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3 月 11 日の東日本大震災は、三陸・常磐地方を中心に甚大な

被害をもたらした。特にこれら被災地域は我が国でも重要な漁

業生産基地であることから、漁船、漁港施設、水産加工場、市

場等の多くの水産関係施設が多大な損壊を受けるとともに、水

産教育の実施にも大きな支障が生じた。こうした状況を受け、

水産大学校は練習船「耕洋丸」（総トン数 2,352 トン）による水

産高校等への支援を行うこととした。 

本校は、水産業を担う人材を育成することを目的とした農水省所管の独立行政法人であり、練習船をもち実学教育の実践を

教育方針としている。今回の被災地支援については、航海実習の一環で行うこととし、水産関連被災地に重点を置いていわば

「水産の絆」を示すべく物資の運搬を行うとともに、乗船学生に被災地現場に直に触れることで今後の水産業復興の必要性を

認識させることを目的とした。 

運搬する支援物資は、地元自治体（下関市等）、漁協・水産加工

関係団体にも物資提供をお願いした。乗船者は、3 年生 56 名を含

む計 97 名で、4 月 7 日から 30 日までの航海訓練と合わせて、宮古

港ならびに釜石港を訪れた。 

 今回の支援内容は、被災地が被った被害の大きさと比べれば極め

て小さなものであったが、地元関係者からは将来の水産を担う若い

学生が来てくれたことは希望を運んできてくれたと感謝の言葉を

多くいただき、学生は勿論のこと本校乗船者共々に充実感をもって

支援業務を終えることができた。今後、復興までには相当の時間を

要すると思われるが、一日も早い復興を願わずにはいられない。本

校としても、微力ながら、今後とも、練習船等を活用した支援の他、

本校の教育・調査研究や水産高校との連携などを通じた中長期的支

援を行っていきたいと考えている。 

「練習船による東日本大震災への支援と人材育成」 
独立行政法人 水産大学校 理事長 鷲尾圭司 1 

独立行政法人 水産大学校 理事長 鷲尾圭司 

釜石港で漁協等地元関係者と撮影 

宮古港で自衛隊と共に搬出作業を行う学生たち 
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「企業立地フェア2011～地域における企業立地推進と産業育成をめざ

して」が、7 月 13 日から 15 日にかけて、東京ビッグサイト（東京国際

展示場）で開催されました。 

同フェアは一般社団法人日本経営協会の主催で、地方自治体や関係団

体が、企業立地や補助制度、インフラ、環境整備、人材育成などの特徴

や優遇制度を積極的に提案し、企業経営や経営計画・設備投資担当者と

のマッチングを行うことを目的としています。 

今回は、15 都道府県から 23 団体が出展しました。4 回目となる今回、

宇部市は初めてフェアに参加しました。 

初日には、ブース出展者が行う「プレゼンテーション」で、久保田后

子・宇部市長が講演を行いました。「挑戦するあなたに 1 億円のチャンス」

と題して、宇部市イノベーション大賞（賞金 1 億円）、用地取得奨励金 80%の補助、山口宇部空港をはじめとした陸海空の交通ア

クセスの充実、地震リスクの少ないこと、山口大学工学部・医学部をはじめとする高等教育機関の集積、さらには山口県産業技術

センターなどの産業支援機関が集積していることを PR し、西日本の事業展開のステージとして、是非、宇部市に立地してほしい

と訴えました。 

宇部市のブースには 3 日間を通して、300 名を超える多くの来場者があり、本市に興味を持っていただいていることを実感しま

した。今後、このフェアで得た情報や折衝を活かして、企業立地につながるよう取り組んでまいります。 

  

≪展示会報告≫企業立地フェア 2011 
宇部市産業経済部工業振興課 田中康弘 2 
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今秋、いよいよ開催される“山口国体”に向けて、着々と準

備が進められています。 

地元企業の方々も、様々なかたちで参加や協力を計画し進め

られていると思いますが、やまぐちグリーン部材クラスター正

会員である長州産業㈱（山陽小野田市）の取り組みの一端をご

紹介します。 

外出先で携帯電話、スマートフォンなど、あるいはデジタル

カメラ等の電子機器を利用しようと思った時、電池が切れ、「し

まった！」「困ったな～！」という経験が、だれしも 1 度はあ

るのではないでしょうか。 

国体では、県内外から大勢の選手や観客の皆様が、来県され

ます。その際、こんな「しまった！」「困ったな～！」が起こ

った時、国体会場周辺で誰もが簡単に充電できればという発想

から、“ソーラー式独立電源ユニット”（携帯電話、スマートフ

ォンなどの電子機器の充電ユニット）を設置することが計画さ

れました。 

長州産業㈱では、高効率単結晶セルの最新製造工場を立ち上

げ、“メイド イン 山口”の太陽電池モジュール（Sunsiesta）

を全世界へ向け発送する体制を整えつつあります。 

この高効率太陽電池モジュールとバッテリーとを組み合わせて、電気工事不要の省エネ電源装置“ソーラー式独立電源ユニット”

を完成させ、国体メイン会場を中心に 5 台設置されます。 

装置は 1700W×700D×1400Hmm大きさで、黒を基調としたデザインは（地独）山口県産業技術センターが担当、発注元は長州産

業㈱、設計は長州産業㈱と宇部興機㈱（やまぐちグリーン部材クラスター・宇部市）、製造は宇部興機㈱が担当しました。 

高効率太陽電池モジュールは、1634×668mm の大きさで、最大出力 155W のものを採用しています。またバッテリーは 69A の

容量を備えていることから、数百回分の充電には十分に耐えられる電気容量を確保できる設計となっています。携帯電話、スマー

トフォン等は各社の機種に対応可能で、充電接続口は 7 口、デジタルカメラやラジオなどの電子機器用の接続口は 2 口（AC100V）

を備えています。 

また、この太陽電池モジュールの発電量が、誰にでも一目で分かるように、発電量表示器（㈱ヨシミエレクトロニクス（下関市）

製）を取り付け、エコ学習の一端を担えるよう配慮されており、国体終了後もひきつづき設置されます。今後は、災害発生時にお

ける携帯電話用緊急電源としての活用等が期待されています。 

長州産業㈱をはじめとする、地元企業の善意と“オール山口発”の技術力が、山口国体で来県される皆様の「ありがとう！」「便

利だね！」に繋がり、国体が大成功に終えることを願っています。 

≪報告≫「国体準備、着々と。」 
長州産業株式会社が、自社製品“太陽電池モジュール”を用いた“ソーラー式独立電源ユニット”設置を計画 

㈶やまぐち産業振興財団 省エネ・省資源型産業集積促進コーディネータ 原田隆 
3 
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ISPS-4 は、各国の微小重力学会が企画している国際会議で、主に微小重力空間（宇宙、

航空機実験）、ロケット等の研究発表が行われる学会（写真-1）です。私は、JAXA の宇宙

環境利用 WG に属していたので、前回の奈良（2007 年）から参加しています。 
今回はドイツのボン近郊の Bad Godesberg での開催（2011 年 7 月 11 日～15 日）で、

ヨーロッパの研究者を中心に約 300 人程度の参加者でした。また本学会は、宇宙ステーシ

ョンでの結晶成長及び Si 物性の報告も多く、我々の Si 研究に役立つ、有用な情報を得る

ことが出来ました。 
私は、「月面基地建設時に必要となるコンクリート用固形物をジオポリマー法で月土壌か

ら作る」という報告を行いました。 
写真-2 は欧州宇宙機関（European Space Agency; ESA）のブースです。日本のブース

は無かったのですが、国際宇宙ステーションの日本実験棟 kibo での氷の結晶成長の成果報

告もありました。 
Si 融液物性の研究では、球状 Si の高品質化のために結晶成長時の育成温

度パターンと結晶粒の関係を明らかにする研究報告があり、我々の撥液性基

板での高品質球状 Si 作製研究に関し、多いに参考となりました。特に、球

状 Si 結晶の冷却過程について我々の研究をサポートする内容等も一部報告

され、本当に意を強くしました。 
学会終了後、久しぶりにドイツ国内を旅行しました。南ドイツでは畑の中

に突然太陽電池のパネルが並んだソーラー工場とパネルの取り付け中のソ

ーラー工場が車窓から何度も見られ、太陽電池の普及が進んでいることが体

感できました。 
 
 
 
世界でも独自の超高温材料を創り出す技術を誇る㈱超高温材料研究センターは、宇部

市の名所「常盤公園」に隣接する。6 月下旬、クラスターセンター有志が同センターを

訪問、代表取締役社長の山村氏にインタビューすると同時に見学。 
同センターは、もともと平成 2 年（1990 年）に国や自治体および民間企業（約 40 社）

が加わって第 3 セクターとして設立されたもので、航空宇宙用材料などに代表される世

界最先端の超高温材料の研究開発を目指したものである。同センターは主として建物や

設備の設置と保守運営を担った。一方、研究開発の実務は同センターと切り離され、純

民間会社「㈱超高温材料研究所」に委ねられた。 
第 3 セクターの「研究センター」と「㈱研究所」は平成 17 年（2005 年）合体の上、

新たに商品化を行う事業を付け加えた上で、新生民間会社（出資者：宇部興産㈱を始め

とする日本の主要産業素材企業 44 社）「超高温材料研究センター」として再スタートした。 
同社は山口県宇部市と岐阜県多治見市に二つの事業所をもち、山口事業所は主に新しい材料の創り出しとそれらの分析や評価を

担っている。一方、岐阜事業所は主に新材料の実用性の評価を担っている。 
社長の山村武民氏は、民間企業で長年超高温材料の研究開発に従事し、平成 12 年から同センターの経営に係わってきた方であ

る。 
新生「㈱超高温材料研究センター」は、実験室規模の小さいサイズはもとより、世界でも希有な大型で大量の新材料の開発を行

うことができるセンターである。山村社長は、「このような機能はここをおいて他に例がない」、世界唯一と豪語された。現に多く

の企業から装置の借用や新材料の試作依頼を受けており、全社員 30 数名ながら日本独自の新素材開発を担う覇気が、ひしひしと

伝わってきた。日本のモノづくりの将来に明るいものが見えたひと時でした。 

≪国際会議報告≫                     山口大学 小松隆一 
4th International Symposium on Physical Sciences in Space（ISPS-4） 4 

≪企業訪問報告≫㈱超高温材料研究センター   科学技術コーディネータ 徳勢允宏 
～希有な超高温材料独自技術で世界に羽ばたく純民間研究所～ 5 

インタビューに答える 
山村代表取締役社長 

写真-1 

写真-2 
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 平成 23 年 7 月 1 日（金）、山口東京理科大学（山陽小野田市）において、シリーズ先
端講演会（第６回）「熱電変換技術の最近の展開とその応用」を開催した。 
これまでは、山口大学関連のテーマが中心だったが、今回は、山口東京理科大学のテ

ーマを取り上げた。後援戴いた福岡クラスターからも、２名のご参加を頂き、総勢５４
名が参加。 
まず、山口東京理科大学でナノベースの熱電変換技術に取り組まれている阿武准教授

より、「熱エネルギーを直接電気に変える熱電発電技術」と題して、熱電変換の歴史と最
新動向の紹介を受けた。 
次に、九州工業大学の宮崎教授より、「酸化物熱電材料の開発と微細ポーラス構造によ

る高効率化」と題して、比較的安価な酸化物を微細ポーラス化すること（高電気伝導率
と低熱伝導率の両立化）による、ZT（ゼーベック係数）2.0 を目標とする試みを紹介い
ただいた。 
引き続き、東京理科大学の飯田准教授より、「環境低負荷型シリサイド系熱－電気エネルギー変換材料とモジュール化要素技術

開発および加速する海外 R&D の最新動向－」と題して、非レアメタルで安価な熱電材料のマグネシウムシリサイドを利用した、
自動車エンジン等の高温領域の廃熱回収に関する研究開発の紹介を受けた。特に、シリコンインゴットからウエハを切り出す際
に発生する大量の廃シリコンの再利用を熱電材料の原料として再利用することを試みられ、国内外の企業を含めた“研究共同組
合”を設立するなど幅広い取組の紹介は注目を集めた。 
最後に、㈱富士通研究所の鈴木主任研究員より、「光／熱エネルギーを電気に変換する有機ハイブリッド素子」と題する講演を

いただいた。人体にやさしいフレキシブル化と光（室内室外光）と熱（体温）とを両方利用する発電システムの新提案で将来の
ユビキタス社会を狙った人体無線用電源への適用などを目指した最前線技術の紹介を受けた。 

 
 
 
 
 
宇部市が炭鉱で栄え、急な人口増にあわせて市制をひいたのは、1921 年（大正 10 年）、

今年は市制 90 周年を迎える。これを記念して様々なイベントが計画されているなか、そ
の一つとして三菱 UFJ 銀行と山口銀行の主催、宇部市の共催で、首記セミナーが宇部市
中心部の宇部市文化会館で開催され、地元の企業関係者など約 150 名が参加した。 
 冒頭、久保田宇部市長が日経朝刊（平成 23 年 7 月 4 日付）の 1 面トップ記事「景気、
重荷抱え再浮揚」を引用しながら、東日本大震災から 3 ヶ月半、日本経済は急激な落ち
込みから再び浮揚し始めた。この機会をとらえ宇部市も様々な重荷を乗り越えて頑張る
と挨拶。 
 続いて“市場開拓・技術開発応援制度”について、中小企業基盤整備機構（略称；中小機
構）中国支部から同機構のサポート事業（新連携；事業分野を異にする中小企業による新事業分野などの開拓、地域資源活用；
農林水産物などの地域資源を活用した新商品等の開発など、農商工連携；農林漁業者と商工業者が協力して新商品などの開発生
産）の概要、国際化支援事業（海外展示会出展サポート）、震災にかかる国の支援事業の紹介を受けた。 
 続いて宇部市から、姉妹都市友好協定を結んでいるオーストラリアのニューカッスル市（1980 年）、中国山東半島の威海市（1992
年）の紹介があり、それらのネットワークを生かしたサポートの紹介を受けた。 
 最後に、日本貿易振興機構（JETRO）から、「中国 GDP 世界第 2 位時代の日本企業の対中ビジネス戦略」と題した講演があり、
豊富な調査や事例調査をベースにした、（1）中国市場での競争力強化を通じ、いかにビジネスの拡大を図るか、（2）リスクを知
り、いかにマネージするか、に焦点をあてた有益かつ実務的な教示を受けた。 
 
 
 
 
 
宇部キューブサロンの生い立ちについては、平成 22 年 10 月号（第 4 号）にて紹介し

たように、偶数月（隔月）の第 3 水曜日の夕刻に、地元老舗ホテル「河長」で開催され、
毎回、宇部地域の地域イノベーション精神に溢れた有志数十名が参集する。 
平成 23 年 7 月度は 7 月 20 日（水）に開催された。（1）「エコアクション 21 について」

と題して（特定非営利活動法人）うべ環境コミュニティーの津島榮副理事長、および「ク
ラウドでなにが変わる、なにができるか」と題して㈱ウエイブ（宇部市）の藤崎智行代
表取締役社長が講演を行った。 
津島うべ環境コミュニティー副理事長は、同コミュニティーは設立して 3年目に入り、

中小企業や公的機関の環境経営システム「EA－21」の認証・取得などをサポートする活
動を行っていると紹介後、「EA－21」の取得企業は、全国で 6300 社あり、そのうち山口
県関係は 48 社、宇部市関係は 5 社と報告。 
「EA－21」を取得すると、公共入札などが有利になるポイントも付与されるなど実利も与えられる。 
㈱ウエイブは宇部市に本拠を置く情報システム構築会社で、藤崎社長は今流行のクラウドコンピューティングの利便性を紹介、

月額 800 円程度からサービスを受けられ、書籍のネット販売で有名な「Amazon」社もクラウドコンピューティングサービスを始
めていると紹介。 
講演のあとは恒例の「交流会」。産学官の交流の輪が広がった。 

≪講演会開催報告≫シリーズ先端講演会（第 6 回）「熱電変換技術の最近の展開とその応用」 
～廃熱利用の熱電変換に注目～       事業化コーディネータ 片桐光太郎 6 

≪会議報告≫「元気にジャンプ！事業拡大サポートセミナー」 
～景気再浮揚の兆し、新興国市場にニュービジネスチャンス～   事業総括 倉重光宏 7 

≪会議報告≫第 53 回キューブ（C-UBE）サロン 
事業総括 倉重光宏 8 

冒頭挨拶の久保田宇部市長 
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7 月 21 日に開催された首題研究会に出席した。今回は、平成 23 年度最初の研究会

と言うことでもあり、10：00 から 17：00 まで経営戦略、技術動向、市場動向に関し

て、広範な 5 件の講演があった。 
最初に、LED 照明研究会会長である長州産業㈱岡本要代表取締役社長の挨拶及び

講話があり、同社の経験に基づき、LED を一大産業に育てるには技術開発努力はも

ちろん、それぞれの分野の頂点で活躍されている人との人脈づくりが重要であること

が改めて強調された。 
技術動向については、白色 LED 封止材・蛍光体に関するもので、東京工科大学名

誉教授・山元明氏、㈱東レリサーチセンター構造化学研究部・三好理子氏の講演があ

った。山元氏は、現状の LED 用途の中心である BLU（液晶用バックライト）と一般照明用途 LED では特性要求が異なり、イッ

トリウム系酸化物のガーネット構造の酸素配置の選択・セレン材料比の選択・紫外励起の利用などによる高輝度・高演色性・色む

ら防止が行われていることを紹介された。また三好氏は、LED 封止樹脂の劣化は、光透過率低下の要因となり、LED の寿命や信

頼性に大きな影響を与え、従って、その為の樹脂の詳細な構造解析が重要であると提言された。LED 封止樹脂の代表である、エポ

キシ及びシリコン樹脂を例に、最新の固体 NMR マイクロプローブ・熱走査 FTIR 法・赤外分光法・ラマン分光法による、解析結

果の報告があった。特に、赤外分光法/ラマン分光法により、目的部位の化学構造分布を、1μm 程度の空間分解能で評価できる点、

固体 NMR 法による構造解析・定量分析が出来ることが紹介された。 
LED 光源普及開発機構の小林治彦代表理事から、LED 市場に関する一般情報、及び同機構の活動の一部である東アジアネット

の紹介があり、本年 9 月に日・韓・台・中・豪 5 ヶ国が一堂に会する「東アジアネットワーク協議会」を開催することが告げられ

た。また、最近の機構の活動として、徳島 LED バレイ、妙高 LEDValley との、積極的な参画が評価され、「LEDValley ネットワ

ーク推進協議会」を創設し、活動を開始した。現在、熊本県が検討中であり、数々のシーズがある山口県も、LED Valley 設立の

提案があった。 
最後に、LED 光源普及開発機構の会員でもある、神農流通㈱井上浩一氏から、電球工業会が昨年制定した「JEL801（L16 口金）

直管型 LED 照明」に関する意見が紹介された。 
 
 

 
平成 23 年 7 月 26 日（火）午後、広島国際会議場において、中国地域太陽電池フォー

ラム主催の「太陽電池産業創出 2011in ひろしま」が開催されました。中国経済産業局発

表によると、250 名近い、企業関係者、大学教授・学生が参加。 
 3 月 11 日の東日本大震災を受け、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーへの関

心がさらに高まるなど、取り巻く環境は大きく変化しており、中国地域としても、太陽

電池関連技術で貢献する思いが一層、伝わるフォーラムでした。 
一昨年 9 月に産学官の連携組織として、「中国地域太陽電池フォーラム」が立ち上げら

れ、特に、今年度は①研究開発支援、②事業化・市場化支援、③人材育成支援、④先導

的・試行的事業として「シリコンウエハの切削くずの再資源化」の 4 本柱で推進されている事業概要について、中国経済産業局の

稲葉宏昭参事官、中国地域太陽電池フォーラムの松岡毅サブプロジェクトリーダー、㈱木下製作所の木下潔社長、3 氏から紹介が

あった。 
事業概要説明の後に 3 つの記念講演があり、「太陽光発電の最新技術動向」と題して、豊田工業大学の山口真史特任主担当教授

より、太陽光発電の各種太陽電池の研究開発動向、今後の展望等について紹介があった。 
㈱東芝の稲葉道彦技監からは、「新エネ普及に向けたスマートグリッド・コミュニティへの取り組み」と題して、スマートコミ

ュニティ実証 PJ への取組み等の紹介があった。 
最後に、㈱三菱化学テクノリサーチの三輪泰一郎上席研究員から、「アジア主要国の太陽電池産業動向」と題して、中国、台湾、

韓国、マレーシア、シンガポールにおける太陽電池産業の動向紹介があった。 

≪講演会報告≫平成 23 年度第 1 回 LED 照明研究会 
事業化コーディネータ 池辺謙三 9 

≪会議報告≫中国地域太陽電池フォーラム主催の「太陽電池産業創出 2011 in ひろしま」 
～世界に向けた部素材・製造装置の供給基地へ～ ホットな太陽電池に関する最新情報 

事業化コーディネータ 片桐光太郎 
10 
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①平成 23 年度第 1 回本部会議および第 1 回全体推進会議（平成 23 年 7 月 15 日） 
やまぐちグリーン部材クラスターの最高議決会議である平成 23 年度第 1 回本部会議が平成 23 年 7 月 15 日、JR 新山口新幹線

口前の「山口グランドホテル」で、本部委員が出席のもと開催され、平成 21 年度決算報告の一部修正と平成 22 年度決算が諮ら

れ、満場一致で承認されました。 
また引き続いて、準会員も含めた全会員が参加する平成 23 年度第 1 回全体推進会議が同場所で開かれ、「地域発産業クラスタ

ー形成に向けて」と題して倉重事業総括から基調報告を受けた後、正会員 1 社、準会員 4 社から、それぞれの企業が誇る最新技

術についてプレゼンをいただき、その後、活発な質疑応答が交わされました。（参加者約 80 名）。 
②平成 23 年度第 4 回企画部会（平成 23 年 7 月 22 日） 

企業で言う役員会に相当する企画部会の本年度第 4 回目が、山口県産業技術センターで平成 23 年 7 月 22 日開催され、色々な

報告がなされました。 
 

 
 
 
7/1 【日刊鉄鋼新聞】（日本タングステン）超高輝度 LED 用放熱基板開発「特殊セラミック絶縁層 銅合金に接合」 
7/8 【山口経済レポート】（協和発酵キリン）協和発酵キリン、宇部市に新工場建設「26 年 12 月操業、新規内服固形製剤を製造」 
7/21【読売新聞】（東工大）東工大の発明サムスンに売れた「次世代液晶のカギ 新半導体の特許使用権」 
7/21【日刊工業新聞】（丸善電機）LED シーリングライト「配列工夫、厚さ 39mm」 
8/2 【日刊工業新聞】（オプセル）高速レーザー走査イメージャー「LED 基板検証が容易」 
 
 
 
 
8 月  8 日（月）～10 日（水）3 次元 CAD 初級講座：周南会場（周南地域地場産業振興センター）【㈶やまぐち産業振興財団】 
8 月 29 日（月）～31 日（水）3 次元 CAD 中級講座：周南会場（周南地域地場産業振興センター）【㈶やまぐち産業振興財団】 
8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金）VACUUM2011・真空展（東京ビックサイト）【日本真空工業会、一般社団法人 日本真空協会】 
9 月  6 日（火）平成 23 年度「国内クレジット制度活用セミナー：周南会場）（ホテルサンルート徳山）【中国経済産業局】 
9 月 21 日（水）～9 月 22 日（木）イノベーション・ジャパン 2011 –大学見本市（東京国際フォーラム）【JST、NEDO】 
9 月 28 日（水）～9 月 30 日（金）LED ジャパン 2011（パシフィコ横浜）【㈱ICS コンベンションデザイン】 
 
 
 
 

平成 23 年度山口大学公開講座（特別講座）「実用講座 真空技術の基礎と応用」が下記のとおり開講されます。 
山口大学では、真空技術をベースに真空プロセスやマイクロ加工といった応用技術までを体系化した教育プログラムを、本

講座にて提供します。 
これにより製造現場で中核的役割を担う人材の育成を行う予定で、今年度 9 月 30 日より開講する当公開講座の受講生を募集

しています。お申し込みは下記、ホームページからお願いします。（定員になり次第締切） 
                 記 
1．日   時：平成 23 年 9 月 30 日（金）～（詳細は下記ホームページ参照） 
2．場   所：山口大学大学院理工学研究科・常盤キャンパス 山口県宇部市常盤台 2-16-1   
3．申込先等：山口大学工学部 企画・広報・国際係 TEL ：（0836）85－9030  
4．主  催：山口大学大学院理工学研究科、山口大学エクステンションセンター 
5．協  力：地方独立行政法人山口県産業技術センター 
6．支  援：㈲山口ティー・エル・オー 
7．ホームページ：http://www.vacuum.eng.yamaguchi-u.ac.jp/ 

 
 
 
今年は、山口県内各所にて、おいでませ「山口国体」：第 66 回国民体育大会（10 月 1 日～11 日）、おいでませ「山口大会」：第

11 回全国障害者スポーツ大会（10 月 22 日～24 日）が開催されます。 

平成 23 年に行われる山口国体は、昭和 38 年（1963 年）の前回大会から実に 48 年ぶりの開催となりますので、みなさまの応援

をよろしくお願いします。 

【こんな会議を開きました。】 
 11 

【新聞掲載情報】 
 12 

【行事予定】 
 13 

【クラスターセンターからのお知らせ】 
 14 

≪ 編 集 後 記 ≫       広報企画員 豊守亜希 
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無断複製・転載は、固くお断り申し上げます。 
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