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ヨーロッパ紀行
田
本年の5月にフランスで第12回国際蚕糸学会（国際養
蚕技術会議）が開催されることになり，昨昭和44年の11
月22日に東京で開かれた日本蚕糸学会役員会で学会代表
として私が推薦されることが決定した。45年4月30日付
で内閣総理府総務長官名で「日本学術会議農学研究連絡

口

亮

平

来て色々と話をした。羽田から約16時間，現地時間でそ
の日の午後4時頃にはもう私達の乗った飛行機はパリ空
港に到達した。
パリ空港は大規摸で，しかも複雑している。入国手続
は極めて簡単だが，これを終って一旦巨ピーに出て，そ

委員会委員（信州大学敦授）田口亮平，フランス・スイ

れから再び税関の構内に入る。もっていった外貨はすべ

ス・ドィヅおよび連合王国の各国へ出張を命ずる」とい

てドルだから，外国に入った第一の仕事はドルをその国

う辞令を頂戴した。

の通貨に変えることから始まる。空港の両替所が混雑し

東京で出発の準備をするため5月末に上田駅を出発し

ていて手間どったので，税閲構内に入ったときは乗客は

た。皆様に御迷惑をおかけしないように出発日時はどこ

誰一人おらず，私の荷物だけが1つチョコンと残ってい

にも御知らせしなかったが・本学部の極く親しい先生方

た。そのトランクをさげて外に出ようとすると巡査のよ

・職員の方々・専攻学生他多数の方々の御見送りを受け

うな制服を着て，胸に勲章の略綬をづらりとつけた人が

感激した。山口先生の御嬢さんが贈って下さった花束を

よびとめる。税関吏であることにやっと気がっいて，パ

もって家内と並んで上田駅のプラットホームで写真にう

スポートを見せると，さっと姿勢を正して挙手の礼をし

ったときは少々照れたが，後から出来上ったカラー写真

たのにびっくり，official

山や河や村落が見えた。出

国立中央農業研究所畜産部を見学中の一行

passportの有難味をつくづ

糸会議が盛大に行なわれ，

発後約10時間でモスクワ着，空港ロビーで1時間の休憩

国際蚕糸学会も1日だけパリでこれと合同会議がもたれ

後，再び機上の人となった。モスクワでは多数の乗客が

た。ベルサイユは第一次世界大戦後の講和会議が行なわ

降り，その中には地方行政視察の日本の県会議員団の一

れたことで有名なベルサイユ宮殿のあるところで，国立

行があり，千曲会副理事長母袋忠右工門長野県々議も居

中央農業研究所はこの宮殿の直ぐ近くにある。ベルサイ

られた。羽田から満員であった飛行機は，それからがら

ユまではパリから汽車で行くのが普通だが，学会参加者

空きとなり，スチュワ

一デスもこんなことは珍らしいと

いって，のんびりした気分になって私たち乗客のそばに

は全部パリから毎日貸切りバスで約1時間の行程を往復
したが，バスの車中で隣り合った色々の国の学者とゆっ
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くり話し合えたことは思いがけない収穫であった。

field

今回の国際蚕糸学会の特徴は毎日一部会ずつが開かれ
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ある。そして世界中から，そのテーマに関連した研究を

一9rafting，

している学者が報告を学会事務局（フランスのアレーに
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イスカッションをするという方式で行なわれた。この方
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であったと思う。桑部会のテーマは異る気象条件におけ

metn。これらの論文はそれぞれGeneral

る桑繁殖法の改善および桑園栽植の生物学，蚕部会は絹

報告された。私は持参したスライド20余枚を用いて，日

物質の分泌と蚕の人工飼料，病理部会はパストウール以

本における異る気象条件下における桑繁殖法の分布とそ

後における蚕の微粒子病の研究およびその進歩，経営経

reporterから

の農業気象学的並びに植物生理学的な解析を行なった私

済部会では，各国の絹生産，養蚕経営の改善状況，飼育

の研究を講演し，併せて日本における他の研究者の桑繁

の合理化および機械化，野蚕部会では野蚕に関する最近

殖法に関する研究を紹介した。外国代表は日本の蚕糸科

の研究および技術的進歩であった。

学・蚕糸技術を学びとろうとする意飲が極めて旺盛であ

参加者は17ケ国から56名に及ぶ盛会であり，その中に

るように見受けられ，一般討論において日本代表に質問

は国際蚕糸学会事務局長であるアレーのフランス国立蚕

が集中し，私もしばしば演壇上にくぎづけにされた。ま

業試験場長のDr．

た千曲会員である田中茂光博士の自動養蚕機械には多く

Schenk，有名な遺伝学者であるソ連

のアカデミー教授のDr．

Astaurov，高名な生化学者リ

の国の学者技術者から高い関心が寄せられ・これを導入

ヨン大学のLegay教授，細胞病理学者として広く名を知

したいという意向を私に洩らした国もいくつかあった・

られたモンペリエ大学のVago教授があり，その他蚕糸

今度の国際蚕糸学会は，フランスの有名な微生物学者

学者として一流の人々の集まりであった。日本からは政

・化学者であり医学者でもあるルイ・パストウルが南フ

府代表として農林省山下蚕業課長，養蚕団体からは全養

ランスで蚕の微粒子病の研究に輝しい成果をあげて母体

連の芦刈副会長はじめ10人の代表，その他蚕種・繭関係

伝染を確認し，その防除法を確立し，フランス（のみな

などからも3名と学会代表の私とが参加した。

らず全世界）の養蚕業の滅亡の危機を救った時から丁度

べ琴
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なわれた。学会終了後参

加者全員がパストウル研究所を訪れ，パストウル記念館
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彼の肖像が印刷されている。

パリに着いた日本力1甥三㌶、．て）

国際蚕継は最近では・年・・に開かれて・端

中央：農林省山下武雄課長，向って右：国際養

今度の国際学会は第12回で，第1回が1870年にGoritzで

蚕振興協会片岡伍郎会長，向って左：筆者

開かれてから丁度100年になり何れもヨーロッパで開催

日本から提出した言紋は日本蚕糸学会によって検討選

定された次のものである：桑関係一R．TAGUCHI：
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心は歴史が古く，今でもイタリー・ソ連・ポーランド・
ノレーマニア・インドを始め，中央アフリカ共和国・レバ
ノンその他の新興国の養蚕への意欲は極めて高い。フラ

ンス｝玲では麺はほとんどやっていなし

A・・m・lberry

が・いわゆる

フ・シ・ン・インダス同一一としての絹業への関心・意
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欲は実に旺盛で，世界をリードするパリモードには絹は

2週間のパリ滞在を経って5月22日にスイスエーアの

重要な役割を占めていることを私は私の肌で感じとって

飛行機でスイスのチウリッヒに向った。パリーを去ると

来た。国際絹業会議と合同で招待を受けた絹のドレスの

きにはさすがに名残りおしかった。ヨーロッパの雨は，

ファションシゴーは豪華絢欄であり，世界各国の男女の

日本のようにじめじめと1日中降るということがない。

参加者の目を奪った。

さっと降って来て，さっと霧れ上る，いわゆる通り雨で

お別れパーティーにはやはり国際絹業会議と合同で行な
われた。パリの北停車場から特別仕立の1等車ばかりの
専用列車でノンストップで2時間ばかり乗って有名なシ

ある。セーヌ河に降る通り雨を見やりながらしみじみと
した旅愁を感じた。
ここにまた赤酒（ヴアン・ルージユ）のむこと

う．ンパンの産地であるシャンパーニヌ地方に出かけ，シ
ヤペン工場を見学し，工場内のンストランで豪華なシャ

あらざらむ

通り雨いまセーヌに降れる

この一首がこの時の私の感懐である。

ンペン・パーティによるお別れの会が開かれた。シャン

チウリッヒには3日間滞在，紺碧の湖水と白雪輝やく

ベンはヨーロッパでも高価で，どこのンストランでも仲

アルプスの偉容につつまれたお伽噺の国のように美しい

々容易に飲むことは出来ないのが普通であるのに，シャ

ンベンをふんだんに供されたこのお別れパーティからみ

スイスの風景を満喫した。ここでは有名なEidgen6ssi一

sche

Technische

Hochschuleやチウリッヒ大学を訪

ても，如何に絹業がフランスで巨大な実力をもっている

れた。チウリッヒ大学植物園では，やはりアルプスの高

かがわかる。世界の絹の生産額の約半分は日本が占め，

山植物に眼をひかれた。楓の大木の木蔭にやすらい

しかも日本は自国で生産した絹だけでは国内の需要を充

薄青き羽根もつ楓の実心持ちよき

たすことが出来ず，最近では絹の輸入国となってしまっ

風にのりつつ吾が肩に降る

了後はパリの大学地帯であるカル

パストウル記念館を参観中の一行

発言正す

チエ・ラタンやルーブル美術館，国立近代美術館等を心

5月25日やはりスイス・エーアの飛行機でドイツのミュ

ゆくまで見学した。ルーブルはフランス王朝歴代の王宮

ンヘンに向った。約1時間でもう到着だ。飛行場の建物

で，完成したのはナポレオン三世の時代である。ナポレ

がレンガ色でがっちりしており，如何にもドイッだなあ

オンー世がヨーロッパを制覇したときに各国から，特に

と感じた。ミュンヘンは有名なビールの産地で，ドィッ

イタリーやエジプトからもち帰った美術品が中心となり

有数の大きな大学であるミュンヘン大学があり，ここの

収蔵観展されている世界第一級の美術館である。ループ

自然科学博物館も世界的に知られている。各所の見学を

ルの所蔵品中東洋美術に関するものは現在ではギメー美

終って5月27日ルフト・ハンザの飛行機でフランクフル

術館に移されている。私は外国における東洋特に日本と

トに向う。ここは小じんまりした美しい町で，中央をマ

中国の美術品が見たいということを念願していたので，
ギメー美術館へは2日間通ったが，ここは知る人も少な

イン河が流れているので，フランクフルト・アム・マイ
ンと呼ばれている。文学史上燦として永遠の光を放つ巨

いので，ルーブルが観光客でひしめき合っているのに反

匠ゲー

テの生れたところで，その生家は今でも大切に保

し，ここの観客はいつもまばらであった。

存されている。
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ヴエルテルを再び読まむ昂りを

報

昭和卿9月聞

感した。1コンドソメこ学はオクジ〜プポパペケンビリッヂ

覚えつつ歩むゲーテ・ハウスを

と対照的に極めて近代lll勺のモダンな火学℃あ〜1・、，μ：〆ド

また近代印刷術の創始者二⇒ルンベルグはここの生れで

ンでは世界最大の奨術負［1である人炎博：物自

その銅像が目貫通りに立っている。ハイデルベヒ大学は

学した。世界の宝物といわれる中国1］，代以前（；）六朝IUIの

ここから自動車で約2時闇で行ける落着いたプ（学町にあ

燃1ゆぴくりU、

名画顧日：之の女史箴図の実物に接L，1．ばらくその前宏

る。

離れることが出来なかった白またビクトリア◆アノ1・
もの古りしプ

ま町の物語り

アノL

トハィデルヒ定

トi渡術館の中巨h虻陶の膨大なコレクシバ・

知りて久しき

く一

コ」・駅川溜）

れるばかりであった。

有名なライン河もフランクフルトから近い。

6月6日にPンドン始発・モスタワ経山羽1川∫、ぱの飛

満々と流れ」ヒまざるライン河rユーレライ前に

行機（この鐙路が聞設されたの｝：：ll

遙けくも来っ

6刀から（㌔私既：｝i！1礼・

たのは第2便目にIIる山）」（三6月7「l

ドイツでゴ1とも古い歴史をもつゲッチンゲン大学は凍独と

帰元葺した。

学部教授，蚕17回）

キロの高速で軍をとばせて4吋開近くかかる。

…………

㌫㌫嚇醐幽みな紗て

…｝

川元儒Cc羽川に

ぶ…

三石鯉の論文紹介

ヨーロッパでは大学町と大学とのつ2cがりが如何に強
いかをしみじみと感じさせる一情景であった。

lパ

（牢者1たぐち・りぷうへい，れ学博寸二，ホ

の国境に近く，フランクフルトからアウトバーンを160

会

田

源

作

繊維コニ業化学科第9回卒業三￥三了賢君（ホ学助批撰）｝，｝、

5月31日パン・アメリカンの飛fr機でベルリンに向う。

かねて染料溶液の物理化学なる諭文をソく阪∫1守立大学に提

有名なベルリン大学は今は東ベルリン領域になっている
年若く医学徒の叔父が客死せし

｛

幽中のところ本年3月教損会をパスしてコ畔1隙二1ごの■位

ベルリンの地に

を授与された。まことに慶賀の至りでありま寸、、同君は

今ぞ吾が立っ

極めて真面目な学究であり染料溶液の物理化学的研究に

この土地をふんだ私は，若くしてここに留学中に客死し

専念し永年の努力の結果この度の栄誉を掲られたので，

た叔父をしのんで低回時を久しうした。厳重な検問を経

この上とも同君のいよいよご健康でご活躍され苔，ことを

て東ベルリンの地をも訪れた。折りから先生に引卒され

期待づ

て束ベルリンに見物に来ていたらしい小学生の一団が私

祝惹を表します。

を見て，ヒネーゼ，ヒネーゼという。中固人に間違えら

る次第であります。ここに論文の概班を維介して

一一

れたのはここだけだ．よほど不思議｝こ思ったらしく，＿
人の子供が私を追いかけて質問したので，¶萱Ich

paner／

bin

ja一

というとやっと納得がいったような顔をして

一

．論旦鰻旦．

物理化学的立場から染色に関係ある謝1｛1題を追ポすζ、

ために溶液中における染潜｝の分散状態，染料の吸蒲に及

友達のところへ帰っていって説明していた。

ぼす有機溶媒，界苗1活

6月2日プリテイシユ・コーロピアン・エァウェイで

1生剤，無機電解質などの影饗にっ

いて検討することをP【的として研究を行なった。

ロンドンに向う。飛行機はドー・バー海峡を越え，1時間45
分でもう1国の首都から他国の首都へと到着だ。さすが

諭文は3章からなり，第1輩においては治剤染色にお

ける基礎的知見を得るために，水一イ」機溶媒混合系中1こお

にロンドンは世界取大の都会で古代からの歴史がきざみ

ける染料の挙動について検討した。第2章においては界

こまれている。シーザーがイギリスに遠征したときの城

苗1活性剤の均染作月］について述べ，第3章においては染

壁の一部が近代的大都市の真中に今でも残っている。イ

料の吸蒲に対する無機1髭解質の作用について考宗した。

ギリス最古の歴史を誇るオクスォー一ド大学はロンドンか
ら車で3時間ぐらいかかる。大学敦会を中心に古色蒼然

節1章においては，水一有機溶媒混合系中に：｝3けるAL
izarille

とした堂々たる建物が林立していて，イギリスの学問￠）
伝統の深さを如実に示している。しかし裸足で1｝：∫中を悶

Saphirol

SE（1．5一ジヒドRキシー4．8一ジァミ

ノアントラキノンー2一スルホン酸ナトリウム）の可視部
スペクトルど電気伝導度とを測定することによって，水

歩している摂様な大学生の姿が眼につく。私の車の運転

中において染料は会合（2．u．体，4量体などを形成する

手（三和銀行ロンドン支店長の好脳：で5日間の滞在中専

こと）しているが，エタノール，ジオキサンなどの有機

属で私を案内してくれたベテランの英人運転4つは，あ

溶媒の混合割合がプくになるにしたがって，』解会合寸ξ、こ

れが最近の大学生の流行だといった。伝統の国イギリス

とがわかった。また，有機溶媒の混合割合が大きい低誘

にも新しい時代の流れが蓉赦なく流れ込んているのを痛

電率の浩媒中においては，染料イオンとナトリウム対イ

昭綱5年9月1日
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上田繊維科学振興会賞候補者推薦ご依頼
繊維科学振興会賞候補者を下記規定によって募集する

ll
ガ〜

力ことする。

ン

ぐ

〜ので奮って候補晋をご推薦下さい。推薦期間9月宋日

3．

フ

｝までにヰ曲会理事長あて提μ｝して下さい。
（

受賞決定者には賞状および賞金を贈る。

4．

研究表彰規定抜葦

：｝

繊維科学振興会質の受賞候補者は信州大弓と繊維学）

部長または午｝ll1会聴ll長より推薦されるものとす

イ

〜

フ

、1・繊維科学振興会賞は

裁維科学およびこ2綱随

る。欄：初〆切耐砕9月宋日とする。

i

i

し酬学の分野において鏑・瓢績のあ・たもの5．弼コ・．・剛・畷鋼耀舩1・加・て酷う。；

1

に授射る・

6．授賞は刊膝総会に1⑮て行なう。

ア

12．
コ

ンぱ @

前項の業績は発表さオLた諭文，堵1111または発明労
ノ

コドこ

ドコリペリド

し

ハ

パ

パ

オンとはイオン対（BlerrulnのiOn

ロハロコフ

ヨ

コ

コ

げロゼ

昭和45年8月

こ

コ

Pair）を形成する

ことがわかった。イオン対形成反応については，イオン

ズ

コ

い

コハツ

コエリ

き

Jl、1団法人

コドド

エ

ト

ト

上田繊維科学振興会

ロゲセマジゴエアハこドモペ

バ

ハトほ

｝

うら

感心せざる得ない。同氏『、｝：昭和10年から7年間農林省蚕
糸試験場に勤務し，三1三として迎1云1ξと蚕1『種改良にll日す

対生成定数およ壌⑰学ド1端定数を求め紘ど刑｝｛畑反 る研究を行ズ：池椒磁燗珊伝の∬耽の瓢として
賊いを酷って有益麟揃をf］ている・
・1三物統網とを石聯し，．・i吻・らこつこつと・細の撫ぽ
詮・イオン対形成の際剛・一帽紘スペ舛・殴化

が見られるこ珪見肌た・
第騨に紬

￠）研究漣進められていた．・1蹴働獄のため日木誠糸

鍋姶枷移られ川1‖衡1㈱製糸楓鮒二に入社し調

ては・獅i活性剤の均染1帆について述

社プ載研獅卿1㈱鎌：欄蹴ア疏鷲深勘時代には

べてある・すなわち界師i弛脆その均瓢構か・こ職 ヨ品仰・娘㍊6林省の裳託に焔ラウヂネスの月澗と防
封蹴棚…均染剤醐・棚和胞繰剤とに分｝〕 ・耐の均 除剛けるη隣にて多ゴ伽燃を 叉め，；肋後同搬業

醐腔決定する・願因子｝諭肌て均染搬服た」2 研究r帳兼爾製〕卵長の蝋紐酬．疏よる1欄1…酬〔
合の染潮橡の1禦幽明らかにした・すなわちぴ曳維 法，鱗・加瓢，品，微蹴鞄予の集附鱗濾の研
親稗剛染剤について‡灸討し7・二糊い・㈱1上において吸

謝オン問に相琳用蹴瑚合には・灘1キ吻燃効

・1噺汀っプこ司縮の繭重によるll｝蹴ク珊法⑳戌は

瀬：の蹴肋1綬澗・酬｛扮析し，胎至醐脂係の

果は・染殺酬三剤との鮎t維に対する棚肋1こよって説

分1舵3元棚1勲）確立，対数胴泉のあてはめ，；其の他

明することができることを湖励・にした・また2種の染

オペ1か・シ。ンリサー・チ糖泡・櫃1れてい詫と等醗

料によ・て配合染色する際に染料親和性均染剤剖llえれ
ば，それぞれの染料の吸諮には！1乎異なi現象が見られる。

，II〜された立順業績で1品。

』一『1『叩一…｝…一一……

これらの現象は，染料闇，染料一一活性剤間の相ユi：f4相，
および繊維相巾のナトリウムイオン濃度の増加を考慮す

一一一…一・一一…

（欄寛記）
一一

一一一一

より完全な宇宙の姿を求めて
繊維工学科3年生

るヒとによって十分に説明することができた。

第3章においては・染色にお｝ナる鰍電角鞭の作凧こ

㎡…｝

1・坂

幸

輝

「宇宙とはなんぞや」という疑問は，し，ばし続けで熟考

二1・れば，獺と畏敬の念をもって我々の心を充足する。

関して主として陰イオンの作用について述べた。陽荷電

我々の上にある星の輝く大空は，恒i！が光を発するがゆ

座席を有する繊維に対しては無機陰イオンの種類によっ

えに，天空が光を透すがゆえに，遊星が光を反射するが

てそれぞれ異なる親和力を有することがわかった。また

ゆえに，人醐が光によって識別するがゆえにレ我々の感

染料の｝縄係数は共存す測〔機陰イオソの醐によって
異なることがわかった・これら絶｝こおけ測琉陰イオ

劉1｝官への物のf畑のる線として附潮に醐ミす融象

であり，湖があるがままに識，tlされるのでなく，主観

ンの作用は，それらのイオンの離水序列によって変化す

がそれを把握するように思考されるにすぎない。宇宙に

ることを明らかにした。

は様々た自然現象カミあり，我々が数々の膚然現象と種々

の相．互作用で結ばれて人問的1止界の形成を作り上げてい

西沢正一君（蚕22）学位を受く
昭栄製酬洪会社長蹴踏ア帳西沢正一氏は昭秘541三

る。自然科学はその並伽勺相互作用の概酬醐ミか如何
なるものか，如何なる意勤㌻あるかを反省，吟味し，全体

5月8日附にて九州大学より農学博士の学位を授与せら

的根源的自然解釈を行なう。しかし，芋宙には無限にそ

れた・研究の申心は欄

の個別的探索を続けねばな・：、なくぽ面的に見波し尽す

学とこれに閤係ある応用数学で

あり農学界においては特徴のある研究であり，困難性の
多い部門であると共に，叉同氏は他に経営の実務を遂行

しながら研究を進めたことは大きい努力であったことに

ことが不可能であ為。しかし，外界の人間的存在の根本
的事実は外卿蒋成と人開的対処の恨源lll勺支点としてその

構図を原理的に描きだせるだろう。即ち，宇宙企休を扱

｛6）品．176
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うのは原理的視点の設定という意味であり，主体的関与

同質鍛の光鍛子と同じ波長になる。しかし物質と光は2，

の根源を反省するという意味である。宇宙論は通常の感

種類の波で，一方は波の大きな貯蔵物であ1）・一プノは開

覚的対象や経験的手段によってその存在性質が実証され

放された波である。物質絶減の操作は日」じこめられた波

るという裳在物でなく，基礎概念から基礎法則によって

のエネルギーを開放して杉セ｛間を自山に迎i防させたものに

諭理構成による抽象概念である。我々がこれから宇宙論
を論じるにあたって，その経過と誘導は簡単にし，結諭

昭和45年9月1日

ほかならない。

ハイゼンベルグの不確定・1《1三理諭｝：t相補i｜」物正暇1；：すなわ

のみ述べよう。

ち｛・置と運動窪及び時川1とエネルギー等の一・：対が両方を

ニュートンの万有引力の法則は，星々の休系の運動と

同時に確定kCきない。これはディラッ汐の一一・般理諭と」：

進化の合法則性を説するとき重要な役割をはたした。し
かし，天文学的観測は我々に知ら牙τている部分での星々

く似ている。一般理諭は原子や∬〔子￠）大群が相后のとき
平均に関す｝：）数ξ；：：法則が物〕il駐1、則の∪え云．なかっゾこ確建

の休系が近似的に一税であると得た。これに前の法則を

を・与える。しかしこの両理諭で沽、r・波の企性質㍗規膓i三て

適用すると，空閥の二各点で並力け無限大か不定である，

きない。混子波についてボーアら日，」i膨r・が持・バCい〜1・

となり頭：大な困難にぶつかった。この困難はアインシュ

状態と位置とに聞して我々のカテゴリ・一・な狼御的i・二i／1わ

タインの一般相対性理論から，フリードマンによりその

したと考えた。物質と光の波動現集け波！Plμ）1生格㍑もつ

重力方程式の解を発見した。その仮定と結諭は，企空間
の物質の平均密度は時間と共に変化し，物質で一・様に満

たされた空間の大きい領域は平衡状態を保

杣銀的力撫；ξ式を貝休化したものて，単｝川1：件糖ぷえml1
数学〔ψ戊記述にすぎない、，こうして全」川癒波の］ll界，｝二氾

ごない。さら

えることをやめよう。

にルメートル・によって，≒｝ζ宙が静止しているとき，その

以上のことから系21論的に・］財｝：1：㌘｝｛虚癒時川｛．三接企され

大きさは包含している物質量に決まると考えた。一般諭

た空虚な空間で，企ての物質は翌醐｝

の繍噸錐の徽繍岡・空［、脚綱を艦蜘こ曲げ
る。ド・ジッターは宇宙にはもともと塒間と空間とに存

111illヒし，最問に対

してのみ進み，光隠1脚・」r肋細淘）蹴瞭剛｝

し‡1：1対〔1勺一1』：でなく絶夷1

在する性質によりある大きさの曲率があると考えた。こ

的｛：である。

エネルギーで創られてい

れらから宇宙は四次元球休の表面である。空間は三三次元

Jζ宙はもともと1時21三

て，それが，r棚化寸れilV物質と

光になり，物質は大きなエネルギーのflr詰で光Ull日詰に

の超球面で，休積は有限だがどこにも極限がない。しか

されていないエネルギーである。湘対1、而よりエニトルギ…

も宇宙は非常に不安定でしばらくも静止することができ

は質量を持ち，質鍛の存在は空間と哨…nllを絶対的に曲り

ず，膨張してド・ジッター宇宙になるか，収縮して黒示

場をつくる。場は位置エネルギーを将っている。っまり

宇宙になる。従って年へた宇宙の実際は膨張しているか

fl｝詰にされてエネルギーが多量に集中してい1場漸が物

収縮しているかのどちらかで，宇宙に含まれる天体は丁

休であり，集中の少ないところが場である。与

度ゴム風船の表面の点群のように，ふくらませたり，し

あるいは収縮すると物質の平均密度は減少し「あるいは増

ぼませたりすると点と点との距離が離れたり近づいたり

加する。宇宙膨張あるいは収縮は，その物理的諸条件｝うこ

して，どこから見てもその点が中心になって膨張あるい

全く異なる。現在宇・宙が膨張していi、〕から，我々の地〕｝R

は収縮している。時間も一般論から空間の有限性と同‡1く
に有限なものである。我々の陪間の感覚的対象となる宇

宙時間は，時間宇宙球面状での表而で，容党は有限だが

田が膨弓長

に昼と夜があり，太陽を中心として回転し，さらに銀河
系の中心のまわりを回転て1

る。宇宙が収縮を開始すれば

物理的諸条件刀異なりその姿は金く異なる。すなわち，

極限がない。しかも，時間の容．良：は宇宙の膨張あるいは

我々の宇宙の起源は現在の物質の粗成が膨弓1開始の‖舜醐

収縮によって増加あるいは減少する。時閥の流れは人間

に決定され，膨張がいつ始まったかを芯味する。

的感覚であって牢宙には流れがなく無始無絡である。宇
宙の外側は四次元以上の超多次元空間で，各点間の］・［腿

も休積も時間を記述されない。
ハイゼンベルグとシュレーディンガーにより違った見

宇宙に存在する時空エネルギーは分干や原子や協や光
を作り，その日的は物質べ生物を作るためでなく，時坐

エネルギー一の種々の梱互作用により必然的に生まれた。
生命は時空エネルギーにより時問に制限された正負のフ

地からつくられた量子力学は，マトリックス力学と波動

イードバック機構である。それなら宇宙の時聞と空刷の

力学の数学的表現を基にし，ある程度の不確定性を定立

有限性から一・領域内の空間に存在する生命休は有限でな

した。そして，新しい波動力学は運動している琶子ある

ければならない。宇宙の膨張，収縮にともない三ヒ1制水は

いはプロトンが一定の波長をもつ波動休系に展聞した。

増加・減少する。だから宇宙の収縮噂｝こおいて生命を持

この波長は運動休の質量と速度とに関係するのみであ
る。物質も光も一種の波動である。光速度て動く粒子は

つ物質が存在できない。宇宙が膨張するからこそ我々人
間が存在し動物や植物が存在できるのである。

昭和45年9月1日
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運劇違蝋灘i㌶撃i巖≡ユツ輔慰驚1：ご
お盆すぎともなると上田はもう秋で

7月1日付発令

周周の田んばからは雀追いの音が聞こ

関博

えて来る。今年も隣の上旧東商校の好

竹田

意により，7月24riから8月10日まで
の間の昼休み中，同校のプールが当

不究企ll」座の解汀i，特膓じ機器および、］i三

夫
寛

教授に昇任
教授に昇任

（繊
（繊

illD

8月10日付発令
拾

三石

部教職員のために開放された。期間rl1

賢

1

る。

の区分‖lllに繊維工学区分を設置する
よう；

第16回国立大学繊維工学教育研究集

21コ間にわたる議市系冬了後，その内

嬰ξ1照i：が木集会代爽者［三1樫教授の1〜1で

6月51：｜は当学部，6月6日は上山田

名月荘で，それぞれlll］催された。

上田來高校といえぱ，この同1交およ

第1日Flは東京工業大

i

坂田文1｛ll火慌宛に川された。

本集会の出席間よ，山形：大，

び当学部の旧講議桝1をはじめとし，上

一氏の，田立入学繊維β肋系殿官教育研

究集会の経過についての溺演の後，当
事に入った。議題は，繊維工学｝こおけ

と解決された。

る新しい教育のあり方について，と，

菅平体育指導室新営工事

福井大，京都二1二繊大，信大繊維その他

の合劃44名であった。

学剖1学部長白樫侃教授を誠長として議

教職員の胸につかえていた問題もやっ

菅平ヒユ大学院の設備標準について，の二っで

ッテの放地内に，補強コンクリートブ

所で，7月27日に起工式が行な2つれた。

平林潔講師第9回厚木記念賞受賞
繊維工学科の平林謬良理博は，「絹フ

イプロインの微細梢造に関す；〜研究」

と題する一連の業積に対し，このほど

あったが，最初の議題については活発繊維学会から上記記念賞を贈られた。

・・ク造りの平屋醐礫さオし㍍場所な討論の後
はヒユッテの北側，グラウンド寄りの

n潟大

：教授了il川章東京大，京京提コ大，名コニ大，披阜大

田蚕極などに次々と放火していた犯人

が8月中御につカまり，永年，当学部

1〕＾ること）についてであった。

容に悲ついた，繊維工学教宵にβ｛］する

今回は信ソ1｝【大学繊維学部が当番校で

はっいにお流れになったとのことであ

繊維工学区分のi｛建提（文部省科学鞍9『

助郭授｝ご昇任（繊工化）

は男子競泳大会なぞもささやかに開催会開催される
されたそうであるが，期符の女子の部

験笑習設備の充実，綜合研究の中1清，

1！6）

白樫議長によって以下のこの貰は，繊維学△が解仁鳳繊維

ように集約された。

科学の分野において独創的な研究を行

産業界および学生の要望により繊維

なっている新進気鋭の研究者に与えら

完成は11月宋日の予定で，延40畳，ニ工学科の内容も変える必要があると思れる。この研究でフィプロインの徽細
段武の寝室の他・炊事室・食堂・乾燥われるが，工学部における繊維工学と

構造を，X線，電ゴ回折，赤外吸収ス

室，浴室，洗而所，管理人室，便所等繊維学部における繊維工学とは自から

ペクトル，旋光分散等の技術を駆使し

を含め，総「∬i積は171、72平方米である。移行する方向が異なる。地方大学の特て詳細に研究し，構造におよぼす温度

外観は白とべ一ジュの壁にグヅ…ンの色のでるような方向が望ましいと思わ
カラー鉄板ぶきの屋根からなるモダンれる。

ま延仲効果等も明かにしたことが受賞
の価1直ありと認められたものである。

信大教科書

会員名簿お・求め下さい

自然科単書

御礼申し上げます。名簿の残部がありますから会員

千曲会員名簿発行についてはご高配を賜わり厚く
1冊は必ずお求めご利用下さい。

工学書協会特約店

株式会社西沢書店
上田原町↑EL②0024

1冊500円（送料を含む）
但し千曲会窓口渡しの場合は1冊400円

体裁

B5版539頁横組式卒年別支会男｜」
社団法人千戯会動静部

…
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の発辰を期すには会費は本部会費をも意識の推移を十分考慮していきたい。
含めて3，600円，②前年度の幹事全員の

（近藤成敏記）

留任，の要望が述べられ承認された。

役員名

来客の小林借一先生は学部の状況に

神奈川支会総会記

支会長

幹事長

っいて述べられ，白井要範事務局長か

昭和45年度の支会総会を桜の花弁が

〃

が行なわれた。

する風情のある，箱根路の宮の下に会
場を設けて4月18日に開催した。

〃

ここで井上彰久氏（紡T11）の音頭

で乾杯し，懇親会に入った。グラスと

滋（糸Sτ6）

近藤成敏（糸S29）

幹事神立均（紡S30）

らは千曲会本部の事務および状況報告

舞い，麓はもえぎから新緑になろうと

松崎

内藤則雄（糸S34）
石黒善夫（繊S41）

〃

日向

弘（紡S24）

出席者（33名）

本年の春は天候があまり順調ではな杯を汲みかわすうちに会員同志の話し

松崎滋，内藤則雄，根岸市郎山口徹，

く雨量が多く，当日の18目も雨天であ合い，自己紹介やら歌などと次第に活高村弘，丸山利十，竹内正司，小泉辰
ったが，支会員の皆さまのなかには幹気を帯び，小林先生は笑顔満面，白井雄，吉田義夫，神立均，山辺英二，北
事よりも一足早めに会場に到着される事務局長はえびす様のようになられ，

村喜美夫，滝沢徳彦，内堀秀夫，柳沢

という雰囲気であり，なお本部からは箱根の夜は更けて行き，会場を幹事室俊雄，石黒善夫・近藤成敏・今井喜八
繊維工学科の小林伺一先生と理事の白

に移し，ヵクテルを傾けながら深更ま

井要範事務局長が遠路にもかかわらずで話し合った。
早ぼやとご出席して下された。

中木武，小林顕，斉藤幸夫，山本和男

雨宮育造，佐久間政志，太田良信，好

この間会員は遠隔の各地で用務を遂士泰造，井上彰久，赤尾睦夫，湯沢慶

総会はまず開会のことばに始まり，

行され，夕刻の6時までには箱根へと彦，西沢厚男・丸山殖。

灘㌘熟㌶巖㌶；；：三蕊二㌶㌶抽会三丹支会総会開催
年間の経過報告が行なわれ，また会計少なかったが，関係者としては心暖か
中間報告もされた。

なものを感じ，この気持ちを全会員に
お伝えしたいほどであっ

團羅騨琿煕照㍍

5月24日・いろいろの事情で延び延
びになっていた千曲会総会を綾部の萬

家にて本部より御多忙申の北条先生を

お迎え・て開催・一・た会員は
懇

また翌朝は懇親会のと

次の17名である。

進んで，前夜の時間の不・

氏@

ム己

各位は心ゆ・まで鋤蕊緕醐肉簸

の総会ではどう取り扱ったならばよい会に出席し，業務などの情報交換の場細川豊（蚕19）金井保（蚕34）
か」との提起がなされた。そこで紳士にしたり，お互の健康，家庭，子弟の尾崎孜（糸25）平坂忠雄（学蚕2）
であり大先輩の好士泰造氏の（糸T10）敦育，就職，結婚などのことをも話し塚田和磨（糸25）高沢弘明（学化8）
より「支会長の考え方には賛同するが合えて，次回も是非出席したいという

森

今回はこの総会の席上で選出したなら

目崎正夫（蚕28）児平徳郎（学紡11）

意欲のおきる会の運営をしたいもので

ばいかがでしょうか」との発言があり

ある。

満場一致でその方法によることを確認

力雄（糸27）中村康二（学紡10）

岩佐隆次（糸29）三浦

俊（学紡11）

昆虫である蚕とそれの産物である生小池悉正（蚕30）花輪省三（学機2）

し，44年度に引続て現支会長の松lll奇滋糸，絹の関係者よりスタートした千曲細甲増郎（糸30）若山行正（学化11）

氏が再選された。
そこで松崎支会長の就任の挨拶があ

会ではあるが，60年を経た現在はもと
より，今後の科学技術の進歩と経済社

芦谷鉄郎（蚕33）
午後3時よりの総会はまず幹事長の

り，①支会活動をより充実させ，会員会の発展にともなう会員の構成および司会で支会長の挨拶に始まり北条先生

昭和45年g月1目
よりめ挨拶及び本部及び学校の現況に
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事務所については会員との連絡上都合

ついていろいろお話があり，会員より良い製糸協会におき幹事長に県内事情
も多くの質問もあり午曲会への会員の

に詳しいベテランの竹内万二郎氏にお

紡7回卒クラス会

去る6月20日（土）15時より安井健

熱意の程を見せていた。金井氏（蚕34）願いすることになった。懇親会は田中一兄，宮西憲二兄等の肝入りで，暫く

より遅ればせながら44年度の千曲会総副会長の乾杯で始まり酒間四方の懐旧振りに紡績科第7回卒（昭和3年）の
会の報告があり事務局よりの会計報告談から現在経営面での活躍の話，社員

クラス会を大阪府箕面市で開催した処

も滞りなく承認され議事を終った。時新規採用の面接の話や行動範囲の広く

東西の各地より馳せ参じ，家事都合で

予定の時間を相当にオーバーしてしま

べ

蚕．・バ

織

難

○

∵

学校発展の経過を話される等有意義の

あるかも知れないが，千数百年前より

の・・ろ三麹気の叶沢弘さんの自家代元禄のその昔から紅・・の名所・して

離・鑛

＿，、．嬢

…

なった企業での活躍振りを聞いて敬意欠席した湯原諄兄を除く9名全員が出

、

用車で安全運転していただき原田支会今日ではミ明治の森ミの国定公園とし

長，竹内纏長，鰭鱒鍋、。は同て広く全国蜘れわた。て、、る

。ピ

懇親会の前に一同先生を囲んで記念

車で送っていただき厚く御礼申し上げ
ます。

撮影をして副支会長の音頭で一同乾杯
し・そして一人一人自己紹介・宴が進

いろな話に花を咲かせそして各科より
のパッパ・察歌・応援歌いろいろ出し

支会長原田種亀

副支会長

むにつれ先生を囲み又先輩を囲みいろ

一・

（白井要範記）

安部和，田中四郎

幹事長竹内万二郎
幹

事

角替剋夫，柳沢晋

方部幹事

ものが出ていっそう盛大になり時のた

つのを忘れ酬・あ・．最後・譜を

伊達方部

多勢正一

県南方部

中山威四郎

郡肪音5松尾照光

て出席した。出席者は各業界で活躍し長の出席を得て盛会であった。会は山

一

、奮

会場はときたまたま開催中の日本万

ている大先輩から昭和30年代の若い経田良人支会長から挨拶あり北条先生か国博千里丘会場と，最短距離にある国
営者まで16名であった。会は原田種亀

ら学部の近況と千曲会の現況報告があ定公園箕面の丁度中腹，名刹滝安寺を

福島支会長から70名を越す会員が県内

り役員改選の結果支会長，事務所，幹前にして，清流箕面川のせせらぎのほ

に活躍しているので連絡を密にし親睦事長は次のとおりにきまった。
向上を計って会の発展を望む拶挨があ
り・っついて角替幹事長から会務報告

支会長

とりに，しゃれたただずまいを見せる

浅川茂樹（蚕22）静岡県駿加古川旅館である。

東郡裾野町佐野電（05599）（2）2038

7時30分より開宴に入り，安井，宮

あり，白井が千曲会の現況報告，学部

事務所

の近況について話し，学部への連絡事

駿東郡据野町佐野）

鐘淵繊維株式会社（静岡県西両兄の奥さんも共々列席いただいた
ことは，誠に感激に堪えない。愚生な

項等あったら取り次ぐから利用願いた

幹事長同上所長児玉郁郎（蚕33）

ど卒業以来42年振りで逢った者も3〜

いと話した。議題の役員改選について静岡支会も新しい企業会社が出来千曲

4名おったが，併し皆元気なので安心

は全員一致して原田種亀現支会長に続会員も100余名と多くなったので支会

した次第。中には既に毛髪薄く，禿げ

いてお願いすることに決まった。支会の盛会発展を誓って散会した。

上ったもの，そうかと思えば，青年の

閥．祐．．176
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如く房々とした黒髪の者，これがかっの会合は，川久保元（岐阜・川島紡績ん達も社会に出て活躍をしており，立
ては同じ学舎で学びし同期の連中かと重役），中川正（愛知県繊維雑貨課長）派なお母さん達であった。席上での話

そぞろ往時が偲ばれ，感慨無量のもの両君ρ発案，発起によるものであるがは娘時代の楽しかったことや越し方の
があった．現在まだ第一線で活躍して当日は生憎台風2号接近の報が出てし・想咄話に花が咲いた・また今日亥台め
いる者は兼松トップの安井兄だけで，

たが，それにも拘らず長野・大阪は言て見る母校の姿が自分達が学んだ頃の

後は皆定年で第一線を退いている。

うに及ばず・遠く広島からも馳けつけ面影はなく立派な近代的な姿に驚き・

さて，宴会は新築したばかりの立派不参者3名を除く全員が集まった。
な部屋に通され，互に指しつ指されつ

また頼もしいことだと語りあった。私

屋形船に，きれいどころをはべらせは皆さんの母校が名実共に立派な大学

酔う程に，各人より年期の入った美声ての鵜飼の観賞もさることながら・みとなり，学内には不穏な空気も殆どな
の披露，これに叉鷺女中の加古川音頭な飲むほどに酔うほどに・話題は期せ

く平和な日々を過しているため・社会

などの飛び入りや，しとしとと降り続ずして昔にさかのぼり，頭は白く・薄からも信頼されていることを話した。
ける小雨の音なども入り交り，ますま

くなりかけても学生時代のおもかげは今の多くの大学が何等かの形で学園の

す興に入り22時散会す。当日は相憎く

そのまま残っていた。いまは・それぞ平和が乱れていることを知っている皆

昼過ぎから雨降りなので，どこも散策れその所を得て，元気で大いに活躍し
できなかったが，宿の主人の話では，

さんは自分の子供もこんな立派な母校

ているのは何よりであった。9時下船

に学ぼせたいと異口同音に話しあって

四季を通じ，ここはとても景色の良い一旦宿舎に引揚げ，元気を出して柳ケいた。折りよく町田先生が出勤されて
処だそうなので，何れ機会を見て，叉瀬に遠征。ご帰還は12時をすぎていたいたので案内をしてもらった。田中先
行って見たいとも思っている。

だろうか。翌5日，これを機会に年一生の養蚕機械，関先生の研究による見

次会は信州で，既に他界された恩師度こういった会合をもつことを申し合あげるような立派な桑を見て驚くとと
の供養もかねて開いてはとの希望もでせ，盛会裡に解散した。当日の出席者もに母校の先生方がこのような立派な
たので，何れ来秋はどこか適当な処をは次の通り。小鮒啓助（上田）・高木研究をしていることは何よりの土産話
選定し，開催することにしたい。来年信雄（塩尻），川久保元（岐阜）・中川ができたと喜んでいた。話はなかなか

は全員参加を今から期待している。
特に当日は小林助教授が，ご多用中

正（名古屋），天野彰，上田正三（大っきなかったが遠方（小海町からも来
阪），菅尾源治（広島）。

にも拘らず大阪出張の序に列席してく

れた。とは蹴有難く翻して、、る。

た）の人もあるので午後3時頃・和気

＝

女子千曲会つどいの記

藷々のうちに会を閉じ・母校の弥栄・

千蛤の銀を祈り，・のよう鮪意

以上極めて簡単に会合の様子を書いた

7月上旬は農家には最繁忙期である。義な会合は度々開くよう話しあい・幹

が，今後ともますます各位のご健勝と

15日の会合日は第2号台風が中部地方事さんの労を謝し，別れを惜しみなが

ご家族のご多幸をお祈りする次第であを通過すると言うので心配したが・幸ら散会した。
る。最後に今回のクラス会開催に際しいに90度西に方向を変えて大阪湾から

者も少ないのではないかと安じたが，

紡15・クラス会開催

24名が出席して盛会であった。会は10

7月4日午後4時から岐阜・長良川時頃から始まり・今日の幹事・池田・
畔ホテル・パ＿クで紡15回生がクラス小鮒・深町さんを代表して池田さんか懇

会を催した。

ら挨拶をかねていろ1・・ろな報告があ・当日の出蹄＝茨木こう・丸山謡
た。そこで突然池田さんから今日は私建部すぎ，小平波，西条純子，土屋ま
の退官慰労をかねた会だと言われ，私さじ，鷹野和子，蓬田クニ，保科伝，

硝

は大あわて，恐縮してしまった。皆様高橋ふじ子，金井筋，池田かよ，深町
から長い間御苦労でしたち言われ，私てる，小鮒敏子，堀内あい子，井出初

沽鰯蟻．雛綴裟㌫㌶濃覧空霞：璽篇㌫‡翼巖芸
L。。、＿滋譲盤繕すから皆さん脚ずれも主力冨とし喧念撤代・帥いよ・静しづ㌔
クラスのものが一堂に顔を揃えたの録の出た人達であった。そして地方の

文月に季筋はつれの疾風かな

は，卒業1妹実に34年働である．こ有力者として活躍をしており・子供さ

（荻癬治・糸12）

昭和45年9月1日
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第31回社団法人酬会絵の酬らせ

恒例の本会第3姻総会を来る11月23F働労1翻の日

ば

ぽ

ぼ

1

（3）賛1功員の］￠挙につし・て

F前10時から母校第1会議室で開催いたします。木部

（4）会員の表彰について

1鷲㌶㌶≧㌶；耀τ1馴改避・−
1多㌶隠皇るようお概しまポ
（1）昭秘5鞭歳入劇土1決拶1：について

瓢巖‡麟鷲、，報告＿、
（2）鍋海外棚、、報告

1；2）昭秘6年蹴入灘1予算について

欄法人刊1会幽長小林運葵

1偏一垣一w、嗣頁印冑】一冨一・冶■ロー衡一w〔w−w蔦頃貿㌔口．■エー領w一げw旨阿一w」一●鴻〆w逗頃w冒頃一w−∀舶頃s、師㌔一w■凹増一肖鱈一恒w

ピロバロ

入率の向上を計って△報発行その他の

のぽぼリロロロこぼリパロの

オ

とカバ・ボニル化合物の瓦応：山本泓，

継が醗に出来るように1咽の］卿：ポリビニー・・アル：いつレの不均・胃1、ル
会までに計画：予算を提出すること。

マール化瓦応にf

1・なう橋かけ反応に関

甦会開催隠膿㌫㌶‡：難蕊㌶㌶二蕊㌘刊
7月3°醐1

絵醐催ぴ・儲瑚・の意恥あ・た漱イ餉繊し1・腿監事会開1崔聞28｜聴1、：雑D

継麹報調袋忠右工門・北条鯛㊤で協議掲・

｛

…。

棚はり珊減・喉三批∬艮大麟

正の両冨‖魍鵡椴俊興・野・新太（4）財団法人上醐維罐鼻U会の研鍛の蹴］｛・，細卿・長，北綱卿：長

郎汕喧次郎醐門・和田晋相灘彰の撚については｝畑獅のN・・76およ誕1ジ剛甑脚幽・度歳繊
・笠原正巳瀾博夫・山［・奇瓶翻州障刊1酬｝・撚の依頼広髄綱髭す出湖：について‖皆帳鞭蹴し叉鉢
納甑田「臨西沢正…・・L・徽ることに1−1ξ定し・9月3011までに鹸1継の保獣蹴つ・、ては入一に銅

鵬小山醐・松沢秀二酎1螂目の蜘撚艮脚」1帳あて提肌理聡‡糊職企喘して姻ことを確認
各醐，委任状7迎・小ホ鯉賊R距で織田と定の結鞭醐醐諸でき載し無搬礼た。
として次の減を1蹴した・
ホ1梛撚興劉陸剛6蹴出し鰍麟会開催5｝］28舶・後瑚飢会
ω絵において卿・1任あれた醐維群］辰興鋤成瓢網。いて〕…終日・1，北細踊1理喉，竹内糖ぽ
（1）理事蹴：の避挙については嫁埴灘す緬のと共・・
1」」漸珊田隆太郎，小綱お関1、、
代頴総会におい謎■頃る理由は従（5）その働噸糸鞘の己膳について夫，小泉汲・輌麟出胞，
蘂勧波鎮は卿に選li］されて経過報告があ・た・
（1）II・楓鞭歳入蹴決算｝、ついて4、

る・銭蹄卿とすること1趣暫な品1繊蝿鏑1理蹴5服張泉麟力・蹴査報告赫り縣鋤承
その他困難があるので否決された。

酬1瓢の灘につし

の欧州諸国の社会福祉事業視察報告が蕎忍された。

ては総におい地元上小支会と酬で鮮順スライド醐9回研鋤成について騨1日灘

て酬1に1任されて馴されるの醐で徹わ繊会であ・た・

劇河究課題および蹴魁者に城

㌶㌶㌶簾雛上・繊維構…員会離蕊當簾：：巖6
てこの範囲でR嚥員敏会で撫する研究助藤員会5月27聯咽研3忘で重儲学舗絵閉催にプ」を入れる
（推胤）ようにし結釆を本部に通知する

助成委員会を開催した。出席者は会田

ことになった。

（3）艦獺については昭和43鞠探灘理鞭・北繍正冨・剛・・麟よび（・）本酬蘭会

も類して

順舗醐、つ、、て日オこ

…に蹴する麟ξの獺蹴頴早川醐・小山固6・竹醗蚕縛会，綱学酬季大会掴立大

竺与し鋤せて韻紘嘲空と福の3蜘によ・て申謡D跣計画糎学灘教醐難会コ裡騨会甲
利殿を図ることを酬とすると改正等内容踏して次の研究紺・対して酬桧の開催搬定されて、、るので
したので二・アンスの1嘔であるカ・ら助成すること酬定した。
叡助成することに離した。

撤鰍であらゆる職域に勤務する会小酬川縣に嵩・けるパルプエ蹴評鮪会離6∫蜘識鹸酬

竺楓てゆき蹴変更岨合せ現水による畑働・関するr聯耕似た．蹄・宮城嗣蝦朝山
行どおりに瀧した・
優美・光∫i・糊用によ硝蚕酬｛・関・崎，深肝・・青，沢蹴鉄，＿志紙
（2綱」46年到欝1伽こついて会賀納する蹴・平坂蹴・へ沖クム・ン畑秀彦委鰍は糠紘工rl7，了1∫
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千
曲 会
報
昭細5年9月1日
；業：㌶次繊昭の各氏で・・茂光所長（農・） ミ識坦吏旦1
・1）酬業につ噸酬成につい
て助成人員をしぼって助成額を増すよ

蚕撒賞竺

聯聯体育蹴

株式会社信光技研開発研究所長の［［1

う意見があった，木会事業は基本財産中茂光農学博士は6月23E塙松宮珂〜内
から生ずる利子によって運営している

上田公園旧置ミ業試験場上田支場敷1也

の光輸閤に於て財団法人大日本蚕糸会跡｝こ独設中の市民総合体育館が完成。

ので晰醐に鴎がある酬戊果のあが繊高松官殿下か頒r嶋庸己蕊糸9畑琳育館ll陪成搬武閉部
るよう研究する㈲学会講漬会開催につ技術賞ご贈与の光栄に浴した。受貰のれる。この休育館は鉄筋コンクリート
いては本年度の実施予定の説明があっ

対称は稚蚕用自動飼育装1置の開発に関

た。

2階建のべ3・720平方メートル。i；ll江

する研究について優秀な成果を挙げ蚕費1億3，000万円余。1階が球波，休

酬秘4轍歳入歳出2聯について原糸櫛貯の［娘発達に酬したためであ操用運動場でバスケ・日：一ル2而・
案了承。

る。m中所長は先年発明1窃会，科学振・バレー一ボール6人制3i妬

〈3）昭秘砕度予笛〔｝⇔いては予51i：；搬興会から」ぷ彰されている。
出は従来前年11月に捌lllしていたが，

9人制2111i

i勃機械陶舩武で1苗・」｛嫌台も公式で81［ll

化養菰の権威者である。益々ご発展な1∬1ける。このわきに500平方メ・−1・ル

46年5月とする事がよいではないかと

祈る。

の柔剣道場，さらに付屈施設も作じ・lh

の誤見があり研究するととになった。

2階は観覧席となってし・）㍍

支会へ連絡事項

鯨保雄氏（蚕15）
①、肋1撤会一｝，Z釧〜酬、つ、、 餉有欄路醐
螺県塩山市長に当選 珊訓止轍脳者（獺）酬、鰍榊有糊1箔憾禦小㈱1測洲
笹本保雄氏（蚕15）は7月の∫1、11⊥川∫頼を発信した。次の支会から回答があ牧妄地籍国道18号線入【こ｜から真r「1町大

長選に立候補し市民の信頼と氏のすぐ
れた乎腕を評価され目出度く塩1⊥1市長

った。北奥，描肪，宏筑，兵庫，千葉牢長上厨放まで延長16．5キロで，槌θ）
石戊ll，福井，熊木，鹿児島，

lll陽，

Zlll幅員は6メートル，獲ぱ費17億2，00｛）万

に当選した。笹本氏はかつて山梨県地奈川，愛知，來京，苗岡，近畿，上小凹で完成，8月22日聞通武が行：㌧：ll♪れ
方事務所長として名声を博し，昭和38北佐久，南佐久の各支会。
年の県議会議員選挙には立候補し堂々

た。国道18号線のパイバス的な役駕11も

②8月25日各支会へ会費納入向上にっ

当選し県政の発展に貢献される等輝かいて依頼を発信。

期待されており菅可えのスキー・京の梛

光に利用者は便利になった。

議懸憩禦麟〉㌶‡；蕊；認議㍑上蹄立灘建鞠
氏の益々ご健勝ご活躍を期待申し上げ喬；F議員は支会で推薦し10月30日までに
ます。

本部に報告するよう発信した。

④支会長，事務所の変更のあった支会

笠原正巳氏（糸15）
鰯県鍛委醍に就任

上田市立図書館は上田市材木町元上
田染ケ谷丘商等学校の跡（現在建築中

の長野県上小地区合同庁禽の隣り）に

愛順会飾敏一貞 （愛知県西尾酬中で，鉄筋二〔継認」・F2，000平
了li亀沢1町300．愛知姓西験業方メートル，工搬1億400万円で11

笠原正巳氏（糸15）は7月26日長野

高等学校，電（05635）（7）−5165

月上句竣工予定である。

㍑灘蹴叢鑑事藷㌫蓼㌫㌶：欝上・市の文化㈱とめ発刊
対策，防犯，火災，公安更に公害問｝砥

静岡支会長浅川茂樹（静岡｝畏脚部

等あらゆる点で県民の生活につながっ

裾野町佐野1044の4，電（05599）定した文化財を紹∫i

ている機関であり，県民から警察の信

頼は極めて大きく，今回公安委員長に

｛2）2038

上酬撒育委員会はこのほど禰湘
，第1集を発刊し

た。この小冊子は国の重嬰文化購田分

事務所児玉郁郎．鐘淵繊維株式会寺三重塔，県宝上田城三櫓，国の史助1

選任された。なお氏は笠原工業株式会

社静岡蚕種製造所（静岡県駿東郡信濃国分寺跡毎30数点をのせている・

社社長，日本製糸協会理事，長野県経

裾野町佐野）

営者協会顧問等であり，前上田商工会
議所会頭を3期つとめる等巾広く各業
界で活躍されている。笠原氏のご健勝

と益々ご発展を期待申し上げます。

上田市は4月に塩田町を合併したので

宮城支会長倉洲鉄（宮城県蚕業試別所の安楽寺八庄重貼大渋に蛍
験場，宮域県亘理郡亘理町館南70）塔．中禅寺薬師堂や前山寺三重燃等重

宮崎支会長河野芳春（宮崎市下北方要文化財が多いので順次刊行していく

町陣ノ平6380の2

計画である。

昭秘5年g月1日
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笹本

学校教頭（

（福島市荒川］つ

保雄

蚕

15（S3）LLI梨

塩山市）
深迫
明 蚕

報

福島（∬寄失rl了汀九［1田∫2−11）正富

和蚕13（T15）福島福ll繍、￡・業短期大

ξiξ畠1n市

会

舶．176脚

糸

30（S17）午葉酬立清水高等

1旧丁齢水482）（住）船‡翻∫習志野台6

一14−10

1富LLI市長（LLI梨県

16（S4）熊本熊本県下』

永野

‡谷貞

糸

32（S19）北

信

長野県総務｝著『地方

課長（長野市南長野巾下）
竜野
勉 糸 37（S25）東京

城郡城南町

助役

都千代田区大手町）

鈴木正一郎蚕22（S10）山ヲ杉東ヲ・llアセチレンK

麹町税務署（凍京

（住）東京都杉並区和泉町4一

39−2驚（328）1398

K酒醐業所（1⊥1形県く巴1酬∫大浜・−4−88）・岳（2）2391田・‡1鞭鍬2（S29）イIll
（目三）山形県酒田了ll↓1ミ町11−14電（3）1676

台燃，欄ぱ政局

構〕2敵善部蚕糸園芸課長（仙台市本｜｜1∫3−3−1仙

浅川茂樹蚕22（S10）・1争岡鋤織維KK嘱lrε
子冶剛酷（㊥仙台制ll内川内住宅第2
（｛主）沼漸｜∫瀬瞠16−2鰯榊揃
久保田頸：」い蹴5（S32）愛知東泡巴搬局榔戯
菊地六郎蚕27（S14）福島会洞遜KK∬端
翻‖茶糸継課（名古刷r・1・区三のメL1−2＿2）・
役製造所長（福島県会津若1公市〜箕1町八幡4）

（住）名古屈市北巨名城町2名城住宅4−403

（住）会灘糸了1了一一箕1町亀賀藤厭3纏賀ア・・一ト

松田栄蚕27（S14）山陽鵡膓酬政綱芸
24−23−301

1勺一誠蹴5（S32）宮城71減↓肋ll紗諜高

4騨校ぽ）鰍り枷馴色酬・寸｛駅

4罐課長（随継町10−52）（住）広訓了調町

1

44

勘付1−17

U」浦工1三男鞠67（S34）岐阜岐脚込醐醐賜

鞭馴撲濃力磯Tl了糎町電（5）3803（働美渤II

鈴木道夫蚕28（S15）神劇ll凍京第5交通KK

茂了1了1

予笹町1−7−17卿姻ア．く＿ト304

禰取締役（東京都渋谷区西原1町1−35）

小島広彦学蚕7（S34）山梨蝿社山梨出張所

（住）川ll制獅新田∫271電（044）（91）3375

（耳・劇f鱈1−15−24）（f書…）1⊥1梨刷1唖糊文

剛5政三三蟹31（S18）埼玉ll綴製糸KK本庄

島lll∫天狗沢帳田業方）

瑚（継県木聞了七il音lll∫2241）

融直繰13（S40）斑埴埴徽業技胴鱒

爾§姫蚕32（S19）山陽d・国日咽農政嚇；
所（長野↓艮匝」酬r）
計…岨綱整罐（岡［ll了朕神II｝∫）㈹岡U肺伊 小林鍵鞭15（S4・）埼玉埼玉膝業試験膨｝

f醐4−8−23−25
（熊谷了1∫㈱）（旬熊谷市㈱1260原。ア．・一ト、
捌尺正ノ・蚕32（19）干葉二F；酬立蝶襯・学 清オ・浩端16（S42）］n…馬群駅蚕業試験場

灘函（刊・丁吟荊1478）
撚新蚕33（S21）近畿片倉工業KKプ・阪

蚕桑化鍬㈱肺鮒2326−2）（住）｜司訟社
醐∬武夫学繊16（S43）上小笠原蝶KK上田

営業所（ヲく阪了陳区農人橋2−35）

lllOF

工場（上田市常入）

綱く蚕35（S23）‡房オ・昭栄蝋KK・」・山

馴｝児学繊・7（S44）竜川醐県下1卿蚕業

瑚長（小1肺本郷【ll丁3−5−39）電（02852）（2｝1463
高栢

裕

蚕

35

（S23）南佐久

技術指漸（住）飯田市追手剛舩舎

長野県南佐久実

一一一

業商等学校（南佐久郡小海町豊里）

一一一一

遡下記会員が死亡されました。謹んで

疎五雄蚕36（S24）京滋松文産業KK酬 哀悼の雛捧げ頗宇冨をお祈り申し上げます。
醐長］聯役（蹴原栗太］｝ 架卿1旧川611）
小籾1・庄糸3S45．2．23髄去

井野正夫糸18（S6）近畿昧化学繊綱錨

妻安子］公本梱献1＿2＿21

齢「1噺鮫所（住）大阪府吹田〒1沽江台1−22−5

馴誠正糸21（S9）山陽農林4誓1掴四1瓢
政局鴎繍

嗣子爾弥岐阜聴那郡糊町飯羽間

調螂務臓（厘く島Tl了撒当ト実田∫1−3−24）

（住）広島市霞1−14−2
寺崎

喜美

糸

岨斧市糸13S45．5．5御逝去

23（S11）栃

木

日東東電気KK小

岩瀬

山工場、（小山市大字土塔493−4）（住）小｜⊥1市大字

燃830一14

小松磁糸24S45，5．25御逝去
妻

弘洞穀糸28（S16）高知高タ…蜘

彬定腋

畑

義夫

たき
蚕

嗣子

8

大阪府枚方市樟薬835−6
S45．5．31

文夫

御逝去

岡崎市矢作町池田1−139

巌化1S45．7．10御逝去

嚢瀞千糊船摘1∫高根町3152＿9

・

㈹

。鳩．176

千曲会報

昭秘咋9月1日

強力オキソ・レヂン糖衣錠

特許・実用新案・憲匠・商標

優秀発明賞・紫綬褒章に輝く

小湊潔博士（糸4回、理研化学工業株式会社
取締役社長）の発明
特

長

1，

長期間常用しても休臭・口臭・便

臭をともなわない。
2． 著しく食欲を増し休重を増如する
3．便通を整え、常習性下痢を医す

幽願・訴訟・鑑定

浜特許事務所
東京都港区新橋1の15の4

堤第一ピル4階
芳ξ （591） 0764・0765

4，抗病性を増す

束

5．休力増強・末梢血管の秘｛張等によ
って保温作用があるので常用する

弁理士
弁護士

と冷メζ逝Eによい

浜
中

香 三
猪之助

千曲会員 福 島 鋼治邸
千曲会員 長 谷
爽

適応症食欲増進、廠弱休質、盗汗、腺病質、
疲労回復、産婦人栄養、或年期障害、

神経痛、アレルギー疾患

帆理研化学工撒式会社

煮繭機の

本社京都市左京区下11115萩ケ垣内町15
［6

伏見工場

R匡ξ

（781）

0433番

京都市伏見区深草向川原町48
誓匡i活（641）5306（ft表）〜9番

束京連絡所東京都港区南麻イ1∫4TE口3番9号

井・闘工業糠式会社

㌃6話（d44）0721（fヒ表）〜4番

販売元

岩城薬品株式会祉

大阪市東区伏見町三丁日二十六番地

イ

ワキ株式会社

本社工場

76話1冨1谷

東京都中央区日木稿オミ町4Tl一ほ番地

取搬社長北野次登
長野市県町524電代（2）1201
東京都中央区銀座1の5北野ピル

電大代（562）2331

（02662）

◎

4

6

6

8

千曲会費完納会員

海外に飛躍する

北野建設株式会社

長野猟岡谷市銀座2寸日12三18

電話岡谷（02662）③3288（代表）
第2工場 長野↓li』岡谷市加茂1町4丁日3−5

会費通算40回完納した会員は次のとおりです。多年木
会向上発展にご協力いただき感謝いたします。なお40回
完納会員は以後会費免除となります。

万

宮
i官

石
蛎1

内

安太郎

蚕

｛突

藁…

宏維

フ5こ：二劇〜

等々力宜安糸22

9

（T11）

17

（S5）

着冬

16

埼玉

」ニノ」、

（S4）

（S10）

宿εむ

東京

大阪市北区堂島浜通り1の25新大阪ピル電代（344）2366

松木・高田・ジヤカルタ

編

集

後

記

今年は例年になく残暑の厳しじ・年ですが会員皆様には

愈々ご健勝にてお励みのことと拝察いたします。

皆様の百貨店

表裏一休であるべき学部もいろいろな重大な時局に直
面し全く多忙な状況におかれておりまして会報の発行も

おくれて申訳なく存じています。11月23日の同窓会総会
も迫って参りましたのでよりよいご意見をご持参されて

多数ご出席をお願いいたします。これから時節もよくな

上田・中央⑧信噺鵯購

りますから皆様のご健闘を心から祈って止みまてん。

編集委員竹田

寛，篠原

申沢

賢，平林

白井

涯芳，小林

昭，竹内遊吾
潔，小笠原垂江次

俊一，白井

要範

