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Events 2002年度

3月26日(水) 
相楽さんが荷物整理をして去っていきました. 
詳しくは こちらから.

3月25日(火) 
10時からは, 金沢大学学位記･修了証書授与式 
15時からは, 集合写真撮影 
18時からは, 電気･情報学科の謝恩会 
21時30分からは, 追コンがありました.

3月24日(月) 
コマツの土井下さんがリクルータとして研究室に来ました．

3月20日(木) 
富士電機の萩原さんがリクルータとして研究室に来ました．

3月18日(火) 
井添さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

3月13日(木) 
内藤さんの論文掲載 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

3月12日(水) 
村尾君の誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

3月4日(火) 
研究室最後の日となった 
ボブ(市崎君)が鯛焼きを買ってきてくれました. 
詳しくは FFP まで.

2月28日(金) 
相楽誠一さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

2月26日(金) 
内藤浩行さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

2月20日(木) 
卒業論文発表がありました. 
詳しくは こちらから.

2月14日(金) 
修士論文発表がありました. 
詳しくは こちらから. 

その後, 研究室で鯛焼きを食べました. 
詳しくは FFP まで.

1月31日(金) 
向井さんの論文掲載 FFP がありました. 
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詳しくは FFP まで.

12月27日(金) 
河合康典さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

12月26日(木) 
研究室の忘年会がいたるでありました. 
詳しくは FFP まで.

12月16日(月) 
CDC2002 と CPRA2002 に行ってきました. 
詳しくは こちらから.

12月12日(木) 
4年生の卒業研究中間発表がありました. 
詳しくはこちらから.

12月5日(木) 
OBの西君の誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

11月21日(金) 
FFP がカプリチョーザでありました. 
詳しくは FFP まで.

11月13日(水) 
内山さんが来て, 論文投稿&掲載FFPがありました. 
詳しくは FFP まで.

11月8日(金) 
河合宏之さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

11月2日(土) 
工学部のオープンキャンパス「てくてくテクノロジー」が開催されました. 
詳しくはこちらから.

10月22日(火) 
河合康典さんのC&C財団に渡航費申請が通り, お祝いFFPが行われました. 
詳しくは FFP まで.

10月18日(金) 
去年, 卒業した江波君が遊びに来ました. 
詳しくは FFP まで. 

その後に, 研究室で飲み会に行きました. 
詳しくはこちらから.

10月16日(水) 
藤田先生の誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

10月13-4日(日, 月) 
jaist 4期生が遊びにきました. 
詳しくはこちらから.

10月12日(土) 
梅さんが遊びにきました. 
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詳しくはこちらから.

10月8日(火) 
西村君の誕生日FFPがありました. 
詳しくは FFP まで.

10月4日(金) 
Tibken先生とOliver先生らが研究室に来られました. 
詳しくはこちらから.

9月27日(金) 
さっちぃー(北川君)の誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

9月25日(水) 
中川君(藤田研OB)の誕生日 FFP がありました.

9月24日(火) 
とし君(藤田君)の誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

9月3-4日(火, 水) 
研究室旅行へ行ってきました. 
詳しくは FFP まで.

8月28日(水) 
大学院試験があり, B4の石川君と村尾君が合格しました. 
詳しくは FFP まで.

8月28日(水) 
内山さんからお土産のメロンが届き, みんなで頂きました. 
詳しくはこちらから．

8月7日(水) 
高校生見学会が行われました. 
詳しくはこちらから．

7月29日(月) 
学科のソフトボール大会がありました. 
詳しくはこちらから．

7月15日(月) 
事務の鈴木さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

7月12日(水) 
河合宏之さんの論文掲載 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

7月12日(金) 
向井さんの誕生日 FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

6月28日(金) 
システム制御セミナーに, 東京都立科学技術大学の児島 晃 助教授 が来られ ました. 
詳しくはこちらから．

6月26日(水) 
研究室全体の就職内定祝い FFP がありました. 
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詳しくは FFP まで.

6月24日(月) 
藤田研 OB の中川君の就職内定祝いがありました. 
詳しくは FFP まで.

6月21日(金) 
ACC 2002で向井さんが Best Presentation of Session Award をとり, 
副賞の写真が送られてきました. 
詳しくはこちらから．

6月19日(水) 
石川君の誕生日会を祝う FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

6月18日(火) 
西村君の就職内定祝いがありました. 
詳しくは FFP まで.

6月17日(月) 
3年生を対象に LEGO による藤田杯が行われました. 
詳しくはこちらから．

6月13日(木) 
市崎君の就職内定祝いがありました. 
詳しくは FFP まで.

6月12日(水) 
東先生の誕生日会を祝う FFP がありました. 
詳しくは FFP まで.

6月11日(火) 
新入生と思われるザクⅡ君が藤田・東研にきました. 
詳しくはこちらから．

6月2日(日) 
OB の井波君と原君が EKIDEN に出場しました. 
詳しくはこちらから．

5月23日(水) 
北川君の就職内定祝いがありました. 
詳しくは FFP まで.

5月21日(火) 
相楽君の就職内定祝いがありました. 
詳しくは FFP まで.

5月15日(水) 
東先生，向井さんがアメリカから帰ってきました. 
詳しくはこちらから．

5月10日(金) 
アイシン・エイ・ダブリュの梅村さんが研究室に来ました. 
詳しくはこちらから．

5月9日(木) 
CMU (Carnegie Mellon University) に留学していた今村さんが研究室を訪 れました. 
詳しくはこちらから．
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5月8日(水) 
市崎君の誕生日会がありました. 
詳しくは FFP まで.

5月8日(水) 
川崎重工業の加賀谷さんがリクルータとして研究室に来ました. 
詳しくは こちら から.

5月7日(火)～ 
東先生，向井さんが 2002 American Control Conference に参加しました． 
詳しくはこちらから．

5月6日(月) 
東先生，向井さんのアメリカ行きの見送りに行ってきました． 
詳しくはこちらから．

4月27日(土) 
4年生歓迎バーベキューを医王山で行いました． 
詳しくは FFP まで．

4月19日(金) 
石川島播磨重工業の渡辺さんがリクルータとして研究室に来ました． 
詳しくはこちらから．

4月19日(金) 
井添さんの誕生日会が行われました． 
重大発表あり！！ 
今回は特別ゲストも登場しました．詳しくは FFP まで.

4月15日(月) 
富士電機の萩原さんがリクルータとして研究室に来ました．

4月12日(金) 
滑川先生が観桜会に出席するため金沢に来ました． 
その後研究室で飲み会を開きました. 詳しくはこちらまで．

4月10日(水) 
4 年生向けに研究室紹介がありました．

4月8日(月) 
平井さんがリクルータとして研究室に来ました．

4月4日(木) 
前期授業開始

4月3日(水) 
研究室一同で花見に行きました． 
詳しくは FFP まで．

4月3日(水) 
内山さんが来られ，誕生日会を行いました． 
詳しくはこちらまで．

4月2日(火) 
学振の特別研究員の菅沼さんが来られました． 
詳しくはこちらまで．
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/030326/030326.html[2015/04/24 15:33:38]

相楽さんとの別れ
March 26, 2003

相良さんが最後の荷物整理に研究室を訪れました. 

記念の写真をとりました. 

       

明るい未来が待っていそうです さようなら, また会う日まで



集合写真撮影 March 25, 2003
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集合写真撮影
March 25, 2003

研究室一同が集まり, 集合写真を撮りました. 
卒業にあたり卒業生から先生へ, 
また先輩方にプレゼントを贈呈しました. 

       

工学部正門前での集合写真

       

藤田先生へプレゼント贈呈 プレゼントのOBAKETSUとなぜかボブ

       

西村さんへ こじゃれた時計でした



集合写真撮影 March 25, 2003
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相良さんへ OBAKETSUの時計でした



謝恩会 March 22, 2002
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謝恩会
March 22, 2002

電気･情報工学科謝恩会 
場所: 金沢都ホテル 
時間: 18時から 

ほんとうに先生方, 職員の方ありがとうございました. 

また B4 のさっちい(北川君)が電気学会から優秀学生に選ばれました. 
おめでとうございます. 

謝恩会での集合写真

       

おめでとうございます.
これからもがんばってね!!

東先生に感謝の意をこめ
ビールをつぎます



謝恩会 March 22, 2002
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しばしの歓談
ほとんど, 食べてばっか

相楽さん
もう, 出来上がっております

       

とし君, 村尾君, 東先生 村尾君の｢コマネチに｣ボブの中途半端な｢コマネチ｣
で も, 今日はボブはかなり頑張りました☆



追コン March 22, 2002
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追コン
March 25, 2003

謝恩会のあとに追コン開きました. 

       

楽の市です 謝恩会ですでにアルコール入ってるぞ

       

ボブが発表 ボブトーク炸裂

       

メダルゲットだぜ 円月斬も見納め
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 Fujita Family Party

March 18, 2003

第91回FFP

井添さんの誕生日FFPがありました. 
おめでとうございます. 

25歳になりました. 

井添さんの抱負は 
｢毎日を楽しくすごす.｣ 
です. 

       

井添さんおめでとうございます さがらさん→よっちさんへのプレゼント

       

笑顔のよっちさん 不二家のケーキ
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「任せてください井添さん」by シゲキ 「D1で合コンいくか？」

       

旅行の思い出について 村尾君ガラスに激突
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 Fujita Family Party

March 13, 2003

第90回FFP

内藤さんの論文掲載FFPがありました. 
おめでとうございます. 

お馴染みの鯛焼きでのFFPです. 

最近, 鯛焼きを食べる機会が多いです. 
だけど, 1度食べればやみつきになる 
そんな, 鯛焼きです. 

       

鯛焼きです. 内藤さんと藤田先生のトーク

       

鯛焼きを食べる1 鯛焼きを食べる2



ffp 89st
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 Fujita Family Party

March 12, 2003

第89回FFP

村尾君の誕生日FFPがありました. 
おめでとうございます. 

22歳になりました. 
来年からいよいよM1です. 

村尾君の抱負は 
｢アップ, アップにならずに勉強を頑張る｣ 
です. 

あと, 
｢来年からは, 朝早く(10時まで)学校にくる｣ 
と宣言しました. 
↑ 
とWeb上に載せたので 
公約を達成できるよう 
頑張りましょう(お互いにですが) 

     
  

今回はシュークリームとアップルパイです
おいしそう

シュークリームとアップルパイをまわしまーす
☆
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抱負を語る村尾君 村尾君. シュークリームをガブリ

       

来期M1コンビ. あれ, あと1人は? ここにいました

       

シュークリームを選ぶ藤田先生 シュークリームを片手に
藤田先生のトーク
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 Fujita Family Party

March 4, 2003

第88回FFP

ボブ(市崎君)が研究室最後となるこの日, 
研究室のメンバーのために 
鯛焼きを買ってきてくれました. 

ボブの社会人になる来年の目標は 
｢これからは, 人付き合いを大切に生きていく!!!! ｣ 
です. 
↓ 
｢おぉーっ｣(研究室のメン バー全員) 
↓ 
なんか, ボブがビックにみえました☆ 

来年は会社の部活で野球もやると宣言していました. 
背番号の上には｢BOB｣となっているのでしょうか? 
来年のソフトボール大会には助っ人でまってます. 

ボブ, これからも頑張れ!! 

       

ボブの厳選した鯛焼き 藤田先生と東先生のツーショット
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社会人の抱負を語るボブ 鯛焼きいただきまーす

       

ボブトーク炸裂 人を笑わせるのは, もはや特技(なのかな？)

       

ボブと彼の恩人相楽さん(右)
ボブの新アイテム?｢カメラでポン♪｣

自分自身を撮ってます
これをひさっげ来年は…



ffp 87st
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 Fujita Family Party

February 28, 2003

第87回FFP

相楽さんの誕生日FFPがありました. 

24歳になられるそうです. おめでとうございます. 
24歳の抱負は｢24らしく社会に出ても頑張る｣ 
です! 

例年, この時期は人が少なく 
FFPの参加する人が少ないのを相楽さんは懸念されてましたが 
なんのその, 15人は超えてました. 

今回ののケーキは相楽さんのお母様の手作りケーキでした. 
研究室一同おいしく頂きました☆ 

相楽さんは来年から活躍の場を東京に移されます. 

今回のFFPは藤田研OBの原さんも 
参加してくださいました. ありがとうございました. 
原さんも活躍の場を東京に移されます. 

お二人の多方面でのご活躍を期待しています. 
相楽さんの東京での楽しい話を研究室一同, 心から期待しています!! 

       

お母様の手作りチーズケーキです. 相楽さん
24になりました.
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相楽さん｢24らしく生きます｣
皆様, やや苦笑中

(左から)西(よっち)さん, 井添さん, 原さん
そして, 藤田先生

       

ケーキ片手に佐渡旅行を語る中川さん ケーキ後のトーク, 思えば長かった…

       

相楽さんの怒涛の言葉攻めに
よっちさんタジタジ 相楽さん｢原君, 来年頼むよ!!｣
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 Fujita Family Party

February 26, 2003

第86回FFP

内藤さんの31回目の誕生日FFPがありました. 

おめでとうございます! 

内藤さんの今年の目標は 
｢31になってこそ平穏に生きる｣ 
だそうです. 

来年から地元(大阪)でのご活躍を期待してます! 

       

むらおかのおいしそうなケーキです ラ・パレットのおいしそうなケーキです

       

内藤さんのちょっとだけ(?)鋭い眼差し
31の貫禄か

4年生の暖かい祝福に囲まれる内藤さん
でも, 目線はみんなケーキ?
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ケーキ後のトーク1 ケーキ後のトーク2
主役は内藤さんでは?

       

内藤さん
まったりモード

もはやノリノリの相楽さん
2日後のFFPで…



卒業論文発表 February, 20, 2003
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卒業論文発表
February, 20, 2003

卒業論文発表がありました． 
4年生の皆さん, お疲れ様でした． 

       

石川 繁樹 です.

       

市崎 育宏です.

       

北川 悟史です.



卒業論文発表 February, 20, 2003

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020220/020220.html[2015/04/24 15:34:03]

       

藤田 常利です.

       

村尾 俊幸です.



修士論文発表 February, 14, 2003
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修士論文発表
February, 14, 2003

修士論文発表がありました． 
相楽さん, 西村さん, お疲れ様でした． 

Date Number Name Title 予稿 スライド

2月14日
 13:00 E-4 相楽 誠一

線形行列不等式条件に基づく
線形むだ時間システムの出力フィードバック制

御
に関する研究

資料1 資料 2

13:30 E-5 西村 昭彦  H∞制御によるTCP/AQMネットワークの
輻輳制御器設計に関する研究 資料1 資料2

 * 予稿（資料1）は, 卒業研究本発表の要旨（A4一枚）です. 
 * スライド（資料2）は, 発表で用いるスライドを資料化したものです. 

       

「線形行列不等式条件に基づく
線形むだ時間システムの出力フィードバック制御
に関する研究」

これが終われば春休みだ!!

       

「H∞制御によるTCP/AQMネットワークの
輻輳制御器設計に関する研究」 これが終わったらすぐに帰るぞ!!

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/sagara.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/sagara.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/sagara_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/sagara_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/nishimura.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/nishimura.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/nishimura_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020214/nishimura_slide.pdf
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 Fujita Family Party

February 14, 2003

第85回FFP

修士論文発表の終了記念FFPがありました. 

相楽さん, 西村さん, 中川さん(磁場研), 西さん(長野研) 
お疲れ様でした. 

もはや, 定番化した鯛焼きでのお祝いです. 

そういえば, 偶然にも 
2月14日はバレンタインデーじゃないですか! 

そんな, 貴方には｢ココア｣味の鯛焼きがおすすめです. 
ごちそうさまでした 

       

相楽さん, 中川さん
修論終わりほっと一息 鯛焼きを選ぶ中川さん

       

和やかな(ちょっとまったり)なムード 内藤さん
まったりと(?)みんなを見ています
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 Fujita Family Party

January 31, 2003

第84回FFP

向井さんの論文の掲載記念FFPがありました. 

向井さん, おめでとうございます!! 

研究室ではもはやお馴染みとなった 
鯛焼きでのお祝いです. 

研究室では, ｢抹茶｣｢宇治金時｣味が人気です. 
ちなみに, 私(FFP製作者)は｢つぶあん｣ずきです. 

       

鯛焼きです
見ただけでもおいしそう!!! 少し照れてる(?)向井さん

       

鯛焼きに食らいつく! ボブです.
なぜにそこまでカメラ目線??
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 Fujita Family Party

December 27, 2002

第83回FFP

河合康典さんの誕生会FFPがありました. 

やっさんの来年の抱負(今年はもうすぐ終わりです)は 
｢来年こそ, ケガをせずに頑張る｣ 
とのことでした. 

また, やっさんのFFPに 
保健学科の田中さんが参加していただきました. 
ありがとうございました. 

年末のFFPということもあって, 
年末年始の過ごし方についての話題で盛り上がりました 
ちなみに田中さんは 
｢大晦日は, 研究室でどん兵衛を食べて年を越す｣ 
とおっしゃていました. 
お忙しい中, ほんとにありがとうございました. 

       

レ･スールのケーキです 保健学科の田中さんです

       

抱負を語るやっさん ケーキを選ぶやっさん
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来年のソフトボール大会期待して います

       

食べながらでも, トークに花を咲かせます こちらはケーキを食べるのに集中してます

       

田中さん. 正月休みもないそうです こちらはさっちい
正月についてアツク(?)語っています
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 Fujita Family Party

December 26, 2002

第82回FFP

研究室の忘年会がありました. 

研究室のメンバー全員とJAISTからきて下さった井波さんを加えて 
今年のたまっていたものを全て発散すべく 
大いに盛り上がりました. 

1次会の後の2次会としてカラオケ(シダックス)に行きました. 
忘年会にふさわしい(?)皆さんの熱唱ぶりでした. 

2002年も残すところ後少し. 
2003年も今年以上に充実できるように頑張りましょう. 

       

いたる前での集合写真です 飲む前の和やかなムード

       

ビールをつぐ内藤さん おいしそうなビールに仕上がりました
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食べるほうも絶好調です 先生方もご満悦です

       

コースメニューを踏み外して
かに雑炊を食べるとし君 先輩からの手厚い(?)洗礼です

       

仲良しコンビです 強烈なツッコミが入りました
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東先生の熱唱です こちらはボブの熱唱
ミュージシャンも顔負けです



CDC2002 Dec. 9-16, 2002
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CDC2002 & CPRA2002

Dec. 9-16, 2002

CDC2002 と CPRA2002 に行ってきました. 今回は，井添と河合（康）です． 

       

いよいよ関西国際空港から出発です CDCの会場(Venetian Hotel)です

       

CDCの会場(Venetian Hotel)です 夜だとこんな雰囲気です.

       

ホテルの中ですが，船にも乗れます. 発表前で緊張してます. 
発表の様子は本人にお問い 合わせください



CDC2002 Dec. 9-16, 2002
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発表が終わり乾杯です. 
太田先生と藤田先生も ご一緒です.

ついでに私たちも. スーツが似合わないですね
来年からはポロシャツです.

       

Workshop で井添が発表です. 
余裕です. 井添の発表です.

       

もう，帰国です. あれは. ラスベガスにもお別れです. 
この後，いろいろあり ましたが‥．
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卒業研究中間発表
December, 12, 2002

卒業研究中間発表がありました． 
4年生の皆さん，お疲れ様でした． 

皆さんすばらしい発表でした. 
あえて5人の中で選ぶなら, ベストプレゼンテーション賞は 
北川君でした. 

後日, やっさんから記念品が贈られます. 

Date Number Name Title 予稿 スライド
12月12日

 9:00 E6 石川 繁樹 マルチビークルシステムと上位の制御機構を用い
た衝突回避問題 資料1 資料 2

9:11 E7 市崎 育宏 インターロックフィードバックモデルを用いた概
日リズムの動態解析 資料1 資料2

9:22 E8 北川 悟史 視覚フィードバックを用いた自動飛行船システム
の構築 資料1 資料2

9:33 E9 藤田 常利 ループ整形による TCP/AQM ネットワークに対す
る制御系設計 資料1 資料2

9:44 E10 村尾 俊幸
マニピュレータダイナミクスを考慮したロボット

の 
 3 次元視覚フィードバック制御

資料1 資料2

 * 予稿（資料1）は, 卒業研究本発表の要旨（A4一枚）です. 
 * スライド（資料2）は, 発表で用いるスライドを資料化したものです. 

全員集合

左から石川君,
市崎君
北川君
藤田君

村尾君です

       

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ishikawa.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ishikawa.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ishikawa_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ishikawa_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ichizaki.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ichizaki.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ichizaki_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/ichizaki_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/kitagawa.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/kitagawa.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/kitagawa_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/kitagawa_slide.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/tsunetoshi.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/tsunetoshi.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/tsunetoshi.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/tsunetoshi.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/toshiyuki.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/toshiyuki.ps
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/toshiyuki.pdf
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021212/toshiyuki.pdf
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石川 繁樹 です

       

市崎 育宏です.

       

北川 悟史です.
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藤田 常利です

       

村尾 俊幸です



ffp 81st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021205/021205.html[2015/04/24 15:34:27]

 Fujita Family Party

December 5, 2002

第81回FFP

OBの西君(よっち)の誕生会FFPがありました. 

なんと, 今年の抱負を考えてきたというではありませんか？ 

その抱負とは, なんと偉大な先輩を追い越すということでした. 
偉大な先輩とは2年前のOBである梅村さん です. 

西君は梅さんと同じ会社に就職しますので, ライバル視しているのかな･･ 

それより, いろんな意味で梅さんを越すのは難しいと思います. (個人的に･ ･･) 
頑張ってください. 

       

風月堂のケーキ おめでとうございます

       

すごい抱負です みんな苦笑中です
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うん, おいしい よっち, ガンバレや!! (激励中)
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 Fujita Family Party

November 21, 2002

第80回FFP

今回のFFPには, 2つの目的がありました. 

1. 最近, 飲み会が少ないためFFPで親睦を深める. 
または, ストレス発散 

2. 宏さん(河合 宏之)彼女への感謝（ケーキありがとうございます.） 

個人的(相楽)に飲みすぎてしまい, ケーキのお礼を忘れてしまいました. 
この場を借りて, ありがとうございました. 

このFFPの幹事は4年生の村尾君でした. 
ご苦労様です. 
今回から新コーナー, 幹事の一言を追加しました. 
幹事の一言：皆さん, 飲みが足りませんねぇ.. 

また, 今回だけ同伴者が1名無料になるというFFPでした. 
これはFFPが研究室メンバーのみであることや, FFPの目的の2に関係してい ます. 
よって宏さんは彼女を, 
やっさん(河合 康則)はC&C財団の集まりで知り合った保健学科の田中さんを 連れてきました. 

このFFP以来, 風邪が研究室に流行っています. 
ぜひ, 気をつけてください. 

このFFPに参加していただいた柳生さん(宏さん彼女), 田中さん, ありがと うございました. 
JAISTから来てくれた井波君, ありがとう 

       

カプリチョーザに集合 ヒロさんカップル登場
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料理がくるまでのひととき 自己紹介おねがいします

       

ボブがビールをついでくれました 
次回, 幹事よろしく 相楽君食べすぎです

       

よっ, 名幹事!! このコーナーだけ雰囲気が 
大人な話題
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相楽君飲み過ぎです もうムリ
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 Fujita Family Party

November 13, 2002

第79回FFP

内山さんの論文掲載 & 投稿 FFPがありました. 

う～ん, おいしいケーキでした. 
なんて名前だったけ？？(←教えてください) 

内山さん, おめでとうございます☆ 
またおいしいケーキ期待してます!! 

       

おいしいケーキ
クリームがアイス!! ケーキ選び

       

うん, おいしい
思わず笑みが 談笑中
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 Fujita Family Party

November 8, 2002

第78回FFP

河合宏之さんの誕生会FFPがありました. 

例年通りの彼女の手作りケーキでした!! 
大変おいしかったです. 
もはや、味は最高です☆ 

贅沢を言うならば, デコレーションを 
去年のようにしていただくと, FFP制作者（ならびに一個人）としては 
良かったです. 

なんて言いましたが, 完璧です. 
研究室一同, 感謝しております!! 
↑ 
これについては, 後日FFPを計画しているようなのでよろしくお願いします. 

また話題が, アダルト＆シリアスな感じのものでした. 
私を含めた若輩ものには, 会話できませんでした･･ 

       

手作りケーキ
パンプキンケーキとアップルパイ ケーキカットです

       



ffp 78st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021108/021108.html[2015/04/24 15:34:32]

FFP全体図 誕生日おめでとうございます

       

うん, おいしい ごちそうさまでした！の図
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てくてくテクノロジー
November, 02, 2002

今年も金大祭の時期にオープンキャンパスということで藤田・東研では 
「知能ロボットのディジタル制御」というタイトルで研究室紹介を 行いました. 
雨にもかかわらず, 大勢の人が見に来てもらいました. 
ありがとうございました. 

       

ネットワークロボットの説明 実際に体験していただきました

       

自動車の自動運転の説明 井添さんの熱演!!

       

今年初の飛行船!! 子供に人気. RTlinux を用いて動かした5軸ロボットで
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これが制御される日近 し!! さっちーに期待. 飴を取る!! 子供殺到!!

       

とし君によるネットワークの制御講座 磁気浮上システム

       

参加していただいた皆様
ありがとうございました 来年もよろしくお願いします
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 Fujita Family Party

October 22, 2002

第77回FFP

河合康典さんのC&C財団に渡航費申請が通り, お祝いFFPが行われました. 

研究室としては去年の宏さんに続いて2年連続となりました. 
おめでとうございます. 

これで, CDC(ラスベガス)のお土産も期待できます!! 

       

にっこり微笑むやっさん 藤田先生とのトーク

       

鯛焼きです 余裕のやっさん. 当たってよかった!!



ffp 76st
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 Fujita Family Party

October 8, 2002

第76回FFP

去年卒業した江波君(タッキー)がドーナツを持ってやってきました. 

平日ではドーナツ千個作るそうです. 
休日ともなると, 二千から三千個のもドーナツを作ると言ってました. 
好きじゃないとできないですね. 

店では副店長として活躍しているようです. 
これからも, がんばってくださいね!! 

この後, 江波君も一緒に飲み会へ行きました. 
詳しくは Events を見てください. 

       

持ってきたドーナツ 藤田先生とのトーク

       

先生達に挟まれているタッキー あゆのマネをして遊ぶさがら君
 M2オーラを出さねば!! ちょっと反省
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食べてます 井添さんの好きなカスタード!



October 18, 2002
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陣屋へ行ってきました
October 18, 2002

食欲の秋ということで 
陣屋へ行きました. 

村尾君が半額券を持っていたので2520円で食べ放題＆飲み放題でした. 
ごちそうさまです. 

みんなで肉を食いまくり, とても盛り上がってました. 
相楽さんはものすごく豪快にすき焼きを作り, サッチーは 
円月斬でみんなを斬りまくってました. 
サッチーの円月斬は久しぶりに見ましたが, 威力がかなりUPしてました. 

研究室のメンバーで飲むのはずいぶん久しぶりだったので, とても楽しかっ たです. 

この飲み会のMVPは, 4年生のBOBでした. 
飲みまくっておりました. やっぱり飲めるんじゃん!! 
次回からの飲み会も期待しております. 
「宴会を制すれば, 出世するかも？」よ. 

       

灰汁(アク)をとるやっさん サッチー「円月斬！」
タッキーさん「円月斬返しぃぃぃ！」

       

豪快に食べるタッキーさん 幹事, 遅れて到着.
これからガンガン食うぞ.



October 18, 2002
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相楽さん「うりゃ～！どうだコノヤロー！」
肉を全部投入. 肉だけになっちゃいました.

       

サッチー「円月斬！」
平野さん「ぐわぁぁぁ」 いきま～す♪
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 Fujita Family Party

October 16, 2002

第75回FFP

藤田先生の誕生日 FFP がありました. 

奥様手作りのレーズン入りマーブルケーキを食べました. 
いつもながら, おいしかったです. 

最近は, 楽しい話(浮いた話)がないと嘆いていました. 
確かに, 話題が乏しい日々を過ごしています. 
という事で, Doctor 全員に「FFPに誰か連れ来い!」命令が発令されました. 
皆さん, がんばってぇ. 
楽しみにしております. 

宏さんは一回連れてきた事があるので, 免除のようです. 

内藤さん曰く, 「みんな彼女より勉強の方が好き」なんだといっております. 
そんなわきゃ, ないでしょ!! 

       

奥様手作りのケーキです. 「宏のケーキ楽しみやなぁ」
 hiro「いやぁ～」
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ご指名により, とし君が切ります. おいしいです!

       

おいしいです2 ! なぜか, みんなカメラ目線!!
色男はカメラに反応する のだろうか？



jaist 4 期生来る October 13, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021014/021014.html[2015/04/24 15:34:42]

jaist 4期生が遊びにきました。
October 13, 2002

jaist 4期生が金沢に遊びにきました. 
遠いところ（仙台，山梨，三重），お疲れ様です. 
写真はありませんが, もりもり寿司に集合しました. 
そこでは, 藤田先生のご家族にも来て頂き, テーブルは別々だけれども, 
もりもり寿司にて, 昼ご飯を食べました. 

いまごろ, 4期生は現地で魚を食べているのだろうか??? 

       

100万石博にて 石川門勢揃い

       

いたるにて，鈴木さんお久しぶりです 研究室にて

       



jaist 4 期生来る October 13, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021014/021014.html[2015/04/24 15:34:42]

実験室にて 校舎の入り口にて，さて帰ろう



梅さん来る October 12, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021012/021012.html[2015/04/24 15:34:43]

梅村さん来る.

October 12, 2002

宏さんの同期, 第2期金沢大学藤田研の一期生？の梅村さんが遊びにきました. 
いろいろと楽しい話をありがとうございます. 
また, 遊びにきてくださいね. 

       

お久しぶりです 仕事とは？蘊蓄を語る

       

駐車場で盛り上がりました.
「梅さん, 過去のイメージと…」 いい車です, もう驚きです

       

すごいタイヤです, いいのか？ 記念撮影



ffp 74st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021008/021008.html[2015/04/24 15:34:44]

 Fujita Family Party

October 8, 2002

第74回FFP

西村さんの誕生日FFPがありました. 

西村さんの今年の目標は 
「ビッグになる！！！」 
ということでした. 

ちなみに西村さんは今年で2?歳になるそうです. 
おめでとうございます. 

     
  

キャラバンのケーキです. 西村さん「今年の目標はビッグになることで
す.」

       

「どれにしようか？」 おいしぃ～♪
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021008/021008.html[2015/04/24 15:34:44]

       

大爆笑です1. 大爆笑です2.



Event June 28, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/021004/021004.html[2015/04/24 15:34:45]

Tibken先生, Oliver先生, 研究室訪問
Oct 4, 2002

Tibken先生とOliver先生が研究室に訪問されました.

       



ffp 73st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020927/020927.html[2015/04/24 15:34:46]

 Fujita Family Party

September 27, 2002

第73回FFP

サッチー(北川君)の誕生日 FFP がありました. 

FFP 3連発の第3回目です. 

今年の抱負は 
「誕生日プレゼント（ラジコンの飛行船）が届いたので 
研究をがんばります.」 
でした. 

普段は, ケーキなんですが今回はちょっと変わったものということで, 
和菓子になりました. (←さすが, なんとなく和風キャラです) 
おいしかったです. さっちぃー、サンキュ！！ 

話題はサッチーのことからオリオン(焼肉食べ放題の店)になり, 
とても盛り上がっていました. 

オリオン未体験の井添さんとさっちぃーはとても興味を示していました. 
井添さんがサッチーを誘って行くことになりました. 
と、思ったら当日電話が繋がらず・・・・ 
結局, やっさんが中心となって研究室のみんなと食べに行きました. 

よかったね、さっちぃー 

       

和菓子です. 和菓子です2.
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「え～. このお菓子はですね～・・・」
お菓子の説 明をするサッチー. 今年の抱負を発表

       

和菓子を食べるみんな オリオンの話題で盛り上がる

       

それ, おいしそう なぜか井添さん, センター！ 
なぜ？？？
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盛り上げるBOB 
かっこいいでしょ！！ 

「高岡じゃ, これが大ブームなんですよ☆」
BOB「やったー, うけた」 

天然すぎ. 乾いた笑い



ffp 71st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020924/020924.html[2015/04/24 15:34:48]

 Fujita Family Party

September 24, 2002

第71回FFP

とし君(藤田君)の誕生日 FFP がありました. 

抱負は 
「やらなければならないことを後回しにしない！」 
ということでした. 

FFP 3連発の第1回目です. 

       

ボストンのケーキです. カメラ目線のいい切り方です.

       

楽しそうなひろさん ケーキを選ぶ内藤さん

       



ffp 71st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020924/020924.html[2015/04/24 15:34:48]

ボブ｢早く食べたいよぅ」 ボブ｢やっと食べれるよ｣

       

とし｢うまいぃ」 ケーキを食べる

       

中川君, 遅れて登場
大物ぶり発揮か!? よくある風景



ffp 70st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/020903.html[2015/04/24 15:34:49]

 Fujita Family Party

September 3-4, 2002

第70回FFP

研究室で旅行に行ってきました. 
今年は野沢温泉, 長岡技術科学大学へ行きました. 

やはり野沢の湯は熱かったです. 

詳細はこちらへ 

1日目 
そば打ち体験 
↓ 
紙すき体験 
↓ 
野沢温泉 (泊) 
 
2日目 
滑川研究室訪問(長岡技術科学大学) 
 

       

野沢温泉へ行く前に地ビールを買いました 旅館の前で集合写真

       

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/soba/soba.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/washi/washi.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/onsen/onsen.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/nagaoka/nagaoka.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/nagaoka/nagaoka.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/nagaoka/nagaoka.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020903/nagaoka/nagaoka.html
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滑川研究室の説明 長岡技科大で集合写真



お土産ありがとう August 28, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020828/020828.html[2015/04/24 15:34:50]

お土産, ありがとうございました
August 28, 2002

内山さんから, お土産のメロンが届き, みんなで頂きました. 
甘くておいしいメロンで研究室一同, 喜んでいました. 
ありがとうございました. 

       

食べている様子 メロンを頬張る相楽



高校生見学会 August, 7, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020807/020807.html[2015/04/24 15:34:51]

高校生見学会
August, 7, 2002

高校生見学会がありました. 
猛暑の中, 行われた見学会でしたが熱心に話を聞いていただきました. 

高校生の皆さん, お疲れ様です. 

3つの班に分かれてもらい, 
ネットワークロボティクスや, インテリジェントビークル, 磁気浮上, 
LEGO, ネットワークシミュレータについて見ていただきました. 

       

ネットワークロボティクスの説明 その実演風景

       

インテリジェントマシンの説明 実演風景その2

       



高校生見学会 August, 7, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020807/020807.html[2015/04/24 15:34:51]

磁気浮上について 磁気浮上を触ってもらっています

       

LEGO の説明 動いている様子 (ザクもいます)



ffp 69st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020729/020729.html[2015/04/24 15:34:52]

 ソフトボール大会
July 29, 2002

研究室対抗のソフトボール大会がありました. 
予選の相手は,長野研 Bチームと電子物理研(元清水研)です. 

練習の成果がでたのか,みんな打ちまくってました. 
練習試合ではまったく打てなかったあの人まで!! 

このまま楽勝かと思われた矢先, 相手の打線が爆発！ 
結果は１３対１７, ４対３３ の２連敗でした. 

       

大活躍のとしくん 本番に強い相楽さん

       

あれっ？ ご満悦の内藤さん
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華麗なフォームの内藤さん 打線が爆発



ffp 68st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020715/020715.html[2015/04/24 15:34:53]

 Fujita Family Party

July 15, 2002

第68回FFP

事務の鈴木さんの誕生日 FFP が開かれました. 
日曜日に作って頂いた, パウンドケーキです. 
大変, おいしゅうございました. 好評でした. 
残ったケーキは取り合いになるほどです. 

なぜか, 鈴木さん一人に押され気味でした. 
会話が鈴木さんペースで行われ, 直球大会でした. 

日頃大きく見えるひろさんが, 小さく見えました!! 

今年は, 会話の盛りやげ役が少ないです. 
4年生はトークを磨いておいてください. (←絶対に) 
キャラは濃いのに････ 

       

手作りケーキと鈴木さん ケーキを切る鈴木さん

       

バナナの香りが漂ってきます.
おいしそぅ～

誕生日おめでとう!!
(*ﾟ▽ﾟﾉﾉﾞ☆パチパチ
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FFP 全体図 マレーシア出張の写真を見せていただきました



ffp 67st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020712_2/020712_2.html[2015/04/24 15:34:54]

 Fujita Family Party

July 12, 2002

第67回FFP

ひろさんの論文の掲載祝い FFP がありました. 
小立野キャンパス近くの鯛焼き屋の鯛焼きでした!! 
侮るなかれ！う・ま・いです. 

最近, なんでも FFP 化しています. 
これでは, ダイエットが･… 
誰かの陰謀か？？ 

システム/制御/情報 学会に掲載されるようです. 
乞うご期待!! 

       

鯛焼き天国！！ 鯛焼きと石川君

       

鯛焼きをほおばるみんな 喜ぶひろさん
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会話も忘れて食べまくる１ 会話も忘れて食べまくる２



ffp 66st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020712/020712.html[2015/04/24 15:34:58]

 Fujita Family Party

July 12, 2002

第66回FFP

向井さんの誕生日 FFP が行われました. 
風月堂のケーキでした!! 

今年の抱負は, 
「やっさんより, テニスをして黒くなる！」 
です. 

個人的には, やっさんより黒くなるのは不可能かと思います. 

       

抱負を語る向井さん ケーキを眺めるやっさん

       

主役は何ケーキ？？ 笑顔でケーキを食べるやっさん
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ケーキを食べて満足げ ケーキを食べて満足げ２



Event June 28, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020628/020628.html[2015/04/24 15:34:59]

児島先生, 研究室訪問
June 28, 2002

東京都立科学技術大学の児島先生が, 
第1回システム制御セミナーの講演に来られました. 

研究室の実験設備について御覧になられました. 

左から東先生, 児島先生, 藤田先生

       

ネットワークの輻輳制御について 視覚フィードバック制御について



ffp 65st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020626/020626.html[2015/04/24 15:35:00]

 Fujita Family Party

June 26, 2002

第65回FFP

4年生初の夜の FFP となりました. 
研究室のメンバーの就職内々定祝いです. 

おめでとうございます. 

4年生の本性が少し垣間見られたような気がします. 

       

整列！さぁ, 食べましょう. 飲もう！飲もう！

       

会話が弾んでる. ビールすすんでる？
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仲良し師弟関係！ 大笑いだよ.

       

あ”ぁ～, (____△____;)モ・モウダメ･･･ 
嘘くさっ by naitou 

社会では通用しないぞ！ by toshiyuki
そんなヤロォは, 円月斬だぜ！！



ffp 64st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020624/020624.html[2015/04/24 15:35:01]

 Fujita Family Party

June 24, 2002

第64回FFP

藤田研 OB の中川君の就職内定が決まりました. 

よかったね. 

ほんとに最近, ケーキ続きですなぁ. 
6月は, 大変です. 

       

風月堂のケーキです. 会社概要について説明です.

       

ケーキを選ぶ人たち 4年生のすごい祝福!!
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ケーキをパクつくみんな 1 ケーキをパクつくみんな 2



Best Presentation of Session Award ACC 2002 June 21, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020621/020621.html[2015/04/24 15:35:02]

Best Presentation of Session Award (ACC 2002)

June 21, 2002

ACC 2002で 
向井さんが Best Presentation of Session Award を頂きました. 

おめでとうございます. 

副賞として, アラスカの写真が送られてきました. 

写真と笑顔のポーズ



ffp 63st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020619/020619.html[2015/04/24 15:35:06]

 Fujita Family Party

June 19, 2002

第63回FFP

石川君の22歳の誕生日 FFP がありました. 
おめでとうございます. 

なんと, 研究室以外のサークルのメンバーからも 温かい祝福を受けたようです. 
羨ましい限りです!! 

       

おいしそうなケーキです. ケーキ入投です.

       

ケーキを取り分ける石川君.
石川君の抱負!! 

卒研を頑張るのは当たり前すぎて 
抱負にならないそうです. スゴイ!!
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トークに花が咲く 東先生を囲んで.

       

ケーキおいしかったです. 相楽君, ちょっと暴走気味…



ffp 62st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020618/020618.html[2015/04/24 15:35:07]

 Fujita Family Party

June 18, 2002

第62回FFP

西村君の就職内定が決まりました. 

これで研究室の就職希望の人は進路が全員決まりました. 
若いみなさんのご活躍を期待しまています. 

最近, ケーキ続きですなぁ. 

       

サン・ルイ のケーキです. 笑顔だよ

       

会社説明をする西村君 ケーキを選ぶ内藤さん
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ケーキをパクつくみんな 1 ケーキをパクつくみんな 2



藤田杯 June 17, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020617/020617.html[2015/04/24 15:35:08]

藤田杯　Fujita Cup 2002

June 17, 2002

LEGO による 藤田杯が行われました. 

優勝チームは 
岩田君と小林君で, マシン名は流星号でした. 
おめでとう！！ 

詳しい ルールはこちらまで. 

       

大会会長との握手 優勝チームの岩田君と小林君

http://www-fujita.ee.t.kanazawa-u.ac.jp/course/SIP1/02SIP1/02SIP1.html#fujita_cup


ffp 61st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020613/020613.html[2015/04/24 15:35:09]

 Fujita Family Party

June 13, 2002

第61回FFP

市崎君の就職内定 FFP がありました. 

よかったですね. 
市崎君の感想にみんな, あ然としました. 
「僕が4年生の中で一番就職決まるのが遅かったですね」 
って, 4年生で就職希望は2人しかいないじゃん. 

       

FUJIYA のケーキです. フンっ, こんなもんですよ.

       

ボブトーク, ある意味スゴイ!! 一斉に, ケーキを食らいつく



ffp 60st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020612/020612.html[2015/04/24 15:35:10]

 Fujita Family Party

June 12, 2002

第60回FFP

東先生の誕生日会 FFP が行われました. 
おめでとうございます. 

内山さんもいました. 
趣味が書道になったようです. 

       

おいしそうなケーキです. 意気投合！！ 
息もピッタリ☆

       

トークに花が咲く 東先生を囲んで.



ザクⅡ June 11, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020611/020611.html[2015/04/24 15:35:10]

新入生がやってきました
June 11, 2002

ザクⅡがどこからともなくやってきました. 

北川君のもとに, 弟子入りしたようです. 
危険な子で, BB 弾を撃てる銃を持ってきました. 

次から, 勉強道具持ってこようね. 

       

はじめまして！！
ザクです！！ はいポーズ



EKIDEN 参加 June 2, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020602/020602.html[2015/04/24 15:35:11]

EKIDEN 第2位 (原君, 井波君)

June 2, 2002

金沢で行われたリポビタンＤカップ EKIDEN に
 OB(去年の4年生)の井波君と原君が参加し, 混成部門で2位になりました. 

やりますなぁ. 景品はリポビタンＤ 20個だそうです. 
やったぁ.←？？ 

この二人の抜けた研究室は, またもやソフトボール連敗の兆しが… 

ひらＸ (ひらックスこと平野君)は, どうしたのじゃぁ. 
と思う人は, こちらから． 

トロフィーを持って!! 
友情の証

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020602/hirax.html


ffp 59st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020523/020523.html[2015/04/24 15:35:12]

 Fujita Family Party

May 23, 2002

第59回FFP

北川君（さっちぃー）の就職の内々定を祝う FFP がありました. 

本人コメント： 
100% 以上の実力が出ましたよ. 
ある意味, 切れてましたね. 

       

スペシャルロールを買ってきました. 切りま～す. サッチ-得意の「円月斬」

       

「えぇ～, 切れてました」 得意のポーズ めでたい. 拍手喝采!!

       



ffp 59st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020523/020523.html[2015/04/24 15:35:12]

スペシャルロールうまい. 食べる!



ffp 58st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020521/020521.html[2015/04/24 15:35:13]

 Fujita Family Party

May 21, 2002

第58回FFP

相楽君の就職の内々定を祝う FFP がありました. 

これから, 就職祝いが FFP になるようです. 
末恐ろしい・・・ 

     
  

受かる秘訣, 解説中!! みんなに, 「いやらしい」といわれる営業スマイ
ル

       

攻められる相楽君. 中川君に助けを求める. 中川君どうだい？？



ACC からのおみやげ May 14, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020515/020515.html[2015/04/24 15:35:14]

ACC から帰ってきました
May 14, 2002

ACC に行っていた向井さんと東先生が帰ってきました. 

アラスカお土産や, 途中寄ったソウルのお土産を貰いました. 

       

内藤さんに特別お土産 かぶらせてもらう相楽

       

研究室全員にソウルＴシャツ ワールドカップにちなんで,
日向君と若林君の真似をしてみました.



リクルータ訪問 May 10, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020510/020510.html[2015/04/24 15:35:14]

リクルータ
May 10, 2002

藤田研を修了された梅村さんが、
アイシン・エイ・ダブリュ から5月10日（金）に来訪されました。

社会に出て, 自信に満ち溢れています. 

       

「幸せ」です発言 親切な梅村さん, いまでも健在



今村さん訪問 May 9, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020509/020509.html[2015/04/24 15:35:15]

今村さん
May 9, 2002

CMU に1年2ヶ月留学していた JAIST の今村さんが
研究室にきました.

留学での生活や CMU での学生生活を聞きました.
 CMU の学生は休み時間でもカリカリ勉強しているそうです. 
恐ろしい！！

やはり, モチベーションを高く持たなくては･･･ 

       

みんなも「カリカリ」勉強してくれや
がんばります by yasu, izoe アメリカの観光スポットを聞くやっさん



リクルータ訪問 May 8, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020508/020508.html[2015/04/24 15:35:15]

リクルータ
May 8, 2002

松村研を修了された加賀谷さんが、
川崎重工業 から5月8日（水）に来訪されました。

川崎重工業について詳しく説明をうけ, 大変勉強になりました. 

加賀谷さん



2002 ACC May 8-10, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020507/020507.html[2015/04/24 15:35:16]

American Control Conference

May 8-10, 2002

2002 American Control Conference に東先生と向井さんが参加してきました. 

       

宿泊した Hilton Anchorage 向井さんの発表

       

At a restaurant Snow Goose At a restaurant Snow Goose

       

Resolution Park Resolution Park



金沢駅での見送り March, 6, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020506/020506.html[2015/04/24 15:35:17]

金沢駅での見送り
March, 6, 2002

2002 American Control Conference(ACC) がアラスカで開催されます． 
藤田研では向井さんが発表を行います． 
出発する方々を見送るために金沢駅へ行ってきました． 

       

旅立つ2人 身軽な東先生と準備万全の向井さん



ffp 56st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020427/020427.html[2015/04/24 15:35:19]

 Fujita Family Party

April 27, 2002

第56回FFP

 4年生の歓迎バーベキューが医王山スポーツセンターで行いました. 
 4年生の自己紹介もありました. 

まだ, キャラクターがつかめません… 

       

集合写真 準備をする内藤さん

       

火をおこす 意外に寒さに弱い内藤さん！！
トレーナーじゃん.

       



ffp 56st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020427/020427.html[2015/04/24 15:35:19]

なぜか, 見つめられる藤田君 とにかく食う！！

       

食べる１ 食べる２

       

石川繁樹です. 市崎育宏です.

       



ffp 56st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020427/020427.html[2015/04/24 15:35:19]

北川悟史でぇ～す！！ 藤田常利です.

       

村尾俊幸です.



リクルータ訪問 April 19, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020419/020419.html[2015/04/24 15:35:20]

リクルータ
April 19, 2002

藤田研を平成12年度に修了された渡辺学さんが、
 IHI 石川島播磨重工業株式会社から4月19日（金）に来訪されました。

渡辺さん、いろいろごちそうさまでした。

研究室で
もう一枚はこちらから

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020419/DSC00001.JPG


滑川先生のお久しぶり会 April 12, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020412/020412.html[2015/04/24 15:35:21]

滑川先生のお久しぶり会
April 12, 2002

観桜会の後、研究室で滑川先生お久しぶり会をしました. 

会場は, 津軽でした. 
滑川先生の笑顔は健在でした. 
東先生のスーツ姿も印象的です. 

       

滑川先生の笑顔１ 滑川先生の笑顔2

       

あまりお目にかかれない, 東先生のスーツ姿 食べる2人



ffp 54st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020403_2/020403_2.html[2015/04/24 15:35:22]

 Fujita Family Party

April 3, 2002

第54回FFP

雨の中, 兼六園で花見に行きました. 
なぜか, この日だけ雨が降りました. 
誰か雨男がいるんじゃないの…。 

そのあと, みんなで ｢とり丸｣ に行きました. 
今後, 恒例になると思われる東先生の一本締めのあと, ミスドへ行きました. 

       

兼六園にて 1 兼六園にて 2

       

兼六園にて 3 兼六園にて 4

       



ffp 54st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020403_2/020403_2.html[2015/04/24 15:35:22]

もはや, 恒例の団子 やっぱり, 花より団子

       

とり丸での宴会風景 おいしかったぁ。。

       

東先生の一本締め！！ 相楽くんの独演会。



内山さん誕生日会 April 3, 2002

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020403_1/020403_1.html[2015/04/24 15:35:23]

内山さん誕生日会
April 3, 2002

内山さんが来られ, 誕生日会をしました. 

お洒落なケーキをご馳走になりました. 

       

お洒落なケーキです♪ おいしく頂きました.

       

よく, しってますね？金沢通だぁ！！ うまいです.



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2002/020402/020402.html[2015/04/24 15:35:23]
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