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事会開催
第１回幹

平成 22年度 活動方針、計画決まる

平成21年度活動報告
４月11日 第１回幹事会開催
６月７日 埼玉支部設立

４月１０日に新松戸キャンパス特別会議室にて新年度第１回校友会幹事会が開催さ
れた。本部役員および全国より地域支部長（幹事）計、２５名が出席した。
冒頭、石川会長よりの挨拶の後、池澤事務局長の司会のもと議事を進めた。新年度

120

総会開催

６月20.21日新松戸校青春祭模擬店出店
６月20日 近畿支部総会開催
７月11日 栃木支部設立

総会開催

初の会議であり決算、新年度事業計画、予算等重要な事項が提議され活発な意見交換

７月12日 新潟支部総会開催

が行われました。

７月25日 第４期生同期会開催
８月８日 第２回幹事会開催

審議事項

９月６日 流経大福祉会総会開催
９月12日 四国支部総会開催
10月１日 スポーツ健康センター

１．平成21年度収支決算について

４．役員改選について

２．平成22年度収支予算について

・会長、副会長、会計監査の三役ー再任
・幹事

３．新年度事業計画について
●組織活性化対策

アリーナ

舞台幕寄付

長南幸雄氏（1),鈴木昭好氏（6)

11月７日 第３回幹事会開催

退任。その他の幹事は継続再任

11月８日 千葉支部設立

総会開催

但し、再任規準の幹事会出席規準につ

11月14日 神奈川支部設立

・その作業上での会員情報の再確認

いては組織強化中につき経過措置とし

11月28日 山陰支部総会開催

・支部設立総会（懇親会）の開催

て厳格な適用を見送り、周知・督励に

12月11日 台湾支部総会開催

・助成金の活用

努めることとした。

平成22年

・全国を網羅する地域支部の設立

・新年度

・本部よりの適切な支援

役員、幹事

計４０名

総会開催

１月30日各委員長,事務局部長会議開催
２月13日 第４回幹事会開催

・海外支部設立支援（情報収集）
・既設支部総会の開催

報告・依頼事項

２月20日 みちのく支部総会開催

・卒業年次毎の会員総会の開催

●母校入学志願者募集支援について

３月13日 流経大観光クラブ総会開催

少子化等入学者定員確保が厳しい折、

・広報活動の充実
●例年行事関係

校友会会員の縁者、職場、地域関係での

・卒業・新入会員記念品贈呈

希望者の掘り起こしと情報提供等のより

・現役学生活動への援助

一層の支援依頼があった。

平成２２年度 第２回幹事会開催

●母校就職支援について

・大学祭への援助
以上、各々審議され原案通り了承され

会員の特に、経営者・自営業者・採用
関係担当者各位への情報提供と支援依頼

た。

３月20日 卒業式出席記念品贈呈

●支部設立支援について
・東京支部設立済

があった。

・北海道・青森・静岡－－7,8月予定
・見直し取り組み
・愛知近県関係---中部支部
平成21年度決算・22年度予算
項
目
（単位千円）

・富山・石川・福井--北陸支部
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●組織強化策に伴う規程改正
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●校友会による学生表彰規程の改定
その表彰方法と実施日決めた
●入学志願者募集支援--AO入試について
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その内容を校友会ホームページに載
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通信費--従来、固定費内での運用を
会員数に応じその差額を補填する。

大学祭援助費

備品援助

６５６８

支部運営に関する助成規程を改正した

出

1

せ促進・支援する。
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（職域支部）観光クラブ総会
３月13日東京銀座のホテルモントレー銀座にて

栃木支部総会

中国西支部総会

７月17日（土）宇都宮メナム駅東店にて

７月24日 (土）広島市

広島ライオンにて

石津会長（12）のもと1９時より開催さ
れ、観光学科の学生も含め６０名余りが集
まりました。華やかな中にも確かな歩みを
感じさせる素晴らしい会合でした。

東京支部結成総会
6月5日（土）新橋汐留

本部より黒田支部活性化委員が出席され
ました。当支部は野尻前学長も会員になっ

母校より大場教授、池澤事務局長・宮本学

ておられ出席されました。椎名支部長も病

生生活部長代理ほか２名の出席を頂き、合計

気をされた後とはいえ元気に参加されまし

１２名の会合となりました。

た。１１名の総会となりました。

総会は、冒頭、亀田支部長のご挨拶の後、本
部より池澤事務局長が母校ならびに校友会の

日本通運本社にて

静岡支部結成設立総会
7月17日（土）静岡クーポール会館にて

現状の説明があり、引き続いて、懇親会とな
りました。懇親会は山下公彦（１）氏の乾杯
によりスタート、大場先生のご挨拶を賜って
からは熱気あふれる会合となりました。後に
中締めとして、２期生の村本氏が締めくくっ
た後、校歌を歌って終了しました。校歌斉唱
時、最高の盛り上がりを見せたとのことです

本社４階会議室にて支部結成総会が開催さ
れました。支部長・岡本正耿（１）氏、副支
部長・薄田春男（３）氏が選任されました。
東京支部の今後のご隆盛をお祈り申しあげま
す。総会後、同社１４階食堂にて結成を祝う
宴会が行われました。

ました。母校からは佐藤社会学部長以下２名
が来賓として、本部からは池澤事務局長と広
瀬財務委員長が出席しました。懇親会では親

みちのく支部総会
7月10日（土） 仙台市

校友ならびに来賓あわせて26名が出席し総
会では田中錦城（14)氏が支部長に選出され

睦の和が一気に広がりました。最後に皆で校
寿司勝にて

コロッケの街 龍ヶ崎
平成12年龍ヶ崎の町に、全国でも珍しい公立
の漫画図書館（市街地活力センター）が出来た。

歌を声高らかに謳い、次の再会を約しお開き

そこに集まる子供たちに、大人になっても懐か

となりました。

しく思い出に残るようなものを食べて欲しいと
の願いから、商工会女性部が中心となって元気

中国東支部総会

とやる気で作り始めたコロッケがいつしか町お

７月18日 (日）倉吉シテイーホテルにて

こしとしてマスコミに登場。一躍有名になった。
平成16年にはコロッケ親善大使として五月みど
りさんが任命された。龍ヶ崎市がコロッケで町
おこしをしていることをテレビで知り、ご自身
の「コロッケの唄」のヒットやかつて茨城に居

小原支部長のもと16:00より開催されまし
た。大学より小池田学長,宮本学生課長、藤

住していた時期があったことから町おこしとし

平学務係長の出席もあり盛大にとりおこな

ことが縁で親善大使を快く引き受けていただい

われました。

た。現在、９種類のコロッケが20の飲食店で結

編集局だより

て何かお手伝いできないかと考えてくださった

成する「コロッケクラブ龍ヶ崎」や町のお肉屋

会報第１号の発行です。

11時より当会校友、田村さんが勤務する会

当会報は印刷して会員に配布してはおりませ

場にて総会が開かれました。本部より校友会

ん。web上のみでご覧いただけます。当面、年

池澤事務局長を迎え鳥取県９名、島根県１名

２回の発行を予定しております。その様な条

の参加となりました。池澤事務局長より大学

件により記事分野も幾分制約されることとな

を取り巻く環境等について報告があり、次に

り、主に校友会組織活動の広報と会員相互の
交流状況の報告となります。しかしその中で
も価値ある情報として読んで頂ける紙面作り

中尾支部長によって支部運営について、報告
と審議が行われました。今後の細かな運営方
針が決定されました。

さんで販売中。

記事募集 校友同士の交流情報をお寄
せ下さい。クラブ、ゼミ、同期、職場な
ど数人程度の会合、飲み会でも結構です。
写真とコメントをお送り下さい。
又、広く紹介したい会員情報や昔のな
つかしい思い出などの記事も奮ってお寄
せ下さい。

を心がけたいと思います。
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