinecity.co.jp/information/access.html

画像工学同窓会第10回技術講演会 平成21年度定期総会 懇親会

■  平成20年度事業報告

2008年9月3日（水）
同窓生と学生による画像関連工場見学（キヤノン取手事業
所、帆風竹橋プリンティングセンター）
2008年10月9日（木）　
幹事会（アルカディア市ヶ谷）
2008年10月11日（土）
関西支部総会・懇親会（京都 キエフ）
2008年12月
会報第11号の発行
2009年1月（金）　
産学技術交流会（千葉大学内けやき会館）
2009年2月5日（木）  
第12回定時総会・懇親会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第9回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
「日本における紙への情報の入れ方（印刷技術）の栄枯盛衰と
その背景：それから学ぶもの」高橋恭介氏（昭和34年卒）
「起業という進路：情報技術を活かした、地域での世代間交流
　活性化」虎岩雅明氏（平成14年卒）
2009年3月23日（月）
卒業生を励ます会（千葉大学内大学会館）
引き続き、『印刷雑誌』へ同窓会情報発信の掲載を犬養会長の
寄付で同窓会事業として継続

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

■  平成21年度事業内容

2009年6月30日（火）
幹事会（如水会館）
2009年7月11日（土）
関西支部総会・懇親会（京都 キエフ）
2009年9月29日（火）
同窓生と学生による画像関連工場見学（小森コーポレーション
つくばプラント，日経印刷グラフィックガーデン）
2009年10月16日（金）
幹事会（帆風）平成21年度事業計画案
2009年12月
会報第12号の発行
2010年2月4日（木）
幹事会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第13回定時総会・懇親会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第10回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
2010年3月23日（火）
卒業生を励ます会（千葉大学内大学会館）
同窓生の寄付により、引き続き『印刷雑誌』へ同窓会情報発信
の掲載を同窓会事業として継続

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

■  平成22年度事業計画案

2010年6月頃
幹事会
2010年7月頃
関西支部総会・懇親会
2010年9月
同窓生と学生による画像関連工場・研究所見学
2010年10月頃
幹事会
2010年12月
会報第13号の発行
2011年2月　
第14回定時総会、
第11回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
2011年3月
卒業生を励ます会
同窓生の寄付により、引き続き『印刷雑誌』へ同窓会情報発信
の掲載を同窓会事業として継続

　幹事会では、（1）総会日に合わせた役員任期と会計年度（1月1
日～12月31日）に変更することを決め、総会に図ることにしまし
た。また、（2）現在の大学の学科名に合わせて会則内の表記（学
科名等）を変更することを検討しています。
　同窓会のWebサイトで会員のご意見をいただきたく存じます。
また、総会で決定事項となりますので、総会に出席のほど、お願
いいたします。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

同 窓 会 か ら の お 知 ら せ

年会費納入のお願い。m(. . )m

　会報発行などの同窓会の活動運営は、
主に会員の皆様からの年会費でまかなわ
れております。正会員の皆様には、同封の
振込用紙にて年会費（1,000円）をご納入
下さいますよう、お願い申し上げます。
　尚、情報画像工学科の卒業生の皆様に
は、在学時の所属コース、研究室にかかわ
らず、全員にお送りいたしておりますので、
ご了承ください。

17：00～17：30
706会議室
平成20年度事業報告、会計報告
平成21年度事業計画、予算案、

規約改正

時 　 間
場 所
参 加 費
講 演 者

：
：
：
：

：

15：30～17：00
704・705会議室
無料
荻上直子氏（映画監督・代表作
「バーバー吉野」、「かもめ食堂」）
矢口博久氏（千葉大学教授）

時 　 間
場 所
議 　 題

：
：
：

時 　 間
場 所
参 加 費

：
：
：

17：30～19：30
704・705会議室
7,000円
※当日お支払い下さい。

日にち：2010年2月4日（木）　場所：サンシャインシティ文化会館

　平成21年度の定時総会および懇親会を下記のように開催
致します。今回も昨年度と同様に多くの方に参加頂けるよう
PAGE2010の開催と合わせて開催致します。是非、皆様お
誘い合わせの上、ご出席下さいますようご案内申し上げま

す。また今年度も技術講演会を開催することにいたしまし
た。機材展に参加と同時に技術講演会にも参加下さいます
よう，ご案内申し上げます。なお、ご参加の有無を同封の振
込み用紙にご記入の上ご送付下さい。

※出席される方は、同封の振込み用紙の出欠欄にご記入の上、１月１５日（金）までに到着するようにお申込み下さい。




