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ALUヽ INI ASSOCIATION OF DAIDO UNIVERSITY

新年あけまして、おめでとうございます。

同窓会員の皆様におかれましては、良き新春をお迎え

になられたことと心からお喜び申し上げます。

昨今の経済情勢の不安定感、政治政策の不透明感、国

内製造業の空洞化、少子化問題、等々、 どれを取っても

先行きの見えない不安材料が募る今日この頃、この様な

厳しい環境下の時こそ、ひとりひとりの人間力が重要な

キーワー ドとなり、負から正への転換へのチャンスの時

かもしれません。苦しい時こそ、今、出来る事を精一杯、

今日を一生懸命生きていきたいものです。

大同大学を母校とする同窓会員の皆さん、今こそ同窓

会支部活動、部会活動に参加され、皆様の知恵と技術と

情熱を発揮し、異業種交流・情報交換・会員同士の親睦

など、新たな出逢いと新たなビジネスヘの起点作 りに参

画しようではありませんか。輝く未来に向け大同団結の

精神で会員交流を深め、この苦難の時代を乗 り切ってい

きましょう。

『願えば叶う !』 これは魔法の言葉です。

何かを成し得たいと願うことから新たな人生のスター

トです。

心が変われば、態度が変わる

態度が変われば、習慣が変わる

習慣が変われヤよ 人格が変わる

人格が変われば、人生が変わる

人生を変えることが出来る素晴らしいことです。会員

皆様と共に、新たな年に、新たな人生の喜びを共有し、

分かち合えることを祈念しながら新年の時を過ごさせて

いただきます。本年も会員の皆様がご健康で、益々ご活

躍されることをお祈 りするとともに、同窓会及び母校大

同大学の発展と学生への支援にご理解とご協力を賜 りま

すようお願い申し上げます。

同窓生の皆様、大学関係者の皆様、新年明けましてお

めでとうございます。2011年が輝かしい未来への幕開

けであることを心より願っています。

一昨年 4月 に大同工業大学から大同大学へ校名を変更

し、もう直ぐ2年になろうとしています。最初の半年間

は、時々、“大同工業大学です"と、間違えることがあ

りましたが、最近では昔からそうであったように自然に

“大同大学です"と いうことばが、す らす らと出るよう

になりました。

新年のご挨拶

同窓会会長   宮本 ―男 ……・…………

最後は気力、 これか らが正念場の大同大学

大同大学学長  澤岡  昭 …… … ……

BRANCH INFORMA丁 |ON(支部 1青報) …………………

CLUBlNFORMAT10N(部 会情報)… ………… …

OBINFORMA丁10N(OBI青幸長) ………………………………
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、〕 スシャトル利用計画に参加し、宇宙実験装置の開発や宇

宙飛行士養成に加わったことがきっかけとなって現在で

も宇宙利用の仕事が続いています。肩書は宇宙航空研究

開発機構 (ツⅨA)の技術参与であり、国際宇宙ステー

ション (ISS)禾J用計画の裏方の仕事が続いています。

ISSは国際協力で建設された大型施設であり、2020年ま

で使うことを米国、ロシア、ヨーロッパ宇宙機関は決定

していますが、主要な参加国である日本は、政府の事業

仕分のまな板にのっており、年間400億円の維持費確保

に四苦八苦の状態です。その中での私の役割は、如何に

低い経費で大きな成果を挙げるかについて知恵を絞って

いるチームの相談相手です。この仕事の基本は大学経営

と全く同じであり、大同大学の将来を考える上でもとて

も役に立っています。

小惑星探査機 “はやぶさ"が昨年 6月 に奇跡の生還を

遂げ、11月 には持ち帰ったカプセルに小惑星 “イ トカワ"

校名を変えた一番の理由は工業大学の歴史を踏まえた

上で、この激動の時代に柔軟に対応できるよう、大学の

生き残 りと発展の決意を看板の掛け替えを通じて社会に

発信することでした。そのシンボルが、情報学部にかお

リデザイン専攻を設置したことでした。入学定員25名 に

対 して32人の入学者があり、そのうち17人が女子学生

と言う、本学始まって以来のユニークな専攻が誕生しま

した。平成24年度には、本学はじめての本格的な文系の

経営情報専攻を設置する予定です。ご期待下さい。

私の研究者としての出発は固体物理学でしたが、物理

学は苦手であり、 とんでもない道を選んでしまったと後

悔 したこともありました。幸い、1969年 、30歳の時に

フェライ トとよばれる磁石の研究で母校の北海道大学か

ら博士号を頂くことができました。その時は大阪大学の

助手であり、大学紛争の最中でした。その年に東京工業

大学に助手として転勤しましたが紛争が続いており、キ

ャンパスには教授や助教授は入る事ができませんでし

た。私は、大学院生が自主管理していた研究室に入 り、

卒業研究生を含めて約10人の学生相手にゼミや実験指導

を行った思い出があります。そこで全く新しい研究を始

めました。物体への高速衝突による衝撃超高圧力発生の

研究でした。それから30年間、セラミックスに衝撃超高

圧力を与えた時の物性の変化やダイヤモンド粉末を固化

させる研究を行い、60歳で定年を迎えることができまし

た。55歳で研究所長になり、大学行政にも参加すること

ができましたc

同時に40歳 の時、宇宙開発事業団嘱託として、スペー

の鉱物微粒子が1500個 も付着 していたことが判明し、

大ニュースとして連 日報道され、明るい話題になったこ

とは記憶に新しいことです。

サンブルリターンと名付けられたこのプロジェクトが

当時の宇宙科学研究所でスター トしたのは、 16年前、

1995年 ごろでした。私は宇宙科学研究所の併任教授と

して、このプロジニクトの立ち上げに参加していました。

10年以上を要するブ=ジ ェクトであることから、プロジ

ェクトマネジャー候言として、39歳の川口淳一郎助教授

を立てて、研究会がスター トしました。当時、私はプラ

ズマ状のガスに高電圧バルスをかけて、高速ジェットと

して噴き出し、ターゲット基板に新物資を積層させる研

究を行って t」 ました。生命の起源に迫る野ッかに満ちた研

究でした。この装置 |ま
“はやぶさ"の成功の基になった

イオンエンジンと原理が同じであり、 このエンジンの開

発にとても関心をもっていました。私がつくった装置は

とても寿命が短tぅ たので、イオンエンジンも長時間飛

行には役に立たな 1・ だろうと決めつけていました。

それから
¨
|ま や ぶ́さ"の打上げまで 8年間、イオンエ

ンジンの寿命を延ばす研究が宇宙研の若い研究者によっ

て積み上げらオl、 7年前に宇宙へ旅立ったのでした。実

に多 くの深刻な トラブルを克服して、“はやぶさ"を無

事帰還させた最大 tt tlま最後まで諦めない精神力と、そ

れを裏付けた優れたな■iだ =た と思います。すべてを

尽くした後で、ブ
=う

二 =｀ マスージニう]行 ったのは祈

りでした。

川口教授は当初 |ま 京ま
=_■

■′子三社、最終段階には岡

山県の中和神社に行き■ 」を■,ゴ てきました。人事を尽

くして天命を待つし玉三玉
=|ま

まだまだ途中です。私が

学長に就任してもう三く'11三 です。まだまだ人事を尽し

たと言い切る自信|ま え「 ません。2011年はその第一歩

なのかも知れませ/t, もしかしたら終わりのない戦いな

のかも知れません=… |ま やぶさ"の成功を見て、一層気

を引き締める決意の新年です。

イトカワに着陸する 1まやぶさ"(イ ラスト池上章裕氏、」AXA提供)
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支部長 66巨  早川 元

平成23年新年のお喜び申し上げます。

会員の皆様、今年こそ良い年で有 ります様に祈念1・ た

します。

さて、大同大学同窓会関東支部開催回数が、今三で30

回目の区切りを迎える事になります。多くの■菫達 _1努

力で立ち上げ られ運営されてきました。ナ(「工業ヽ
==

業生の多くが組織の中枢にあり (リ タイヤさ
'■

寸三又 |

活躍中ですが毎日の厳しい生活の中、時こ ま 三三
=三

J

な時間を過ごすことも又良いのでは,

同窓会には肩書きはいりません、
'■

を::: I長 ´ミま

しょう。

夏季報にも書きましたが

浅草葵丸進にて予定して 1‐

又は旅行の予定があれ|ゴ ‐

整のうえ、是非ご参加「
(さ

支部長 75M 松田 手IE

新春の候、各支部同窓生の皆様におかれまして1ま 、ま

すます御健勝のこととお喜び申し上げます。

昨年におきましては「第 1回 ビジネス交流会_を実 t三

たし、各支部より多数のご参加を賜りまことにあり■二

うございました。

先の不透明なこの時代に勝ち組を目指し、ポジテ ィブ

に思考を展開していく場でありたいという趣旨で始めま

したビジネス交流会。

クロスオーバーさせればまだまだ進化を進めるかもし

れない。いろんな業種が手を組み創造を拡げれば無限の

可能性さえ見出せるかも。

今年も 9月 10日 (土)午後 1時から5時の間で「第 2

回ビジネス交流会Jを企画いたしております。

少しでも前に向かつて前進すること。いろんな方面か
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らのちょっとした一言が可能性を加速させるかも知れま

せん。そんな大同大学の卒業生諸氏の参加をお待ちいた

しております。

その分野分野のプロが時代を面白くする:そ の様な場

が同窓生の間にあっても。

大阪の支部が熱く変わろうとしていますじ

あなたも特性要因の一枝になりませんか ?

今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を賜 りますよう、よう

しくお願い中し上げます。

●
支部長 76M 須藤 章

新春の候、同窓会会員皆様には、いよいよご活躍のこ

と、お喜び中し Lげます。さて 去る10り ]23日 に豊田

支部の総会を開催しましたのでその報告をさせていただ

きます。場所は、豊田市西中山町のつどいの丘で同窓会

本部より宮本会長 事務局より川角様のご臨席を賜 り開

催致しました。会計報告・役員選任 。同窓会総会の報告

などを行いその後 大同大学 井上教授に 「スヘースエ

イジ材料における機 I「k加工Jについて講演をしていただ

きました。中部地区は、自動車産業を中′かとして発展し

て参りましたが昨今の経済情勢から益々グローバル化が

進み次期の中心となる産業を模索している所です。井上

教授には、次期産業となるべく航空宇宙材料の加工技術

の講演して頂き楽しく拝聴しました。また 懇親会では、

同窓生や近況の情報交換ができましたこと、報告申し上

|ザ ます。

支部長 68巨 滝口 博久

■三調 |す ましておめでとう御座います。

三憲会会員の皆様におかれましては益々ご健勝の事と

た覆び申し上げます。平素は支部活動にご協力を頂き厚

く御ネL申 し上げます。

四国支部では平成22年 8月 28日 に支部総会、懇親会

を開催しました。事務局より宮本会長、下郷副会長、平

野副会長、武田副会長、高橋事務局長、須藤豊田支部長

の各位の出席を頂き、又今回は25周年としてデザイン学

科 光田 恵教授をお招きをして「におい、かおりJの

1漏E國口轟LVJ瞑

=闘
KOJ渾
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あけましておめでとうございます。

去る11月 27日 〔土〕二重支部の総会を開催させて頂

きました。

伊勢市観光文化会館の一室を借 り受け、総会及び同窓

会副会長でも在られる関谷先生に「放電による汚水処理」

と云うテーマで講演をお願いし、その後、場所を替えて

そ こから5分位に有る 「割烹 大喜」で本部から3名、

支部会員13名 の参加で有意義な親睦を暖めて頂く事が出

来たと思つて居ます。

最後の方では、来期は、今の時期の11月 26、 27日 の

一泊で鳥羽方面、翌年は、北勢地区で、 と云う様な意見

を頂き、よリー層支部活動を盛 り上げて行こうと思って

おりますので会員諸氏のご協力をお願いします。

又、活動状況の一部が同窓会ホームページに記載さて

いますので宜しくお願いします。

(1111111111111111111111111111111111111) ・

支部長 86A 伴 政憲

新年あけましておめでとうございます。

寒々とした社会のなか、また政治等々も乱れ、どのよ

うに暮らして良いのか日々不安を抱え、暮 らしにくい世

の中になってきているように思います。新年を迎え、お

うでたい折に冒頭より暗い言葉から始めてしまいました

が、私たちは、大同の精神で強い心を持って学んできた

テーマで記念講演会を開催いたしました。光田先生には

お忙しい中、四国支部へ来て頂けたこと、又開催に際し

同窓会役員の方々同窓会会員の皆様のご協力を賜 り、会

を終える事ができましたこと四国支部役員一同感謝を申

し上げます。講演会が同窓会会員を始め、お集まり頂き

ました一般の方々からも大変有意義でしたとの声をお聞

きして、大変嬉しく思っています。

四国支部では来年度も皆様のご協力を得て同窓会活動

を開いてまいりますtご案内の折には是非お誘いの上ご

参加下さる様、宜しくお願い致します。

四国支部長 滝口 博久 (68E)

l EL:090「 2783-5426 FAX:087-845-6177

四国支部ホームページ :http://www12ocn.nejp/～ fuJlo7/

ことを活かし、 この社会の寒さを吹き飛ばし、明るい社

会を切 り開いていきたいものと存じます。「ものづくり、

ひとづくり_は、学生時代に学んできたこと。社会に出

たといっても忘れてはならないことであります。大学の

外からも大同大学の同窓生とし「ものづくり、ひとづく

り」に励んで 1・ くものです。

2011年泣質支ぎ も同窓生が手を取 り合って一生懸命

取り組―‐Iた 1と 思1_ま す=本年もよろしくお願い致します。

新年あけましておめでとうございます。

毎年恒例を言いながら、2010年は年末に「支部の宴」

を開催することができませんでした。誠に申し訳ござい

ません。心改め、 2月頃の開催を予定しております。ど

うかお時間都合つきます限り、ご参加いただけると幸い

にございます。

今年 1年、同窓会員みな様のご健康とご多幸を、心よ

りお祈り申し■lfます。

年新しくなりました折には、兵庫支部同窓会員様、一

人でも多くの方々のご参加を、こころより、お待ちして

おります。

今年も、ご協力の程、よろしくお願いあげます。

支部長 69巨  彦坂 修平

新年明けましておめてとうございます。会員の皆様、

素晴らしい新年をお迎えになられたことと思います。今

年は卯年、一段と飛躍する年だと思います。

昨年は、我が [みかわ支割 は、一年間あまり変化も

進歩もない年であった様な気がします。当初は希望に満

ちた目標と希望を持っていたのですが、実現できなくて

残念な年になりました。今年こそは !・ ・ 。と役員一同、

がんばって進めたいと意志の統一を確認している次第で

す。

年の経つのも早いもので我が [みかわ支部]も平成14

年に [東三河支部]と して本部13番目の支部として誕生

いたしました。設立総会以降、毎年の総会の出席会員も

30人以上の会員に参加いただき、 2年前の本部総会にて

[みかわ支部]と名前の変更も承認されました。気がつ

いてみたら今年の総会は10回 目の記念すべき総会であり

ます。役員一同、今年の総会は盛大に行う決心し、早め

に準備を始める予定です。会員の皆様にも楽しみにお待

ちいただき、お気軽に参加いただきますようにお願い申

し上げます。最後に本年が会員諸氏にとりまして一段の

飛躍の年でありますようにご祈念申し上げ新年のご挨拶

にかえさせていただきます。
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支部長 73巨 谷井 直之

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様に

おかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上

げます。

酷暑といわれた暑い夏が終わつたとたんに、もう木枯

らしの吹く季節がやってきました。身にしみて一年の早

さを感じる今 日この頃です。

さて、富山支部では第 8回の支部総会を平成22年 9目

11日 に開催いたしました。

当日は愛知幹事長、高橋事務局長にご参t]1・ ただき、

支部会員 5名 とともに愛知先生の研究の言きた会員3書 さ

んの公私にわたる話題などあっとt」 う百こ懇≡会でした。

富山県内の同窓生の皆さん、ぜむ一貫参
=し

てみてく

ださい。青春のころの新した:ベ ージi:潅 える1‐ tし
'1ま

せんよ。

今冬は暖冬で |ま と1‐ t'1る ゴ

`珪

地方ですが、き
=寸

|こ

は健康に留意さオ1託たな一年をお過ごしされるよう」=ニ

念申し上げます
=

最後に同窓会会員各位のご健勝とご多幸を,こ

り申し上げます。

●
支部長 92D 秋山 滋

あけましておめでとうございます。

昨年はあいち支部長としてみかわ支部への新年会と総

会、山梨支部のぶどう狩 りとバーベキュー大会、また三

重支部の総会へ参加しました。他支部の方々に温かく迎

えられて、同窓生と交流を深めました。他支部へ参加す

ると地域ごとの個性があり毎回楽しみであります。

昨年は 2月 に総会を実施しました。

11月 にレガッタ大会に参加して 1回戦は勝ちました、

学生たちの頑張りを見れてにぎやかでありました。また

今年も参加しますので、皆さんもぜひ参加してください。

さて、あいち支部の総会は 2月 末を予定しております。

場所は昨年と同じ大同特殊鋼健保会館を予定しておりま

す。熱田神官の近くにあります。詳細は同窓会のサイ ト

に掲載していきますので確認をお願いします。また参加

●

希望の方は同窓会事務にご一報をお願いします。

みなさまが今年 1年良い年でありますように願つてお

ります。

日 時 :平成22年 11月 7日  9:00開始

場 所 :庄内川ボー トコース (大 当郎橋の北側)

レガッタ大会について

今年もあいち支部と七笑会と合同で参加しました。

<結果>
1回戦は勝ち残 りましたが、 2回戦では負けてし

まいました。

レガ ッタ漕いだ七笑会のメンバーを撮影 しまし

た。今年は天気がよく運動日和であり

ました。来年の抱負として、 2回戦に

勝てるようになりたいです。

支部長 72巨 香田 孝

■生明けましておめでとうございます。

]=三rtの総会報告を申し上げます。

モ会
「

≡三|ま 、水野義雄先生を囲む懇談会、テーマは

健豪 でした=その内容は 「わたしはタバコをやめませ

た=讐 ビー
'を

毒■6本欠かしません。高齢者のウォーキ

ンブiま 3=■ を上裏.1_ というユニークから始まるもので

した。本ここ
==会

長■らlま

~句
故、 2人歩きに腰痛持ち

が多いの1‐ _こ ■毒三す‐33現尋報告もあって、会は大い

に盛り上がしました=後半で1ま、・・・皆さん、覚えてい

ますか ?1大言こ三オliま～♪で始まる大同の学歌を、皆で

歌い、続 1・ て墳皇県歌を歌い、 (私は両歌とも初めて歌っ

たような気t:し ます)2時間余りの短い時間でしたが濃厚

な時間を共有できました。参加下さつた方々ありがとうご

ざいました
=

さて、平成23年 の新春をいかがお過ごしでしようか。

私はたぶん今年も、除夜の鐘を聴きながら近所の神社に初

詣、暫く寝てから一合の日本酒とお節、それに雑煮を食べ

ながら賀状を読む。といういつもの元旦を迎えていること

だろうと思います。民主党政党権下、また世界各所で予断

を許さないことが次々と勃発し、特にインターネットで繋

がる世界に「何でもバレチャウ時代」を実感します。だか

ら「正直に生きるのが改めて得策かな」と考えますが、皆

さんはどんな感想をお持ちでしようか ?

新年にあたり皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し

上げます。

V

V
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部会 情 報

明けましておめでとうございます。

今年こそは良い年でありたいですね。同窓会として明

るい話題に終始出来るよう頑張りましょう。

ところで
~¨

71生 の諸君"J今年はプレ還暦年ですよ。

覚悟は良いですか。

そこで今年の 「71会」総会 (7月 2日 )で還暦祝賀会

の 【計画】をいたします。【実行】は2012年 7月 (1泊

2日 )で下記を考えています。

[A案]熱田神宮参拝→→大同大学視察→→知多 。三河(泊 )

[B案]伊勢神宮参拝→→鳥羽・志摩(泊 )

[C案]出雲大社参拝→→玉造・三朝(泊 )

いずれの案も60年間の感謝を神に報告し、夜は今後の

人生の門出を祝う会にしたいと思います。他に良いアイ

デアがあれば総会の議題として取り上げますのでご連絡

ください。

一追伸―

[71会]HPのアクセスが少ないようです、その都度更

新していますが皆様のご意見聞かせてください。

爾 こ
「

FF事会長 75C 片山 ]ム次

新年あけましておめでとうございます。

「白水会_は一昨年、建築 。土木系の同窓生により設立

しました。昨年の活動内容は 1月 に名古屋での新年会に

始まり、 5月 には第 1回定時総会を本学大学祭にて行な

い、 9月 に|ま 勉強会として、本学で開催されました 「C
ASE3藤 前干潟学生環境サミットプレゼンテーション

大会Jに参加しました。12月 には親睦会としてゴルフコ

ンペを実施しました。特に「藤前干潟学生環境サミット」

終了後の懇親会では、全国の学生の皆さんと交流ができ

ました。新鮮な感覚と′ヽワーを感じることができ、有意

義な時間を過ごすことが出来ました。

今年も「白水会」の行事として、 1月 に新年会、 5月

に第 2回定時総会、 9月 に勉強会、 11月 は親睦会 (ゴル

フコンペ)を予定しています。「白水会」のさらなる発

展のため、会員皆様の多数のご参加を是非ともお願い致

します。また 「白水会」 PRのために、近隣の支部・部

会にも参加していきたいと思いますのでご協力をお願い

致します。

新年明けましておめでとうございます。

皆様方に於かれましては、益々ご活躍のこととお慶び

申し上げます。本年もご支援ご指導の程、宜しくお願い

申し上げます。

さて、私たち『大同教志会』は、卒業後に教員として

各教育機関で活躍している卒業生との友誼を温め、且つ

情報を共有する会です。今年度の活動実績は、2010年

9月 1日 (水)に母校にて、豊川市の寺小屋教室の講師

としてご活躍中の米倉義明氏 (みかわ支部事務局長)を

講師にお迎えし、「寺小屋教室の手作 り工作クラブに学

ぶJと題して、物づくりを通して児童との触れ合いにつ

いてご講演をいただきました。

また、当日は教職を志す在学生にも参加いただき、卒

業上と在学生との様々な意見交換が活発に行われまし

☆☆☆ 教育現場での一コマ ☆☆☆

ある高校のあるクラスは、A君を含め数十名が在籍し

ています。ある日、電卓を使用した、計算技術検定受検

指導中での一コマです。

若い職業科の先生が、黒板に計算式の説明をしていま

す。A君、盛んに机上の模擬問題を見つめ、電卓を叩い

ています。

先生は、A君に向かって 「先生が説明しているときは、

どうするべきか答えなさい。」と言われました。

A君は、素直に 「はい、前を向いて、耳を澄ませ、心

で聞きます。」 と、まるで禅間答のような答えを返した

のです。

当然、 この間には先生とA君 との間に、数回確認のや

り取 りがありました。

先生が、黒板に式を書き、「速度、時間、距離の関係

は、「は、じ、きJです。覚えていますか。 とA君に尋

ねました。

A君、「はい、覚えています。」

それでは、この問題に答えてください。

A君、「わかりません。J

先生、再度板書しながら、「思い出しましたか。」 と念

を押すも、返事はありません。

10N
会長 66M 布目 訓久

ツ

=Qll"

ζ会長 71M 後藤 道夫

7
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補助の先生が、A君に駆け寄 り、しば らく個別指導を

するが、上の空で聞く様子なし。

勝手に早とちりしながら、他の生徒と同じ進度を優先

し、意欲的・積極的に取り組むものの、正解率が約 5割

でした。

式を理解しながら、電卓に向かえば、時間はかかつて

も正解を増やすことが、出来そうなものですが、意固地

になるため、指導も他の生徒の数倍かかります。

終了後、A君は、突然部活の話を持ち出し、「先生は、

なぜ僕より○○が上手いのですか。Jと切 り出しました。

先生、「上手いのが当たり前でしよう。」、「繰 り返し、

練習しなさい。」と平然と言われました。

A君、「そうか。J

教育は、とても奥が深く、その場その場での対応も適

切に行われることが、求められます。

教員の力量が、このような場面で現れると思います。

最後に新年が、生徒、先生、学校にとって更に良い年

であることを祈念いたします。

新年あけましておめでとうございます。

サッカー部がスポーツの部会として発足し、今年で 2

年目となります。

昨年におかれましては、2つ の部会が新たに参加され、

スポーツを通じてさらに同窓生の交流が盛んになると思

われます。

サッカー部は今後も同窓会の下部組織として、大同大

学・滝春会の発展に貢献したいと思います。

さて、昨年の総会及び懇親会では、総勢57名のご参加

を戴き有難うございました。当日は大同学園の奥村理事

長の特別参加もあり、同窓生 。現役との交流を深めたこ

とは有意義で楽しい時間を過ごすことができました。大

変有難うございました。

【平成23年のスケジュール】

H23年 1月  :新年現役交流i至試含及び≡奎会

2月  :卒業生追出し交流試合及び懇≡会

3月  :卒業生就職内定祝賀会

5月  :総会及び現役との交流試合

8月  :夏季現役交流試合及び懇親会

12月  :親睦旅行 (忘年会)

OB情 報

昨年は,燎会発足40年を記念して能登和倉温泉にて会

合を開催し,21名 の参加を戴きました。

本年は節目の会合として以下の通 り企画しました。皆

様お誘いの上,多数のご参加をお待ちします。詳細案内

をご希望の方は, 4月 末日までにご一報下さい。追って

ご案内します。

【平成23年 中〆会合の予定】

会

開催日

会 場

会 費

締 切

平成23年 7月 9日〈土〉。10日 〈日〉

三河湾国定公園・西浦温泉「旬景浪漫・銀波荘」

17,000円 (女性会費 :14,000円 )

平成23年 6月 4日 ごろ

・・ 。これをきっかけに始めた

ソ姿で家と会社の間を往復する

(服は ?靴は ?リ ュックサック

事ヽ ぎかり。・・初めの 1歩が

【連絡先】

E Illail:hisashi@daido it.ac.jp

ファックス :0561-84-2857(愛矢日自宅)

郵  便 :〒 4890925 瀬戸市西寺山町114-1

愛知ク、史 宛

67会 会長 67巨 山本 喜生

思ったらもう2早いものでつい この間還暦を:Eitヒ

年がすぎてしまいました(

40代前半で体調を崩し

ウオーキング・・・スー

毎日・・・初めは着てい

は・・・等々とわからな

出なかった事を思い出す

「R「  =■ ^1~T一 三〕
‐ こ参tコ し中山道の宿場

吉 ―デ 妻毛 事良二・…等 々
n四

季によって開

=■
三

~Fゴ
事 二 ′

「じ 卜会場でのウオーキング

ニ重11,■ =t当時に|ま 出かける時間を作ること

■ lす :三 II]日 制になってからは参加出来る機会

モ・三
=こ

三■けました。

l 、て■二tウ オーキングも仲間が増え、 日帰リバス

/三 〕=「 低山・里山ハイキングに参加、また居住地

二重兵桑名市)近 くの鈴鹿山脈に近所のグループと山

すき ,こ・…また年 1～ 2回 ぐらいを目安に少し高い山に

三
=三

とを目標にしています。

這膏前に登った山の中で御嶽山は比較的登りやすく日

「
ljの 登山にはもってこいの山です。山頂からの眺望、

星の美しさに感激 して

しまいました。御嶽 山

は毎年誕生日には体力

のつづくかぎり挑戦し

ようと考えています。

一
　

一
一
一　

一一ヽ
　

・一
■

一

一
一

ｒ
　

一一ヽ
・

一一一一一一

匿菱ヨ至ヨIFFЪ F会長 82巨  岡本 博則

OB

▼

INFORMATION
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男 子ハ ン ドポ ール 部

東海学生ノヽン ドボール 難 離 大 会 で全勝 優勝 ′′

今年度は東海春季リーグで残念ながら4位 (ベス トセブンに 1名選出)で

したが、東海学生ハンドボール選手権では全勝で優勝、西日本インカレでも

見事決定戦で勝利し、全日本インカレの代表権を獲得しました。来年度もさ

らなる活躍を期待しています。

今年度の試合結果は次のとおりです。

ご

り

名大 果結

東海学生ハンドボール春季リーグ戦

4位 (4勢 3取

034-23名古屋大、026-24朝日大、C252■愛教大、×31-33愛 知大、
×30-31中 部大、×24-29名 ≦天 025-24中京大

優秀選手賞 :安藤寿重三 :D38102)

チヤレンブデイビジョン

6イ立 (3圧碁4則D
×22-28ト ヨタ自動車、028-22卜C技阜、

セントラル自動車、030-25八光自動車、
×24-31卜C山□

×23-26FOG、 ×22-26

03321徳山クラブ、

東海学生ハンドボール選手権大会

優勝 全塾

021-15岐阜大A、 022-9岐 阜聖電挙園大、01914中 京大 C、

02418中京大A、 323・ 9愛矢0大

国体成年の部愛知県予選会
2回戦敗退

一回戦 031-30ト ョタ自動車、二回戦 X20-42大同特殊鋼

中部交流戦

4イ立 (4E春 3露D
×23-26中 部大、026-18愛教大、X2022名城大、X18-26中京大、

021-20愛知大、019-17朝日大、018-16高大

西日本学生ハンドボール選手権大会

リーグ戦 ブロック 2三 12夢 1敗 )

035-14島根大学、×1534つ
`二

享夏天、03114大阪教育大

全日本学生選手権大会出場決定載 1全 Ξ丞学生選手権出場決定)

0262■董琢六

東海学生ハンドボール秋季リーグ

5位 (3■ 3敗
´
分)

△29-29朝 日大、021-12愛教大、×2834名古屋大、029-28愛知大、
×29-35中京大、×2332=Ξ 3大、026-23名 城大

女子ハ ン ドボ ール 研究 会

東海学生ノヽ ン ド
｀
ボール春季 ンーダオ で景 ■  7部 昇僣 ′′

昨年新設された女子ハンドボー シ■三会|:三員数7名 というぎりぎりの状態

で大会に臨み、活躍しています.東海学生 '、 )ド ボール春季リーダ戦では全勝

で 2部優勝を果たし、入替戦でも見事詩利をおさめて 1部昇格を決めました。

秋季リーグ戦では 1部の高い壁に阻まれ 1部 2部入替戦に回ることになり

ましたが、なんとか入替戦で勝利し1部残留を決めております。来年度はさ

らにレベルアップをし、 1部で大いに暴れて頂きたいものです。大会結果は

次頁の通りです。

ICA鍵‐.|じSIINFORMAT10N
キヤンパス情報
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名〈
ム大 果結

東海学生ハンドボール春季リーグ戦

女子 2部優勝 (全勝で 1部・ 2部入替戦へ)

022-12南山大、035-12岐阜聖徳学園大、03715愛知大、

021-15名 市大、028-7常葉学園大、0354日福大、0395皇學館大

入替戦 (1部昇格)

036-16日 本ウェルネス専門学校

優秀選手賞 :小林智美さん (D09119)

東海学生選手権大会
1回戦敗退

×1019愛教大

東海学生ハンドボール秋季リーグ戦

7位 (1部・ 2部入替戦へ)

×23-27愛 教大、×17-44中京大、×20-21至 學館大、

×20-25東海学園大、×28-31岐阜大、×13-29名古屋文理大

1部 2部入替戦 (1部残留)

043-11皇學館大

バ レーボ ール 部

昨年 1部昇格を果たしたバレーボール部ですが、今年度は主力選手の相次く
゛
けがの影響もあり、苦戦が続きました。リー

グ戦春季大会では最下位となり、 1部残留をかけて戦った入替戦にも惜しくも敗退しました。しかしながら秋季リーグでは

3位 となり少しずつ復活の兆しが見えています=来年度は再度 1部昇格を目指して頑張って頂きたいと思います。大会結果

は以下の通 りです。

ロボ ッ ト研究 会

ロボ ット研究 会が各大会 で活躍 中 ′

運動部に負けじと、文系クラブの代表格として、ロボット研究部が活躍してtヽ ます。

有名大学が集う様々な大学で見事好成績を収めております。今後もさらなる発展・活躍を祈っております。大会結果は下

記の通りです。

い

モ

大  会  名 果結

東海大学男女バレーボールリーグ戦

春季大会

5位 (2勝 5敗 )

03-1静産大藤枝、03-2名城大、×1-3愛知大、×1-3中京大、

×0-3朝 日大、×餅3鈴鹿国際大、×2-3静産大

西日本バレーボール大学男子選手権大会
2回戦敗退

03-2松山大学、×3-0朝 日大学

東海大学男女バレーボール選手権大会 02-1静産大藤枝B、 02-1中京大∧、×0-2愛知大

東海大学男女バレーボールリーグ戦

男子入替戦

2部降格

×0-3岐阜経済大

東海大学男女バレーボールリーグ戦

秋季大会

3イ立 (5勝 2敗 )

03-0滋賀大経済学部、×03愛院大、03-0静 岡大、

031名古屋大＼×03愛産大、03-1岐阜大、×03静産大

大  会  名 結 果

第 7回ロボプロステーション

チャレンブカツプ
ベスト8 大竹章司君 (R07009)

ロボファイト11
SRCO本選優勝・・

SRC0 2× 2優勝・

有賀聡紀君 (R09005)、

・井田勝也君 (R08003)

ロボゴング12

SRCl.8kg以 下級本選準優勝 。

SRCl.8kg以 下級本選 3位・・

SRCl.8kg超級本選 3位・・・

SRCl.8kg超級 3× 3優勝・

・・濱砂統―君 (E08053)、
。加藤貴也君 (R07016)、

/」 出ヽ真澄君 (R07024)、

・・大竹章司君 (R07009)

弔 10回 Robot Competition Settes

“BRA∨ E"

トーナメントベスト8・ ・・橋爪圭太君

バトルロイヤル決勝リーグ3位

(B10062)。 白丼誉人君 (S10237)

・・・白丼誉人君 (S10237)

10
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弓道 F・F

弓道部が東海学生弓道秋季リーグ戦 4部で優勝し、続く入替戦にも見事勝利し、 3部昇格を決めました !練習場所が学外

であったり、少人数であったりと様々な苦労があると思いますが、部員が一致団結して結果を残しています。 3部の戦いは

さらに厳しいと思いますが、引き続き頑張ってもらいたいと思います。

大  会  名 結

東海学生弓道秋季リーグ戦
08567東海大海洋、

4部優勝

098-87名 古屋市立大、

入れ替え戦 3部昇格

089-80日 本福祉大

095‐ 69静岡理工科大

漕 庭 部

少人数ながらも大会で結果を少しずつ残し、頑張っています。中部霧
∫、層葵大会では1年生がダブルスカル (2人漕ぎ)

で2位 に入賞しました。これからの活躍に期待しましょう。

中部学生新人漕艇大会
男子ダブ′′スコ ン決勝 2位

金子将也君 (S10C´ 3 ・[二要大貴君 (C10011)

騰 土 競 技 F●F

陸上競技部も少人数ですが、着実に大会で好成績を収めております。しっかしとヽ´一二)=を モニ_で更なるレベルアッ

プに期待します。

大  会  名 果

東海学生陸上競技夏季大会
砲え役 ■・二]買

小幡晶ラ君 ■`333●

じ

自動 車 .・F

その他の部も限られた活動時間の中、効率的に練習し活動を行ってた・ます。

自動車部が優秀な成績を収めています。女子学生の活躍も見事です。今後t=き fき預張ってほしいと思います。

大  会  名 果

D「ダートトライアル =体
優勝

個人優勝 」1澤博司君 (C07018)

全中部学生ジムカーナ選手権 個人女子の部 優勝 松原未貴さん (MA0905)

果

大  会  名 結 果

結

結



ALUMNI ASSOCIATION OF DAIDO UNIVERSITY

体育祭が10月 15日 、16日 の2日 間で行われました。

今年は15日 のサッカー、バ ドミントン、16日 のソフトボール、バスケットボールの4競技に加え、飛び入り企画として

スナイプサーブ (214名 参加)・ ウォーターガンサバイバル (85名 参加)、 スポーツチャンバラ (106名 参加)、 なんでもピ

ンポン (153名参加)が行われました。昨年を大きく上回る、のべ1,000名 を

上回る学生が参加し自熱した試合が繰 り広げられました。また運営面でも競技

の試合をしていない学生は飛び入り企画に参加して待ち時間を費やすように工

夫がされていました。

来年も様々な工夫を凝らして、より多くの学生が楽しめる体育祭として盛り

上げていってほしいと思います。

各競技の上位入賞チームは以下の通りでした。

<各競技の順位紹介>
サッカー・・・13チーム 113名参加

1位 1     今夜が山田 2位 シフリンとアトキンソン 3位 シーサー

バドミントン ・28チーム 108名参加

1位 Aチーム 2位 ブラツクダイヤモンス 3位 Explorer

ソフトボール・・ 。16チーム 168名参加

1位 I    AKB48研 究会 2位 世界のサツプ 3位 チームミワコブロー

バスケットボール 20チーム 125名

1位 グラスホッパー 2位 E&M 3位 あめんぼ

今年で47回 目を迎える錦杯学内レガッタ大会が11月 7

午前中は曇りがちで気温も低く、あまりよいコンディ

は良い天候に恵まれ、無事けがノ、もなく行われました。

日 (日 )に開催されました。

ションではありませんでしたが、参加者の熱気のおかげで午後から

毎年レガプタ大会|ま 現役」]層挺ヨ員|こ 11た  言だII三「 ∵で二千 ∫1兵

運営が行われてお 1,ま す= 二
「

尋を管「 て■・ _さ せて t■ きます:F ■二

うございます。

今年の大会の結果は以下の通りでした。

チ ム 名

ク 一フ ブ の
立
ロ 般 の

立

●

優 勝 ナカリキー (音楽研究会) 山 田 錦

準優勝 バイク部 (モーターサイクルスポーツ部) 筋 肉 室

3 位
セントレア羽田

(モーターサイクルスポーツ部)
大同インテリジェンス

12



大同大学のキャリア教育 (就職・進路の支援):こついて
☆☆☆ 卒業生から在学生の後輩諸君へ送る熱きメッセージ ☆☆☆

大同大学キャリアセンター

大同大学では、低学年次から様々なキャリア教育を実施しております
=

今春入学した学部 1年次生には、『自己発見セミナー (計 11回)』 を開講し
~

年ご協力いただいております。

この『自己発見セミナー』は、学生達が在学中および卒業後のキャ i'マ =

「自己発見J(自 分への 「気づき」)の仕法を修得することを目的としています
:

主なセミナー内容は次の通りです。

ヽ 高校時代に決別だ～オールクリア (A/C)ボタンを押そう～

■何のために大学にきたのだろう、大学生活がこうなればいいなあ

■ 伝えたい (コ ミュニケーション)、 自分を表現しよう

忘 協調性とは何かを考えよう

だ 好きなことから世の中に関わろう～動<、 感じる、考える～

鸞 キヤリアマインドを持とう～ 2つの軸が君の未来をつ<る～

炉 失貝聟ま成功へ向けての授業料

憑 ディスカッションの大切さを学ぼう

だ 勉強、仕事の土台となるものを考えてみよう

(プレゼンテーシヨンにチヤレンブ

〔 Willか ら始まる大学生活

セミナーは、同窓会役員と学長・副学長およびキャリア専門講師の

方々にご担当していただいています。

同窓会の役員方には、第 4回 目 (11月 1日 ～11月 5日 実施)の講師

として、「充実した学生生活と将来設計」と題し、『大学の歴史』や

『学生時代にすべきこと』『社会が求める人材』等、人生経験を踏まえ

在学生へ熱いエールを送っていただきました。

ご協力をいただきました宮本同窓会長を始めとする卒業生の皆様方へお=L=し 上1ザ ます。

9、 同窓会の役員の方々に講師として、毎

こ極めて重要であることを実践的に学び、

NO.57-201111
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ALUMNI ASSOCIATION OF DAIDO UNIVERSITY

大
‐
向学薗創立71周年記念事業 ゴビニステージ寄贈

大同学園創立70周年記念事業の一つとして、大同大学同窓会より大学ヘゴビーステージ (屋外ステージ)を寄贈しまし

た。本事業のランドマークとして計画されたゴビーステージは、学生および学生部の要望を聴取し、屋外ステージの詳細を

固めたものです。

設置の目的は、校内には学生のための集会場がないため、滝春キャンパス内に屋根付ステージを設け、学生集会、大学祭

等各種行事のステージ、学内音楽祭に利用する他、未使用時にはイス・テーブルを配置し、学生のための休憩スペースとし

て利用できる多目的屋外ステージとしました。

工事は、大学の夏季休業開始から着工し、無事に工事が進み、11月 9日 に竣工式が挙行され、大学のランドマーク『ゴ

ビーステージ』が晴れやかに完成いたしました。

竣工式には、奥村博司理事長、澤岡昭学長、宮本一男同窓会長を始めとした関係者、およそ20人が参加しました。当日

は、修祓、降神、献饉、祝詞奏上、清祓い、玉串奉築、撤餞、昇神の順に行われ、その後に奥村理事長より同窓会へ感謝状

をいただきました。

竣工式後は、吹奏楽団が柿落としを担当し、学歌など計 4曲演奏を行い、その後 3日 間は学生部主催によるステージ企画

のイベントが開催されました。

卒業生である皆様には、是非、大学に足をお運びいただき、真新しいゴビーステージをご見学いただきたいと思います。

14
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音楽研究部のライブ 彬277.′ O r7■ ,

地慕里ジャンクションのライブ

ストリートダンス研究会の
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″ ゴビ∵ステージ完出■‐

li31 で

身‐1

夜間風景 平成22年 11月 9日 (火 ) 柿落とし 同窓会長挨拶

新年明けまして、おめでとうございます。

会員の皆々様におかれましては、昨年は良い一年でしたか ?

昨年は、政治では、総理大臣交代や尖閣諸島問題。経済では、景

気低迷が続き混迷した年でした。

一方、「中ロドラヨンズ」が、シリーズでは逆転優勝、クライマッ

クスシリーズに勝利し、 日本シリーズでロッテに苦杯しましたが、

我々に 「感動 ありがとう !Jを 与えてくれた年でした。また、サ

ッカーの 「名古屋グランバス」が Jリ ーグで初制覇し、感動をくれ

たとしでした。

今年こそは、明るい一年にしたいものです。将来に輝きある同窓

会活動に同窓生皆様のご協力をお願いします。

皆々様のますますのご活躍とご健勝をお祈りいたします。

発 行 大 同 大 学 同 窓 会

名 古 屋 市 南 区 滝 春 町 10-3

直通電話。口図 (052)6128550

滝春校舎代表電話 (052)6126111

責任者 会 長     宮 本 一 男

印 昂1名 港 印 刷 株 式 会 社

☆同窓会事務局フリーダイヤん★

蛛 爬


