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渾沌マークは芸術工学のシンボル。
そのデザインは、数年に渉り、幾度か微調整されたが
最終的には創設期の原型に戻った。
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年に開学された九州芸術工科大学は、
「技

この間、工学研究院の協力もあって、科学研究費補助金を申

術の人間化」という明確な理念を標榜でき

請する分野（細目）に新たに「デザイン学」が時限付きで設

る点で非常に数少ない大学でした。あれか

置され、ついに今年度から常設化されました。国からの運営

ら 45 年が経過しました。そして 2003 年、ちょうど芸工大が

費交付金が毎年削減される中、科研費は研究者にとって今や

35 周年を迎えたところで九州大学と統合しました。それぞれ

なくてはならない競争的資金であり、採択されること自体が

の将来にとって、お互いに補い合い、よりよい教育・研究環

業績にもなる重要な財源です。このデザイン学の設置が芸術

境を創出することを期待し、当時の学長が統合に踏み切った

工学分野にとっては非常に大きな力となっています。ちなみ

ようです。多くの同窓生が強く反対されたことはまだ記憶に

に 25 年度は全国で 71 件の採択件数のうち、14 件を芸工出

新しく残っています。私自身もそうでしたから。あれからちょ

身陣が取り、全国トップの件数となっています。このように、

うど 10 年が経過しました。九大になったからには、その利

大学統合 10 年を経て、様々なかたちで成果が見えてきたと

点を最大限に活かした芸工の未来を考えていきたいと思って

思います。この 10 年を節目にさらなる飛躍を目指し努力し

います。

ていきます。

2003

年には、全国の主

昨年の 10 月 30 日には日航ホテル福岡にて統合 10 周年を記

要大学が競う 21 世紀 COE（Center of Excellence）プログラ

念する行事が盛大に実施され、渾沌会を代表される方々や芸

ム「感覚特性に基づく人工環境デザイン研究拠点」が採択さ

工ゆかりの多くの皆様にご参加頂きました。また記念講演と

れました。さっそく九大の医学研究院をはじめとする他部局

して画像 5 期生の河口洋一郎氏が招かれました。彼は現在、

も参画し、まさに統合の幕開けに相応しいプログラムとなり

東京大学教授として活躍され、このたび芸工大卒業生として

ました。その 2 年後、今度は芸術工学研究院と工学研究院が

初めて紫綬褒章を受章されました。芸工の卒業生は今やさま

中心となる、
年間 5 億、
5 年間のビッグプロジェクト
「ユーザー

ざまな分野で活躍され、九大にとっても在学生にとっても大

を基盤とした技術・感性融合機構」が採択され、芸工出身陣

きな誇りとなっています。卒業生の皆様、福岡に来られたと

営を中心に九大が一丸となって進めました。終了後にはその

きは是非ともキャンパスにお立ち寄りください。また、在学

後継教育組織として「ユーザー感性学専攻」という新たな大

生との交流の場として学園祭や「シゴト道」などへもご参加

学院が箱崎に設置され、芸工出身の教員が中心となって活躍

頂ければ幸いです。今後、同窓会との連携のあり方も考えて

しています。一方大橋キャンパスでも、2005 年には科学技術

いきたいと思いますので、どうぞよろしくご支援、ご協力の

振興調整費「先導的デジタルコンテンツ創成支援ユニット」
、

ほどお願い申し上げます。

芸工大最後の年でもある

2007 年には大変ユニークな大学院教育プロジェクト「ホール

10周年を迎えて。

マネジメントエンジニア育成ユニット」がそれぞれ採択され、
これらも芸工の大学院にその後継教育組織が設置されていま

す。このように九大との統合後も芸工出身陣は独自の研究や
教育に取り組み順調に成長を続けているところです。

九州大学との統合

九州大学 大学院 芸術工学研究院長 安河内朗（工業 5 期）

今日まで そして明日から。
本部役員新体制の引継ぎはしっかりと完了しました

●上段左から 新理事の 坂口 ( 旧姓：岡部 ) 麻衣子・大西敏恵・清水清美
●下段左から 新会長の広川大八・前会長の高祖智明

満を持してのバトンタッチになりましたっ！
画像 10 期の高祖智明です。
九州大学と芸工大が統合をしたときの渾沌会会長は、私の前の
藤田啓晴さん（音響 8 期）でした。その後を引き継いだ私が任
期を終える昨年、統合 10 周年を迎えました。
私が在任中に迎えた渾沌会の新会員は、留年や休学などの特殊
事情を除けば基本的に九州大学卒業生。一方、統合 10 周年に合
わせるように、画像 5 期の河口洋一郎さんが文化勲章・褒章を
叙勲されました。グッドデザイン賞や各種 AWORD を受賞され
た会員は多くいますが、文化勲章はおそらく初めて。2020 年の
東京オリンピック招致には、同じく画像 20 期の江口カンさん率
いる『KOO-KI』の活躍も注目されました。芸工大卒業生がタダ
の変わり者の集まりではないことを、九州大学卒業の会員並び
に在学中の準会員、さらには社会に知らしめた年ともなりました。
その 10 周年の区切りを機に、九州大学同窓会連合会にも加入し
ましたので、これからは九州大学の同窓会組織の一員としても
積極的な活動が望まれることでしょう。
NEXT DECADE の始まりを託す新会長は、福岡市役所で要職に就
かれていた環境6期の広川さんです。
これからの渾沌会は、
KID
（芸
工大）の DNA を引き継ぎつつも、芸工大卒の会員が減ることは
あっても増えることはありません。九州大学卒業の会員が増え
ていきます。九州大学同窓会連合会という大人の組織の一員に
なり、新たな渾沌会組織と活動が始まります。
広川さん、よろしく御願いいたします。

そろそろ、恩返しの年頃ですので………
環境 6 期の広川大八です。
高祖前会長から次期会長を頼まれたとき、なぜ 10 期の高祖さ
んから 6 期の私なのかと思いました。また、個人的にも今年 60
歳で来年は社会生活の区切りを迎えるので、なるべく身軽にな
りたいとも思っていて、何度かお断りをしていました。しかし、
九大との統合によって、九大本体の同窓会との関係など、多少
ポリティカルな課題に対し私の経験が役に立つと説得され（単
に年寄りの方がいい？）
、また、これまで自分が地元福岡のまち
づくりに関わってきた中で、芸工の多くの先生や学生、卒業生
にお世話になってきたことに対し、少しでもお返しをしなけれ
ばという気持ちもだんだん膨らんできて、お引き受けすること
になりました。
九大との統合により、私の周りにはもはや母校などないのだと

言う古い卒業生もいれば、統合後に入学し、芸工より九大によ
り強いアイデンティティーを感じている新しい卒業生もいます。
そんな様々な思いを持つ卒業生の気持ちを大切にしながら、取
りあえず誰にでも開かれた芸工の同窓会の運営に取り組んでい
きたいと思っています。
それと本体の九大が箱崎や六本松から伊都へと移転していく中
で、芸工や我々卒業生がお世話になってきた大橋・塩原という
街に対し、敬意と愛着を持ちつづけていくことも大切だと思っ
ています。
（卒業生の皆さん、たまには大橋に帰ってきて、大橋
で飲みましょう！）
初代学長小池先生が学章に込めた渾沌というキーワードは、私

環境 24 期の大西敏恵です。

工業 36 期の坂口麻衣子 ( 旧姓：岡部 ) です。

24 期生は 1992 年入学で、いわゆるバブル景気が集結し就職氷
河期はこの年から始まったという頃でした。当時はそんな実感
もなく、デザイン・ものづくりに携わる仕事をしたいとぼんや
り考えていましたが、実際には専門学校の講師の仕事に就きま

大学時代は、大西敏恵さんと同じく、課題や学園祭、学外での
活動を通じて、
「デザイン」の幅の広さを体感しました。学生時
代から飲み会の幹事、イベント企画など「こと」を作ることに
携わることが多かったように思います。
私が入学した 2004 年は、九州芸術工科大学と九州大学が統合

した。
デザインの勉強というものは非常に幅広いもので、学生生活で
は講義はもちろんのこと、先輩の卒業設計のお手伝い、学園祭
の準備、設計課題の追い込みなどを通して、どんな仕事にも必
要なコミュニケーションスキルやマネジメントスキルについて、
自然と学ぶことができたように思います。
私が所属していた環境設計学科は同期 40 名中、女子学生が 8
名でした。他学科ではさらに少なかったので、女子学生は全体
の１割程度だったのではないでしょうか。課題制作作業で汚れ
てもいい恰好が定番のスタイルだったため、スカートを履いて
いくと、
「今日はなんかあるの？」と聞かれたこともあったり。
3 年生になった時に、なんだか女子が増えたなと思っていたら、
環境設計学科では新入生の半数が女子学生という話でした。ちょ
うど女子学生が増えた境目に在籍していたことになります。
渾沌会もこれから女性が増えていくという時期に役員をお引き
受けすることになりました。微力ながら卒業生・在校生の方々
のお役に立てればと思っています。どうぞよろしくお願いいた

された年。学園祭が春から秋に変わり、教養の授業が六本松に
変わり、統合についての賛否両論いろいろ耳にしていました。
同級生の友人たちと「なぜ芸工大に入ったのか？九大との統合
で何が変わったか」についてもいろいろと語ったことを思い出
します。
そして、大学入学から 10 年が過ぎ、今はまちづくりの仕事に
携わっています。今になって、当時お世話になった方々、支え
てくれた先輩、協力してくれた後輩と仕事を通じて再会できる
ことをとても嬉しく感じていますし、学生時代に得たご縁は宝
だと実感する日々です。また、今は卒業生として、先輩後輩と
の出逢いは広がり続けています。そして今回、渾沌会役員という、
自分では想像もしていなかった役割をお引き受けすることにな
りました。同窓会には固いイメージがあり、あまり参加したこ
とがありませんでしたが、お話をすると驚きや発見の連続です。
清水さん、大西さんと一緒に、世代のつなぎ役としてお役に立
てたらと思います。よろしくお願いします！

します。

たち芸術工学の学生や卒業生たちに無限のパワーを秘めた自
由で多様なフィールドを与え、様々な分野で活躍する卒業生た
ちが共有する芸工らしさの原点だと感じてきました。そんな渾
沌会の名に恥じないよう会長職を務めさせていただきますので、
皆さんよろしくお願いします。

女性役員３名が加わりました
環境 21 期の清水清美です。
このたび、大西さん、坂口（旧姓：岡部）さんと３人で女性役
員をさせていただくことになりました。これまで同窓会にあま
り興味を持っていなかった方や女性の卒業生、若い方も気軽に
参加できる同窓会にしたいと思っています。
高校卒業後、専門学校へ進み歯科衛生士をしていましたが、ど
うしても建築の仕事がしたくて、芸工大をめざし 1988 年に入
学しました。在学中に時代が昭和から平成に変わりました。私
はかなり年上でしたが個性的な先輩方や同級生に囲まれて楽し
い学生生活を送ることができました。大学生時代はその時にし
かできない様々な貴重な経験ができたと思っています。芸術工
学部は仕事をする上での太い根を育ててくれた学部でした。
卒業以来２２年、建設会社に勤務しています。建物を造ってい
く過程で多種多様な方と関わって１つの物を完成させた時の感
動をいくつも味わってきました。物造りに携わる仕事が好きな
ので、ずっと続けてきました。自身の設計した建物の前を通る
とその時の感動を思い出すことができます。その感動のおかげ
で、結婚しても子供が 2 人できてもこの仕事を続けられてきた
と思っています。今は周りの理解と協力のもと会社員、妻、母
の三役をやっています。
社会人としても母親としてもまだまだ発展途中ですが、何かし
ら、皆様のお役にたてたらいいなと思っています。広川新会長
他役員と一緒に頑張ります。

名簿発行に伴う「お願い」です。
2014 年版同窓会名簿の発行に着手しました。完成
は、2014 年 12 月を予定しています。年末年始は、
旧友と再会できる絶好のチャンスです。この名簿で
友を探し当てたり、連絡へのキッカケにしてもらいた
いという想いで、できれば中旬までに皆さんにお届けするつも
りです。5,000 円の有料販売となりますが、今回を逃せば、次
のチャンスは 5 年以上も先になります。
是非この機会での購入をご検討ください。
皆さんのお手元には、
「名簿発行のお知らせ（兼名簿購入予約申
込書）
」が届きます（もう届いているかもしれません）
。是非と
も内容をご確認の上、不備があれば正確な情報のご登録をお願
い申し上げます。
もしお手元にお知らせが届かない方は、行方不明者扱いとなっ
ていると思われますので、こちらから住所を登録してください。
● http://www.alum.design.kyushu-u.ac.jp/meibo2.html
さて、九州芸術工科大学が 1968 年 4 月に創立されて、まもな
く 46 年が経過しようとしています。18 才で芸工大に入学され

学友や恩師など約 9,600 名の近況を網羅

2014 年版

同窓会名簿
A4 約 280P ●本体価格 5,000 円（登録会員限定販売）
発行：同窓会事務局 ● 制作販売：株式会社 サラト

た 1 期生は 64 才になられ、いよいよ 1 桁世代（1 ～ 9 期）の
大先輩方が定年を迎え始めました。このことは、渾沌会が成熟
し、新たなステージを迎えたことを意味しているのではないで
しょうか。定年後は、少しは時間に余裕ができるかもしれませ
ん。そのときは、是非、この名簿を活用して、旧友と連絡をとり、
同窓会を開催してください！そして、若い渾沌会会員への芸工
スピリッツ伝承のために、これからもお力添えを頂きたくお願
い申し上げます。
最新版に掲載される会員の数は、約 9,600 名を予定しておりま
す。数年後には 1 万人を突破し、
さらに増加し続けます。インター
ネットや各種 SNS が普及した現在であっても、旧友ネットワー
クの核となり、カンタンに友に巡り会う事ができ
るのは、
「同窓会名簿」があるからこそではない
でしょうか。

!

大学・渾沌会・芸術工学、そして、会員個々の
さらなる発展のために、同窓会名簿が役立つ
ことを心より願っています。
本部事務局理事：藤 智亮（工業 20 期）

2014 年 12 月 発行決定
ご予約＆広告掲載受付中です
お申し込み・お問い合わせ先 ● 株式会社サラト

TEL 0120(981)956

ご連絡受付時間 ● 9：30 〜 16：00（土・日・祝日を除く）
※株式会社サラト：個人情報管理に信頼がおける渾沌会認定
の名簿業者さんです（ 前回もお世話頂きました）

なにはさておき、全員集合！ガクセイのガクセイによるガクセイのための

環境設計学科テーマ

があるが、日本には無い。住宅の空室率は全国平均で 13.1%

リノベーションという建築の新たな活路

あるにも関わらず、既存の住宅を壊して新築するという行為

—成熟社会で僕らがやるべき建築—

を繰り返している。つまり、既存住宅をリノベーションして

語り部：松山真介（環境 21 期）

再び使うという仕組みが日本にはまだ根付いていないといこ
とでした。

今年のゲストはアポロ計画代表取締役の松山真介さん。例
年、シゴト道の講演会は大学の施設で行ってきましたが、今
年は松山さんのオフィスでの開催。「シゴト道」が実際の「シ
ゴト場」で開催される、そんな夢のような話が実現したので
す。アポロ計画にはリノベエステイトという建築のリノベー
ションを行う部門があり、建築と不動産の両面から、中古建
築の再生に取り組んでいます。
「明るい未来のために必要な
建築行為こそリノベーション」。これが、今、建築を学ぶ学
生に用意してくださったテーマでした。

家にお金をかけない人生
「リノベーションを行うことで、新築を建てるよりもロー
コストで、時間が経っても価値が下がらない住宅をつくるこ
とができます。
」
と、松山さん。リノベエステイトでは、マンション選びから
お客さんと一緒に行い、ほとんどの場合今住んでいる家の家
賃よりも下げるそうです。安くて資産価値の減らない、そし
てちょっとかっこいい家をつくる。不動産業、設計業、建設
業を一貫して行うことで、実現されているそうです。

音響設計学科テーマ
ライブサウンドをデジタル化した男
語り部：栗山譲二 ( 音響７期 )
音響設計学科のシゴト道では , 現在 J. TESORI 代表の栗山譲二さん
をお招きした。聞き手に TOA( 株 ) での部下であった河原一彦さん
( 音響設計学科 16 期 ) を迎え、栗山さんの経歴に沿って TOA( 株 )
時代、BOSE 株式会社時代、そして独立した現在について、音響設
計学科生ならではシゴトを話してもらった。
世界初、フルデジタルミキサーを開発
九州芸術工科大学を卒業後に TOA 株式会社に就職後、ウィーン国
立歌劇場に生 ( ライブ ) の現場では考えられなかったフルデジタル
ミキサーを世界で初めて開発し，導入した。フルデジタルミキサ
ーという着想は大学３年生時のインターンシップでの経験から、

Design トーク。

自分ができる範囲なら音響の勉強をとことんしたいと語っていた。
この探究心こそが世界初を開発できる原動力ではないだろうか。
精一杯，勉強しよう。学生のうちに！
今回のお話をうかがって、音響設計学科ならではの視点を身につ
けるには勉学はもちろんだが、大いに音の体験を積むことだと感
じられた。
「最近、残念なのは芸工生が電子工学やプログラミング
の人に染まってしまっていて、元気がない！」という栗山さんの
手荒いエールを力に変えなければ！音響設計学科で音を学ぶこと
の誇りを感じられる講演であった。
レポート／浅井 拓朗（音響設計学科４年）
芸術情報設計学科テーマ
ディレクターの視線からみる世界
語り部：三宅佑治氏（芸情 7 期）

シゴト道 2013
近年よく耳にするようになった＜リノベーション

［renovation］＞という言葉、辞書によると、「既存建物を大
規模に改装し、用途変更や機能の高度化を図り、建物に新し

い価値を加える」
こと。
（大辞林第三版より）古民家をリノベー

ションしたカフェ、古いアパートをリノベーションした住ま
い。私はリノベーションに対して、なんとなくお洒落だとい

う単純なイメージしか持っておらず、なぜ未来のためにリノ
ベーションが必要なのか、という疑問を解決すべく講演会に
臨みました。

家の価値は 20 年で 0 円になる！？

「夢ある学生にこんな残酷な現実を伝えていいのかな。
」

松山さんは苦笑いしながら話し始めました。告げられたのは、
たった 20 年で新築マンションの値段は半額に、戸建住宅の
値段は 0 円になるということ。将来は建築家に、と意気込む

学生には衝撃の事実でした。住宅ローンを組んであこがれの
マイホームを建てても、20 年でその家の価値は失われ不良
債権になってしまう。よかれと思って建てている建物が、実
は社会を悪くしているかもしれないというのです。
日本は遅れている？

新築戸建の数は、イギリスでは 10 軒中 1 軒、アメリカで

は 4 軒に 1 軒。しかし日本の中古物件はわずか１割に過ぎま
せん。松山さんによれば

「日本人は損していますよ！」

とのことです。ヨーロッパでは家が資産になる流通の仕組み

「家にお金をかけない人生が日本を豊かにする社会の仕組み
となり、結果、国が良くなる、と信じています。
」
のお言葉が印象的でした。

目指すべきは作品ではなく社会にマッチする商品

「クリエーターがつくるべきは作品ではなく、社会の空気

感にマッチする商品です。やるべきことをデザインという手
段を使ってどうするかが大事。学生のうちは分からないと思
うし、分からなくていい。今はやりたいことをやっていてい

いと思います。いずれこのことが分かるようになってきたと
きにみんなと仕事がしたいですね。
」

とも。この言葉の意味が分かるようになったころ、
自分にとっ

てのシゴト道が見えてくるのではないか、そんな風に感じた
エンディングでした。

「音の処理と操作環境を分離すれば、電気回路からミキサーマンが
解放される。
」という使用する立場の発想であることに音響設計学

科らしさが垣間見えた。当時のウィーン国立歌劇場のトーンマイ

スター ( 音響監督 ) の考えるアートの世界とデジタル信号処理技術
のエンジニアリングの世界の架け橋となる役目であり、スコアが
読めて、聴覚の理解が深く、工学の知識もある音響設計学科生で

なければ実現していなかったであろうと語っていた。その中で開

発の苦労話の例に挙げられていたジッパーノイズへのソリューシ

ョンを聴覚心理学と絡めた話題には、
音響生であれば「こんな所で、
あの知識が役に立つのか！」と音響の世界は意外なところですべ
てが繋がっていると感じたことだろう。

原理原則がわかってないと、画期的なものは生まれない

BOSE 株式会社に転職後、DSP エンジン開発のプロジェクトリーダ

ーを務め、スピーカーシステムの開発にも携わった。その開発の

繋がりをこれからも

講演会後、OB・OG のみなさんも参加された懇親会。松山

さんは

「僕たち先輩は学生を全力でサポートします。ただし、交換
条件が一つ。君たちも将来、後輩たちを全力でサポートして
ください。
」

としめくくり。この繋がりは、これからも大切に続けていき
たく思います。

裏には ,「音と音波」( 当時の音響理論Ⅰの教科書 ) から音響につい
て総復習をしたそうで、
「学生時代の知識を埋め合わせていくこと

で自分がしたいことができたし、これからもできる。原理原則が

わかってないと、画期的なものは生まれない。
」とエンジニア魂が
感じられた。その後は開発の現場から離れ、人事・リソースマネ
ジメントなど経営の職に就くことに。

講演中の冗談半分にも「給料とか安定を求めるなら音響設計学科
にいってないよ！」という言葉が印象的で、その言葉の真意は現

レポート／原かなた（環境設計学科 4 年）

在の活動に現れているようだ。好きな音響の道をもう一度探ろう

と独立し、職業人向けのサウンドワークショップを催したりと、

今回の講演者は NHK 岡山で、ディレクターのシゴトをされてい

る三宅佑治さん。講演前日に生放送を終えたばかりという大変
忙しい中、私達芸工生のために来ていただいた。

「学生時代にすべきこと。」

私達学生が気になることのひとつ。三宅さんは大学時代にどん
なことをして過ごしていたのか。映画、ドラマ、アニメ、とに

かく映像作品が好きで、作ることにやりがいを感じながら映像
制作していたと三宅さんは語る。また学内だけに収まらず外の
世界にも積極的に飛び出すという活動的な過ごし方が自分の成
長につながると指摘された。

「制作に関わることは何でもやる。」

NHK では最初の約５年間は地方勤務であり、その後に東京に行

くことが出来る。三宅さんは「一番大変な所に飛ばしてください」
と言ったところ、岡山になられたそうだ。( 番組の数が多いため )

三宅さんは企画、取材、スケジュール調整、撮影、雑務 ( 弁当、
車の手配 )、構成作りすべてをこなす。一人で番組をつくれてし
まうのではないかと思うぐらいの仕事量だ。

「NHK らしくない、でも内容のある番組を。」

講演前日に岡山と香川で生放送されたローカル番組「おかたか」。
三宅さんがこの番組のディレクターを勤めた。NHK らしくない
バラエティで、データ放送、twitter を利用した視聴者参加型の
番組である。私が普段テレビを見ていても、NHK では特に、こ

のデータ放送、スマホやパソコンを使って視聴者がリアルタイム

にはいるようにイメージカットをうまく利用する。このように、

で参加できる番組をよく見かける。新しい番組の形を積極的に取

番組作りの難しさや編集の仕方、狙いなどを伺うことが出来た。

り入れつつ、内容を深めていくことも怠らない。

情報パン
イ
フラ

「物や人を愛せることは大切な能力だ。」

過去の新聞１ヶ月分をあさって見つけたネタ、日本で孤立したブ

が面白いと思うことを仕事にできることは幸せだと語る。学生時

ラジル人の支援。おそらく番組化されなければ多くの人々がこの

代、活発に作品を作り、積極的に先生のところに行き多くの経験

ブラジル人達の現状を知らない。三宅さんはテレビを通して人々

をしたことが、今こうしてディレクターの仕事に活かされている。

に伝えることで、孤立したブラジル人にとって少しでも役に立

肝心なことは、１つでもいいから深く心を注げるものがあること。

てばと思い、企画したそうだ。「現場に立つ」というタイトルで、

好きなことをとことんやること。そうすることで細かな魅力を感

支援を行うタンさんを密着取材した番組である。いかに視聴者に

じることができるようになり、もっと深いものがほしくなる。考

この問題をリアルに伝えるか。どういう映像にしたら視聴者の意

える力を向上させる方法を教えていただいた。

識を番組に向けられるか。取材中は現場での突発的な出来事を狙
いながらカメラをまわす。ナレーションの声がすっと視聴者の耳

レポート／生嶋 恵（芸術情報設計学科１年）

本部から

椿 博之（工業 10 期）

HP ＆フェイスブック、そして名簿発行
会員交流のあり方を模索して
2014 年も大変な 1 年になりそうです

『2014 シゴト道』進行予定

九州芸術工科大学が九州大学芸術工学部になり 10 年、統合
を期に始まった先輩を大学に招きお話を聞く企画「シゴト

4月

担当役員決定

5月

学生スタッフ募集

6月

キックオフミーティング

（自己紹介、スケジュール決め、役割分担）
、

道（かつての、
「私の仕事 LIVE 版」）」も、10 年を迎えまし
た。当初の思いは、同窓会の在学生への還元企画であり、かつ、
「芸工スピリッツ」を在学生に継承しようというものでした。
途中から運営を在学生と共同で行うようにシフトしてからは、
「活躍する先輩の話から芸工スピリッツを読む」的な、統合
なんて関係ない、学生から現場へ繋がる楽しいストーリーを、
垣間見るひと時を重ねてきたように思います。
一方、運営は試行錯誤を重ねています。最近、
「学生スタッ
フが参加するメリットは？」という声をいただきました。
「同
じ話を聞けるなら、参加者でいいのでは・・・」ともっとも
なご意見です。役員としては、学生主体の方が、
「より魅力
的な企画になって参加者も集まる」という事に尽きるのです
が、同窓生のネットワークとして、まだまだ、学生とのコミュ
ニケーションの場が少ない状況と言えます。そこで、シゴト
道 2014 は、表のような年間スケジュールを立て、運営する
ことにします。魅力は、なんと言っても、最大年 5 回の懇親
会！

社会のシゴトについて、じっくり先輩から話を引き出

す時間として利用してください。また、広く学生スタッフを

2014

懇親会
7月

企画会議（各学科から企画案の提示）
、懇親会

8月

準備状況中間報告会、懇親会
（8-9 月で希望する招待講演者に依頼、役員支援）

10 月

準備会議（広報、場所の予約、講演者との調整）

11 月

同窓会総会、懇親会

12 月

シゴト道開催、会場で同窓生と懇親会

1月

反省会、懇親会 （担当役員とお疲れ会）

【お断り】

の役員会にも同席頂いてます。
さて、2014 年の事業計画も決まりました。まずは、会員相互の
絆を維持するための HP、そして日常的交流を深めるためのフェ
イスブック。この 2 刀流の使い分けに着手しました。そして 5 年
おきのメインイベント＜名簿発行＞も活動テーマです。マークす
べきは個人情報の扱いです。ざっくばらんのハダカのつきあいを
理想としつつ、情報管理のあり方を巡り、様々な見解が飛び交う
ところです。
「総会」
「シ
◀渾沌会の Facebook ページでは、
ゴト道」の案内や随時のお知らせがチエックで
きます。
http://www.facebook.com/kontonkai

2015

みなさんの積極的なエントリーをお待ちしてます
河原

一彦（役員 / 音響 16 期 / コミュニケーションデザイ

ン科学部門）

募集中

のシゴトにかける思いを伝えていただくようお願い申し上げ
ます。

そして、個々人の能力が第一という考えを持ち、学閥
や、大卒かどうか、組織の大小、年齢、男女に捉わ
れない真の信頼関係を築くことが大事で、大いに渾
沌会関東支部を活用して、自己を磨き、早く生きる
意味を見出し、自らが理想とするモノを生み出して
ください。

関西から

波多野 裕典（工業 28 期）

今年は関西支部総会開催します！お花見も！！
2012 年に支部長となり、早くも１年半以上が過ぎました。2013
年はお花見や本部総会への参加などを活動として行いましたが、
なかなか定例イベント以外の活動が出来ず、歯がゆい気持ちもあ
りました。大学統合 10 周年のイベントも昨年開催され節目を迎
えて、同窓会自体の役割も見つめ直す必要があると思っています。
今年 2014 年は、関西支部総会も 8 月から 9 月に開催予定です。
毎年恒例のお花見懇親会も 4 月に開催します。前回の総会参加者
があまり多くなかったので、今年は沢山の同窓生に参加して頂け
るように注力したいと考えています。

直接的に役立つかどうかは、人それぞれな部分もありますが、色々

募集いたします。なお、同窓生はシゴト道や同窓会総会、懇
親会に参加し、学生に芸術工学のこと、社会のこと，ご自身

去年は、単に古参が旧交を温める会では無く、
「とかく浮くことが
多い新社会人自身が喜び、楽しむ会」を第一目的として、先輩・

嬉しい気持ちになると同時に心強さや刺激を貰っています。

スタッフ登録の申込先

和夫（役員 / 環境 22 期 / 環境デザイン部門）

幹事も参加した活動をしています。

私自身、仕事上色々な場所で人と会う機会が多いのですが、そこ
で芸工大卒、九大芸工卒の方とばったり出会うことが、ここ数年
増えています。その度にそれぞれの場所で活躍されている事を耳
にして、ここまで様々な分野に同窓生が関わっているのかと思い

懇親会の参加費は、各自負担を基本とします。

朝廣

関東にいる同窓生、関東に来る新社会人の皆様へ！

後輩の繋がりを深める会を催しました。
今年は、河口洋一郎さんをお呼びし、
「芸術工学とは何ぞや？」
2012 年から懸案事項であった＜九大連合会＞への参加を果たし
を皆で考える会を計画し、既に河口さんの内諾は得ています。
ました、いきなりの余談ながら、その会合の役員メンバーは、さ
そして来年は、私としては、学園祭火祭り集団 2 代目の一人として、
すがに帝国大学から 100 年の歴史を超える名門で、名だたるご
＜今の学園祭の全員参加の「火祭り」は、
どうもワシらのとは違う！
長老ばかり。私のような若輩者は圧倒されますが、そこは渾沌魂。
これがホンマ物じゃ !! ＞との意気込みで、原点に還り、
「火祭り in
逆らわず、流されず、したたかにしなやかなおつきあいを始めた
TOKYO」を構想しています。なお、新社会人の方には、首都圏（：
ばかりです。
東京）は 確かに優秀な人間が全国から集まり、権力が集中してい
ここ数年、悩み続けた財政改善でしたが、2013 年はなんとか黒
るかも知れませんが、所詮 江戸時代からの地方出身（：田舎）者
字決算で終わることができました。事務方の協力とご苦労には頭
の集まりでしか無いことを早く見極めて欲しいと思います。
が下がる想いです。事務方は
＜芸工大を卒業後、九大（芸工大）の先生になった＞
方々ばかりです。自動的に担当資格が与えられます（ありがた迷
惑？）が、日々の業務の合間を縫っての世話役ですので、なかな
かに大変です。どんなに忙しくても、イヤな顔一つ見せず、随時

『2014 シゴト道』
学生スタッフ大募集中です！

有座 雅彦（環境 7 期）

関東支部役員会は、本部よりも一足早く世代交代を図り、7 期生
の私以外 一桁世代はいなく、20 期代を中心に活動しています。
統合 10 周年迎え、芸工大卒か、九大卒か？の意識は、もはや無く、
毎年新しい九大卒の同窓生を迎え、新社会人から選出された学年

三宅さんは笑える映像も社会問題を浮き彫りにすることも、自分

「伝えること。」

関東から

10 周年記念式典を采配された安河内さんをお迎えして、
「今年も
がんばるぞ」決起大会を開催しました。みなさまのご協力を、よ
ろしく、お願いします。
（写真の右側手前から 2 番目が自分です）

な世代、職業や立場の同窓生たちと出会うことで、何かを得られる。
そういう機会を沢山作ることができる同窓会を目指しています。
そんな訳ですから、まずは関西在住の皆さんに参加して
もらってこそです。関西支部役員は若い世代が増えて
きています。あまり堅苦しく考えず、若手の方々は
一度覗いてみてください。先輩方々には、28 期の若
造を助けると思って参加のご協力をお願いしたいで
す。よろしくお願いします！！

渾沌会役員 2014

2013 年度 通常総会レポート
2012 年度事業の決算報告は、議案通り、可決いたしました（詳
細は HP で確認ください）
。
・収入総額 6,931,097 円 ＊うち前年度繰越金 4,444,925 円
・支出総額 6,931,097 円 ＊うち次年度繰越金 5,545,238 円
昨年度に引き続き、会費徴収がままならない中、圧縮予算での
運用に努力し、次年度繰越金を減額しないで済みました。

役職

氏 名

卒業学科・期

本部会長

広川 大八

環境 6 期

本部副会長

萬田 昭彦

環境 12 期

椿

博之

工業 10 期

関東支部長

有座 雅彦

環境 7 期

関西支部長

波多野裕典

工業 28 期

理 事

佐伯 正繁

画像 2 期

高祖 智明

画像 10 期

緒方 富士雄

工業 10 期

藤田 豪太郎

工業 12 期

伊藤 寛

環境 20 期

清水 清美

環境 21 期

大西 敏恵

環境 24 期

坂口 麻衣子 ( 旧姓：岡部 )

工業 36 期

廣瀬 勇一郎

芸情 1 期

藤田 啓晴

音響 8 期

王鷲 治雄

環境 8 期

都甲 康至

環境 8 期

活動報告／本部
2013.03.01 同窓会報「リメンバー」第 16 号の発行
2013.11.23 2013 年度通常総会・懇親会の開催
2013.12.01 九州大学同窓会連合会への入会を検討〜入会
随時
		
		
		

会費管理・徴収検討（在学生名簿の入手事情で督促不能状態）
2012 年版「シゴト道」企画・実施（8 月・12 月）サポート
渾沌会 WEB 活用推進〜フェイスブックの活用		
若年層への活動参加促進

活動報告／関東支部

監 事

2012.10.27 関東支部総会＆役員改選・新社会人歓迎会の開催
2013.10.04 関東支部 新社会人歓迎会の開催
2013.11.23 2013 年度本部通常総会出席

事務局長（兼会計）
事務局理事

随時 2013 年度 新社会人歓迎会に向けた準備		
		 役員会の定期開催				
		 時代に適した同窓会活動のコミュニケーション手法の検討

活動報告／関西支部
2012.9.1 渾沌会関西支部「定期総会」を開催
2013.3.31 「お花見懇親会＆新卒者歓迎会」を開催
2013.11.23 2013 年度本部通常総会出席

尾本 章

音響 16 期

河原 一彦

音響 16 期

藤

智亮

工業 20 期

朝廣 和夫

環境 22 期

杉本 美貴

工業 22 期

秋田 直繁

工業 32 期

渾沌会 2014.03.01

随時 Web サイトの維持管理と会員ネットワークの構築 		
		 新 T シャツ制作［2012.8］＆販売・PR に活用

●●●●●●● 懇親会 ●●●●●●●
若返りと女性参加を得てパワーアップした新体制メンバーが勢
揃い。なじみの恩師はそろそろ長老の域で、あの頃のギラギラ
した季節が過ぎ、しみじみとしたお話がしんみり伺えました。
すっかり恒例となった＜渾沌会＞ T シャツの即売会（関西支部
主催）も開催され、あっという間の 2 時間でした。
これまでもこれからもフライパンは渾沌会のシンボルゾーン
さすがに 45 年目の大改修です
／大橋キャンパス 2013.11.23

渾沌会サイトの閲覧や
メール登録は
この QR コードで

写メ＆アクセス

できます。

渾沌会サイト

現況（勤務先・住所・メルアドなど）の登録や更新が可能です。
関東支部、関西支部へもリンクしており、事務局が各種のお問
い合わせにもメール対応しています。

【Web 版リメンバーについて】
諸事情鑑みてバックナンバーの一部公開を中止しております。
16 号以前を閲覧したい方は事務局へメール下さい。

2014 年度総会は 11月開催予定です。

開催要領◉ 予定日間際の＜メール連絡 ＆ HP 上の掲示＞をお見逃し無く！
『懇親会』だけの参加も大歓迎です。
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■同窓会事務局発行
■編集長

2014.3.1

佐伯 正繁（画像２期）

■取材＆写真協力

OB 先生他オールスタッフ

