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会員寄稿

山

一

郎

潤先 生に師事）の三名。卒論は
「ソラマ メ根端分裂組織の細胞
分裂周期」でした。その後、新
潟大学大学院理学研究科（故吉
田吉男 先生）で修士課程、弘前
大学大学 院医学研究科（故佐藤
清美先生 ）で博士課程を修了し 、
同大第二生化学講座の教官とし
て「肝 発癌過程における解毒酵
素の発現機構」について研究し
てきました。また、弘前に戻っ
てか ら、近辺にいる遺伝学教室
ＯＢ（千 葉君、祐川幸一君・現
弘前大学、鈴木孝夫君・現青森
県立保健大学、高舘正男君・現
青森県 つがる農産物加工センタ
ー、小亀圭司さん・当時弘前大
学講師 、菅原敬君・現信州大学 ）
と、 佐藤先生、中沢先生を囲ん
で、月 一回のペースでセミナー
を開く事になりました。セミナ
ーは、佐藤先生の定年まで続き
まし た。このように、学部学生
時代は、 不真面目な生活、その
後は研究に真摯に取り組んでき
ました 。その不真面目の中には 、
実は大 きな意味があったのです
が 、 それ は 最 後 に 。
平成四年に佐藤清美教授が逝
去さ れると、福士主計医学部長
から、青 森県の衛生環境行政の
科学的中核である環境保健セン
ターで遺伝子を扱える人材を求
めて いるがどうか、というお話
しがあり 、その職場に勤めてい
た後輩の大友良光君（現弘前大
学・当時は福士先生の講座の研

（昭 和四十 六年
理学部生物学科卒業）

畑

四十年をふり返って

昭和 四十二年入学後すぐに、
情緒ある弘前をすっかり気に入
りました 。同級の武田秀雄君（現
秋田 県立博物館）とは下宿先が
同じこと から、よく二人で夜を
明かした事です。一、二年生時
は学生服で通したので（千葉正
司君・現弘前大学と二人のみ ）、
学 生 運動 の 最 中 に もか か わ ら ず 、
右や左から誘いの声は一度もか
から ず。振り返るとロクに講義
にも出ず 、土曜日ともなるとパ
チンコで映画と晩飯代（併せて
四百円程）が貯まったところで
換金し 、腹が膨れたら三本立て
オールナ イトを朝まで、という
具合。酒は、たまに行きつけの
居酒屋で福島正君（現新潟県小
千谷中 学校）と一緒に燗冷まし
（値段は通常の五分の一 ）。案の
定、選択科目の単位がとれず、
教養 から専門へは仮進級。しか
し、三年 生時に見事、論理学を
二回目でパス。さて、四年生の
卒業研究の配属先の選択となり
ますが 、生物学科の追い出しコ
ンパで、聞きかじりの「生命の
多様性は蛋白質の存在様式にあ
る」 を遺伝学教室の佐藤進一先
生にぶつけたところ 、「小癪な事
を」という感じで受け流されて
しまいました。高校時代には教
科書 にもなかった遺伝子・ＤＮ
Ａを扱っ ているとの事で、佐藤
先生の教室に入りました。前出
の千葉君と矢倉達夫君（現関西
大学・ 事実上は教養部の故中沢

究生でもあった）から職場の状
況を 聴いたところ、かなり設備
は整っ ていることがわかり、平
成五年に転職することにしまし
た。当時、センターには、微生
物部 、理化学部、公害部、放射
部 、の四研究部がありましたが 、
どの部にも属さない総括研究管
理員という職名でした。フリー
な立場 なので、大学時代の研究
テーマに加えて研究指導に力を
注ぐ一方、他県に先駆けてＤＮ
Ａシ ークエンサーを設置して研
究環境の 整備を進めました。最
近では、当該機器は、変異の激
しいノロウイルス遺伝子の塩基
配列決 定に活躍しています。現
在は三研 究部からなり、新聞等
で目に触れる仕事としては、微
生物部のノロウイルス・インフ
ルエンザウイルス（新型を含む）、
理化学部の中国製ギョウザのメ
タミドホス、公害部のダイオキ
シン やアスベスト等の試験研究
が挙げら れます。平成十九年に
同センターの所長職を拝命しま
した。現在四十一名の職員が勤
務して いますが、この数になる
と職員間の人間関係に問題が生
ずるようになります。学生時代
は真 面目一本でなく、多様な人
間社会 と接してきた事が、職員
の苦情処理に大きな力となって
います。そして 、「仕事上は上下
関係 が重要だが、研究には上下
関係はな い」をモットーに各職
員 に接 し て き た つも り で す 。
青森市にある環境保健センタ
ーに勤 務以来、十六年が過ぎよ
うとしていますが、当センター
には現在、同樹会会員として私
の他 に、化学科出身の村上淳子
（旧姓・横山 ）、秋田谷礼治、対
馬典子（旧姓・岡 ）、工藤志保（旧
姓・藤田 ）、工藤香織（旧姓・山
本 ）、玉熊義久の六名が在籍して
いるので 、近くにおいでの際は
是非 お 立 ち 寄 り くだ さ い 。

定年 退職教員

平成二十年度末をもって、物
理科学科 道上宗巳准教授、物
質 創 成 化 学科 中 束 克 美准 教 授 、
電子情報 工学科 雨森道紘教授
の三名の先生方がご退職されま
す。ご退職の先生方におかれま
しては 、永年にわたる教育研究
活動、及び同樹会に対するご尽
力に対し厚く御礼を申し上げる
とと もに、今後益々のご活躍と
同樹会へ の変わらぬご支援を宜
しくお願い申し上げます 。なお 、
次の先生から本学部における様
々な思 い出や出来事に纏わるお
言葉を頂 戴しました。在学時代
にお世話になった先生のお顔、
お言葉に、当時を懐かしみなが
ら お 読 み頂 け れ ば 幸 い です 。

遠くて近い思い

雨 森

道 紘

理工学研究科
（電子情報工学科）

大学を去ることになって、原
稿依頼が『学園便り』、
『同樹会 』、
『後援会』からきた。それぞれ
に異なる内容を書いたが 、『学園
だより』の終わりには 、‘余人は
知らず、 自分では母校に幾ばく
かの貢献が出来たと思う’と書
いた。もしも皆さんにも機会が
あれ ば読んで戴きたいと思う。
これまで を振り返ると、心に残
る様々な悔恨があり、それらは
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対応の しかた によっ ては避け ら
れたも のが多く 、それ らの経 験
か らまた幾 つかの 人生の 教訓も
得た が、しか し判っ ていて も対
処が出 来ない ことも人 生には 起
こるとい うこと もあり 、この稿
では それに ついて 述べたい と思
う。
昔、あ る会の ２次会 で、学部
内 で５人の 仲間 が飲んで いた。
〈若 年・中 年〉の２ ペア（ ペア
はそれ ぞれ同 じグル ープに所 属
し、それ ぞれ若 ①中① 、若②中
②と 記す） と残り の中年の １名
中( ③ は) 、 別 の グ ル ー プ か ら の
参加者 であっ た。中③ は特別 に
酔っていた 。酔いの回った彼は、
自分 の普段 の行動の 話から 更に
発展し て他人 の行動 を批判す る
ような 話となっ た。日 頃から 行
動 のありか たに 批判的な 目を持
って いた中 ③は、中 ①につ いて
批判し 始めた 。相手は 数年以 上
の年齢差 のある 目上で あるにも
拘わ らず、 部下に でも話す よう
な説 教口調で 話が始 まった 。そ
れに中 ②が注 釈を入れ て結果 的
に は中③に 同調 するよう な形に
なった。雰囲気は気まずくなり、
まもな く散会 した。 このよう な
状況の ときは、 それま では互 い
に玄関で顔を合わせ、「（今日は
いろ いろあっ たけれ ども） また
いずれ 」とで も言いな がら気 分
をリセッ トして 別れて いたよう
に思 う。し かし、 そのとき は違
って いた。若 ①が玄 関に到 達し
たとき にはすで に中① は玄関 の
外 のかなり 向こ うを歩い ていた
ので ある。 それは本 人の許 容度
を超え た怒り を反映 していた 。
若①に は、その 思いが その中の
誰よりも完全に理解できてい
た。 若①は足 早に追 いつけ ば良
いと思 ってい た矢先、 そこに 中
③を含め 残りの 若②、 中②の３
名が 集まっ てきた のである 。そ
のとき に予想 もしな いことが 起
こった 。突然、 中③が ゆっく り

と屈み ながら 自分の 両手で若 ①
の左手 をつかみ 、あた かも繊 細
な 壊れ物で も扱う ように 自分の
頬に 当てたの である 。彼の 酔い
は極度 にまわ っており 、先ほ ど
の先鋭的 な表情 は完全 に消え、
まる で菩薩 のよう な柔和な 表情
でそ うしたの である 。そのと き
若②は 中①がす でに外 の向こ う
を歩いているのを発見して、「あ
あ何 だ、こ ういう時 は黙っ て帰
らない で…」 と思わ ず言った の
である。 若①は 、通常 ならば、
すぐ に中① の後を 追う筈で あっ
た。 しかし、 それが できな かっ
たので ある。 片手はし っかり と
つかまれ てその 手を自 分の両頬
にあ ててい る中③が いた。 この
ような ときに 何がで きるか。 な
にもで きない。 ただそ の行為 が
終 わるのを 待つ しかなか った。
『仕 方がな いな。中 ①さん も、
完全に 問題が ないとい う訳で も
ないから なあ』 と、邪 険に中③
の手 を振り 払って でも飛び 出す
程に は勇気の ない自 分にし きり
に弁解 してい たのであ る。そ の
と き中①は 自分 を追って こない
若① を見て 、これま での信 頼感
に疑問 を持ち 、その 時から心 に
ふたを したので ある。 翌日、 若
① は 中 ① に 会 っ た が 、「 手 を つ
かま れて頬に あてら れて… 」な
どと話 せるわ けがなか った。 思
えば、あ の数十 秒が、 その後の
二人 の人間 関係を 決定づけ る瞬
間で あったの である 。あの 時、
中③に どのよう な思い が生じ て
あ の行為に なっ たのか今 も判ら
ない 。それ 以前にも それ以 後に
も無い 、それ は私に とって、 ま
さに人 生に１回 こっき りの体験
であ った。
人生 には予 想も出 来ない落 と
し穴が 待って いるので ある。

英

夫

理工学部と
理工学研究科の
就職状況
理工学 部

田

就 職対策 委員長

澤

本年 度一月末 現在の 理工学 部
および理 工学研 究科の 就職内定
状況 は、八 八・八％ および 八八
・二％ と前年 度同期 に比べ学 部
生では プラス六 ・九％ 、理工 学
研 究科生で はマ イナス六 ・一％
と大 学院生 の内定率 が低下 して
はいま すが、 本年度も 昨年同 様
ほぼ順調 に就職 率が推 移してい
る状 況と言 えます 。特に、 学部
生の 就職率は ここ五 年間、 右肩
上がり に高ま り、平成 十五年 度
の 就職率が 九三 ・六％で あった
のに 対して 、平成十 九年度 にお
いては九七・四％までに高ま
り、過 去最高の 就職率 を達成 で
き ました。 この 傾向は全 学的に
も同 様であり ます。 しかし なが
ら昨年 の秋以 降、世界 的な金 融
恐慌の影 響を強 く受け 来年度の
求人 企業数 は大き く減少す るこ
とが 危惧され ます。 企業か らは
求人数は減らさざるを得ない
が 、優秀な 人材 は確保し たい等
の意 見を多 く頂いて おりま す。
このよ うな状 況下で は学生諸 君
は在学 時に大い に実力 を蓄え、
自分 の専門 性によ り磨きを かけ
てい ただきた いもの です。
一方 、就職率 とは反 対に、 こ
こ三年間 の大学 院博士 前期課程
への 進学率 は右肩 下がりの 傾向
にあり 、平成 十七年 度の進学 率
が四〇 ・五％で あった のに対 し

て、平 成十九 年度に は三〇・ 三
％にまで低下している状況で
す 。学部卒 業生と 理工学 研究科
修了 生の就職 先の業 種を比 較し
てみま すと、 学部生の 場合は 、
建設業、 製造業 、電気 ・ガス・
熱供 給・水 道業、 情報通信 業、
運輸 業、卸・ 小売業 、金融・ 保
険業、 不動産業 、飲食 店・宿 泊
業 、農業、 教員 、公務員 、その
他の 産業等 、多岐に 渡って いる
のに対 して、 理工学 研究科修 了
生におい ては製 造業、 電気・ガ
ス・ 熱供給 ・水道 業、情報 通信
業 、運輸業、卸・小売業、教員 、
公務員 等に分 かれるも のの、 こ
れらの中 でも、 製造業 が五八％
と圧 倒的に 多いのが 特徴で あり
ます。 すなわ ち、大 学院修了 生
におい ては大手 の製造 業に就 職
す る学生が 多く 、各自が 大学院
在籍 時に身 に付けた 専門性 を充
分に発 揮でき るポジシ ョンに つ
いており ます。
朝日新聞社「大学ランキング 」
二〇 〇八年度 版によ ります と、
国内の 大学の 工学部、 理学部 に
お ける大学 院へ の進学率 は全国
一位 が八九 ％であり 、十位 ：七
八％、 二十位 ：六二 ％、三十 位
：五八 ％と高い 数値を 維持し て
い る状況で す。 すなわち 、全国
の理 工系の学 生のほ とんど が大
学院へ 進学す る状況に なって い
るのが現 実です 。この ような状
況下 では、 学部生 の皆さん も、
十分 の将来の ビジョ ンを考 えた
とき、 今自分は 何をな すべき か
を 十分考え 悔い が残らな いよう
勉学に努めて頂きたいもので
す。ま た卒業 生、修 了生の方 は
就職先 で多くの 専門知 識さらに
は開 発能力 を身に 付けた優 秀な
同僚 ・先輩の 方々と の競争 にな
ると思 われま すが、自 己啓発 を
忘れず自 分の能 力を最 大限に発
揮で きるよ う日々 努力をし てい
ただき 充実し た仕事 を行って い
ただきたいものです。

平成十 九年度

理工学部
就職状況
分野別グラフ
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数 理シス テム科学 科
弘前大 学大学院

物 質理工 学科
弘前大 学大学 院

二名

二七 名

その他 、北海道大学大学院 、
長岡技術 科学大 学大学 院、

十名

イ ースト アング リア大学 大
学院

地球 環境学 科
弘 前大学 大学院

その他、北海道大学大学院 、
東 北大学大 学院、 名古屋 大
学大 学院

十三名

電子情 報システ ム工学 科
弘前 大学大 学院

その他 、千 葉大学大 学院

二五名

知能機 械システ ム工学 科
弘前 大学大 学院

その他 、東 北大学大 学院

平成十 九年度

理工学研究科
就職状況
分野別グラフ

紙上 企業 訪 問

勝 博

こ の度は同 樹会会 報第九号 の
発行に 際し、お 慶びを 申し上 げ
ます 。
私は 理学部 化学科を 昭和六 十
一年に卒 業しま した。 所属は無
機化 学研究 室で、内 田健吾 先生
や喜多昭一先生のご指導を受
け、 現 株
( ル
) ネサ ス北日本 セミ
コンダ クタに 就職し ました。
現在は五 所川 原市の漆 川工業
団地 にある津 軽工場 に勤務 して
おりま す。当社 は半導 体機器 の
製造 を行っ ており 、自動車 や携
帯電話に搭載されているＩＣ
（インテ グレー テッド サーキッ
ト） チップと なるシ リコン ウェ
ーハの 加工をし ていま す。製 造
現場 は前工 程と呼 ばれる塵 埃が
殆ど無 いクリ ーンル ームで作 業
員は頭か ら白衣 をまとい シリコ
ンウ ェーハに トラン ジスタ を形
成して います。 完成し たウェ ー
ハは 当社函 館工場 や米沢工 場へ
運ばれ 、後工 程と呼 ばれるシ リ
コ ンウェ ーハか らＩＣチ ップを
切り 出し最終 製品と なりま す。
一つの 製品チッ プには 百万個 以
上の トラン ジスタ と十ミク ロン
よりも 細い配 線で形 成されて い
ま す。
半導 体部品 とは一 言で表現 す
るとコ ンピュー タ部品 で、ム カ
デの ような 外観を している 、と
言えば お分り でしょ うか。今 や

（昭和六十一年
理学部化学科卒業）

上 田

半導体製造
技術に携わって

(1)

私たち の生活 にはこ の半導体 は
欠かせないものとなっていま
す。 皆さん も身の周 りには 必ず
といっ て良いほ ど半導 体部品 が
ある ことに お気付 きでしょ う。
家電製 品はも ちろん ですが、 時
計、電子 辞書に も、さ らにはク
レジ ットカー ドにも 薄いＩ Ｃチ
ップが 埋め込ま れてい ます。
私 の業務 は、製品 の生産 に直
接携わ ってお らず、 新製品の 開
発や量産 品のコ スト低 減のため
の評 価や不具 合を生 じた製 品の
解析と 対策とい った技 術担当 を
行っ ていま す。シ リコンウ ェー
ハの加 工には 多数の 化学薬品 を
使用する ので化 学科教室 で学ん
だ知 識を活か し業務 に反映 させ
ていま す。
技術 員とし ての成果 とは、 そ
の評 価が難 しいので すが、 新製
品 の開発に 関し ては言え ば、目
標とす る性能と 開発日 程を企 画
し遂行 するこ と、ま た、試作 を
行う 前にデザ インレ ビュー と称
して ミーテ ィング を繰り返 し実
施して、 想定さ れる不 具合の抽
出とそ れに対 する検証 方法を 決
め実 行するこ と、さ らには 失敗
も成 功事例 も財産 として、 技術
レポート にして 今後に 活かすこ
とで、 次世代 を担うエ ンジニ ア
に伝 えること である と考え てい
ます 。そこ には常に 斬新な 技術
的 アイディ アが 求められ 、学生
時代で の基礎知 識と社 会人に な
ってか らの経 験とさ らには隘 路
事項 が生じ ても諦め ない気 力と
体 力が融合 して 生まれる もので
す。従 って技術 者はア イディ ア
を考案 し、成 し遂げ ることで サ
ラリ ーを得 ていると 言って も過
言 ではあり ません 。
近年の日 本の 半導体業 界はか
つての トップ の地位か ら転げ 落
ち、 トップを 取り戻 すべく 若い
技術 者の採 用と育 成が急務 とな

ってい ます。
是 非ともこ れから 就職さ れる
皆 さんは技 術系 の業務に 携わり
日本や 世界の技 術を受 け継ぎ 、
そして 新たに 築いてい ただき た
いと 願ってお ります 。
ま た、毎 年理工学 部の学 生が
当社へ工 場見学 に来て いただい
ていま すが、 私がＯＢ という こ
とも あり、応 対と半 導体製 造技
術のプレゼンを担当していま
す。今後 もお気 軽にお 越し下さ
い。
私事 、五所 川原に移 り住ん で
も毎 週弘前 市内のボ ウリン グ場
へ 通い、毎 年弘 前公園へ 行って
は見事 な桜に陶 酔して います 。
昨年は 久しぶ りに弘 前扇ねぷ た
を堪 能し、 整備され た駅前 にも
感 動しまし た。 また、化 学科教
室同窓 会の幹事 として 、理工 学
部にも 年に幾 度か訪 問し、先 生
方と もご縁 を続けさ せてい ただ
いて おりま す。
最後にな りま すが、同 樹会の
益々の ご発展 と会員の 皆様の ご
健勝 を祈念い たしま して筆 を終
えさ せてい ただき ます。

理工学部卒業・理工学研究科修了

祝 賀 会

物質理工学科

地球環境学科

去る平成二 十年三月二十一日 、例年通り大学会館
三階大 広間にて、理工学 部卒業・理工学 研究科修了
祝賀 会が開催されま した。ここ数年、 祝賀会への参
加率が伸びてお りましたが、今年 度は若干下回る参
加 率 と な り 、 運 営 に 携 わ る 者 と し て 努 力 不 足 を感 じ
ておりま して、多数の方 に参加して頂ける 工夫を模
索し ている所存です 。しかしながら、 内容におきま
しては、ご退職 の先生方を始め、 各学科長や学生か
らユーモアと 感慨溢れる沢山 のスピーチを頂戴し、
昨年度同 様の盛会であっ たと感じておりま す。最後
にな りましたが、祝 賀会準備及び開催 にご協力頂い
た理工学部教職員 関係各位に感謝 申し上げる次第で
す。

平成十九年度

数理システム科学科
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80,000円
88,000円

写

真

代

84,000

卒業・修了祝賀会写真代

通

信

費

33,755

加入案内送料(研究科新入生) （1,845円）
未加入者へ加入案内送料（学部４年）
（21,800円）
卒業・修了祝賀会写真送料他（10,110円）

会

議

費

0

事

務

費

120,000

消耗品費

19,295

会費払込取扱票
（9,450円）
ワープロラベル用紙，ドッジファイル，
ＰＰＣ用紙他
（9,845円）

郵便振替
払 込 料

13,200

会費払込手数料（123人）

8,858,720

次年度以降経費引当金を含む

7,638,145

639

計

費

備

預金利息

予

168,000

同窓会報告

卒業・修了祝賀会経費
（254,150円）
卒業・修了祝賀会当日会費 （168,000円）

1,500部

（287,175円）
（1,000円）

（84,000円）

名簿整理及び会費払込案内ほか事務処理
謝金

32人
35人

弘化会総会
及び懇親会

422,150

学生
教員等

弘化会幹事

卒業・修了
祝 賀 会

卒業･終了
祝賀会当日
会費納入分

い そし

460,000円
370,000円
0円
30,000円
380,000円
10,000円
0円
10,000円
0円
3,000円

1,263,000

塚

の認知 度を高 めても らうため で
す。次 に、化学 系の同 窓会で あ
る ことから 、次代 を担う 若者の
育成 を支援す るとい うこと を目
的とし て、毎 年理工学 部等を 会
場として 開催さ れてい る「化学
への 招待」 に協賛 させてい ただ
くこ ととしま した。
最近の 傾向と して、 活発な同
窓 会活動は 難し くなって きてい
ます が、そ の中でも 持続的 な活
動を続 けてい くこと を心がけ て
いるとこ ろです 。昨年 十二月に
は会 員の協 力によ り会誌十 三号
が発 刊されま した。 メール マガ
ジンの 発行に より充実 した次 号
を多くの 会員に 届ける ことがで
きる ように なること を望ん でい
ます。
最後に 、弘化 会の会 員は同樹
会 の会員で もあ りますの で、弘
化会 と同樹 会の連携 により 、両
会の活 動がよ り活発と なるこ と
を期待し ていま す。

会報第８号
寄稿料補助

費

糠
弘化会（ こうか かい） は
文 理学部 化学教室 卒業生 及
び理 学部化 学科卒 業生を中
心とす る同窓 会で、現 在の
会員数は 正会員 が千二 百二
十 六名、特 別会員 が三十 名
です。 葛西 和彦会長 （理学
部化学 科七回生 ）以下 八名
の 役員で 運営し ています 。
昨 年十一月 一日の 総会は 三
年振りの開催となりまし
た。出席 者は三 十名と 多く
は ありま せんでし たが、 遠
くは 北海道 や関東 から、ま
た、若 い世代 からベテ ラン
ま で広い 年代に わたって の
参 加があり 、総会 終了後 の
懇親会 は大 いに盛り 上がり
ました 。
こ のたび の総会 では、今
後の 活動方 針とし て三つの
議題が 話し合 われまし た。
一つは新 入会員 につい てで
す 。理学 部から理 工学部 へ
の改 組に伴 い、本会 への新
たな会 員の入会 は停止 して
い ました が、二 〇〇六年 度
に 化学系の 学科が 創設さ れ
たこと から 、その卒 業生に
本会に 入会して いただ くた
め の準備 を始める ことと し
まし た。ま た、残 りの二つ
の議題 は本会 の活性化 につ
いてです 。まず 、メー ルマ
ガ ジンを発 行する とにし ま
した。 これ は、会員 とのコ
ンタク トを密に して、 本会

288,175

会

8,858,720

計

同樹会報
作 成 費

126人
１年（20年度入学）
46人
１年（19年度入学）
37人
２年
0人
３年
3人
４年(祝賀会時納入3人分含む) 38人
既卒
1人
１年
0人
２年(祝賀会時納入1人分含む) 1人
後期課程
0人
1人

９月26日払込み
円
7,427,081

度
金

年
越

前
繰

正会員
学部
〃
〃
〃
〃
〃
院生
〃
〃
特別会員

円
240,000

弘前大学全
学同窓会費

摘

要
額
金
目
項
要
摘
額
金
目
項

◎支出の部
◎収入の部

平成20年３月31日現在

弘前大学理工学部同樹会収支決算書
平成19年度

電子情報システム工学科
知能機械システム工学科
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加入案内送料（研究科新入生）
50人×＠90円
加入案内送料（学部学生４年）
250人×＠80円
卒業・修了者祝賀会記念写真送料他
5,500円

11,278,145

30,000

会

議

費

10,000

事

務

費

120,000

品

費

20,000

ワープロラベル用紙，ＰＰＣ用紙他
振
込

替
料

15,000

会費払込手数料

備

費

10,208,145
便

勉

芬

元子

氏

氏

氏

二口

二口

一口

三口
杉山
細川

氏

畑

平
( 成二十年四月 一日～
平成二十 一年二月二十八日

理 工 学 部 同樹 会 協 賛 者

郵
払

俊雄

予

)

平成 十七年度 より幹 事（会 計
担当 ）を努 めてお ります一 條で
す。平 成二十 一年、弘 前大学 は
創立 六十周 年を迎 えます。 弘前
大学の 還暦と いうこと で、行 事
等 の計画が 進ん でおりま す。創
立六十 周年記 念事業 について の
詳 細は、以 下の ホームペ ージよ
りご覧 いただ けます 。会員各 位
の ご協力、 ご支 援を賜り ますよ
う宜し くお願 い申し 上げます 。

事 松野

副会長 三 浦

長 千葉

健司

徹也

賢二

信行

監

弘前市文京町三

役員一 覧

一條

宏孝

会

査 荒木

勝弘

幹

須藤

局

次年度以降経費引当金を含む

費

耗

11,278,145
計

150人×＠100円

信

消

代
真

名簿整理及び会費払込案内ほか事務処理
謝金

通

祖父尼

URL: http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~doju/

卒業・修了者祝賀会記念写真
190人×＠525円

以上の方々よりご協賛いた

E-mail：ken@eit.hirosaki-u.ac.jp

100,000

だきました。誠にありがとう

電話： 0172-39-3660

司

健

條

写

ございました。

http://www.hirosaki-u.ac.j
p/60Anniversary/60Anniversar
yindex.html
さて 、昨年 来の金融 不安に 関
連する連 日の報 道の中で 、
「人 」
を育 てること の重要 性が問 われ
て い る よ う に 思 い ま す 。「 人 」
とは 、家庭に おいて は子供 、教
育現場に おいて は生徒 や学生、
企業 において は社員 、など とな
り得るのでしょうが 、親 、教師 、
経営 者もまた 「人」 であり 、育
てる側も 己の成 長を意 識し、年
齢、 立場、自 他を越 えて「 人」
というリ ソース の大切 さを再確
認す る時期 にいてい るのか も知
れませ ん。そし て、不 安を乗 り
越え る力の 礎は、様 々な個 性を
もつ「 人」の繋 がりに あるよ う
に感 じます 。本会も 繋がり の一
つのパ スであり ます。 各方面 で
ご活 躍の会 員のお知 恵、お 力を
お寄せ 頂き、新 入会員 へと繋 げ
てゆ ければ と願って おりま す。
最後に 様々な 面にて ご協力頂
きま した、 理工学 研究科事 務長
始め事 務職員 の方々に 、この 場
をお 借りし て感謝 申し上げ る次
第です 。

住所：〒036-8561

250,000 100人×＠2,500円
計

一

弘前大学大学院理工学研究科

卒 業 ・ 修 了
祝
賀
会

3,640,000
費

務

285,000 1,500部×＠190円
成
会

事

報
費
会
樹
同
作
364人×＠10,000円
309人
10人
10人
35人
１年
２年
３年
３年
正会員
学部
〃
〃
〃

円
240,000
弘前大学全学
同 窓 会 費
円
7,638,145
度
金
年
越
前
繰

要
摘
額
金
目
項
要
摘
額
金
目
項

◎支出の部
◎収入の部

平成20年４月１日現在

弘前大学理工学部同樹会収支予算書
平成20年度
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