柑芦会東京支部だより 第 94 号（28/4）

■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
・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 名草会（OG 会）合同行事
・５月１７日：代議員会 開催
・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：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」+「 名草会（OG 会 ）」合同行事
今回は名草会（OG 会）との合同行事として、「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代議員会 開催
「みんなで作る柑芦会」として「東京人生塾」「懇親会当番幹事」等の取組みにより支部活動活性化を
図って参りました。本年度は更に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。
日時：平成２８年５月１７日（火）１８：００受付開始、１８：３０～２０：３０
場所：東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター５階リエゾン５０９AB 会議室
東京都港区芝浦３－３－６（和歌山大学首都オフィス入居ビル）
※１階受付には立寄らず直接５階までお越し願います。
代議員会議案
・平成２７年度の主な活動状況、支部会計・基金の決算承認、支部役員および代議員名簿
・平成２８年度支部活動計画および支部予算の承認
※出欠について
準備の都合もあり出欠は５月１２日（木）までに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）

⑤NEW ITEM
東京支部宛てに【経済理論 383 号】をお送り頂いきました。
ご覧になりたい方は、東京支部までご連絡ください。

■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。結果、
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 ７０９名 受験者数 ６６９名 合格者数 ２２５名
（後期）志願者数 １，１０１名 受験者数 ６６８名 合格者数 ９５名

○【ご報告】平成２７年度和歌山大学学位記・修了証書授与式について
平成２８年３月２５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、３０９名が、大学院経済学研究科では、３０名がご卒業・修了されました。
また、同日、経済学部学部長室において、成績優秀者表彰式、エキスパート・コース修了証書授与式並びに
学部長表彰式を行いました。

○【ご報告】平成２８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６８回入学式
・和歌山大学大学院教育学研究科第２４回入学式
・和歌山大学大学院経済学研究科第５１回入学式
・和歌山大学大学院システム工学研究科第１７回入学式
・和歌山大学大学院観光学研究科第６回入学式
・和歌山大学特別支援教育特別専攻科第２０回入学式
日 時：平成２８年４月５日（火）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３１９名が、第３年次編入には計１０名が、経済学研究科には計３１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/admission/entrance/information.html 】

●俳句の会「芦火」 第 626 号 平成 28 年 4 月１日号
「今月の表紙」 草餅・蕨餅・桜餅
草餅：蓬の葉を刻んで餅の中に搗き込むのが通常。米の粉と上新粉を混ぜて作るものもある。真青な色と
蓬の香りが魅力。農家ではよく草餅をつくる。蓬のかわりに七草の一つのゴギョウ(母子草)を用いたことも有る。
蕨餅：蕨の根の澱粉にもち米の粉を加えてつきかためて作った餅で、黄な粉や蜜をかけて食べる。春、山
の茶屋などで売っている。
桜餅：うどん粉を水に溶いて、焼いた皮に餡を入れて巻き、塩漬けの桜の葉で包んだもの。その皮は古くは
もち米・葛粉なども使われたが、最近は白玉粉を用い、見かけも味も良いので多くなっている。
何れの餅も季節感があふれるものである。

第 626 号 高得点句

うたた寝の孫に譲りし膝毛布
つじきん

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

■和歌山大学図書館に「芦火」句集が配架されました。

【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眞田幸村で盛り上げ 4 月 1 日から、大坂冬の陣 お披露目
戦国武将・真田幸村（信繁）らゆかりの九度山町を盛り上げようと、地元グループ「九度山町住民クラブ」の
メンバーらが約８カ月かけて取り組んだ大がかりなジオラマ「冬の陣 大坂城と真田丸」が完成。
４月１日〜５月８日にある恒例イベント「町家の人形めぐり」でお披露目。
※詳細はこちら http://mainichi.jp/articles/20160328/ddl/k30/040/289000c

②高野龍神スカイラインウルトラマラソン 2016！
世界遺産「高野山」と日本三美人の湯「龍神温泉」をつなぐ『高野龍神スカイラインウルトラマラソン 2016』を
和歌山県で初めて開催。
○開催日時 平成 28 年 9 月 11 日
○募集期間 平成 28 年 3 月 10 日～7 月 31 日
※詳細はこちら ⇒http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/22744_0.pdf

③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
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