柑芦会東京支部だより 第 118 号（30/4）
■東京支部活動の報告
①平成３０年度 主な活動計画について
４月７日 ：第２０回鎌倉歴史探訪歩こう会
４月１６日 ：東谷慶太（教育学部 OB）金管五重奏コンサート（東京支部後援）新大久保
５月 21 日：春季ゴルフ会 場所：川崎国際生田緑地ゴルフ場(
5月

名参加、優勝

大

)

：代議員会開催 場所：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター

７月２１日：代議員会報告、支部総会＆懇親会案内状発送
資料発送ボランティア 募集中！！
１０月２０日：支部総会＆懇親会 場所：損保会館 開場１０時、開会１０時３０分（１０５名参加）
１０月２７日：和歌山大学同窓会第３０回総会＆学生交流会（和大ホームカミングデー）In 和歌山大学
１１月

日：人生塾

【その他活動予定 】若手会 / 名草会（ＯＧ会）

② 首都オフィス 終了のお知らせ
２０１８年３月末日をもって、東京 田町にある「和歌山大学 首都オフィス」は、終了となります。
３月１９日に、首都オフィスの職員である多さんに、小林幹事長と中川でご挨拶してまいりました。
3 年間という短い期間でしたが大変お世話になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます

【 会議・講演場所を探してます 】
首都オフィス終了にともない、これまで無料で拝借していた場所がなくなります。
そこで、代議員会や人生塾などで利用する会議室を、探しております。どこか安価な（できれば無料で・・・）、
場所をご存知でしたらご紹介くださいますと幸いです。

③

鎌倉歴史探訪歩こう会の案内

「いざ，鎌倉」～歴史と文化が描くモザイク画のまちへ～を構成する文化財５６件の内、今年は９カ所（時間の都
合により一部は資料説明のみでスキップの可能性あり）を訪問することとなります。
■集合時間（4 月 7 日 午前 10 時 5 分 鎌倉駅東口改札前 ）
集合後 10：06 にバス乗車：5 番バス乗場・京急バス→浄明寺下車（Suica 対応可 料金＠200 円各自負担）
※前日の 18 時時点での降雨確率 50％以上の時は秋に延期。連絡は主に e-mail で連絡
■コース概要
バス 浄明寺下車→①旧華頂宮邸→②杉本寺→③鎌倉宮（昼食は参拝休憩所を利用）→④庚申塔→
⑤覚園寺→⑥荏柄天神→⑦法華堂跡→⑧源頼朝の墓→⑨鶴岡八幡宮

※歩行距離は約６Km

■参加費＠1,000 円（拝観料、通信費、写真代、資料代）
■弁当、各自持参ください。
※解散後に懇親会を予定、参加希望者は当日集合時に確認。中川まで。
■連絡先；鎌倉歩こう会幹事 妹尾さん tokyo@kourokai.com
参加予定者 18 名：栗山（大 1）、橘田（10）、大川・小林（姫路支部）・妹尾・新田（11）、澤田・高谷・正木（12）、
前山（14）、西浦（15）、加藤（17）、小林夫婦（19）、片岡（21）、末廣（26）、本田（29）、畠中（32）、草場（34）、中川
（47）、中（短大７）、東谷（教 30）

④ 春季ゴルフ会（５月）の日程確定
春季ゴルフ会、最も多かった５月２１日（月）でございましたので、確定としてご案内致します。 希望日程から外
れた皆様には大変申し訳ありませんが、計画変更等で御参加が可能になれば、ご連絡をお待ちしております。
予約枠が５組（２０名分）と多めに取っておりますので、ご都合の目途が立ち次第、ご連絡下さい。
締め切り；３月末日まで。最終締め切りを４月末日と致します。
１．プレイ日時 5 月 21 日（月）AM８：３０迄にゴルフ場にご入場。 （スタート ＡＭ．９：３０ ＯＵＴ～）
２．場所：川崎国際生田緑地ｺﾞﾙﾌ場（〒214-0032 川崎市多摩区枡形７－１－１０）（TEL．044‐934-1555）
３．費用 （１）プレイ費￥１３,７９０（セルフ・税込・食費別）
７０歳以上の利用税の免除有。年齢証明書、御提示方。
（２）会費

￥２,０００ 円/人（賞品代＆パーティ代）・・・幹事にお支払方。

※プレイ終了後（１６時頃）、パーティルームにて懇親会を行います。
お問合せ： 幹事：１９期 田井利昭 Email toshiaki.tai@nifty.com

▼卒業生 活動 和歌山大学体育会少林寺拳法部 ▲
和歌山大学体育会少林寺拳法部は今年創部 50 周年を迎え、1 月 20 日、ホテルグランヴィア和歌山にて 50 周
年記念祝賀会を挙行しました。当日はご来賓、ＯＢ、現役生合わせて 102 名が一堂に会しました。創部当時の貴重
なお話から現在の部の活動まで、50 年の歴史を改めて感じる祝賀会となりました。今後更なる発展を期して、現
役、OB 全員の気持ちが一つとなり大変盛り上がりました。

【49 代主将 松本貴宏】
私は 49 代主将として、またこの 50 周年祝賀会の実行委員会の責任者として、参加させていただきました。
当日 102 名もの方々にご参加いただいた祝賀会は、大成功を収めることが出来ました。監督をはじめ、ご支援
ご協力いただいた全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
現役一同この日は沢山の先輩方と交流させていただきました。先輩方は本当に素敵な方ばかりで、私たちの知
らない時代の部活の話や、いろんな話ですごく盛り上がりました。正直希薄になっていた現役生と OB の先輩方と
の関係を、この日をきっかけにもう一度繋ぐことが出来たように思います。このような節目に参加出来たことを誇りに
思います。
また今後この繋がりを無くさないよう、新幹部たちを支えていくとともに、もうすぐ OB となってしまう私が現役生と
OB との架け橋となれるよう努めてまいります。
【50 代主将 岩本滉之】
今年、少林寺拳法部は創立 50 周年を迎えました。50 周年祝賀会では、たくさんの先輩方に来ていただき、あ
たたかい言葉と応援をいただきました。先輩方に支えられて楽しく部活動ができることを実感しました。先輩方、あり
がとうございます。今後もよろしくお願いします。
少林寺拳法部の近況報告として大会結果を報告します。昨年、6 月の関西学生大会では組演武女子茶帯の
部 第 2 位、運用法男子軽量級 第 3 位、男子中量級 第 2 位、12 月の関西学生新人大会では組演武女子茶帯
の部 第 1 位、運用法男子中量級 第 3 位という結果を残し、とても良い流れで来ています。
最後に少林寺拳法部創立 50 周年を迎えた今、また次の 50 年に向かって部員一同、向上心を忘れずに、大
会で入賞することを目標に突き進みます。そして部活動の仲間とともに全力で部活動をし全力で遊び尽くし、全力
で勉強し、文武両道をモットーに少林寺拳法部のさらなる発展を目指します。

和歌山大学関連
○【ご報告】平成３０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、学部一般入試（前期日程）を２月２５日に、（後期日程）を３月１２日に実施いたしました。経済学
部では以下のとおり合格されました。
（前期）志願者数 ６６６名 受験者数 ６３３名 合格者数 ２２１名
（後期）志願者数 ９４７名 受験者数 ５６６名 合格者数 ９６名

○【ご報告】平成２９年度和歌山大学学位記・修了証書授与式について
平成３０年３月２３日（金）午前１０時３０分から和歌山市民会館において、学位記・修了証書授与式を挙行いたしま
した。経済学部では、３３２名が、大学院経済学研究科では、２９名がご卒業・修了されました。
また、同日、経済学部において、次の表彰を行いました。
◇成績優秀者表彰（３名）
最優秀者 市場環境学科 1 名

優秀者

ビジネスマネジメント学科 1 名、市場環境学科 1 名

◇エキスパート・コース修了（１３名）
グローカルユニット（７名）

経済学科３名、市場環境学科４名

ビジネス＆ローユニット（６名）

ビジネスマネジメント学科４名、市場環境学科２名

○【ご案内】平成３０年度和歌山大学入学式について
和歌山大学では、以下のとおり入学式を挙行いたします。
・和歌山大学第７０回入学式
・和歌山大学大学院教育学研究科第２６回入学式
・和歌山大学大学院経済学研究科第５３回入学式
・和歌山大学大学院システム工学研究科第１９回入学式
・和歌山大学大学院観光学研究科第８回入学式
・和歌山大学特別支援教育特別専攻科第２２回入学式
日 時：平成３０年４月５日（木）午前１１時００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）
４月より、経済学部には計３２４名が、第３年次編入には計８名が、経済学研究科には２４名の方がご入学されます。
詳しくは、和歌山大学ＨＰに掲載予定ですのでご覧ください。
http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018020100011

○【お知らせ】経済学部講演会の開催について
経済学部では、講演会を下記日程にて開催いたします。
◆ テーマ IoT 市場の本質と市場獲得戦略
―日系電子部品メーカーを対象とするインタビュー調査から―
□ 講演者 近藤 信一氏（岩手県立大学総合政策学部 准教授）
□ 日 時 2018 年 4 月 3 日(火) １４：５０～１６：２０
□ 会 場 和歌山大学西 3 号館（経済学部本館棟）５階 第二会議室
詳しくは下記和歌山大学経済学部ＨＰをご覧ください
http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/news/2018032200082/

■俳句の会「芦火」 第 650 号 平成 30 年 4 月１日号

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？
最新の句集「芦火 第１３句集」を東京支部に頂きました。ありがとうございます。
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

■わかやま関連 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
①ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 インターカレッジ・コンペティション 2017」最優秀賞・
スポーツ庁長官賞受賞しました！
観光学部 伊藤央二ゼミ（吉村実佳、藤森美月、坂本直斗、永野杏奈（以上、学部 3 年生）、長野慎一（博士前期
課程））が、2018 年 1 月 31 日（水）に OSTEC 一般財団法人大阪科学技術センターにて開催された、ワールドマス
ターズゲームズ 2021 関西 インターカレッジ・コンペティション 2017 にて、「高校生観光案内プロジェクト：レガシー
創出に向けた挑戦」を提案し、全 21 参加チームの中から最優秀賞・スポーツ庁長官賞を受賞しました。
※詳細はこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2018022300129/

② 対談記事掲載

「ロボットや AI と、人間は共存できる。」

システム工学部システム工学科、中嶋秀朗教授の記事がダイヤモンドオンラインに掲載中。
ロボティクスの専門家である著者：中嶋秀朗氏と、「LITALICO ワンダー」という子ども向けのロボット、プログラミン
グ教室などを運営している、LITALICO 代表取締役社長の長谷川 敦弥氏。それぞれ、現在、どのようにロボットと
のかかわりを持っているのか、対談をしてもらった。
※続きはこちら http://diamond.jp/articles/-/163016

③ 近畿学生野球 春連覇目指す和歌山大 新入部員大幅増に
近畿学生野球リーグ戦で昨年春、加盟６８年目にして悲願の初優勝を果たした和歌山大が、春連覇を目指して
順調に調整を進めている。２月末から行われているオープン戦ではここまで県外の大学相手に１５戦全勝と好調
だ。昨年６月の全日本大学野球選手権大会での８強入りも大きな宣伝となり、今春は例年を大きく上回る約３０人の
新入部員が見込まれ、さらなる活躍に期待が集まっている。
和歌山大の春季リーグ予定
月

日 対戦相手

場所・時間

月

日 対戦相手

場所・時間

４・ ２ 神戸大

シティ

１１４５

４

１４ 大阪観光大

南港

９１５

３ 神戸大

シティ

１０００

４

１5 大阪観光大

南港

14１５

※続きはこちら http://diamond.jp/articles/-/163016

④ 御坊・日高博覧会 「御博」が４月中旬から開催
体験交流型プログラムを通して、御坊市・日高郡で暮らす人と、御坊市・日高郡を訪れた人との交流がうまれ、プ
ログラムを提供する人も、参加する人もいろんな魅力に出会えます。
〔期間〕2018 年 4 月 14 日（土）～5 月 13 日（日）
※詳しくはこちら http://goonpaku.jp/
「御博」が第３回ジャパン・ツーリズム・アワード奨励賞を受賞！！
http://all-gobohidaka.com/information/1053/

⑤ 南海高野線、４月上旬運転再開へ
南海電鉄は、去年（２０１７年）１０月の台風の影響で、一部区間が運休している高野線(こうやせん)について、
来月（４月）上旬の運転再開を目指している
※詳しくはこちら https://wbs.co.jp/news/2018/03/04/115996.html

⑥ わかやま歴史物語、特設サイトオープン
和歌山県にまつわる神話から近代までのストーリーを集めたプロジェクト
『わかやま歴史物語』。厳選された物語を紹介する特設サイトがオープン
※詳しくはこちら http://wakayama-rekishi100.jp/

【お知らせ①】
和歌山大学経済学部の同窓の
門博文さん衆議院議員からの
ご案内（一部割愛）
「この催しは政治資金規正法第８条の２に
規定する政治資金パーティです。」

【お知らせ② ホルン奏者 東谷慶太さんコンサートのご案内
人生塾でご講演いただいたホルン奏者の東谷慶太さんの
コンサートが開催されます。
日時：4 月 16 日（月）１8：30 時開場 19：00 開演～
場所：コンサートホール「スペース Do(ドゥ)」
https://www.kkdac.co.jp/webshop/map.html#map
料金：前売￥3500 当日￥4000
お問合せは、東谷慶太さんまで。 vince.de.roza@gmail.com

文・編 47 期 中川貴照
---------------------------柑芦会東京支部フェイスブック https://www.facebook.com/groups/325065827574556/
〒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
柑芦会専用電話：03-3366-3680 平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
共用 FAX：03-3369-3469 柑芦会東京支部宛と記載下さい。 e-mail： tokyo@kourokai.com

