柑芦会東京支部だより 第 119 号（30/5）
■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
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 28 日：代議員会開催 場所：損保会館
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
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

代議員会 開催いたします。 5/28（月）18：00～

支部活動活性化を進めたく、代議員会を下記の通り開催しますので皆様の活発なご討議を宜しくお願い申し上
げます。ご興味のある方は誰でも大歓迎で募集いたします。
日時：平成２８年５月２８日（火）１８：００受付開始、１８：３０～２０：３０
場所：損保会館 ４０４会議室 東京都千代田区神淡路町 ２－９ TEL：03-3255-1299 （平日 9:00～17:00）
出欠について： 準備の都合もあり出欠は事務局宛へお返事お願いします。
会議前にサンドイッチ＋飲み物を用意します
E-mail： tokyo@kourokai.com
電話： 03-3366-3680（受付時間：平日 09:00～18:00、土曜日： 09:00～15:00）
FAX： 03-3369-3469（共用番号のため FAX 宛先に柑芦会東京支部宛と記載願います）

③ 鎌倉歴史探訪歩こう会を終えて
「妹尾さん探訪所感（一部割愛）」
天候が心配されたが前日の 18 時発表の降雨確率は午前・午後とも２０％（50％以上の時は中止）で実施の連絡を
取る。10：06 発のバス乗車を予定していたがダイヤ改正で 10 分に変更で遅刻者なしでスタートする。鎌倉宮の参
拝者休憩所で昼食の後、栗山さんに国家神道、祭神の護良親王について資料で説明を聴く。
頼朝の墓とその場所から大倉幕府跡を俯瞰(ふかん)。線香立てに彫られた島津家の家紋、建立した 24 代島津重
豪(しげひで)、初代島津忠久の頼朝落胤説など栗山さんに用意して頂いた資料で説明を受ける。解散は鶴岡八幡
宮 15 時 30 分。雨は避けられたが春の突風に閉口の一日であった。

④ 春季ゴルフ会（５月） 参加のみなさま
春季ゴルフ会は、コンペ賞品には美味しいお菓子などを準備したいと思っております。 当日、皆様と元気な姿
でお会いすることを楽しみにしております。 尚、お仕事の都合等で、参加検討中の方は、十分な空き枠があります
ので１週間前までにご連絡下さい。
１．日時 ５月２１日（月）

ＡＭ．８：３０迄に受付依頼。

（スタート ９：３０ ＯＵＴ～４組）、スタート前集合 ９：００ パット練習場にてご説明＆参加者ご紹介。
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．費用

①プレイ費

￥１３,７９０円（セルフ・税込・昼食は別）…７０歳以上の利用税￥８００の免除、あり。（初

プレイの方は免許証、持参方。）

②会費

￥２,０００円（幹事にお支払方）

概略は以上です。 詳細、お問合せ： 幹事：１９期 田井利昭 Email toshiaki.tai@nifty.com

OBOG 活動のお知らせ
■ 武蔵野合唱団第 51 回定期演奏会に 29 期、平松真由美さん、オンステージ
～山田和樹 武蔵野合唱団指揮＆横浜シンフォニエッタ創立 20 周年記念演奏会～
日 時：2018 年 9 月 15 日（土）開場 15:30、開演 16:00
会 場：サントリーホール 大ホール
指 揮：山田和樹 管弦楽：横浜シンフォニエッタ
独 唱：ソプラノ 田崎尚美、澤江衣里 アルト

清水華澄、平山莉奈 テノール 望月哲也、櫻田 亮

バリトン 青山 貴、狩野賢一 合 唱：武蔵野合唱団
後 援：在日スイス大使館 武蔵野市
詳しくはこちら http://musashino-chorus.com/

■ 12 期正木英彦さんの絵画が『チャーチル会ヨコハマ絵画展』に展示
詳しくはこちら http://www.churchill-kai-yokohama.jp/cyartyitenn.html

正木 英彦 ギャラリー 今までのチャーチル会ヨコハマ展覧会に出展した作品がご覧頂けます。
http://www.churchill-kai-yokohama.jp/masaki.html

■和歌山市 つくらない句会 in「本屋プラグ」
和大 OB が運営する和歌山市の「本屋プラグ」にて
5 月 6 日（日）に「短歌と俳句の五十番勝負」の出版を
記念して、著者で和歌山市出身の俳人・堀本裕樹さん
による「つくらない句会」、句会終了後著者サイン会を、
本屋プラグにて開催します。
▼プロフィール 堀本裕樹（ほりもと・ゆうき）
1974 年、和歌山県生まれ。俳人。
平成 27 年度・和歌山県文化奨励賞受賞。
平成 28 年度「NHK 俳句」選者。
著書に句集『熊野曼陀羅』、『富士百句で俳句入門』、
漫画家・ねこまきとの共著『ねこのほそみち』、
又吉直樹との共著『芸人と俳人』、『俳句の図書室』など多数
日 時：５月６日（日）14:00～16:00
会 場： 本屋プラグ（和歌山市万町４）
http://plug-kitchen.com/
参加費：3,500 円 ／人
「短歌と俳句の五十番勝負」と飲み物がセットです

申込み、続きはこちら https://www.facebook.com/events/315191685675015/

■ 九州支部ブログ、開設しました。
4 月 1 日に公開いたしました。
今後、本部からの有益な情報等もこのブログで紹介していきたいと思います。 長崎市 石川和彦
タイトルは和歌山大学経済学部同窓会柑芦会九州支部です。
https://ameblo.jp/stoneriverki/?frmid~v.mvpage-ameblo--myblog--blog

和歌山大学関連
○【お知らせ】経済研究所と経済計測研究所は経済総合研究所に統合されました
従来の事業を継承しつつ更なる機能強化を図るため、経済研究所と経済計測研究所は２０１８年４月１日付けで経
済総合研究所に統合されました。

○【ご報告】２０１７年度 和歌山大学経済学部卒業生の進路・就職状況について
２０１７年度（2018 卒）本学経済学部卒業者の就職(内定)率は、98.7％(※)でした。進路状況、就職先等の詳細に関
しては、大学 HP にて公開されています。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/learn/statistics/faculty/index.html 】
※就職(内定)率＝就職決定者数(自営業含)／就職希望者数
就職決定者数(自営業含)／卒業者数で算出した場合は 90.7％

○【ご報告】経済学部教員の異動について
経済学部では、昨年度より以下のとおり教員の異動がありましたのでご報告いたします。（五十音順、学科は旧学科
名）
◇平成３０年３月３１日付 退職
植村

新

桐山 恵子
高

瑞紅

准教授（市場環境学科）
准教授（経済学科）
教 授（ビジネスマネジメント学科）

妹尾 剛好

准教授（ビジネスマネジメント学科）

中島 正博

准教授（経済学科）

◇平成３０年４月 １日付 定年退職
王

妙発

大西 敏夫

教 授（市場環境学科）
教 授（経済学科）

◇平成３０年４月 １日付 昇任
吉田 雅章

教 授（市場環境学科）

○【ご報告】平成３０年度和歌山大学入学式について
平成３０年４月５日（木）午前１１時００分から、和歌山市民会館において入学式を挙行いたしました。
経済学部、大学院経済学研究科にそれぞれ以下のとおりご入学されました。
◇経済学部
一般入試

２８５名

社会人特別入試
計

推薦入試

３４名

１名 私費外国人留学生特別入試

４名

３２４名

第３年次編入学入試

８名

◇大学院経済学研究科
一般入試

１０名

社会人特別入試
計

６名

私費外国人留学生特別入試

８名

２４名

○【ご報告】新入生合宿研修を実施
経済学部では、今年度も新入学生全員を対象とした合宿研修を、４月７日・８日で紀南地域（田辺市・みなべ町）に
おいて実施いたしました。
新入生オリエンテーションとして、上回生や教員との交流やディスカッションを通し、新入生相互の親睦を深めること、
及び地域を志向した初年次教育として、和歌山県下の南部地域を知ることを目的とするこの事業は今期で５回目と
なります。研修旅行では、田辺市のご協力の下、経済学部の有志上回生が中心となって、当日のガイド、学修の準
備・指導などを行いました。

○【お知らせ】『経済理論』第３９1 号を発行いたしました。
経済理論の最新号３９１号〔吉村典久教授退任記念特集号〕を発行いたしました。
『経済理論』は、１９５０年１１月に和歌山大学経済学会より創刊され、長い歴史と伝統を誇る学術雑誌として現在
では年４回刊行し、経済学部における広範な研究領域を網羅する質の高い研究論文を公表する役割を担っていま
す。本冊子の入手をご希望の方は、電話またはメールにて経済総合研究所までお問い合わせください。
詳しくは、下記和歌山大学経済学部経済総合研究所ＨＰをご覧ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/ 】

■第 13 句集「芦火」のご案内

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 国立大唯一の観光学部の特徴的なカリキュラム〈AERA〉！
入試では首都圏の大学に人気が集まりがちだが、地方にも魅力的な大学が多数ある。和歌山大学もその一つ
で、特徴的なカリキュラムで注目されている。キャンパスにたたずむ木造の建物。おしゃれなペンションと見間違って
しまいそうだが、れっきとした観光学部の学舎棟だ。
※WEB 生地はこちら https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180418-00000059-sasahi-life

② 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/

③ 「南方熊楠と和歌山の食文化」開催！
朝からビーフステーキを食べる一方で、茶粥や白味噌のお雑煮など和歌山らしい食べ物も好んだ熊楠。縄巻鮨、
なんば焼、安藤みかんといった地元の名物を推奨したのも、彼なりの地域振興だった。
●会 期： 2018 年 3 月 17 日（土）～5 月 6 日（日）
●場 所： 南方熊楠顕彰館（和歌山県田辺市中屋敷 36 番地）
座談会： 「熊楠の好物を味わう」 （申込不要、無料）
●日 時： 2018 年 5 月 3 日（木・祝） 14:00～17:00
●講 師： 赤堀展也（グリル食菜ギャレット） 岸本昌也（武蔵大学非常勤講師）ほか
※詳細はこちら http://www.minakata.org/?event-category=special

④ 「地方の魅力教えます 和歌山大学に田辺市が「出張」
和歌山県田辺市は和歌山大学（和歌山市栄谷）と連携し、田辺で生きる魅力を伝える交流事業「ロカリアル」を学内
のカフェで開催する。１２月１９日まで全７回。第１回は真砂充敏市長が参加の大学生に田辺の魅力を語るほか、交
流事業の内容を説明する。大学生との意見交換もある。オープニングで市の地域産品を試食できるイベントも開
き、広く参加を呼び掛ける。５月２２日の第２回では、田辺市内にＩターンした２０代の若者２人をゲストに招き、大学
生と語り合う。大学生に数年後の未来をイメージしてもらいたいという。
問い合わせは和歌山大ＣＯＣ＋推進室（０７３・４５７・７１４８）か田辺市企画広報課（０７３９・２６・９９６３）まで。
※記事はこちら http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=350892&p=more

⑤ 「日本の原風景感じて」１日１組限定・古民家活用ゲストハウス「志高庵」オープン
和歌山大学で学ぶ学生３人が調査したところ、ゲストハウスは県内で７軒（平成２７年８月現在）しかなかった。中でも
かつらぎ町は宿泊施設が少なく、観光客の滞在時間が短いという。一方、空き家が多いことから、古民家を活用し
たゲストハウスをオープンしようと計画した。明治時代の建築とされる古民家を活用したゲストハウス「志高庵（しこう
あん）」が、かつらぎ町志賀にオープン。１日１組限定の宿泊施設として改修。運営グループ「古都里（ことり）」の豊
原弘恵代表は「高野山を訪れる外国人観光客にも利用してもらい、“日本の原風景”を感じてほしい」と話している。
※記事はこちら http://www.sankei.com/west/news/180425/wst1804250026-n1.html

⑥ 和歌祭の復元衣装や屏風 和大紀州研で展示
５月１３日に和歌山県和歌山市の和歌浦一帯で行われる和歌祭を前に、同市栄谷の和歌山大学紀州経済史文化
史研究所展示室で企画展が開かれている。大学構内では学生や留学生らが和歌祭と企画展をＰＲするため、法被
や南蛮風の唐人衣装を着て練り歩いた。展示は６月１日まで。開館時間は午前１０時半から午後４時まで。
※詳細はこちら http://www.wakayamashimpo.co.jp/2018/04/20180420_78678.html

⑦ システム工学部学生が情報処理学会第 79 回全国大会で大会優秀賞を受賞
和歌山大学システム工学部の志垣沙灯子さん（デザイン情報学科 2018 年 3 月卒業、コミュニケーションデザイン
研究室）が、2017 年 3 月に開催された情報処理学会第 79 回全国大会で大会優秀賞を受賞しました。第 79 回全
国大会では、全体で約 1450 件の発表があり、その中から大会優秀賞に選ばれるのは非常にすばらしい成果だと
言えます。
論文タイトル： 「防災情報の隠蔽による日常的な防災意識促進システムの提案」
※詳細はこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018040500037/

⑧ 食と農、理解へ体験農園 農家指導、初心者も気軽に
ＪＡと和歌山大学観光学部は、農業を通じたコミュニティーづくりを目的に農業体験農園の協同研究をすすめてい
る。農業体験農園は、栽培に必要な資材や苗などを園主が準備するため、初心者でも手ぶらで参加できる。園主
は利用料による収入の見通しが立てやすく、農業所得向上に有効な方法として期待される。坂東紀好専務理事は
「取り組みは都市農業振興の有力な手法の一つ。『食』と『農』の理解促進のため、発展に努めたい」と話す。
※記事はこちら https://mainichi.jp/articles/20180418/ddl/k30/070/391000c

【お知らせ① 「平成 30 年度 和歌山大学産学官見学交流会」のお知らせ 】
地元企業の方々に和歌山大学をより知って頂くため、「和歌山大学研究室見学ツアー」を開催いたします。
最新の研究室見学と研究内容の説明等多彩なメニューをご用意しています。
【日 時】平成 30 年 5 月 14 日（月） 15:00～18:30
【場 所】和歌山大学 産学連携イノベーションセンター棟 １F 多目的研究室
【対象者】企業の経営者や開発担当者、自治体職員、一般の方

定員：30 名（予定）

【参加費】見学会、交流会とも無料
【内 容】見学コース：システム工学部 A 棟
・電子計測メジャー 波動エレクトロニクス研究室（村田研究室）
「HMD と超音波を組み合わせて物体内部を透視します」
・知能情報学メジャー ビジュアルコンピューティング研究室（岩崎研究室）
「高速かつ高精細な画像生成技術」
・メディアデザインメジャー 視覚メディア研究室（床井研究室）
「遠くの人と一心同体」
詳細は下記チラシを参照してください
http://www.wakayama-u.ac.jp/kikaku/chiiki/event/tour2018.pdf
【申込方法】 E-mail の場合、件名は「見学会申込」でお願いします。
【申込締切】平成 30 年 5 月 11 日（金）
【問い合わせ先・申込み先】
和歌山大学 産学連携イノベーションセンター
TEL 073-457-7564 FAX 073-457-7550

コーディネーターグループ 鈴木、前田、米田
E-mail liaison@center.wakayama-u.ac.jp

【お知らせ②】
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。」

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

