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平成 30 年度名古屋大学共晶会 
 

１．日時 ： 平成 30 年 6 月 16 日（土）13:00 より 
 
２．場所 ： 名古屋大学 環境総合館レクチャーホール 
 
３．理事会・総会 ： 13:00～14:30 
   （１）開会の辞 
  （２）会長挨拶 
  （３）教室主任挨拶 
  （４）議事 
     （理事会） 
      ・新役員・新理事・新幹事の選出  
     （総会） 

・平成 29 年度事業報告 
  ・平成 29 年度決算・監査報告 
  ・支部活動報告 
  ・平成 30 年度事業計画案 
  ・平成 30 年度予算案 
  ・健友会（旧化工 OB 会）との統合について 
  ・その他    
  （５）閉会の辞 
 
４．マテリアル工学科・共晶会共催 第１回未来創造講演会： 14:40～16:20 
  名古屋大学 環境総合館レクチャーホール 
  14：40～15：30 
    「ヒトの認知を越え始めた AI  

～マイクロソフトの AI 最新テクノロジ～」 
   榊原 彰 氏（日本マイクロソフト株式会社  

執行役員 最高技術責任者 
   マイクロソフトディベロップメント株式会社 

 代表取締役 社長） 
15：30～16：20 

    「一貫製鐵所の品質管理と人材育成」 
～現場に生きる鉄鋼工学とは？～ 

  坂本 康裕 氏（昭和 63 年卒、新日鐵住金株式会社） 
 
５．懇親会： 16:30～17:40 
    会場：名古屋大学 レストラン花の木 
    参加費：正会員 4,000 円 学生 1,000 円  
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共晶会幹事（平成 29 年） 

 

会 長  ：原 邦彦 

副会長  ：相羽 繁生、中西 広吉 

庶 務  ：足立 吉隆、浅野 秀文、黒田 健介 

会 計  ：徳永 智春、黒川 康良 

広 報  ：湯川 伸樹、棚橋 満 

名 簿  ：原田 俊太、萩尾 健史 

企業連携 ：小澤 正邦、小山 敏幸、市野 良一、福岡 潔、松本 章宏 

会計監査 ：恒川 好樹 

工学部同窓会：浅野 秀文 

事務局  ：堀田 依里 

 

共晶会幹事（平成 30 年）（案） 
 
会 長  ：原 邦彦 
副会長  ：中西 広吉、興戸正純 
庶 務  ：足立 吉隆、浅野 秀文、稗田 純子 
会 計  ：徳永 智春、黒川 康良 
広 報  ：湯川 伸樹、塚田 祐貴、乗松 航 
名 簿  ：萩尾 健史、谷 春樹 
企業連携 ：足立 吉隆、小山 敏幸、市野 良一、山田 保誠 
会計監査 ：村田 純教 
工学部同窓会：足立 吉隆 
事務局  ：堀田 依里 
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平成 30 年度 名古屋大学共晶会 

理事候補者（敬称略） 

卒業年 氏名   卒業年 氏名   卒業年 氏名 

36 笹岡英夫   56 牧野 浩   H１3 加藤勝也 

37 山内睦文   57 内海裕一   H１４ 久米裕二 

38 北島之夫   58 生田浩之   H１５ 新里喜文 

39 坂 公恭   59 長谷川正   H１６ 稗田純子 

40 早川駿吉郎   60 北村哲弥   H１７ 浜口友彰 

41 伊藤洋平   61 華井智加朗   H１８ 西垣  拓 

42 桑原 守   62 松本章宏   H１９ 加藤史也 

43 恒川好樹   63 清水茂代司   H２０ 岩下和尋 

44 土井 稔   H 元 尾崎昌保   H２１ 鈴木久雄 

45 石野義弘   H２ 庄村光広   H２２ 雨森則人 

46 服部恵一   H３ 毛利 猛   H２３ 谷田優也 

47 横井正良   H４ 山田朋広   H２４ 田代裕樹 

48 土井政博   H５ 山田保誠   H２５ 木村 航 

49 浅野弘明   H６ 森 淳志   H２６ 中川慶彦 

50 井村 亮   H７ 千野靖正   H２７ 山本功樹 

51 樽谷芳男   H８ 吉田佳典   H２８ 石黒雄也 

52 興戸正純   H９ 渕 真悟   H２９ 渥美公基 

53 谷 直彦   H１０ 山内貴司   H３０ 山田英史 

54 浅野秀文   H１１ 小泉 淳     

55 高木 誠  H１２ 尾関宏紀    

        

関東 
柴山卓眞       

黒岩和典       

関西 
松井良行       

樽谷芳男       
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平成 29 年度事業報告 

１．総会関係 

1) 理事会・総会：平成 29 年 6 月 24 日（土） 13:00〜15:00  

ES 総合館 1 階会議室 

2) トークショー：平成 29 年 6 月 24 日（土） 15：10〜16:20  

ES 総合館 1 階会議室 

 「レーシング ドライバー 挑戦の人生！」 特別講師 中嶋 悟 氏

（元Ｆ１ドライバー） 

 

２．懇親会 

平成 29 年 6 月 24 日（土）16：30～17：40 

名古屋大学 レストラン花の木 

参加費：正会員 4,000 円 学生 1,000 円 

 

３．理事会・幹事会関係 

理事会：1 回（H29.6.24） 

幹事会：6 回（①29.8.18，②29.10.13，③29.12.22，④30.2.23， 

⑤30.4.13，⑥30.6.8） 
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平成 30 年度事業計画案 

伝統の継承、変化への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．総会関係 

 1) 理事会・総会：平成 30 年 6 月 16 日（土）13:00〜14:30 

 2) マテリアル工学科・共晶会共催 第１回未来創造講演会： 

 平成 30 年 6 月 16 日（土）14:40〜16:20 

    名古屋大学 環境総合館レクチャーホール 
    14：40～15：30 
    「ヒトの認知を越え始めた AI  

～マイクロソフトの AI 最新テクノロジ～」 
   榊原 彰 氏（日本マイクロソフト株式会社  

執行役員 最高技術責任者 
   マイクロソフトディベロップメント株式会社 

 代表取締役 社長） 
15：30～16：20 
    「一貫製鐵所の品質管理と人材育成」 

～現場に生きる鉄鋼工学とは？～ 
  坂本 康裕 氏（昭和 63 年卒、新日鐵住金株式会社） 
 

２．懇親会 

 平成 30 年 6 月 16 日（土）16：30～17：40 
 名古屋大学 レストラン花の木 

 参加費：正会員 4,000 円 学生 1,000 円 

  

 3．理事会・幹事会関係 

 理事会：1 回（H30.6.16） 
 幹事会：6 回（第 1 回 H30.8.24） 

4.行事関係 

第 2 回未来創造講演会 

第 3 回 材料バックキャストテクノロジーシンポジウム 

関西支部総会、 関東支部総会、ＯＢ交流会 
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健友会（旧化工 OB 会）との統合準備委員会について 

統合準備委員会にて協議している 

 

統合準備委員会 

第 1 回 統合準備委員会（H29.8.29） 

第２回 統合準備委員会（H29.11.13） 

 

平成 30 年度 統合準備委員会役員 

健友会：後藤元信教授、向井康人准教授、出口清一講師、山田博史助教 

共晶会：足立庶務幹事、徳永会計幹事、湯川広報幹事、萩尾名簿幹事 



理事会・総会

平成30年度理事会・総会・講演会・懇親会



講演会

懇親会
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