東山会関東支部会員各位

平成 30 年 3 月吉日
東山会関東支部
支部長 山本 眞儀（Ｓ50 卒）

＜第１１回東山会関東支部総会開催のご案内・メール＞
拝啓 東山会関東支部会員の皆様お変わりありませんか。平素は当支部へのご支援を賜り
ありがとうございます。当関東支部は平成１９年の第１回総会以来毎年総会を開催して参りま
すが、今年も第１１回の総会を下記の通り開催することとなりました。一人でも多くの方にご参
加いただきたくご案内申し上げます。
当日は、内山田竹志トヨタ自動車取締役会長（S44 名大工学部応物卒））に
「イノベーションが未来を拓く」 ～プリウスとＭＩＲＡＩの開発～という演題で特別講演頂きま
す。初代プリウスの開発責任者であり、世界初のハイブリッド車量産化を成功に導いた内山
田会長のイノベーションに対する熱い思いと、ご示唆に富んだ大変興味深いお話しが聞ける
ものと今から楽しみにしております。
また、招聘恩師として、
藤城郁哉先生先生（三重大名誉教授Ｓ30 年卒）、妹尾允史先生（三重大名誉教授）、
関山浩介先生（名大准教授 H04 年卒）
来賓として東山会本部（土屋総二郎会長（S48 年卒）、社本英二新副会長（S59 年卒））
さらに、関西支部（兼松昭監査役（S39 年卒））からもご列席頂く予定になっております。
日本経済も、国際情勢も不透明感は残っておりますが、同窓のご縁をビジネスに生かすも良
し、囲碁やゴルフという趣味の会で老後のＱｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅを高めるも良し、年次を越えた交
流の場にしたいと思いますので、この機会に同窓会にご出席頂き、老実壮青の名大同窓の絆
を深めて頂ければ幸いです。同期の方、同じ勤務先の方、友人、知人等々お誘い頂いて大勢
の皆様のご出席で盛大な会に致したく、世話人一同心よりお待ちしています。
敬具
＜第１０回東山会関東支部総会開催要領＞
日時：平成 30 年 5 月 12 日（土）13：00～17：00（12：30 から受付開始）
場所：学士会館 203 号室（総会：13:00～15:00） 202 号室（懇親会：15：00～17:00）
〒107-0062 東京都千代田区神田錦町 3-28
ＴＥＬ：03-3292-5933 ホームページ：http://www.gakushikai.or.jp
（地下鉄東西線“竹橋駅”から徒歩 7 分、都営三田線“神保町駅”から徒歩 3 分）
会費：関東地区大学院学生・・・ ：￥1,000、学部Ｈ20 年以降卒・・・・・：￥5,000
上記以外・・・・・・・・・：￥8,000
（運営基金：一口￥2,000（P４に記載）への寄付ご協力もよろしくお願いします）
対象：関東(但し愛知以西を除く静岡以東、長野以北)勤務・在住の名大工学部
機械系教官・学部卒業生・大学院修了生
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式次第：１３時００分 開催挨拶、世話人紹介、会計報告
１３時１５分 名大概況（東山会本部）
１３時３０分 特別講演（内山田竹志トヨタ自動車会長）
１５時００分 懇親会
出欠を“４月１２日←厳守！”までに、添付（P５）の返信フォーマットにご記入の上ご返信
下さい。 ⇒ 締め切りを”5 月 7 日“までに延期しました。
尚、不明点、疑問点ある場合は、世話人の誰でも結構ですから遠慮なくお問い合わせ下さい。
世話人については、P６に記載しております。
＜特別講演者略歴＞
＜内山田竹志トヨタ会長殿＞
現 職 トヨタ自動車株式会社 取締役会長
・愛知県立旭丘高校卒
・Ｓ４４年 名大工学部応用物理学科卒業

・Ｈ１３年 常務取締役就任

・Ｓ４４年 トヨタ自動車工業株式会社入社
・Ｈ１５年
・Ｓ５７年 トヨタ自動車株式会社に社名変更
・Ｈ１７年
・Ｈ６年 第２開発センター第２企画部主査
・Ｈ２４年
・Ｈ８年 第２開発センターチーフエンジニア
・Ｈ２５年
・Ｈ１０年 取締役就任
・座右の銘：「志と挑戦」
・趣味：ヨット、読書

専務取締役就任
取締役副社長就任
取締役副会長就任
取締役会長就任

現在に至る

＜招聘恩師略歴＞
＜藤城 郁哉先生＞
・愛知県立岡崎高校→岩津高校卒
・Ｓ３０年 名大理学部物理学科 卒業
・Ｓ３０年 気象庁舞鶴海洋気象台
・Ｓ３２年 工業技術院名古屋工業技術試験所
・Ｓ３７年 名大機械工学第２学科、後、助教授
・Ｓ５６年 三重大学工学部機械工学科教授
・Ｓ６２年 三重大学工学部長
・H０７年 三重大学名誉教授
・Ｈ９～２４年放送大学三重学習センター所長
・座右の銘：無為自然
・趣味：絵画制作と鑑賞
＜妹尾 允史先生＞
・岡山県立矢掛高校卒
・Ｓ３７年 東京理科大学（理学部物理学科）卒業
・Ｓ３７年 名大理学部（物理学科）教務員
・Ｓ３８年 名大工学部機械工学科助手、後、助教授
・Ｓ６２年 三重大学工学部機械材料工学科教授
・H１３年 三重大学名誉教授、その後、三重県科技センター顧問、三重ﾃｨｰｴﾙｵｰ社長など歴任
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・H1７年 鈴鹿国際大学副学長
・H２３年 同大学退任
・大学時代の部活：混声合唱 ・座右の銘：和而不同（和して同ぜず）
・趣味：アマチュア無線、自転車ツーリング
＜関山 浩介先生＞
・愛知県立熱田高校卒
・Ｈ０４年 名大工学部機械工学科卒、
・Ｈ０９年 同大学院博士後期課程修了（指導教官：福田敏男先生）
・Ｈ０９〜１３年 名大助手，東京理科大学諏訪短期大学講師
・Ｈ１３年 福井大学工学部知能システム工学科助教授
・Ｈ１８年 名大工学部准教授 現在に至る（専門：知能ロボット）
・大学での部活動：ワンダーフォーゲル（１年のみ） ・座右の銘：人間万事塞翁が馬 ・趣味：将棋
＜東山会幹部略歴＞
＜土屋 総二郎様（東山会会長）＞：
・愛知県立旭ヶ丘高校卒
・S４８年 名大工学部機械工学科卒業、同工学研究科修士課程修了（伊藤忠哉先生）
・S５０年 日本電装株式会社入社（現株式会社デンソー）
（Ｈ11 年岐阜大学工学研究科博士課程（在職）修了（武藤高義先生））
・H１４年 同社取締役
・H２３年 同社取締役副社長
・H２５年 同社顧問
・Ｈ２８年 （公益社団法人）日本プラントメンテナンス協会会長
・大学での部活動：自動車部

・趣味：模型飛行機、旅行、ゴルフ

＜社本 英二先生（東山会新副会長）＞
・出身高校：東海高校
・Ｓ５９年 名大工学部機械学科卒、Ｈ０１年同博士修了
・Ｈ０１年神戸大学助手、Ｈ０６年同助教授
・Ｈ１４年名大工学部機械工学科教授
・学生での部活等：テニス同好会 ・趣味：テニス、果樹栽培、スキー、ドライブ
＜兼松 昭様（東山会関西支部監査役）＞
・出身高校：東海高校
・Ｓ３９年 名大工学部機械工学科卒（熱力学 福井大学飯田教授）
・Ｓ３９年 東レ（株）入社 Ｓ４１年東レエンジニアリング（株）に出向
・Ｈ１４年 東レエンジ他による合繊機械会社 ＴＭＴ（株）設立、社長
・Ｈ１７年 退職
・大学時代の部活動：準硬式野球部（１年） ・趣味：囲碁、ウクレレ、軽いゴルフ
・座右の銘；一日一生、先手
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＜運営基金ご協力のお願い＞

平成 30 年 3 月吉日
東山会関東支部
支部長 山本 眞儀（Ｓ50 卒）

謹啓
東山会関東支部は平成 19 年 5 月に第 1 回総会で産声をあげ、以来１１年が経過しました。過
去の総会は多くの会員のご出席を得て大変盛大に開催することが出来ました。これも偏に皆様
のご協力の賜物と心より深謝申しあげます。
さて、この支部は年会費制度を設けている訳ではありません。また東山会本部からは些少の
支援を頂いてはいますが本会会計を支えるには至っておりません。即ち、支部の財政基盤として
は、総会・懇親会参加者からの参加費収入と会員皆様からの運営基金（寄付金）で賄うことにな
ります。
皆様のご協力のお蔭で特別講演者、恩師、東山会幹部をこれまでご招待することができました。
また、総会のご案内・返信の郵送費、当日配布します出席者名簿等の印刷費、そして支部の
運営について相談/決議するために年数回開催しております世話人会の会議費などの諸費用、
招聘恩師の交通費等々は、総会・懇親会参加者からの会費収入では到底賄いきれるものでは
ありません。会員皆様からの運営基金（寄付金）へのご協力が不可欠です。
また、趣味の会（例：ゴルフ、囲碁、寮歌会は既に発足しております）、著名な卒業生によるフォ
ーラム（講演会）、企業見学会等々の卒業生の交流の場も既に実施されておりますが、更にその
輪を広げて行きたいと思っております。それらは原則的には世話人のボランティアで行われます
が、とてもボランティアだけでは永続きするものではなく、
何卒、会員の皆様に運営基金（寄付金）のご協力をお願い致します。
振込み要領は以下の通りです。
“一口＝￥2,000”以上（よろしくご協力の程お願い致します）
振込み銀行名：三菱東京ＵＦＪ銀行 品川駅前支店（店番：588）
口座番号：2371204
口座名義：名大東山会関東支部（メイダイヒガシヤマカイカントウシブ）
総会・懇親会に欠席される方には、運営基金へのご協力によるご支援を賜れば幸いです。
総会・懇親会の出席者の皆様には当日も受け付けますのでご協力の程よろしくお願い致します。
東山会本部から名簿に関するお願い
東山会では、東山会名簿を廃止し、全学同窓会の電子データに一元化しました。全学同窓会の電子デー
タは本人と同窓会事務局並びに東山会事務局しか情報を見ることができないシステムです。今後は全学
同窓会の電子データに基づいて東山会から情報を発信いたしますので、皆様、全学同窓会に名簿登録い
ただきますようお願いいたします。全学同窓会からの案内不要の場合には全学同窓会事務局にご連絡く
ださい。不明な点につきましては東山会事務局にお問い合わせください。
052-789-2714

東山会事務局：mechalum@mech.nagoya-u.ac.jp

4

＜メールで出欠のご返事を頂く場合の返信フォーマット＞
・メール宛先：名簿担当 南 繁雄 宛
・メールアドレス： nagoya.uni.kikai@gmail.com
（名簿の更新のため、欠席の場合も必ずご記入の上、4 月１２日までにご返信下さい）
⇒ 5 月 7 日までに延期しました。
・氏名（フルネームでお願いします）/
・卒業年/修了年：（S,H）＿＿＿年学部卒/（S,H）＿＿ 年修士修了/（S、H）
博士修了
・第１１回東山会関東支部総会/懇親会【Ｈ30．５．12(土)】に
（出席 欠席）します。←該当するものを残す。
【以下は、初参加者または、変更のある方のみ記入下さい】
・住所：〒
TEL：
E-Mail アドレス：
・卒業高校：
・卒論指導教官： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・大学での部活：
・趣味：（囲碁、ゴルフ、音楽、
↑
（該当するものを残し、他にあれば空白にご記入下さい）
・今後の総会等イベント情報の連絡は
（ 郵便 E メール
でお願いします。

不要 ） ←（該当するものを残す）

・その他自由意見：
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）

＜世話人名簿：H30 年 2 月現在で下記 34 名＞
Ｓ４０卒：藤田訓弘：シー・アンド・シー・藤田（元ＩＨＩ）〈顧問、囲碁会担当〉
Ｓ４２卒：松本昭彦：双日オートモティブエンジニアリング（元日産自動車）〈監事、春季ゴルフ担当〉
S４２卒：坂巻資敏：（元リコー）〈講演レジメ、新宿御苑観桜・観菊会担当〉
Ｓ４３卒：飯田芳彦：飯田技術コンサルティングオフィス（元日立製作所）〈監事）〉
Ｓ４４卒：石原隆昌：石原 QESA 事務所（元日本鉱業）〈新宿御苑観桜・観菊会担当〉
Ｓ４４卒：栗田康二：（元旭硝子）〈ホームページ、名簿担当〉
Ｓ４５卒：山中美材：（元ダイキン工業）〈ホームページ担当〉
S４７卒：南 繁雄：（元住友金属工業→米国企業各社）〈名簿担当〉
Ｓ４８卒：加古幸博：（元東邦チタニウム・新日鉄）
Ｓ４９卒：杉下懐夫：東芝アイテック（元東芝）〈招聘恩師担当〉
Ｓ５０卒：岡田正人：キャノン〈撮影担当〉
Ｓ５０卒：山本眞儀：三光設備 (元三菱電機)〈支部長、講演担当〉
Ｓ５２卒：前田直起：（元日立製作所）〈企業見学会担当〉
S５３卒：竹内則明：省エネルギーセンター（元日立製作所）
Ｓ５４卒：林 英伸：ハイパーサイクルシステムズ（元三菱電機）〈秋季ゴルフ担当〉
Ｓ５５卒：平澤一範：（株）イノベタス（元旭化成）〈副支部長・企業見学会担当〉
Ｓ５６卒：四阿佳昭：新日鉄住金〈副事務局長〉
Ｓ５６卒：寺垣彰夫：荏原製作所〈事務局長〉)
Ｓ５７卒：松井伸介：千葉工業大学(元 NTT)
Ｓ５７卒：百瀬俊也：千代田化工〈フォーラム担当〉
Ｓ５８卒：八田暢哉：ＩＨＩプラントエンジニアリング（元 IHI）〈会計、フォーラム担当〉
Ｓ５９卒：藤田敬：放射線医学総合研究所（元三菱電機）〈企業見学会担当〉
Ｓ６０卒：脇田次郎：三菱電機〈ホームページ担当〉
Ｈ０１卒：棚田治良：住友電工〈寮歌会事務局長〉
Ｈ０２卒：平田一成：菱栄金属（元三菱マテリアル）
H０２卒：小南秀彰：富士フィルムエンジニアリング〈フォーラム担当〉
Ｈ０４卒：土屋順久：日産自動車〈招聘恩師担当〉
Ｈ０４卒：森本 健：日本航空〈事務局長補佐〉
H０５卒：湯浅英太郎：博報堂〈ホームページ担当〉
Ｈ０６卒：池田 修：千代田化工〈企業見学会担当〉
Ｈ０７卒：太田昌孝：東京電力
Ｈ０８卒：林 敏行：（独法）産業技術総合研究所〈メールネット担当〉
Ｈ０９卒：川井 康：荏原製作所〈招聘恩師担当〉
H２７卒：西田 敏：日鉄鉱業〈伊吹おろしの会〉
注：支部長連絡先：山本眞儀（S５0）E-mail：yamamotoma3@jcom.home.ne.jp 携 帯：090-5305-5877
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