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大学創立50周年記念
大学校友会総会

卒業生が大学に大集合！
あの日の仲間に会いに行こう。

ホームカミング・デー開催！
！
●追手門学院大学の同窓会

（中国支部総会）
蒜山高原校地見学とワイン＆ぶどう狩りを楽しもう！
ひ る ぜ ん

●開催した支部総会・同窓会のご報告
発行：追手門学院大学校友会 〒567-8502 大阪府茨木市西安威2丁目1番15号

●校友会WEBシステム
TEL. 072-643-6135

FAX. 072-643-6099

http://www.otemon.org/

大学創立50周年記念 大学校友会総会

日時

2016年 11月6日［日］

●校友会総会（11：00〜12：00） ●懇親会（12：30〜14：00）

●学部同窓会（14：15〜15：15） ●クラブ同窓会（15：30〜16：30 ）

駐車場に限りがありますので、できるだけスクールバスをご利用ください。

50周年記念事業の締めくくり。安威の丘で皆さまのお帰りをお待ちしています
大学創立50周年の節目にあたる本年、多くの記念行事を行ってきましたが、
その締めくくりがホームカミング・デーです。今年も校
友会総会に引き続き、
懇親会、
大同窓会と3部構成で開催いたします。祝賀会に参加いただけなかった校友会会員の皆さまも、
ぜ
ひご参加いただいて、
ともに母校の50周年を祝いましょう
！ 今年も安威の丘で、青春のひとときを思い起こし、同窓生の絆を再確
認しましょう。皆さまのお帰りをお待ちしています。
経済学部

追手門学院大学
学部長・機構長から
校友への
メッセージ

社会学部

経営学部

地域創造学部

森島 覚 学部長

原田 章 学部長

安村 克己 学部長

変わった！変わった！
経済学部が変わった！
１学科４００人５コース
４プログラム。
ぜひ一度来て下さい！

経営学部は20周年を
超えますます元気に進
んでいます。当日は多く
の教員で卒業生皆さま
のお越しをお待ちいたし
ております。

新設の地域創造学部
は、皆さまのような、愛校
心に溢れる学生を育む
べく努めています。校友
会の皆さまの多大なご
指導をお願いします。

心理学部

国際教養学部

基盤教育機構

小畑 力人 学部長

浦 光博 学部長

淺野 純一 学部長

梅村 修 機構長

追手門の社会学は大
学創立と共に歩み、学
部として10年です。今
年、学部規模も大きくな
り、新しい教育プログラ
ムが始まりました。

心理学部の発展は止ま
りません。来年度には博
士後期課程の設置が
予定されています。飛躍
し続ける心理学部をぜ
ひ見に来て下さい。

両学科とも名称変更を
機に、
より細やかで充実
した教育を行います。後
輩たちの頑張りぶりを見
に、
いちど戻って来てくだ
さい。

基盤教育機構は、
2013
年に発足した新しい共
通教育の組織です。同
窓会では、元気な在校
生との出会いの場をご
用意いたします。

お申し込み
方法

会報同封のハガキ、
または校友会ホームページにて10月20日
（木）
までにご出欠をお知らせください。

●追手門学院大学校友会ホームページ│http://otemon.org/ 追手門学院大学校友会

検索
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追手門学院大学卒業生の皆さまへ

同窓会を楽しもう
！

全国９支部で開催されている同窓会は、地元の会員だけではなく、支部を超えての参加も可能です

皆さまの
地元の支部で
開催
しています

様々な同窓会に出席して、校友会の絆を全国に広げていきましょう

中国支部総会

蒜山高原校地見学と
ワイン＆ぶどう狩りを楽しもう！
ひるぜん

2016年の中国支部総会は、岡山県真庭市蒜山高原で開催します。蒜山には学院の校地があり、
そこで良
質の山ぶどうが栽培されています。今回は校地見学会と、
ぶどう狩りやジンギスカン料理による懇親会を企
画。いつもとは趣向を変えて緑豊かな自然の中で、蒜山高原を満喫する総会となっています。
広く中国地方からご参加いただけるように、集合場所を、岡山・出雲・米子・真庭市・現地の5カ所に設定しま
した。
この機会に多くの方のご参加をお待ちしております。
開催日

2016年10月8日（土）

JR出雲市駅

S C H E D U L E
9 : 45 ▶ JR米子駅 出発
10 : 00 ▶ 真庭市役所 出発
10 : 30 ▶ 校地見学・ぶどう狩り
12 : 00 ▶ 国民休暇村
（講演と支部総会）
13 : 00 ▶ 懇親会
（ジンギスカン料理）
16 : 00 ▶ 現地解散・帰りのバス出発
18 : 00 ▶ JR出雲市駅・JR岡山駅 解散

集合場所・時間

8 : 30 ▶ JR出雲市駅・JR岡山駅 出発

6,000円 ※校友会会員とご家族御友人同伴大歓迎！

会費

JR岡山駅

8 ： 30出発／
バスターミナル
（北口出てすぐ）

8 ： 30出発／
西口バスターミナル
（27番・28番付近）

JR米子駅 真庭市役所 蒜山ワイナリー 10 ： 30集合

9 ： 45出発／
バスターミナル

10 ： 00出発／
真庭市役所前

［ お問い合わせ／0867-66-4424 ］

※カーナビで電話番号検索されると旧工場を案内する場合があります（2010年4月
移転）。隣のお店ウッドパオさん0867-66-4655を目安にお越しください。

まもなくお申し込み締め切り！［ お申し込み締め切り／2016年9月20日（火）］
下記ホームページよりお申し込みください

●追手門学院大学校友会HP│ http://otemon.org/ 追手門学院大学校友会 検索
イベントについての詳細は、校友会ホームページまたは下記連絡先までお問い合わせください。
［ 追手門学院大学校友会事務局 ］▶ 072-643-6135
（ 平日 9 :15～11：45／12：45～17：00）
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追手門学院大学卒業生の皆さまへ

！
同窓会を楽しもう

● 開催予定の同窓会

（校友会の皆さまは、下記すべての同窓会に参加することができます）

周年で盛り上がった年の締めくくりを東京で実施します
東京
支部総会

今年の締めくくりの支部総会は、東京駅八重

日時

2016年11月12日
（土）／16：00

洲北口2F
［北町ダイニング］
内の「THE OLD

会費

4,000円

STATION」で開催。ガンバ大阪元社長の

集合場所

金森喜久男教授の講演会も併催予定です。

応募締め切り

▼お申し込み

THE OLD STATION
2016年10月21日
（金）
まで

支部総会および懇親会を開催、斉藤一誠教授のミニ講義も併催します
四国
支部総会

会場は瀬戸大橋のたもとで四国・本州いず

日時

れからも利便性が高く、
自家用車でのご来

会費

場もOK。総会、
ミニ講義のみでも可です。
一人でも多く参加をお待ちしています。

集合場所
応募締め切り

▼お申し込み

2016年11月27日
（日）／15：00
5,400円
ホテルサンルート瀬戸大橋
2016年11月7日
（月）
まで

この時期だけの琵琶湖の紅葉は絶景です
滋賀支部
琵琶湖
クルーズ

琵琶湖の美しい紅葉の時期に、
クルーズと

日時

2016年11月13日
（日）／9：30

お食事を楽しんでいただきたいと滋賀支部

会費

5,000円（小人別途）

で企画。支部会員だけではなく、卒業生の

集合場所

皆さまやご家族の同伴も歓迎します。

応募締め切り

▼お申し込み

JR石山駅改札口
2016年10月2日
（日）
まで

よい年の始まりは、仲間との触れ合いから
滋賀支部
新年会

来春、追手門学院大学の仲間と触れ合う

日時

2017年1月28日
（土）／時間未定

ことでよい年のスタートに。一年の豊富を語

会費

5,000円

り合い、新年を祝いましょう。お誘い合わせ

集合場所

のうえ、
ぜひご参加ください。

応募締め切り

▼お申し込み

グランドデュークホテル（JR彦根駅西口 徒歩3分）
2016年12月11日
（日）
まで

50周年記念「追手門学院大学校友会」ゴルフコンペを開催！
日程

2016年11月19日
（土）

開催場所

能勢カントリークラブ 兵庫県川西市畦野字長尾1-3

※詳細は大学校友会ホームページからご案内の予定です。電話またはWEBからお申し込みください。

お申し込み
方法

各イベント右下に記載のQRコードよりお申し込みいただけます。
イベントについての詳細は、校友会HPまたは下記連絡先までお問い合わせください。
［ 校友会ホームページ ］
▶http://otemon.org/ ［ 追手門学院大学校友会事務局 ］
▶072-643-6135
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開催した支部総会・
同窓会のご報告

全国の各支部で総会のほか、親睦会、各種行事が活発に行われています。
なお、校友会のホームページにより詳しい報告を掲載しています。

追手門学院大学50周年記念祝賀会
2016年7月2日
（土）、
リー
ガロイヤルホテルにおいて

50周年記念祝賀会終了
後に男女34名で開催。当

校友会と大学との共催で
標記を開催。当日は晴天
に恵まれ、400名を超える

時キャピキャピだったお譲
様は素 敵なご夫 人に、ス
マートだった男子学生は恰

卒業生の方にご参加いた
だき、母校の記念すべき節目を盛大に祝うとともに、思い出を
語り合い、旧交を温めました。
（校友会会長 林田 隆行）

幅のある紳士に変身。約
40年ぶりに会う同級生の変化とともに、名前を思い出せな
い時間の経過に感慨深い思いにふけりました。
（喜多 博）

沖縄支部総会

東京支部の集い

5月14日
（土）、
ダイワロイ
ヤルネットホテル那覇国際
通りにて開催。胸永等常
務理事から一部キャンパス
移転など大学改革の進行
状況を説明いただいたり、
支部の活性化施策について話し合ったりしました。総会後の
懇親会には全員参加しました。

東京恒例の女子ラグビー
部応援。今年は6月秩父宮
ラグビー場で開 催された
「太陽生命ウィメンズセブ
ンズシリーズ2016東京大
会」へ。チームの応援を第
一としながらも、東京支部会員の輪を広げていくことも目的と
し、来年以降も継続していきたいと思います。
（島田 朗仁）

九州支部総会

和歌山支部総会

50周年記念合同講演会・
合同懇親会＆第24回九州
支部総会in鹿児島を開催し

7月16日
（土）、九度山・真
田ミュージアム見学の後、
高野山・赤松院にて本堂

ました。高島鞆之助先生の
生誕地を訪問した後、支部
総会、講演会を実施。懇親
会では坂井学長、川原理事長とともにオール追手門での会

見学、住職講話、総会、昼
食会を開催。学院関係者、
校友会役員、役員の奥様、
支部会員の総勢27名で参加いただきました。
これを機にさら
なる支部活動の充実を願っています。
（山下 直也）

食・懇談し、
最後は学院歌で締め括りました。
（岩崎 陽一）

滋賀支部総会

8月6日
（土）
、
京染会館にて

ドデュークホテルにて、30
名近い方々の出席のもと、
支部総会および懇親会を
開催しました。元ガンバ大

講演会および総会を開催。
講演会ではMBS『ちちんぷ
いぷい』
でお馴染みの石田
英司大学客員教授を講師

り、今後も継続できるように努めて参ります。
（近藤 眞弘）

東海支部総会
│校友会会報│第82号

京都支部総会

7月23日
（土）、彦根グラン

阪 社 長の金 森 喜 久 男 教
授の意義深い講演会も併せて実施。和気あいあいの会とな
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還暦同窓会

にお迎えしました。総会の後
は会場を移した後に懇親会を行い、
役員スタッフの皆さまを中心
にさらなる親睦を深めることができました。
（矢島 秀和）

東海支部の総会・記念講演会および懇親会を津市にて開催。講演会では国際教養学部の真銅
正宏教授に
「三重・岐阜・愛知の風土と文学」
をテーマにご講演いただきました。
（高井 郁子）

校友会WEBシステムのご案内

追手門学院大学卒業生の皆さまへ

●追手門学院大学校友会ホームページ
http://otemon.org/

校友会メールマガジン
オール追手門の最新情報を

追手門学院大学校友会

検索

お伝えして行きます。

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、
クラブのOB・OG同窓会、
ゼミ同
窓会、各学年・学部の同窓会など、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、
お手数をおかけしますが人数分のご入
力をお願いします。

支部長・同窓会幹事の皆さまへ
校友会ホームページでは、上記催しなどの出欠管理に
便利なWEBシステムを開発・導入しました。利用を希望
される方は、校友会事務局までPC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
（アドレス下記）
。

E-mail info@ogu-koyukai.com

校友会「誰どこ何してるシステム」

校友会「Facebook」

校友会の最新情報はココ
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。定期的なチェックと、
「いいね！」
をお願
いします。

校友会
「投票・アンケート
収集システム」

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、
フリーワードで検索できるほか、都道府県やジャ
ンルからも探せる充実の検索システムも付いており、
ご近所
で活躍する校友を見つけることも。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。

コンテストやアンケート収集に対応したシステムを利用できます。
校友会ではアンケート収集のほか、
ロゴマーク・ゆるキャラといったコンテストなどで投票受付や収集・集
計ができる
「投票・アンケート収集システム」
を開発・導入しています。今後イベント企画などで必要な際
は事務局までお申し込みください。
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