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10月19日
（日）
に校友総会
朝日放送の西村嘉郎前社長が講演

校友評議員候補者100人を答申
早稲田大学と
「教育研究協力に関する協定」を締結
理工系3学部開設・工学部創立50周年記念式典を挙行

第91回定時代議員会開く

第31回総合関関戦の大島鎌吉記念健康マラソン大会

7

ＫＵシンフォニーホール
（旧特別講堂）
昭和37年３月末、第１グラウンドの南東部に学生の福利厚生施設として、
「誠之館」が１号館から４号館まで竣工した。名称は、文学部・石浜純太郎教授
の案で中国の経書「中庸」の言葉「誠者天之道也、誠之者人之道也」よりとら
れた。
１号館は会館棟で結成されたばかりの生協食堂や売店が入り、
２号館は会
議棟で学生部長室、学生課・厚生保健課の事務室、会議室等、
３号館は部室棟
で学友会本部、各学部自治会室ほか、
４号館が特別講堂＝写真左。
特別講堂は、
１階が客席500席と舞台、
ホールで、
２階は映写室、調光室、
ス
タジオ、地下１階には部室ほか、地下中１階はバルコニーと楽屋が配置され学
術講演会、演劇、演奏会、映画会等、学生の自主的な発表活動の施設として使
用されてきた。
西隣に、創立120周年記念事業の一環として「総合学生会館メディアパー
ク・凜風館」が建設されたのに伴い、内装・外装・防水等建物の全面的なリニュ
ーアル工事が行われ、空調設備の設置やトイレ、防音効果等の改善も行われ、
平成18年3月に完成。名称も「ＫＵシンフォニーホール」
と改名された。
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Corporate

Social Responsibility 企業の
社会的責任︶に関連する不祥事

のニュースが新聞紙面をにぎわ

す事が多い︒特に著名な企業に

おいてまでもご 多分にもれない

とはいかがなものか︒創業者と

苦労を共にした従業員が築いて

関大OBも負けてはおられません︒

か︒阪神の久しぶりに好調な活躍振りに

あった︒〝ちりとてちん〟の効果は抜群

せはいつも満席とのメディアでの報道で

阪では若い女性に落語が人気で︑土曜寄

の努力が報われなかったことだ▼この大

発の素材を提供した大阪の専門メーカー

たものであろう︒ただ残念なのは︑新開

常に情報を収集する姿勢への油断が招い

快な出来事でもあった︒現状に安住し︑

が完敗したという事実はある意味では痛

の名だたるスポーツ用品メーカーの技術

新なアイデアと技術に︑日本を含め世界

で一般には知られていなかった会社の斬

よいことを日本水泳連盟が認めた︒今ま

ー︶をオリンピックにおいて着用しても

ー ド 社 製 水 着Ｌ Ｒ ︵ レ ー ザ ー ・ レ ー サ

はない︒スポーツ用品メーカーの英スピ

あるとは▼ところで暗いニュースだけで

はダントツの日本で未だに未知の断層が

これだけ科学技術の発達した地震研究で

たが︑未知の断層だという報道もある︒

った︒岩手・宮城内陸地震と名付けられ

いたら︑足下の日本で直下型地震が起こ

▼中国四川省の地震被害に気を取られて

まっている現状を反省する必要があろう

きた創業の理念をいつの間にか忘れてし

葦の雫

早稲田大学と「教育研究協力に関する協定」を締結

大学に

新たに４大学と交流協定締結
海外協定大学は

これで海外の協定大学は四十

学部教授）が、文部科学省が

センター長・鵜飼康東総合情報

戦略研究センター（ＲＣＳＳ、

交流協定を締結した。

リカのサウスカロライナ大学と

マークのロスキルデ大学、アメ

ーマ大学・サピエンツァ、デン

の華中師範大学、イタリアのロ

などと学術交流協定を締結

教育研究拠点が韓国の二大学校

グローバルＣＯＥ文化交渉学

三大学になった。

関西大学の大学間における協

二十年度より実施する「人文学

関西大学では、このほど中国

定校は、大阪大学、大阪薬科大

及び社会科学における共同研究

研究拠点の整備を私立大学等に

究基盤を強化するために、共同

利用の促進など、研究体制や研

構築、並びに学術資料等の共同

促進及び研究者ネットワークの

公私立大学を通じた共同研究の

た人的・物的資源を活用し、国

この事業は、大学に蓄積され

された。

拠点の整備の推進事業」に採択

十二学部がある。

創立二百年を越える研究大学で、

する。サウスカロライナ大学は、

にある州立大学で、六学部を有

コペンハーゲンから西三十キロ

ある。ロスキルデ大学は、首都

大の国立大学で、二十一学部が

タリア最古かつ西ヨーロッパ最

ーマ大学・サピエンツァは、イ

学部と六研究機関を有する。ロ

教育部直轄の総合大学で二十五

華中師範大学は、中国政府の

学術交流協定を締結し、東アジ

浙江工商大学日本文化研究所と

活・文明研究団」、および中国

北大学校・人文韓国「米と生

大学校慶南文化研究院と国立全

三月二十一日に韓国の国立慶尚

り申請があり、五大学が拠点校
に採択された。
ＲＣＳＳは、平成十四年に文
部科学省の「学術フロンティア
推進事業」に採択されており、
今回も「その研究実績に基づき
大規模な社会データの構築を通
じて社会科学の新展開を探ろう
とするパイオニア的プロジェク
トであり、経済政策研究の発展
に資する可能性がある。また研
究者コミュニティからの要望も
高く、学内の支援体制も充実し
ている」と高く評価されたもの。

当する大型プロジェクト）に採

部科学省ＣＯＥプログラムに相

の人文韓国支援事業（日本の文

集中育成しようとする韓国政府

韓国の両大学校は、人文学を

ることになった。

なプログラムを協力して推進す

ア文化の研究に関するさまざま

も拡大するもので、十四大学よ

教育研究拠点（ＩＣＩＳ）は、

グローバルＣＯＥ文化交渉学

学、大阪医科大学とあわせ四校

この協定を記念して、六月八
日にはアメリカンフットボール
部の第六十三回早関定期戦が
「第一回記念試合」として千里
山キャンパス・中央グラウンド
で開催され、大勢の学生が応援
に詰めかけた。

第1回記念試合として行われた定期戦

れている。
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となった。

アメフト定期戦を第一回記念試合として開催

関西大学は、早稲田大学と教
育・研究領域における相互の学
術交流を通じて大学間の連携と
協力を図り、一層教育・研究の
レベルを高めるため「教育研究
協力に関する協定」を締結、五
月十三日、リーガロイヤルホテ
ル東京で調印式が行われ、河田
悌一学長と白井克彦早稲田大学
総長が協定書に調印した。
協定内容は、①単位互換とス
ポーツ交流を中心とした学生交
流、②学長・総長による情報交

年度より

ソシオネットワーク戦略研究センター

文部科学省が

関西大学ソシオネットワーク

実施の推進事業に採択

20

換会、③双方の海外拠点オフィ
スを中心とした研究者支援やシ
ンポジウムの開催、④人事交流
や図書館の相互利用、が予定さ

工商大学日本文化研究所は浙

択されている。また中国浙江

華中師範大学

早稲田大学との提携

浙江工商大学日本文化研究所との提携

2

一九八九年に設立された。

江省初の日本研究機関として

四一、三八九円の募金があり、

その結果、学内外から一、〇

金箱を設置して浄財を募った。

を行った。また各学舎内等に募

フと留学生会を中心に募金活動

ランティアセンター学生スタッ

改正理由は、改正私立大学法

された。施行は二十年十月一日。

二十五日開催の評議員会で議決

事会における承認を経て、十月

案が十九年十月十一日開催の理

討を重ねてきたが、大幅な改正

靖一郎理事長）を設けて鋭意検

四川省大地震

ミャンマーサイクロン

就学援助とともに募金活動を展開

日本赤十字社および中国総領事

域出身の留学生に対し、「関西
置をとり、募金は社会福祉法人

城内陸地震についても同様の措

なお、その後起きた岩手・宮

防止講演会」を開催している。

の内容を受け、①迅速な意思決

関西大学では、ミャンマーサ

大学第５種給付奨学金」制度に
の岩手県共同募金会と宮城県共

館教育部に寄付した。

よる就学援助を行うとともに、

また六月二十六日の「国際麻薬

イクロン・四川省大地震被災地

五月二十二日～二十九日の間、
同募金会に寄付された。

定と責任ある執行・監視体制の

強化、②合意形成のための適性

手続きと教職協働、③経営と教

学の一体化、情報開示と説明責

任を基本方針とする「新たなる

ガバナンスの再構築」を図るた

を要請するなど、すぐさま対策

て有名な水谷修氏を講師に招き、 これに伴う定数の変更、②理事

市民も対象に、夜回り先生とし

員だけでなく地域住民など一般

め、所要の整備を行うもの。

を講じてきたが、五月二十一日

「さらば、悲しみの青春～ＮＯ

課外活動諸団体の会議で注意を

ビデオの上映をはじめ、学生の

志による啓発ビラの配付、啓発

西大学寄附行為の改正につき、

日付施行）を受け、学校法人関

私立大学法（平成十七年四月一

学校法人関西大学では、改正

れる。

よび同附属規則に基づいて行わ

かわらず、改正後の寄附行為お

については、改正施行期日にか

する理事、監事、評議員の選任

なお、二十年十月一日に就任

われた。

どで、その他文言の修正等が行

設置、⑥顧問の任期の整備、な

常任理事会の設置、⑤相談役の

び退任に関する規定の整備、④

および評議員の選任、解任およ

する規定の整備、③理事、監事

常任理事の選任および解任に関

長、専務理事、常務理事および

よび評議員会の構成等の変更と、

主な改正内容は、①理事会お

に「学校法人関西大学危機管理

なお、関西大学の薬物事件再

規程」を準用し、危機管理最高

学長ほか関係役職者十六人によ

発防止に向けた取り組みについ

という勇気をもとう～」と題す

る「薬物事件再発防止対策本

ては、大学のホームページで詳

責任者・森本理事長、統括責任

部」を設置、全学的に有効かつ

しく報告している。
し、一丸となってさまざまな啓
発活動を展開している。

喚起するとともに、数次にわた

改正検討委員会（委員長・森本

大幅改正し十月一日から施行

り「麻薬・覚せい剤等薬物乱用

具体的には、学生・教職員有

学校法人関西大学の寄附行為

適切な再発防止策を企画・立案

る講演会を開催した。

行い、七月三日には学生・教職

難波・高島屋前でのビラ配布を

乱用撲滅デー」には学外に出て、 発展に向けたユニバーシティ・

千里山・高槻両キャンパスでボ

啓発ビラの配布

者・河田学長、責任者・芝井副

薬物事件再発防止対策本部を設置
講演会などさまざまな啓発活動を展開！

関西大学では、学生が大麻の
所持、譲渡等の容疑で逮捕され
たのを受け、翌日には学内外の
関係先に対し理事長・学長連名
のお詫び状を発送、学内では専
任教員に対し担当授業時に指導

3

薬物防止啓発講演会

で創設された。その後、管理工

十一学科となり、工学分野を広

生物工学の七学科が増設され計

理工系

関西大学工学部は、昭和三十
学・機械工学第二・応用化学・

学部開設・工学部創立 周年
三部構成の記念式典を挙行

三年四月に機械工学・電気工学

く網羅する教育・研究体制が整

数年前から関西大学工学部で

電子情報工学科の

い理工学教育・研究体制につい

立国を支えるに相応しい、新し

用物理学科、機械工学科、電気

に工学部は、数学科、物理・応

の成果として、平成十九年四月

会の辞、引き続いて森本靖一郎

究科長・化学生命工学部長の開

れた。式典は、土戸哲明工学研

を得て盛大に行わ

め約九百名の出席

や大学関係者を含

ル一〇〇にて来賓

ンパスＢＩＧホー

典は、千里山キャ

第一部の記念式

開催した。

で記念祝賀行事を

半から、三部構成

月十七日午後一時

ことを記念し、五

五十周年を迎えた

と、工学部が創立

が開設されたこと

学に理工系三学部

この度、関西大

編された。

学部へと大きく再

学生命工学部の三

工学科からなる化

学科と生命・生物

部、化学・物質工

なる環境都市工学

学科の三学科から

ネルギー・環境工

ステム工学科、エ

建築学科、都市シ

ステム理工学部、

四学科からなるシ

大坪文雄松下電器産業㈱代表取締役社長の講演

て議論、検討を行ってきた。そ

の国家像すなわち科学技術創造

は、わが国が掲げる二十一世紀

土戸哲明工学研究科長の挨拶

きく成長をとげた。

を支えるに相応しい学部へと大

評価を得て、わが国の科学技術

界・産業界において非常に高い

を見張るものがあり、学会・官

を数える。卒業生の活躍には目

の間の卒業生は四八、九八〇名

創設五十年を数えるに至り、こ

平成二十年四月には、工学部

称された。

工学科は都市環境工学科へと改

テムマネジメント工学科、土木

アル工学科、管理工学科はシス

は材料工学科を経て先端マテリ

報システム工学科、金属工学科

気工学科、電子工学科は電子情

学科、電気工学科は先端情報電

工学第二学科は機械システム工

や科学技術の進展に伴い、機械

えられた。この間、社会の変化

電子工学・土木工学・建築学・

50

・化学工学・金属工学の四学科

3

4

マスコミ関係でも活躍されてい

光一化学生命工学部教授、現在

貞雄氏、関西大学副学長の越智

業技術総合開発機構理事の和坂

の卒業生で、新エネルギー・産

の記念講演者の大坪氏、工学部

長が務めた。パネリストには先

業生の楠見晴重環境都市工学部

た。コーディネーターは本学卒

ネルディスカッションが行われ

える人材育成 」のテーマでパ

ら土戸工学研究科長に渡され、

が小幡斉記念事業実行委員長か

表明した教育職員の芳名の目録

介がなされ、この事業に賛同を

て行われる、研究支援事業の紹

その後、記念事業の一貫とし

を論点に活発な議論がなされた。

に求める人材育成とその課題」

わり、「学部・工学研究科教育

ん、学部生の小泉昌広さんが加

博士課程前期課程の土屋博美さ

が述べられた。

理事長、河田悌一学長から挨拶

赴任された鈴木直教授と共に、

理工学部物理・応用物理学科に

され、昨年の八月からシステム

大阪大学で副学長の重責を経験

特別演奏として素晴らしいフル

された。まず、開催に先立ち、

を百周年記念会館に移し、開催

第三部の記念祝賀会は、場所

る政策創造学部の白石真澄教授、 記念式典は滞りなく終了した。

−

（化学生命工学部教授

南

西山 豊）

せて刊行した記念誌を贈呈した。

事業の一つとして、式典に合わ

なお、当日の出席者には、記念

な歓談の後、祝賀会を終了した。

のもとで乾杯が行われ、和やか

の後、土戸工学研究科長の発声

る「くす玉開き」を行った。そ

祝し、来賓及び大学関係者によ

部開設・工学部創立五十周年を

部靖之氏から祝辞、理工系三学

取締役グループ代表兼社長

いただいた株式会社パソナ代表

た。また、来賓として出席して

長、河田学長から挨拶がなされ

の挨拶、引き続いて、森本理事

幡記念事業実行委員長から開会

第二部は祝賀特別企画として、 博士課程後期課程の網健行さん、 ートとピアノの演奏があり、小
記念講演およびパネルディスカ
記念講演は、工学部の卒業生

ッションが行われた。
で、松下電器産業株式会社代表
取締役社長の大坪文雄氏が「二
十一世紀を担うモノづくり」と
いうテーマで、講演された。こ
の中で大坪氏は、これからの日
本のモノづくりを担う若者には、
一、異質な場に好んで飛び込む、
二、徹底的に伝え合う、三、現
場経験を大事にする、ことが必
要であると語られ、本学の卒業
生、学生に対して熱い期待を寄
せられた。
技術立国を支

5

引き続いて、「二十一世紀の
日本を担う人材

−

関西大学 理工系３学部開設・工学部創立

記念事業

球のあらゆるところでの活躍を

友ならびに日ごろ何かとご支援

関西大学 理工系３学部開設・

周年記念事業

関西大学創立百二十一年目を
より高いレベルで実践するため

科でなされています。これらを

ラムの整備が、大学院工学研究

者の育成に取り組んでいる理工

研究活動を通じて技術者・研究

日頃学生たちに接し、教育・

●深いご理解とご協力のお願い

大学院生研究支援基金』募金に

周年記念事業『理工系学部生・

系三学部開設・工学部創立五十

重大性をご理解いただき、理工

二十一世紀において担う役割の

関西大学理工系学部・大学院が

もお願いいたしたく存じます。

委 員 長

支援基金』募金推進委員会

『理工系学部生・大学院生研究

工学部創立

迎えた昨年（平成十九年）四月、
に、大学、法人、公に支援を要

系三学部教育職員自らが中心と

いただいている方々のご賛同を

工学部は、システム理工学部、
請するとともに、自らが支援基

なり、この記念募金事業を成功

志す関大生を応援します。

環境都市工学部、化学生命工学
金を作り実績を重ねて行きたい

ご協力を賜りますよう、衷心よ

『理工系学部生・大学院生研究支援基金』について

部の新生三学部に再編し、新た

させたいと考えておりますが、

りお願い申し上げます。

小澤

楠見

守

晴重

（環境都市工学部長）

副委員長

（システム理工学部長）

副委員長

（化学生命工学部長）

哲明

にスタートしました。一九五八
と思います。『理工系学部生・

この趣旨にご同意いただける校

土戸

年の創立以来、本学工学部は、
大学院生研究支援基金』は、地

を支える技術者養成の使命を果
たしてまいりました。本年（平
成二十年）四月には創立五十周
年を迎え、その役割が新生三学
部による二十一世紀のモノづく
りを担う人材『技術立国日本を
支える人材』の育成に引き継が
れようとしています。この工学
部創立五十周年の節目にあたり、
記念事業の一環として『理工系
学部生・大学院生研究支援基金』
づくりのための募金計画を策定
いたしました。
●活躍の場は全地球
ここ二十年来、関西大学は、
「開かれた大学」「国際化」「情
報化」の三つの理念を柱に諸施
策を推進してまいりました。そ
して二十一世紀型大学への雄飛

「理工系学部生・大学院生研究支援基金」募金要項

高度経済成長期にわが国の産業

50

50

募金の目的
関西大学理工系 3 学部開設・工学部創立50周年記念事業「理工系学部生・大学院
生研究支援基金」に充当し、その運用果実をもって
（１）理工系大学院生の短期海外実習の支援
（２）理工系学部生の学会講演等に係る費用の補助
（３）理工系学部生・大学院生の資格取得補助
（４）その他理工系学生の研究活動を支援するために必要な事業
の支援をおこないます。
２ 募金目標額
１億円
３ 協力をお願いする金額
個人の皆様 ： 一口 50,000円
企業 ・ 法人の皆様には金額を設定いたしておりません。
４ 募金の対象者
本学理工系学部教育職員及び本事業の趣旨にご賛同いただける個人、企業、法
人の皆様
５ 募金の期間
平成２０年６月１日から平成２２年３月３１日
６ 寄付金に対する減免措置
【個 人】
「特定公益増進法人に対する寄付金」として、寄付金控除の対象となります。
（「寄付領収書」及び確定申告の際に必要となる「特定公益増進法人であるこ
との証明書」を発行いたします。）
【企業・法人】
寄付金に対する寄付金控除の手続きは、指定寄付金と特定寄付金による方法
があります。詳しくは、事務局までお問い合わせください。
（1）指定寄付金： 寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」
（2）特定寄付金： 寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益
増進法人に対する寄付金」
７ 寄付方法
下記連絡先までご連絡いただければ必要書類をお届けさせていただきますの
で、同封いたしております専用用紙にてお振り込みいただきますようお願いいた
します。
８ 問い合わせ等連絡先
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
関西大学 理工系3学部開設・工学部創立50周年記念事業事務局
電話：06－6368－1121（代表）
FAX：06－6330－3770
１

に向けて、地域社会、産業社会
そして国際社会に対して真の成
果を問われる人材育成のプログ

関西大学理工系 3 学部開設・工学部創立50周年記念事業

6

佳さんと山本アキさんとのユニ
ット、デュオ・エリアントによ

決算報告が山本千賀子副会長か
上がった。

めくくられ、総会は大いに盛り

新緑のキャンパスで教育後援会総会
「父母の一日大学」を開催
五月十八日の日曜日、千里山
ら、続いて監査報告が植田潔・
午後は、各学部に分かれて子

るフルートとピアノの演奏で締
キャンパス・中央体育館で、平
徳光弘介両監事から行われ、拍

平成十九年度に推薦依頼およ

成二十年度教育後援会総会が開

路状況等の話題を中心に、教育

び募集した次の各賞について、

どもの学習状況や学生生活、進

と、平成二十年度会長と監事の

懇談会および個人面談が行われ

五月十七日の本年度総会におい

手をもって承認された。このあ
選出に移り、新会長には祖父江

た。また、総合図書館や博物館

て発表、表彰した（所属・資格

催され、五千三百五十一人の父

洋二郎氏、監事には神原勝弘氏

では春季の企画・特別展が開催

を設けている。

午前十時からの総会は、総務
と木下雅裕氏の就任が議決され

された他、今年三月に竣工した

母・保護者が出席された。
委員長の山本富造常任委員の司
た。また新委員の委嘱について

応援団、グリー

務委員長の鳥居

た。そして、財

向上を目的として活動している

閉会挨拶ののち、 ならびに大学と会員企業の発展

和久常任委員の

関西大学科学技術振興会（寺内

学技術の発展に寄与すること、

界に紹介し、新産業創出など科

本学における研究活動を産業

ステインにおけるジヌクレオチ

発」、深田尚文氏の「セレノシ

た視線入力インタフェースの開

氏の「サッカード特性を利用し

テリアルへの応用」、山口雄志

の「ポリ乳酸系ゲルのバイオマ

板の長スパン化」、長濱宏治氏

さらに、「産学連携賞」とし

て、システム理工学部田實佳郎

教授とＲＰ東プラ株式会社（竹

久専二代表取締役社長、片桐寛

機研究員）の「低複屈折透明包

装材および厚板・無配向シート

の開発」に係る実績に対し、産

学連携活動の具現化であると評

価され、表彰状、北斗七星の盾

が贈呈された。

「技術開発賞」は二件、根来

学一経、共同研究者・

産業株式会社（根来功取締役社

長＝昭

嶋正彦代表取締役、共同研究

法」、ウメトク株式会社（福

ステル系繊維およびその製造方

佐野洋文氏）の「機能性ポリエ

35

会で進行され、石川收副会長の

第五回目となる「学の実化

開会挨拶ののち、挨拶に立った

一学舎一号館にある豊臣期大坂

賞」は、山本秀樹環境都市工学

は昨年度の表記）。

ここで、森本靖一郎理事長、

図屏風には、多数のご父母・保

高松塚古墳壁画再現展示室や第

河田悌一学長をはじめとする学

部教授の「血液粘度測定装置の

も新会長一任で承認された。

内外からの来賓、 護者が見学に来られ、充実した

開発」に係る実績および産学連

古渕孝仁会長が議長となって議
事に入った。
まず、平成十九年度の事業・

「父母の一日大学」となった。

校友会から出席

院工学研究科・大爺健司氏の

「研究奨励賞」は四件、大学

が贈呈された。

評価され、表彰状と賞金百万円

携活動への先駆的な取り組みが

学の実化賞、
研究奨励賞等の表彰

（教育後援会）

の一軸浩幸会長、
増地英一事務局
長の紹介が行わ
れたのち、学長
ならびに理事長

クラブ、リーダ

俊太郎会長）では、会員企業お

ドのアミノアシル化の研究」に

「鋼板プレストレスによる覆工

ークランツの学

よび学内研究員の優れた研究活

対する研究活動および産学連携

関西大学科学技術振興会

生らによる大学

動の成果や顕著な功績が認めら

から挨拶があっ

歌の演奏と演舞

と賞金五万円が贈呈された。

活動が評価され、各々に表彰状
の創造、活用に対する表彰制度

7

│

の披露が行われ、 れる産学連携活動と、知的財産
最後に、南部靖

教育後援会総会

山本教授に「学の実化賞」を授与

にはご令孫である児島鐵也氏か

中国からの留学生が

ら児島惟謙先生の胸像と台座が

中国からの

これは本学ほか三大学の主催に
より、それぞれの大学が研究成

関西大学に寄贈された橋渡しを

留学生（経済

学工金）

の「大型ダイキャスト金型の
果や地域の文化・伝統などを題

するなど、児島鐵也氏をはじめ

研究科）の李

者・田中好孝氏＝昭
高靭 性化および歪低減熱処理法
材とした講義を行い、受講生同

多くの関係者と交友を深めてい

日本語弁論大会に出場

「ユニクエンチ」の開発」の技

士の交流を深めながら、地域の

術開発に係る実績が優れた成果

俊（リ・ジュ

日開催の本年度第一回研究会で

振興会会員には、六月二十八

本学は「古都飛鳥の歴史と文

た「第四十九回外国人による日

県の川越市市民会館で開催され

の。

学」をテーマに、考古学、歴史

本語弁論大会」に出場した。

蹟見学・現地講義を併せた特別

究所・植田記念館での宿泊、史

義と明日香村にある飛鳥文化研

行い、千里山キャンパスでの講

た十二人が出場した。本大会へ

応募があり、予選審査を突破し

は二十九カ国・地域から百人の

の日本語弁論大会で、今大会に

文化庁などが後援する全国規模

振興会などが主催し、外務省・

同大会は、財団法人国際教育

メニューとなっている。参加費

にある生誕地碑・銅像などの事

本学留学生が出場しており、四

は、第四十三回、第四十五回に
は、ＪＴＢホームページまで。

年ぶりの出場となった。

参加申込、講義内容等の詳細

は八万円。

あげて「飛鳥学」の総合講座を

学、地理学のスタッフが総力を

ン）さんが、六月十四日に埼玉

る。また、東京都品川区にある

であると評価され、各々に表彰
状、八稜鏡の盾が贈呈された。
表彰の各位に対して、研究・
技術開発への今後益々のご活躍
と発展をお祈りしたい。
（先端科学技術推進機構）

の群像を細やかな織物（サイ

内俊太郎会長）では、六月十二

墓所・海晏寺や愛媛県宇和島市

魅力に触れてもらおうというも

内章社長）に依頼し、発掘当時
高松塚古墳壁画タペストリー
ズ

縦横約一・九ｍ）で見事に

科学技術振興会が寄贈

日、学校法人に高松塚古墳壁画

披露し、出席者から感嘆の声が

再現したものである。

の西壁女子群像をモチーフにし

上がり、しばし網干善教先生の

跡をはじめ、関連資料を求めて

早稲田大学や東北大学なども訪

李さんは、昨年十二月五日に

せていた。この後、同タペスト

（ http://www.c-academy.jp/
）

これは、本年の工学部創立

学内で開催した第五回外国人留

リーは百周年記念会館に設置さ

今回、これらの功績に対し感

「関西大学地域アカデミー」を開催

ねて、資料の収集につとめてい
れる予定で、高松塚古墳壁画を

謝状を贈ったもので、古川氏は

ＪＴＢと共同の生涯教育プログラム

古川智氏に感謝状を贈呈

五十周年記念として制作したも

偲ぶ新たな登場により、多くの

学校法人関西大学では、関西

制作に当たっては忠実な再現

関西大学では、ＪＴＢとの共

学生による日本語スピーチコン

ので、理事長室において、森本

方にご覧戴くことを願っている。 法律学校の創立者である児島惟

を目指すため、学校法人のご理

同事業による生涯教育プログラ

る。

靖一郎理事長、河田悌一学長、

「一高、関大と学んだ私は生粋

解を賜った上、明日香村教育委

ム「関西大学地域アカデミー」

児島惟謙先生歿百年の日に

上原洋允専務理事、池内啓三常

謙先生が明治四十一年に亡くな

の関大人で、私を育ててくれた

員会から「写真等複製許可書」

を、九月二十九日（月）から十

長からご寄贈申し上げた。

による許諾をいただき、写真原

古川氏は、本紙にもたびたび

い」と感激の面持ちだった。

で母校に恩返しをしていきた

はじめ関大関係資料の収集に情

投稿されているように、児島惟

理事長名の感謝状を贈り、感謝

31

熱を傾けるとともに、物心両面

27

の意を表した。

高一・

板の版権を持つ㈱便利堂への手

月三日（金）の日程で開催する。 謙先生を深く敬愛し、昨年七月

（昭

続きを経て、堺美術織物㈱（竹

（先端科学技術推進機構）

られてちょうど百年になる七月

母校を思う気持ちは強い。これ

務理事のご臨席を賜り、寺内会

一日、池田支部長の古川智氏

を励みに、さらに児島惟謙先生

発見当時のことなどに思いを馳

飛鳥美人のタペストリーを寄贈

学一法）に森本

ただいた。

たタペストリーを寄贈させてい

関西大学科学技術振興会（寺

：

8

留学生の李俊さん

44

選考され、関大からの留学生福

宮戎神社の留学生福娘に応募し

日戎』」で、一昨年、大阪・今

演題は「福娘の目から見た『十

場することになったものである。

みに、今回の大会に応募し、出

テストで大賞を受賞したのを弾

思いますが、それに負けずに戦

や不安のほうも多々あったとは

へと繋げるためのプレッシャー

たちが築き上げてきた連覇を次

ないでしょうか。しかし、先輩

持って臨むことができたのでは

会当日は少しだとしても自信を

の来賓の出席をいただいた。

大学連盟事務局長をはじめ大勢

校友会会長、赤坂雄一日本私立

専務理事、池内常務理事、一軸

森本理事長、河田学長、上原

出席した。

で開催され、総勢二百十二人が

月七日にリーガロイヤルホテル

語られ、スポーツに対しての情

て励みにして貰っている現状を

の各部監督に対して名誉を与え

題する講演が行われた。早稲田

学スポーツの意義と強化策」と

会会長奥島孝康先生の「続々大

田大学総長で全国大学体育連合

大学総長の挨拶のあと、前早稲

第二部懇親会では、森本理事

す。この結果は、選手が一丸と

なって勝ち取れたもので、日ご

長の挨拶をいただいた。「スポ

バックアップしていただき、体

ーツに強い関西大学」を強力に

非常に嬉しく思っています。選

育ＯＢ会会員一同感謝の気持ち

ろの努力は報われるということ

手の方々には、心からお疲れ様

で和やかにスタートした懇親会

で一杯である。小坂会長の乾杯

スポーツサミットに二百余人

達成の喜びを語った。

と言ってあげたいです」と連覇

を、大会を通じて改めて実感し、

熱に今回も圧倒された。

ってくれたことに感動していま

主将の山上翔太君は、「私は

第一部は、田中応援団ＯＢ千

娘五人のひとりとして昨年正月
に同神社で奉仕したときの参拝
者との交流を、流暢な日本語と

日（日）午後十時よりNHK教
大会運営のため、選手ではなか

なお、当日の模様は、八月三

鮮やかな福娘の衣裳で披露した。

育テレビで放映される予定であ

がこみ上げてきました。また関

選手の方々を見て、様々な思い

ったのですが、他大学を含めた

連覇を達成

西大学速記部では、この大会の

関西大学と体育ＯＢ会（小坂

奥島先生の講演を熱心に拝聴

（北川俊治）

かに歌い、閉会した。

会副会長の指揮で逍遙歌を高ら

拶のあと、大江応援団ＯＢ長柄

に過ぎ、芝井副学長の閉会の挨

も、楽しい時間もあっという間

スポーツサミット

る。 （国際交流センター事務室）
速記部が
全日本学生速記競技大会で

日を迎える三週間前から強化練

成会幹事長による学歌斉唱で開

回全日本学生速記競

会。河田学長、白井克彦早稲田
練習に費やしたこともあり、大

大学スポーツサミット」が、五

五月二十五日に関西大学で行
われた第

41連覇達成の速記部

が講義のない時間をすべて使い、 道一会長）の共催による「関西

習ということで、選手一人一人

連覇を達成した。

技大会で、文化会速記部は団体
戦で優勝、

9

41
95
41

関西大学と関西学院大学の体

9勝19敗2分

フェンシング部

○

○

26勝4敗

陸上ホッケー部

17勝12敗

野球部

○ 15勝12敗1分
○

24勝6敗

サッカー部

○ 10勝9敗10分

ヨット部

自動車部

○

11勝19敗

ラグビー部

13勝17敗

射撃部

○

24勝6敗

陸上競技部

11勝16敗1分

20勝8敗1分

レスリング部

○

古武道部

演武

なぎなた部

演武

柔道部
重量挙部
水上競技部
スキー競技部
相撲部

○

24勝7敗
11勝17敗
20勝8敗1分
12勝16敗

通算成績

少林寺拳法部

関西大学

関西大学

演武

14勝16敗

18勝12敗

20勝12敗4分

16勝14敗

敗とした。

漕艇部

5勝25敗

熱く激しい戦いが終わると、

15勝13敗

両校の選手たちは善き友である。

5勝20敗4分

関関戦の意義を見た。

航空部
ゴルフ部

14

敗に

○

拳法部

16

勝

剣道部

14勝16敗

クルを演じた。

○ 10勝7敗13分

い思いがあ

ハンドボール部

二十一日は拳法、空手道、レ

15勝15敗

ふれ、梅雨

○

スリングなどが次々と快勝し、

ボクシング部

9勝7敗13分

空をも吹き

バレーボール部

９勝３敗２

○ 18勝10敗2分

分と「強い

弓道部

飛ばす白熱

△

した試合が

バドミントン部

展開された。 関大体育会」

○ 11勝11敗8分

△ 17勝12敗1分

の底力を発

○ 16勝10敗1分

前哨戦を

馬術部
バスケットボール部

25勝5敗

1
揮。総合成

○ 11勝14敗4分

8

敗

器械体操部

9勝19敗

準硬式野球部

7

勝

○

績は、関西

空手道部

分で終えた

4勝23敗2分

アメリカンフットボール部

20

勝

ソフトテニス部

大学の

20勝6敗4分

○ 7勝10敗13分

関大は、本

○

応援団の学歌、校歌と、各競技

アイスホッケー部
アーチェリー部

14

12

敗４分で

テニス部

戦の十九日、

6勝18敗1分

の応援席から送られた学生の大

0勝22敗2分

○

16

十五年ぶり

△

演武

アイススケート部

硬式野球が

△

17勝5敗7分

快勝すると、 の連覇を果

卓球部

歓声と拍手に応えて全力を尽く

通 算 成 績

たすととも

勝敗

合気道部

名

バスケット

体

した選手のすがすがしい表情に

団

に、通算成

通 算 成 績

ボール女子

勝敗

勝

名

績を

体

が延長戦の

末、熱戦を

ものにし、

サッカーは

４点差を跳

ね返すミラ
第31回総合関関戦勝敗一覧
団

関大が
15

年ぶりの連覇
通算成績を

育会がプライドをかけてぶつか

る伝統の総合関関戦が、六月十

九日から二十一日まで千里山キ

ャンパスを主会場に開催された。

三十一回目となるスポーツ対校

戦は、ライバルをホームに迎え、

しかも昨年は麻疹の影響をうけ

て中止されたため、負けたくな

第31回
総合関関戦

10

空手道・個人女子形で
梶川が全日優勝、世界へ

宮ヨットハーバーで開催された

祥子選手（文１）は女子五千ｍ

関西学生春季選手権大会では、

年

ＪＯＣジュニアオリンピックカ
スナイプ級の古江純平選手（文

重量挙全日本学生個人で

横浜文化体育館で行われた
ップ全日本ジュニアレスリング
４）、稲田健一選手（法２）組

催された第

回西日本学生選手

権大会では、武市選手、白草選

手が優勝を飾ったが、団体戦は

射撃部、西日本大会で

１部５位に終わった。
重量挙の

男女とも団体優勝飾る

日に

が、５月

選手権大会

本学生個人

第

回全日

で３位に入賞した。

選手権大会で、女子ジュニアの

武市が最優秀選手に

㌔級で準優勝を飾り、７月

回関西学生

日に長居第２陸上競技

場で開催された第

５月

世界ジュニア大会に出場

陸上競技部の為本が

が初優勝を飾った。

部
にギリシャのテッサロニキで開
㌔級

催される第８回世界大学レスリ
ング選手権大会に、女子
日本代表として出場することに
なった。

日～

はびきのコ

対校選手権大会で、陸上競技部
の山根愛以選手（社２）は、女

回全日本学生個

47

７月にポーランドのビドゴスチ

は２位に入賞した。為本選手は

出場した為本康平選手（文２）

７８㌔で優勝、全日２度目の制

で１５０㌔を挙げ、トータル２

スナッチで１２８㌔、ジャーク

㌔級の武市樹選手（商３）は、

ｍハードルに出場する。

陸上競技選手権大会の男子四百

秀選手に選ばれた。同時開催さ

選手の中でトップとなり、最優

覇を飾った。またこの記録が全

熊本県ライフル射撃場で行われ

射撃部は、６月５日～８日に
れた第

㌔級の中井美保選手（文１）が
２位に入った。

また、６月８日に行われた関

㌔

西学生選抜選手権大会では、

㌔級の武市選手をはじめ、

級・白草竜太選手（文１）、

う快挙を成し遂げた。

日～

日に開

総情３）の４人が優勝するとい

飾り、５月に行われた関西学生

で共に２位だった雪辱を果たし

た。

また、個人でも次の５人が優

勝、多数の入賞者がでた。▽ス

ｍＰ

ｍ

男子・笠井善仁（文４）、

モールボアライフル＝

発

発

向田智恵（社３）▽

中

発

発

ｍＳ

ｍＳ

野翔太（文１）、

エアライフル＝

３×

０５㌔級・三澤将貴選手（主将、 女子・安西美帆（文４）、

㌔級・秋原悠選手（文２）、１

権大会で、男女とも団体優勝を

た西日本学生ライフル射撃選手

陸上競技部の松山が

日にインドネシ

ティング選手権大会で、女子

日～

回アジアジュニア陸上競技選

アのジャカルタで開催された第

６月

アジアジュニアで３位

回全日本ウエイトリフ

で行われる第

回世界ジュニア

行われ、

人選手権大会が、６月８日に天

日からポーランドで行わ

また、男子四百ｍハードルに

ロシアムで

日に和歌山セー

子三段跳びで優勝を飾った。

日～

ヨット部の大曲・後藤ペア

７月

（文１）ペアが女子の部で優勝、

子選手（商２）、後藤沙季選手

手権大会で、ヨット部の大曲昭

年四七〇級ジュニアワールド選

リングセンターで開催された

５月

国際ジュニア大会出場決定

空手道の第

16
69

理大学第１体育館で開催され、
女子形の部で梶川凛美選手（文
１）が初出場で初優勝を飾った。
この結果、７月にポーランド
で行われる第６回世界学生空手
道選手権大会への出場権を獲得
した。梶川選手は４月に行われ
た関西学生でも優勝している。
（掲載のスポーツ関係の写真は、
一部を除き『関大スポーツ』提供）

レスリング部の梶本が
㌔級で日本代表に

18

れる国際四七〇級ジュニアワー

12

15

20

さらに、６月

60

50

16

ルド選手権大会への出場が決定
した。

12

手権大会で、陸上競技部の松山

11

50

60

40

10

10

20

08

53

69

77

85

08

67

54

18

85

18

67
21

また、５月５日～６日に新西

29

女子

日に
27

レスリング部の梶本千晶選手
日～

27

52

（文２）は、４月

26

13

67

濱中智里（文３）。
また、関西学生では笠井、向

日に

回関西学生柔道

柔道部の男子は、５月

開催された第

た馬術部は、 は共に、５
月６日に大

優勝大会で、

日に関大凱
５月５日～

阪大学特設

日～６月

風館ボクシング場他で開催され
７日に三木

５月
回近畿学生リーグ戦で、
ドパークで

ホースラン

ェリーリー

学生アーチ

われた関西

レンジで行

子も準優勝に終わった。

年連続決勝に進出を果たした女

西学生女子柔道優勝大会で、２

を飾った。

進出、惜しくも敗れたが準優勝

年ぶりに決勝に

ボクシング部は３勝１敗で迎え
回全関西学生大会

グ３位決定

た第
た最終戦で大阪商業大学と対戦、

点となり、関西学

戦に出場、

で優勝した。
堀抜と中野は、新入生で、共

発

院大学に得点で並ばれたが、優

ｍＳ

勝者の数で上回り、３連覇を達

１）がエアライフル

また、主将として、チームの

２年ぶり

回目の優勝を飾った。 で合計得点

場を決め、女子も桃山学院大学

剣道部・男子が準優勝

年ぶりの決勝進出

回西日

日に福岡市の福岡市民

優勝だった。

︱２で敗れたものの、見事な準

決勝戦では、鹿屋体育大学に３

年ぶりの決勝進出を果たした。

対戦、４︱３で勝利をおさめ

子は準決勝で強豪の近畿大学と

本学生剣道大会で、剣道部・男

体育館で開催された第

５月

回関

主軸として活躍した小形一平選

人では、Ｍクラス障害飛越競技

を下し初の全日出場を勝ち取っ

た。

また、同日行われた第

に自己新記録をマークしての優

５︱４で昨年の雪辱を果たし、

勝で、快挙としか言いようがな
成した。

Ｄで西尾梓選手（文２）が、Ｍ

館大学を下し

テニス部の角田・野口

団体優勝の決め手となった個

部員は既に秋の全日本学生に向

た。

日

クラス障害飛越競技Ｃで片山篤

日～

回全日本学生

なお、男子は６月
に開催された第

29

王座決定戦で３位入賞と健闘し
を決めた。

年ぶりの準優勝飾る

柔道部男子、関西学生で

２）が、それぞれ減点０で優勝

飛越競技Ｂで有吉隆選手（政創

選手（法４）が、Ｍクラス障害

ダブルスで関西優勝

磨」を忘れることなく練習を続
けている。ＯＢも現役と一丸と

隆）

なって「強い関西大学」を合言
葉に頑張っていきます。
女川

28

って部訓「克己復礼」「切磋琢

自らも頑張り範を示してくれた。

男子は立命

手（文４）が最優秀選手賞に選

ｍ

25

い。笠井は主将として「和」を

田がスモールボアライフル

47

47

ソフトボール部
インカレ出場を決める
春季リーグ２部３位のソフト
日～６月８

アーチェリー部の男子・女子

41

（ＯＢ会長

ボクシング部
２年ぶりの関西制覇

ボール部は、５月

日に万博公園スポーツ広場他で
行われたインカレ予選で、１部
回逆転本塁打で敗るなど快進撃
を続け、決勝では神戸大学にコ

日～６月７日に靭テニス
センター他で行われた関西学生

出場を決めた。

ールド勝ちして優勝、インカレ
優勝を飾った。

年ぶりと初の全日出場

アーチェリー部男子・女子

春季トーナメントのダブルスで

４月

３）と野口政勝選手（経１）は、 の強豪校大阪経済法科大学を９

テニス部の角田圭祐選手（商

18

16

53

25

発で優勝、堀抜くるみ（社

75 43

馬術部が関西３連覇
昨年秋、全国制覇を達成し

個人では３人が優勝

47

43

26

43

40

Ｐ
行われた第

年ぶりに全日出

41 58

15

ばれた。

62

大切にチームをまとめる一方、

50

11
12

10

60

12

13

ないという沖田さん。
しかしながら、子ど
もの頃は旅館業を継ぎ
たくなかったとか。「家
族そろっての食事なん
てありませんでしたし、

と二人でご飯を食べて学校に行っていました。日曜

朝は勝手に起きて、姉
本海に沈む夕陽が絶

子どもながらに旅館業は大変だなぁと思っていまし

の朝は、お客さまに出す食器の音で目覚めるんです。

地場でとれる新鮮な海の
たね」。

景の夕日ヶ浦温泉。

幸、山の幸を使った料理

日

13
訪れる温泉地です。今回

く関東からも多くの人が

も好評で京阪神だけでな

と思っていたそう。関大の社会学部で専攻していた

流行っていたマンガの影響から考古学者になりたい

歴史が大好きな沖田さん。小学生のころは、当時

と思う反面、交換留学を目指して勉強をしていた時

産 業 心 理 学 も 非 常 に 興 味 深 く「 心 理 学 も 面 白 い な ぁ 」

営する㈱アウルコーポレーションの副社長であり、若

うじょう そうあん

いちぼうかん

マーケティングや経営学の学位を取りに行こうと思

せっかく渡米するなら単なる語学留学ではなく、

く、常に好きなことをしているタイプ」だったとか。

期もありました。「あれもこれもと私はとても気が多

在学中は迷いのあった旅館経営
卒業後の渡米で継ぐ決意
いちぼうかん

田さんの家はお祖母様のころから『一望館』と
いう民宿を経営していました。現会長のお父

ふうか

り、多忙を極めていますが、仕事が楽しくて仕方が

宣伝、人事や備品の手配までほとんどのことに関わ

なる六軒を駆け巡り、お料理から集客のための企画・

してお客さまへの挨拶にも出ています。タイプの異

務全般を見ながら、夕方は着物に着替え、若女将と

沖 田 さ ん は 副 社 長 と し て 企 画・ 宣 伝 を メ イ ン に 業

の温泉旅館を経営しています。

久美浜の『悠悠』や城崎の『ひだまり』など合計六軒

ゆう ゆう

『 佳 松 苑 』『 風 香 』『 雨 情 草 庵 』『 一 望 館 』 を 中 心 に 、

かしょうえん

一躍この温泉地が有名に。現在、夕日ヶ浦温泉の

様が温泉を掘り夕日ヶ浦温泉と名付けたことから、

沖

女将でもある沖田さんにお話を伺います。

はこの地で温泉旅館を経

『雨情草庵』に続く庭園

い立ち、途中で大学院へ進学

するための勉強に変更しまし

た。そして、卒業年の九月、

アメリカのＮＪ州フェアレイ

ディキンソン大学の大学院に

入学したのでした。

日本人は沖田さん一人。交

換留学のために英語は勉強し

てきましたが、ペラペラとい

うレベルではありません。しかも、入学してすぐに厳

しいことで有名な先生の授業を取ってしまい「渡米し

てからの半年は、人生であれほど勉強した時はないと

いうほど勉強しました。毎日の予習で三時間、その日

の復習と毎回の課題に追われ、お尻がぺったんこにな

るほど机に向かっていましたね。チームで行うプレゼ

ンでは『英語の下手な留学生とは組みたくない』と言

われて、なにくそって思って勉強しました。おかげで

半年後にはだいぶラクになりました」と笑います。一

度も日本に帰らず、みっちりとホテル経営やマーケ

ティングを学んだこの二年間で旅館業を継ぐ決意を固

めたとか。平成十年ＭＢＡを取得し帰国後、現職に就

任。沖田さんの新たなるステージでの挑戦が始まりま
した。

さまざまな取り組みにチャレンジ
地域の旅館業界の先駆けに

社長に就任し、会長のお父様から命じられた

のは集客のための企画・宣伝部門でした。沖田

そんな気持ちを察して「カリカリせずにゆっくり取り

ました。首を長くして沖田さんを待っていたご両親は、

強してきただけにいろいろなことが目についてしまい

苑』。まだまだ不備な点がある時期です。経営学を勉

さんが帰国する半年前にオープンしたばかりの『佳松

副
インタビューに答える沖田さん

1996 年関大卒業式
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組んでいきなさい」とアドバイ
スしてくれたそうです。そこで、
まず行ったのは、手書きの台帳
からパソコン管理への切り替え
でした。経理ソフトや給与ソフ
ト、予約管理ソフト、社内ＬＡ

業界ではパソコンでの管理はま

当たり前ですが、十年前の旅館

性の向上を図りました。「今では

定着しつつあると

今ではファンも付き

い試みにも挑戦し、

タイアップした新し

Ｎなどの導入により効率と利便

だ珍しかったと思います。メモ

か。こういったさま
ざまな取り組みから、近隣旅館や観光業をリードする

や口頭での伝達は聞いた、聞い
ていないの行き違いがあります。これで従業員のシフ

存在になってきているようです。

社長と若女将の仕事をこなしながら、青年会議

居心地のよさは「人」で決まる
人材育成と労働条件の改善が課題

ト管理もすごく効率が上がったと思います。ソフト導
入時の入力作業は私がやりましたので、ホントにしん
どかったですけどね。アメリカで学んだ理屈や理論よ
りも、実践的なこととしてパソコンの知識はとても役
に立ちました」と当時の苦労を懐かしく振り返ります。

成や郷土の知識を広くＰＲする事業など、地域活性の

所にも所属している沖田さん。地元の青少年育

画・宣伝に取り組むことに。新聞、雑誌の広告に加え

ためにさまざまな活動を行っています。日常業務の後、

副

メンバーズ制の導入、メルマガの配信などウェブ関係

夜八時から遅い時は夜中の十二時まで会議が続くこと

組織内の整備の後は、沖田さんの担当部門である企

も早くから立ち上げました。また、あまり知られてい

も。

沖田

真奈美

さん

「メンバーは三十人ほどですけど、女性は私一人。

ない地元食材のＰＲや素材探し、温泉と漁港で食べる
『漁港飯』や陶芸体験付きのプランなど地元の方々と

アメリカ留学でＭＢＡを取得
夕日ヶ浦温泉を守り立てる若女将

独身女性やねんからもっと早く終わってよっていつも

言うんですけど、女性としてあまり意識してもらって

ないみたい」と笑います。

ここでの活動にも渡米経験やＭＢＡの取得は活きて

いるのでしょうか。「事業の組み立て方などで役に立っ

ています。でも何より人前で話す、会議の席で発言す

ることができるようになったことが良かったですね。

アメリカは自己主張の国と言われるほどハッキリとも

のを言う文化です。日本のように察してもらおうなん

て思っていては何も通じませんので」。

副社長としての今後のビジョンを聞いてみました。

「価格帯の異なる宿を経営していますので、一流の宿

を目指すというより、常に居心地よく感じていただけ

るサービスを徹底したいですね。そのためには人の力

が欠かせませんし、有能な人材の採用と育成がポイン

トになります。Ｕターン就職

先として『入社したい』と思っ

てもらえる会社にしておかな

いといけません。今後は労働

条件の改善や効率化が課題で

す 」。 よ り よ い サ ー ビ ス 、 よ

りよい会社づくりに向けて、

若い副社長のさらなるチャレ

ンジは続きます。

プロフィール
沖田 真奈美さん（おきた まなみ）さん
旅館経営会社 ㈱アウルコーポレーション副社長。一九九六年 社会学
部卒業。卒業年の九月に渡米、ＮＪ州フェアレイディキンソン大学に
入学し、経営学を学ぶ。一九九八年十月ＭＢＡを取得。同大学を卒業、
帰国して現職に就任。アメリカで学んだ経営学やマーケティングを活
かして次々と改革を進め、さまざまなアイデアで温泉地を守り立てる。
また地元の青年会議所に在籍し、地域・まちづくりにも積極的に取り
組む。趣味は愛犬のゴールデンレトリバー『ジョン万次郎』との散歩。
ジョンの写真や動画付きのブログも人気。
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1998 年アメリカでの卒業式

夕日ヶ浦温泉パンフレット左手前より
「佳松苑」「一望館」「雨情草庵」「風香」

第

回定時代議員会ひらく
平成 年度事業報告・決算を承認
19

回定時代議員会を千里山キャンパス・

91

代議員会は、仁井ひろみ総務
副部長の司会ではじまり、中村

る」と述べた。

河田悌一学長は「全国に、国

立大学が八七校、公立大学が八

九校、私立大学が五八〇校あり、

私立大学が七五％の学生を預か

っている。その運営費のほとん

どは父母の納付金に依拠してい

る。それゆえに学部の数を増や

し、教育内容を充実させて多様

な学生を受け入れていかないと、

これから先、私立大学は生き残

っていけない。校友の皆さんに

一軸浩幸会長が

案件に関わる会議なので、慎重

た。学歌斉唱、来賓紹介ののち、 校友評議員の推薦に関する重要

良介副会長が開会の挨拶を述べ

に審議してもらいたい」と挨拶

したい」と語った。

ので、よろしくご鞭撻をお願い

していけるように努力していく

信頼される立派な卒業生を輩出

は、私たち教員が力を合わせて

「ご存知のよう

した。

会の会場として

いるが、支部総

ら多数来られて

も各地の支部か

される。きょう

の会議室も完備

には二百人収容

竣工して、そこ

友・父母会館も

来年三月には校

この記念会館前

前駅の南口から

ちろん、校友の皆さまにも学園

るためには、教職員の団結はも

い関西大学」の評価を定着させ

して主張し、実践してきた「強

する建物である。これまで一貫

いうべき強固な結びつきを象徴

の「鉄のトライアングル」とも

である校友会および教育後援会

大学と、その強力なサポーター

に竣工する校友・父母会館は、

ターが完成した。 あった。また、来年三月十二日

までエスカレー

の運営に対するご理解とご支援

試験には、八四二人の受験者が

理事長は「関大北陽の初の入学

来賓挨拶にたった森本靖一郎

い関西大学」「関大から世界へ」

二年目になる。森本理事長が「強

勤めた。校友会の代議員も二十

で勉強し、二十二年間弁護士を

を卒業して、天六の司法研究室

は「私は昭和三十五年に法学部

だきたい。また、 をいただくことが不可欠であ

も利用していた

また、冬柴鐵三国土交通大臣
に阪急電車関大

校友評議員候補者は特別委員会で推薦

も原案が全会一致で承認された。

評議員候補者推薦方法の決定の件について審議され、各議案と

法人関西大学評議員選任規則施行細則第四条第二項による校友

年度収支決算書及び貸借対照表並びに財産目録承認の件、学校

五七五人の出席者があり、平成十九年度事業報告書と平成十九

百周年記念会館で開催し、千葉県、静岡県、山口県をはじめ、

六月七日（土）、第

91

16

学二経）校友会財務

とホノルルの旅」について案内

代議員会副議長▽黒津忠夫（昭

部長▽北嶋弘一（昭

國男（昭

があり、片山副会長の閉会挨拶

海外研修「ハワイ同窓との交歓

片山久江副会長が「校友評議員

で代議員会は滞りなく終了した。

評議員の選出に関する議案で、
は五十名が選出されるが、その

第三号議案「学校法人関西大学
評議員選任規則施行細則第四条
候補者は五十名以上百名以内を

院修機）

第二項による校友評議員候補者

学一史）関西大学体育ＯＢ会

44

松勝也総務部長が、第二号議案

同を得たあと、第一号議案は赤

は分離して行うことを提案、賛

ることから、一括審議し、採決

号議案については関連議案であ

議長より、第一号議案と第二

七月号に掲載して発表する。と

③委員の氏名は機関紙『関大』

選については会長に一任する。

委員会の委員の人数及びその人

して候補者を選考する。②この

員候補者推薦特別委員会を設置

ており、前例では、①校友評議

校友会長が推薦することになっ

深めた。

宴し、約一時間にわたり懇親を

下辰典評議員会議長の乾杯で開

た。古川好男副会長の挨拶、畑

副部長の司会で懇親会にうつっ

小休憩ののち、岩崎圭祐総務

長▽田中義信（昭

関西大学第一高等学校同窓会会

会長▽田中義昭（昭

（昭

西宮支部副支部長▽塩田貴美代

学機Ⅱ）

は石井國男財務部長が、それぞ

学一新）

学一法）司法書士関大会

副会長▽小坂圭一（昭

と提唱され、少子化がすすみ、

人に委嘱

校友評議員候補者

学一法）平

院博金）校友会副会長▽燈田

野支部支部長▽寺内俊太郎（昭

学一法）大阪国税秀
た「校友評議員の補欠選出の必

会長に一任いただきたい」、ま

員について、一軸浩幸会長は副

った校友評議員候補者の推薦委

時代議員会で「会長一任」とな

六月七日開催の第九十一回定

男（昭

一法）神戸支部支部長▽古川好

秀麗会会長▽西村太一（昭

み（昭

進（昭

決算に関する「監査報告」を朝

要が生じた場合は、前例に従い

会長らと協議の上、前例等も考

▽牧村史朗（昭

推薦委員を

倉満監事が行った。質疑のあと

会長に一任いただきたい」と提

慮して人選を進め、次の十六人

なっており、今回も前例どおり

いう母校を誇りに思っている」
採決にうつり、両議案とも原案

案説明を行った。特に質疑もな

に委嘱した。（

れ提案説明を行った。つづいて

と、熱い母校愛がほとばしる祝
どおり可決・承認された。

く、第三号議案は提案どおり可
議事終了のあと、大谷啓二事

友会総務部長▽阿部

▽赤松勝也（昭

進（昭

学

学一法）関西大学女子

麗会前会長・相談役▽仁井ひろ

辞を述べた。

第三号議案「学校法人関西大

決・承認された。

者推薦方法の決定の件」は、今

業部長から、今後の本部事業で

37

支部支部長▽森田敏二三（昭

32

学一経）愛知支部支部長。

32

学一法）京都

学一法）校友会副会長

31

48

32

つづいて、小坂道一議長、北
嶋弘一副議長の司会・進行で議

学評議員選任規則施行細則第四

件」、第二号議案「平成十九年

年九月末で四年間の任期が満了

学一仏）枚方支部支部長▽石井

音順、敬称略）

条第二項による校友評議員候補

48

事にうつり、第一号議案「平成

大は発展しつづけている。こう

55

43

50

55

それぞれ審議された。

推薦方法の決定の件」について

45

沈滞した若者がいるなかで、関

39

46

十九年度事業報告書（案）承認の
度収支決算書（案）及び貸借対

ある天神祭奉拝船「関大丸」と

45

学工金）校

照表並びに財産目録承認の件」、 となる法人評議員のうち、校友

17

16

50

校友評議員候補者推薦特別委員会
委員長に古川、副委員長に寺内・石井氏を選出
日に候補者百人を答申

は、六月十七日に天六キャンパ

友評議員候補者推薦委員十六人

一軸会長より委嘱を受けた校

め、選考日程、具体的選考対象

て推薦する」との基本方針を決

から求め、人事の刷新も配慮し

意を持つ人を、校友の各界各層

長の畑下辰典評議員会議長に通

日、法人の評議員選考委員会議

答申を受けた一軸会長は、同

た。

副委員長から一軸会長に答申し

うな奨学金をもらった。たしか

よい質問をしたら、皆さんのよ

精力的に選考進め、７月

ス・有鄰館会議室で第一回特別
者等を検討、決定した。

ている。それで学校の帰りに正

五百円の図書券だったと記憶し

なお、校友評議員は、法人の

門前のオーム書房で本を買った。

知した。

た後、委員長に古川好男副会長、 回の全体委員会で具体的選考を

選考委員会で候補者の中から五

その後、五回の小委員会、一
進め、七月十一日開催の第三回

副委員長に寺内俊太郎副会長、

皆さんも、このお金を有意義

に活用していただきたい」と挨

拶した。また、同席した豊島光

男一高校長は「奨学金を有意義

給付育英奨学金の授与式を、五

校友会では、平成二十年度の

激励し、化学生命工学部教授の

輩たちへのよい刺激になる」と

てほしい。皆さんの頑張りが後

に使って大学での勉学に役立て

月二十二日に関大一高からの進

ろんなこと

赤松総務部

に問題意識

長は「大学

二十二日正午過ぎから関西大

をもって検

学者、五月二十八日に法科大学

学会館で行われた一高からの進

証し、深く

では、ただ

学者に対する授与式には、校友

学んでほし

院と会計専門職大学院学生、そ

会から一軸浩幸会長、片山久江

い」という

暗記するの

副会長、赤松勝也総務部長が出

アドバイス

して六月二十五日には一般入試

席した。一軸会長が「母校に進

による学部入学者に対して行っ

学してくれてありがとう。私も

があった。

でなく、い

大学四年次に、法律の勉強会で

た。

専門職大学院生に進学支援奨学金
学部新入生に給付育英奨学金を授与

一日から四年間。

十人が選出される。任期は十月

協議に入った。
まず、今後の運営について協
議し、約一カ月間という短期間
での審議となるため、全体委員
会への提出資料の調整を目的に
小委員会の設置を決定。正副委
員長を含め七人で構成すること
とし、地域支部より田中義信平
野支部長、職域会より塩田貴美
代司法書士関大会長、関係校友
会より田中義昭一高同窓会長、
各種団体より仁井ひろみ女子秀
麗会長を選出した。
続いて、「評議員が母校の経
営に関与する任務の重大性に鑑
み、将来展望に立った経営の才
覚と国際的感覚を持ち、社会的
経験の豊富な視野の広い人材を、
また校友会活動に積極的に参加
し、母校の発展に対して強い熱

候補者を決定、七月十四日に正

石井國男財務部長を選出、早速、 特別委員会で百人の校友評議員

考に当たっての会長所見を述べ

委員会を開催し、一軸会長が選
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18

寺浦・伊勢・平井・喜多

298.8

第8位

姫

路

上霜・瀬川・植田・川崎

299.8

第9位

城

東

竹本・久家・大川・稲盛

300.4

第10位

東 大 阪

岩崎・高岡・片岡・大谷

301.2

第 3 位 小野

昭夫

宝

塚

43

48

91

19.2

71.8

第 4 位 北野

博昭

平

野

40

36

76

0 3.6

72.4

第 5 位 山田 大策

岡 山

50

50

100

27.6

72.4

第 6 位 安延

文男

岡 山

40

41

81

0 8.4

72.6

第 7 位 中野

弘

東

成

0 7.2

72.8

第 9 位 長谷川 勲

奈 良

42

44

86

13.2

72.8

第10位 小坂

修二

神

戸

45

47

92

19.2

72.8

第11位 竹瀬

元紀

尼

崎

49

42

91

18

73

第12位 山本 尚武

徳

島

42

49

91

18

73

第13位 肩荷

利勝

川

西

39

39

78

04.8

73.2

第14位 岩崎

英夫

東大阪

43

41

84

10.8

73.2

第15位 水本

武

池 田

36

41

77

0 3.6

73.4

堺

73.4

第16位 佐野健次郎

44

39

83

0 9.6

治三

尼

崎

40

43

83

0 9.6

73.4

第18位 和田 浩一

箕

面

42

41

83

0 9.6

73.4

第19位 石崎

六弥

芦

屋

44

45

89

15.6

73.4

第20位 竹本

泰廣

城

東

42

47

89

15.6

73.4

第17位 橋本

ベスグロ
肩荷

利勝

川 西

39

39

78

OLDコース

北野

博昭

平

40

36

76

野

団体戦優勝の尼崎支部

19

57

一高

NEWコース

61

品が手渡された。個人戦は、尼

72.8

80

崎支部の森岡修司氏（昭

0 7.2

39

学一商）が初優勝し、森本

80

41

・

40

西

理事長から理事長杯が贈られた。

40

第 8 位 沖中 龍三

二十位までの入賞、以下五位

70.8

最終組がホールウアウトした

19.2

ごとの飛び賞と特別賞が用意さ

90

午後四時過ぎから、クラブハウ

70.8

45

れ、入賞者が発表されるたびに

0 7.2

45

ス二階のレストランで懇親会と

78

守 口

会場には歓声と拍手がわいた。

38

嘉貢

表彰式がはじまった。大谷啓二

40

準優勝 寺浦

大会委員長の挨拶のあと学歌を

CUT IN GROSS HDCP NET

斉唱し、一軸浩幸校友会長、森

崎

本靖一郎理事長から多くの参加

支部
尼

を得て盛大なコンペを開催でき

競技者名

たことへの謝意が表され、上原

勝 森岡 修司

42

洋允専務理事が乾杯の発声を行

位

優

った。

個人戦（理事長杯）
順

第

口

回支部対抗親睦ゴルフ大会
支部二二九人が熱戦繰り広げる

守

団体戦は

298.8

第7位

尼崎支部が二度目の優勝

山本・西澤・勝本・井原

第二十四回支部対抗親睦ゴル

島

フ大会は、五月二十日（火）、

徳

昨年につづいて兵庫県小野市の

第6位

小野グランドカントリークラブ

295.2

堺

を舞台に開催した。台風の影響

294.6

佐野・古渕・北村・池田

第5位

による降雨が懸念されたものの、

小坂・山本・佐和・丸山

「皆さんの日ごろの精進のたま

戸

もの」という言葉どおり、スタ

神

山、徳島をはじめ、四十二支部

294.4

第4位

ート前には青空が広がり、コー

山田・安延・若林・赤澤

表彰式では、第十七回大会以

山

（団体戦有資格支部三十一支

岡

スを彩る新緑と鮮やかなグリー

294.2

第3位

来七年ぶり二回目の団体優勝を

293.4

小野・三木・鷲見・井上

部）の二二九人が参加し、オー

森岡・竹瀬・橋本・佐藤

塚

ンが輝いた。今年は、遠来の岡

崎

宝

飾った尼崎支部に一軸会長から

尼

ルドコースとニューコースのア

勝

準優勝

校友会長杯が授与され、十位ま

優

ウト、インからそれぞれ午前八

NET合計

で入賞した支部に、それぞれ賞

績●

時にスタートして腕を競った。

●戦
団体戦（校友会長杯）
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第16回海外研修
ハワイ同窓との交歓とホノルルの旅
11月２日（日）～７日（金）
参加者募集中!!
校友会では、現地校友との交歓と参加者の研修・親睦を目的に実施してき
た研修旅行を、本年は第１６回海外研修として下記要項にて実施します。お
知り合いの方をお誘いの上、多数ご参加下さいますよう、お願いいたします。
●実施日

11月２日（日）～７日（金）

●参加費

基本料金

１８８，８００円（オプショナルツアー代金を除く）

＊現地空港税6,600円・燃油サーチャージ28,000円・関空施設使用料2,650円は別途必要で、
金額は変更になる場合があります。

●利用航空会社
●食事回数

ＪＡＬウェイズ

朝食４回、昼食１回、夕食４回（機内食は含まず）

●宿泊ホテル

シェラトン・プリンセス・カイウラニホテル（または同等ク
ラス、２名１室利用）

＊１人部屋をご希望の場合、追加料金50,000円（４泊分）が必要です。

●募集定員

先着５０名（家族等同伴可）

●オプショナルツアー
◆他島めぐり①ハワイ島めぐり②マウイ島めぐり
③カウアイ島めぐり＝いずれも250ドル（昼食
付）
◆オアフ島観光①ワイキキトロリーバス１日乗り
放題＝20ドル②オアフ島周遊ツアー＝98ドル
（昼食付）③戦艦ミズーリ・ツアー＝53ドル④
アリゾナ記念館とボーフィン・パーク＝59ドル
◆ゴルフ①タートル・ベイ（アーノルド・パーマ
ー）＝215ドル ②マカハ・ウエスト＝150ドル
③コオリナ・ゴルフコース＝190ドル
●催行旅行社

農協観光大阪支店
（電話06－6395－2300）

●申し込み

申込金３０，０００円（旅行代金に充

当）を添えて、９月20日（土）までに、下記まで
申し込みください（定員になり次第締切）
資料請求・参加申込先
〒564－8680

吹田市山手町３－３－３５
関西大学校友会

（電話06－6368－0044 FAX 06-6380-8476）
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く 言 わ れ る の は﹁ 好 き

ます︒名刺交換等でよ

で学芸課長を勤めてい

⑤ 資料の寄贈・寄託・購入に伴う目録化

施︶

④ 専 門 知 識 の 普 及 活 動︵ 講 座 講 演 の 実

③ 学校教育や生涯学習との連携事業

携も覚束ないでしょう︒

に な ら ざ る を 得 ず ︑ 現 場︵ 学 校 ︶ と の 連

ら見れば ︑優先順位は限りなく低い事業

これとて民間委託した場合︑費用効果か

すべき役割は︑益々増えつつあります︒

学習の一環として博物館や美術館の果た

また︑学校教育の現場で︑社会・地域

なことが仕事になって
どれを取っても手間のかかる事業ば かり

芦屋市立美術博物館

良 い で す ね ﹂ と か﹁ 現
で︑地道な積み重ねがモノを言う世界と

② 綿密な準備を重ねた展覧会事業

在の流行にとらわれず︑
言えるでしょう︒しかし︑公から民への

具体的には︑地域密着の博物館として

館もその渦中に揺れ動いているからです︒

るべきだし︑事業協賛によ

もとに具体的に予算化され

は観客動員の目標設定値を

以上の観点から︑公立博物館は細々と

そだと考えるのです︒

という安堵感が根底にあってこ

で︑最終的に公的に所蔵される

との弛まぬ信頼関係によるもの

これこそ市民と博物館︵学芸員︶

品の受理とその活用があります︒

市民共有の財産となる資料や作

最後に最も重要な事業として︑

金儲けとは縁のない世
社会的流れに沿って︑時に
事業の対費用効果といった

界ですね﹂と羨ましがられるのですが︑
もとより︑のんびり惰眠を貪ってきた
目に見える実績が必須の条

観客動員数︑あるいは実施

つ も り は あ り ま せ ん が ︑﹁ 聖 域 な き 構 造
件となってきました︒

内実はそう簡単ではありません︒

改革﹂のスローガンのもと︑博物館も例

以下のような事業を積極的に実施して来

る経費削減はもっと大胆に

例 え ば ︑② の 展 覧 会 事 業

ました︒

なされるべきだと考えてい

外ではなく大変革の時代に突入し︑勤務

① 地域の調査と文献資料の整理
ます︒

ま た ︑④ の 普 及 活 動 に つ
いては︑学芸員として自ら
の専門領域を市民に分りや
すく伝えていく仕事で︑対
費用効果が最も期待できる
事業と言えるでしょう︒
問 題 な の は ︑①・③・⑤ の

でも良いから直営直轄で運営すべきだと

事業展開です︒いずれも︑地域博物館

︵公立︶の生命線とも言える根幹事業で︑

考えますが︑限定的に民間活力を導入す

明確にし︑責任を持って運営にあたるこ

は︑事業を成すべき上で︑公私の区分を

ることは何の問題もないと思います︒要
地域資料の調査整理は当該地域の歴

とだと思います︒

と考えられるからです︒
史文化の掘り起しに必要不可欠な事業

ジアム・マネジメント︵市民有志が設立︶

現在︑勤務館はNPO法人芦屋ミュー

であり︑指定管理︵民間委託︶に伴う限
定年度で対応できるものではありませ
ん︒

が市から業務委託を受け︑我々職員の雇

用も合わせて運営しています︒

次回は︑全国にない新たな博物館運営

に挑戦する姿を具体例をもとに紹介しま

す︒

明尾 圭造（あけお けいぞう）
昭和３６年大阪府東大阪市生まれ。平成元年大学院文
学研究科修士課程修了。平成４年芦屋市立美術博物館に
着任し、現在、学芸課長。大学では、備後の漢詩人菅茶山
を中心に、私塾や寺子屋の研究を進めたが、勤務後は阪
神間のモダニズム文化の顕彰に努める。現在は、芦屋の
地域特性を生かした近世近代の大坂画壇の連続性を確
認するとともに、その評価を確立することに力を入れてい
る。論文・著書には「雅俗を遊ぶー編集者松阪青渓とその
軌跡ー」
（『モダニズム出版社の光芒』共著・淡交社２０００
年、
『 阪神名勝図絵』にみる地域の面影（関西大学博物館
紀要第１０号）
２００４年、
『 モダン道頓堀探検』共著・創元
社・
２００５年などがある。

生活学習展示の解説
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「今変わりつつある博物館」
公的な組織にして初めて為し得る事業

生活学習授業風景

「伊勢物語と絵画」展解説風景

圭造
明尾

〈上〉
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連載 ◇

住住
之之
江江支
再総
建会総
支部
部が
再建
開会
催を開催

会計監査・大久保直也（昭

学

鑑賞した。

新支部長に佐野氏就任

富山県支部（今村守支部長）

機関紙の継続と部会発足へ

のリードによる学歌斉唱に始ま

の総会が、六月七日、ウィング

総会は寺島広文氏（昭 商）

（幹事長

り、一軸会長より祝辞を頂戴し、

ウィング高岡生涯教育センター

英）の各氏。
（塩田憲治司法書士事務所＝〇

支部長挨拶の後、昨年度の事業

六―六九四三―七二六七）

会および懇親会が、四月二十九

沖縄支部（三宅勲支部長）総

総会に森本理事長、河田学長など

努めようと決意を新たにした。

動も活発化させ、関大のＰＲに

総会運営はもとより、今後の活

校友会から助成金をいただき

河田悌一学長、校友会から一軸

入学）も飛び入りし、全員の拍

長に就任した三宅俊司氏（昭

当日は、同ホテルにて関西大

学

浩幸会長、増地英一事務局長を

学教育懇談会が開催され、われ

並びに籠池靖憲支部長（昭
商）ほかの役員を選出し、無事、

手で支部入会を承認した。
迎えて開催された。

演では、母校経済学部教授の李

もと、玉元宏一副支部長の乾杯

はじめに今村支部長が、「三

工）の進行の

英和先生が、拉致問題などにも

われ校友も大学紹介映画を多数

で始まり、森本理事長、河田学

長の祝辞を頂戴した。しばし懇

期九年に及ぶ長い間、役員およ

るとともに、母校関大の躍進ぶ

べてやった」との迫力に感服す

本理事長の「やるべきことはす

なかでも今期で退任予定の森

ことは、会員に会の存在を認識

九号まで継続して発刊ができた

「あしのは」を創刊し、今年第

簿の会員全員への配付、機関紙

行できた。特に六十周年記念名

び会員のご協力を賜り事業を執

りに出席者全員驚嘆し、おおい

る。また母校各学部の著名教授

知でき、今後その成果が待たれ

させるとともに、その活動を周

法）の万歳

（三宅

勲）

勲＝〇九八―八九七―
〇八二八）

（三宅

を寄贈するなどの事業も推進で

館へ母校有名教授の著作十六冊

会を開催したり、高岡市立図書

三唱で盛会のうちに会を閉じた。 などをお招きし、継続的に講演

新城利彦氏（昭

もボルテージがあがった。

に元気をもらって逍遙歌の合唱

活動の近況報告と続いた。

談の後、増地事務局長の校友会

治副支部長（昭

触れながら北朝鮮の政治的現況

の父母の皆様とともに懐かしく

懇親会では、引き続き大坪慎

47

を分かりやすく分析、参加者は

熱心に聞き入った。
支部の主たる目的を親睦にお

くこととし、「山歩き同好会」
「ゴルフ同好会」「釣同好会」
などのグループごとのテーブル
に着き、昭和十七年卒から平成
十七年卒まで年齢層も幅広く、
総勢三十二人ではあったが、和
やかに親睦会を楽しんだ。
活気のある支部運営を祈念し、
逍遙歌の合唱で閉幕した。

学法）、

開催された。

において、二十人の出席のもと

て世話人会で検討を進め、再建

日に沖縄パシフィックホテルに

母校の躍進に全員驚嘆

総会の開催にこぎつけた。

また、今年沖縄県弁護士会会

を承認した。

・会計報告および今年度の予算

塩田憲治）

49

厳粛に終了した。第二部基調講

第一部総会では、会則の承認

一に考えながら、数回にわたっ

41

て、大学から森本靖一郎理事長、

少数人
も睦
、を深年
少人
で数
もで
、親
めぶ
る りに親睦を深める

平成七年以降活動が停滞して
いた住之江支部では、四月二十
四日、大阪キャッスルホテルで
再建総会を開催。来賓として一
軸浩幸校友会長をはじめ、山田
拓幸組織部長、辻佐一郎大阪市
内支部連合会会長、木村良雄港
支部幹事長らのご臨席を賜り、
支部会員二十六人が出席した。

支部長以外の役員は、副支部
学商）、幹

47

24

22

富山県支部総会

52

学新）、

沖縄支部総会

住之江支部では、昨年六月に
本部の呼びかけに応じて有志が

長・三科仁孝（昭

事長・塩田憲治（昭

会計幹事・栗山幸夫（昭

44

集い、第一回世話人会を開催。
以後、支部としての独自性を第

37

50

13

住之江支部再建総会

きた」と述べ、会員の協力に感
謝の意を表した。
議事では、十九年度事業およ

寺坂光夫監事（昭 経）の挨拶

二組の夫婦や四人の初参加も

首都圏支部連合会の女子部懇

ライブやコーラス楽しむ

親会が、五月二十五日に「倶楽

と乾杯でオープニング。司会は
院法）の

山本智子副幹事長（平８社）、

の拍手で原案どおり承認可決し
来賓、初参加、永年の常連メン

平成卒コンビで進行。祝宴では

れた。

部パソナ︱表参道︱」で開催さ

藤澤薫常任幹事（平

た。今村支部長の退任の挨拶が

バー、平成卒が交流を深め、現

び会計決算、会則の改正は全員

あり、女性部会の松村副支部長

っぱいに二百人の輪となり逍遙

とつになった。最後は、会場い

役応援団の演舞演奏に会場はひ

現役応援団を含め、総勢二百人
が瞬く間に会場を埋めた。
開会挨拶を渡邊泰之幹事長
（昭
法）、学歌斉唱、来賓紹介が

神戸支部を目指す」と挨拶。来

歌を合唱した。閉会は神戸市役
法・神戸

所関大倶楽部の会長でもある桜

井誠一副支部長（昭

市保健福祉局長）が挨拶した。
創立五十二年目の神戸支部は、
西村支部長による平成二十年度
の新体制で始動することとなっ

法）、幹事長に

二十七人の参加者のうち、二組

ボーカリスト西川様のライブ

上がった懇親会だった。

のご夫婦、四人の初参加と盛り
商）山本智子

工建）、副幹事

商）

た。なお、再任役員に加えて、
副支部長に野村典子（昭
渡邊泰之（昭
谷口欣久（昭

あいにくの雨模様だったが、

から記念品を贈呈した。
新支部長に就任した佐野幹事
長が、「全力でやるので何卒宜
しく」との就任の挨拶を述べ、
総会は無事に終了した。
なお、七部会の立ち上げと、
機関紙「あしのは」の継続発行
が承認され、機関紙については
文章登載料および広告料では経
あり、西村支部長（昭

法・神

費が不足となるため、両事業と

戸トヨペット会長）が、「時代

第二部は、ＢＯＮにて楽しい

賓祝辞を一軸浩幸校友会長、近

長に今中寛（平

工

コンサート、応援参加合唱団の

社）前田由利（昭

建）、常任幹事に木本誠二（平

“ひびとも”の皆様のコーラス

文・小林寿子）

福岡アビスパ応援ツアー開催

（昭

最後は全員合唱で散会した。

を持つことが出来た。

と校友同士で楽しい交わりの時

７法）、幹事に津田有加子（平

kuaa-kobe-

経）の新任が決まった。
神戸支部メール

owner@yahoogroups.jp
URL http://groups.yahoo.
木本誠二・平７法）

co.jp/group/kuaa-kobe
（常任幹事

若手会の五月度イベントで

五月十一日、福岡千里会（花

応援ツアーを開催した。

当日はレベルファイブスタジ

す。

社）のご好意も

（若手千里会幹事

佐々木進一）

らも応援していきたいと思いま

して地元福岡のチームをこれか

また機会を作って福岡千里会と

選手にきっと届いたことだろう。

敗れたが、みんなの熱い声援は

結果は、残念ながら０―３で

も最高だった。

れたが良い天気で、ビールの味

めて十四人だった。雨も心配さ

参加者は同伴した子どもも含

掲示板に表示された。

岡千里会」もコールされ、電光

あり、試合前には「関西大学福

健太郎氏（平

れており、元選手でもある栄井

アビスパ福岡編成部に勤務さ

フとなった。

島との対戦で十三時にキックオ

アムにて、サンフィレッツェ広

首都圏支部連合会女子部懇親会

28

18
47

（東光商会気付＝〇七八―四五
三―二二一一）

田正利会長）では福岡アビスパ

10

神戸支部総会

（平

48

61

も事務経費として本部からの助

懇親会が開催され、時間の過ぎ

隣支部代表で上野義治芦屋支部

行。総会議事は任期満了に伴う

61 42

9

成金の一部も充てることとした。 の変化とともに新しい活気ある

るのも忘れて懐旧を温めた。時

長よりいただいた。司会は吉田
法）と前田

間も迫り、本間幹事長代理の指

揮で、肩を組み逍遙歌を歌って、 健剛副幹事長（昭

支部長選出があり、西村支部長

工建）で進

（佐野治人）

の続投を拍手で承認。事業計画

由利常任幹事（昭

（佐野治人＝〇七六六―二三―

平成二十・二十一年度の各役員

案など各議案も可決承認された。

西村太一支部長が続投

委嘱では、西村支部長が多くの

法・神戸市長）の開宴挨拶、

懇親会では、矢田立郎顧問（昭

平成卒メンバーを登用した。

新役員に平成卒を多数選出
神戸支部（西村太一支部長）
定例総会は、六月六日にホテル
オークラ神戸で開催され、来賓、

8

31

七六三四）

またの再会を約して散会した。

61 40

福岡若手会の応援ツアー
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37

13

42
46

（安藤造園土木・白木成光＝〇

日本一と評した「味噌ちゃんこ
動きがとれない。今までの最高

なひとときだった。そして、終

支部長の短い挨拶のあと西村

た有意義な今回のウォーキング

再び現実に呼び戻された感のし

着点ＪＲ大久保駅前に集まり、

て口にしたとのことで誠に美味
副支部長の乾杯で懇親会は始ま

だった。

の参加者であった。

という評判ばかり。すき焼きの
ったが、五分も経たないうちに

なべ」へ。ほとんどの方が初め

味噌ちゃんこの美味に満足
方は残念でした。次回はこちら

九二―八四一―四一四一）

参加者多数で部屋は一杯

興奮した高い声があちこちで飛

しいウォーキングか期待を胸に、

昼食会。次はどのようなすばら

冷えたビールが喉にしみる懇親

ウォーキングの締めくくりは、

快い疲れと、楽しく満足した

を食べてください。九時前に終

び交っている。多忙な中、東京

この時期にしか食べられない
了したが、みな満足という顔で

の挨拶の次に初参加者の紹介。

から戻って来た山本衆議院議員
井口俊博）

その中に、案内も出していな

いてみると、京都支部のホーム

校友が参加されていた。話を聞

道中、長坂寺廃寺や、およそ四

めたのかと、感慨にふけった。

この狭い道を参勤交代が歩を進

西国街道や太山寺街道をたどり、 た。

（幹事長

斉藤雅彦）

来年の参加を約して解散となっ

ＨＰ見て転入校友も参加

ページを見てとのことであった。

百年前に設けられたと推定され

物語る社寺を巡った。

正覚寺から金ヶ崎神社、そし

て宋賢神社とガイドさんの解説

に、来し方に思いを馳せ、今ま

最後は大久保の北に位置する

り大会を五月十七日に東舞鶴海

釣り同好会は、第十一回春季釣

川西支部（水口博喜支部長）

多田氏が二度目の優勝

大漁の後はお刺身宴会

―九一一―二九一八）

（ソーエイ・斉藤雅彦＝〇七八

過去最高の出席で懇親会

これからもこのような校友が増
やがてお開きになったが、肩

で組織している京都支部・南ブ

ロックの懇親会が、六月十四日

を組んで逍遙歌を歌う場所もな
い。玄関へ出て記念写真を撮り

に石清水八幡宮や松花堂弁当の

発祥地とされる八幡市のサガミ

三々五々帰路についた。
井口俊博）

では気にも止めない一片の軽い

今年も文句なしの好天に恵ま

名刹「光触寺」。このお寺は戦

礼拝で過ごしていたことが、恥

れた祝日の四月二十九日、明石

国時代、兵庫県三木城攻めに赴

ずかしく思われた。

関大クラブ（鈴木一雄会長）で

いた武将秀吉が、休息に立ち寄

西国・太山寺街道を行く

は恒例のウォーキング第五回を

産を見学させていただいた貴重

れて、郷土の由緒豊かな歴史遺

行程約三時間、喧噪の巷を離

えて下さった。

ろした木株で歴史的に有名と教

って馬をつないだ松と、腰を下

コースはもっぱら歴史の道、

ドさん三人の先導で出発。

八人が集合、ボランティアガイ

口前に校友と家族を合わせて十

午前九時半、ＪＲ魚住駅改札

開催した。

喧噪の巷を離れて三時間

（事務局長

八幡店で開催された。
二十八人が入ると会場は立錐
の余地もないほどいっぱいで身

る道標、また一つ一つが歴史を

宇治を中心に府下南部の校友

いのに奈良から京都へ転入した

明石関大クラブのウォーキング

えると本当にありがたい。

三五一―二一一二）

（いぐち・井口俊博＝〇七五―

（事務局長

帰路についた。

「焼きたけのこ」をメインにし
た京都支部（牧村史朗支部長）
グルメの会が、五月二十一日に
四十二人の参加のもと「ちゃん
こ横綱」で開催された。四十二
人の参加になると部屋がいっぱ
いで、次回からは人数制限をと
の声もあったほどである。
初がつを、活けタイの松葉造
りなど五種類のお造りのあと、
今朝大原野で掘ってきたばかり
のたけのこに移る。目の前のコ
ンロで焼いたたけのこに木の芽
を添えて食べるのであるが到底
言葉では表せない。
次は、漫才師の「まさと」が

京都支部南ブロック懇親会

24

川西支部釣り同好会

京都支部グルメの会

勝者多田氏へカップの授与や、

前回優勝者湯川氏より今回優

パークタウンのおまつり公園に

前日の雨も止み、北摂猪名川

と賑やかに歓談しながら楽しく

上釣り堀「太宏」で開催。薫風
多田氏・荒木氏による一言感想

次回は十一月に嵐山、嵯峨野
方面を予定。

野球部監督の土佐秀夫氏による

「学生スポーツの現状と関大野

同氏は監督就任時に「上級生

球部」と題する講演を聴いた。

と下級生との区別もなく、漫然

湯川捷彦）

川
<西支部ホームページ >

と練習する雰囲気」を感じ、ス

（歩こう会会長

集合し、コース等を説明したあと、

http://www2.kandai-koyukai.

トッキングの色分けで学年が分

ラジオ体操をして十時過ぎに悠
久の館を目指して歩き始めた。

com/al/kawa-nishi/

歩いた。

心地よい好天の下、参加者八人
などがあり、楽しく賑やかに盛

午前八時に全員一斉に竿を出
忍県会議員より挨拶があり、「次

り上がった。最後に顧問の加茂

で日頃自慢の腕を競った。
し競技開始。しばらくすると、
「かかった！」「タモ、網！」
回も大漁で宴会を！」の声のな

かるようにするなど、けじめを

などあちこちで声が上がり、二

総会に百人超が参加

つけることから始めた。また十

悠久の館では猪名川町観光ボ

土佐野球部監督が講演

分に使いこなせる雨天練習場の

か、閉会した。

ランティアガイドの方々が待っ

豊中支部（神保雅明支部長）

ない野球部員の苦労話等も披露

山内眞郎）

ていて下さり、二班に分かれて

され、会場からの質問にもユー

（釣り同好会副会長

（水口博喜＝〇七二―七九二―

説明を受けながら、多田銀銅山

多田銀銅山の歴史は古く、奈

軸会長による母校の現況報告と

続く第三部の懇親会では、一

モアをまじえて答えられた。

の当時を偲びながら楽しく散策

多田銀銅山から北田原を散策

良時代には東大寺大仏建立の際

挨拶があり、来賓紹介、祝電披

した。

五六七一）

人一組の協力でハマチ、鯛を次
々と取り込んだ。
少し喰いが鈍ったところで早
めの昼食をとり、食後に再度、
に集まり競う中、競技時間終了

次回は嵐山、嵯峨野方面へ

魚に挑戦。各人が喰いの良い場
の午後二時になり納竿。
川西支部の歩こう会の本年度

に、多田銀銅山で採掘された質

セ

春季大会は、風薫る新緑の五月

露を終え、野球部ＯＢでもある

優勝は多田孝氏（ハマチ
ンチ）。昨年春の第九回大会で

の良い銅が使用されたと伝えら
その後、豊臣政権時代に第一

センチ）。 が参加し、多田銀銅山を散策し

隆盛期を迎えた。また、多田銀

土佐監督と同席した中西マネ

懇親に入った。

の本年度総会が、六月十四日に

たあと、近畿自然歩道（猪名川

金伝説のロマンが今日まで語り

阪急豊中駅前ホテル・アイボリ

町歴史街道）を北田原のマス釣

初山前支部長の発声により乾杯、

十一日、二十六人（内夫婦一組）

一位は、荒木敏雄氏（
本年入会の初参加でのビギナー
ズラックとなった。
氏の七匹（鯛四匹、ハマチ三匹）、

継がれている。そして江戸時代

ーで開催された。当日は校友会

ジャーが各テーブルを回り、関

全員での釣果は三十一匹（鯛二

には第二降盛期を迎えた鉱山の

から一軸会長をはじめ、近隣支

銅山に眠る莫大な豊臣家の埋蔵

十匹、ハマチ十一匹）だった。

歴史について分かり易く説明を

部の支部長、役員を来賓に迎え、 したいと語った。

り場まで約七キロを、ワイワイ

今回初企画として釣果でのお

受け、参加者一同満足しながら

第一部の総会は、支部長の挨

百人の校友に案内状を送付、出

なお今回の総会には、約千六

えた。

ドで逍遙歌を大合唱し総会を終

は、元応援団の小川監事のリー

で全員に配られた。恒例の締め

どりの美しい鉢植えの花が抽選

毎年好評の福引では、色とり

百円が集まり、ボール代に充当

願いしたところ、十四万四千五

現役野球部への資金カンパをお

関戦日程の案内送付先の確約と

刺身宴会を、釣り同好会の会員

久しぶりに百人超の参加者とな
・高札場跡・代官所の門・金山

拶に続き、議事に入り、十九年

った。

した。釣り同好会の会員十三人、

彦神社・青木間歩（天井の一部

度の活動報告・会計報告、二十

多田銀銅山代官所（役所）跡

散策した。

支部役員有志六人の計十九人の

に鉱脈を見ることができた）・

年度の活動計画が異議なく承認

宴は釣り同好会会長滝岡俊一

参加となった。

台所間歩・瓢箪間歩等々を興味

された。

氏の挨拶の後、今大会の竿頭岸

川西支部歩こう会

様子が良く偲ばれた。

第二部の講演会は、関西大学

深く見て回り、当時の繁盛した

氏のご厚意により、同所で開催

で料亭「胡兆」オーナー野口修

竿頭（最多釣者）は岸本文彦

れている。

も優勝で今回二度目。鯛の部第

50

本氏の乾杯の発声で始まった。

25

豊中支部総会

45

席できない百人の校友から通信

入り、いずれの議案についても、 （技建設計・本間敏司＝〇六―

ひと味違った雰囲気で総会は進
んだ。

ただいた。百八十人の新卒者に
元藤井寺市長から、無題「よも

総会に続いて、校友の堀端宏

来年は支部創立五十周年

「アゼリア柏原」で総会

ゴ！」が出ず、番号を何度も繰

ゴ大会に興じ、なかなか「ビン

が豪華賞品を持ち寄ってのビン

六五三三―五一四五）

無料招待の案内状を発送したが
やま話」と題する講演をしてい

五月二十五日、柏原駅前再開

り返し読み上げる司会者もお疲

原案通り承認された。

一人だけの出席で、今後の課題
ただいた。堀端元市長は、市長

発に伴い昨秋オープンした「ア

れのご様子。中締めには杉本和

費として約十三万円の協賛をい

となった。 （幹事長 横畠正秀）
五期二十年、大阪府議三期十二

義八尾支部副支部長の口上に従

懇親会では、近況報告や会員

（横畠正秀＝〇六―六三三一―

ゼリア柏原」を会場に二十年度

って逍遙歌を歌い上げ、本年度

年等の経歴を有し、日本歴史、
会を開催した。

写真撮影等の研究者である上に、 柏原支部（岡野有幸支部長）総
現在においても、石川澪一郎の

総合情報学部の岩田教授が講演

ールディーズのライブなどの余

乾杯・歓談。女性歌手によるオ

らくる人生訓を、わかりやすい

は、五月二十四日にホテル日航

摂津支部（板野剛士支部長）

体で合唱して散会となった。

最後に、口上付きの逍遙歌を全

興で会場は大いに盛り上がった。

更なる校友の輪広げよう

六三八七―一六九一）

（エイブル・阿部賞久＝〇六―

（阿部賞久）

言葉でご高話いただき、有意義

の各支部の代表をお迎えし、滞

長をはじめ、吹田、茨木、高槻

来賓として校友会の石川副会

親会を開催した。

茨木大阪で二十年度の総会・懇
懇親会は、近隣支部の来賓か

な講演であった。
ら、各支部の近況を聞かせてい
ただき、意見交換をする等、な
ごやかなひとときを過ごすこと

りなく次第は進行。

岩田教授によるミニ講演会が催

の「プラザオーサカ」で開催さ

長）総会は、六月六日、淀川区

東淀川支部（寺内俊太郎支部

区内北陽高校の併設を機に

され、その中で当日教授に同行

総会終了後、総合情報学部の

していた中国からの女子留学生

三人による研究報告会も行われ、 れた。

26

摂津支部総会

二二七五）

堀端元藤井寺市長が講演

出席者からは感嘆の声があちこ

の総会もお開きとなった。

来年、柏原支部は創立五十周

関西学院同窓会柏原支部をは
じめ、本部から一軸会長、また

ペンネームで「千剣破城（ちは
やじょう）未だ陥（お）ちず」

ちから。四川大地震被災地救援

市長五期・府議三期の経験など
藤井寺支部（國下和男支部長）

年を迎える。記念行事等々も企

の募金活動を各所で行っている

東大阪、八尾、藤井寺、松原、

画していますので、今後も宜し

と題する小説を、地元雑誌「蔕
（へた）文庫」に連載され、好

講演会に続いて懇親会が行わ

供させていただいた。

とのことで、本会でも機会を提

学史地）

くお願いします。

石田成年・

評を博しておられる。

（事務局

（石田成年＝〇七四五―三一―

同氏は、多方面にわたる経験
に加え、研究者としての姿勢で

れ、ちょうど駆けつけた摂津市

広い見識、それに奥深い洞察力

懇親会では女性歌手がライブ

長の森山校友による挨拶の後、

の持ち主である。同氏の経験か

身につけられた円満な良識と幅

五六三〇）

61

物事を深く追求された実績から

河内長野、平野、生駒の近隣各
支部からもご来賓をお迎えし、

ができた。
最後に、校友会事務局奥田惠

参加者は三十四人。夫人が会員

もおいで下さり、例年とはまた

柏原支部総会

総会が、五月二十四日に「料亭
こもだ」において、来賓・会員
合わせて四十五人の出席を得て
開催された。
総会では、校友物故者への黙

造課長のエールにより逍遙歌を

山田正雄）

市役所関大会ＯＢの青山吾郎氏

の挨拶に続き、ご臨席いただい

（副支部長

部長の閉会の挨拶で終了した。

である中野隆司大阪府議や柏原
ただいた。引き続き議案審議に

大学の近況報告等のご祝辞をい

た寺内俊太郎校友会副会長から、 声高らかに歌い、尾松啓祐副支

祷、学歌斉唱の後、國下支部長

藤井寺支部総会

第一部総会は学歌斉唱の後、
校友物故者に黙祷を捧げ、寺内
支部長が、今年度から区内の北
陽高校が併設高校となったのを
機に、更なる校友の輪を広げて
いくと挨拶された。議事は全て
の議案が滞りなく承認され、初
第二部は淀川支部（塚田邦彦

参加の校友が紹介された。

（福田淳三郎＝〇六―六三二二

報告をそれぞれ行い、満場一致

支部連合会会長、近隣十支部の

会長、成岡事務局次長、辻市内

た北支部山本直樹氏より「実り

遠方の千葉市より参加いただい

多い懇親会である。料理も、企

宴たけなわで、恒例のハズレ

い」との感想をいただいた。

画もよく、来年も是非参加した

支部長、副支部長、顧問、幹事

で承認可決された。
法）の支部

長重任、幹事長には田中昇（昭

あたり、縣氏（昭

さらに本年度は役員改選期に

―五一〇七）

縣荘一支部長を再任
幹事長に田中昇氏選出

法）

無しの大抽選会、阪神タイガー

経）が、冨永淳一氏（昭

に代わっての就任となった。ま

ス岡田監督の額入り色紙、高級

西成支部（縣荘一支部長）は、

た、それに伴い田中が事業計画

で大いに盛り上がった。とりわ

乾杯の発声のあと、会食・歓談

渚家栄都さんの落語では場内爆

第一部の総会は、学歌斉唱に

安達副支部長の開会の辞、縣支

最後に、高田相談役の閉会の

始まり、両支部総会では全議案

を更に深めたい」と力強く挨拶、

野村都島支部長は「会員の絆

辞の後、逍遙歌を大合唱、西成

昇）

が承認された。
（田中

中村副会長より関大の現状を詳

今年は新しい試みとして、都

行、米谷東成支部長の乾杯で開

仁井ひろみ副幹事長の司会で進

器などの豪華景品に会場からは

拍手や歓声が起こり、時間はあ

っという間に過ぎ去った。

乙咩都島副支部長の閉会の辞に

続き、上符北支部幹事のリード

により逍遙歌を熱唱し、再会を

約して盛会裏に幕を閉じた。

)

宮坂洋介）

正＝〇六―六三五一―

（北支部幹事長

（前田

一三三一）

た。

ながら組織拡充の成果が見られ

された方も数名あって、わずか

ないのは残念だが、初めて参加

ら若い校友と女性の参加者が少

十五人が出席した。いつもなが

日に中之島プラザで開かれ、三

の二十年度総会が、六月二十一

福島支部（宮腰健次支部長

本格派フラメンコを楽しむ

前田支部長は「合同総会の経緯、 宮腰健次支部長を再任

これからの支部の在り方」に熱

い思いを語られた。引き続き、
六月二十一日北支部（前田正

細報告いただき、今更ながら母

来賓の紹介、祝辞を頂戴した。
支部長）の二十年度定期総会を

島支部（野村富雄支部長）と合

宴。軽妙な司会に場も和みイン

第二部の懇親会は、都島支部

校の発展に驚かされた。

同総会を企画、会員にご案内申

宮腰支部長の開会挨拶の後、

校友会から来賓としてご出席さ

など大いに盛り上がった。今回、 れた赤松勝也総務部長から挨拶

自己紹介、名刺交換、仕事裏話

タビュー形式で、ユーモラスな
来賓として、本部から中村副

が集い盛大に挙行された。

し上げたところ七十余人の校友

ミアハウスで開催した。

梅田にあるモントレー・クラス

合同総会と懇親会

北支部・都島支部

六三三二―五五六七）

（田中昇税理士事務所＝〇六―

会となった。

支部の更なる発展を誓い合い散

笑の渦に包み込まれた。

幹事長の司会のもと、学歌斉唱、 け渚家栄太郎（縣支部長）さん、

の会」会長の来賓をはじめ総勢

懇親会では、香川副支部長の

で総会を開催し、校友会本部よ

長の方々をお迎えした。

自転車、旅行カバン、タコ焼き

60

二十四人の参加となった。冨永

渚家栄都落語サークル「なぎさ

六月八日にホテルメトロ・ザ

46

り赤松総務部長・増地事務局長、 案を述べ満場一致で承認を得た。

63

部長の挨拶とすすみ、化学生命

工学部教授でもある赤松先生か
らいただいた来賓挨拶では、母
校の現状を詳細にお話いただき
感慨深く拝聴した。
議事ついては、富永幹事長が
事業報告、矢田会計が会計報告
・予算案、隅蔵会計監査が監査

北支部・都島支部合同総会

21
西成支部総会

支部長）との合同懇親会で校友
会本部、近隣支部、校友合わせ
て五十人が参加、岸本淀川支部
幹事長のユーモア溢れる司会で
盛大に始まった。片山久江校友
会副会長から祝辞をいただいた
後、成岡昭二事務局次長の乾杯
から各テーブルでは近況や昔話
に花が咲いた。
抽選会で盛り上がった後、全
員肩を組み、田中正紀東淀川副

松田茂敬）

支部長のリードで逍遙歌を大合
唱し絆を深めた。
（会計

27

東淀川支部・淀川支部合同総会

一氏、副会長に稲田昌三氏、代

とで、中村会長の挨拶があり、

池田基一郎幹事長の司会のも

人を数えた。

は画面を食い入るように見つめ、 た。

表幹事に田合邦臣氏、副代表幹

研修会へと続いた。

員の改選では、新会長に西村太

今回の講師は、浜松ホトニク

事に水野芳夫氏を選出、樋口会

席して新阪急ホテルで開催され

頭に学内で
当日の会場の真ん前にできる「中
ス㈱電子管事業部営業部営業技

長と天野正代表幹事は相談役に

接する新線開通だけに、参加者

の大麻事件
之島駅」はどんな風になるのか
術グループ長の鈴木誠司氏で、

があり、冒

のお詫びと
関心を集めた。

され、その

の決意が話

て、アトラクションには本格派

発声で開会。宴たけなわとなっ

理事長羽間平安氏による乾杯の

第二部の懇親会は、母校の元

〇〇二年に小柴昌俊東大名誉教

子・ニュートリノを捕らえ、二

で宇宙から飛んでくる小さな粒

かなえる未来」。カミオカンデ

テーマは「光とは何か？：光が

（校友会事務局＝〇六―六三六

交換を行うなど交流を深めた。

の懇親会では、それぞれに名刺

その後、講師や来賓を囲んで

就任した。

（前田修二）

れた。山田副会長のご意見を交

理士の業務について講演が行わ

判官から見た専門家としての税

に裁判所から見た税法解釈、裁

方針に基づき、裁決事例を題材

のにしようとの会計人会の研修

今回の研修は、実務的なノウ

素早い対策

後、関大の
フラメンコギターの生演奏をバ

授がノーベル物理学賞を受賞し

八―〇〇四一）

話があった。

抽選会が谷口幹事長のソフトな

て、後半は、会員寄贈のお土産

初参加の会員紹介などがあっ

発・製造に携わってきた。

開発・検査業務や応用製品の開

光電子倍増管製造部に配属され、

電子倍増管」。鈴木氏は入社後、

たしたのが同社が開発した「光

関西大学会計人会（中村良介

第７回認定研修会開く

山田拓幸副会長が講義

濃い研修会だった。

（私見）も交え、非常に中身の

クな面と実務家ならではの意見

具体的には、三題の判決事例

えながらの講義は、アカデミッ

司会でなごやかなうちに進行、

の相当性、②役員退職金の損金

を用意され、①役員退職金とそ
ガン検査で注目されているＰＥ

算入時期、③売上・減価償却費

講演では、専門分野をはじめ、
Ｔなど同社の製品と製造・開発

高岡

時間の研修会は終了した。

（副幹事長

室川町のボウルトマトで、第二

会長）は、五月二十八日、市内

西宮市役所秀麗会（河野昌弘

歓迎ボウリング大会

若手の運営で新入職員

―六四四二―七五一一）

（中村良介税理士事務所＝〇六

稔）

事長から、閉会の挨拶があり二

最後に、高岡稔研修担当副幹

う内容で話を進められた。

の未計上と損害額の算定、とい
講演会終了後の議事では、十

・販売哲学を話された。

で逍遙歌を合唱。関大時代に想

九年度事業報告・決算報告と規

影した後、宮腰支部長のリード

ラストは全員の記念写真を撮

れる。

イワイと賑やかな雰囲気に包ま

時間の経つのも忘れて会場はワ

ハウの研修とは一線を画したも

現状につい
ックに美女三人によるフラメン

たが、その中で重要な役割を果

て詳しいお
コダンスで盛り上げた。

受験生世代
の減少で各大学は課題の多いな
か、ますます躍進する強い関大
の展望には大いに期待させるも
議事は今井議長のもと事業報

のがあった。
告、決算報告などを滞りなく終
え、役員改選では宮腰支部長が
信頼を得て再選され、これから
二年間の重責を担うことになっ

いを馳せながらひとときの青春

西村公郎）

約の改正を原案どおり承認。役
（副支部長

を楽しんで閉会となった。
（宮腰健次＝〇六―六四五三―

会長）の第七回認定研修会が、

大阪市中央区の釣鐘倶楽部にお
いて開催された。

講師には、校友会組織部長で

会計人会研修担当副会長の公認

会計士・税理士の山田拓幸先生

にお願いした。参加者は二十九

会計人会認定研修会

た。
第一部の終わりには、地域に
密着した支部活動の方針で、今
秋十月に開通する京阪電鉄「中
之島線」の記録映画を二面のワ

〇五一九）

・臨時参加者など六十四人が出

ラブ顧問）を来賓に迎え、会員

・一軸浩幸校友会長（経済人ク

新会長に西村太一氏が就任
樋口・天野両氏は相談役に
関西大学経済人クラブ（樋口
學会長）の第一七九回例会が、
六月二十三日に越智光一副学長

経済人クラブ第179回例会

イドビジョンで紹介。福島に隣

福島支部総会

28

回西宮市長杯争奪戦「新入職員
歓迎ボウリング大会」を開催し
た。当日は、校友の新入職員十
二人のうち十人が参加。大会の
運営は若手会員による実行委員
にまかせ、会員の楽しめるイベ

笠井

にも活気が戻ってきた。
（幹事

忠）

（西宮市役所・笠井忠＝〇七九
八―三五―三〇四五）

期同窓会

目にかかった。

翌日は晴天で、九重〝夢〟大

日から一泊二日で、遠山徳一君

（商）経営＝会長の熊本阿蘇の

吊橋空中散歩、湯布院散策と、

関甲
八十路を過ぎても開催

内牧温泉「ホテル角万」へ、水

野富蔵君（商）の世話で行った。 関大ファミリーで楽しい思い出

関西甲種商業学校（関甲）の

級生は海軍の予科練に志願、陸

五年生まれの学年で、一部の同

を母校で開催、記念名簿の発行、 （大村計治＝〇七四二―四四―

十一日に卒業五十周年記念大会

それに先立ち十六年十一月二

二十九期生は、大正十四年・十

府立高教員から研修報告

軍に招集されて満州、中国大陸

そして昨年「わが青春の輝かし

の記念旅行となった。

総会後の秀麗塾で

で終戦を迎えた年代です。戦後

き日々」を出版して一連の行事

北陽高校同窓会を招待

（河合義雄・経）

大阪府学校秀麗会（泉冨三男

はそれぞれの分野で活躍して八

を終えた。

八六二七）

会長）総会が、五月三十一日に

十路の峠を越えました。

府教育委員会、現役の教職員や

の先生をはじめ、副学長先生、

ており、今

毎年開催し

同窓会は

梅」を囲んで記念撮影。観光に

ル角万に寄贈された掛軸「松竹

人久美さんも参加、昨年、ホテ

今回は勝田栄君（商）の未亡

学校同窓会

り第一高等

昨年春よ

開催された。総会には府会議員

ＯＢなど三十数人のご列席をい

年も五月二

今後の定期的交流を検討

ただき、新役員体制、会計報告、

（田中義昭
で開催、十

く情報や意見交換の場を持ち、

かを、役員相互の間で幾度とな

ど両同窓会は今後どうあるべき

場をふまえ、相互の協力関係な

としての立

は、兄弟校

山興三会長）

同窓会（神

は、遠山君が資料を作ってガイ

総会に引き続き、秀麗塾を行

七人が元気

十四日に梅

い、民間企業等派遣研修に参加

な顔を見せ、

活動計画案が承認された。

していた府立高等学校の教員か

懐古談義に

会長）と北

ら研修報告があった。その後は

ドまで務めていただき、大変勉

会場を移し、和やかな懇親会と

花を咲かせました。傘寿を過ぎ

田の
「河久」

なった。乾杯の後、校友相互で

て元気に開催している同窓会の

陽高等学校

情報交換をしたり、近況を交え

姿を「関大」に投稿したらと会

強・お世話になった。

た自己紹介を行ったり、楽しい

稔）

学部を卒業して五十四年ぶり

熊本城は今年四月に改装復元

か、細川元総理大臣の奥様にお

され、水前寺成趣園では雨のな

関甲29期同窓会

ントをめざした。
参加者は、昨年の二十七人を
大幅に上回る四十人、参加者の
七割が平成になってからの卒業
生と若い熱気に包まれた。大会
終了後の表彰式を兼ねた懇親会
も、若手会員による乾杯にはじ
まり、和気藹々とした雰囲気に。

中辻

員から要望が起こりました。
（幹事

なかにも実り多い交流となった。
大阪府学校秀麗会は、これか

（中辻

稔＝〇六―六八七二―

らも様々な事業を行い、教職に

二八九一）

周年記念旅行
（釘田直久）

に、二九千里会（河合義雄会長）

熊本・阿蘇の内牧温泉へ

卒業

携わっておられる校友の方々の
サポートをしていきたいと考え
ているので、秀麗塾などの勉強
会にも気軽に参加していただき
（釘田直久＝〇七二―九四九―

会員と家族十七人が、卒業五十

たい。
四三一四）

周年記念旅行として、五月十九

スにおいて、餅を食しながら親

下に桜花咲き香る関大キャンパ

会役員を招くことになり、晴天

の餅つき大会に、北陽高校同窓

スプリングフェスティバル恒例

として、一高同窓会は四月六日

そのなかから相互交流の一環

きた。

真摯に話し合って理解を深めて

二九千里会卒業50周年記念旅行

会長挨拶以外は、若手実行委員
に進行をまかせた。
表彰式では全ての賞品が「関
大グッズ」ということもあり、
学生時代に思いを馳せ、あっと
いう間に時間が過ぎ、新入職員
の挨拶で閉会となった。
団塊の世代が大量退職してい
くなか、会員数は減少傾向だが、
昨年のボウリング大会から若手
会員主体の運営に切りかえ、会

29
50

一高テントで北陽高同窓会役員と

29

西宮市役所秀麗会懇親会

電気工学科二四七人、電子工学

科二五八人の計五〇五人、卒業

議員の近江己記夫・坪井一宇・
中野寛成の三氏が挨拶、西野陽

生と在学生を合わせた電友会は

睦を重ねた。これからも母校の
話題にとどまることなく、関西
衆議院議員からも祝辞が寄せら

気工学科・電子工学科は、シス

大学に対する支援や協力関係に
工学部時代から現在に至る経

テム理工学部にある電気電子情

九、九七四人となる。また、電

輪を広げていくこと、兄弟校の

験を、それぞれのテーブルでス

報工学科の電気電子コースに再

れた。

同窓会として定期的に交流の場

ピーチし、校友の親睦を深めた

ついても話し合える相互親睦の

を持つべく検討することを確認

（沢

勲）

周年記念に電波時計を贈呈

工学部卒有志と合同懇親会

チの中で幸せであることを語り、

実り多い懇親会であることが実

感された。この節目に電友会と

して、新時代の電波時計三台をシ

学部卒有志と合同で行われ、十

創立五十周年記念懇親会は、工

科・電子工学科合同）の工学部

部であるので、感謝の気持ちの

電波時計とは電気・電子の心臓

事務室へ贈呈することにした。

理工系学部事務長室、理工学会

とときを楽しんだ。その後、中

水鳥などの愛らしい姿を見てひ

園内に放し飼いされたペンギン、

ニアなどの花々をゆっくり観賞。

ステム理工学部長室、システム

三人が出席した。

突堤から神戸港巡りの遊覧船に

（沢

乗船、神戸の町並みや巨大な造

表れです。
（沢

船所、港の施設などを見学した。

勲＝〇六―六四七一―

四〇八人、電子工学科四〇六一

五四八五）

長＝三月四日逝去）二十年度春

関大大阪倶楽部（荒井廣理事

残任期間）。畑下新理事長のも

を全会一致で選出した（任期は

新理事長に相談役の畑下辰典氏

亭で総会を開催。理事長逝去に

の総会は、六月二十九日に神戸

と、十九年度事業報告・収支決

伴う後任人事について審議し、

華鳥園と神戸港めぐり、沢の鶴

算報告を承認。続いて春の叙勲

新理事長に畑下辰典氏選出

資料館を訪ねるコースで開催さ

員で祝意を表したあと、ゆっく

で瑞宝小綬章を受章された宮崎

りと同亭自慢の料理を賞味した。

一也理事に記念品を贈呈し、全

午前九時半、神戸空港対岸の

れ、三十六人が参加、小雨にけ

神戸華鳥園に到着。広大な温室

午後は、震災で全壊したが、

むる港町風情を楽しんだ。

神戸華鳥園と神戸港を巡る

須磨寺近くの寿楼別館・臨水

人の計九、四六九人、在学生は

現在、卒業生は電気工学科五

勲）

電友会（沢勲会長＝電気工学

参加者は、それぞれのスピー

編されている。

志（世話役＝前田正北支部長・

ふれる熱弁でお開きとなった。

あと、寺内校友会副会長の心あ

ご多忙のなか、ご足労いただ

し合った。
いた北陽高校同窓会役員の皆様

木川高志）

にはこの紙面をお借りして感謝
申し上げます。
（副会長

（中野雅夫＝〇六―四三九一―
七六一〇）

創立五十周年を記念し懇親会
近江・坪井・中野三校友が挨拶
九五八）に創設され、今年で五

加藤拓伊丹支部長・沢勲西淀川

工学部は、昭和三十三年（一
十周年を迎えた。創設時には四

懇親会は、総勢三十余人（機

支部長）が呼びかけ、ホテルグ

械系三人、電気電子系は十三人、

学科でスタートしたが、一昨年

テム理・環境都市・化学生命）

化学応化系三人、金属五人、土

ランヴィア大阪「フルーヴ」で

に再編され、一周年になった。

木一人ほか）の参加により、加

工学部創立五十周年記念懇親会

一昨年より、工学部創立五十

藤伊丹支部長の司会で開会。司

までには工学関係の殆どの分野

周年記念懇親会を開催したいと

会者より開会の辞を宣言して、

を開催した。

考え、寺内俊太郎校友会副会長

前田正北支部長より挨拶が行わ

をカバーする十一学科となり、

をはじめ工学部卒の代議員の方

れた。

50
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関大大阪倶楽部春の総会

の地上・頭上に咲き乱れるベゴ

電友会懇親会

更に昨年度には三工学部（シス

々と企画し、このたび実現の運

同年代の校友であり元衆議院

びとなった。
六月七日、工学部卒代議員有

工学部卒有志の50周年記念懇親会

ムを施して再建された沢の鶴資

平成十一年に最新の免震システ
正喜氏、新事務局長に近藤茂憲

池松知永子氏、新幹事長に田中

続いて、別處了一監督兼副会

氏が就任した。

所長、寺内校友会副会長より祝

森本理事長、笹倉学生センター

太田研助手の川田明先生とも体

残念ながら当日は太田先生、

調を崩され、出席いただけなか

なる発展を誓い終了した。
（田中正喜）

ったが、遠路、林氏（

懇親会は、大学の歌をOB、現

五月二十五日、第四回ＯＢ会を

学科・太田義一名誉教授）では、

太田研ＯＢ会（工学部電気工

年度卒、

（田中正喜＝〇六―六四九九―

役が一体となり、OBも現役に

年度卒、新潟）

年度卒、石川）野原氏

年度卒、群馬）滝川氏（

った。

年度卒）の乾杯

当大会は昭和三十二年から始

上杉会長（

まり、明大主催の年は東京で、

櫻井副会長（

の音頭に始まり、途中、岩井氏

関大主催の年は大阪で、毎年交
（

の思い出や近況など語り合い、

は詩吟研究会）が日頃の訓練の

両大学の現役吟詩部員（明大

を傾けながら、互いの学生当時

大いに盛り上がった。また、卒

成果を披露すべく、声高らかに

前後の挨拶の礼儀正しい態度を

吟詠する凛々しい姿のみならず、

両先生の健康を祈念するメッ

い限りだ。

観聴し、身が引き締まり感慨深

年度卒）の閉会の挨

現在、明大は二百人強の部員

を擁しているが、関大は十数人

しか在籍していない。両大学と

も女子部員が半数を占めている

（首都圏在住・吟詩部ＯＢ

そうだ。

小岩区民館にて、第五十一回明

法卒）

小林昭夫・昭

六人が参加し、朱熹作「偶成」

住の関大吟詩部ＯＢ十二人の内、

総会大いに盛り上がる

強くなった現役に感激

スクラブＯＢ会は、第三十一期

関大イエローサブマリンテニ
を合吟した。

（少年老い易く学成り難し…）

会が開かれた。当日、首都圏在

治大学関西大学交歓吟詠発表大

六月八日、東京都江戸川区の

朱熹作「偶成」を合吟

明大・関大吟詠交歓会に参加

拶で、散会した。 （野上哲男）

花岡氏（

セージをビデオ撮影したのち、

通して交流の輪が広がった。

業年度が異なる会員も、本会を

互に催されている。

年度卒）のギター演奏に耳

年度卒）の挨拶、

が来られ、総勢四十八人が集ま

年度卒、富山）を初め多くの方

（

東氏（

東京）鹿島氏（

一九四八）

総勢 人が箕面に集まる

戻り力強い演舞演奏を披露して

太田先生の自宅にほど近い箕面

太田先生の自宅近くでＯＢ会

大いに盛り上がった。最後に森

市で開催した。本ＯＢ会は太田

65

料館を訪れ、多くの酒造り道具
長から現役コーチの新スタッフ

中川經夫副会長の開会の辞の

辞をいただいた後、昨年まで現

本譲先輩のリードで恒例の逍遥

先生が一九九四年三月に定年退

69

の展示を見ながら伝統の酒造り
の工程を見学し、初夏の一日を
が報告されたあと、多田容幸副
会長よりの閉会挨拶で総会を終

（Ｎ）

（校友会事務局＝〇六―六三六
了した。

堪能した。
八―〇〇四一）
（初めての女性副会長）の開会

二部懇親会は、池松新副会長

新会長に田中義昭氏を選出
の辞で始まり、遠く山口県より

あと、八十四代の中村政朋君の

役のコーチとして活躍してもら

参加してくれた松本直樹君のリ

リーダーで団歌斉唱、森山会長

った、木村、畑、東、大城の四

六月二日、応援団OB千成会

現役ＯＢ一体で盛り上がる

の挨拶のあと、議事に入り、行

コーチに森山前会長より、感謝

ードで学歌斉唱の後、田中義昭

事報告、会計報告、監査報告、

（森山一正会長）の総会が肥後

行事計画、予算案を承認。役員

状の贈呈が行われ、森山前会長

新会長が今後の抱負を語られた。

改選では、満場一致で田中義昭

には田中新会長から花束が贈呈

歌を合唱、盛り上がりも一気に

職・名誉教授に就任されたのを

85

73

65

橋の徐園で開催された。

氏が新会長に選出された。新会

された。
また、現役への援助金を田中

長の挨拶の中で新任の役員も発
表され、副会長に山本清孝氏、

最頂点に達し、山本新副会長の

機に、太田研究室三十三年間の

36

新会長より副団長に贈呈した。

「田中新体制にご支援いただき

卒業生から構成された親睦会。

64

明関吟詠交歓会

31

81

64 61
太田研OB会

48

たい」との挨拶で、千成会の更

応援団OB千成会総会

総会を五月三十一日に中津のラ
マダホテルにて開催した。
第一部のテニスでは、直前ま
での雨があがり、コート二面を
使い、三時間にわたり楽しくプ
レー。練習の後にダブルスでゲ

としては、今年から愛宕原ゴル

フ倶楽部の経営会社であるアコ

（森田敏二三）

（知多工業・森田敏二三＝〇五

ーディア・ゴルフが全コース禁

中には、わざわざ新幹線で参加
された方や、仕事を切り上げて

六二―三三―五八二二）

煙を決定し、その関係から倶楽

の途中参加の方も加わり、大い
に盛り上がった。また転勤で大

部ハウスでの喫煙が一切禁止と

表彰式は、今回の幹事団体で

３団体合同ゴルフコンペ

六月十一日、愛宕原ゴルフ倶

ある長柄会・大谷会長の挨拶に

阪を離れ、再び大阪に戻ってき

楽部にてスポーツマンクラブ・

なり、コンペルームまでもが禁

天六同友会・応援団ＯＢ長柄会

つづき、業務の都合でプレーに

長柄会の小谷晃生氏が優勝

動し、学生時代や近況などの話

の三団体合同ゴルフコンペが開

は急遽参加できなくなり表彰式

て参加、二十年ぶりの再会に感
に花が咲き話題は尽きず、交流

催され、校友会をはじめ、友好

にわざわざ駆けつけていただい

活躍がめざましく、オール関大

団体戦二年連続準優勝はじめ、

普段交流する機会のない校友

の

でラウンドを

が、過去八年負けっぱなしであ

れ、またキャディーが一組に二

愛知県内でも名門コースといわ

席の方々に、愛知支部を代表し

ことを期待し散会した。今回出

これを機会に益々拡大出来る

だき、総勢五十五人での開催と

き、校友会・古川副会長の乾杯

やため息、拍手が沸きあがり、

成績が発表されるたびに歓声

で始まった。

唯一つ参加者からの不満の声

れていた。

加者は気分よくプレーに熱中さ

談笑シーンが見られるなど、参

あちこちで笑いや歓声が上がり、

ろプレーには最適な日和のなか、

たが、薄曇りで晴天よりもむし

梅雨の季節、天候が心配され

なった。

中部地区ゴルフ大会

煙となったことであった。

も深まった。

団体である体育OB会、応援団

た森本理事長から挨拶をいただ

次に、昨年、一昨年と現役の

ＯＢ千成会からも参加していた

書ききれない程多くの優秀な成

が集い、ゴルフ日和の中、大い

部所属の女性一人を迎え開催さ

瞬く間に時間が過ぎ、紫紺の

績を修めたので、ＯＢ会より四

部旗のもと、松葉氏のリードに

に親睦を深め、お互いに支部の

れた。

より応援歌を熱唱。全員肩を組

現状等の意見を交換し、盛り上

回生へ感謝状が贈呈された。

みエールで締めくくった。また、

がった。

・

んは、男性の白マークから挑戦

今回出席の紅一点小島直子さ

二次会はほぼ全員参加となり遅
くまで語り合い、次回の再会を
誓い合って散会となった。

され、

々戦が開催されている。四十一

第一回親睦ゴルフ大会開く

る。この屈辱を晴らすべく、現

回対戦し、前回は関大が勝った

紅一点小島さん白マークから

人同伴する藤岡カントリーで、

てお礼を申し上げます。

している次第である。

参加者十二人、そのうち岐阜支

隣支部対抗親睦ゴルフ大会が、

在小島さんの参加を強行に依頼

寛）

91
六月五日、第一回中部地区近

（潤井

47

廻られた。支部では年二回、関

44

ーム。久々のテニスとは思われ
ないプレーが続出した。
第二部の総会には約三十人が
参加。物故者への黙祷の後、前
年度の活動報告、今年度の活動
予定などの議事が滞りなく行わ
れ承認された。
山田氏の乾杯で懇親会が和や
かに始まった。今回より、年齢
の離れた人との出会いづくりを
行い、ＯＢ会の活性化をはかる
目的で、ＯＢ予定者として現役
三、四回生も多数参加。ＯＢの

た。

長柄

入賞者は次の各氏。優勝

校友会・

柄会・小谷晃生、準優勝

会・肩荷利勝、３位

長

って逍遙歌を斉唱し、幕を閉じ

長柄会副幹事長がリーダーとな

B会会長の中締めのあと、梶山

その後、表彰式は小坂体育O

授与された。

谷会長からトロフィーと副賞が

歓声や興奮覚めやらぬなか、大

輩を見事に押さえての優勝で、

評判が高かった長柄会・肩荷先

あった。前回優勝者で連覇の前

いたのは、長柄会の小谷先輩で

コールされ、栄えある優勝に輝

間をおいておもむろに優勝者が

3部合同ゴルフコンペ優勝の小谷氏（右）

イエローサブマリンテニスクラブOB会総会
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掲載は、組織名、開催日時、場所
（会費、連絡先・電話番号）の順。
【本部関係】
▽平成 年度校友総会
月
日（日）午後１時 千里山キャン
パス・ＢＩＧホール一〇〇
▽校友会第 回海外研修
月
２日（日）～７日（金）ハワイ（校
友会事務局＝〇六︱六三六八︱
〇〇四四）
【地域支部】
▽ 徳 島 支 部 総 会 ７ 月 日（ 土 ）
午 後 ４ 時 そ ば 蔵（ 貝 出 宏 文 ＝
〇八八三︱二四︱〇三九六）
▽高槻島本支部総会 ７月 日
（土）午後４時半 たかつき京
都 ホ テ ル（ コ ヤ マ カ ン パ ニ ー・
小山洋三＝〇七二︱六八二︱
二五二五）
▽鹿児島千里会総会 ７月 日
（土）午後６時 鹿児島サンロイ
ヤルホテル（時任博幸＝〇九九︱
二六四︱七八〇六）
▽大分千里会総会 ７月 日
（ 土 ） 午 後 ６ 時 半 別 府 市・ 花 菱
ホ テ ル（ 徳 重 忠 男 ＝ 〇 九 七 七 ︱
二七︱八七〇〇）
▽ 熊 本 支 部 総 会 ７ 月 日（ 日 ）
午後７時 熊本ホテルキャッス
ル（野々口瑞穂＝〇九六︱三八四
︱三二二三）
▽ 茨 木 支 部 総 会 ８ 月 ７ 日（ 木 ）
午後６時半 ホテル日航茨木大
阪（パーティ券 千円、 年新卒
者 は 無 料。 北 川 均 ＝ 〇 七 二 六 ︱
二三︱三七三三）
▽北海道支部総会 ８月７日
（木）午後６時半 京王プラザホ
テル（キムラ・木村勇市＝〇一一
︱七二一︱四三一一）
▽河内長野支部総会 ８月
日（ 日 ） 午 後 ３ 時 河 内 長 野 荘
（上奥雅勇＝〇七二一︱六三︱
三四五七）
20

8

16

▽ 香 川 支 部 総 会 ８ 月 日（ 土 ）
午後６時 全日空ホテルクレメン
ト高松（原司法書士事務所・原享
可＝〇八七︱八二二︱〇二二二）
▽ 広 島 支 部 総 会 ８ 月 日（ 土 ）
午後６時半 ホテル法華クラブ広
島（ コ ダ マ・ 児 玉 靖 ＝ 〇 八 二 ︱
二八二︱三七二七）
▽ 尼 崎 支 部 総 会 ９ 月 ６ 日（ 土 ）
午後６時半 ホテルニューアル
カ イ ッ ク（ 住 谷 昌 昭 ＝ 〇 六 ︱
六四一六︱一五〇六）
▽明石関大クラブ総会 ９月７日
（ 日 ） 午 後 ４ 時 料 理 旅 館・ 人 丸
花壇（８千円。ソーエイ・斉藤雅
彦＝〇七八︱九一一︱二九一八）
▽大阪中央支部総会 ９月 日
（土）午後 時 シティプラザ大
阪
▽吹田支部創立 周年記念総会
９月 日（土）午後２時 メイシ
アター（日隆産業・谷康司＝〇六
︱六三二九︱四四二四）
▽城東支部・鶴見支部・旭支部合
同総会 ９月 日（土）午後６時
半 ホテルモントレ・ラ・スール
大 阪（ 城 東・ 後 藤 憲 之 ＝ 〇 六 ︱
六九六三︱三九八〇、鶴見・徳野
豊 ＝ 〇 六 ︱ 六 九 一 二 ︱ 九 三 五 七、
旭・首藤俊二＝〇六︱六九五二︱
一一六六）
▽愛知支部総会
月 ３ 日（ 金 ）
午後６時半 名古屋観光ホテ
ル（ 知 多 工 業・ 森 田 敏 二 三 ＝
〇五六二︱三三︱五八二二）
▽西宮支部総会
月 ４ 日（ 土 ）
午 後 ６ 時 ノ ボ テ ル 甲 子 園（ 木
下利成＝〇七九八︱五三︱
四五一四）
▽川西支部総会
月 ４ 日（ 土 ）
午後６時 川西アステ６階大ホー
ル（ ８ 千 円、 女 性 校 友 と 家 族 は
４千円、新卒校友無料。水口博喜
＝〇七二︱七九二︱五六七一）

▽西淀川支部総会
月４日（土）
午後５時 ホテルグランヴィア大
阪（８千円。長谷部組・長谷部憲
司＝〇六︱六四七二︱三二六一）
▽三重中勢支部総会
月 日
（日）午前 時半 プラザ洞津
（ 吉 原 事 務 所・ 吉 原 太 ＝ 〇 五 九 ︱
二二八︱四六八六）
▽生駒支部総会
月 ９ 日（ 日 ）
午 後 ５ 時 近 鉄 生 駒 駅・ メ ル ヘ
ン（杉岡昌彦＝〇七四三︱七八︱
〇〇三〇）
▽平野支部総会
月 日（ 土 ）
午後６時半 フェイセスゲストハ
ウ ス 月 華 殿（ 田 中 義 信 法 律 事 務
所・田中義信＝〇六︱六三一六︱
〇三四八）
▽山口千里会総会
月 日（土）
午後６時半 山口グランドホテ
ル（北乘吉道＝〇八三︱九八六︱
二六二六）
【職域会ほか団体】
▽八尾市役所関大会総会 ７月
日（金）午後６時 シェラトン都
ホ テ ル 大 阪（ 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ
課・倉本清三郎＝〇七二︱九二三
︱六三一一）
▽経済人クラブ第一八〇回例会
８月 日（月）午後６時 新阪急
ホ テ ル（ 校 友 会 事 務 局 ＝ 〇 六 ︱
六三六八︱〇〇四一）
▽体育ＯＢ会ゴルフコンペ
月
日（水）午前８時 愛宕原ゴル
フ 倶 楽 部（ 北 川 俊 治 ＝ 〇 七 二 ︱
二〇一︱一六七八）
▽弁理士関大会総会・研修会
月 日（ 土 ） 午 後 ２ 時 千 里 山
キャンパス・百周年記念会館（大
和田特許事務所＝〇六︱六六六一
︱一六〇六）
▽関大チェリークラブ総会
月
日（ 金 ） 午 後 ６ 時 半 シ テ ィ
プ ラ ザ 大 阪（ 藪 内 正 明 ＝ 〇 六 ︱
六二一一︱一〇五〇）
10

15

15

23

23

古川好男、BB
吉田隆一。

天六同友会・

しんだ。

荒天をものともせず栄誉を勝

ち取った個人優勝の北田賢二さ

ん（松原支部）と、団体優勝の

奥田照夫）

（中村司法書士事務所・中村 博

東大阪支部には、それぞれ賞品

（長柄会広報部長

＝〇六―六七〇五―五六七八）

部のホストにより、今秋開催さ

が贈られた。次回は河内長野支

河内地区親睦コンペを開催

れる。

（柏原支部副支部長 至田勝亮）

倉田市長・井上府議も参加

学法）のるり

六月十四日に、校友が理事長

雨天覚悟が念力で晴天に

（島津禮次＝昭

例年梅雨期の開催であるため、

を開催した。

川智支部長）春期親睦ゴルフ会

渓ＧＣにおいて、池田支部（古

30

10

11

11

11

優勝は個人・北田、団体・東大阪

五月二十九日、河内地区支部

対抗親睦ゴルフコンペを滋賀県

甲賀市信楽町のタラオカントリ

ークラブで開催した。今回は柏

原支部（岡野有幸支部長）がホ

ストとなり、各支部からは東大

阪七人、八尾七人、松原三人、

平野四人の精鋭をお迎えした。

前夜より降り続いた雨のため、

スタート時間が遅れるハプニン

グはあったが、雨対策は準備万

端、カラフルなウェアに身を包

み、緑濃いコースでの熱戦を楽

池田支部春季ゴルフ会
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河内地区ゴルフコンペ
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次回は十月中旬開催

優勝の栄冠は花井氏に

い参加者全員の念力が通じて晴
川西支部

当日雨天を覚悟していたが、幸
天となり所期の目的どおり楽し

出張！開運なんでも鑑定団 関大一高同窓会

支部長）で

を迎え、その記念事業の一環

会長）は、今年創設六十周年

関大一高同窓会（田中義昭

集している。収録時間は約二

見てもらおうと、見学者を募

会では多くの校友にも収録を

ＴＶ収録の見学者を募集

今回も倉田薫池田市長、井上
は、第二十

時間で、収録中の出入り、お

（水口博喜

章大阪府議並びに近隣支部の川
一回支部長

西支部、箕面支部からも多数参

よび会場内での飲食、カメラ

十二日、太

及んだ。「誇らしく」「頼もし

い発展を続ける母校の姿に話が

し分ないゴルフ日和に恵まれ、

当日は、汗ばむほど好天の申

人（内女性二人）にて開催した。

（廣芝國夫）

面）、三位・瀬木俊宣（川西）

武（池田）、二位・和田祐吉（箕

戦績は次の通り。優勝・水本

事ホールアウトし

あったが、全員無

悪戦苦闘する人も

ぶりのラウンドで

た。なかには久し

撮影は禁止。また、未就学者

観覧希望の方は、往復はが

大一高同窓会」を企画。この

きに左記の要項を記入の上、

（幼児）の同伴も遠慮くださ

キャンパス・関西大学シンフ

申し込みを。入場は一通につ

いとのこと。
ォニーホールで収録されるこ

き二人までで、申し込み多数

の場合は抽選となる。

・祝日）正午開場・午後一時

九月二十三日（火
開演

収録日
十五年を数え、また高校野球

関西大学シンフォ

で甲子園球場を沸かせて十年

所

場

往信表面﹀

ニーホール（旧特別講堂）

手町三︱三︱二四

５６４︱８６８０

関大一高

吹田市山

宛

八月十五日（八月

末に抽選結果を記入して発送）

応募締切

︿返信裏面﹀白紙のまま

号・住所・氏名（様で）

︿返信表面﹀応募者の郵便番

必記入）

の住所・氏名・同伴者（氏名

覧希望」と記入の上、応募者

︿往信裏面﹀「出張鑑定団観

同窓会「出張鑑定団」係

生徒などにお宝の提供を呼び

正式決定を受け、一高同窓

てきた。

かけ、テレビ局と折衝を続け

会員や現・元教諭、事務職員、

係者は是非成功させたいと、

という節目の年に当たり、関

関西甲種商業学校創立から九

今年は、一高の前身である

の予定。

とになった。放映は十一月頃

ほど正式決定し、九月二十三

in

日（祝）午後一時から千里山

張！開運なんでも鑑定団

関

く親睦ゴルフができた。

in

としてテレビの人気番組「出

当日は大ハプニングを期待し
平洋クラブ

杯ゴルフ大

て新ＤＰルールを採用し、競技
宝塚コース

加いただき、総勢二十六人によ

終了後の成績発表の際には大い
で箕面支部

会を四月二

に盛り上がった。なかでも三位
四人、池田

る中規模コンペとなった。

入賞の瀬木氏（川西）には、体
特別参加を

支部三人の

対する真摯な姿勢に敬意を表し
いただき、

の故障を抱えながらもゴルフに
ます。

く」を覚えるだけでは駄目であ

皆優勝をめざして意気揚々とス

総勢三十一

り、この際ＯＢとして「協力出

タート、途中ナイスショット、

〝十九番ホール〟では、著し

来るものは何か」を考えようと

ミスショットが飛び交い、なご
やかな雰囲気でプレーを楽しみ

話し合った。
最後に秋の再会を約し散会し

智＝〇七二―七五一―

ながら親睦を深め

（古川

た。

た。

二六六二）

競技終了後、ク
ラブコンペルーム

︿

川西支部ゴルフ大会
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優勝の栄冠を手にされた花井英
中止も検討されたが、「継続は

今回は都合の悪い人が多く、

で表彰式並びに懇親会が行われ、 で七人が参加して開催された。
学経）に水口支部長

むにつれて当日のプレーの腕自

が手渡された。懇親会は宴が進

より支部長杯優勝カップと賞品

るコースで和気藹々と好プレー

の知れた仲間同士、新緑に映え

プレーが始まれば、そこは気心

力なり」と開催に踏み切った。

樹氏（昭

慢や雑談などの楽しい会話に花
プレー終了後、コンペルーム

・珍プレーを楽しんだ。

あっという間に時間が過ぎ、
で懇親会・表彰式を開催。成績

が咲き大いに盛り上がった。
今秋十月中旬の第二十二回支部
は、ホームコースの利を生かし
た。二位・成岡昭二、三位・小

た石岡映子さんが初優勝を飾っ

長杯大会での再会を約し散会し
た。
川西支部の校友の皆さん、奮

社長就任を祝って、チェリーク

寺敬吾の各氏。参加者は、次回
ラブ及び故桜田誉先生の名前に

ってご参加下さい。
はもっと多くのメンバーで熱戦

因んで桜の木を寄贈することを

忠）

を展開しようと約し、オークラ

決定したが、今回初めて池の周

（仲西

水産の高級海産物の賞品・参加

（日隆産業・谷

川西支部ホームページ
http://www2.kandai-koyukai.

六三二九―四四二四）

思う。

らプレーした会員も多かったと

桜が満開となった姿を夢見なが

見る機会となった。将来、この

りに植えられた数十本の苗木を

賞を手に散会した。
康司）

com/al/kawa-nishi/

（谷

石岡映子さんが初優勝

康司＝〇六―

吹田支部親睦ゴルフ大会
吹田支部の第三十三回親睦ゴ

チェリークラブコンペ

でもある古川好男校友会副会長

ルフ大会（会長・大倉幾三郎副

から、当クラブはゼミＯＢ会と

プレー後の懇親会では、会員
雨で順延となった第五十六回

して校友会に登録された第一号

寄贈の桜の苗木見てプレー
関大チェリークラブ（竹内知行

支部長）は、五月十一日に能勢
町のアートレイクゴルフ倶楽部

会長）コンペが、五月八日にる

和の中で和気藹々の一日を楽し

わらず十七人が参加、絶好の日

急遽日にちを変更したにもかか

た。次回は九月二十五日を予定。

営を希望すると祝辞をいただい

であり、今後ますます活発な運

（藪内正明＝〇六―六二一一―

加山享一）

一〇五〇）

（ゴルフ部会幹事

前回、会員の島津禮次氏（昭

んだ。
学法）のるり渓ゴルフクラブ

35

り渓ゴルフクラブで開催された。 で、五百余人の会員を擁する会

吹田支部ゴルフ大会で優勝の石岡映子さん

チェリークラブゴルフコンペ

41

30

歳。

巌（のぐち・いわお＝

◇旭日双光章
野口
学一政）

就任
学一法）は

４月１日付。尾崎猛氏（お

ざき・たけし＝昭
前総務部長兼自治研修所長。

を社長とする新経営陣案を発表
した。８月９日の臨時株主総会
に提案される。早川氏は、昭
年女性向けかつら事業を手がけ
年

歳。

長。

年から代表取締役社

歳。

それはさておき、先生の多忙

ぶりには、驚いたり感心したり。

仕事の出来る人ほど時間の使い

日

に任期満了に伴う会長選挙を行

方が上手いものだが、その限り

上方落語協会は６月

◇上方落語協会会長に桂三枝氏

４月１日付。橋本昴氏（は

い、現職の桂三枝氏（かつら・

３選

学二商）

しもと・たかし＝昭

では名人に近いのかも。

すっぴんお仕事術』

るための五〇か条」などの各章

は、いちいち納得。

この本を手にとって、「すっ

ぴん」の彼女と対談するのはと

ても楽しい。

刊

石山博康）

学一経）著

（東京センター長

亀山宏嘉（昭

「団塊の世代に贈る
もう一つの人生
︱定年からの
中国語学留学︱」

文芸社

「人様のお役に立てている喜び」

その体験を通じて得たものは、

任期途中で（株）加ト吉の取締

人生を実りある人生にするべく

還暦を過ぎた筆者が、第二の

九四五円（税込）

だった。そのお返しとして、貴

役を辞任し、中国の大学に語学

定価

重な体験の数々を、がんばって

留学した体験記。

のひとでもある。

一投足が注目をあびている、時

ダーの一人として、その一挙手

軍奮闘。そして今や女性のリー

で初めは悪戦苦闘、やがては孤

るがゆえに、男中心の社会の中

を出された。やり手の女性であ

石真澄流

その多忙な先生が、著書『白

さんし＝本名河村静也、推薦校

日まで。

歳。

は前副市長で、昨年７月から教
年６月

学応化）

日付。森脇昭史氏（も
年

日付。辻本俊秀氏

白石真澄（政策創造学部教授）著

日から２年間。

友）を３選した。任期は８月

平成
６月

年積水樹脂入社、平

年東北積水樹脂社
歳。

年日本興業副社長執行役

６月

学

年奈良県庁に入り

いる女性たちへの励ましの言葉

定年後の人生は、暗く語られ

年から

として満載したものが、本書で

る事がままありますが、それは

年水道局長。平

ある。いやいや、男が読んでも

違うと筆者。仕事・子供の養育

年まで代表取締役常務として奈

役に立つ。やくみつるが、著者

から開放され、何者からも束縛

かつら最

迎えリタイアした人達が第二の

刊

明治書院

のことを「この励まし上手」と

されない自由な時間がある定年

平

一法）は昭

（つじもと・としひで＝昭

就任

◇奈良テレビ社長に辻本俊秀氏

員営業本部長。

長、

執行役員、

は昭

りわき・あきふみ＝昭

任

◇日本興業社長に森脇昭史氏就

歳。

育委員をつとめている。任期は

歳。

取締役、

るフォンテーヌに入社。平

４月１日付。三谷芳範氏

◇坂出市水道局長に三谷芳範氏
就任
（みたに・よしのり＝昭

高一・
社）は前高齢介護課長。

昭
（社）全国宅地建物取引業保証
◇東かがわ市教育長に橋本昴氏

学一

協会副会長、㈲南海不動産代表

日の臨

日の

就任

取締役。高知県百石町二︱二〇
︱一九

高槻市議会は５月

◇高槻市議会議長に岡本茂氏就
任
学一政）

時議会で、議長に岡本茂氏（お
かもと・しげる＝昭
を選出した。任期は１年間。岡
本氏は民主党所属で当選４回。
歳。
三木市議会は５月

◇三木市議会議長に生友正章氏
就任
学

臨時議会で議長に生友正章氏
（いくとも・まさあき＝昭
歳。

一法）を選出した。生友氏は無
所属で当選６回。

◇丸亀市議会議長に横田隼人氏

年

「白石真澄流
すっぴんお仕事術」
一、二〇〇円＋税

書いているのも、無碍なるかな。

後の人生こそ、最も輝く人生を

歳。

私は、週に二～三回は白石先

「楽しく働くためのシンプルか

作る事ができると言う。定年を

良テレビに出向。

生とお会いできる幸運な男であ

つ大切な習慣」、「自分を磨き

◇アデランスホールディングス

日の

る。といっても、先生の東京で

ましょう」、「お仕事美人にな

定価
大手のアデランスホールディン

の活動拠点が東京センターの中

ンテーヌの社長・早川清氏（は

にあるからに過ぎないのだが。

グスは、６月

臨時議会で、議長に横田隼人氏
を選出した。横田氏は平成
歳。

に無所属で旧丸亀市議に初当選

25

日に子会社フォ

16
学一史）

やかわ・きよし＝昭

47

以来３期目。

◇香川県消防学校長に尾崎猛氏

47
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人生を、「楽しく」「愉快に」

今までになかった切り口で、わ

のあなたには、一読の価値あり

シリーズ化を予定しているとの

歳。泉大津

大

６専法）５月

５月

＝昭

日死去。

歳。吹

学二商、仏壇の畑中

歳。宝塚市。

学二経）５月

歳。池田市。

高二普・

日死去。

歳。大阪市。

短大二、小路硝子店代表）

小路晋作（しょうじ・しんさく

日死去。

＝昭

岡村幸一（おかむら・こういち

日死去。

代表取締役、宝塚支部理事）５月

旧名穣、昭

畑中優貴（はたなか・ゆたか＝

田市。

石山博康）

ことである。

日死去。

学一経、泉大津支部会計監

歳。雲南

専一商、元島根県三刀屋郵便

日死去。

専二商・

取締役社長、法人顧

学一法、猪名川住建代表取

中西清之（なかにし・きよゆき

＝昭

歳。川西市。

締役、川西支部事務局長）５月

日死去。

学一社、福住建設専務取締役

豊（ふくずみ・ゆたか＝

山内英子（やまうち・えいこ＝

学一法、元校友会

歳。茨

歳。兵庫県神崎郡。

学一新、元ヒグチ産業取締役

歳。大阪市。

元体育ＯＢ会副理事長）６月５日

秘書部長、校友会常議員＝組織部、

昭

小西逸平（こにし・いっぺい＝

月３日死去。

・一級建築士、神崎支部会計）６

昭

福住

旧姓古樫、昭

建部良次（たてべ・よしつぐ＝

歳。茨木市。

元工学部専任講師）５月８日死去。

歳。神戸市。

人クラブ幹事）５月２日死去。

員、元千里山十八会会長、元経済

問・元理事・元監事、校友会代議

商、元住江織物代表

＝昭

上中正儀（うえなか・まさのり

市。

局長）４月

昭

西村龍夫（にしむら・たつお＝

市。

査）４月

＝昭

（東京センター長

とお勧めしよう。

年７月８日死

また著者は、今後もこの本の

かりやすい解説に努めているこ

学一英）平成

寛（しおの・ひろし＝昭
歳。立川市。

日死去。

院修経、税理士・

歳。堺市。

曽根三郎（そね・さぶろう＝昭

「生き生きと」「若々しく」「目

昭

歳。堺市。

塩野

去。

日死去。

学一商、日本航空電子工業勤務）

月

年１月２日死去。

田中良夫（たなか・よしお＝昭
学二経）平成
歳。神戸市。
学一法）１月

寺西三郎（てらにし・さぶろう
＝昭

歳。国分寺市。
学二経・

佐藤修吾（さとう・しゅうご＝
昭

佐藤会計事務所長、元校友会代議
日死去。

員、修士会副会長、五七会副会
長）２月

田中順一（たなか・じゅんいち

とは理解できる。難関試験挑戦

情報処理技術者試験対策講座

いこと

④正

答率の悪い午前対策にも留意

上田忠昭（うえだ・ただあき＝

的を持って」生活してゆくため
の選択肢を語学留学という体験
を通じて、気楽に、わかりやす
く読者に紹介している。
かを考えるとき、情熱を持って
を担当している著者は、今回、

「人生にとって何が一番大切
チャレンジするものがあるかな
の合格率一七・四％を狙える必

豊富なデータを駆使して、過去

ると思います。定年退職で、明
修スタディを世に問うた。

いかかが重要なファクターにな
日からすることがなくなること
本書の特徴は、①わかりやす

ら好奇心を持っているなら、チ
かつ要領よくまとめられている

を恐れる必要はありません。自
ャレンジすることはいくらでも
こと

②主題ごとに簡潔に、

あるのではないでしょうか。」
一覧など豊富な事例採用

③過去問・解答例・用語

（本文より）
退職後の人生設計を控えた団

⑦二

⑥

⑤減点要因の誤字脱字対策
採点者側の気持ちを斟酌

十一年度からの「試験制度改革」

日死去。

日

日死去。

英章（もり・ひであき＝昭

専一法、泉尾土地相談役・泉建

森

日死去。 死去。

大経）５月

弘（かたおか・ひろむ＝
大予二・臨

歳。草津市。

歳。奈良市。

学一法、テイカ取締役）５
日死去。

学工電）５月

中川勝博（なかがわ・かつひろ

月

＝昭

橋本俊二（はしもと・しゅんじ

死去。

昭

片岡

歳。大阪市。

田治税理士事務所）５月

専二法、税理士・河

治（かわた・おさむ＝旧

代議員）５月
学一法、自動車保険料率算

有泉守雄（ありいずみ・もりお
＝昭

河田

木市。

日死

歳。

姓山田、昭

歳。四街

定会）３月１日死去。
道市。

大法）３月
歳。米子市。

専二法・

都田武男（みやこだ・たけお＝
去。

昭

日死去。

学一商、クラフトア

藤井宏志（ふじい・ひろし＝旧
姓福武、昭

ート藤屋）３月

大法、元大阪府知

51

塊世代に是非読んでほしい一冊
ている人を後押しして、もう一

も視野に入れた解説など、至れ

であり、毎日が日曜日で退屈し
度若者の如き熱き情熱を燃えさ

り尽くせりの内容となっている。
Key
」と「鉄則」という短い言
Word
葉によるポイントの説明がされ

特に、各課題ごとに「

せる一冊でもある。堅苦しい文
章回しは無く、気楽に読めるの
学一法）

でお勧めしたい一冊である。
（斎藤勝幹＝昭

ていて、ストーンという感じで

27

歳。金沢市。

＝昭

23

29

日死去。

設取締役、校友会代議員、関大大

阪倶楽部理事）６月

歳。吹田市。

学一経）６月

歳。伊丹市。

大予・

日死去。

佐野日出雄（さの・ひでお＝昭

78

納得させられてしまう。開発技
術者を目指す人なら誰もが、こ

岡山市。
大予・

福田順一（ふくだ・じゅんいち
＝昭

歳。生駒市。

事室長、元校友会代議員）４月１
日死去。

97

29

のキーワードを思い出すことで
難解な公式の入った引き出しに、
容易にたどり着けるのではない
だろうか。

19

学一経）著

刊

素人の私には難解であるが、
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80 23

村山直紀（平

秀和システム

一、四〇〇円＋税
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「情報処理技術者試験
ポケットスタディ
ソフトウエア
開発技術者」
定価
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