柑芦会東京支部だより 第 93 号（28/3）

■支部活動の報告
【１】平成 28 年度

柑芦会

支部活動

①東京支部今後の予定
・３月７日： 柑芦会東京支部役員会 場所：大崎ニューシティ
・４月１１日：第４回東京支部人生塾 場所：損保会館 １９：００開演 （詳細③）
・４月２３日：鎌倉歴史探訪歩こう会
・５月２３日：春季ゴルフ会
・５月２８日：財団･柑芦会･理事会総会 場所：大阪 支部長、山下副支部長出席
・６月

日：代議員会開催 場所：損保会館

・６月

日：支部懇親会幹事（大学２８期）会キックオフ

・７月１６日：代議員会報告、支部総会＆懇親会案内状発送
・１０月１５日：東京支部総会＆懇親会
場所：損保会館 開場１０時、開会１０時３０分
※各項詳細が決まりましたら、改めてご連絡いたします。

②人生塾 「プロ演奏家・音楽ビジネスの世界～異色音楽家の軌跡～」（仮題）
「プロ演奏家・音楽ビジネスの世界～異色音楽家の軌跡～」（仮題）
講師：大学３０期 東谷慶太さま（教育学部）
４月１１日：第４回東京支部人生塾 場所：損保会館 １９：００開演
大学入学と同時に、西田末勝（元大阪フィルハーモニー交響楽団ホルン奏者）のもとでホルンを
始め、師事する。和歌山大学を卒業、大阪教育大学専攻科に進学、修了後、プロとして活動を開始。
東谷慶太 HP: http://www.keita-higashitani.com/profile.html
※参加希望者は東京支部まで e-mail 下さい。 e-mail： tokyo@kourokai.com
※４月１３日、東谷慶太ライブが開催されます。こちらもぜひご参加下さい。
場所 馬車道ピアノサロン（横浜関内）

③春の鎌倉歩こう会
「鎌倉と女性」をキーワードに鎌倉歴史探訪を計画致しました。中世から現在まで鎌倉と関わりのある女性
の名所・旧跡にポイントを置いて訪ねたいと思います。この機会に古都鎌倉の探訪に会員・ご家族連れ合って
多数参加頂きたくご案内申し上げます。
・日時（案）：平成 28 年 4 月 23 日（土）10 時 30 分集合

解散は 16 時ごろ

・集合場所：JR 北鎌倉改札口前の広場（鎌倉駅に向かって右側）
・訪問先： 東慶寺の墓地に眠る女性と有名人 / 岩船地蔵は源頼朝の娘「大姫」守り本尊
鶴岡八幡宮の源氏池にある旗上弁財天と政子石、大銀杏のその後。などなど。
・その他
①参加費＠1,０００円（拝観料、通信費、写真代、資料代） ※弁当・敷物を各自持参
②前日の 18 時時点での降雨確率 50％以上の時は中止
※参加希望者は 4 月 10 日までに妹尾宛に電話又は e-mail 下さい。
電話（妹尾）0463-58-7729 e-mail spas2u59@ever.ocn.ne.jp

④柑芦会ゴルフを愛好される皆様へ
３月に入り、大変陽気な気候になって参りました。ゴルファーにとっては喜ばしいことです。
さて、柑芦会春季ゴルフ会の日程並びに場所に付きまして、決定を致しました。
以下、詳細です。 尚、残り 2 名分、参加連絡の申し込みの早い方を優先とさせて頂きます。
（１）プレイ日時

５月２３日（月）

スタート ９：００ IN。

受付依頼 ８：１０迄に。 スタート前集合 ８：４０ パッティング練習場前。
（２）場所

川崎国際生田緑地ゴルフ場

〒２１４－００３２ 神奈川県川崎市多摩区枡形７－１－１０、TEL.０４４－９３４－１５５５
（３）アクセス（電車）
①小田急小田原線急行・新宿駅発～（約２０分）向ヶ丘遊園駅下車（北口）、
小田急バス・専修大学前行きに乗車～（約１５分）終点下車～徒歩約３分。
②東急田園都市線急行・渋谷駅発～（約２０分）あざみ野駅下車、
小田急バス・専修大学行きバス乗車～（約３５分）専修大学入口下車～徒歩約３分。
（車） 東名高速道・東名川崎 IC 下車～尻手黒川道路経由 約４Km
（参考：早朝の交通量多し。途中左側にコンビニもあり。）
（４）費用 ①プレイ費 ￥１３,７９０（セルフ・税込・食費別）・・・各自、カウンターに直接支払い方。
②会費 ￥２,０００円/人（パーティ費＆賞品代）…幹事に支払。
（５）組み合わせ
以上です。

４月中旬ごろに最終案内としてご案内致します。

幹事： １９期

田井利昭 お申込み<toshiaki.tai@nifty.com>;

⑤NEW ITEM
東京支部宛てにお送り頂いた資料のご紹介。ご覧になりたい方は、東京支部までご連絡ください。
A:柑芦会リーフレット

B:地域・国際貢献活動一覧

C:経済理論 382 号

D:現代の貨幣 著 石橋貞男

■柑芦会本部＆他支部トピックス
柑芦会の名付け親「岡本一郎先生」の旧居址を一緒に訪ねませんか？
大正 15 年（1926 年）3 月 11 日に和歌山大学の前身・和歌山高等商業学校（和高商）から第 1 回卒業生
が巣立ました。4 年後、初代校長の岡本一郎先生から、この同総会を「柑芦会」（こうろかい）と命名、岡本先
生は柑芦会初代会長も兼任。2016 年柑芦会は発足 90 周年を迎えますが、6 月 12 日（日）に岡本先生所縁
の地、山口県岩国市に於いて、旧居址を有志の方と訪ねようと企画しました。
当日は愛媛支部と山口支部の合同支部総会（13：30 分～岩国国際観光ホテル）を開催します。旧岡本
邸跡訪問後は合同支部総会に合流し、みんなで盛り上がりたいと思います。旧交を温めることが、地方支
部活性化にもつながりますので、ご協力下さい。
実施日

平成 28 年 6 月 12 日（日）

問い合わせ、参加申し込みは以下ご連絡ください。
柑芦会本部事務局・穂永
〒540-0012 大阪市中央区谷町 4-4-17
Tel：06-6941-4986

ロイヤルタワー大阪谷町 207 号

Fax：06-6947-7925 E-Mail： honbu@kourokai.com

■和歌山大学
○【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１月３０日に実施し、１４名が合格されました。おめでとうございます。
志願者数 ２９名、受験者数 ２７名 合格者数 １４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７０９名（志願倍率３．９ 昨年度比１．２ポイント増）と大幅に増加しました。受験生は皆
真剣に受験されておりました。

○【ご案内】平成２７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６４回学位記授与式
・和歌山大学大学院教育学研究科第２２回学位記授与式
・和歌山大学大学院経済学研究科第４９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１５回学位記授与式
・和歌山大学大学院観光学研究科第４回学位記授与式
・和歌山大学特別支援教育特別専攻科第１９回修了証書授与式
日 時：平成２８年３月２５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。http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2016020200014/

○【お知らせ】2017 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、本学キャリアセンターにおいても 2017 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。
今回は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 8 日間で 244 社もお越しください
ます。
詳しくは、こちらをご覧ください。http://www.wakayama-u.ac.jp/career/news-topics/201548.php

○【ご案内】国際シンポジウム「Tourism and Sustainability」の開催について
和歌山大学国際観光学研究センター(仮称)設置準備室および観光学部では、国際シンポジウム「Tourism
and Sustainability」を開催します。本シンポジウムは、環境人文学分野における研究者が 5 か国から集い、近年
の研究について批評的な議論を展開する大変貴重な機会です。
日 時：平成２８年３月８日（火）10：00～15：30
場 所：和歌山大学観光学部棟 T-101 教室（和歌山市栄谷 930）
詳しくは、和歌山大学ＨＰをご覧ください。http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2016021500311/

○和歌山から世界へ！福祉機器オリンピック「サイバスロン」参加 応援募金のお願い。
NHK が、日本の大学の中で電動車いすの研究が一番進んでいる和歌山大学システム工学部中島教授にコンタ
クトを取り、H27 年 6 月、NHK 総合「サキどり↑」で紹介されました。
『サキどり↑』 放送日 2015 年 6 月 9 日(火) 1:55～ 2:25

引用 goo 番組情報

http://tvtopic.goo.ne.jp/program/nhk/26290/863927/
そこで、NHK より「サイバスロン世界大会」に車いす部門に出場を勧められたことをきっかけに、また、どこの国内
電動車いすメーカーも参加しないとうので、中嶋教授は、参加を決意されました。装置完成の目途は立ちました
が、選手の訓練、スイスへの旅費などの多額の費用が必要となりますが、国立大学での予算を確保することは大
変困難な状況にあります。そこで「和大からサイバスロン世界大会出場応援団」は、出場のための募金活動を始
めました。ぜひ、OB のみなさまの御支援をお願いいたします。
・ NHK 取材の模様 https://www.sys.wakayama-u.ac.jp/news/2015052600014/

▼サイバスロン http://www.cybathlon.ethz.ch/
障がい者が福祉機器を駆使して障害を乗り越えて競技する世界大会

▼中嶋秀朗教授のページ https://www.wakayama-u.ac.jp/~nakajima/

【応援募金方法】
和歌山大学基金口座に、「中島教授サイバスロン支援」または、「サイバスロン」としてお振込みください。
基金口座詳細

https://www.wakayama-u.ac.jp/fund/application.html

「和大からサイバスロン世界大会出場応援団」
鈴木 義彦 （和歌山大学 客員教授） / 廣﨑清司（和歌山大学 客員教授 (株)宮崎エンジニアリング）

●俳句の会「芦火」 第 625 号 平成 28 年 3１日号
「今月の表紙」 苗床 種蒔
植物を移植し栽培する際に、その種子をまき、苗を育成するために苗床がある。朝顔を蒔くときに利用する
空箱のようなものも簡単な苗床。夏季に収穫する果栽類は早春まだ寒い時分に種子を蒔くので人工的醸温
装置を使う。これが温床。まわりに藁の堀をめぐらし風を防ぎ保温の為床の上には油障子・硝子障子・ビニー
ルなどで被う。床の作り方は種子によって違う。種蒔は、苗代に籾種を蒔くことだが穀類や蔬菜・草花の種子
を蒔くのも言う。春の彼岸頃、八十八夜前後が盛んである。

第 625 号 高得点句

かいつぶり夕日を蹴って潜りけり
純一

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？ 柑芦 同人誌 「芦火」
会費 ：年間１万円 一括全納
発行人： 山下勝様 経済学部 １４期 yama723@nifty.com
連絡先：〒862-0954 熊本市中央区神水 1-7-2-301 ＴＥＬ ：096-382-4767

【探しています】
４年ごとに編纂している、句集「芦火」の第一句集を探しています。どなたかお心当たりのある方いらっしゃい
ましたらご一報くださいますと幸いです。

■わかやま関連Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
① 「わかやま就職フェア in 東京」が３月１２日（土）開催
和歌山県への U・I ターンを希望している方を対象に就職フェアを開催します！
予約不要・参加費無料・入退場自由です。
日時：平成２８年３月１２日（土）１３時～１６時
場所：日本政策金融公庫東京中央支店 （東京都中央区新川１－１７－２８）
対象者：平成２９年３月及び平成２８年３月卒業予定の大学・短大・専門学校生等の一般求職者
※詳細はこちら⇒http://www.wakayama-uiturn.jp/fair

②熊野三山の山伏のお話・復曲能「名取ノ老女」！
３月２５日（金）・２６日（土）国立能楽堂にて開演。紀伊山地・熊野三山の山伏が東北行脚の途中、名取の老
女に出会うお話です。
開演時間：平成２８年３月２５日（金）１８時３０分

３月２６日（土）１３時

場所：国立能楽堂（東京都渋谷区千駄ヶ谷４－１８－１）
詳細はこちら http://www.ntj.jac.go.jp/nou/27/natorinoroujo/natorinoroujo.html

③わかやま［○○家の］移住生活大公開 at WAKAYAMA セミナー
都会暮らしと地方暮らし、実際どこが違うの？

キーワードは「ヒト」「お金」「じかん」。

和歌山県で移住した方々が家計簿や日々の暮らしを大公開！
・日時：平成２８年３月１３日（日）（先着３０名、事前予約優先）
１１時３０分～１２時３０分 ○○家のわかやま移住大公開！
・場所：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６階）
セミナー参加者にピクニックに持っていきたくなるような「わかやまランチ」をプレゼント！
※申し込みはこちら http://www.furusatokaiki.net/event/59199/

④和歌山県移住 PR ポスターを掲出して頂ける企業、団体、店舗等を募集
わかやま定住サポートセンターより。
都市部からの移住を促進するため移住 PR ポスターを制作しました。首都圏を中心にこのポスターを掲出し、
PR にご協力頂ける企業・団体・店舗等を募集しています。ご協力の程よろしくお願い致します。
【募集対象】 無料で掲出していただける企業・団体・店舗等
※不特定多数の来客がある場所に掲出いただけますようお願いいたします。
【ポスター】サイズ B1 又は B2
和歌山移住ポータルサイト http://www.wakayamagurashi.jp/

他２種
＜申込先＞
わかやま定住サポートセンター 移住アドバイザー 芝（しば）（和大観光学部 1 期生）
※水曜から日曜の 10:00～18:00 まで営業（月曜・火曜・祝日定休）
TEL：03-6269-9883（直通） E-mail wakayama1@furusatokaiki.net

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
-----------------------------

