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会長挨拶

感謝 ! そして明日へ

立命館大学埼玉県校友会の皆様、気候 を同じくし、楽しい交流の時を過ごしま
変動が自然環境を徐々に変えつつある昨 した。そして、従来から校友会では毎年、
今、そして変化の激しいグローバルな時 県内の歴史を学び健康増進を兼ねた「歴
代でありますが、皆様お元気でご活躍の 史散歩」
、酒造りを学び新酒の利き酒も
ことと拝察申し上げます。
兼ねた「酒蔵見学会」
、春爛漫桜の下で、
昨年は
「Come and join us」
とのメッセー 秋は澄み切った空の下で「埼玉立命ゴル
（年 2 回開催）
、また夏には埼
ジを掲げ、
埼玉県内 2,500名強の校友の皆 フコンペ」
様に各種行事にご参加下さいとのお誘い 玉立命ユースの皆さんとの交流を図る
、戸田
をしました。そして、総会では「立命館の 「ボウリング兼バーベキュー大会」
近況と将来像」と題して母校がスーパー で開催される全日本ボート大学選手権で
グローバル大学（SGU）に選ばれ、国際化 の現役学生応援と激励を兼ねてボート部
の時代に新たな挑戦を始めている姿を伺 OB と共に参加する「激励会」等、様々な
い、我々も誇らしくもあり同時に勇気付 行事が開催されています。これらの活動
を支えて戴けるのは毎年、皆様が納めて
られました。
その後、埼玉県校友会も幾つかの行事 下さる「埼玉県校友会費」と「寄附」です。
を一つ一つ重ね交流の輪を拡げて来まし ここに改めて衷心より感謝申し上げます。
た。
昨年 12 月には 2005 〜 2014 年度の卒 ありがとうございます。
業生を対象に数人の若者達が中心になり、 さて、今年の総会は母校の科学助成費
「埼玉立命ユース・クリスマスパーティ 事業、民間企業からの受託研究等で多く
2014」を企画し、
浦和で県内在住在勤の男 の成果を上げ社会貢献の高い研究がなさ
女 17 名が参加し、
若者達が初めての交流 れている点に光を当てて、その現況を拝
の場をもってくれました。
また、
今年 4 月 聴しようと幹事会で考えました。昭和時
には大宮公園でお花見を企画してくれ、 代卒業の方々には昨今の新しい大学の方
新しい仲間も加わり老若男女 24 名が席 向性を昨年とは違う視点でご拝聴戴き、

第 26 回総会・懇親会

彩の国・校友の集い
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※会費は当日お支払い
ください。

「立命館大学の研究・
産学官連携について」

この機会に日頃疎い母校の情報に接して
戴き、校友会活動の一助になれば幸いと
存じます。
校友会活動は “ 仲間作り ” です。ここ
にご報告した活動にも新しい仲間が顔を
出してくださり、仲間の輪が少しずつで
も拡がりつつあります。以前の立命館大
学総長、末川博氏は折に触れ
「未来を信じ、
未来に生きる」との言葉を言われていま
した。県内の若者も、中年も、老年も社会
的立場は違いますが校友として、皆様と
の交流の輪が未来に向かい少しずつ大き
な輪となるよう共に活動を続けて行きま
しょう。是非、総会に、また各種行事に時
間の許す限り気軽に足をお運びください。
Come and join us again!!

申込み方法
1

出席を希望される方は以下のいずれ
かの方法よりお申し込みください。

埼玉立命ホームページ
「参加申し込み」の
ページから申し込む。

野口 義文氏

立命館大学研究部事務部長
立命館大学産学官連携戦略本部副本部長
母校・立命館大学は、教育面だけでなく、研究面や
産学官連携でも高い評価を受けています。
今回の講演では、その実績とこれからの取組みにつ
いて、実例を交え詳しく話をしてもらいます。

2

ＪＲ武蔵野線 南越谷駅
東武スカイツリーライン 新越谷駅

）徒歩３分

北口

−母校の研究実績と今後の目指す目標−

講師紹介

裏表紙のFAX送信票
に必要事項を記入し、
立命館大学東京キャ
ンパスまでFAXする。

会 場 越谷コミュニティセンター
埼玉県越谷市南越谷1-2876-1

南口
東口
西口

南越谷駅

武蔵野線

ピタットハウス
●

● 埼玉りそな銀行
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リーラ
カイツ
東武ス

13:10

7,000円

小玉 秀生

（1968・文）

新越谷駅

講演会

会 費

埼玉県校友会
会
長

● めがね屋

●ライオンズシティ

ダイエー

越谷コミュニティセンター

サンシティホール
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「彩の国・校友の集い」総会・懇親会の開催
歴史散歩

「彩の国・校友の集い」総会・懇親会の開催
小玉秀生埼玉県校友
会会長の挨拶、学校
法人立命館の高橋英
幸常務理事及び立命
館大学校友会の飛鳥
井雅和副会長による
御来賓挨拶と続きま
した。
総会では事業活動
平成 26 年 11 月 8 日（土）に、川口総合 報告、役員選任、決算・予算案の承認を
文化センター・リリアの銀座アスターで、 経て、最後に、昨年まで埼玉県校友会の
第 25 回「彩の国・校友の集い」総会・懇親 会長を務められた常田幸正相談役に、飛
会が開催されました。当日は、埼玉県の 鳥井様より感謝状が贈られました。常田
校友 30 名、
大学関係者や関東近県校友会 さん、長い間ご苦労様でした。大変お世
の役員の方々、合唱団メディックスのメ 話になりました。
ンバーを含め、
全員で 47 名が参加しまし
総会終了後には、参加者全員で記念集
た。当日の司会進行は、加藤慎一常任幹 合写真です。
事が担当しました。
引き続き開催された懇親会では、神奈
最初に、学校法人立命館の木田成也総 川県校友会の野口邦夫会長より御来賓祝
合企画部長による「立命館の近況と将来 辞をいただき、埼玉県校友会の中で今回
像―立命館のグローバル戦略―」の講演 参加者最高齢の佐藤悟朗様による乾杯で
がありました。少子化・国際化時代に私 懇親会が始まりました。
立大学が生き残るための厳しい一面も垣
各テーブルで、お互いに昔話などで盛
間見ることができました。立命館の将来 り上がり、和気あいあいと飲食・歓談す
に栄光あれ！
るなか、合唱団メディックスによる合唱
次に、合唱団メディックスのコーラス 曲数曲が披露されました。さすがのクオ
に合わせて皆で校歌を斉唱し、その後、 リティです。次に、皆さんが待ちかねた

歴史散歩

恒例のビンゴ大会が行われ、なんと幸運
にも私が最初にビンゴとなり、立命館カ
ラーのネクタイをゲットしました。普段
でも時折り着用しています。

ビンゴ大会で盛り上がる会場

懇親会中、急に同じ学部の卒業生毎に
記念写真を撮ろうということになり、産
業社会学部、文学部、経済学部・経営学部、
理工学部、法学部の順に写真を撮りまし
た。年代・世代を超えた一枚です。
懇親会の最後の立命館大学応援歌斉唱
は、これも恒例の茨城県校友会の木山幹
事長の音頭により、皆が高らかに歌いま
した。木山さんの演舞はいつ見ても立派
です。
最後に、私が副会長として閉会のご挨
拶を行い、楽しい会はお開きとなりまし
た。今年の会（平成 27 年 11 月 14 日開催）
で元気に再会できることを誓って・・・・・。

上條 比呂志（1983・文）

こちらは、
平林寺前に開店し創業 50 年
を迎える日本料理のお店で、うどんや天
ぷら等が大変美味しく、冷たいビールが
思わず進んでしまいました。
その後、睡足軒の森を見学した後、今
回の主たる目的地である平林寺に到着し
ました。
平林寺は、京都の臨済宗妙心寺派の寺
院であり、山号は金鳳山と言います。境
内の建物は、総門、山門、仏殿、本堂が
緑豊かな平林寺
一直線上に並ぶ禅宗独特の配置になって
平成 26 年９月 27 日（土）
「平林寺から おり、修行道場として僧堂が設置されて
野火止用水の歴史散歩」を８人で行いま います。また、境内林は、武蔵野の面影
した。
を残す雑木林として国の天然記念物に指
集合場所である JR 武蔵野線の新座駅 定されており、約43ha もあります。
から平林寺を目指して歩き始めた私たち
私たちは、
は、まずは「ふるさと新座館」に寄った後、 静けさに包
野火止用水沿いにある遊歩道（野火止緑 まれた境内
道）を歩き、平林寺の雑木林外側の道路 林を歩き、
を 3/4 周回り、昼食予定の「てのべうど 川越藩主・
松平信綱一
んたけ山」に到着しました。
2

鈴木 昌治（1977・経営）

平林寺の門

族の墓等を見学しました。
その後は、
また、
野火止用水に沿って、史跡公園に近い野
火止用水分岐点まで歩き、そこからはバ
スに乗り、北朝霞駅で散会となりました。
今回の歴史散歩は、参加者は少なかっ
たのですが、緑あふれる平林寺境内をゆ
っくり見ることが出来、大変有意義な歴
史散歩でした。また、新座市内に住んで
いる私も歩いたことのなかった野火止用
水の遊歩道を歩き、本当に自然を楽しめ
た歴史散歩でした。

てのべうどんたけ山での昼食の様子
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クリスマスパーティ
小川町酒蔵見学

クリスマスパーティ
12 月 13 日
（土）
、埼玉立命ユース・クリ
スマスパーティを開催しました。埼玉立
命ユースは埼玉立命の若手校友を中心に
組織された団体で、今回はユースの活動
としては初めて、出席者を 2004 〜 2015
年度卒の若手に限定して募集。校友会の

加藤 慎一（2010・産社）

行事には初参加という校友も多く、総勢
17 名が参加してくれました。
一次会のお店は浦和駅周辺の「彩丸」
。
会の冒頭では、小玉秀生会長にご挨拶い
ただきました。ほとんどが初対面同士で
したが、参加者は埼玉県産の肉や野菜に
舌鼓を打ちつつ、学生
時代の話などに花を咲
かせていました。
また、今回の目玉は
“ ビンゴ大会 ”。各自ク
リスマスプレゼントを
ご用意いただき、ビン
ゴした人から好きなプ
レゼントを選ぶなど、
大いに盛り上がりまし
た。ただ…、ビンゴマ
シンの電池が途中で切

ほとんど初対面ばかりでも楽しく盛り上がりました

小川町酒蔵見学
2015 年 2 月 14 日（土）東武東上線小川
町駅に午前 11 時に校友７名が集合の後、
好天に恵まれた中を、10 分ほど歩いて酒
蔵に向かいました。
小川町は「武蔵の小京都」と呼ばれ、関
東平野の西のはずれに位置し、和紙の町、
酒の町そして有機無農薬農法として知ら
れています。
当日の酒蔵は、残念ながら仕込みの最
中で、蔵の中に入って見学する事は出来
ませんでした。しかし別棟の「酒蔵の資
料館」で酒造りに使われていた道具や作
業の写真を興味深く見て廻ることが出来
ました。
「晴雲酒造」では、地元の米・地
元の和紙
を利用し
た製品作
りに取り
組んでい
るそうで
す。

れてしまい、瀕死状態のマシンを何とか
励ましながら続けました。
その後は二次会でカラオケ、三次会で
〆のラーメンを食べに行くなど、とても
初対面とは思えないほど仲良くなった若
手校友たち。今後も若手のみのイベント
を企画し、埼玉立命を若手から活性化し
ていければと思います。

緒方 仁（1969・経営）
資料館を見学の後、
昼食は
「晴
雲酒造」の敷地内に地元の食彩
を使った「自然処 玉井屋」のお
店で利き酒をしながら、美味し
い肴や食事に舌包を打ちながら
盛り上がりました。
「晴雲酒造」のお店では生酒、
純米酒、原酒を試飲したり、大
吟醸、純米吟醸など気に入った
お酒を各人が購入したり、中に
は宅配で送った人もいました。
お酒とは別に「青雲の酒粕」は、
漬物や甘酒に人気商品の一つでもありま
した。
和紙は「細川和紙」
・
「小川和紙」など無
形文化財となったこともあって、蔵元か
ら帰る途中、和紙を販売しているお店で
和紙に関する興味深い話も聞けました。
とても充実した酒蔵見学の一日でした。
埼玉県は酒蔵が多い県なので、これか
らも酒蔵見学は続けて行きたいです。

晴雲酒造前にて

晴雲酒造

有楽法律会計事務所

http://www.zen-i.net/yuraku/
弁護士

西 垣

義 明

立命館大学東京法曹会 会長（1965 法）

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル9階A室
TEL. 03-3591-3267㈹ FAX. 03-3591-3451
E-mail: YLAO-119@nifty.com
自宅TEL. 048-963-2108

「自然処 玉井屋」にて盛り上がる

ALL Equipments for Education
代表取締役社長

常 田

幸 正

（1961 文）

株式会社 文施総研・文教施設総合研究所
〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-7 神田中央ビル
TEL. 03-3512-2421／FAX. 03-3512-2422
E-mail: tsuneda@onsa-aee.jp（oﬃce）
JZT02140@nifty.ne.jp

株式会社 ジャパンホームベーキングスクール 取締役
柔友会（立命館大学柔道部OB会）会長

橋 本

豊 英

（1960 経済）

〒330-0052 さいたま市浦和区本太4-22-12
TEL.／FAX. 048-887-3798
E-mail：Toyohide@jcom.home.ne.jp
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ゴルフ大会
お花見

ゴルフ大会
【秋】
、平 成 26 年 10 月 8 日（水）
、第 7
回埼玉立命ゴルフ大会は、上尾市西部に
位置し荒川沿いに広がるリバーサイド
フェニックスゴルフクラブで行われまし
た。都心に近く、林間風の趣のある乗用
カートで爽快にプレーできるコースです。
前日までは台風の影響で荒川も水位が増
しコース場ギリギリまで水が来たとのこ
とでしたが、当日は台風一過で晴天に恵
まれ楽しくプレーできました。そんな中
優勝者は松岡直昭氏でした。

伊藤 貞夫（1975・経営）
【春】
、平成 27 年 4 月 3 日（金）
、第 8 回
埼玉立命ゴルフ大会は、上尾市の大宮ゴ
ルフコースで行われました。都心からわ
ずか 40km 本格派林間コース、ほとんど
フラットであるが、左右が林や深いラフ
なのでリカバリーが難しいコースです。
当日は好天に恵まれ、桜吹雪の中（大宮
ゴルフコースは桜で有名なゴルフコー
ス）
、ゴルフも楽しみ、またまた昨年に続
き桜を満喫出来た 1 日となりました。何
度となく散りゆく桜が恋しくて参加者全
員で桜の下で記念撮影をしました。そん
な中での優勝者は前回に引続き松岡直昭
氏でした。
この広報誌が皆様のお手元に届く頃に
は既に開催済みかもしれませんが、次回
の第９回埼玉立命ゴルフ大会は、土曜日
ゴルフを「丘陵コース」の東松山カント
リークラブで９月 19 日に開催する予定

です。もしまだ間に合うようならば、校
友の皆様の奮ってのご参加をお待ちして
おります。

Column

ゴルフを始めようと思っている方へ

【有名ゴルファーの格言】
その1.

『ゴルフは直ぐ上手くならないが、いつ
始めても遅すぎることはない』
*****フィリップ・モンクリーフの言葉
その2.

『ゴルフは年齢でない。
これを行う強い意
志さえあれば、何歳からでも上達する』
その3.

*****ベン・ホーガンの言葉

『すべてが順調に、すべてが思うままに、
そんなゴルフは存在しない』
****ジャック・ニクラスの言葉

第8回大宮ゴルフコースにて満開の桜と

お花見

佐古 稔英（2012・経営）

2015 年 4 月 4 日（土）大宮公園で花見
を開催しました。今回は、昨年秋に発足
したユース（埼玉県校友会内で、10 年以
内の卒業生対象に活動しているグルー
プ）との初合同企画となりました。24 名

ユースのメンバーを交えてのにぎやかな宴会

の方に参加頂き、半数の 12 名がユース
からの参加となりました。
当日は、朝９時頃に大宮公園駅に集合
し、買出し組と場所取り組に分かれまし
た。私は、場所取り組にまわり、桜の真
下は徐々に埋まっている状況でしたがベ
ストポジションを確保できました。当日
は、曇りということもあり気温が低く、
私は内野副会長（1981 経営）にお借りし
たパーカーにずっと包まっていました。
桜は、少し散り始めた頃で風が吹くごと
にブルーシート上に花びらが散り、いい
雰囲気が出ていました。
さて、徐々に参加者が集
まり、小玉会長（1968 文）
の乾杯で花見が始まりまし
た。初めは、先輩方と若手
の間に少し距離がありまし
たが、お酒も進み時間が経
つごとに徐々に打ち解けて
大宮公園の桜

小 玉

秀 生

（1968 文）

〒331-0062 さいたま市西区土屋490-1
TEL.／FAX. 048-625-2651
E-mail: fwjh4919@mb.infoweb.ne.jp

4

緒 方

仁

（1969 経営）

〒343-0807 埼玉県越谷市赤山町4-9-1-D513
TEL.／FAX. 048-965-4362
E-mail：ogatah@green.ocn.ne.jp

いきました。先輩方からの大学の昔話に、
私も含め若手メンバーは知らないことが
多く、自分たちの学校の歴史を学ぶ必要
性を感じました。
これを機に、埼玉県校友会に若手をど
んどん投入し、活気あふれる校友会を
作っていきたいと思いました。
最後になりましたが当日は、東京校友
会の中野幹事長（1980 経済）にもご参加
頂きました。ありがとうございました。

鈴 村

泰 男

（1969 経営）

〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室2101-13
E-mail: suzumura325nejp@msn.com
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ボウリング大会
ボート全日本大学選手権 −2015/8/23 戸田ボートコース−

ボウリング大会

榎本 哲郎（1988・産社）

スペアを狙う小玉会長

ボウリングは、２ゲームを行
浦和スプリングレーンズにて いトータルスコアで競うルール
梅雨も明け猛暑真っ盛りの 7 月 25 日 で行いました。その結果、埼玉ユースの
（土）に、今年で６回目の開催となる「埼 サブリーダーでもある佐古さん（2012 経
玉立命ボウリング大会 2015」をさいたま 営）が優勝しました。準優勝は僅差で埼
市にある浦和スプリングレーンズにて開 玉立命のイベントに初参加の廣田さん
催しました。
（1988 理工）
、３位は前年優勝の上條さん
今年は、より多くのユース注）の参加を （1983 文）が入りました。
促すために、2006 年以降に卒業された方
和気藹々とした雰囲気の中、
の参加費を安くし、ユースのメンバーに 高スコアの人たちは、お互い
参加の呼びかけを行ってもらいました。 のスコアを気にしながら投球
その結果、総参加者 17 名のうち、2006 年 するといった、まさにボウリ
以降卒業の方が９名という若さ溢れる企 ング大会と呼ぶに相応しい真
画となりました。
剣ムードで進んでいきました。

２ゲームを終えたところで、本日の懇
親会場である近隣の「ヘリテージ浦和別
所沼会館」の中庭に場所を移しました。
木々に囲まれた芝生の上に設けられた席
で、ジンギスカン食べ放題、ドリンク飲
み放題のバーベキューが始まりました。
猛暑と開放的な雰囲気のお蔭で、ビール
がどんどん進み、たいへん楽しい懇親会
となりました。
今年は冒頭に記したとおりユースメン
バーの活躍により過去最高の参加者数と
なりました。これからもユースメンバー
の協力を得ながら、幅広い世代の交流が
図れるようにしてきたいと思います。
（
「参加してみたいが知り
合いがいないからな〜」
と思っている方も臆せず
ぜひご参加ください。
）

庭園でのBBQの様子

ボート全日本大学選手権 −2015/8/23 戸田ボートコース−
先ずのレースは W2−。日大、早大、
立命大、明大での戦い。１位の早大に喰
らいつき、立命女子ペアは僅か1”74 遅れ
て２位。惜しかったが良く頑張った！
続くレースは M2−。一橋大、茨城大、
日大、立命大での戦い。なんと直前の女
子レースと同じ様な展開、１位の日大に
今年の立命ボート部は、女子舵手なし 喰らいつき、立命男子ペアは僅か 2”17遅
ペア（W2−）と男子舵手なしペア（M2−） れて２位。これも良く頑張った！
が、見事なアベック準優勝。W2−は２年
３つ目の立命決勝レースは男子ダブル
連続の準優勝です！
スカル
（M2X）
。
頑張ったが残念ながら４位。
立命クルーは女子２艇、男子５艇の計
という事で、今年の立命クルーはたぶ
7 艇が出走し、最終日８月 23 日の決勝
へ進んだのは女子１艇と男子２艇の計３
艇。立命大の
「応援団」
として埼玉校友会
９名をはじめ、神奈川、東京、千葉の各
校友がボート部OBOG 会メンバーと共に
応援席へ午前 10 時〜集合。立命大の決
勝戦；３レースを力一杯応援しました。

注）左ページのお花見の本文
をご参照ください。

田中 正三（1987・理工）

ん初めての同種目アベック準優勝を我々
校友にプレゼントしてくれました。
試合後は、恒例の激励会を戸田市文化
会館にて。ボート部幹部、埼玉校友会会
長に続き、学生部員の出席者全員よりス
ピーチ。マネジメントについて語った女
子コックス（舵手）のスピーチがとても印
象的でした。
ボート部と「応援団」が一体になり、
あっという間に経過した全日本インカレ
とパーティーの１日。来年はどんなドラ
マが見られるのか、今から楽しみです！

2位を勝ち取った男子ペアの二人と

上 林 山

秀 孝

（1971 産社）

〒339-0058 さいたま市岩槻区本丸3-29-2
TEL/FAX: 048-756-9652
E-mail: ka-mi@tcat.ne.jp

清 水

哲 雄

（1971 理工）

〒350-1304 狭山市狭山台2-18-11
TEL. 04-2959-2216
E-mail: ja3eat.shimizu@joy.ocn.ne.jp

公認会計士

鈴 木

昌 治

（1977 経営）

有限責任監査法人トーマツ

〒100-0005 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
TEL. 03-6213-1135
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2015年度
2014年度
2015年度

役員名簿
埼玉県校友会活動報告
埼玉県校友会活動予定

2015年度 役員名簿
名誉顧問

卒年 学部 氏名

1951 法 丹羽尊照

1953 経済 曽田豊吉

1955 理工 太田八郎

顧問

1956 理工 岡島由雄

1961 経済 橋本豊英

1957 理工 松田浩章

1965 法 西垣義明

会長

1968 文 小玉秀生

副会長

1977 経営 鈴木昌治

幹事長

1969 経営 緒方仁
1987 文 伊佐由美子

監事

1963 法 川添修司

幹事

1961 文 常田幸正

4月

4日
5日
26日

春のゴルフ大会
埼玉県東支部・お花見(元荒川）
第１回幹事会

6月

1日
14日
21日

2014年立命館大学校友会幹事会（びわこ・くさつ）
第２回幹事会
新人歓迎会（リコネクト）

1981 経営 内野生朗

1983 文 上條比呂志 1987 理工 田中正三

会計

常任幹事

2014年

卒年 学部 氏名

相談役

副幹事長

2014年度 埼玉県校友会活動報告

卒年 学部 氏名

1988 産社 榎本哲郎

1966 理工 橋本宗義

1960 経済 山本孟人

1963 法 永倉素子

1967 理工 金原政敏

1969 経済 椛島康夫

1969 経営 鈴村泰男

1969 経営 豊岡雅範

1970 理工 太田坦

1971 理工 木薮和彦

1971 理工 清水哲雄

1971 産社 上林山秀孝 1975 経営 伊藤貞夫

1980 理工 蓑﨑裕人
2009 経営 山本博基

1981 理工 中尾陽

1991 産社 岩切健

2010 産社 加藤慎一

2012 経営 佐古稔英

1959 法 新井勝

1959 理工 下野均

1963 理工 上田勝

1960 理工 北川英雄

1968 経営 鬼木義明

1968 文 五井章雄

1971 文 真部はるみ 1971 法 横田高弘

1972 経営 八代裕昭

1977 産社 大熊章一

1985 理工 多田浩之

1990 経済 鐘田浩士

2003 経営 田本淳治

2011 経営 大倉淳

7月 19日
26日

神奈川県校友会総会出席
第５回ボウリング大会（浦和）

8月 24日

全日本ボート大学選手権大会（インカレ）応援／激励会

9月 13日
13日
27日
28日

第３回幹事会
会報誌「埼玉立命」発送
歴史散歩（新座平林寺・野火止用水）
立命館全国校友会会長会議（京都）

10月

4日
5日
8日
25日

11月

1日
8日
15日
29日
30日

12月 13日

2015年

第４回幹事会
「第25回彩の国・立命校友の集い」埼玉県校友会総会・懇親会
蕎麦打ち体験会
群馬県校友会総会出席
栃木県校友会総会出席
埼玉立命ユース「クリスマスパ―ティ2014」

1月 24日

埼玉立命新年会＆第5回幹事会

2月

東京校友会総会出席
酒蔵見学（小川町「晴雲酒造」）
全国都道府県校友会代表者会議出席／RFS・RFSリーダーズ会議出席

支部長

1971

理工

清水哲雄

7日
14日
21日

副支部長

1980

理工

蓑﨑裕人

3月 14日

西

千葉県校友会総会出席
新潟県校友会総会出席／茨城県校友会総会出席
第7回秋のゴルフ大会
オール立命館校友大会2014in岡山大会出席

第６回幹事会

朝霞市、入間市、ふじみ野市、川越市、坂戸市、狭山市、志木市、
鶴ヶ島市、所沢市、新座市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、

構成
市町村

和光市、越生町、三芳町、毛呂山町、小川町、川島町、ときがわ町、
滑川町、鳩山町、吉見町、嵐山町、秩父市、小鹿野町、長瀞町、東
秩父町、皆野町、横瀬町

2015年度 埼玉県校友会活動予定
4月

中央
支部長

1969

経営

副支部長

1987

文

鈴村泰男

市町村

第２回幹事会／新人歓迎会（リコネクト）
ビール工場見学（府中本町）

7月 25日

第５回ボウリング大会（浦和）

市、加須市、北本市、行田市、熊谷市、鴻巣市、羽生市、深谷市、本庄

8月 23日

全日本ボート大学選手権大会応援／激励会

市、江南町、寄居町、大利根町、北川辺町、神川町、上里町、美里町

9月 12日
19日

第３回幹事会／会報誌「埼玉立命」発送
ゴルフ大会（東松山カントリークラブ）

東
支部長
副支部長
構成
市町村

1971

産社

上林山秀孝

1981

理工

中尾陽

10月

歴史散歩
オール立命館校友大会2015inOIC
第４回幹事会

11月 14日 「第26回 彩の国・校友の集い」埼玉県校友会総会・懇親会

潮市、吉川市、栗橋市、杉戸町、松伏町、鷲宮町、駒西町、菖蒲町、

12月 12日 「クリスマスパ―ティ2015」埼玉ユース

白岡町、宮代町

2010

産社

蓑 﨑

2016年

加藤慎一

サブリーダー 2012 経営

裕 人

（1980 理工）

〒350-0269
埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-16-16
TEL.／FAX. 049-283-1435
E-mail: hiroto.minosaki@gmail.com

6

3日
11日
31日

春日部市、久喜市、越谷市、幸手市、草加市、蓮田市、三郷市、八

埼玉立命ユース
リーダー

第8回ゴルフ大会（大宮ゴルフコース）
埼玉立命・花見大会(大宮公園）
第１回幹事会

6月 13日
20日

伊佐由美子

川口市、戸田市、鳩ヶ谷市、蕨市、さいたま市、上尾市、伊那町、桶川

構成

3日
4日
18日

佐古

稔英

内 野

1月 23日

第5回幹事会／埼玉立命新年会

2月 27日

酒蔵見学

3月 12日

第６回幹事会

生 朗

（1981 経営）

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目2-24-1201
TEL. 048-831-9605

株式会社浦野設計

上條 比呂志

（1983 文）

東 京 本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-12
TEL. 03-3811-9128／FAX. 03-3811−9582
URL http://www.urano-s.co.jp/
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2014年度収支報告書および2015年度収支予算書（案）
払込取扱票

2014年度収支報告書および2015年度収支予算書（案）

（2014年4月1日〜2015年3月31日）

（単位：円）

（2015年4月1日〜2016年3月31日）

（収入の部）

（支出の部）

2014予算額

2014予算額

2014実績額 2015予算
（案）

2014実績額 2015予算
（案）

年会費収入

210,000

183,000

210,000

定期総会費用

400,000

409,690

340,000

定期総会・会費収入

240,000

238,500

240,000

印刷・通信費

300,000

417,971

410,000

寄付金収入（支援金含む）

350,000

314,000

200,000

総会関連

（260,000）

170,000

ユース活動

（140,000）

その他

（10,000）

校友会本部活動費補助

150,000

130,000

広告収入

150,000

幹事会費
支部・イベント活動支援費

4,267

0

雑支出

226,440

0

全国会議等交通費

930,000

1,116,207

970,000

751,235

751,235

613,118

1,681,235

1,867,442

1,583,118

0

雑収入
本部交通費補助
小

計

前期繰越金（現預金）
合

計

小

計

次期繰越金（現預金）
合

計

エクセルアート株式会社

伊 佐
〒338-0002

代表取締役社長

由 美 子

榎 本

（1987 文）

100,000

10,000

800

10,000

100,000

70,000

100,000

19,423

10,000

226,440

0

930,000

1,254,324

970,000

751,235

613,118

613,118

1,681,235

1,867,442 1,583,118

「活動報告」
「参加申し込み」
などの詳細は埼玉立命のHPに出て
います。ぜひご覧ください。

哲 郎

（1988 産社）

〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8
TEL. 03-3552-2201／FAX. 03-3552-2271
URL http://www.excelart.co.jp/

埼玉県さいたま市中央区下落合7-10-4
TEL. 050-3340-0831

110,000

120,000

慶弔費・交際費

埼玉立命

検索
7

番

号

1 5 7 9 3 6

加入者名

埼玉県校友会

通常払込料金
加 入 者 負 担

票
千

百

※

十

万

千

百

口

合

計

円

）

（電話番号

−

−

千

※

百

十

万

千

百

十

円

おなまえ
※

様

日

附

印

備 考

これより下部には何も記入しないでください。

）

印

裏面の注意事項をお読みください。
（ゆうちょ銀行）
（承認番号東第 52187 号）

立命館大学埼玉県校友会

料 金

様

おなまえ

附

ご 依 頼 人

おところ（郵便番号
※

卒
退

科

日

学部
専門

年

通常払込
料金加入
者 負 担

ご依 頼 人

欄

昭
平

7

1 5 7 9 3 6

金 額

1,000円×

0 0 1 2 0

加入者名

支援金

記載事項を訂正した場合は︑その箇所に訂正印を押してください︒

信

3,000円

円

切り取らないでお出しください

通

お振込金の内訳
年会費

十

振替払込請求書兼受領証

備 考

7

立命館大学
※

号

扱
額 料 金

0 0 1 2 0

記

取

口座記号番号

座

込

金

口

各票の※印欄は︑ご依頼人において記載してください︒

→埼玉県校友会年会費・支援金用払込用紙です︒

払

東京

02

この受領証は、大切に保管してください。

SAITAMA RITSUMEI

No.26

会費納入

2014年度校友会年会費納入者・校友会支援金出資者名簿
FAX 送信票

2014年度 校友会支援金 出資者名簿

2014年度 校友会年会費 納入者名簿

●10,000円 松岡直昭
● 7,000円 上西武二、岡島由雄
● 5,000円 浅田嘉昭
● 3,000円 伊藤貞夫、鐘田浩士
● 2,000円 伊佐由美子、岩切健、岡島
由雄、鬼木義明、小野塚政一、上條
比呂志、黒川賢一、佐藤悟朗、砂子
田勝昭、多田利夫、谷澤正巳、陶山
正樹、中尾陽、成田典昭、西岡良倫
真鍋はるみ、三浦淳史、蓑崎裕人
● 1,000円 川崎秀麿、川添修司、上
林山秀孝、草木春雄、嶋村卓、下野
均、白石太慶雄、鈴村泰男、高部重
雄、谷口和之、中牟田雅、長岡智明
若杉秀雄
（敬称略）

FAX 送信票

澤茂雄、橋本宗義、橋本豊英、松岡
直昭、三浦淳史、蓑崎裕人、森靖夫、
八代裕昭、山本孟人、若杉秀雄
（敬称略、五十音順）

年会費・支援金の納入に
ご協力をお願いします。
○年会費
3,000円
○支援金 1口 1,000円

（何口でも結構です）

埼玉校友会誌「埼玉立命」の発行費用、
ホームページの運営費、総会案内等の同
封発送費等は皆様からの年会費・支援金
によって支えられています。
今後の校友会活動を継続させていくため
にも、年会費納入による積極的なご支援
をお願い致します。

埼玉県校友会・会長 小玉 秀生

※必要事項をご記入のうえ、10月24日までにお送りください。FAX送信先：03-5224-8189（立命館大学東京キャンパス）

○彩の国・校友の集いに

（いずれかに○をつけてください。）

出 席
氏

浅田嘉昭、伊佐由美子、伊藤貞夫、
岩切健、上西武二、上原哲也、内野
生朗、榎本哲郎、大熊章一、大坪照
長、岡島由雄、緒方仁、鬼木義明、
小野塚政一、高部重雄、加藤慎一、
金井義介、鐘田浩士、上條比呂志、
川崎秀麿、川添修司、上林山秀孝、
草木春雄、黒川賢一、五井章雄、小
玉秀生、作田英行、佐古稔英、佐藤
悟朗、嶋村卓、清水哲雄、清水優、
下野均、白石太慶雄、鈴木昌治、鈴
村泰男、砂子田勝昭、多田利夫、田
中正三、谷口和之、谷澤正巳、田本
淳治、常田幸正、陶山正樹、豊岡雅
範、中尾陽、長岡智明、中野弘、中
牟田雅、真鍋はるみ、成田典昭、野

・

名

欠 席
（旧姓

勤務先名称
現在地 〒
部課（役職）

）

ご近況について、また校友会・会報へのご意見・ご要望をお聞かせください。

現住所 〒
TEL：

E-mail：

卒業年次

西暦

年卒

科

通

信

欄

インターネットからでも振込できます。
●ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方で、かつゆうちょダイレクトの
契約をされている方。
→オモテ面に記載の口座番号あてにお振込みください。
●他の銀行（インターネット含）からお振込みされる場合
→以下の口座番号あてにお振込みください。
ゆうちょ銀行 〇一九店（ゼロイチキュウ店）
預金種目：当座
口座番号：0157936
口 座 名：立命館大学埼玉県校友会

店番：019

※この用紙を使わずに上記の方法でお振込みされる場合は、必ず
氏名の後に卒業年と学部をご記入ください。

収入印紙
課税相当額以上
貼
付

印

この場所には、何も記載しないでください。

埼玉県校友会年会費・支援金用振込用紙です︒
←総会・懇親会の会費は当日会場にてお支払いをお願い申し上げます︒

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きATMでも
ご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、
引換えに預り証を必ずお受
け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

学部

