追手門学院大学校友会ホームページ

https://otemon.org/

■ 住所登録・変更

■ 出欠管理システム

住所変更・改姓などをされる場合は、校友会HPの住所変更依頼フォームにご
FAXや郵便での依頼も受け付けております。
入力の上送信してください。

各支部の同窓会をはじめ、学部・ゼミ・クラブ同窓会など、各種催しの参加申し
込みにご利用いただけます。

■ Facebook

■ 追手門学院大学 卒業アルバムサイト

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
出演のお知らせをアップしています。

（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
2018年度
ル版での配布となりました。
https://album.otemon.ac.jp/

■ 卒業生投稿コーナー

NEW

追手門学院メールマガジン

ご自身の近況をはじめ、勤務するお店や会社の情報、
同窓会企画など、様々な
ことを投稿できるシステムです
（事前登録制）。

オール追手門の最新情報をお伝えしていきます。

LINE公式アカウントはじめました！ 皆さまぜひ登録してください！

所属されていた部活
や団体、お住まいの
地 域に合 わせた情
報が配信されますの
で、
ぜひプロフィール
をご登録ください！

STEP 1

STEP 2

STEP 3

友だちを追加

友だち登録
完了

プロフィール
登録・更新

友だち登録が完了
すると、
校友会LINE
からメッセージが
届きます。
メッセージ内にある
「 プ ロフィー ル 登
録はこちら」のURL
や、下部のボタンか
らプロフィールの
登録が可能です。

校 友 会 L I N E への
権 限を許 可して、
プロフィール情報
を入力・登録してく
ださい。
プロフィールは後
から変 更・更 新す
ることも可能です。

下のバーコードを
使用もしくは、
「友
だち追 加 」画 面で
L I N E I D を検索し
て、校友会の L I N E
アカウントを友だち
追加してください。

@otemon

We Are One
〜 心をひとつに 〜

94号

第

令和3年（2021年）9月1日
追手門学院大学 校友会
会長 藤尾 政弘

あなたもお友達も
QUOカードPayが
もらえる！

紹介者にはご登録されたお友達人数分のQUOカードPayを贈呈！

卒業⽣お友達紹介キャンペーン
3

校友会 LINE 公式アカウ
ントを友だち追加＆プロ
フィール登録。

メッセージに記載されて
いるURLから応募ページ
に移動し、紹介文面をご
確認の上、追手門学院
大学卒業生の友だちを
選択して送信。

お友達があなたがシェア
したリンクからLINE公式
アカウントを友だち追加
しプロフィール登録する
と応募完了です。

※キャンペーンへのご参加
にはプロフィール登録が
必要です。

！
む！
近況求

2021年9月15日（水）8:00〜
2021年11月14日（日）23:59

注意事項

2

応募期間

応募方法

1

※左記応募方法以外の方法でご紹介いただいた方は本キャンペーンの対象となりませ
ん。※追手門学院大学の卒業生、在学生、卒業生在学生の保護者さまに応募資格がご
ざいます。※QUOカードPayの進呈をもって発表にかえさせていただきます。※QUO
カードPayの進呈は冬頃にLINEメッセージで送信します
（前後する可能性があります）。
※先着枠の残り状況、
友だちの登録状況に関するお問い合わせにはお答えできません。

QUOカードPayの進呈は先着100名で終了となります。

皆さまのご活躍されている様子を教えてください！

追手門学院大学の卒業生の多くが日本各地でご活躍されている中、校友会が把握できているのはその一部でしか
ありません。卒業後お引っ越しされた方、起業された方、
その他どんなことでも構いません。
ぜひ皆さまの近況を下
記連絡先までお知らせください。
※ご連絡いただける際はお名前・学部学科・卒業年も併せて
お教えいただけますようお願いいたします。
※お送りいただいた個人情報は法令に基づいて厳重に管理
し、卒業生が関係する事業以外には使用いたしません。

QUOカード
Pay500円分を
先着100名様に
プレゼント！

追手門学院大学校友会 事務局
Tel. 06-6943-8400
E-mail. ogu.koyukai@otemon.ac.jp

編集後記
コロナによる影響で落ち着
かない日々が続いており、校友
会結成50周年記念式典・祝賀
（土）
に延
会は来年の5月28日
期となりました。他にも延期・中
止となった行事もありますが、
来年こそは多くの行事が開催
されること、皆さまにお会いで
きることを願っています。
［横山 智哉
（51期生 国国）］

次号の『校友会会報95号』
は、2022年3月頃発刊予定です

※校友会会報の制作に携わる広報委員会のメンバー
（撮影時のみマスクを外しています）

今年はリアルタイム配信も実施！

ホームカミング・デーONLINE開催
校友会の過去イベントを振り返る
同窓会気分で通いたい

卒業生のお店紹介

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：ogu.koyukai@otemon.ac.jp

2021年度

ホームカミング・デー

ONLINE

今年は
リアルタイム
配信も実施！

追手門学院大学校友会

過去 イベント を
振り返る
Looking back on the
past events

Welcome Home!

多彩な事業・イベントを通じて母校の発展を後押しするとともに、

おかえりなさい！ ようこそ、追手門学院大学校友会ホームカミング・デーへ。

会員間の親睦を深めてきた校友会。
コロナ禍で活動ができないなか、
きたるアフターコロナに
思いを馳せながら、
これまでのおもな取り組みを振り返ります。

本来ならば卒業生の皆さまをキャンパスにお迎えし、
懐かしい仲間との再会と、交流・親睦を深めていただくホームカミング・デーですが、
今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、大学内での開催を中止することとなりました。
キャンパスにお越しいただく代わりに、
特設WEBサイトをご用意いたしましたので、
各動画コンテンツをぜひご覧いただき、
お楽しみくださいませ。
EVENT

学祭との
同日開催

開催
日時

10月31日（日）

［配信時間］11:00

12:30

開催
方式

による配信型
※詳細は、後日ホームページやLINEでご案内いたします。
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国際交流日帰りバスツアー

校友会では、留学生との国際交流を目的とした
「国際交流日帰りバスツ
アー」
を開催してきました。
2014年には京都・東映太秦映画村と比叡山延暦
寺、
宇治の平等院を見学し、
2015年は和歌山城見学とアドベンチャーワール

■ プログラム
■

ご挨拶

・藤尾 政弘氏／追手門学院大学校友会 会長
・真銅 正宏氏／追手門学院大学 学長
■

記念植樹セレモニー

・モニュメント発起人のご挨拶
・製作者 絹谷 幸太氏へのインタビュー

ド、
2016年には岡山県の蒜山高原にて校地見学と蒜山高原ワイナリーでジン

■ ナビゲーター
■

ギスカン料理を堪能。
2017年には東大寺大仏殿見学と橿原神宮内拝殿を特

事業報告

別参拝、
2018年には播州のちくわ作り体験と姫路城見学、
2019年には近江

・決算報告
・各支部長による支部紹介
■

八幡めぐりなど、
留学生と日本人学生、
教職員、
校友会会員が一体となって日
本文化を学び、
豊かな自然の魅力に触れてきました。
コロナ禍の2020年以降

校友会50周年記念式典・祝賀会のご案内

・式典・祝賀会の案内動画の上映
・円 広志氏
（7期生 経営）
からのコメント

は開催できていませんが、
来年は留学生との交流を図りたいと思います。

山口 富士夫氏
（17期生 経経）
フリーアナウンサー

（9期生 経経）
］
［官浪 伸次

濱田 英里氏

（46期生 心心）
女優

EVENT
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学生表彰式・懇親会

優秀な個人及び団体への学生
1年間活躍した学生・大学院生の中で、
表彰式を毎年12月に実施。昨年度はコロナ禍で開催できませんでしたが、
今までに1部リーグに昇格した硬式野球部や2部Aに昇格したサッカー部・
陸上競技部・チアリーダー部、
川端康成記念館の案内を韓国語に翻訳し
茨木市から表彰されたグループ、
さらには皆さんが良く知る？猛暑下でも
ひたむきに
［おうてもん君］
の役で奮励した学生たちの表彰を通じて、地域

ホームカミング・デー
ONLINEはこちらから！

社会や世界で活躍し、追大の名を世に広めていただいた学生や団体の功
績を讃えてきました。大勢の前で祝福されたことを自信に、
さらなる飛躍を
［生川 紳一郎
（6期生 経営）
］

遂げてもらうために、
これからも継続していきます。

https://otemon.org/hcd_2021

2
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EVENT
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EVENT
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大川さくらクルーズ

阿波踊りツアー

追手門学院大学校友会主催の大川さくらクルーズは2016年大学50周

阿波踊りは、
ちょうどお盆の真っ最中にあり、
桟敷席の中央前列で見られ

年記念行事として開催され、第4回は学院創立130周年祝賀前の旗揚げと

初めて見
るのは、
滅多にないチャンスでした。
2017年に実施したツアーでは、

して2018年4月7日
（土）
に、大学校友会と校友会山桜会との初めての共催

る桟敷席からの阿波踊りは、
迫力満点の感動体験でした。
誰でも一度や二度

事業として実施いたしました。
当日はあいにく朝から雨模様でしたが、
出港

は見たことのある阿波踊りですが、本場の踊りを生で、
しかも桟敷席で見る

前に雨が上がる幸運にも恵まれました。大川沿いの桜はまだまだ見頃の時

と、
もうそれはまったくの別物！ 行こうと思えば手軽に行ける距離なのに、
どう

期。
やや寒さが気になったものの、美しい夜桜をちょっとした遠足気分で楽

して今まで来なかったのか…少し損した気分になったくらいです。
ツアーに

しむことができました。参加者は140名。2艇に乗船してのクルーズでした。

は、
皆さんご家族連れで参加されていて、
普段お話しする機会のない会員の

インバウント需要が旺盛だったさなか、本来団体では参加できないところ、

ご家族や教授、
准教授の方ともお話しさせていただくなど、
とても有意義な時

1期生・一本松汽船株式会社様のご好意により無事に実施できました。

［生川 紳一郎
（6期生 経営）
］

間を過ごしました。
コロナが落ち着いたら、
ぜひまた参加したいと思います。

EVENT
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EVENT
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天野利武先生の墓参会

（日）箕面市「勝尾寺」
にて、追手門学院大学を開学に
2020年12月13日

［吉田 浩幸（ 6 期生 文社）］

我々10期生は、大学50周年の年に還暦を迎えました。
そのパーティーの

会は、2021年に大学校友会が結成50周年を迎えるにあたり、記念事業の

長らく会っていなかったお互いの時間を埋めるように、仕事や家族、趣味

一環として実施。
また、
ご命日が12月15日で40回忌にあたる年でもありまし

の話に花が咲いたり、学生時代の思い出を語り合ったり、一瞬で学生時代

た。
当日の勝尾寺は風も強く、前日までの暖冬から一変し、本格的な寒さを

にタイムスリップしたかのような楽しい時間を過ごしました。
それ以来5年、

感じられましたが、参拝された方々は天野先生への感謝と思い出を共有。

還暦同窓会がきっかけでまた昔のように集まっています。還暦という年齢

学院からは上森常務理事をはじめ関係者の皆さまにご参加いただきまし

は、子育ても落ち着いた年齢。少しは自分のために使える時間もできる年

た。墓前にコロナ禍で奮闘する学生たちの様子をご報告すると同時に、校

齢でもあります。
この還暦同窓会は、再会のとてもいい機会になったと思い

友会のさらなる発展を見守っていただきたいとの思いを込めました。

［川村（谷）誠子（ 10 期生 文社）］

ます。
次の古希同窓会まであと5年。
楽しみに待ちたいと思います。

EVENT
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ゴルフコンペ

暑気払い

年号が平成から令和になった年の8月24日
（土）
に、恒例の
「暑気払い」

の先輩をはじめ校友54人が参加されました。表彰式は和気あいあい、上手

が追手門学院の近くにあるKKRホテルで開催されました。大阪城が正面に

い下手は関係なし、景品は多くの方からのご提供があり、
すべての方にお

見えるお部屋で、総勢34名が賑やかな時間を過ごすことができました。
「暑

持ち帰りいただきました。仕事やプライベートでゴルフをされる方は多いと

気払い」
とは体に溜まった暑さを食べ物によって払いのけるという意味だそ

思います。
ゴルフ倶楽部の月例に一人で参加する感じで、
このコンペにもエ

うです。
その言葉通り、校友会会員の方々のパワーで、楽しく飲んで、楽しく

ントリーしてみてください。皆さん校友であり、組み合わせも配慮してもらえ

食べて、楽しくお話しして、笑って、本当に愉快なひとときを持てたことを覚

ますので、現役時代の話で盛り上がるはずです！ いずれは卒業生だけでは

えております。会の最後には林田会長のもと
「we are one」
の合言葉で記

なく、大学に携わったすべての方々が集うコンペに。
そして将来は、
山桜会

念写真を撮り、盛り上がり、
ひとつになることができました。1日も早くコロナ

とともにALL追手門コンペをゴルフ場貸切で開催できれば最高ですね。

│校友会会報│第94号

第10期

後に還暦同窓会を開き、卒業以来会っていなかった同期と再会。
当日は、

コンペには1期生
2019年6月に開催された校友会ゴルフコンペに参戦。

4

還暦同窓会

導かれた初代学長・天野利武先生の墓参会を実施しました。今回の墓参

EVENT
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［田中 裕美子（ 10 期生 経営）］

［小林 武則（ 11 期生 経経）］

が収まって元の生活に戻れることを願っております。

［山口 陽子（ 12 期生 経経）］

校友会会報│第94号│
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一度来ればリピーターに

季ごころ 廣
本元（森）明美

（50期生 経経）

な雰囲気が漂う居酒屋です。一度来
店いただくとその後何度も通ってくだ
さる、
リピーターのお客様が多いことも
兵庫県川西市多田桜木2-10-37
来田ビル1F
072-776-5959
営 17:30～24:30
休 年中無休

皆さまに口福をお届けしたい
阪急茨木市駅から徒歩３分。美味
しいものが食べたいときにお越しいた

特徴です。
メニューの種類はとても豊
富で、
お造りや牛ステーキなどの幅広

タイ食堂 みうら屋
松上 則彦

（10期生 経営）

い料理と、多彩なバエリエーションの

日本人に合うタイ料理のお店

お酒を取り揃えてお待ちしております。

居酒屋 ちょくちょく

だける店になりたいと日々、試行錯誤

井上 直

しています。
コロナ禍の今は、
お持ち帰

（34期生 経経）

りや席数を減らしての営業。
お客様に
ご協力いただき何とか過ごしておりま

大阪市北区角田町9-25
新梅田食道街 1F
06-6315-9441
営 11:00〜23:00
休 年中無休

す。不自由な状況ですが、皆さまに口
福をお届けできるよう頑張って参りま
す。
どうぞお越しの際は、追手門の卒

ネパールの味を再現したスパイス

るタイ料理屋。2000 年頃からタイに2

創作料理や週替わりのカレーをご提

カ月に1回、
ゴルフに行くようになった

供。添加物にも気を配ったオリジナル

のをきっかけにタイ料理の美味しさに

カクテルもオススメです。2021年4月に

はまり、
シェフに弟子入りして学びまし

オープンしたばかりで、
ネパールの孤

た。場所は以前この会報にも掲載して

児院を建設するために運営。諸経費を

も食べやすいカジュアルなタイ料理
で、一番のおススメは海老カレー玉子
炒めです。

OPEN

ネパールの孤児院建設を支援

JR大阪駅近くの新梅田食道街にあ

いただいた居酒屋三起の隣。
日本人に

業生と教えてくださいませ。

同窓会気分で通いたい!

SUNSHINE

古川 十豊

こぢんまりとした空間に、
アットホーム

（21期生 経経）

茨木市別院町7-8
072-621-1068
営 18:00～22:00
休 日曜日
・月曜日

Spice＆Bar

場所は能勢電鉄
「多田駅」
からすぐ。

大阪市北区曾根崎1-7-20
津多家第2レジャービル402
090-8949-3523
営［平日］
23:00～5:30
［土・日・祝］
18:00～23:45
休 火曜日

除いた利益の100%を建設費に充当し
ています。
「美味しい」
が孤児院建設に
ダイレクトにつながる仕組みです。ネ
パールを感じに、
ぜひお越しください。

コロナ禍で外食の機会が減っているなか、飲食業を営む追大卒業生は頑張っています。

Alumni Shops & Foods

こんな時期だからこそ、
ぜひご利用を。味とおもてなしは間違いなしです！
※緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間中は営業時間が異なる場合がございます。
詳しくは各店舗にお問い合わせください。

魚菜と地酒 ほこ

ふく流ラパス 分家

江本 和慶

熊澤 暢佑

（33期生 文ア）

看板商品は丹波大納言の赤飯

WADACHI

「京都のナ
1875年から続く老舗で、
ルミさん」
の愛称で親しまれています。

（43期生 経マ）

創業以来地域に根差し、京の歳時記
に則した
「お菓子・お赤飯・お餅」
を提
供。
伝統を継承する一方で
「栗赤飯」
や

トラットリア キッコ
立田 雅也

（23期生 経経）

吹田市朝日町17-18-103
06-6318-5444
営 11:30～15:00
17:00～23:00
休 木曜日

6

│校友会会報│第94号

イタリア伝統の郷土料理を提供

旬の魚介類が味わえるお店

絶品のラーメン＆パスタ

イタリアの伝統的な郷土料理をイタ

旬の魚介を使った魚料理などをお

堺筋本町でラーメン&パスタ
「ラパ

リアワインとともに、吹田村路地裏の

出しする、居酒屋および和食のお店で

ス」
を提供しています。系列店はミシュ

小さなお店で味わってみませんか？コ

す。現状は兵庫県の要請を守りなが

ランビブグルマンを獲得、熊澤個人は

ロナ禍が続く現在は、学生時代の友だ

ら、
自店のパフォーマンスを生かせる

2017年にWorld Rahmen GP WEB投

ちや地域の人たちにテイクアウトを利

少しリッチなテイクアウトのお弁当を

票 1 位ファイナリストに選出。
また、
メ

用してもらうなどして助けていただい

提供させていただくなどして頑張って

ています。感染対策を徹底して、
ルー

います。
まだまだ回復しない飲食業界。

ルを守って営業しております。
イタリア
の伝統郷土料理を楽しみに、
ぜひお越
しください。

兵庫県伊丹市中央2-4-12
072-775-2918
営 17:00～24:00
休 日曜日

この状況を乗り越えるために、
より広
い視野でいろんなことにチャレンジし
ていきたいと思います。

大阪市中央区南本町2-3-11
06-6262-5508
営［平日］
11:00〜15:30
（L.O.）
／18:00〜21:00
（L.O.）
［土・日・祝］
11:30～15:30
（L.O.）
／18:00〜売り切れ次第終了
休 不定休

京都市上京区下立売通堀川西
入西橋詰町283
075-841-3080
営 8:30〜17:00
休 不定休

鳴海餅 本店

「おはぎのデコレーションケーキ」な
ど、京都の食文化における新しい価値
創造にも取り組んでおります。
これから
も温故知新、喜んでいただける菓子づ
くりに邁進します。

鳴海 拳人

（47期生 経営）

ディアでは「松本家の休日」で取り上
げていただきました。女性に人気なの
が看板メニュー「アサリラパス」、男性
人気は鶏をふんだんに使った
「チキン
ジャンキー」
です。
校友会会報│第94号│
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広報委員会の新メンバーが抱負
「より身近な広報をめざす」

05
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ご子息ご子女の入学祝金に
ついてのご案内

皆さまの読み終えた書籍の寄贈により、
追手門学院の教育活動

様が入学（編入学を含む）
した場合、入学祝金として50,000円を

や施設設備の整備にご支援いただけます。詳細は下記バーコード

支給いたします。
詳細は下記バーコードからご確認ください。

から閲覧できるWebページに記載しております。

01

古本を寄贈

集荷・仕分け・査定

活動費用へ

追手門学院 総務部 校友課（平日9：00～18：00）
電話番号：06-6943-8400

5冊から
送料無料

E-MAIL ：koyuka@otemon.ac.jp

校友会交遊誌『LinkA』第5号に掲載されたフリーアナウンサー

「記念モニュメント」
を制作し、大学側に寄贈することが決まりまし

の山口富士夫さん
（17期 経経）
に加え、
中谷あゆみさん
（49期 社

た。設置場所は総持寺キャンパス。
モニュメントは
「卒業生（大学

社）
・大泉宏祐さん
（50期 国ア）
・横山智哉さん
（51期 国国）
という

校友会）
と学生」、安威キャンパスで学んでいた
「卒業生と総持寺

学生会員である現役
3名の若手が広報委員の新戦力として加入。

キャンパス」、
２つのつながりのシンボルとして設置されます。制作

学生・院生とも年齢が近く、皆さまにとってもより身近な広報をめ

を手掛けるのは国内外で活躍中の彫刻家・絹谷幸太氏です。

ざします。今後の広報にご期待ください。

&
NEWS
TOPICS
校友会・追手門学院大学

Otemon Gakuin University & Alumni Association News

NEWS

詳細はこちら！

［ 本を寄付する流れ ］

［ 問い合わせ先 ］

大学校友会結成 50周年事業の記念碑として、大学校友会が

03

詳細はこちら！

（木）～2021年9月30日
（木）
2021年7月15日

大学校友会結成50周年の
モニュメントを大学へ寄贈

読み終えた本をお譲りください！
追手門学院古本再生募金

追手門学院大学校友会は2021年度入学生から、皆さまのお子

［ 申請期間 ］

NEWS
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校友会50周年記念
新聞名刺広告協賛のお礼

08
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（水）発刊の日本経済新聞朝刊に名刺広告を掲載する
3月17日

買い取り
相当額の寄付

卒業生が東証1部上場企業の
代表取締役社長に就任

（金）付にて、則武栗夫氏（21期生 経営）
が信和株式会
6月25日

にあたり、皆さまからご協賛を賜り、誠にありがとうございました。

社の代表取締役社長に、4月1日
（木）付にて木村和成氏（22期生

掲載にご協力いただいた卒業生同士の交流会も検討しております

経営）
がパーソルテンプスタッフ株式会社の代表取締役社長に就

ので、詳細は後日HP等にてご案内させていただきます。

任されました。
今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
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ガンバ大阪インターン生が
クラウドファンディングに挑戦

ガンバ大阪のホームスタジアム
「パナソニックスタジアム吹田」

学生と卒業生の｢しゃべり場｣
将来を考えるきっかけに

読み聞かせ
動画は
こちらから！

学生と様々な職業経験を持つ卒業生がテーブルを囲んでお茶

で、
スタジアム誘導やチケットチェックなどの業務に学生が従事する
「ガンバ大阪インターンシップ」
は開始からすでに5年が経過。現場
では、広いスタジアム内で連携を図るためにインカム
（相互通信式
構内電話）
を用います。
ところが最近、
経年劣化によるインカムの不

やお菓子をつまみながら気軽に語り合い、
学生に将来を考えるきっ

調が目立ち、
買い替えを検討する必要が生じました。
そこで学生た

かけを提供する｢しゃべり場｣。2020 年 2月11日
（火・祝）
に開催さ

ちがクラウドファンディングを立ち上げ、
目標金額75万円を掲げて

れ、議員・先生・経営者・士業・会社員と多種多様な卒業生が20

（木）
から募集を開始したところ、
わずか30日間で達成。
学生
7月1日

名、学生は16 名が参加し、和気あいあいとした時間を過ごしまし

たちの力で支援金を集めることに成功するとともに、
クラウドファン

た。
次回は9月11日
（土）
午後にWeb開催の予定です。

ディングを通じて、
ガンバ大阪インターンシップの活動を多くの方

04
NEWS

に知ってもらえる結果となりました。
インターン生たちは
「支援者様

東日本大震災から10年
学生による防災紙芝居が絵本化

から数多くの応援メッセージをいただき、励まされた」
とサイト上に
感謝のコメントを発信しています。
※写真はコロナ禍以前に撮影されたものです。

2019年に地域創造学部の学生らがフィールドワークで発見し

た、岩手県普代村の
「奇跡の水門」。津波から村を守った防災水
門のエピソードをもとに制作した紙芝居が、
このたび絵本として発
刊されました。東日本大震災から10年の節目となる今年、普代村
がクラウドファンディングで絵本化。後輩の学生らが音声を吹き込

訃報

（日）
に逝去されました。78歳でした。
名誉教授／元社会学部長の吉田正氏が2021年5月9日
校友会一同、
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

んだ動画も大学公式YouTubeチャンネルで公開されています。
8
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これから開催するイベント
和歌山
支部

和歌山支部のつどい

兵庫
支部

兵庫支部のつどい

日時

2021年 10月16日（土） 開場 9：40 開会 10：00

日時

2021年 11月3日（水・祝） 受付時間 12：30 開会 13：00

会費

5,000円（一般） 2,500円（新卒〜卒後3年目） 学生無料

会費

6,000円（一般） 4,000円（2000年以降の卒業生）

場所

Getwell日本塾（講演会・総会）がんこ 和歌山六三園（懇親会）

場所

伊丹シティホテル（講演会・総会・懇親会）

内容

講演会「捕鯨問題を考える」林元 光広氏（21期生 文心）

内容

講演会「宮本輝文学を語る（仮題）」真銅 正宏学長
※コロナウイルス感染拡大状況によって変更になる可能性がございます。

走り続ける文具屋さん！

官浪伸次の
（9期生 経経）

文 房 具 紹 介

官浪さんは
「本田盛文堂尼崎」
のストアマネージャー。約10年間書き
溜めた文房具のネタ帳
「文房具雑記帳」
から62アイテムを抜粋してまとめ
た一冊が
「ぶんぼうぐ温故知新」
です。原稿作成から製本まで、
すべて手
づくり。
イラストもステイホーム中に約40時間かけて描き直したそうです。
官浪さんは
「ロングセラーから最新の製品まで様々なものを紹介していま
す。
本を通じて文房具の魅力を感じていただければ」
と語っています。

校友会結成50周年記念式典・祝賀会開催のお知らせ
苦渋の選択で開催を1年延期させていただきました記念式
典・祝賀会は、
右記の通り実施予定です。
開催を心待ちにされ
ていた皆さまにはご迷惑をおかけすることとなり、
深くお詫び申
し上げます。
延期後の開催に際しましては、
より安心・安全にて
ご参加いただけますように準備を進めて参ります。今後のお申
し込み方法などにつきましては、校友会会報・LINE・ホーム
ページ・メールマガジン等でお知らせいたしますので、
引き続き
よろしくお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症の

▌延期後の開催日時・場所
開催日時
開催場所

官浪さん直筆イラストによる
の中身を一部紹介！
「ぶんぼうぐ温故知新」
シリコンカバー
ホッチキス

アーム筆入れ

ゆび筆

2022年 5月28日（土）

［ 時間 ］12：00〜15:00

リーガロイヤルホテル（大阪）
「光琳の間」

※今からこの日時を予定に入れていただきますようお願い申し上げます。

「象が踏んでも壊れない」

いろんな動物バリエーション

表現する喜びを生む

おなじみの筆入れ

文具女子博でも大人気

指につける文房具

一日も早い収束と、
皆さまの健康を祈念申し上げます。
ツバメノート

肥後守

消え色ピット

Cheerleading & Cheerdanceフェスティバル
〜 茨 木を笑顔あふれる街へ 〜

令和３年度 いばらき・学生等連携事業補助対象事業

茨木市民の皆さまの活力となる
「勇気・元気・笑顔」
を、応援団

今でも愛されつづける

日本の伝統的

乾くと色が消える

ロングセラーノート

折りたたみ式ナイフ

革命的スティックのり

文房具は私たちの生活に必要不可欠なもの

チアリーダー部がお届けします！ 私たちの演技を通じて、
コロナ疲
れを一気に吹き飛ばしていただければと考えています。
今回のイベ
ントは、
今まで以上に
「茨木応援団」
となり、
子供からお年寄りまで

昔ながらの文房具が進化し近年、
脚光を浴びています。
それらの文房具がどの

茨木市民の皆さまと親密な関係を築くきっかけづくりでもありま

ように誕生しどう進化していったかを、
「ぶんぼうぐ温故知新」
を発
1冊にまとめた

す。私たちが茨木市を盛り上げ、互恵互助の結びつきを強めてい

行しました。
「ぶんぼうぐ温故知新2」
を発行いたします。
9月の初旬にはその第2弾

きます。
校友会の皆さまも、
どうぞお越しください！

あまり知られていない文房具や懐かしい文房具などの60話を掲載しています。

日時

場所

2021年11月1日
（月）
開場:17:00 開演17:30

チケットの
お申し込みは
こちら！

「ぶんぼうぐ温故知新」
ご購入を希望される方はこちらから！

茨木市 立命館いばらき
フューチャープラザグランドホール

※コロナウイルス感染拡大状況によって
変更になる可能性がございます。

※イベント詳細については後日、
校友会HPや校友会LINE公式アカウントでご案内いたします。
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