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追手門学院大学 校友会　［事務局］

ホームカミング・デーONLINE開催!
2020年度 校友会組織のご案内
校友会結成50周年記念式典・祝賀会のご案内

ホームカミング・デーONLINE

結成50周年記念式典・祝賀会

YouTubeによる配信型
11月1日（日）

 ［ MESSAGE ］
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このたび、追手門学院大学校友会会長を
拝命いたしました8期生（1977年）・経済学
部経営学科卒業の藤尾政弘（ふじおまさ
ひろ）と申します。甚だ微力でございます
が、校友会の発展と校友（卒業生）の皆さ
まの更なる活躍を願って全力で取り組む
所存でございますので林田前会長同様の
ご支援とご協力をお願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、世界中が未曽有の危機に直面していま
すが、校友会の活動においても、感染予防
を十分意識して活動に取り組みたいと考
えております。
　ご存知のとおり校友会は2021年、結成
50周年を迎えます。この節目に大役を務め

ることの光栄と責任を感じると同時に先人
が築きあげた歴史と魅力を継承し、皆さま
に母校愛を持っていただけるよう努めてま
いります。校友会の目的「会員相互の親睦
を深め、母校との関係を密にすると共に、
母校の発展に寄与する」とは、卒業生同士
が集い、お互いの活躍を認め敬い、そして
強く結びつくことだと思います。
　近年の母校の発展を卒業生の一人とし
て誇らしく思うとともに、われわれ卒業生も
自信と誇りをもって、それぞれの世界で活
躍することが母校のブランドを高めること
になります。
　今後ともより一層のご理解とご支援を
賜ります様お願い申し上げます。

藤尾 政弘
追手門学院大学 校友会会長

　2020年4月より追手門学院大学の学長
に就任することになりました、真銅正宏（し
んどうまさひろ）と申します。校友の皆さま
には、これまでも様々な場面でお世話にな
り、心より感謝いたしております。
　ここ数年本学は、大学創立50周年、学
院130周年、総持寺キャンパス開校と、さま
ざまな節目を迎え、記念行事を重ねてまい
りました。トップスピードで走りすぎたかも
しれません。その過程で、校友の皆さまに
は継続的に大きなご支援を頂戴し、本当に
ありがとうございます。
　皆さまの母校がこの後も輝き続けていく
ためには、ペースを整え、高等教育機関で
あることの原点に立ち返り、教育の質保証

を最重要課題として掲げながら、学生およ
び教職員が最適なスピードで走ることで、
最大の結果を出すことを考えなければなり
ません。
　学生が不断に成長する大学であるため
に、学長として「（1）Student First （2）ブ
ランド化 （3）笑顔づくり」という三つを教育
理念実現の合言葉としたいと思います。学
生が笑顔と自信をもって社会に船出し、さ
まざまな体験をし、成長し、時に立ち止ま
り、振り返る時、本学が、彼らを支え続ける
存在でありたいと思います。
　今後とも本学の教育について、ご理解
とご支援のほど、よろしくお願い申し上げ
ます。

真銅 正宏
追手門学院大学学長新型コロナ対策臨時基金に寄付と、

全学生・生徒・児童・園児にマスクを贈呈しました。

編集後記

7月4日（土）に開催された理事会において、新型コロナ対策臨時基金に１億円

の寄付と、マスクおよびマスクケースの贈呈が決定し、7月31日（金）には藤尾会

長から川原理事長・真銅学長に対し贈呈式が行われました。

今号はコロナで様 な々校友会イベントが中止になり、

縮小版として発刊することとなりました。校友会員、

特に会社や店舗を運営されている会員の皆さまは、

大変な時期を頑張っておられるかとお察しいたしま

す。微力ですが会報でもお店紹介などサポートさせて

いただきますので、校友会一丸となってコロナを乗り

越えていきましょう！ ［ 田中 裕美子（10期生 経営） ］

今年度のホームカミング・デーは、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、オンラインによる配信となります。
臨場感ある映像をお届けいたします。パソコンやタブレット、スマホからのご参加をお待ちしております。

校友会は、1971年(昭和46年)5月30日（日）に結成し、2021年(令和3年)5月30日（日）に結成
50周年を迎え、半世紀を歩んできた同窓会組織です。50年を振り返り、改めまして再認識を
していただく絶好の機会と捉えていますので、皆さまぜひご参加ください。

TOPICS

※開始時間や詳細は、後日ホームページやLINEで
　アナウンスいたします。

● 思い出の町（街・まち） ─ いばらき ─
● 周年事業
● 同窓会支援（還暦・古希、OB連活動）
● 支部長インタビューのリレー配信
● 学生支援（現役学生とのコラボ企画）
※上記企画は予定であり、変更となる場合もあります。

［ 内 容 ］ 会長挨拶（新会長お披露目）・
　　　　 事業報告（2019年度）・支部長インタビュー

リーガロイヤルホテル 「光琳の間」

詳細は次号（3月発刊予定）でご案内いたします。

［ 時 間 ］12：00～15：00
5月30日（日）
2021年開

催
日
時

開
催
場
所

会費3,000円（ご家族1,000円）
※着席スタイル（申し込み制）
※12歳以下無料

随 時 配 信
校友大会

［ 内 容 ］ 祝賀会で上演するムービーの一部を予告配信
　　　　 当日のご案内（会報縮刷版発行による配布案内）
　　　　 今後の記念行事予定
　　　　 （墓参・新聞掲載・植樹・記念誌発行・グッズ製作など）

50周年記念式典
祝賀会のご案内

［ 内 容 ］ 現在の旧校舎・新校舎・明徳塾・
　　　　 新施設・グラウンドの変遷等を映像で学内散策

※写真は2016年に同会場で行われた大学創立50周年記念祝賀会の様子です

学内散策・施設紹介

1

2

3

● 天野先生墓参会の開催［2020年12月13日（日）］
● 日本経済新聞に会長と学長の対談掲載［2021年3月17日（水）］

● 記念植樹
● 記念グッズの作成

［ 司 会 ］
山口 冨士夫氏（17期生 経経） フリーアナウンサー
濱田 英里氏（46期生 心心） 女優

記念式典
［ 時 間 ］12：00～12：45

［ 時 間 ］13：00～15：00

［ ご出席予定者 ］
円 広志氏（7期生 経営） タレント・シンガーソングイター
ヤナギブソン氏（29期生 文社） タレント

祝賀会

開催
日程

開催
方式

今年は

で開催！

第
1
部

第
2
部

学祭との同日開催

2020年度

https://youtu.be/f0at6CcrOCM

こちらから
アクセス
できます！

その他に予定している
記念事業

2020年4月1日就任

2020年4月1日就任



任期満了により役員改選が行われ、新会長に藤尾政弘（8期生）と副会長5名、常任理事8名・理事20名・評議員66名・監事3名・相談役5名が就任しました。

新執行部は、2021年の校友会結成50周年記念事業を成功裏に終えるように、幅広い活動を行っていきますので、今後ともご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

幹事長

生川 紳一郎
（6期生 経営）

吉田 浩幸
（6期生 文社）

官浪 伸次
（9期生 経経）

玉井 史郎
（22期生 経営）

辻村 龍彦（1期生 経経）
大橋 陽一（2期生 経経）
能口 元良（4期生 経経）

関 謙二（1期生 経経）／鶴 毅
（1期生 経経）／平野 昌雄（1期生 経経）／
林田 隆行（2期生 文社）／永井 秀明（5期生 
経営）

監　　事 相談役 野出 靖宏（14期生 経経）

髙本 優一（22期生 経経）
山元 隆広（41期生 営営）

事務局長

岡 正樹（6期生 経営）京 都
岩﨑 陽一（6期生 文東）九 州

木村 力造（9期生 文社）東 京
山下 直也（11期生 経経）和歌山
神崎 義光（11期生 経経）沖 縄

髙井 郁子（9期生 文心）東 海
官浪 伸次（9期生 経経）兵 庫
河越 邦夫（7期生 経営）石 川

近藤 眞弘（9期生 経営）滋 賀

楊 軒（39期生 経国経）CHINA

筒井 弘祐（6期生 経営）中 国
改正 大祐（30期生 営営）奈 良
中川 純（21期生 文社）四 国
美馬 包治（11期生 経経）徳 島

局　　員

岡 正樹（6期生 経営）／竹下 満（7期生 
文東）／佐野 裕英（8期生 文社）／木
村 力造（9期生 文社）／大槻 育宏（24
期生 文心）

支
部
長

事
務
局

所属委員会
未定者

校友会新役員の就任2020年度

吉田 浩幸 （6期生 文社）

● 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 官浪 伸次（9期生 経経）

林田 隆行（2期生 文社）／前田 順一（3期生 経経）
生川 紳一郎（6期生 経営）／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）

副委員長

辻村 龍彦（1期生 経経）／大橋 陽一（2期生 経経）
森 嘉一（7期生 経経）／藻川 芳彦（8期生 文社）
年志編纂

委　　員周年事業
委員会

副会長 副会長 副会長 副会長 副会長

野出 靖宏 （14期生 経経）

● 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 藻川 芳彦（8期生 文社）

大橋 陽一（2期生 経経）／能口 元良（4期生 経経）
近藤 眞弘（9期生 経営）／髙谷 昌平（14期生 文東）／嶋谷 優香（15期生 経営）
礒田 博史（23期生 経経）

副委員長

委　　員総務
委員会

松下 忠昭 （19期生 経営）

● 常設委員会として

  ホームカミング・デーの企画と開催

委員長 辻 秀樹（19期生 経営）／辻村 健悟（36期生 営国）

永井 秀明（5期生 経営）／木村 眞琴（6期生 経経）
武藤 昇（8期生 経経）／岡本 安明（10期生 経営）／大平 卓（11期生 経経）
小林 嘉彦（22期生 文社）／松尾 駿（44期生 社社）

副委員長

委　　員HCD※実行
委員会

※ホームカミング・デー

会長代理

前田 順一
（3期生 経経）

会　長

藤尾 政弘
（8期生 経営）

● 総務委員会
● 財務委員会
● 周年事業委員会

● 広報委員会
● 企画事業委員会
● 支部支援委員会

● 同窓会支援委員会
● HCD実行委員会
● 学生支援委員会

西川 利治 （18期生 文東）

● 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

委員長 越智 文章（19期生 経経）／廣瀬 育弘（30期生 営営）

林田 隆行（2期生 文社）／古橋 忠男（7期生 経営）
森本 晃平（19期生 経営）

副委員長

委　　員財務
委員会

押川 新一 （14期生 文英）

● 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

委員長 藤田 真由（27期生 文社）／三原 ナミ（27期生 文社）

久保 圭子（9期生 文英）／荒木 慎吾（18期生 文英）
手塚 大輔（24期生 文心）／樽谷 隆弘（28期生 経営）／矢田 芳明（28期生 経営）
山本 雄介（29期生 経経）／船本 洋（43期生 経経）／田中 智明（45期生 営マ）
大西 惇（50期生 心心）／北村 志保（50期生 営営）／前岡 佳樹（50期生 国国）

副委員長

委　　員学生支援
委員会

田中 克茂 （30期生 営営）

● 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

委員長 大坂 幸司（13期生 文東）／井上 誠一（17期生 経経）

井上 貞彦（1期生 経経）／上田 静生（4期生 経経）
蟻柴 潤一（5期生 文社）／坂井 宏嗣（18期生 経営）／篠矢 裕己（14期生 経経）
平尾 昌之（19期生 経営）／辰巳 佳子（20期生 経経）／影井 涼（50期生 営マ）

副委員長

委　　員企画事業
委員会

林元 光広 （21期生 文心）

● 既存支部活性化の支援と

  新支部創設への取り組み
● 海外支部設立への取り組み

委員長 中島 正悟（19期生 経営）／磯浦 由佳（38期生 営国）
飛田 優衣（42期生 営営）

藤本 英治（5期生 文社）／清水 弘美（6期生 文東）
石原 力（7期生 経営）／杦岡 俊彦（9期生 文心）／戸田 雄士（12期生 経営）
大塚 高司（20期生 経営）／辻本 俊郎（21期生 文東）／瀧川 照章（27期生 文心）
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）

副委員長

委　　員支部支援
委員会

畠山 香二 （14期生 経営）

● 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

委員長 廣保 幸二（14期生 経経）副委員長

同窓会支援
委員会

田中 裕美子 （10期生 経営）

● 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

委員長 山口 陽子（12期生 経経）／福田 吉男（33期生 文ア）

辻村 龍彦（1期生 経経）／山口 人士（6期生 経経）
小川 和人（10期生 文社）／泉谷 徹（11期生 経経）／田村 誠治（26期生 経営）
鳥越 崇文（26期生 文心）／矢島 秀和（34期生 文ア）

副委員長

委　　員広報
委員会

足立 聖輝（3期生 経経）／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）／美濃岡 伸也（7期生 経営）
森 嘉一（7期生 経経）／小林 武則（11期生 経経）／福益 栄一（11期生 経営）
荒木 宏信（12期生 文英）／鷲尾 奈保子（14期生 文英）／上田 高義（21期生 経営）
瀧野 博史（21期生 経経）／秋吉 崇仁（32期生 経経）

委　　員


