
佐賀大学農学部同窓会の第28回通常総会が平成25
年5月18日、理工学部6号館で開催されました。今
回の総会には佐賀県内各支部はじめ、近隣の福岡県、
長崎県などの同窓生諸氏約70名の出席がありました。
来賓として全学同窓会鹿児島県支部から西村希志子
（Ｓ52年卒・植物病理）さんのご臨席を賜りました。
総会は、川副操（Ｓ44年卒・土地改良）副会長の

挨拶、物故者への追悼後、議事に先立ち「農学部同
窓会表彰規定」により佐賀県支部から推薦のあった
北川行俊（Ｓ37年卒・園芸）氏を理事会・役員会の
議を経て、本同窓会の発展への功績で表彰すること
となり、川副副会長から賞状が授与されました。
議事は議長に原 憲義（Ｓ43年卒・土地改良）氏

を選出し、事務局から平成24年度事業・収支決算、
平成25年度事業計画・収支予算などの報告、これに
対する質疑応答、採決を経て承認されました。また、
4名の役員交替が為され、任期は25年度までとなり
ます。なお、これらについては次頁をご覧ください。
議事終了後、25年10月に開館予定の「美術館建設

に伴う募金活動」
についての現況と
重ねての協力要請
が、川副操 副会
長からなされまし
た。
総会終了後、佐

賀新聞社 取締役
編集局長 富吉賢
太郎氏による「私

が出会った感心な人たち」と題して、氏が本人との
交流などのエピソードも交えて約50分の講話でした。
限られた時間のため、「感心な人たち」としては、

鎌田實（医師・作家）、孫正義（ソフトバンク創業
者）の生い立ちと現在に至る活動の真髄への洞察、
最後にハンセン病患者の療養施設・菊池恵楓園に入
所された方の生涯をたどる形で、この世のこととは
思えない差別の実態を「知らないことは罪深いこ
と」であると結語されました。なお、本会報のため
に特別寄稿をお願いし、2頁に記載しています。
最後に「邦楽の調べ」として、尺八・花田健児（Ｓ

47年卒・植物病理）、箏・近藤イツ子、近藤智子（恩
師 近藤栄造名誉教授のご家族）による「古都」、「南
部牛追い唄による変奏曲」、「二つの田園詩」の曲目
を約30分演奏して頂きました。
「記念講話」、「邦楽の調べ」には心が洗われる感
動で、会場からは感謝とお礼の拍手と賛辞がありま
した。
その後は学内の「かささぎホール」で懇親会を開
催、佛淵学長はじめ本部及び各学部同窓会、農学部
からは渡邉学部長（メッセージ代読）、岡本悟、藤
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平成25年度 農学部同窓会総会

副会長 川副 操 氏 来賓 西村希志子 さん 議長 原 憲義 氏

邦楽の調べ 尺八、花田健児 氏（右）
筝、近藤イツ子 さん（左）

近藤智子 さん（中央）記念講話
富吉賢太郎 氏

総会の会場 懇親会 かささぎホール
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記 念 講 話 要 旨

條純夫、田中欽二各名誉教授などの来賓など、また
同窓生諸氏も合わせて約60人が参加されました。

来年度の通常総会については後日通知されますの
で、今年以上の参加を願っています。

渡邉啓一農学部長からのメッセージ
農学部同窓会の皆様、こんにちは、平成25年度の
同窓会総会を開催され、お慶び申し上げます。
皆様には、日頃から、農学部の教育・研究・就職

等に、ご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうござ
います。農学部では4月より、新たな執行部となり
ました。私どもは、卒業生の皆様と学部の繋がりを
密にし、また、現役学生との交流を深めていただけ
るような仕組みを模索しております。
今、流行の言葉にしますと、「卒業生の現役生の

絆づくりプロジェクト」です。このプロジェクトの
目的ですが、
卒業生の皆様のためには：

・若者との交流によりリフレッシュして頂くこと。
・ご勤務先のために人材を開拓して頂くこと。
・ご自分の経験を母校にフィードバックして教育貢
献をして頂くこと、

などが挙げられます。

現役学生のためには：
・社会とつながり、視野を広げること。
・進路の情報を得ること。
・勉学のモチベーションを高めること。
・相談相手を得ること。
などが挙げられます。
具体策としては、現役生と卒業生の交流会（例え
ば、卒業生と現役生の合同研究会、課外活動・土曜
セミナー、など）が考えられますし、現役をこの同
窓会に参加させて頂いたり、逆に、皆様に、卒業論
文発表会に参加して頂いたりすることも考えており
ます。
まだ、構想の段階ではありますが、実現のために、
卒業生の皆様のご理解とご協力を節にお願いすると
ころであります。
何卒、今後とも、ご指導、ご鞭撻を御願い申し上
げます。
最後に、本会が盛会となることをお祈りして、ご
挨拶といたします。

農学部長 渡邉啓一

「私が出会った感心な人たち」
佐賀新聞社取締役編集局長 富吉賢太郎

私は、佐賀新聞の1面コラム「有明抄」を一昨年
3月31日まで約9年間担当してきました。週に4本
か5本。ほとんど毎日書いてきました。1羽の鶏が
1日1個の卵を産むように、私は1日1本のコラム
を書く。担当になって以来毎日、「さて、きょうは
何を書こうか」ということで私の一日が始まりまし
た。
これまで約2000本のコラムを書いてきましたが、

それは人との出合いでもありました。世の中には、
感心な人たちがいっぱいいるということを知った9
年間と言っても過言ではありません。
中学校卒業以来、60年間、恩人に自分の作ったナ

シを送り続けている人。棄てられた何匹もの犬や猫
を「哀れだ」と連れ帰り面倒をみている人。私財を
投げ出してチェルノブイリで医療ボランティアを実
戦しているお医者さん…。
例えば、こんな人はどうでしょう。孫正義さんの

事です。
「君は涙を流したことがあるかい。涙とはどんなに
大切なものかわかるかい。それは人間としての感情
をあらわす大切なものだ。涙なんて流したら、はず
かしいかい。でも、涙は流したくて流してはいない
んだよ」◆ソフトバンクの孫正義社長が小学6年の
時に書いた詩である。エリート起業家としてのイ
メージが強い孫さん。12歳にして“涙の味”を知っ

ているかのような詩の内容だが、幼きころ人知れず
流したこの尊い涙こそ、インターネットビジネスの
覇者といわれる孫さんの原点だという◆政治学者、
姜尚中さんは今年6月、孫さんから「私の会社が30
周年を迎えます。株主総会で生涯で一度しかないス
ピーチをします」と誘われた。そこで、声を詰まら
せ涙を流す孫さんの姿を見たという。「大勢を前に
ここまで赤裸々に明かすとは」と、その驚きと感動
を某雑誌に書いていた◆鳥栖で生まれた孫さん。ま
だバラックが立ち並ぶ貧しい集落。今は亡き祖母の
引くリヤカーで豚の餌にする残飯を集めたころの思
い出を語りながら泣く孫さん。自分のルーツを明か
しながら何が去来したのか。実は〝孫正義の涙〟は
この日だけではない◆1996年2月、毎日経済人賞の
受賞スピーチで「子どものころ、家は貧しいもので
した。近所から残飯を集めて家畜の餌にしておりま
した。祖母がリヤカーを引っ張って。リヤカーに残っ
た残飯のぬるぬるしたものが、自分の家の貧しさと
重なって…」◆そう語りながら泣き崩れた孫さん。
そのくだりは野村進著『コリアン世界の旅』で読ん
だ記憶があるが、孫さんの涙は単なる感情の発露で
はない。それは、かつて在日韓国人として人には言
えない苦労をしてきた人だけが分かるメッセージな
のである。（賢）
私たちはこんな感心な人たちから多くを学ばなけ
ればいけないのです。人間一生勉強だと言いますが、
一番の教師は、私たちのすぐそばにいる愚直に篤行
を続けている人たちだと思います。ご静聴ありがと
うございました。
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事業報告

収支決算

科 目 24年度実績
前年度繰越金 1，197，879
会 費 4，652，000

学生（新入生） 3，432，000
一般会員 1，220，000

雑 収 入 122，423
特別会計戻入 0

計 5，972，302

科 目 24年度実績
事 務 費 614，486
会 議 費 617，108
事 業 費 1，109，658
組織強化費 252，595
全学同窓会負担金 1，716，000
特別会計への繰出金 828，000

新入生入会金 78，000
会費平準化準備金 750，000

予 備 費 0
計 5，137，847

【収入の部】

【支出の部】

科 目 24年度実績
前年度繰越金 15，387，279

一 般 分 ａ 9，264，010
会費平準化準備金 ｂ 6，123，269

入 会 金 ｃ 78，000
会費平準化準備金 ｄ 750，000
雑 収 入 ｅ 2，033

計 16，217，312
一 般 分（ａ＋ｃ＋ｅ） 9，342，795
会費平準化準備金（ｂ＋ｄ＋ｅ） 6，874，517

科 目 24年度実績
繰 出 金 0

【収入の部】

【支出の部】

監査報告

事業計画

収支予算

科 目 25年度予算
事 務 費 800，000
会 議 費 640，000
事 業 費 860，000
組織強化費 530，000
全学同窓会負担金 1，771，000
特別会計への繰出金 680，500

学生入会金 80，500
会費平準化準備金 600，000

予 備 費 395，500
計 5，677，000

科 目 25年度予算
前年度繰越金 834，455
会 費 4，642，000

学生（新入生） 3，542，000
一般会員 1，100，000

雑 収 入 200，545
特別会計戻入 0

計 5，677，000

【収入の部】

【支出の部】

科 目 25年度予算
前年度繰越金 16，217，312

一 般 分 ａ 9，342，795
会費平準化準備金 ｂ 6，874，517

入 会 金 ｃ 80，500
会費平準化準備金 ｄ 600，000
雑 収 入 ｅ 2，526

計 16，900，338
一 般 分（ａ＋ｃ＋ｅ） 9，425，821
会費平準化準備金（ｂ＋ｄ＋ｅ） 7，474，517

科 目 25年度予算
繰 出 金 0

【収入の部】

【支出の部】

平成24年度事業報告及び収支決算

平成24年度において、次の事業を執行し、農学部同窓会の
円滑な運営、支部活動の充実に努めた。
① 更なる組織の強化・活性化を図るために、支部未加入者
を対象として既存支部への加入促進や、新支部設置への
働きかけに取り組んだ。

② 大学と同窓会との意見交換会を開催するなど相互に連携
した取組を行った。

③ 会員や大学先生方などの投稿により、会報「ありあけ」
第10、11号を発行・配布した。

④ 大学主催のキャリアデザイン講座や就職ガイダンスの講
師として会員を派遣した。

⑤ 農学部及び全学同窓会支部の総会等に役員が参加し交流
を図った。

⑥ 同窓会員名簿のデータ管理及び会員への閲覧を行った。

⑴ 一般会計（Ｈ24．4．1～Ｈ25．3．31）

【差引額】
収入の部5，972，302円－支出の部5，137，847円＝834，455円（次年度繰越）

⑵ 特別会計（Ｈ24．4．1～Ｈ25．3．31）

【差引額】
収入の部6，874，517円－支出の部0円＝6，874，517円（次年度繰越）

平成25年4月23日に佐賀大学内の「菱の実会館」において、
平成24年度会計監査を実施したところ、会計諸帳簿及び証拠
書類、預金通帳等いずれも適切に処理されていたことを認め
ます。

平成25年5月18日
監事 杉町 信幸
監事 緒方 和裕

平成25年度事業計画及び収支予算

① 会員に対し同窓会を、より身近なものとしていくため、
支部の体制・活動をより充実するとともに、会報を発行
するなど各種情報の提供を行う。

② 更なる組織の強化・活性化を図るために、支部未加入者
を対象として既存支部への加入促進や、新支部設置への
働きかけに取り組む。

③ 農学部と同窓会との意見交換会を開催するなど、相互に
連携した取り組みを行う。

④ 準会員である学生に対する支援を行う。
⑤ 農業技術経営管理士（農業版MOT）養成の取組に連携
して協力支援を行う。

⑴ 一般会計（Ｈ25．4．1～Ｈ26．3．31）

⑵ 特別会計（Ｈ25．4．1～Ｈ26．3．31）

担当役職 氏 名 卒年・学科（専攻）
副会長 白武 義治 Ｓ51・農業経済
理 事 有馬 進 Ｓ52・農業経済

担当役職 氏 名 卒年・学科（専攻）
理 事 外尾 弘文 Ｈ2・応用動物
監 事 森田 昭 Ｓ52・農業経済

新役員（任期は25年度）の紹介
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佐賀大学「美術館設置」事業へのご協力・ご支援のお願い
農学部同窓会長 金丸 安隆

佐賀大学では、2013年（平成25年）10月1日に『旧佐賀大学』と『佐賀医科大学』の統
合10周年を迎えるにあたり、地域文化の振興・発展に寄与すると共に、開かれた大学を目
指して、美術・工芸に関する作品を展示・収集・保管し、広く地域の方々の観覧・鑑賞に

供することを目的に『佐賀大学美術館』が設置されます。
現在今年9月末を期限に募金活動が行われており、農学部同窓会としても母校の更なる飛躍・発展に寄

与したく、先の会報でも皆様方へご協力をお願いしたところでございます。
募金開始して1年が経過した現在、佐賀大学同窓会全体の募金目標額1億円（農学部同窓会の募金目標

額1千万円）にはまだ到達しておりません。
つきましては皆様に再度のお願いでございます。寄付額をいくらにするか迷われている方・またうっか

り忘れておられる方もおられるかと思います。
寄付額の目安として〈個人1口1万円〉、〈法人・団体1口5万円〉とされていますが、金額の多寡は問
いません。要は多くの同窓生にご寄付いただきたいと思います。1口未満のご寄付につきましても佐賀大
学美術館設置事業資金及びその後の運営資金として有効に活用されますので、事業の趣旨にご賛同頂き、
ぜひご協力・ご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。

平成25年7月
追伸 なお既にご寄付頂きました方にはあしからずご了承ください。

平成25年3月に、応用生物科学科・谷本靜史先生、松本享司先生、生物環境科学科・
井上興一先生、生命機能科学科・藤田修二先生が佐賀大学農学部を退職されました。
同窓生へのメッセージは次のとおりです。

育種人生のなかの
佐賀大学の10年間

松本 亮司
（果樹園芸学分野）

農学部同窓会の皆様におかれましては、お元気に
ご活躍のことと存じます。私は本年3月末をもちま
して佐賀大学を定年退職いたしました。
平成15年4月に、農研機構果樹研究所から佐賀大
学に着任し、本年3月末で、ちょうど10年間、佐賀
の地で、教育・研究に携わりました。
前職では、昭和51年4月に農林省果樹試験場安芸
支場に着任し、カキ、ブドウの育種を担当し、その
後、同場口之津支場に配置換となり、11年間、中晩
生カンキツの育種に従事しました。平成3年4月に
は、福岡県農業総合試験場へ出向し、施設ブドウの
育種を担当ました。平成6年4月、果樹試験場口之

津支場育種研究室長を拝命し、途中、組織改編で平
成13年4月、農業技術研究機構果樹研究所カンキツ
研究部育種研究室長として、9年間、再度カンキツ
の新品種開発に携わりました。このように27年間の
長期にわたり、もっぱら果樹の新品種開発に関与す
る幸運に恵まれ、カキ6品種、ブドウ12品種、カン
キツ19品種、合計37品種の農林登録品種の育成に関
わることができました。
そのうち、幸いにも、カキ新品種「太秋」、カン
キツ新品種「せとか」、「麗紅」等は消費者、生産者
に高く評価されており、なんとか我が国の果樹産業
の振興に一翼をはたせたかなと思っております。
佐賀大学の10年間は、それまでの果樹新品種開発
とことなり、カンキツの幼若性の研究、カンキツ近
縁属の分子分類、果樹育種の効率化等に関する研究
に加え、地元、佐賀の特産であるカンキツ、チャ、
ビワ、タマネギの機能性育種に関する共同研究にも
関わることができました。これらの共同研究では、
学内、学外での新しい人との巡り会いがあり、また

退職された先生方からのメッセージ
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果樹研究所とは異なる啓発と多大なご協力を頂きま
した。
また、本学が世界に誇る「カンキツ近縁属遺伝資

源」の探索、保存、分類調査では、カンキツの起源
地であるインド・アッサム州の周縁地で、未探索地
域であるブータン王国における、ブータン政府、
JICAとの3次にわたる合同探索をおこない、成果
をあげることができました。
振り返りましたら、果樹の育種も大変ですが、ま

た人材育成も大変だなという貴重な経験をさせてい
ただいたこの10年でございました。
4月からは熊本市に居を構え、カンキツの民間育
種のお手伝いをすることになりました。ここでも少
なくとも10年は要すると思います。10年一区切りの
人生が今後も続きそうです。
末尾になりましたが、皆様方のご活躍、ご健勝を
祈念し、退職のご挨拶といたします。

退職にあたって

井上 興一
（生物環境科学科）

私は、九州大学農学部農芸化学科を昭和46年に卒
業して、直ぐに広島県西条町（現 東広島市）にあ
る広島県立農業短期大学の助手として赴任しました。
爾来、佐賀大学を退職するまで42年間大学畑の中で
過ごしてきました。当時の短大は、まだ農業を継ぐ
若者が多くいたと記憶しています。昭和46年の頃の
短大周囲は民家もまばらでほとんど水田と畑でした。
西条町の繁華街（？）に行くまで6㎞はあったもの
ですから、酒盛りとなると短大近くの水田に囲まれ
た学生の下宿で行うしかなく、また当時、私は学生
の年齢とあまり変わらなかったので、学生と将来の
農業のあり方について熱く語ったものでした。農業
もだんだん陰りが見え始め、広島県は平成元年庄原
市に新たに広島県立大学を設置し、そこに農業短期
大学を吸収合併させました。
私達は、短大の学生を送り出したのち、平成2年

に県立大学に移動しました。県大は、短大とは違っ
て4年生大学なので教育より研究重視の風潮があり
ました。当時の学生は大学の中で屈指の高倍率をか
いくぐって合格したものですから佐賀大学の学生に
負けないくらい優秀だったと記憶しています。数年

後には修士過程や博士課程ができ、おかげで私の研
究も捗りました。子供の教育の関係でしばらく西条
町から70㎞ある庄原まで毎日車で通いましたが、さ
すがにきつく、また実家の母が足を悪くしたので、
家族を大分県中津市の実家に帰し、私は庄原に単身
赴任することにしました。大学に通うのは楽になり
ましたが、実家に帰る距離が片道350㎞あり、経済
的に月に1、2回しか帰れませんし、4時間30分の
運転はかなりきつかったです。そのような折、佐賀
大から植物栄養学の教授ポストの公募があることを
先輩の池田さん（当時：九大の植栄肥料教授）から
聞いて、佐賀なら実家から120㎞しかなく、金帰月
来ができるので、応募したところ、運良く採用され
ました。
佐賀大学農学部に来て、一番に驚いたことは優秀
な教育研究者が多いことで、また私の目から見て「ど
うかな」と疑問を持つような教員が一人もいなかっ
たことです。私の研究室に来る学生（ゼミ生）は、
皆さん真面目だったと記憶しています。いろんな意
味で学生に手助けして頂き、自分はラッキーな人間
だと、感謝感謝です。学生に何か言って下さいとの
ことで同窓会から頼まれたのですが私事に終始して
しまいました。学生の皆さんに言いたいことが一つ
あります。約束の時間や行事などの開始時間に遅れ
ないようにして下さい。人から信頼される第一歩は
時間を守ることから始まることを肝に銘じて下さい。
最後になりましたが、佐賀大農学部および農学部
同窓会のますますのご発展をお祈り致します。

退職にあたって

藤田 修二
（生命機能科学科）

同窓生の皆様には、それぞれの分野でご活躍のこ
ととお喜び申し上げます。私もこの3月で、41年に
わたった農学部勤務を無事終えることが出来ました。
これも研究室の専攻生をはじめ同窓生や農学部教職
員の皆様方のおかげと感謝いたしております。思え
ば昭和47年4月に園芸学科園芸工学研究室の助手と
して赴任以来、佐賀大学一筋に（こういえばかっこ
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いいのですが、他にお呼びがなかっただけです）勤
務してきました。この間、農学部は3度にわたって
改組し、私の所属する研究室も園芸学科園芸工学研
究室から応用生物科学科生物資源利用学研究室、生
命機能科学科生物資源利用学研究室と変遷しました。
農学部が農業と言う産業に立脚している以上、創設
当時の名前が良いのかもしれませんが、これも時代
の流れでしょう。この改組に伴って、赴任当時は一
割程度だった女子学生の割合が、現在は六割程度を
占めるようになり、まさに女子大化？しています。
この間に200名以上の研究室の専攻生を輩出するこ
とが出来、卒業生がそれぞれの分野で活躍している
ことを耳にするに付け、本当に教員として勤めたこ

との喜びを改めてかみしめています。
また、昭和63年には宮崎大学、鹿児島大学（後に
琉球大学も参加）とともに連合農学研究科を組織し、
博士課程の教育が出来るようになり、私も4名の留
学生を博士として送り出すことが出来ました。これ
ら卒業生がプトラ大学（マレーシア）や広西農業職
業技術学院（中国）の教授等として教育者・研究者
として母国で活躍しているのは望外の喜びです。退
職後は引き続き短大で教鞭をとることになりました。
それと同時に、猫の額ほどですが、家庭菜園等を楽
しみたいと思っています。
同窓生の皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念して、
退職のご挨拶といたします。

平成25年3月25日、佐賀大学学位授与式が佐賀市文化会
館で執り行われました。農学部関係では、学部卒業生153
名、大学院修士課程38名でした。
また同日はホテルニューオータニ佐賀に於いて農学部主

催による卒業祝賀会があり、農学部同窓会表彰規定に基づ
き、次の4名の方々に農学部同窓会長賞が授与されました。

農学部同窓会長賞 受賞者の手記

上村 将彰（農学部生物環境科学科）

この度は農学部同窓会長賞という名
誉ある賞を頂き、誠にありがとうござ
います。
私が所属する研究室では、土壌にまつわる農業・

環境問題に関する研究に取り組んでいます。
私はこの1年間、農業における適切な施肥や水管

理、土壌改良などを行う上で必要となってくる、土
壌中の水分・溶質量のモニタリングに関する研究に

取り組みました。私の予想に反して研究は思うよう
に進まず、試行錯誤の連続でしたが、そのような苦
労を乗り越えたときには大きな達成感を得ることが
できました。また、研究結果報告のために参加した
土壌物理学会を通じて、他大学の研究者と交流でき
たことは、私にとって大きな経験であり、研究を続
ける上でのモチベーションにもなりました。研究を
進めていく過程で、この分野に関してより深く追求
してみたいと思うようになり、私は大学院進学を決
めました。研究期間はまだ1年と短いですが、これ
までの経験を糧にして、大学院進学後も引き続き研
究を進めていきたいと思います。

佐賀大学学位授与式 ならびに
農学部同窓会長賞授与式

上村 将彰（生物環境科学科） 土壌物理学会、優秀ポスター賞
「SDI‐12型TDTプローブによる誘電特性の計測」

福崎 久詩（生物環境科学科） 佐賀ビジネスプランコンテスト実行委員会、最優秀賞グランプリ
「発酵セラミドの発見と機能性食品への応用」

陣内 智行（大学院農学研究科・生物資源科学専攻） 日本栄養・食糧学会 九州・沖縄支部、優秀発表賞
「プテロスチルベンが肥満ラットのエネルギー代謝に及ぼす影響」

富永 晃好（大学院連合農学研究科・佐賀大学配属） 日本学術振興会、育志賞
「マメ科植物と根粒菌による共生窒素固定能強化の分子基盤解明及
び作物への応用」
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最後に、私が研究室での活動を通して様々なこと
を経験し、楽しく、有意義な日々を過ごせたのも、
指導教員である宮本先生を始め、友人や後輩、そし
て両親など沢山の人たちの支えがあったからです。
大学院進学後は、研究室の最上級生としてリーダー
シップを発揮し、勉強面や研究室での活動において
学部生の手本となれるよう頑張ります。そして、研
究を通して少しでも社会貢献できるよう頑張りたい
と思います。

福崎 久詩（農学部生物環境科学科）

私は、ピルビン酸低減清酒酵母のゲ
ノム解析というテーマのもと研究を
行っております。
大学二年後期に現在所属している生産システム情

報学分野北垣研究室に配属され、三年次に具体的な
テーマを設定し、研究を行ってまいりました。
研究は、遺伝子組換技術を使うことなく遺伝子を

自在にデザインする画期的な清酒酵母育種技術の開
発を行っております。
近年市場が拡大しているスパークリング低アル

コール清酒の製造においては中間代謝物であるピル
ビン酸が残存してしまい不快臭の原因となってしま
うという問題点がありました。北垣研究室ではこれ
までピルビン酸を低減させる清酒酵母の育種に成功
していました。そこでこのピルビン酸の低減性を他
の清酒酵母に遺伝子組換え技術を使わずに移すため、
最近開発されたゲノムを高速・低価格で解読できる
次世代ゲノムシークエンサーを使うことにしました。
現在、ピルビン酸低減能をもたらしている遺伝子

変異を絞り込み、変異が確認された遺伝子断片を親
株に挿入する実験を行っており、今後実際に小規模
スケールで酒を仕込み、ピルビン酸の濃度測定をす
ることで原因遺伝子を解明したいと思っています。
本研究で用いている、最近開発されたゲノム解読

技術はこれまでのすべてのゲノム解読技術を代替す
るほどの新しく革新的な技術であるため医学分野で
の適用が始まり多くの研究成果が産まれつつありま
すが、醸造業界ではまだ研究・技術レベルが追い付
いておらず、ほとんど用いられていません。醸造関
連の学会で研究成果を発表したところ、大手醸造会
社の技術者・研究者から多くの質問があり、自分が
この分野で日本の最先端の研究を行っていることを
実感しました。自分の研究により、醸造業界での酵
母の育種技術がレベルアップすればよいと思ってお
ります。

陣内 智行（大学院農学研究科修士課程
生物資源科学専攻）

私は、食品栄養化学研究室に配属し
ており、食品由来機能性成分による生活習慣病の予
防と改善に関する研究を行ってきました。中でも、
植物由来ポリフェノール類であるスチルベン誘導体
を肥満モデル動物に摂取させることで、抗肥満作用
が発揮されることを見出しました。その中で、ワイ
ンに多く含まれるレスベラトロールは、長寿遺伝子
SIRT1の活性化能を持ち、栄養素の代謝プロファ
イルを変動させることによって体脂肪蓄積抑制に働
くことを報告しました。さらにレスベラトロールの
メチル化アナログであるプテロスチルベンは、SIRT
1活性化能は減弱しましたが、脂質燃焼を制御する
PPARαの活性化能が増強されていることを見出し、
肥満モデル動物の代謝においても脂質燃焼とエネル
ギー代謝の亢進により抗肥満作用を発揮することを
報告しました。
研究室に配属されてからの3年半の間、苦しい事
や辛い事もありましたが、それ以上に楽しく充実し
た思い出がたくさんあり、これまでで一番成長でき
たと思える学生生活でした。これもすべて、辛抱強
くご指導いただいた永尾先生ならびに現在西九州大
学にいらっしゃる柳田先生を始め、授業や学生実験
などでお世話になった先生方、実験や就職活動など
で悩んでいる自分に親身になってアドバイスをくれ
た先輩、そして苦しい時に共に協力し合い支えあっ
てきた研究室の仲間および友人のおかげだと思って
います。本当にありがとうございました。
これから私は、ある天然調味料会社に入社し、佐
世保で働く事となりますが、大学生活での経験を活
かし、会社にとって欠かせない人材になって佐賀大
学農学部の名に恥じない立派な社会人となれるよう
に努めたいと思います。

富永 晃好（連合大学院農学研究科博士課程
生物生産科学専攻）

この度、農学部同窓会長賞という光
栄な賞をいただき、誠にありがとうございます。私
は学部・修士・博士課程まであわせて、9年間佐賀
大学で農学を学ばせていただきました。
私は、ダイズ等のマメ科植物が根粒菌と共生し、
根にできる根粒というこぶのような器官から窒素栄
養を供給（窒素固定）されている現象に着目して、
研究を行いました。そして、この窒素固定能力を高
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めるための植物の遺伝子を探索し、マメ科植物の収
量増加に有用な遺伝子を見出しました。この研究成
果が認められ、第3回「日本学術振興会 育志賞」
を受賞する運びになりまして、2013年3月4日の授
賞式において、秋篠宮同妃両殿下から表彰していた
だきました。畏れ多くも秋篠宮殿下と研究のお話も
させていただき、これ以上無い程の励みになりました。
私は修士課程を卒業後に民間企業で一年間働き、

博士課程に入学しなおした経緯があります。その際
に、私が世の中に貢献出来ることはなにかと悩み直
し、真剣に研究と向き合えた事が、農学の研究を通
じて世の中を発展させたいという今の考えにつな
がっています。
研究を進める上で大変な事もありましたが、これ

まで研究を楽しみながら続けてこれたのは、主指導
教員の鈴木章弘准教授と副指導教員の有馬進教授を
はじめ、研究室のみなさん、友人、そして両親の支
えがあったからに他なりません。この場をかりて改
めて感謝いたします。本当にありがとうございました。
私は4月から福岡県庁に入庁し、より農業の現場

に近い環境で働くことが決まっています。これまで
お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに、
これまで佐賀大学で培ってきたことを、少しでも世
の中に還元できるように精進いたします。この度は
本当にありがとうございました。

その1 キャリアデザイン講座

全学部在学生を対象とした24年度・キャリアデザ
イン講座（2単位）の農学部同窓生担当の講師とし
て、平成24年12月19日には南さつま市役所・永田洋
一郎（Ｓ53年卒・農業経済）氏、平成25年1月9日
には祐徳薬品工業㈱・野口千明（Ｈ21年卒・分子細
胞学）さんが、在学時の勉強や就職活動、実際の職
場での状況を交えて、在学生に就職に向けてのアド
バイスを語られました。

その2 就職ガイダンス

平成24年11月28日、農学部3年生を対象に講師自
らの職場の姿を、自社の商品を手土産に持参するな
どして紹介されました。
今回の講師は、
福岡市役所・小野義憲（Ｓ57年卒・農業経済）氏、
伊藤ハム・長野沙織（Ｈ22年卒・生化学）さん、山

崎パン・向井賢吾（Ｈ21年卒・応用微生物）氏、嘉
麻市役所・辻田あずさ（Ｈ9年卒・農業水利）さん、
ＪＡ佐賀・堤 繁文（Ｓ60年卒・育種）氏並びに熊
谷とも子（Ｈ24年卒・生化学）さんの6名でした。

キャリアデザイン講座 担当講師
野口 千明さんの寄稿文

私は、平成23年3月に農学研究科を修了しました。
現在は、祐徳薬品工業㈱で研究員として働いています。
学生時代には勉強だけではなく、剣道と書道にも
力を入れていました。素晴らしい仲間と先生方から
多くのことを学びました。また、心身共に鍛えられ、
社会人として大切なことが身に付きました。3年次
に研究室に配属されてからは研究にも励みました。
先輩方や先生方の研究に対する姿勢や考え方には大
きな刺激を受けました。学会発表や、論文の投稿も
でき、研究の楽しさと厳しさを知ることができまし
た。本当に出会いに恵まれた学生生活でした。
大学での研究を通じて、世の中で誰も知らないこ
とを自分の手で明らかにしていく研究、というもの
を仕事にしたいという思いが強くなりました。研究
職を中心に就職活動を行い、縁あって現在の会社に
就職することができました。
現在は、基礎研究にあたるテーマ調査、製剤の設
計及び評価を行っています。製剤研究を行う中で、
思うような結果が出ずに苦労することも多々ありま
すが、それらの研究はより良い薬を作り出すための
非常に重要な過程であり、責任と大きなやりがいを
感じています。製品が上市されるまでには長い年月
がかかりますが、少しでも多くの患者さんの役に立
てることを思い描きながら、日々研究に取り組んで
います。また、新しい事項の発見があったり、デー
タによって自分の考えを証明できたりといった研究
職ならではの面白さや、やりがいも感じています。
同じ研究といっても大学と企業では違うところがた
くさんありますが、成長を実感しながら、毎日楽し
く働くことができています。
私はこれまでに後悔していることも多くあります
が、何度人生をやり直したとしても同じ結果になる
と思える位に、その都度、精一杯悩み、考え抜いて
選択してきました。これからも何事にも精一杯取り
組んでいきたいです。
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農学部同窓会では会員相互の絆として、年2回の
会報「ありあけ」を原則として会費納入者にお届け
していますが、会報の総ページ数には予算上の制約
もあり、印刷による会報と共に農学部同窓会ホーム
ページの「同窓生の広場」に、同窓生からの情報を
随時掲載することにしています。
この度、長崎県諫早市在住の北村覚（Ｓ40年卒・

育種）氏から「私の山歩き」と題して、寄稿（写真
付き）を頂きました。同窓会ホームページのシステ
ム更新のため、掲載が4月下旬になりましたが、そ
の一部をここに紹介します。なお、全文・写真12枚
は「同窓生の広場」で御覧ください。閲覧出来ない
場合には、同窓会事務局までご連絡ください。
なお、農学部同窓会のホームページの更新が滞っ

ており、大変ご迷惑をおかけしています。これにつ
いては平成25年度の最重要課題として取り組む予定
です。

「私の山歩き」
北村 覚（Ｓ40年卒・育種）

山に登り始めて、やがて55年、今年古希を迎える。
現役の頃の数年に一度といった山歩きが、還暦を迎
える頃からは、女房と二人三脚での山行きになり、
さらに妻亡き今は、年に200日以上、山を歩くとい
う生活をしている。山は、「華甲の宴」（還暦祝）以
降、私を励まし、癒し、私の人生を豊かにしてくれ
る大切な存在となっている。
山の楽しみは、一に山頂を極めること、二に花（草

木を含む）を観賞すること、三に蝶（アサギマダラ）
を観察することである。山行きの回数が増えるにつ
れ、県外へ、最近は中国、四国地方へ足を延ばすな
ど、行動範囲も広がってきている。以下、これまで

の経験を踏ま
え、山への思
いや楽しみに
ついて述べて
みたい。

1 山頂を極
める

・ 標高の低
い山も高い山

もそれぞれに
良さがある。
だから、計画
段階から、ど
の山にしよう
か、予定通り
登れるだろう
か、何か新し
い出会いはあ
るだろうか等、
想いは膨らむ。いろんな情報を駆使しての計画づく
りもまた、楽しいものである。その際、山仲間から
の情報が役に立つ。長年、山歩きをしていると、情
報交換できる山仲間も増え、今では、長崎県内はも
とより、福岡、佐賀、熊本、宮崎にまで広がってい
る。いただいた情報は早めに活用し、最新の道路事
情、山道の状態、開花の状況等新しい情報を添えて
お返しすることとしている。

「さまようて くたびれ果てて 来てみれば
見渡す限り 春霞かな」
「柘植（つげ）青木 松樅（もみ）白木 白牡丹
自然造形 素晴らしきかな」

・ 山登りの基本は、自家用車利用の日帰り登山で
ある。登り始めの時間は朝8時くらい、車への帰着
時間は16時頃を目安にしている。だから、遠くの山
に出かける場合、家を真夜中に出発するとか、帰宅
が午前様になることもある。場合によっては、安全
運転のため、
車の中で一夜
を明かすこと
もある。いず
れにしても、
どのようにも
対応できるよ
う、ガソリン
は登り口で満
タン状態にし
ている。
・ 山歩きに
は必ず非常食
を含めた食料
を持参する。
今どきはコン
ビニ等でおに
ぎり等、簡単
に手に入るが、

傾山・三ッ坊主コースのツララ

朝日に映える祖母山

大船山・御池の紅葉 初夏の雪渓・雲仙のヤマボウシ
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平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
87日 213日 217日 248日 183日 242日

（参考）最近の年間登山日数

マイ弁当を作って持っていくことにしている。食べ
るという楽しみが持てるほか、すこしでも時間が短
縮できる。グループ登山の場合でも、特別にいつも
より多く持っていくことはない。誰かと菓子一つ、
ミカン一個のやり取りがあっても、ザックの中味が
増えたり減ったりする。ザックの中味は必要最小限
にし、1グラムでも軽くする。また、飲み水は山中
で入手できないことが多いので、冬500cc、夏は2000
cc の水をザックに入れて持っていく。これまでの
経験から自分の飲む量が分かっているので、余分の
荷物を背負わなくて済む。

「とろとろと 傾山は 独り占め 小春日和に
日向ごっこす」

・ そのほか、携行品として、地図、コンパス、雨
具、ヘッドランプ、杖は必ず準備する。冬山の場合
は、これに防寒着、軽アイゼン、厚手の手袋を加え
る。私にとってこれらの装備は安全確保のため最低
限必要なものである。
山頂を極めるために何より重要なのは、これらの

装備を背負って山坂を上り下りする体力をつけるこ
とである。疲れて途中でやめたいと思うことはない。
これもここ数年、年間200日ちかく山を歩いている
ため少しずつ体力が積み上がっているからだと思う。

・ 九州の山でも、年に1～2件は山の遭難による
死亡事故が起きている。その多くが滑落事故である。
過去の事例を見ても、事故は初心者にだけ起こるの

ではなく、経験
者のちょっとし
た油断による事
故も多い。これ
まで山歩きの中
で、小さなトラ
ブルには数多く
遭遇してきた。
雷や吹雪、予期

せぬ路面の崩壊
による山道や車
道の不通、事前
の調査不足によ
るコースの変更
と、数え上げれ
ばきりがない。
しかし、このよ
うなトラブルに
より学ぶことは多い。そして、これが次回への備え
を充実させることにもつながる。

2 花を観賞する
山に入ると、道中、四季折々の花が目を楽しませ
てくれる。新緑に映えて咲く花、紅葉の中で隠れる
ように咲く花、枯草の中あるいは雪の中でひっそり
咲く花、どれをとっても自然の中で見る花々は図鑑
で見るのとは違い、趣がある。
年に三つくらいは自分の知らない花に出会いたい
と思って山を歩いてきたが、今では四百以上の花の
色、形及び生息場所が頭に入っている、最近出会っ
た花はヤッコソウ、錫杖草、オニノヤガラ、ヒナラ
ン等々。道中、美しい花、可憐な花に出会うと疲れ
も吹き飛ぶ。それが初めて出会う花だったらなおさ
らだ。まだ雪の残るころに咲き出すエイザンスミレ、
フクジュソウ、春先からはエヒメアヤメ、イカリソ
ウ、夏にはヒナラン、ツチビノキ、秋にはヤッコソ
ウ、ホトトギス等、山の花は1年を通して楽しむこ
とができる。山仲間には同じように花の観賞を趣味
とする人が多い。教えたり教えられたりしながら山
に咲く花に関する知見を増やしてきた。これからも
仲間との交流を通じさらにその種類を増やしていき
たい。

「花華に 付き添われての 遠山行 頭も頬も
酒酔いに似て」
「登りたい けど立ち止まり 岩見上げ
花華たちも そっと寄り添う」

（以下省略、「農学部同窓会ホームページ・会員の
広場」をご覧ください。）

同窓生諸氏の絆を深めるため、農学部同窓会本部
（事務局所在・佐賀大学同窓会館）とともに、「佐
賀県支部」、「佐賀県庁支部」、「佐賀県教職員支部」、

「JA佐賀支部」、「佐賀市役所支部」、他に「熊本県
支部」があり、また農学部同窓会も参画した全学同
窓会支部が全国各地にあり、皆様方の参加をお待ち
していす。
さらに、各地の支部総会には農学部同窓会から会
長、副会長などが出向いて、皆様方へ同窓会活動の
状況をお伝えし、本会発展のための同窓生の提言や

経ヶ岳とシダレ桜

深山の貴婦人・オオヤマレンゲ
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要望などを直に承っておりますが、その連携を更に
充実していくことにしています。
各支部での状況は会報でも紹介していますが、総

会のことに留まらず、各地にご在住の同窓生諸氏の
状況などを同窓会事務局に届けて頂ければ、それを
全国の同窓生諸氏へお知らせすることができます。
よろしくお願いいたします。
平成24年度の支部総会は下記の通りでした。

農学部及び全学同窓会支部総会への参加
平成24年5月10日 佐 賀 市 農学・佐賀県支部
平成24年8月3日 熊 本 市 農学・熊本県庁支部

平成24年9月6日 佐 賀 市 農学・佐賀県庁支部
平成24年10月27日 柳 川 市 全学・筑後支部
平成24年10月27日 諫 早 市 全学・諫早支部
平成24年11月17日 美 弥 市 全学・山口支部
平成24年11月17日 佐世保市 全学・佐世保支部
平成24年11月17日 大 分 市 全学・大分支部
平成24年11月17日 佐 賀 市 寮歌祭
平成24年11月18日 東 京 都 全学・東京支部
平成24年11月18日 佐 賀 市 有朋会
平成25年1月23日 鹿児島市 全学・鹿児島支部
平成25年2月9日 佐 賀 市 農学・佐賀県教職員支部
平成25年3月16日 佐 賀 市 農学・自営者の会

佐賀県教職員支部
平成24年度 佐賀大学農学部同窓会

佐賀県教職員支部総会報告
1 期 日：平成25年2月9日㈯
2 場 所：海鮮居酒屋 第一三吉丸（佐賀市）
3 参加者：会員24名
4 内 容
本日は、来賓として農学部同窓会本会の金丸安隆

会長（元唐津南高校校長）と川副操副会長（松尾建
設株式会社顧問）にご出席をいただきました。金丸
会長からは、農学部同窓会の県内の5つの支部活動

の維持の重要性や2月14日に起工式、本年10月に開
館予定の佐賀大学美術館の寄付金の状況等のお話や
寄付の協力要請がありました。また、川副副会長か
らは会報ありあけ11号や農業技術経営管理士の育成
講座のことについて説明がありました。なお、金丸
会長は、現在中国の大学で日本語教師を務められて
おり（春節で一時帰国）、その活動の様子もお話を
していただきました。その後、山口郁雄支部長（佐
賀農業高校校長）からあいさつが行われ議事に入り
ました。
議事では、事業報告、会計報告並びに監査報告、
また、役員改選案も含めてすべて問題なく承認をさ
れました。
総会に引き続き開催した懇親会も、終始和やかな
雰囲気の中で話がはずみ楽しい交流の場となりまし
た。ご参加をいただきました、金丸会長、川副副会
長をはじめ会員の皆様にお礼を申し上げます。最後
に、本会は毎年10月開催の予定でありますが、都合
により開催が遅れましたことをお詫びいたしますと
ともに、来年は、さらに多くの会員の皆様のご参加
を祈念いたしまして報告とさせていただきます。
佐賀県教職員支部 幹事長 青木久生

（Ｓ58年卒・蔬菜花卉）

佐賀県支部の総会
佐賀県支部は、平成25年5月9日に佐賀市の「グ

ランデはがくれ」で平成25年度総会を開催しました。
当日は会員103名の内30名が参加し、来賓として当
会員で農学部同窓会の川副操（Ｓ44年卒・土木）副
会長にご出席頂きました。
総会では物故者への黙祷の後、坂本隆昭（Ｓ37年

卒・農経）支部長の挨拶と支部活動の報告がなされ、
来賓の川副操副会長より農学部同窓会の近況につい
てお話を頂きました。
昨年度の事業、会計報告などに続いて、新入会員

7名の紹介がありました。
懇親会は眞島武嘉（Ｓ28年卒・植物保護）氏の乾
杯で始まり、その後約2時間、会員相互の懇親を深
め、また佐賀大学学生歌を肩組んで熱唱し、大いに
盛上がりました。最後は本支部顧問の高木胖（Ｓ36

年卒・育種、佐賀大学名誉教授）氏の万歳三唱で閉
会しました。
なお、本支部は平成20年2月に、佐賀県在住で他
の支部に所属されていない同窓生の組織として発足
しましたが、まだ未加入の方が多数おられます。今
後、本支部への加入を勧め、会員相互の親睦を深め
ていくことになりました。

田中 龍臣（Ｓ45年卒・園芸）
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編 集 後 記

第4回 73Ａ農園会同窓会
（農学部 農学科・園芸学科）

1973年に入学した農学科・園芸学科の学生による
「73Ａ農園会」の第4回同窓会を、昨年11月17日に
長崎県諫早市の料理店「登利亭」で開催しました。
参加者は、2年ぶりに再会された方や今回初めて

参加された方など19名（農学科：7名、園芸学科：
12名）でした。
会では、一人ひとりからユーモアあふれる近況報

告や思い出話しなどが紹介され、懐かしくまた、楽
しいひと時を過ごしました。
また、この同窓会は、これまで4県（佐賀県、福

岡県、熊本県、長崎県）持ち回りで開催してきてお
り、次回は佐賀県に戻ることになります。「毎年開
催しては」や「宮崎県でも開催したい」などの要望
も出されましたが、10年ぶりに佐賀県に戻ることも
あり、本拠地で少し力を入れて開催し、その折、そ
の後の開催方法についても検討していくことを参加

の皆さんの総意で決定しました。
次回は皆さん還暦を迎える・迎えたこととなる年
齢になりますが、元気な姿で再会することを楽しみ
に閉会しました。多くの仲間の参加を期待していま
す。
今回の幹事は、長崎県在住の彌富秀寛・諸岡美郷
（園芸学科）、寺島正彦（農学科）でした。

寺島 正彦（Ｓ52年卒・農業経済）

「私の山歩き」（北村覚氏）からの写真

母校佐賀大学の周りでは、麦秋から稲田の景観に
移りました。今年は例年にない猛暑の長期予報が出
されています。同窓生諸氏におかれましては、ご健
勝でご活躍のことと存じます。
この度、農学部同窓会報「ありあけ」12号をお届
けいたします。半年ごとの会報発行ですが、この間
にも社会情勢はめまぐるしく、多くのマスメディア
が報じる「円安・国内株価上昇・景気回復」が、次
号をお届けするまで継続するか否か。さらに、農業
に多大な影響を与えるとされるTPP交渉の状況も
気がかりです。

まさに予測とおり、日本は高度情報化社会がます
ます進展し、玉石混淆の情報が氾濫しています。し
かし、この情報洪水には土嚢を高くしてもその流入
を遮断することは出来ません。問題は、送り手が信
頼される有益な情報をお届けするのみです。
今回の会報「ありあけ」12号はこのような想いを
込めて作成しました。玉稿を賜った方々に、お礼申
し上げます。
次号の発行は平成26年1月1日です。多くの方々
からのお便りをお待ちしております。そして、この
会報が同窓生諸氏の絆を深め、あたらな絆が拡がる
ように祈念しております。
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