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11月2日（日） 大阪産業大学にて ※詳細は、本文P19参照

東部キャンパス6号館跡地に竣工した自動車整備センター（AMC）　本文P.7参照
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（主催：大阪産業大学）
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大阪産業大学校友会 会長
美内　照男
（S44機械）

「2期目を迎えて」

　大阪産業大学校友会会員の皆様にはご健勝にて、ご活躍の

こととお慶び申し上げます。会員の皆様には平素より格別のご

支援、ご協力を賜り心より厚く御礼を申し上げます。

　また、学校法人大阪産業大学創立80周年記念事業募金活

動におきましても会員の皆様より、母校の一層の充実と発展

を願い、真心のこもった多額のご寄付を頂戴しておりますこと

に対しまして衷心より御礼を申し上げます。

　さて、私こと美内照男は平成19年12月1日の校友会幹事

会において校友会会長に再任され、また、学校法人大阪産業

大学の理事会において理事（卒業生代表）に選出（平成20年

6月6日付）され就任いたしました。これからの３年間は、校

友会会長、理事として今迄以上に会員の皆様方のお力をお借

りして、大阪産業大学の素晴しい発展と充実のために誠心誠意、

力を注いで参りたいと思っております。

　校友会会長再任にあたり、校友会活動に対する私の考えを

述べさせて頂きたいと思います。校友会の大きな目的は｢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

業大学の発展に貢献する。｣と会則に明記されています。この

目的を達成するために校友会の本部役員は、全てに対して何

が出来るのか、何をするべきか、何をする事によって校友会

会員と大学の発展に貢献出来るのか、真摯な態度で校友会の

運営を行わなければなりません。校友会活動は卒業生が年代

を超えた素晴しい“縁”の結びつきと“母校への愛情”によっ

て卒業生、在学生、母校のために利害を超えて行う活動です。

校友会本部役員の皆様は、先輩・後輩の垣根を超えて熱い思

いで大いに語り、叡智を出し合い、結論が出たら全員一丸となっ

て前進しましょう。これが私の校友会の運営と活動に対する考

え方です。

　さて会員の皆様もご承知のとおり、少子化が一段と進み｢大

学全入時代｣となり、受験生を多く集める大学と定員割れを起

こしている大学の二極化が進んでいます。後者になれば自然

淘汰にさらされてしまいます。

　理事会は学園の継続的発展のため｢学園改革プロジェクト委

員会｣を設置して、理事長、学長を中心に、思い切った改革を

推進されています。大学においても学長を中心とした｢プロジェ

クト共育｣を実施し、学生確保が最重要課題として、この危機

を乗り越えるため、教職員が一丸となり改革・改善のアイデ

アを出し合って、魅力ある大学の創造に取り組まれているとこ

ろです。

　校友会としても母校の発展になる事は積極的に協力させて

頂きたいと考え、次の事項に役員一同、全力で取り組んでい

く所存です。

１、財政の安定化と強化、基金の運用と活用、各種援助金等

　  の見直し

２、人材の育成、組織の充実と強化、休眠支部の活性化

３、会員サービスの強化

　  校友会報｢凡友｣の充実、会員親交への支援、入学特典制

　  度の充実と強化、在学生への支援

４、個人情報保護法を遵守した名簿管理と運用

５、母校への支援

６、会則・規定の改正

　また、本年は学園創立80周年記念の年です。学園は80周

年記念事業の募金活動を平成18年10月より平成21年9月ま

での３ヶ年の予定で実施されていますが、現段階において目

標募金額８億円の50％を超えたに過ぎない状況です。校友会

員の皆様方には何かとご無理なお願いを申し上げております

が、母校の更なる発展のため、今一度募金に絶大なる協力を

頂きますよう哀心よりお願い申し上げます。

　校友会としては、平成21年度9月頃に学園創立80周年を

祝う会を、学園傘下の産大附属高校の同窓会・大阪桐蔭高校

の同窓会と合同で大学での開催を予定しています。また、学

園傘下の各種団体にご協力をいただき、学園創立80周年記

念ゴルフ大会を実施したいと考えています。更に、平成22年

には大学開学45周年、校友会設立40周年を迎えます。校友

会員、在学生、学園・大学の教職員、全ての皆様と共に祝いたく、

祝賀会の準備を進めて行きたいと思っています。その節は是

非、皆様のご出席をいただきます様お願い申し上げます。

　最後になりましたが、大阪産業大学校友会員の皆様のご健

勝とご多幸、学校法人大阪産業大学の益々の発展を祈念申し

上げまして、再任のご挨拶とさせていただきます。

ご挨拶

役員改選
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相談役 里　　　昇 （S27交短運）
相談役 村田　陽行 （S30交短運）
相談役 池田　義隆 （S39交短機）
相談役 光岡　明弘 （S40交短自・S43機械）
顧　問 林　　大行 （S27交短運）
顧　問 杉岡　重武 （S28交短運）
顧　問 森本　克彦 （S35交短運）
顧　問 眞田　卓克 （S37交短自・S43機械Ⅱ）
顧　問 大植　義夫 （S38交短自Ⅱ・S47交機Ⅱ）
顧　問 中山　幸蔵 （S43交機） 
参　与 藤野　清久 
会　長 美内　照男 （S44機械）  
副会長 梅木　俊郎 （S43短自）  
副会長 小泉　広美 （S44機械）  
副会長 石田　秀雄 （S44短自）  
副会長 山本　　明 （S48経営）  
副会長 加門　和彦 （S50経営）  
副会長 宮井　義裕 （S51交機）  
副会長 高見　新一 （S51土木）  
副会長 福井　義員 （S52土木）  
幹　事 梅原　一男 （S43機械Ⅱ）  
幹　事 田中　善昭 （S45経営）  
幹　事 松田　充生 （S45交機）  
幹　事 荒木　一雄 （S45交機）  
幹　事 磨家　正明 （S45交機Ⅱ）
幹　事 能智　正雄 （S46経営）  
幹　事 遠藤　誠俊 （S47機械）  
幹　事 神馬　克之 （S47短自）
幹　事 有田　鋼司 （S49経営）
幹　事 皿屋　匡宏 （S49経営）  
幹　事 入澤　　毅 （S50機械）  　 
幹　事 平野　明彦 （S51機械）  
幹　事 宮本　芳文 （S52交機）  

幹　事 岡　　　護 （S53機械）  
幹　事 弓場　修治 （S55経営） 
幹　事 坂本　達彦 （S55機械）  
幹　事 今村　彰隆 （S55交機）  
幹　事 中井　貴朗 （S56経営） 
幹　事 柴橋　信行 （S56機械） 
幹　事 奥田　淳一 （S57経営）
幹　事 吉田　秀雄 （S58経営） 
幹　事 梅田　信一 （S60短自） 
幹　事 坂口　英行 （S63経営） 
会計監事 田村満喜雄  （S37交短自） 
会計監事 金住　順二 （S45機械Ⅱ） 
会計監事 金丸　勝春 （S46機械Ⅱ） 
会計監事 中澤　嘉雄 (H12院経済)
代議員 柏葉　昌宏 （S38交短自）  
代議員 関根　繁之 （S39交短機・S43機械）  
代議員 原　　昌彦 （S39交短経）  
代議員 大平　和昭 （S40交短自Ⅱ・S44交機Ⅱ）
代議員 辻　　尚武 （S41交短自） 
代議員 木村　　寛 （S41交短自Ⅱ） 
代議員 加藤　　豊 （S43経営）  
代議員 八幡　建二 （S43交機）  
代議員 白藤　中生 （S43交機）
代議員 市村　莞爾 （S43交機）
代議員 上田　良清 （S44経営）  
代議員 石本　　理 （S44経営） 
代議員 中村　禮司 （S44機械）  
代議員 山本　孝文 （S44機械）  
代議員 村井　廣幸 （S44交機Ⅱ）  
代議員 有馬順一郎 （S44交機Ⅱ）
代議員 山本富士雄 （S45経営）
代議員 吉野由喜男 （S45機械）  
代議員 中村　江次 （S45交機）

代議員 松田　　始 （S45土木）  
代議員 川井　五作 （S45短自・S48交機Ⅱ）
代議員 渡辺　　優 （S46経営） 
代議員 重黒木一夫 （S46交機） 
代議員 水野　直樹 （S46土木）  
代議員 野村　俊彦 （S46短自） 
代議員 柴田　栄久 （S47経営） 
代議員 中川　健治 （S47経営）  
代議員 渡部　一誠 （S47経営）
代議員 小寺　哲朗 （S47経営）
代議員 田中　　存 （S47短自・S50経営)  
代議員 大石　　忠 （S47経営）  
代議員 永嶋　徳美 （S47交機）
代議員 亀沢　　隆 （S47交機）  
代議員 岡田　友克 （S47土木）  
代議員 高野　悦治 （S48経営）  
代議員 森本　　勉 （S48経営）  
代議員 西山　　均 （S48機械）  
代議員 鳥見本　剛 （S48交機）  
代議員 赤堀　正隆 （S48交機） 
代議員 藤川　克彦 （S48土木） 
代議員 津曲　逸雄 （S49交機Ⅱ） 
代議員 岩下　光美 （S50経営）  
代議員 北野　和彦 （S50経営）  
代議員 峠　　孝尊 （S50機械）  
代議員 西　　博行 （S50交機）  
代議員 増田　道広 （S50交機）  
代議員 武内　清利 （S50土木）  
代議員 黒厚子正和 （S50短自・S53経営）  
代議員 日野　晋吾 （S51経営）  
代議員 加藤　史雄 （S51経営）  
代議員 久保　雅洋 （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 藤原　辰夫 （S52機械）  
代議員 後藤　芳伸 （S52機械）  
代議員 黒川　啓次 （S53機械Ⅱ）
代議員 服部　嘉雄 （S53交機） 
代議員 竹本　　朗 （S53土木）
代議員 宮野　希和 （S53短自） 
代議員 松山　雅夫 （S54経営） 
代議員 岡田　吉富 （S54経営）  
代議員 芝野　　光 （S55経営）  
代議員 吉岡　政昭 （S56経営）  
代議員 足立　嘉正 （S56経営）  
代議員 青山　　正 （S56機械）  
代議員 勝　　信義 （S56交機）  
代議員 坂田　蒼美 （S57土木）  
代議員 兼松　　禎 （S59交機Ⅱ）
代議員 宇崎　敏明 （S60土木） 
代議員 鄭　　明順 （S62経営） 
代議員 徳田　昭彦 （S62機械Ⅱ）
代議員 田村　謙介 （S63経営） 
代議員 海老　智史 （H元経営） 
代議員 魏　　絹恵 （H5経営）
代議員 川口　将武 （H6環境） 
代議員 廖　　麗敏 （H6経営）
代議員 梶　麻衣子 （H8土木・H10院土木） 
代議員 栗原　良幸 （H11経営） 
代議員 松田　敦至 （H14経営） 
代議員 坂本　　啓 （H17文化）
代議員 若木　　崇 （H18文化）
代議員 川久保陽平 （H19国際）

役員名簿

校友会　事務局担当職務表 （敬称略）

役員改選

会　長　美内　照男 

（副会長）

事務局長：副会長　加門　和彦

会計長：副会長　福井　義員

事務局

総務部

事務室 事務長　北村　明彦
　　　　浦島　千恵美
　　　　坂本　実千彦

総括：副会長　小泉　広美

部長：副会長　高見　新一

副部長：

委員：副会長　加門　和彦
         副会長　宮井　義裕
         副会長　福井　義員
         幹　事　有田　鋼司
         幹　事　今村　彰隆
         幹　事　吉田　秀雄

運営部

副会長　山本　　明

幹　事　今村　彰隆

幹　事　梅原　一男
幹　事　田中　善昭
幹　事　能智　正雄
幹　事　遠藤　誠俊
幹　事　平野　明彦
幹　事　弓場　修治
幹　事　奥田　淳一 
幹　事　梅田　信一
代議員　海老　智史

編集部

副会長　石田　秀雄

副会長　宮井　義裕

副会長　高見　新一
幹　事　松田　充生
幹　事　磨家　正明
幹　事　皿屋　匡宏
幹　事　入澤　　毅
幹　事　岡　　　護
幹　事　坂口　英行
代議員　村井　廣幸
代議員　久保　雅洋
代議員　川口　将武

支部推進部

副会長　梅木　俊郎

幹　事　吉田　秀雄

幹　事　神馬　克之

副会長　福井　義員
幹　事　荒木　一雄
幹　事　宮本　芳文
幹　事　坂本　達彦
幹　事　中井　貴朗
幹　事　柴橋　信行
代議員　川井　五作
代議員　峠　　孝尊
代議員　西　　博行 
代議員　武内　清利
代議員　加藤　史雄
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学園創立80周年記念事業募金  

学園創立80周年記念事業総事業費
概算：53億円（内、募金目標額：8億円） ◆施設設備の環境整備事業　◆記念式典等事業　◆教育・研究・学生活動支援事業

大阪産業大学・
大阪産業大学
短期大学部　関係

大阪産業大学附属中学校高等学校　関係

大阪桐蔭中学校高等学校　関係

●　総合体育館
の建設

②CRYSTAL TERRACE（食堂棟）の建設

記念式典、祝賀会および運営委員会の設置　関係

③自動車整備センター（AMC）の建設 竣工 平成20年7月11日

竣工 平成19年2月28日

④OSUパリダカ参戦
　プロジェクト

①記念祝賀会［平成20年11月5日（水）］
②創立80周年記念誌

③創立80周年記念論文等
④記念講演会

①学生会館
   （クラブハウス併用）
   の建設

●　校舎の改修

完成予想図完成予想図

完成予想図完成予想図完成予想図

（2007年出場）

　平成20年11月1日に学園創立80周年を迎えるにあたり、記念事業を計画し、この実現に向け平成18年10月より募金活動を展開し、

会員の皆様方をはじめ本学園の関係諸団体にご寄付のお願いを申し上げ、平成20年8月31日現在で、約4億3千万円のご寄付を

賜りましたことをご報告致しますと共に厚く御礼申し上げます。

　つきましては、平成20年10月1日より、いよいよ最後の第Ⅲ期募金活動を開始するにあたり、幾度にわたり誠に恐縮に存じますが、

更なるご理解とご賛同をいただきたくご協力賜りますよう衷心よりお願いを申し上げる次第でございます。

　また、この度学園創立80周年記念事業募金にご寄付を賜りました方々のご厚情に感謝申し上げ、ご芳名・金額を学園創立80

周年記念モニュメント（プレート）に刻し、末永く学園の歴史に留めさせていただく事となりましたので、ご報告申し上げます。匿

名での発表を希望される場合は寄付申込書の「芳名録」欄にご記入をお願い申し上げます。

　なお、「寄付申込書」、「振込用紙」および「返信用封筒」を同封させていただいておりますので、ご利用くださいますようお願

い申し上げます。

学園創立80周年記念事業概要

事業費 10億円

事業費 10億円

事業費 5億円

事業費 16億円

事業費 1億円

事業費 10億円

事業費 1億円



大阪産業大学校友会会報 「凡友」75号 5

 （第Ⅲ期） ご協力のお願い

※この寄付金は個人・法人を問わず寄付金控除の対象となり、税法上の優遇措置を受けられます。

bokin80@cnt.osaka-sandai.ac.jp

完成予想図

完成予想図

Ⅲ

学園創立80周年記念事業募金にご協力ありがとうございました。学園創立80周年記念事業募金にご協力ありがとうございました。

ご寄付された方で、お名前が掲載されていない方は、学校法人大阪産業大学とのご関係やお立場により、『校友会』以外の組織・団体における区分で
の掲載となりますので、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。（平成20年8月31日現在）

寄付者芳名録（平成20年2月1日～平成20年8月31日）

全募金総額  432,587,216円
校 友 会
募金総額 81,523,724円

青山　正
赤堀　正隆
朝倉　英二
芦田　正之
足立　嘉正
荒木　健治
アラトンチチガ
安養寺　弘　
池田　義隆
石田　秀雄
伊藤　茂男
伊藤　健
井上　静也
井上　智博
今田　雅友
今村　彰隆
岩下　光美
上田　徹
上田　良清
梅木　春雅
遠藤　誠俊
大植　義夫

大内　真
大川　真澄
大谷　光男
大庭　祥平
大橋亀美雄
大畑　敏行
大平　和昭
岡田　茂
岡田　友克
奥村　直樹
小越　裕
小畑　京治
梶　麻衣子
樫尾　正之
柏葉　昌宏
加藤　豊
金山　正雄
金子　吉宏
川畑　髙明
河部　英典
河部　雅弘
魏　絹恵

岸本　隆男
岸本千代隆
喜多　輝樹
北野　和彦
楠本　欽哉
久保　明子
栗原　良幸
黒川　啓次
幸森　康夫
小寺　哲朗
駒村　和男
坂口　英行
坂口　裕彦
坂本　啓
佐藤　純治
鮫島　好徳
皿屋　匡宏
柴田　衛茂
柴田　栄久
芝野　光
笑福亭喬若
末藤　祐一

杉原　秀典
杉本　裕樹
鈴木規久男　
関根　繁之
鷹岡　健之
髙野　悦治
高橋　章二
髙橋　正秋
竹中　秀明
竹西　秀夫
竹本　朗
但馬　淳一
巽　冨美男
田中　存
田渕　主税
田村　誠司
田村　謙介
田和　信行
塚本　哲治
津川　茂
辻　尚武
津曲　逸雄

鳥見本　剛
豊田　量
内藤　秀志
中　康行
中川　健治
永嶋　徳美
中塚　浩
西山　均
野村　俊彦
蜂須賀廣志
服部　嘉雄
華岡　康夫
濱崎　勲
浜田　修平
平田伊知郎
松田　充生
松田　敦至
松田　和幸
松本　匡晋
松由　博
丸山　孝宏
三上　匡之

水野　直樹
村上　功
森　邦雄
森本　勉
安田　政太郎
山口　泰一
山崎　篤史
山本　明
山本　勤
山本富士雄
山本　正宏
矢持　英隆
余　龍華
廖　麗敏
若木　崇
渡部　智代
渡辺　優

＜団体＞
校友会　幹事会有志
校友会　代議員会有志
校友会　愛媛県支部
校友会　大阪泉州支部
校友会　大阪日産自動車支部
校友会　鹿児島県支部
校友会　高知県支部
校友会　埼玉県支部
校友会　滋賀県支部
校友会　大学支部
校友会　台湾校友会
校友会　台湾校友会有志
校友会　鳥取県支部
校友会　新潟県支部
校友会　兵庫県西支部
校友会　兵庫県東支部
校友会　兵庫県北支部
校友会　兵庫県南支部
大阪産業大学　少林寺拳法部OB会

（順不同・敬称略）

（他、匿名希望14名）

募金事務局名簿より転載
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平成20年度　役職者

法人本部

大学院
大　学
短　大

理事長

財務部長 申請業務室長事務取扱 人材開発室長 総務部長

副理事長

工学博士

副理事長

（大阪桐蔭中・高校長・評議員）（評議員） （自動車工学科教授）

ふるたに　      し      め      じ なかやま　　 ひであき もりやま　    しんいち

古谷　七五三次 中山　英明
しげさと       としゆき

重里　俊行森山　信一

（評議員）

きしだ　      まさゆき

岸田　雅之
（評議員）

たかはし       のりあき

高橋　宣昭
とうげ             たかと

峠　　孝尊
かとう　      ふみお

加藤　史雄

事務局長・常務理事

（評議員・サテライト長・
学園振興企画部長）

つつみ      あきこ

堤　晶子

学監長

（経営学科教授・理事・評議員）

学長・常務理事

工学部長兼大学院工学研究科長

副学長

工学博士
かごたに　    まさのり

籠谷　正則
（交通機械工学科教授） （交通機械工学科教授・評議員） 
工学博士

やまだ　　　　 おさむ

山田　　修

（経済学科教授・評議員）
経済学博士

はん　         ぼくさん

韓　　福相
（機械工学科教授・評議員） 
工学博士

なかむら　    やすのり

中村　康範
（自動車工学科教授・評議員） 
工学博士

よこい　     まさゆき

横井　雅之

教養部長 短期大学部長

（教養部教授） 

なかむら　    しげひろ

中村　茂裕

入試センター長 教務部長

（教養部教授） 

むらた　       よしや

村田　好哉

（流通学科教授・評議員） 
商学博士

みやした　     くにお

宮下　國生
（経済学科教授）

博士(経済学)
さいとう　　　 ひではる

斎藤　日出治

副学長

（文化コミュニケーション学科教授
・評議員） 

教　授
きむら　     えいじ

木村　英二

人間環境学部長兼大学院
人間環境学研究科長

経営学部長兼大学院経営・
流通学研究科長

経済学部長兼大学院
経済学研究科長

（流通学科教授） 
商学博士

なかむら           とおる

中村　　徹

学生部長

（情報システム工学科教授） (評議員)
工学博士

のせ　        かずお

能勢　和夫

情報科学センター所長

たにざわ　         ひろし

谷澤　　博

事務部長

たけうち　    きよとし

武内　清利

キャリアセンター長

（経済学科教授） 

きたみ　       ひろし

喜多見　洋

綜合図書館長

（流通学科教授） 

つだ  　     もりゆき

津田　盛之

平成20年3月31日付の退職者は次の通りです。長年のお勤めに心から感謝の意を申し上げます。

産業研究所長

（電子情報通信工学科教授）
工学博士

ときわ　      きんいちろう

常盤　欣一朗

経営学部教授　岩田　　浩　
経営学部教授　田村　正紀　
経済学部教授　植田　政孝　※
工学部教授　　辻　　文三　※
工学部教授　　前田　眞正　※

工学部准教授　　　岡本征四郎　※　
工学部准教授　　　永田　　勝
教養部教授　　　　塩谷　武男　※
教養部教授　　　　森分　孝治　
短期大学部准教授　清野　達夫　

短期大学部講師　　　　　兎澤　健三　※
事務部入試戦略担当部長　木村建一朗　
事務部教学改革担当次長　玉木　　明　
事務部教学改革担当次長
兼孔子学院事務局次長　

事務部庶務課長補佐　　木村　　寛　
入試センター次長　　　南出　英二　
教育支援センター主任　渡邉　直子　

（敬称略）
※の方は、非常勤で教鞭をとられています。

中村　健一

全国初

平成20年度   退職者
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人間環境学部スポーツ健康学科が
京セラドーム大阪でフィールドワークを実施！
人間環境学部スポーツ健康学科が
京セラドーム大阪でフィールドワークを実施！

工学部にゆめ育むコースが開設されます。
都市創造工学科に４つのコース制を新設

自動車整備センター（ＡＭＣ）竣工

　本年４月に開設した人間環境学部スポーツ健康学科は、オリック

ス・バファローズとバファローズ奨学金や正規科目の「フィールド

スタディ１」「フィールドスタディ２」の授業での協定を締結しました。

６月２７日(金)～２９日(日)の３日間、１年生の必修授業「フィール

ドスタディ１」を、京セラドーム大阪で実施しました。

　スポーツ健康学科の学生は、６月１８日にオリックスの球団職員

から「スポーツの市場規模とプロ野球の市場規模」などの導入講

義を受けました。２７日からの３日間は、129人の学生が各日４０

人前後の３班に別れて、京セラドームを訪れスポーツマネジメント

に関する体験講義や施設見学が実施され、７月１７日には各自が作

成したレポートに基づき、まとめの講義が行われました。

　この３日間のオリックス対日本ハム戦は、大阪産業大学シリーズ

として大学の冠試合で行われました。試合開始時の始球式や両

チームへの花束贈呈などもスポーツ健康学科の学生が行いました。

球場内の通路では大阪産業大学のブースを設営し、光反応テスト

や各種資料を配布しました。試合前や５回のグラウンド整備の時間

にはバックスクリーンに本学のＣＭを流しＰＲしました。２７日の始

球式には籠谷学長が登場、オリックスに在籍する森山周内野手（平

成１７年度経営学部卒）とキャッチボールをした後、始球式に臨み

見事ストライクボールの始球式となりました。

　平成21年度より工学部に学科の壁を越えた「ゆめ育むコース」が開設

されることになりました。ゆめ育むコースは全国初の学科の壁を越えた

コースです。ゆめ育むコースでは最初に学びたいテーマを選びます。平

成21年度は、入学時に「プロダクトデザイン」、「交通システムデザイン」、

「あんしん安全デザイン」、「ロボット」、「カーエレクトロニクス」の５つの

テーマから１つのテーマを選びます。

　学科を選択するのは、決めたテーマを１年間学習した後、工学部６学

科から希望の学科を選択することができます。学科の選択を入学1年後

に行うことで、学科選択のミスマッチを防ぐことができます。

　４年間1つのテーマに即した教育が行われます。テーマに関連した幅

広い知識を身につけることで、企業や社会が求める人材を育成し、学生

と社会にとって満足度の高いコースを実現しています。

　ゆめ育むコースの入学試験は「AO入試」のみです。

　平成２１年度から、都市創造工学科では『人と自然が

調和し、誰もが快適で暮らしやすい都市を創造する技

術者の育成を目標』に、実践的な知識・技術を学ぶ４

つのコースが誕生します。

　①土木・環境総合コース（JABEEコース）：市民のた

めの工学として、これからの社会インフラづくりのあり方

を学びます。 ②建設経営コース：マネジメント力を磨き、

起業・経営を目指す人材の育成をします。　③不動産ディ

ベロッパーコース：建設工学を理解した不動産開発・販

売の専門家を育成します。 ④観光まちづくりコース：人

が訪れるまちづくりの企画・運営力を身に付けます。

　東部キャンパスの６号館跡地

に、学園創立８０周年記念事業の

一環として、自動車整備センター

（略・ＡＭＣ：Automobile Mainte-

nance Center）新築工事が行わ

れ、７月１１日に竣工しました。

　ＡＭＣは、２００７年４月から６号館の解体工事が始まり、５月下旬に取

り壊され、その後、大東市教育委員会による埋蔵文化財の調査が行われ、

建築工事が着工されました。

　センターは、鉄筋コンクリート造りの地上５階建て。１階から３階は自動車

関係実習場に、４階はレクチャールームに、5階は教室となる予定です。

１階床面積は１,２５６.１８㎡、２階は１８５.５２㎡、３階は１,２２４.０５㎡、

４階は９６５.６８㎡、５階は６００.０５㎡の合計４,２３１.４８㎡。

全国初全国初全国初
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奴隷になった親

考える時間も必要

久しぶりに、なつかしい母校のキャンパスを訪ねてみませんか？

11月2日　 10:30～16:00　

シャトルバス発着場所の「校友会総会・懇親パーティ受付」です。
（ホームカミングデーのイベント案内パンフレット等を配布します）

大阪産業大学キャンパスにて

※当日は、JR住道駅～大学までシャトルバスを
　無料で運行しておりますので、是非ご利用下さい！

お問い合わせ先 大阪産業大学ホームカミングデー実行委員会　　〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1　TEL.072-875-3001　

卒業生の皆様へ

日時

受付

場所

ホームカミングデーとは？
　卒業生の皆様に母校へ遊びに来ていただこうという催しです。第1回目の今回は、ご家族連れでも楽

しんで頂けるような企画を取り揃えると共に、大学が一番盛り上がる学園祭との同日開催となりました。

一日だけではございますが、是非、同級生や先輩、後輩そしてご家族と共に秋の母校を満喫して下さい。

●恩師に会えます！！　詳しくは大学HPを御覧下さい！
●ウェルカムドリンクサービス有！　お子様にはプレゼントも！！
●写真で見る大阪産業大学の歴史展！
●CMでおなじみのオキシライドカー、ソーラーカーの展示！
●昔はどうでしたか？今の大産大をお見せします！在学生によるキャンパスツアー！
●入試相談コーナー！
　ご両親と同じキャンパスを目指すあなたへとっておきのアドバイス！（13号館1階）
●就職サポートコーナー！
　大産大は、卒業後も皆さんのキャリアを徹底サポート！（13号館1階）
●産学連携コーディネートコーナー！
　「大阪産業大学でこんな研究やってくれへんかな～？」そんな要望に専門のコーデイネー
ターがお応えします！（13号館1階）

住道発→産大行
  7時   ３５　４５ 
  8時   １５　２５　３５　５５ 
  9時   １５　２５　３５ 
10時   ００　１０　２０　４５ 
11時   １５　４５ 
12時   １５　２５　３５ 
13時   １５　２５　４５　５５ 
14時   ０５　２５　４５ 
15時   ０５　１５　３５　４５　５５ 
16時   １５　４５ 
17時   ０５　１５　２５　４５ 
18時   １５　２５　３５ 
19時   １５　４５　５５ 
20時   ０５　４５ 
21時   ２５ 
22時   運行なし

●シャトルバス時刻表

13号館
工学部建築・環境デザイン学科

Crystal Terrace
なにわ食堂 クラブハウスおくだ食堂 15号館

工学部交通機械工学科
工学部情報システム工学科

3号館
短期大学部自動車工学科

〈大阪産業大学東部キャンパス〉

10号館
工学部電子情報通信工学科

4号館
工学部機械工学科

8号館
工学部機械工学科
工学部交通機械工学科

自動車整備センター（AMC）

JR住道駅行
シャトルバス発着所

2号館

●バス停地図

ホームカミングデー
校友会総会・懇親パーティ
受付場所

　　　　　　　　フリーマーケットや、巨大ふわふわ等お子様向けイベントも開催！

　　　　　　　　●クリスタルテラスにて、校友会総会 ＆ 教職員との懇親パーティの開催！

　　　　　　　　●大産大グッズも当たる！　お楽しみ抽選会の開催！

小・中・高生向け「ものづくり体験教室」および基調講演の開催（５号館１階）

大学祭イベント

校友会イベント

大学・クリエイトセンター主催

●当日、同窓会を開きませんか？
　ゼミ同窓会やクラブ・サークル同窓会などを希望する方々には、教室等を
　ご用意しますのでご連絡下さい！

日

イベントのご案内 （イベント内容は変更になる場合もありますので、
  詳細は大学ホームページをご覧ください。）

りそな銀行 大東サンメイツ
野崎

大学へ
スーパーミプレ

京橋

府営
　住宅

末広
公園

駐車場

ローソン

メディカルプラザ
（総合医療ビル）

理髪店

ベーカリー
カフェ
駐車場

住道駅前
バスターミナル

JR住道駅

N

第1回 ホームカミングデー開催！

ホームカミングデーにお越しの際は、必ず受付場所にて、受付をしてください。

オリックス・バファローズのマスコット
「ネッピー」も遊びに来るよ！（左は籠谷学長）
大産大は、2008年4月より、オリックス・バファローズと
協定を締結しております。詳細は、7頁をご参照下さい。
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 教養部教授   瀬島  順一郎

　前回、親は何をしてきたかというテーマでしたが、やはりフ

リーチャイルドを作ってきているのは親だということがいろんな

ケースではっきりしてきましたのでこんな刺激的なテーマにし

ました。

　かつて「母源病」という言葉がありました。これはそのタイト

ルで本を書いた人の命名でした。確かにその家族だけを見

てみると母親の存在と役割が問題であるように見えます。こ

れは現在でもそのように見えます。ところが、よく観察しますと

その背景には父親の存在があります。父親がしっかりしてい

れば、子どもは何とか自立的になっていくものです。そういう

意味では父親は後ろに控えていてもやはり威厳があり、家の

指針を示さなければならない存在なのです。90年代に吹き

荒れたフェミニズム（簡単に言えば男女同権論）は女性の自

立をめざし、男権主義を非難しました。雇用機会均等法の

成立や男女共同社会参画などの運動などはその影響とも

いえるものです。しかし、本来はバランスの良い男女のあり方

を模索したものであったのですが、日本の文化的背景の中

でいい結果が生まれなかったのではないかと思われます。

　ちなみに今の女子学生はほとんどが専業主婦を望み、結

婚に憧れ、しかもチャペルで式を挙げるということを望んでい

ます。にわかクリスチャンの登場です。男子学生もほとんどが

妻には家にいて子育てと家事をして欲しいと望んでいるよう

です。このようにフェミニズムの反動といってもいいような現象

が多く見られます。

　もちろん社会構造の変化や景気動向にも左右されること

はありますが、それにしてもこの反動の影響はとくに男性にも

あるようで、やさしい男性がそのまま父親になってしまった感

があります。とにかく自信のない父親が多すぎます。息子と対

峙できない父親は、息子を立派な自立した男に育てることは

できません。「うちの息子と父親は仲がいいです」という母親

がいます。それは父親が息子に言いたいことも言わず、むし

ろおもねっているからです。「うちの主人は、子どもに言って欲

しいことを言わないんです。だからいつも私が言うんです」と

いう母親もいます。

　このような親が子どもに対して言うことも決まっています。大

学へ行ってくれ、と頼むのです。どうして息子に親が頼まなけ

ればならないのでしょう。高い授業料を払っているのは親な

のに…。ほとんどの学生の問題は親、つまり家庭から発生し

ています。いじめ、不登校、引きこもり、なまけぐせ、などです。

　しかし、もちろん社会的な問題もあります。自立を引き伸ば

す経済的な豊かさが日本にはありますし、学校教育で十分

な考える時間をもたせないできたこともあります。青年は一度

立ち止まって人生を深く考えるという時間が必要なのです。

一見、無駄に思えるこのような時期は人には必ず必要なもの

なのです。

　絵に描いたような人生はどこにもありません。大学を8年か

かって卒業した人にもなかなか面白い人がいます。今、私の

クラスに26歳になって大学にきた青年がいますが、大学生ら

しく本気で勉強しています。私のゼミの牽引力になってくれて

います。彼は一度社会で働いた後で、学生になっています。

根性の入ったつわものです。親は一度息子を家から放り出

すくらいの気持ちを持たなければなりません。親の本気は子

どもに伝わるものです。それからの大学生活が本物になるで

しょう。

奴隷になった親奴隷になった親

考える時間も必要考える時間も必要

奴隷になった親

考える時間も必要

3
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すべての入試に適用
されます。

平成21年度卒業生子女特別入学試験の合格者に対し大阪産業大学入学後に、
入学お祝い金として100,000円お贈りいたします。

その他の入試による合格者には適用されませんので、くれぐれもご注意ください。
以下の特典は、B.平成21年度卒業生子女特別入学試験を対象にした特典です。
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入学定員 【大学・短期大学入学定員 合計2,220名】

試験日程 AO入試

ユニーク入試

推薦入試

一般入試

大学入試センター試験利用入試

▽帰国生徒入学試験　　▽社会人入学試験　▽編入学試験　
▽外国人留学生入学試験　　▽外国人留学生日本留学試験利用入学試験　
▽外国人留学生入学試験(日本語能力試験1級取得者）

　その他の入試
●AO前期入学試験（専願）　　　　　選考日：9/13（土）
●スポーツ推薦前期入学試験（専願）  試験日：9/20（土）
●文化系クラブ推薦入学試験（専願）  1次選考日：9/5（金）、2次選考試験日：9/20（土）

下記の入試は、すでに実施済です。

平成21年度入試（概要） ※平成21年度入試要項については、入試センター（TEL．072-875-3001）にお問い合わせください。

人間環境学部

卒業生子女特別入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付

経営学部 経済学部 工学部 短期大学部

文化コミュニ
ケーション 学科

スポーツ
健康学科生活環境学科 国際経済学科

交通機械
工学科

都市創造
工学科

電子情報
通信工学科

情報システム
工学科

建築・環境
デザイン学科経営学科 流通学科 経済学科 機械工学科 自動車工学科

140名 155名

11 10/14（火）～10/31（金）消印有効

全学部・学科 ※詳細は、左ページを参照 ※工学部・機械工学科、交通機械工学科、
　情報システム工学科除く

(出願期間中に随時試験日設定)8（土）

100名 250名 190名 515名 110名 140名 105名 105名 105名 105名 200名

専 願 AO後期入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付10 10/6（月）～10/20（月）消印有効

全学部・学科

25（土）

専 願 短期大学部・AO入試　オープンエントリー方式

実施学部・学科 短期大学部

専 願

スポーツ推薦後期入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付2 1/5（月）～1/29（木）消印有効
●窓口受付
1/30（金）〔10：00～16：00〕

人間環境学部・経営学部・経済学部

5（木）

専 願 自己推薦入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付11 10/14（火）～10/31（金）消印有効
●窓口受付
11/1（土）〔10：00～16：00〕

全学部・学科

8（土）

併 願 インターネット入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付11 10/14（火）～10/31（金）消印有効
●窓口受付
11/1（土）〔10：00～16：00〕

経済学部

6（木）

専 願

資格推薦入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付11 10/14（火）～10/31（金）消印有効
●窓口受付
11/1（土）〔10：00～16：00〕

人間環境学部（スポーツ健康学科除く）・経営学部・
経済学部・工学部（情報システム工学科のみ）

8（土）

併 願 ディベート入学試験
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付11 10/14（火）～10/27（月）消印有効

経済学部

7（金）

併 願

公募推薦前期入学試験 
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付11 10/14（火）～10/31（金）消印有効
●窓口受付
11/1（土）10：00～16：00

全学部・学科

6（木）
7（金）

併 願 実業科（系）公募推薦入学試験 
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付11 10/14（火）～10/31（金）消印有効
●窓口受付
11/1（土）10：00～16：00

全学部・学科

併 願 公募推薦後期入学試験 
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付12 11/20（木）～12/8（月）消印有効
●窓口受付
12/9（火）10：00～16：00

全学部・学科

13（土）

併 願

一般前期入学試験 
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付2 1/5（月）～1/29（木）消印有効
●窓口受付
1/30（金）10：00～16：00

全学部・学科

3（火）
4（水）
5（木）

併 願 一般中期入学試験 
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付2 2/6（金）～2/21（土）必着
●窓口受付
2/23（月）10：00～16：00

全学部・学科

併 願 一般後期入学試験 
試験日

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付3 2/23（月）～3/10（火）消印有効
●窓口受付
3/11（水）10：00～16：00

全学部・学科

専 願

大学入試センター試験利用入学試験（前期日程）　

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付
1/5（月）～1/16（金）消印有効

全学部・学科

併 願 大学入試センター試験利用入学試験（中期日程）　

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付
1/5（月）～1/29（木）消印有効

全学部・学科

併 願 大学入試センター試験利用入学試験（後期日程）　

実施学部・学科

出願期間

●郵送受付
2/6（金）～3/10（火）消印有効

全学部・学科

併 願

出願期間

●郵送受付
1/7（水）～3/13（金）消印有効

6（木）
7（金）

27（金）
28（土） 14（土）
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瀬戸　洋祐さん（H14経営）
スマイル

学生時代は人間力を培う場。
誠実な人づきあいが、
芸を極めるための基盤になる。
　今、注目の若手芸人「スマイル」として、大阪なんばの「baseよしもと」をはじめテレビや

お笑いイベント等で活躍中の瀬戸洋祐さん。大学４年間は人間形成の場と語る瀬戸さんに、

懐かしい母校での思い出話や、現在の仕事についてインタビューしました。

　大学進学は親孝行だったと語る瀬戸さん。ご自身は高校時代か

ら憧れていた芸人になるために、高校卒業と同時に「よしもと」

に入るつもりだったとか。「実は、僕の母は子供の頃から苦労人。

家計を助けるために進学を諦めて働いたんです。そんな経緯も

あって、母は自分の子供は大学まで行かせたいと思ってたんです。」

　お母様の思いを叶えるために瀬戸さんが志望したのは大産大。

すでに３歳上のお兄様が大産大に在籍していたことがきっかけに。

「兄貴を通して、大産大が楽しそうに見えた。」と瀬戸さん。想像

通りの楽しい学生生活、とりわけ一生の宝物と言える親友との出

会いは大きかったようです。「大学生にもなったら、人間性を見

て友達をつくる年齢。親にも教えられた通り、慎重に選んだ友達

とは、今もずっと続いています。」

　そんな瀬戸さんの学生生活に変化が訪れたのは３回生の時。

小学校からの友人であり、現在の相方であるよしたかさんを誘

い「baseよしもと」のオーディションイベントに出場。そして、

合格を機に週1で舞台に立つことになったのです。「相方は存在自

体が凄くて（笑）。コンビを組むなら彼しかいないと。」

　学業と舞台の両立、

深夜までラーメン屋で

バイト…と忙しい日々

に折れそうになる気持

ちを、時に支えてくれ

たのは恩師でした。「大

学だけは絶対に卒業し

ようと思っていましたか

ら。卒論の指導にあた

って下さった三木先生

には、いろいろ相談に

のっていただきました。」

今後もますます活躍が

期待される瀬戸さんに、

最後に後輩に向けてメッセージをいただきました。「芸人の世界

は一見、ラクそうに見えて実は人間関係がとても厳しい世界。で

も、売れている方ほど先輩後輩関係なく同じ目線で話をして誠

実に接してくれます。僕も、大学で人づきあいの大切さを学び、

人間的に成長させてもらったからこそ、この世界でやっていける

自信につながっています。将来の夢を実現するためには、人を

裏切らず、誠意をもってつきあうこと。そうすれば、どんな会社

でもどんな世界でも通用する人になれると思います。」

Information ◎ インフォメーション ◎

livestand08大阪
URL  http://www.livestand.jp/

スマイルも出演しています！！



校友会員が経営されている飲食関係のお店を紹介します。大阪にお越しの節は、ぜひお立ち寄りください。
【お願い】校友会員が経営されている飲食店をご紹介ください。ご連絡は校友会事務室（裏表紙参照）まで。
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渡部　一誠さん（S47経営）

劉　雪芳さん（H3経済）
リュウ    セッポウか

六代目菊間瓦を焼き続けて35年！

　大学時代は、1年生から3年生までは奈良学園前で、4年生に

は石切で下宿生活をしながら通学していたそうです。休むこと

なく教室の一番前で熱心に聴講し、また、ご両親の仕送りはあり

ましたが無駄遣いすることなくアルバイトにも励み、堅実な学生

生活を過ごされました。その時に買った学習机は、仕事場でま

だ現役として使用しておられます。卒業後は東急観光に勤務し、

日本中を駆け巡られていたそうです。その後、ヤマヨ窯業株式

会社に入社。愛媛県知事許可を得て社寺仏閣屋根葺替工事をさ

れています。

　菊間瓦は、700年の歴史を持った伝統工芸品です。鬼師と呼

ばれる瓦職人が鬼瓦やシャチなど特殊な瓦を焼きます。菊間瓦

の原土は、地元の山の「五味土」と香川県丸亀産で田んぼの粘り

土「讃岐土」を配合します。少し大きめに制作し、1,000度～

1,100度で25時間かけて焼き上げます。以前は登り窯で松を用

いて焼いていましたが、現在は、横幅4m×奥行4m×高さ3mの

ガス窯が2基あります。LPガス50kgボンベ12本を燃料に1基で

1,200枚を焼くことが可能だそうです。現場の下見など、高所な

ので気を引き締めながら登りますが、降りるときは怖くてヘリコ

プターで迎えに来て欲しいと思うこともあるそうです。焼き上げ

た大切な瓦で屋根葺きを完成させた喜びはひとしお！　この大き

な役割を次世代に引き継いでいきたいと、素敵な笑顔で語って

おられました。　　　　　　　　　　　　（編集部　石田　秀雄）

素晴らしい菊間瓦。
伝統工芸品の特徴が出ています。

渡部一誠さんの自宅。自宅が展示
場となっています、趣味はゴルフ
とドライブだそう。

校友会員のお店紹介

ラウンジ「せん華」
「南の繁華街にあるきれいなお店です。女
性スタッフ、常時10名以上。校友会員の
方、大歓迎します。是非お越しください。」

●住所：〒542-0083
●大阪市中央区東心斎橋2-6-21
　19番街プラザ３Ｆ　
●電話：06-6211-7744
●定休日：日・祭日
●平均的な価格帯：5,000～10,000円程度
●会員への特典：５名様以上、
　ボトルサービス（ＶＳＯＰ、ロイヤル）

「大阪の味を大切にしています。そばとう
どんは自家製麺を使用。校友会員の皆さま、
是非ご来店ください。お待ちしています。」

●住所：大阪市中央区難波4-3-22
●電話：06-6633-8293
●定休日：日曜日
●平均的な価格帯：
　昼は850円、夜は3,000円～5,000円程度
●会員への特典：
　飲食代の５％引き
 （ご来店時に校友会員と言ってください）

橋　明弘さん（S53交機）お食事処「はし清」

　ヤマヨ窯業株式会社代表取締役社長の渡部一誠さんは、昭和

47年経営学部を卒業されています。渡部さんとの出会いは今から2

年前の大学祭の時、スクールバスの中でした。その時の熱意のこも

ったお話に、いつかまたお話をお伺いしたいと思っていました。2008

年7月、愛媛県支部総会のおりに、お話を聞くことができました。
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　平成20年4月13日、徳島県鳴門市のリゾートホテルモアナコーストにおいて、
第11回徳島県支部を開催致しました。
　本部より梅木副会長と石田副会長、隣接している兵庫県南支部の西山支部
長と会計の赤田様、また、大阪支部の川上支部長に来賓として参加していた
だきました。総会では、決算ならびに役員改選を議決し、これからの厳しい情
勢の中でも徳島支部の活動を盛り上げていくことを誓い合いました。
　また、懇親会におきましては、徳島支部をもっと大きな輪に広げていくため、
OBへの働きかけをもっと工夫していくことなどを話し合いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支部長　津川　茂）

徳島県支部 4.13 モアナコーストにて開催

　平成20年3月16日、芝弥生会館において、参加者30名にて開催しました。
　桜の開花には2週間早かったのですが、11階からの浜離宮と東京湾の眺めは格別で
した。ご案内のとおり『百千万刧といえども、逢うこと難し』、10数年前、仕事帰りに
新橋で夜遅くまで語り合った校友も久方ぶりに元気な顔をみせてくれました。懐かしい
限りです。会社の重責で活躍されている方、電話をいただいた方、部活の仲間やお子
さま、そしてご夫婦で参加していただいた方等々、話題がつきません。いかにしてより
多くの校友の出逢いの場にするか、支部とはなんぞやと、再考させられます。
　平成の良寛さんといわれ、今年94歳になられた今も立たれたままかくしゃくと2時間
のご講演をされる三輪真純先生の、『いつも笑顔でありがとう』の著書を参加者に配布
しました。出逢いと縁について何かを感じていただければ幸いです。（未読の方は返送し
てください）再開が楽しみです。尚、秋頃に地区特別幹事会を兼ねて群馬でのゴルフコ
ンペを企画しておりますので、ご希望の方はご一報ください。        （支部長　井上静也)

関 東 支 部 3.16 芝弥生会館にて開催

　今年の総会は、日曜日の開催となったため、会員の中でも日程の調整がむ
ずかしく、やむなく欠席した方もいると思います。そんな中、本部から美内会長、
梅原幹事が駆けつけていただきましてありがとうございました。また、今回参
加してくれた与那国隆さん（S55機械）の近況報告もあり、非常に嬉しかった。
　総会では、4年目のため役員改選を行いましたが、現状の役員体制で再度
チャレンジすることになりました。また、事務局を山城地区幹事から、岸副支
部長を改め事務局長に変更になったことを報告します。
　次回の総会の開催日についても、懇親会の場で、いろいろ皆さんからも貴
重な意見をいただきました。2月の沖縄はプロ野球のキャンプですから、桐蔭
高校卒・日本ハムの中田選手の応援も兼ねて、キャンプ地の名護市での開催
も今後皆で議論し、ひとりでも多くの会員が出席できるようにしたいと思います。

（支部長　吉田　晋）

　平成20年3月18日、大学内16号館3階会議室にて平成１９年度大学支部
総会を実施いたしました。
　本部からは美内会長にご出席いただきました。
　大学支部は、会員総数が100名を超えますが、当日は卒業式の直前という
こともあり、非常に忙しい時期で出席は１８名でしたが、委任状を含め定数を
満たし開催することができました。
　総会では、支部活動および会計監査の報告の後、学園創立８０周年募金の方
法について審議し、大学支部としての寄付とは別に、募金締め切り日までに開催
される大学支部総会の度に募金箱を設置し、寄付を募ることが了承されました。
　総会後は軽食での懇親会となりましたが、普段は同じ学内でありながら、皆
様ご存じのように学科が違えば活動する建物も違い、ほとんど話をすることが
ないので、つかの間の談笑を楽しみ、終了後、ほとんどの会員は卒業式の準
備で研究室に戻りました。　　　　　　　　　　　　　（副支部長　嶌崎敬司）

沖縄県支部 2.17 ザ・ビーチタワー沖縄にて開催 大 学 支 部 3.18 大阪産業大学にて開催
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　大阪市支部総会を「珍三カルビ」で開催しました。
　珍三カルビは大阪市支部会員の鄭明順さんが経営するお店で、焼き肉の本
場、韓国の味が楽しめます。
　総会では平成19年度の活動報告、会計・監査報告が承認され副支部長に勝
信義さん（Ｓ56交機）が選出されました。支部会員からの要望として、会計監査
役員を１名追加すること、総会に合わせて講演会を開催してほしいなどの意見が
ありました。
　懇親会には韓国からの留学生が６名参加して、韓国本場の焼き肉とビールで
盛り上がりました。
　大阪市支部ではチンチン電車の旅、忘年会などたくさんのイベントを企画し
ていますので、是非、参加してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （支部長　川上清治）

　第3回支部総会の開催にあたり、冒頭に事務局を担っていただいていた田
村静夫氏の急逝を悼み、全員で黙祷による弔意を捧げました。
　総会は美内会長をはじめ校友会本部、京都支部、兵庫東・南各支部からご
来賓6名と各支部会員15名の総員21名の出席により開催。活動報告、会計
報告の承認に続き、新事務局の選任と一部役員の変更について承認をいただ
きました。総会の終了後、加門副会長より大学の実情、子女入試の優遇措置
などのお話の後、懇親会に入りました。美内会長の乾杯により始まりましたが、
学園創立80周年記念事業と中国四川省地震の募金をお願いしての懇親会は
大変な盛り上がりで、宿泊総会につき、部屋を変えての2次会は明け方まで
続いたグループもありました。兵庫県は4支部ありますので、一緒になって行
事をしたいなど校友会活動について活発な意見交換ができました。次回は但
馬地区での開催予定です。会員諸氏沢山のご参加をお待ちしております。              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （支部長　岸本隆男）

兵庫県北支部 6.7 やすら樹にて開催

　第10回大阪泉州支部総会及び懇親会を開催致しました。来賓の方々、支
部会員の総勢40名弱の出席をいただきました。
　総会においては、事業報告及び会計報告が承認され、その後事業計画の報
告及び役員改選の議が行なわれ、つつがなく進行されました。続く懇親会で
は出席者全員の自己紹介など和やかで楽しい時間を過ごすことができました。
　総会を終え、校友の輪は着実に拡がっていると実感しております。次回の
総会でも多数の会員の方々との出会いと交流を心より楽しみにしております。
最後に、多数のご出席をいただきまして、役員一同感謝致しております。今
後も支部行事にご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （幹事　拝野篤史）

大阪泉州支部 5.11 リーガロイヤルホテル堺にて開催

大阪市支部 6.9 珍三カルビにて開催 

　台湾校友会は平成11年に設立され、2年間大会を開催した後、事務所の
事情によりその活動をやむをえず停止致しました。その後、美内会長、池田
前会長、又、先輩方及び日本大阪在住の校友会会員様方の並々ならぬご支
援とご尽力のお陰をもちまして復活することができました。この場をお借りし
て深く御礼申し上げます。本部役員、ご来賓、支部会員の総勢21名の出席で、
先ず支部長挨拶、続いて小泉副会長より来賓挨拶をいただき、総会に入りま
した。総会では事業報告、会計報告、会計監査が承認され、又、学園創立
80周年記念事業募金の説明をいたしました。本部代表者、小泉副会長に寄
付金をお渡しし、引き続き懇親会へと移りました。
　懇親会では終始和やかな雰囲気で楽しい時間を過ごすことができ、校友の
輪が広がっていることを実感しております。次回の総会でもたくさんの会員の
方と交流できますことを心より楽しみにしております。      （支部長　余　龍華）

台 湾 支 部 6.14 グランド・フォルモサ・リージェント（晶華酒店）にて開催
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兵庫県東支部

　6月28日に、米子駅前ワシントンホテルプラザにて鳥取県支部の平成20年度総会を開催い
たしました。校友会本部からは美内会長と梅原幹事、村田相談役の3名様にも遠方よりご出席
いただきました。鳥取県内OBの参加者は14名でした。私の任期中は充分といえる支部長の
仕事はできませんでしたが、卒業してから改めて母校の良さとOB会員の心意気を目の当たり
にして元気をいただきました。特に武道を通しての思い出話が多く、皆さんの目が活き活きし
ているのを見ると本当に楽しそうで、一瞬青春を取り戻したような感じになったことは大いに刺
激になりました。全国の武道OBの方は卒業後もOB会を通しての交流が続いているようですが、
テコンドー部を初代で立ち上げた一員である私にとっては羨ましい限りです。なぜなら、過去
に一度テコンドー部OB会があっただけで、以後何も開催されていないのです。今後機会があ
ればテコンドー部OB会を復活し、OB交流を復活させることができればと思います。
　地方にいる私たちにとってこの『凡友』は唯一の大学とOBを結ぶ情報誌だと思います。
今後ますます充実した機関誌に成長され、いつまでも私たちと大学の架け橋であり続
けていただきたいと願います。3年間ありがとうございました。　  （支部長　森脇尊昭）

鳥取県支部 6.28 ワシントンホテルプラザにて開催

　6月14日小雨の降る中、長崎県支部総会が、日本三大中華街のひとつ長崎
新地中華街の会楽園で開催されました。いつもの顔ぶれが出そろい、さらに九
州ブロック会議も同時開催されましたので、九州各地の支部役員と本部役員、
代議員の皆さんを迎え総勢27名にて盛大に行われました。支部総会では、一
部役員改選を承認していただき、引き続き九州ブロック大会へと進行しました。
副会長の梅木さんより提案事項の支部助成金の問題で、どこを削るか、支部と
して活動を縮小するのではなく無駄をなくして会員に負担がかからぬよう活動
を続けていくことで意見がまとまりました。親睦会では、各支部よりいただいた
地酒（焼酎、清酒、泡盛等）を酌み交わしながら、各支部との交流を深め、長崎の
中華の味を堪能しながら雨の長崎支部総会を終了しました。小雨の中を2次会
場へ移動し、70年代音楽の生演奏を聞きながら、学生当時の話に思いを馳せ
て夜は更けていきました。                                        （支部長　平尾武次）

長崎県支部 6.14 会楽園にて開催

　6月15日に、第15回兵庫県西支部の総会が開催されました。本部より高
見副会長、坂本幹事にご参加いただき、さらには京都府支部、滋賀県支部、
兵庫県内の各支部からも御列席いただき約60名での盛宴となりました。
　総会は、活動報告、会計決算報告、役員新任等、粛々と滞りなく行なわれ
ました。そして、総会後の親睦会では、昨年も参加していただいたシンガー
ソングライターの森本千鶴さんの元気なライブ演奏と、恒例の豪華景品の当
たる福引大会で大変盛り上がりました。
　また、懇親会の席上では先輩方から気さくに話しかけていただき楽しい時間
を過ごすことができ、大変感謝いたしております。今後も、支部青年部の一員
として兵庫県西支部が大きく発展していくよう活動していきたいと思います。
                                                                    （支部青年部　三浦由雅）

　兵庫県東支部として単独での総会は、今回で2回目になります。役員の方々
には、大変ご苦労をおかけいたしましたが、昨年以上に満足した総会になりまし
た。毎年少しずつではありますが、参加者も増えて参りました。今回も初めて参
加された方が数名おられ、楽しんで頂きました。総会に行ってみたいけど、どう
しようかな？　行きづらいかな？　と、思っていらっしゃる方も、来年こそ、思い
切って参加してみてください。
　また、笑福亭三喬師匠にも、大変お忙しいなか参加して頂き、参加者の方々
をおおいに笑わせて頂きました。毎年少しでも多くの方に来て頂き楽しんでも
らえるようにいろいろと企画を考え、役員一同これからも頑張って参ります。同
窓生の交流を深める場として仕事にも活用していただけたらと思います。秋に
は、笑福亭三喬師匠の独演会の招待、年末には忘年ボーリング大会を予定して
おります。皆様の参加をお待ちしております。　　　    （支部長　大橋亀美雄）

兵庫県西支部 6.15 姫路キャッスルホテルにて開催 7.6 ホテル「ホップイン」アミング（尼崎）にて開催
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　第11回新潟県支部総会が7月12日に胎内パークホテルにて行なわれまし
た。今年は来賓を含む14名の参加があり、大いに盛り上がりました。総会は自
己紹介の後に行なわれ、繰越金で産大へ行ってみたいなど活発な意見交換が
行なわれました。また、柏崎市の参加者より、昨年の中越地震の際のお見舞の
お礼等が校友会幹部の方にありました。総会終了後には、梅木副会長より美内
会長祝辞の代読がありました。また、学園創立80周年の募金袋を回し、後日送
金することとなりました。
　当支部では、毎年少しずつ参加者が増えてきています。継続は力なりの言葉
の様に来年も7月の第2土曜日に会うことを決めて閉会となりました。その後
は、夜遅くまで親睦を深める有意義な親睦会となりました。（支部長　内山義雄）

新潟県支部 7.12 胎内パークホテルにて開催

愛媛県支部 7.12 いよてつ会館にて開催

　7月12日（土）午後6時より、松山市大街道のいよてつ会館で、第22回目の
愛媛県支部総会を開催致しました。本部より石田副会長、荒木幹事にもご来場
いただき、また、滋賀県支部や大阪支部、近隣では香川県や高知県からも参加
していただきました。愛媛県支部の参加者一同、大変喜んでおります。
　また、今回初参加の方も3名加わり、楽しく歓談することができました。参加
者全員の方から学園創立80周年記念の寄付もしていただき、寄付金は荒木幹
事に預けました。参加された全員の方が、来年の総会を楽しみにしていると感
想を述べておられました。                                         （支部長　名越弘和）

中国支部設立総会
　海外で台湾校友会、韓国総同門会につづく3番目の支部となる中国
支部（仮称：中国総同門会）設立総会が10月4日（土）天津で開催され
る運びとなりました。校友会員で、天津理工大学に勤務する方々を中
心に設立準備が行われ、幹事会で承認されています。設立総会の詳細
は次号で報告いたします。

支部名 日時 場所

兵庫県南支部

香川県支部

大阪北河内支部

京都府支部

大分県支部

中国支部設立総会

宮崎県支部

福岡県支部

校友会総会

鹿児島県支部

大阪日産自動車支部

沖縄県支部

滋賀県支部

8月23日(土)

9月6日(土)

9月7日(日)

9月13日(土)

9月13日(土)

10月4日 (土)

10月4日 (土)

10月18日(土)

11月2日 (日)

11月15日(土)

1月(予定) 

1月24日(土)

2月8日(日)

美方方面バスツアー

割烹　酔灯屋

淡路・鳴門方面バスツアー

からすま京都ホテル

コモドーホテル

天津理工大学学内報告庁

日向第一ホテル

大学13号館

三星レストラン（予定）

 

支部総会開催予定表

　京都府支部設立１０周年を記念し
て植樹された「しだれ桜」。２本植樹さ
れた内の１本が再植樹されましたが、
本年４月に写真のような八重の花を
いっぱいつけて開花しました。まだま
だ小さな若木ですが、これから大きく
育っていくのが楽しみになりました。
場所は中央キャンパス新産業研究開
発センター南側の花壇です。校友会
が植樹した桜として、大阪北河内支部
が結成２５周年を記念して植樹された
桜（若木５本）が１３号館東側駐車場
にもあります。総会に訪れた際にぜひ
ご覧になってください。      （編集部）
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九州ブロック会議報告
　ブロック会議が平成20年6月14日（土）長崎県で行われました。

会議は同日開催の長崎県支部総会終了後行われ、本部から梅木

副会長、吉田幹事が、支部からは沖縄を含む６支部から10名の

出席がありました。

議題は、

①支部助成金の見直しについて

②佐賀県・熊本県支部設立について

　助成金見直しについては多くの意見が出され議論されましたが、

通信費の単価を下げることが了承されました。また、新支部設立

については現在のところ名簿送付にとどまり、具体的な準備には

至っていないことが確認されました。

富山県に支部設立の動き
　平成20年7月12日、富山県で支部設立に関する会合が行わ

れました。当初3名での会合でしたが、7月には10名の方が発

起人会設立に向け準備されています。なお、この件に関しまして

は決まり次第、校友会ホームページに掲載予定です。また連絡

先等の情報につきましては、校友会事務室までお問い合わせく

ださい。

幹事会（大学16号館3階会議室）
「凡友」74号発行
関東支部総会（芝弥生会館）
大学支部総会（大学16号館3階会議室）
卒業式(大学体育館）
優秀卒業研究発表会（大学体育館）
平成20年度入学宣誓式（大学体育館） 
正副会長連絡会(大阪弥生会館）
徳島県支部総会（リゾートホテルモアナコースト） 
幹事会(梅田サテライト）
平成19年度会計監査(校友会事務室）  
大阪泉州支部総会(堺リーガロイヤルホテル） 

支部推進部会（芦屋技術研修センター 芦屋山荘） 
幹事会（芦屋技術研修センター 芦屋山荘） 
産大高同窓会との懇談会（天王殿）
大阪市支部総会（珍三カルビ）
兵庫県北支部総会（丹波市立休養施設 やすら樹）
運営部会(校友会事務室）
長崎県支部総会（中華料理 会楽園）
九州ブロック会議（中華料理 会楽園）
台湾支部総会（晶華酒店）
兵庫県西支部総会（姫路キャッスルホテル）
編集部会（校友会事務室）
学園・大学との懇談会（ホテルニューオータニ大阪） 
幹事会（すたんど割烹日本）
特別職・役職との懇談会（すたんど割烹日本）
鳥取県支部総会（米子駅前ワシントンホテルプラザ）
産高同窓会総会（ホテルグランヴィア大阪）
兵庫県東支部総会（ホテルホップインアミング）　
愛媛県支部総会（いよてつ会館）
新潟県支部総会（ロイヤル胎内パークホテル）
富山県支部発起人会（富山県 東横イン）
編集部会（校友会事務室）
支部推進部会（大学本館8階会議室）
次期役員選出委員会（大学本館8階会議室）
幹事会（大学本館8階会議室）
運営部会（３３３：スリースリー）

兵庫県南支部総会（美方方面バスツアー）
香川県支部総会(割烹 酔灯屋）
大阪北河内支部総会(淡路島・鳴門方面）
第19回ゴルフコンペ（交野カントリー倶楽部）
支部推進部会(梅田サテライト）
大分県支部総会 
京都府支部総会 
幹事会（梅田サテライト） 
中国支部総会 10

（H20.3.15 ～ H20.10.4）

15,230,740
0
0

85,050,000
330,000
450,000

101,060,740

12,372,107
14,687,674
19,291,054
14,199,988

60,550,823
961,096

61,511,919
10,230,740
29,318,081
101,060,740

17,116,000
21,603,000
21,255,000
14,405,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74,379,000
11,116,000
85,495,000

0
0

85,495,000

436,679,880 
1,902,494
10,230,740
448,813,114 

430,667,421
923,000
6,000,000

437,590,421

60,000,000
1,785

388,811,329
448,813,114 

60,000,000
1,000

377,589,421
437,590,421 

 0
 0
 0
 0
5,834,078
1,325,237
2,832,522
470,850

19,234,754
100,000
7,121,607
1,737,561
324,570
4,886,798
12,019,664
3,124,335
550,735
375,824
58,460
117,870
435,958

 0
961,096

61,511,919

 0
 0
 0
 0
8,580,000
5,390,000
2,950,000
660,000

20,425,000
100,000
8,325,000
2,350,000
500,000
5,868,000
12,325,000
4,259,000
700,000
480,000
130,000
300,000
1,037,000

0
11,116,000
85,495,000

5,000,000
0
0

78,900,000
1,145,000
450,000

85,495,000

20,230,740
 0
 0
163,950,000 
1,475,000
900,000

186,555,740 

0
74,379,000
11,116,000

0
0
0

85,495,000

　年度一般会計剰余金の一部より繰入

3月15日

16日
18日
19日
22日
4月4日
6日
13日
19日
26日

5月11日

24日
6月7日

14日

15日
18日
20日
21日

28日
29日
7月6日
12日

17日
26日

9月6日
7日
11日
12日
13日

20日
10月4日

（土）

（日）
（火）
（水）
（土）
（金）
（日）
（日）
（土）
（土）
（日）

(日）
(土）

（土）

（日）
（水）
（金）
（土）

（土）
（日）
（日）
（土）

（木）
（土）

（土）
（日）
（木）
（金）
（土）

（土）
（土）

17日  （日）～18日  (土）

8月23日  （土）～24日  （日）　

平成19年度決算 校友会活動報告
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校友会事務室事務長に、北村さんが就任。

岩手・宮城内陸地震のお見舞い
活動に、お礼状をいただきました。

　校友会は、平成20年6月14日に発生しました岩手・宮城内

陸地震で被災された岩手県、宮城県、青森県の校友会員91名

の皆様に災害お見舞い活動を行いました。幸いにも家屋被災等

の連絡はございませんでしたが、7月に入りお見舞い連絡に対す

るお礼状をいただきました。校友会といたしましても、この校友

会報「凡友」だけではなく、様々な方法で校友の皆様との関係

を密にしていきたいと願っております。

平成２０年度

日 時

のご案内

場 所

会 費

平成２０年１１月２日（日）
大阪産業大学

校友会総会・
懇親パーティ
　平成２０年度の総会・懇親パーティは、大学祭「阪駒
祭」の日程にあわせて、大学で行います。校友の皆様、
ぜひお集まりください。学生時代の懐かしい顔に会
えるかもしれませんよ。

● 総 会/12：10～
● 懇親パーティ/12：40～ 
東部キャンパス  CRYSTAL TERRACE
1,000円
※ただし、平成20年3月卒業生は無料

（受付：大学バスターミナル付近）

「この度、４月１日付で交
友会事務室に着任致しまし
た。校友会ならびに大学・
剣道部コーチとして精一杯
努力して参りますので、今
後ともご指導の程、よろし
くお願い申し上げます。」（中）事務長　北村　明彦　

（右）浦島　千恵美、（左）坂本　実千彦

卒業生数 74,946名
重複卒業生数 　　1,804名
会員数 73,142名

物故者数 538名
住所不明者数 15,566名
連絡可能会員数 57,038名

●
●
●

●
●
●

会員データ （平成２０年9月1日現在）会員データ

「ホームカミングデー」が開催されます。今年度は第１回目

として校友会総会と同日開催になりましたが、ゆくゆくは

独立したイベントになる模様です。今号凡友では、その案内を行わせていただ

きましたが、より詳細な情報は大学ホームページをご覧になってください。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　編集部長　宮井義裕

お 悔 や み 以下の方がお亡くなりになりました。
心からご冥福をお祈りいたします。

卒業生の皆様へ

第1回 ホームカミングデー同日開催！
★校友会総会・懇親パーティ開催当日の11月2日（日）、大
阪産業大学で、ホームカミングデーが同日開催されます。こ
ちらにもぜひ、ご参加ください。（詳細は、P8を参照ください。）

兵庫県北支部事務局

田　村　静　夫氏

第19回校友会親睦ゴルフ大会

　澄み渡った青空に、秋の気配が感じられる季節になり、平成20年9
月11日(木)、恒例の校友会本部主催の第19回校友会親睦ゴルフ大
会が交野カントリークラブで開催されました。参加者は、来賓として学
園より、中山副理事長、森山副理事長に出席して頂き、会員・教職
員とで総勢45名でした。
　当日は、天候に恵まれ、絶好のゴルフ日和となり、和気あいあいと
した雰囲気の中でのプレーとなりました。また親睦会では、交友を深
める会話に花が咲き、おおいに盛り上がりました。成績は、端野 正 
氏（S49交機）が初参加で優勝され、美内会長より、優勝カップと賞
品が授与されました。次回の再会を約束しながら散会となりました。
また、本年度も学園創立80周年記念事業募金チャリティーとして多
数の方にご協力頂き、合計金額106,000円となりました。ありがと
うございました。　

優勝　端野　正氏（S49交機）

美　昭
恭　規
久　芳
峯　雄

宗　安
細　里
為　谷
金　松

氏

氏

氏

氏

（Ｓ50経営）
（Ｈ 8経済）
（Ｓ51短自）
（Ｓ42短自）

ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去

（平成20年7月31日現在）

（S54土木）平成20年5月9日　ご逝去
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岡 山 県 支 部

香 川 県 支 部

大 学 支 部

愛 媛 県 支 部

吹 田 支 部

大 分 県 支 部

兵庫県西支部

大阪日産モーター支部

高 知 県 支 部

大阪北河内支部

奈 良 県 支 部

和歌山県支部

大阪中・南河内支部

長 崎 県 支 部

三 重 県 支 部

関 東 支 部

新 潟 県 支 部

福 井 県 支 部

鳥 取 県 支 部

広 島 県 支 部

大 阪 市 支 部

鹿児島県支部

北 海 道 支 部

大阪日産自動車支部

福 岡 県 支 部

兵庫県南支部

宮 崎 県 支 部

徳 島 県 支 部

埼 玉 県 支 部

兵庫県北支部

京 都 府 支 部

大阪泉州支部

台 湾 校 友 会

韓国総同門会

滋 賀 県 支 部

兵庫県東支部

沖 縄 県 支 部

静 岡 県 支 部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

　田　正之

長田　恒久

松浦　耕平

名越　弘和

伊藤　孝義

小畑　京治

伊藤　茂男

濱崎　　勲

三浦　政治

森田富士男

山西　義彦

吉内　秀徳

平尾　武次

森河　孝弘

井上　静也

内山　義雄

早瀬　俊雄

前田　忠雄

重見　　定

川上　清治

赤崎　一弘

浜田　修平

鮫島　好徳

石松　雅博

赤田　　護

朝倉　英二

津川　　茂

鈴木規久男

岸本　隆男

西村　新一

本田　浩基

余　　龍華

崔　　範一

柴原　延行

大橋亀美雄

吉田　　晋

蜂須賀廣志

〒708-0842　津山市河辺1155-31　（株）コスモツ－リスト内

〒769-1504　香川県三豊郡豊中町上高野2852-1　大久保一志

〒574-8530　大東市中垣内3-1-1　大阪産業大学内

〒792-0866　愛媛県新居浜市宇高町1-1-22　佐々木弘昭

〒564-0083　吹田市朝日が丘町12-22

〒870-0252　大分市大在浜266-1　姫野一彦

〒670-0981　姫路市西庄103-1　（株）イトデンエンジニアリング内

〒781-5242　香南市吉川町古川995-4

〒571-0006　門真市下島頭181-1

〒630-8268　奈良市大豆山町10

〒642-0024　海南市阪井992

〒579-8035　東大阪市鳥居町5-7　吉内保険事務所

〒851-0133　長崎市矢上町724-1　(有)平尾ダンボール

〒510-0854　四日市市塩浜本町1-53　水野直樹

〒224-0007　横浜市都筑区荏田南1-20-4-1102

〒947-0002　新潟県小千谷市横渡1008-2

〒914-0314　敦賀市杉箸84-14

〒683-0011　米子市福市556-11　田村謙介

〒739-1201　広島県高田郡向原町坂6711-3

〒536-0002　大阪市城東区今福東2-9-22

〒890-0055　鹿児島市上荒田町849　有馬順一郎

〒042-0914　函館市上湯川20-10

〒557-0051　大阪市西成区橘1-5-5

〒813-0003　福岡県福岡市東区香住ヶ丘3-28-5

〒651-1212　神戸市北区筑紫が丘6丁目6番8号

〒883-0041　日向市北町1-102　(有)あんしん保険企画

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂187-1　芝野光

〒350-1317　狭山市水野384-15　高橋正秋

〒668-0871　兵庫県豊岡市梶原175　大廣勝美

〒606-8349　京都市左京区聖護院東寺領町4-1　（株）川端自動車工場所内　大石忠 

〒599-8238　堺市土師町3-6-18　高野悦治

　　　　　　　 高雄市公園二路199　

132-3 Samjeon-Dong,Songpa-Gu SEOUL,KOREA（RE301DaeMyeong B/D9)洪義晶

〒528-0067　滋賀県甲賀郡水口町3919-133

〒664-0881　兵庫県伊丹市昆陽6-90-3

〒904-2161　沖縄県沖縄市古謝1214-1　岸博美

〒425-0074　静岡県焼津市柳新屋953-3　リードシステム（株）　亀沢隆

TEL.0868-26-5423

TEL.0875-56-6157

TEL.072-875-3001

TEL.0898-33-0202

TEL.06-6388-7100

TEL.097-593-1606

TEL.0792-92-4164

TEL.0887-54-5215

TEL.072-884-4583

TEL.0742-24-5903

TEL.073-487-3356

TEL.0729-84-7272

TEL.095-838-2063

TEL.0593-46-2529

FAX.045-941-5202

TEL.0258-82-1212

TEL.0770-27-1610

TEL.0859-26-1803

TEL.0826-46-7011

TEL.06-6936-7113

TEL.099-255-6711

TEL.0138-57-9126

TEL.06-6659-0835

TEL.092-681-1295

TEL.078-583-4601

TEL.0982-50-1200

TEL.088-687-0136

TEL.042-958-2854

TEL.0796-24-8391

TEL.075-761-2366

TEL.072-227-1351

TEL.886-07-532-3013

TEL.02-406-6241

TEL.0748-62-8561

TEL.072-779-0554

TEL.098-939-3212

TEL.054-629-0400

（平成１９年４月２日 日産系再編により支部は解散）

平成20年9月1日現在

会員総数73,142名
（平成20年9月1日現在）

第75号
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