
流通経済大学校友会報 し ょ う ふ う 2012-１１ NO.5

1

平成 24 年度 第１回幹事会 開催

■発行所 流通経済大学校友会 tel 0297-64-0001

■〒301-8555 茨城県龍ヶ崎市平畑 120

■発行人 佐藤 克實

●平成２３年度校友会収支決算及び監査報告について
各担当より報告がなされ全て承認されました。

（平成２３年度決算、及び平成２４年度予算については４号

にて掲載、御参照下さい。）

●人事について
○新役員

前年度、第3回幹事会にて新役員が選出され今年度

、 今幹事会より新体制でのスタートとなった。

会 長 佐藤 克實

副会長 田中 博也

会計監査 染谷 邦夫

会計監査 糸賀 睦夫

○幹事異動

幹事退任 斉藤 重 （１） 廣上 正範 （１）

斉藤 滋則（５） 山本 秀樹 （４）

岡野 功 （１） 荒木 隆史 （８）

新幹事 寺崎 真 ２５） 飯田 克行 （３）

平成24年5月12日 午後3時より 新松戸キャンパス

永井 正 （１１） 山本 哲朗 （５）

白鳥 栄司 （１３）

活動活性化の為幹事関係の任用運用基準を厳格化した結果、種々

の事情により活動（会議等）に参加できない方の退任を促し、活動可

能な方に新幹事 をお願いする。という方針のもとにおこなわれまし

た。退任幹事様にはいままでのご協力ご苦労さまでした。またご事情

が変れば、改めてご協力のほどをお願いいたします。

○総務委員長異動

新任 瀬川 光蔵 （１）

（前任 岡野幹事 自己都合にて幹事退任の為）

●平成24年度 支部総会開催日程について
（及び父母懇談会開催日程について）

校友会員の主たる交流の場である各地支部総会の開催日程とその

方法について議論がなされました。

○支部総会の定期的開催の促進 (年 1回）

○参加会員の増加 （勧誘）

実績（平成23年度）ｰｰ発信数と結果

案内発信 17858 出席 183 欠席返信あり 1196

返信なし 14787 その他 1692

なかなか、難しい状況であることがわかります。

○支部運営のノウハウ

支部内での定期的な情報発信など

○又、大学職員が出張し開催する父母懇談会（今年度１２ヶ所

にて開催）との関連にて議論された

コラボ(共催行事）的なものは今のところ期待できないだろ

うとのことであった。

日程調整等での同時開催が可能なのは、４ヶ所くらいかとの

ことでした。

（各支部の総会開催日は別途支部情報をご覧ください ）

●大学と校友会 の現状についての報告がありました

○大学 主に就職状況について、依然厳しい状況が続いている。

当校は９０%超の就職率で全国平均よりは多少よい数字

を出してはいるが、引き続きＯＢの就職支援をお願いし

たいとのことであった。

○校友会 年度初頭にあたり前年度の活動結果と現状を再確認

した。

●学生表彰について
規定にもとづき、大学より推薦のあった下記学生にたいして表彰

することとした。 （３月２０日卒業式にて実施）

広瀬真一記念スポーツ賞

個人 サッカー部

山村 和也

比嘉 祐介

今回は新役員体制での最初の幹事会となります。

幹事３０名、事務局３ 名の参加をもって開会

されました。年度当初の議題とともに、人事関係

が議論されました。

審議する幹事諸氏

開会にあたり挨拶される佐藤新校友会長

となりは田中新副会長

顧問 石川 元享

顧問 渡邊 佳昭

顧問 伊達 和夫

課外活動振興賞

個人 サッカー部

中里 崇宏

団体 ラグビー部

議 題

新
役
員
始
動
す
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●人事
新幹事 千葉支部長 溝上 一生

6月16日支部総会にて選出

（各支部長は自動的に幹事となります）

●ロンドンオリンピック出場者への
激励金贈呈

7月12日龍ヶ崎キャンパススポーツ健康

センターメインアリーナにて行われた壮行

会にて贈呈 （各１０万円）

中井貴裕 男子柔道８１ｋｇ級

成績 ５位入賞 在学生

田山寛豪 男子トライアスロン

成績 ２０位入賞 ＯＢ現職員

ナウル・チョサテキ

男子柔道８１ｋｇ級・フィジー代表

成績 ２回戦敗退 ＯＢ

山村和也 男子サッカー

成績 ４位入賞 ＯＢ

なお後援会、大学からも別途激励金が贈られ

ています。

平成 ２４ 年度 第２回幹事会 開催

平成２４年９月８日 午後３時より 新松戸キャンパスにて

応援旗 の作成

写真の応援旗（幟）を作成しま

した。

各種スポーツ、エベントにて

掲示して応援するとともに母校の

知名度アップをはかります。

どこかで見かけることがあると思

います。注目して下さい。

（大学駅伝などで掲げられているも

のです）

会報は現在年２回発行しております。

結果、会報の内容は校友会活動の集約報

告が中心となっております。各種行事、

催し物の開催案内等 の情報発信として

は物足りないものであります。

また、会員からの記事もなかなか集ま

らないのが実情です。編集者の力不足を

感じます。

色々、問題もみえてきました。もう少

しこの形でやってみてノウハウを蓄え、

まとめて改善したいと思います。しばら

くお待ちください。 （新）

編集局だより

今後この方面の交流サークルが充実して

ゆくことが望まれます。情報発信について

も校友会として支援できることがあるとお

もいますので必要があればご相談ください。

●大学創立５０周年に向けた取り
組みについて

校友会としても重要なエベントと位置づ

けており、どのような取り組みがあるか幹事

諸氏の意見を求められた。

一部意見が挙げられたが、それらを参考

に次回まで各幹事、案を持ちより検討し詰め

てゆくこととした。

今回は今年の支部総会開催日程と今後の活動について審議されました

参加 幹事３４名、事務局２名

審 議 事 項

●校友会活性化活動について

○支部総会開催予定の確認

今年 青森、秋田、岩手、栃木、茨城、

近畿、四国、北九州、

来年 新潟、長野、中部、中国西、

台湾

など多数が予定されております。

（具体的な日程については各支部のホーム

ページ等でご確認ください）

○現在未定で今後開催に向けて支援が必

要な支部

山形、山梨、埼玉、北陸、（南九州 ）

○支部組織外

卒業年次同期会を順次開催

今年は７期生開催(１０月）

浜田ゼミ １～１０期迄 （柏 １１月）

正
面
に
会
長
、
副
会
長

両側に幹事諸氏

最近幹事会に代理（支部長諸事情等により、今回は2名）、

あるいはオブザーバーとして支部役員が出席されるケース

があります。将来の支部長育成 、本部情報の収集、共有な

どの面から前向きに考えられるのではとも思われます
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千葉支部総会 中国東支部総会

● 参加者

来賓 佐藤校友会会長

池澤校友会事務局長 赤石総務部長、

黒田支部推進部長

菅谷 清（前支部長１期）羽田 昇

（支部長代行１期）木村 裕司（１

期）小林 卓生（１期）長沼 和夫

（１期）溝上 一生（支部長２期）

石山 尚（２期）桜井 安男（２期）

塩沢 和之（２期）外館 哲夫（２

期）林 悦夫（3期）田中 博也（４

期）作道 誠見（４期）林 義治

（４期）菊池 和博（５期）斎藤

哲三郎（７期）佐藤 裕之（21期）

渡辺 公一（23期）中島 幸司（28

期）

（計 来賓４名 会員19名）

● 議 題

溝上幹事の司会進行により、以

下のように進められた。

１,羽田支部長代行挨拶

開会挨拶と前回、前々回総会以

降の経過及び議案提案に至る説明

がありました。

２.佐藤校友会会長挨拶

新会長より挨拶と校友会の現状

のお話を頂きました。

３.大学及び校友会の現状

池澤事務局長より入試、就職状

況を主体とした大学の現状及び校

友会の活動についての報告があり

ました。特に重点活動としては以

下の説明がありました。

(1)今は大学としては推薦入学制度

としてOA試験を重視している。

(2)校友会本部の役員改選に伴い顧

問制度を新設。（会長、副会長経

験者）

(3)今回ロンドンオリンピックに中

井選手（柔道）田山選手（トライ

アスロン）の出場が決定しました。

当日は天気に恵まれみなさん遅れる

ことなく定刻の12：00には総会が開催

された。

当初幹事の松原治夫さんの司会の基

に進行するはずであったが、松原氏は

所用が出来、欠席となったため中尾支

部長が進行役となった。

総会に先立ち本部佐藤会長からごあ

いさつを受け、出席者全員の自己紹介

の後、

○中国東支部の活動状況について中尾

支部長から報告があった。

○母校の現状と校友会の現況について

池澤事務局長から報告あった。

○最新の母校のプロモーションＤＶＤ

を持参し、会員の皆様に見ていただい

た。

総会のご案内は会友206名に発信し

た。

内訳は 鳥取県109名、島根県42名、

岡山県55名。

次回は岡山県で開催を計画しようと

いうことになった。会員皆様のご協力

を期待して閉会した。

その後、懇親会が和やかに進行した。

有意義な一日だった。

.

壮行会を行いますので参加くださ

い。

☆7月１２日【木】 14：30より

龍ヶ崎キャンパススポーツ健康セ

ンター

４.出席者の自己紹介と現況報告が

ありました。

５.審議事項

(1)１号議案 当面の活動計画、３号

議案 会則の変更

溝上幹事より千葉支部の活動を強化

するため、副支部長及び会計監査の増

員等の説明があり全会一致で承認され

ました。

(2)２号議案 ２３年度の決算報告

長沼会計担当より報告があり全会一

致で承認されました。

(3)４号議案 役員の承認並びに選出

について

羽田支部長代行より提案があり承認さ

れました。新役員は以下の通りになり

ました。

支 部 長 溝上 一生（新２期）

副支部長 羽田 昇（留任１期）石山

尚（新２期）斎藤 哲三郎（新７期）

会計監査 久富 茂人（新１期）小林

卓生（新１期）

会 計 桜井 安男（新２期）

(4)その他

最後に池澤事務局長よりオリンピッ

クに出場する２選手に対する応援メッ

セージの依頼があり、羽田支部長代行

が代表してメッセージを黒板に書き参

加者全員で健闘を祈る唱和をしました。

総会終了後懇親会場を新松戸ステイ

ションホテルに移し、佐藤会長の乾杯

により懇親会となり有意義な時間を過

ごしました。

終了後会員の中には当日開催されて

いました大学の青春祭を見学された方

もおりました。

（文責 石山）

6月16日（土） 流通経済大学

新松戸キャンパス 801教室(８F)

13：00～14：30

７月8日 鳥取県倉吉市シティホテル

１２：００
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四国支部総会

栃木支部総会

. 出席者 ８名（支部員９名のうち３名

欠席・本部事務局２名参加）

支部 椎名功（1期）・小倉久諸（9期）・

石崎剛久（10期） 生井克延（1

4期）・金谷正信（27期）・倉井英

樹（28期）

本部事務局 佐藤克實校友会長（1期）・

池澤校友会事務局長（１

期）

. 内容

（1）開会の辞及び支部長の挨拶

支部長 椎名功氏より総会の進行役

になることと開会の挨拶及び総会開催に

あたっての挨拶があった。

（2）校友会会長挨拶

今年４月１日から前校友会長から新

任の佐藤克實氏が校友会会長に選任され、

校友会員と共に在学生の支援と新入生の

確保などに全面的に協力していきたい旨

のご挨拶と要請があった。

（3）大学の近況報告

校友会事務局長の池澤氏から大学の

近況及び入試就職状況について、大学案

内資料に基づき話がなされた。

（4）決算報告

支部長椎名功氏から、栃木支部の決

算報告の報告があった。

（5）今後の栃木支部組織と活動の方向

性について

前回、組織作りの中で同期ごとに幹

事や係などの役割をもてば支部会員との

連絡が取り易いのではないかとの提案を

受け今年になって１回の会合を設けた。

現在、まだ支部会員が少なく積極的な

活動が出来ていない事もあるが、居住の

地域周辺に担当者を決めて、地道に会員

とのコンタクトをとる事によって出来る

だけ沢山の会員に総会等に集まって貰い、

親睦を深める事が出来るのではないかと

の意見があった。

又、今までの総会の時間帯が土曜日の

夕方からの開催であるが、女性会員も多

く参加したくても出来ないなどの事もあ

ると思われるので、日曜日などの午後か

ら参加出来そうな時間帯を考えるべきと

の意見があった。

女性の参加者が増えれば、お互いに

誘いあって参加しやすくなるのと、ホテ

ルなどの雰囲気の良い場所等も考えてみ

る必要性有りとの意見交換がなされた。

（6）懇親会

総会に引き続き同じ会場にて、懇親

会が行われ、新任の佐藤校友会長の過去

のいろいろな海外での経験や普段ではと

ても体験出来ないような珍しい話などの

貴重な話なども含めて、懐 かしい大学時

代の恩師、同級生などの話題で大いに盛

り上がり予定時間を大幅に超えて懇親を

深めた。

以上校友会栃木支部総会の内容を報

告致します。

栃木支部 石崎 剛久 （１０期）

第7回 流通経済大学校友会

四国支部総会議事録

出 席 者

本部 佐藤克實校友会会長（1期）、

赤石守総務部長（10期）

支部 濱田春夫四国支部長（2期）、

好多義和（5期）、加藤邦彦（6期）

両副支部長、松永敏男会計監査（2期）、

西山正美会計監査（7期）、氏家徹志書

記（9期）、河上潤一郎幹事（4期）、岡

田 元一幹事（5期）、谷井宣夫幹事（9

期）、 玉置弘之（7期）浜野秀樹（8期）、

多田 博文（10期）

（計14名）

.議 題

イ． 濱田支部長より総会に出席して頂

いたことについての御礼と開催挨拶。

ロ． 佐藤校友会会長より支部会員の絆

を一層深め且つ女性の出席も取組をして

欲しい等の要請があった。

ハ． 赤石総務部長より流通経済大学及

び校友会の現状、大学案内、大学広報誌

等の説明があった。ロンドンオリン

ピックでは母校の現役柔道選手中井貴

裕81ｋｇ級5位入賞とＯＢ3名（田山寛

豪-ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ20位入賞、ﾅｳﾙ･ﾁｮｻﾃｷ-男子

柔道81ｋｇ級・ﾌｨｼﾞ-代表2回戦敗戦、

山村和也-ｻｯｶ-4位入賞）が活躍したと

の報告があった。

. 議 案

第一号議案 平成23年度収支決算書及

び監査報告について濱田支部長並びに松

永監査担当より報告があり審議され承認

された

。

第二号議案 平成24年度四国支部予算

案について濱田支部長より報告があり審

議され承認された。

第三号議案 濱田支部長より体調が悪

く後任人事を2期の松永敏男（現在は会計

監査担当）を選任し且つ、現在の松永会

計 監査担当を解任し後任に7期の玉置弘

之を 会計監査担当に選任したいとの報告

があり 審議の結果承認された。

追加議案として、濱田支部長より四

国支部会則第7条（本会に次の役員を置く。）

の内（幹事5名以上10名以内）を、（幹

事5名以上15名以内）に改正し、新幹事に

8期 浜野秀樹と10期多田博文を選任した

いとの 報告があり審議され承認された。

また、松永新支部長より濱田旧支部長

を 顧問として 選任したいとの提案が

あり承認された。

支部活性化については時間の関係で特

に 報告することはありませんでした。

この後、懇親会は各会員の絆を深め盛況

のうちに終了した。

９月15日（土） 宇都宮駅東口

タイ料理の店 メナム駅東口店

（椎名功支部長直営店）

17:00-19:00

10月13日（土）ﾎﾃﾙｻﾝﾙ-ﾄ瀬戸大橋 宇多津町

17：10～20：30
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次に、今後の事業計画を進める上で、

秋田支部の組織強化を図る必要があり、

連絡・調整役を含めた副支部長を選出し

たいと、出席者全員に意見を求めた。

続いて支部長は、佐藤 尚氏を推薦し

たいと提案し、満場一致で承認された。

５．大学及び校友会の現状

我妻支部長の指名により校友会事

務局の黒田から、今夏のロンドン五輪出

場を含めたスポーツ分野の活動状況、大

学の入試・就職状況および校友会の現況

等について報告した。

６．その他

我妻支部長より、総会参加者が少

ない現状から、今後、OGへの参加呼びかけ

を行うとともに、単なる総会・懇親会ばか

りでなくゴルフや麻雀大会等の行事を計画

し、少しでも参加者が増えるよう工夫し

たいと説明した。

また、東北地方は「祭り」で有名で

もあることから、青森・岩手・みちのく

等の各支部とも連携を取りながら、共催

で持ち回り総会を開催するなど検討し、

将来的には、東北支部の連立・連合も視

野に考える必要があると補足した。

その後、懇親会では親睦を深めるとと

もに、昨年度と同様に、盛会のうちに終

了した。

秋田支部総会

参 加 者 我妻 実（支部長 1期）、

佐藤 尚（ 1期）、松田 満（ 1

期） 高橋 満（ 4期）、藤原 哲

博（ 6期）、一関 勝彦（ 6期）石川

裕（18期）、村上 淳（30期）

本部

佐藤 克實（会長 1期）、瀬川 光蔵

（幹事 1期）黒田 義一（事務局 8期）

（計11名）

．議 題

１．支部長挨拶

我妻支部長より、開会の挨拶とと

もに本日の総会開催に至る経過報告

があった。

２．校友会長挨拶

佐藤校友会長より、会長就任の経

緯について説明があり、今後の校友

会の発展に尽力していきたいとし、

参加者全員に協力を求めた。

また、地域支部との連携・交流を

深めるため、各支部総会へ出席して

いると補足した。

３．自己紹介

続いて、着席順に大学時代の思い

出や近況を含めた自己紹介を行った。

４．議 事

我妻支部長より、昨年開催の支部

総会の議事録について説明があり、

続いて、活動状況および収支決算

等について審議し、承認された。

茨城支部総会

.

出 席 者 58名

内 容

司会：飯田克行（3期）

（１）支部長挨拶

支部長の大嶺光正氏（2期）から開会のあい

さつがあった。

（２）久川太郎先生講演会

開学時に着任され今年度定年退職される久

川太郎教授に茨城校友会員に講演をお願いし、

「流通経済大学50年－開学から現在－」とい

うテーマで講演があった。久しぶりの教室で

の授業であり、また現在の学生の行動など有

意義な話であり、出席者全員楽しむことがで

きた。

（３）卓球を楽しむ会

久川先生が、現在龍ケ崎市民に卓球の講座

を開いている関係で、会員で卓球を楽しんだ。

久しぶりに体育館で体を動かすメンバーも多

く心地よい疲れとなった。

なお、現役の学生にも手伝いをお願いした。

（４）懇親会 司会：山本哲郎氏（5期）

上記「卓球を楽しむ会」が終了した後、懇

親会を行った。その中で、大学の近況を校友

会本部の赤石から報告した後、飯田恵次氏(3

期)のショーやカラオケ大会などで盛り上がり、

最後に校歌を声高らかに歌い、懇親会は終了

となった。

10月27日（土） 迎賓館駅前店 秋田市

15：00～18：30

10月27日（土）大学 龍ケ崎キャンパス

13:30～20:00

久
川
教
授
講
演



流通経済大学校友会報 し ょ う ふ う 2012-１１ NO.5

6

北九州支部総会

参 加 者 平田 久朝（支部長 1期 福岡）、

村井 正寛（ 2期 福岡）伊藤今朝

男（ 3期 大分）、緒方 孝文（ 3

期 大分）畑邊 一夫（ 4期 大分）、

牟田 義久（ 4期 福岡）有川 俊

一（ 5期 福岡）、佐々木慶嗣（ 5期

福岡）中村 邦夫（ 6期 福岡）、

吉田 修策（10期 福岡）田澤 雅

博（13期 福岡）、安部 雅彦（20期

福岡）小野原広義（20期 福岡）、葛

城 昌昭（20期 福岡）高橋 英樹

（25期 福岡）、新川 雄三（ 1期 宮

崎）、青木禎一郎（ 2期 鹿児島）

井上 博（ 4期 鹿児島）、棟久

真次（ 4期 宮崎） 田代 洋一（10

期 熊本）

、 黒田 義一（事務局 8期）

（計21名）

．議 題

北九州支部事務担当の畑邊氏の司会によ

り、下記のように進行した。

１．支部長挨拶

平田支部長より、開会の挨拶ととも

に本日の総会開催に至る経過報告があっ

た。

なお、今回も南九州支部から5名の

参加があり、今後も、できる限り南北

合同で、11月のこの時期に定例として

開催したいと補足した。

２．大学及び校友会の現状

畑邊氏の指名により校友会事務局の

黒田から、今夏のロンドン五輪出場を

含めたスポーツ分野の活動状況、大学

の入試・就職状況および校友会の現況

等について報告した。

３．自己紹介

続いて、着席順に大学時代の思い出

や近況を含めた自己紹介を行った。

４．乾 杯

南九州支部から参加された新川氏の

乾杯の音頭により、懇親会が開始された。

５．その他

今回の総会では、慣例により議事審

議はなかったが、平田支部長や数名の会

員との懇談の中で話題となったことを取

り上げてみた。

例年、北九州支部単位での総会参加者

が少ない現状から、南九州支部の参加を

得て開催しており、今年で3回目になると

のこと。

今後も合同での開催を行うとともに、

各地区、各都市での持ち回りで開催し、

単なる総会・懇親会ばかりでなく、ゴル

フや麻雀大会等の行事を計画するなど、

少しでも参加者が増えるよう工夫したい

とのことであった。

また、南九州支部では、3年前の総会

開催以降、諸般の事情により活動が休止し

ているが、できる限り早い時期に支部の

復活を目指したい意向でもある。

岩手支部総会

出席者 10名 (10名の他に当日欠席1名)

髙橋憲一(2期) 菊池敬(4期) 佐々木

健司(4期) 吉田哲雄(10期) 遠藤宜

宏(25期) 掛川潤一郎(26期) 千田忍

(32期) 中村恭子(35期) 鬼同健朗(3

6期)

(本部：中澤聡(21期))

内 容

(1)開会の辞

鬼同健朗氏より、総会の進行役になるこ

とと開会の挨拶があった。

(2)支部長挨拶

支部長髙橋憲一氏より総会開催にあたっ

ての挨拶があった。

(3)大学の近況報告

中澤より大学の近況及び入試･就職状況に

ついて、大学案内等資料にもとづき報告した。

(4)決算及び活動報告

支部長髙橋憲一氏より、支部の決算及び

活動状況の報告と、予算(案)が示され承認さ

れた。

(5)今後の取組について

支部総会の開催方法、場所、会費等につ

いて話し合われた。

(6)その他

・支部に在籍する校友を把握したい。個

人情報保護の観点もあり難しいかもしれない

が、可能な範囲で支部の名簿を作りたい。総

会への参加を促したり、各々の仕事に繋がり

を持つため。現状ではどこに校友がいるかさ

え判らない。

・校友会本部から全校友へ、年4回あるい

は2回程度でも「校友会報」を発送できないか？

分厚いものでなくていいから、80円で送れる

程度のもの(とはいっても郵送料は大きな額に

なるが)を送付することで、大学と繋がってい

る気持ちが生まれる。現状は支部総会開催通

知のみで、参加すればたくさんの情報を得ら

れるが、欠席だと何もわからない。インター

ネットでいつでも見られるが、でも郵便が届

けばうれしくなるはず。等の意見が出た。

（７）．懇親会

総会に続いて同じ会場で懇親会が始まった。

４期の菊池敬氏の乾杯のあと、出席者の年代

の幅も広かったため自己紹介となった。各々

名刺交換をしたり、本学クラブ活動の活躍ぶ

りや、懐かしい大学時代の思い出、また地元

ならではの話にも大いに盛り上がり、予定時

間は大きく超過したがホテル側の御厚意によ

り、懇親を深めることができた。

終了後、有志により二次会へと進み、カラ

オケなどでさらに懇親を深めた

11月10日（土） 圓坐・長屋（ホテルクリオ

コート博多2F）博多市博多駅

18：00～20：00

11月17日(土) ホテルメトロポリタン盛岡

盛岡市

18：00～21：00

記事募集
会員同士の交流の情報をお寄せください。

飲み会、記念パーテー、ゴルフ会、クラブ

OB会など。 また、学生時代の思い出な

どでも結構です。はがき、手紙、メールな

どでまずお知らせください。必要ならこち

らからご連絡致します。


