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■発行所 流通経済大学校友会 tel 0297-64-0011

■〒301-8555 茨城県龍ヶ崎市平畑 120

■発行人 佐藤 克實

平成 ２５ 年度 第２回幹事会 開催

平成２５年９月１４日 午後３時より 新松戸キャンパスにて 今年度第２回

の幹事会が幹事 32名 事務局 3名 の出席をもって開催されました

佐藤会長挨拶

審 議 事 項

【出席幹事】

佐藤会長、田中副会長、糸賀会計監査、菅谷幹

事、広瀬財務部長

瀬川総務委員長、羽田運営委員長、尾形幹事、

捧新潟支部長

菊池幹事、仁平幹事、對木幹事、佐久間幹事、

飯田幹事、永井幹事

白鳥幹事、寺崎社会福祉会幹事、高橋岩手支

部長、藤浴近畿支部長

小原みちのく支部長、中尾中国東支部長、平田

北九州支部長

林北海道支部長、広瀬神奈川支部長、桜庭青

森支部長、石川顧問

我妻秋田支部長、溝上千葉支部長、青木鹿児

島支部長、渡邊顧問

松永四国支部長、斉藤オブザーバー

【事務局】

齊藤事務局長、黒田支部推進部長、宮本副運

営部長

会議の前に ご逝去された池澤前事務局長と

林玲子名誉教授に１分間の黙祷を行った。

佐藤会長からご挨拶をいただいた。

校友会会則に従い佐藤会長を議長に任命し議

事に入った。

第一号議案：校友会会則の一部変更について

第１章 第４条の（本会の事業）

（1） 機関紙の発行並びに会員名簿の発行

個人情報保護の観点から

（1） 機関紙の発行並びに会員名簿の更新、

管理に変更することで承認された。

討議の中で捧新潟支部長より支部総会報告書

作成時に参加者名をフルネームで記載しない

でほしいとの要望があり現在は名字のみにし

ているとの報告があった。

質疑応答後、佐藤会長より各支部総会開催し

た際、フルネーム記載で良いか出席者に確認

を取るよう説明があった。

第二号議案：大学創立５０周年事業について

事務局より次回幹事会が約半年先であること、

事業内容によっては早めに手をつける必要も

あること等の事由から会長、副会長、運営委

員長、編集委員長を中心により実務レベルの

小委員会を構成し、より具現化を諮りたいと

の要望が出され承認された。

○議長より１カ月間くらいで小委員会を設

置すること。

○資金が絡む内容であるので広瀬財務委員

長もメンバーに加えること。

○小委員会編成後には速やかに工程表を作

ること

以上３点の条件が示された。

提案のあった記念事業の案件を全員で討議の

結果。

準備期間を要するもの。

1. 校友会だより５０周年記念号発行

（○）

2. 図書館に記念文庫の寄贈⇒概念が難

しい。（△）

3. 応援歌の創作、寄贈。⇒既に有る。

（×）

4. ＯＢ、ＯＧ寄稿によるエッセイ集の

発行。（○）

5. 海外留学、国際化対応への支援。５

０周年に限らず実施。（△）

6. ホームカミングディの企画。 大学

本体と協賛（△）

7. 校友会員の住所録の精査。支部総会

連絡で大半のエリアは出来ている。一部のみ

作業（△）

8. フェイスブック、ブログの開設。ホー

ムページ刷新で対応 （×）

9. ５０年の歴史写真集の発行。1,4、

の案件の中に掲載。（○）

準備期間が短期で済むもの。

1. 校友会主催の講演会の開催。（○）

2. 大学の記念事業への協賛、寄付。

事
務
局
説
明

（○）

3. 記念碑、記念樹。（○）

4. ご健在な教職員への顕彰。（○）

5. 全国３か所くらいで同窓会を開催。

（×）

6. つくばね祭、青春祭で５０周年に

合ったイベント開催。（○）

※上記記載の○をすべて実現する意味では

無い。

第三号議案：サッカー部総理大臣杯優勝に

対しての顕彰について

まだシーズン中のため祝勝会は未定。今後

のリーグやインカレ終了後に検討する。

審議風景
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（○）

3. 記念碑、記念樹。（○）

4. ご健在な教職員への顕彰。（○）

5. 全国３か所くらいで同窓会を開

催。（×）

6. つくばね祭、青春祭で５０周年

に合ったイベント開催。（○）

※上記記載の○をすべて実現する意味で

は無い。

第三号議案：サッカー部総理大臣杯優勝

に対しての顕彰について

まだシーズン中のため祝勝会は未定。今

後のリーグやインカレ終了後に検討する。

第四号議案：北海道道東（釧路、帯広エ

リア）新支部開設について

昭和４８年卒５期生伊関氏から既に同窓

会として定期開催している。札幌での支

部総会は遠距離すぎる。などの理由から

新支部として承認要請があった。

審議の結果 新支部として承認された。

第五号議案：ＲＫＵメールサービスの現

状と今後展開

２月２３日と５月１１日の幹事会で討議

されてきたＲＫＵメーサービス５月２８

日付でホームページに掲載したが実績ゼ

ロ。

今後の方針としては校友会員が現在お使

いのアドレスを集める中で連絡網を充実

させたい。なおＲＫＵメールサービス自

体が無くなる訳ではないので＠ｒｋｕ．

ａｃ．ｊｐのアドレスを希望する方は校

友会事務局まで申請してほしい。

第六号議案：その他として

早々にホームページの刷新に取り組む。

【報告事項】

1. 岡部新理事長就任 ＲＫＵｔｏ

ｄａｙ参照

2. 大学評議員の人事 佐藤会長

と田中副会長が選出された。

3. 中国東支部 岡山県に今井副支

部長（６期生）を任命。

4. ＡＯ入試についての説明。

【その他として】

○茨城支部主催の卓球大会が開催された。

久川先生や古川氏（元日本代表）を大会

顧問として迎え、４００人を超える参加

者が集まり、盛況のうちに大会を終了し

た。飯田幹事より報告。

茨
城
支
部
報
告

○支部総会の開催日程の報告があった。

埼玉支部は１１月２４日に開催予定。福

島、北陸は今年度中開催したい。韓国支

部が年明けに開催予定で連絡があった。

以上

平成２6年２月２２日 午後３時より 龍ヶ崎ャンパスにて 今年度第3回

幹事会が幹事 30名 事務局 5名 の出席にて開催されました

審 議 事 項

【議題】

第一号議案

平成２５年度の事業計画及び決算、２６年

度の事業計画、予算について

· 平成２５年度校友会事業計画及び

決算見込み（案）について

仲川会計長より２５年度事業計画の実行状

況と決算見込み（案）について説明があり

審議の結果承認された。

· 平成２６年度校友会事業計画及び

予算案（案）について

齊藤事務局長より４月からの２６年度事業

計画及び予算（案）

２６年度は５０周年記念行事小委員会の開

催を予算化、支部総会へ出席の会長、副会

長の旅費を予算化、広報費はホームページ

の刷新により減額したことなど説明があっ

た、また支部総会開催通信費関係が多くなっ

【場所】

龍ヶ崎キャンパス第一会議室

開会にあたり佐藤会長挨拶

歴史ある校舎の建て替えの計画もあり今回龍ヶ

崎での開催とした。幹事諸氏の中には何十年

ぶりにこのキャンパスに来られた方もいるよう で

す。久しぶりに来るとずいぶん遠いと感じます。

ぜひ懐かしいキャンパス内で積極的で活発

な意見交換をお願いしたい。

平成 ２５ 年度 第３回幹事会 開催

寮への道のポスト

第一会議室
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ており効果的な運用を図るため見直しの

要ありとの意見もあった。以上審議の結

果承認された。

第二号議案

校友会人事について

· 齋藤伸一正幹事 退任

· 福島支部長の交代人事

鹿野彰久支部長⇒柴田敬一新支部長への

人事が幹事会承認された。

福島支部総会で２月８日に議決済。

· 北陸支部長の交代人事

朴木伸也支部長より退任希望の連絡があ

り、３月１５日の北陸支部総会で新支部

長を選出する方向を確認。

· その他

支部総会が開催出来ない地域、山梨県、

長野県、沖縄県の運営について意見交換

を行った。

第三号議案

支部の取り扱いについて

· 北海道東支部の取扱いについて

前回の幹事会で支部として承認した北海

道東支部、構成会員数が支部設置規定の

１００人に満たないと云う事情から再検

討することとなった。常に支部総会に出

席する会員が多数いること、札幌から道

東エリアが遠距離であること、既に幹事

会の承認を得ていること、等の意見が多

数で今後も支部扱いとして助成金の対象

とする方針で確認された。

第四号議案

創立５０周年記念事業小委員会の進行状

況について。

· ２０１３年１１月２３日に小委

員会で、記念文集、写真集の発行、海外

留学対しての助成を行うことが決定した

と報告が あった。海外に出て行く学生の

支援も大切だが、海外の学生を招き交流

することで国際交流のワンステップを踏

み出せないかとの意見があり、具現化す

る方向で 承認された。

第五号議案

ホームページの刷新とＲＫＵメールサー

ビスについて

· ホームページの刷新について

１２月～１月にかけて大学の総合情報セ

ンターのアドバイスも受けながらホーム

ページの刷新を実施した。２月１８日よ

り掲載記事の更新も再開している。いろ

いろな情報発信のツールとして活用して

いきたい。各支部でも桜前線等、各地の

トピックスになるような記事を送ってほ

しい。

· ＲＫＵメールサービスについて

昨年の２月の幹事会で推進する方向で決

めたＲＫＵメールサービスのアドレス付

与。ホームページで募集したが希望者が

いなかった。会員から転居先住所メール

アドレスを含む連絡先登録のシステムに

変えて使用できるようにした。

第六号議案

次年度幹事会日程について

· 平成２６年度の校友会幹事会日

程（案）

５/１０（土） ９/６（土） ２/２１

（土）

新松戸キャンパスで開催することで承認

された。

報告事項

①校友会への寄付金について。３期生同

期会の余剰金 ４９，６６８円

世話人飛田氏のから「５０周年記念事業

等に使ってほしい」と寄付があった。

②支部総会開催実績及び来年度開催予定

について発表があった。

※会議終了後 学内の施設で懇親会、宿

泊、翌朝 朝食後解散した。

龍ヶ崎会議 雑記

自彊館

会議後自彊館にて懇親会がもたれました。

大部分の幹事が同館で宿泊ということでいつ

もにもなくゆったりとした時間となりました。

当S生も４０数年ぶりに校内に一夜をすご

しました。当館の位置に以前あった学寮に一

年間をすごしました。この辺りは建物等は少

し変わっていますが全体の風景は昔のままで

す。

皆さん昔の学生時代に戻った気分となりどっぷ

りその当時の話題につかり、かつ盛り上がりまし

た。

サプライズ余興として、新しく福島支部長

となられた柴田氏によるトランペット演奏

がありました。氏は震災地域をボランテア

で慰問訪問もされているとのことでした。

実は、当S生は氏が学生のころの触れられ

たくない、S生見るにおばかなエピソードを

知っているのですが氏が忘れたいと言うの

でなかったことにしておきましよう。

宴のあと皆で風呂に入り裸の付き合いと

もなり、話題は尽きず龍ヶ崎の夜は更けて

いったのでした。

今回は時間が多く取れたので幹事各自順番に

近況報告となりました。担当支部の状況、エピ

ソード、自己紹介など会議では話せない話題で

盛り上がり、又参考になりました。
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千葉支部総会

第4回 流通経済大学校友会千葉支部総会が

開催されました。

【日時】

平成25年6月15日（土） 13：00～14：00

【会場】

流通経済大学新松戸キャンパス５F 502教室

【参加者】

来賓

佐藤校友会会長、田中校友会副会長、斎藤校

友会事務局長

渡辺校友会顧問、黒田流通経済大学学務部長

出席者

菅谷 清、羽田 昇、小林 卓生、長沼 和

夫、久富 茂人

木村 裕司、溝上 一生、石山 尚、桜井

安男、外館 哲夫

林 悦夫、作道 誠見、林 義浩、菊池 和

博、仁平 晴美

古井 恒、平井 覺、岡部 憲一、岡本 成、

深沢 弘樹

長妻 覺、関 俊明、渡辺 公一 飯島 良

隆、金子 正

奈良林 勝久、金 昶洙、増田 久美子、鹿

野 英里佳

（計 来賓 5名 会員 29名）

【議事進行】

石山副支部長の司会進行により、以下のとお

り進められた。

【開会挨拶】

溝上支部長より「支部における活動経過なら

びに今後進め方としてイベント等による会の

活性化などを図りたい」との挨拶があった。

【来賓挨拶】

佐藤校友会会長から「オープンキャンパスを

もっとPRし、メールアドレスの活用も図りな

がら校友会活動の発展に努めたい」との挨拶

があった。

【校友会報告】

斎藤事務局長より、大学及び校友会の現状に

ついて以下のとおり報告があった。

(1)入学者数等

入学者数は1～7期が300名、14期まで400名、

28期以降は1,140名で推移している。なお、2

キャンパスにおける学生の比率は龍ヶ崎47％、

新松戸53％である。

(2)母校スポーツ活動

ラクビー、サッカー、柔道、野球、新体操等

６月１５日 （土） 松戸市

新松戸キャンパス ５F 502教室

13：00～14：00

における部活動の活躍は目覚しいものがあり、

母 校の発展に大きく寄与している。また、

剣道部出身の富永氏（28期）が8段を取得し

た。全国で1,000人受験しても5～6人しか合

格しない難関突破の快 挙であり、7月大学で

本人出席のもとにお祝い会を開催する。

(3)大学の位置づけ

偏差値も向上し他大学と遜色がないまでになっ

てきた。

【審議事項】

1.当面の活動計画(１号議案)

溝上支部長より千葉支部の活動強化のために

メールアドレスやRKU校友会のホームページ

を積極的に活用して広く会員に伝えるように

したい等の説明があり、全会一致で承認した。

2.平成24年度決算報告(2号議案)

桜井会計及び久富会計監査からの報告を全会

一致で承認した。

3.役員の退任及び選出について(3号議案)

羽田副支部長より「斎藤副支部長が本部事務

局長に選任されたことから今総会をもって副

支部長退任、後任はおかずに欠員扱い」との

提案があり、全会一致で承認した。(役員改

選は来年度)

4.その他(４号議案)

フリートーキングとなり以下のとおり意見や

提案が出された。

· ＊若い校友会会員が参加出来るよう

に工夫して欲しい。名刺交換なども検討すべ

きだ。

· ＊残念だが県支部校友会そのものを

知らない人が多い。

· ＊各年度の同期会からの情報収集も

図るべきだ。

· ＊先輩諸氏の体験談なども語ってい

ただくなど魅力ある会への検討も必要だ。

· ＊RKUメールアドレスをもった新規

会員への対応を強化すれば参加者の拡大に役

立つのではないか。

· ＊来年は参加者50名を目標にして欲

しい。

· ＊メールアドレス登録者を増やし、

イベント参加につなげるべきだ。

支部執行部から「貴重な意見、提案を参考に

会の発展に務めたい」との答弁があった

【追伸】

総会の終了後大学の青春祭を見学し、そのあ

と新松戸ステーションホテルで懇親会を開催

した。田中副会長の乾杯により懇親会 とな

り自己紹介や近況報告等、 後に菅谷前支部

長の締めで終了した。なお、今回は関係者の

ご尽力で多くの参加者が集い、楽しく、有意

義な時間を過ごすこと ができた。（文責

石山
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中部支部総会

中国東支部総会

平成25年度流通経済大学校友会中国東支部

総会経過報告

標記につき、ご承知の通り昨日米子ワシント

ンホテルにおきまして、流通経済大学校友会

田中副会長・赤石総務部長をお迎えし平成２

５年度中国東支部総会を開催しましたので経

過を報告します。

記

１．黙祷

長年校友会の全国組織の確立にご尽力を賜り

ました池澤昭夫氏（前事務局長）のご逝去と

中国東支部会員の佐々木一郎氏のご逝去に１

分間黙祷を捧げました。

２．出席者名

（当日、山口氏欠席のため７名となりました。）

出欠通知を頂いた会員名簿（４２名分）を作

成しております。

３．承認事項

A.中国東支部の組織状況

１）島根県内を対象とした同窓会の開催及び

岡山県支部の組織化を推進する。（２５年度

中）

２）会費未納者に対する年４回の広報につい

て、出欠通知を頂いた４２名を対象に本年度

も通知する。但し、予算が厳しい状況もあり、

今後も会費未納者に対する徴収に努力をする。

（ご協力のほどお願い申し上げます。）

○振込先（年会費２０００円の振込です。入

金通知は必要ありません）

ゆうちょ銀行、記号１５２５０、番号１８５

９５２１

口座名リュウツウケイザイダイガクコウユウ

カイチュウゴクヒガシシブ

（領収書を発行し、送付致します。）

３）流通経済大学校友会中国東支部会則第８

条・第９条については、支部組織が確立され

ていない現状を鑑み、２７年度以降の中尾支

部長・左次副支部長を承認された。

４）総会開催時期について、７月第１週の日

曜日は色々諸行事が多いとの指摘が出され、

来年度は６月中旬（土曜日）１５：００～倉

吉市で開催することが承認された。

B.平成２４年度事業報告、収支決算書、平成

２５年度事業計画、収支予算書が、原案通り

承認された。

C.創立５０周年記念事業については、校友会

本部専門委員会への一任が、承認された。

４．添付資料

1. 議事次第（１部）

2. 組織図（１部）

3. 会員各位通知文書（平成２５年２月

２８日付）（１部）

4. 総会出席者写真撮影（１部）

（田中副会長・赤石総務部長から全会員に

くれぐれもよろしくお伝え願いたいとの伝

言を承りました。特に同期の卒業生には会

７月７日（日） 米子市

米子ワシントンホテル

７月1５日（月） 名古屋市

キャッスルプラザホテル

17：00～

中部支部総会が開催されました

首記、中部支部総会は７月１５日１７時よ

り名古屋市キャッスルプラザホテルにて、

本部から田中副会長と齊藤事務局長を迎

え、和やかに楽しく開催されました。 主

催者の中部支部長の種田氏から、本日を迎

えるまでのさまざまな苦労話がありました。

ほんと！次期の中部支部総会には一人でも

多くの出席者を求めたい！そ んな気持ち

になりました。さて、流通経済大学の現状

報告などの後、懇親会になりました。 出

席者からのさまざまな自己紹介があり一つ

一つに心を打たれたものがありました。中

でも特に若い校友の自己紹介を紹介致し

ましょう！『僕は物流を研究する という

志を持って流通経済大学に入り、そして

今物流の業務についています。』という

力強い発言。こういう若者がいるかぎり

ＲＫＵは今後も５０周年そして １００周

年へと素晴らしい歩みをしていくだろう

と確信しました。

ご出席の森本さんから当日の写真をＣＤ

にて受領しておりましたが、７月から８

月にかけて編集子が極度の体調不良とな

り頭が 上がらずＰＣもさわれずにアップ

もままならず、やっと秋風が吹き始めて

から体調も上向きになりこの記載文を書

いております。でも、この体調不良、当

日の懇親会のお酒・その後の二次会のお

酒（二期の諸橋君などと一緒の）とは全

く別物であります。一 言申し添えます。

いたかったとのことでした。）
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· 仲川 篤夫 就職支援センター事

務部長(8期)

· 宮本 俊郎 学生部事務部長(14期)

· 永井 要子 教務第一係長(21期)

· 森 貴樹 学生部

校友会本部

· 佐藤 克實 校友会会長 (1期)

当日出席予定で欠席

· 五十嵐 進(4期) 山形支部長 前

日山形県大雨により

· 渡辺 佳昭(2期) 校友会顧問 体

調不良

【開催場所】

ホテルガーデンパレス仙台

【時間】

１８時３０分より総会

１８時４５分より懇親会

総会ではみちのく支部長の開催挨拶に始ま

り

波田教授による大学の現況説明

佐藤校友会長の校友会活動の報告

秋田支部長代理の挨拶

宮本氏より大学からの連絡

小野寺幹事の会計報告、西方幹事の監査報

告

その後瀬川氏の乾杯で懇親会開始

順次出席者の自己紹介近況報告等盛況の内

に終了

解散後各自分散して２次会・３次会等あっ

た模様でした。

次回は山形支部単独での開催を支援する事

になりました。

みちのく 山形支部総会

みちのく支部・山形支部、２回目の合同

総会を開催報告

７月１９日は翌日流大の父母懇談会が仙台

で行われると言う情報により、本年２度目

の総会を開催しました。総勢２０名の出席

となりました。

みちのく支部

· 瀬川 光蔵(1期)

· 岩田 暁(4期)

· 小原 文男(7期) みちのく支部長

· 西方 正博(12期) 幹事

· 佐藤 元彦(13期)

· 小野寺 秀典(15期) 幹事

· 蜂谷 直之(18期)

· 阿部 康彦(21期)

· 栗田 鋼二(22期)

· 鈴木 伸一(29期)

山形支部

· 堀 明彦(22期)

· 斉藤 裕史(23期)

秋田支部

· 佐藤 尚(1期)秋田支部長代理

大学

· 波田 永実 学生部長 法学部教

授

· 島影 義和 就職支援センター長

経済学部教授

新潟支部総会

新潟支部 第７回支部総会が開催されまし

た。

第7回支部総会が平成２５年７月２０日（土）

に新潟市、新潟駅前 クオリス‘信濃川’で

開催されました。出席者は支部会員１６名、

本部役員、田中副会長、齊藤事務局長の２名

をお迎えし１８名でした。（下記 出席者一

覧あり）

以下、式次第によりご報告いたします。

会議 12:00～12:40

１、開会あいさつ 捧 支部長

２、校友会本部 近の活動内容と全国支部の

組織化状況 本部 田中副会長

なお、田中副会長の発声により、先日お亡く

なりになられた前事務局長池澤昭夫を哀悼し、

黙とうを奉げました。

（池澤氏は前々回の支部総会に本部役員とし

て出席していただきましたので新潟支部会員

にもご面識の方が多いとおもいます。 近年ご

病気のため体調を崩され治療に専念されるた

め昨年事務局長を退任されました。まだ、お

若く、また校友会の組織作りに多大な貢献を

なされました。校友 会として貴重な人材を失

いました。しかし、今はただご冥福をお祈り

するのみです。）

近じか迎える開校５０周年に当たっての記念

事業等について

いろいろ案が挙がっているが検討中であるこ

と

全国の支部組織化と活動状況について

一部、 取組み中のところもあるが------全国

の支部組織はほぼ整った個々の支部の活動内

容については-------様ざまであり、段階があ

る

今後とも本部としても支援していく。

（配布資料あり）

３、大学の現状について 齊藤校友会事務

局長

· 学生数、竜ヶ崎校舎と新松戸校舎の

利用状況

· 在校生のスポーツ分野での活躍につ

いて

· 大学の社会的な評価

· 就職状況

（配布資料あり）

４、新潟支部の現状について 捧 支部長

会員数３８６名、今回総会案内で返信のあっ

たもの６９名、無回答３０２名（７８％）、

その他１５名。今回出席者１６名。

この数値傾向は例年どうりです。全国的にも

似たような比率です。

地域別会員数について

７月１９日（金） 仙台市

ホテルガーデンパレス仙台

18：30～

７月2０日（土） 新潟市

新潟駅前 クオリス‘信濃川’

1２:30～
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秋田支部総会

からが本番です。総会と言っても目的の大半が

本部員より母校の様子聞くことと、会員同士飲

んで交歓を深めることかもしれません。2時間飲

み放題ということで大いに気合いの入るところ

です。

しばし飲み、席順（順不同）に従って自己紹介

（近況報告）に移りました。いつも盛り上がり

時間をとるところなので1人持ち時間3～5分とい

うことで始めました。

各々世代が違う会員の現在の仕事状況、リタイ

ヤされた方の生活の仕方、大学訪問の報告、趣

味等の話があり、盛り上がりまた参考になりま

した。

次第に宴も進み、座も乱れ、入り替わりお互い

話も大いに進みました。

2時間もあっという間に過ぎました。

後に三本締め。支部会旗を掲げて集合写真を

とり、閉会となり、次回の再会を約したのでし

た。（捧 記）

出席会員 （個人情報保護のため姓のみの表

示）

三浦（1―顧問）、関（2―副支部長）、高橋（2）、

星（3）、捧（4―支部長）、平澤（7）、関崎

（9）、秋山（11）、佐藤（11）、平松（16）、

丸山（17）、引場（20）、小泉（27）、田辺（3

0）、吉田、（31）、須貝（34）

（和田―17－副支部長 今回欠席 ）

９月２８日(土) 秋田市

第一会館本館

17：00～19：30

新潟――１３８名、長岡――56名、上越――

35名、胎内、新発田、三条、十日町――各々

１３名、、以下略

新潟県は広く、かつ新潟地区の会員数が多い。

総会等の会合を考えると新潟市が第一候補と

なる。別途地域単位で数名程度でも参集の目

途がつけば、目的は別として会合をもつこと

は可能である。

卒業年次別会員数について

1期より平成4年度までの４年くくりの合計人

数では１０～２０数名である。

平成5～8年――68名、平成９～１２年――89

名、平成１３～１６年――48名、以下略

ある年代より、県内の会員数が多くなってい

る。その年代の会員が将来60代になってくる

と新潟支部のあり方も変わってくるかもしれ

ない。（24年後期待）

首都圏大学の地方出身者の減少傾向が指摘さ

れ、地方支部の会員数の先細りも懸念される

ところであるが、新潟支部は長期的には期待

がもてる状況ではある。それまではなんとか

支部活動継続してゆかねばならない。

審議事項―――課題と取組み

活性化対策本部支援金の活用について

総会出席者数1人当たり2千円の補助がある。

今回は懇親会の一部補助、会議費、雑費等に

充当した。（次回会計報告の要有）ほかの活

用案はあるか。

支部総会開催サイクルについて

現隔年―――毎年という案についてはどうか

組織体制の強化について

支部活動の活性化要望はあるか

上記実施するには担当役員の増員、規約等の

明確化が必要となるが

結果――十分に審議時間が持てなかったこと

もあり、又特に意見も出なかったので懇親会

のなかで議論を続け、結論は特に出さず継続

審議事項とした。

５、懇親会 12:40～15:00

三浦顧問の乾杯の音頭で始まりました。これ

【会場】

第一会館本館

秋田市大町5-4-28 Tel：018-864-1166

【参加者】

計16名

我妻 実（支部長 1期）、佐藤 尚（1期）、

畠山 博（1期）

正木錬太郎（2期）、松田 満（3期）、大山

文俊（4期）

佐藤 信治（4期）、高橋 満（4期）、高橋

義和（4期）

寺山 久男（4期）、藤原 哲博（6期）、一関

勝彦（6期）

村上 淳（30期）

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）

【議題】

議事に先立ち、校友会前事務局長の池澤昭夫

（1期）氏および本学名誉教授の林 玲子氏の

逝去を悼み、出席者全員で黙祷を捧げた。

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、秋田支部総会の参加者が昨

年より増えたことに伴い、秋田支部の更なる充

実・発展に期待したいとの挨拶があった。

３．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。

４．大学及び校友会の現状

校友会事務局の黒田から、今季のサッカー部の

総理大臣杯優勝を含めたスポーツ分野の活動状

況、大学の入試状況および校友会の現況等につ

いて報告した。

５．その他

我妻支部長より、昨年からゴルフコンペを計画

するなど、少しでも総会への参加者を増やす工

夫を考えており、今回は、昨年より若干増え、

特に4期生の大半が一堂に揃ったことは喜ばし

いことである。次回は、是非ともOGの参加を期

待したいと報告した。

その後、秋田支部と親交のある瀬川幹事（みち

のく支部所属）の乾杯により、懇親会が開始さ

れた。

暫時歓談の後、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い、歓談の時間となっ

た。

今回の参加者は現役を退いている方が多く、旅

行、魚釣りや野菜作りなどの趣味に興じている

との近況報告があり、年齢的なことから健康面

に気遣いながら、内助の功も大切にしていると

の微笑ましい一面も感じられた。

懇親会も盛会のうちに終了し、続いて、昨年同

様、故佐賀井前支部長の奥様が経営する居酒屋

（どぶろく屋）で二次会が行われた。

12名が参加し、参加者の更なる結束が深まった

一夜であった。

流通経済大学校友会秋田支部総会が開催され

ました。

【日時】

2013年9月28日（土）17：00～19：30
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南九州支部総会

流通経済大学校友会南九州支部総会が開

催されました。

【日時】

平成25年10月5日（土）～6日（日）

【会場】

鹿児島県霧島市 霧島観光ホテル

【出席者】

計14名

宮崎県2名、熊本県3名、鹿児島県7名、本部2

名

【内容】

司会：北晴夫（事務局・7期）

（１）支部長挨拶

支部長の青木禎一郎氏（2期）から開会の挨拶

があった。

（２）校友会田中副会長挨拶

校友会田中副会長から校友会の状況や大学の

状況も含めて挨拶があった。

（３）総会・懇親会

北晴夫氏の進行で校友会南九州支部の活性化

について、活発に意見交換がなされ、特に今

回出席された35期齋藤氏に、まだ20代30代の

若い卒業生は仕事が忙しいと思うが、なるべ

く声をかけて出席を促してほしいとの意見が

出された。

また、サッカー等で南九州で活躍しているＯ

Ｂや大学の運動部等が九州、特に南九州に遠

征がある場合は、広報してほしいとの要望が

あった。

その後、自己紹介等を行い懇親を深めた。

※ 熊本県の酒蔵「山村酒造」山村氏(6期生)

より阿蘇の酒れいざん本醸造酒の差し入れが

あり全員で美味しくいただきました。ありが

とうございました。

1０月５日(土) 霧島市

霧島観光ホテル

岩手支部総会

11月３日(日) 盛岡市

ホテルメトロポリタン盛岡

18：00～

校友会岩手支部総会が開催されました。

【日時】

平成25年11月3日日曜日18時～

【会場】

ホテルメトロポリタン盛岡

【出席者】

10名出席

高橋支部長（2期）、佐々木（4期）

昆（13期）、荒澤（17期）、押切（23期）

掛川（26期）、中村（35期）、菊池（44期）

田中校友会副会長、齊藤事務局

【内容】

高橋岩手支部長の挨拶。

田中校友会副会長より校友会の現状と活動に

ついて。

齊藤事務局より母校流通経済大学の今日につ

いて。

【協議事項】

岩手支部の活動報告並びに決算報告。

予算（案）。

今後の取り組みについて。

役員について。

今回の支部総会欠席で返信のあった方には、

今回配布した大学資料校友会資料などを送っ

たらどうか。そのようにしてより繋がりを深

め次回の出席者の増やす努力しよう。支部活

性化について活発な意見交換を行った。

【懇親会】

佐々木氏の乾杯音頭で懇親会に入り、各人自

己紹介して大学の今昔やクラブ活動や学寮な

どの思い出話で盛り上がった。

※出席者の年代が少しずつ離れていて、興味

深い話ができました。また会場のホテルにお

勤めの中村さんのご配慮で楽しい宴席となり

ました。

栃木支部総会

1０月２０日(日) 宇都宮市

宇都宮駅東口「タイ料理の店メナム」

15:00 ～

栃木支部総会が開催されました。

【日時】

平成25年10月20日 日曜日

【会場】

宇都宮駅東口「タイ料理の店メナム」

15時から栃木支部総会 16時から懇親会

【参加者】

椎名支部長（1期）宮本（1期）石戸（6期）石

崎（10期）

片岡（17期）倉井（28期）佐藤校友会長（1期）

齊藤事務局長（7期） 敬称略

【支部総会】

椎名支部長より開会の辞

支部総会の趣旨と参加者に対してお礼の言葉

があった。

佐藤校友会長

参加者へのお礼の言葉と、今後の校友会の役

割、会員相互の親睦を通して母校流通経済大

学の建学の精神に基づいた発展に寄与できる

ようご協力頂きたいと要請がなされた。

齊藤事務局長

校友会の現状と大学の学生数、課外活動、施

設、卒業生の数、就職率などの説明があり、

創立50周年を迎える年に行われるホームカミ

ングディーの参加要請があった。

椎名支部長挨拶

今回案内葉書約600通、住所不明の返却は1通

だけ、ご実家に配達されたものをご本 人が見

ていないなどの要因がある。本人への伝達を

きちっとしていただけることに期待したい。

前回、女性などが参加しやすい様に今回は日

曜日開催とした。 10月は運動会や各種イベン

トが多い時期にあたったかも知れない。今後

も出来る限り会員が気楽に参加できるような

環境を整えていく努力を惜しまないとのお 話

があった。

決算報告

椎名支部長より決算報告があり、帳票類の確

認も行われ承認された。

今後の栃木支部と活動の方向性について

現在の会員の所在は宇都宮近郊が一番多く、

ついで足利、小山地区が続く。自 分の住むエ

リアの声かけをしようとしたが個人情報の関

係もあり難しい。会員に校友会の行事を知っ

て貰うために昨年の支部総会の写真と記事を

読売新聞の催し 物欄に掲載してささやかでは

あるが貢献した。今後も読売及び下野新聞に

掲載予定。さらに石崎氏が個人的にFacebook

にも掲載予定である。

その他

6月に亡くなられた池澤前事務局長に対して全

員で哀悼の意を捧げた。

懇親会

南九州支部総会
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椎名栃木支部長、佐藤校友会長、齊藤事務局長、

支部会員5名の計8名で椎名支部長経営のお店で1

6時から懇親会となり、大学時代の風景や教職員

の思い出、日本国内や海外情勢の話などで盛り

上がり、予定の18時を大幅に超過して21時ころ

まで親交を深め閉会した。

記事 石崎(10期生

近畿支部総会

11月９日(土) 大阪市

大阪弥生会館 3F

1６：00～１９：00

流通経済大学校友会近畿支部総会が開催さ

れました。

【日時】

2013年11月9日（土）16：00～19：00

【会場】

大阪弥生会館 3F 大阪市北区芝田2－4－53

Tel：06-6373-1841

【参加者】

計16名

藤浴 正人（支部長 1期 大阪）、浅田

新治（1期 兵庫）

佐澤 徹（1期 兵庫）、吉村 清久（1期

大阪）

鷲尾 彰一（1期 滋賀）、森田 好昭（2

期 大阪）

村田 卓真（3期 兵庫）、福島 勝治（4

期 滋賀）

深田 孝司（7期 滋賀）、溝手 至（7期

大阪）

春名 匡（25期 兵庫）、石津 弘徹（30

期 大阪）

久下 淳（30期 大阪）、根岸健太郎（31

期 大阪）

水田 雅子（31期 兵庫）、黒田 義一

（事務局 8期）

【議題】

議事に先立ち、校友会前事務局長の池澤昭

夫（1期）氏および本学名誉教授の林 玲子

氏の逝去を悼み、出席者全員で黙祷を捧げ

た。

１．支部長挨拶

藤浴近畿支部長より、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．大学および校友会の現状

藤浴支部長の指名により校友会事務局の黒

田から、今季のサッカー部の総理大臣杯優

勝を含めたスポーツ分野の活動状況、大学

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

を含めて自己紹介を行った。

４．創立50周年について

2年後に迎える大学創立50周年事業について、

藤浴支部長より校友会幹事会での取り組み

状況を報告した。

大学では、50周年記念事業委員会が設置さ

れたばかりであるが、大学および学生に寄

与できるような事業展開を望む声が多く寄

神奈川支部総会

11月９日(土) 横浜市

横浜駅西口「加登屋茶屋

神奈川支部総会が開催されました

【日時・会場】

平成25年11月9日 横浜駅西口「加登屋茶屋」

【参加者】

廣瀬(1期)、軍司(1期)、道口(1期)、愛場(2

期)、仲浜(2期)、広瀬(2期)、

長田(3期)、小林(3期)、増澤(3期)、沓(4期)、

中台(4期)、成瀬(5期)、

叶野(10期)、森田(21期)、小平(26期)、渡

邊(26期)、松浦(29期)

岡田(30期)、菅原(32期)、西尾(39期)、佐

藤校友会長、齊藤事務局

支部総会 司会 愛場(2期)

来賓として森尾名誉教授にご挨拶をいただ

く予定であったが残念ですが風邪のため欠

席となりました。

○廣瀬支部長挨拶

2年ぶりの神奈川支部総会の開催。1期から3

9期まで幅広い年代が集まった。活発な意見

交換、懇親をお願いしたい。

○佐藤校友会長挨拶

母校流通経済大学も再来年の2015年に創立5

0年を迎える。校友会としても記念事業、記

念行事を考えている。校友会の役割として

「会員相互の親睦」「母校の発展に寄与す

る」2つのテーマがある。ぜひ支部総会の中

でいろいろなご意見を出していただきたい。

○役員の改選

支部長改選の時期となったが出席者より廣

瀬支部長に再度お願いしたいとの意見があ

り再任が承認された。

○会計報告

せられ、卒業生の周年事業への関心が高い

ものと感じた。

５．その他

今年も、総会としての審議は行われなかっ

たが、 後に、藤浴支部長から近畿支部の

今後の在り方について私見を述べられ、終

了した。

写真撮影の後、隣室へ席を移して浅田氏の

乾杯により、懇親会が開始された。

懇親会では、学生時代の思い出や近況報告

に花を咲かせるとともに、昨年度に引き続

きOGの参加があったことから、今後の女性

の参加者増に期待が集まった。

終了後、藤浴支部長のご配慮により、北新

地において二次会が設定されたが、参加者

の都合や若手グループに分かれたこともあ

り、うち3名の参加となった。芸達者な関

西人の歌声が聴けなかったことが、心残り

である。
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四国支部総会

四国支部総会が開催されました。

【日時】

２０１３年１１月１６日１７時～

【会場】

ホテルサンルート瀬戸大橋

【参加者】

濱田顧問２期 松永支部長２期 好多副

支部長５期

菊池３期 河上４期 西山７期 氏家

９期

事務局齊藤７期

【四国支部構成】

香川県９３名 徳島県３８名 高知県５

３名 愛媛県３４名

２１８名に案内を発送

返信６０名27.5%

松永支部長挨拶

１０月２６日に支部総会を予定したが台

風により本日となった。延期開催にもか

かわら ず出席していただいたことに感

謝。残念なことに四国支部唯一の１期生

篠原さんが８月に亡くなった。今後も四

国支部として校友会員の交流の場として

母校の発 展に寄与出来るように活性化

して行きたい。

校友会及び大学の現在について

齊藤事務局長より説明があった。

- 議題 -

・平成２４年度収支決算書及び監査報告

・西山会計監査より帳票類を含め適正に

処理されている旨の報告があり議決され

た。

・平成２５年度予算案の説明。

支部総会終了後懇親会に入り、母校や恩

師の思い出、各々の近況報告などで盛り

上がり２０時過ぎに中締めとなった。

福島支部総会

２月８日(土) 福島市

福島ビューホテル『信夫の間』

1６：00～

福島支部総会を開催しました。

【日時】

2014年2月8日土曜日 16時～

【会場】

福島ビューホテル『信夫の間』

【参加者】

6期生鹿野 7期生齋藤 8期生柴田

9期生齋藤 11期生渡辺 19期生大橋

27期生野地 27期生伊藤 27期生杉内

32期生石山 32期生猪俣 32期生西野

32期生石井 37期生佐藤 42期生鎌田

校友会事務局齊藤

鹿野支部長挨拶

４年前に支部総会を計画したが人数が集

まらず開催出来なかった。今回幅広い世

代の多くの校友が集まりこうして開催出

来ることは大変うれしい。

震災もあり実際避難されている方もいる。

情報交換、交流の場として今後も盛り上

げて行きたい。

齊藤事務局

校友会と大学の沿革と今日ついての説明。

支部長人事

６期生の鹿野氏から８期生の柴田氏（今

回の世話役）へ支部長の交代の提案があ

り柴田氏が福島支部の支部長に推薦され

た。2月22日の幹事会の承認を経て新支部

長となる。

7期生齋藤氏の音頭で乾杯し懇親会にはい

り、各自の流通大学の思い出や現在を含

めた自己紹介などがありなごやかな宴席

になった。

小林会計担当より25年11月現在の会計報告、

軍司会計監査より監査報告があり承認された。

懇親会 司会 沓(4期)

支部長再任の挨拶のあと道口(1期)の発声で

乾杯を行い懇親会となった。齊藤事務局の大

学と校友会の現状の説明、各人の自己紹介で

盛会の中 全員で校歌斉唱し広瀬校友会財務

部長(1期)中締めの挨拶で閉会となった。

※敬称略としました。

11月1６日(土)

ホテルサンルート瀬戸大橋

1７：00～ 四国支部総会 福島支部総会
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北陸支部総会

３月1５日(土) 富山市

富山電気ビルディング

18：３0～

流通経済大学校友会北陸支部総会

【日時】

2014年3月15日(土)18:30

【会場】

富山電気ビルディング

【参加者】

廣上正範(1期)、西田憲(1期)、十二友一(2

期)、

伊東幸一(4期)、佐々木外茂美(4期)、竹中

秀明(4期)、田中良範(4期)、

中野由晴(6期)、日野壮太(6期)、五島辰夫

(7期)、道具弘之(7期)、

太田智士(10期)、石灰瑞雄(16期)、栃谷義

隆(16期)、山浩之(16期)、

岩木茂(18期)、佐々木好市(18期)、谷口豊

(19期)、野崎剛司(25期)、

岩田史見(37期)、佐藤克實(校友会長1期)、

宮本敏郎(事務局14期)

【内容】

（１）校友長挨拶

佐藤校友会長より、校友会の現状報告と、流

通経済大学が2015年に創立50周年を迎えるこ

とから、校友会もさらなる支援をしていきた

いとの話があった。

（２）大学の近況報告

校友会事務局宮本より、資料をもとに大学、

入試、就職等の報告があった。

（３）支部長の交代人事

朴木支部長の退任に伴い新支部長の選出があ

り、6期日野壮太氏が満場一致で承認され、

新日野支部長から校友会発展のため貢献した

いとの話があった。

（４）自己紹介

大学時代の想い出話しを含めた近況報告があっ

た。

（５）懇親会

今後の北陸支部の活性化のため活発な意見が

出され、その後学生時代の恩師との想い出や

経済的に厳しく苦しかった下宿生活などの話

しで会場は盛り上がった。

編 集 後 記

当号は前回発行より長い期間となり

申し訳ございません。結果ほぼ一年間

の活動記録となりました。負け惜しみ

的に言うと、支部総会報告が溢れるば

かりの記事で埋め尽くされ、列挙され

ました。 近の支部活動の充実ぶりを

見るおもいがしてうれしいかぎりです。

校友会地域組織化もこの様に日本全

国、北から南まで目に見える形で拡がっ

てきたと実感できます。

実際に各地域において地道に取りま

とめ当たられた担当の方々の苦労にお

もいをいたすと頭の下がるおもいがい

たします。

次第に回を重ねるとその運営、会員

への働きかけ、情報のやり取りなどに

ついてより効果的な方法も有るのでは

ないかとのお話もでてまいります。

幹事会などで各地区よりのノウハウ

を交換してより充実した会員のために

なる活動をめざさねばなりません。

本部担当よりの多方面での支援を期待

したいところです。

さて 今年度の新しい出来事では50

周年事業への取り組みでしょう。ここ

１,２年力を入れて取り組ねばなりま

せん。大学との関連もあるので一方的

な活動とはいきませんが、校友会独自

で出来るものについては具体的な施策

として進めなければなりません。

組織的には検討委として小委員会が

設置され動いていますが実働としては

本部事務局の負担が大きくなるとおも

います。よろしくお願いしたいと思い

ます。

別に、内輪の話となりますが、幹事

会の龍ヶ崎キャンパスでの開催は今年

度のひとつのイベントではあったとお

もはれます。

高年次の幹事にとっては従来幹事会

の開かれる新松戸キャンパスはなじみ

の薄いいところでした。龍ヶ崎校舎は

我らの青春であり出発点であったとい

う特別な思いのあるところです。５０

周年の節目に大学、および自己の原点

に戻って、来たりしみち、あるいは行

く末について議論できたことは有意義

であったとおもわれます。

編集子 S生

会員の交流情報の記事をお寄せください。今回は支部情報が多

くなってしまいました。できればより私的な、ゼミ､クラブ、同

好会、寮､下宿、同期などのサークルの話題があるとより楽しくなるとおもいます。

本来は編集子が積極的に情報収集に努めなければならないところですが、遠く離れた地

方に居住して物理、時間的に制限があります。再考の余地がありますが、まずはこの様な

広報を通じてお願いしたいと思います。 本部事務局 編集係まで

記事募集


