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校友会会報│89号 ◀

追手門学院大学 校友会 会長 林田 隆行

第50期 学部
第45期 大学院

オール追手門

オール追手門

入学式 & 卒業式

4月7日
（日）
の入学式では学部・大学院合わせて
1,905名が新たに入学しました。
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アラムナイライブラリー&
新東館「メディアラボ」完成 !!
校友ラウンジ

山桜会報

山桜会報

大学校友会支援

3月18日
（月）
に卒業式が開催され、1,412名が卒業。

［ 追手門学院大学 ］

追手門学院小学校

2019年度

入学式
第54期 学部
第47期 大学院

校友会との絆を感じる
新キャンパスへお越しください

いよいよ待望の新キャンパスがオープンしました。校友会か
らの寄贈で完成した図書館と校友ラウンジをご紹介します。
図書館は、5階建て本館の3階・４階部分の中央に5階から
ぶら下がった形で建設されました。壁面一体に本が並べられ、
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校友会後援 学生県人会「Welcome to 追大」
現役学生が新入生を温かく迎え入れる
企画として開催され、大学校友会が支援しています！
地域創造学部 地域創造学科 ４年

浅野 琳太郎

今年で２回目の開催となった「Welcome to 追大」は、
これから一人暮らしを始

4階部分は先生方の研究空間と静かな読書スペース。3階部

める地方出身の新入生を対象にしたイベントです。県人会メンバーの中でも、一人

分は中央にフロアを持った三方が階段構造の部屋となり、
プ

暮らしを始めた当初、寂しい思いや、大学生活への不安を感じたメンバーが多く、

レゼンや、
ディスカッションができるように設計されています。

そういった気持ちを解消させることを目標に開催しました。当日は昨年を上回る30

校友ラウンジは5階西南部に設けられました。芝生広場から

名もの新入生や保護者の方に参加していただき、大盛況でした。新入生の中には

の光が入る明るい空間です。校友会員のみなさんが、新キャン

「Welcome to 追大」
がきっかけで友人となり、
その後の親睦を深めている学生も

パスへ来られた際に寛いでいただける場所になっています。ぜ

います。今後も地方出身者の学生生活の支援を続け、各地方の校友会活動の活

ひ総持寺キャンパスへお越しください。

性化につながるようにしていきたいと思います。
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大学校友会会報

大学校友会会報

追手門学院大学校友会 会長
林田 隆行（２期生 文社）
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▶ 校友会会報│89号
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大学校友会員イベント

新キャンパス誕生記念イベント

次なる追 手 門 、次なる校 友 会

校友大会

大学校友会結成50周年（2021年）に向けて
来たる2021年、大学校友会は50周年の大きな節目を迎えます。総持寺キャン
パスという新しい拠点に集い、
これまでの歩みを振り返りながら、50年目のスター
トについて語り合う校友大会にしたいと考えています。
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大学校友会の歩みは、山桜会大学部会「将軍

13 : 50 ］

［ 12 : 30

懇親会

食事もご用意しておりますの
で、卒業生と保護者の皆さま
ぜひご参加ください！

あの日の仲間に会いに行こう！

H O M E CO M I N G DAY
NEW CAMPUS

大学校友会は、
２０２１年に
結成５０年を
迎えます
山会」
として1971年5月30日に結成総会を開催
したことに始まります。同会にて会則原案が承認
されるとともに、役員も選出され正式に発足。初代
会長に選ばれた関謙二氏
（1期生）
のもと活動が

オール追手門

オール追手門

ホームカミング・デー
@総持寺キャンパス

11 : 00 ］

［ 10 : 15

01
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［ 追手門学院 ］
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［ 追手門学院 ］
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追手門学院大学
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スタートしました。その後、今日まで精力的に様々

日時

2019 年 6月30日［日］

今年は新キャンパス開設に伴い、
一般の方もご参加いただける企画も
用意した一大イベントとして開催！
皆さまぜひご参加ください。

新キャン
パスにて
開催

会は、2021年に結成50年という節目を迎えます。
要事前
申し込み

祝賀会は下記の日程で行うことが決まっておりま

［ 11 : 20 12 : 20 ］
01
校友会結成50周年イベント

宮本 輝

氏

す。詳細は後日連絡いたしますが、
まずはこの日を
予定に入れていただくことをお願いいたします。

真銅 正宏

副学長

「青が散る」から「野の春」まで

［ テーマ ］

どなたでも
参加 OK!!

入退場
自由 !!

02

［ 14 : 30

16 : 00 ］

確認をいただくと同時に、
すべて申込み制となり
をお待ちしております。

「次なる茨木、次なる追手門」
大阪観光局理事長 × 茨木市長 ×
茨木商工会議所会頭 × 追手門学院理事長・大学長
17:30 ］

ます。行事の詳細はホームページなどで随時ご
ますことをご承知置きください。皆さま方のご参加

シンポジウム

03 ［ 16: 30

来たる50周年に向かって、事業を行って参り

要事前
申し込み

ビジネス交流会
茨木での出会いの場づくりと

すでに結成50周年記念事業準備委員会が
発足しております。今後、記念事業を展開してい
きますので、
ご注視のほどお願い申し上げます。

50周年記念事業
祝賀会

■ 参加予定企業［50音順］
北おおさか信用金庫／京都銀行
時事通信社／住友生命／竹中工
務店／TOA／フジオフードシス
テム／野村證券／野村不動産

ビジネスチャンス拡大を目的とした交流会。

開催日
会

場

2021年5月30日［日］
リーガロイヤルホテル

記念誌発行

ご連絡先

追手門学院大学校友会 事務局
〒540-0008
大阪市中央区大手前1-3-20 追手門学院大阪城スクエア
（追手門学院大手前中・高等学校 本館6階）
TEL：06-6943-8400 FAX：06-6943-8401
URL：https://otemon.org

お申し込み方法など、詳しくは同封のチラシをご確認ください。
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E-mail：koyuka@otemon.ac.jp
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大学校友会会報

大学校友会会報

素晴らしい冊子にするため、学生生活に関する物や写真
など、皆さまからの資料のご提供をお待ちしております。
ぜひ、下記校友会事務局までご連絡お願いいたします。
※現在決定している内容は追加・変更の場合もあります。
詳細は後日ご案内いたします。

駐 車 場 はご 利
用 い た だ けま
せんので、公共
交 通 機 関で お
越しください。

山桜会報

山桜会報

大同窓会「ホームカミング・デー」。

一般公開イベント

対談

大学校友会員を対象として
毎年開催している

な事業を重ねながら発展を遂げてきた大学校友

▶ 校友会会報│89号
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40名もの就活生が東京支部へ
就活生の不安軽減をサポート

京都

東京支部広報 南畑 蛍
（48期生 社社）

追大卒業生が経営する飲食店を紹介しています。
味も志もたしかな、優良店ばかりですので、
ご自身の利用はもちろん、お仲間にもオススメを！

奈良

［ 追手門学院 ］
mon

［ 追手門学院 ］
mon

卒業生のお店紹介

東京就活ツアー

校友会会報│89号 ◀

東京就活ツアーは今回で2度目。東京で働く意欲のある就活生
が、40名も集まってくれたことにOGとして嬉しく感じました。
集まってくれた就活生にとって、就職活動に対する漠然とした不
安、東京で働くことに対する不安は少なからずあるでしょう。その不安
を少しでもなくすことが私にできることだと思い、正直に嘘偽りなく苦

信貴山の景観とともに味わう一杯

京都・亀岡にて無農薬飼料で育った
「京七谷赤地鶏」
を中心に新鮮

サイフォンコーヒーと家庭料理が人気のカフェです。ボリューム満点

な鶏肉と採れたて野菜を最高級備長炭で炙ります。40年以上継ぎ足さ

のモーニングセットはドリンクと
（A）
ゆで卵・パン・サラダ
（B）
ハムトースト

この就活ツアーは東京支部ならではの活動だと言えます。これを

れた秘伝のタレは炭の香りをふんだんに含んだ独特の風味。100年の

（C）
ハムエッグ・パン・サラダよりお選びいただけます。ランチは和・洋・

きっかけに東京支部への参加を募ることができたらと思います。今後

歴史を持つ「南禅寺御用達 服部豆腐のおぼろ」
「井上漬物」
「名物

中の日替わり弁当のほか、ハンバーグ・カレー・パスタなどもご用意して

鶏汁そば」
などの人気商品は必食です。 ［辻 英知
（28期生 経営）
］

います。 ［一二三 佳志
（10期生 経経）
／乃倫子
（10期生 文英）］

京都 炭火串焼つじや tel.075-365-8160
京都市下京区塩小路西洞院西入ル北不動堂町570-3

Ｃａｆｅ ＤＯＮ SｈOP tel.０７４５-４５-２４６８

後、
ふとした瞬間に思い出してくれたらいいなと思います。

も東京支部の軸となる活動として、若手層を中心に続けていきたい
と考えています。

社会で活躍する卒業生
アイ
ドル

大

「ハンバーガールＺ
（ゼータ）」に

奈良県生駒郡平群町三里110 ザ・ビッグエクストラ平群店

大阪

兵庫

所属するくぅさん。今、
日本各地で
話題を集めているアイドルの一員です。

通天閣を拠点に活動中
応援よろしくお願いします!

みんな、
私に会いに
来てね！

エンジェルビーフ くぅ（本名：小川 久瑠実）さん （50期生 心心）

山桜会報

山桜会報

uates
University Grad
Otemon Gakuin

世界初のご当地ハンバーガーアイドル

テイクアウト専門のドーナツ店

日本初！つけ麺生パスタ専門店！

添加物を含まない素材を厳選し、一つひとつ手作りした自然派ドー

当初は家族と一緒に喫茶店を始めるつもりでしたが、
プレオープン

ナツを提供しています。人気ナンバーワンの「ネイチャードーナツ」
は甘

時にお客様から大好評だった生パスタを売りにお店を展開すること

学時代はアイドル活動との両立が大変でしたが、徐々に私のことを知

さ控えめな癒しの味。
「どうぶつドーナツ」はクマ・パンダ・柴犬など20

に。つけ麺やざるうどんのように、パスタとソースを分けて提供する独

る学生が増え、
「見たよ！」
という声に励まされていました。現在、ハン

種類以上もあり、子どもに大人気です。甲子園にお越しの折には、
ぜ

特のスタイルです。場所は西九条駅からすぐ。近くにお立ち寄りの際

ひお立ち寄りください。

はご来店ください。

バーガールＺに所属して5年。ほかにも2代目通天閣イメージガールとして活動
中です。ハンバーガールＺとしては、通天閣を拠点にしたフリーライブのほか、
月

［本岡 智子
（10期生 文心）］

フロレスタ 甲子園店
tel.0798-56-7663

に１度東京と名古屋で公演しています。多くの卒業生の皆さんに応援いただ

西宮市甲子園八番町5-8

［川北 健人
（42期生 経マ）］

イタリア食堂 マリーケント（MARII-KENT）
tel.06-7506-2364

大阪府大阪市此花区西九条5-3-43

卒業生のお店大募集！

「eことスイッチ」、個人で更新している
「くるみチャンネル」
を展開していますの
で、
よろしくお願いします。

06-6943-8400

大学校友会では今後も会報誌にて卒業生のお店を紹介していきます。
［校友会事務局］
完全無料での掲載ですので、
ご希望の方はぜひ事務局までご連絡ください。

結成10周年記念祝賀会
「京都支部のつどい」
ご案内

「四国支部のつどい」
ご案内

［日時］ 2019年9月14日
（土）
受付時間 = 12：30 開会 = 13：00

［日時］ 2019年9月21日
（土）
受付時間 = 15：00 開会 = 15：30

［日時］ 2019年10月14日
（月・祝）
受付時間 = 10：30 開会 = 11：00

［場所］ サン・ピーチOKAYAMA

［場所］ ホテル京阪 京都 グランデ

［場所］ 旧善通寺偕行社

［会費］ 5,000円

［会費］ 5,000円

［会費］ 1,500円

※記念品を用意しています

［お申し込み締切］9月2日（月）

※アルコールは別料金

各支部のつどい・同窓会への
お申し込み方法はこちら

TEL:06-6943-8400

https://otemon.org/branch_info/
二次元コードで簡単アクセス！

追手門学院大学 卒業アルバムサイト
2018年度（第50期 学部・第45期 大学院）卒業生から卒業
アルバムはデジタル版での配布となりました。以下特設サイトに
てぜひ閲覧ください。
https://album.otemon.ac.jp/

５ページの『奨学生の紹介』
で、02.木村 真希さん、03.林
お詫びと訂正｜ 会報第88号（2019年３月１日発行）におきまして、
優花さんの写真が入れ違っておりました。ご本人並びに関係の皆さまには大変ご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上げます。

22

│

Otemon Gakuin │ mon

Otemon Gakuin │ mon │ 23

大学校友会会報

大学校友会会報

けたら嬉しいです。最近はYouTubeの活用にも力を入れています。毎日更新の

「中国支部のつどい」
ご案内

オール追手門

オール追手門

「京都」
を感じさせる串焼き屋さん

労したことや、東京で働いていてよかったと感じたことをお話しさせて
いただきました。私だけでなく、OBOGが話した内容は就活中や就職

校友会WEBシステムのご案内

追手門学院大学校友会ホームページ
https://otemon.org/

追手門学院大学校友会

住所登録・変更

追手門学院メールマガジン
オール追手門の最新情報を
お伝えしていきます。

検索

校友会
「Facebook」

住所・電話番号・メールアドレスなど、
連絡先をご変更の際はこちらから

校友会の最新情報はココ

住所変更・改姓などをされる場合は、校友会ホームページ

のテレビ出演や新聞掲載などの詳細が紹介されています。定

の住所変更依頼フォームにご入力の上送信してください。
FAXや郵便でのご依頼も受け付けておりま

すので、
同ページ内の住所変更届
（PDF）
を
プリントアウトしたものにご記入の上事務
局までＦAＸまたは郵便でお送りください。

校友会の情報発信や大学の最新情報のほか、大学・校友に
関するメディア出演のお知らせをFacebookにアップ。関係者
期的なチェックと
「いいね！」
をお願いします。

校友会
「誰どこ何してるシステム」

第

90号

令和元年（2019年）9月1日
追手門学院大学 校友会
会長 林田 隆行

お店・会社を校友に宣伝
活躍する校友の検索もできる
校友が経営者・代表を務める、
または勤務するお店や会社・事務所などを幅
広く掲載しているシステムです。名前・卒業年度・学部・フリーワードのほか、
都道府県やジャンルからも検索できるので、
ご近所で活躍する校友を見つけ

宮本 輝氏と真銅副学長のスペシャル対談

校友大会

懇親会

ることも。掲載希望の方はこのページからシステムに投稿する
こともできます。
※
「誰どこ何してるシステム」
は投稿型のコンテンツです。
ご投稿の際には掲載にあたっての注意事項をご確認ください。

校友会
「出欠管理システム」

支部総会・クラブなどの各種同窓会
お申し込みは校友会ホームページから
各支部の同窓会をはじめ、学部・ゼミ・クラブ同窓会など、大学
校友会では様々な同窓会が開催されています。各種催しの参
加申し込みには、
ぜひ校友会ホームページをご利用ください。
「出欠管理システム」
のお申し込みフォームから応募できます。
※複数名でお申し込みの方は、
人数分のご入力をお願いします。
2019年ホームカミング・デー 校友

支部長・同窓会幹事の皆さまへ

同窓会の開催に便利な出欠管理システム
どなたでもお使いいただけます
校友会ホームページでは、各種催しなどのお申し込み管理に便利なWEBシス
テムを開発・導入しました。
ご利用を希望される方は、
校友会事務局までメール
にてお申し出ください。許諾の場合、折り返し利用願いを代表責任者に送信し
ます
（アドレス右記）
。
E-mail: koyuka@otemon.ac.jp

追手門学院大学 卒業アルバムサイト

卒業アルバムがデジタル版に

（第50期学部・第45期大学院）卒業生から卒業アルバムは
2018年度
デジタル版での配布となりました。以下特設サイトにてぜひ閲覧ください。

https://album.otemon.ac.jp/

次号の『校友会会報91号』
は、2020年3月頃発刊予定です

新キャンパス誕生記念イベント

ホームカミング・デー開催報告
2019年度 校友会組織のご紹介
［ 校友会50年の歩み ］

記念事業
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▼今年のホームカミング・デーを統括してく
れた玉井史郎実行委員長（22期生 経営）

全員の協力のもと
速やかな進行で滞りなく終了

校友
大会

開始時間前は大雨と強風の悪天候。役員一

宮本輝氏と真銅正宏副学長との対談イベン

同、閑古鳥が鳴くのを覚悟していましたが、
ふ

トの余韻が残るなか、
食堂棟に約400名の参加

たを開けてみると役員を含む校友・学院関係

者が集まり開催。第32回津軽三味線全国大会

者・教職員の方々ら大勢の参加がありました。

優勝の佐山千尋さん
（47期生 社社）
の演奏で

大会は1階のプレゼンテーションスタジオで開

は大きな歓声があがりました。
当日全体の司会

催。林田会長による校友会結成50周年記念事

佐山 千尋さん（47期生 社社）

懇親会

業の紹介を中心に、平成30年度の事業報告、
各種報告・連絡など、
スライドを使用してわか

賞受賞映画「笑顔の向こうに」
出演）
が大学の
思い出や今後の抱負を述べられる場面もあり、

が控えていたため、45分という短時間での終了

佐山さん・濱田さん、
お二人の美女に圧倒され

が至上命題でしたが、皆さんのご協力で余裕

つつ、
ほのぼのとした懇親会となりました。来年

［藻川 芳彦（8期生 文社）
］

ホームカミング
・デー
開催報告
HOMECOMING DAY
REPORT

度もご期待ください。
遠山ゼミ（遠友会）の皆さま

濱田 英里さん（46期生 心心）

茨木市の有識者たちが追手門の未来を語りあう
大阪観光局理事長 溝畑宏氏・茨木市長 福岡洋一氏・茨木商工会議所会頭 合田
順一氏を迎え、
川原俊明理事長とともに追手門学院が地域と共生していくために進
むべき道を討議しました。

新キャンパス誕生記念イベント

当日は生憎の天気でしたが、工夫を凝らしたイベントに天気を忘れるほど大変盛り上がりました。
追手門の新教育を体現する施設に多くの校友らが集い、有意義な一日を過ごしました。

スペシャル
対談

［生川 紳一郎（6期生 経営）
］

シンポジウム

2019年
6月30日日

今回のホームカミング・デーの会場は、
スタートしたばかりの茨木総持寺キャンパス。

今回の目玉イベントである本対談は、G20の

進行を務めてくださった女優・濱田英里さん
（46期生 心心・モナコ国際映画祭最優秀作品

りやすく行われました。今回は後に多彩な行事

をもって終えることができました。

400名を超える来場者が
宮本氏のトークに耳を傾ける

真新しい食堂棟に集い
三味線やトークで盛り上がる

ビジネス交流会
多くの企業が参加し、会場は大盛り上がり
ビジネスチャンスの拡大や出会いの場づくりを目的とした交流会には、追手門学院
大学とつながっている様々な茨木市関連企業・卒業生企業・学院関係者が集まり、
所
狭しとひしめき合うほどの大盛り上がりを見せました。

大規模交通規制中にもかかわらず、
400名超の
来場者を集め、
WILホールにて開催されました。
真銅副学長の軽妙な進行と宮本輝氏の様々な
エピソードを交えたトークで、会場は笑い声に

◀午前の部は追手門学院大
学応援団 リーダー部・吹奏楽
団・チアリーダー部が来場者の
皆さまをお出迎え。

包まれていました。対談前に控室へ挨拶に伺っ
た際、
にこやかに対応いただくと同時に、帯同し
た宮本文学ファンの女性役員との写真撮影に

学生
イベント

応じてくださり当人は感涙状態。大きな課題を
やり遂げられた大先輩には、敬意の一語では
表現できない威容を感じました。宮本先輩の
益々のご活躍を、
校友一同お祈りしております。
［永井 秀明
（5期生 経営）
］
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◀対談後は抽選会で盛り上がり、
当選者に
は宮本輝氏から直筆サイン入り書籍「青が
散る」
「野の春」
が手渡されました。

◀ 午 後の部は
真 銅 副 学 長と
留学生2名によ
る鼎 談が 行 わ
れました。
ていだん
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校友会組織のご紹介

2019年度

副会長

吉田 浩幸（6期生 文社）

追手門学院大学校友会 会長

副会長

林田 隆行（2期生 文社）
ホームカミング・デー実行委員会を常設化。
また周

友会活動を続けてまいります。2018年度に始まった

年事業委員会の中に、
校友会結成50周年記念事業

学生会員制度により、
2021年の校友会結成50周年

準備委員会も発足いたしました。2021年5月30日に

の年には在学生全員が校友会の学生会員になります。

は記念式典を開催しますのでぜひご参加ください。

藻川 芳彦
（8期生 文社）
会則の見直し
（校友会組織の再検討）
年間行事予定の作成
■ 各会議の効率的な開催運営
■
■

委員長

森 嘉一
（7期生 経経）
■
■

NEW

財務
委員会

それに備え学生支援委員会・財務委員会を新設し、

ご参加いただき、
母校支援と会員の親睦をはかる校

委員長

周年事業
委員会

全員が一丸となって校友会の発展に尽力していきますので、
よろしくお願いいたします。

2021年へ向けての歩みが始まりました

新たに30名の新評議員に
2019年度の校友会は、

総務
委員会

2021年に結成50周年を迎える校友会。2019年度は新たな評議員を迎え、
３つの委員会を新設しました。

各周年事業の企画と推進
校友会結成50周年記念事業の企画推進
結成50周年祝賀会開催準備

委員長

前田 順一
（3期生 経経）
決算案・予算案の作成
財政シミュレーションの作成
■ 事業執行状況の管理
■

総務委員会

事務局

生川 紳一郎（6期生 経営）

企画事業委員会

同窓会支援委員会

副会長

永井 秀明（5期生 経営）

支部支援委員会

学生支援委員会

副会長

野出 靖宏（14期生 経経）

広報委員会

財務委員会

会長

林田 隆行

大橋 陽一（2期生 経経）／吉田 浩幸（6期生 文社）／野出 靖宏（14期生 経経）／
小東 要一
（17期生 文東）
／渡辺 睦翁
（17期生 経営）
／溝上 裕介
（27期生 文社）
／鈴木 圭史
（29期生 経営）／田中 克茂（30期生 経営）／近藤 寛樹（32期生 文東）／田中 智明（45期生
営マ）

周年事業委員会

委員長

辻村 龍彦（1期生 経経）／林田 隆行（2期生 文社）
／大橋 陽一（2期生 経経）／
前田 順一（3期生 経経）／永井 秀明（5期生 経営）／生川 紳一郎（6期生 経営）／岡 正樹（6
期生 経営）／美濃岡 伸也（7期生 経営）／藻川 芳彦（8期生 文社）／官浪 伸次（9期生 経
経）／畠山 香二（14期生 経営）／野出 靖宏（14期生 経経）／林元 光広（21期生 文心）／玉
井 史郎（22期生 経営）／田中 克茂（30期生 経営）

企画事業
委員会

育弘
（30期生 経経）／萩野 裕樹（38期生 経経）／田中 智明（45期生 営マ）

生 経営）
／北澤 三恵子
（12期生 文東）
／篠矢 裕己
（14期生 経経）
／佐々木 昌平
（14期生 経

追手門ファミリーが参加できる
主催行事の開催
■ 大学他団体・山桜会との交流促進

営）
／鷲尾 奈保子
（14期生 文英）
／上田 高義
（21期生 経営）
／大槻 育宏
（24期生 文心）
／藤
井 典和
（32期生 営営）
／船本 洋
（43期生 経経）
／仲澤 慶太
（46期生 営営）
／大西 克弥
（46
期生 国コ）

委員長

副委員長 田中 克茂
（30期生 経営）／磯浦 由佳（38期生 経国）

美濃岡 伸也
（7期生 経営）

支部支援
委員会

委員
上田 静生（4期生 経経）／永井 秀明（5期生 経営）
／三谷 展弘
（6期生 文東）／
石原 力
（7期生 経営）／竹下 満（7期生 文東）／今井 正也（7期生 経営）
／近藤 眞弘
（9期生

経営）／木村 力造（9期生 文社）／山本 保弘
（12期生 経営）／髙谷 昌平
（14期生 文東）
／藤

既存支部活性化の支援と
新支部創設への取組み
■ 海外支部設立への取り組み
■

原 亮（15期生 経経）／吉川 佳恵（18期生 文心）／青木 靖洋（21期生 経経）
／上田 明男
（21
期生 経経）／大柿 耕一（28期生 経経）／奥村 大輔
（28期生 経経）
／稲垣 知之
（30期生 経
経）／多木 誠一（42期生 営営）／橋本 由貴（44期生 心心）

委員長

副委員長 山口 人士
（6期生 経経）
／田中 裕美子
（10期生 経営）
／山口 陽子
（12期生 経経）

官浪 伸次
（9期生 経経）

委員

■

委員
蟻柴 潤一
（5期生 文社）
／生川 紳一郎
（6期生 経営）
／野村 國男
（6期生 経営）
／
宮本 幸治
（7期生 文英）
／八木 彰彦
（8期生 経経）
／杦岡 俊彦
（9期生 文心）
／喜多 博
（10期

■

副委員長 西川 利治
（18期生 文東）

藤尾 政弘
（8期生 経営）／堀川 宏昌
（10期生 経営）／山本 友亮（12期生 文英）
／野出 靖宏（14期生 経経）／井上 誠一（17期生 経経）／矢田 芳明（28期生 経営）／廣瀬

副委員長 小林 武則
（11期生 経経）
／坂井 宏嗣
（18期生 経営）
／樽谷 隆弘
（27期生 経営）

岡 正樹
（6期生 経営）

副委員長 吉田 浩幸
（6期生 文社）／髙本 優一（22期生 経経）
委員

HCD実行委員会

（2期生 文社）

副委員長 渡邉 一則
（12期生 文社）／押川 新一（14期生 文英）
委員

ホームカミング・デー

広報
委員会

■
■

会員との双方向コミュニケーション
学院・山桜会・教育振興会との連携

委員
辻村 龍彦
（1期生 経経）
／辻本 健仁
（3期生 経経）
／能口 元良
（4期生 経経）
／贄
田肇
（6期生 経営）
／古橋 忠男
（7期生 経営）
／越智 英二
（8期生 文英）
／川﨑 昭一
（8期生 文

心）
／鎌谷 一志
（9期生 経営）
／恒川 鈴子
（11期生 文心）
／泉谷 徹
（11期生 経経）
／野出 靖宏
（14期生 経経）
／廣保 幸二
（14期生 経経）
／大塚 高司
（20期生 経営）
／磯田 博史
（23期生 経
経）
／片山 貴子
（25期生 文東）
／並木 悟志
（32期生 経経）
／福田 吉男
（33期生 文ア）
／矢島
秀和
（34期生 文ア）
／太田 裕一
（42期生 営営）
／中野 祥太
（43期生 経ヒ）
／中西 悠
（43期生
心心）
／樋口 諒祐
（48期生 国国）
／高田 幸治
（48期生 社社）

NEW

学生支援
委員会

委員長

林元 光広
（21期生 文心）
■
■

畠山 香二
（14期生 経営）

同窓会
支援
委員会

還暦・古希同窓会の開催
学年・ゼミ・クラブ・職域等同窓会の開催支援
■ クラブOB連合会との連携と支援
■

副委員長 大坂 幸司
（13期生 文東）
／嶋谷 優香
（15期生 経営）
／玉井 史郎
（22期生 経営）
委員
小寺 敏夫
（3期生 経経）
／加納 常八
（5期生 経営）
／下櫻 春道
（5期生 経経）
／藤本 英治
（5期生 文社）
／生川 紳一郎
（6期生 経営）
／米谷 豊
（8期生 文東）
／青木 敬
（8期生 文社）
／土井 一憲

（8期生 経経）
／久保 圭子
（9期生 文英）
／小川 和人
（10期生 文社）
／福益 栄一
（11期生 経営）
／小嶋
潔
（12期生 経経）
／荒木 宏信
（12期生 文英）
／立石 正彦
（19期生 経経）
／瀧野 博史
（21期生 経経）
／

■

委員長

福田 広和
（21期生 文社）
／土谷 尚子
（22期生 経営）
／田村 誠治
（26期生 経営）
／藤田 真由
（27期生
文社）
／東條 竜一郎
（27期生 文社）
／三原 ナミ
（27期生 文社）
／玉井 康大
（29期生 経経）
／秋吉 崇仁

■

常設委員会としてホームカミング・デーの
企画と開催

副委員長 木村 眞琴
（6期生 経経）／石原 力
（7期生 経営）
委員
井上 貞彦（1期生 経経）／足立 聖輝（3期生 経経）／森 嘉一（7期生 経経）
／武
藤 昇（8期生 経経）／岡本 安明（10期生 経営）／乗松 尚
（15期生 文心）／松下 忠昭（19期
生 経営）／辻 秀樹（19期生 経営）／辰巳 佳子（20期生 経経）／小林 嘉彦
（22期生 文社）／
辻村 健悟（36期生 営国）／山元 隆広（41期生 営営）／北川 健介（45期生 国ア）／田中 智明
（45期生 営マ）

栄誉理事

宮本 正仁（1期生 文英）

辻村 龍彦（1期生 経経）／
能口 元良
（4期生 経経）／古橋 忠男
（7期
生 経営）
監事

顧問
関 謙二（1期生 経経）／鶴 毅
（1期生 経経）／平野 昌雄（1期生 経経）

東京支部長

木村 力造（9期生 文社）

兵庫支部長

官浪 伸次（9期生 経経）

東海支部長

髙井 郁子（9期生 文心）

中国支部長

筒井 弘祐（6期生 経営）

奈良支部長

改正 大祐（30期生 営営）

四国支部長

中川 純（21期生 文社）

滋賀支部長

近藤 眞弘
（9期生 経営）

九州支部長

大平 卓（11期生 経経）

岡 正樹（6期生 経営）

沖縄支部長

神崎 義光（11期生 経経）

京都支部長
和歌山支部長

山下 直也（11期生 経経）

事務局

玉井 史郎
（22期生 経営）

支部長
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委員長

役員
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委員
佐野 裕英（8期生 文社）／戸田 雄士（12期生 経営）／内田 憲博（16期生 文心）
／中島 正悟（19期生 経営）／辻本 俊郎（21期生 文東）／鈴木 圭史（29期生 経営）／山本
雄介（29期生 経経）／中西 宏（38期生 人心）／飛田 優衣（42期生 営営）／影井 涼（50期生
営マ）／大西 惇（50期生 心心）／前岡 佳樹（50期生 国国）

（32期生 経経）
／運天 政元
（39期生 文ア）
／中野 知紗
（45期生 営マ）
／吉川 紗那
（45期生 営マ）

NEW

ホーム
カミング・
デー実行
委員会

学生会員への支援事業の企画と推進
学生団体
『追風』
との交流

副委員長 越智 文章
（19期生 経経）／髙本 優一（22期生 経経）

事務局長

野出 靖宏
（14期生 経経）
局員

山元 隆広（41期生 営営）
北川 健介（45期生 国ア）
田中 智明
（45期生 営マ）
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▶シンボルマーク

NEWS

1985 年に追手門学院大学校友会と名

▼学章
1966年6月1日に制

定 。現 物は今でも
将軍山会館に展示
されています。

称を改め、翌年に制定されました。以
降、校友会の発行物やノベルティグッズ
で多く使用されています。

令和元年春の叙勲・褒章
学院関係者４名が勲章受章

▌坂井 東洋男先生
（前学長）

瑞宝中綬章

旭日単光章

▌守口 文蔵氏
（卒業生）

前追手門学院大学長の坂井東洋男先生が、教育研究功労によ

経済学部を昭和46年に第2期生としてご卒業されました守口文

りまして、
「瑞宝中綬章」
を受章されました。京都産業大学に37年

蔵氏が、
中小企業振興功労によりまして、
「旭日単光章」
を受章さ

間お勤めになられ、
その後追手門学院大学に着任後に学長に就

れました。元人形商工業協同組合理事長としてご活躍。現在は、

任されました。本学では、
ガバナンス改革など色々な教育改革に取

京人形の普及に努められておられます。

り組んでいただきました。

▲将軍山会報の創刊号

50

大学創立 40 周年・学院
創立120周年を記念して
2008年６月に竣工されま
した。

経済学部を昭和45年に第1期生としてご卒業されました寺田紘

経済学部を昭和56年に第12期生としてご卒業されました福井

氏が更生保護功労によりまして、
「 瑞宝双光章」
を受章されまし

浄堂氏が、矯正教育功績によりまして、
「藍綬褒章」
を受章されま

た。現在も保護司として頑張っておられます。
また、遠友会（遠山ゼ

した。善福寺（和歌山市毛見）
の住職をされており、教誨（きょうか

ミOB会）会長として、遠山先生のゼミの卒業生を囲んで、講演会

い）師としてご活躍されています。

校友会50年のあゆみ

th anniversary

現在の1号館と6号館・中央棟にあた
る場所を撮影。

▶追手門学院大学
創立50周年祝賀会

NEWS
TOPICS
&
校友会・追手門学院大学

ひと足先に50周年を迎
2016 年、
えた大学の祝賀会にて、乾杯の
音頭を取る林田会長。

03

◀校友会会報

NEWS

「将軍山会報」
から
「校
1992年6月、
友会会報」
へ名称を変更しました。

大学創立 20 周年を祝
し、1986年に校友会が
建設。胸像を抱いた高
さ3ｍの青銅製の碑。

関 謙二氏（1期生 経経）
校友会将軍山会
初代会長・校友会顧問

│校友会会報│第90号

2019年度第1回評議員会を開催
新評議員を迎え、新体制がスタート

50周年に向けた事業を一部ご紹介。今後の展開もご期待ください。

祝賀会

記念誌発行

開催日

2021年5月30日［日］

会場

リーガロイヤルホテル

学生生活に関する物や写真など、皆さまから
の資料のご提供をお待ちしております。ぜひ、
校友会事務局までご連絡お願いいたします。

02
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追手門学院大学校友会は、母校
追手門学院大学の発展に寄与し、
大学卒業生の親睦をはかることを目
的として、天野初代学院長・大学関
係者・卒業生・現役学生の皆さまの
ご尽力により、1 年間の準備期間を
経て1971 年 5月30日に追手門学院
大学校友会将軍山会として正式に

発足致しました。
それ以来、現在もその使命を受け
継ぎ活動が続いていることを非常に
うれしく思っております。
2021 年には校友会結成 50周年記

念祝賀会が計画されております。卒
業生の皆さまとの再会を楽しみにし
ています。

学友会組織「追風」との会談で
学生支援強化の方針を伝える

学友会組織「追風」執行部との会談および懇親昼食会を行い、

今年度第 1回評議員会は、新評議員の歓迎を兼ねた昼食会に

さらなる学生支援の方針を伝えました。本会の企画事業である学

始まり、
出席した新評議員と正副会長・各委員会委員長の自己紹

生表彰や奨学金制度・留学生バスツアー・留学生による日本語ス

介を実施。
その後の評議員会では、2018年度決算・校友会会則変

ピーチコンテストなどが満足に周知されていない状況を反省し、今

更・各委員会の所属分掌体制・ホームカミング・デーなど事案の

期より学生支援委員会を設置。現役学生とのコミュニケーション

報告と、通例の各委員会活動報告などを行いました。
その後も会

を緊密にするという、卒業後の本会の担い手づくりにつながる意見

議づけとなりましたが、
満足のいく年度当初の評議員会でした。

交換ができました。
6

Otemon Gakuin University &
Alumni Association News

50周年記念事業のお知らせ

SPECIAL INTERVIEW

校友会結成
50年に向けて

▌福井 浄堂氏
（卒業生）

や懇親会を毎年行われています。

◀開設当時のキャンパス

◀初代学長
天野利武先生
顕彰碑

藍綬褒章

▌寺田 紘氏
（卒業生）

記念すべき創刊号は1973年11月に
発刊されました。

結成50周年
記念特集

瑞宝双光章

◀将軍山会館

［生川 紳一郎
（6期生 経営）
］

［藻川 芳彦（8期生 文社）］
校友会会報│第90号│
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新キャンパスお披露目会で
キャンパスアテンドスタッフ大活躍

（日）、茨木総持寺キャンパスお披露目会を開催
2019年5月19日

NEWS

春学期 追手門UI論
校友会から５名が登壇

追手門の歴史と今について理解を深め、大学生活を有意義に

経営学部3年関岡菜々さん、社会学部2年森島康博さんが担当し

しました。午前は教育後援会や大学校友会・校友会山桜会の役

てくれました。的確な情報伝達と若さいっぱいの爽やかなガイドぶ

過ごすための指針を得ることを目的とした
「追手門UI論」。春学期

員を対象に約100名、午後は1,000名を超える地域住民の方が内

りに拍手を贈ります。
「待ちに待った新キャンパス内覧会&キャンパ

は述べ2日間に、官浪伸次と長尾由香里さん
（13期生 文心）
・野出

覧会に参加。新キャンパスのガイド役は、学内公募を経て研修を

スアテンドスタッフ・デビュー」
の日は、在校生と卒業生が触れ合

靖宏さん
（14期生 経経）
・玉井史郎さん
（22期生 経営）
・中川純さ

重ねた20名のキャンパスアテンドスタッフです。大学・中高の校舎

えた楽しいひとときとなりました。

ん
（21期生 文社）
が登壇し、学生時代の思い出や、大学で学び今

と、食堂棟を数組のチームにわかれて案内。大学校友会チームは

［辻村 龍彦（1期生 経経）］

07
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に活かせていることなどをそれぞれの観点から語り、学生への熱い

校友会ゴルフコンペを開催
いずれはオール追手門での実施を

メッセージを贈りました。

［官浪 伸次
（9期生 経経）］

校友会主催のゴルフコンペを能勢カントリークラブにて開催。
山

桜会関係者やご家族も含めて54名が参加し、景品は多くの方から
のご提供のおかげで、
すべての方に持ち帰りいただけました。優勝
者は第7期生の木下益男先輩でした。
ゴルフコンペは校友会・山桜
会それぞれで運営されていますが、
いずれはオール追手門で、
ゴル
フ場貸し切りで開催したいとの林田会長の構想も飛び出しました。
［小林 武則（11期生 経経）
］

05
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2019年度第一回支部長会を
新キャンパスにて開催

（土）、全国11支部の支部長
今回の支部長会は2019年5月25日

06
NEWS
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新キャンパス竣工式
竣工祝賀会を開催

NEWS

2019年
中・高・大の合同学園祭
11月2日（土）
「追手門万博」開催予定！ 11月3日（日）

や支部役員と、校友会の支部支援委員36名が参加し、4月に開設
したばかりの茨木総持寺キャンパスで開催。会議では、校友会支
部の活性化について各支部が意見を交わしました。
また、支部長
会後の懇親会はニューミュンヘン茨木店にて実施。30名以上の方
が参加するなか、各支部同士が親睦を深め、盛会となりました。
［磯浦 由佳
（38期生 経国）］

09
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当日は関係者での神事の後に、約 400 名のご来賓をお招きし、

これから開催する
イベントのご案内
各つどいの日程などの情報は予定です。
詳しくは校友会HPをご参照ください。

「追手門学院教育振興会の集い」
が茨木総持寺キャンパスにて

今年の学園祭は大学と中・高等学校（茨木）
による一大合同イベ

大学校舎1階WILホールで竣工式を開催。
お集まりいただいた皆さ

開催されました。大阪観光局理事長の溝畑宏氏による特別講演

ント
「追手門万博」
としての開催を予定。総合学園ならではの新しい

まへ川原理事長から挨拶を行いました。
その後は学生スタッフによ

「関西・大阪の経済発展と教育機関の連携」
や、親子三代にわたる

試みは、生徒・学生・卒業生・その他学院関係者との連携を強化し、

る新キャンパスツアーへ。追手門学院の
「長期構想2040」
「ドラッ

入学者に対する感謝状贈呈式、高島鞆之助賞として工芸デザイ

地域の方々からも愛される催しとなるよう取り組んでまいります。
両日

ガーインスティテュートとの連携協定」
を紹介させていただき、最

ナーの三谷龍二氏が表彰されたほか、齋藤名誉理事百一賀のお

とも多くの模擬店・屋台が出店し、2日目にはクラブ同窓会も予定し

後は藤尾政弘氏が社長を務める、
フジオフードシステムのケータリ

祝い、
さらに坂井学事顧問の春の叙勲を皆でお祝いし、最後は学

ておりますので、皆さまお誘い合わせの上、
ぜひともご参加ください。

ングにて祝賀会を行いました。

院歌斉唱で閉会となりました。

アメリカ民謡研究部同窓会LIVE

│校友会会報│第90号

［追手門学院 広報課］

古希（第３期生）同窓会

［官浪 伸次（9期生 経経）
］

山桜会ゴルフコンペ

［日時］ 2019年10月13日
（日）
開場時間 = 11：30 開演 = 12：00

［日時］ 2019年10月26日
（土）
受付時間 = 12：30 開会 = 13：00

［場所］ Soap opera classics -Umeda-

［場所］ KKRホテル大阪 3階「銀河 東の間」

［会費］ 3,000円（ワンドリンク付）

［会費］ 5,000円

［お問合せ］ OG・OB会長 早川勝彦 tel：090-9271-3344

［お申し込み締切］ 10月7日（月）

［お申し込み締切］ 定員に達し次第終了

mail：h-kacchan2444@softbank.ne.jp

8

追手門学院教育振興会の集い
表彰・祝賀などで盛会に

還暦（第13期生）同窓会

［日時］ 2019年10月27日
（日）
受付時間 = 7：00

第３回 LinkAのつどいin通天閣

［日時］ 2019年11月16日
（土）
受付時間 = 10：30 開会 = 11：00

［日時］ 2019年11月21日
（木）
受付時間 = 17：30 開会 = 18：00

［場所］ 太平洋クラブ 宝塚コース

［場所］ KKRホテル大阪 2階「星華」

［場所］ 大阪通天閣

［会費］ 3,000円（プレー費別途）

［会費］ 5,000円

［会費］ 無料（懇親会参加者は6,000円）

［お申し込み締切］ 10月25日（金）

［お申し込み締切］ 11月11日（月）

お申し込みは
山桜会HPで

※つどい終了後懇親会を予定

校友会会報│第90号│
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2018年度

決算報告

PICK UP

Otemon Gakuin University's Students

活躍する在学生
地元での社会貢献活動から世界トップレベルのスポーツまで、多方面で活躍する追大生たち。

チャレンジ精神旺盛な後輩たちの躍進ぶりをダイジェストでお届けします。

女子
ラグビー

ユニバーシアード2019
２名の選手が世界に

「第30回ユニバーシアード夏季競技大会2019」
が同年7

MUROKOSHI KANA

室越 香南さん
社会学部
社会学科 1年

月に開催されました。
この大会は2 年に1 度開催される
「学
生のためのオリンピック」
という位置づけで、2名もの学生が
選ばれたのは非常に名誉なことです
（写真）。
お二人は追
手門学院高校の出身でもあります。結果はフランス代表を
破り金メダル獲得！ また新﨑さんは、女子7人制日本代表
トレーニングスコッドに選ばれています。
SHINZAKI MAMI

新﨑 麻未さん
社会学部
社会学科 3年

フット
サル

イタリア・プロリーグで
デビュー！

フットサルサークル追手門学院大学 FC BANBiの元代表、
石川さん
（写真）
が、
イタリア・ローマのプロチームでデビュー！
2019年7月に現地入りし、
10月から始まるリーグ戦に備えて調

整中です。
きっかけは学生時代の大会優勝。副賞として参加
ベンチャー
ビジネス
研究所

懐かしい地元の味を
缶詰として商品化

したイタリアプロチームとの試合で関係者の目に留まり、挑戦
を勧められました。
「目標は二桁得点」
と意気込み十分です。

茨木市の老舗日本料理店「成田家」
が創業時に提供し
ていた
「鶏のすき焼き」
を、学生と教員のチームが缶詰とし

ISHIKAWA KAIGA

て復活させました。同研究所の村上喜郁准教授・朴修賢

石川 魁我さん

准教授・長岡千賀准教授と協力し、茨木市からの補助金

経営学部
マーケティング学科 4年

を得て、2018 年度の産学連携事業として実施しました。
料理は成田家が、学生たちは市場調査やパッケージデザ
インなどを担当。同市はこの製品をふるさと納税返礼品と
して扱っています。

10 │校友会会報│第90号
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各地で開催されている支部活動は
より気軽に参加できる県単位でのつどいをはじめ
新たに同窓生が集える新支部が動きだすなど

沖縄支部

女性会員増強の
活動計画を確認

ダイワロイネットホテルにて、現役学生1名を含む13名出席

和歌山支部

初参加者６名を迎え
懇親会も盛り上がる

1 部は有限会社 Getwell日本塾にて総会・講演会を行い、

京都支部

芸舞妓の小唄も堪能
「宮川町・ビアガーデン」

東山区宮川町の歌舞練場脇の特設会場「宮川町・ビア

のもと、沖縄支部総会を実施いたしました。株式会社ガクアル

講演会では心理学部の三川俊樹教授による
「子どもの未来

ガーデン」に19 名が参加。宮川町の夏祭りの一環で4 人の

の山下氏による講演「沖縄で暮らす」
では、沖縄の進学情報に

を拓く力を育む〜学校・家庭・地域で取り組むキャリア教育

芸舞妓が「祇園小唄」など2 曲の舞を披露され、なごやかな

ついて話してくださいました。沖縄支部の今後の活動計画は

〜」
を拝聴。2 部はバスにて小旅行気分を味わいながら
「旬

雰囲気となりました。最後に、9月21日
（土）開催の京都支部

女性会員の増強です。多くの女性会員が楽しく集まれる総会

海」
に移動して懇親会。今年は懇親会からの1 名を加え計 6

結成 10周年祝賀会の成功を祈念して、一帯にある150 基の

にしたいと思っています。

名の初参加者があり、盛り上がりました。

灯籠に照らされながら、家路に向かいました。

［神崎 義光
（11期生 経経）
］

益々の盛り上がりを見せています。

［林元 光広（21 期生 文心）］

［木村 博子（2 期生 文英）］

TOPICS | 地域のつどい紹介
四国支部

徳島県・高知県でつどいを開催
県単位での支部創設へ

徳島県のつどいを徳島
駅近くの居酒屋で開催。
徳島支部の立ち上げの機
運が高まり、美馬包治氏
（ 11 期生 経経）
が初代支

九州支部

アメリカ民謡研究部
OBのバンド演奏で大盛会

奈良支部

３回目の開催で
顔見知りも増えてきた

部長に就任することを確

石川県

認しました。

いよいよ北陸で同窓生が
集える支部が動き出す

ホテルクリオコート博多にて開催。
アメリカ民謡研究部OB

奈良支部のつどいも3回目の開催となり、回を重ねるごとに

高知県では高知市内の

金沢市立中村美術館・耕雲庵にて石川支部立ち上げ茶

のバンド・マインズさんに手弁当で来場いただき、
さらに林田

顔見知りも増えています。
冒頭に村井奈良県副知事からご挨

居 酒 屋 にてつどいを開

会が開催されました。発起人代表で支部長に河越邦夫氏（7

会長の飛び入り参加もあり、非常に盛り上がりました。
まだま

拶をいただき、総会では議案すべてが承認されました。浦光博

催。高知支部を来年度に

期生 経営）
・副支部長に山本茂氏（7期生 経営）
・千田繁氏

だこれからの支部運営ですが、校友会の皆さまには九州に来

教授による講演会「人と社会を元気にする笑い〜ユーモアの

立ち上げるため、発起人を

（11期生 経営）
の両名のほか、数々の協力メンバーが設立

られる折にはぜひご連絡いただき、可能な限り温泉や観光地

心理学〜」
には卒業生のご両親も参加いただくなど、バラエ

集める必要性を確認しま

総会の準備にかかわっていただけそうです。北陸石川方面

をご案内したいと存じます。

ティに富んだ支部のつどいとなりました。

した。

でお知り合いの方は、支部のつどいにぜひ参加ください。

［大平 卓（11期生 経経）］

追手門学院大学［事務局（校友課）］
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［改正 大祐
（30期生 営営）
］

TEL：06-6943-8400 FAX：06-6943-8401
E-mail：koyuka@otemon.ac.jp

［中川 純（21期生 文社）
］

各支部の総会・つどいの詳細につきましては、校友会HPをご覧ください。
https://otemon.org/

［美濃岡 伸也（7期生 経営）］

各同窓会の
お申し込みは
コチラから
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これから開催する支部のつどい

花平

217年続く伝統の和菓子
京都駅ビルにも店舗が

NEW
OPEN

1802（ 享和 2 ）年創業の和菓子屋「亀

今回は京都支部結成10周年祝賀会をはじめ、様々なイベントが盛りだくさん。

校友会員は
誰でもどこでも
参加OK!

屋重久」。手造り少量生産を基本とし、

懐かしい仲間はもちろん、現役学生や留学生との親交を深めるチャンスです！

代表銘菓の
「衣笠」
は落雁製で、
その柔
tel.075- 461-7365

京都
支部

京都市右京区谷口梅津間町
（一条通妙心寺北門前）
営業時間 10:00〜19:00
定休日 木曜日

京都支部総会兼
結成１０周年記念祝賀会

the京都の雰囲気
オシャレなカフェ＆バー

京都居住・在勤者に限らず幅広い方々のご参加を
当日スケジュール（予定）

に居住・在勤されている校友会会員の
ネットワークをつくり、交流を進めてまい
ります。多くの方のご参加をお待ちして

15：30〜16：30

16：30〜17：00

さい。

17：00〜18：30

大阪万博についてお話いただきます。
日時

2019年9月21日（土）

会費

5,000円（記念品あり）

場所

ホテル京阪 京都グランデ

締切

9月9日（月）

開会 15：30

京都支部結成
10周年祝賀会

場となっています。人気商品は宇治抹茶
tel.080 -3865-1122

長岡京市奥海印寺
北垣外20
営業時間 10:30〜17:00
21:00〜24:00
定休日 日〜水曜日

四国
支部

四国支部の
つどい

滋賀
支部

前回に続き香川県にて開催。皆さまに
お気軽にご参加いただけるよう会費も
リーズナブルな金額となっています。
日時

2019年10月14日（月・祝）
受付時間 10：30

開会 11：00

滋賀支部の
つどい

つどいの前には12:30に近江八幡駅に
集合し町並み散策。
昨年好評だった追大
留学生とのフォトコンテストも開催予定。
日時

2019年10月19日（土）
受付時間 16：50

開会 17：15

Misora Terrace Italy

東京
支部

東京支部の
つどい

日時

受付時間 11：30

成

10 周

年記

念

京都
10

th A

2,000円（飲み物別途）

会費

5,000円（予定）

会費

5,000円（予定）

締切

9月30日（月）

締切

10月7日（月）

締切

10月25日（金）

rsa

nnive

場所

SirDuke（サー・デューク）

場所

静古苑ビル西館２F
営業時間 10:00〜18:00
定休日 火・水曜日

廣記商行（株）会長兼天安閣オーナー鮑悦初氏による講演も
予定しています。
テーマは
「私の迷プレイ！珍プレイ！」
。

会費

4,500円（予定）

日時

西安曹家餃子坊

締切

10月26日（土）

場所

（懇親会）

開会 16：30

2020年2月15日（土）

会費

6,000円

中華料理「天安閣」

締切

1月18日（土）

受付時間 12：30

（総会・講演会・懇親会）

開会 13：00

地域の憩いの場
洋菓子＆喫茶の店

焼鳥とキーマカレーが
人気の庶民的な居酒屋

京阪宇治線木幡駅徒歩 1 分、JR 奈良

「や
阪急京都線烏丸駅から徒歩5分の

線木幡駅徒歩 3 分。
テイクアウトだけで

きとり酒場 かづさ屋」
は、
焼鳥がメインの

はなく、店主セレクトのジャズが流れる

居酒屋です。唐揚げやポテトサラダをは

イートインスペースも。周辺地域唯一の
カフェとして、地域の憩いの場として親し
まれています。
ケーキはほどよい甘さで、
ふわふわのスポンジ生地が特徴。焼き菓
子もおすすめです。
［卒業生：平岡 享（9期生 文社）
］
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追大卒業生が経営するお店を紹介します。

（総会・講演会・懇親会）

兵庫支部のつどい

受付時間 16：00

200年以上も続く老舗まで、

かづさ屋

tel.0774-33- 6952
宇治市木幡西中14-７

2019年11月9日（土）

卒業生のお店紹介

今年オープンしたばかりの新店から

開会 12：00

会費

日時

雰囲気を味わいにお越しください。

TANTO TANTO 渋谷

場所

当日は13 : 00に阪神尼崎駅に集合してから尼崎城見学・寺町
散策・貴布禰神社参拝を予定しています。

金・土曜日のみの営業ですが、
the京都の

2019年11月9日（土）

場所

兵庫
支部

眺めながらお召し上がりください。木・

ゲストスピーカーに元水泳選手・金メ
ダリストの岩崎恭子さんを迎え、
ご自身の
経験をもとにした貴重なお話を伺います。

善通寺観光交流センター（総会・講演会）
和食 左近（懇親会）

（総会・懇親会）

を使った
「抹茶ゼリー」。
ぜひ和風庭園を

［卒業生：岡 正樹（6期生 経営）
］

開催場所の地図は右記から
ご確認いただけます

結

受付時間 15：00

京都支部総会

亀屋重久

れ家的なバーとして、老若男女の憩いの

大阪観光局理事長 溝畑 宏氏

おります。また、この日に京都出張の方
や、観光にお越しの方もぜひご参加くだ

［卒業生：青木 久明
（7期生 経営）
］

プン。昼はゆっくり寛げるカフェ、夜は隠

記念講演

JR京都駅ビル1Fにも京小町北店・南店を

売しており、
こちらもおすすめです。

和の豪邸を改築して2019年4月にオー

10 周年祝賀会の開催にあたり、京都

は雪、抹茶色は松を表しており、小豆の
こし餡が入っています
（本店限定販売）。
出店。
ふやき煎餅「おむろ」
をメインで販

ry

お陰をもちまして2019 年、京都支部
この節目を記
が発足 10 年目を迎えます。
念しまして
「総会兼結成 10周年祝賀会」
を下記の日時・会場にて開催します。祝
賀会の前には、大阪観光局理事長・事
務局長の溝畑宏氏をお迎えしての講演
会も予定。京都の魅力や2025 年開催の

らかさが特色です。
２色の菓子で、
白色

じめ、
こだわりのサイドメニューも豊富で
tel.075-254- 8311

京都市中京区御射山町 260
東洞院六角東南角
ロイヤルプラザビル2Ｆ
営業時間 18:00〜23:30
定休日 日・第2・4月曜日
※祝日は営業

特に
「ヨーロピアンキーマカレー」が人
気。使用する水分が赤ワインのみという
手間のかかった逸品は〆に最適です。
ぜ
ひ食べに来てくださいね！
［卒業生：田代 耕祐
（17期生 文心）］
校友会会報│第90号│ 15

校友会WEBシステムのご案内

追手門学院大学校友会ホームページ
https://otemon.org/

追手門学院大学校友会

住所登録・変更

追手門学院メールマガジン
オール追手門の最新情報を
お伝えしていきます。

検索

校友会
「Facebook」

住所・電話番号・メールアドレスなど、
連絡先をご変更の際はこちらから

校友会の最新情報はココ

住所変更・改姓などをされる場合は、校友会ホームページ

のテレビ出演や新聞掲載などの詳細が紹介されています。定

の住所変更依頼フォームにご入力の上送信してください。
FAXや郵便でのご依頼も受け付けておりま

すので、
同ページ内の住所変更届
（PDF）
を
プリントアウトしたものにご記入の上事務
局までＦAＸまたは郵便でお送りください。

校友会の情報発信や大学の最新情報のほか、大学・校友に
関するメディア出演のお知らせをFacebookにアップ。関係者
期的なチェックと
「いいね！」
をお願いします。

校友会
「誰どこ何してるシステム」

90号

第

令和元年（2019年）9月1日
追手門学院大学 校友会
会長 林田 隆行

お店・会社を校友に宣伝
活躍する校友の検索もできる
校友が経営者・代表を務める、
または勤務するお店や会社・事務所などを幅
広く掲載しているシステムです。名前・卒業年度・学部・フリーワードのほか、
都道府県やジャンルからも検索できるので、
ご近所で活躍する校友を見つけ

宮本 輝氏と真銅副学長のスペシャル対談

校友大会

懇親会

ることも。掲載希望の方はこのページからシステムに投稿する
こともできます。
※
「誰どこ何してるシステム」
は投稿型のコンテンツです。
ご投稿の際には掲載にあたっての注意事項をご確認ください。

校友会
「出欠管理システム」

支部総会・クラブなどの各種同窓会
お申し込みは校友会ホームページから
各支部の同窓会をはじめ、学部・ゼミ・クラブ同窓会など、大学
校友会では様々な同窓会が開催されています。各種催しの参
加申し込みには、
ぜひ校友会ホームページをご利用ください。
「出欠管理システム」
のお申し込みフォームから応募できます。
※複数名でお申し込みの方は、
人数分のご入力をお願いします。
2019年ホームカミング・デー 校友

支部長・同窓会幹事の皆さまへ

同窓会の開催に便利な出欠管理システム
どなたでもお使いいただけます
校友会ホームページでは、各種催しなどのお申し込み管理に便利なWEBシス
テムを開発・導入しました。
ご利用を希望される方は、
校友会事務局までメール
にてお申し出ください。許諾の場合、折り返し利用願いを代表責任者に送信し
ます
（アドレス右記）
。
E-mail: koyuka@otemon.ac.jp

追手門学院大学 卒業アルバムサイト

卒業アルバムがデジタル版に

（第50期学部・第45期大学院）卒業生から卒業アルバムは
2018年度
デジタル版での配布となりました。以下特設サイトにてぜひ閲覧ください。

https://album.otemon.ac.jp/

次号の『校友会会報91号』は、2020年3月頃発刊予定です

新キャンパス誕生記念イベント

ホームカミング・デー開催報告
2019年度 校友会組織のご紹介
［ 校友会50年の歩み ］

記念事業

追手門学院大学 校友会 ［事務局］ 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20 追手門学院大阪城スクエア
（追手門学院大手前中・高等学校 本館6階）
TEL ： 06 - 6943 - 8400 FAX ： 06-6943-8401 URL ： https://otemon.org/ E-mail ： koyuka@otemon.ac.jp

