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悠久会 埼玉支部 総会（第１５回）のご案内 
 

拝啓    新緑の候、支部会員の皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。 

ここ数年、埼玉支部では「ふれあいさいたまウォーキング」という“地元再発見のぶらり旅"活動を行

って参りました。四季折々の里山を巡ったり、街中の歴史を訪ねたりとバラエティに富んでおります。 

こうした埼玉支部のハツラツさも土台となって、来年(2010 年)の全国総会を、再び埼玉で開催する運び

となりました。今年からいよいよ来年に向けての準備活動が活発化して参ります。 

支部会員の皆様のご協力・ご支援を宜しくお願いいたします。 

さて平成２１年度の悠久会埼玉支部総会を、下記のとおりご案内いたします。当日は、母校･本部なら

びに近隣支部から、多数のご来賓をお招きいたします。 講演会やシャンソンコンサート等も企画してお

ります。 

ご多忙とは存じますが、皆様お誘い合わせの上、多数ご参加いただきますようお願いいたします｡ 

尚、準備の都合上、５月３０日(土)までに到着しますよう、同封の葉書にてご出欠のご連絡を頂きたく

お願いいたします。                                                           敬具 

 

  記 

 

１、日時    平成２１年６月１３日（土）11：00～16：00 

２、会場    東晶大飯店 

住所  さいたま市大宮区宮町２－２８ あじせんビル３Ｆ 

電話  048-644-0881 

交通  大宮駅（新幹線・高崎線・宇都宮線・埼京線 等） 

東口より徒歩 5分  

３、式次第 

第Ⅰ部  総会                11：00～12：50 

     母校・本部近況紹介 他   

     講演会         （12：00～12：45） 

第Ⅱ部  懇親会              13：00～16：00 

     樫村 ひろ子 シャンソンコンサート etc.  

（例年より、1時間ほど早まっています。ご注意ください。） 

４、会費    ８,０００円 

（但し、新卒会員の方は無料、…ご招待とさせて頂きます。） 

 

尚、返信用葉書にはメールアドレスの欄がありますが、勤務先/ご自宅とも支部からのご案内を 

差上げても支障の無いアドレスをお書きください。（両方でもかまいません） 

ご返信の宛先は、埼玉支部･副支部長(広報連絡担当) 大友 眞(機 52)宛てとなります。 

 

支部年会費 納入のお願い 

埼玉支部の年会費は２,０００円です。支部総会の案内や会報の作成･印刷他、連絡費用等に充当します。 

同封の郵便振替用紙をご利用ください（通常払込料金無料）。  健全な支部活動を継続するためにも、 

支部会員の証としてぜひ納入いただきますようお願いいたします。 

 

ブックオフ 
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新潟大学 化学システム工学科・教授      

  今泉 洋（応 50） 

 
 

 埼玉支部が平成 7 年に東京支部から独立され、平成 13 年 7 月には全国総会、そして平成 22

年には再び全国総会のご企画など、首都圏の同窓会の一つの要として、日頃から多大なご尽力を

頂いており、心からお礼申し上げます。貴支部は、設立当初の江森支部長から現在の田島支部長

に至るまで全て、人的交流に支えられているように思います。即ち、それだけ支部に対する思い

入れが大変強い「集団」と感じています。今後とも、悠久会発展のためご尽力下さいますようお

願い申し上げます。 

さて、同窓会会員の皆様方から多大なご協力を頂きました「新潟大学科学技術交流悠久会館(以

後、悠久会館)」は平成 19年 3月 21日に竣工式を行わせて頂いてから、順調にその役目を果たし

ていますが、この会館内にはアーカイブスペースを多く設けており、このスペースには、工学部

としてぜひ留めたいものや記念となるものを展示させて頂いています。これまでに、NHK のプロ

ジェクトＸで取り上げられた宮健一さん、中村健也さんなどのご遺族から頂いた書籍などを中心

としたもの、先生方から寄贈頂いたもの、などが展示されています。そこで、「ぜひこれを・・」

というものがあればご提案下さい。また、この会館には、工学部同窓会、新潟ＴＬＯ、新潟工学

振興会が同居し、交流スペースや展示場、談話スペースが設けてあり、学生、教職員の交流の場

として使わせて頂いていております。また、建設資金を募金頂いた方々のお名前は悠久会館内の

銘板に掲示させて頂いていますので、ぜひ一度ご訪問下さい。 

現在の工学部における課題として、工学部の入試倍率の低下があります。この春は、前期の倍

率が昨年の 1.9 倍から 2.2 倍に戻しました。しかし、もっと入学志願者を増やす方策が必要で、

独自の試みとして、県内の生徒を対象に工学部で「実際の工学とは何か」を分かり易く、実験を

通して理解してもらう取組みや、郡山市と共催で科学実験講座を郡山市科学館で開催し、子ども

たちへのアピールを行っています。また、各種の実験講座、出前講義等でも頑張っています。 

つぎに、その大学・学部が国際的に通用する技術者を養成している大学・学部かどうかを審査・

認定するための「JABEE」という機関があります。当工学部でもこの認定を受けており、この学科

を卒業すると、この JABEE に加盟しているアメリカなどの世界の加盟校のプログラムを修了した

と同等の資格が与えられ、認定証が授与されます。当学部では、5 学科 6 プロクラムが認定を受

けております。 

また、文部科学省が行う競争的資金獲得として教育 GP があります。最近では工学部は、平成

18年度採択の「企業連携に基づく実践的工学キャリア教育」、20年秋に「使えない「つもり学習」

からの脱却」と題して、これを獲得しています。工学部は、大きな教育関係 GPを 3つ取得したこ

とになります。それぞれの GPにおいて、工学部の学生への教育効果大きく見られます。 

さらに、新潟大学の取り組みとして、首都圏の一般人・学生に新潟大学に目を向けてもらうよ

うに、この 12 月中旬に、上野の山の国立科学博物館で、新潟大学を宣伝する催しを企画中です。

もちろん、工学部も参加します。非常通信手段としてのアドホック通信やトキをイメージした宣

伝、さらには、キャンパス内で取れた椿から椿油や地ビールなども、宣伝材料になるかも知れま

せん。 

 他にも、国際会議の定例化、研究科組織の改編など、多くの取り組みや計画が進行中です。

どうか、貴支部の皆さんのご支援をお願い申し上げます。 

特別寄稿  

本部および工学部の最近の取り組みについて 
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埼玉支部の益々のご発展を祈願し 

感謝とお礼の言葉とお願い 
 

                           東京支部 支部長       

吉原 武夫 (機 38)  

 

 

埼玉支部の皆さんこんにちは！！ 

 

・埼玉支部は東京支部から平成 7 年に独立して、早いもので今年 15 年目を迎えられるのではな

いでしょうか。支部発足 15周年記念おめでとうございます。 

来年は全国総会を開催されるとのこと、埼玉支部のご発展ぶりには敬意を表します。これも歴代

の江森・田中・田島支部長さんや役員の皆さんのご尽力による賜物と感謝申し上げます。 

「子供の成長には目を見張るものがある。老いたら子に従え」と良く言いますが、現在の埼玉支

部のご活躍ぶりをみるとその言葉通り血気盛んで伸び盛りな立派な支部に成長されました。今後

益々発展が期待され頼もしい限りです。 

これに反し、東京支部は年老いた支部といった感じでもっと若い人の参加をと期待しているので

すが、なかなか思うようにいきません。それでも囲碁・ゴルフ同好会は首都圏地区近隣他支部から

のご参加もあり、活発に活動を続けています。 

 

・埼玉支部の集まりに時々私も参加させて頂いていますが、人材豊富（技術士、作家、役者、シ

ンガーソングライター等々）で参加してみて実に楽しい会です。 

「ふれあい・さいたまウォーキング」にも今迄に何回か参加させて頂きました。 

出井・渡辺幹事さんには大変お世話になっていますが、参加する度に新発見や時々ハプニングに

も遭遇し、良い思い出となっています。 

また、終わってからの懇親会で、美味しいビール・お酒を飲みながらの談笑は実に良いものです。

これも同窓会でなければ味わえない楽しいひと時です。 

「若き頃を同じ学び舎で過ごしたという共有財産のもとに、初めてお会いする人ともスムーズに

会話が出来るのもこれぞ同窓会の賜物」といつも感じながら楽しませて頂いています。出井・渡辺

幹事さんには改めて感謝申し上げます。これからも会員の健康維持の為にも、末長く継続されます

よう期待致します。 

 

・話しは違いますが、3 月新潟での卒業祝賀会に出席した際、大川工学部長から、次のようなお

願いがありました。 

「今年の 11 月頃に東京・上野の国立科学博物館で新潟大学フェスティバルの開催が予定されて

います。毎年全国から何校かが選ばれて、約１週間、大学の特徴や研究内容などを広く知ってもら

うためのイベントが行えるのだそうです。大学の宣伝の場として使っても構わないとのことで、60

周年記念の一環として大いにこの機会を活用して、新潟大学を首都圏の皆さんに広く知ってもらう

ように努めたいので、OBの方のご協力をお願いします」と。本件は良い機会ですのでより具体化し

ましたら、田島支部長さんとも連携の上、首都圏地区の各支部の方々にも声をかけて、協力・支援

体制をとりたいと思いますので、皆さんのご協力・ご支援を是非お願いします。 

 

埼玉支部の益々のご発展を祈念致しまして、感謝とお礼の言葉とお願いです。 

東京支部の囲碁・ゴルフ同好会（各年２回開催）にもご参加下さい。大歓迎です！！ 
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楽しい活発な支部活動を目指して 
 

埼玉支部 支部長        

田島 富二夫（子 43） 

 

支部会員の皆様、季節もいよいよ桜の時期も過ぎ新緑の季節となるこの頃、皆様におかれまし

てはご健勝にてお過ごしのこと心よりお喜び申し上げます。 

 

埼玉支部も平成７年に東京支部より分離発足をして早くも１５年が過ぎました。この間、全国

総会の幹事支部として２００１年にはさいたま新都心において全国総会を開催しました。 

この全国総会を契機に埼玉支部のシンボル的活動となる『ふれあい・さいたまウォーキング』

が開催されるようになり既に２６回を数えるに至りました。このふれあいウォーキングには支部

の人達だけでなく、近隣の支部の方々にも呼びかけたり、地域で知り合った音楽家・シンガーソ

ングライターの方やその仲間の人達も参加をして楽しく継続しています。もちろん他学部の人達

にも参加を呼びかけて楽しいウォーキングの会として活動をしております。 

 

また、他支部との交流も大切にし、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木支部の総会にも参加をさ

せて頂き、さらに近隣支部で開催をするゴルフ大会や囲碁大会にも参加をしております。全学同

窓会の首都圏版である首都圏同窓会との交流も行っており、毎月開催される懇親会『二水会』や

夏の暑気払いの集まりやゴルフ大会にも参加をしています。 

 

新潟大学東京事務所が東京の田町駅のところに開設されていますがそこで行われるイノベー

ションクラブの活動の講演会にも参加をして最近の知識を得たり、懇親を深めたりもしています。 

同窓会は参加をして楽しいことが一番です。楽しいということは日常生活の中でたまったスト

レスを解消したり、新しい知識を得たり、見聞を広めたりしつつ人間性を高めていくこともその

一つでしょう。同時に同じ学び舎をでた人達同士の忌憚のない心の通いあいが楽しい同窓会の最

大のよりどころともいえます。ゴルフを一緒にプレーしている時に初めて顔を合わせた先輩でも

後輩でも同窓であるという共通の意識がお互いの親近感を強め、たちまちのうちに心の通い合い

ができてきます。年に一度の支部総会で顔を合わせるだけでなく埼玉支部の例をとるなら、ウォ

ーキングという日常の活動が支部活動を盛り上げる大きな役割を果たしています。他支部との交

流も同窓会全体の活動を盛り上げる上では大変に有効なことと考えています。 

 

しかしそうした同窓会の活動が全国的にみて、困難になってきていることが指摘されています。

若い人の参加が少ない、現役で働いている人の参加が少ない、定年になって悠々自適の人も誰も

が参加をしてくる状況にはなっていないといったことが言われています。 

 

やはり支部の活動の要は役員会です。楽しい役員会で、大勢が集まる役員会として工夫を凝ら

して継続的に開催していくことが大切なことと思います。同時に同窓生の多い企業等では支部に

同窓会の班をつくり日常の交流を強めていくことも有効かとも思います。 

現在埼玉支部には企業幹事という役職が設けられています。初代江森支部長の発案でした。こ

の企業幹事の設定が若い支部でありながら２００１年の全国総会を成功させた大きな要因でし

た。しかし現在この活動が停滞しています。改めて各企業の中に企業幹事を置き、企業内の活動

を強めることが会の活動の発展につながっていくものと考えています。 

 

来年２０１０年７月には再度埼玉支部が幹事役として全国の仲間をお迎えして埼玉で全国総

会を開催します。支部の会員の皆様のご協力を頂きながら盛大な会を開催したいと考えています。

その折には支部会員の皆様のお力添えを宜しくお願いしたいと考えます。 
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「ふれあい・さいたまウォーキング」活動報告 

埼玉支部 副支部長      

出井 道夫（機 52） 
埼玉支部の恒例イベント「ふれあいウォーキング」は、回を重ねて２６回になりました。最近は毎回、

埼玉支部以外からも参加があります。過去１年間に４回のウォーキングを行いましたので、その報告

を致します。 

 

第２３回  狭山の二つの公園を訪ねる旅 

期日：平成２０年５月２４日 
狭山を代表する二つの公園を結んで歩きました。参加者は１３名でした。稲荷

山公園は米軍飛行場の跡地に、県営の公園として開設されました。春は桜の名所

です。園内には市立博物館があり、入間川に関する展示が見られました。狭山市

内のいくつかの史跡を巡り、最後が智光山公園です。広大な敷地に、武蔵野の雑

木林が残っており、森林ウォークが楽しめました。また、園内の都市緑化植物園

では、バラが丁度見頃を迎えており、色とりどりに咲いたバラに癒されました。 

 

第２４回  黒山三滝から高山不動尊を訪ねる旅 

期日：平成２０年９月１３日 
越生の黒山から峠を越えて飯能（吾野）に下る山歩きに、１２名の方が参加し

ました。黒山三滝は越生の名所として知られており、また高山不動尊は、関東三

不動の一つとも言われる古刹です。黒山からの峠越えには、関八州見晴台（標高

７７１ｍ）に登る山道ルートを選び、全員無事に登頂できました。山頂には高山

不動の奥の院が祀られています。高山不動から小雨が降り出したため、一気の下

山になりました。足が痛くなりましたが、心地よい疲れで、懇親会のビールをお

いしくいただくことができました。 

 

第２５回  渡良瀬遊水地を訪ねる旅 

期日：平成２０年１１月１５日 
渡良瀬遊水地は、埼玉・茨城・栃木・群馬の４県、６市町にまたがる広大な貯

水池です。遊水地が作られた経緯は、足尾鉱毒事件にまつわり、暗い歴史を持っ

ています。しかし現在では、ボートやトライアスロンの大会、熱気球やウインド

サーフィンなど、スポーツ・レクリェーションに利用されています。また、自然

環境が保たれており、多くの動植物が棲息しています。１２名の参加を得て、旧

谷中村役場跡の見学や、ハート形をした人造湖の谷中湖を半周しました。谷中湖

では近隣の高校生がボートの練習をしていました。 

 

第２６回  幸手の桜を訪ねる旅 

期日：平成２１年４月４日 
今回初めて、花見を兼ねたウォーキングを計画しました。花に惹かれて、

参加者は１７名になりました。幸手は埼玉県の東部に位置し、江戸時代から

日光（奥州）街道の宿場町として栄えました。幸手を有名にしているのは、

何と言っても権現堂桜堤です。桜と菜の花が、同時に咲き誇ります。１ｋｍ

にわたる１０００本の桜並木は圧巻ですが、堤下に咲く一面の菜の花にも圧

倒されました。そのコントラストの美しさは、印象に残る風景です。お昼に

は期待通り、花見酒の宴会が始まりました。 

 

埼玉支部では今後も季節毎に、「ふれあいウォーキング」を計画します。興味のある方・参加希望さ

れる方には、案内をＥメールでお送りしますので、お気軽に下記アドレスにご連絡下さい。県外支部

や他学部からの参加も大歓迎です。同窓生と気楽に歩いてみませんか。次回の案内は次ページをご覧

下さい。  渡辺（化 40）：watanaky@yahoo.co.jp  ・ 出井（機 52）：kwgid@pop.kcv-net.ne.jp  
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※ 今年度の悠久会･全国総会は、『さわやか信州諏訪湖総会』です。 

６月６日(土)  信州上諏訪温泉ホテル「紅や」 

午後 3時 15分～講演会、午後 4時 30分～全国総会、午後 6時 30分～懇親会 

詳しくは「時報 第 115号」、「悠久会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yukyukai.net/」をご覧下さい。 

 

※ 新潟大学東京事務所は、下記の場所にあります。 

〒108-0023 東京都港区芝浦3－3－6 

キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京 6 階  … 611 号室、612 号室 

    TEL＆FAX ： 03－5440－9081 

    E-mail  ： tokyo-office@adm.niigata-u.ac.jp 

    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.niigata-u.ac.jp/tokyooffice/ 

 

JR 田町駅を東口(芝浦口)へおりると、すぐ右側に CIC があります（徒歩 1 分）。 

 

※ (全学)首都圏同窓会では、毎月第２水曜日に定例の有志懇親会を行なっています。 

新潟大学の卒業生であれば、学部･卒年を問わず誰でも参加でき、午後６時半頃から三々

五々集まり、午後８時半頃用事のある人から抜けていく、そんな自由な集まりだそうです。

第２水曜日に集まるから『二水会』、お店に入ったら『二水会』と告げていただければ案内し

てくれるそうです。 「鍋茶屋」 03-3232-1111  新宿区歌舞伎町 2-45-4 

‥西武新宿駅脇の道を線路に沿って新大久保方向へ徒歩３分 右側(歌舞伎町側) 

（参加費：５千５百円）詳しくは、大石会長（精 30）へお問い合わせください。 

                 ⇒ 電子メールアドレス：ooishi@h3.dion.ne.jp 

 

※ お忙しい中、原稿を寄せていただきました 今泉先生、吉原東京支部長 ありがとうございました。 

さらなるご活躍を、埼玉支部一同、ご祈念申し上げます。 

 

※ 第 27回「ふれあい・さいたまウォーキング」のご案内 

「嵐山渓谷を訪ねる旅」で、緑と清流に囲まれた、板東武者ゆかりの地を歩いてみます。 

日にち： ７月４日（土） 

集合 ： 東武東上線 武蔵嵐山駅 １１：００ 

参加を希望される方には、詳細な案内をお送りしますので、下記アドレスにご連絡下さい。 

渡辺 (化 40)：watanaky@yahoo.co.jp ／ 出井 (機 52)：kwgid@pop.kcv-net.ne.jp 

 

※ 2010年全国総会（埼玉支部担当）について 

いよいよ埼玉での２度目の全国総会が来年に迫ってきました。 

今後 1 年間をかけて詳細を詰めてまいりますが、開催日時については既に同窓会本部と調整

に入っております。 

呼称(案)：「ふれあいさいたま(全国)総会」 

日程(案)：2010年 7月 17日(土)～18日(日) 

支部会員の皆様の、企画・推進への参加を是非お願い致します。 

お知り合いの役員までお声掛けください。 

 

 

 

 

 
 

６月１３日(土) AM１１：００ ｢東晶大飯店｣で、お待ちしています。 

＊＊＊＊＊  支部・編集子からのお知らせ  ＊＊＊＊＊ 


