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渾沌会

九州大学芸術工学部・九州芸術工科大学 同窓会
（九州大学芸術工学部・九州芸術工科大学 同窓会）
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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。

Webサイト 7 年ぶりのリニューアル

渾沌会

会報誌

リアルタイムの会員交流のために
◀渾沌会の Facebook ページでは、
「総会」
「シゴト道」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
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同窓会って楽しいゾ
2014 年度の総会はいつものキャンパスを飛び出して天神で開催しました

同窓会名簿が完成しました。
シゴト道 2014
ゼッタイためになる先輩たちの Design トーク 最新版

『2015 シゴト道』学生スタッフ大募集中です！
情報フライパン
本部・関東支部・関西支部

Web サイトの企画制作を中心に福岡で活躍されてい
る、
BLUE & YELLOW CREATIVE の青木さん（音響 19 期）
と米倉さん（画像 19 期）の全面的協力を得て、2014
年 10 月に渾沌会の Web サイトをリニューアルしま
した。約 7 年ぶりのリニューアルです！
トップページには、写真をスライドショーで年代順に、大き
く表示しました。これらの写真は、画像設計学科技官の宮本
さんが撮りためてくださっているたくさんの写真の中から、
チョイスしたものです（航空写真は大学提供）
。写真を見て「懐
かしいなぁ～」と思う方もいらっしゃれば、
「昔はこんなんだっ
たんだぁ～」と思う方もいらっしゃることでしょう。少しで
も楽しんでもらえたら幸いです。写真は、少しずつ追加した
り差し替えたりしていきたいと思っています。
内容については、渾沌会役員＋青木さんと米倉さんのみんな
で何度も話し合いを重ねた結果、シンプルに。つまり掲載す
るコンテンツは、最低限必要でスタティックな情報に限定す
ることにしました。そして、日々アップデートされる情報や
タイムリーな情報は、Facebook ページを活用して発信してい
く方針としました。

新しい Web サイトの内容を少し紹介しておき
ます。まず「渾沌会について」では、渾沌会と
はなんぞやという
ことを簡単に説明
し、 初 め て 沿 革 も
掲 載 し ま し た。 沿
革 に は、 ま だ 歴 代
会長くらいしか掲
載できていません
が、 今 後 充 実 さ せ
ていきたいと考え
て い ま す。 ま た、
最近の学生に過去
のことを知ってもらうために、九州芸術工科大学の説
明も掲載しました。
「同窓会誌 ReMember」では、過
去の ReMember を閲覧できるようにしました。
ReMember は予算の都合で郵送配布しなくなりましたが、毎
年発行しますので、
是非 Web サイトの方でご笑覧ください。
「役
員一覧」
には、
会長挨拶と役員の一覧表を掲載しました。
「規約」
には、最新の規約を掲載しました。
「総会資料・議事録」には、
総会に参加できなかった会員のために、毎年開催している総
会資料を掲載することにしました。
「会員登録・変更」では、
会員情報の登録や変更手続きができるようにしました。現在、
渾沌会からの各種連絡には、主に電子メールを用いています。
メールアドレスの登録を済ませてない会員がおられましたら、
是非この機会にご登録ください。
その他、
「お問い合わせ」のページには、Q&A 形式で、よくい
ただく質問とその回答を掲載しました。今後は、Web サイト
と Facebook ページのそれぞれの利点を生かしつつ、積極的に
情報発信して参りたいと思います！
本部事務局理事：藤

智亮（工業 20 期）

2014 年度 通常総会レポート
メールアドレスの登録を済ませてない会員がおられましたら、是非この機会にご登録ください。

同窓会って楽しいゾ

面で活躍されている素晴らしい先輩方の生の声を聞けるこ
の企画は大変素晴らしいものです。
【学祭支援】芸工祭の実行委員長より芸工祭の PR をしても
らいました。参加者からの芸工祭への寄付金は 13,746 円
集まり、実行委員長へお渡ししました。

2014 年度の総会は
いつものキャンパスを飛び出して天神で開催しました

今回の懇親会は大盛況でした。参加人数は約 60 名。右の
写真はそのフィナーレを飾る大記念撮影会の一コマ。懐か
しい先生方のお顔、参加者みんなの笑顔が素敵です。
「去年までと違ってよかった」
「来年は友人も誘ってきます」
「楽しかった」などと皆様からお言葉をいただき、このプ

一年を振り返って
本部会長

ロジェクトに関わって、本当に良かった、と感じました。
芸工大、芸術工学部の良さ、楽しさ、色々なことを先輩後

広川大八（環境 6 期）

輩問わず語り合い、次の世代につないでいける一つの場に

会長職を引き継ぎ、一年半が経ちました。

なれたらいいな、と思います。

２か月に一度の役員会や、いくつかの渾沌会事業への参画

次はもっと楽しい会にしようと考えています。今回、参加

を通して、長年遠のいていた芸工との距離が一気に接近。

できなかった方もぜひ、次の懇親会へは、参加してくださ

会長というより個人として、日々認識を新たにしています。

い♪お待ちしています。

間もなく５０周年を迎える芸工。開校後一桁の入学・卒業
を経験した私たちにとっては、この半世紀の進展は当時想
像もつきませんでした。芸術工学やデザインを取り巻く社
会環境は著しく変化し、九大との統合による学内環境もま
会事務局に次々と入ってくる同窓生たち

懇親会活性化プロジェクト

の目覚ましい活躍の知らせは、私たちに

本部役員

た大きく変化しました。そんな中で渾沌

大きな驚きと喜びを与えています。国内

「すべて君たちにお任せ」

外での数々の華々しい受賞や、企業や地

広川会長他、役員の皆様にそう言っ

域における重要な活躍など、いずれも芸

ていただいて、始まったプロジェク

工の特性を生かした成果が半世紀の歴史

トでした。昨年から役員に加わった、

の中で現実となってきているものだと思
います。事務局ではこんな情報を Facebook などでできる
限りお知らせしていますので、ぜひご覧ください。また新
たな同窓生の活躍についてもお知らせください。
渾沌会の活動では、色々なところで現役の学生や芸工ОＢ
の先生たちが中心となり頑張っています。皆さん忙しい中
で、芸工に対する強い思いから支えていただいています。
そんな中でもちょっとした遊び心や楽しい仕掛けが次々と
出てくる様子は、やはり変わらない芸工の伝統だなと感じ
ています。

清水 清美（環境 21 期）

女性３人にすべてが委ねられました。
コンセプトは『行って良かったね、渾沌会の懇親会』
。何
度かの話合いの結果、懇親会に参加すると楽しい、また来
年も参加したい、と感じていただけるような企画にしよう
と決めました。大西さん
（環境 24 期）
、
坂口さん
（工業 35 期）
の若い発想は新鮮です。始め多少不安もありましたが（ご
めん！）若い方の行動力にどんどん引っ張られる感じで、
プロジェクトは進んでいきました。
【会場設定】大橋にこだわる役員方を説得し、会場は天神
近辺に決定しました。いくつかの会場が候補に上がりまし

役員のメンバーが大幅に入れ替わり、どう対応すればよい

たが、アクセスと想定人数より「ウォーターサイト OTTO

か分からないこともありましたが、経験ある方々にリード

（オットー）
」に決定。

していただきました。それから渾沌会をもっと身近で楽し

【告知方法】今までははがきによる案内でしたが、芸工

いものにしようと、総会・懇親会を新しい形にしてくれた
女性の役員さんたちの活躍もありました。これからは近
づいてくる５０周年の準備など、色々と課題もありますが、
引 き 続 き「 渾 沌 会 は
楽しい！」を目指して
やっていきたいと思い
ます。みなさんのご支
援・ご協力をよろしく
お願いします。

ら し い ポ ス タ ー を 作 成（ デ ザ イ ン 担 当： 大 西 さ ん！）
、
Facebook を通じての呼びかけなども行いました。
【イベント内容】坂口さんが中心となり、老若男女、みん
なが楽しめる企画を提案してくれました。じゃんけん大会、
お持ちより品抽選会、会場全体が一つになり、盛上った感
がありました。
【同窓会活動報告】現役学生さんによる渾沌会からの学生
への提供『シゴト道』の報告をしていただきました。各方

同窓会名簿が完成しました。
前回の同窓会名簿発行から約 6 年が経過し、よう
やく 2014 年 12 月に、最新版の名簿が完成しました。
申し込みをされた会員の皆様のお手元にはすでに届
いていることと存じます。
前回にも増してさらに分厚くなりましたよね！会員の皆様には
名簿制作の過程において、情報提供などにご協力頂き、誠にあ
りがとうございました。
名簿発行事業は、同窓会活動の根幹を成す大変重要な事業です。
同窓会が会員の住所情報を知らなければ、人と人を繋ぐ同窓会
活動などできるはずもありません。そのような大事な事業であ
りますが、実はこの名簿発行事業は、一冊 5,000 円の名簿を皆
さんに買っていただけなければ成り立たない事業です。
そういう訳で担当者としては、
「みんな買ってくれるかな～」と、
大変心配する日々を過ごしておりました。しかし心配など無用
でした。さすが芸工、繋がりが深いというか、繋がりを大事に
するというか、仲間意識が強いというか………。本事業、会計

的にプラマイゼロで御の字（どころか大成功）と思っていまし
たが、何と結果的には 30 万円以上の黒字となりました。恐ら
く同窓会への寄附のつもりで名簿を購入してくださったり、賛
助金や広告に協力してくださったりした方も多かったのではな
いでしょうか。誌面をお借りして、皆様に心より御礼申し上げ
ます。黒字となったお金は、渾沌会収入に組み入れ、大事に使っ
ていきたいと考えています。
次回の名簿発行は、5 年以上も先となります！
もし「予約しなかったが、やっぱり欲しい」と
いう方がいらっしゃいましたら、現在 90 部く
らい残っていますので、事務局にお問い合わ
せください（完売したときはご容赦ください）
。
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、この同窓会名
簿が役立つことを心より願っています。
最後になりましたが、名簿発行のために
尽力いただいた株式会社サラトの皆さ
ま方に、心より御礼申し上げます。

!

本部事務局理事：藤 智亮（工業 20 期）

限定 90 部
同窓会名簿 事務局にて販売中

学友や恩師など約 9,600 名の近況を網羅

2014 年版

A4 約 280P ●本体価格 5,000 円
発行：同窓会事務局 ● 制作販売：株式会社 サラト

登録会員限定販売です
数量僅少につき売り切れの節はご容赦ください
お申し込み・お問い合わせ先 ● 本部事務局理事：藤 智亮

ゼッタイためになる先輩たちの
をしていただきました。

Designトーク 最新版

まず展示のデザインとはなにか？
「展示デザイン」には、博物館などの文化施設を対象とするものや、
エキシビション空間やプロモーション空間、あるいは商業施設を
対象とするものなどがあり、その対象は多岐に亘る。これらのデ
ザインは、大きく文化施設と商業施設などといった対象によって
性質が異なるのだそうです。文化施設の場合は、
「情報の空間化」
を目的とした知的情報への興味を喚起するデザインを行い、商業
施設の場合は、
「情緒の空間化」を目的とした非日常性や衝動性を
喚起するデザインを行うのだとか。これらのうち今回、“情報をデ
ザインする” ということについて、具体的にある一つの “石” を例
に挙げて説明してくださいました。一見何でもないような一つの

環境設計学科テーマ
まちづくり×デザイン×？？？
語り部：梅元建治（1991 〜 1992 年）

「覚悟がいりますよ」

今回の環境シゴト道のゲスト、梅元建治さん。地元長崎で家
業の海産工房梅元を営みながら、一般社団法人 ナガサキベ
イデザインセンターの代表理事を務められています。「覚悟
がいりますよ」と話される梅元さんの講演から、今のシゴト
をするにあたって沢山の「覚悟」を決めてこられたことが伝

えも、内側の人間だからこそ様々な覚悟を決められてきたか
らこそ言える、生の声だと感じました。

「生き方のデザイン」

前半の梅元さんの講演に続き、同じ卒業生である佐藤俊郎さ
ん、大森洋子さん、松山真介さんを加えての後半戦。フィー
ルドも業種も異なる立場からシゴトやまちづくりへの想いを
語っていただきました。地域の資産価値、地域の人の捉え方、
働き方の多様化など、一時間半という短い時間では収まりき
れないボリュームの内容について、充実したセッショントー

どのようにミュージアムの展示をデザインしていくのか、実際の
資料を使って説明されました。乃村工藝社ではデザイナーとプラ
ンナーが二人三脚でミュージアム展示を作り上げるそうです。プ
ロジェクトには、その他にもグラフィック、造形、メカニカル、
映像演出、コンテンツデザイナーなど様々な人がかかわっている
とのことでした。最近では事業性も重要視されていて、運営プラ
ンナーや調査アナリストもプロジェクトに加わっているそうです。
完成までの大きな流れについても説明してくださいました。建築
物をつくってから展示をつくることもありますが、やはり理想は、
建築と展示を同時に考えながらつくることだそうです。完成まで
の期間は短くて 3 年ですが、10 年かかることも珍しくないとのこ
とでした。

石について、歴史、科学、考古、社会などいろいろな切り口から、

具体的な展示デザイ

展示のストーリーを考えていくのだそうです。

ンの流れですが、ま

博物館は展示デザインの王道
何でも自由にデザインできるのではなくて、さまざまな制約や条
件の中でデザインするということを改めて認識させられました。
博物館の場合は、文化庁の指針を遵守してデザインしなければな
りません。まず保存が第一で、そのための照明や温度・湿度など
の環境条件は細かく規定されていて、これらをクリアしないと国宝・
重要文化財などを展示・保存できないそうです。厳しい環境条件を
クリアするためには、特別に設計されたエアータイトケースや照明
器具、免震装置などを使うといったお話から、デザインするために

クが繰り広げられました。特に、武器（経験やスキル）を持

はいろんな知識が必要となることを思い知らされました。

たずにいきなり地域に飛び込んでもすぐにダメになってしま

これからの博物館

う。働き始めた所でなるだけ長く働いて武器をつくり磨く必

これからの博物館に必要なことは以下の 9 つだというお話をされ

要があるという指摘は強く記憶に残りました。多様化した働

ました。

き方の中で、どのように自分の生き方をデザインし、どのよ

１．本物に触れる－公開承認施設

うな武器を作ることができるかは、すぐにはできないという

２．高い体験性－学校教育

ことでした。前半の話の振り返りや、学生の質問を交えなが

３．街づくりの中での役割－地域振興

ら四人の先輩の考えを聞いていると、このシゴト道に参加す

４．異空間・非日常性－ IT 技術の進歩

る事も武器を磨く事に繋がっているのではないかと感じまし

５．民間活用－指定管理者制度

た。

６．集客力・産学共同－独立行政法人

生き方のデザインをするために、これから向き合う覚悟の大

７．市民参加・コミュニケーション

切さ、そして、武器を持つ為の修業期間への投資について、

８．ボランティアの活用

深く考えさせられる重要な機会となりました。懇親会では更

９．ユニバーサルデザイン

に参加者だった卒業生の方々ともお話しができ、なんとも環

講演では、これらを既に体現できている様々な博物館を紹介して

境設計らしいシゴト道でした。

くださいました。その中で特に印象深かったのは、名古屋市科学

ずプランナーととも
に資料を収集し分析
することから始める
そ う で す。 そ し て、
ブレーンストーミン
グ の 手 法 を 用 い て、
みんなでホワイトボ
ードにアイデアを書き出していく。これを何回
か繰り返してアイデアを固めていく。次に施
設設計をして展示室を構成していく。ここで

シゴト道 2014
わってきました。長崎大学を卒業して研究生として芸工に入
学され、卒業後の設計事務所、家業への転身、地元長崎に戻っ

てから、これから・・・と、御自身が学生時代に身につけた
事、今のシゴトで活かされている事について紹介いただきま
した。梅元さんがこれまでの人生で何回も決めてこられた
「覚

悟」は決して他人事ではなく、これから社会に出て行く私達
も向き合うであろう「覚悟」の予告の様な気がしました。

梅元さんは福岡時代での「地域に提案する立場」から、長

崎での「地域で生きる立場」になったことを「外側の人間
から内側の人間になった」と話されました。御自身の立場が

まるっきり変わったことで考えられる事も多かったようです。

「長崎が大事なものを大事に思えなくなってしまった」と話

された長崎の現状説明も、外側から内側の立場になったから
こそ気づかれたものであり、内側の人間が発信する必要性を
強く感じられたのだと思います。そのような中で行われた
「長

崎龍馬の道」プロジェクトでは、個々の地域の魅力をまとめ
るのではなく、繋げることに視点をおき進められ、企画を伝

えるプロモーションの映像づくり、道路利用の諸手続き申請
等、手段として色々なものを繋ぎ進められた感じがして、実
に環境設計らしい印象を受けました。

最後の方で、
「クリエイティブでは食って行けない、行政

として働きながらも空いた時間でまちづくりに携わっていく
べきじゃないか」とまちづくりを志す学生からの質問への答

は、構成する展示室の図面上に概念図をつ

くって、どういうストーリーで展示のことを人々に伝え

るかを考える。その後、
どうすれば分かりやすく伝えられるか考え、
装置や演出を計画する。そして最後に、平面図、立面図、映像や
グラフィック図など実施設計図面を作り込んでいくとのことでし
た。

今回のシゴト道では、業界の話を聞けるだけでなく同じ芸工で学
んだ先輩の活躍を知り、同じ芸工生であることをとても誇りに感

じました。また、先輩の姿は、今から社会に出て行こうとする私
たちにとって未来の自分像を構築するためのとても良いヒントに

なりました。最後に、多忙なスケジュールの中、たくさんの貴重
なお話を聞かせていただきありがとうございました。

レポート／辻本寛治（工業設計学科３年）

館と釧路市こども遊学館と金沢 21 世紀美術館です。名古屋市科学

音響設計学科テーマ

館は、とにかく大きくて迫力がある展示が特徴で、放電の実験装

なすがままに” シゴトで活かせた音響の DNA

置では 4 メートルの電気火花が放たれるそうです。釧路市こども

—一言で言い現せない男の物語—

工業設計学科テーマ

遊学館は、冬寒くて外で遊べない子供たちのための日本一大きな

語り部：石田尚人 ( 音響 16 期 )

レポート／河村 友 ( 芸術工学専攻 環境・遺産デザインコース 1 年 )

これからのミュージアム展示設計

室内の砂場などがある市民と相談しながら一緒に作った地域に根

—収蔵・展示から活動・交流の場へ—

差した児童館・科学館の複合施設なのだそうです。また、金沢 21

語り部：執行昭彦（工業 10 期）

世紀美術館は、そこが金沢城やほかの博物館、美術館の起点にな

今回のシゴト道の講演者は乃村工藝社の執行昭彦さん。さまざま

っていて界隈性をもっているとのことでした。

なミュージアムの事例から学校ではなかなか聞けない現場のお話

ミュージアム展示のデザイン

2014 年６月 21 日、九州大学大橋キャンパス音響特殊棟録音スタ
ジオで催された本年度のシゴト道。世界からの評価も高い任天堂
とソニーでの職務経験をもち、現在は PHONEX というゲームの開

発企業に勤務されている石田尚人さんに話を聞き、芸工で培った

生き様をどのようにシゴトに活かしているのかを感じ取ることが

出来ました。

情報パン
イ
フラ

す。任天堂では割り当てられた仕事を断ること（NO と言うこと）
を許されなかったことから、ソニーに転職して間もない頃は周りの

ゲーム業界の火付け人
任天堂やソニーから発売されるゲームは、その人気の高さから新作
の入手は困難。石田さんはそのゲーム業界に火をつけた元祖ともい

社員が仕事を断っていることに驚いたそうです。石田さんは任天堂

もお願いしたいと思います。是非、
芸工のエネルギーの結晶の「大
火」
（：本物の火）を関東で実現したいと考えています。河口さ
んとはその後、連絡を取り合い、同窓生と一緒に東大でお会いし、
「サイエンスと芸術の融合」を図ることが、芸工の未来への道に

時代に培った NO と言わないスタンスで仕事を引き受け、貴重な知
識や人とのコネクションを得ることが出来ました。

繋がる道と考えるようになりました。

石田さんが社会人になった当時の任天堂は、まだ音響設計の本格的

NO と言わないこと

また、昨年から九州大学東京同窓会に参加し、九大生の関東方面

なエンジニアはおらず、石田さんは入社 1 年目から音響設計部門

質疑応答では、
「転職は自分から能動的に動いたのか、周りの人か

の企業への就職支援活動に支部としても協力し、芸工の理念（：

の担当に抜擢されました。このため、ゲーム機内蔵のシンセサイザ

らの勧誘で考えるようになったのか」という質問が飛び出ました。

技術の人間化）
、そして「科学・技術の人間化」の実現化の為に、

ーの仕様設計から作曲まで、音に関係する設計を一連の流れで手が

石田さんはやりたいことを追ってきただけなのだと切り返されま

け、また当時の任天堂は大手企業の様に人材が固定されておらず、

す。勧誘されるタイミングと自分がやりたいことを追うために、転

音響設計部門の枠を超えて、実際にゲーム機のアナログ回路の設計

職を考えるタイミングは一致していたそうですが、何より自分のや

を手がけることもありました。普通の新入社員が担当する範囲を大

りたいことを優先してきたそうです。しかし、最終的に転職を決意

幅に超えた分野で仕事ができたのは、当時の任天堂がまだ中小企業

出来たのは NO と言わないことで広がりました、楽しく良いモノを

だったからだと言われます。中小企業に就職することにも素晴らし

つくることができた人との人脈のおかげだそうです。

うべき、任天堂のスーパーファミコンの設計に携わった人でした。

いメリットがあるのだ
というメッセージだと
感じました。ちなみに
石田さんは埼玉県のサ
ッカーチーム、浦和レ
ッズの大ファンであり、
任天堂で働いていた当
時は浦和レッズのシー
ズンチケット（優先的に入場出来るチケット）が当選して最高のサ
ッカー観戦生活を送っておられました。

本部から

萬田昭彦（環境 12 期）

もっともっと、もっと多くの会員参加を願って
大いに盛り上がる活動を企画中です

関西支部は、昨年 9 月 6 日に 2 年に 1 度の定期
総会と懇親会を開催しました。ゲストとしてお越

計学科だけ見ても、楽器が出来る人と勉強が出来る人というある意

し頂いたのは、東京オリンピックのプロモーショ

味対極的な人間が集まります。さらに他の学科に渡って見れば、芸

ンムービーを制作されるなど、数々の素晴らしい仕

工にいる人の多様性というのは計り知れないものがあります。芸術

事をされている、空気株式会社の江口カンさん（画像設計 O B ）

と工学を結ぶ場には多様性が生まれます。石田さんはこの差を認め

でした。
（江口さんありがとうございました。
）しかし、ゲストの

合い、幅を考えることが出来る人はどこへ行ってもうまく立ち回れ

お話は楽しく、よい定期総会になったと思った反面、ここのと

ると言われます。心強いメッセージです。ちなみにそんな石田さん
2013 年に副会長に就任して、早いもので一年半が過ぎました。
広川会長のもと「楽しく！面白く！」をモットーに、役員一同、

任天堂からソニーへ

を痛感した学生が多かったのではないでしょうか。もっと貪欲に自

そんな石田さんが任天堂からソニーへの転職を考えたのは、それま

分のやりたいこと、興味のあることへ向き合って見るのも良いので

フェイスブックへの誘導で情報発信力を高めることができまし

で任天堂で手がけていた仕事を子会社に受け渡す体制ができ、勤務

はないでしょうか。芸工の魂が世界を動かしている様子の一部始終

た。また、渾沌会の総会・懇親会へ、多くの会員に気軽に参加

していた浅草橋（東京都）から本社がある京都へ戻ってほしいとい

を垣間見ることが出来たシゴト道でした。

う話が来たからです。石田さんは愛する浦和レッズの本拠地を離れ
たくないという想いからソニーへ転職することを決意されました。

レポート／星加 慧 ( 音響設計学科 4 年 )）

関西から

「BBQ イベント」も始めました！

れることは芸工生の大きな強みだという言葉を頂きました。音響設

のだったそうです。やりたいことをとことんやり切ることの大切さ

思っています。

波多野 裕典（工業 28 期）

在校生へのメッセージとして、いろんな人がいるという幅を考えら

の学生時代は勉強より、楽器演奏とバイクにその殆どを費やするも

関東支部として、各方面と幅広く提携・協力を図って行きたいと

手探りの連続でした。まずは、Web サイトのリニューアルや

ころの参加者の減少に少々がっかりした次第です。原因の一つは、
関西支部の支部長はじめ役員の動きが緩慢だったことです。関西
支部の役員も皆忙しく、なかなか全員が顔を合わせられる機会を
つくることができないうえに、転勤や転職などで役員の数自体も
減ってしまっています。そんな事情もあり、
正直言って、
モチベー

ションを高く保てない時期もありました。ただ、やはりもっと同
して頂ける様、大橋キャンパスを飛び出し、天神で実施しました。 窓会を盛り上げたいという気持ちは強く、関西にご在住のたくさ
女性役員達の大活躍により、例年を上回る約 60 名の参加を得て、 んの OB・OG の方々に参加してもらえる企画やイベントはどう
大いに盛り上がりました。本年は、更に多くの会員が参加・交

いうものかを改めて役員一同で考えているところです。

ソニーでの業務はゲーム関係から離れ、他の社員が敬遠する会社の

流できる企画を計画中ですので、ぜひ、ご期待ください。

運営関係の仕事や他会社と関わる仕事をする機会が多かったそうで

なお、総会・懇親会は 11 月 7 日 ( 土 ) に開催予定です。今から

も 7 月頃の開催を考えていますので、是非皆さん参加してみて

スケジュール調整をよろしくお願いします。

ください。場所は未定ですが、前回は服部緑地で開催したため、

※芸工祭は 11 月 21( 土 )22( 日 ) 開催

一緒に来られたお子さん達はおおはしゃぎでした。

2014 年度 通常総会レポート
2013 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 Web サイトで確認ください）
。
・収入総額 8,009,716 円 ＊うち前年度繰越金 5,545,238 円
・支出総額 8,009,716 円 ＊うち次年度繰越金 5,693,690 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、次年度繰越金を微増することができました。

活動報告／関東支部

今後とも情報発信を積極的に行い、渾沌会を盛り上げていきた

2013.10.05 関東支部 新社会人歓迎会の開催
2013.10.30 統合 10 周年記念式典への参加
2013.11.23 2013 年度本部通常総会出席

いと思います。会員の皆さんからのご意見をお待ちしています。

随時 2014 年度 新社会人歓迎会の準備		
		 役員会の定期開催（7 回）				
		 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／本部
2013.09.10
2013.10.30
2013.11.23
2014.03.01

九州大学同窓会連合会 会合へ出席（＝在学生名簿の取得）
統合 10 周年記念式典への参加・祝賀会開催等への協力
2013 年度通常総会・懇親会の開催
同窓会報「ReMember」第 17 号の発行

随時 2014 年版同窓会名簿の発行準備
		 2013 年度「シゴト道」企画・実施のサポート
		 （2013.11.30 〜 2014.7.19）
		 会員交流推進 Web サイトリニューアル〜フェイスブック活用
		 会費管理・徴収活動（2014 年度入学生への督促準備）

活動報告／関西支部
2013.10.30
2013.11.23
2014.03.29
2014.07.20
随時

統合 10 周年記念式典への参加
2013 年度本部通常総会出席
「お花見懇親会＆新卒者歓迎会」を開催
「BBQ 懇親会」を開催
渾沌会関西支部「定期総会」の準備

昨年から、初夏に「BBQ イベント」も新たに始めました。今年

また、4 月 4 日には毎年恒例の「お花見」も大阪城公園にて開催
予定です。お花見と BBQ はただただ集まって飲み食いしているく
らいのフランクな会ですので、ちょっと顔を出してみませんか？

関東から

有座 雅彦（環境 7 期）

今年は、関東で 芸工の「火祭り」を！

「こんなイベントをしたらどうか」
「こんな事なら手伝える」など
色々なご意見も募集しています。もし何かあれば、渾沌会関西支
部の Web サイト（http://konton-kansai.com/) からお問合せくだ
さい。イベントの情報も随時アップしています。

関関東支部は、昨年 9 月 20 日（土）に新学年幹
事を中心に企画した「芸工フェスタ 2014」を行
い、第 1 部で画像 36 期の竹内康人さんを講師とし
て、22 名参加の「コマ撮りワークショップ」を行い、第 2 部の
48 名が参加した新社会人歓迎会では、画像 5 期の河口洋一郎さ
んの熱いメッセージを戴き、新社会人の自己紹介の後、各グルー
プのコマ撮りを放映し、新旧同窓生の交流を図りました。

2015 シゴト道

学生スタッフ大募集中です！
みなさんの積極的なエントリーをお待ちしてます
エントリーの申込先

今年は、昨年来から芸工大当初の「火祭り」関係者等の助言を
受け、練っていた ＜関東で「火祭り」を！＞を実行します。実

朝廣

和夫（環境 22 期 / 環境デザイン部門）

現には様々な困難がありますが、新しい同窓生の皆様のご協力

河原

一彦（音響 16 期 / コミュニケーションデザイン科学部門）

1968

ン創出」へと再定義が行われました。この新たなミッション
年（昭和 43 年）4 月創設の国

には、地球温暖化や人口減少、少子・高齢化、グローバル化

立九州芸術工科大学（以下、芸工大）に、我が国最初の学部

等といった近年の多様化、複雑化する社会の課題の解決に向

（環境設計学科・工業設計学科・画像設計学科・音響設計学科）

け、芸術工学が社会に果たす役割と今後の方向性が示されて

芸術工学は、

として誕生しました。その芸術工学が、2018 年（平成 30 年）

いると思います。

に創立 50 周年を迎えます。

2018

開学当初から掲げている「技術の人間化」の理念のもとで、

そして

私たち芸工生は、
「技術を人間生活に適切に利用するために、

年に向けて、50 年にわたる会員の皆様の幅広く多様なデザイ

技術の基礎である科学と、人間精神の最も自由な発現である

ン活動や教員の教育・研究の成果等を共有するとともに、さ

芸術とを統合し、技術の進路を計画し、その機能の設計につ

らなる 100 周年に向けた 50 年ビジョンを皆様とともに新た

いて研究するとともに人文・社会・自然にまたがる知識と芸

に考え、芸術工学の新たな価値と役割等を国内外に情報発信

術的感性」
（芸工大設置目的より）を学んできました。この

する記念事業の検討を大学とともに始めています。今後は会

50 年で、当時は想像もできなかった革新的な技術（インター

員の有志と大学とが協働で記念事業を企画・実施するための

ネットやスマートホン等）が発明され、私たちの暮らしや社

プロジェクトを発足するようになると思いますが、記念事業

会も大きく変わりました。1997 年（平成 9 年）4 月には社会

に関する情報は渾沌会の「facebook ページ」で適宜、発信し

の要請から芸術情報設計学科が 5 番目の学科として新たに設

ていきます。

年。渾沌会では、芸術工学創立 50 周

置されました。しかしながら、理念の価値は今でも変わらず、
芸術工学を仲間と夜通し議論した日々も、全く色あせること

つきましては、芸術工学のさらなる発展を願い、芸術工学創

なく、私たちの心と生活に生き続け、企業や団体等の活動を

立 50 周年に向けて、皆様のご協力・ご参加を是非ともよろ

通じて人々の豊かな暮らしを支えていると自負しています。

しくお願い申しあげます。

2003

一方、
芸術工学の理念は、

渾沌会 事務局長
年
（平成 15 年）
10 月、

都甲 康至

（環境 8 期）

芸工大と九州大学との統合により、芸工大芸術工学部は九州
大学芸術工学部に、芸工大大学院芸術工学研究科は九州大学
大学院芸術工学府と同大学院芸術工学研究院（教員組織）に
引き継がれました。また、2013 年（平成 25 年）10 月、統合
10 周年を契機に、大学では芸術工学のミッションを「高次の
デザインの確立」から「感性研究、しくみ設計、イノベーショ

もうすぐ芸術工学
渾沌会 WEb サイトの
閲覧やメール登録は
この QR コードから！

50周年。

渾沌会 Web サイト

勤務先・住所・メールアドレスなどの登録や更新が可能です。
事務局が各種のお問い合わせにも対応しています。また、関東
支部、関西支部へもリンクしています。

2015 年度総会は 11月開催予定です。

詳細は予定日間際の＜メール連絡 ＆ Web サイト上の掲示＞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

2015.3.1

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

渾沌会 2015.03.01

