三重 の

イチ

● 名 称／尾鷲物産株式会社
● 所在地／〒519-3612 三重県尾鷲市林町1-33
● 代表者／代表取締役社長 小野 博行
● 事業内容／魚類養殖、近海延縄漁業、
水産加工業、小売業
● 企業理念／
一．伝統と信用を重んじ、業界で優れた企業になることを目指す。
二．社会に、お客様に、質のよい価値ある商品、サービスを提供する。
三．取引き先から信頼され、親しまれる企業への不断の努力を
重ねる。
四．感性豊かな企業文化、
自由闊達な社風、働き甲斐のある企業
風土を創る。
五．一人一人が生産性を高め、高付加価値を生み出し、社員の豊
かなゆとりのある生活を実現する。

尾鷲物産株式会社
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【URL】https://www.owasebussan.net/
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全学軽音楽部

日時／毎週月曜日・水曜日 16：30〜日没
土曜日 9：00〜13：00
活動場所／三重大学内テニスコート

活動は

日時／授業期間中 毎週土曜日 10:30〜18:30
長期休暇中 毎週水曜日・土曜日 10:30〜18:00
活動場所／翠陵会館3階

生産・加工、
そして販売を一手に担う総合水産会社
尾鷲物産は、
ブリの養殖やマグロ漁をはじめとする漁業と、鮮魚の加工・販売を行っている
水産会社です。
鮮魚の加工においては、最新鋭機器の導入やオリジナル機器の開発も積極的に進めてお
り、作業効率の向上や安定供給・衛生管理の強化に努めています。特に、高い精度で鮮魚を切
り分ける部位別加工やスライス加工技術は「必要な部位を、必要な時に、必要なだけ仕入れた
い」
という多くのニーズに応えることができ、飲食店の人材不足が問題となっている日本企業
にとって、救いの手となっています。
尾鷲物産の直営店である
「おわせお魚いちば おとと」
では、尾鷲物産の新鮮な魚のほか、季
節の野菜など、地域の農産物も販売しています。
レストランも併設されており、海鮮丼や鯛茶漬
けをはじめ、その日獲れた新鮮な魚介類を、高い品質で安く提供しています。

国際規格も取得、
世界中に新鮮な魚を届けたい
小野社長は約20年前、
ノルウェー視察で見た大
規模な水産加工機械や、政府が主導となって市場
調査を行い、生産から流通・消費までの仕組みを
整えていたことに感銘を受けたそうです。そして、
このノルウェーのサプライチェーンが今の尾鷲物
産のビジネスモデルになっていると伺いました。
そして尾鷲物産では、鮮魚加工の会社としては
国内初となる、国際規格「SQF2000」の認証を取得
しており、
より厳しい基準で、安心安全・高品質の
商品を提供しています。
また保存技術や殺菌技術

▲工場では機械化が進み効率的な魚の加工が行われています

安心安全を支える責任と挑戦の心
三重大学大学院生物資源学研究科卒業生の後藤さんは、大学で学んだ水産の知
識を活かしたいと思い尾鷲物産へ入社しました。会社では品質管理課に勤めており、
商品の品質の検査・管理をしています。
入社後は、自分が尾鷲物産の安心・安全で高い品質を支えているのだと実感し、責
任感を持って仕事に取り組んでいるそうです。勤務地である尾鷲市について伺うと
「初めは方言など戸惑うこともあったが、静かなところでのんびり働け、気さくで優し
い方が多く良いところ」
と話されていました。
後藤さんは、やると決めたことは最後までやり通す性格で、学
生時代は研究に没頭していたそうです。
「学生時代に一生懸命取
り組んだことは、分野に関係なく必ず将来に活きてくる。常に挑

地域の産業と
世界を見据える革新的な
会社だと感じました！

こんにちは！全学ソフトテニス部です。私たちは現在35名で
活動をしています。毎年、春と秋にある東海大会で、
より上のリ
ーグへ昇格するために日々練習をしています。
皆さんの中には「大学では、サークル」
というイメージが少な
からずあると思います。そこで、サークルとの違いを説明する
と、①学内のコートが使えること
（自主練できます！）、②幅広い
大会に出場できること、③ほぼ毎回全員が集まること、④OB・
OGとの繋がりの深さ、
というところに違いがあると考えます。部
活とサークルでは異なるところもありますが、
「部活」も視野に
入れてほしいです。
また、キャンプなどのイベントもあり、２年生からの途中入
部・初心者の部員も関係なく、仲の良さには自信があります。
興味を持っていただければ、大会結果・写真等も載っている
のでHPなどご覧ください。

全学軽音楽部は、音楽が好きでバンドをやりたい人達が集
まって活動している部活動です。現在の部員数は約100人！みん
なそれぞれ好きなアーティストやバンドの話で盛り上がった
り、それをきっかけに仲良くなれたりします。
好きなアーティストの曲をコピーして演奏することが多いで
すが、オリジナル曲を作って披露することも勿論可能です。部活
は毎週土曜日に活動しています。翠陵会館3階でスタジオを設
営し、バンドごとに練習します。練習の成果を皆に披露すること
ができるライブを定期的に開催していて、頻度も多いです！部
活ならではの夏合宿も行っており、更には大学内だけでなく、
他大学のバンドとの合同ライブに参加できる機会もあります。
興味のある方は是非気軽に見学に来てください！

戦する心を持っていてほしい」
とアドバイスをいただきました。

の向上に向けた研究を三重大学などと共同で行
っており、世界中に新鮮な魚が届けられることを
目指しています。
小野社長に、今後の展望についてお伺いしたと

代表：男子

ころ
「世界では「SUSHI」が和食ブランドとして注目
されている。
ここに、脂の乗った尾鷲物産のブリを
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売り込んでいきたい」
と話していただきました。

レポーター

▲仕事中の真剣な後藤さん。
品質管理を担当しています

▲（左から）小野社長、
三重大学卒業生の後藤さん

馬場 拓海

生物資源学部
共生環境学科 2年

代表：女子

西田 燎平（工学部 3年）
伊藤 加奈（生物資源学部 3年）

ＨP

Twitter

【HP URL】http://mieunivstc.web.fc2.com/
【Twitter URL】https://twitter.com/mie̲tennis̲unv
【Instagram URL】https://www.instagram.com/yawarakatennis̲mie/

Instagram

代表

大谷 亮介（工学部 3年）

ＨP

Twitter

【HP URL】http://miekeion.web.fc2.com/index.html
【Twitter URL】https://twitter.com/mie̲uni̲keion
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天狗ぅ
活動は

室内楽団

日時／毎週火曜日・金曜日 18:30〜21:00
活動場所／三重大学グラウンド

活動は

こんにちは！学生よさこいサークルの天狗ぅです！突然です
がみなさんは「よさこい」
とはどんなものか知っていますか？？
よさこいとは、お祭りのステージ上でお客さんの前で踊ること
です！お祭りによっては審査などがあり、そこで賞をいただけ
るととてもうれしいです！私たちは三重大学生だけでなく、高
田短期大学、三重短期大学、県立看護大学などの三重県内の
大学生が集まって活動していて、週に2.3回程度、主に三重大
学のグラウンドで練習を行っています。
三重県をはじめ、全国各地のお祭りに参加させていただ
き、賞を目指したり、お客さんを楽しませることを目標にして
います！また、運動会やBBQやスノボなど楽しいイベントも行
っています。
是非天狗ぅに入って一生忘れない思い出を一緒に作りまし
ょう！

代表

大島 慶二（工学部 2年）

【Twitter URL】https://twitter.com/tenguyosakoi
【Instagram URL】https://www.instagram.com/tengu̲yosakoi/
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Twitter

Instagram

医学部サッカー部
活動は

日時／毎週月曜日・水曜日 17:00〜19:00
土曜日 9:30〜12:00
活動場所／文科系サークル共用施設C室
（課外音楽棟C室）

室内楽団はヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスの４
種類の弦楽器を用いた合奏を行っているクラブです。部員数は
約10名と少ないですが、少人数だからこそのアットホームで自
由な雰囲気で活動しています。
活動としては、毎年冬に定期演奏会を開催しているほか、年
に２回ほど部内発表会として小さな演奏会を行っています。定
期演奏会ではOB・OGや賛助の方々にご協力いただき、弦楽オ
ーケストラの編成でクラシックの曲目を中心に演奏していま
す。部内発表会では、部員に限らず楽器を弾いている部外の友
達も含めた好きな編成でアンサンブルができます。
クラシック
曲に限らない好きな曲にチャレンジできますよ！
弦楽器と聞くと難しい印象を持つ人も多いと思いますが、大
学から音楽をはじめた部員も多く在籍しています。ぜひ普段の
活動や演奏会に来てみてください！

代表

白木 健太（医学部 5年）

【HP URL】https://shitsugaku.wixsite.com/muco
【Twitter URL】https://twitter.com/soundtamanegi

ＨP

Twitter

東洋医学研究会
活動は

日時／毎週月曜日 18:00〜20:00
水曜日・金曜日 16:00〜18:00
土曜日 9:00〜11:00
活動場所／サッカー・ラグビー場

こんにちは、医学部サッカー部です！私たちは現在プレー
ヤー27名、マネージャー15名で、初心者・経験者を問わず活

日時／毎週水曜日 18：15〜19：30
活動場所／医学部校舎先端医科学教育研究棟2階
基礎第一講義室

東洋医学研究会は、医学部を中心に現在38名の学生が在籍
しているサークルです。

動しています。創設50周年を迎えた今夏は、関西医療系リー

通常部会は週に1回、1時間程度、漢方薬や東洋医学の考え方

グ1部昇格、西日本医科学生総合体育大会でベスト8という結

についてプレゼン形式で勉強会を行っており、2月には合宿形

果を残すことができました！来年は今年以上の成績が残せる

式での勉強会を開催しています。
また、東海・北陸地方の東洋医

ように、部員一丸となって日々一生懸命練習に励んでいます。

学研究会との合同勉強会である東百会や、京阪神地区の東洋

また、先輩後輩の仲が良く、練習や試合の後にはみんなでご

医学研究会との合同勉強会である西虎会にも参加しています。

とうひゃっかい

さい

こ かい

飯に行ったり、部員同士で旅行やスノーボードに行ったりと

三重大学祭ではトロピカルドリンクの店舗を毎年出店して

和気あいあいと活動しています。プレーヤーもマネージャー

います。
ご来店の際に回答いただきましたアンケート調査をも

も大歓迎です。公式HPやTwitter、Instagramで詳しい活動

とに、
日本東洋医学会学術総会において発表を行いました。
ま

情報を発信していますので、是非見学に来てください。新歓

た、令和元年度の全国東洋医学会学術総会学生セッションで

で待ってます！

は、最優秀活動賞をいただきました。

代表

草刈 俊樹（医学部 3年）

ＨP

【HP URL】https://mieumedfc.wixsite.com/mieifc
【Twitter URL】https://twitter.com/mieisoccer
【Instagram URL】https://www.instagram.com/mie̲i̲soccer

クラブ・サークル

クラブ・サークル
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Twitter

Instagram

代表

毛利 啓人（医学部 3年）

ＨP

Twitter

【HP URL】https://toikenmieuniv.wixsite.com/toikenmieuniv
【Twitter URL】https://twitter.com/toiken̲mie
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