柑芦会東京支部だより 第 105 号（29/03）
■東京支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会 支部活動

①柑芦会東京支部・春季ゴルフ会（５月）の日程案のご案内
春季ゴルフ会の会場の予約を取るべく、３月１日に１９期の立原義郎さんに川崎国際生田ゴルフ場に出向いて
頂き、４組の予約を押えて頂きました。受付開始の１．５時間前に着いた立原さんの前には１０数人並んでいたよ
うですが、いざ窓口に立つともう既に９時台の予約は無くなっていたようです。都会に近い人気のゴルフ場故、厳
しい競争です。 スタート時間等、細部について下記に御案内致します。組合せについては、４月末頃に最終版
としてご案内致します。尚、現在の参加表明者は１５名で、１名の空き枠がありますので参加できそうな方がおら
れましたらお声を掛けて下さい。
１．プレイ日時

５月１７日（水） スタート １０：００ ＩＮ～１０：２２ ＩＮ（４組）、現地入場は９時００分迄に。スタート前

集合：カート置場前に９：４０に集合。（新人紹介＆写真撮影等）
２．場所

川崎国際生田緑地ゴルフ場 （〒214-0032 川崎市多摩区枡形 7-1-10、TEL．044-934-1555）

３．ｱｸｾｽ

（電車）小田急・小田原線・新宿駅発（急行＆準急＆各停）向ヶ丘遊園駅下車、北口から「専修大学前

行き」ﾊﾞｽに乗車、終点で下車（所要約 15 分）、徒歩 2 分。 （車）東名高速道・川崎ＩＣ下車～所要 約 10 分。
４．会費

①プレイ費
②会費

￥１３,７９０（セルフ・税込・食費別）・・・各自、カウンターに支払方。

￥２,０００円/人(パーティ費＆賞品代）・・・幹事に支払方。

５．組合せ 同期生同士の組み合わせを考えますが、ご希望があれば事前にお寄せ下さい。（４月末に決定）
６．競技
７．パーティ会

新ぺリア方式採用、優勝～３位、飛び賞、ブービー賞、ニアピン賞の準備。
プレイ終了はＰＭ．３時４０分頃と見込み、４時１０分頃開始から５時頃までの予定。（レストラン内）

お問い合わせ ゴルフ幹事： １９期

田井利昭 （携帯：080-5469－0312 メール toshiaki.tai@nifty.com

②「第１９回鎌倉歴史探訪歩こう会」について
日時：平成２９年５月２７日（土）10:00 集合、16:00 江ノ電 極楽寺駅解散予定
歩行距離は約６Km、終了後希望者は懇親会あり
集合：JR 鎌倉西口の広場（時計台の前。バス発着場所は東口です）
訪問：問注所跡→六地蔵→寸松堂→主馬盛久頸の座→吉屋信子記念館→鎌倉文学館→長谷子ども記念館
→甘縄神明神社→高徳院→桑ケ谷療養所跡→対僊閣→長谷寺は門前で資料により説明→白日堂
→御霊神社→成就院→西方寺跡→極楽寺→極楽寺駅解散。
参加費＠1,000 円（拝観料、通信費、写真代、資料代）
【お申し込み】
大学 11 期妹尾(電話 0463-58-7729、メール tokyo@kourokai.com )へ 4/20 まで
※前日 18 時時点での降雨確率 50％以上の時は秋に延期。
※弁当・敷物・参加申込者宛に送付の参考資料は各自持参

③東京支部 第５回 人生塾 レポートのご案内
平成 28 年１１月２２日に 株式会社 FINETRADING JAPAN の鳴海禎造社長にご講演いただいた東京支部
第５回人生塾のレポートは、本年の雑誌「柑芦」に全文掲載されます。
会員の皆様のお手元に届くまで今しばらくお待ちください。
人生塾担当幹事：（大学 22 期）藤原孝志

■本部からのお知らせ
●私財投じプラネタリウム 紀州 星空に魅せられて（２）
和歌山支部渥美様から 21 日の日経夕刊に尾久土先生の記事が乗っているということで連絡をいただきました。
近畿以外は出ていないと思いますので、ご案内いたします。

※日経新聞 WEB 記事はこちら 星空に魅せられてシリーズ
１：http://www.nikkei.com/article/DGXLASJB13H7L_T10C17A2AA2P00/
２：：http://www.nikkei.com/article/DGXLASJB15H1H_V10C17A2960E00/
３：http://www.nikkei.com/article/DGXLASJB15H1I_T20C17A2960E00/

■和歌山大学関連
○【ご案内】平成２８年度和歌山大学学位記・修了証書授与式について
和歌山大学では、以下のとおり学位記・修了証書授与式を挙行いたします。
・和歌山大学第６５回学位記授与式
・和歌山大学大学院教育学研究科第２３回学位記授与式
・和歌山大学大学院経済学研究科第５０回学位記授与式
・和歌山大学大学院システム工学研究科第１６回学位記授与式
・和歌山大学大学院観光学研究科第５回学位記授与式
・和歌山大学特別支援教育特別専攻科第２０回修了証書授与式
日 時：平成２９年３月２４日（金）午前１０時３０分から
場 所：和歌山市民会館（和歌山市伝法橋南ノ丁７番地）
詳しくは、和歌山大学ＨＰをご覧ください。
【 https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017012000087/ 】

○【ご報告】平成２８年度和歌山大学大学院経済学研究科修士課程 一般入試・社会人特別入試・
私費外国人留学生特別入試について
和歌山大学大学院経済学研究科では、第２回目の一般入試、社会人特別入試および私費外国人留学生特
別入試を２月４日に実施し、２０名が合格されました。おめでとうございます。
志願者数 ３６名、受験者数 ３２名 合格者数 ２０名

○【ご報告】平成２８年度和歌山大学入学者選抜試験（一般入試）を実施
和歌山大学では、２月２５日学部一般入試（前期日程）が実施されました。経済学部にあっては、募集人員１８
０名のところ志願者数が６６５名（志願倍率３．７ 昨年度比０．２ポイント減）でした。
天候にも恵まれ、受験生は皆真剣に受験されておりました。

○【お知らせ】2018 年卒業・修了学生対象の就職活動開始について
３月１日の会社説明会解禁で就職活動が本格的に始まるなか、和歌山大学キャリアセンターにおいても ２０１
８年３月に卒業修了予定の現学部３年生、大学院修士課程１年生を対象に「和歌山大学企業説明会」[学内合
説]を開催いたします。
今回も和歌山大学の学生に多大なるご期待をお持ちの優良企業が、３月の７日間で２８７社もお越しくださいま
す。
詳しくは、和歌山大学ＨＰをご覧ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/career/news-topics/201639.php 】

●俳句の会「芦火」 第 637 号 平成 29 年 3 月１日号
【今月の表紙】 春の山 山笑ふ
枯色去って春の生気が溢れるように明るく息づいてくると山のたたずまいも春色を濃くする。山に遊ぶ人も多くなり
鳥の声も朗らかに聞こえ、木の芽のにおいもむせるようになる。「春山淡冶にして、笑ふがごとく、夏山蒼翠にして滴
る如く秋山明浄にして装ふが如く、冬山惨淡として眠るが如し」臥遊録から季題となる。
春の山うしろから烟がでだした 放哉
山笑ふむらのどこかで子が生まれ 尾形不二子

第 637 号高得点句

ゆっくりと破る表紙や初暦
顕一郎

創刊、昭和３８年、６００号以上を発行。会員約２０名が毎月投句、選句。上手下手を問わず俳句を楽しんでいます。
紙と鉛筆と歳時記で、花鳥風月を楽しんでみてはいかがですか？ 和歌山大学図書館に「芦火」句集が配架して
います。発行人： 山下勝様 経済学部 １４期 yama723@nifty.com
「芦火」連絡先：〒862-0954 熊本市中央区神水 1-7-2-301 ＴＥＬ ：096-382-4767

▼卒業生 活動のご案内▲
和歌山大学の出身である鴻池清司氏（短大 10 期生）が、マスターズ陸上の創設に携わり、いまも公益社団法人日
本マスターズ陸上競技連合会の会長を務めています。
また、79 歳でありながら、現役の 300m ハードルの選手で生涯スポーツとしてのマスターズ陸上に参加する鴻池
会長をはじめ、和歌山大学出身者でいまなお現役選手の方には、経済 29 期水島氏、教育 6 期玉置氏、教育 32
期山田氏、教育 OB 榎本氏、教育 OB 佐川氏、教育 OB 藤内氏が活躍をされています。
鴻池 清司（こうのいけきよし）氏（短大 10 期）
公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合会 会長。
元 和歌山市立中学校教諭（21 年間）、
元 和歌山県立高校教諭（11 年間）。
ギネスブック日本版掲載：日本列島 8000km 完走（4 人）。
日本陸連平沼章/秩父宮章、和歌山県スポーツ功労賞受賞。

～国際・全日本マスターズ陸上競技選手権大会のご案内とご支援のお願い～
2017 年 10 月 27 日（金）から３日間、紀三井寺陸上競技場で国際・全日本マスターズ陸上競技選手権大会が開
催されます。18 歳以上で５歳刻みに１０５歳以上の部まで 18 クラスがあり、２０ヵ国以上２５００人の参加の見込み。
競技種目は、60Ｍ走から 5000M 走までのトラック競技、走り高跳、三段跳、砲丸投げ、ハンマー投げ等,全 28 種目
と様々な陸上競技が行われます。これを機会に、和歌山大学ご出身の皆様もぜひマスターズでメダルを目指してみ
ませんか？
また、大会前の 10 月 26 日（木）にはメキシコ五輪銀メダリストの君原健二さん、ロス五輪マラソン代表増田明美さ
ん、アジアの鉄人室伏重弘さんをお招きしてシンポジウムを予定しています。
日本マスターズ陸上競技連合会は、平成２６年４月１日より公益社団法人の認可を受けました。
今後さらなる生涯スポーツを楽しめる日本マスターズ陸上の発展を願い、皆様と共に普及振興に努めてまいりま
す。皆様のご理解をいただき、より多くの方々のボランティア等によるご支援およびご寄附を賜りますよう、この場を
お借りしましてお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合事務局 担当ディレクター：中川（47 期）
〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-58-15 富士火災城東ビル
TEL 03-5858-1126 FAX 03-5858-1127 E-mail：nakagawataka@gmail.com

■わかやま関連Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
①和歌山への U・I ターン就職応援！わかやま就職フェア in 東京
和歌山への U・I ターンを希望している社会人と学生のサポートする就職フェアを開催します。
日時：3 月 10 日（金）13:00～16:00
場所：東京新卒応援ハローワーク （東京都新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 21 階）
参加費無料
※詳細はこちら http://www.wakayama-uiturn.jp/fair/%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%84%e3%81%be

②南方熊楠を名誉市民に 生誕１５０年で田辺市
和歌山県田辺市は 21 日、生誕１５０年を迎える世界的な博物学者、南方熊楠（１８６７～１９４１）に名誉市民の称
号を贈る考えを示した。熊楠は博物学、宗教学、民俗学の分野における近代日本の先駆者的存在。菌類・変形菌
類・地衣類の日本の代表的な研究者。
※詳細はこちら http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=329471&p=more
「南方熊楠記念館」新館整備のための寄附金を募集中！
和歌山県が生んだ博物学・民俗学の巨星「南方熊楠(みなかたくまぐす)」熊楠の、文献・標本類・遺品を保存・展
示している南方熊楠記念館が、開館 50 周年を機に、より魅力的な施設とするため、新館整備に向けた全国の熊楠
ファンからの寄附金を募集しています。皆様方のご協力をお願い致します。
※詳細はこちら http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/

③わかやま暮らしセミナー「とことん田舎暮らし？ちょこっと田舎くらし？
和歌山県には都市部に近い便利な田舎、自然の恵み満載の田舎等、色々な移住の選択肢があります。このセミナ
ーに参加して自分が求める移住先を探してみませんか。
日時：3 月 11 日（土）12:00～14:30
場所：NPO ふるさと回帰支援センター （東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8 階）
定員：30 名（事前予約優先） 託児スペース完備
※詳細はこちら http://www.furusatokaiki.net/event/114281/

文・編 47 期 中川貴照
-------------------------------〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-17-14 新宿シティ源ビル 5Ｆ柑芦会東京支部
電話：03-3366-3680（柑芦会専用)平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
FAX：03-3369-3469（共用番号)柑芦会東京支部宛と記載願います。
e-mail： tokyo@kourokai.com

