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〈開催案内〉 
東北大学 110周年/関西萩友会 10周年記念 

萩友会関西交流会－東北大学コミュニティの形成に向かって－ 
 

 

東北大学は、このたび「東北大学 110 周年/関西萩友会 10 周年記念萩友会関西交流

会－東北大学コミュニティの形成に向かって－」を下記のとおり開催いたします。 

この交流会は主に関西地区在住の同窓生や在校生の保護者を対象として毎年開催し

ており、さらに、今年度は関西地区の全学同窓会である「東北大学関西萩友会」が組

織されてから 10年目となる記念の年にあたります。 

本学の復興状況や社会貢献活動、最先端の研究等をご紹介し、本学が研究・教育と

もに発展している姿を直にご説明させていただきます。 

つきましては、広く周知していただくとともに、当日はご取材の上、紙面、番組等

でご紹介くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

日  時 ： 平成 29年 3月 5日（日）13時 30分から 17時 30分（開場 13時） 

 

会  場 ： ホテルグランヴィア大阪 

大阪府北区梅田 3丁目 1番 1号 

 

主  催 ： 東北大学、東北大学萩友会、東北大学基金、東北大学関西萩友会 

 

詳  細 ： 別添ちらしのとおり 

 

取材申込み方法：下記担当まで、電話、ファックスまたはメールにてご連絡ください。 

 

 

 
 東北大学総務企画部広報課校友係 

（東北大学萩友会事務局）  

担当：千葉・松野・深澤・角田 

TEL 022-217-5059 

FAX 022-217-5910 

E-Mail alumni@grp.tohoku.ac.jp 

〒980-8577  仙台市青葉区片平 2-1-1 

 



東北大学総務企画部広報課校友係 (東北大学萩友会事務局)東北大学総務企画部広報課校友係 (東北大学萩友会事務局)
〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1-1
TEL 022-217-5059 　E-mail alumni@grp.tohoku.ac.jp
〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1-1
TEL 022-217-5059 　E-mail alumni@grp.tohoku.ac.jp

■お問い合わせ・郵送先■お問い合わせ・郵送先

■お申込方法

■主催　東北大学、東北大学萩友会、東北大学基金、東北大学関西萩友会■主催　東北大学、東北大学萩友会、東北大学基金、東北大学関西萩友会

2月22日(水)2月22日(水)
平成29年

17：00まで申込締切

WEB

59105910
FAX送信先FAX

インターネットからのお申込みはこちら

http:///www.tohoku.ac.jp/kansai/http:///www.tohoku.ac.jp/kansai/

022-217-

裏面申込書をご記入のうえ、FAX・または郵送にて送付ください。
(郵送の場合は、2月22日(水)萩友会事務局必着とさせていただきます。）
なお、インターネットからのお申し込みも受け付けております。

▶JR大阪駅：中央口右方向徒歩1分(JR大阪駅直結)
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ホテルグランヴィア大阪
大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号

卒業生、在校生、卒業生および在校生の家族、
現旧の教職員、一般(高校生可)

対象

会場

講演会 13:30～15:50　　会場　20階　名庭Ｂ・Ｃ

東北大学副学長/東北大学萩友会代表理事　 

東北大学総長/東北大学萩友会長　　　　　

■東北大学と萩友会の活動紹介　　

入場無料

青木　孝文

■挨拶・東北大学の現状

東北大学関西萩友会会長　　　　　■挨拶 杉山　一彦

懇親会 16:00～17:30　　会場　20階　名庭Ａ

会費：6,000 円 (立食形式）　会費は当日受付にて申し受けます(高校生以下の同伴者は無料）

東北大学理事 /大学院医学系研究科教授

腎・高血圧・内分泌学
分野のエキスパート 伊藤　貞嘉

いとう さだよし

1979年(昭和54)東北大学医学部卒業。生活習慣病にお
ける「食塩や肥満」と「高血圧、腎障害と血管病」の関
連を研究。国内外からの評価も高く、文部科学大臣表
彰科学技術賞、日本高血圧学会栄誉賞のほか、日本人
で初めてアメリカ高血圧学会の最高栄誉賞を受賞。

腎 臓と高血圧腎臓と高血圧

講演会　13:30～
懇親会　16:00～
講演会　13:30～
懇親会　16:00～

 (開場13：00) (開場13：00)

里見　　進

ご家族、ご友人を
お誘いあわせの上、
奮ってご参加ください

ご家族、ご友人を
お誘いあわせの上、
奮ってご参加ください

災害に対応する
タフ・ロボティクス
災害に対応する
タフ・ロボティクス
―ひとりでも多くの命を救いたい ! !
　　　　　　災害ロボットの挑戦―
―ひとりでも多くの命を救いたい ! !
　　　　　　災害ロボットの挑戦―

▼「ワールドクラスへの飛躍」の取組みから ▼「復興・新生の先導」の取組みから

東北大学大学院情報科学研究科教授

田所　諭
たどころ さとし

1984年(昭和59)東京大学大学院修士課程修了。博士
(工学)。福島第一原発の調査に活用された、Quince、
能動スコープカメラなど、災害現場調査用ロボット
を開発。米国IEEEロボット・自動化国際学会会長、内
閣府ImPACTプログラムマネージャー。

災害ロボティクス分野の
第一人者

日時

―何故ヒトは高血圧になるのか？
　　　　　　　　　進化の宿命―
―何故ヒトは高血圧になるのか？
　　　　　　　　　進化の宿命―

萩友会 関西交流会
－東北大学コミュニティの形成に向かって－－東北大学コミュニティの形成に向かって－

東北大学110周年 / 関西萩友会10周年記念東北大学110周年 / 関西萩友会10周年記念
しゅうしゅう ゆうゆう かいかい



Ｆ Ａ Ｘ 参 加 申 込 書

送付先：022-217-5910（FAX専用番号）
WEB フォーム (http://www.tohoku.ac.jp/kansai/) からのお申し込みも承ります。

締切：平成29年2月22日（水）

( 役職：　　　　　　　　　　　　）

参加を希望するイベント

ご氏名

ふりがな

本学との関係

卒業・在学情報

年齢

勤務先・学校名

住所（入場券の発送先）

電話番号

メールアドレス

ご同伴の方がいらっしゃる場合は、
右枠にお名前をご記入ください →

通信欄

（　　　）　講演会　　・　　（　　　）　懇親会

（　）卒業生・修了生　（　）卒業生・修了生のご家族　（　）在校生

（　）在校生のご家族　（　）現旧の教職員　（　）その他

　　　　　  学部   ・   研究科
　　　　　　　　年　　卒業    ・    修了    ・    入学

昭和

平成

（　　　　  　）

歳

〒

※勤務先の場合は勤務先名までご記入ください

○印をご記入ください

在校生・卒業生、およびそのご家族の方は、
右枠内の卒業情報・在学情報をご記入ください

ご退職されている方は元○○勤務とご記入ください

※ご同伴の方の入場券はお申し込み代表者のご住所に送付いたします

旧制二高    ・   仙台工業専門学校

○印をご記入ください

【懇親会にご参加を希望される方へ】
　当日、懇親会で配付予定の懇親会参加者名簿および名札に＜ご氏名＞、＜在学/卒業学部・修了研究科＞ならびに＜勤務先・学校名＞　
を掲載いたしますことをご了承くださるようお願い申し上げます。掲載を希望されない場合には、通信欄に【掲載不可】とご記入ください。
※講演会のみご参加の方については、名簿および名札へのお名前掲載等はございません。

　下記の項目について、国立大学法人東北大学（以下、本学）が責任を持って管理し、本イベントの運営のほか、各種ご連絡・ご案内
等の発送のために利用いたします。
　なお、本学同窓生の下記の項目情報につきましては本学を責任者とし、本学並びに東北大学萩友会及びその基礎同窓会(基礎同
窓会の詳細はhttp://www.bureau.tohoku.ac.jp/alumni/alumni.html)で各団体からのご連絡、及び主催または共催イベント等の
ご案内のために共同利用を行う場合がございますので、ご同意いただけない場合は　　チェックマークを記入いただきますよう
お願いいたします。

本学同窓生の下記項目情報の共同利用について同意しない 

17：00まで (郵送は当日必着有効)

□ 

　定員を超える申し込みを頂いた場合には抽選とさせていただきます。あらかじめご容赦くださいますようお願い申し上げます。なお、
抽選の実施がなかった場合は、お申し込みの方全員に対して2月22日以降に入場券を随時送付いたします。(抽選実施の有無は締切日後、
関西交流会のホームページにてお知らせします。）


