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農学部同窓会会報（32号）
又５月の総会で、大学の岩崎理事より鳥取大学学

あ い さ つ

友会（仮称）設立についての説明がありました。現
在鳥取大学には４学部にそれぞれ同窓会組織があ

農学部同窓会会長

朝

倉

り、独自に卒業生への情報発信や教職員との連携を

晉

行っていますが、今後もさらに大学の存在基盤を強
固なものとするため、各同窓会のゆるやかな結合体

今年の夏は鳥取地方でも連日30度以上の猛暑日が

として鳥取大学学友会（仮称）を設置し、学部の枠

続きました。同窓会会員の皆様には各界でお元気で

を越えた卒業生への情報発信を行うと共に、同窓生

御活躍の事とお慶び申し上げます。

の全学的な連携を図る事を目的としたものでありま

さて、今年５月の総会におきまして、同窓会会長

す。

代行から会長に選任され、大役を仰せつかることと

その後７月に各学部同窓会代表が出席した大学側

なりました。もとより微力非才でありますが、皆様

との会合が持たれ、各学部同窓会代表から設立に対

のお力添えを戴きながら心を新たに、農学部同窓会

する意見交換がありましたが、結局各学部同窓会が

の発展のために努力していく所存でありますので、 設立案を持ち帰り、更に検討を進める事となりまし
よろしく御願い申し上げます。

た。

ところで、鳥取大学も法人化されて７年目を迎

農学部同窓会におきましても、役員会等に図り議

え、大学の運営費交付金の予算配分など、一大学の

論致したいと考えているところであります。なおこ

経営理念の導入や世界を視野に入れた研究・人材育

の事につきましては文部科学省の指導もあるかの様

成、更に地域社会への貢献等大学を取り巻く環境は

であり、全国国立大学のうち、大学同窓会の未成立

年々厳しさを増しています。この様な時代を迎え農

は10大学程度との事であります。今後の詳細につい

学部同窓会も新しい視野に立って、学生に魅力ある

ては、会報等でお知らせする事と致します。

研究や学習の場を提供するなど、これまで以上に大

終りになりましたが、会員皆様方の御発展と御健

学に対し充実した活動援助を行っていく必要がある

勝を祈念致しましてあいさつとさせていただきま

と思っています。会員皆様の格別の御協力を御願い

す。

申し上げる次第であります。

長、鳥取県農林水産部長他多くの関係者にお集まり

農学部長あいさつ
島

廣

５月８日には高農の講堂の玄関部分と山田玄太郎
先生の胸像の移転完成式典が中庭で行われました。

農 学 部 長

中

頂き、盛大に行われました。

光

同窓会のみなさまには、益々ご健勝でご活躍のこ
ととお慶び申し上げます。

この高農の講堂は元々吉方のサンヨー敷地内にあっ
たもので、2001 年に農学部 80 周年記念事業として
玄関部分だけを湖山キャンパスの旧缶詰工場（現在
の農学部６号館）前に移転しました。しかし 10 年

鳥取大学農学部では５月７日に農学部附属動物医

も経つと玄関の木が腐りはじめ修理をしないと危な

療センター竣工式を行いました。増改築工事が完了

い状態になり修理と同時にもっと目立つ場所への移

し、この４月から名称も動物病院から動物医療セン

転を検討することになり、そこで選ばれたのが農学

ターに変更、MRI, CT を備えた動物の高度医療セ

部棟の東側の中庭です。この近くには、同窓の椎、

ンターとして新しくスタートしました。竣工式には

啓成の楠という高農や啓成寮（学生寮）から移植し

鳥取市長、日本獣医師会会長、鳥取県獣医師会会

た２本の巨木があり、この中庭を「同窓の広場」と
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して整備する計画がありました。今回はこの「同窓

DVD でした。新入生の保護者のみなさまがこれを

の広場」の整備の第一段階として、同窓会のご援助

見られたら、自分の息子、娘は歴史と伝統のあるな

を賜りながら高農の講堂玄関部分の修理移転と山田

んとすばらしい学部に入学したことかと喜ぶこと請

玄太郎先生の胸像の移転を行いました。この庭には

け合いだと思います。また、総会後の懇親会では大

芝生もあり木製のベンチもあり、学生や教職員の憩

先輩達から「農学部のことをよろしく頼む。」と叱

いの場として、また、イベント広場としても使える

咤激励され、残された任期はわずかではありますが

すばらしい庭になりつつあります。同窓会のみなさ

頑張らなければと意を新たにしました。

まには是非一度ご覧頂けたらと思います。今回の「同

法人化後６年が経ち、国立大学法人は第２期に入

窓の広場」の整備につきましては同窓会に多大なご

りました。農学部では受験生の確保や教育・研究の

支援を頂きました。本当にありがとうございました。 面ではうまくいっておりますが、学生の就職の部分
また、５月 29 日に開催された同窓会の総会では

で最近の不況の影響をもろに受けて苦戦しておりま

高農の建物をコンピュータグラフィクスで再現し

す。是非とも同窓会の会員のみなさまにもこの点お

た DVD の試写がありました。鳥取大学農学部の歴

力添え頂けたらと思います。よろしくお願い申し上

史や伝統が強く感じられるすばらしい仕上がりの

げます。

定

期

総

２年に一度開催される定期総会が、平成 22 年５
月 29 日（土）の午前 11 時より、ホテルモナーク鳥
取において、74 名の同窓生が参加して開催されま
した。今回は、数多くの支部から同窓生の方々に参
加いただくことができて、賑やかな集まりとなりま
した。
開会のあと、朝倉晋会長代行の挨拶に続いて、来
賓の中島農学部長より農学部の近況について説明を
受けました。その後、議長選出を行い、議長にはＦ
37 年卒業の作野友康氏が選ばれ、作野議長の司会
進行のもと、報告・協議事項の審議へと入りました。
まず、学内幹事（能美：Ｂ昭 55 年卒）より平成
20・21 年度事業報告が行われました。
引き続いて、中田学内幹事（Ａ昭 49 年卒）より、
平成 20・21 年度会計報告があり、小原隆三監事（Ａ
昭 28 年卒）の監査報告のあと、事業報告・会計報
告とも満場一致で承認されました。
つぎに、平成 22・23 年度事業計画案について学
内幹事（能美）より説明がありました。
また、中田学内幹事より、平成 22・23 年度予算
案について説明がありました。そして、審議の結果、
事業計画案、予算案ともに全会一致で承認されまし
た。ついで、役員改選に入り、役員検討委員の協議
により、以下の新役員が提案され（敬称略）、満場
一致で承認されました。
会
長：朝倉 晋（Ｆ昭 29 年卒）
副 会 長：秋藤宏之（Ａ昭 31 年卒）、山口 亨（Ｃ
昭 31 年卒）、林 隆敏（Ｖ昭 35 年卒）、
作野友康（Ｆ昭 37 年卒）、木村 肇（Ｅ

会

報

告

昭 31 年卒）、前田千博（Ｂ昭 35 年卒）
監
事：小原隆三（Ａ昭 28 年卒）、川下全功（Ｆ
昭 39 年卒）、中田 昇（Ａ昭 49 年卒）
《学内事務局》
学内副会長：北村義信（Ｅ昭 46 年卒）
常任幹事：古塚秀夫（Ｂ昭 51 年卒）、前川二太郎（Ａ
昭 53 年卒）、竹内 崇（Ｖ昭 61 年卒）、
遠藤常嘉（Ｎ平４年卒）
なお、以上のほかに、①農学部同窓会 90 周年記
念事業の検討、②大学から提案のあった学友会構想
の検討、③鳥取高農ＤＶＤの販売等についても説明
がありました。さらに、審議のなかでは、同窓会の
今後のあり方を考える必要があり、同窓会のあり方
検討委員会を再度設定してほしい、との意見も出さ
れました。
報告・協議事項が終了した後、鳥取高農 DVD の
試写が行われ、約 23 分にわたって会場内に DVD
の映像が流れました。ＤＶＤでは、鳥取高農創設時
からの教育研究活動、学生生活、等がＣＧ画面や昔
の写真をもとに紹介されており、参加者は昔の懐か
しい映像に深く見入っていました。
また、総会終了後の懇親会では、各支部からの出
席者による支部活動報告が行われ、参加者同士で
旧交を暖めあうとともに、最後は DVD の別チャプ
ターに入っている鳥取高農校歌と啓成寮寮歌を合唱
して、盛会のなか、午後２時頃に懇親会は無事に終
了しました。
（能美 誠：Ｂ昭 55 年卒）
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平成 20・21 年度事業報告
１・定期総会（平成20年５月10日 ウェルシティ
鳥取厚生年金会館）
２・名簿発刊（平成20年７月）
３・会報発行（第30号・平成21年２月、第31号・
平成22年２月）
４・支部活動等
支部総会 23支部
北海道支部（H20.6）
熊本県支部（H20.6）
滋賀県支部（H20.6）
鳥取中部支部（H20.7）
山口県支部（H20.7）
福岡県支部（H20.7）
岡山県支部（H20.8）
香川県支部（H20.9）
関東支部（H20.9）
沖縄県支部（H20.9）
愛知県支部（H20.10） 島根県支部（H20.11）
宮崎県支部（H20.11） 富山県支部（H20.11）
静岡県支部（H21.1）
熊本県支部（H21.6）
関東支部（H21.6）
鳥取中部支部（H21.7）
和歌山県支部（H21.7） 山口県支部（H21.8）
宮崎県支部（H21.11） 静岡県支部（H22.1）
京都支部（H22.2）

クラス会 18クラス
C昭和32年 V昭和32年 V昭和36年 V昭和43年
Ｖ昭和45年 Ａ昭和45年 Ｖ昭和25年 Ｖ昭和42年
Ｂ昭和37年 Ｂ昭和40年 Ｖ昭和40年 Ｃ昭和20年
Ｆ昭和36年 Ｖ昭和30年 Ｆ昭和34年 Ｅ昭和45年
Ａ昭和25年 Ｖ昭和34年
５・卒業祝賀会援助（平成21年３月18日、平成22年
３月25日）
６・慶弔事
供花 西尾迢富氏（C昭22年）
叙勲 石原 昻氏（C昭25年）
坪倉 操氏（V昭25年）
長井武雄氏（旧教員）
弔電
金尾克己氏（Ａ昭22年）

井上博義氏（Ｖ昭34年）

林

藤縄勝己氏（Ｆ昭31年）

政實氏（Ｖ昭39年）

松本

誠氏（Ｖ昭25年）

三浦守夫氏（Ｆ昭23年）

西尾迢富氏（Ｃ昭22年）
山根乙彦氏（旧教員）

小山田浩三氏（Ｃ昭和16年）

７・卒業生、新入生への記念品贈呈
８・その他

高農校舎ＤＶＤ「久遠の命培いて」が完成
１．久遠の命培いて（約 24 分）
２．鳥取高等農業学校「大海原の水うけて」
（約２分 40 秒）
３．啓成寮寮歌「千古尽きせぬ海の音」
（約３分）

1 枚…1,000 円
（送料込み）
（会費とは別の振込
用紙にてお申込み
下さい。）

会 員 の 皆 様 へ
現住所、勤務先等変更がございましたら、下記住所、アドレスまで連絡くださいますよう
お願い申し上げます。
〒６８０−８５５０ 鳥取市湖山町南４丁目１０１
ＴＥＬ ０８５７−２８−９２６２
メールアドレス dousou@muses.tottori-u.ac.jp
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平成 20・21 年度会計報告

＜一般会計＞
収入の部
科

平成 22 年３月 31 日
（円）

目

予

算

前年度繰越金

額

入会金
会費
預金利息
事業会計より
計

差引残額

2,077,909

備

考

0

2,200,000

2,350,000

150,000

25,300,000

29,504,950

4,204,950

終身

3,937,750（169 件）

平成 20・21 年入学
4,417,200（935 件）

12,259

37,673

25,414

一般

0

67,643

67,643

新入生 21,150,000（470 件）

林学同窓会より
合

収入済額

2,077,909

409,832

409,980

148

30,000,000

34,448,155

4,448,155

支出の部
科

（円）
目

予 算 額

支出済額

差引残額

備

事務費

600,000

137,458

462,542

通信運搬費

600,000

527,026

72,974

会議費

700,000

838,350

旅費

2,500,000

1,777,000

支部援助金

1,200,000

1,230,000

賃金

6,000,000

5,556,000

会報発行費

3,500,000

4,045,863

慶弔費

△

考

事務用品、コピー代等
電話料、郵送料等

138,350

幹事会、役員会

723,000

支部総会出席旅費

△

30,000

23 支部、18 クラス会

444,000

賃金、事務謝金

△

545,863

会報第 30 号 ,31 号

100,000

53,771

46,229

1,400,000

1,400,000

0

総会費

600,000

470,370

129,630

平成 20 年 5 月 10 日

学科コース援助金

800,000

700,000

100,000

7 コース（@100,000）

備品費

100,000

415,170

△

315,170

コピー機

広報記録費

700,000

859,740

△

159,740

卒業生、新入生記念品

1,000,000

1,605,289

△

605,289

新入生分買取

100,000

100,000

卒業祝賀会

名簿代
退職積立金
会費
終身会費積立金
予備費
合

収入額

計

34,448,155 円

−

0

380,000

△

380,000

10,000,000

13,000,000

△

3,000,000

100,000

0

30,000,000

33,096,037

支出額

33,096,037 円

＜基本財産＞
科

目

予算額
12,303,027

金預金利息

6,973

計

＝

平成 20 年・21 年度
退学者、返金者

100,000
△

3,096,037

1,352,118 円（次年度繰越）

12,310,000

収入済額

備

考

科

＜終身会費積立金＞
予算額
47,023,898
76,102
10,000,000
57,100,000

目

前年度繰越金

12,303,027
197,044 定期預金利息
12,500,071

預金利息
一般会計より
合

科
目
前年度繰越金
預金利息
一般会計より
合
計

平成 21 年・22 年 3 月

（円） ＜退職積立金＞

前年度繰越
合

0

祝・弔電、供花

（円）
収入済額
備
考
47,023,898 平成 12 年度より
276,301 定期預金利息
13,000,000
60,300,199

計

予

（円）
算

額

収入済額

備

考

706,393

706,393 平成６年度より

1,607

3,360 定期預金利息

100,000

100,000

808,000

809,753
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平成 22 年４月１日

平成 22・23 年度事業計画
１．総会

平成 22 年５月 29 日（土）
午前 11 時より ホテルモナーク鳥取
２．支部活動の支援
３．会報の発行（第 32・33 号）
４．終身会費の推進、会費納入の向上

５．鳥取高農 DVD 製作
６．高農講堂玄関・山田校長胸像移設
７．学科コースへの援助
８．卒業生、新入生へ記念品贈呈
９．その他

平成 22・23 年度予算
＜基本財産＞

＜一般会計＞
収入の部
科
目
前年度繰越金
入会金
会費
預金利息
事業会計より
合
計

（円）
予 算 額
1,352,118
2,300,000
26,330,000
17,882
0
30,000,000

備

平成 22・23 年度
終身会費、一般会費

目

予 算 額

前年度繰越

12,500,071

金預金利息

99,929

合

計

備

考

定期預金

12,600,000

＜収入＞
（円）

予 算 額
500,000
600,000
700,000
2,500,000
1,200,000
6,000,000
4,000,000
100,000
1,400,000
1,000,000
2,000,000
500,000
2,000,000
700,000
100,000
100,000
1,500,000
5,000,000
100,000
300,000,000

科

＜終身会費積立金＞

支出の部
科
目
事務費
通信運搬費
会議費
旅費
支部総会援助
賃金
会報発行費
慶弔費
卒業祝賀会
総会費
支部強化費
広報記録費
記念品費
学科ｺｰｽ援助金
備品費
退職積立金
名簿代
終身会費積立金
予備費
合
計

考

（円）

備
考
事務用品等
電話代、郵送料等
幹事会、役員会
支部総会出席旅費
支部援助金、クラス会援助金
賃金、謝金
会報第 32・33 号
祝電、弔電等
平成 22・23 年度
平成 22 年５月 29 日
定期総会参加費用（宿泊、旅費）
就職ガイダンス、入会案内等
卒業生、新入生
７コース
平成 22・23 年度
新入生買取分

（円）

科

目

予

前年度繰越金

算

額

60,300,199

預金利息

99,801

一般会計より

5,000,000

合

計

65,400,000

＜支出＞

（円）

科

目

予

算

額

高農講堂門・胸像移設設置費

4,000,000

高農 DVD 製作費

6,000,000

合

計

10,000,000

＜退職積立金＞
科

目

前年度繰越金
預金利息
一般会計より
合

計

（円）
予

算

額

備

考

809,753

平成６年度より

1,247

定期預金利息

100,000
911,000

スペースシャトル
（若田光一さん）と
同 乗 し た「 宇 宙 カ ボ
チャ」がフィールドサ
イエンスセンターでた
わわに実る!!
〈撮影

近藤 謙介

平10年卒〉
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是非お立ち寄りいただきますとともに、今後とも温

コーストピックス
生物生産科学
同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。生物

かいご支援をお願い申し上げます ｡
（田村

文男・Ａ昭 57 年卒）

植物菌類資源科学
同窓会員の皆様、お元気でご活躍のことと思いま

生産科学コースの近況をお伝えいたします。昨年度

す。植物菌類資源科学コースも早や 6 年目を迎え、

は約 50 名の卒業生、修了生が社会へと巣立ちまし

この春には 2 回目の卒業生 36 名を送り出しました。

た。農学科、生物生産の先輩諸氏のお近くにおりま

進路の内訳は昨年度に引き続き、およそ半数近くが

したら温かいご指導、ご叱責をお願いする次第です。 大学院へ進学し、就職希望者については厳しい状況
また、進学する学生も多く、主に本学の修士課程、 であるにも関わらずほぼ全員が職に就くことができ
博士課程に入学し学研を深める予定です。一方、当

ました。さて、本コースの教育目的は、植物と菌類

コースでは今年度も新２年生 36 名を迎え、５月に

の遺伝資源を、さらにはバイオテクノロジーを用い

オリザ会は総会と懇親会を実施いたしました。恒例

て、人類が直面する食糧・健康問題や地球が抱える

になりました摩尼山を会場に、約 150 名の参加を得

砂漠化・環境問題を解決することのできる人材を育

て盛会のうちに開催されました。農学科、生物生産

成することです。現在、全教員がグローバルＣＯＥ

学コースから引き継いで、実に 50 年以上にもおよ

プログラムの研究活動に励むかたわら、社会に貢献

ぶ活動を続けている次第です。７月には３年生の研

できる人材育成の面でも、皆様のご期待に応えるべ

究室への分属も終わり、各研究室とも新体制が整っ

く精力的に取り組んでおります。教員体制は、昨年

たところです。

度と同様に、以下の 11 人です。

一方、教員組織も変わっております。昨年度から

植物環境生理学分野

岡

近藤謙介先生（施設園芸学 N 平 10 年卒）を迎え、

植物分子生物学分野

上中弘典

准教授

教育・研究体制を充実させました。当コース待望の

植物遺伝学分野

田中裕之

准教授

野菜関係の教員として教育研究を担当していただい

植物育種学分野

辻本

壽

教授

ております。当コースの教員の中から中田昇先生（栽

植物生理学分野

田中

浄

教授

培技術学 A 昭 49 年卒）は附属幼稚園長を、山口武

菌類分子系統学分野

須原弘登

講師

視先生（作物管理学 A 昭 58 年卒）は副学部長を、

微生物資源学分野

會見忠則

教授

山名伸樹先生（生物生産機械学Ｅ昭 46 年卒）には

菌類育種栽培学分野

霜村典宏

准教授

フィールドサイエンスセンター長を、児玉基一朗先

菌類資源生態学分野

岩瀬剛二

教授

生（植物病理学）にはコース代表をそれぞれ昨年度

菌類分類学分野

前川二太郎

教授

からお勤めいただいており、公私ともにお忙しい毎

菌類遺伝資源学分野

松本晃幸

教授

日をお過ごしです。その他、尾谷浩先生（植物病学

どうか引き続き、同窓の皆様のご支援とご協力を

Ａ昭 45 年卒）、富田因則先生（分子遺伝学） 、板

で教育研究に邁進しております。
と こ ろ で、 昨 年 度 末 に 本 コ ー ス に 関 係 の 深 い

講師

よろしくお願い申し上げます。
（松本晃幸・C 昭 52 年卒）

井章浩先生（分子園芸学）､ 中秀司先生（昆虫制御
学）、田村文男（果樹園芸学 A 昭 57 年卒）の体制

真理子

生命・食機能科学
同窓会員の皆様には益々ご健勝でご活躍のことと

フィールドサイエンスセンター本館（旧農場本館） お慶び申し上げます。本コースの近況をお知らせい
も全面改装されました。その他、学部の教育・研究

たします。昨年４月に名称が生命圏環境化学コース

施設も以前にもまして充実してまいりました。同窓

から変更になりました。現在学生は４年生 34 名、

の教員も多くおりますので、お近くにおいでの際は

３年生 36 名、２年生 34 人が在籍しております。３
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年生は研究室分属を間近に控え、どの研究室にしよ

教授（森林生態系管理学分野）、長澤良太教授（景

うかと、期末試験中にもかかわらず、それぞれの研

観生態学分野）、服部九二雄教授（基盤造構学分野）、

究室の情報集めを行っているようです。

日置佳之教授（生態工学分野）、古川郁夫教授（環

教員の方では、新しく岩崎崇助教が着任され、本

境木材料学分野）、山本福壽教授（造林学分野・Ｆ

コースの教員は 10 人になりました。中島廣光教授

昭 49 年卒）、猪迫耕二准教授（水土環境保全学分野）、

は学部長、河野強教授は代議員、森信寛教授は就職

市原恒一准教授（森林利用システム学分野）、緒方

指導委員長、山崎良平教授（Ｃ昭５年卒）はコース

英彦准教授（水利施設機能学）、芳賀弘和准教授（緑

代表、渡辺文雄教授は大学院のコース代表として研

地防災学分野）
、三竿善明准教授（農林制御工学分

究・教育以外にも管理・運営に多忙な日々を元気に

野）、齊藤忠臣講師（地圏環境保全学分野）、清水克

過ごしておられます。石原享准教授、有馬二朗講師、 之講師（水圏環境評価学分野）の 14 名です。
藪田行哲助教と小職も元気に教育・研究に取り組ん
でおります。
本年６月には渡辺教授・藪田助教の研究室の修士

（水土環境保全学・猪迫耕二）

フードシステム科学

２年大塚賢二君（C 平 19 年卒）が日本ビタミン学

同窓会の皆様にフードシステム科学コースの近況

会第 62 回大会において学生表彰優秀発表賞を受賞

をご報告いたします。まず第１に、教員についてで

されました。この場を借りてご報告させて頂きます。 すが、教員は次の８名です。すなわち、小林一教授（農
おめでとうございます。

業経営学・Ｂ昭 48 年卒）、松村一善准教授（農業経

最後に今年度の学生の就職戦線は例年になく厳し

営管理学）、佐藤俊夫教授（ファーミングシステム

く、まだ進路が決まっていない学生もいます。同窓

学）、能美誠教授（食環境経済分析学・Ｂ昭 55 年卒）、

会員の皆様にはお力添えを賜りますようお願い申し

松田敏信教授（消費者行動学）、古塚秀夫教授（会

上げます。

（有機化学・一柳

剛） 計・経営システム学・Ｂ昭５年卒）、万里准教授（流
通情報解析学）
、片野洋平助教（食・農・環境の法

環境共生科学

社会学）です。小林先生は副学長、能美先生は農学

同窓生の皆様におかれましては日々ご清栄のこと

部代議員、古塚は生物資源環境学科長として大学・

とお慶び申し上げます。さて、環境共生科学コース

学部運営に尽力しています。また、片野先生は平成

では、 人類と自然環境の持続的共生

をキャッチ

22 年度に米国ワシントン大学で在外研究をしてい

フレーズとして、環境資源としての水・土・緑に関

ます。第２に、研究・教育についてです。その１と

する専門知識の修得を目標に日々教育に邁進してい

して、昨年（平成 21 年）10 月に「東アジアにおけ

ます。

る食料消費の現状と展望」というテーマで日中韓合

本年度は新コースになって初めての大学院修士課

同国際シンポジウムを開催しています。座長は佐藤

程修了者を輩出する予定となっています。また、本

先生、報告者の１名は松田先生でした。その２とし

コースには農学部で唯一、日本技術者教育認定機構

て、昨年 12 月に「中国地方における農産物輸出の

（いわゆる JABEE）から認定を受けた技術者教育

現状と今後の展望・課題」というテーマで地域農林

プログラム（地域環境工学プログラム）があります。 経済学会中国支部大会を開催しています。座長は佐
諸般の事情で、残念ながら、現 4 年生の卒業を持っ

藤先生、報告者の１名は古塚でした。第３に、昨年

て本プログラムの運営を終了することになっていま

12 月に教員 OB を含めて「今井ᥲ蔵先生を偲ぶ会」

す。すでに、大幅に変更した新カリキュラムも走っ

を開催しています。教員 OB として尾崎繁先生（B

ており、２、３年生は新しくなったカリキュラムで

昭 30 年卒）
、藤井嘉儀先生（B 昭 35 年卒）、永木正

日夜学習に励んでいます。

和先生、北川太一先生に参加していただきました。

現在、本コースの教育を担当しているのは、北村

以上のように、われわれのコースのスタッフは一

義信教授（水利用学分野・Ｅ昭 46 年卒）、佐野淳之

所懸命に大学・学部運営、研究・教育に頑張ってお
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ります。同窓会の皆様には今後とも温かいご支援を

の斎藤俊之准教授が定年退職され、後任には４月１

よろしくお願いいたします。

日付で高橋賢次准教授が着任されております。また、

（古塚

秀夫・Ｂ昭 51 年卒） 獣医寄生虫病学の岡本宗裕准教授は４月１日付で京
都大学霊長類研究所教授にご栄転されました。益々

国際乾燥地科学

のご活躍をお祈りいたします。同じく 4 月 1 日付で

同窓会員の皆様におかれましては、益々、ご健勝
でご活躍中のことと、お慶び申し上げます。
コースでは現在、学部学生２年生 28 名、３年生

獣医外科学に大﨑智弘准教授が、さらに 6 月 1 日付
で獣医繁殖学に檜垣彰吾助教がそれぞれ着任されて
おります。これまで獣医学教育の充実を図るべく、

27 名、４年生 29 名、修士学生１年生 16 名、２年

多方面からのご協力をいただいておりましたが、4

生 11 名が在籍しております。４年生と修士２年生

月に獣医衛生学教育研究分野が新設され、鳥由来人

は、今まさに卒業論文、修士論文、就職活動などに

獣共通感染症疫学研究センターから山口剛士教授と

取り組み、充実した貴重な学生生活最後の年を、そ

笛吹達史講師が就任されました。現在 19 教育研究

れぞれ送っています。

分野があり、教員総数は 33 名となっております。

藤山英保教授はグローバル COE プログラム「乾

動物病院は４月１日から動物医療センターと改称

燥地科学拠点の世界展開」の農業生産研究グループ

し、増築部分と併せて改修を終えた新施設での診療

リーダーとして、山本定博教授（C 昭 58 年卒）は

が始まっております。鳥由来人獣共通感染症疫学研

副学部長（総務担当）として、ご多忙な日々を送っ

究センターは 21 年度で５年の時限を迎えましたが、

ておられます。また、安延久美准教授はタイやカン

４月からは北海道大学をはじめ国内外の研究施設と

ボジア、山田智准教授は中国やカタール、西原英治

連携しながら継続して研究を進めております。

准教授は南アフリカ、タイやモンゴル、衣笠利彦助

獣医学科は、21 年度に文部科学省の「大学教育

教はモンゴルや中国、文責筆者は中国やメキシコな

充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に採

ど、教育や研究活動を精力的に行うため、いろいろ

択され、本年度で 3 ヵ年計画の 2 年目を迎えます。

な地域へ出かけています。学生も教員と一緒に海外

4 月からは、実際に遠隔講義支援システムを活用し

で研究調査に励む機会も多く見受けられます。

た遠隔講義をはじめ、教員移動あるいは学生移動に

今年の「国際乾燥地農学実習」では、２年生のう

より、鳥取大学と岐阜大学間で連携授業がスタート

ち 25 名がメキシコやタイにおいて、約１ヶ月間、 しております。22 年度には４科目の講義と５科目
海外の農業現場において実習に励みました。また現

の実習・演習を実施し、その後、京都産業大学との

在、コースの修士学生 2 名が「インターナショナ

連携授業も加えてさらに科目数を拡大させる予定で

ル・トレーニング・プログラム」に参加し、シリア

す。これら連携教育を通して、社会不安や危機管理

の ICARDA（国際乾燥地農業研究センター）にお

に即応できる高度職業人の養成を実践してまいりま

いて研究活動を励んでおり、その成果は、帰国後、 す。
修士論文としてまとめる予定にしています。

今後とも、益々充実した獣医学教育を目指して教

末筆になりますが、今後とも、益々、同窓の皆様

員一同努力してまいりますので、同窓の皆様方のご

のお力添えをお願いしたいと思います。何卒よろし

支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

くお願い致します。

獣

医

学

（遠藤常嘉・N 平 4 年卒）

科

獣医学科の近況をお知らせいたします。獣医学科
長には澁谷

泉教授が就任され、獣医学科の運営に

（竹内

崇・V 昭 61 年卒）

附属フィールドサイエンスセンター
フィールドサイエンスセンターの近況をお知らせ
いたします。

多忙な日々を過ごしておられます。学科内における

センター長は山名伸樹教授が H21 年度に引き続

人事異動では、平成 22 年 3 月 31 日付で獣医薬理学

き務められ、益々、多忙な日々を過ごしておられま
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す。教員に移動はなく、普及企画部門：山口武視教

保存を行なうとともに、菌類きのこが持つ新機能の

授（作物管理学、A 昭 58 年卒、部門長）
、山名伸

発掘と活用によって、環境保全、健康増進あるいは

樹教授（生物生産機械学、E 昭 46 年卒）
、生物生産

食料生産に貢献できる技術等の開発に取組み、徐々

部門：中田昇教授（栽培技術学、A 昭 49 年卒、部

に成果が出始めています。センター教員全員が参加

門長）
、近藤謙介講師（施設園芸学、Na 10 年卒）
、 し、平成 20 年度から始まりました文部科学省のグ
森林部門：日置佳之教授（生態工学、部門長）
、佐

ローバル COE プログラム「持続性社会構築に向け

野淳之教授（森林生態系管理学）の 3 部門 6 名で組

た菌類きのこ資源活用」も 3 年目を迎え、海外研究

織されています。一方、技術職員は昨年度と同じく

機関との共同研究など、活発に研究推進を行なって

11 名ですが、平成 22 年 12 月 18 日付で森林部門の

います。また、鳥取県の公設研究機関や民間研究機

東尾弘美氏が退職され、後任として平成 22 年 4 月

関との研究連携も図り、国際的に、あるいは地域の

1 日付で武田信仁氏（Nf 9 年卒）が着任されました。 発展に貢献できる人材の育成と研究に取組んでいま
教職員あわせて 17 名で、生物資源環境学科の講

す。今後も「菌類きのこ資源科学」に関する教育と

義・実習、地域の子供達を対象とした「あぐりスクー

研究の拠点形成を目指し、教員一丸となって取組ん

ル」や「森林教室」の実施など、農地や森林を活用

で行きますので、農学部同窓会の皆様のご支援とご

した教育・研究・地域貢献に取り組んでいます。ま

協力をお願い申し上げます。

た、昨年度は鳥取市内にて、センター教職員による
講演会を行いました。さらに、今年度は「宇宙カボ
チャの種を増やす」という活動にも参加、センター
が担う情報発信基地の機能も一層高めるべく、教職
員一同で頑張っているところです。

（センター長

前川二太郎・Ａ昭 53 年卒）

動物医療センター
鳥取大学農学部では、最近の獣医療の進歩や飼い
主の高度医療の要望のような社会情勢に対応すべ

長年待ち望んでいたセンター本館の改修は 3 月末

く、年次計画的に動物病院の増築および現病院の全

に無事終わりました。センター長室や技術相談室も

面的改修を行い、平成 22 年３月に施設の近代化と

新設され、これまで以上に開かれたセンターへと生

高度医療機器を備えた施設として生まれ変わりまし

まれ変わりました。機会がありましたら、是非、足

た。名称も平成 22 年 4 月より「附属動物医療セン

をお運びいただき、叱咤激励をしていただけたらと

ター」に変更しました。本センターは、優れた獣医

思います。今後ともよろしくご支援賜りますよう、 師の養成教育、社会で活躍する獣医師の卒後教育、
お願いいたします。

（近藤謙介・N 平 10 年卒） 中四国地域を拠点とした地域社会への高度医療サー

附属菌類きのこ遺伝資源研究センター
菌類きのこ遺伝資源研究センターの近況について

ビスおよび難病の診断と治療のための研究を実施す
る目的で増改築しました。
本センターは、320 ㎡の増築部分と 1430 ㎡の改

ご報告させていただきます。センターは、現在、菌

修部分よりなります。増築部分の施設設備としては、

類きのこ環境生態学研究部門に前川二太郎教授（Ａ

第１〜６診療室、処置室、超音波検査室、電気生理

昭 53 年卒）、児玉基一朗教授（兼務）
、大和政秀助

検査室、一般検査室１、一般検査室２、免疫療法室、

教の 3 名、菌類きのこ分子遺伝学研究部門に會見忠

内視鏡検査・レーザー治療室、犬入院室、猫入院室、

則教授（兼務）と石原亨准教授（兼務）の 2 名、菌

隔離室、ボンベ室、機械室が配置されています。改

類きのこ遺伝資源評価保存研究部門に岩瀬剛二教

修部分は、待合いホール、受付、事務室、一般トイ

授、須原弘登講師および白水貴助教の 3 名、そして

レと身障者用トイレ、薬局、面談室１、面談室２、

菌類きのこ機能開発部門に松本晃幸教授（Ｃ昭 52

スタッフルーム、Ｘ線室１、Ｘ線室２、洗浄滅菌室、

年卒）と霜村典宏准教授（Ａ昭 62 年卒）の 2 名の、 MRI 室、CT 室、手術前処置室、手術室１、手術室
4 研究部門 10 教員で構成されています。当センター

２、手術更衣室、手術手洗い室、大動物手術室、臨

では設立当初から菌類きのこ遺伝資源の収集、評価、 床検査実習室、会議室、一般更衣室、洗濯室、馬用

11

農学部同窓会会報（32号）
枠場などからなります。新規の設備として、最新鋭

認定された北海道大学人獣共通感染症リサーチセン

の MRI 装置、超音波診断装置、ICU 装置、生体モ

ターとの特別共同研究として認められたものであり

ニター装置などを導入し、カルテの電子化を実施し

ます。
昨年 4 月にメキシコに出現した豚由来 H １N １

ています。
特に、MRI 装置の導入に際しましては、鳥取大

インフルエンザウイルスは瞬く間に世界中に広が

学獣医学科同窓生、獣医師会関係各位および学内外

り、WHO は同年 6 月、世界的大流行段階を示すフェ

の教職員各位などの多方面の方々から、過分なるご

イズ６を宣言しました。幸い我が国では現在、患者

寄付をいただきましたことを、動物医療センターを

数もほとんど報告がなくなり、もっぱら今秋以降の

代表して心より御礼申し上げます。特に、ご寄付を

第 2 波に備えてワクチン生産等の準備を進めている

頂きました同窓生の皆様方には心より御礼申し上げ

状況です。

ます。現在までに約 2,200 万円という高額の寄付金

一方、この予想外の H1N1 ウイルスの登場まで、
次の新型インフルエンザの最有力候補と目されてい

となっております。
医療センターの診療は、臨床獣医学の７教育研究

た H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、そ

分野の教員が担当して行っており、８月現在の診療

れまでのマスコミ等による異常なほどの関心が急激

担当教員は、獣医外科学の南 三郎教授、大崎智弘

に薄れ、さらに本年 4 月からの宮崎県における口蹄

准教授、獣医神経病・腫瘍学の岡本芳晴教授、辻野

疫の大流行によって、国民からも本病がすでに過去

久美子講師、獣医繁殖学の菱沼 貢教授、檜垣彰吾

の病気であるかのように忘れさられてしまった感が

助教、臨床検査学の竹内 崇教授、杉山晶彦准教授、 あります。
獣医画像診断学の今川智敬教授、柄

武志助教、獣

しかし、一度国外に目を向ければその蔓延状況は

医薬物治療学の西飯直仁講師、獣医内科学の日笠喜

以前とほとんど変化していないことがわかります。

朗教授、松鵜 彩准教授の 13 名です。本センターの

今年になってすでにアジアを中心とする 12 カ国で

診療科は、内科、外科、産科、腫瘍科、循環器科、 流行が報告され、人の感染例も 34 名、うち 16 名死
。当セン
神経科、皮膚科、代謝・内分泌科、眼科、検査科、 亡が確認されています（2010 年 7 月現在）
画像診断科、産業動物科、野生動物科を設置してお

ターは引き続き環境省の全国野鳥サーベイランスへ

り、前記の臨床教員が２〜３の診療科を掛け持って

の協力やベトナムにおける共同疫学調査を実施して

各診療を行っています。

参ります。周辺諸国に今尚、感染源が存在する限り、

本センターでは、動物診療施設の拡充と設備の近

我が国はウイルスの国内侵入に対する警戒を緩める

代化により、中国地域を中心とした地域開業獣医師

訳には参りません。国内唯一の鳥類感染症の専門機

との連携と高度な診療情報提供サービスを推進さ

関としてこれからも鳥由来人獣共通感染症の撲滅に

せ、本学の地域社会に対する貢献を一層増加させて

向け、スタッフ一同尚一層精進してまいりたいと存

いきたいと思っています。また、これまで以上に優

じます。引き続き同窓会員の皆様のご支援・ご協力

れた獣医師の養成教育と社会で活躍する獣医師の卒

を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
（センター長

後教育を実施していきます。
今後とも農学部同窓生の皆様方のご支援、ご鞭撻
を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
（動物医療センター長

日笠喜朗）

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

伊藤壽啓）

乾燥地研究センター
乾燥地研究センターの近況についてご報告致しま
す。まず異動についてですが、2004 年から研究・
教育にご尽力された気候・水資源部門の安養寺久男

本センターは昨年度末で 5 ヶ年時限付の文科省特

教授が定年退職され、緑化保全部門に藤巻晴行准教

別教育研究経費事業が終了し、本年度からは２期目

授（Ne 平５年卒、MII 平７年卒、D 平成 10 年卒）

の新たなプロジェクト「鳥由来人獣共通感染症病原

が筑波大学より着任されました。その結果、当セン

体の解析」が開始されることになりました。本事業

ターは 5 部門 14 教員という構成になりました。

は本年度新たに全国共同利用・共同研究拠点として

本センターは昨年度に「共同利用・共同研究拠
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点」として文部科学大臣の認定を受け、国内におけ

５巻（古今書院）が完結しました。

る乾燥地研究の中核的拠点として教育研究を推進し

今年は本センターが砂丘利用研究施設から改組さ

ております。グローバル COE プログラム「乾燥地

れて 20 年の節目の年にあたるということで、６月

科学拠点の世界展開」では、農学部等の先生方や海

18 日に創立 20 周年記念講演会・祝賀会を開催しま

外の連携研究機関の研究者と協力して研究・人材育

した。今後も日本、そして世界における乾燥地科学

成・世界的な学術ネットワーク形成を推進した結果、 の拠点になるよう教職員一丸となって教育研究に取
中間評価において最良の評価を得ることが出来まし

り組んでまいります。引き続き同窓会員の皆様のご

た。また、「若手研究者インターナショナル・トレー

支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ニング・プログラム」に加えて、新たに「組織的な

（辻

渉・N 平 12 年卒）

若手研究者等海外派遣プログラム」にも採択され、
乾燥地の現場で活躍できる人材の育成を進めており
ます。施設設備については、組換植物栽培温室など
を備えた円形のインターナショナル・アリド・ラボ
（写真参照）が完成するなど研究環境が一層充実し
てきました。また、本センターのこれまでの成果な
どをとりまとめて、監修した乾燥地科学シリーズ全

た研究も行いました。今後は、畜産分野に重点を移
し、家畜胚の体外生産や低温保存法の研究を行うと

生命・食機能科学コース
●岩

崎

崇

平成 22 年４月１日付で生物資源環境学科・生体

ともに、それら家畜で培った技術を野生動物などへ
応用し、様々な動物の保護や増殖に役立てたいと考
えています。また、近年問題となっている乳牛の受

制御化学分野に着任致しました岩崎崇と申します。 胎性低下の原因究明に関する研究も行い、繁殖学の
平成 21 年に筑波大学生命環境科学研究科にて学位 研究・教育を通して畜産業の発展に貢献できる技術
取得後、独立行政法人農業生物資源研究所ポスドク
を経て、現在に至っております。
「機能性ペプチドを用いた農薬・医薬リード化合
物の開発」が私の研究テーマです。低分子ペプチド
を用いて、個体から細胞レベルまでの制御を通じて、
人類社会に貢献できる研究を展開していきたいと考
えております。

開発や人材育成を行いたいと思います。

獣医外科学教育研究分野
●大

﨑

智

弘

平成 22 年４月１日付で獣医外科学教室の准教授
に着任いたしました大﨑智弘です。
平成 18 年に北海道大学大学院獣医学研究科で博

大学教員は、学生時代から憧れ続けてきた職業で

士取得後、同大学附属動物病院の助教を経て現在に

す。まだ不慣れなことも多々ございますが、情熱を

至ります。専門は小動物外科で、主に腫瘍に対する

持って教育と研究に取り組んでいく所存です。何卒、 光線力学療法に興味を持ち研究を行っています。光
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
線力学療法は、従来の治療法に比べて腫瘍選択性が
大きく副作用の少ない新たな治療法のため、動物へ

獣医繁殖学
●檜

垣

彰

の負担が少ないと思われます。光線力学療法が、獣
吾

平成 22 年６月１日付けで獣医繁殖学教室に助教
として着任いたしました。
本年 3 月に北海道大学で学位を取得後、同大学客

医療において注目されるよう、さらに研究を進めて
行きたいと思います。
今後は、これまでの経験を生かしつつ、諸先生方
のご指導をいただきながら、診療・教育・研究に励

員研究員を経て現在に至ります。大学院在学中には、 んで行きたいと思います。
哺乳類だけではなく魚類遺伝資源の保存を目的とし
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関東支部

支部だより

森田利夫（Ａ昭 41 年卒）
関東同窓会の平成 22 年度総会及び懇親会は、６

北海道支部

月 26 日（土）の 11 時 30 分から東京都千代田区霞ヶ
山下和人（Ｖ昭 62 年卒） 関の法曹会館において開催され、会員 46 名が出席

2010 年６月６日（日）、札幌市で第 11 回北海道
支部総会が開催された。総会には、特別会員３名、

しました。
総会では、本部からフィールドサイエンスセン

会員 12 名、そして本部から能美 誠 教授（B 昭 55

ター教授の中田先生をお迎えし、大学の最近の様子

年卒）が出席した。村田修身支部長が議長に選出さ

等を伺いました。その後、21 年度事業及び会計報告、

れ、幹事 山下和人（V 昭 62 年卒）から２年間の事

役員改選等を手早く片付け、記念写真撮影から懇親

務および会計報告、また監事 角 厚志（B 昭 34 年

会へと移り、２時近くまで楽しい語らいの場を持つ

卒）および小野智昭（V 昭 41 年卒）から会計監査

ことができました。

報告があり、いずれも承認された。次に、事務局

なお、本部のご配慮のお蔭で、中田先生がお見え

から次期総会（2012 年 6 月）までの活動計画およ

になることを予め案内することができ、最近にない

び新規予算が提案され、これらの案件も承認され

盛会となりました。

た。今後 2 年間の役員として、支部長 井上詳介（V

また、中田先生に高農校舎記録ＤＶＤをお持ちい

昭 39 年卒）、副支部長 角 厚志（B 昭 34 年卒）、お

ただき、総会前と懇親会中の２回試写したところ、

よび監事 日森 夌（F 昭 40 年卒）が新たに任命さ

見入る会員が多く、早速の購入希望もありました。

れ、現役員の幹事 山下和人（V 昭 62 年卒）および

来年度は、６月 24 日（金）の 18 時 30 分からと

監事 小野智昭（V 昭 41 年卒）が再任された。なお、 既に決まっており、多数の出席を期待しています。
本支部で把握している会員数は、2010 年６月現在、

更に、関東同窓会名簿作成に替えて、「同窓生の

特別会員９名および一般会員 75 名（農学科５名、 近況」等の総会資料を出席されなかった会費納入者
農芸化学科 6 名、林学科 12 名、農業工学科８名、 に配布することとし、今年度から実行したところで
農業経営学科５名、農林総合科学科 10 名、生物資

す。

源環境学科 4 名、および獣医学科 34 名）である。
議事終了後、能美教授から母校の近況説明があっ
た。また、できたてほやほやの『旧高農 DVD』を
ご持参いただき、支部総会参加者全員で視聴した。
実際に旧高農校舎で青春の日々を送られた先輩方、
湖山キャンパスへの大学移転をお手伝いされた先輩
方、そして湖山キャンパスしか知らない世代が、北
の大地で鳥取大学農学部の歴史を振り返り、母校へ
の思いを一つにした。懇親会では、能美教授が持参
された

強力

を飲み交わしながら、久しぶりに顔

を合わせた会員同士で在職あるいは在学中の思い出
話しに花を咲かせた。また、今回、初めて支部総会
に参加された会員（1 名は新卒）も

強力

に舌鼓

静岡県支部
福井康博（Ｃ昭 52 年卒）
静岡県支部総会が、平成 21 年１月９日（土）、本
部から来賓として松本晃幸教授（菌類きのこ遺伝資

をうちながら先輩方の輪の中に参加していた。古参、 源研究センター）をお招きして開催されました。今
新参、相交わって交流を深め、2 年後にまた元気な

回は農芸化学科が担当であり、同学科卒業の松本教

姿で再会することを約束した。

授にお越しいただくことになりました。（ちなみに
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松本教授と私は同期ですので、卒業以来の再会とな

開宴、お互いに自己紹介しながら歓談、そこは同窓、

りました。）

年齢差を超えてうちとけ、宝山閣の心尽くしのご馳

会場は、静岡駅北の「マイホテル竜宮」で、出席

走に舌鼓を打ちながら、飲み・喰い・語り合い時の

者は昨年より３人少ない 18 人でした。花村悦男支

過ぎるのを忘れて歓談しました。予定の時間になり

部長（Ｖ昭 43 年卒）の挨拶、会計報告の後、松本

お互いに別れを惜しみながら次回の会合を楽しみに

教授から母校の近況報告をいただきました。

しながら散会しました。

総会後の懇親会では、望月聖己君（Ｎ平 12 年卒） ◎今後の問題点
の乾杯に始まり、恒例の近況報告や懐かしい昔話に
一段と盛り上がった楽しいひと時を過ごすことがで

①科別の同窓会が学部の同窓会に結び付かない。
（出席者が少なく固定化）
②若い人に同窓意識が低い。

きました。
懇親会の締めは、次回幹事である獣医科の挨拶と
慣例の「貝殻節」を歌い閉会となりました。

（鳥大卒業の誇り保持）
③支部長の若返りによる出席者の増加期待

出席者も年々減少し、平均年齢も毎年１歳上昇する

◎ご存知かと思いますが、有田光雄氏（Ｅ昭 25 年

状況ですが、今年は最年少の望月聖己君が１歳にな

卒）、有田和子さん（Ｖ年 25 年卒）ご夫妻のご子

るかわいいお嬢さんをつれての参加でしたので、皆

息が参議院選挙比例区で当選されました。おめで

さんもだいぶ若返ったことと思います。

たいことです。

閉会後も懇親会の余韻がさめないため、13 人の
方が二次会に向かい、さらに気勢を上げました。ご
参加いただきました会員の皆さん、本当にご苦労さ
までした。
最後になりましたが、鳥取大学農学部同窓会のま
すますのご発展をお祈りするとともにご支援いただ
きましたことに対しお礼申し上げます。

滋賀県支部
山内

弘（Ｖ昭 25 年卒）

京都府支部
木村

しばらくして中断していました同窓会総会を平成

均（F 昭 60 年卒）

22 年６月６日（日）守山市宝山閣（Ｅ昭 54 年卒中

鳥取大学農学部同窓会京都府支部では、平成 22

西壮一郎氏運営）で開催、22 名が出席しました。（会

年２月 13 日（土）に京都市上京区の京都平安会館

員は 210 名）

において、同窓会本部から鳥取大学農学部フィール

記念写真撮影後、総会に入り東野重信支部長挨拶

ドサイエンスセンター教授の中田

昇先生（Ａ昭

後、本部よりご出席いただいた山口武視教授からの

49 年卒）を迎えて総会を開催しました。京都府支

母校の学科・コースの変遷、施設・設備の充実、研

部では、平成３年の発足以来、隔年で総会を開催し

究活動の実績等の近況をお話しいただきました。引

ており、本年で 10 回目という節目をめでたく迎え

き続き旧吉方校舎のＤＶＤの映像を観賞、もう二度

ました。

と見ることのできない校舎と昔日の自分を重ねて懐

当日は、支部会員 40 名の出席により事業・会計

かしく見させてもらいました。議題に入り、会計報

報告等の議案の承認や、役員改選が行われました。

告後、役員改選がおこなわれ、新支部長に不肖私が

平成 20 年より支部長を務めていただきました佐々

選出されました。次いで、懇親会にはいり同窓会か

勁氏（Ｆ昭 39 年卒）に代わり、新たに飛川輝隆

らお土産としていただいた銘酒「強力」を全員が手

氏（Ｆ昭 46 年卒）が支部長に就任されました。総

に西藤秀夫氏（Ａ昭 22 年卒）の音頭による乾杯で

会後は記念写真の撮影を行い、懇親会となりました。
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久しぶりに再会した同級生、先輩、後輩たちと和や

は、2 年目の開催ということもあってか 15 名の出

かに歓談し、寒い冬の心温まる一日はあっという間

席とやや寂しい総会となりました。体調を崩しての

に過ぎてしまいました。

欠席も多くなりましたが、若い人の関心が無いのも

京都府支部では、毎回 40 〜 50 名の支部会員の出

一因と思われます。

席により総会を開催しておりますが、若年層の出席

本年の本部総会でも「同窓会の在り方を検討する

率が低い状況です。そこで新たに就任されました飛

時期ではないか」との指摘がありました。各支部で

川支部長は、農学に係る各分野別の講演会や年代別

も同じ悩みがあるように思います。

同窓会等の開催を検討されており（支部長曰く「何

総会は、浦木松寿支部長（Ｃ昭 29 年卒）のあい

かおもしろいことをやりたい」）、支部総会への出席

さつの後、本部から御来賓としてお迎えした南三郎

率向上に繋げたいと奮闘されています。

教授から鳥取大学各分野の現状並びに農学部同窓会

この「農学部同窓会会報」をお読みになった京都
府在住の同窓の皆様、この機会に是非参加いただき
ますようお願いします。

の近況についてご報告いただき、出席者一同、認識
を新たにしたところです。
次いで、事業報告、収支決算及び事業計画と収支
予算（案）、役員改選を行いました。
役員は、全員留任とし引き続きお願いすることと
なりました。
その後、懇親会に移りましたが、今回は、少数の
参加でもあり、全員から近況を報告いただきました。
知られざる思い出、現在の活躍状況、今後の抱負等
各自の熱弁に聞き入り大変意義ある会となりました。

鳥取県西部支部

本部からの祝酒「強力」を堪能しながら和やかで
楽しいひと時を過ごし、次回の再会を期して散会し

木村吉春（Ｂ昭 44 年卒） ました。
平成 22 年４月 24 日（土）、米子駅前の「米子ワ
シントンホテル」において鳥取県西部支部総会が開
催されました。
西部支部では、２年に一度の開催としております
が、これまで、諸般の都合により規約どおり開催さ
れておりませんでした。この度、久々に平成 20 年
に次いで２年目の開催となりました。
総会出席者は、これまで 30 名程度で、しかも比
較的高齢の方の出席がほとんどの状況でした。今回
や本名俊正副学長ご夫妻との出会いがあり母校の暖

クラス
ス会だ
会だより

かいご縁に感涙しました。
中村哲雄（Ｖ昭 34 年卒）

平成 22 年４月 16 日白兎会館でＶ昭 34 年卒のク
ラス会を開催しました。
当日開宴前に、農学部同窓会にご挨拶に伺いまし
たところ事務局北嶋邦恵さんより色々ご配意頂き、
南

三郎教授から最先端の動物医療センターの説明

農学部同窓会より３万円の補助金等頂き誠にあり
がとうございました。
南は沖縄、北は茨城から総勢 18 名が馳せ参じ、
半世紀ぶりに再会した人も多く感慨一入でした。
沖縄土産の豆腐ようをつまみに、琉球泡盛で乾
杯！人生の土台を築いてくれた第二の故郷

鳥取の
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で、恩師坪倉

操先生を囲んで夜の更けるのも

忘れ尺八の披露、貝殻節の余興、同窓会のＣＤをバ
ックに校歌の大合唱等々旧交を温めることができま
した。
近況報告で、現役で活躍している人、退職後土に
親しむ人、邦楽、日本画、竹細工燻製等々。今なお
研鑽努力している人にお互い励まされました。
来年は知花君の幹事のもと、できるだけ夫婦同伴
にて、沖縄での再会を約し散会いたしました。
貰えます。

＜きささげ会＞
池上

享（Ｃ昭 22 年卒）

「きささげ」は、昭和 20 年前後に鳥取農林専門学

又、「西川英次郎先生を偲ぶ−芥川龍之介関係図
書より」はＡ５版 59 頁の小冊子で著者はきささげ

校農芸化学科に在籍し、敗戦の年には学徒動員され

会員の高岡

恭。この小冊子２部は図書棚に載せら

た第 24 期生の会誌なのだが卒業後１〜２年で他界

れており貸出し（２週間）できるようになっている

した二人の同期生の発案で、恩師・西川英次郎先生

その１冊には、続きささげ４号時の本人の特別寄稿

に命名して貰い卒業の年から作成し続け、尊敬する （西川英次郎先生を偲ぶ−ご研究の業績から）が綴
先生方のお励ましを受け、多くの会員の奉仕的活動

じられている。これは西川先生が鳥取への赴任に先

もあって、32 号迄続き、そこで終るのは残念だと

立ち英国セントアンドリユース大学に留学しノーベ

の思いから、北國の世話で引続き５回（続号）作成

ル賞受賞者の有機化学の世界的権威Ｒロビンソン教

されたものです。（最後の全会員に呼びかけた鳥取

授の指導を受けその共著論文（1967）から鳥取時代、

大会後は、会員から鳥取に届く文章を、そのままコ

東北大、名大を経て日大での最終論文（1967）まで

ピーして会員に送ることを主体にした消息通信なの

の主要な論文の概要である。

で）せめて続５号迄の 37 冊を鳥取の方々にお目に

彼は、秋田県の出身で昭和 16 年鳥取高等農業学

とめることができないか…との依頼があり、鳥取市

校に入学しその夏休み前に結核で休学その後兵役に

立中央図書館に協力会員よりの寄贈書２部を保管し

服し昭和 19 年複学Ｃ 24 期生となった鳥取在籍７年

て貰えることになりました。夫々大封箇４ケに納め

の年長者である。

られて、館内のみで読んで頂けるようになっており
ます。「きささげ」と受付で頼めば書庫から出して

結核療養中に耽読した芥川全集で西川先生と芥川
との生涯に亙る親交を知ったという。

事 務 局 だ よ り
会員の皆様にはお元気でお過ごしのことと思います。
今年の夏の猛暑に、冗談にもピチピチなどと言えぬ我
が身は、秋になっても少々悲鳴をあげております。
さて、前号で紹介いたしました高農DVDがやっと完
成いたしました。
「おう、なかなかだわいな！」
「ええでないか！！」
はるか昔、俊才であられた方々の試写会での反応に、
「 そ う で す か 」 と 答 え な が ら も、 内 心「 よ っ し ゃ
あ！！」と叫んでおりました。
「昔は衣食足りて礼節を知る。だったが、今ぁ、衣食足
り過ぎて礼節がなぁなり、我慢する力もなぁなった。
」
「なーんにも無かったけど、ここにぁ、ええもんがいっ
ぱいあった･･･」
故前西尾会長の言葉が今も聞こえてくるようです。

鳥取高等農業学校
質実剛健の気風とともに、ハイカラで規律正しき、ジ
ェントルマンの殿堂？
尊き血潮が染みているセピア色の校舎。
吉方の樹々の梢を揺らし、懐かしい風の音が聞こえて
くるような・・。
た く さ ん の 方 々 の ご 協 力 を 得 て、 本 当 に ス テ キ な
DVDが出来上がりました。
皆様方の心に春秋の夢を結んだ日々が鮮やかによみが
える事を心より願っております。
是非、是非、ご覧下さいますようお願い申し上げます。
事務局

北嶋

邦恵

