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学園を設立され、昨年の11月にはめでたく学

園創立70周年を迎え多彩な記念事業が行われ

ました。この間、学園は大阪産業大学・同短

期大学部、大阪産業大学附属歯科衛生士学院

専門学校、大阪産業大学附属高等学校、大阪

桐蔭高等学校、大阪桐蔭中学校を擁するまで

に発展し、それぞれ同窓会が組織されていま

す。そして、「会員相互の親交を深め知徳を増

進し、あわせて学校法人大阪産業大学に貢献

すること」を最大の目的としています。

これら、同じ目的を持つ同窓会が一同に会

し「大阪産業大学学園合同同窓会（仮称）」を

開催して親交を行うことにより、学園すべて

の卒業生（約10万人）が一丸となり未来永劫、

学園の発展に貢献できると考えます。

3.校友会組織の活性化と拡大
ここ数年前から学部･学科の謝恩会や同窓

会、ゼミの同窓会、クラブのＯＢ・ＯＧ会な

ど各種団体の活動が活発に行われ、これらの

団体より校友会会長への臨席願いを多数いた

だくようになりました。これも校友会の活動

が卒業生に広く認めていただけるようになっ

てきた証と喜んでおります。

今後、これらの団体と校友会が連帯するこ

とで今まで以上に有意義な校友会活動が可能

になります。団体のご意向や校友会組織との

位置付け等の検討課題はありますが「校友会

ファミリー」としてのお付合いから始めさせ

ていただければと考えております。

4.校友会事務局と専門部会の強化
校友会の大きな事業となる「校友会30周年

記念事業」、「大阪産業大学学園合同同窓会

（仮称）」の実施にともない事務局に事務局次

長を加え、これらの事業を精力的に展開した

いと考えております。

また、事務局の実行機関として総務部、運

営部、編集部、支部推進部の4部門があり、こ

れまで会長の選任する副会長または幹事がそ

れぞれの部長として担当しておりましたが、

これら4部門の活動をさらに活性化し責任ある

運営を行うため副会長を各部門に配置し、幹

事のメンバーはいずれかの部門に所属して活

動をしていただきます。

5.財政基盤の強化
平成9年10月26日に会費規程の一部が改正

され、平成11年度の入学生から校友会費が2

万円から3万円となり会費収入が大幅に増加い

Ｓ18年6月15日生
Ｓ39交短機、Ｓ52年1月校友会代議員
Ｓ53年7月幹事、Ｓ56年4月副会長
Ｈ8年4月会長、現在に至る。
（株）池田緑地設計代表取締役

1.大阪産業大学校友会
創立30周年記念事業
大阪産業大学校友会は昭和44年に大阪交通

学園同窓会から分離独立し、昭和45年1月に

「大阪産業大学校友会」として旗揚げをして、

平成12年1月には、満30周年を迎えようとし

ております。これを機に、同年の秋には「校

友会創立30周年記念総会・パーティー」を機

軸として色々な記念事業を実施いたします。

具体的な内容については、幹事会を中心に

代議員、相談役、顧問、参与、支部長や学園

のご意見をお聞きしながら推進したいと思っ

ております。

2.「大阪産業大学
学園合同同窓会（仮称）」の開催

瀬島源三郎先生（故人）が昭和3年11月に

たしました。この度の値上げは幹事会、代議

員会において慎重に審議を行い、さらには学

園のご理解とご協力をいただき実現したもの

です。これまで以上に予算の作成と執行には

無駄を省いた対応が必要であり、「財政安定化

基金」への積立を積極的に行いながら、財政

基盤を確固たるものにしたいと思います。

6.校友会支部活動について
長年の悲願でありました校友会海外支部の

設立に関して、支部推進部を中心に留学生の

ＯＢや留学生を担当された先生、事務職員の

ご協力を得ながら準備を進め、今年の5月23

日に海外支部の１番目として「大阪産業大学

台湾校友会」の旗揚げをすることができまし

た。今後も台湾校友会の設立を契機として2番

目の海外支部の設立に向けて努力したいと思

っております。

国内においては支部活動の活性化を図り、

支部については大阪市を中心とした支部の再

編を進め、いまだ支部が設立されていない都

道府県は設立の方向性を探っていきたいと考

えております。

また、長期間にわたり支部活動を停止して

いる休眠支部についても早急に対応を検討す

る必要があると考えております。

7.校友会員子女の入学優遇制度
会員の皆さまには封書で詳しくお知らせい

たしましたが、この度、理事会のご理解とご

尽力により、今年度から実施される入学試験

の受験料が校友会員の子女に限り免除される

ことになりました。

また現在、会員の皆さまには優遇制度に関す

るアンケートをお願いしており、アンケートの

集計結果をもとに会員子女優遇制度の充実に

努力したいと思います。

21世紀へ羽ばたく校友会

大阪産業大学校友会・会長　池田　義隆

大阪産業大学校友会の皆さまには日頃よ

り校友会活動にご理解とご協力をいただ

き、誠にありがとうございます。私は平成

11年1月16日の幹事会において大阪産業

大学校友会会長に再任されました池田義隆

でございます。任期の3年間、会員の皆さ

まと大阪産業大学の発展と充実のため誠心

誠意頑張りたいと思っております。そして、

21世紀に向けて次の7項目の実現に努力

させていただきたいと考えています。

最後になりましたが、校友会は学園創立70

周年記念事業の一環として「学園創立70周年

記念募金常任委員会（委員長 池田会長 他6

名）」を設置して募金に協力してまいりました。

そして、記念事業の期間中、総額1億4290万

5千円のご賛同を得ることができました。

ご協力いただきました会員や支部の皆さま

には心よりお礼申し上げます。今後とも校友

会活動にご指導ご鞭撻をいただきますようお

願い申し上げ、会員皆さまのご多幸を祈念申

し上げます。
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■中山幸蔵
Ｓ22月2月3日生
Ｓ43交機　（株）ビルメンテ
ナンスサービス代表取締役

■大植義夫
Ｓ11年12月14日生
Ｓ38年交短自Ⅱ Ｓ47交機Ⅱ
大阪産業大学短期大学部助教授

■光岡明弘
Ｓ20年10月31日生
Ｓ40交短自　Ｓ43機械
（株）光岡製作所代表取締役

■美内照男
Ｓ22年6月14日生
Ｓ44機械
てるてる商事代表者

■山本　明
Ｓ25年11月1日生
Ｓ48経営
海南市役所課長補佐

■高見新一
Ｓ30年3月24日生　
Ｓ51土木
大阪産業大学工学部助手

■福井義員
Ｓ30年12月23日生
Ｓ52年土木　
大阪産業大学工学部講師

■加門和彦
Ｓ28年5月12日生
Ｓ50年経営　大阪産業大
学 学長事務室担当課長

副　会　長

● 会長2期目就任の挨拶�

● 凡友旅に出る［ベルリンの卒業生を訪ねて］�

2～3

6

● 先生お元気ですか！ 、チャイム� 5

…………………………………�

…………………�

……………………………�

● 校友会待望の海外支部「台湾校友会」設立� 4……………�

● 校友の活躍ぶり拝見� 7………………………………………� ● お知らせのページ、おくやみ、編集後記�

● 校友の広場、スイートカップル� 12～13……………………………�

● 支部レポート� 10～11………………………………………………�

● 学園便り� 8～9……………………………………………………�

● 平成10年度決算、活動報告、ゴルフ大会� 14………………�

15…………………�

�

［　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ］�兵庫県但馬、鳥取、兵庫県西、和歌山、愛媛、北海道、香川�

［　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　］�副会長、幹事、代議員、顧問、相談役、参与、会計監事の新役員紹介�
部門メンバー紹介�

C　O　N　T　E　N　T　S

相談役　堀川　孝（S26交短運）

相談役　石川信男（S33交短運）

相談役　里　　昇（S27交短運）

相談役　村田陽行（S30交短運）

顧　問　林　大行（S27交短運）

顧　問　杉岡重武（S28交短運）

顧　問　梅本白蓮（S40交短経）

顧　問　眞田卓克（S37交短自・43機械Ⅱ）

参　与　藤野清久

会　長　池田義隆（S39交短機）

副会長　大植義夫（S38交短自Ⅱ・47交機Ⅱ）

副会長　光岡明弘（S40交短自・43機械）

副会長　中山幸蔵（S43交機）

副会長　美内照男（S44機械）

副会長　山本　明（S48経営）

副会長　加門和彦（S50経営）

副会長　高見新一（S51土木）

副会長　福井義員（S52土木）

幹　事　森本克彦（S35交短運）

幹　事　田村満喜男（S37交短自）

幹　事　奥本光春（S40交短自Ⅱ）

幹　事　大平和昭（S40交短自Ⅱ・昭44交機Ⅱ）

幹　事　谷口義清（S40交短経・昭43経営）

幹　事　梅木俊郎（S43短自）

幹　事　小泉広美（S44機械）

幹　事　馬込正勝（S44交機Ⅱ）

幹　事　石田秀雄（S44短自）

幹　事　才原　篤（S46短自・51機械Ⅱ）

幹　事　遠藤誠俊（S47機械）

幹　事　林　　茂（S48土木）

幹　事　力石卓郎（S49機械）

幹　事　西　博行（S50交機）

幹　事　武内清利（S50土木）

幹　事　宮井義裕（S51交機）

幹　事　平野明彦（S51機械）

幹　事　岡田幸利（S55機械Ⅱ）

幹　事　今村彰隆（S55交機）

幹　事　嶌崎敬司（S61経営）

幹　事　今井裕芳（S62電電）

幹　事　矢来篤史（S63電電・H2院電電）

会計監事 表　佐吉（S28交短運）

会計監事 梅田浩利（S33交短運）

会計監事 金住順二（S45機械Ⅱ）

会計監事 金丸勝春（S46機械Ⅱ）

代議員　鍋本三郎（S28交短運）

代議員　水戸岡博武（S28交短運）

代議員　柏葉昌宏（S38交短自）

代議員　大野義次（S39交短自）

代議員　関根繁之（S39交短機・43機械）

代議員　芦田正之（S40交短機・43経営）

代議員　菱田英男（S40交短機・43機械）

代議員　唐津　登（S40交短自）

代議員　木村　寛（S41交短自Ⅱ）

代議員　辻　尚武（S41交短自）

代議員　井村一憲（S41交短自）

代議員　青木豊茂（S41交短自）

代議員　鮫島好徳（S42短自）

代議員　大久保隆教（S43短自）

代議員　橋本國俊（S43経営）

代議員　山西義彦（S43経営）

代議員　八幡建二（S43交機）

代議員　梅原一男（S43機械Ⅱ）

代議員　見浪竹次郎（S43機械Ⅱ）

代議員　加藤　豊（S43経営）

代議員　井上静也（S43交機Ⅱ）

代議員　中村悠一郎（S44経営）

代議員　早瀬俊雄（S44経営）

代議員　中村禮司（S44機械）

代議員　有馬順一郎（S44交機Ⅱ）

代議員　山本孝文（S44機械）

代議員　田中善昭（S45経営）

代議員　吉野由喜男（S45機械）

代議員　松田　始（S45土木）

代議員　森田隆寛（S45短自）

代議員　藤　洋一（S45経営）

代議員　松田充生（S45交機）

代議員　森川勝吉（S46短自・50機械Ⅱ）

代議員　堀内昭男（S46交機Ⅱ）

代議員　重黒木一夫（S46交機）

代議員　原田秀康（S47土木）

代議員　西村康太郎（S47経営）

代議員　柴田栄久（S47経営）

代議員　中川健治（S47経営）

代議員　佐藤太一（S47機械）

代議員　渡辺一誠（S47経営）

代議員　岡野和也（S48経営）

代議員　本多清吾郎（S48機械）

代議員　鳥見本剛（S48交機）

代議員　皿屋匡宏（S49経営）

代議員　金井　章（S49経営）

代議員　清水秀司（S49交機Ⅱ）

代議員　峠　考尊（S50機械）

代議員　岩下光美（S50経営）

役員名簿■新役員の紹介

会長　池田義隆�

事務局�

総務部�

総括：副会長 中山幸蔵� 副会長 山本 明� 副会長 美内照男（兼）�副会長 光岡明弘�

部長：副会長 加門和彦 副会長 大植義夫（兼）�副会長 高見新一（兼）�副会長 福井義員�

委員：幹事 奥本光春�
　　 幹事 谷口義清�
    　幹事 岡田幸利�
�

幹事    田村満喜雄�
幹事    梅木俊郎�
幹事    遠藤誠俊�
幹事    西   博行�
幹事    武内清利�
幹事    今井裕芳�
代議員 菱田英男�
代議員 森川勝吉�
代議員 加藤史雄�
代議員 海老智史�
代議員 中川   易�
代議員 甘利博子�
�

幹事    大平和昭�
幹事    馬込正勝�
幹事    石田秀雄�
幹事    才原   篤�
幹事    林　　茂�
幹事    宮井義裕�
幹事    矢来篤史�
代議員 木村　寛�
代議員 久保雅洋�
代議員 皿屋匡宏�
会員    平佐多敬二�

幹事    森本克彦�
幹事    小泉広美�
幹事    力石卓朗�
幹事    平野明彦�
幹事　 今村彰隆�
幹事    嶌崎敬司�
代議員 松田充生�
代議員 清水秀司�
代議員 峠　考尊�
代議員 吉田秀雄�
代議員 青木孝憲�
�

事務局長：副会長 大植義夫�

事務局次長：副会長 美内照男�

事務室�

会計長：副会長 高見新一�

事務長：福田泰�
　　　 �
　　　 小野隆司�

運営部� 編集部� 支部推進部�

● 校友会 ●�
事務局担当職務�

代議員　黒厚子正和（S50短自・53経営）

代議員　久保雅洋（S51経営）

代議員　加藤史雄（S51経営）

代議員　岸本千代隆（S51機械）

代議員　吉岡正澄（S51交機）

代議員　川畑高明（S51交機）

代議員　石川　稔（S51土木）

代議員　園田和男（S51土木）

代議員　日野晋吾（S51経営）

代議員　尾崎誠宏（S51短自・54機械）

代議員　大瀬戸善典（S52機械Ⅱ）

代議員　藤原辰夫（S52機械）

代議員　黒川啓次（S53機械Ⅱ）

代議員　宮野希和（S53短自）

代議員　田村静夫（S54土木）

代議員　浜田太一郎（S54機械）

代議員　坂本達彦（S55機械）

代議員　柴橋信行（S56機械）

代議員　中井貴朗（S56経営）

代議員　奥平吉照（S57機械Ⅱ）

代議員　梅田禎之（S57短自）

代議員　坂田茂美（S57土木）

代議員　奥田淳一（S57経営）

代議員　鈴木浩史（S57土木）

代議員　吉田秀雄（S58経営）

代議員　西垣　覚（S58機械）

代議員　岩橋利和（S58経営）

代議員　坂本　悟（S58土木）

代議員　兼松　禎（S59機械Ⅱ）

代議員　宇崎敏明（S60土木)

代議員　梅田信一（S60短自）

代議員　渡邊幹士（S60機械）

代議員　松永和典（S61経営）

代議員　青木孝憲（S62電電）

代議員　徳田昭彦（S62機械Ⅱ）

代議員　三宅良司（S62土木・H元院土木）

代議員　坂口英行（S63経営）

代議員　田村謙介（S63経営）

代議員　庄司和孝（H元経済）

代議員　海老智史（H元経営）

代議員　中川　易（H2経営）

代議員　竹中明仁（H3経済）

代議員　大久保一志（H8環境）

代議員　大久保妙子（H9経営）

代議員　甘利博子（H9経営）

代議員　高月暁歓（H10短自）

＜総勢139名＞

校友会の新役員が次の通り決まりました。

任期は、平成11年4月1日から平成14年3月31日までの3年

間です。校友会発展のためにご尽力をお願い致します。（敬称略）



4

設立大会には、載（タイ）

筆洋氏(S59経営）ほか台湾

からの留学生校友会会員30

名、校友会会長、副会長2名、

幹事3名、編集部2名の8名、

そして、大阪産業大学学園か

らは中山常務理事、西岡学長

補佐、石原教授（経営学部）、

遠藤教授（同学部）、栄元氏

（元留学生担当事務員）の5

名に出席いただき、盛大な設

立大会になりました。

■台湾支部（台湾校友会）設立大会

日 時 平成11年5月23日 午前10時30分～12時30分

場 所 華泰大飯店（GLORIA  HOTEL）台北市林森北路369号

懇親会 午後1時～3時

大会に先立ち、司会の張（チョウ）明 氏

（S61経営）より司会進行を中国語、または日

本語で行うのかという質疑が行われましたが、

最初は中国語、そして日本語に翻訳するとい

う方法に決定し、大会に入りました。

大会では、まず発起人である載氏が中国語

と日本語で丁寧に挨拶。そして、今回の設立

大会までの経過報告と、色々な方々の苦労話

などを披露していただきました。

続いて行われたのが「台湾支部」ではなく

「台湾校友会」という名称の件、法人組織にす

ることについて、台湾は日本とは異なり、多

少であってもお金の管理、特に銀行口座を開

設する場合は、支部という名称では口座の開

設が困難とのこと。そこで、法人組織とする

ため、「台湾校友会」という名称になったこと

が報告されました。

次に、池田校友会会長の挨拶があり、続い

て中山常務理事は「海外支部第１号となった

からには、今まで以上に台湾からの留学生が

大阪産業大学にこられるように」との挨拶が

ありました。

最後に、西岡学長補佐から祝辞をいただき

ました。この後、劉（リュウ）義村氏（S53

経営 H3短自）を議長として、台湾校友会会

員の中から会長及び副会長などの選出が、無

記名投票で行われ、7名の初代役員を選出。初

代支部長には張明　氏が全員一致で選出され

ました。ここに1999年5月23日大阪産業大

学校友会海外支部第一号が誕生しました。

（編集部　才原 篤、矢来篤史）

台
湾
校
友
会
役
員
�

会　長�張  明　（Ｓ61 経営）�

会　計�李  雅遠（Ｈ7 経営）�

副会長�余  龍華（Ｈ4 経営）�
塗  東川（Ｈ4 経営）�
�地域幹事�【台北地域】粱  如慶（Ｈ4 経営）�
【高雄地域】方  雁紅（Ｈ6 経済）�
【日本地域】廖  麗敏（Ｈ6 経営）�

金�
均�

9月21日早朝、台湾の中部を震源地とする大

きな地震がありました。

被害をうけられた台湾校友会員の皆さまには

心よりお見舞い申し上げます。

金�
均�

金�
均�
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閉鎖と活動禁止

の処置を執りま

した。本学での

学生紛争が下火

になったのはそ

れ以降です。

第二の理事会

紛争の時期には、

私は組合の委員

長をしていまし

宇野　耕治 先生 プロフィール

昭和3年3月25日生（71歳）
西宮市苦楽園3番町4-18在住
昭和25年、関西学院大学大学院を修了、昭
和37年4月、大阪交通短期大学専任講師と
して就任。その後、昭和39年4月に同助教
授へ。昭和40年4月、大阪産業大学開設後
に教務部長、そして経営学部長・図書館長を
歴任。昭和49年4月に、教授へと昇格し平
成10年７月名誉教授となる。現在特任教授。
通産省所轄の「大規模小売店舗審議会特別委
員（兵庫審査会長）」

1.産大での思い出

故崎山一雄氏から、大阪交通短期大学交通

経営科の教員申請に名前を貸してくださいと

頼まれたのが、現在の大阪産業大学との最初

の出会いです。交通短期大学の時代から、昭

和40年の4年制大学への昇格を経て、今年で

36年になります。その間にはいろいろな思い

出がありますが、特に印象に残ったものから、

いくつか書いてみることにします。

昭和40年代は大学紛争の時代でした。本学

での紛争の問題は二つに分けられます。第一

は、学生主体の大学改革紛争があり、第二は、

大学の経営危機を背景とする経営権争いの理

事会紛争です。

第一の学生紛争では、どこの大学でもあり

ましたが、大教室に何時間も閉じ込められ、

対応に苦慮しました。ところで、この紛争は

新左翼の派閥争いを伴っていましたが、本学

を支配していた革マル派が、対立する中核派

に襲われ、学生が1人死亡する事件が起こり

ました。当時、教務部長をしていました私は、

学生部長と相談し、拠点となっていた部室の

3.現在の生活と趣味

現在、98歳になる老母を抱え、老人が老人

を看る生活を送っています。介護は女房頼り

なので、まったく頭が上がりません。私は、

眼底出血以来、眼の調子が悪くなる一方で、

最近は網膜浮腫を起こし、細かい字は読みづ

らくなりました。本が読みにくいのはつらい

ですね。趣味は旅行・山歩き・音楽鑑賞など

です。しかしそれもままならず、もっぱら愛

犬を連れて山道を散策するぐらいです。

た。委員長を引き受ける時点で大学の財政悪

化の状態を知っていたので、給与・ボーナス

の遅配・欠配を覚悟していたら、本当にその

通りになりました。この理事会紛争は、事態

を余計複雑にし、理事会の対応も誠実さを欠

き、大学の崩壊を避けるには、組合は中立性

を守ることが必要と考え、これに専心するの

みでした。

理事会紛争が収まり、経営の危機を脱して

安定化が進むと、経済学部を増設。まったく

ゼロからの出発で、まずカリキュラムの枠組

みを決め、さらに完成年次には大学院の申請

をする事を念頭において、必要な教員構成を

考えました。文部省の認可を取るためには、

相当の大物学者の獲得が必要とわかっていた

ので、その教員の確保が大変でした。申請を

出すまでの約2年間は、趣意書の作成や教員確

保の仕事に明け暮れたといってよいでしょう。

認可が取れるまでは、まったく気が抜けませ

んでした。

経済学部増設に比べると、交通経営学専攻

と流通学科の申請は楽でした。ただ、流通学

科のときには、流通学の理念の確立とカリキ

ュラムの構築には苦労しました。大学院の申

請では、教員構成が心配の種でしたが、無事

にクリアーできたことが幸いです。

2.教え子へのメッセージ

実り豊かな人生を切り開くのは、結局は自

分の能力でしかありません。社会に出ても、

常に自分の能力を磨くことを忘れないでくだ

さい。そのためには、健康な心身をつくるこ

と、さらに良き伴侶を得て健康な明るい家庭

生活を築くこと、この二つが基本だと思いま

す。また、良き友人との交流を大切にし、長

い人生を豊かなものにしてください。

この頃の学生の表現にこんな言葉を我々

教員に堂々と使ってきます。多少の努力を

して、やはりダメというなら理解もできま

すが、指示をされた瞬間に‘無理’という

言葉。「最近の学生は小さい頃から自分の

手で何かを作って完成させた喜びはないの

か」という疑問を感じてしまいます。8月

21日～23日、ＥＶラリー参戦のため3日

間を学生20人との共同生活を経験。そこ

で最近の学生達の色々なことを感じまし

た。まず自動車が好きな6人は、この日の

ために2ヵ月以上を作業に費やしました。

車好きだがアルバイトか自分の趣味で作業

に不参加した9人。そしてほとんど興味の

ない学生5人からの、協力はありませんで

した。自動車好きな15人は競技中、炎天

下の中での作業に不服も言わず黙々と行動

していました。やはり車が好きだから出来

Ａ君これを加工しておいて。 そんなん無理ですよ。Ａ君チャイム �
�[Chime]

たのでしょう。この中に異色の人材を見つ

けました。彼は自動車が好きなのにもかか

わらず、この作業にほとんど加わっていな

かったのです。彼の行動は終始裏方。他の

作業者への買出、宿泊施設の風呂や部屋、

そしてトイレ掃除まで一手に引き受けてく

れたのです。これは全く予想もできません

でした。うれしい発見です。 （Ａ＆Ａ）



3.新生ベルリンの建築ラッシュ

旧帝国議会議事堂のリニューアルに代表さ

れるように、現在ベルリンは建築ブームに湧

いています。ソニーセンタービルをはじめと

する大企業のビルが街のあちらこちらで建設

されています。

その中でも特に目をひくのが巨大なジグザ

グ状で表面が金属で覆われたユダヤ博物館で

す。開館は来年の秋頃の予定です。一方ベル

リンには、古き良き時代のヨーロッパの街並

が残っているわけではありません。そのため

か隣国の首都のように世界中から多くの観光

客が押し寄せることはありません。市当局は

財政難の中、かつてのイメージをぬぐい去る

意味からもヨーロッパの都会らしい洗練され

た建物の建設を推進しています。

その反面ツケが市民に押し寄せて、高校の

授業料の有料化などにより収入増をはかる市

政に反対し、10万人規模のデモが起こるほど

です。

4.ベルリンへの交通網
ベルリンはドイツの首都であるにもかかわ

らず、大陸間を結ぶ飛行機の直行便は現在の

ところありません。鉄道においてはベルリン

とハノーバーを結ぶICEの高速新線が昨年開通

したばかりです。2006年にはハンブルグと

ベルリンを結ぶ時速400km/hを超えるドイ

ツ版リニアモーターカー(トランスラピッド)の

営業運転が予定されています。交通アクセス

の面においては、現在のところ便利とはいえ

ません。政治中枢はボンから移転の最中であ

り、経済の中心はフランクフルトであること

からいたしかたないことかもしれません。

5.本田雄一郎さん
ベルリン在住の本

田雄一郎さん(H5年

電電、H7年電電院)

を紹介します。本田

さんは在学中、本学

とドイツビュルツブ

ルク大学との交換留

学制度により、1年

間ドイツで過ごされました。そして本学の大

学院修了後渡独、ベルリン工科大学の博士課

程へ進学されました。つまり、ドイツの大学

において博士の学位を取得される予定です。

研究テーマは義手に関するもの。小形軽量化、

低消費電力化をはかるとともに制御性に優れ

た義手を開発することだそうです。

(編集部　矢来篤史)

2.東西分断の歴史の象徴
「ブランデンブルク門」
長い間の悲しみをへて、東西統合の象徴と

なったブランデンブルク門。現在は大通りに

立つひとつの門にすぎません。現在この門の

北側および南側において、それぞれ旧帝国議

会議事堂の改修、米国大使館の建設が進めら

れていますが、近年この門の老朽化が激しく、

亀裂があちらこちらに生じており、やがて大

修理される予定とか。しかし市は財政難でど

うなるかはわかりません。ちなみにこの門の

西側の6月17日通りにある戦勝記念塔を市は

すでに民間人に売却しています。

“壁”の残壁にお目にかかれることはまず

ありませんが、取り壊された壁はチェックポ

6

1.ベルリンを訪ねて
戦後壁によって東西に分断され、戦勝4カ

国によって共同管理されるという世界に例を

みない都市としての悲劇を味わってきたベル

リン。だが1989年12月22日に壁は崩壊し、

翌年10月3日、新生ドイツが誕生しました。

戦後45年間にわたった東西分断の歴史に幕が

閉じ、再び首都となった現在、街のあちらこ

ちらで大規模な建設工事が進められています。

独特の活気に満ちて未来への夢はふくらんで

いますが、歴史の暗い影はいまだ消えてはい

ません。

凡友�旅�に�出�る�凡友�旅�に�出�る�

ベベルルリリンンのの卒卒業業生生をを訪訪ねねてて！！！！

ベルリンの壁�
の跡地�

チェックポイント�
チャーリー�

ウンターデン�
リンデン通り�

ポツダム広場�

パリ広場�
ブランデンブルク門�

旧帝国議会�
議事堂�

500m0

イントチャ－リ－と呼ばれた検問所跡のそば

にある壁の博物館で販売されています。この

博物館には、いかにして検問所を突破し西側

へ亡命したか、その手法が主として展示され

ています。すさまじい執念が感じとられると

ともに、そのアイデアには目を見張るものが

あります。中にはそのアイデアが特許となり、

現在製品化されているものもあります。



た企業を表彰する「第6回芦原科学賞」の大

賞が贈られました。

バランス工法擁壁は従来の擁壁（重力式擁

壁、逆Ｔ･控え式擁壁、テール

アルメ・補強度壁工法）の考え

方を大きく転換し、土砂の採掘

量や埋め戻し量が少なく、山の

斜面を掘削する道路拡張工事や

土地造成で、逆台形のコンクリ

ートを打設して斜面の崩壊を防

ぐ工法で、工期と工費が3～4

割圧縮できるのが特徴。

中山さんの経営理念は『社会

性=顧客から必要とされる商

7
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マリンスポーツのスペシャリスト�

藤浦さんは卒業

後、197１年から

地元で船外機の販売

や修理をされていま

したが、若者の間で

マリンスポーツが盛

んになったことか

ら、1992年、現在

の所にマリンスポーツのお店をオープンされ

ました。藤浦さんの強みは地元出身で、漁師

さんと仲が良く仲間が多いこと。取材中も漁

師さんがエンジンの部品やバッテリーを買い

に来ていました。

週末はマリンジェットを楽しむ若者でお店

の周りは賑やかになります。藤浦さんは、ユ

ーザーのためにマリンジェットによる水上ツ

ーリングも企画。若者から頼りになるキャプ

テンとして大変信頼されています。

ボートやマリンジェットなど、船舶の運転

には国家試験を受け、「小型船舶操縦士4級」

以上のボートライセンスを取得することが必

要です。藤浦さんは船舶免許の国家試験を受

験する講習会の講師もされています。

4級ボートライセンスは、船舶の総トン数5

トン未満のボートを、陸岸から5海里（約

9Km）以内の水域で操縦することができる免

許。4級受験コースと4級養成コースがあり、

4級受験コースが一般的で、講習会で受験に

必要な知識や操縦技術を身に付け、国家試験

を受験します。4級養成コースは「運輸省指

定船舶職員養成コース」と呼ばれるスクール

水上を疾走するマリンジェット、クルーザ

ー。関西空港に隣接する「りんくうポート」

はマリンスポーツのメッカ。今回は、ボート、

ヨット、マリンジェットなどを取り扱うマリ

ンスポーツ店「藤マリン」を経営する藤浦さ

んをご紹介いたします。

● 藤浦　庄次さん（S46短自）

常識を覆す「産大バランス擁壁」芦原科学賞の大賞を受賞�
�

● 中山　憲士さん（Ｓ47経営）

=藤浦さんからのメッセージ=

私のお店は関西空港入り口の「りんくうポ

ート」に位置し、大阪市内から阪神高速湾岸

線なら60分以内。マリンスポーツから釣り、

船舶免許取得など海に関することなら、何で

もご相談ください。マリンジェットをはじめ

マリングッズを「産大特価」でご提供いたし

ます。お気軽にお立ち寄りください。

中山憲士さんはコ

ンクリート製品販売

と同製品の設計・コ

ンサルのランデック

ス工業の社長。擁壁

の常識を覆す「バラ

ンス工法擁壁」（写真）

の開発販売が官公庁

や大手ゼネコンに採用されるなど注目を集め

ています。また、平成11年2月3日には、財

団法人香川県産業技術振興財団より優れた技

術や製品を開発し、県内産業の振興に貢献し

ランデックス工業株式会社

〒760-0080 香川県高松市木太町608-72

Tel(087)865-0333  Fax(087)865-8100

（編集部　林　茂）

株式会社　藤マリン

〒598-0093 大阪府泉南郡田尻町

りんくうポート北1番

Tel(0724)66-1222  Fax(0724)66-1195

（編集部　高見新一）

品・サービスの創意工夫の提案、人間性=私た

ちは人を幸せにするために存在する。「愛･和･

力」、科学性=私達の売上高・利益は顧客から

の評価･貢献度･存在価値の尺度。「いかに良質

な満足を提供できるか」熱烈な願望と目標達

成への執念で知恵と心を磨く。』ことであると、

熱っぽく話されました。

に入学して終了審査に合格するとライセンス

が取得できます。



学園便り!

任期満了に伴う学校法人 大阪産業大学の

新しい理事(14名)と監事(2名)が、5月27

日(木)の評議員会ならびに、6月4日(金)の理

事会で選出されました。また4日の新理事会

で理事長に現理事長の古谷 七五三次（フルタニ シ

メジ）氏が、常務理事に法人本部事務局長の中

山英明氏が、また常務理事（財務担当）に大

阪桐蔭高・中学校長の森山信一氏がそれぞれ

再任されました。

再任を除き新しく理事に選ばれた方は、大

学事務部長事務取扱の木村 建一朗氏と産大

高校同窓会長の村上 末治氏のお二人です。

なお、今回の改選に伴い、村田 陽行氏

（校友会相談役）と藤野 清久氏がそれぞれ退

任されました。

教学部門の新たな役職

として工学部土木工学科

の荻野正嗣先生（教授・

工学博士）が学長補佐に

就任されました。

任期は平成11年5月1

日～平成13年4月30日。趣味はゴルフ。
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●大学・短期大学部入学定員�
�

学　部� 学　科� 定　員�

経 営 学 部�
経営学科� 375名�

流通学科� 375名�

経 済 学 部�
経済学科� 330名�

国際経済学科� 250名�

工学部第一部�

機械工学科� 116名�

交通機械工学科� 145名�

土木工学科� 116名�

電気電子工学科� 116名�

情報システム工学科� 116名�

環境デザイン学科� 116名�

工学部第二部�
機械工学科� 80名�

交通機械工学科� 141名�

短期大学部� 自動車工業科� 250名�

●公募推薦入学試験�
試験日� 学　部� 学　科� 定　員�

11月26日（金）
（ Ｆ 日 程 ）�

経 営 学 部�
89名�

78名�

経 済 学 部�
75名�

51名�

工学部第一部�
32名�

29名�

工学部第一部�

24名�

39名�

30名�

39名�

経営学科�

流通学科�

経済学科�

国際経済学科�

情報システム工学科�

環境デザイン

機械工学科Ａ�

交通機械工学

土木工学科�

電気電子工学

●公募推薦入学試験�
試験日� 学　部� 学　科� 定　員�

11月27日〈土〉
（ Ｓ 日 程 ）�

経 営 学 部�
89名�

78名�

経 済 学 部�

経営学科�

流通学科�

経済学科� 75名�

国際経済学科� 51名�

工学部第一部�
情報システム 32名�

環境デザイン 29名�

工学部第一部�

機械工学科Ａ� 24名�

交通機械工学 39名�

土木工学科� 30名�

電気電子工学 39名�

11月28日（日）�
工学部第一部�機械工学科Ｂ� 11名�

工学部第二部�
機械工学科� 25名�

交通機械工学 45名�

11月26日（金）� 短期大学部（Ａ方式）� 自動車工業科� 70名�

11月27日（土）� 短期大学部（Ｂ方式）� 自動車工業科� 70名�

■出願期間・ 試験地・合格発表・入学手続期間�
［出願期間］  郵送受付…11月8日（月）～11月15日（月）消印有効�

　　　　　    窓口受付…11月16日（火）・17日（水）（10：00～17：00）�

［試  験 地］  本学・京都・神戸・和歌山・岡山�

［合格発表］  12月4日（土）合否通知を速達郵便で発送します。�

［入学手続期間］  12月6日（月）～12月21日（火）消印有効�

［納入金の返還について］  平成12年2月29日（火）までに入学辞退申請

があ った場合、授業料・寄付金および諸会費を返還します。�

［入学検定料］  大学35.000円　短期大学部30.000円�

●一般前期入学試験�
試験日� 学　部� 学　科�

1月29日（土）�

1月30日（日）�

2月1日（火）�

経 済 学 部�

経 営 学 部�

工学部第一部
（ Ｆ 日 程 ）�

2月2日（水）�

2月3日（木）�

工学部第一部
（ Ｓ 日 程 ）�

経済学科Ａ�

国際経済学科Ａ�

経営学科Ａ�

流通学科Ａ�

機械工学科�

交通機械工学科�

土木工学科�

電気電子工学科�

情報システム工学科Ａ�

環境デザイン学科Ａ�

機械工学科�

交通機械工学科�

土木工学科�

電気電子工学科�

情報システム工学科Ａ�

環境デザイン学科Ａ�

経 営 学 部�
経営学科Ｂ�

流通学科Ｂ�

自動車工業科�

経済学科Ｂ�

2月4日（金）�

短 期 大 学 部�

国際経済学科Ｂ�

工学部第二部�

経 済 学 部�

機械工学科�

交通機械工学科�

■最大7回の受験チャンス
大阪産業大学の入試は全部で14種類。公募

推薦入学試験・一般前期入学試験・一般後期

入学試験・大学入試センター試験利用入学試

験を組み合わせれば、最大7回の受験チャンス

が用意されています。偏差値のみで判断する

のではなく、ディベート入学試験やインター

ネット入学試験といった画期的な入試がある

のも本学の特色。自分の持ち味を生かした入

試形態も用意していますので、積極的にチャ

レンジしてください。※関連記事P14

古谷七五三次 理事長�

中山　英明 法人本部事務局長　�

天野　光三 大学・学長、短大・学長�

楠本　義一 大阪産業大学付属高校・校長　�

森山　信一 大阪桐蔭高校・校長、�
                      大阪桐蔭中学校・校長　�

守屋誠治郎 法人本部・エクステンションセンタ－長　�

眞田　卓克 法人本部・財務部長　�

梅本　白蓮 法人本部・企画開発室長　�

木村建一朗 大学・事務部長　�

西岡　教明 大学・短大学長補佐　�

若林　直樹 大学・経営学部長　�

斉藤日出治 大学・経済学部長　�

林　　和宏 大学・工学部長　�

岩橋　善久 短期大学部長　�

鈴木　　博 大阪産業大学付属高校・教頭　�

牧本　英男 大阪桐蔭高校・校長補佐、�
                       大阪桐蔭中学校・校長補佐　 �

村田　陽行 大学校友会・相談役　�

池田　義隆 大学校友会・会長　�

中山　幸蔵 大学校友会・副会長�

村上　末治 大阪産業大学付属高校同窓会・会長

片岡　　滿 大阪産業大学付属高校同窓会・副会長�

三木　康生 大阪桐蔭高校同窓会・会長　�

石田　　武 大阪大学歯学部付属病院・検査部長�

生駒　一正 生駒病院・院長　�

高森　　昭 ㈱辰巳商会・代表取締役　�

織田　光　 日本ペイント㈱・市場開発部長　�

植本　　勇 小泉アパレル㈱・代表取締役社長　�

加藤　敏明 ㈱プラコー・代表取締役　�

荻野　　昌 ㈱グループ21・代表取締役会長�

学園組織表�
■役員　平成11年6月4日現在� ■評議員　平成11年4月1日現在�

理事長　　古谷七五三次�

常務理事　中山　英明 法人本部　事務局長　�

常務理事　森山　信一 大阪桐蔭高校・校長、大阪桐蔭中学校・校長�

理　　事　天野　光三 大学・学長、短大・学長　�

理　　事　楠本　義一 大阪産業大学付属高校・校長　�

理　　事　梅本　白蓮 法人本部・企画開発室長　�

理　　事　木村建一朗 大学・事務部長事務取扱　�

理　　事　西岡　教明 大学・短大学長補佐　�

理　　事　村上　末治 大阪産業大学付属高校同窓会・会長　�

理　　事　川勝　賢作 学校法人大阪産業大学・相談役　�

理　　事　新堂　友衛 大阪市信用金庫・理事長　�

理　　事　加藤　義和  ㈱加ト吉・代表取締役社長　�

理　　事　土橋　芳邦 ㈱クボタ・代表取締役社長　�

理　　事　辻野　啓一 短期大学部・教授　�

幹　　事　長谷部成仁 弁護士　�

幹　　事　白井　美則 弁護士�

�

（財務担当） 

新理事会のご紹介

工学部の荻野教授
学長補佐に就任

■出願期間・試験地・合格発表・入学手続期間�
［出願期間］  郵送受付…1月11日（火）～1月21日（金）消印有効�

　　　　　    窓口受付…1月22日（土）・23日（日）（10：00～17：00）�

［試  験 地］  ＜1／29・30＞本学・京都・神戸・和歌山�

　　　　　　  ＜2／1～2／4＞本学・東京・名古屋・金沢・京都・  

                    神戸・姫路・和歌山・岡山・広島・高松・福岡�

［合格発表］  2月15日（火）合否通知を速達郵便で発送します。�

［入学手続期間］  2月16日（水）～2月28日（月）消印有効�

［入学検定料］  大学35.000円　短期大学部30.000円�

●一般後期入学試験�
試験日� 学　部� 学　科�

3月1日（水）�

3月2日（木）�

工学部第一部�

短期大学部�

経営学部�

工学部第一部�

工学部第二部�

経済学部�

3月3日（金）�

機械工学科�

交通機械工学科�

土木工学科�

電気電子工学科�

情報システム工学科Ａ�

環境デザイン学科Ａ�

経済学科�

国際経済学科�

自動車工業科�

経営学科�

流通学科�

情報システム工学科Ｂ�

環境デザイン学科Ｂ�

機械工学科�

交通機械工学科�

■出願期間・試験地・合格発表・入学手続期間�
［出願期間］   郵送受付…2月16日（水）～2月23日（水）消印有効�

　　　　　    窓口受付…2月24日（木）・25日（金）（10：00～17：00）�

［試  験 地］  本学�
［合格発表］  3月10日（金）合否通知を速達郵便で発送します。�

［入学手続期間］  3月13日（月）～3月17日（金）消印有効�

［入学検定料］  大学35.000円　短期大学部30.000円�
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〈研修センターご利用あんないページ〉

陽気なカリフォルニアへWelcome！

海を望む清澄な環境で、
懐かしい友と語りあう爽やかなひととき。
海を望む清澄な環境で、
懐かしい友と語りあう爽やかなひととき。

Ｌ.Ａ.に行くなら立ち寄りたい、安心のキャンパス・ステイ。

OSULA
エデュケーションセンター

大阪産業大学 ロサンゼルスキャンパス

みさき海の家 みさき研修センター

OSULA
エデュケーションセンター
OSULAエデュケーションセンターは、 1989年3月、大阪産業大学の海外教育施

設としてアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス市のスタジディオシティに開設

されました。以来、大阪産業大学及び併設の各学校（短大・専門学校・2つの高校）

の学生・生徒の英語教育を中心とした海外研修活動の拠点や企業の研修視察の拠点

として、また海外ツアーの宿泊先等幅広くご利用いただいています。

学園創立60周年記念事業の一環として建設された「みさき海の家」は大阪の南端・岬

町に位置しています。付近の海岸線は緑豊かな台地が海にせまり、美しい景観をなす、

閑静で清澄な環境。周辺には岬公園（自然動物園・自然水族館・スポーツランド）や淡

輪ヨットハーバー、淡輪漁港など観光スポットも充実しています。懇談や会合の場とし

て、お気軽にご利用ください。

●お気軽にご相談ください。
海外旅行経験の少ない方にもおすすめです。海外ツアーの宿泊先にぜひご利用ください。

世界的に有名な高級住宅地・ビバリーヒルズやハ

リウッド、さらにUCLA、サンタモニカ海岸やディ

ズニーランドなど、キャンパス周辺はアメリカを思

いっきり満喫できる代表的な場所や施設が点在。ロ

サンゼルス郊外の治安の良好な地域なので、安心し

て滞在していただけます。

●閑静で緑豊かな抜群のロケーション

緑に包まれた13,846m2の広々とした敷地の中

に、セミナーハウス、120人収容可能なドミトリ

ー（宿泊施設）、体育館、テニスコート、プールを

完備。さらに現地スタッフが万全の体制で、ご滞在

中のすべてにお世話をさせていただきます。しかも

料金はホテルに比べてだんぜんお得です。

●充実のステイを実現する施設を完備

1.宿泊利用は原則として7・8月は
2泊3日を限度とします。

2.利用時間
●　ゼミナール室・研修室
9：00～17：00迄

● 日帰り利用
10：30～16：00迄

● 宿　泊
17：00～翌日10：00迄

●ご利用のごあんない

オプショナルツアーや多彩な研修プ
ログラムもご利用いただけます。お
客様のご希望に合わせてプランをア
レンジ。お気軽にご相談ください。

学校法人　大阪産業大学　エクステンションセンター　
〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1
ＴＥＬ0720-75-3001（内線3511）ＦＡＸ0720-71-1214

お問合せ及びお申し込み

学校法人 大阪産業大学 総務部総務課
〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1
ＴＥＬ0720-75-3001（内線2014）
ＦＡＸ0720-71-1253

お問合せ及びお申し込み

青雲荘青雲荘

■OSULAエデュケーションセンター、みさき研修センターともに校友会会員の皆さまはじめ、ご家族、ご友人もご利用いただけます。

※利用料金、利用手続き等詳しい内容はお電話
にてお問合せください。

電車の場合：南海電車、和歌山行（南海線）急行電車で

「みさき公園」駅下車。タクシーで約10分。または「尾

崎」駅乗り換え普通電車で「淡輪」駅下車。徒歩約20分。

車の場合：国道26号線利用の場合。大阪方面より阪南町

「泉南メモリアルパーク」を過ぎて、右手にあり。（進入路標示）

●交通

【所在地】大阪産業大学高等学校　みさき研修センター
大阪府泉南郡岬町淡輪6092-3
ＴＥＬ0724-94-3414（代表）
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和歌山県支部

3月28日（日）和歌山東急インで開催

校友会本部より池田会長、美内副会長、力

石、今村両幹事をお迎えして、開催しました。

支部長挨拶、そして池田会長より校友会や大

学の近況と今後の展望等のお話しをしていた

だき、来賓紹介、会計報告と議事がとどこう

鳥取県支部

7月11日（日）米子市で開催！大盛況の総会

本部より参与の藤野氏、美内、福井両副会

長のご列席を賜り、西部地区の米子で開催し

ました。出席者は19名。米子市を中心に7名

の新参加があり、前回とほぼ同様の盛況ぶり

でした。審議の中で「東部、中部、西部の地域

別に集会を設けてはどうか」という意見があ

り、会の盛り上がりも手伝って8月に西部の

集会を試みることになりました。今年の校友

会総会パーティー、は大学で開催されるとの

こと。再度ツアーを企画し、多数の参加を募

りたいと思います。 （支部長　下山博司）

兵庫県西支部

大久保支部長のもと、52名の会員が出席。

姫路にふさわしく、しらさぎのように若く美

しいコンパニオンを1テーブルに１名と華を

添え、皆思いおもいのところに着席。

各テーブルの人々の顔（頭？）を見ればだ

いたいの卒業年度は想像がつきます。その中

で仕事、趣味、ゴルフ、旅行などの話しは尽

きなく、盛り上がったところでビンゴゲーム。

とても和やかな雰囲気の中でのお開きとなり

ました。また7月28日（水）には支部会の第

2回ゴルフコンペ。出席者は4組16名。ゴル

兵庫県但馬支部

6月6日（日）出石グランドホテルで開催

山陰但馬の小京都「出石」。兵庫県出石町は

出石城を中心に発展した城下町です。町のシ

ンボルである辰鼓楼は辰の刻（午前8時）に

藩主の登城を告げる大太鼓が打ち鳴らされた

ところ。食通には「出石の皿そば」が有名で

す。総会は安井さん（Ｓ47土木）の司会で、

11時から開催。岸本支部長より「会員は

212名で半数以上の方から出欠のお返事をい

ただくことができ、支部への関心の高さを感

じました。本日は16名の方に出席いただき、

本部から池田会長、高見副会長、兵庫県氷上

郡からは松本さん（Ｓ50土木）に参加してい

ただきました。本日の開催時期は、役員で相

談しましたが、会員の方から、多忙な時期な

ので次は開催時期を検討してほしいとの要望

もあり、これからの課題と思います。

6月27日（日）姫路キャッスルホテルで開催

フはもちろん、打ち上げも楽しく、優勝・参

加賞などの賞品はいうまでもなく支部長の趣

味（？）。開封すれば全員笑いの渦となり、楽

しい1日でした。このような総会、ゴルフコン

ペに少しでも多くの方々のご出席を望んでお

ります。 （副支部長　大仲秀夫）

次回の開催は平成13年とし、平成12年、

我々役員が担当地区役員のところに出向き、

支部の運営について懇談を行いたいと考えて

います。（要旨）」。池田会長より2期目就任の

所信表明と、今後3年間の校友会活動について、

高見副会長からは「校友会会員子女の受験料

免除」について説明がありました。懇談会で

は会員の皆さんから支部活動についてのご意

見をいただき、有意義な時間を過ごすことが

できました。ただもう少し時間的に余裕があ

れば良かったと思います。 （支部長　岸本隆男）
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北海道支部

校友会本部より中山幸蔵副会長、今村彰隆

幹事と、大阪中・南河内の吉内秀徳支部長、

三重県支部梅原一男顧問をお迎えしました。

中山副会長より本部の活動ならびに、本部池

田義隆会長の所信表明の主旨説明があり、引

き続き今村幹事より正会員子女の大学受験料

免除等について説明。また来賓の梅原顧問と

吉内支部長より祝辞ならびに支部の現状など

を報告していただきました。

次に新潟県支部近藤周ニ様、岡山県支部芦

田正之様からの祝電披露、議事報告。さらに

役員全員の留任と次回の開催地を道央分会の

担当により札幌市で開催する事を決定しまし

た。懇親会は鹿児島県支部有馬順一朗幹事か

ら贈られた、いも焼酎のカンパイで開始。懐

かしい話を肴に飲み、笑い、食べと楽しく交

流を深める事ができました。

今回感じたことは、地域的な条件もありま

すが、卒業後の大学との交流があまりなく、

大学の近況や全国支部の状況などを知りたく

てもその機会がありません。

そこで前回から始めたのが、当支部総会へ

の参加の呼びかけです。これを続けることで

少しでも他支部会員と交流を深める事が出き

るのではないかと思っています。

（支部長　浜田修平）

香川県支部

9月5日（日）香川県支部総会開催

今回初めて高松市近郊を離れ西讃での開催

となりました。校友会本部より山本副会長、

今村幹事をお迎えして出席者は総勢25名。初

参加者は6名あり、特に支部結成以来初の女性

会員（H8卒）の出席で、おじさま方の興奮も

覚めやらぬ様子でした。

長田支部長の挨拶で始まり、山本副会長か

らは祝辞と大学の近況、そして会員子女の入

学検定料免除のお話が。その後、経過報告、

会則改正、会計報告と続き、全会一致で承認

されました。

質疑応答の時間も設けていましたが「早く

懇親会に移れ」とばかりに質問はなく、早々

に次の会場へと移動。今村幹事の乾杯で始ま

った宴会は、総会時の静けさとは打って変わ

って賑やかな（ウルサイ!?）ものになりまし

た。取引先での相手が同じ卒業生とわかって

面食らった人あり、商売に精を出す人あり、

悩みを相談する人あり、ユニークな話術で自

己アピールする人あり。カラオケでは前川君

（Ｈ7土木）が玄人はだしの司会ぶりで場を盛

り上げ、同じ学窓を卒業した者同士ならでは

の歓談も予想以上にはずんで、予定時間を大

幅に超過する始末。最後は神原君（Ｈ6機械）、

中西さん（Ｈ8経営）の若手2人の一本締めで

閉会となりました。

香川県支部は若手の参加で多いに盛り上が

っています。今回参加できなかった会員も次

回はぜひお越しください。これからの仕事や

生活に少しでも役立つお手伝いができればと

思っております。 （支部長　長田恒久）

愛媛県支部

7月4日（日）東京第一ホテル松山で開催

出席予定者17名が、当日2名欠席で15名。

校友会より大植副会長・清水代議員にご出席

いただき、大学の近況のご説明をいただきま

した。また今回は役員も改選。渡部支部長が

勇退され（顧問に就任）、新支部長に能智正雄

氏（S46経営）を選出しました。他の役員は

留任。能智支部長は来る8月に小松町の議会

議員に地区推薦により立候補の予定。当選さ

れる事を心から念じております。今回初出席

の秦さん、今年卒業され、社会人1年生の三

津浜信用金庫にお勤めの石田さんも、皆さん

とすぐ親しまれ、和気あいあいのうちに3時

間があっという間に過ぎました。今後も会員

で連絡をとりあい、情報交換を活発に行いた

いと思います。 （副支部長　名越弘和）

※能智支部長は町議会議員に当選されました

6月26日（土）
大雪山国立公園層雲峡温泉
「層雲閣グランドホテル」で開催

りなく終了。懇親会で華を添えたのがコンパ

ニオンです。久しぶりの総会（新規約により

支部解散の危機だった）であり、また池田会

長が初めて総会に来られたこともあって歓談

の輪が大きく盛り上がりました。また学園創

立70周年募金も行い、和歌山県支部募金とし

て学園へお届けしました。盛会のうちに懇親

会から、2次会そして3次会。三々五々再会を

約束して今日の想い出をお土産に散会いたし

ました。 （副支部長　遠藤誠俊）



■軽音楽部ミニＯＢ会のお知らせ
軽音楽部ＯＢのみな

さんお元気ですか？

私は軽音楽部部長の野

村真介（土木3回生）=

写真=です。今年も長野

県北志賀高原で1週間

の夏期合宿を行いまし

た11月3日（祭日で大学祭期間中）に大

学で校友会総会・パーティーが開催され、

それに合わせて「軽音楽部ミニＯＢ会」を

同日、午後3時から12号館の軽音楽部ラ

イヴハウスで行う予定です。ＯＢのみなさ

ん、ご参加をお待ちしております。

連絡先=軽音楽部顧問　高見新一

℡0720-75-3001（内線3700）
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囲碁将棋部は昭和40年第1期以来20数年活

動してきましたが、残念ながら昭和62年以降

休止しています。今回全ＯＢを対象とした集

まりの要望が出され、3期から18期のＯＢ32

名が参加。大学を卒業して20年余り、在学期

間中には出会う事のなかった先輩・後輩との

交流や、忘れかけていた青春の一時期を過ご

した囲碁将棋部の思い出。入試事務室より送

っていただいた大学案内の教員名や立派にな

った学園の写真を見ながら大いに盛り上がり

ました。また将棋を通して同部に貢献いただ

いた中園達氏に記念品を贈り、感謝の意を表

しました。会の席上で、今度工学部へＯＢの

息子が入学した機会には、ＯＢとともに囲碁

将棋部を復活させるよう要望も出され、次回

の開催を誓って散会いたしました。

（Ｓ51交機　宮井義裕）

■囲碁将棋部ＯＢ会
4月25日都ホテル大阪にて開催

■本学初の博士号を授与
平成10年度の卒業式が3月19日（金）午前

10時から総合体育館で行われました。卒業者

総数は2,864名で、大学院工学研究科博士後

期課程を修了したセルゲイ・Ａ・ベローフ

（Sergei Aleksandrovich Belov）さんに本

学で初めての博士（工学）の学位記が天野学長

から授与されました=写真。セルゲイ・Ａ・ベロ

ーフさんは1964年9月23日生まれのロシア

人。趣味は卓球、チェス、日本将棋（アマ3段

クラス）です。

機械工学科では、ものづくりのための科目

を学びます。そこで、その必要性、重要性を

より理解し、同時に造る楽しさや難しさを実

感し、今後の授業に役立ててもらうため、2年

生選抜による「ものづくり」の授業を初めて

行ないました。

今回の制作課題は1グループ3名による「空

き缶つぶし器」です。アイデアや強度計算、

製図と済ませ、穴あけ、溶接などの加工。こ

の間に寸法ミスや、構造の変更などの問題が

が次々に発生し、あらためて設計や加工の大

切さを体験しました。

最後は大勢の学生と教員を前にして実演発

表会を開催。自転車を利用してつぶすもの、

イスを改造し体重でつぶすもの、てこ式・ロ

ーラー式・ねじプレス式など、いずれもユニ

ークで凝った作品があり、大きな反響を呼び

ました。 （Ｓ51交機 平佐多 敬二）

■「ものづくりコンテストで
ユニークな作品」が登場。

●現在の研究課題は

1. 形状最適化（流体中の運動物体の粘性抵抗

が最小となるような物体の形状を探すなどの

境界値問題の解の汎関数を最小（または最大）

にするような形状を探す問題の研究。

2. 境界値問題の解の表現（上記の研究の副産

物として得られたもので，境界値問題の解の

新しい表現の研究）

【セルゲイ・Ａ・ベローフさん略歴】

■1986年7月
Nizhny Novgorod State University 卒業　数学士
■1986年-1989年
同大学助手　
■1992年9月
同大学大学院修了／物理学と数学の博士
(Candidate)
■1992年
同大学助教授
■1994年9月来日
大阪外国語大学にて日本語研修
■1995年4月
大阪産業大学研究生（工学部）
■1996年4月
大阪産業大学大学院工学研究科博士
後期課程生産システム工学専攻入学
■1999年3月
同上修了　博士（工学）
■1999年4月
Nizhny Novgorod State University に復職

新大阪シティープラザ�

新
大
阪
駅�

東
三
国�

地
下
鉄
御
堂
筋
戦

地
下
鉄
御
堂
筋
戦�

地
下
鉄
御
堂
筋
線�

東淀川高校�

メルパルク�至R176

至神戸� 至京都�

至
千
里
中
央�

至
梅
田�

公園�

三菱銀行�

イーグルボール�

大阪信用金庫�

新大阪駅�

〔交通のご案内〕
ＪＲ新大阪駅から徒歩8分
地下鉄御堂筋線の新大阪駅から徒歩7分

■土木会総会のお知らせ
土木工学科卒業のみなさんお元気です

か。久しぶりに土木会総会・懇親会を開催

いたします。当日は懐かしい先生方が多数

ご臨席されます。みなさんお誘い合わせの

上、ぜひご出席いただきますようご案内申

し上げます。

日時：平成11年11月14日(日)
総　会11：00～（受付は10：30～）
懇親会12：00～14：00

会場：新大阪シティプラザ℡06-6393-1111
会費：8,000円（当日受付にて申し受けます）
※ お問合せは大阪産業大学土木工学科　
℡0720-75-3001(内線3700）



吹奏楽部

8月14日におこなわれた大阪府吹奏楽コンクールで

銀賞。また夏休み中の9月12日に大東市立総合文化セ

ンターで、今年で16回目の定期演奏会を行いました。

（部長　熊谷祐一）

硬式野球部

残念!!神宮初出場ならず
◆阪神大学野球春季（１部）リーグ戦（4／4～5／19）

リーグ戦終盤の優勝争いの中、5／17、悲願の全国大

学野球選手権、神宮球場初出場をかけて天理大学と対戦

しました。1勝1敗の後、最終戦。本学関係者、学生、

チアリーディングチームも応援に駆けつけ、熱い声援を

送ってくれましたが、残念ながら敗れ、神宮への道は閉

ざされました。最終結果は3位。この無念を生かし、部

員80名秋季リーグ戦を頑張ります。 （主将 石橋治男）
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● 阪本昌之（Ｈ10経済）
［結婚式］平成11年7月11日

● 宮地秀樹（Ｈ9土木）
［結婚式］平成11年8月28日

● 成田照樹（Ｈ4経営）
［結婚式］平成11年3月21日

● 松田一樹（Ｈ8環境）
［結婚式］平成11年5月9日

● 川地紀継（Ｈ7土木）
［結婚式］平成11年5月16日

● 奥谷輝一郎（Ｈ7経営）
［結婚式］平成11年4月30日

● 山口（旧田中）真紀子（Ｈ8土木）
［結婚式］平成11年4月30日

スイート・カップル�

文化会フェスティバル実行委員会
我々文化系クラブ（17クラブ）は、毎年毎年懲りも

なく襲ってくる梅雨にも勇敢に立ち向かっております。

今年は豪雨という梅雨の奇襲攻撃もあり、来場者数が心

なしか減りましたが、声優の神谷明さんの講演会とラジ

オ局の公開生放送という二大イベント、各部からの応援

のおかげで、盛況のまま閉会を迎えることができました。

（実行委員長　平田　衛）

土木研究会

過去に一度解散しましたが、現在クラブ直下の「同志

会」まで成長しました。続いていれば現在で30年にな

ります。現在の活動は、月・金の週2回集まりを行い、

今後の見学会など催しについて話し合っています。これ

までの主な見学は関西空港（1期）のジャッキアップ、明

石海峡大橋の開通前に渡り内部まで、天王山トンネルの

拡張工事、湖南中部処理センターなど多数です。見学会

だけでなく、部員どうしの交流を深めるために木津川バ

ーベキュー、四万十川キャンプなども行っています。今

年の5月には前顧問であります芹生正巳先生の退職記念

パーティーを学長はじめ諸先生方や先輩にお集まりいた

だき、無事滞りなく終了できました。

（部長　池森茂治）

剣道部
全日本大会出場11回、西日本大会ベスト8（2回）、

関西大会・団体3位（4回）・ベスト8（多々）。関西個人

戦では優勝、全日本東西対抗にも出場など伝統のクラブ

です。春の活動状況は関東遠征を行い、専修大学と法政

大学との練習試合・合同練習。全日本大会個人戦は2回

戦で惨敗でした。夏の岡山合宿では、さらなるレベルの

向上を計るとともに、互いの信頼関係を深めたいと思っ

ております。9月19日の関西大会団体戦では上位入賞、

全日本大会でも同様の実績を残せるようがんばりたいと

思います。 （主将　平岡聖史）

● 池田幸司（Ｈ7土木）
［結婚式］平成11年3月7日

● 松村俊輝（Ｈ7経済）
［結婚式］平成11年3月13日

● 荒内健彦（Ｈ3短自）
［結婚式］平成11年3月14日

● 島本保道（Ｈ6土木、Ｈ８院土木）
［結婚式］平成11年4月25日

● 静間久典（Ｈ4機械）
［結婚式］平成11年3月27日

春季戦績�
� 勝�負�分 勝点� 勝率�

８�４�　�4 ．６６７�

７�４�　�３�．６３６�

８�５�１�３�．６１５�

６�６�１�３�．５００�

６�６�　�２�．５００�

０�

天理大学�

姫路獨協

大阪産業

大阪体育

大阪経済

関西外大� １０�　�０�．０００�

順位�

１�

２�

３�

４�

５�

６�

●木下智冶（Ｈ6経営）利香（旧姓内山・H6経営）
［結婚式］平成11年6月12日

「大学時代から8年の交際を経てゴールイ
ンしました。お近くにお越しの際にはぜひ
お立ちよりください」

● 本村直志（Ｈ5経済）
［結婚式］平成11年1月16日

「家庭を持つと身が引き締まります。がん
ばっています！」

● 奥田（旧未廣）尚美（Ｈ6経営）
［結婚式］平成11年2月14日

「北海道の真っ白な雪の中での幸せな結婚
式でした。来年の同じ頃、家族が1人増え
ます」

● 宮村一郎（Ｈ10土木）
［結婚式］平成11年3月23日

「卒業、就職と同時に結婚しました。よう
やく東京の空気にもなれ、2人で精一杯が
んばっています」

結婚しました！！



■ 第10回校友会親睦ゴルフ大会

第10回校友会親睦ゴルフ大会

は、9月8日（水）「兵庫県アーク

よかわゴルフ倶楽部」で開催。参

加者は総勢34名で、常連から初

参加、または久々の参加まで多彩

な顔ぶれ。学園・大学からも中山

常務理事、荻野学長補佐はじめ、

諸先生方に参加いただきました。

初めての出会いであっても、そ

こは同窓のよしみ。すぐに共通の

話題で親近感も増します。スコア

もさることながら、懐かしい学生

時代の思い出話に花を咲かせながらのラウンドとなりました。また、

和気あいあいとした雰囲気の中、プレー後の懇親会では、各所で名刺

交換が行われるといった光景も見られました。

池田会長は挨拶の中で、学園・大学の校友会に対するご支援のお礼

に続いて「来年は本会発足30周年という慶事の年。このゴルフ大会

も一層盛大なものにするため、より多数の方に参加していただき、更

なる親交の和を広げたい」と呼びかけられました。成績は姫路から初

参加の山下益高氏（Ｓ45交機）が優勝され、会長から優勝カップと

賞品が授与されました。日常の忙殺を忘れた意義ある一日となったの

ではないでしょうか。

鳥取・岡山など参加34名 優勝は山下益高氏（Ｓ45交機）
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● 平成11年
2月19日（金）
3月13日（土）

15日（月）
19日（金）
28日（日）

4月 5日（月）
17日（土）
27日（火）

5月15日（土）
23日（日）

6月 6日（日）
11日（金）
24日（木）
26日（土）
27日（日）

7月 4日（日）
8日（木）

10日（土）
11日（日）
23日（金）

9月 5日（日）
14日（火）
18日（土）
19日（日）

編集部会（校友会事務室）
幹事会（ホテルエコーオーサカ）
会報56号発行
卒業式　卒業生に記念品贈呈
和歌山県支部総会（和歌山東急イン）
入学式　新入生に記念品贈呈
幹事会（ホテルエコーオーサカ）
平成10年度会計監査（校友会事務室）
幹事会（みさき研修センター）
台湾校友会設立総会（台北市華泰大飯店）
兵庫県但馬支部総会（出石グランドホテル）
相談役・顧問・参与との懇談会（ホテルエコーオーサカ）
運営部会（ホテルエコーオーサカ）
北海道支部総会（層雲閣グランドホテル）
兵庫県西支部総会（姫路キャッスルホテル）
愛姫県支部総会（東京第一ホテル松山）
学園・大学との懇談会（花和清）
幹事会（ホテルエコーオーサカ）
鳥取県支部総会（米子ホテル）
編集部会（よ志幸）
香川県支部総会（朝日亭）
編集部会（校友会事務室）
幹事会（ホテルエコーオーサカ）
大阪北河内支部総会

校友会活動報告�（Ｈ11.2.16～9.20）�

� 決 算 額 合 計 � 予 算 額 �
（単位：円）

前 期 繰 越 金 � 17.281.027 0�
校 友 会 費 � 65.000.000 58.000.000
会 費 収 入 � 941.500 1.168.000
雑 収 入 � 318.414 300.000
合 計 � 83.540.941 59.468.000

� 決 算 額 合 計 � 予 算 額 �

決 算 額 � 予 算 額 �

会 議 費 � 6.149.615 6.670.000
総 会 費 � 7.056.987 7.300.000
通 信 費 � 705.230 730.000
印 刷 費 � 707.294 758.000
会 報 費 � 13.244.751 14.870.000
備 品 費 � 48.420 100.000
旅 費 交 通 費 � 4.479.939 4.680.000
慶 弔 費 � 250.000 250.000
消 耗 品 費 � 296.910 300.000
会 員 名 簿 費 � 3.277.860 3.620.000
記 念 品 費 � 5.825.000 5.825.000
助 成 金 � 6.375.000 6.555.000
広 報 費 � 600.000 600.000�
人 件 費 � 2.230.830 2.500.000
雑 費 � 480.000 550.000
賃 借 費 � 595.756 600.000
福 利 費 � 82.050 200.000
予 備 費 � 0 3.360.000
小 計 � 52.405.642 59.468.000
財政安定化基金繰入� 17.281.027 0
次年度繰越金� 13.854.272 0
合 計 � 83.540.941 59.468.000

● 一般会計�

収入の部� （単位：円）�

前 期 繰 越 金� 356.088.438

受 取 利 息� 2.680.000

前年度一般会計剰余金繰入� 0
合 計� 358.768.438

356.094.461

3.069.958

17.281.027

376.445.446

決 算 額 � 予 算 額 �
支出の部�

学園創立70周年記念事業募金� 100.000.000

小切手発行手数料� 0

次年度繰越金� 258.768.438
合 計� 358.768.438

100.000.000

1,050

276.444.396

376.445.446

● 特別会計（財政安定化基金）�

収入の部�

支出の部�

5月27日会計監査終了。11月3日代議員会で承認決議に付されます�

◆平成10年度決算書
（自平成10年4月1日～至平成11年3月31日）

もう手続きはお済みですか？平成12年度入試より実施

7月に全会員の皆さまに封書にてご連絡させていただいた、母校へ

の受験料免除制度について再度、お知らせいたします。実施要項は下

記の通りです。

≪特典≫会員の子女（校友会正会員の子供及び兄弟姉妹を指します）

が大阪産業大学及び同短期大学を受験するとき、その年に子女1人に

つき1回限り受験料が免除（無料）されます。※平成12年度入試より実施

受験適齢期の子女をお持ちの会員の皆さまには、またとないチャン

スです。校友会会員ならではの特典制度を大いに活用して、トライさ

せてみませんか？

■校友会正会員子女等の受験料免除についてのお知らせ

フリーダイヤル 0120－84－3040 直通 0720－75－3040
FAX 0720－75－0398

◆お問い合わせは、校友会事務局まで

■10位までの成績は以下の通り�
�順位�氏名� グロス� HDP ネット�

93 21.6 71.4１�山下　益高（Ｓ45交機）�

80 8.4 71.62 久保　雅洋（Ｓ51経営）�

90 18.0 72.03 山本　雅範（Ｓ45土木）�

95 22.8 72.24 樫村　英彦（Ｓ43経営）�

95 22.8 72.25 大橋　亀美雄（Ｓ49機械）�

79 6.0 73.06 南出　英二（厚生事業センター）�

88 14.4 73.67 福田　泰（校友会事務局）�

87 13.2 73.88 藤原　辰夫（Ｓ52機械）�

95 20.4 74.69 中西　純一（大学庶務課）�

104 28.8 75.210 杉野　敬二（Ｓ53経営）�



●台湾大地震

9月21日未明、台湾中部で発生した大地震は震源地の南投県や台中県を中

心に被害が広がっている。テレビの報道を見て思い出すのは1995年の阪神・

淡路大震災。都市部で多くの構造物が倒壊し、多くの犠牲者が出たことも記憶

に新しい。5月23日に台湾校友会が誕生したばかりなのに残念。9月22日に

張明　さん（台湾校友会会長）に国際電話が通じた。張さんが住んでいる台北

市は大きな被害もなくご本人も無事であるが、台湾国内は混乱しており台湾校

友会の会員とはなかなか連絡が取れないとのこと。張さんからの連絡を待ち、

被災した会員がいればできる限りの援助を行いたい。海を隔てた校友のために。

校友会総会
パーティー
のご案内

平成11年度

元工学部教授

●近藤　政市
元教養部教授

●吉村　博次
元教養部教授

●日外喜八郎

川本副会長ご逝去
校友会副会長川本一雄氏（Ｓ26交短運）が
平成11年4月12日逝去されました。享年67歳。
同氏は昭和52年から代議員・幹事として、さら
に平成8年4月からは副会長として本会の発展に
多大な尽力をいただきました。

平成11年2月7日ご逝去　享年91歳

平成11年4月14日ご逝去　享年78歳

平成11年7月1日ご逝去　享年77歳

■お悔やみ

児玉達一（Ｓ28交短運）

品田昌宏（Ｓ59土木）

中西正義（Ｓ39交短自）

向井地陽（Ｓ55土木）

若林光幸（Ｓ46交機）

雄谷数厚（Ｓ43交機）

Ｓ26交短運　 大谷　明

田路好文

Ｓ28 川島健義

田中（若杉）清

Ｓ30 森田伸一

Ｓ34 中谷信広

Ｓ38交短自 大牧正和

Ｓ40 片山昌治

Ｓ41交短自Ⅱ 大串　明

Ｓ43経営　　 北岸靖昌

短自　 藤沢敏行

村上功宣

Ｓ44経営　 児玉優司　

交機 岩田洋一

水谷克巳

田口　豊

Ｓ49経営　中畑　章

土木 永久周示

Ｓ50土木　高木順三

経営　大西晴美

Ｓ50短自　坪田一郎

Ｓ51経営　久志本茂

木村善彦

Ｓ52経営　黒木隆司

機械　石田安希雄

短自　谷脇正幸

Ｓ53経営　駒井孝男

交機　杉浦貴志雄

Ｓ54土木　松尾健次郎

短自　後藤隆一

前田吉彦

山本富昭

Ｓ55土木　崎山佳則

Ｓ58経営　中谷和重

吉本長弘

平成11年1月12日逝去

・・・・・・3月 1日逝去

・・・・・4月17日逝去

・・・・・・5月23日逝去

・・・・・・6月15日逝去

・・・・・・7月28日逝去

谷口昌明（Ｓ38交短自）

川端大輔（Ｈ9経営）

平成11年8月30日逝去

・・・・・・・・9月10日逝去

Ｓ45経営 石田哲人

藤田義夫

Ｓ45機械　堀井登代司

Ｓ46経営 村上秀次

山本良一

門枡裕考

機械　出羽栄夫

土木　廣瀬利嗣

水野雅樹

交機Ⅱ 吉岡俊一

Ｓ47機械　清水博明

短自　中村義弘

経営　門野忠志

Ｓ48交機　水田 均

短自　富田英雄

交機Ⅱ 高谷雄三

Ｓ58土木　松村達治

Ｓ60機械　東尾英郷

Ｓ61土木　飯田　聡

Ｓ61短自　嶋地　豊

Ｓ62機械　森　定準

Ｓ63短自　橋本保彦

Ｈ元交機Ⅱ 筒井延行

短自　松本　崇

Ｈ4経営 高垣久栄

Ｈ6交機 関野浩行

Ｈ7経営 柏木秀仁

経済 野崎　潤

井畑雅友

<敬称略＞
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美内副会長が編集部担当副会長として就任され、編集部員

のメンバーがリフレッシュ、そして機能強化いたしました。

新旧の部員が入り乱れての編集部。第１回目の編集部会では、

凡友の誌面に対してたくさんの意見が出ました。編集部員は

なかなかの個性の持ち主ばかり。さてさてどのような凡友が

生まれるか楽しみです。乞うご期待あれ！　　　　　　　（編集部長　高見新一）

平成11年11月3日（祝）12：00～
中央キャンパス内　総合体育館

日時

正会員3000円 本年3月卒業生は会費無料
（当日は大学祭（阪駒祭）の最終日）会費

場所

編�集�
後�記�

学園創立70周年�
記 念 募 金�
募金最終状況�

募金期間：平成8年4月1日～11年3月31日�

団体名� 件 数� 金額（円）�

法人（企業）� 313 492,190,000

卒業生（関係団体含む）� � �

　大学校友会� 713 142,905,000�

　歯科衛生士学院� 13 140,000�

　産大附属高校� 418 25,915,000

　桐蔭高校� 104 1.360,000

保護者（関係団体含む）� � �

　大学� 3,038 148,393,000

　歯科衛生士学院� 30 350,000

　産大附属高校� 1,710 37,915,000

　桐蔭高校� 1,198 35,018,000

　桐蔭中学校� 389 11,150,000

ご有志� 23 9,280,000

役員・評議員・教職員関係� 696 35,420,000�

合　　　計� 8,645 940,036,000

4年ぶりに、大学構内で校友会総会を開催。当日は、各

支部豪華特産品が当たる大福引き会なども予定していま

す。最高潮に盛り上がる大学祭最終日を満喫しながら懐

かしい友との語らいのひとときをお楽しみ下さい。

お知らせの�
ページ�
お知らせの�
ページ�

会員データー
（平成11年9月20日現在）単位：人

●卒業生数……………

●重複卒業生数………

●会員数………………

●物故者数……………

●住所不明者…………

●連絡可能会員数……

50,735名

777名

49,958名

399名

6,051名

43,568名

訂正とお詫び

凡友56号、校友の広場「柔道部創部30周年記念式典・

祝賀会を開催」の写真説明を訂正させていただきます。

●佐藤監督（教養部講師）→柔道部ＯＢの萩原さん

●現役部員紹介：挨拶　→佐藤監督（教養部講師）

関係者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけいたしまし

た。謹んでお詫び申し上げます。

TEL 0720-75-3040現� TEL 072-875-3040新�

来年1月1日より、市外局番が変わります。�

名簿発行の調査カード
などにより、ご逝去が
判明しました。
皆さまのご冥福を心か
らお祈り申し上げます。

金�
均�
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