
From Maeda Bio Ph.D. members  



Wishing you a joyous and  
memorable 60th birthday.  
I pray that God will always and  
continue to bless you and your  
family with good health, prosperity  
and happiness.  

My family will be here in Japan and  
we already had plans to go sight- 
-seeing in this Golden week,  
although I really wanted to be a  
part of this celebration. 

Dear Maeda-sensei,  



I just would like to take this  
opportunity to thank you  
Maeda-sensei for your  
guidance and contributions  
to my development and I am  
very grateful for that.  

Jasmine and I had just got married this year January and 
attached are some of the photos just to share the happy 
moments in our wedding ceremony.  
Currently we are both working at RIKEN Yokohama.  

Once again,  
a very happy birthday! 



Dear Maeda-sensei,  

Happy birthday ! 
I am sorry to not be there. 
I hope you have a wonderful 
day and I wish you a good  
fortune. 

Warm regards from  
Karin and family 

(Edger and Julia) 



Wishing you a very happy  
Birthday, Maeda-sensei !  

May your birthday and every- 
-day be filled with sounds of 
laughter and great joy,  
warmth of smiles and  
Wonderful memories. 

I truly miss Japan and  
everyone in Riken and I wish 
one day our paths will cross 
Again…  

Until then, enjoy your day to 
the fullest ! 
Cheers! 



Dear Maeda sensei and all 
Laboratory members,    

I am Pan Pengju. 
Now I am working in the College 
Of Chemical and Biological  
Engineering, Zhejiang University, 
Hangzhou, China. 

I would like to first say to Maeda Sensei Happy 60th Birthday. 
I wish Maeda sensei happy and good health every day. 
I also thank Maeda sensei, Dr. Fujita, and all other lab members 
for the continuous help and encouragement in these years. 

From  潘 鵬挙 



I welcome the Laboratory members to Hangzhou and Zhejiang 
University for lecture and sightseeing. 
When you come to Hangzhou, please feel free to contact me. 

From  潘 鵬挙 



前田先生 

還暦おめでとうございます。 
日本にきて間もなく、いきなり先生のところを訪ねたのも、 
もう十数年前のことですね。 
そんな無礼な私も快く受け入れてくださって、おかげで、 
九大、理研と本当に長年お世話になりました。 

From 韓 愛善 



今年3月から　　　　　　　家庭環境も変わり、環境に慣れるため 

に、現在日々奮闘しているところです。

 

本当に一緒にお祝いさせて頂き 
たかったですが、大変申し訳なく 
思っております。 
再度、還暦おめでとうございます。 

From 韓 愛善 



From  小川 敦司 

このたび還暦をお迎えになられました由、 
心よりお慶び申し上げます。 

本来ならば参上してご挨拶申し上げるべき 
ところではございますが、生憎、仕事の 
都合上、欠席させて頂くことになりました。 

これからも、変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう 
よろしくお願い申し上げます。 



前田先生へ 

前田先生、還暦おめでとうございます！ 
家族全員より、心よりお慶び申し上げます！ 

私と先生との出会いは16年前です。 
自分の記憶が正しければ、私は先生が指導 
する初めての留学生博士だったと思います。 

最初のころ、本当にお世話になりました。 
ほぼゼロからいろいろ教えていただき、 
そのあと、先生の大事な研究テーマDNA 
ナノ粒子の研究も私にやらせて 
いただきました。 

From  唐 中嵐 



私の留学生活が円滑に進むように、 
生活面でもいろいろと面倒をみて 
いただきました。 

先生は私の研究の道における導師で 
あり、私の人生の恩人でございます。 
今まで、何回も言ったと思いますが、 
本当に前田先生との出会いがなけれ 
ば、今の私はないと思います。 

先生は私の人生を変えた恩人です。 
本当に心から先生に深く感謝して 
おります。 

From  唐 中嵐 



先生が還暦を迎えられたと伺い、本当に時の流れの早さを感じ
ました。 
これからも先生の恩情を思いながら、先生に教えていただいた
知識を活用して、自分の研究の道に進みたいと思います。 

前田先生、還暦おめでとうございます。 
先生のご健勝をお祈りしております。 

From  唐 中嵐 



Title	  

先生のご健康と益々のご活躍を 
祈念いたしますとともに、 

従来にも増してのご指導ご鞭撻の程 
お願い申し上げます 

前田先生 
還暦おめでとうございます 

前田バイオ工学研究室 Ph.D.会メンバー 一同 


