
開催数 開催年 ⽉⽇ 講師 卒業年 所属(当時） 演題 会報掲載号 備考
第1回 昭和59年 3⽉31⽇(⼟) 斎藤 利⽣ 防衛⼤学教授 偵察衛星について 第２８号

第2回 昭和60年 4⽉1⽇(⽉） 今井 勇之進 Ｓ０６年 ⾦属博物館館⻑ ⾦属材料の⼆、三の話題 第２９号

第3回 昭和61年 ４⽉１⽇(⽕) 島⽥ 平⼋ 教員会員 ⾦属加⼯学科教授 変⾰する⾦属系三学科 第３０号

第4回 昭和62年 ４⽉３⽇(⾦） ⼭路 賢吉 Ｓ２２年 ⽇⽴電線(株)専務取締役
アルミ被鋼線(AS線)ととも
に

第３１号

第5回 昭和63年 ３⽉３０⽇(⽊) 鈴⽊ 章 Ｓ２２年 (株)神⼾製鋼所顧問
タービン発電機⽤鍛鋼品の
現状

第３２号

第6回 平成１年 ４⽉３⽇(⽉） 中野 俊雄 Ｓ２２年 池⾙鉄鋼(株)取締役 ⼯作機械の⾦属材料 第３３号

第7回 平成２年 会報資料無し 第３４号

第8回 平成３年 ４⽉４⽇(⽊) 渡辺 威⽂ Ｓ２９年
三井⾦属鉱業(株)常務取
締役

⾮鉄製錬業の現状と展望 第３５号

平成４年 ３⽉３１⽇(⽕) なし 第３６号

平成５年 ３⽉３０⽇(⽕) なし 第３８号

平成６年 ３⽉２９⽇(⽕) なし 第４０号

平成７年 ４⽉３⽇(⽉) なし 第４２号

第9回 平成８年 ３⽉２７⽇（⽔） 近藤 達男 Ｓ３３年
東北⼤学⼯学部機械･知
能系教授

核エネルギー開発･利⽤と
材料研究の役割について

第４４号

第10回 平成９年 ３⽉２６⽇(⽔) 北⽥ 正弘 Ｓ４１Ｍ
(株)⽇⽴製作所中央研究
所主任研究員

⾦属とのつきあい、これま
でとこれから

第４６号

第11回 平成１０年 ４⽉３⽇(⾦) 佐⽥ 岳夫 Ｓ３１年 ⼤同特殊鋼（株） Ｒ＆Ｄによる新事業の育成 第４８号

松前 達郎 Ｓ２５年 東海⼤学総⻑
｢科学技術と現代⽂明｣情
報技術が世界を変える

創⽴７５
周年記念
講演

井上 義久 Ｓ４５年 衆議院議員
科学技術創造⽴国を⽬指し
て

学術講演会

永井 裕善 Ｓ４３年 川崎重⼯
企業における製品開発の考
え⽅

学術講演会

中村 久三 Ｓ４４年 ⽇本真空技術 ２１世紀の薄膜技術 学術講演会

⼩原 隆史 Ｓ４５年 川崎製鉄
環境調和型社会を⽬指した
鉄鋼の技術開発

学術講演会

第13回 平成１２年 ６⽉３⽇（⼟） 菊地 靖 Ｓ４４年
⼤阪⼤学接合科学研究所
教授

抗菌材料の現状 第５２号

第14回 平成１３年 ６⽉２⽇（⼟） 飯島 健三郎 Ｓ４４年 ヤマハ（株）
ゴルフヘッドの開発につい
て

第５３号

第15回 平成１４年 ６⽉１⽇（⼟） 千葉 昂 Ｓ３８年 熊本⼤学⼯学部教授

爆発エネルギーを利⽤した
異種材料の接合と粉末バル
ク化

第５４号

第16回 平成１５年 ６⽉７⽇（⼟） 前⽥ 吉彦 Ｓ４４年 ⼩坂製錬（株）社⻑ 環境とリサイクル 第５５号

第17回 平成１６年 ６⽉５⽇（⼟） 出川 通 Ｓ４７年
（株）テクノ・インテグ
レーション代表

いまどきの学⽣の理科少年
時代と開発･事業家カンパ
ニーの設⽴

第５６号

第18回 平成１７年 ６⽉４⽇（⼟） 丸⼭ 正明 Ｓ５０年 （株）⽇経ＢＰ社
産学連携は、⽇本の研究開
発体制を構造改⾰する

第５７号

⾦窓会総会･講演会･懇親会 講師⼀覧

第12回 平成１１年

６⽉１１⽇
（⾦）

創⽴75周年
記念事業

第50
号、
51号



開催数 開催年 ⽉⽇ 講師 卒業年 所属(当時） 演題 会報掲載号 備考

⾦窓会総会･講演会･懇親会 講師⼀覧

第19回 平成１８年 ６⽉３⽇（⼟） 佐藤 史朗 Ｓ４７年

（株）リコー中央研究所
第⼀材料デバイス研究セ
ンターセンター⻑

⽇本の複写機産業のなりた
ち

第５８号

第20回 平成１９年 ６⽉２⽇（⼟） 荒⼭ 孝郎 Ｓ３６年 ７０才のエベレスト 第５９号

第21回 平成２０年 ６⽉７⽇（⼟） 井上 明久 Ｓ４７Ｍ 東北⼤学総⻑
⼤学法⼈としての東北⼤学
の戦略と材料研究

第６０号

第22回 平成２１年 ６⽉６⽇（⼟） 野中 勇 Ｓ５０Ｍ

東北⼤学⼤学院⼯学研究
科附属ｴﾈﾙｷﾞｰ安全科学国
際研究ｾﾝﾀｰ

実学主義の復活を︕企業
から⼤学に移っての雑感

第６１号

第23回 平成２２年 ６⽉５⽇（⼟） 藤⽥ 慶⼀郎 Ｓ４４年
（独）科学技術振興機構
科学技術コーディネータ

化合物半導体結晶成⻑の研
究開発から事業化⼀筋４０
年

第６２号

第24回 平成２３年 311東⽇本⼤震災の為中⽌ 第６３号

第25回 平成２４年 ６⽉２⽇（⼟） 藤野 伸司 Ｓ５４年
新⽇本製鐵（株）君津製
鐵所所⻑

グローバル化の中での⽇本
鉄鋼業の現状と今後

第６４号

第26回 平成２５年 ６⽉８⽇（⼟） 井⼝ 泰孝 Ｓ４０年
（公）みやぎ産業振興機
構理事⻑

仲間に⽀えられた⾃分創り
と⼈材育成の４０年

第６５号

第27回 平成２６年 ６⽉７⽇（⼟） 弟⼦丸 慎⼀ S５５年
JFEスチール（株）専務
執⾏役員⻄⽇本製鉄所倉
敷地区所⻑

鉄鋼業の安⼼・安全技術 第６６号

第28回 平成２７年 ６⽉１３⽇（⼟） 佐久間健⼈ S４０年
東京⼤学名誉教授、⾼知
⼯科⼤学前学⻑

⼤学教育を考える⼯学の視点から 第６７号

第29回 平成２８年 ６⽉１１⽇（⼟） ⼤塚 晃 S55年 DOWAｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
（株）・代表取締役社⻑

資源循環型への取り組みについて 第６８号

第30回 平成２９年 ６⽉１０⽇（⼟） 森 英介 S49年 衆議院議員（⾃由⺠主
党）

⽇本の憲法について 第６９号

第31回 平成３０年 ６⽉ ９⽇（⼟） ⽥中 煕⺒ 特別 ⽇本原⽔爆被害者団体協
議会

核兵器廃絶を求め続けた⼈⽣ 第７０号

第32回 令和元年 ６⽉８⽇（⼟） ⻑坂 徹也 S55年 東北⼤学⼯学研究科⻑ 東北⼤学⼯学部 次の百年 第７１号

第33回 令和２年 新型コロナウィルスの影響で中⽌

第34回 令和３年 ６⽉１２⽇（⼟） ⼭本 俊哉 S59年 ⽥中電⼦⼯業（株）取締
役副社⻑執⾏役員

⼯業⽤貴⾦属材料について 第７３号

第35回 令和４年 6⽉11⽇(⼟) 嶋⽥ 周吉 S63年
ﾌｧｿﾃｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
代表取締役社⻑

理系経営者、"ワクワク”を
語る

第７４号


