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巻頭言　新型コロナ禍を乗り越えて、頑張れ生物工学専攻
関　達治（昭和 41年卒）

今年の新年早々の 1月 16 日に、中国武漢市から帰国した男性が新型コロナウィルスに感染して
いることを厚生労働省が発表して以来、新規感染者がどんどん増加し 4月中旬ごろにその数はピー
クとなりました。連休の間の外出自粛が功を奏したのかは不明ですが、6月中旬には一旦収まる気
配が見られました。しかし、この原稿締め切りの 6月末には新規感染者数が全国で 110 名と増加し
つつあり第 2次の感染拡大とも言われています。この会報が出版されるころの状況は全く予想でき
ませんが、うまく収まってくれることを祈っています。お家族も含めて皆さんはいかがですか。テ
レワークなどで大変だったと拝察しますが、一方、新しい働き方が提案されるようになったようです。
私は 77歳になりますので、毎日が自宅待機のようなものですから、体重が少し増えたぐらいのこと
でした。
この間に、こんな悲しい報もありました。MIT の Arnold L. Demain 名誉教授が新型コロナウィル

ス感染症（COVID-19）で 4月 3日に永眠されたとの報が各方面から入りました（享年 92歳）。先
生は近代応用微生物学の先駆者でありましたが、気さくに、優しく、精一杯、多くの生物工学者を
育てられました。その人材は日本人のみならず、世界に広がっています。大阪大学にも度々足を運
んでいただきました。
また、COVID-19 とは関係ありませんが、山田靖宙先生（本学名誉教授）がお亡くなりになりました。

コロナウィルス対応のため、お葬式にも参列することができませんでしたが、皆さんとご冥福をお
祈りしたいと思います。有機化学は微生物学の研究や実践にも必須な分野だと、東京大学から岡田
弘輔教授（当時）の研究室に招へいされ、専攻の化学分野の教育研究に大きく貢献されました。
さて、この新型コロナウィルスは、感染から発症まで 2週間ほど要すると言われており、感染予

測が大変難しいと見受けられます。感染症専門家から大阪大学の核物理学者（中野貴志教授）までが、
色々な発症モデルを提案されておりますが、これぞと言う数理モデルはまだ確立していないようで
す。言うまでもなく、今までに経験したことがないような感染の広がりであるので、そう簡単に感
染と発症のモデルが確立するとも思えません。この色々なモデルについてディスカッションを聞い
ているとき、何故か醗酵工学科時代の照井堯造教授の授業に出てきた「ノングロース　アソシエイト」
生産モデルを思い出しました。培養経過で µとρがずれているパターンです。勿論ウイルス感染と
発症には無縁ですが、私と同年代の人はピンと感じるものがあるのではありませんか。本学の醗酵
工学教室は数式に強いと思われていたのかどうかは知りませんが、東京大学応用微生物究所の合葉
修一教授（当時）の率いる東大勢と醗酵プロセスのモデリングで張り合っていたことを思い出しま
した。合葉教授はその後阪大醗酵工学科に移籍されたので、今の生物工学教室は新しい生物工学の
発信地であると思っています。その意味で学生諸君は自信を持って研究に邁進し、日本の生物工学
分野の発展に大学のみならず企業において力を発揮していただきたいと思います。
この度の COVID-19 についての政府や自治体の対応に対して色々な評判があります。混乱の中で

の政策決定は難しいものがあるでしょう。しかし少し科学に携わった者として、理屈の通らない政
策には同意しかねます。特に省庁間の連絡の不十分さや、先を見通していない政策、実現しない施策、
科学への投資の少なさなど、政治家の皆さんに改善して欲しいと思うのは私だけではないでしょう。
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教室の最近の動向
生物工学専攻 専攻長　応用生物工学コース コース長　内山　進

2020 年度の専攻長・コース長を拝命しました内山進です。最初に同窓生の皆様には、本年度よ
り専攻再編により大学院の専攻名が生物工学専攻となったことをご報告させて頂きます。生物工学
専攻には、生物化学工学研究室（大政健史教授）が加わり、教授 6名、准教授 6 名、講師 1 名、助
教 5 名が在籍しています。加えて生物工学国際交流センターの 6名、情報科学研究科バイオ情報工
学専攻の 6 名、産業科学研究所生体分子機能科学研究分野（フォトニックバイオテクノロジー研究室）
の 4名、さらに本年度からは蛋白質研究所蛋白質結晶学研究室の 3名（栗栖源嗣教授、田中秀明准
教授、川本晃大助教）が加わり、専任教員各位が協力して生物工学関連研究室グループ（以下、当教室）
を形成し、学部、大学院教育を行っています。
当教室には、専任教員に加えて、特任教員 8名、特任研究員 18名、技術職員 1名、さらに多く

の技術補佐員ならびに事務補佐員が在籍し、教育・研究に関与しています。産学連携では、3つの
協働研究所、4つの共同研究講座に当教室と密接に活動いただいています。現在当教室には、英語
コース所属の大学院生を含め、博士後期課程 63名、博士前期課程 117 名、学部研究室配属学生 74
名が在籍しております。さらに、学部 2年次の分属では応用生物工学科目が応用自然学科で学生に
最も人気が高い学科目となり最終的に 61名が分属されました。
昨年度における専任の教員異動としては、5月に安本周平先生が細胞工学研究室の助教に着任、

10月に梶浦裕之先生が応用微生物学研究室の助教に着任、さらに、11月に本田孝祐先生が分子微
生物学研究室の教授に昇任され、その後、同研究室に岡野憲司先生が異動されました。また、12月
にはバイオ情報計測学研究室の岡橋伸幸先生が准教授に昇任されました。昨年度の教員による主な
受賞としては、日本生物工学会にて紀ノ岡正博先生が功績賞を受賞されました。
当教室はこれまでと同様に国際交流、留学生教育に力を注いでおります。特に、以前から継続し

ている英語コース大学院を中心として、学部英語コース（G30）や、SSSV 等の種々の短期プログラ
ムで多くの留学生を受け入れています。博士前期課程ダブルディグリープログラム（DDP）につい
ても、マヒドン大学やバンドン工科大学との修士プログラムを実施しており、双方向での交流を活
発に行っています。こうした取り組みをリードされてきた福崎英一郎先生におかれましては、バン
ドン工科大学への多大な貢献によりバンドン工科大学の名誉教授に推挙されました。
当教室も 2020 年 3月頃より新型コロナウイルスによる影響を大きく受けており、講義だけでな

く博士公聴会もほぼ全てオンラインで実施しています。学会等が軒並み中止となっており、同窓生
の方々と学会の場で直接お会いしてのご報告が難しい状況ですが、本年度もコース長による教室近
況に加えて、各研究室の近況を尚醸会の皆さまにお伝えする趣向を継続します。なお、2021 年 4
月からは学部の学科目の名称が、「応用生物工学」から「バイオテクノロジー」に変更となります。
120 年以上の歴史を持つ当教室がバイオテクノロジーで 21世紀を切り拓くべく、教育と研究に注
力していることが名称変更によりさらに認知されることを期待しています。
同窓生の皆様におかれましては、引き続きご支援のほど、何卒よろしくお願いいたします。
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各研究室の近況

【生物資源工学領域】2020 年度の福崎研は学部生 7名、修士 14名、博士 17名とスタッフを
合わせた合計 52名のラボになりました。留学生は 11名であり継続して国際的なラボになっ
ています。また、福崎研の 3本柱である、国際交流、産学連携、男女共同参画の一環として
女性教授 1名がクロスアポイントメント制度で在籍しています。受賞については、福崎教授
がHonorary Fellows of the Metabolomics Society を、D3竹尾、福崎教授、新間准教授、他海
外共著者 2名で執筆した総説が 2020 年度日本質量分析学会会誌賞を受賞しました。4月以
降コロナ感染拡大防止のため、執筆時点でメンバー全員が集まる行事は行えておりませんが、
Zoom飲み会などを使ってコミュニケーションを図っています。オンラインでのコミュニケー
ションも意外に楽しいことに気づきました。コロナの影響が収まり、お近くにお越しの際は是
非福崎研にお立ち寄りください。

【生命環境システム工学領域】今年度は学生が総勢 32 名の体制でスタートしています。この 5
月に加藤泰彦先生が講師に昇任されました。日本人学生は 15名、留学生が 17名と留学生の
方が多くなっていますが、区別なく一丸となって研究に取り組んでいます。ただ今年は新型コ
ロナウイルスの影響で、6月の時点で留学生が 3名来日できずにおり、研究室もしばらく閉鎖
せざるを得ませんでした。研究室に来られることがどんなに貴重か、また学生さんといろいろ
と実験をすすめたり話したりすることが、どんなに大事かということを痛感した期間でした。
また閉鎖ということがないように祈りつつ、もどってきた学生さんと研究環境に気を付けなが
らようやく再開するところです。SDGs の意識が高まる中、生命と環境をキーワードにしてい
る私たちの研究室でいろいろと貢献ができればと思っております。

【高分子バイオテクノロジー領域】今年の内山研は、教員 3名（内山、杉山、鳥巣）、特任教員、
特任研究員、研究補佐員、秘書、招へい研究員などのスタッフが 16名、学部生 7名、博士前
期 22名（うち留学生 2名）、博士後期 5 名 ( 社会人 2名 )、研究生 2名の合計 52名の研究室
でスタートしました。主な研究テーマはバイオ医薬品や遺伝子治療ウイルスベクターの品質管
理、分析と製剤、そして准教授の杉山先生が推進している酵母バイオテクノロジーです。数年
前から始めた機械学習でのデータ解析での成果も出始めました。昨年は私を含め複数の学生が
海外で講演・発表しましたが、今年はしっかりと大学で研究を進めながらオンライン中心での
発信が中心になりそうです。さらに充実した研究室となるように頑張りたいと思います。

【細胞工学領域】2020 年度の村中研は、学生・教職員を合わせて総勢 34名となりました。昨
年 9月には村中教授が 2019 年度日本植物細胞分子生物学会・学術賞「植物テルペノイド代
謝多様性の分子基盤と代謝工学」を受賞され、また、博士課程 3年の鈴木隼人さんが 2020 年
度日本植物細胞分子生物学会・学生奨励賞を受賞することが決定しました。また、Soo Yeon 
Chung さんが新たに日本学術振興会特別研究員 DC2 として採用され、研究に従事しています。
新型コロナウイルスの影響で新学期からの実験が滞っていましたが、感染防止対策を行った上
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で順次研究を再スタート、様々な研究プロジェクトを進めています。ぜひ研究室ホームページ
を訪れて確認してみて下さい。

【生物プロセスシステム工学領域】本領域は、本年 5月末現在、教員 3名（紀ノ岡、金、堀口）、
特任教員・研究員などで 38名、学生 29 名と、大所帯かつ国際的な研究室となっており、新
たな学問体系「細胞製造性」を軸とし、社会実装に向けた産官学連携にて活動しております。
この活動が認められ、昨年、紀ノ岡が日本生物工学会の功績賞を受賞するに至りました。特に、
「細胞製造コトづくり拠点（’16 設立）」を中心に、細胞製造システム工学共同研究講座（ヘリ
オス、’14 開設）、細胞培養工学共同研究講座（ローツェライフサイエンス、’18 開設）、再生
医療協働研究所（日立プラントサービス、’18 開設）、未来医療システムデザイン共同研究講座（澁
谷工業、’19 開設）の連携、本年 4月から細胞保管・輸送テクノロジー共同研究講座（岩谷産業）
が開設され、研究チェーンが、さらに強化されコトづくりを邁進しております。

【生物化学工学領域】専攻再編で、物質生命工学講座から生物工学講座に領域が異動しました。
学部生 6、修士 16、博士 5、特任教員 3とスタッフで 7か国 38名の 6年目です。大政先生は、
昨年 8月から大阪大学総長補佐 ( 教育オフィス )、工学研究科執行部・教育学務国際室長（教
務委員長）、大阪大学キャリアセンター兼任教員として全学 /工学研究科の教育全般に携わり、
客員教授 ( 徳島大 /神戸大 )、日本動物細胞工学会会長、日本生物工学会理事、AFOB-DSG も務
めておられます。AMED- 連続製造 PJ ( 統括 PL 大政 )、先端的バイオ製造技術開発（山野・統
括 PL大政）、遺伝子治療製造 PJ (PL 大政 )、AMED-CiCLE( 大政 )、科研基盤 S( 大政 )、C( 古賀 )、
スタート支援 ( 山野 ) と研究 PJ も充実し、大政先生は日本生物工学会功績賞、山野先生は日本
動物細胞工学会奨励賞を受賞されました。近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

【バイオ情報計測学講座】バイオ情報計測学講座は 2018 年 4 月に発足しました。2019 年 3
月には初の応生卒業生を輩出し、みなさまからの温かいご支援を賜りつつ研究環境も向上する
など、着々と活動を本格化させています。また、2019 年 12 月に岡橋伸幸助教が、准教授に
昇進され、教育・研究にさらに精進されています。現在は、教授：松田史生、准教授：岡橋伸
幸の布陣で工学部応用生物工学コースの学部教育を担当しております。2019 年 4月には新 4
回生 6名が配属され、学士 6名、修士 11名、博士 1名でバイオテクノロジーと情報工学を融
合した研究を活発に進めました。

【代謝情報工学講座】令和 2 年度は、新たに二井手哲平助教と学部生を迎え、学部生 7名、研
究生 1名、修士 10 名、博士 2 名、スタッフ 10名の計 30名 (6 月現在 ) で臨みます。研究室
も新型コロナウィルス流行の影響で 6月までは、在宅での研究活動を進めていました。6月か
らは学生も大学に来られるようになり、ようやく実験も再開できました。研究室の座席もソー
シャルディスタンスを保つように配置が大幅に変わっています。研究では、シミュレーション
に基づく進化実験の研究も大規模に始まり、ジャーファーメンターもフル稼働しています。近
くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
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【応用微生物学領域】昨年 10月より梶浦裕之助教を迎え、本年度は学部 4回生が 6名、修士
課程学生が 19名、博士課程学生が 7名に技術補佐員 1名、スタッフ 3名の合計 36名の体制
で運営しています。国際色豊かな研究室で、日本人学生を含む 8ヵ国に及ぶ学生が明るくアッ
トホームな雰囲気のもと共同、協力して研究活動を行っています。昨年度 11月にアメリカ カ
リフォルニア大学デービス校との研究提携に向けたキックオフシンポジウムを開催し、今後の
両大学間で研究交流を加速させるマイルストーンを構築することができました。本年度はコロ
ナ禍の影響で例年に比べ研究室行事は減ってしまっていますが、研究室活動の様子も「藤山研
通信」にて頻繁にアップデートしていますので、是非ご覧ください。

【分子微生物学領域】故 仁平名誉教授の後任として、2019 年 11 月に本田孝祐教授（前 合成
生物工学領域・准教授）が着任しました。2020 年 4月には同じく合成生物工学領域より岡野
憲司助教が着任し、両名に木谷准教授を加えた体制で新たなスタートを切りました。令和 2年
度は、博士前期課程 10名、学部生 6名、スタッフ 5名（JSPS 特別研究員、技術補佐員を含む）
の 21名で活動を開始しています。旧仁平研究室の良い点は継承しつつも、これまでの慣習に
とらわれることなく、スクラップ・アンド・ビルドの精神で新しい研究室を作り上げていきます。
合成生物工学領域、旧仁平研の卒業生の皆様におかれましては、ぜひ新しくなった研究室にご
来訪ください。

【フォトニックバイオテクノロジー研究室】本年度は 学生 15名を含む 31名で構成されていま
す。昨年 7月以降、原著論文 5報を含む計 15報の研究成果を報告しました。永井先生は、昨
年 9月に宮崎シーガイアで開催された第 57回日本生物物理学会年会では大会長を務められま
した。同年会では、卒業生の篠田さんが博士論文研究の内容で若手奨励賞を受賞されました。
本年 3月には、永井先生がフジテレビ「ホンマでっか！？ TV」にノーベル賞研究を引き継ぐ
世界的権威として出演されました。また、今年から研究室のホームページが従来のブラックな
背景なものからホワイト基調のスタイリッシュなものに一新されました。永井先生は新たに
Instagram を開設されましたので、そちらも是非フォローしてください。COVID-19 自粛期間
を機会に、永井先生は Zoom飲み会にも進出されていますので、卒業生の方は連絡をとってご
参加ください。

【蛋白質結晶学研究室】蛋白質研究所が大部門制に移行する前の研究室名は「蛋白質物理構造
研究部門」で，角戸正夫先生，勝部幸輝先生，月原冨武先生が担当してこられた研究室です。
2009年 4月に現体制となっており，縁あって2020年 4月から新しい生物工学専攻のメンバー
に加えていただきました。教授の栗栖源嗣は工学部物理化学講座（笠井研）、准教授の田中秀
明は蛋白研（月原研）、助教の川本晃大は生命機能研究科（難波研）の出身で，Ｘ線や電子顕
微鏡を用いた構造研究を進めています。4月には新 4回生 2名が配属されました。工学部応用
自然科学科・大学院工学研究科生物工学専攻の教育を精一杯担当させていただきますので，ご
指導のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
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教員紹介：生物工学国際交流センター着任のご挨拶
生物工学国際交流センター　分子微生物学研究室　教授　本田孝祐

2019 年 11 月、工学研究科・合成生物工学領域（旧大竹研究室）より、故 仁平卓也先生の
後任として生物工学国際交流センター（ICBiotech）の教授に着任いたしました。木谷 茂准教授、
ならびに 2020 年 4月に同じく合成生物工学領域より ICBiotech に異動になりました岡野 憲司
助教とともに、分子微生物学研究室における教育・研究に取り組んで参ります。生物工学分野
の国際交流活動で長きに渡りわが国の先頭を走り続けてきた ICBiotech の歴史と実績を継承・
発展させていくことに重責を感じておりますが、精一杯、尽力していく所存です。尚醸会の皆
様におかれましては、なお一層のご指導・ご鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。
私は、2003 年に京都大学農学研究科応用生命科学専攻にて、微生物由来酵素を用いた光学

活性物質生産に関する研究で博士号を取得いたしました。その後、同大での博士研究員を経て、
2005 年に大阪大学工学研究科の大竹研究室に助教として着任いたしました。同研究室では、
大竹久夫先生や、当時、准教授としてご在籍であった大政健史先生（現 生物工学専攻 生物化
学工学領域・教授）らのご指導のもと研究に従事して参りました。好熱菌などのユニークな特
性を持った微生物に興味を持ち、それらの生理機能を支える遺伝子や酵素の機能解析を進めて
きました。また、これらの生体分子を人為的に組み合わせ、化学品製造などに利用可能な新た
な生物機能を創出することにも取り組んできました。優秀な学生にも恵まれ、おかげさまで酵
素工学研究会（2015 年）やバイオインダストリー協会（2017 年）、日本生物工学会（2018 年）
などの学協会より研究奨励賞を頂戴することもできました。
ICBiotech では、こうした研究をさらに発展させていくとともに、微生物群集（微生物菌叢）

の理解と利用など、新たな研究分野にも挑戦して参ります。ICBiotech の重要なパートナーで
ある東南アジア諸国においても、わが国と同様、プロバイオティクスや、農業・水産・畜産飼
料としての微生物菌叢の利用に関心が高まっています。彼 /彼女らとも協力しながら、これら
の新しい分野の開拓を進めていきたいと考えています。
本稿を執筆中の現在（2020 年 6月）、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、物理的な

人の往来を伴った国際交流活動は厳しく制限されています。一方で、コロナ禍をきっかけに各
種のweb 会議アプリなどが身近なツールとして定着
し、サイバー空間における国際交流活動は大きく活
性化しています。ウィズコロナ、アフターコロナの
社会における新たな国際交流活動の在り方を見出し
ていくことも ICBiotech で取り組むべき重要な課題
であると考えております。



7

山田靖宙先生の思い出
帝京大学理工学研究科 作田庄平（元職員 昭和 61年～平成 6年）

山田靖宙先生が、2020 年 3月 20日に、83歳で、お亡くなりになられました。おととし
お目にかかったときには、とてもお元気でいらっしゃいましたので、突然の訃報に驚くとと
もに、恩師を失った悲しみでいっぱいです。山田先生は、1970 年に醗酵工学科に赴任され、
1985 年に教授に昇任され、2000 年に定年で退職されました。筆者は、1986 年から 1994
年までの 8年間、研究室の助手として、先生にご指導いただきました。本小文では、当時を
懐古し、先生を偲ぶことができればと思います。
醗酵工学科は開放的で自由な雰囲気に満ち溢れていました。その中で、多くのすぐれた研

究が行われていました。赴任した当時、山田研究室においても、放線菌の抗生物質生産誘導
因子の単離・構造決定に成功した直後で、研究室が活気づいていました。筆者はその中に加
えていただき幸せでした。山田先生がそれから展開された研究は、有機化学者が生命科学に
切り込む先駆的な見事なお仕事で、現在でも燦然と輝いています。
いろいろな場面の中での先生が思い出されます。先生はご自身でも実験をされていました。

もじゃもじゃの大きな手が実験台の上で器用に動いていました。「おっ、新反応だ」とよくおっ
しゃっていました。先生は反応機構や合成の方法を丁寧に教えてくださいましたが、先生の
描く構造式はとても美しかったのを思い出します。先生はスポーツがお好きでした。野球や
ソフトボールが盛んで、研究室や学科のメンバーと度々ご一緒くださいました。いつも全力
でプレーされ、大きなホームランを打たれました。ゴルフもお好きでした。ぎっくり腰で昨
日まで大変だったのに、明日はディフェンディングチャンピオンのゴルフ大会だからと張り
切っていらっしゃることもありました。そして、どんな場面においても、研究室のメンバー
を、あたたかく見守ってくださっていたことを思い出します。いつもどっしりと構えてくだ
さり、みんなが安心して自由に研究できる雰囲気を作ってくださいました。筆者はたくさん
のことをしでかしましたが、先生は、いつも黙って待ってくださいました。今思えば赤面の
至りですが、先生が信じてくださったことで、どれだけ多くの大事なことをお教えいただい
たかはかり知れず、感謝の言葉しかございません。
写真は、2018 年の夏に、昼食をご一緒させていただいたときのものです。先生は以前と

変わらず、あたたかく包み込んでくださり、時が 30年前に戻りました。もうお会いするこ
とはできなくなりましたが、先生にお教えいただいたことを大切にし、後輩に伝えていくこ
とができればと思います。山田先生、長
い間まことに有難うございました。また、
大変お疲れさまでした。安らかにお眠り
になられますよう、お祈り申し上げます。

右から、奥様、山田先生、筆者（2018 年夏）
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令和元年度尚醸賞の授与

工学部応用生物工学コースの成績優秀者の努力を讃え、2020 年 3月 25 日に大阪大学サン
トリーメモリアルホールにて、尚醸会を代表して幹事長の福﨑英一郎先生より尚醸賞が授与さ
れました。受賞者の皆様の今後の益々のご活躍を期待しています。

尚醸賞受賞者のコメント
西海遥夏さん
この度は尚醸賞を受賞させていただいたことを、心より感謝申し上げます。大学入学から 4

年間、自身の目標に向かって地道に努力を続けた結果、尚醸賞受賞という形で評価をいただけ
たことを大変喜ばしく思います。これからも支援をしていただいたみなさまへの感謝を忘れる
ことなく日々精進してまいります。
土岐弥生さん
この度は尚醸賞をいただきありがとうございました。大学 4年間は、大勢の方々に支えて頂

きながら自己成長に向けて取り組みを進めてきました。今後も支えてくださっている方々への
感謝の気持ちを忘れず、社会に貢献できる人間としてより成長するために日々精進してまいり
ます。
古川美咲さん
この度は令和元年度尚醸賞を受賞させていただき、ありがとうございます。先生方、先輩、

友人たちに支えられて無事大学を卒業することができました。この感謝を忘れずに、これから
よりいっそう勉学、研究ともども頑張っていきたいと思います。

2020年 3 月 25 日に開催された授賞式での記念撮影（左写真。左から、土岐さん、福﨑幹事長、
古川さん）。右写真は、海外出張のため式を欠席された西海さん。
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令和元年度工学賞を受賞して
大阪大学大学院工学研究科生物工学専攻　内山研究室

博士前期課程 1年　西海遥夏（令和元年卒）

この度、令和元年度大阪大学工学賞を頂きましたことは、感謝の念に堪えません。このよう
な大変名誉ある賞を頂けたのは、熱心に指導してくださった先生方や先輩方、共に勉学に励ん
だ友人、経済的・精神的な面で支えてくれた家族など、大学在学中に私を支えてくださった全
ての方々のお陰でございます。授賞式には、共同研究のため海外出張をしており参加すること
ができなかったため、この場を借りて御礼申し上げます。また、みなさまへの感謝の気持ちを
決して忘れることなく、これからもより一層勉学および研究に励む所存でございます。
私は現在、内山教授のご指導の下、抗体やウイルスベクターといったバイオ医薬品の研究を

進めています。これまで、副作用を可能な限り低減した医薬品を普及させたいという思いから、
医薬品と免疫反応の関係解明に努めてまいりました。配属当時は、それまでの受動的な勉強方
法とは一変して、自ら問題提起をして解決方法を考えていくことに不安を感じておりました。
既存のものに対して理解を深めることは比較的得意でしたが、新たな問題点を見出し今までに
ないアイデアを案出するといった経験が浅かったためです。しかし、先生方や先輩方が実験計
画や考察に対して的確なご助言をしてくださるおかげで、自分に足りていない能力を認識し、
補うことができています。また、ディスカッションの場を多く提供してくださるといったサポー
トもあり、見識や方略を見つめ直す機会を得ることができています。さらには海外と共同研究
する機会も与えてくださったことで、考える力だけではなく語学力やコミュニケーション力も
スキルアップすることができました。今でも発想力や考察力といった、研究に必要な能力が十
分あるとは言えず、自身の未熟さを痛感する毎日ですが、上記のような支援があるからこそ少
しずつ成長を感じることができています。今後も研究を進める中で、自身の弱点を見つめ直し、
深く考える力をつけられるよう日々精進して参りたいと思います。
以上のように、未熟な私を導いてくださる研究室で活動することができ、大変幸せに思いま

す。研究を進める上で問題に直面した際、なかなか前に進めず苦しむことも多いですが、その
度に先生方や先輩方と意見交換をしながら試行錯誤することは大変楽しく、有意義な時間を過
ごせていると感じます。自身が大変恵まれた環境に身を置いていることに感謝しつつ、今後も
先を歩く方々の背中を見て日々成長していきたく存じます。
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令和元年度 尚醸会バイオテクノロジーセミナー報告
庶務幹事　三﨑 亮（平成 9年卒）

令和元年 11月 9日、大阪大学吹田キャンパスはサントリーメモリアルホールにて、新元号
を迎えて初の尚醸会総会ならびにバイオテクノロジーセミナーが開催された。応用生物工学
コース、生命先端工学（現生物工学）専攻の在学生を含む 52名が会した。
総会では、吉田敏臣（S38 卒）会長

の挨拶に始まり福崎英一郎（S58 卒）幹
事長、古賀雄一（H8卒）企画幹事から
尚醸会活動内容報告、紀ノ岡正博（現教
員）生物工学コース長から同コースの現
状報告があった。平成 30年度会計は岡
野憲司（現教員）会計幹事より報告があ
り、塩谷捨明（元教員）監査役の会計監
査報告が承認された。
令和元年度は 3名の卒業生を講演者

としてお招きした。小島伸彦准教授（H8卒）（横浜市立大学大学院・生命ナノシステム科学研
究科）より「細胞をつかったものづくり：スフェロイドをデザインする」、遊佐宏介教授（H11
卒）（京都大学・ウイルス再生医科学研究所）より「ほ乳類細胞における遺伝学的研究ツール
開発に費やした 20年」、岡本徹教授（H12 卒）（大阪大学・微生物病研究所）より「ウイルス
による宿主への感染戦略」の講演タイトルで、第一線で活躍中の新進気鋭の若手研究者からご
自身の研究への情熱と夢を存分に語っていただいた。余談ではあるが、御三名とも学部 4回生
あるいは博士前期課程を生物工学国際交流センター（当時、吉田研究室および関研究室）で過
ごされており、同時期に当センターに配属となった筆者が楽しく交流させていただいたことは
学生時代の良き思い出である。
セミナー後、大学構内の Kitchen BISHOKUへと場所を移し、吉田会長の挨拶、高松智（S44

卒）監査役による乾杯で交流会が始まった。昔を懐かしむ「あの時は・・・」、久々の再開「最
近どないや？」、若い現役学生さんのアプローチも積極的である「私・・・と申します」。やは
り同窓会は良いものだ。ひとしき
り美酒に酔ったところで、二宮保
男（S46 卒）副会長の中締めにて
新元号初の尚醸会交流会は無事閉
じられた。尚醸会を基盤に絆を深
く、また新しい関係が出づること
を願う。同窓の重みを心地よく受
け止めながら、今は乱筆にて失礼
をば。

セミナー終了後に皆で記念写真を 1枚

懐かしい顔、よく見る顔、交流会での乾杯！
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尚醸会企画「生物工学コースOB・OGと学生の座談会」を開催しました
大阪大学　古賀雄一（平成 8年卒）

吹田キャンパスの教室に集まりOB・OGと学生の座談会を実施いたしました。
【開催概要】
開催日時：2019 年 11 月 9日（土）12時～ 14時
開催場所：C1棟 112　教室 
開催内容：OB、OGと学生数名のグループでランチョン座談会（OB、OGからの自己紹介後、
学生から質問されたことについてフリートーク）。学生時代、社会人生活、就活、会社のことなど。
参加者：生物工学コース出身（新卒～ 5年目）OB・OG　7名および生物工学コース関連講座
所属大学院生、学部生 14名
【開催時の様子】
卒業後数年の若手OB・OGと交流し、学生に社会に目を向けてもらうこととを目的に今年も

座談会を開催しました。例年に比べ参加者が少なかったものの、7名の OBを迎えての開催と
なりました。OB・OG 1 人に対し学生 2人でグループを作り、お弁当を食べながら自己紹介、
先輩からの話、フリーな質問時間という構成で 15分間のセッションを 7回行い、参加者全員
と話をする機会を持ちました。カジュアルな雰囲気で、応用生物工学科で学んだことがどのよ
うに社会につながっているかをじっ
くりと先輩方に伺うことができまし
た。学生にとっては就職や企業のこ
とにとどまらず、社会人としての生
活や仕事に対する考え方、人間関係
のことなど学生にとっては新鮮な発
見があったようです。また、OB・
OG にとっても学生との交流は新鮮
だったようです。学生たちにとって、
先輩は数年後の自分たちの姿として
印象に残ったのではないかと思いま
す。
末筆では有りますが、OB・OG の

皆様、ご紹介頂いた先生方に御礼申
し上げます。
参加OB・OG ( 順不同、敬称略 )：

上田大志、原田里沙、岡橋伸幸、相
野良子、芦谷舞、酒井大樹（企業幹
事）、野原小百合（企業幹事）、荒木
千絵
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醗酵・旧制 昭和 28年卒（醗酵二八会）近況報告

旧制大阪大学工学部醗酵工学科昭和 28年卒業生同窓会（二八会）の松田祥吾様より、同窓
会活動のご報告をいただきました。以下に、掲載いたします。
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旧制大阪大学工学部醗酵工学科昭和 28年卒業生同窓会（二八会）の松田祥吾様より、ウィ
ルスへの関心が高まっているこの時期にということで、大阪大学微生物病研究所出身の岡田善
雄先生の思い出をご寄稿いただきました。

Z ウィルスと細胞融合の発見
松田祥吾（旧制昭和 28年卒）

岡田善雄氏は海軍兵学校では松中昭一氏（醗酵・昭 27卒）と同じ 75期であり、旧制高知
高校では私の 1年上級であった。醗酵工学科出身ではないが同じ阪大の先輩であり、その思い
出の一端を記しておきたい。

・ 昭和 27 年（1952）阪大医学部を卒業した岡田は 1年間のインターンの後、阪大・微生物
病研究所に入った。その頃、いずみ熱という原因不明の激しい感染症が流行しており岡田は
その研究に従事した。やがてその病源ではないかと思われるウィルスを発見して部門長に報
告した。部門長は終戦で海軍から復帰した元軍医で、このウィルスを Zウィルスと命名した。
このウィルスは結局、いずみ熱の病源ではなかったが岡田はこのウィルスの珍しい特性を発
見した。細胞に大量の Zウィルスを添加すると細胞相互が瞬間的に合体するのを偶然観察し
たのである（1955）。大発見であった。

・ 岡田はこの研究にのめりこんだ。それは微研の主流から外れたテーマであったが、大男の部
門長は黙認してくれた。研究費もなく廃品捨て場に捨てられた中古実験器を拾い集めて自分
でコツコツ修理し、狭い実験室の片隅で実験を続けた。エアコンもなく夏は蒸し風呂、冬は
冷蔵庫のような実験室で「それ、何の役に立つんだ？」先輩や同僚の冷たい言葉に耐えなが
らの年月が続く。太っ腹な部門長の温かい視線だけが支えであった。岡田は 1人、苦闘を続
け昭和 32年（1957）、専門雑誌に第 1報を発表し、以後研究と発表を続けた。細胞融合と
名付けられた新しい学問分野の幕あけであった。

　　この報文はむしろ海外から注目された。殊に戦後、戦勝国で始まった哺乳類（ヒトを含む）
の体細胞培養研究の分野で大きい反響があり、1960 年代に入ると、英・米・仏・オランダ
で細胞融合を中心技術とす
る研究所が次々と設立され、
Zウィルスは一躍して世界の
寵児となった。岡田が使い
始めた細胞工学という新し
い言葉も定着し、やがてバ
イオテクノロジー、さらに
生命科学（ライフ・サイエ
ンス）などそれ迄は存在し
なかった新しい学問領域へ
と発展し、拡大した。

岡田善雄　昭 3（1928）広島県生れ
海軍兵学校　　75期
高知高校　　　23回理乙 1、卒
阪大・医学部　昭 27（1952）卒
阪大・微研助手・助教授・教授（1972）
阪大・細胞工学センター・センター長（1982）
千里ライフサイエンス振興財団理事長（1990）
文化勲章（1987）、勲一等瑞宝章（2000）受賞
平成 20.1.16.(2008) 没　79歳 
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・ 余談ながら Zウィルスの名称は日露戦争の勝敗を分けた日本海々戦の「皇国の興廃この一戦
にあり。各員一層奮励努力せよ」のかの Z旗に由来する。

・ このように世界的に目ざましい進歩の中で昭和 59年（1984）、英・独の二人の学者がノー
ベル賞を受賞した。彼らの研究はその源を辿ると微研のあの小さな実験室でなされた岡田の
大発見が礎石となっている。ノーベル賞は礎石には授与されなかった。そのあと岡田が米国
ボルチモアのカーネギー研究所を訪れたとき、その事情を知っていた研究所長は「丹精こめ
て育てた愛娘を嫁にやったような気分でしょう」と岡田の功をねぎらった。さまざまな苦労
をなめて来た岡田の心に、この所長のひとことは温かくしみわたり、後日、彼は「あの時は
一瞬、複雑な気持ちになったヨ」と正直に言っている。

・ 阪大総長・山村雄一が世界一を目ざして設立した研究所、阪大・細胞工学センターのセンター
長を定年までつとめた岡田は退官後、千里ライフサイエンス振興財団の理事長に就任し、そ
の道一筋につとめ上げて平成 20年、天寿を全うした。

（注）Zウィルスという呼び名は現在は使われていない。「センダイウィルス」と言われている。
昭和も遠くなりにけり。

敬偁略



15

令和元年度　同窓会会計
収入 平成 30 年度より繰越金 2,893,010 円

令和元年度会費 554,185 円
同窓会懇親会会費 143,000 円
受取利子（税引き後） 23 円
合計 3,590,218 円

支出 幹事会開催費（交通費・ドリンク代） 14,896 円
同窓会名簿データ整理委託費 43,310 円
同窓会会誌印刷費 154,982 円
学部 2年生懇親会補助金 50,000 円
同窓会総会運営費（アルバイト代含む） 65,000 円
同窓会懇親会開催費 143,130 円
OB・OG- 学生座談会開催費 37,970 円
同窓会会誌発送費 265,972 円
尚醸賞証書・楯作成費 18,705 円
合計 793,965 円

収支 （令和 2年度への繰越金） 2,796,253 円

令和元年度　学生国際活動支援金会計
収入 平成 30 年度より繰越金 3,438,953 円

受取利子（税引き後） 30 円
合計 3,438,983 円

支出 無し 0 円
合計 0 円

収支 （令和 2年度への繰越金） 3,438,983 円

Web 版のため、印章部分を削除致しました。 
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大阪大学工学部　醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」会則
1.　（名称）
本会は大阪大学工学部　醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」と称する。

2.　（会員の構成）
本会は次の会員で構成する。
(1)　正会員
イ　 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース、同大学大学院工学研究科生命先端工
学専攻生物工学コース（以下教室と言う）およびそれらの前身学科、専攻の出身者。

ロ　上記イの教室および付則に示す関連講座の旧教官・教員、現教員および現職員。
ハ　 上記イの教室および付則に示す関連講座に関係のあるもの（旧職員、研究生、実習
生など）で、入会を希望し会長が承認したもの。

(2)　名誉会員
会員の中から幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。

(3)　賛助会員
本会の趣旨の賛同し、付則に定める会費を納めるもので幹事会の推薦により総会の承認
を得たもの。

(4)  学生会員
大阪大学工学部応用自然科学科応用生物工学コースおよび同大学院工学研究科生命先端
工学専攻生物工学コースに所属する学生。

3.　（目的）
本会は会員相互の親睦を図り教室の発展に寄与することを目的とする。

4.　（所在地）
本会の事務所は教室内に置き、会員の希望により支部を設けることができる。

5.　（役員）
本会には次の役員を置く。
(1)　会長  1 名 正会員の中から総会で選出する。
(2)　副会長  2 名 正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。
(3)　幹事長  1 名 正会員の中から会長が委嘱する。
(4)　幹事 若干名 正会員の中から会長が委嘱する。
(5)　監査  2 名 正会員の中から総会で選出する。

（注）常任幹事を削除。
6.　（役員の任務）
本会役員は、役員会を構成し、本会の運営を図る。役員の任務は次のとおりである。
(1)　会長は本会を総理する。
(2)　副会長は会長を補佐する。
(3)　幹事長は幹事を総括して会務を掌理する。
(4)　幹事は庶務、財務、企画、編集の事務を行う。
(5)　監査は本会の運営と会計を監査し、総会に報告する。

（注）常任幹事の任務を削除。
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7.　（役員の任期）
役員の任期は 2年とし再任を妨げない。

8.　（名誉会長）
(1)　本会に、名誉会長をおくことができる。
(2)　名誉会長は幹事会が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。

9.　（会議）
(1)　 本会は原則として 2年に 1回総会を開き、役員の改選、会計報告、会則の改正、そ

の他重要な事項を議する。
(2)  総会の議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。

10. （会計）
(1)　本会運営の経費は会費およびその他の収入を持ってあてる。
(2)　会費は付則に定める金額とする。
(3)　 名誉会員および学生会員からは徴収しない。また、卒業後 50年以上の会員は会費を

免除する。
(4)  本会の会計年度は 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。

11.（会則の変更）
本会の会則は総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を得て改正することができる。

ただし、書面を持って賛否を表す場合は出席とみなす。

付則
1.　 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース・同大学大学院工学研究科生命先端工学専攻
生物工学コースの関連講座とは、大阪大学生物工学国際交流センター、同大学大学院工学
研究科生命先端工学専攻物質生命工学講座生物化学工学領域、同大学産業科学研究所生体
分子機能科学研究分野、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻代謝情報工学講
座、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻バイオ情報計測学講座およびその前
身をさす。

2.　 本則第 9条の会費は次のとおりとする。
(1)  会費　　　正会員は年額 2、000 円、賛助会員は年額 1口　5、000 円。

3.　 本則第 4条の規定に従い、本会に関東支部を置く。

4.　 付則の変更は役員会の議をもって行う。

5.　本会則は平成 8年 11月 15日から施行する。
 
平成 30年 6月 27日改訂
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☆同窓会現組織（令和元年度・令和 2年度） 

 

会長 吉田敏臣（昭和 38年卒） 

副会長 関 達治（昭和 41年卒） 二宮保夫（昭和 46 年卒） 

幹事長 福崎英一郎（昭和 58 年卒） 

幹事  

（企業幹事）酒井大樹 （平成 17年卒）     辰馬本家酒造（株）   

野原小百合（平成 26 年卒）     グリコ栄養食品（株） 

荒木千絵  （平成 28 年卒）  サントリーウェルネス（株） 

（庶務担当） 三崎 亮（平成 9年卒）、山内朝夫（平成 9年卒）、梶浦 裕之（H15 年卒）、 

 岡橋伸幸（平成 24年卒） 

（財務担当） 木谷 茂（平成 8年卒）、岡野憲司（現教員） 

（名簿担当） 大政健史（昭和 61年卒）、内山 進（現教員）、 

 Sastia Putri（平成 22年英語コース卒） 

（編集担当）松田知己（平成 9年卒）、加藤泰彦（現教員）、堀口一樹（現教員） 

（企画担当）安本周平（H24 年卒）、酒井大樹（平成 17年卒；企業幹事兼）、荒木千絵 

     （平成 28 年卒；企業幹事兼）、野原小百合（平成 26 年卒；企業幹事兼） 

監査 高松 智（昭和 44卒）、塩谷捨明（旧教員） 

 

 

☆会員の動向(最近の動向がございましたなら、同窓会までご一報下さい) 

 

●教職員の異動（令和元年 7月から令和 2年 6月まで） 

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。  

●会員訃報 心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。  

●令和 2 年 3 月卒業、修了生進路等 （工学研究科教務係提出資料より） 

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。 

同窓会からのお願い 

 近年、企業合併や部署移動、市町村合併によって、住所変更や所属変更となる会員が増

えておられます。これらに変更が生じた場合、同窓会(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)まで

ご一報ください。なお、お寄せ頂いた個人情報は、尚醸会個人情報保護方針

（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/jusho.html）に従い、適切に対応いたします。 

 

●教室の構成 

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。 
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● クラス会幹事（クラス会幹事の方には会員の所属の移動等について同窓会への連絡をお願い
いたします）

昭和 23年 佐瀬　勝 昭和 48年 曽根良昭 平成 10年 田中礼央
昭和 24年 野口祐一 昭和 49年 小西喜朗 平成 11年 永塚由佳
昭和 25年 足立　有 昭和 50年 中塚正博 平成 12年 井戸芳博
昭和 26年 〃 東浦忠司 平成 13年 後藤優治
昭和 27年 昭和 51年 溝口晴彦 平成 14年 有岡伸悟

昭和 28年 ( 旧制 ) 斎藤　宏 昭和 52年 根来誠司 平成 15年 新家康弘
昭和 28年 ( 新制 ) 高野光男 昭和 53年 金子嘉信 平成 16年 和田　悠
昭和 29年 嶋谷幸雄 昭和 54年 高木　睦 平成 17年 藤井健治
昭和 30年 大嶋泰治 昭和 55年 滝沢　昇 平成 18年 鳳桐智治
昭和 31年 遠藤靖夫 昭和 56年 阿野貴司 平成 19年 高木康弘
昭和 32年 細見正明 昭和 57年 片倉啓雄 平成 20年 木村修一
昭和 33年 中桐義隆 昭和 58年 森川正章 平成 21年 外尾竜太
昭和 34年 野本哲也 昭和 59年 藤山和仁 平成 22年 井村　誠
昭和 35年 森元英雄 昭和 60年 中嶋幹男 平成 23年 吉田真理
昭和 36年 昭和 61年 大政健史 平成 24年 吉田隆史
昭和 37年 菅　健一 昭和 62年 山本恵三 平成 25年 長澤宏器
昭和 38年 吉田敏臣 昭和 63年 向由起夫 平成 26年 都倉知浩
昭和 39年 藤田正憲 平成元年 永尾寿浩 平成 27年 小幡佑季
昭和 40年 新名惇彦 平成 2 年 松本雄大 平成 28年 吉富耕太
昭和 41年 関　達治 平成 3 年 鈴木市郎 平成 29年 花谷燿平
昭和 42年 卜部  格 平成 4 年 内山圭司 平成 30年 光吉祐太朗
昭和 43年 関口順一 平成 5 年 滝口　昇 平成 31年 有島凜太郎
昭和 44年 土戸哲明 平成 6 年 松浦友亮 令和 2 年 黒田将輝
昭和 45年 古川憲治 平成 7 年 永久圭介
昭和 46年 山本忠行 平成 8 年 金谷　忠
昭和 47年 島田裕司 平成 9 年 小林　肇

＊　昭和 22年以前は、クラス幹事不在のため省略しております。
＊　クラス幹事が不在の学年は、ご相談の上、同窓会事務局までお知らせください。
＊　 各学年での同窓会等の行事を開催した場合は、是非同窓会までご一報ください。その際に
は、簡単な概要説明と写真などを添えて頂けると幸いです。
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会員各位

名簿担当からのお知らせとお願い

①大阪大学生涯メールアドレスをお知らせください。
大阪大学を卒業・修了された方に、生涯使えるメールアドレス 「XXXX ＠ alumni.osaka-u.

ac.jp」が大阪大学から提供されています。 大阪大学のWeb メールシステム（OUMail）を用い、
インターネット環境下ならどこでも送受信でき、自動転送設定も可能です。

平成 26年 3月以降の卒業・修了生＝すでに利用可能です
卒業・修了時、全員にOUMail 生涯メールアドレスが設定されています（申し込み不要）。
アドレスは、卒業の翌月初めに、在学中の大阪大学個人 ID をもとに自動で切り替わってい

ます（例：u123456a@ecs.osaka-u.ac.jp ➡　u123456a@alumni.osaka-u.ac.jp）。
※在学中のパスワード、メールデータ、連絡先などの設定は自動で引き継がれます
※大阪大学の中で進学される方には、その課程を修了後に贈呈します

平成 26年 2月以前の卒業・修了生＝新規発行となります
アドレスは、申込者の氏名に基づき、下記の形となります。
【姓 - 名 - 英字 2字（自動割り当て）】@alumni.osaka-u.ac.jp　
申し込み等、詳細は大阪大学の HP（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/alumni/oumail）

をご参照ください。
なお、生涯メールアドレスを取得された後、doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp にもアドレスをお

知らせ頂ければ幸いです。尚醸会からの同窓会案内等を当該アドレスにお送りさせて頂きます。

②個人情報保護法の改正について
個人情報保護法の改正にともない、尚醸会の管理する個人情報も当法案の対象となりました。

尚醸会では、すでにプライバシーポリシーを設定（2009.11.13）しており（http://www.bio.
eng.osaka-u.ac.jp/doso/kojin.pdf）、改正された個人情報保護にも対応しておりますのでご安心
ください。
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会員各位

2016 年 4月の熊本地震では、多くの方々が甚大な被害に遭遇されましたことに心から
お見舞い申し上げます。被害にあわれた方々の中には未だ復興途中の方もおられると考え、
熊本地震で被害にあわれた会員の方々からは令和 2年度年会費を徴収しないことといた
します。払込通知票が送付されますが、お支払いただく必要はございません。その他災害
に遭われた方もご連絡くださいましたら同様の配慮を検討させていただきます。他の会員
の皆様には、下記記載の要領で令和 2年度会費の納入をお願い申し上げます。

記
1）郵便振替にて納入される場合
同封の払込通知票を用いて、最寄の郵便局にてお振込下さい。
（ご記入内容）
払込先口座番号：00920-5-83256
払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会
金額：2、000 円

2）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合
最寄郵便局で自動払込利用申込書に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。
今後、毎年 11月 30日に貴口座より、年会費 2、000 円を自動引き落としさせて
いただきます。手続きの都合上 10月 15日までにお願い申し上げます。

（ご記入内容）
払込先口座番号：00920-5-83256
払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会
払込開始月：令和 2年 11月から
払込日：30日
払込の種別：会費

（注：昨年度すでに自動払込申込をされた方は新たな手続きは不要です。
自動払込手続をされた方は振込用紙で振り込まないようご注意ください。）

♪♪♪♪♪♪♪　同窓生のみなさまへ会費免除のお知らせ　♪♪♪♪♪♪♪
いつも会費納入にご協力いただきまして誠に有り難う御座います。
同窓生のみなさまは卒業後 50年経過しますと会費免除となります。
令和 2年度は昭和 45年卒の同窓生が該当致します。会誌送付や諸行事への参加などは

今までと変わりありません。今年から免除になられた同窓生及びすでに免除になっておら
れる同窓生の皆様には、長い間会費を納入していただきまして有り難う御座いました。今
後も同窓会へのご支援・ご協力のほど宜しくお願い致します。
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