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10月19日
（日）BIGホール100で校友総会
西村嘉郎朝日放送取締役相談役が記念講演、代議員の改選を付議

学校法人関西大学次期評議員決まる
KU Vision 2008-2017 大学の長期ビジョン発表

大川を下る天神祭船渡御の奉拝船「関大丸」

8

〜児島惟謙先生胸像〜
「正義を権力より護れ」の言葉、
また楠の大樹とともに、多くの校友には懐か
しく、想い出深い胸像ではないだろうか。昭和40年11月４日、創立80周年を
記念して、第一学舎前庭に設置された。校友の谷口隆佳氏（大12大予・15大
法）
が寄贈したもので、制作は今村久兵衛氏、原型の彫塑は長男輝久氏（行動
美術協会会員）の作。ブロンズ製で高さ89センチ
（台石は高さ188センチ）。
台石裏面の撰文は中谷敬寿法学部教授、書は岡野衛士校友会長（いずれも当
時）
による。
学内にはもう一つ児島惟謙先生の胸像がある＝写真下。平成19年７月２日
に児島惟謙館玄関ホールに設置されたもので、令孫兒島鐵也氏から台座とと
もに寄贈された。胸像は昭和14年に裁判所構成法実施50年を記念して大審
院に建設されたものを縮写して兒島家に届けられたもの。
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校友ならだれでも自由に参加︵会費無料︶

モディリアーニの展覧会を見
るために国立国際美術館に行っ
た︒彼の名前をご存じない方も︑
アーモンド形の瞳の無い目︑細
長い首など極端にデフォルメさ
れた肖像画を描く画家といえば ︑
お分かりいただけるかもしれな
い︒彼の絵を初めて見たのは高
校生のときだった︒モデルの人
生までも映し出したような青い目が印象
的な女性の肖像画であった▼あの目の秘
密を知りたいものだと長年思っていたが︑
やっと直に見ることができた︒その目に
はたしかに瞳はないのだが︑よく見ると
何層にも絵の具が塗り重ねられている︒
白でもない︑青でもない︑何色でもない︑
深い悲しい色であった︒生前︑彼の絵は
あまり売れず不遇であった︒一人の若い
画家が命を削るように描いた絵には不思
議な引力と魂を揺さぶられるような迫力
があった▼展覧会と時同じくして︑北京
オリンピックが開催されていた︒いずれ
の競技においても︑日本人選手に限らず
若い力の競い合いには感動を覚えた︒表
彰台に立った選手の顔も実に晴れやかで
清々しい▼しかし︑メダルを手にした選
手よりも︑本来の力を出すことができず
去って行った選手の方がはるかに多い︒
ここ一番の大勝負に実力を発揮できる人
間の方がむしろ︑少数派であろう︒大事
な場面であればあるほど体は緊張し︑判
断に迷う︒人間だから仕方のないことで
ある▼自分の仕事や人生に完璧な自信を
持っている人はどれほどいるだろう︒モ
ディリアーニの肖像画の目が何層にも塗
られていたように納得のいく答えを求め
て︑いくつになっても人は迷い︑苦悩す
るなかで生きている︒母校の若い学生諸
君も青春の真っ直中で迷いながら自分ら
しい生き方を捜してほしいと思う︒
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学校法人関西大学

次期評議員 人決まる

理事、監事も大幅に改正された寄附行為に基づき選任

考委員会で選任される。そして、同日開催される臨時理事会において、理事長、

評議員から選出される理事（十人）については、十月一日開催の評議員理事選

人）については、九月十六日開催の理事選考委員会において選任され、校友の

更された。学長を除く大学の役職者や学識経験者から選出される理事（二十五

なお、学校法人関西大学寄附行為の改正に伴い、理事の選任方法が大きく変

四人が確定した。臨時評議員会の承認を得て、選任される予定である。

また、監事については、別に監事選考委員会において選考が行われ、候補者

長の選任が行われる。

新評議員による臨時評議員会は、十月一日に開催され、評議員会議長、副議

九月末日で任期満了となる学校法人関西大学の次期評議員の選任については、 の選出五十人、学識経験者からの選出二十人。任期は十月一日から四年間。
改 正 私 立 大 学 法 を 受 け て 大 幅 に 改 正 さ れ た 学 校 法 人 関 西 大 学 寄 附 行 為（ 平 成
二十年十月一日施行）および同附属規則に基づき進められ、このほど新評議員
大学の教育職員、事務職員、校友、学識経験者など各選出区分ごとに推薦手

が決まった。
続きが進められ、七月中旬には候補者名簿を評議員選考委員会の畑下辰典議長
あてに通知。これを受けて評議員選考委員会では慎重審議を重ね、九十一人の
新評議員を選出、八月二十五日に畑下議長が理事会に通告し、次期評議員が確
定した。九月十一日から十九日の間、千里山キャンパスの関西大学開館一階受
付横に公示されている。
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英一
機構教授＝新

正雄

第一高等学校・

北陽高等学校教

▽朝倉

浩二
健二

憲厚

学術情報事務局

広報室長＝新

大学本部付局長

学二商）㈱

人

キャリアセンタ

満（昭

校友からの評議員＝

ー事務局長＝新

▽吉原

＝新

▽水野

▽藤本

が発足する運びとなる。

外国語教育研究
②高等学校、中学校及び幼稚

吉輝

園教育職員（３人）
▽手嶋
諭＝新
▽西村

第一中学校教諭＝現

清高

啓三（昭

学一新）学

本エスリード㈱代表取締役社長
＝現
▽池内

校法人関西大学常務理事＝現

昌司（昭

院修商）公

学一法）弁

太陽ＡＳＧ監査法人

浩幸（昭

学二経）㈱

一軸・山根法律事務所＝

保（昭

締役社長＝現

文雄（昭

圭祐（平６学一法）㈱

阪神住建代表取締役＝新

▽岩崎

＝現

ＲＩ㈱かに道楽代表取締役社長

▽今津

学二経）Ｊ

関西スーパーマーケット代表取

▽井上

新

護士

▽一軸

代表社員＝現

認会計士

▽石川

選ばれた九十一人の構成は、職員からの選出二十一人（大学教育職員十三人、 専務理事、常務理事および新たに設置される常任理事の選任が行われ、新体制

新
総合情報学部教
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人

晋市

政策創造学部教
大学院会計研究

延夫
健次

アサクラ代表取締役＝新

第一高等学校・

▽三ツ石悦久

▽市原

学一経）日

▽荒牧

長＝新
学長室長＝現

杉夫（昭

第一中学校教諭＝新
商学部教授＝新

化学生命工学部

社会学部教授＝

正
幹好

弘行
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高等学校・中学校・幼稚園教育職員から三人、事務職員から五人）、校友から

任期は
職員からの評議員＝

▽木谷
▽孝忠

授＝新

法学部教授＝新

人）

靖久

授＝現

①大学教育職員（
▽市原

大学院法務研究

▽白岩

科教授＝新

▽柴

康人

環境都市工学部

▽今西
科教授＝現
直樹

教授＝新

▽江川
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秀利

教授＝新
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文学部教授＝新

新

▽大村
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経済学部教授＝

部教授＝新
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▽岡田
▽樫原
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▽植田

芳光（昭
洋允（昭

学機Ⅱ）池

学一法）学

田屋代表取締役＝現
▽上原
啓二（昭

学二商）㈱

校法人関西大学専務理事＝現
▽大谷

道子（昭

学一法）社

大谷賢三商店代表取締役社長＝
現
▽大濵
学二経）大

会福祉法人千歳保育園＝現
▽近江巳記夫（昭
正嗣（昭

学一法）㈲

阪経済法科大学客員教授＝現
▽小笹
浩（昭

学一商）㈱

小笹德代表取締役＝新
▽海蔵寺

学一法）弁

サン・エキスプレス代表取締役
社長＝現
久江（昭
隆（昭

学工機）㈱

片山法律事務所＝現

▽片山
護士
▽紀和

和正（昭
学一史）関

学工金）㈱

紀和マシナリー代表取締役会長
＝現
▽葛村
忠夫（昭

ダイネツ社長＝新
▽黒津

圭一（昭

学機Ⅱ）栄

西エンペックス㈱代表取締役＝
現
▽小坂

院修私）弁

興電機工業㈱代表取締役社長＝
新
憲夫（昭

新世綜合法津事務所所長

▽児玉
護士
＝現

学一法）司
塩田司法書士事務所＝

▽塩田貴美代（昭
法書士

新
▽隅谷

哲三（昭
元紀（昭

学工金）八

学一哲）㈱

田工業㈱取締役社長＝現
▽竹瀬
義昭（昭

学一新）壽

イズミ代表取締役社長＝新
▽田中
学一法）弁

商事㈱代表取締役＝現
義信（昭

宏政（昭

学一経）㈱

田中義信法律事務所所長

▽田中
護士
＝新
▽田渕
学一経）公

院博金）大

玉置栄一公認会計士

栄一（昭

タブチ代表取締役社長＝現
▽玉置
認会計士
事務所＝新
▽寺内俊太郎（昭
進（昭

学一法）大

阪冶金興業㈱代表取締役＝新
▽燈田

良介（昭

学二法）税

阪国税局徴収部長＝新

靖之（昭

学応化）㈱

中村良介税理士事務所所

▽中村
理士
長＝現
▽南部

学一法）行

パソナグループ代表取締役 グ
ループ代表＝現

太一（昭

学一法）神

仁井行政書士事務所＝

▽仁井ひろみ（昭
政書士
現
▽西村

嘉郎（昭

学二哲）朝

戸トヨペット㈱代表取締役会長
＝新
▽西村

千里（昭

学一商）㈱

日放送㈱取締役相談役＝現
▽萩尾

大阪国際会議場取締役社長＝現
学一商）公

学一経）㈱

あずさ監査法人大阪

▽林 紀美代（昭
認会計士
泰久（昭

事務所＝新
▽福田
好男（昭

学一法）㈲

センコー代表取締役社長＝現
▽古川

学一国）㈱

士＝新

▽住谷

絹子（昭

＝現

▽山本

パソナグループ取締役専務執行

▽中谷

哲夫

青木永

ひかりのくに㈱

㈱エイコー商事

香川県信用保証

㈱京都テクニカ

関西大学大学院

ボンドケミカル

員会委員長＝新
▽小西

明生

弁護士・弁理士

明生興産㈱取締

商事㈱代表取締役社長＝現
▽小林

役社長＝新
▽小松陽一郎

小松法律特許事務所＝新

▽野田

修己

豊

㈱きんでん代表

住谷林業代表者

順弘

㈱オービック代

学校法人エール

表取締役会長＝新

▽長谷川惠一

勝浩

関西大学大学院

学園理事長＝新

▽宮本

吉本興業㈱代表

会計研究科教授＝新

▽吉野伊佐男

幹郎

㈱扇雀飴本舗代

取締役社長＝新

▽米田

表取締役社長＝現

監事候補者＝４人

なお、前期より評議員の選出

とは別に、監事候補者の選考が

行われるようになり、次の四人

が候補者となっている。監事は

評議員会の同意を得て、理事長

國男（昭 学二経）公

が選任する。

▽石井

認会計士

学一法）大

石井公認会計士事務

所所長＝新

▽小坂裕次郎（昭

一矢（昭 院修私）弁

阪府都市開発㈱代表取締役社長

＝新

▽小寺

護士

＝新

小寺一矢法律事務所所長

▽竹内

正明 ㈱アルミネ取締

▽篠原

役社長＝新

関西大学大学院

会計研究科教育顧問、公認会計

祥哲

取締役副会長＝現

役員兼㈱関西雇用創出機構社長

宏武

人

兼㈱関東雇用創出機構社長＝新

弁護士

評議員＝

学識経験者からの

永光

松下電器産業㈱

㈱大和サンソ取

▽青木

エンタープライズ

文雄
健
栄子

吉男

三宝電機㈱取締

代表取締役＝新

▽沖中

代表取締役社長＝現

▽岡本

代表取締役社長＝現

▽大坪

締役社長＝新

常源

アイ・エフ

学一社）㈱
学一法）帝

▽大井

光法律事務所＝新
学一法）税

代表取締役社長＝現
孝仁（昭
了一（昭

古渕税理士事務所＝新

▽古渕
理士
▽別處

史朗（昭

別処電線製造所代表取締役＝現
▽牧村

学一商）学

産京都自動車㈱代表取締役社長
＝新
英一（昭

秀一
文雄

▽嘉納

▽増地

54

法務研究科教授、大阪府公安委

▽栗原

取締役社長＝新

▽木村

協会会長＝新

▽川北

校法人関西大学理事長付局長
学一英）㈱

役社長＝新
允子（昭

（校友会事務局長）＝現
▽三木

学二法）税

三建代表取締役＝現
一也（昭

学一経）知

宮崎一也税理士事務所所

▽宮崎
理士
長＝現

▽森田敏二三（昭

学二法）学

多工業㈱代表取締役社長＝新
▽森本靖一郎（昭

学一法）弁

校法人関西大学理事長＝現
庸男（昭

学一商）公
山田公認会計士事務

拓幸（昭

梅ケ枝中央法律事務所＝

▽山田
護士
新
▽山田
認会計士
所＝新
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教育目標が掲げられてきました。とくに、

この二十年は、①「開かれた大学」構想

の具体化、②国際化の促進、③情報化社

会への対応を柱とする三つの教学の基本

戦略を踏襲しながら、グローバル化する

社会、情報化社会に対応できる有為な人

を働きかけ、大阪控訴院長児島惟謙の指

ら大阪在勤の若き司法官に教育機関創設

人化や大学設置の規制緩和による競争の

時代の幕開け、国公立大学の独立行政法

しかしながら、少子化による大学全入

材の育成に努めてきました。

導と協力のもと、「近代国家の構成員と

激化、第三者評価や競争的資金制度の導

な状況に対応するため、経営戦略を明確

して必要な法知識の涵養と普及」を設立

化し、教育・研究改革を推進し、個性が

入など、私立大学を取り巻く環境は厳し

市民の法知識の涵養をめざす草創期の

輝く大学へと自己革新する必要に迫られ

目的とした、関西法律学校を創立したの

教育は、後年になって「正義を権力より

ています。

さを増しています。各大学は、このよう

護れ」という理念のもとに展開されるよ

の精神であり、以来本学は一貫して社

会・市民の啓発と教育に取り組んできま
した。
◆教学の理念・目標の再確認

「強い関西大学」の構築に向けて、「教

Based on the Management Principles
そこで、平成十七（二〇〇五）年には、

◆経営理念を踏まえて

うになりました。これが関西大学の建学

です。

社会を見つめ、変化に挑む。
考｢動 す｣る関大人が世界を拓く。
～ 学校法人関西大学の
長期ビジョン（将来像）を策定 ～
このたび、「 KU Vision 2008-2017
」と題する、学校法人関西大学の長期ビジ
ョン（将来像）を策定いたしました。
「法人と教学が一体となって学園全体の将来像を考える必要がある」という発議に
より、三〇～四〇代の教職員を中心として、長期ビジョン検討委員会が発足しました。
平成十九年四月から活動が開始され、計十四回の全体会および複数回の分科会におい
て検討が行われた結果、同年十二月に答申（最終報告書）が提出されました。
この答申をもとに長期ビジョン素案を作成し、平成二十年四月、学生、教職員、教
育後援会、校友会等の関係者に対し意見募集を実施しました。その結果、百四十四人
の方々から、延べ二百件の貴重なご意見をお寄せいただきました。
いただいたご意見を踏まえ、素案を修正し原案として第三十六回関西大学戦略会議
（平成二十年七月十六日開催）および平成二十年度第六回理事会（同年七月二十四日

な法整備が進められ、法律に関する国民

に、近代国家への発展をめざすため様々

当時は、自由民権運動の高まりととも

その後、本学の学是として定着していま

てました。その理念は「学理と実際との

化（じつげ）」なるスローガンをうち立

の教育研究の指導理念として、「学の実

る大学（旧制）へ昇格した本学は、大学

of Education and Research
大正十一（一九二二）年に大学令によ

十学部・一機構、十一研究科、二併設高

習の必要」「体育の奨励」から成り立ち、 できる地球市民の育成に努め、現在では、

調和」「国際的精神の涵養」「外国語学

校、一併設中学校および幼稚園を擁する

世界へ」を合言葉に、グローバルに活躍

日々活動しております。「関西大学から

しました。そしてその理念の実現に向け

力漲る 世紀型総合学園 と
｣ なることを
掲げた経営理念ならびに基本方針を策定

三つの使命に基づき、 『
｢ 知』の世紀を
リードし、新しい『公共』を創造する

Reaffirmation of the Philosophy 育」「研究」「社会貢献」という大学の

大衆への啓蒙、教育の必要性が高まって

す。また、この学是を具体的に展開する

開催）に提出いたしました。その結果、学園の長期ビジョンが決定いたしました。こ

いる時代でありました。そこで、自由民

こに、その内容を発表いたします。

権運動の活動家吉田一士が、司法省顧問

総合学園へと発展しています。

◆建学の精神に立ち返る
Back to the Founding Spirit of

として大阪・西区京町堀に誕生した関西

the University
関西大学の前身は、わが国が法治国家

ため、いくたびかの変遷を経て、様々な

法律学校です。

としての体制を整えつつあった明治十九

ボアソナード博士に教えを受けた井上操

Ⅰ 長期ビジョン策定にあたって

（一八八六）年に、関西最初の法律学校
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◆これからの十年間を展望して
Prospects for the Next 10 years
二十一世紀は、知識・情報・技術が政
治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる
領域での活動の基盤として飛躍的に重要

むべきかについて検討し、長期ビジョン

標であり、法人・大学執行部体制が変わ

を持つ、将来のある時点における到達目

分科会等を通じて活発な議論を行いまし

足させ、十四回の全体会および複数回の

これらを図示したものが、次の「ビジ

ョン検討委員会から答申「関西大学の

っても引き継がれるべきものであります。 た。その結果、同年十二月に、長期ビジ

を策定することといたしました。
◆長期ビジョンの意味するもの

緯を十分踏まえつつ、これからの約十年

して、本学の一二〇年を超える歴史的経

ジネス都市・大阪を代表する私立大学と

の関係者を対象に、素案に対する意見募

月に学生、教職員をはじめとする学内外

た。そして、平成二十（二〇〇八）年四

期ビジョン【素案】」を策定いたしまし

」が提出されました。
2008-2017
この答申の内容を十分に尊重し、「長

KU Vision

同時に、今後は、これまで以上に変
間を展望し、学園全体の進むべき方向と

集を実施いたしました。その結果、多く

長期ビジョン（将来像）―

化の激しい時代が到来することが予想
意思決定や行動の指針を示すものです。

ョンの位置づけを表す図」です。

されます。中央教育審議会の答申「教

「ビジョン」の位置づけについては、次

What Our Vision means
今般策定した長期ビジョンは、国際ビ

育振興基本計画について」〔平成二十

の貴重なご意見をお寄せいただきました。

性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の

（二〇〇八）年四月十八日〕によれば、
のように定義いたしました。

進行により人口が減少し、若年者の割合

いう目標を描いた将来のあるべき姿＝将

第一に、ビジョンは、こうなりたいと

る検討を重ねた結果、「

時代であるといわれています。

これからの十年間においては、少子化の
が低下する一方で、人口の四人に一人が

来像を示すものです。

トワーク化の進展など、国内だけでなく

化、価値観の多様化、高度情報化・ネッ

らに、地球温暖化などの環境問題の深刻

す激化することが予測されています。さ

国が経済発展を遂げ、国際競争がますま

化が一層進むとともに、中国などの諸外

るといわれています。また、グローバル

を実現するために設定された目標であり、

ョンは、このミッションを踏まえ、それ

念、経営理念に該当するものです。ビジ

私立学校でいえば、建学の精神や教学理

ために存在するのか）を表したものです。

これは、その組織体の存在意義（何の

（使命、理念）と呼ばれるものがあり、

ビジョンの上位概念にはミッション

め、変化に挑む。『考動』する関大人が

めざすべき方向性として「社会を見つ

いたします。

ました。その内容について、次章で説明

KU Vision

いただいたご意見を踏まえ、さらな

六十五歳以上という超高齢社会に突入す

～学校法人関西大学の長
2008-2017
期ビジョン（将来像）～」が完成いたし

地球規模での様々な環境変化が起こって

ミッション遂行のうえで、構成員が判断

世界を拓く。」を最上段に掲げ、それを

項目

ビジョン（将来像）について

学校法人関西大学の長期

いくでしょう。

に迷ったときに進むべき方向性をわかり

支える五つの柱として、ビジョン

基本としてめざすべき方向性は、「社

を設定しました。

Ⅱ

このような変化の激しい不透明な時代

やすく示す、北極星のようなものであり
第二に、ビジョンは個々の事業がどう

会の中の学園」ということを常に意識し

ます。

に、学園の関係者が一丸となって将来へ
には、長期的な視点を持って目標を立て

あるべきかを描く「戦略」や、さらに詳

立ち向かい、理念を具現化していくため
たうえで、改革を行っていくことが必要

するために変革し続けていくことであり

ながら、これから先も学園がさらに発展

長期ビジョンを策定するにあたって

細な設計図である「計画」よりも上部に
位置づけられ、それらを策定する際の方

であると考えました。
そこでこのたび、学園の十年後のある

ます。しかし、その変革はひとりよがり

の自己満足なものではなく、社会をよく

は、まず、平成十九（二〇〇七）年四

月に「長期ビジョン検討委員会」を発

向性を示唆するべきものであります。
第三に、ビジョンは、中長期的な視点

べき姿＝将来像を展望し、どのような目
標を持ち、それに向かってどのように進

5
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る未知の世界

感動がさらな

うものだけではなく、全構成員が自分の
へと想像力を

が意味することは決して「国際的」とい

に目を向けながらの変革でなければなり
中で新しい分野に挑んだ結果得られるも

見つめ、学園外の人々や組織体との関係
ません。それゆえ、その行動基準は、
広げていくこ

心が芽生えま

び新たな好奇

とにより、再

のをも指し示しています。
目が、次の五つです。

この大きな方向性を支えるビジョン項

考｢動 す｣る―自らの頭で自主的によく考
え、自律的かつ積極的に行動する―であ
り、全ての構成員は、 考｢動 す｣る関大人
として、変化に挑み続けるべきだと考え

発展に向け、それを主導する役割を担う

でき、また、「知の循環」からさらに

が互いに刺激し合い、つながることが

そのためにも、一人ひとりの「知」

Establishment of Comprehensive 終わりはなく、
“ Knowledge Circulation
” System 「知」に境界
二十一世紀の「知識基盤社会」の形成、 はありません。

を産業界や地域社会へ循環させ、再び

学園の持つ知的資産、教育研究の果実

の循環」システムを構築することで、

見越した、先見性のある独創的な「知

応える柔軟な、また、将来のニーズを

す。「知」に

て挑戦に尻込みするのではなく、失敗を

べき教育研究機関は、絶えず「知」を生

新しい「知」が創発されるような教育

学内へ還流し新たな「知」を生み出し、

◆躍動的な「知の循環」システムの構築

反省し次に活かしながら、「考動力」を

み出し続けなければなりません。しか

研究システムを築き上げていく必要が

当然のことながら、挑戦に失敗はつき

持って挑戦し続ける姿勢、組織風土であ

し、その「知」は個人の中だけに、ある

あります。

ます。

ることが大切です。そして、全構成員が

いは学園内だけにとどめられるものでは

ものです。だからといって、失敗を恐れ

自身のフィールド、新たな世界を切り拓

なく、教員と学生・生徒との間で、高等

を可能とします。また、その環境の中

いていくことで、学園が社会の要請に応

で想像力豊かな人材を育成し、地域社

えた新しい教育、研究、社会貢献の成果

間で、さらには、 です。平成二十二（二〇一〇）年には小

会や世界で活躍する関大人を輩出し続

さらには世界へ「グローバル・スタン

企業、地域社会、 学校や新たな学部等も開設します。この

けていくことで、本学が知識基盤社会

前述のとおり、関西大学は幼稚園、中

一貫教育の強みを活かし、「縦の循環」

においてイニシアティブをとれる学園

教育機関と幼児・初等・中等教育機関と

すなわち、幼児・初等教育から高等教育

となることをめざします。

を世に問うことができるようになると考

世界など学外の

までの連携、さらには、生涯学習機関と

ダード（世界標準）」を発信すること

様々な「知」と

しての機能もより充実させた、連携・循

学校そして高等学校を併設する総合学園

の間でつなげら

の間で、他大学や他の教育研究機関との

れ、相互に利用

環システムを構築していきたいと考えて

えています。したがって、この「世界」

されていくこと

います。
知識は他の知

活性化していきます。同様に、他大学や

みとして、企業との「知の循環」もより

また、商都・大阪を代表する大学の強

味であり、この学是が示すように、本学

「学問と実際との調和を図る」という意

with Plenty of Ability to Think and Act
本学の学是である「学の実化」とは、

As a Center for Fostering Talents

◆「考動力」あふれる人材の育成拠点
が望ましい姿で

識とつながり、

国内外の教育研究機関、地方自治体等と

は、学理学問と実際実践との調和統一を

す。

循環すること

の連携も推進し「横の循環」を強化しま

図り、社会に有用な品格ある人材を生み

で、より有用な

常に、時代のニーズにアクティブに

ものになります。 す。
また、「知」の
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理念に基づき、これからの社会をリード

出すことに努めております。また、経営
意味することと同じであり、その理念を

る」、そして学是である「学の実化」が

Strong Research Skills to

◆教育を支える「鍛えられた研究力」

し教育に反映し続ける責務があります。

研究力を鍛え続け、その成果を常に発信

いて、わが国の大学は、個々の特色や機

Support Educational Functions
大学間競争が激化する今後の社会にお

めには、確かな研究力が必要である」と

というのではなく、「良い教育を行うた

研究力』」とは、研究のためだけの研究

つまり、「教育を支える『鍛えられた

「正義を権力より護れ」という建学の

能を明確に打ち出し、競争に勝ち残るこ

いうコンセプトを明確に打ち出したもの

具現化することにより養うことができる

精神のもと、このような理念を掲げ教

とが求められています。また、そのよう

です。ビジョンを策定するにあたり、ま

と考えます。

育・研究・社会貢献に取り組んできた本

な中で、今後は、研究を中心とする大学

そのうえで、「鍛えられた」という、本

する創造性に富んだ人材、国や地域、社

学は、その教育力を最大限発揮して、生

学独自の考えを表現することといたしま

ず教育と研究との関係を明示しています。

徒や学生たちに 考動力 を身につけさせ、 と教育を中心とする大学とに二分化して
｢
｣
ゆくことも予想されます。
地球規模で発生する困難な課題や問題を

した。これは、学園が掲げている「強い

会の発展に主体的に参画する「強い関大
人」を育成することを掲げ、日々取り組
んでいます。
二十一世紀を担う人材にとって必要な
能力とは何か。
国の学校教育政策の中では、「変化の

しかしながら、総合大学を標榜する関

ます。また、学部教育のあり方について

力」の三つの要素からなると定義してい

考動 す
｣ る、換言すれば、自ら問題を発
見し、自ら解決していけるだけの能力を

そのためには、まず私たち教職員が

います。

あり、切り離すことはできないと考えて

れることで互いに刺激を与えあうもので

双方は「知の循環」システムに組み込ま

発信していくことで、世界から高い評価

その成果を地域社会そして世界へと常に

高め、世界水準の研究力にまで鍛え上げ、

研究における情報発信力、国際競争力を

る力を鍛え続けることが必要です。また、

する拠点となるためにも「知」を創造す

激しいこれからの社会を生きるための力

西大学にとっては、「『教育』か『研

見直しを図り、「学士力」なる基準を設

持って取り組むことが必要です。

ただし、真摯に取り組まれた研究成果

解決し、社会や世界をリードする人材を

け、学生の質を保証するシステムを構築

学園を 『｢考動力』あふれる関大人 で｣
満たし、さらには、「『考動力』あふれ

が絶えず注ぎ込まれなければ、この循環

輩出します。

しようという取組みも行われています。

る人材なら関大人」という社会的評価が

＝生きる力」であるとされ、それは「確

ここで求められている能力の一つとな

得られるよう、その人材の育成拠点とな

を受け認知される研究機関となることを

かな学力」「豊かな人間性」「健康と体

るものが、まさに「考動力」であるとい

システムにおける知的サイクルは回り続

関西大学」の「強さ」を象徴しています。
｢ 究』か」という二者択一ではなく、この
「考動力」あふれる人材を育成・輩出
両方の任務を担う必要があります。また、

えます。

ることをめざします。

めざします。

そしてこの「考動力」は、前述の経営

けることができません。そのためには、

理念で謳っている「知の世紀をリードす
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②教育改革（併設校）、③研究改革、④

について、①教育改革（学部・大学院）、

せるためには、諸施策の実行に伴い多大

学生支援改革、⑤大学入試改革、⑥社会

ミッションに基づくビジョンを実現さ

業や地域社会と一体となった学園づくり

な財政的支出が発生します。このため、

連携・生涯学習改革、⑦組織・運営とい

学生・生徒・校友の一体感の形成、企
をめざし、全ての関大人がそれぞれの活

学園の財政について、全学的および長期

◆ソーシャル・ネットワークの拡充
～一人ひとりとのつながりを大切に～
動分野でネットワークを拡充させ、未来

実行施策についても探求いたしました。

Expansion of Social Network
―

その結果、「長期ビジョン実現のための

う七つの分野ごとに抽出し、それぞれの

ジョン実現策の実行に十分対応できるだ

改革の基本方針」として打ち出しました。

的な視点に立って十分な分析を行い、ビ

していくことをめざします。

けの財政基盤の形成と、戦略的に資金を

今後、その内容についてあらためて検討

～足元を見つめ、未来を見据え

◆ゴーイング・コンサーンとしての学園
発展する学園体制の構築～
Going Concern

経営理念に基づき、「強い関西大学」の

何を、どのような形で実行に移すのかを

―
Structure for the Future Development
「ゴーイング・コンサーン」とは「永

更新等、長期的な展望に立ち、全学的な

構築に向け絶えざる改革を実行してきま

ビジョンを達成するために必要なキャン

続組織体、組織が将来にわたり事業を継

視点を持って検討し実行していきます。

長期ビジョンに基づき、さらなる改革を

示す、具体的な行動計画へとつなげてま

する中で、単にその網を拡げるだけでな

続していく」ということであり、学園は

進めていく所存です。一二〇余年の伝統

パス・グランドデザインの構築です。具

く、まずは教職員が「一人ひとりとつな

十年先もさらにその先もずっと存続して

そして、本学が「ゴーイング コ
･ ンサ
ーン」の学園として、その存在感を未来

を継承しつつ、新たな時代を切り拓くフ

―

財政基盤の確立と併せて重要なことは、 したうえで、その方針に基づき、いつ、

投下できるような体制づくりが最優先事

を拓き、世界へと拓かれる学園へと発展

Kansai University and Respective Communities―
学園は、そのときの教職員だけで成り
立っているものではなく、受験生、生徒、
学生、保護者・父母、校友、そして企業
や地域社会といった様々な関係者とのつ
ながり―ソーシャル・ネットワーク―も、
学園の大きな資源であり財産であります。
今後ますます高度情報化が進展し、あ

がることの意味」を意識しながら日々の

に示していくためには、ポジショニング

ロントランナーでありたいと考えており

いります。

教育・研究・社会貢献活動に取り組みま

いかなければならないという社会的責任

すなわち重点地域や重点領域に関する検

ます。

体的には、すでに公表している「関西大

す。それにより、全ての関係者の関大フ

があります。しかし、それは目の前の事

討を行い、関大ブランドの確立と発信を

そのためには、この長期ビジョンを全

Establishment of Governing

ァミリーとしての帰属意識や満足度を高

柄だけに取り組んでいれば時とともに成

効果的に行っていく必要があります。

構成員が理解し、共有し、ベクトルを合

申し上げるとともに、今後十年というス

皆様方には、これまでのご協力に感謝

した。今後は、それらの実績を踏まえ、

本学はこれまでも、建学の精神そして

め、ひいては総合学園としての求心力、

されていくものではありません。将来を

さらに、ビジョン達成のための教学と

わせて力を発揮することが必要です。

丘の森キャンパス構想」の

組織力を強めていくことになると考えて

見据えた戦略、計画のもと、今行うべき

経営の一体的な運営体制を強化し、効果

千里山

います。そこで、学内外の様々な関係者

ことと行ってはいけないことを冷静に見

的な組織改革等も推進します。
「大学淘汰の時代」といわれる厳しい

新たな時代を切り拓く

するほか、「つながり」を大切にする各

どこでも」学ぶことのできる環境を整備

もずっと存続・発展し続けるための体制

を見据え、今後二十年、三十年、その先

げ、足元をしっかりと見つめつつ、未来

コンサーン」をビジョンの柱の一つに掲

は、ビジョン実現に向けて特に重点的に

なお、長期ビジョン策定過程において

Ⅲ

学

間の交流プラットフォーム（基盤、環

極め、日々努力を続ける結果、自らの手

また、前述の「知の循環」システムを

状況下であるからこそ、本学は、あえて

種プログラムも実施していきます。さら

作りをこの十年で確立させる必要がある

の内容について説明いたしました。

森本

靖一郎

第十五期理事会

理事長

学校法人関西大学

平成二十（二〇〇八）年七月二十四日

As a Front Runner in the New Era パンで成果を上げるために、なお一層の
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

に、教育・研究・社会連携分野での国際

取り組むことが必要と思われる戦略課題

能をより充実させ、「誰もが、いつでも、 この普遍的な概念である「ゴーイング

軸として、双方向コミュニケーション機

供することで、それを実現可能にします。 で獲得するものであります。

境）を構築し、情報交換・発信の場を提

らゆる活動におけるネットワークが拡大

項であります。

Cherishing Human Relationships between

･

競争力を高めるためのグローバル・パー

と考えています。

以上、このたび策定した長期ビジョン

トナーシップの構築も推進します。
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あなたと母校の絆を深める・・・関西大学校友カード

関大人の誇りを

持ちたい！

﹁関西大学校友カード﹂にご入会を

もう一度青春

関大人の第二の学生証︑それは﹁関大校友カード﹂
総合図書館の入館証作成などに利用︒
関西大学校友だけが手にすることのできる︑
大学独自のサービスと特典を備えたクレジットカードです︒
校友会の会員証的機能も備え︑カードの所持によって校友の絆を
深めることを目的に発行するものです︒

使うほどに在学生を支援！
先輩の愛をカタチに
ご利用代金の還元金︵利用額の ％︶が学生支援等に活用

これまでの還元金すでに１億円以上！

本来のポイント・特典はそっくりそのまま

広がる校友の輪・和・話
全国の校友が経営または関係する会社・ホテル・旅館・レストラン・
スポーツ施設・専門店などの割引等の優待やサービスがあります︒

校友だから共有＆実感

︵みなさまに特別な負担はなく︑
また特典やポイントもこれまでと変わることはありません︒︶

!!

1 枚

もちろん︑各カード会社独自のサービスや特典は通常どおり︑
校友の皆さまに特別な負担はありません︒
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〒５６４-８６８０
吹田市山手町３-３-３５ 関西大学会館内

■すでにクレジットカードをお持ちの方は・・・

事業部カード推進委員会

関西大学校友会

T EL.０６
（６３６８）
００４１〜００４５
FAX.０６
（６３８０）
８４７６

すでにお持ちのカードと合わせて、関大校友カードを持っていただけます。
もしも切り替えをご希望の方は、関大校友カード到着後、旧カードの退会
手続きをしてください。
詳しくはカード裏面に記載の各発行会社にお問い合わせください。

■■関西大学校友会事務局■■

皆様のカード利用額の0.5％が
カード会社から還元され、
学生支援基金等に活用されます。

校友カードに関するお問い合わせは

■関西大学校友カードで・・・

!!
0.5

平成20年度校友総会

月

日
（日）
にＢＩＧホール一〇〇で開催

朝日放送取締役相談役の西村嘉郎氏が記念講演

平成二十年度校友総会は、十月十九日の日曜日午後一時か
ら千里山キャンパスで開催される。今年も「卒業年次・学部
の枠を超えて、校友なら誰でも自由に参加できる」という総
会構想に立って、総会・記念講演・懇親会の三部構成で開催
され、会費は無料。
なお、駐車場は無いので電車で来学ください（阪急電車・
千里線「関大前」駅下車）
部記念講演の会場はＢＩＧホー

校友の参加が望まれる。

講演テーマは「体験的・関

「任期満了による代議員の

西の放送文化

ル一〇〇で、懇親会の会場は今
年初めて、ＢＩＧホール一〇〇

改選」を付議

に近い総合学生会館メディアパ

年」

校友総会は、正午受付で午後

独自のカラーを発揮し続けてい

った（当日日

することにな

食堂」を使用

の二階「生協

ーク・凜風館

の放送が始まって五十年余り。

な っ て い る。 西 村 氏 は、「 日 本

のテーマで講演いただくことに

験的・関西の放送文化五十年」

（前社長）の西村嘉郎氏に、「体

朝日放送株式会社取締役相談役

また、第二部記念講演では、

きな変化を迎えようとしている

れを振り返り、デジタル化で大

“関西”における放送文化の流

組のエピソードや裏話を交え、

から、制作に携わった数々の番

の現場で過ごしてきた経験の中

社し、会社人生の大半をテレビ

昭和三十三年に朝日放送に入

る。

程は、本号１

テレビは、お茶の間に欠かせな
るとともに、さまざまな娯楽を

にとっては有意義な講演になる

講演要旨を述べておられ、校友

総会となるた

される重要な

改選」が付議

る中で、庶民の『文化』を形作

を代弁し、笑いや涙を送り届け

世相を映し出し、人々の気持ち

音楽……テレビは、その時々の

学研究科）もつとめている。

議員、関西大学客員教授（社会

で、現在、学校法人関西大学評

年二部文学部哲学科卒業の校友

なお、西村氏は、昭和三十三

懇親会は凜風館二階の「生

また、これまで百周年記念会

館で開催していた第三部の懇親

会は、今年初めて総合学生会館

メディアパーク・凜風館の二階

「生協食堂」で開催することに

なった。ＢＩＧホール一〇〇に

近く、総会・記念講演の熱気を

そのまま会場に持ち込めるため、

担当の総務部では、楽しい懇親

会となるよう、企画の検討を進

ができる。

総会開会前ならゆっくりと見学

後五時まで開館しており、校友

学の厚意により午前十時から午

松塚古墳壁画再現展示室が、大

物館、年史資料展示室および高

なお、当日は総合図書館、博

日本の放送の将来を考える」と、 めている。

特に、本年
議事として

提供してきた。

度の総会では、 い存在として、ニュースを伝え
「任期満了に

め、代議員を

ってきたと言える。特に関西に

ドラマ、バラエティ、トーク、 ものと期待される。

はじめ多数の

よる代議員の

平成１１年 ６月
平成１３年 ６月
平成１４年 ６月
平成２０年 ６月
【関係会社・団体】
平成１２年１０月 (学)関西大学 評議員
平成１４年 ６月 近畿電波・テレコム協力会
（現近畿情報通信協議会）理事
平成１４年 ９月 (社)日本広告審査機構 理事
平成１５年 ６月 全国朝日放送(株)（現(株)テレビ朝日）
取締役
平成１７年 ７月 (社)日本民間放送連盟 理事
平成１７年 ８月 宝塚造形芸術大学 大学評価審議会委員
平成１８年 ４月 (社)日本民間放送連盟 オリンピック放送等
特別委員会委員長

京一極集中がますます強まる中、 協食堂」で

おけるテレビ番組の歴史は、東

平成 ９年 ６月

朝日放送(株)入社
テレビ本部 テレビ制作局制作部長
テレビ制作局長
テレビ編成局長
役員待遇･(株)サテライト エー・ビー・シー
出向
(株)サテライトエー・ビー・シー（現(株)ス
カイ・エー）代表取締役社長
(平成11年6月退任)
朝日放送(株)取締役
常務取締役
代表取締役社長
取締役相談役（現任）

４月
３月
２月
４月
３月
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一時の開会。第一部総会と第二

３月 関西大学文学部 卒業

【学 歴】
昭和３５年
【経 歴】
昭和３３年
平成 ４年
平成 ６年
平成 ７年
平成 ９年

嘉郎氏のプロフィール

ページ参照）。

50

西村

10

10

としも出航。毎年、水都・大阪

神祭への奉拝船「関大丸」がこ

業の一環として行ってきた、天

校友会創立百二十周年記念事

千寿会関係者など、百八十人が

した校友、大学、教育後援会、

くは熊本をはじめ各地から参加

乗船場に暑気がのこるなか、遠

いる。七月二十五日午後五時、

面 に「 関 西 大 学 校 友 会 」 強
｢い

め」を行うころ、暮れなずむ水

聴いた。参加者全員で「大阪締

人の心意気など意義深い講話を

れ、それを支えてきた、なにわ

年以上の伝統ある天神祭のいわ

ことしも「関大丸」が天神祭に出航
「強い関大」を市民にアピール

の夏を彩る天神祭は、日本三大
乗り込んだ。

扇、お茶とお

いの法被と団

と打ちあげられる花火に歓声が

やがて、漆黒の夜空に次つぎ

関 大 「｣ 関 大 丸 」 の 文 字 が 鮮 や
かに映えた。

受付でそろ

祭の一つとしてひろく知られて

弁当を手にし

台提灯や行きかうとりどりの渡

あがり、生きいきとした笑顔が

御船を見ながら、関大丸は応援

て、祭り気分

出航前に、

輝いた。祭りの真骨頂である。

大阪大学、追

団の学園歌の調べとともに、壮

がしだいに高

手門学院大

麗な祭りの世界を楽しませてく

鈴なりの人が陣取る橋をくぐり、

学、京都産業

れた。

まる。

大学とエール
（法被）の交
換を行ったあ
と、学歌を斉
唱。一軸浩幸
校友会長、森
本靖一郎理事
長、芝井敬司
副学長から挨
拶があり、つ

11

づいて、お伽
衆による一千

4大学のエール交換

職したことについて聞

間からは離れていたそう

ミの会合には参加。「飲

ですが、井上宏先生のゼ

「『落語大学』に入

んで帰ってくるだけでした

いてみました。

ったのは寄席の企画に

くださり、学生時代からず

けどね」と笑います。ま

は演者としてだけでなく、四学年全員が企画・構成、

っと目をかけてもらってい

魅了されたから。当時、

さんが代表を務める「笑いプロジェクト」は、

資金集めまで全てのことに関わるんです。そして北

た、井上先生は当時『落語

人を笑わせる『笑わせ力』を人との良好な関係

御堂の大ホールを満員にする。その満足感と達成感

二十余年にわたり販促宣伝の仕事に携わってきた堀

大学寄席という大きな

を保つコミュニケーションツールとして位置づけ『笑

が忘れられませんでしたね。ですから、どちらかと

さんですが、営業部門への異動の打診がきっかけで東

大学』の顧問も引き受けて

わせ力習得プログラムの開発』や『笑わせ力スキルア

いうと笑いの方に進みたいというより、何かの企画

リを退社。その後独立、東リでの経験を生かしフリー

寄席がありまして部員

ップセミナー』などを行っています。現在、笑いプロ

をしたり、構成や編集することが好きだったんだと

ランサーとして企画・編集やコピーライティングの仕

堀

ジェクト所属のユーモアコンサルタントは堀さんを含

思います。東リでは希望通りの仕事に就かせていた

事をスタートさせました。

〇〇六年十一月、堀さんは『落語大学』のたっ

た一人の同期を事故で亡くしてしまいます。そ

めてもいない。笑い学会理事、年間二百回もの講演を

プ。講演記録も全然残っていませんし、理論的にまと

ものですから、しゃべる尻から笑い飛ばしていくタイ

かと思っていたらしいんですけど、何しろ落大出身な

できる楽しいセミナー・プログラムができないだろう

「彼は、笑いを軸にコミュニケーション能力を習得

ていました。

人生を変える」を主たるテーマにした講演活動をされ

さんは信用金庫の支店長時代の経験をもとに「笑いは

ていたこともある実力者。堀さんと再会した時、矢野

関大の法学部卒で『落語大学』の学長（部長）を務め

のパートナーとなる矢野宗宏さんでした。矢野さんは

の通夜で再会したのが、現在の笑いプロジェクト発足

二

同期生の通夜の席で
現在のパートナーに再会

て、今でも大変お世話になっているとか。

め五人。講演会・セミナー実績は一般企業をはじめ、

だいたので、この道まっしぐらに二十余年頑張って

カタログ、情報誌の編集の他、講演会の企画やイ

きました」。

されているかがうかがえます。また、関大の四年間は

ンテリア業界の学会発表まで関わり、堀さんは東リ

商工会議所や商店街組合、福祉団体など。いかに幅広

落語研究会『落語大学』に在籍し、芸を磨きながら

で多忙を極めていました。その間は落語や当時の仲

がつなぐ縁でますます広がりつつある活動や今後のビ
ジョンについてお話を聞きました。

リアの総合メーカーである東リ株式会社に入社

大の社会学部マスコミ学科を卒業して、インテ

寄席の企画に魅了された
『落語大学』を経て東リに

関

した堀さん。大卒の少ない中、販促宣伝部に配属され
情報誌やカタログの編集を任されていました。現在、
主力の販促物となっている総合カタログの基礎を作り、
情報誌『マイント』は好評を博しました。また、カタ
ログポスター展では日本商工会議所会頭賞の受賞歴も。
東リでバリバリ仕事をしていた堀さんですが、放送
学を学んでいたマスコミ学科とは少し違った方向に就

関大でインタビューに答える堀さん

次々と寄席の企画に参画していたという堀さん。関大

い層で笑いがコミュニケーションスキルとして重要視

14

愛犬「海（かい）」と

12

行う人気講師なのに、研究発表までには至っていませ

この企画に関わったのは池田市役所にお勤めの関大

また、イベント時に学生に声をかけたら関大の落研部

出身者とのご縁がきっかけだとか。

そんな時に知り合ったのがもう一人のパートナー、

が来てくれたりと関大とのつながりを今でも強く感じ

んでした」。

広島経済大学経済学部准教授で理論派の山本公平さ

ています。「たった四年間。しかも同じ時期に在籍し

立ち上げのメンバー三人を含む五人のユーモアコン

進行で一秒たりとも飽きることがないのだとか。最近

ユーモアコンサルタントの巧みな話術とテンポ良い

おたな

めるそうです。

タの落語や腹話術も楽し

する他、講師陣の得意ネ

ナーの様子を寸劇で再現

ションスキルアップセミ

入場無料。コミュニケー

後一時より開催されます。

田ピアまるセンターで午

寄席』が九月二十日、池

笑いプロジェクト設立一周年記念『笑わせ力発信

欲しいですね」。

その笑いを学ぶことが特別なことでなくなる日が来て

「笑いは職場、家庭のコミュニケーションの鍵です。

力』が一般用語として普及すること。

堀さんの夢は笑いプロジェクトを通して『笑わせ

とです」。

いうことを言うんですね。本当に感謝。ありがたいこ

ていただいています。同じ釜の飯を食った仲とはこう

ていなくても関大ということだけで皆さんに大切にし

ん。山本さんは、人は誰でも笑うことができ、また、
笑わせることもできるのだから、定形化してプログラ
ミングすれば、誰もが笑いを教えることができるので
はないかと提案。こうして三人の出会いから半年の
二〇〇七年七月、笑いプロジェクトが発足することに

サルタントが、商工会議所や文化センター、企業への

ではマスコミにも取り上げられ、注目のプロジェクト

なりました。

出張セミナー・講演会を行っています。メインの対象
に成長中です。

の商店街活性化『池田風落語一店一席

さんは、笑いプロジェクトとはまた別に池田市

関大という絆が広げてくれた
ネットワークに日々感謝

者はビジネスマンですが、就職活動中の若い人から定
年退職された人、医療関係など参加者は実に多彩。
「人前で話すことが苦手な人が意外に多いんですよ。
ですから、セミナーではまず緊張感を払拭してもらう
ため『チャカチャンリン、チャンリンデンデン。お母

堀

』のアドバイザーとしても活躍しています。
KAIWAI
これは落語をキーワードにした池田市のブランド作り

ちゃんパンツ破れた〜またか〜』と、オリジナルプロ

分を解放することから入ります。表現する楽しさを体

で、お店ごとに落語にちなんだ看板を出してオリジナ

グラム『小咄式リラックス体操』をやってもらい、自

感してもらってから『おもしろ自己紹介』。そして実

ル商品を開発。落語のまち池田をアピールして近隣か

さん

際のビジネスなどを想定したバーチャルロールプレー

登志子

らの観光客を誘致しようという企画です。

堀

イングと進んでいくんです」。

笑わせ力の伝道師集団
「笑いプロジェクト」代表

13

おたなKaiwaiイベント

プロフィール
堀 登志子さん（ほり としこ）さん
笑いプロジェクト代表。一九八〇年 社会学部マスコミ学科卒業後、
インテリアの総合メーカー東リに入社。販促宣伝部で二十余年にわた
り情報誌やカタログの企画・制作を担当する。タイルカーペットカタ
ログ「 imagine
」がカタログポスター展で日本商工会議所会頭賞を受
賞。その後、独立しオフィスはなはなを設立。企画・編集・コピーラ
イティングの仕事に携わる。笑いを通じてコミュニケーションスキル
を向上させる「笑いプロジェクト」を二〇〇七年に立ち上げ、現在は
代表兼ユーモアコンサルタントとしてセミナーや講演会に飛び回る。

堀さんが企画開催したお茶会

笑わせ力発信寄席

3

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構長

鵜飼

康東

附置研究所「ソシオネットワーク戦略研究機構」発足

 28
28?

0
)

28.

用したネットワーク戦略の総合

略称ＲＩＳＳ）の目
Strategies:
的は、高度な情報通信技術を活

ソシオネットワーク戦略研

共同研究拠点の目的

ソフトウェアは、ＲＩＳＳ運営

ロ・データ、及び政策企画支援

た心理学的要素を含む社会ミク

な政策研究課題について、ＲＩ

補強し、発展させることが可能

委員会研究倫理部会の議を経て、

研究者コミュニティに公開され
ます。

用したデータ収集、解析、及び

ついて、高度情報通信技術を活

の枠内に留まっていた日本の人

究者個人もしくは個別研究機関

ＲＩＳＳの役割は、従来、研

三．ＲＩＳＳの学問的役割

シミュレーションに基づく研究

文学及び社会科学の研究を人的

定研究ユニットに並行して、既

ユニットを設置しています。指

社会福祉ユニット及び政策基盤

が独占していた社会ミクロ・デ

らに、従来、特定の研究者集団

研究に進化させることです。さ

ニットとして金融政策ユニット、 ネットワークに基礎を置く共同

を推進するために、指定研究ユ

公的年金、医療等の政策課題に

ＲＩＳＳは、金融、社会福祉、

共同研究拠点の全体計画

二．共同利用・

究 機 構（ 英 文 名 称 Research ＳＳ運営委員会の議を経て、公
Institute for Socionetwork 募いたします。
全ての研究ユニットが収集し

的政策研究を行うことです。

存の研究ユニットの研究成果を

研究所に、ソシオネットワーク戦略研究センターが設置され、

(+

一．共同利用・

平成二十年七月二十四日開催の本学理事会において、ソシオ

\ZVc^`jlW /28,+

さらに平成十七年には政策グリッドコンピューティング実験セ

RISS,+B


'@71KL69<28E #>*M
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HFoHI

\ZVc^`jlW /28[k]l%:Xh^aYkdfl_UkXD[k]l
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ネットワーク戦略研究機構が新たに大学の附置研究所として設

C@

ンターが設置され、両センターが協力しながら研究活動が進め

 28gb^`

られてきました。しかし、今後、両センターは経済・政治研究

"28gb^`

置されました。これは文部科学省の「平成二十年度人文学及び

354%:

社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業」に採択され

,+28 

所から独立し、新機構の下で研究活動を発展させていきます。

%:0
A;%:

? 

たことを受けて設置されたものです。平成十四年に経済・政治

附置研究所・ソシオネットワーク戦略研究機構（RISS）
附置研究所・ソシオネットワーク戦略研究機構（RISS）
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現実の企業に適用して、販促実
験を行いながら、その有効性を
検証しました。第五に、郵便貯

段階的データベースの公開、作

す。即ち、研究倫理に配慮した

究成果の広範な発信を行いま

に 研 究 手 段 の 共 有、 第 三 に 研

一にデータベースの公開、第二

この基盤の整備のために、第

科学の世界的展開を図ります。

本の効率性の企業別推計に成

ルを用いた銀行ソフトウェア資

に、確率論的フロンティアモデ

第二に、有価証券報告書をもと

発見システムを構築しました。

配布システム、優良顧客の早期

て、ダイレクトメールの効率的

第一に、ＰＯＳデータを用い

し、多数のコンピュータを用い

モデル作成のための調査を実施

七に、医療機関選択の意思決定

二極化現象を発見しました。第

別推計に成功し、ＩＴ効率性の

ス・プロバイダについて企業所

六に、インターネット・サービ

織の補完性を確認しました。第

公的金融機関ＩＴ資産と経営組

金事業の事業所別推計に成功し、

成したソフトウェアとツール
功 し、 そ の 平 均 値 は 〇・八 か ら

たグリッドと呼ばれる環境でシ

四．ＲＩＳＳの研究実績

などの学外有識者です。

ータ及び政策分析ソフトウェア、 智彌（総合地球環境学研究所）
ソフトウェアを構成している
様々なツールを、研究者コミュ

の 公 開、 情 報 基 盤 整 備、 デ ー
〇・九 と 非 金 融 業 よ り も は る か

ニティに公開して、新しい社会

タ ベ ー ス・ ツ ー ル 講 習 会 の 開

ミュレーションを実施する新し

2

に高い事実が判明しました。第



催、共同研究会の開催を行いま



!.01
A6H<J; $+

いアルゴリズムを開発しました。

銀行間の差よ

++#

三に、四大銀行グループのバラ

査読誌『季刊政策分析』の編集

りも、内部組

 
++<J;@J9
++7ADGJ7EI:?=453
++% 8CJ>F

す。これに加えて、査読付英文
電 子 ジ ャ ー ナ ル「
ンススコアカ
The
Review
ードを作成す
」
of Socionetwork Strategies
ると、財務的
側面や顧客満

委員会事務局として、日本の政

織や学習過程

ニング技術を


++

（ Springer
）の編集事務局とし
て、日本発の独創的社会科学を

策 研 究 の 研 究 成 果 を、「 説 得 力

における差が

足度における

のある日本語」で発信できる知

大きい事実が

確立いたします。さらに、和文

的能力を政策分析専門家に育成

判明しました。

学）、吉田和男（京都大学）、鷲

統合した顧客

第四に、最新

田清一（大阪大学）、貞廣彰（早

管理システム

なお、ＲＩＳＳ運営委員のう

します。

稲 田 大 学 ）、 猪 木 武 徳（ 国 際 日

Ｃ─ＭＵＳＡ

のデータマイ

本 文 化 研 究 セ ン タ ー）、 曽 根 原

ＳＨＩを開発、

ち過半数は、伊藤元重（東京大

登（ 国 立 情 報 学 研 究 所 ）、 秋 道

15
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に関する基本協定を締結

堺市と健康文化学部の設置

日的課題」に対応し、問題を解

関西大学と堺市は、八月七日

人 材、「 安 全 を 脅 か す 様 々 な 今

決できる人材の育成を行うこと

約二百人が出席して挙行された。 さ約二五メートルの体育・厚生

者、工事関係者、マスコミなど

国・大阪府・高槻市や大学関係

の 地 鎮 祭 が、 八 月 二 十 九 日 に

れる高槻新キャンパス（仮称）

年（二〇一〇年）四月に開設さ

ＪＲ高槻駅近くに平成二十二

棟が建設され、建築面積は七、

（ Ｒ Ｃ 造 ）、 地 上 四 階 建 て、 高

校舎棟と、鉄筋コンクリート造

階建て、高さ約五九メートルの

式 の 鉄 骨 造（ Ｓ 造 ）、 地 上 十 三

メートルの敷地面積に、二棟方

の 地 に あ る。 一 七、五 八 四 平 方

習センターを設けるなど「社会

なるよう、市民図書館や生涯学

の還元として生涯学習の拠点と

ての役割を果たすとともに、知

え、災害時に緊急避難場所とし

するため、施設に防災機能を備

全・安心のまちづくり」に寄与

し て、 高 槻 市 が 提 唱 す る「 安

さらに、地域に生きる大学と

連携していく。

に、幅広い分野において相互に

開設に協力して取り組むととも

を設置して平成二十二年四月の

協定を締結した。

に設置届出予定）に関する基本

文化学部」の設置（文部科学省

業高等学校校地における「健康

高槻新キャンパスの地鎮祭を挙行
小学校から大学院、更に社会貢献も

所在地は、ＪＲ高槻駅東北地
九四八平方メートル、延床面積

に堺市立商業高等学校・第二商

区開発事業計画地内のＣエリア
は五三、二〇〇平方メートル。

になっている。

で、高槻市古曽部町二丁目。Ｊ

校舎棟には、小学校・中学校・

貢献型都市キャンパス」を構想
している。

生棟には、体育館

などが、体育・厚

ル、生涯学習施設

ンベンションホー

施設、図書館、コ

に調和した人間力を有する人材

して、幅広い視野をもち、高度

ことのメリットを最大限に活用

を同一キャンパス内で実践する

育から高等教育までの一貫教育

校・高等学校も新設し、初等教

を 新 設 す る だ け で な く、 中 学

このキャンパス

とになっている。

どが設置されるこ

災害用備蓄倉庫な

駐車場、駐輪場、

び、安全に関する新たな社会シ

から複数領域の知見・技術を学

学」、「人文・社会科学」の両面

様 々 な 分 野 に つ い て、「 自 然 科

全・防災・危機管理」に関する

研究科（共に仮称）を設置、「安

となった関大北陽高校の敷地内

に、平成二十二年四月に男女共

学の併設校「関西大学北陽中学

校」を開設する準備を進めてい

たが、七月十四日、大学関係者、

ットを生かし、社会の中枢を担

完成予定。中高一貫教育のメリ

四階建てで、二十一年十月末に

校舎は鉄筋コンクリート造の

人材の育成を目指し、入学定員

積極的にかかわり合えるような

門的な能力に加え、地域社会と

社会福祉、ユーモア科学など専

健康文化学部は、スポーツや

地鎮祭を挙行した。

う人間の育成を目指す。なお、

は三百人の予定。さらに生涯教

併設中学は三校となる。

ととしている。

パス内に新設される中学と併せ、 育の場としても展開していくこ

北陽中開設時には高槻新キャン

両者は今後、地域連携協議会

Ｒ高槻駅から徒歩約五分、阪急

年度に関大北陽中を開設

（ 講 堂 ）、 レ ス ト

の育成を目指す教育を実践する。 工事関係者ら六十人が出席して

特別教室等関係諸

高等学校・学部・大学院の教室、

ラン、プールなど

には、関西大学と

ステムを構築する能力を備えた

関西大学では、今春併設高校

が配備される。ま

ま た、 大 学・ 大 学 院 に つ い て

して初めて小学校

としてグラウンド、 は、社会安全学部・社会安全学

た、その他の施設

校舎建設の地鎮祭を挙行

22
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握手する森本理事長（左）と木原堺市長

高槻市駅から徒歩約十分と至便

地鎮祭での杭打ち式

文 部 科 学 省「 平 成

年度産学連携による実践型人材育成事

業─サービス・イノベーション人材育成─」に、本学の「プ
ロセスイノベーター育成プログラムの開発」が採択

と専門性を有するとともに、サ

ビスに関して高いレベルの知識

融合的な知識を兼ね備え、サー

ＩＴ知識、人間系知識等の分野

イノベーター育成プログラムの

関大のプロジェクト「プロセス

の申請があり、七件が選ばれた。

国の国公私立大学等から四十件

今回のプロジェクトには、全

文部科学省が、ビジネス知識、 ラムの開発」が採択された。

ービスにおいて生産性の向上や

社会科学の素養を養い、ビジネ

文化交渉学に関してさまざま

開発」は、高度な統計数理、デ

ための教育プログラムの開発を
スプロセスの科学的解明と効果

なプログラムを協力して推進し

ータマイニングに関する知識と

大学から募集した「平成二十年
的な再設計を行うコンサルティ

ていく。

イノベーション創出に寄与しう

度産学連携による実践型人材育

ング能力を持つ人材を育成する

る資質をもった人材を育成する

成事業─サービス・イノベーシ

教育プログラムの開発を行うも

た。

ョン人材育成─」に、本学の「プ
の。

関西大学では、七月三十日、

スポーツとメディア」を開催

国際シンポ「東アジアにおける

ロセスイノベーター育成プログ

せた新たな試みとして、京都府

関西大学では、これまで入学

含め、さらなる高校との連携強

大学では、今後、公立高校を

ーツとメディア」を、千里山キ

ジウム「東アジアにおけるスポ

学工業の協賛を得て国際シンポ

教育委員会と包括協定を結んだ。 日本スポーツ社会学会と山本化

志願者の多い私立高校と「高大

化につとめていくことにしてい

ャンパス・第一学舎「千里ホー

公立高校と初の高大連携

接続パイロット校」として協定

る。

ル」で開催した。

を締結し、高校との連携に積極
的に取り組んできたが、今年、

越えやすいスポーツは、メディ

言語や政治体制、文化の壁を

学術交流協定を締結

アのグローバル化の進展でます

ＩＣＩＳが韓国高麗大と
グローバルＣＯＥ文化交渉学

ますスペクタクル化しており、

初めて公立高校である京都府立
高校、大阪府立槻の木高校、伊

教育研究拠点（ＩＣＩＳ）は、

変容する東アジアのスポーツと

の乙訓高校・向陽高校・西乙訓
丹市立伊丹高校の五校と新たに

七月十四日に韓国高麗大学校中

究者の発表に学生や市民など約

ラウンドに一礼した後、人工芝

「よろしくお願いします」とグ

なお、第一高等学校グラウン

での初走りを楽しんだ。

五百人が熱心に聞き入った。

また、高速水着に使用される

ドの人工芝は、平成十九年一月

「バイオラバースイム素材」を

開発した山本化学工業の山本富

に完成している。

線の名称は「ＪＲ吹田北口～関

日から運行が始まった。バス路

バス運行の認可がおり、九月一

京都線吹田駅から関西大学間の

阪急バスが申請していたＪＲ

千里山キャンパス間を運行

阪急バスがＪＲ吹田北口から

造社長の記念講演が行われ、オ

リンピック水着“競争”の経緯

や英スピード社の高速水着レー

ザー・レーサーの分析結果など
を紹介した。

一中グラウンドの

整備を進めていた第一中学校

日が丘町名神下→関西大学→片

ＪＲ吹田北口→市民病院前→朝

西大学線」で、運行ルートは、

グラウンドの人工芝がこのほど

山町二丁目→ＪＲ吹田北口、の

人工芝が完成

完成。夏休み明けの九月一日に

左回り循環ルート。

北口発７時

時

分の計

分 間 隔 ）。 日・

分～

便数は、平日・土曜日が吹田

完成セレモニーが行われ、グラ

ウンドを主に使用するサッカー、

ラグビー、陸上競技、準硬式野

三 十 四 便（ 約

25

なお、京都府の場合は、これ
までの一対一型の高大連携では

球などのクラブの部員たちは

21

協定を締結した。

れたもので、七カ国・地域の研

40

25

メディア環境についてさまざま
国 学 研 究 所 お よ び Ｂ Ｋ（
Brain
な視点から解明しようと開催さ
）二一中日言語文化教育
Korea
研究団と学術交流協定を締結し
なく、地域という広がりを持た

17

高麗大の崔所長（左）と陶ICISリーダー

20

祝日は９時

分～

時

十九便となっている。

分の計

七分、停留所から理工系学部の

長に手渡した（植樹祭は十二月

頭をたれる謙虚さより素直に成
長して繁る枝葉（知・徳・体）
を身に着け、向上することの大
切さを語られている。記念植樹

六十周年を迎えた。節目の年を

（田中義昭会長）は、本年創設

関西大学第一高等学校同窓会

え、開西甲種商業学校の時代を

長は、一高六十周年の校歴に加

謝申し上げます。また森本理事

していただいた森本理事長に感

の場所として一高正門横を提供

祝し、記念事業の一環として桜

含めた関西大学高等部としての

「地方の時代」 映像祭の開催

月１日（土）

学社会学部（第３学舎）

─全国のテレビ局作成のドキュメンタリー番組を一挙上映─

全国の民放テレビ局やＮＨ

※開催期間

月 ４ 日（ 火 ）（ プ ロ グ ラ ム

はホームページを参照くださ

～

を、放送局の系列などに捉われ

※事前申込、費用は不要です。

い）

日本民間放送連盟の主催、大阪

話 〇 六 ─ 六 三 六 三 ─ 三 八 七 四 ）、

代」映像祭実行委員会事務局（電

※問い合わせ 「地方の時

府・吹田市の後援、在阪テレビ

ホームページ
間中に開催されます。
ドキュメンタリー番
組 は、 私 た ち の 周 り
でおきる色々な出来事
をつうじ多くの市民に
感動を与え、時には社
会をも動かしてきまし
た。この映像祭は、“地
域のこころ、地方のこ
え”をテーマに、全国
のテレビ局が作成した
ドキュメンタリーや報
道番組、市民・学生が
作成した地域文化や
国 際 交 流 の 作 品、 約
百二十作品を見るまた
とない機会です。校友
の皆さんのご参加をお
関西大

待ちいたします。
※開催場所

http://www.regionalism.jp

局各局の協力により、関西大学

が、関西大学・日本放送協会・

一の祭典「地方の時代」映像祭

ず、顕彰し上映する。わが国唯

なドキュメンタリー・報道番組

Ｋ の各放送局が作成した優秀

目録を手渡す田中会長（左）

染井吉野を選んだ理由について、 千里山キャンパスで、学園祭期

田中会長は、枝垂桜でなくて

四日を予定）。

周年事業で森本理事長に

記念植樹の目録を贈呈

五〇三一）まで。

所（ 電 話 〇 六 ─ 六 三 八 四 ─

詳 細 は、 阪 急 バ ス 吹 田 営 業

まで徒歩約七分。

実験棟横を通り、総合図書館前

北口から関西大学停留所まで約

なお、所要時間は、ＪＲ吹田

大人二一〇円、小児一一〇円。

園 前 ）」 が 設 置 さ れ る。 運 賃 は

側に「関西大学（山手ゆにわ遊

山手町四丁目三十二番の公園西

第 四 学 舎 南 側（ 名 神 高 速 南 側 ）、

大学に最寄りの停留所として、

35

の成木を母校一高に植樹するこ

された。
最後に、昨年の雪中の頃より
川西～三田の園芸地や農園に桜
を求めて奮闘、協力された同窓
会役員の皆さまに紙面をお借り

木川高志）

して御礼申し上げます。
（副会長

（中野雅夫＝〇六―四三九一―

11

20

とを委員総会で了承いただいた。 九十五年の歴史についても教示
これを受けて、
七月十六日に
会長、副会長
三人、総務一
人が理事長室
を訪ね、田中
会長が記念植
樹の目録を森

七六一〇）

11

20

本靖一郎理事

昨年度開催の「地方の時代」

60

18

スケーター十一人が次々に華麗

なスケーティングを披露し、観

客を魅了。最後に南部・山本さ

髙橋選手がアンコールの演技を

んの生演奏にのって織田選手、
たもので、三十日には

行うと、場内は大きな拍手に包

ジュニアフィギュアスケート演技会
アイスアリーナで「氷の甲子園」開く

予選が行われ、関西大

まれた。

回全国高校野

２回戦で兄弟校対決

夏の甲子園北大阪大会

学フィギュアスケート
ジュニアスクールに通
うスクール生の中から
小・中・高校生三十八

日、第

球選手権記念北大阪大会２回戦

ネット裏から選手たちを見守っ

７月

習の成果を披露した。

で、関大一高と関大北陽高が対

た。試合は、一高が一回裏に３

人が出場し、日頃の練
予選を勝ち抜いた三

戦した。今年四月に関西大学の

に行われ、審査委員長

決勝は、三十一日午前

上の演技会に彩りをそえた。エ

ト「デュオ・エリアント」が氷

子ピアノ）によるミニコンサー

Ｂ、ＯＧをはじめ、およそ千人

の観客があり、一投一打に歓声
をあげた。

豊島光男・一高校長と鈴木清

士・北陽高校長も並んでバック

対４で

11

回全日本学生個

人選手権大会で初出場・初優勝

空手道の第

世界大学選手権大会で優勝

空手道部の梶川が

ほしい。

技量を高め、甲子園をめざして

として友情を深めあい、互いに

これから両校が善きライバル

８回コールド勝ちをおさめた。

４点を返して逆転し、

点先制するも、すぐさま北陽が

クラス上位三人による

として橋本聖子日本ス

オリンピック日本代表）の模範

キシビションでは、アイススケ

顧 問 ）、 審 査 委 員 は 佐 藤 信 夫 日

演技のあと、関西大学のトップ

ケート連盟会長（本学

関西大学では、社会貢献活動

本フィギュアスケーティングイ

ート部・田村岳斗コーチ（長野

の一環として、地域社会におけ

ンストラクター協会理事長

アイススケート部名誉

るスポーツ振興に寄与すること

学 一 経 ）、 女 優 の 湖

がくっきり。兄弟高校の対決と

月わたる氏（元宝塚歌劇団

あって寝屋川球場のスタンドに

高槻キャンパスのアイスアリー

併設校になった北陽のユニホー
午後からは、表彰式が行

星組トップスター）が務め

われ、森本理事長、河田学

ナで、ジュニアフィギュアスケ
園」を開催、併せて、髙橋大輔

ム左肩には「関西大学」の文字

選手（院１）織田信成選手（文

長、橋本スケート連盟会長

た。

４）をはじめとするトップスケ

挨拶のあと、入賞者に森本

は炎天下のなか、両校生徒、Ｏ

ーターによるエキシビションも

理事長から表彰状が、河田
続いて、南部靖佳さん（フ

行われ、高槻市民ら約五百人の

ート演技会「関西大学氷の甲子

を 目 的 に、 八 月 三 十・三 十 一 日、 （ 昭

90

学長からメダルが贈られた。
この演技会は、校友会、教育

ルート）、山本アキさん（電

19

17

観客を魅了した。
後援会の協力を得て企画され

アンコールに応える髙橋選手

52

華麗な演技をみせる織田選手

39

日～

日にポーラン

を飾った梶川凛美選手（文１）
は、７月
13

少林寺拳法部は、６月

日に

大阪芸術大学総合体育館で開催

第４回日本学生選抜ライフル選
手権大会で、射撃部は男子総合

回少林寺拳法関西学

された第

22

団体で準優勝を飾った。

回全国大学弓道選
20

出場。この大会でも女子個人形

回世界学生空手道選手権大会に
発で

善仁選手（文４）は、スモール

また、この大会で主将の笠井

男子女子の総合優勝の快挙を成

初めて演武と運用法（乱捕）で

生大会で、創部四十四年にして、

ｍ３×

（西田幸弘）

ボアライフル＝

し遂げた。

ヴィッセル神戸入団へ

サッカー部の大屋翼が

日に北京の国立射撃場で開催さ

サッカー部の大屋翼主将（文

もに２位となり、

ソフトボール部の川口拓馬選
れる二〇〇八年世界大学射撃選

日～

日

手（経１）は、６月

４）は、このほどＪリーグヴィ

年度に

年度関西学

ヴィッセル神戸の強化指定選手
年度～

年度は日本大学選抜

日～９月４日に韓国コ

された。

の重量挙競技の有望選手が招聘

ロンドンオリンピックに向けて

た。この合宿には、二〇一二年

草竜太選手（文１）が派遣され

交流合同合宿に、重量挙部の白

向上スポーツ

日・韓競技力

れた二〇〇八

業として行わ

員会の主催事

ヤン市で日・韓オリンピック委

８月

競技力向上合宿に派遣

重量挙部の白草が日・韓

に選ばれている。

生選抜、

抜大会で、弓道部が近的女子の

創部以来の総合優勝

少林寺拳法部が関西で

になり、

18
部で準優勝を果たした。

ＤＦの大屋選手は、

ッセル神戸への入団が内定した。

手権大会の日本代表選手に選出

男子ジュニア選手権大会にＵ

隆）

19

日本代表として出場。３番レフ

に 松 村 久 基（ 現 大 学 職 員 ）、 安
西美帆（文４）、井浦美鈴（文２）、
石川令奈（文２）が日本代表に
なっており、笠井は５人目。笠
井君には松村・安西同様ぜひ金

女川

メダルを獲得してもらいたいと
願っている。
（ＯＢ会長

近的の部で準優勝飾る

弓道部女子が全日の
日に東京の明治神宮で

19 17

29

トで全試合に出場し、銅メダル
を獲得した。

射撃部男子、全日で準優勝
笠井が日本代表に選手に
７月５日～６日に大阪府能勢

６月

29

29
19

20

町ライフル射撃場で開催された

射撃部としては、この４年間

にカナダ・ユーコン州ホワイト

月８日～

発 で 六 九 六・三 点 を あ げ、 と

一、二二五・三点、 ｍＰ（伏射）

40

された。

11

60

ホースで開催された第８回世界

世界ジュニア選手権で銅メダル

50
50

10

ソフトボール部の川口が

の部で見事優勝を飾った。

ド・ヴロッワフで行われた第６

行われた第

46

11

20

連載 25

ら﹁ へ ー ﹂ と 不 思 議 な

すわ﹂と申し上げた

職員で民間人なんで

ま し た ︒﹁ 実 は N P O

んです﹂と紹介され

﹁芦屋市の学芸課長さ

先日︑ある会合で

現状の業務受託のなかで︑市直営事業で

る考えに変わりはありません︒とは言え︑

活用と職員雇用は直轄であるべきだとす

公立美術館や博物館の場合︑作品の保存

個人的には公的な守秘義務を内存する

日本で初めての事例と言えるものです︒

という本館の在り方は︑公立博物館では

この指定管理でもなく直営の業務委託

せん︒有名な講師を呼ぶ︑もしくは特化

市からの委託費には一切手を付けていま

礼も受講料の中から賄います︒従って︑

講義室の使用料も市に納める上︑講師謝

企画でありながらAMM自主企画のため

〇〇円の受講料を頂戴しています︒本館

ミ ナ ー ︶ で は 一 〇 回 連 続 講 座 で 一 五 ︑〇

世 大 坂 画 壇 〜 文 人 の 愉 し み ﹂︵ 美 術 史 セ

を次代に伝えて参りたいと思います︒

った今︑ともに力を合わせて芦屋の文化

ただけることとなりました︒新体制とな

芦屋支部の諸先輩がAMMに参画してい

業 展 開 を 推 進 す る た め ︑ 関 西 大 学校 友 会

運営と︑よりいっそう地域に密着した事

従来の美術館や博物館にはない独自の

で承認されないのではないでしょうか︒

とは何かを考えることが肝

AMMだからこそ出来るこ

学校教育や生涯学習の連携

美術史セミナー掛軸取扱

もが気楽に参加できる催しとして︑今や

春秋二回のアートフリーマーケットは誰

一 方 で ︑二 〇 〇 一 年 か ら 実 施 し て い る

としての意義付けで実施しています︒

定し︑新規入館者の獲得に貢献する事業

題があるため︑ホールの使用料徴収に限

これとて︑古物取扱に関する問

で古書即売会を実施しています︒

講座シンポジウムと連動する形

外使用にならないように展示や

ホール活用に関しても︑目的

ています︒

的な事業展開には有効だと考え

顔をされたものです︒
営で︑事業運営と職員の雇用が業務委託
要だと思います︒

ない場合の利点は何か︑

という変則的な運営形態にあります︒つ

勤務館は︑実質的な維持管理費が市直

まり︑市民有志が立ち上げたNPO法人

事業に関しては︑受託費を

本来︑市民が享受すべき

AMM︶が芦屋市から業務受託する形で

芦 屋 ミ ュ ー ジ ア ム・ マ ネ ジ メ ン ト︵ 以 後
運営しているわけです︒

最大限に活用すべき
だと考えますが︑
AMMの存在意義は︑
やはり自主事業の展
開にある筈です︒
非営利活動法人で
あるため︑民間の指
定管理業者が一番実
績を上げ得る営利事
業が不可能ではあり
ますが︑反対に公立
館の公共性を保った

上で節度ある新規事業が可能と成
りましょう︒

具体的には︑より専門性を追求
した講座事業の立案や︑ホール活
用としての古書即売会︑庭を有効

本館の恒例行事となっています︒

何れも新たな来館者につながる事業と

考えますが︑直営館であれば ︑企画段階

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。

圭造
明尾

〈下〉
活用するアートフリーマーケット
開を実施してきました︒
例 え ば ︑ 五 感 で 楽 し む 美 術﹁ 近

モダン古書即売会

21

「今変わりつつある博物館」
など︑他館では為し得ない事業展

アートフリーマーケット

新会長に白木成光事務局長
新体制でスタート切る

の企画を発表し、多くの校友の

及び九州のゴルフ大会、新年会

流があり、杯を交わしながら楽

参加を呼びかけた。

懇親会では、皆さん様々な交

に二次会、三次会と宴は深夜に

しい雰囲気の中活気に溢れて盛

なった。その後は、有志を中心
まで至り、親交をさらに深める

り上がった。

記念撮影を

総会後、

素晴らしい機会となった。

また今回は、白木成光先輩が

はさみ、懇

薫）

安藤造園土木の代表取締役に、

親会が始ま

岡部

（安藤造園土木・白木成光＝

片山富市先輩が中村学園大学流

った。同じ

（若手会代表幹事総長

〇九二―八四一―四一四一）

下宿で過ご

ＴＶＱ加地アナウンサーが講演

通科学部の教授にそれぞれ就任

スタートを切ることとなった。

され、福岡千里会よりささやか

七月十八日、福岡天神平和楼

ライバル・関学ＯＢも参加

した思い出

第二部では、校友会本部、関

六月二十六日、福岡千里会若

さんで盛り上げていきましょう。 る場所など

なお祝いをした。

に て 福 岡 千 里 会（ 花 田 正 利 会
関同立各校友会の幹部、近隣各

手会主催の勉強会を天神テルラ

次は総会！

河原清明）

薫＝〇九〇―八八三五

校友までが親睦を深めた。今年

二十七年から平成十七年卒業の

咲き、昭和

の話に花が

の青春時代

や印象に残

会・各支部から多くの来賓も加

にて開催した。約三十人の参加

（若手会渉外担当幹事

（岡部

今後も、わが福岡千里会を皆

まず、第一部では物故者に黙
え、総勢百人を超える出席者で

をいただき、また今回は永遠の
ライバル校である関西学院（Ｋ

―九二四四）

催されているが、今年は、別府

市での教育懇談会の日程に合わ
せた形となった。

総会開始前に岸田勲さん（昭

経）のハーモニカ伴奏で学歌

ん（平

経）、姫野博俊さん（平

経）の口上で始まり、全員が

17

若手も増えてきたことから、

輪になり合唱した。

今 年 は、『 平 成 卒 の 会 』 を 立 ち

上げられたらと思っている。

関東の大学に進学した人が多

里会よりの来賓挨拶の後、議事

たというこの縁を大切にして、

も『関大』で青春時代を過ごし

い中、関西の、そしてその中で

に入った。今年は役員改選の年

これからも大分千里会は前進し

二十年度の活動計画では、大分

は五十八回目になる。できるだ

をはじめ役員全員が再任された。 て行きたいと思っている。来年

であったが、徳重会長（昭

法）

を斉唱、大学、校友会、福岡千

16

22

大分千里会総会

長）の総会を開催した。
祷を捧げた後、学歌斉唱、議長
宴のスタートとなった。
白木新会長が来賓を紹介、続

の花田会長が事業報告、そして
会計報告、新役員の発表ならび

Ｇ）ＯＢの田中賢治さんと樋口

広い世代で活気にあふれる会と

高之さんにもご参加いただいた。
今回は、

参加者に平成卒の校友増える

なった。

後、畑事務局長代行の乾杯発声

に会則規約の変更が議題となり、 いて一軸校友会会長のご挨拶の
の後は、昔話に近況の情報交換

ＴＶＱ九州

年に一度の大分千里会（徳重

承認された。
今回は長年、九州地区の関西

と大いに話に花が咲いた。恒例

放送の名物

忠男会長）の総会と懇親会が七

は、平成卒業の校友が増え、幅

大学ＯＢ会の発展に功労をいた

のイベントになったソフトバン

アナウンサ

青春時代の縁を大切に

だいた花田会長が名誉会長に就

クホークスのオークションに、

月二十六日、別府・花菱ホテル

だいた。いろいろなエピソード

締めの逍遙歌は、児玉充正さ

かれ、新会長には白木成光事務

ーである加

が沢山でて、質疑応答でも際ど

で行われた。例年、大分市で開

今年はアビスパ福岡のグッズも

終盤は例年のように逍遙歌の

い話ありなど充実した講演だっ

福岡千里会若手会の勉強会

加え大いに盛り上がりをみせた。 地良光氏を

局長が就任される事となり、幹
事役員も一新のもと新体制での

お招きして、
テレビ業界
の様々なト

専

また、今回は最高齢の参加者
商）にお元気なスピーチや歌の

ピックスを

と し て 太 郎 良 松 美 氏（ 昭

披露をいただいたり、社長や大

交えながら、
楽しいなが

学教授への昇格者を紹介するな
ど、まさに『強い関大』を支え

合唱と交流大学へのエール交換

38

るＯＢの活躍の披露も行われた。 らも知識が広がる話を講演いた

の後、万歳三唱で締めくくり、

た。

27

14
盛大に行われた総会はお開きと

福岡千里会総会

け多くの校友の参加をお待ちし

たい」と熱

ールするのが目的で、年間行事

（上山忠久＝〇八五七―二四―

選会を基に語って頂いた。講演

月岡山で行われた体操の最終予

銅２つのメダルを参加者に見せ

中ご自信が獲得された実物の銀

九二二八）

新支部長に行本章允氏選出

のお知らせのほか、校友の近況
順次充実させていく予定。管理

弁を振るっ
懇親会は

ております。
法）

を知らせる「校友のページ」も

平

た。

（竹村浩太郎

て頂けるというお心遣いも頂戴

（徳重忠男＝〇九七七―二七―

ロス五輪メダリストが講演

した。

行われた。

のラ・ヴィール岡山にて盛大に

初参加の校友による自己ＰＲタ

の乾杯の音頭で懇親会に入り、

社）は「掲

岡山支部（行本章允支部長代

山下和彦）

人の田井剛校友（昭
載希望者、サイト運営に協力い

行）総会が、七月六日、岡山市

鏡原良則校
友、太田陽

ただける方は連絡してほしい」

八七〇〇）
子校友の司
と話している。

商）

アートで香 川 を 元 気 に

会で進行。
（平

イムもあり大いに盛り上がった。

この後、田淵顧問（昭

せとうち 美 術 館 東 山 館 長 が 熱 弁

初参加校友

総会には

国

香川支部（川北文雄支部長）

享可

（原司法書士事務所・原

今回からお楽しみ抽選会は割愛

へのインタ

されたが、開催前からアナウン

の総会が八月二十三日、高松市

本部から古

＝〇八七―八二二―〇二二二）

川好男副会

ビューやビ

スしていた「ビッグでサプライ

地元銀行会員が大挙参加

ンゴゲーム

長、同成岡

ズなプレゼント」即ち支部名誉

の全日空ホテルクレメント高松

昭二事務局

会員の「髙橋大輔選手の直筆サ

であり、平成卒十八人を含む総

白兎会館で支部総会

次長と香川

イン」を抽選にて五人にプレゼ

で宴を盛り

七月十五日、数えて二十五回

支部原享可

勢百三人が「強い関大、元気な

目 の 鳥 取 支 部（ 荒 田 英 毅 支 部

幹事長の三

上げ、最後
に母校と支部の発展を祈念し、
を合唱、徳田恒光香川支部顧問

経）が選出された。

ダリストの梶谷信之氏（岡山大

ルス大会（一九八四）体操銀メ

回夏季オリンピック・ロサンゼ

続いて講演に移り、第二十三

行（昭

を行い、支部長に行本支部長代

度の予算案等の承認と役員改選

十九年度の事業報告、二十年

のとなった。

六十人を大きく上回る盛大なも

せ て 八 十 人 が 参 加 し、 昨 年 の

校友、合わ

部から中村副会長らをお迎えし、 人の来賓と
鳥取市内の白兎会館で三十三人
が参加し開催した。
当日は、地元銀行の会員が大
挙参加され、久しぶりに盛り上
がった。
本年度卒
業のフレッ
シュな会員
や若手女性
の参加もあ
り、大先輩達と母校の思い出に
あ ち こ ち で 花 が 咲 い た。 終 わ

の戦力を占う」のテーマで、五

勝：播磨

秀（昭 法）

光信（昭

お問い合わせ下さい。

社）

商）

岡山支部公式サイトか事務局へ

上記の詳細や最新支部情報は、

第三位：岡

準優勝：妹尾吉高（昭

優

参加人数二十八人、

は次の通り。

四十五回親睦ゴルフ大会の結果

総会と同時に案内した第

た。

アンケートにも協力してもらっ

営に役立てたいと考え参加者に

新年会に続き今回も今後の運

開き。

のリードで逍遙歌を大合唱しお

最後は、元応援団の村木校友

ントし、会は最高潮となった。
長）総会・懇親会を、校友会本

香川支部」を目指して誓いを新
たにした。
増地英一事務局長、上原洋允法

の発声による万歳三唱で締めく

総会には一軸浩幸校友会会長、 大嶋一平校友のリードで逍遙歌
人専務理事、芝井敬司副学長始
くった。

法）▽幹事
法）▽副幹事
法）川崎有
法）▽監事＝今井里美

長＝田中俊二（昭

長＝原享可（昭

文）池田睦雄（昭

副 支 部 長 ＝ 今 沢 義 信（ 昭

年。（敬称略）

主な役員は次の通り。任期は二

支部長が再選された。その他の

また、役員改選もあり、川北

め、近隣支部から支部長などが
来賓として出席。岡田守弘校友
の音頭による学歌斉唱で幕を開
けた。
川北支部長の挨拶の後、香川
県立東山魁夷せとうち美術館館
長の東山敏昭校友が「今、話題
の香川のアートツーリズム」と
題して記念講演。県内には同館

また香川支部では六月二十五

（昭 経、
新）
岩本真治
（昭 経）

をはじめ、地中美術館（直島町）、 二（昭
イサム・ノグチ庭園美術館（高

る美術館があることに触れ、「ア

上山忠久・植木仁美）

日、支部ホームページ（
りに、肩を組み逍遙歌を合唱し、 学教育学部教授・平行棒銀メダ
http://
ル・体操男子団体銅メダル）よ
母校の益々の発展を祈りつつ再
） を
www.chyuo.com/koyukai/
り「体操日本男子代表の北京で
開設した。支部会員相互の交流、 会を期した。
（幹事

ートを通じ、香川を多くの美術

松 市 ）、 丸 亀 市 猪 熊 弦 一 郎 現 代

42
特に若い校友へ支部活動をアピ

美術館など、全国から注目され

香川支部総会

31

32

41 48 47

鳥取支部総会

31

38

42

ファンや観光客の訪れる地にし

23

52

47

41

岡山支部総会

2

54

2

三五一―二一一二）

URL:http://www2.kandai- 来るべき支部七十周年記念総会
での再会を約束した。
koyukai.com/al/okayama/
：
（副幹事長 大西康治）
mail
oka-kandai@k-network.
（いぐち・井口俊博＝〇七五―

（総務幹事 小林浩一）
net
（田淵自動車鈑金塗装所内＝

〇八六―二二二―七〇七六）

ケーナの演奏に拍手喝采

続いて第

市へ届けた。ご協力ありがとう

十二時からの営業開始ととも

近隣支部を

顧問、東京から駆けつけた衆議

さらに、兵庫県議の武田丈蔵

「在学生支援のための募金」

に小さい子供たちが殺到し、加

代表し今垣

院議員の木挽司副支部長から、

には卒業生の方々も多数寄り集

ございました。

享三田支部

それぞれ県政・国政の報告もあ

まり、原価販売となった缶ビー

二部に移り、

長の発声に

り、楽しく和やかな交歓たけな

て五十一人の出席を得、森田弘

演奏家で作曲家でもある、きし

は、校友で社会学部出身の笛の

たな試みで

に移し、新

計監査のリードにより学歌を斉

長に就任された田中義昭支部会

伝統ある応援団ＯＢ千成会の会

より多数演奏され、校友の大き

ギターとのコラボレーションに

「コンドルは飛んでいく」など

岳地域の曲としてポピュラーな

者救援に少しでも役立てばと

災を経験したわれわれも、被災

が、十三年前の阪神・淡路大震

部長の閉会の挨拶をもって再会

エールを送った。濱田正義副支

マン風に背中に広告を貼り付け

を担当した校友がサンドイッチ

かわらず客足が他のブースに比

場内を行脚、八時の閉店にもか

古屋敷達夫）

べ格段の盛況。

二 回 生 ）、 ヨ ー ヨ ー 釣 り と ス ー

等の三人（現システム理工学部

チーム員である藤井悠梨子さん

主催をした学生は“漢舞”の

九万千人を上回る盛況となった

わらず九万五千人と昨年度の

“曇天とにわか雨”にもかか

て応援に来店。当日の来場者は

の首脳が応援や差し入れを持っ

途中では市長や市役所秀麗会

パーボール掬いに加え輪投げや

ばなかったが、学生・校友会員

結果は組まれた予算額には及

と報告された。
った。

を最大限に活用しての営業とな

飲み物の販売と、小さいブース

方々の協力により実現した。

市議や市役所関係校友の多くの

として始めてのブース出店が、

みや市民祭り」への、関西大学

開催された「第三十三回にしの

八月二十三日、市役所周辺で

市長や市役所秀麗会が応援に

“漢舞”
が市民祭りに出店

七八五―五五〇七）

（ヒラク・加藤拓＝〇七二―

（広報部長

を期し総会を終えた。

「関大グッズ」の販売。

えて校友会西宮支部会員による

より乾杯が
行われ、懇

ルは予定した五百本をほぼ完売、

親会に入っ

時折り降り出す“にわか雨”の

災害被災地に義援金募る

わのところ、予定された時間も

七月十八日、伊丹シティホテ

超過。最後に田中義昭会計監査

総会参加者百四十人に迫る

年度総会を盛況裡に終えること
之組織部長の総合司会のもと開

もとタローさん（縦笛のケーナ

会員提供の

唱。校友物故者への黙祷、加藤

な拍手喝采を受けていた。

募 金 箱 を 受 付 に 設 置 し、 総 会

もあり、場内はたいへん盛り上
がった。老若男女問わず多くの
初参加者を数え、一軸校友会長

伊丹支部総会

七十周年記念総会に繋ぐ
た。アトラ

度に客足が途絶えるというハプ

ルにおいて伊丹支部（加藤拓支

のリードにより逍遙歌を声高ら

京都支部（牧村史朗支部長＝

クションに

ニングにゲームは中断、客寄せ

部長）総会が会員、来賓合わせ

かに合唱、母校「関大」に熱い

法）では、七月五日に二十

ができた。今年は、場所をリー
催された。

昭

ガロイヤル

品物をオー

支部長の挨拶に続き、ご出席い

また、ミャンマー南西部を襲

第一部の総会では、この六月、 が原点）を迎え、南アンデス山

クションす

ただいた本部、近隣九支部から

ったサイクロン、中国・四川省

ホテル京都

るというイ

の来賓紹介の後、来賓を代表し

大地震そして国内で発生した岩

施され、そ

ベントも実

て寺内俊太郎校友会副会長より

手・ 宮 城 内 陸 地 震 で は、 そ れ

参 加 校 友 に 協 力 を 求 め、 総 額

を含めた祝辞を頂戴した。

および原案について、それぞれ

一 九、一 二 七 円 の 義 援 金 を 頂 戴

ぞれ多くの方々が被災された

まさに「強い関西大学」の近況

の中には懇

承認された。予算審議の際、収

した。この募金は、入江時雄事

議事では、上程された六議案

入科目の「関大助成金」につい

また奇術研究会新旧対決として、 について慎重審議の結果、報告

るという権利の争奪戦もあり、

て質問があり、加藤支部長はご

業部長より、これら被災地への

現役学生と西村副支部長の競演

意見をしっかり受け止め、更な
ほか来賓の方を加え、総勢百四
十人に迫る大人数となった。

最後に逍遙歌をみんなで歌い、 答弁した。

義援金の窓口を設けている伊丹

る活動の活性化に尽力したいと

親会満座の中でカラオケが歌え

京都支部総会
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にしのみや市民祭りに参加

32

くくりとなった。

ともに「満面の笑み」での締め

を終えた。

孝副支部長の閉会の言葉で総会

会一致で承認をいただき、養父

件）についての提案があり、全

部支部長ら多数の来賓を迎え、

長（ 元 八 尾 支 部 会 員 ）、 近 隣 支

会本部より一軸会長、畑下元会

八屋プリズムホールにて、校友

支部長）総会は、六月十五日、

の謡曲が初披露された。

ジックに続いて、中尾副支部長

例となった水野名誉支部長のマ

ッチ。会食、歓談するなか、恒

司会は中尾副支部長にバトンタ

次に役員改選では、北川支部長、

で、事業報告や予算など承認、

小川一夫常任幹事の司会進行

あり、総会議事に移った。

野村宣一茨木市長からの挨拶が

による乾杯の発声で始まり、参
副支部長の

会は、垣内

第一部総

は五十周年記念の成功へ物心両

謝意を表し、川崎宗一副支部長

だいていることに編集長として

誌へ多数の会員から寄稿をいた

部長は、準備中の五十周年記念

近況報告で、佐々木宏之副支

分たちの学生の頃の思い出話を

の発声で開宴。歓談に入り、自

術庁長官の近江巳記夫氏の乾杯

第二部の懇親会は、元科学技

再任された。

山中・中村会計監査がそれぞれ

小路・田村・別處の各副支部長、

四五一四）

（木下利成＝〇七九八―五三―

木下利成）

記念祝賀会は、恩地郁子氏の
総勢四十一人で開催された。

（幹事長

司会進行のもと、増地事務局長
加者は楽しい会話をはずませな
開会宣言の

面のご協力をお願いした。

サンタマリア号で盛大に開催
がら美味しい料理に舌鼓。アト
後、南野佳

周年祝賀会

六月二十二日、枚方支部（阿
ラクションとして、一階コロン
子幹事の司

タマリア号を借り切って、百九

大阪湾を巡る帆船型観光船サン

（八尾支部名誉支部長）による

による新舞踊、トミーズ水野氏

れ・マジック、くずは踊りの会

支部長挨拶、

者への黙祷、

斉唱、物故

会で、学歌

の閉会宣言で散会した。

で万歳を三唱し、垣内副支部長

周年を成功させよう！」の発声

時間も過ぎ、松名顧問の「五十

たためあった。

久しぶりに会う校友と旧交をあ

したり、近況を語りあうなど、

臨時総会と創立
部進支部長）の二十年度臨時総
よ る 津 軽 三 味 線・ 南 京 玉 す だ

会と創立五十周年記念祝賀会が、 ブスの部屋にて、林家染太氏に

十七人参加のもと開催された。
マジック・腹話術に続いて、二

来賓祝辞、

海遊館「西

半に大阪港

午後六時

階デッキにて応援団のリーダ

祝電披露が

はとば」よ

役応援団を迎え百六十人を超え

引となった。一等のマスクメロ

応援団の演舞の後、恒例の福

物から関大グッズまで、参加者

ン（六個入）やマンゴーなど果

第一部の総会では、応援団第

の三人に一人と数多く当たる。

る校友の参加の下、盛大に開催

八十六代髙山真吾団長により学

された。

テル日航茨木大阪で、来賓、現

二十年度総会が、八月七日にホ

茨木支部（北川均支部長）の

百六十人参加、野村市長も

自転車など福引商品に一喜一憂

三一九〇）

（青砥申生＝〇七二―九九二―

（佐々木宏之）

ー・吹奏楽・チアガールの皆さ

行われた。
支部は来年、結成五十周年を迎

潮に達した。
楽しい時間はアッという間に

続いて議事に移り、前年度の

えるので、すばらしい記念総会
今回は、政策創造学部の学生

事業・決算および今年度の事業

過ぎ去り、岸野辰磨副支部長の

の皆さん十人にも運営のお手伝

計画・予算案を満湯一致で承認

にしたいと決意を表明した。

いをいただき、大変ありがたく

第二部では、春の叙勲で旭日

した。
西田政充）

小綬章を受章された森田道昭顧
進＝〇七二―八〇五―

（阿部

（副支部長

思っている。

閉会の挨拶にて無事終了した。

青砥支部長は挨拶の中で、当

ん二十五人による演舞で、最高

り乗船し出
航。臨時総
会は、永盛
啓司氏の司
会で、和田
正彦副支部長の開会の挨拶で始
まり、応援団の指揮による学歌
斉唱、物故者に対する黙祷に続
き、木下誠枚方副市長、一軸浩
幸校友会長、近隣五支部の支部
長その他来賓の紹介があった。

問および昨年の校友総会で感謝

参加者が一喜一憂し、特に、特

状を受賞した岩井宏彰顧問へ

歌斉唱、校友会や近隣支部など

して一軸校友会長より来賓代表

記念撮影の後、第三部に入り、 ら来賓挨拶、そして校友である

二人より謝辞があった。

賞の自転車が当たったときには、
二十年度八尾支部（青砥申生

記念誌に多数の会員が寄稿

佐々木裕子幹事から花束を贈り、 の来賓紹介の後、北川支部長が
野村宜孝幹事長による会務報告
と 会 則 変 更（ 学 生 会 員 承 認 の

和やかに終始し、時間はあっと

の挨拶をいただいた。議事では、 五十周年に向け意気上がる

〇〇〇五）

八尾支部総会

その周りで拍手や歓声が起こり、

阿部支部長が主催者挨拶、そ

枚方支部創立50周年祝賀会

挨拶。石川昌司校友会副会長か

茨木支部総会
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50

七月二十六

り、一軸浩幸校友会長は友好の

密な連携の必要性を熱っぽく語

長）総会が、五月十日、寝屋川

寝 屋 川 支 部（ 湯 浅 善 二 支 部

新支部長に清水英俊氏選出

ウイグルの踊りに魅了される

交代を図るという観点から杉本
日夕、たか

輪が広がってゆくことを望み、

市駅近くのシティホテル・ニュ

長は、今こそ市と関西大学の緊

田邉前団長の指揮で逍遙歌を
国雄・山本護・伊藤榮保・伊東
つき京都ホ

支部発展へ果たす役割の重さを

長）総会は、

合唱、小路三郎副支部長が支部
章の四氏を副支部長に、篠原勝
テルで開催

ーコマンダーで、本部石川副会

支部長に昇格し、あわせて世代

の更なる発展を祈念し閉会の挨
氏を幹事長に、福本憲公・柏本

述べ、参加者は大きな拍手で賛

いう間に過ぎ去った。

拶を述べ、お開きとなった。
された。

小西盛人）

喜惟の二氏を監査にという、福

（幹事長

含め四十八人の出席のもと、開

席をいただき、支部会員家族を

長・近隣支部幹部の方々のご臨

第一部総

岡本茂高槻市会議長の発声で

同した。

本監査を除き全て新任という大

元気いっぱい乾杯し、会場のあ

均＝〇七二―六二三―

（北川
会は、学歌

野支部長の発声で乾杯し、宴に

二部の懇親会は、安原敏夫交

た。この日の出席者は百一人、

雰囲気のもと和やかに進められ

第二部懇親会は、打ち解けた

にピアノ伴奏で学生歌を斉唱。

抽選会のあと、菊池さんと共

をテーマに、阪神タイガースの

職大学院教授が大阪経済活性化

運び、講演は宮本勝浩会計専門

の歯切れよい口調で段取りよく

催された。

斉唱の後、

入った。アトラクションは、菊

猛暑を吹き飛ばす熱気であふれ

とともに谷

杉本国雄氏のリードで逍遙歌を

加者はいつしか名調子の〝宮本

ちこちで再会を喜び合う、心ほ

幅な改造人事案が提案され、こ
提出議案は

れを満場一致で承認した。
就任の挨拶に立った平井新支

審議の上、

い。現在の吉川支部長は相談役、 満場一致で

部 長 は、「 精 い っ ぱ い 頑 張 り た

三七三三）

新支部長に平井治氏を選任
副支部長以下も大幅交代
守 口 支 部（ 吉 川 美 恵 子 支 部

支部長には引き続き清水氏を再

可決された。

談役として今後も支えて欲し

選した。

宮本・山岡両副支部長は常任相

日、守口ロイヤルパインズホテ
い」と挨拶した。

長）の二十年度総会は七月三十
ルで一軸浩幸会長や近隣の支部

まず学歌

池 さ ん の 独 唱 で、「 野 バ ラ 」 の

返った。

長など来賓を含め五十九人が参

を関西二期

ほか、昔懐かしい日本の歌曲を

川秀美さん

歌い、万歳三唱で盛り上がった

加して盛大に開かれた。

会会員の菊

のピアノ伴

優勝効果など具体的事例を挙げ

司会は定番、尾松恵美子さん

披露していただいた。

奏で斉唱。

雰囲気のなか、伊東章守口市役

（山本 護）

節〟に酔いしれていた。大阪復

れた。アトラクションでザ・バ

のぼのとする温かい光景が見ら

議事に入る。十九年度の事業報

後、湯浅支部長の挨拶に続いて

第一部総会では、学歌斉唱の

杯を重ねるピッチも上がった。

心尽くしの料理に舌鼓を打ち、

当たってい

員改選期に

今年は役

告・会計報告・監査報告が行わ

初参加者の紹介もあり、ステ

た。本来な

んの歌謡ショーが華やかなムー

ージに上がった三人は頼もしい

ら続投をお

れた。

決意表明で強力な〝助っ人〟の

願いしたい

を万感込め高らかに合唱。満屋

平山実副支部長の指揮で逍遙歌

てより再任

の事情で予

は、ご家庭

年末から新役員選任会議が開か

ていた。昨

槻市と母校が手を携え前進する

れ、結果、新支部長に清水英俊

学商）を選任、他の役

（コヤマカンパニー・小山洋三

（畑中公太郎）

ただき、来賓の紹介をもって第

れた。石川副会長のご祝辞をい

員人事も満場一致で可決承認さ

一部は無事終了。

＝〇七二―六八二―二五二五）

わせようと閉会の挨拶を行った。 氏（昭

と同時に、来年も元気に顔を合

小山洋三副支部長が発展する高

出席に感謝し、エールを送った。 を辞退され

英喜幹事が友好大学出身校友の

楽しい宴も終わりの時を迎え、 湯浅支部長

参入に役員は大喜びだった。

ドをグッと盛り上げた。ホテル

ッチの歌とギター、真奈尚子さ

高槻島本支部総会
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寝屋川支部総会

池敏子さん

いつもの総

所純正会会長が閉宴の挨拶をし、 小気味よいテンポで話され、参
治＝〇六―六九九一―

幕を閉じた。

会とは、一
味違う雰囲

（平井

権にかける熱い期待が話の端々

願う挨拶を述べ、奥本務高槻市

清水支部長は、母校の躍進を

ていた。

ににじみ出ていて、みな共感し

〇三五九）

清水利男支部長を再選

猛暑吹き飛ばし総会に百人超
高槻島本支部（清水利男支部

38

気のもとス
タートした。
宮本隆次副支部長の挨拶のあ
と議事に入り、役員改選議案で
は、山岡俊夫副支部長から現執
行部案として、平井治幹事長が

守口支部総会

り、新彊ウイグル自治区から京

屋川国際交流協会のご紹介によ
五二〇〇）

（木下元重＝〇七二―八三三―

った。
（幹事長 木下元重）

で万歳三唱を行い、お開きとな

ダーとするオールディーズバン

もある倉橋雅夫氏をバンドリー

員同士歓談、途中、支部会員で

による和やかな雰囲気の中、会

柱に積極的に支部活動を展開し

制をとり、老・壮・青の調和を

織基盤の確立と一貫した協力体

校友の総意を結集するため、組

するなど来年の記念総会に向け

れからの取り組みについて協議

行委員会（役員会）を開き、こ

日、早速、一回目の五十周年実

記念撮影の後、ＮＰＯ法人寝

都の大学院で勉強中の、若くて
んによる現地の歌と踊りが披露
大阪狭山支部（吉川壽一支部

会員夫人五人出席で華やかに

オールディーズバンドに聞き入る

に感激をもって聞き入り、ダン

とする一九六〇年代のヒット曲

奏 で は、『 ダ イ ア ナ 』 を は じ め

る母校の現

し、空クジ無しの抽選会に移り、 を遂げてい

スをしたりと楽しい時間を過ご

況を紹介さ

変貌、発展

近年大きく

川副会長は、

来賓の古

池田支部（古川智支部長）は、

支部長には古川氏を再選

三〇八五）

（秦

て始動している。

された。艶やかな衣装と甘い声
長）は、五月三十一日に SAY

番号が読み上げられると一喜一

たい」と決意を表明した。

に参加者はしばしの間魅了され
AKAホールで、本部から片山

憂、会員の一言スピーチで場を

ド〝ブギウギダーリング〟の演

ていた。冒頭彼女から流暢な日
副会長らを来賓に迎え、総勢

美人のジャミラ・イプライムさ

本語で「新彊ウイグル自治区が
三十八人の出席で総会を開催し

れ、校友会

表して小山瑞世副支部長から花

された湯浅前支部長に、会を代

第二部の懇親会に移り、辞任

長挨拶に続

斉唱、支部

もと、学歌

幹事司会の

会は、島尾

第一部総

六一二〇）

（花崎光輝＝〇七二―三六六―

（花崎光輝）

の再会を約し散会した。

とリードで逍遙歌を合唱、来年

毎年恒例の岡田相談役の口上

と挨拶された。

を進めたい

ながら活動

んと協調し

支部の皆さ

としても各

部長を再任したこと、十九年度

総会では、役員改選で古川支

した。

て、総会・懇親会を盛大に開催

七月二十三日に料亭マスミ荘に

倉田市長と唐渡氏が講演

純一＝〇七二一―九三―

純一）

どこにあるか、ご存知ですか」

和ませた。

秦

と質問されて、回答者が出ず、
た。

（幹事長

お招きしておきながら失礼をし

束が贈られ、湯浅氏は思いも新
き、片山副

拶をされ、当支部会員の北川知

続いて清水新支部長が就任挨

年四月には

校が二十二

会長から母

たと反省している。

たに三期六年務められた支部長

克衆議院議員が国会の近況を報

小・中・高・

しばし歓談の後、会員持ち寄

支部長を議長に選出、十九年度

ただいた。議事に移り、上辻副

講演「富田林の古代」が好評

て短い時間ではあったが、富田

ら「古代の富田林周辺」につい

町の顕証寺住職・田毎照隆氏か
富 田 林 支 部（ 杉 多 弘 至 支 部

大和に及ぶ歴史と文化を、伝説

林・河南・太子・千早赤阪から
の七月十二日、富田林市民会館

や逸話も入れながら熱く語られ、

賓を迎え、会員四十二人が集ま

め立食形式とし、出席された会

員相互の親睦と交流を深めるた

第三部の懇親会では今回、会

好評だった。

り議事・講演・懇親会が盛大に

チも取り入れ、終始会場は和や

員全員による自己紹介、スピー

この意義ある年に向かって地域

また当支部では、七月二十六

年は支部結成五十周年を迎える。 かな雰囲気に包まれた。

杉多支部長は、挨拶の中で「来

行われた。

会長はじめ近隣六支部からの来

総会には、本部の古川好男副

において開催した。

長）では、二十年度総会を猛暑

来年の支部五十周年に弾み

第二部の記念講演では、河南

辞任の挨拶をされた。

告、支部会員で校友会元会長の

りの景品を対象としたラッキー

活動・決算・監査報告、二十年

大・院一貫の教育の場となる等

カードの抽選会が行われ、くじ

度活動計画・予算が諮られ、お

寺西武氏の発声で乾杯が行われ

に当たった会員は好みの土産を

のおの満場一致で承認された。

の近況報告を交えたご挨拶をい

手にされた。最後は吉岡副幹事

第二部懇親会は、森幹事が司

開宴した。

長の恒例になった見事なリード

頭で開宴、会員夫人五人の出席

で逍遙歌を声高らかに歌い上げ、 会。成岡事務局次長の乾杯の音
藤井昭三元大阪府会議員の発声
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大阪狭山支部総会

である倉田

市長会会長

た。大阪府

をお願いし

薫池田市長と唐渡吉則氏に講演

懇親会に先立ち、校友の倉田

決めた。

に向けた活動を行うことなどを

年度事業計画では新規会員獲得

に支部活動を行ったこと、二十

をどんどん広げていきたいと力

百二十五周年に向けて校友の輪

行われ、宇和島市長はじめ各界

年記念式典・講演会が宇和島で

拶で、校祖児島惟謙先生没後百

盛大に行った。古川支部長は挨

し、 総 勢 五 十 人 ほ ど の 参 加 で

近隣支部の支部長等をお招き

懇 親 会 は、 本 部 役 員 並 び に

濃い話を聞かせていただいた。

酌み交わしながら本音ト―クを

気心が知れた者どうしが酒を

の祝辞を述べて来た旨の報告と、 き、華やかで元気いっぱいの時

の著名人が多数参加され、代表

する…、時にはいいものですね。 計、玉谷会計監査の報告があり

に楽しく濃密な時を持つ事がで

のカッポレやカラオケなど、共

亀井宗七氏・吉村副支部長奥様

れ、校友の

声に魅了さ

響き渡る歌

会場一杯に

みきさんの

歌手・山川

連合会長の強い校友会の組織づ

校・校友会の近況報告の後、辻

の後、寺内副会長のご挨拶と母

らお礼の言葉をいただいた。そ

三人を代表して町野副支部長か

心ばかりのお祝い品を謹呈した。

しいと述べ、三人の会員に対し

露し、支部にとっても大変喜ば

士前支部長）の名前と業績を披

一人の大阪市民表彰者（加藤朗

夫会員、町野重昇副支部長）と

市長は、時
強く述べられた。最後にビンゴ

まだまだ名残惜しい感のある、

ソプラノ

の人、橋下
ゲームを行い、寄付いただいた

楽しい集いだった。（縣 荘一）

両氏とも大変充実した、中身の

徹府知事と

「なにわのまち・お・こ・し」、「阪

事業としてゴルフコンペを中心

市町村補助

神のサインボール」他たくさん

懇親会。戸

第二部は

全て承認された。

議事では本田幹事長、庄司会

た。

くり目指しての思いが述べられ

金カット問

（田中昇税理士事務所＝〇六―

の挨拶、畑

発声で開宴、

事務局長代

原田副支部

サンサーンスの白鳥など流れる

間を過ごせた。

題でぶつか

の賞品を、参加者全員に持って

り、それだ

塚副支部長
角田明義）

智＝〇七二七―五一―

此花支部（平岡昭雄支部長）

長の軽妙な

行の乾杯の
の第十六回総会が七月十二日、

プロフルート奏者が登場

夕闇迫る阪神ホテルで開催され

年好評であ

ソプラノの歌声に魅了される

寺内副会長、辻大阪市内支部

った癒しの

酒を交わしながら本音トーク

は、田中昇新幹事長のお世話で

連合会長のご臨席を仰ぎ、第一

司会で、昨
八月九日にシティルートホテル

コンサート

た。出席者は三十五人。

で、恒例のビアパーティを開催、 部総会が始まった。今年も一部

の時間とな

った。今年は、プロフルート奏

た。サンサーンスの白鳥など数

き、学歌斉唱の後、支部長の挨
支部長は冒頭、この一年間に

曲の音色が会場いっぱいに流れ

者の芦田正子嬢に登場いただい
二人の藍綬褒章受章者（藤原和

拶があった。

三十人の校友・友達が歓談した。 現役応援団三人の出席をいただ

西成支部（縣荘一支部長）で

二六六二）

（古川

（伏尾荘施設長

六三三二―五五六七）

なにわのま

帰っていただいた。

けでは収ま
らず、発売
前日の「大阪維新
ち・お・こ・し」発売の因縁を
話され、またまた全面戦争に突
入する旨の講演をしていただい
た。一同改めて倉田市長のした
たかさを垣間見たものである。
一方、唐渡氏は「いつまで続
く 阪 神 の 快 進 撃 」「 ぼ ち ぼ ち 息
切れする阪神タイガース」と称
し、ペナントは長い、このまま
終わるものではない、どっかで
壁にぶち当たってくるだろうと
の話を面白おかしく講演してい
ただき、短い時間ではあったが、

此花支部総会

池田支部総会
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とり。なかには日頃の疲れから

た。このときは食事も忘れうっ
改革室部長で前此花区長、此花

届けとばかり歌った。大阪市制
うに今後の活躍を期待すると述

強い関大の発展に寄与できるよ

しているとともに、新入会員が

で恒例の記念写真の撮影を行っ

しい旨を述べた。そして、全員

法書士会の発展にも寄与してほ

士の展望とともに新入会員が司

た。最後に、昨年入会の嘉味本

べた。
学歌斉唱、来賓紹介の後、森

博幸君のリードで逍遙歌を合唱

支部会員の村上栄一氏による万
閉会の挨拶で総会は無事終了し
本理事長より、司法試験・公認

し、上野義治副会長の閉会の辞

コックリしている会員もおり、
懇親は進み、やがて現役応援
た。 記 念 撮 影 の 後、「 此 花 区 民

会計士試験等の合格者だけでな

本当に癒された気持ちになった。 歳三唱、最後に吉井副支部長の
団による応援歌の披露。日生球
祭りに参集しよう」を合言葉に

当会の会員の底力を発揮し、当

よきライバルであり仲間である

ている。厳しい市場環境の中で、

なお、二十年度司法書士試験

会の地位を確立したい」と就任

でお開きとなった。

定士等ほかの国家試験合格者に

合格者及び関大会への入会希望

の挨拶をした。

く司法書士、税理士、不動産鑑

（幹事長

対しても、大学としては同等に

者は事務局まで、ご連絡待って

お開きとなった。
（本田組本店・本田勝則＝〇六

います。 （副幹事長 辻井宏之）

に移り、各テーブルごとの記念

第二部は、乾杯のあと懇親会

評価をするとのお言葉をいただ

（塩田司法書士事務所＝〇六―

いた。また河田学長からは母校
の近況の報告と、十九年度の近

六九四三―一七二四）

―六四六一―一九三三）

本田勝則）

場での関関戦を思い出す。昭和
三十年代、関大硬式野球部全盛
の時代である。
そしていつものように肩を組
み逍遙歌を声高らかに千里山に

大学と初共催の合格祝賀会

畿地区の関大出身者が二十九人

鳳凰の間で、大学から森本靖一

会長）では、七月九日に司法書

司法書士関大会（塩田貴美代

本靖一郎理

河田悌一学長が、三年目には森

迎会を大学との共催で開催した。 永田眞三郎前学長が、二年目に

士試験合格祝賀会兼新入会員歓

事長が当会

に大学から合格者に対しお祝い

役である合格者一同が壇上に上

いた。祝電披露の後、本日の主

司法学部教授より祝辞をいただ

黒田勇社会学部長並びに吉田栄

け、合格者全員に記念品の贈呈

で活躍されているとの報告を受

に一軸会長より、司法書士関大

すとの言葉をいただいた。最後

第一部は、学歌斉唱、会長挨

をお迎えした。

嶋弘一システム理工学部教授ら

して古川好男校友会副会長、北

池内常務理事の発声で乾杯し、 区のホテル大阪ベイタワーで開

が行われた。

拶のあと議事が進められ、十九

歓談に入った。和気藹々のなか、 催され八十二人が出席。来賓と

いを込めて開催した。一年目は、 会の会員が校友会の地域支部等

のメッセージを頂きたいとの願

が り、 大 学 時 代 の サ ー ク ル 活

年度の事業報告、会計報告が満

回定時総会が、七月十六日に港

会（大神勝美会長）の第四十三

校友で組織している自動車関大

在阪の自動車業界に従事する

新会長には森下功氏

大阪交通災害遺族会への寄付に

過ごした。売上金の一部は（財）

りは楽しく和やかなひとときを

ルである会員同士がこの時ばか

び交う中、日頃は仕事上ライバ

り手と買い手の競り合う声が飛

からさまざまな出品があり、売

写真を撮影。また恒例のチャリ

郎理事長、河田悌一学長、池内

のために出

動・エピソード・就職斡旋希望

場一致で承認された。また任期

樋口前会長など相談役に

もいる、今後の活躍を期待しま

啓三常務理事ほか総勢七人、ま

席をいただ

等の自己紹介など今後の抱負等

満了に伴う役員改選が行われ、

経 済 人 ク ラ ブ（ 西 村 太 一 会

大学などから来賓も多数参加

た一軸浩幸校友会長ほか友好団

いて、来年

を大いに述べてもらった。

次期会長として森下功氏を選出

長）では、八月八日昼に関西文

年目の今年

冒頭、塩田会長は挨拶の中で、 を得て、四
四年前にこの祝賀会を企画した
第二に大学における司法書士の

が実現でき

あった共催

趣旨は、第一に新入会員の獲得、 は、目標で
認知度アップ並びに司法試験・

充てられる。

（事務局長

中野吾一＝〇六

新旧役員懇談会を開催

―六四五一―六八五三）

経理グループ

（大阪トヨタ自動車経営企画部

中野吾一）

ティーバザールも開催。出席者

大会、会計人会から来賓を迎え、 より大学と

体の関大法曹会、公認会計士関

の共催とす

ついで、会員を代表して北田

し た。 森 下 新 会 長 は、「 大 役 を

化サロンで、田合邦臣代表幹事

売上の一部を遺族会に寄付

十九年度合格者十九人と会員を

五十一大阪司法書士会会長、植

引き受け、責任の重さを痛感し

て大変感謝

自動車関大会総会
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会場は大阪キャッスルホテル

合わせ総勢八十三人が参加した。 るとの確約

田喜一相談役より今後の司法書
公認会計士試験の合格者のよう

司法書士試験合格者祝賀会

社長が、経営不振に陥っていた

ます。新入会員募集中ですので、 所長・税理士、田中義信（

学

法）田中義信法律事務所長・弁

正午より西村会長の乾杯の音

この機会に多くの校友の入会を

の司会のもと、樋口學前会長、
滋賀ダイハツ販売（父親創業）

頭で会食懇談会に入り、新幹部

学工金）㈱

天野正前代表幹事をお招きして

学商）㈱プランジ

が入会されました。

定＝九月二十六日（金）午後六

送、三．全体役員会の日時の決
の仕事、二、

こそ経営者

利益の捻出

くりと流れていった日であった。

田合邦臣）

日本スペリア社代表取締役社長

ェクトナカデ代表取締役、田中

（代表幹事

井上義隆（

護士、西村哲郎（

から得た経営のノウハウについ

八月二十五日の例会の確認、二． てくわしく語っていただいた。

学経）田中昇税理士事務

時から関西文化サロンで開催、
戦略会計活

和やかで盛大な、女子秀麗会

昇（

四．経済人クラブ四十五周年記

用の基本三

また、来年も楽しく集まること

田昌三副会長の閉会挨拶で散会

呈する）など意見を交換し、稲

口・天野両相談役に記念品を贈

認、六．次回例会の席上で、樋

る、五．定例幹事会の日時の確

略費は安易

戦いだ、戦

利と経費の

経営は総粗

利益から、

計画はまず

経済人クラブの第一八〇回例

拶と樋口前会長、天野前代表幹

懇談会は、西村太一会長の挨

名刺交換や懇談が行われ、稲田

周年記念総会開催

念総会が、六月二十八日、リー

ができるよう、皆さまのご健康

文史）

―六八〇六）

（仁井ひろみ＝〇六―六九二二

（赤嶺妙子・

務理事、河田学長、越智副学長

意義のある楽しい時間がゆっ

たいと思います。

さったことにもお礼を申し上げ

中にピリッとひと味添えてくだ

だいた。たくさんの女性会員の

や大学の様子など聞かせていた

修士会の皆さまにも、世間の話

久しぶりに合流くださった博

さったことに大いに感じ入った。

問題を取り上げ勉強させてくだ

きた日本の大きな課題、少子化

しいものだった。もうそこまで

白石真澄先生の講演も素晴ら

を申し上げます。

ってのこと。その労を犒いお礼

役員方のきめ細やかな努力があ

会は、会員一人ひとりの協力と

ほか多数のご来賓を迎えての盛

一軸校友会長はじめ、上原専

とご多幸を願っております。

30

ガロイヤルホテルで開かれた。

博修士会と合同で

白石真澄教授が少子化問題を講演

念行事の日程＝十一月二十一日

（仁井ひろみ会長）三十周年記

特に、一、

55

原則（経営

今期役員就任者への委嘱状の発

37

（金）を第一候補として検討す

63

人クラブの運営について（一．

お待ちしています。また今回、

学法・神戸

を見事に再建し、その中の実践

50

新旧幹部役員懇談会を開催した。 役員の自己紹介及び今期の経済

西村新会長（昭

（代表幹事・田合邦臣）

した。

に 削 っ て は な ら な い ）、 三、 つ
ぶす社長、伸ばす社長、会社を
つぶす十則、については、経営
者の皆さんにとっては身の引き

会は、八月二十五日に新阪急ホ

事へのご功績に対して記念品の

締まる思いであった。

テルで開催され、前田修二会計

銀杯が贈呈されたのち、来賓の

に「のばす社長つぶす社長～こ

昌三副会長の閉会のお礼の言葉
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トヨペット代表取締役会長）か
らは、樋口・天野両氏に対して
のこれまでの功績のお礼の言葉
と、今後の経済人クラブ発展に
対する心強い決意の就任挨拶が

（校友会事務局＝〇六―

周年に向け新入会員募集

後藤氏の講演を熱心に拝聴

年５月死去、 六三六八―〇〇四一）

あり、樋口前会長からは、坂上
守男元会長（平成
京都新聞社前社長・会長）の後
を受けて、副会長から会長に就
任され、天野氏と共に経済人ク
ラブの諸問題の改革に取り組ま
れた苦労話が述べられた。また

学国）の司会で、校友

一軸校友会長の乾杯の音頭で始

幹事（

でもある㈱ゴトウ経営代表取締

まり、一時間余りにわたって、
の十一項目が分かれ目」と題し

十一月に創設四十五周年を迎え

なお、経済人クラブでは本年

にて散会した。
㈱グループオーナーである後藤

講演では、滋賀ダイハツ販売

て、ご講演をいただいた。

役社長・後藤昌幸氏（

学経）

34

天野氏からは、かつては経済人
クラブに入れてほしいとの人達

45

経済人クラブ第180回例会

西村会長（左）と樋口前会長

30

女子秀麗会30周年記念総会

が多かったが、時代が変わり、
今後は会員増強のための更なる
改革を期待したいとの要望があ
った。
なお、両氏には、相談役とし
て、今後ともご協力いただくこ
とになった。

33

31
16

女子秀麗会では今秋、里山の

希望者は石山寺拝観も

日に中央区大手前の以和貴荘で、 して古川副会長の挨拶、来賓の

正秀会長）総会が、六月二十一

二十年度の天六同友会（横畠

会長に石井國男氏選任
の司会で進められ、来賓を代表

第三部は懇親会で、松永幹事

落語大学Ｏ

乾杯で開宴。

名誉会長の

北村公宏

員の参加も

風景をそのまま残した敷地約
紹介のあと会員で評議会議長の

Ｂによる大

化社会の生き方を話され、出席

六万三千坪の庭園で旬の味覚を
校友会本部から古川副会長、盟

畑下辰典氏の音頭で乾杯、各テ

喜利、学生

「老後は大丈夫？」を拝聴

頂 き、「 叶 匠 寿 庵 」 の 材 料 と 職
友団体であるスポーツマンクラ

ーブル毎のスピーチや近況報告

時代の思い

叶匠寿庵で和菓子作りに挑戦

人の手ほどきで和菓子作りに挑
ブと応援団ＯＢ長柄会代表を来

出話や近況

あった。

戦する。職人の技を間近に見て

等々、二時間程の懇親会も大い

等語り合い

者は全員熱心に拝聴した。

感激！わいわいと楽しみながら、 賓に迎え、四十余人の会員が出

に盛り上がった。最後は来賓の

楽しいひと

席して盛大に開催された。

応援団ＯＢ長柄会の大江副会長

葦文会は、現役学生、各文化

クラブＯＢ会等、校友ネットワ

ークの構築に向け、確かな一歩

を感じるものであった。

文化会活動に参加していたもの

今回は、現役学生、落語大学・

納 涼 会 を 開 催 し た。（ 以 下、 参

二日の日程で、恒例の六甲山荘

葦文会総会

二種類各三個を作りお土産にす

のリードで逍遙歌を熱唱、閉会

十九年度の

法 ）・ 水 上

経 ）、 副

なお、選任された新役員は次
のとおり。
会 長 ＝ 石 井 國 男（
会 長 ＝ 寺 岡 源 司（

（学友会、文化会の出身は問わ

葦文会の参加資格は、在学中
法 ）、 会 計 監 査 ＝ 佐 藤 幸

法 ）、 幹 事 長 ＝ 澤 邊 淳
商）・宮崎一也（ 法）

義 博（
司（

ない）となっている。一人でも
澤邊淳司）

（幹事長

関大六甲山荘バンザイ！

来年は絶対一緒に行こう！

〇九〇―五一五八―七二五九）

（三坂登記測量事務所内＝

（幹事長

いと思います。

多くの方に参加していただきた
六二六四―七五〇三）

落語大学ＯＢの大喜利など
西野衆議院議員も参加
六月二十八日、神仙閣梅田店
瀬和夫会長）の総会が開催され

社 会 学 部 同 窓 会（ 中 村 仁 会

茶道部・交響楽団等各クラブＯ

加者の自慢話）

長）では、八月九～十日の一泊

Ｂ会の代表者や西野陽衆議院議

からの参加もあった。

た。参加者は三十人で、千葉県

にて文化会ＯＢ会・葦文会（中

三坂友章）

（下垣法律事務所内＝〇六―

平（

時を過ごした。

第一部の

望者のみ）で、如意輪観音様の
事業報告、

の目的及び

した。

総会では、

優しいお顔に癒され、平安王朝
会計報告、

そして、紫式部縁の石山寺（希

る。

文化に想いを馳せましょう。ご
そして大学
の二部廃止

家族ご友人もご参加下さい。
日時は十一月二十四日（月・

行為事項の

40

45

42

に伴う会則

分（時間厳守）ＪＲ石山駅改札

伴う役員改選では石井國男氏を

41

28 42

振替休日）で、午前九時四十五
口付近に集合。参考までに、大

年度の活動

阪駅九時発ＪＲ新快速長浜行で、 改正、二十
石 山 駅 着 九 時 四 十 四 分（ 片 道
費用は六千八百円（昼食、菓

新会長に選任したほか、三役の

計画が承認された。任期満了に

子教室、お抹茶席他経費）で当

人選についても原案を満場一致

九五〇円）。

日徴収。石山寺入山料五百円、

た。
第二部の記念講演は、守口市

申込締切は十月三十一日で、

豊浄殿（紫式部展）二百円は別途。 で以下の通り承認し、選任され
寺村秀子（電話〇七二―八三三

喜多洋三さんが、福祉・介護の

夫？」の演題で迫り来る超高齢

teramura@ 分 野 で の 豊 富 な 知 識 や 経 験 を
も と に「 あ な た の 老 後 は 大 丈

長として長年活躍された会員・

― 〇 五 六 八・ FAX
〇七二―
八三三―〇八二八）まで連絡く
だ さ い。 E-mail
は
d3.dion.ne.jp

31

天六同友会総会

「関大の六甲山荘って知って
「聞いたことはあるけどな・

る？」
・・」
「社会学部同窓会では、毎年
八月に六甲山荘で納涼会をやっ
てるんやで。」
「えーっ、卒業生も利用でき
るの？」
「うん。校友会を通じて申し
込みすると、使わしてくれはる
わ！」
「夏の六甲山は、涼しいやろ
な」
「去年は、社会学部創立四十
周年記念事業もあって、二年振
りの開催になったけど、十人の
同窓会員が集まってな。麓の神
戸の夜景を眺めながら、楽しく
フランス料理を食べたんやで」
「ええなあ」
「料金も、ほんまにリーズナ
ブルやし、管理人さんも親切や
し、夜は、静かな上に、クーラ
ー無しで熟睡できるし」
「楽しかったやろな。私も、
是非一回行きたいと思うわ」
「うん、うん。来年は、絶対

同窓生がお

に吹奏楽を志した者の集まりと

して、現役吹奏楽部の更なる飛

展開に大いなる希望を抱いた。

られたこと

躍を期するために積極的な支援

に一緒に行こう！」
当会の誇りである山田庸男君

には驚いた

と助言を行うことを目的として、

仁）

学法、前大阪弁護士会長）

が、元気な

今後も活動を行っていきたいと

中村

は、海外出張のため欠席となっ

者はいつま

思っている。

（会長

た。

でも仲間を

―二六〇八）

（

閉会にあたり天商校歌、関大

大切に、ま

仁＝〇九〇―三九七二

学歌を合唱して再開を約して散

た互いに健

（中村

木口・柴両氏が新商業高校語る

（会長 山田榮一）

周年記念総会及び祝賀会を開催

目のプリムローズ大阪で、五十

六月二十二日には、谷町四丁

関大との連携に大いなる希望

会とした。

康に留意し

天商関大会（山田榮一会長）
二十年度の会合は、八月四日に

卒業された同窓で、当日は二十

木口誠一校長は、天商・関大を

新しく本年四月に就任された

決定している。

業高校が建設・開校することが

に統合され、天商の校地に新商

市岡商高と三校が平成二十四年

市立天王寺商高は、東商高・

十一人。卒業以来という人もい

が駆けつけ、五十路半ばの男女

岡、三重など遠方からも同窓生

回目の同窓会である。福井、豊

覇さんの肝いりで、六年ぶり二

那覇保代表）が開かれた。我那

すっぽんで「国七一の集い」
（我

八月三日、関大前の居酒屋・

新校舎のキャンパスも見学

皆との再会が楽しみである。

次は五年後、還暦の頃に同窓会。 のエピソー

感謝の念でいっぱいになった。

感じつつ、関大で学んだことに

まれ変わった母校に時の流れを

いた。緑豊かに新しい校舎に生

とで、多くの若者でにぎわって

ープンキャンパス当日というこ

宴のあと関大構内を散策。オ

した。梅雨の最中でありながら

分にわたり、新商業高校の目指

て、互いの変貌にちょっと戸惑

宛先不明で案内状が十通ほど

て日々過ごそうと心構えを新た

している構

ったが、全員で学歌を歌った瞬

返送されてきました。移動があ

層盛り上がった。熱心にご指導

ＯＧ会）は、創設五十周年を迎

紫吹会（応援団吹奏楽部ＯＢ

五十周年記念総会と祝賀会

（中村正英）

六一会（今泉昭彦会長

応援

二〇一一年は二十五周年

キャンパス散策と親睦会

願いいたします。

ともご指導、ご鞭撻よろしくお

更なる歩みを進めていく。今後

紫吹会は新たな五十年に向け、

は幕を閉じた。

で楽しい宴

での逍遙歌

後には全員

咲かせ、最

話題に花を

ドや伝説が

まれた数々

日の間に生

いう長い月

五十年と

し上げます。

の場をお借りして心よりお礼申

加いただき、盛会となった。こ

多くの来賓、会員の皆さまに参

想について

間、学生時代の思い出が鮮やか

にさせられたことである。

語っていた

りましたら代表までご連絡下さ

（谷野優子）

（我那覇保＝〇七二―三六五―

い。
を終えての地域活動など、生き

六一三九）
途中、同期生の関西大学教授・

いただいた恩師のご様子をうか

えた。昭和三十三年に設立され

大濱眞幸氏も駆けつけ、宴は一

がい、懐かしさでいっぱいにな

た紫吹会は、会員相互の親睦を

図ることを柱に、青春時代に共

る。最近の関大の活躍ぶりもう
この数年のうちに急逝された

れしい話題になった。

梅雨の最中に多数の出席者

生きと現状報告が交わされる。

学校や会社での活躍、子育て

に蘇ってきた。

ＫＫＲホテル大阪で開催された。 六年ぶりの国文科同期会

国71の集い

42

だいた。次
いで、会計
専門職大学
院・柴健次
先生も本会
の会員であ
り、関大は新商業高校と連携し
て七年間の一貫教育により、会
計・情報・国際ビジネスマンを
育成のため、門戸を開いていき
たいと語られ、出席者一同、新
商業高校と関大ルートの今後の

天商関大会の集い

32

紫吹会50周年記念総会

社会学部同窓会納涼会

生時代に竣

現役四回

から駆けつけた。

親睦会を開催、二十七人が全国

キャンパスで卒業二十二年目の

卒同期会）は六月七日、千里山

団・体育会各部の昭和六十一年

歓喜の涙、友情、苦悩など連日

わせて、学生からいただく力、

動している。学生への指導と合

ハンドボール部副顧問として活

母校職員として学生支援、また

た。また関西大学ボランティア

の健顔での再会を約束し、最後

来年「六」月第「一」土曜日

宣言してくれた。

長の下條芳浩（野球部）が熱く

い」と卒業二十五周年実行委員

神藤典子（ハンドボール部）が、 会 よ り さ ら に 盛 大 に 開 催 し た

センター事務室に奉職している

は逍遙歌で心を揺らした。

トである。二十周年の記念親睦

でも多くの参加が最大のイベン

の設立記念

関東六一会

れを機会に

となり、こ

として栄転

京営業所長

ト販売の東

日本ペイン

年四月より

佳浩、幹事長に高橋章が就任し

関東六一会の初代会長に長久

た。

工した総合
体感している様子。つい先日、

親睦会には、今泉昭彦（体育

会 本 部・ 野 球 部 ）、 高 橋 章（ 関

た。今後、関東地区のメンバー

図書館前に
（事務局長

co.jp/group/ku61

親睦会となった。会場は樋口喜

といっても二十五年程前、われ

た。
参加メンバーの大半が会社員

として、顧客満足と合わせて営

谷口欣久・柔道部ＯＢ）

集合し、キ
われが学生の立場にいたことを
懐かしい思いでみんな聴き入っ

ャンパスを
散策。高松

連 絡 先 ： yoshihisa.taniguchi@ 信（射撃部）が経営する東京赤
坂「喜らく」を提供いただき、
nifty.com
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://groups.yahoo. 全員で感謝した。

塚古墳壁画、
空中テニス
コート、中央グラウンドを巡っ

の名簿整備、親睦会案内などを

進めて、盛り上げていきたい。

卒業三十周年、二〇一六年に

は関西と関東と合同開催できれ

ばよいと考えている。

http://groups.yahoo.

ynchokyu@lily.sannet.

（村中俊介・サッカー部ＯＢ）

連絡先：

ne.jp
ＵＲＬ：

周年記念総会

co.jp/group/ku61

ＹＨＣ創部

連日追われているなか、神藤の

て二週間後の六月十七日に、関

母校で六一会親睦会を開催し

会員経営の赤坂「喜らく」で

部）、長久佳浩（器械体操部）、

キ ー 競 技 部 ）、 樋 口 喜 信（ 射 撃

（ サ ッ カ ー 部 ）、 長 岡 伸 行（ ス

（ ア ー チ ェ リ ー 部 ）、 村 中 俊 介

大 ス ポ ー ツ 編 集 局 ）、 平 田 元 之

話で置き去りにしていた大切な

東で活躍している応援団・体育

「関東六一会」を設立

「いつも心は千里山」を奮い立

日に百周年開館で

ててくれた。
気は早いが、二〇一一年は卒
業 二 十 五 周 年 と な る。「 特 別 な
イベントは何もいらない、一人

六一会会長の今泉昭彦が、今

する者もおり、昔話に花が咲い

として、関東六一会を発足した。 卒業以来、二十二年振りに再会

舛田啓（卓球部）が駆けつけた。 パスで記念総会を開催する。

業成績や予算ノルマなど数字に

関東六一会設立記念親睦会

会各部の昭和六十一年卒同期会

月

50

（日）午後一時からで、会場は

開催日時は十一月二十三日

るのを機に、母校千里山キャン

ブは、今年創部五十周年を迎え

関西大学ユースホステルクラ

23

た後、学内レストランで親睦会
に入った。
学歌斉唱、会長の今泉昭彦（体
育会本部・野球部）が挨拶、幹
事長の山本一秀（拳法部）が乾
杯音頭。数年ぶりに参加できた
海野太（レスリング部）が近況
を学生時代の笑顔で語ってくれ

33

11

六一会親睦会

百周年記念会館・会議室。日程

戦績は、団体優勝・福岡千里
三位・山口・熊本連合、個人戦

らと強引にスタートした。午後

愛知支部校友の皆さん、一人

期未定）開催する計画をしてい

でも多くの方（特にお若い方や、 るので、ぜひご参加下さい。

女性の方）のご参加を歓迎しま

（知多工業・森田敏二三＝

森田敏二三）

の切れ間からは太陽が覗く程ま

す。また近隣七支部校友の第一

（支部長

でに回復してくれた。

〇五六二―三三―五八二二）

は一、ＯＢ会報告及び役員選出、 会（連勝）、準優勝・大分千里会、 からはお蔭様で雨も上がり、雲
二、五 十 周 年 記 念 パ ー テ ィ と な
は優勝・谷花紀彦（広島・

回交流親睦コンペを、来年（時

スタート

した。田中会長は「多くの

経）、準優勝・藤井宏紀（山口・

学

っており、会費は一万円（一年
間のＯＢ会費含む）

関大一高同窓会（田中義

ている。約半数の

入り乱れて、

年記念事業の一環

方が抽選洩れとい

方に申し込みいただき驚い

として、テレビの

昭会長）では、創設六十周

前から両軍

岡・
学法）の各氏で

愛知支部（森田敏二三支部長）

大の十勝三十二敗である。断然

と、昨年は関大が勝ったが、関

因みに過去の勝敗を紹介する

ーホール（旧特別

講堂）で収録が行

われるが、このほ

ど放送日が十一月

十一日（火）と決
まった。

前号で、ＴＶ収

録の見学者募集を

掲載したところ、

事務室には「是非

見たい」と応募は

がきが殺到。一高

同窓会では厳正な

で放送される。

系（関西ではテレビ大阪）

から、テレビ東京

午後八時五十四分

一月十一日（火）

になっており、十

りあげられる予定

様も番組の中でと

見学、それらの模

博物館など学内を

ュラー出演者らが

収録日には、レギ

され、二十三日の

高の文化祭が開催

一日（日）には一

なお、九月二十

ていた。

感謝の言葉を述べ

を見てほしい」と

校友の方にテレビ

をはじめ、多くの

が、抽選洩れの方

う結果で心苦しい

関大一高同窓

会」を企画し、九

団

開運なんでも鑑定

人気番組「出張！

あっちこっ

学法）、三位・池野友三郎（福

ＯＢ・ＯＧ全員には発送できな
立志（大分・
ちでワイワ

では、恒例の関関戦ゴルフコン

関学さんにリードされている。

抽選を行い、九月初めに抽

選結果を応募者全員に発送

in 関大一高同窓会
放送は11月11日（火）テレビ東京系で

記念総会幹事では、案内状を
いので、先輩、同期、後輩の人
あった。

支部の名誉と個人の栄誉のため

ントリークラブにおいて開催。

スのアウト・インからスタート、 ペを関学さんの主催で、東山カ

に午前九時四十五分、七又コー

スタート時点は過去に経験した

次回（二十一年春、関大主催）

出張！開運なんでも鑑定団

学 商 ）、 ベ ス グ ロ・ 幸 野

等で連絡のつく人にお知らせい
イ・ガヤガ

懇親会へは鹿児島千里会の桐

ただき、参加が判明したら、世

ヤ。プレー
中も、お昼
の休憩中も、
表彰パーテ

味に舌鼓を打ちながら表彰式が

話 役 の 市 山（
原会長、宮地幹事も遠路出席さ
Jiro23may@theia.
れ、総勢三十四人が玄界灘の珍
ocn.ne.jp電 話 〇 七 二 ― 八 四 八
―一九三二）まで絡絡を。

進められ、個人賞の「福岡牛の

皆さん和気あいあいと本当に楽

山キャンパス・関

月二十三日（祝）

の干物」など盛り沢山の地産商

しんでおられた。それで、この

西大学シンフォニ

ィー中でも、

品の賞品に大喜びであった。

会が長年続いているんだと思う。

ステーキ」や「玄界灘産の鮮魚

来年は佐賀千里会の当番で、

四十四回目の戦績を報告し

リ ア 方 式 で 競 う。 結 果 は 関 大
七 七 六・〇 三 ス ト ロ ー ク、 関 学
七 七 三・九 五 ス ト ロ ー ク で、 残

ゴルフ終了後の表彰式は玄界

こともない雨と雷に見舞われ、

は母校の名誉と誇りにかけても

午後一時から千里

二 十 一 年 六 月 六 日（ 土 ）・ 佐 賀

ま す。 参 加 人 数 は 関 大 十 三

来年は佐賀千里会当番で
九州支部連合会（花田正利会

富士ＣＣにて開催する旨の発表

関関両軍が和気藹々に
七支部親睦コンペ計画中

績 の 対 象 は 十 人 で、 ダ ブ ル ペ

長）主催の第十二回九州・山口・
岡千里会の当番で六月七日に福
岡国際ＣＣで開催された。
当日は早朝から、広島・山口・
熊 本・ 大 分・ 北 九 州・ 佐 賀 の

梅雨明け宣言間近の七月八日、 念 な が ら 今 回 は 二・〇 八 ス ト ロ

灘を臨むリゾートホテル・神湊

中止しようかと思うほど悪天候

勝利したいと決意している。

ーク差で関学さんに譲った。

スカイホテルに会場を移して行

だったが、折角参加したのだか

熱戦が展開された。

われた。

各地より四十一人が参加し、各

（花田正利）

があり、再会を誓って散会した。 人、関学十人の計二十三人。成

愛知支部の関関戦ゴルフコンペ

39

広島支部対抗ゴルフ大会は、福

団体優勝は福岡千里会

in

38

48

39

34

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

月 日（金）午後６時 プリム
ローズ大阪（鍋島均＝〇七二―
二二一―五二六九）
▽応援団ＯＢ長柄会総会
月
日（土）午後５時半 新阪急ホテ
ル（中村司法書士事務所・中村博
＝〇六―六七〇五―五六七八）
▽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）
▽神戸市役所関大倶楽部総会
月 日（金）午後６時半 ホテル
ニューオータニ神戸ハーバーラ
ンド（空港事業室・岡田宏二＝
〇七八―三二二―五〇三六）
▽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・大和田隆太郎＝
〇六―六六六一―一六〇六）
▽関大不動産鑑定士クラブ総会
月 日（土）午後 時 百周年
記念会館・レストラン紫紺（榎本
不動産鑑定事務所・榎本正人＝
〇七二―四三六―三七五五）
▽会計人会総会
月 日（火）
午後５時 太閤園（中村良介税
理士事務所・中村良介＝〇六―
六四四二―七五一一）
▽司法書士関大会総会
月 日
（金）午後６時 大阪キャッスル
ホテル（塩田司法書士事務所・
塩田貴美代＝〇六―六九四三―
一七二四）
▽関大チェリ―クラブ総会
月
日（土）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）

18

10

10

▽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―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）

▽滋賀支部秋の文化事業「湖東三
山散策」
月９日（日）または
日（日）午前９時半・ＪＲ甲西
駅出発（８千円程度・家族は半
額。筈井清充＝〇七七―五五二―
三二二九）
▽備後支部総会
月 日（土）
午後６時 福山ニューキャッスル
ホテル（福山包装・畦崎雅則＝
〇八四九―四三―一七四一）
▽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）
▽猪名川支部総会
月 日
（日）午前 時 まんか旅館
（大西経二＝〇四二七―六六―
〇二七九）

職域会ほか団体

11

▽体育会 年卒第５回同期会
月 日（金）午後６時 新阪急
ホテル・星の間（硬式野球部・
草川雄二＝〇九〇―九二一七―
五七四五、陸上競技部・八木正＝
〇九〇―三二七九―六八九三、ア
イススケート部・岡橋庄二郎＝
〇九〇―一六七五―八六七五、射
撃部・女川隆＝〇九〇―三二七四
―四〇三八）
▽学部二七年会総会
月 日
（土）午前 時半 徐園（畑下公
認会計士事務所・畑下辰典＝〇六
―六七七三―三八七一）
▽大阪家事調停協会関大会総会

10

11

11

地域支部

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。猪名川住
建・中西清之＝〇七二―七五七―
四三九二）
▽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）
▽東成支部総会
月６日（月）
午後６時半 フェイセスゲストハ
ウス月華殿（米谷晴生＝〇六―
六九八一―三八五八）
▽宝塚支部（葦水会）総会
月
日（土）午前 時 ホテル若水
（塚本寿一＝〇七九七―八五―
一四九一）
▽枚方支部総会
月 日（土）
午後５時 ひらかた仙亭（阿部進
＝〇七二―八〇五―〇〇〇五）
▽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）
▽高知支部総会
月１日（土）
午後６時 高知会館（岡内紀雄＝
〇八八―八七三―三二七〇）
▽神崎支部総会
月２日（日）
午前 時 グリーンエコー笠形
（山下武彦＝〇七九〇―二六―
一六八〇）
▽岐阜千里会総会
月３日
（祝）午後４時 岐阜グランド
ホテル（ハビックス・宮地博＝
〇五八―二九六―三九一一）
▽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）

35

10

4

11

15

15

14

15

11

11

12

11

10

26

11

10

10

22

17

24

8

11

38

11

25

11

29

30

10

10

25

10

11

19

11

▽吹田支部創設 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）
▽東播支部総会 ９月 日（火）
午後６時 分 加古川プラザホテ
ル（角谷賢造＝〇七九―四四八―
七一四二）
▽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）
27

10

11

10

11

10

30

16

45

10

28

11

10

10

10

11

11

50

20

27

11
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歳。

市文化振興計画推進委員等を
ち上げに一から携わり、平成

電子機材事業本部エンジニア

日付。小山義弘

元年シンガポール日本電産事

６月

年大陽酸

年半導体関連事業部半導体

素（現大陽日酸）入社。平成

学機Ⅱ）は、昭和

氏（こやま・よしひろ＝昭

就任

リング統括部長に阪口正美氏

年タイ日本電

年フィリピン日本

電産副社長、

務所長、

箕面市議会議員選

歳。

院修

27

歴任。
氏が再選

◇箕面市議会議員に中西智子

任期満了に伴う河
産副社長、

年同社長。

日に投開票され、
６月

◇シロキ工業取締役海外企画
部長に堤泰久氏就任
学工金・

日付。堤泰久氏（つつみ・や
すひさ＝昭

材事業本部半導体機器事業部

49

◇河内長野市長に芝田啓治氏
が初当選
挙は８月
学二哲）が

歳。

◇日本電産執行役員・タイ日

年海

年白木金属工

金）は、昭和

歳。

年第二設計部長、
外企画部長。

成

業（現シロキ工業）入社。平

日付。丹保邦康氏
学

年同社入社。

シンガポールとフィリピンで

長に小山義弘氏、執行役員・

工金）は、昭和

（たんぼ・くにやす＝昭

６月

本電産社長に丹保邦康氏就任

選２回目。

再選を果たした。中西氏は当

し・ともこ＝昭

無所属の中西智子氏（なかに

内長野市長
選挙が７月
日に投開

票され、芝
学一経）が、無所属新人

田啓治氏（しばた・けいじ＝
昭
５人による選挙戦を制し、初
当選を果たした。
年４月

芝田氏は、故芝田稔名誉教

年勤め、両地で新工場立

◇大陽日酸執行役員・電子機

から私立清教学園中・高校の
各

関連機器・ケミカル部長、

年半導体機器事業部長。 歳。

学応化）は、昭和

年大陽酸素入社。平成 年

さみ＝昭

阪口正美氏（さかぐち・ま

56

本学創立の父・兒島先生の

島惟謙歿百年行事」を行うとの

「宇和津彦神社」において「兒

り、七月五日に愛媛県宇和島市

本年六月、「これかた会」よ

充実した人生が存在したものと

精神を学ぶ機会に恵まれ、真に

げと、関西大学に学び、校祖の

今、私があるのは両親のおか

に浴しました。

て私がご挨拶を申し上げる栄誉

宴があり、関西大学の代表とし

奏も奏でられました。続いて祝

先生歿百年」に当たるので来学

大学よりは、七月一日が「兒島

席のため飛行機で宇和島に向い

の「兒島先生歿百年行事」に出

続いて、七月四日、宇和島で

市長、教育長のご挨拶に続いて、

「兒島惟謙歿百年講演」があり、

ました。当日、兒島家と私のホ
テルは同じで、夕食は兒島家の

翌五日は、宇和津彦神社で先

理事長室に赴き、専務理事、

生の顕彰行事が、兒島家一族六

ご招待で、夜のふけるのも忘れ
状を拝受しました。その内容は、

人と地元市長、教育長、市会議

常務理事、校友会長方のご列席

兒島先生の令孫である兒島鐵也

長参列のもと執り行われ、兒島

語り合いました。

氏から先生の胸像と台座が本学

護法太鼓の演奏

によるものでした。

家より寄贈された護法太鼓の演

に寄贈された橋渡しなどの功績

のもとで、森本理事長より感謝

伺いました。

いただきたい旨の連絡があり、

式典終了後、宇和島市主催の
ご案内をいただきました。また、 思っております。

括部長。

歳。

月電子機材事業本部技術統

長兼川崎機器製作所長、同年

生産技術本部川口機器製作所

16

25

49

16

14

48

56

15

56

51

14

社会科教諭を勤め、河内長野

授のご子息で、昭和

59

50

56

59

50

19
54

56

18

17

58
24
52

27

「歿百年行事」に参列して

10

10

48

24

48

36

こられました。後輩諸君がこ
のすばらしい創立の父「兒島

心しました。
これら一連のことは、敬愛す

関西大学を代表として、学術セ
ンターの熊氏より謝辞が述べら
日々なる人間形成に励みの糧と

先生」のご遺徳を仰ぎ慕いて、

合わせて下さったものと思えて
して生かし来たり、本学創立

る兒島先生が兒島家と私を引き

はじめ二百人を超えるものでし
なりません。このように歴史的

れました。出席者は、小学生を
た。
百三十周年の佳節に飛躍前進の
みます。

ら、出かける道中で、風呂上が

らに驚いた。ニュースを見なが

原稿となる創作ノートを見てさ

る。しかも「ほとんどの作品を

いだすのかが想像できるのであ

り、何に悲しみ、何に喜びを見

上田さんが何にひかれ、何に憤

智）

りに、家族団らん中に、毎日毎

理解しやすい現代仮名使い口語

（池田支部長

日さまざまなシーンで作られた

しみやすく、「日常」そのもの

体とした」というとおり、身近

見せていただいたのは四～五

の姿が表現されているのである。

歌が、びっしりと書きとめられ

冊だったろうか。聞くと毎日歌

さて、この短歌集は「思い」

な文言で詠まれているので、親

を作ることを自分に課しておら

「旅」「異国」の、大きなテー

「春」「夏」「秋」「冬」
歌は「日記」でもある。そし

マに分かれている。また、歌の

れるのだそうだ。そう、この

ていたのである。

古川

火ぶたの源泉にならんことを望

崇高な行事に浴する光栄は私に
とって無限の歓喜であります。

このことは、何よりも地元が
生んだ偉人、兒島先生のご業績
日本の碩学が讃える校祖「兒

学一商）著

島先生」は幾多の人材を育てて

を讃え、敬譲の心を市民の誉と
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