
昨年は全国的に記録を更新した夏の高温､ そして

11月上旬まで続いた夏を思わせる日々､ ごく限られ

た地域に偏った豪雨など､ 地球の温暖化が確実に進

行していることを実感させる異常気象の年でした｡

この中にありましても､ 会員の皆様にはお変わり

なくご清栄にて各界で益々のご活躍のこととお慶び

申し上げます｡ また､ 平素より同窓会活動に対しま

して格別のご支援とご協力を賜り､ 心より厚く御礼

申し上げます｡

さて､ 皆様にはすでにご存じのことと思いますが､

前会長で元鳥取大学学長の林真二先生 (Ａ昭19年卒)

が昨年７月に逝去 (享年84歳) されました｡ 先生は

ご自分の専門である日本梨研究にとどまらず､ わが

国の園芸学会と果樹産業､ 鳥取県農業の発展に著し

く寄与してこられ､ また本会はもちろん鳥取大学､

農学部の発展に多大の貢献をしていただきました｡

会員の皆様とともに心より哀悼の意を表し､ ご冥福

をお祈りする次第です｡

私は平成18年５月の総会におきまして引き続き会

長をとのご指名を受け､ ２期目の会長を引き受けさ

せていただいております｡ 今年がその２年目､ 通算

４年目にあたります｡ 皆様のご支援､ ご協力を得ま

して､ 同窓会と母校農学部の磐石の存続と発展ため､

鋭意努力する所存です｡

昨年の会報でお知らせ致しました通り､ 10年ぶり

の同窓会名簿発刊に着手致しました｡ 同窓会は母校

愛を軸として同窓生相互の緊密なつながりと情報交

換を行ってお互いの向上に資するとともに社会に貢

献する存在意義を有するものと思っております｡ そ

のよりどころとなる情報誌としての役割を持つのが

名簿であります｡ 最近特に留意すべき個人情報等に

ついてはいささかの問題も惹起することのないよう

綿密に検討を重ねた上で発刊作業に入りました｡ 平

成20年６～７月頃には皆様のお手元に届く手はずに

なっております｡

一方､ 各支部会の活動をみますと､ 本会報にも掲

載してありますとおり､ 活発な支部では毎年のよう

に支部会を開催しておられます｡ しかし､ ほとんど

開催されない支部やまだ支部会の結成されていない

県､ 地方が多くあります｡ また､ 60歳以上の同窓生

のクラス会を鳥取で開催された場合にも支部会と同

様に援助金を贈呈することになっております｡ ぜひ

多くのクラス会が開かれますよう願っております｡

先の読めない混沌とした情勢の今日こそ確かな情報

交換と親睦をかねて各支部会､ 同期クラス会を開催

していただきたく思います｡

最後になりましたが､ 会員の皆様の今後の一層の

ご発展とご健康を心から祈念申し上げますとともに

今後の同窓会運営にご支援とご協力を賜りますよう

心よりお願い申し上げます｡
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同窓会のみなさまにおかれましては､ ますますご

清祥のこととお慶び申し上げます｡ 平成19年４月よ

り学部長をしています中島です｡ 昭和56年に鳥取大

学農学部に赴任して以来､ かれこれ25年以上たち､

その間､ 農学部に関係するみなさまにはいろいろお

世話になり､ 今度は､ その恩返しとして少しでもよ

りよい農学部にするために努力する所存です｡

さて､ 国立大学が法人化されてから､ 今年で４年

目に入りました｡ その間､ 少子化､ 18歳人口の減少

と相まって多くの地方大学が経営の面でも､ 受験生

確保の面でも厳しい状況に置かれています｡ そんな

中で､ 鳥取大学農学部は地方の特性を生かした､ ま

た国際貢献につながるような個性的な教育研究､ 例

えば菌類きのこ､ 乾燥地､ 鳥インフルエンザに関す

る教育研究を行ってきており､ 地方大学の農学部と

しては手前味噌ですが､ 非常に健闘しています｡ ま

た､ 鳥取県にある地方大学として多くの教員が地域

に貢献する事業に参画して地域貢献に努めています｡

一方､ 入試委員を中心に高等学校や受験生への広報

活動を積極的に行っており､ 入試倍率は少しずつ低

下傾向にはありますが､ 実力もあり目的意識も高い

学生の確保に成功しています｡ さらに､ 入学後も学

級教員制だけでなくチュータ制を採用し､ 学生一人

一人のケアに努め､ 就職指導委員を中心に学生の意

識改革､ 就職率の向上を目指しており､ 入り口だけ

ではなく､ 中と出口の充実にも努めています｡

ところで農学部棟の改修工事も今年で３年目に入

り､ いよいよ今年度末で全棟の改修が終了します｡

この間､ 改修工事にかかる部分の教員､ 学生の居室

の確保､ 講義室､ 会議室の確保､ 大量にある文献､

実験道具の引っ越しなど､ 年がら年中ドタバタして

おりました｡ 来年度からやっと落ち着いて学生は勉

学に､ 教員は教育､ 研究に打ち込めると思われます｡

最近の受験生にとっては､ 建物の新しさや居住性が

大学選びの大きなファクターになると言うことも聞

いていますので､ 受験生確保が大変な時代､ このよ

うに建物がリニューアルできたことは､ ありがたい

ことだと思っています｡

鳥取大学農学部の古き良き伝統を保ちながらも､

時代時代に対応した新しい研究､ 教育にも果敢にチャ

レンジし､ 21世紀の大学の､ あるいは農学部のある

べき姿を教職員一丸となって追究していきたいと考

えています｡

同窓会のみなさまの今後の一層のご発展を心から

祈念すると同時に､ 鳥取大学農学部に対して変わら

ぬご支援､ ご鞭撻をよろしくお願いいたします｡
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2007年８月11日 (土)､ 午前11時より鳥取市白兎

会館で26名の同窓会役員出席のもと開催されました｡

鳥取は正にしゃんしゃん祭り当日､ あいにくの交

通事情もあり､ 西尾会長に代わり､ 田邉副会長の挨

拶､ 農学部を取り巻く状況の話のあと､ 報告および

協議に入りました｡

まず､ 平成18・19年度中間事業報告､ ついで平成

18・19年度中間会計報告が学内幹事からなされ､ 質

疑応答にはいりました｡ その結果､ 事業報告および

会計報告ともに全会一致で承認されました｡ また､

農学部に関わる各種施設の整備状況等についての意

見交換が行われました｡

事業内容等は次のとおりです｡

〈事業報告〉

１. 総会開催 (平成18年５月13日)

２. 会報第28号発行 (平成18年12月)

３. 支部総会の開催

①北海道支部(H18.5) ②熊本県支部(H18.6)

③兵庫但馬支部(H18.6) ④鳥取中部支部(H18.7)

⑤岡山県支部(H18.8) ⑥山口県支部(H18.8)

⑦沖縄県支部(H18.9) ⑧香川県支部(H18.9)

⑨関東支部(H18.10) ⑩愛知県支部(H18.10)

⑪福岡県支部(H18.12) ⑫島根県支部(H18.12)
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⑬静岡県支部(H19.1) ⑭宮崎県支部(H19.1)

⑮熊本県支部(H19.6) ⑯沖縄県支部(H19.6)

⑰鳥取中部支部(H19.7)

４. クラス会

①Ａ昭和25年卒 ②Ｖ昭和37年卒 ③Ｃ昭和20年卒

④Ｂ昭和32年卒 ⑤Ｖ昭和33年卒 ⑥Ｆ昭和36年卒

⑦Ｖ昭和29年卒 ⑧Ｅ昭和32年卒 ⑨Ｃ昭和33年卒

⑩Ｂ昭和38年卒 ⑪Ｆ昭和39年卒

５. 卒業祝賀会援助(平成19年３月22日開催)

６. 慶弔事の祝電・弔電の発信合計11件

７. 卒業式への西尾会長出席 (平成19年３月22日)

８. 入学式への西尾会長出席 (平成19年4月６日)

９. 農学部への寄付 (鳥取大学農学会より)

10. 名簿発刊準備作業

11. その他

〈平成18･19年度会計中間報告(平成19年7月31日)〉

１. 一般会計

収入の部

予算額19,000,000円 収入済額30,941,511円

支出の部

予算額19,000,000円 支出済額11,422,055円

２. 事業会計

収入の部

予算額409,000円 収入済額409,184円

支出の部

予算額409,000円 支出済額0円

３. 基本財産

予算額12,310,000円 収入済額12,430,035円

４. 終身会費積立金 35,023,898円

役員会終了後､ 懇親会へと入りました｡ 昭和22年

卒の西尾会長から平成10年卒の同窓生まで､ 幅広い

年代の会員が思い出話や近況報告で盛り上がりまし

た｡ (常任幹事・山名伸樹・Ｅ昭46卒)
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同窓会員の皆様には益々ご健勝でご活躍のことと

お慶び申し上げます｡ 平成17年４月に生物資源環境

学科が新しい教育体制となり､ 現在の４年生が生物

生産学コースとして最後の学生となります｡

まずはうれしいお話からしましょう｡ 今年７月１

日付けで､ 植物病理学の児玉基一朗先生が教授へ昇

進されました｡ また､ 同日､ 筆者の山口武視は附属

フィールドサイエンスセンターに配置換えとなり､

あわせて教授へ昇進しました｡ まだまだ若輩者であ

りますが､ もっと学部のため､ 大学のために精を出

せ､ との激励と受け止め､ 日々努力して参りたいと

おもいます｡ 今後もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます｡

また､ 植物病理学の尾谷浩先生は鳥取大学大学院

連合農学研究科長に再任されました｡ おめでとうご

ざいます｡

さらに､ 附属フィールドサイエンスセンターでは

ありますが､ 生物生産学コースと関わりの深い田村

文男先生は今年４月からフィールドサイエンスセン

ター長に就任されました｡ また､ 同センターの中田

昇先生は鳥取大学附属幼稚園長となられ､ 毎日のよ

うに幼稚園通いをされており､ すっかりおじいちゃ

ん？のような顔つきになってこられました｡

このように､ 生物生産学コースの多くの先生が要

職に就かれ､ 農学部はもとより大学のためにご尽力

をいただいております｡ 植物遺伝育種学の辻本壽教

授も副学部長として多忙な毎日で､ 多くの仕事をこ

なしておられます｡

他の先生方もお元気で､ 来年度定年を迎えられま

す田邉賢二先生はその活躍の場が日本だけでなく韓

国､ 中国でも引っ張りだこです｡ 中野淳一先生は持

ち前のパワーで校庭芝生化に精を出され､ ｢鳥取方

式｣ という技法を確立されました｡ 板井章浩先生は

体型を維持しつつ (痩せた方がいいとは思いますが)､

研究に精を出されております｡ 富田因則先生は水稲

の短稈品種 ｢ヒカリ新世紀｣ を育成され､ 話題となっ

ております｡ 田中裕之先生は､ コムギの製パン性に

ついての研究が進んでおります｡
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学生の就職状況はまずまずのようですが､ 11月末

現在､ まだ数名進路が決まっていない学生がいます｡

同窓会員のお力添えをお願いします｡

(山口武視・Ａ昭58年卒)

応用生命科学講座の近況をお知らせ致します｡ 本

年度の学部学生の大学院への進学者の数はまずまず

で､ 就職状況の方は学部生・修士課程の学生共に良

好でした｡ 平成17年度に新しい教育体制がスタート

したことにより､ 寂しいことではありますが､ 今年

度の卒業生が最後の卒業生ということになりました｡

修士課程の方は､ まだ続きますが､ 平成21年度入学

の修士課程の学生が応用生命科学講座の最後の修了

生になる予定です｡ 教員の方ですが､ 新しい組織と

なった現在では､ ｢植物菌類資源科学コース｣､ ｢生

命圏環境化学コース｣､ ｢生物生産科学コース｣ の３

つの教育コースに分かれて教育・研究を行っていま

す｡

もうひとつ寂しいご報告ですが､ 森嶋伊佐夫教授､

甲斐英則教授は､ 本年度をもちまして退職される予

定です｡ 森嶋先生は､ 昭和46年に赴任されてから38

年間､ 甲斐先生は､ 昭和54年に赴任されてから29年

間の長きにわたり､ 農学部の教育研究に大きく貢献

されてきました｡ 特に森嶋先生におかれましては､

生物資源環境学科長､ 評議員､ 副学部長などを歴任

されました｡ 両先生には最終講義を平成20年１月28

日月曜日､ 午後２時から農学部大会議室にて行って

いただく予定にしています｡ 同窓生の皆様方の参加

も歓迎いたしますので､ 万障お繰り合わせのうえ､

ご来聴くださるようお願いいたします｡

最後に明るい話題を一つ､ 會見先生が７月に教授

に昇任されました｡ 来年度から応用生命科学講座の

教員はたった６名になってしまいますが､ パワフル

な會見先生が､ 森嶋先生と甲斐先生がいらっしゃら

なくなった分も頑張っていただけるものと思います｡

少子化で大学も厳しい時代に入っていますが､ 教員

全員が全力で農学部の発展のために努力していかな

くてはならないと思っております｡ 今後とも､ ご支

援をよろしくお願い申し上げます｡

(一柳 剛・生物化学)

生産環境化学講座の近況についてご報告させてい

ただきます｡ まず始めに本年３月末に生物有機化学

分野の木村靖夫教授が定年退職されました｡ 先生は

27年にわたり､ 農学部の研究教育に大きく貢献され

ました｡ 今後のご健康と益々のご活躍をお祈りいた

します｡ 土壌学分野の本名俊正教授は３月で農学部

長の任期を終えられ４月より教育担当､ 環境担当理

事として本部に籍を移されました｡ 農学部長後任に

は応用環境微生物学分野の中島廣光教授が選任され

ました｡ 現在､ 両先生はご多忙な毎日を過ごしてお

られます｡ 土壌学分野の山本定博先生 (Ｃ昭58年卒)､

生物有機化学分野の河野強先生は７月１日付けで教

授に昇任されました｡ 現在､ 本講座は下記５分野７

教員で構成されております｡

植物栄養学分野：山田智准教授

生物環境科学分野：藤山英保教授､ 岡真理子講師

生物有機化学分野：河野強教授

土 壌 学 分 野：山本定博教授

応用環境微生物学分野：中島廣光教授､ 作野えみ助教

生産環境化学講座は本年度の卒業生で最後となり

ます｡ 新講体制では､ 一人一分野制となり現３年生

はこの体制の元分属しております｡

最後に引越しのお知らせをさせていただきます｡

農学部の建物改修に伴い､ 各研究室の場所が変わり

ました｡ 生産環境化学講座の研究室は本館南棟の１

階から４階に入っております｡ 新しくなった農学部､

研究室に是非お越しください｡

(作野えみ・Ｎ平10年卒)

生存環境学講座の近況をご報告いたします｡ 本講

座 (大学院修士課程 (生存環境学) も含む) の教員

の動きとしては､ 唐橋需先生が３月31日付けで定年

退職されました｡ したがいまして､ 本講座は地圏環

境保全学 (田熊､ 猪迫)､ 水利用学 (北村 (Ｅ昭46

年卒)､ 清水)､ 基盤造構学 (服部､ 緒方)､ 生物生

産システム工学 (三竿) の４分野７名の教員で構成

されております｡ 大学院修士課程では､ これにＦＳ

の生物生産機械学 (岩崎､ 山名 (Ｅ昭46年卒))､ 乾
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燥地研究センターの乾地自然環境学 (篠田､ 木村)､

乾地水資源学 (安養寺､ 安田)､ 乾地土地保全学

(山本､ 井上) の８名の教員が加わります｡ また､

岩崎教授は引き続き研究・国際交流担当理事として､

大所高所からも大学運営にご尽力されています｡ 在

校生は､ 学部生が４年生44名､ 大学院生は､ 修士課

程１年生10名､ 同２年生17名､ 博士課程15名です｡

教育に関する大きなニュースとしては､ ５月に本

講座の地域環境工学プログラム (農業土木プログラ

ム) が､ 日本技術者教育認定機構 (JABEE) から

JABEE 認定プログラム (農業工学関連分野) とし

て正式認定を受けました｡ これにより､ 平成15､ 16

年度入学者で本講座の地域環境工学プログラムを修

了した学生は卒業後に技術士補の資格を無試験で取

得することができます｡ 認定期間は最長５年間です

が､ 来年度に中間審査を受ける予定です｡ そのため､

教員一同引き続き､ 質の高い教育を提供できるよう

に日々努めております｡

最後に､ 平成11年の改組で誕生した生存環境学講

座は､ 一昨年度の改組により､ 現４年生の卒業とと

もに無くなり､ 森林科学講座と合併して､ 環境共生

科学コースとなります｡ 今後も､ 同窓生の皆様のご

協力をよろしくお願いいたします｡

(清水克之・水圏環境評価学)

同窓会員諸兄の皆様には益々ご壮健にてご活躍の

こととお喜び申し上げます｡ 早速､ 森林科学コース

の近況をご報告いたします｡ 森林科学コースとして

のご報告は今回で最後となります｡ 吉方時代以来､

長く続いた林学・林産学を対象とする学問領域は､

時代の流れとともに林学科から森林生産学 (大) 講

座､ 生存環境科学 (大) 講座､ 森林科学コースとそ

の名を変えながらもその伝統を受け継ぎ､ 継承して

参りましたが､ いよいよそれらの名称を手放さなけ

ればならない時が来たようです｡ 平成20年度からは､

農学部・生物資源環境学科・環境共生科学教育コー

スとフィールドサイエンスセンターの両組織でもっ

て森林系の教育・研究が行なわれることになります｡

次に森林系教員の異動について近況をご報告いた

します｡ 平成19年３月には２名の教員が退職されま

した｡ 緑地防災学分野 (旧砂防学分野) の奥村武信

教授と林政学分野の八木俊彦教授です｡ 時を同じく

して緑地防災学分野の本田尚正講師が筑波大学に転

出され､ 緑地防災学分野は一気に無人状態となりま

した｡ その緊急避難的措置として奥村名誉教授がボ

ランティアとして教育を継続してこられましたが､

幸い平成19年10月から公募によって採用された芳賀

弘和准教授が砂防学の講義と実験を担当されるよう

になりました｡ また､ 平成19年９月には､ 元森林計

画学研究室の井上昭夫講師が熊本県立大学に移られ

ました｡ 平成20年3月には森林計画学分野の黒川泰

享教授もご退職のご予定ですので､ 森林系から林業

経営学､ 林政学､ 森林計画学を担当される教員が全

くいなくなることになります｡ 昨年の同窓会報 (28

号) でもご報告いたしましたが､ 国立大学の法人化

によって学部運営システムが様変わりし､ 欠員教員

の補充も学長・学部長管理のもと､ 従来とは異なる

やり方で教員人事が行なわれております｡ そのため

もあって林学系教員は一昔前に比べると随分少なく

なり､ 研究の専門性も､ 教育分野の継続性も､ 現在

では全く保証のできない時代になったという感じで

す｡

さて現在､ 環境共生科学コースの中で森林系教員

は次のような教育研究分野を担当しています｡ 造林

学分野 (山本福寿教授)､ 景観生態学分野 (長澤良

太教授)､ 環境木材科学分野 (古川郁夫教授)､ 森林

利用システム学分野 (市原恒一准教授) に加えて､

旧の農場と演習林が合体して17年度より新しく発足

したフィールドサイエンスセンターの教育分野とし

て森林生態系管理学分野 (佐野淳之教授､ 平成19年

に昇任) と生態工学分野 (日置佳之教授､ 平成19年

に昇任) の2分野があります｡ このように教育内容

としてはやや偏った内容でありますが､ これら６教

育分野で学部学生と修士学生の教育と研究にあたっ

ています｡ 修士の体制も平成21年度から新しくなる

予定です｡ 外から見れば､ ますます森林系の姿が見

えにくくなってきましたが､ これも時代の流れと言

えばそうかもしれません｡

なお､ 平成20年３月からは､ ３年越しの森林系各

研究室の仮住まい生活が終わり､ 新装なった農学部

建物に戻ります｡ ただし､ 今度戻る場所は昔とは全
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く異なりますのでご注意ください｡ 新しい居場所は､

農学部玄関のある棟 (北棟) の西側に環境共生学コー

スの教員室と研究室が集中的に配置されることになっ

ております｡ 農学部にお尋ねの際は､ 玄関で各研究

室の場所をしっかりとご確認のうえお尋ねいただき

ますようお願いいたします｡

最後に我が同窓の松岡利勝前農林水産大臣の突然

のご不幸に対し､ 誠に口惜しく無念でありますが､

同窓生一同心より哀悼の意を表したいと存じます｡

合掌｡

(古川郁夫・環境木材科学)

現在､ 農学部において社会科学系教員が中心に担

当している教育コースは ｢フードシステム科学コー

ス｣ で､ 生物資源環境学科の他コース同様､ 一教員

が一分野 (研究室) を担当する形で教育研究にあたっ

ています｡ 人事面では､ おめでたい出来事として､

今年７月に松田敏信先生が准教授から教授に昇任さ

れました｡ しかし､ 同時に悲報もお伝えしなければ

なりません｡ ８月12日に准教授の大津亨先生が入院

治療中のところ､ 癌で亡くなられました｡ 大津先生

は平成15年４月に食料政策学分野の助教授として鳥

取大学に着任されました｡ 専門は法社会学で､ 農林

法規学､ 民法､ 食品安全論､ 情報社会と法､ 法学､

現代社会と法､ 等の授業科目を担当されていました

(一教員一分野制になってからの担当分野は ｢食・

農・環境の法社会学｣)｡ 大津先生は教育に対する情

熱あふれる学生思いの先生で､ 農学部では廃棄物対

策処理委員会の委員長としても活躍されました｡ 大

津先生の葬儀には､ お盆期間中にもかかわらず､ 多

くの教員､ 学生や卒業生が駆けつけて､ 故人を深く

偲びました｡ ここに､ 大津先生のご冥福を心よりお

祈りいたします｡

なお最後に､ 一教員一分野制となった現在の教育

研究分野体制はつぎの通りです｡

〈農業経営学分野〉 教 授 小林 一

〈ファーミングシステム学分野〉教 授 佐藤俊夫

〈食環境経済分析学分野〉 教 授 能美 誠

〈会計・経営システム学分野〉 教 授 古塚秀夫

〈消費者行動科学分野〉 教 授 松田敏信

〈農業経営管理学分野〉 准教授 松村一善

〈流通情報解析学分野〉 准教授 万 里

(能美 誠・Ｂ昭55年卒)

獣医学科の近況を紹介させていただきます｡

昨年に続いて引っ越しがあり､ 獣医内科学と臨床

検査学は家畜病院前の建物 (４号館) に引っ越しま

したので､ 獣医学科の研究室は１号館､ ２号館､ ３

号館､ ４号館と家畜病医院に分散しています｡

今年も教育体制が充実し､ 応用動物に山下泰尚助

教､ 獣医微生物学に尾崎弘一助教が着任し､ 教官数

は29名となりました｡ また､ 教育分野も２つ新設さ

れ､ 今川智敬准教授 (獣医解剖学) は画像診断学へ､

岡本宗裕准教授 (実験動物学) は獣医寄生虫学に移

動しました｡

今年度は獣医学科に40名 (女子22名) の新入生が

入学し､ 学生数の合計は234 (女子104) 名です｡

現在 (予定) の教育体制は以下の通りです｡

学科目 教育研究分野

基礎獣医学 獣医解剖学､ 獣医生理学､ 獣医

薬理学､ 応用動物学､ 獣医生化

学

病態・予防獣医学 獣医微生物学､獣医公衆衛生学､

実験動物学､ 獣医病理学､ 獣医

感染症学､ 獣医寄生虫学､ 獣医

衛生学 (予定)

臨床獣医学 獣医内科学､ 獣医外科学､ 神経

病・腫瘍学､ 獣医繁殖学､ 獣医

臨床検査学､ 獣医画像診断学､

獣医薬物治療学 (予定)

附属動物病院 学科兼担

新任教官と新しい教育分野が誕生し､ ますます教

育体制が充実してきました｡ 今後､ 獣医薬物治療学､

獣医衛生学が新設され､ 平成21年には19の教育分野､

教官数36名の教育体制が完成する予定です｡

同窓会の皆様には来学の際､ 是非､ お立ち寄り下

さい｡

(實方 剛・Ｖ昭46年卒)
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会報28号で附属フィールドサイエンスセンター

(ＦＳＣ) の近況をご報告してから､ 早１年が過ぎ

ました｡ 同窓会会員各位におかれましては､ 益々ご

健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます｡

ＦＳＣは､ 農地や森林などのフィールドを活用し

た研究､ 教育､ 地域貢献や､ 農学部における総合的

なフィールド科学の情報発信基地としての機能を担

う事を任務としています｡ 生物生産部門・中田昇教

授 (Ａ昭49年卒､ 栽培技術学)､ 田村文男教授 (Ａ

昭57年卒､ 園芸生産学)､ 森林部門・佐野淳之助教

授 (森林生態系管理学)､ 日置佳之助教授 (生態工

学)､ 普及企画部門・唐橋需教授 (生物生産システ

ム工学)､ 小生 (山名伸樹教授､ Ｅ昭46年卒､ 生物

生産機械学) の計３部門・６名で走り回ってきまし

たが､ 19年１月に佐野・日置両准教授が教授に昇任

され､ ３月には唐橋教授がご定年を迎えられました

(現：名誉教授)｡ 平成19年４月からは､ 中田先生が

附属幼稚園長を兼務されることになり､ 田村先生が

ＦＳＣ長に就任されました｡ ７月には作物管理学の

山口准教授が普及企画部門の教授に昇任され､ 研究

に教育に地域貢献にと､ そして学生､ 社会人､ 幼稚

園児と幅広い年齢層を相手に益々多忙な日々を送っ

ておられます｡

ＦＳＣでは従来からの市場への農場農産物出荷に

加えて､ 平成19年度からは梨､ ブドウなどについて

大学生協を通した販売も始めました｡ また､ 教育研

究林をベースにした地域貢献に加えて､ 湖山農場で

も地域の方々をも対象にＦＳＣアグリスクールを開

講しました｡ 教職員そろってＦＳＣを大学の顔とす

べく頑張っています｡ 学生達も生き生きしています｡

ご来学の節は是非ＦＳＣにもお立ち寄り下さい｡

末筆になりましたが､ 各位のご活躍を心よりお祈

り申し上げます｡

(山名伸樹・Ｅ昭46年卒)

平成19年４月に農学部棟の北西隣にある農産加工

室 (一部２階建) の改修工事が終わり､ センターの

看板を掲げ､ 菌類遺伝資源保存用の液体窒素凍結保

存設備などを整備し､ ようやく教育・研究の出来る

環境が整いました｡ 本センターは､ 尾谷浩 (Ａ昭45

年卒､ 教授) センター長のもとに､ 菌類きのこ環境

生態学研究部門 (前川二太郎教授 (Ａ昭53年卒)・

児玉基一朗教授 (兼務))､ 菌類きのこ分子遺伝学研

究部門 (中島廣光教授 (兼務)・会見忠則教授 (兼

務))､ 菌類きのこ遺伝資源評価保存部門 (岩瀬剛二

教授・須原弘登講師) および鳥取県からの寄附部門

である菌類きのこ機能開発部門 (松本晃幸客員教授

(Ｃ昭52年卒) ・霜村典宏客員准教授 (Ａ昭62年卒))

の4部門８教員で構成されていますが､ 本年4月に尾

谷センター長から前川がセンター長を引き継ぎ､ ま

た､ 10月から中島教授に替わり､ 作野えみ助教 (Ｎ

平成10年卒) が菌類きのこ分子遺伝学研究部門を担

当 (兼務) しています｡ ｢高がきのこ､ 然れどきの

こ｣､ きのこを中心に菌類遺伝資源の収集と保存､

そして基礎・応用を問わず多様な研究分野において

これら遺伝資源の活用を図りたいと考えております｡

しかし､ 研究センターが設立されてまだ３年足らず

であり､ センターの発展に同窓の皆様のご支援とご

協力を賜りますようお願い申し上げます｡ きのこ類

遺伝資源がもつ機能やその活用にご興味のある方は

ぜひご一報ください｡ また､ 来学の折は小さなセン

ターではありますがお気軽にお立ち寄りください｡

(前川二太郎・Ａ昭53年卒)

本病院は獣医師養成のための学生教育､ 社会で活

躍する獣医師の卒後教育､ さらに社会の要請に応じ

た地域社会への高度医療サービスを行う施設として

機能し､ 各種動物における病気の診断､ 治療および

予防､ 健康や病気に関する相談への対応を実施して

います｡ 現在､ 犬と猫を主とする小動物では獣医療

の進歩､ 飼育環境の改善､ 飼い主の医療意識向上等

の理由による動物寿命の延長に伴い､ 癌､ 脳疾患､

関節疾患などの老化に関連した疾病が増加してきて

おり､ 小動物医療の世界でも動物の高齢化医療が重

要となってきており､ ヒトと同様の高度な獣医療も

求められてきています｡ 一方で､ 牛や馬のような産

業動物や大動物の個体診療や予防医療もますます重

要となってきています｡ 本病院は中国､ 四国､ 京阪
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神地域のセンター病院として先進的な獣医療施設と

して機能させ､ 地域の獣医師の質的向上に貢献する

必要があります｡ また､ 各臨床専門分野では認定医

制度､ 専門医制度の確立が進行しており､ それを養

成する施設として機能することも必要となってきて

います｡

現在の臨床学分野教員は､ 内科学－日笠喜朗教授､

松鵜 彩助教､ 外科学－南 三郎教授､ 岡村泰彦助

教､ 神経病・腫瘍学－岡本芳晴教授､ 辻野久美子講

師､ 獣医繁殖学－菱沼 貢教授､ 永野昌志准教授､

臨床検査学－竹内 崇教授､ 杉山晶彦助教､ 獣医画

像診断学－今川智敬准教授､ 柄 武志助教の12名と

なっています｡ 本年度は獣医画像診断学の今川智敬

先生が臨床学分野に異動されました｡ また､ 動物看

護師として溝口絵美さんが､ 事務員として岩城大祐

さんが業務を行っています｡ 本病院では､ 現在の社

会的要請､ 臨床教育の充実､ さらに利用者の利便性

に対応するために､ 年次計画的な臨床系教育研究分

野の新設と高度医療機器の導入､ さらに動物病院施

設の拡充と近代化を計画しているところです｡ 動物

病院としましては､ 動物病院充実計画を進めること

により､ 地域開業獣医師との連携と高度な診療情報

提供サービスを推進させ､ 本学部の地域社会に対す

る貢献を一層増加させていきたいと思っています｡

同窓生の皆様方のご支援とご協力を賜りますよう､

宜しくお願い申し上げます｡

(動物病院長 日笠喜朗)

平成17年４月､ 本学に設置された農学部附属鳥由

来人獣共通感染症疫学研究センターは今年で３年目

を迎え､ 最終目標である ｢鳥類から人に感染する感

染病への対策の確立｣ を目指して､ スタッフ一同､

日夜調査研究に取り組んでおります｡ 特に昨年1月

には西日本 (宮崎県および岡山県) で再び高病原性

鳥インフルエンザが発生し､ 当研究センターのスタッ

フは国の防疫指針の見直し､ 感染経路究明､ 産業界

等への助言や指導など､ 多方面にわたって大きく貢

献致しました｡

また文部科学省が鳥インフルエンザなどの新興感

染症に対応するために企画した ｢新興・再興感染症

研究拠点形成プログラム｣ にも参画し､ ベトナムを

拠点に長崎大学と､ また中国を拠点に東京大学とそ

れぞれ共同研究を実施しています｡

さらに11月には当センターと京都産業大学鳥イン

フルエンザ研究センターとの間で学術交流協定が締

結され､ ベトナムにおける鳥インフルエンザの侵淫

度実態調査､ 国内野鳥における鳥インフルエンザウ

イルス保有状況調査および産学連携による抗ウイル

ス剤開発研究等を両センターの職員が共同で推進す

ることとなりました｡

今年度は専任部門である病態学研究部門の小野悦

郎教授が九州大学医学部に､ 新矢恭子准教授が神戸

大学医学部にそれぞれ異動しましたが､ 後任として

鳥類ウイルス学の専門家である山口剛士教授を､ そ

して兼担部門である疾病制御学研究部門には尾崎弘

一助教をそれぞれ迎え､ 新体制で目標達成に向け活

動しております｡

(センター長 伊藤壽啓)

今年の夏は､ 7月の梅雨が長く豪雨被害をもたら

したかと思うと､ ８月が一転して酷暑になり､ 連続

真夏日が37日間､ 降水量は僅か37㎜の厳しさでした｡

在職年数が最も長い山本から､ 同窓会員の皆様に､

乾燥地研究センターの近況を報告させていただきま

す｡ 研究スタッフの新旧交代が著しいセンターです

が､ 今年は神近牧男教授が３月31日で定年退職をさ

れました｡ 長年､ 研究教育に尽力されましたが､ 特

に最終年は変革期におけるセンター長の重責を担わ

れました｡

今年度は､ 乾地環境部門の篠田雅人教授､ 木村玲

ニ准教授 (自然環境分野)､ 安養寺久男教授､ 安田

裕准教授 (水資源分野)､ 生物生産部門の安 萍准

教授 (生理生態分野)､ 恒川篤史教授､ 坪 充准教

授 (植物生産分野)､ 緑化保全部門の玉井重信教授､

山中典和准教授 (緑化・草地分野)､ 山本太平教授､

井上光弘准教授 (土地保全分野)､ 総合的砂漠化対

処部門の縄田浩志講師に､ 国内客員教員３名､ 外国

人客員研究者３名､ さらに若手のポスドク研究員16

名､ 事務・技術職員８名及び学生44名を加えた､ 総

数93名のスタッフで始まりました｡ 特に､ 最重点プ
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ロジェクトとなる､ 21世紀COEプログラム ｢乾燥地

科学プログラム｣ が最終年､ 日本学術振興会拠点大

学交流事業が第２段階の初年度になり､ 連日活気あ

る研究活動を展開しています｡ 新センター長・恒川

教授 (45歳)､ ４月着任の篠田教授 (46歳) と坪准

教授 (38歳) 等々､ 新進気鋭の若い世代が中心にな

り､ 新しい乾燥地研究の完成に向かって動き出しま

した｡

(緑化保全部門・山本太平)

平成19年４月１日

【採用】

生物資源環境学科

生命圏環境化学コース

栄養科学教育研究分野 助教 藪田行哲

国際乾燥地科学コース

乾燥地作物栽培学教育研究分野 准教授 西原英治

国際農業開発学教育研究分野 准教授 安延久美

乾燥地緑化保全学教育研究分野 助教 衣笠利彦

獣医学科

基礎獣医学学科目

応用動物学教育研究分野 助教 山下泰尚

【定年退職】

木村靖夫教授 奥村武信教授 八木俊彦教授

唐橋 需教授

【辞職】

小野悦郎教授 (九州大学へ)

本田尚正助教授 (茨城大学へ)

井上昭夫講師 (熊本県立大学へ)

平成19年６月１日

【採用】

農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

病態学研究部門 教授 山口剛士

平成19年７月１日

【採用】

獣医学科

獣医学科病態・予防獣医学学科目

獣医微生物学教育研究分野 助教 尾崎弘一

平成19年10月１日

【採用】

生物資源環境学科

環境共生科学コース

緑地防災学教育研究分野 准教授 芳賀弘和

生命圏環境化学コース

生命機能化学教育研究分野 講師 有馬二郎

【辞職】

新矢恭子准教授 (神戸大学へ)

支部長・森 田 利 夫 (Ａ昭41年卒)

関東同窓会では毎年10月に総会及び懇親会を開催

していますが､ 平成19年度は10月19日 (金) の18時

30分から東京都千代田区霞ヶ関の法曹会館において

開催され､ 会員28名が出席しました｡

総会では､ 本部からフィールドサイエンスセンター

教授の山名先生をお迎えし､ 大学の最近の様子等を

お伺いしました｡ その後型どおり18年度事業及び会

計報告､ 会計監査報告を行い､ 記念写真撮影から懇

親会と移り､ 会場から許された時間ぎりぎりの20時

30分まで､ 年一回の楽しい語らいの場を持つことが

できました｡

ところで､ 昨年までは土曜日のお昼に開催してい

農学部同窓会会報 (29号) 9

人人人人人人人人 事事事事事事事事

支部だより

�� �� �� ��



たのですが､ 若手・現役世代の出席が少なくなって

きたとの意見があり､ 今年は平日の夜に変更してみ

ました｡ その結果若手・現役の出席が増え目論見は

成功したのですが､ 返信はがきでご高齢の方から夜

間外出はできないというご意見もいただき､ また関

東では遠距離会員も多いので､ 来年以降どうするか

頭の痛いところです｡

現在の役員は､ 会長：森田利夫 (Ａ昭41年卒)､

副会長：植田昌明 (Ｅ昭33年卒)､ 山根康義 (Ｖ昭

34年卒)､ 品川正義 (Ｆ昭38年卒)､ 厨子 進 (Ｃ昭

42年卒)､ 佐藤 紳 (Ａ平４年修了)､ 幹事：三重野

信 (Ｎ平４年卒)､ 内田真司 (Ａ平７年修了)､ 山之

内留美子 (Ｎ平10年卒) ですが､ 前会長の爲季さん

には18年度までの８年間にわたり大変お世話になり

ました｡ この場を借りまして厚くお礼申し上げます｡

亀 崎 茂 男 (Ｅ平２年卒)

平成19年１月13日､ 恒例の静岡支部総会は､ 本部

より北村教授 (生物資源環境学科国際環境科学) の

ご来静を得て､ 静岡市内の ｢マイホテル竜宮｣ にて

行われました｡

花村支部長 (Ｖ昭43年卒) の挨拶のあと､ 平成７

年度から12年間に亘り副支部長を務められました渥

美美喜雄氏 (Ｖ昭35年卒) に代わり徳安憲一氏 (Ｅ

昭44年卒) が副支部長に就任することとなりました｡

つづいて､ 北村教授から大学の近況報告をいただき､

母校の今の状況に一同興味深く耳を傾けておりまし

た｡

総会後の懇親会は､ 会員同士の近況報告や情報交

換が行われ､ 転がる徳利の数に比例し盛り上がりを

増していき､ 幹事の締めの掛け声もかき消されんば

かりでした｡ 恒例の ｢貝殻節｣ の大合唱で第一幕は

閉じましたが､ 皆勢い収まらず二次会へと静岡の夜

の街へ進んでいきました｡

今回､ 初参加の新倉博文氏 (Ｖ昭56年卒) や18年

度より仕事で静岡に来られている川上昭彦さん (Ｎ

平４年卒) と盛永一美さん (Ｎ平12年卒) の新たな

参加者が増え､ 今後の参加者が徐々にでも増えてい

くよう期待を込め､ 次年度幹事の林学科に引き継ぎ

ました｡

このたよりをご覧の静岡県内にお住まいの方､ ぜ

ひ次回の出席を一同心よりお待ちしております｡

長谷川 和 久 (Ｃ昭40年卒)

2007年８月４日､ 金沢市内にて支部会を開いた｡

８月夏休み第一週末で行事が重なり､ 出席できない

方も多い中､ 大学より田邉賢二教授が来られ､ 大学

の状況や学生の様子等をうかがった｡ 当日､ 石川県

立大学附属農場の移動農業教室が近くで行われ､ 帰

途の同大農場長杉浦明先生 (果樹園芸) に飛び入り

参加していただき､ 広く懇親を深めた｡ 県内の支部

会員は約50名おりＯＢ､ 現役等で働き盛り､ 多忙な

活躍をしている｡

ところで､ 石川県は県土の約7割が林地､ 山岳地

で農林業は依然大切な産業である｡ ちなみに､ 地域

の関係行政では､ 故松岡利勝農林大臣の直接､ 間接

の配慮や氏と親交のあった会員もあり､ 早い死去の

報道は皆､ 誠に残念との思いであった｡ なお､ 長谷

川は熊本市での農業生産技術管理学会のあと､ 11月

４日阿蘇､ 内の牧地内､ 松岡氏の墓に参り､ お母様

にお会いし､ ふるさと､ 農林業振興を思う､ 誠実ま

じめな故人の人柄性格を改めて拝聴し､ やはり農学

部出の男だと思った｡ 後日､ 奥様よりお礼のお便り

と北陸の同窓生各位へ感謝の思いを伝えて頂きたい

と承った｡ 合掌｡

2008年 (平成20年) ２月１日10

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��



原 田 昭 夫 (Ｃ昭32年卒)

鳥取大学農学部同窓会愛知県支部 (愛知砂丘会)

第15回定時総会・懇親会が平成18年10月28日 (土)

午後５時から､ 例年と同様､ 名古屋市内のアイリス

愛知 (地方職員共済組合施設) において開催され､

ほぼ予定通りに進行して無事に終了しました｡

思い返してみますと､ 本会が､ 昭和59年３月に発

足して以来､ 定時総会・懇親会は､ 毎年１回のペー

スで開催されてきましたが､ 平成16年の規約改正以

降は､ 隔年開催の運びとなりました｡ その間､ ｢公

務員倫理規定｣ が公表され､ ｢公務員と民間企業関

係者との会食の機会を制限する｣ との趣旨が重視さ

れたことにより､ 一時期､ 開催自粛の経緯もありま

した｡ 今回は､ 以上のような経緯のものとで､ ２年

半少々の間をおいての開催となりました｡ ご来賓と

しては､ 本部役員諸氏には公務にご多忙のところ､

種々日程調整を頂いて後､ 副会長の田邉賢二教授を

お迎えしました｡

定刻・午後５時からの開催の総会では､ 事業報告､

会計報告､ 更に､ 次期役員 (案) の各議事が予定通

りに審議・了承されました｡ この中で､ 次期役員に

ついては､ 副支部長２名のうちの１名と幹事14名の

うちの１名､ 計２名の方々が新役員に選任され､ 残

りの支部長を含む役員15名は留任となりました｡

その後､ ご来賓として､ ご多端の折から遠路はる

ばるご臨席を賜りました田邉賢二副会長のご挨拶が

ありました｡ その中で､ 特に農学部の学生教育・学

術研究開発実績等を踏まえた鳥取大学の全国的な評

価と位置付けの高さについて､ 更に続いて､ 農学部

同窓会の活動の状況等についての情報提供を賜りま

した｡ 常日頃から､ このような話題に乏しい参加者

全員､ 大いなる関心を持ちながら拝聴させて頂きま

した｡ 特に､ 鳥取大学の全国的な評価と高い位置付

けについては､ 全員が､ 大学関係各位の一方ならぬ

ご尽力の程を大いに認識し､ 一様に驚きの表情を見

せるとともに､ 引き続いての話題ともなっていまし

た｡ 続いて､ 参加者全員が､ にこやかな表情での記

念集合写真に納まり､ その後本会のメインイベント

でもある懇親会に入りました｡

懇親会は､ 本会の本支部長で最長老の斎藤哲夫氏

の乾杯のご発声で幕を開け､ 約２時間少々の間､ 参

加者各位ともに居心地の良い場所を求めながら､ 落

ち着く場所に落ち着きつつ､ 久方ぶりでの友人・仲

間､ 先輩・後輩､ 仕事仲間などとの情報交換､ 懐か

しい昔話､ 近況報告､ 中には仕事・商取引？等々､

各テーブルともに料理に舌鼓を打ち､ 且つ､ 杯を重

ねながら､ 賑やかに話に華が咲く和やかで楽しいひ

と時を過ごしました｡

最後に､ 参加者全員で､ 次期定時総会・懇親会へ

の一人でも二人でもの参加者増加に向けての認識を

新たにしながら､ 又の再会を約しつつ散会しました｡

尚､ 今回は､ 会員26名の参加を得ましたが､ この

実績はその背景となる愛知砂丘会の会員数が220名

にも及ぶ中でのものであり､ 出席率としては11％少々

という例年通りの低調な状況でした｡ しかしながら､

開催案内に対しての返信数の割合が53％にも達して

いる状況に鑑みますと､ 本会は､ 約半数を超える方々

に関心を持って頂いているとの証しでもあります｡

このことからして､ 本愛知砂丘会の今後の運営に関

しての対応方法の吟味が非常に大切であるとの認識

を持った次第です｡ 中でも､ 特に､ 若い方たちの参

加の少なさへの対応が､ 引き続いての課題です｡

最後になりましたが､ 本部からの助成金のご恵与

に感謝いたしますとともに､ 今後とも､ 関係各位の

ご支援・ご鞭撻を賜りますことを祈念ながら､ 愛知

県支部報告と致します｡

内 藤 達 也 (Ｆ昭61年卒)

隔年で開催しております島根県支部総会を､ 今回

は平成18年11月27日に､ 松江市の ｢サンラポーむら

くも｣ で､ 総勢36名の出席により開催いたしました｡

例年のとおり､ 総会議事として事業報告と決算報
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告､ 事業計画と収支予算案､ 役員改選を行い､ すべ

て承認をいただきました｡

総会後は写真撮影の後､ 懇親会で親睦を深めまし

た｡ 懇親会は吉野会長のあいさつから始まり､ 本部

の田邊副会長からの近況報告の後､ 諸先輩方のすば

らしい特技・趣味のお披露目やご紹介などが次々と

飛び出し､ 事務局員一人ひとりのＰＲタイムなども

あり､なごやかで､大変盛り上がった会となりました｡

最後は､ 野津副会長の中締めによりお開きとなり

ました｡

次回は平成20年度の開催となります｡

会員の高齢化や､ 新会員の減少などにより年々出

席者が寂しくなってきているようですが､ 今後とも

鳥取大学農学部同窓会島根県支部への格別のご高配

を賜りますようよろしくお願いいたします｡

黒 井 大 (Ｆ平２年修了)

山口県支部では､ ８月25日 (土曜日)､ 山口市小

郡 ｢山口グランドホテル｣ において､ 平成19年度の

総会を開催しました｡ 何分にも､ 事務局の仕事は初

めてでありましたので､ 同窓会の案内の通知が遅れ､

準備期間が１ヶ月しかとることができず､ 参加者が

大変少ないのではないかと心配しておりました｡

しかし､ 藤岡正美 (Ａ昭45年卒) 会長をはじめ､

諸先輩方が幅広いネットワークを活用され､ 多くの

会員の方に声をかけていただき､ おかげさまで43名

もの方に参加をいただき､ 例年と同規模の同窓会を

開催することができました｡ ご参加いただいた皆様

に御礼申し上げます｡

さて､ 総会では､ 議事に先立ち､ 同窓会本部より

御来賓としてお迎えした尾谷浩先生(Ａ昭45年卒)か

ら鳥取大学の近況についてご報告をいただきました｡

続いて､ 役員の改選を行い､ 新たに山邊勝 (Ａ昭

47年卒) 先輩が会長に､ 羽島誠一 (Ｖ昭49年卒) 先

輩が副会長に選出されました｡ 就任のあいさつにお

いて､ 山邊会長から来年の同窓会は100人規模で開

催しようと､ 大きな目標をいただき相当なプレッシャー

をかけられましたので､ 山口県支部の会員の皆様､

来年の総会への出席をよろしくお願いいたします｡

総会に引き続いて行われた懇親会では､ 尾谷先生

が持参された鳥取大学のお酒 ｢強力｣ というお酒を

ご披露いただき､ みんなであっという間に平らげま

した｡ 大学がお酒を販売しているということをこの

度初めて知りましたので､ 今度､ 大学へ行く機会が

ありましたら､ 是非購入してみたいと思います｡ ど

しりとした味のお酒です｡ 皆さんも是非購入して呑

んで頂けたら大学も多少は潤うのではないか？と思

います｡

さて､ 昨年は､ ｢鳥取の思い出｣ が作成されまし

たので､ 今年も是非､ 作成しようということとなっ

ていましたので､ 総会の案内と一緒に執筆をお願い

したところ､ 短い期間ではございましたが５名の方

から原稿をいただきました｡ 各執筆者の方は50代

後半の方がほとんどですが､ よく30年以上前のこと

を覚えていらっしゃると感心するとともに､ この執

筆者の思いに負けないよう､ 事務局も頑張らねばな

らぬという気合いを込めて､ ｢鳥取の思い出｣ を作

成しました｡ (来年は､ どれくらいの原稿が集まる

のか楽しみにしています｡)

山口支部の最後の締めは､ 粟谷芳信先輩 (Ａ昭24

年卒) の ｢アイン・ツバイ・ドライ｣ の指揮により

ます ｢鳥取高等農林専門学校校歌｣ と ｢啓成寮寮歌｣

の大合唱ですが､ 今年は､ 残念ながらやむを得ない

理由でご欠席となりましたので､ 全員で ｢アイン・

ツバイ・ドライ｣ を行いました｡

事務局を引き受けて初めての総会・懇親会で､ 数々

の不手際にも係わらず､ 暖かく許して頂きました諸

先輩方､ ありがとうございました｡ また､ 若い人の

参加も大変嬉しかったです｡ 来年は､ 100人規模で

の開催に向けて頑張っていきたいと思います｡
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山 名 伸 樹 (Ｅ昭46年卒)

2007年11月18日 (土)､ 福岡市内にて20名の会員

出席のもと､ 支部総会が開催されました｡ 岡野支部

長の挨拶のあと､ 議事が進められ､ 庶務関係報告な

らびに会計報告が満場一致で承認されました｡ 大学

からは山名が出席し､ 大学の近況を報告するととも

に､ 農学部同窓会名簿作成への協力依頼を行いまし

た｡ 総会のあとの懇親会では､ 会員同士の情報交換

や近況報告に話が弾み､ あっという間に時間は流れ

ていきました｡ なお､ 総会の中で､ 高齢会員の会費

負担のあり方が議論になり､ 支部執行部で検討する

こととなりました｡

平 木 永 二 (Ｅ昭47年卒)

全国の ｢鳥取大学農学部同窓会｣ の会員の皆様に

は､ 益々ご健勝でご活躍のことと存じます｡

さて､ 宮崎における今年１番の出来事はというと､

やはり“東国原知事の誕生”です｡ 本年１月23日に

新知事就任後､ 鳥インフルエンザ発生騒ぎ等はあり

ましたが､ 知事のマスコミ露出度は全国知事の中で

も群を抜いており､ いまだに各種メディア等で知事

の話題が取り上げられております｡ お陰様で､ バス

ツアーなど観光コースに宮崎県庁が入る ｢県庁ツアー｣

が４月に開始されてから､ ８月14日には１日あたり

5500人の最多人数を記録し､ ９月までで15万人を突

破するなど県庁が新たな観光スポットの一つとして

注目を浴びております｡ また､ 10月からは個人客向

けに ｢そのまんま宮崎県庁ミニツアー｣ も始まって

おります｡

ところで､ 当支部会では久しぶりに活動を再開し

た昨年に引き続き本年も支部同窓会総会を11月18日

(日) に開催致しました｡ 生憎と本部からは､ 担当

された先生の都合が急に悪くなりご出席頂けません

でしたが､ 平成19年度総会議事の後､ 集まった会員

11人で久しぶりの再会に歓談の一時を過ごしました｡

例年だとこの時に本部からお出で頂いた先生に最近

の鳥大情勢などの情報提供を頂くのですが､ 本年は

その代わりに目黒幹事が入手した“シイタケ原料健

康補助食品”について ｢山陰中央新報｣ の記事など

を使って案内を行いました｡

最後になりましたが､ 全国の会員の皆様のご健康

と益々のご活躍をお祈りいたしまして､ 支部便りと

します｡

田 邉 賢 二 (Ａ昭43年卒)

平成19年６月23日 (日) 熊本県支部総会が､ 天下

の名城熊本城天守閣を間近に見るＫＫＲホテル熊本

において開催された｡ 出席者は熊本県在住の会員61

名中森尾由成会長他18名で､ 若い会員の出席が多かっ

た｡ 将来が楽しみな支部会である｡ 特筆されること

は米寿を迎えられた内藤大治氏 (Ａ昭16年卒) がお

元気に出席され､ 松岡大臣のこと､ 鳥取高農時代の

ことなど懐古談に花が咲いた｡ 同支部会は鳥大農学

部､ 同窓会員から初の大臣に就任された松岡利勝氏

(Ｆ昭44年卒) を代議士､ 大臣まで押し上げた大き

な力をもった支持団体である｡ 出席者全員大臣の早

過ぎる逝去を悼みつつ､ 残念な気持ちを語り合った｡

お開きには寮歌祭で使用されていた ｢鳥取高農｣

のハッピをはおり ｢大海原の水受けて｣ を高らかに

歌って散会した｡

この校歌で大変にムードが盛り上り､ 出席者の大

半が城下のとある居酒屋に集り､ おいしい焼酎を味

わいつつ若き鳥取時代の話､ 現職の頃の手柄話など

時の経つのも忘れて語り合った｡
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同窓会名簿発刊!!

㈱サラトに委託し､ 平成20年夏､ 名簿発刊の
予定です｡
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安 部 哲 夫 (Ｖ昭34年卒)

今年日本人の平均年齢は82歳となり65歳以上の

高齢者は総人口の21.5％となった｡ 2015年には25

％と推計され超高齢化社会における年金・医療介

護・高齢者の生き方などが大きな社会問題となっ

ている｡ 同窓会島根県支部の年齢構成も80歳半ば

を筆頭に高齢者が半数以上となり総会等での個人

的情報交換は高齢化問題と現役会員との話題格差

が顕著だ｡ 私は､ 地方公務員を定年退職後､ 再

就職した頃から残りの人生をこれまで関連してき

た職業分野から､ 自分本位で打ち込めるもので過

ごしたいと考えるようになった｡ そして､ 生涯の

趣味としてきた登山の登攀や縦走方法を改め神奈

備の山々の美しさや自然への感動を絵に描いてみ

ようと決めたのである｡ このためカルチャ－セン

タ－でデッサンと日本画を学んだが次第に体系的

な基礎技法や芸術の本質を学びたい気持ちが高ま

り､ 京都にある芸術系大学芸術学部美術科に67歳

で入学､ 卒業後の現在は絵を描くことが生きる基

軸となっている｡ 入学前に考えたことはこれから

の人生の時間をどう過ごすかと言うことであった｡

統計上の平均余命は10年余｡ 計画に誤算が生まれ

るかもしれないが努力をすれば残された時間でこ

の世に生きた証を得られるだろうと思ったのが当

時の心境である｡ 家庭の都合で通信学部に席を置

いたが学習形態は通学部と全く異なり､ 入学時送

られてくる教科書類で卒業までのカリキュラムを

自分で作りそれに沿った自宅学習と年数回教師と

対面学習できるスク－リングで成り立っている｡

テキストの課題をレポ－トや作品で提出､ 添削指

導を受け､ 後テストで修業単位を取得する｡ レポー

トもテストも合格しなければ次の課題に進むこと

ができない｡ 学生間の情報交換も少なく学校から

は定期的な学習情報以外個人的指示や連絡もない

孤独で自主的な学習は卒業率７％から解るように

厳しかったが自ら学ぶ能力や精神面は鍛え直され

たと思う｡

大学では教養学術や芸術専門科目､ 日本画基礎

技法のほか日本画の本質はアジア思想の基本部分

である仏教の ｢山川草木悉有仏性｣ の考えと深く

繋がっている事を学んだ｡ 全てのものに尊い生命､

生霊､ 霊魂がある自然崇拝の共存思想で､ キリス

ト､ イスラム等の一神宗教や欧米のルネサンス以

降の人間至上主義とは異なるものであり､ 人間の

欲望による歯止めのきかない世界的争いの根元的

な問題をも思考させられた｡ 卒業後は県内の美術

団体に所属し地元と中央画壇の画家に師従しなが

ら制作を続け公募展で作品評価を得ているが恐ろ

しい程自分の心境が画面に出てくる｡ 師からは､

自分を変えなければ良い絵は描けないと言われて

いる｡ 絵を描くことによって自分を変える｡ これ

がこれからの私の課題である｡

中国江南でスケッチ (浙江省烏鎮) 2005.4

第42回日展日本画部春季展 (平成19年)
題名 ｢古鎮の道｣

��������������
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近 藤 俊 雄 (Ｅ昭32年卒)

㈱名邦テクノ 技術本部長

昭和31年頃､ 農業水利学研究室で ｢愛知用水

いよいよ着工｣ の情報に接しました｡ 砂丘試験地

でライシメーターによる土壌水分測定など ｢畑地

かんがい｣ が卒論テーマであった私は､ 当時とし

ては初めて事業計画に畑地かんがいが含まれる愛

知用水の仕事をやりたい､ との淡い希望をもって

いました｡ 縁あって愛知県に就職し愛知用水の支

線水路事業に従事しました｡ 約20年後､ 施設の若

返り事業である愛知用水二期事業では､ 受益面積

の取りまとめから支線水路整備計画､ 事業実施ま

で､ 更に水資源開発公団へ出向して幹線工事にも

関わることとなりました｡ 私のライフワークとなっ

た愛知用水の今昔物語と近況を紹介します｡

愛知用水は､ 地形的条件から恒常的な水不足に

悩む知多半島農民の私財投じた用水運動が契機と

なって建設されたわが国最初の総合開発事業です｡

この用水運動は ｢プロジェクトX｣ でも紹介され

ました｡ この事業は､ 戦後の食料不足対策として

３万haの用水補給と水道用水､ 工業用水､ 発電な

どを目的としたものでした｡ 当時のわが国の財政

事情から世界銀行へ資金援助を要請しました｡ ２

年間に亘る世銀調査の結果､ 公団方式によるダム・

幹線・支線水路の一貫施工をすることとなった｡

昭和30年に設立された ｢愛知用水公団｣ には農林

省および各県から優秀な技術者が招聘され､ 公団

から支線水路を受託した愛知県でも数多くの派遣

職員をお願いしました｡ わが鳥取大学からも多く

の先輩が公団､ 県へ参加されました｡ 昭和32年に

ダム､ 幹線水路 (112㎞) 支線水路 (1012㎞) が

全面着工され､ 36年に総事業費422億円をもって

完成しました｡ 工期５年間での完成は空前絶後の

事業スピードでした｡

農業を主体として計画された愛知用水は､ 通水

直後から急激な都市化の進展により受益地は１万

５千haに半減し､ 都市用水 (工業・水道用水) の

需要が急増しました｡

愛知用水二期事業は､ 幹線水路の老朽化と増加

した都市用水に対応するため､ また､ 支線水路は

受益の変動と老朽化対策として昭和58年に着工し､

平成17年に完成しました｡ 新たに増加した都市用

水は､ その後完成した阿木川ダム､ 味噌川ダム､

長良川河口堰等で賄うこととなっています｡ この

結果､ 年間使用水量比率は､ 農業用水が当初計画

65％から24％へ､ 都市用水は35％から76％へと逆

転しました｡ 水利計画の劇的な変更は愛知用水の

大きな特色です｡

愛知県では､ 愛知用水､ 豊川用水などの大規模

水利施設の完成で農業生産額は全国第五位､ 工業

出荷額は第一位となっています｡ 愛知用水事業に

関わった先人のご苦労に対して敬意を表するとと

もに､ 愛知県に水の恵みをもたらした水源地域へ

の感謝の気持ちを忘れてはならないと思っており

ます｡

定年後は､ 同窓会活動に参画しましたが､ ２年

前から鳥取県人会幹事として各種イベントに参加

しています｡ 6月の定例総会は､ 鳥取から数多く

の来賓が持参された鳥取名産お土産の抽選が楽し

みです｡ 余興の ｢鳥取砂丘｣ ｢三朝小唄｣ 合唱で

は鳥取・倉吉市長さんも飛び入り参加され､ 大い

に盛り上がりました｡ ９月の全国県人会祭では法

被を着て二十世紀､ 砂丘長芋などを販売しました｡

名古屋で開催された ｢鳥取大学ビジネス交流会｣

には県人会役員として参加しました｡ 久しぶりで

岩崎理事にお会いし､ ｢きのこの研究｣ を聞かせ

て頂きました｡ 来年も開催されるとのことですが､

法人化後の活動を大いに期待しています｡

高蔵寺ニュータウンと改築後の愛知用水

��������������
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会員の皆様にはお元気でお過しの事と存じます｡
2007年､ 工事の爆音とともに仕事納め､ 明けて2008年､

内装工事のいい臭い?? に悩まされつつ､ 仕事をしておりま
す｡ 大学も法人化４年目､ 各大学が様々な“大学ブランド”
を発表しております｡ 今回､ ご紹介するのは鳥取大学が守
り繋いだ幻の酒米で作った ｢強力｣ です｡

かつては特産酒米としてたくさん生産されていた強力､
しかし､ 収穫量の少なさ､ 尋常ならぬ背丈､ 大粒のための
倒伏などの理由で姿を消し､ その種子は県農業試験場にも､
農林水産省にも保存されておりませんでした｡ が､ あった
のです｡ 農学部作物学研究室に!! 鳥取にしかない酒米と､
鳥取の清らかな水を使った地酒“いなば鶴 強力”が平成
元年､ 地元の蔵元にて見事復活しました｡ 昨年からは､ 鳥
取大学の名前入りラベル (鳥取大学の伝統と ｢命を守る｣
という使命感がなしえた奇跡に近い復活劇であったと記載)

の ｢強力｣ を大学生協で取り扱っております｡ 是非一度お
試し下さい｡

｢強力｣ というと､ 昔､ とてもよくしてくださった作物
学の某先生 (強力復活の時､ 私もおこぼれをいただいたの
ですが……｡)
｢姫?? 何だぁ､ 飲めんだかいな｣ ｢いけりゃあせん!!｣
｢先生､ ごっつい好きですね｣
｢わしが酒を好きなんじゃああらせんで!! 酒が好きだー､

好きだーと寄ってくるだけえ……｣
すこぶるおおらかで､ 可愛い？先生は今もご健在です｡
｢強力｣ 深みとキレのあるおいしいお酒だそうです｡ 変

わりゆく時代の中で､ 途絶えてはならない大切なものが､
粋なエッセンスとして､ 入っているからかもしれません｡

事務局 北嶋 邦恵
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農学部同窓会前会

長林真二先生は､ 去

る平成19年７月21日､

心不全のためご自宅

で逝去されました｡

(葬儀は７月23日に

行われました｡) 享

年84歳でした｡

先生は大正13年２月６日､ 徳島市でお生まれに

なり､ 昭和19年９月鳥取農林専門学校をご卒業後､

京都帝国大学農学部にご入学､ 昭和23年９月にご

卒業され､ 10月より同大学農学部附属農場の助手

として勤務されました｡ 昭和25年､ 鳥取大学農学

部に移られ､ 助手､ 講師､ 助教授を経て､ 昭和39

年教授に就任され､ 園芸学講座を担当されました｡

39年間の在職中数多くの研究業績を残されると共

に多くの学生､ 院生および後進を育てられ､ 一方

では大学評議員､ 農学部長として大学運営に手腕

を発揮されました｡ 平成元年定年退官された後､

同年４月より鳥取大学学長に就任され､ ２期６年

大学運営に尽力されました｡

鳥取大学における通算45年間､ 教育・研究と大

学運営に心血を傾注されたばかりでなく､ 国土庁

国土審議会特別委員､ ＮＨＫ番組審議会委員､ 鳥

取県総合開発審議会会長等の重要な委員を歴任さ

れました｡

先生は果樹園芸学､ 特にニホンナシの樹体およ

び果実の発育生理とそれに基づく栽培技術開発の

研究で業績を残されました｡ ニホンナシ二十世紀

について樹体内貯蔵養分と果実発育との関係の解

明やエセホン (商品名エスレル) によるナシ果実

の成熟促進､ ジベレリンによる果実の肥大促進な

どの技術開発により､ ナシ産地に著しく寄与され

ました｡ これらの業績によって昭和59年日本農学

賞､ 読売農学賞を受賞されています｡

先生は ｢地方大学は地域に軸足を置き､ 産地が

抱える問題を研究室に持ち帰り､ 解明してその成

果を産地に還元して､ 発展に寄与するもの｣ とい

う姿勢を貫かれ､ 地方大学農学部のあるべき姿勢､

模範を示してこられました｡ また先生はご在職中

から逝去されるまで､ 強い母校愛と後輩思いの心

情に裏打ちされたすばらしい教育､ 人材育成､ 学

部及び大学運営､ 同窓会運営をしてくださいまし

た｡ 先生の生前のお姿とこれらのご業績は末永く

同窓生の心に生き続くことでしょう｡

ここに先生のご功績とお人柄を偲び､ 謹んでご

冥福をお祈り申し上げます｡

合掌

平成19年12月

学内副会長 田邉 賢二
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