
平成26年度校友会・代議員会
（会長挨拶）

平成26年3月29日（土）

100周年記念会館

第10代校友会・会長
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平成25年度校友総会を開催
100周年記念会館に800人が集う 平成25年10月20日



理事長挨拶の主旨
私からは２点、ご報告と今後の取り組みについ
てお話しさせていただく。１点は、２０１０プロジェ
クトで、４年前に大学の総力を結集して取り組ん
だ。３２０億円程の先行投資を行った一大事業で、
高槻ミューズキャンパスには初等部から大学院
までを一挙にスタートさせた。堺キャンパスには
人間健康学部を創り、北陽キャンパスでは中学
校を開校、中高６年一貫教育をやっている。社
会安全学部と人間健康学部では、４回生が就職
の時期を迎え、いずれも既存の学部に劣らない
成果を上げているとの報告を受けている。また、
堺キャンパスには来春大学院を開設する。２番
目は、関西大学の２００８〜17年の10年間の長

期ビジョンが、策定後５年を経過したため、時代
の変化に対応して後半５年間の行動計画を再
検討し、６月に改訂版を発表した



学長・挨拶の主旨

楠見晴重学長は、「関西大学は
今や13の学部11大学院研究科、

３専門職大学院を有する総合大
学として飛躍しており、日本有数
の大学としての評価を受けるよう
になった。

私の１期目の取り組みであった
ハブ大学構想は、「日本の地域と
世界を結ぶハブとなる」という方
向が次第に身を結び、ハブ大学
は、関西大学のユニークなコンセ
プトとして形となってきた。



前体育OB・OG会長小坂道一氏を特別表彰
個人功労表彰の13氏に感謝状と記念品

平成25年10月20日



◇特別表彰（1氏） 小坂 道一（昭32学2商）

◇組織特別顕彰（6団体） 奈良県関大倶楽部 川 西 支 部
枚 方 支 部 関西大学会計人会 司法書士関大会
関西大学天六同友会

◇組織顕彰（4団体） 沖縄支部 長崎支部 千葉支部 松原支部
◇個人功労表彰（13氏）

青木 和博 （鹿児島千里会副会長＝昭47学経）
片岡 泰平 （高知支部副支部長＝昭48学文）
荒田 英毅 （鳥取支部前支部長＝昭41学法）
藤本 哲也 （明石関大クラブ幹事長＝昭48Ｍ法）
寺辻 健治 （吹田支部前副支部長＝昭37学経）
母里 充 （河内長野支部相談役＝昭26学法）
田頭 巌 （大阪狭山支部副支部長＝昭38学法）
小谷 俊雄 （平野支部副支部長＝昭42学経）
中村潤一郎 （東住吉支部前支部長＝昭45学法）
本田 勝則 （此花支部副支部長＝昭41学工）
小寺 一矢 （関大法曹会元幹事長＝昭42Ｍ法）
田中 義久 （社会保険労務士関大会会長＝昭37学2商）
藤原 利男 （関西大学スポーツマンクラブ副会長＝昭44学2経）



特別講演 「逆境は己を磨く天与の機会」

大坪文雄氏の講演を熱心に拝聴

演題:「会社生活４つの体験・財産 」



平成25年期会長基本方針
1.総力結集

「母校愛」の深い校友を軸とした全校友の更なる
「校友」意識の高揚と「母校支援」を図る。

① 全校友数 約 40余万名
・住所判明校友数 30余万名
・学生会員は毎年 約6000名が増加する。

② 支部組織数 約250団体

③ 会費納入者数 約 10余万人



「母校愛」を具現化する組織の構成

① 代議員数 ～1500名
・地域支部組織、各種団体、職域、OB会等より選出の

「母校愛意識の高い校友」

② 常議員数 ～70名
本部役員役職数 会長 １名 副会長 ５名

部長 6名 副部長 18名 計30名

③ 校友評議員数 50名/97名

④ 校友・理事数 10名/36名



平成25年期・校友会活動の指針

1. 校友・理事の母校運営参画意識の更なる向上

2. 校友・評議員の諮問機関意識の醸成

評議員会：4つの小委員会（分科会）活動の充実(具体案)
① 母校財政の把握

② 少子化に伴う「高大連携策」等の深耕

③ 専門職大学院の動向

④ ＳＦ入試制度について

⑤ 母校の教職員給与の実情把握

3. 常議員の校友会・本部事業の充実・強化の推進

4. 代議員の地域支部活動参加・充実発展の助力

5. 校友の積極的な校友会活動への参加

6. 「母校創立130周年事業の支援」



2.熟慮断行

「校友会活動」を具体的に推進する。

① 学生会員を対象とした校友会啓蒙活動。
② 健全財政の維持。
③ 校友会年間活動行事の充実。
④ 地域支部活動支援。
⑤ 職域支部組織の充実・拡大。
⑥ 海外支部の設立支援・充実。
⑦ 母校への貢献策の検討と実施。



3. 母校創立130周年事業の支援

法人・教学の具体的な諸事業については

平成26年6月より開始される。

「校友会」の事業計画も130周年事業として

を各位の思いを反映して、具体的な取り組み
を開始する。

各位の「創意・工夫・提案」をお願いします。



母校創立130周年事業の支援策

校友会130周年事業の開催

母校130周年募金事業への協賛

全国地域支部の130周年事業の支援

母校の建学の父 「児島惟謙先生」の顕彰

母校・発祥の地・「願宗寺」のモニュメント建立

 「蜂須賀・桜」の植樹活動

堂島川・地域フェスティバルの協賛

その他、有意義な事業



評議員理事欠員補充で
隅谷哲三氏を選出

片山久江校友選出評議員・
理事の死去に伴う、理事の欠
員補充については、１月６日開
催の評議員理事選考委員会で、
校友評議員の隅谷哲三氏（昭
39学工）が理事に選任された。
隅谷氏は、八田工業株式
会社取締役会長。



新評議員に岡内紀雄氏を選出

校友選出評議員の欠員補充
については、25年11月28日に

評議員選考委員会で選考が
行われ、岡内紀雄氏（昭38学
法）が選出された。
岡内氏は、
・元高知銀行頭取、
・元高知県経営者協会会長。



春学期の学部・大学院卒業式を挙行
秋学期入学式は学部4人、院11人

平成25年９月19日



留学生別科修了式と入学式挙行
平成25年９月13日



盛況だった「関大寄席2013」
校友落語家の熱演に笑いはじける

平成25年10月12日（土）



創立１３０周年に向け一致協力を
校友会新年互礼会に２６０人集う

平成26年校友会新年互礼会が、１月15日午後６時から
大阪新阪急ホテルで開催された。

平成26年１月15日



平成26年新春座談会
関西大学の「明日」を語る

創立130周年―この伝統を、超える未来を。
～池内啓三理事長・楠見晴重学長・寺内俊太郎校友会長～

岩崎広報部長三木副部長



関西大学創立130周年記念事業の大要（案）

 1. 千里山キャンパスへの新しいアクセス空
間の整備など、各キャンパスにおける「地域
連携地域貢献」を促進する様々な取り組みを
実践します。

 2. 「考動する関大人」を具現化すべく「関西
大学グローバルフロンティアプログラム

（ＫＵＧＦ）」を開発・提供し、グローバルリーダ
ーの育成に努めます。



 3. 「大阪」をキーワードに「関西大学なにわ

大阪研究センター」を設立し、「総合科学」の
観点から、その成果を学内外に発信します。

 4. 産学官連携の新たな研究拠点「関西大学

イノベーション創生センター」を設立し、最先
端の研究装置・設備群を擁する日本有数の
産学官連携・共同研究拠点を形成します。

 5. 関西大学の「学縁」を世界に広げ、奨学生

同士や卒業生・修了生との縦横無尽の交流（
縁）を創出します。



キャッチコピーと
シンボルマークが決定する

入選作を統一学園祭、平成25年11月4日
後夜祭で発表、表彰



6300余人の「考動する関大生」が
世界での活躍を胸に巣立つ



<新卒業生に贈る言葉>

常に柔らかく、強い心を!!
４年前に関西大学の門をくぐり、今日は輝か
しい門出の卒業式を迎えられる皆さん。 誠
におめでとうございます。

社会安全学部と人間健康学部では、初め
ての卒業生を輩出され、これまで最も多くの
卒業生を送ることとなります。 学業生活を送
る上で、ご家族の方々には数多くのご支援を
いただいたことと思いますが、心から有難く存
じますとともに、皆さんは卒業を期に改めて
感謝の気持ちを表して戴きたいものです。
卒業後の皆さんの活躍は、母校・関西大学
の評価、好感度を高め、一層の充実発展に
つながることになります。
地域支部等で、また皆さんとお会いしましょう。校友会長



<新卒業生に贈る言葉>

世界で活躍できる人生を目指して

学 長 楠見 晴重

数々の思い出が詰まった関西大学を
巣立って行く皆さん、卒業おめでとうござ
います。皆さんの在学中の様々な努力
に対して敬意を表するとともに、健やか
で充実した学生生活を送ることができた
ことについて、ご両親はじめお世話に
なった方々とともに、皆さんに対して感
謝したいと思います。皆さんの在学して
いた４年間には、学内外において多くの
出来事がありました。先月、ロシアのソ
チで開催された第22回冬季オリンピック

において、高橋大輔、町田樹両君の活
躍は記憶に新しいものです。



<新卒業生に贈る言葉>
門出を祝して

理事長 池内 啓三

関西大学での豊かな経験を通じて大
きく成長された皆さんが、社会へ旅立
たれるにあたり、心からエールを送り
ます。そして、学費の支弁をはじめ、皆
さんを物心両面から懸命に支援して下
さったご家族、ご関係の方々には、私
からも深く感謝申し上げます。

本学は、「正義を権力より護れ」を建学
の精神とし、学理と実際との調和を説
いた「学の実化（じつげ）」を学是に掲
げ、一貫して社会・市民の啓発と教育
に取り組んでまいりました



併設３高校も卒業式挙行

関西大学高等部卒業式2期生131人が巣立つ 第一高等学校卒業式413人に祝福と激励

北陽高等学校卒業式4期生394人が旅立ち



ソチ五輪フィギュア男子シングル
町田樹5位、高橋大輔6位に入賞

町田 樹 （文４）高橋大輔 （Ｍ文２）



第22回オリンピック冬季競技大会



ＢＩＧホール100で壮行会
学生や教職員千余人が健闘祈る

１月８日に千里山キャンパス・第２学舎４号館ＢＩＧホール１００



作曲者の山田耕筰自らが歌う
関西大学学歌ＳＰレコード見つかる

関西大学は大正11年６月５日、
大学への昇格を果たす。

この新たな時代にふさわしい
学歌を、との求めに応じ、大正
11年９月に学歌は制定された。



台湾ＯＢ会、例会の１回を総会に
台中・高雄在住の校友との交流も

関西大学台湾ＯＢ会

平成25年６月14日

基本的に２ヶ月に１回の例会を開催している



香港千里会
前回上回る11人が参集話尽きず3次会まで懇親

本会は、組織の立て直しのため、香港各広報誌の連絡先を修正して参加を呼びか
けたところ、校友が徐々に集まり、現在は30人弱となっている。今年８月５日には久し
振りの懇親会を開催し、女性３人を含む９人の参加を得て親睦を深めた。

平成25年９月６日



広東・関大会
支部旗の前で今後の動方針などを検討

学校対抗ゴルフ大会に
関西大学として初出場

平成25年９月７日

（是澤秀樹会長）

第３回会合を８月31日午後６時から広州市珠江新城の日本料理店・

希望（のぞみ）で開催し、是澤会長、森口晴雄、前博幸、東口和文の４
人が出席しその前で今後の活動方針等について話し合った。



上海・関大会
関西大学と復旦大学のゼミ生も参加し定例会

平成25年９月11日

今回は、母校商学部・岩本ゼミの一行９人、岩本ゼミと
共同ゼミをされている復旦大学・張先生の一行の皆さんと
上海関大会メンバーの計28人が参加した。



第18回海外研修
「タイ同窓との交歓とバンコクの旅」

平成25年９月20日から３泊５日

総勢48人集い泰国千里会と合同交歓会母校の国際戦略への協力に謝意を表する



広東関大会
香港千里会との積極的交流を決議

第４回会合が、10月19
日に佛山市順徳区で開
催された。順徳は、広
州市の南西約40km
に位置する緑深く、芳
醇な食材が溢れる美し
い街である。順徳料理
は広東料理の一つとし
て有名であり、周富徳
さんの祖先もここの出
身だそうである。

平成25年10月19日



サイゴン千里会
六代桂文枝襲名披露公演
in ホーチミンを後援

六代桂文枝襲名披露
公演は、11月７日にホテ

ル日航サイゴンオリガミ
ホールで開催され、海外
での襲名披露公演として
は、パリに次いでホーチ
ミンは２回目の公演とな
る。

平成25年11月７日



ロサンゼルス千里会
発足後初の懇親会を開催在米32年の辻野氏を送別

ロサンゼルス千里会は、11月
21日に懇親会をオレンジ郡レスト
ラン古都で開催した。
当会が発足して初めての懇親
会ということで、当日は全９人
の参加者と共に、関係者の紹介

や今後の活動予定等について歓
談した。
また、今回は、在米32年の辻野貫
三氏（昭46学商・写真左から３人

目）の送別会を兼ねており、帰国さ
れる辻野氏の古きアメリカ時代の
話や、帰国後の兵庫県川西市で
の日本の生活について等々、高齢
者が多い当会の参加者には、興
味ある話題で盛り上がった。

平成25年11月21日



香港千里会・会旗掲揚で士気が高揚
12人ＯＢ・ＯＧが集う

11月29日、香港千里会では懇親会を開催。尖沙咀の居酒屋八海山
に総勢12人のＯＢ・ＯＧが集まった。スペシャルゲストとして広東関大
会から東口氏が参加。

平成25年11月29日



泰国千里会
六代桂文枝襲名披露公演

in バンコクに参加

11月のホーチミンでの開催に

続いて、六代桂文枝襲名披
露公演inバンコクが、12月５

日にインペリアルクイーンズ
パークで行われた。

平成25年12月５日

関西7大学ゴルフ対抗戦
打倒関学目指すも3位に

11月24日にアユタヤゴルフクラブで



香港千里会と積極的交流を促進
第一弾として次回は香港で開催

第５回広東関大会（是澤秀樹会長）は、正午から深
址市羅湖区の日本料理店「酒菜屋」で開催された。

平成25年12月14日



上海関大会が定例会
皆さん、新年好！

１月15日に日本料理の「天の川」で、
12人参加のもと定例会を開催した

平成26年１月15日



泰国千里会 新メンバー5人を加え
総勢15人で新年会開く

泰国千里会では、１月24日に新メンバー５人
を加え、総勢15人で新年会を開催した

平成26年１月24日



ＪＫＴ千里会・昔のジャカルタが話題に
12人が参集して忘年会

ＪＫＴ千里会は、12月13日に「海宝丸」
に12人が参集して忘年会を開催した。

ＪＫＴ千里会は、１月31日にゴルフ
コンペ並びに新年会を開催した。



パリ関大会
会員10人と子ども3人寄せ鍋を囲んで新年会

パリ関大会では、１月
24日にオペラ座界隈

にある和食レストラ
ン・善で新年会を開催
した。
次回は、６月もしくは夏休
みをはさんだ９月に、皆
で再会しようと誓い、帰路
に着いた。

（薛 善子 ）



シンガポール支部との交流会
平成26年2月21日～23日



＜会長からの提言＞

21世紀総合学園を目指す、母校関西
大学の今後のご発展・活躍を祈念する
とともに、我々40余万校友はこの国の
歴史・文化を携え、且つこの国の行く
末を託せる学徒の育成を期待する。

そのため、我々は常に母校の動静を
注視し、母校の永続的な充実・発展の
ため、物心両面に渡って協力・援助す
ることを惜しまない。

平成26年03月29日

校友会 会長 寺内俊太郎




