
メルマガ登録促進企画
メルマガ新規登録プレゼントキャンペーン 抽選会※1

※１ 愛知支部会員メルマガ登録者＆参加者限定 企画
1 等3 万円～選べるカタログギフト（当日1～3等計9本抽選）

抽選会 (15:30～16:00)

2022年度 浜松工業会 愛知支部総会のご案内

下記のとおり、愛知支部総会を開催致しますので、ご案内申し上げます。
本年度も、コロナ禍の影響により、ZOOMオンライン形式の開催となります。
静大先生をお招きしての特別講演、企画イベントの抽選会を準備しております。
同期、新入会員、女性会員等お知り合いの方をお誘い合わせの上、
奮ってご参加頂きますようよろしくお願い申し上げます。

日時

場所

会費

2022年 6月18日(土) 13:00～16:00

ZOOMオンライン会議 総会13:00～14:30

参加費 無料

出席締切り 5月 31日（火）予定

出席予定の
恩師・ご来賓

･風神 裕 氏 浜松工業会 会長
･立岡 浩一 先生 浜松工業会 理事長
･喜多 隆介 先生 静岡大学工学部 学部長
･笹原 恵 先生 静岡大学情報学部 学部長
･稲垣 訓宏 先生 (公財)浜松科学技術研究振興会 理事長
･早川 泰弘 先生 100周年記念事業 募金推進部会 委員
･福原 長寿 先生 静岡大学工学部 化学バイオ工学科 教授
･他支部ご出席の方々

東京支部・浜松支部・岐阜支部・三重支部・阪奈和支部

『工業排出CO2ガスの高速メタン化と
固体Ｃ捕集で拓くカーボンニュートラル技術』

特別講演会(14:30～15:30)

講師：福原長寿（ふくはらちょうじ）氏
静岡大学工学部 教授
静岡大学カーボンリサイクル技術研究所 所長
静岡大学第５次研究フェロー（同大学 卓越研究者）

時代の潮流
「持続可能な社会の実現」
カーボンニュートラルへの
第一線の先端技術を学びます

出席受付 https://r.qrqrq.com/J0N2KG4d
又は右記QRコードからお申し込みください

https://r.qrqrq.com/J0N2KG4d
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［お問い合わせ先］
静岡大学浜松キャンパス事務部浜松総務課（100周年記念事業担当）

〒432-8561　静岡県浜松市中区城北 3-5-1

TEL.053-478-1501　FAX.053-478-1005

Email: 100shunen@adb.shizuoka.ac.jp

URL: https://wwp.shizuoka.ac.jp/hamacam100/

2021.06

　静岡大学は「自由啓発・未来創成」の理念を掲げ、未来を切り開く人

材の育成と研究を推進しています。1922年に静岡大学工学部の前身

である浜松高等工業学校の設立が公布され、その後、1944年に浜松

工業専門学校に改称、1949年に新制静岡大学工学部設立、1995年

に情報学部設立、そして、2022年には設立100周年を迎えることになり

ます。

　本事業は裏面に記載の、100周年記念事業骨子の実現により、静岡

大学浜松キャンパスにおいて世界をリードするイノベーションを創出する

とともにダイバーシティに富んだ教育・研究・社会連携を展開することを

めざしており、持続可能な社会や企業活動の活性化に資する成果に繫

がるものと確信しています。

　ぜひ本事業にご賛同くださり、募金へのご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

 2021年4月 

静岡大学浜松キャンパス100周年記念事業

事業推進委員会　会　長　日詰一幸 (静岡大学長)

事業推進後援会　会　長　草間三郎 (元 セイコーエプソン株式会社代表取締役社長)

事業実行委員会　委員長　喜多隆介 (静岡大学工学部長)

ごあいさつ

100th Anniversary

静岡大学浜松キャンパス

100周年記念事業推進委員会

送電実験に用いた「イ」の字を
墨で書いた雲母板（高柳健次郎先生） 8K フルスペックSHV イメージセンサ

浜松高等工業学校 (1927年)

浜松高等工業学校 (1927年)
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[ 概　　　要 ]

[ 静岡大学浜松キャンパス100周年記念事業骨子 ]

名 　 　 称

趣 　 　 旨

寄附金目標金額

組 　 　 織

寄附金募集対象

期 　 　 間

静岡大学浜松キャンパス100周年記念事業

ノーベル賞級の世界的レベルの研究を推進するとともに、深い専門性と周辺

分野の幅広い知識を併せもつ高度専門人材を育成し、国内外・地域の産業界・

学界へものづくり産業をリードする人材を輩出する。

10億円

静岡大学浜松キャンパス100周年記念事業推進委員会

　会　　　長 ： 日詰　一幸 （学長）

　実行委員長 ： 喜多　隆介 （工学部長）

事業推進後援会

　会　　　長 ： 草間　三郎 （元 セイコーエプソン株式会社代表取締役社長）

　副　会　長 ： 柴田　　久 （株式会社静岡銀行 代表取締役頭取）

　　　　　　   晝馬　　明 （浜松ホトニクス株式会社 代表取締役社長）

　　　　　　   藤井　茂樹 （ヤマハ株式会社 執行役）

　　　　　　   本田　　治 （スズキ株式会社 取締役技監）

　　　　　　   御室健一郎 （浜松いわた信用金庫 理事長）

　　　　　　   柳　　弘之 （ヤマハ発動機株式会社 代表取締役会長）

　　　　　　   嵯峨　行介 （スルガ銀行株式会社 代表取締役社長)

　　　　　　   浜松工業会 （静岡大学浜松キャンパス同窓会）歴代会長

静岡大学教職員、浜松工業会会員、在学生保護者、企業・団体、一般市民

2018年4月～2023年3月

1.

2.

3.

4.

5.

6.

●ノーベル賞級の卓越した研究開発人材創出事業

　ノーベル賞級（高柳健次郎２世）の卓越した研究開発人材創出のため、静岡大学内の研究者を支援

します。国内外からノーベル賞級の研究者を招聘し、研究拠点を形成します。

●博士課程学生の研究・教育支援　　　　　　　　　　　　　　 　　

　画期的な研究成果創出のため、将来性の高い博士課程学生の教育研究活動を支援し、世界に誇る

静大ブランドの研究者を育成します。

●ものづくり産業をリードする人材育成

　産業イノベーションプログラム等による「ものづくり産業」をリードする人材を支援します。知（地）

の拠点として地域ものづくり企業の人材を育成します。

●出版事業

　静岡大学浜松キャンパス変遷の歴史と将来を展望した100周年記念誌を発行します。

／

／

／

／

／

／

芳名板（浜松キャンパス）への掲示

上記に加え、感謝状・記念品の贈呈

上記に加え、大学の催し物へのご招待

芳名板（浜松キャンパス）への掲示

上記に加え、感謝状・記念品の贈呈

上記に加え、大学の催し物へのご招待

10万円以上

５０万円以上

500万円以上

100万円以上

500万円以上

1,000万円以上

ご厚意への感謝として

　当記念事業寄附者のご芳名を静岡大学広報誌、静岡大学及び100周年記念

事業のウェブページと浜松工業会会誌「佐鳴」に掲載させていただきます。

（注）当記念事業寄附者芳名の公開を予定しています。公開を希望されない方につきましては、掲載いたしません。

謝意の表明

寄附金の全額が損金算入できます。

◎法人・団体の場合

《所得税控除》

《住民税控除》

所得控除を受けることができます。控除については、最寄の税務署

にお問い合わせください。

お住まいの地域によって、寄附金控除を受けることができます。

控除については、各自治体の税務の窓口にお問い合わせください。

◎個人の場合

ご寄附に対する税法上の優遇措置

個人

法人

100周年記念事業特定基金金額

静岡大学浜松キャンパス(2015年)

　2023年3月末日までといたします。

募集期間

　「１０億円」を目標金額といたします。趣旨にご賛同いただける皆様のご支援

をよろしくお願い申し上げます。

寄附の目標金額

　ご寄附は1,000円以上でお願い申し上げます。

ご協力をお願いする金額

ご寄附の方法

（注）専用の「振込取扱票」によりお振込いただかない場合は、所得税等控除に必要な領収書及び謝意（特典）を

　　お届けできなくなります。

　本リーフレットに同封してある、郵便局、ゆうちょ銀行又は三井住友銀行から

のお振込専用の「振込取扱票」によりお振込をお願い申し上げます。

なお、振込手数料は必要ございません。

金融機関からのお振込

クレジットカードによるお振込

100th Anniversary静岡大学浜松キャンパス

※ご利用のクレジットカードにより異なりますが、引き落としの時期によっては、領収書に記載する発行日及び

送付が翌年となる恐れがあります。（お申込み年内での寄附金控除をご希望の場合は、郵便局からのお振込

をご利用ください。）

　静岡大学未来創成基金のウェブページにおける「寄附のお申し込み」から

クレジット決済を利用することができます。 

https://wwp.shizuoka.ac.jp/fund/

　ウェブページへのデータ入力の際に、「寄附の目的」欄では「目的を選択し

たい」をクリックし、「浜松キャンパス100周年記念事業基金」をお選びください。

領収書は各カード会社から静岡大学への入金が確認された後に、送付させて

いただきます。そのため、お礼状及び領収書の発行までに、お申込み受付から

約3～4カ月程度お時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

ご留意いただきたいこと

①寄附のお申し出の際の使途に関するご要望は尊重させていただきますが、

当基金の使途は、静岡大学100周年記念事業特定基金に関する要項にお

いて、同運営委員会で決定することとなっておりますので、あらかじめご了承

ください。

②寄附のお申し出が、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力

又は団体の影響を受けている場合には、寄附をお断りし、その申し出者の費

用で返金させていただきますので、あらかじめご了承ください。
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