柑芦会東京支部だより 第 120 号（30/6）
■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
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

総会＆懇親会案内状 発送作業にご協力ください。 7/21（土）13：00～
１０月に開催される支部総会＆懇親会の案内状を

約１２００部ほど発送いたします。つきましては、その発送作業を
ご協力いただける方を募集しております。
みなさま是非ご参加ください。

日時：平成２８年 7 月 21 日（土）13：00～16：00
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。
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）

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/

■日経「リーダーの本棚」に、東海支部 副支部長 垣見祐二氏が掲載されました。
垣見祐二氏プロフィール：1952 年静岡県生まれ。和歌山大経済卒、中部電力入社。
専務執行役員を経て、15 年から東京電力と燃料・火力発電を統合するＪＥＲＡ社長。
2018/5/5 付ニュースソース日本経済新聞
https://r.nikkei.com/article/DGKKZO30081240S8A500C1MY5000?s=3

■ テレビ東京「アド街ック天国」に紹介されました。
5 月 12 日(土)放送のアド街ック天国に、
29 期桂さおりさんオーナーの
「ROCK KITCHEN １９８４」が紹介されました。
お店 HP はこちら
http://www.rockkitchen1984.com/

紹介はこちら
http://www.tv-tokyo.co.jp/adomachi/backnumber/20180512/136488.html

■ 西村文登さん(経５７期) 「コンピュータ発！現代将棋新定跡」 (マイナビ出版
FB 北村さん情報より。
西村文登さん(経済学部５７期)がＳＵＩＭＯＮというブログ名で将棋の本を出版されます。
書名は「コンピュータ発！現代将棋新定跡」(マイナビ出版、将棋ファイル特典付、１６６３円)で、中級～有段者向け
のレベルだそうです。６月１２日発売だそうですので、興味のある方はどうぞ。
※詳細はこちら http://www.fgfan7.com/entry/2018/04/30/100114

和歌山大学関連
■ 今年も和滋戦！
第 53 回和歌山・滋賀二大学学長杯争奪総合定期戦の結団式が執り行われました。
今年は滋賀で、6/17(土)～18(日)開催。アウェーでの戦いですが、総合優勝 4 連覇を目指します！

■俳句の会「芦火」 第 652 号 平成 30 年 6 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？
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 なにする？わかやま。移住フェア ～あなたの「したい！」を和歌山で！
地方移住に興味がある方必見の移住フェアが東京で開催されます。
特別ゲスト、先輩移住者によるトークショーのほか地元自治体等のブース出展もあり、暮らしや仕事、知りたい情
報を集めることが出来ます。
○日時 平成３０年６月１０日（日）１１：００～１７：００
○会場 東京交通会館 ダイヤモンドホール 有楽町・東京交通会館 12 階）
※詳しくはこちら

https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/2353

② ご当地じまんフェアに和歌山市が出展！
北から南まで２５の中核市東京事務所が、今年も合同で「中核市東京事務所ご当地じまんフェア２０１８」を開催し
自慢のご当地特産品の販売や観光ＰＲを行います。和歌山市東京事務所も参加し、手作業・無香料・無濃縮・果汁
１００％の「きわみ みかんジュース」を販売します。
○日時 ６月１９日（火）～２２日（金） １１：００～１９：００
（和歌山市は１９、２０日の２日間出展します。）
○場所 東京ガーデンテラス紀尾井町 ２階 紀尾井プラザ（成城石井前）

③

「ワダイの防災カフェ」が始まります

自然災害や防災・減災に関する疑問・質問、防災の最新技術などについて、防災関連の専門家と一緒に飲み物
を片手に気軽に語り合う場です。
テーマは、「豪雨による土砂災害」「地震災害」「自主防災」「情報通信」「防災教育」「鉄道防災」など多岐に渡り、
和歌山大学や国土交通省近畿地方整備局、和歌山県などで働く災害関連の専門家が講師を務めます。
2018 年度は、和歌山市と広川町、田辺市、那智勝浦町の 4 会場で開催します。
ぜひ、お近くの会場にお越しください。皆様のご参加をお待ちしています。
https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018053000067/

④ 和歌山大学図書館 １冊１００円で販売する「蔵書リユース市」
和歌山大学図書館では、今年も蔵書リユース市を開催します。
図書館の蔵書のうち、重複等により不用になった図書の再利用を目的として、安価で販売するものです。
どなたさまも、ぜひお気軽にお越しください。

http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/news/2018051500019/

⑤ ラピュタ×謎解き＝和歌山・友ケ島
島内の雰囲気がアニメ「天空の城ラピュタ」の舞台に似ているとされる無人島群「友ケ島」（和歌山市加太（かだ））
の各地をスタンプラリー形式で巡り、クイズに答える早さを競うスマートフォン向けゲームがサービスを開始した。ラピ
ュタの“聖地”とされる評判に加え、全国各地で人気の体感型謎解きイベントの需要も取り込み、観光客のさらなる
増加を目指す。「友ケＱ」はクイズを通して島の雰囲気を体感してもらうことに主眼を置くが、謎解き人気にも乗り、観
光客増加につなげたい狙いだ。
詳しくはこちら https://www.sankei.com/region/news/180602/rgn1806020020-n1.html

⑥ 6 月 10 日、女性杜氏（とうじ）・藤田晶子さんの講演会
県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛（和歌山市手平）で 6 月 10 日、女性杜氏（とうじ）・藤田晶子さんの講演会「伝統
の技と心をつないで～ひと雫（しずく）に懸ける女性杜氏の想（おも）い」が開催される。
藤田さんは東京都出身。2003 年に東京農業大学醸造科学科卒業後、石川県で農口尚彦杜氏に師事し、10 年修
業を経て 2013 年に「吉村秀雄商店」（岩出市畑毛）の杜氏になった。県内唯一の女性杜氏。
「吉村秀雄商店にも女性と男性の蔵人（くらびと）がいる。今回は、この仕事をする上で性差について改めて考えた
ことをお話ししたい。性差について参加者の皆さんとディスカッションできれば」と話す。「杜氏として、皆さんには
『日本酒はおいしい』ということも伝えたい」とも。
詳しくはこちら https://wakayama.keizai.biz/headline/1122/

⑦ 日本の人口から 7,152 人に一人が柑芦会の会員です。
支部毎の人口を会員数で割った表が出来ました。By 草場寛さん（34 期）

～柑芦会 寄付講義「現代経営実践論」 講師募集～
【講義の概要】
・「現代経営実践論」－企業・職種研究－（副題：職業観の醸成） 「２単位」認定
・講義予定日

： １０月 ４日（木）、１１日（木）、１８日（木）、２５日（木）、

１１月 １日（木）、 ８日（木）、１５日（木）、１１月２２日（木）

（注）１０／４（木）はガイダンスのみで講義なし。

※ご担当いただく具体的な日程は、お申し込み後に相談させていただきます。

① 「寄付講義」の目的 ：
・この講座は、未だ実社会を知らない学生達が、大学での学習が将来にどう繋がるかを理解すると共に、将来な
すべき課題を予見し実感することにより勉学意欲を高めるきっかけを得ることが目的です。
・併せて、自らの今後の進路を考えるために「職業観を醸成」することもねらいとしています。
② 講義いただきたい内容 ： 主に、「入社後３年間に期待される仕事」の理解を助ける内容
・所属業界・企業の現況、自身の仕事の具体的内容、社会や企業が求める人物像、など
・講義のほかに、「小テスト」の出題と、後日の成績評価（採点）を実施いただきます。
③ 講義時間帯 ：

第３～４限（１３：１０～１６：２０）

・１講義は１６０分～１８０分とします。（休憩１０分をはさむ）
※内訳は、講義で７０～９０分、アクティブラーニング（グループ演習）６０分、小テスト３０分
④ 対象学生 ： 主に３回生で、約１００名の見込みです。
⑤ 会

場 ： 経済学部棟講義室を予定

⑥ 講

師 ： ３０歳代（５０期卒業以降）の柑芦会員（男女不問）にお願いします。

⑦ 講師謝礼 ： なし （ただし、自宅から大学までの往復交通費は柑芦会から支給します。）
⑧ 公募受付 ： ６月２２日（金）１７：００まで
⑨ 講師打合せ ： 遠隔地の方もおられるため、メール会議にて打合せさせていただきます。
⑩ 公募窓口 ： 柑芦会本部 事務局（見方事務局長）
Ｔｅｌ ： 06-6941-4986

Ｆａｘ ： 06-6947-7925

E-mail ： honbu@kourokai.com
以上
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