校友組織の強化と母校立命館の斧展に寄せて
立命館大学親友会合長 大庫 典埠
︵昭和二十四年卒︶
機友会会員の皆様には益々ご健
勝のこととお慶び申し上げますし 平
素は︑本会の運営や諸活動に対し︑

何かとご支援を賜り誠に有り難うご
ざいます

九年四月には衣笠学舎に映像学部が
設置され︑翌二十年凶月にはBKC
に薬学部・生命科学部の2学部新設

を蓄稽しております8 また︑平成十

になっており︑機友会についてもこ

機械システム上学科﹂ の二学科体制

校への支援の輪を拡げたく存じます￠
ご存知のとおり︑理工学部の機械

有しながら︑更なる発展に向けて母

このよ

﹁ロボティクス学科﹂︑﹁マイクロ

おり︑機友会ニュース︵前号第十号︶
を通じて︑全教員の紹介をさせて頂
きたした・

なお︑現在︑本学先端材料技術研
究センターを中核として ﹁災害救援

滋習え部だより
史郎長

尾本

守

滋賀支部第八回総会は平成巨八隼

軽量航空機開発﹂ プ占ジエクトが開
始されており︑昨年開催の総会でこ
れを機友会支援．7ロジエクトとして

十月二十二日︑本学びわ二・くさつ

のづ了︑りのための先端加工用仁具の

最新動向ならびに中岡事情﹂ と越し

た基調講演を拝聴いたしました∵ 前
半は川中先生の研究成果として生魔

性を向上させる工具材料の焼結ダイ
ヤモンド︑窒化ホウ素焼結体︑セラ
ミクス︑超硬合金など実用血での解
説と評価について︑後半は︑田中先
生︑最近︑中国の現地調査から経済
発展の目覚しい機械技術評価につい

て日本と比較されながら現状をご説

賓代表として国中遺し先生ご挨拶と

み拝聴された万も多く斬新な情報に

明いただき圭した㌔ 会員には講演の

清水幸夫教授をお迎えして総勢︒．卜
名にて盛大に行われましたし
総会第二郁代︑来賓の大南先生︑
大麻会長のご挨拶︑藤谷支部長のご

乾杯の発声により関宮︑会員柑年の
近況や学生時代の懐かしい話など時

レクテッドロボティクス〜もつと役

前田教授にお願いして ﹁タスクゲイ

員会の報告︑ロボティクス学科

として親睦旅行とt場見学内容︑役

りますf 第L号は全八へージ︑機友
会滋賀支部第七回総会の報告と出席
者記念写秦︑支部長挨拶︑活動状況

本号は機友会滋賀支部ニュースと
して二年毎に約百三十部発行してお

した

を平成十七年十二月に碓行いたしま

﹁びわこ機友会ニュース﹂ 第L日ソ

なりました1し

いて懇親会を開催いたしました⁚来

第．．．部は︑学内 ﹁ラホーズ﹂ にお

聞き入っておられましたj

可決されました▼七

挨拶から事業報告︑会計・監査報告︑
役員示二部改選等について全て承認︑

室上学博上の田中武司先生より ﹁も

第二部は︑ものづくり理t学研究

間の経過を忘れさせる寛いだ雰囲気
のうちに校歌合唱・万歳にて閉会と

催いたしました︑り 来賓には︑前総長
大南正瑛先生︑総長顧問 川中遺し
先生︑機友会会長 大鹿典雄氏︑岩

キャンパスコアステーションにて開

支援することが決まりました．り 機械

去

1二学科の酒井教授を代表として本企
画が推進され︑すでに軽量航空機の
試作機が完成間近となっており︑試
験飛行の日も遠くないでLLう仁

る卜二月二十五日にクリエーショ

ン・コア東大阪で本プロジェクトの

れました★ 本学ホームへージ中の機

開設記念セミナーが盛会裡に開催さ
友会のホームページに本セミナーに

関する写頁入り記事が掲載されてい
ますので︑ご参照頂ければ幸いですも

機友会のホームページ開設・維持・
管理については︑高木守副会長を中
心にして︑役員各位・事務局関係各
位の絶大なるご支援を頂いており︑
ここに衷心より謝意を表しますu

それでは︑最後になりましたが︑
会員各位の益々のご健勝とご苛展を
えさせて頂きますい

お祈り申し卜げ︑巻頭のご挨拶に代

史郎だより

に立つロボティクスを目指して〜﹂

と越して研究報告をご寄稿噴きまし

た︑これ托当機友会第L回総会にて
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母校・立命館大学では一九九円隼
のBKCへの理工学部拡充移転を一
つの節目にして発展の﹂遠を辿り︑

現在は理t学部および情報理工学部
の理工系2学部を含め︑9学部三万
六r名の学生を擁する全国有数の総
合大学に発展し︑まさに私学の雄と

の準備が進められてい圭す

して研究・教育の両面で確かな実績

うな倖校の発展と鵬著な実績の数々

の三学科の作学生・卒業生・教職員
で構成されていますら 教員数も機械
工学科だけの時代に比較して機械シ

システム系学科は ﹁機械t学科﹂︑

広く報じられており︑校友として大

ステム学系全体で三十五名になって

については︑日頃から︑マスコミで

変喜ばしく︑お互いにこの喜びを共
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1ニ投捏さしこいる上里宣ケりー︑ノ

草津肛ト1し直開設美学に陣接し
たインターチ※ンジで車両アクセス

経済研究所会議室にて第八回定時総
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会を開催し玉した 当支部は︑福井・

様十︑飛来右様了等をレンジャー︵説
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総会を開催しこ︑E十

余学部辛一﹂でり咤吊り篭﹂ハ■Jh忘れ
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立命り﹂1

は大西副乞部長 ︵折洪県校友会長︶

．1−

キヤンハス亜びに周辺か大きな変貌

及び璧川耕視県幹車長にご尽力を臍

など

当支許活動は︑本学か機械上学科︑

て説明を守汗巨した

きたした 総会にほ︑大峠極友余余
長及び酒井立命館大学教棺をお迎え

する予定でしたが︑両氏は急なご都
合にとりご臨席頂けなかった直は域

正念講演講躊

︵ランチレストラ︑二

ポ言∴1クて㌶丁科︑∵イク日︑ンステ

頂
て∵お
長．与
こし二浪にありがと■り
汀い
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耳目
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ムL学科直先牛万にご教示︑ご指導
ございます 末筆むがl皇 二両紙面

念でした 総会議車か審議は滞りな
総会終了後︑本

く′日夜われ︑次期役⁚ 並びに活動左
支部か設立準備か左今日幸二e＝リト㌧h

＿功労者恵謝状を授与された
覆日本鶉経済研究所・佐義肖部長

針を決定し上した

力され支した柳原信顧問に︑友部発

隼問か永きにわたり支部溝動にご尽
展直ご功労に対して感謝状し二記念品

をお贈りし︑参加紆余高石拍手で射
意を表し更した

論をしこいろ両で︑∫
≠由︑
︼情︑
ご
′廿
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在る†三︑韓国で日本直慶応左羊二勘

たるし÷⁚中れ∵いろ高麗人草転学︑

学長選隼がおこなわれ︑直選∴望一′化

だ前学長が．沈選挙で早∴︑号販返し

l

∩

「−

†「 P

総会記念講演は︑環日本両経済研
究所経済堂流部直佐藤尚部長ヒり
﹁東北アジア直視伏し二将来﹂ と越し
日︐ン丁などハ

てご講演をいただき∵友部総余に準
を添えて頂きたした

．男■貞■」、

翌二日 へ＝︶ は早朝か︑上︑鴻訂

設︶︑インキユ∴−シ施設 ︵大学連

庶務幹事

柵原借・顧問

携型起業宜育成︶︑名神高速道

し﹁予︑耕詔か学部や首研究センツー

左上∵症・了こ︑∴キヤン∴二二瑚介特製

粋︑

符緋刷に掲赦された本学か記車か扶
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L拍桂一しっづけてほしいと願ってお

れていろ今日︑曲折があつたとして

見学会山﹁行を．回おこならていよ
まず︑平成卜L隼卜．月十日掴

す

僻では︑総会に関する反省余と︑テ
夢

その応接川として極左会が

りよす
たに役⁚Ll奈には会員であれば誰でL

兵庫史郎だより
え部長 菊池
俊郎

機友余兵庫友部は︑平成六隼．▲．月

︵昭和四十牛革︶

勉強会として筆昔に上る ﹁生倖 ︵皮

ニL日に設立され︑本牛で−．折目

詔監在か︑小野健．．氏をお招きしこ︑
こ掩指を醸亘主した 吏た︑立命館

そ直

人芋より応接用を招いて︑校歌や応

援歌を聞くこし一ができたした

後︑懇親会に移り和気あいあい直中

■

で奈⁚日和圧力懇親を搾れ得た存意義

平成．八牛六月．八＝︑第L回友

︑L一＝でした

軽量航空塊の聞落に取り組む

本学概械糸の学生達

打たれ持︑ウルトラうでトソレー

ホテルで行元われたした 当日と︑
来暦吏して︑機友余奈良両人種典雄

なり．日々設計・製作に取り組んで

．．▲■︑院牛が中心と
科酒井研究東■里芋牛

そして

るむので寸が支部活動があるものと
思い吏す 京都支部は︑その上・1な
意味で会員の皆様にご協力をいただ

膚︶ にかかわる消費者トラブル防直

て札が平成∴へ隼六＝．．︺日から支

代︑機友奈庶務幹率直酒井達雄代を

るこし一が話しあわれよした

いてい圭十

部長を務めており≡巨 拒い力在が︑り

たいー
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兵庫友部両党屁と機友余本部直奄賊

い真弓l

空港近くのホートヒア

月十日に開催し︑拡大役目余のあり

卜した時︑軋たちは比日︑飛行機か設

海港した神■

部総会ならびに懇親余が本牛二日に
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