
編 集 後 記

　新年明けまして、おめでとうございます。

　昨年は、近隣諸国との領土問題による反日運動等により、多

くの日本企業が被害を受けました。また、消費税増税法案の成

立により国民の税金負担の増加することにもなりました。一方

で、ロンドンオリンピック・パラリンピックでの日本人選手の

活躍は、私達に大きな勇気、活力を与えてくれた年でもありま

した。今年こそは、明るい話題が多い一年になってもらいたい

ものです。

　大同大学としましては、大学創立50周年の節目を迎え、来年

には大学同窓会創立50周年も控えております。

　今後も、大同大学、大同大学同窓会の更なる発展のため、力

を尽くして参りますので、同窓生皆様もご協力をお願いいたし

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。
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大同大学創立 50周年記念式典
および

大同大学同窓会創立 50周年式典
の開催について

大同大学創立 50周年記念式典
および

大同大学同窓会創立 50周年式典

2014 年に大同大学および大同大学同窓会は、

創立 50周年を控え、これを記念して、祝賀記念事業および式典を計画しております。

詳細は、来年度の会報誌および大学・同窓会ホームページ等にて、ご案内させていただく予定です。

大同大学　創立 50 周年記念式典

　　　開催日時：2013 年 12 月 14 日（土）

　　　場所：名古屋東急ホテル　共催：大同大学同窓会

大同大学同窓会 創立 50 周年記念式典

　　　開催日時：2014 年 11 月 22 日（土）

場所：名古屋東急ホテル

の開催について

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

予告！

【大同大学同窓会の沿革】

　同窓会は、1964年に『大同工業短期大学同窓会』を設立後、翌年に『大同工業大学同窓会』と改称し、

2009年の校名変更に伴い『大同大学同窓会』と現名称になりました。現在の会員数は、大同工業短期大学の

卒業生を含め約２万５千名となり、下部組織は15の地区支部、同期生・サークル・業界職種等で組織する

７部会としております。
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　新年明けましておめでとうございます。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

お慶び申し上げます。私こと、昨年５月の総会にて

３期９年間の会長を退任させて戴きました。会員の

皆様には多大なるご支援、ご協力を賜り、誠にあり

がとうございました。さて、９年間の重責、24年間

の同窓会役員活動を振り返り得られた貴重な教えを

思いを募らせて戴きます。『同窓会の使命とは？』

会員の親睦を深める？ビジネス交流？それらも必要

な一部ですが、しかし、２万５千人の会員が得心す

る総意とは、母校の発展と学生への支援、それが総

てと言って良いのではないのか。母校への寄付行為

を行える卒業生の意識高揚、つまり母校意識の志。

志の衰退が母校を滅ぼす恐れがあるのではないか。

母校意識とは何か？母校意識を育むには何が必要

か？。『芝浦工大・石川名誉理事長

曰く・・・それは母校からの利益

供与ではない。それはまず、学生、

卒業生、教職員、皆が持てる誇り

の存在である。母校への「懐かし

さ」、「一体感」、そして「絆」は何

から生まれるのか？それは「感動

の共有」 共に感動した体験が母校意識を育む。感動

は、成功、失敗、危機などの体験を通して生まれる。

課外活動、交流活動、そしてもっとも大切なのは学

生、卒業生、教職員すべてを通しての「一体感」で

ある・・・。』まさに、大同大学の発展に必要不可

欠な意識、「母校愛・母校意識・志」その思いが重

要ではないのか。情だけの母校愛では力にならない。

母校を共に創る意識、目標の共有、責任の共有意識

までもが必要なのではないのか。『大同大学の伝統

は我ら卒業生が築く！』改めて母校愛への想いを胸

に新年の時を過ごさせて戴きます。本年も皆様がご

健康で、益々のご活躍をされることを祈念すると共

に、今後とも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。 
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　大同大学同窓会のみなさま、明けましておめでと

うございます。ご家族おそろいで良い正月を迎えら

れたことと思います。 

　昨年は、なでしこジャパンの活躍やロンドンオリ

ンピックで38 ヶのメダルを獲得するなど、スポーツ

では大いに盛り上がりました。しかし一方では、東

日本大震災の復旧・復興や福島第一原発の事故処理

など改善状況が見えにくく、政治の混迷が続いてい

ます。この先、政局に加え、外交・安全保障など日

本の進路が気になるところです。

　が、そんなことより本学について、今、足元はど

うなっているのかをみなさまにお知らせしたいと思

います。

　ご承知の通り、今から４年前の平成21年４月、大

同学園創立70周年を機に「大同工業大学」から「大

同大学」へ校名変更を行いました。と同時に、新た

な学問域として「かおりデザイン専攻」と「スポー

ツ情報専攻」を設けると共に「女子ハンドボール部」

を新設しました。

　その他のいろいろな施策や外部要因の変化もあっ

て、結果として入学者の確保はほぼ順調に推移して

います。

　特に女子学生の比率が従来の３％から８％強へア

ップし、学内の雰囲気も変化しつつあります。また、

「女子ハンドボール部」も創部２年目にしてインカ

レに出場するなど、早くも頭角を現しています。

　しかし、世の中は刻々と変化するものであり、18

才人口の更なる減少が目の前にせまっていることも

あって、次なる改革を検討しているところです。な

お、同窓会には、70周年の寄附事業として建設して

いただいた「ゴビーステージ」が学生に大変喜ばれ

ており感謝しております。ありがとうございました。

　さて、話は変わりますが、大同大学の設立は昭和

39年（1964年）であり、来年で創立50周年を迎える

ことになります。一方、同窓会は昭和37年（1962年）

に開学した「大同工業短期大学」の翌年に発足して

いるため、大同大学創立50周年と重なることになり

ます。

　従って、大学と同窓会とが一体となって、創立50

周年事業を行うべく、検討チームがすでに活動を始

めております。おめでたいことは、時期が早くても

良いと思いますので、来年といわず今年の秋頃より

イベントを企画していきたいと思っています。

　内容が固まり次第、みなさまに連絡していきます

ので、大いに盛り上げていきましょう。

　なお、学生のための環境改善として、トイレのウ

ォシュレット化や食堂の改装など今年も鋭意・推進

して行きます。

　最後になりましたが、昨年の５月に大同大学同窓

会長の交代がありました。前宮本会長には長きに渡

り、諸問題の解決にご尽力いただいたことに加え、

大同学園の評議員として、経営上の意思決定にも参

加していただき感謝しております。今後は、顧問と

して下郷新会長を支えて下さるようお願い致しま

す。

　同窓会のみなさまには、下郷新会長のもと、今ま

で以上に大同大学を応援して下さることをお願い

し、私の新年の挨拶と致します。

　新年のご挨拶
学校法人大同学園

　　　　理事長　奥村　博司
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支部情報

BRANCH INFORMATIONBRANCH INFORMATION

滋賀支部
　　

支部長　86A　伴　政憲

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は政治・社会とも大変厳しい年であったような気

がします。今年は何とか明るくなるよう私たち自身も頑

張っていきたいものです。

　さて、滋賀支部も20周年を迎えさせていただきました。

これもひとえに諸先輩方のご支援の賜物であると心より

感謝申し上げます。去る2012年10月27日には総会とあ

わせ記念事業とし、びわ湖クルージングを催させていた

だきました。多くの先輩方にお集まりいただきましたこ

と重ねてお礼申し上げます。新たにご参加いただけた先

輩方もおられたいへん有意義であったと思います。また

滋賀支部ではフェイスブックというインターネットを使

った交流もはじめており情報交換が広まりつつあるよう

に感じています。こういったツールもうまく利用しより

一層活動が活発になることを願いつつ、今後もますます

大同大学そして社会のためにお力添えできるよう頑張っ

ていきたいと思います。

兵庫支部
　　

支部長　86D　深川　常治

　全国同窓会各位　新年あけましておめでとうございます。

　新年を迎えられご家族様のご健康を心よりお祈り申し

上げます。

　2012年後半の経済情勢の危機感が日増しに続いてい

る今日この頃です。昨日までの常識は、明日何かことが

起これば常識ではなくなる、社会の変化について行くの

が精一杯と、お話を聴くことが増えてまいりました。私

自身2012年を振り返れば、変化について行くことだけ

が精一杯で、その度に勉強しなければならず、子供から

親に「勉強しなさい」と言われ、楽しくも無いことばか

りで、日常生活においても知らないうちにさせられてい

た様な気がする年だったと感じております。

　話は変わり兵庫支部は、2012年11月17日（土曜日）西

明石駅前の「魚民」にて支部総会・懇親会を開催いたし

ました。ご参加を頂きました会員各位には、公私ご多忙

の中、支部会員９名、同窓会本部からは下郷会長・宮本

前会長・松尾先輩・事務局から神戸村野工業高等学校の

入試説明会で度々来校頂いております小堺氏のご出席を

いただきましたことに心よりお礼申し上げます。有り難

うございました。久しぶりに先輩諸氏との再会を果たし、

感無量で宴席では兵庫県人として楽しい一時を過ごすこ

とが出来ました。

　さて、2013年は変化について行くのではなく、変化

することを楽しんで過ごしたいと考えておりまして、兵

庫支部においては、これまで年１回の総会・懇親会をさ

せて頂くだけでしたが、2013年（平成25年度）は大同大

学創立50周年を迎えるにあたり、名古屋の生地である大

同町へ息子・娘・妻を交えて大同巡りなどを企画しては

いかがと思案しています。その節にはご案内を致します

ので兵庫支部各位の大勢のご参加ご協力をお願い申し上

げます。

　最後になりますが、まだまだ寒さは厳しくなります。

先輩諸氏の益々のご健康とご多幸を祈念申し上げまして

ご挨拶と致します。
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豊田支部
　　

支部長　76M　須藤　章

　新春の候、同窓会会員皆様には、益々ご活躍のこと、

お喜び申し上げます。さて　去る９月29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、例年と同じ豊田市西中山町のつどいの丘で

同窓会本部より下郷会長　宮本顧問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　堀内教授には、「環境リス

クを考えるー放射線リスクを正しく認知するために，私

達が知っておくべきこと」との演題で講演をして頂きま

した。時節柄、東日本大震災の復興やそれに端を発した

原発の存廃の論議に大変興味深く拝聴させて頂きまし

た。また　懇親会では、各支部からの応援や多数の会員

のご参加により大いに盛り上がりました。皆様のおかげ

を持ちまして無事支部総会が出来ましたので報告と合わ

せて御礼申し上げます。

あいち支部
　　

支部長　68M　松尾　英明

　明けましておめでとうございます。

　政治も経済も不安一杯の中、今年もいつも通りに季節

は巡ってまいりましたが、同窓生の皆様におかれまして

は如何お過ごしでしょうか。厳しい時世ではありますが

今年も以下の行事を計画していますのでご案内します。

　　２月：総会　　４月：春のイベント

　　５月：教職員との親睦ゴルフコンペ

　　10月：秋のイベント

　　11月：学内レガッタ（七笑会との連合）

　　12月：親睦ゴルフコンペ

　昨年２月の20周年記念総会、10月の秋のイベントに

はいずれも100名を超えるご参加を頂き誠に有難うござ

いました。秋のイベント鉄道博物館では晴天の芝生の上

で同窓生、同伴者、お子様それぞれ30名以上の皆様と駅

弁を囲みながらの楽しい一時を送ることができました。

今年はこのイベントを春にも計画しています。もちろん

「お子様無料、弁当・飲み物付」にて実施します。昨年

同様多数の皆様がご家族で参加される事をお待ちしてい

ます。

2012年10月21日（日）ＪＲ東海鉄道博物館

❖ 第49回錦杯レガッタに参加しました

　あいち支部と七笑会と合同でレガッタに参加しまし

た。昨年はあいにくの雨で中止になりましたが、今年は

風も無く心地よい気温の中で楽しむことができました。

　全体的には少なめの参加者でしたが、我連合チームは

同伴者、お子様を含め、総勢20名が集まりました。特に

今年は、同窓会の部会を申請中であるボート部OBの方々

５名に参加して頂き、ボート部設立当時の話題で盛り上

がりました。少し気が引けましたが60歳を遥か超えてい

ることを云い訳にOBの方々にも競技に参加して頂きま

した。決勝では85生中心で連勝中の「山田錦」組に僅差

で負け準優勝でしたが、ピタリと揃ったオールの動き、

アメンボの如く進む艇・・・岸から見ている人々に「私

も漕いでみたい！」と思わせる健闘ぶりでした。

　表彰式の前にはOBから、現役部員に感謝と激励の言

葉と共に部会設立後の抱負が述べられました。

　末筆になりますが毎回おでん等を準備して頂いている

68M竹島さんご夫妻に感謝！です。

三重支部
　

支部長代理　62M　川邉　俊樹

　新年あけましておめでとうございます。会員各位に於

かれましては、社会情勢から孤軍奮闘しながらも頑張っ

ておられることと思います。

　さて、三重支部では平成24年10月20日（土）四日市に

ある健康ランド　ユーユーカイカンにて支部総会、親睦

会を開催させて貰いました。

　当日は、下郷会長、松尾支部・部会連絡協議会代表、

宮本顧問、大矢支部活動世話役の４名にご参加いただき、

森支部長は公私共にお忙しく参加できませんでしたが支

部会員７名が参加し計11名で通常通りの会務及び会計報
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告後、親睦会に入り会長から同窓会の現状等の報告があ

り宴が始まった後、参加者全員から近況報告を兼ねて自

己紹介を頂き１次会は予定時間を大きくオーバーし会場

から追い出されるようなことになりお開きとしその後、

総会前に温泉に入らなかった方は入り宿泊者はそのまま

睡眠をとって頂きました。

　報告させて貰いました様に参加いただいた各位にはそ

れなりの満足をして頂いたと思っていますが今後は良い

企画を立案し、多くの方に参加いただけるように努める

つもりですのでご協力をお願い申し上げます。

関東支部
　　

支部長　66E　早川　元

　会員の皆様明けましておめでとうございます。

　今年は大学及び大学同窓会の創立50周年合同記念式典

が予定されています。私の卒業年度が1970年あれから

43年、高校時代迄豊橋で、大学まで名古屋で過ごし箱根

の山を越えて横浜に腰を据えて43年しっかり関東人にな

りました。

　ただ、高校野球の応援は第１位が母校（時習館）、第２

位が愛知代表、第３位が神奈川代表となっています。プ

ロ野球でも中日の成績が気になります。名古屋グランパ

スもです。意識のどこかに愛知が残っているのでしょう

か？ただ齢を取っただけなのか？

処で

　同窓会支部・部会連絡協議会（2012.11.3）開催の配布

資料を見ると関東支部の会員数は464名で全体に占める

割合が２％弱と何処かの弱小政党の支持率みたいです。

因みに愛知県内（あいち支部、豊田支部、みかわ支部）３

支部の割合が52.6％東海３県（愛知、岐阜、三重）で

72.3％静岡まで含めると78.6％となっておりほとんどの

会員が名古屋経済圏に含まれている状況にあります。終

の棲家を求めてＵターンする人が多いのか、はたまた箱

根を超えての就職に問題があるのか（味噌汁の味？親離

れ？子離れ？ etc．）。関東支部会員の歩留まりはどれ位

なのか？ 464名の会員（連絡可能者287名）をどれだけ６

月の最終土曜日14：00浅草葵丸進（支部創立以来同じ店）

へ足を向けさせる事が出来るかガンバリマース！

四国支部
　　

支部長　68E　藤岡　幸伸

　全国の同窓生の皆様、新年あけましておめでとうござ

います。

　わが同窓会は昨年会則変更を行い新体制でスタートし

ました。同窓生の皆さまのお力添えを頂きながら一緒に

なって同窓会をさらに盛り上げたいと思っています。

　また今年12月には大学と同窓会の合同創立50周年記

念式典が開催されます。この式典も多くの同窓生のご参

加を得て大いに盛り上げましょう。

　さて四国支部は昨年の27回目の支部総会を無事迎える

ことができました。これもひとえに同窓生の皆様方のご

支援、ご指導の賜物と支部役員一同心より感謝を申し上

げます。

　以下に昨年の支部総会について簡単にご紹介させて頂

きます。

　学園より奥村理事長、本部より下郷会長、宮本顧問、

松尾連絡協議会代表、川角評議員、富山支部の谷井支部

長をお迎えして例年と同じ場所：高松市内『魚市場　小

松』で開催致しました。特に名古屋や富山からご臨席頂

いた６名の皆様には残暑の厳しい中高松まで足をお運び

頂き、深く感謝を申し上げます。

　支部総会では会計報告などの配布資料を簡単にご説明

した後、奥村理事長からご挨拶と母校大同大学の近況な

ど、下郷新会長の就任挨拶と今後の方針、宮本顧問より

会長退任のご挨拶、松尾代表の就任挨拶、谷井支部長の

挨拶、川角評議員の挨拶を頂きました。引続き行われた

懇親会のスタートは、若手ホープの川角評議員に乾杯の

音頭をとって頂き宴会を開始しました。

　懇親会では、青竹に入っている冷酒を頂きながら瀬戸

のおいしい魚を食し一気に盛り上がり始めました。裏話

をご紹介すると、今回お店からは恒例の青竹は廃止した

という話を聞き、急遽当支部の山谷事務局長に相談した

ところ、準備するとの頼もしいお言葉を。そして当日に

はしっかりと冷やした青竹の徳利と同じく青竹のおちょ

こを用意してありました。山谷事務局長　この紙面をお

借りし改めて心からお礼申しあげます。

　最後には全員で記念写真を撮影して、二次会に向かい

夜が更けるのも忘れて旧交を温め、また新たな交流が生

まれ有意義なひと時を過ごしました。今年は28回目さら

に多くの支部会員の皆様のご参加を心よりお待ちしてい

ます。

　今年度の四国支部の行事は例年通り高知親睦会６月、

四国支部総会・懇親会８月、大同香親会親睦会11月と予

定しています。これとは別にイベントも企画する予定で

す。詳細は支部ホームページ（３月以降更新時）、ご案内

状（各行事１ヶ月程度前お届け）でご確認下さい。（イベ

ントはホームページでのご案内になる予定です。）

　今後とも四国支部にご支援をよろしくお願い申し上げ

ます。

富山支部
　　

支部長　73E　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。

　さて、富山支部では第10回の支部総会を平成24年10

月６日に富山市内の「竹政」で開催いたしました。本部

より下郷会長、宮本顧問、愛知理事、松尾支部部会連絡

協議会代表に出席いただき支部会員５名と共に総会の

後、楽しいひと時を過ごしました。
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　富山県内には現在、名簿上約200名近い会員の方がい

らっしゃいますが、まだまだ支部としての体裁が整いま

せん。同窓生の皆さん、ぜひ一度参加してみてください。

仕事の上でも人生の上でも新たな道が開けると思いま

す。

　寒い季節が続きますが、皆様方には健康に留意され新

たな一年をお過ごしされるようご祈念申し上げます。

　最後に本会も設立10年を迎えるにあたり、平成25年

度より新たな気持ちで会の運営をするべく下記の通り役

員交代いたしますのでよろしくお願いいたします。

　　　　　支部長　　　野上　潤一（90Ｄ）

　　　　　副支部長　　松倉　脩冶（73Ｍ）

　　　　　副支部長　　谷井　直之（73Ｅ）

大阪支部
　　

支部長　75M　松田　明雄

　新年あけましておめでとうございます。

　同窓会会員の皆様には素晴らしい新年をお迎えになら

れたと心よりお慶び申し上げます。平素は同窓会本部を

はじめ関係者の皆様のご支援、ご協力を賜り誠に有難う

ございます。

　私も長年のヘビースモーカーを続け、家庭には商用と

称してお酒のはしご。狭心症・高血圧・糖尿病・痛風等

の慢性疾患を保持しつつ昨今の競争社会を生き抜いてい

る一人でございます。心臓の冠動脈にはステントが３つ。

腎動脈にもステントが。当然ながら新たに生命保険の加

入もさせて貰えず、老後の蓄えも商売の資金へと消え去

っていく中、先々の不安も津波のごとく押し寄せてくる

毎日を味わっております。

　新たなビジネスチャンスは無いものか？「何か」を模

索しつつ「何か」を探し出すのは至難の業。より多くの

情報からのひらめき。個人においても、企業においても

「何か」を模索しておられるのではないでしょうか？

　同窓会大阪支部において毎年９月には「ビジネス交流

会」を開催しております。異業種交流の場を通じて何か

のヒントになればと同窓生諸氏の技術・知識・情報等を

発表していただき、ビジネスチャンスのコミュニティと

して活用していただければ幸いです。企業戦士として長

年培われてきたマル秘を、若い世代の同窓生が現代流に

アレンジして新しい形に変える。また、医療とＩＴ技術

がなした現代医療のように素晴らしい発展・展開が産ま

れるかも。未知数に対する期待は弾けんばかり！

　平成25年９月14日（土曜日）は第４回ビジネス交流会

を行います。同窓生の皆様方の参加とプレゼンをお待ち

しております。

山梨支部
　　

支部長　66M　藤井　豊

　新年明けましておめでとうございます。

　2013年の新年を迎え、同窓会員諸氏ならびにご家族

皆々様におかれましては、素晴らしい新年をお迎えにな

られたこととお喜び申し上げます。

　昨年は、山梨支部活動に際し、同窓会本部並びに各支

部の皆様のご支援・ご協力を頂き誠にありがとうござい

ました。

　本年も昨年同様ご支援・ご協力をいただけますようよ

ろしくお願いします。

　山梨支部では支部総会・懇親会を11月10日（土）に夜

景の綺麗な甲府ワシントンホテルプラザ13階の「銀座八

丁」で開催しました。

　当日は、天気がよく、雲ひとつなかったので雪化粧を

した富士山がくっきりと見え、また山々の紅葉も映え、

とてもきれいでした。

　ご多忙の中、本部より宮本顧問、平野副会長、松尾支

部・部会連絡協議会代表、大石事務局員そして支部から

は、須藤豊田支部長、山本豊田事務局長、花本静岡支部長、

大石静岡副支部長、彦坂みかわ支部長、大石事務局員の

奥さんにご参加をいただき大変有意義な時間を過ごすこ

とができました。

　山梨支部は、家族とともに楽しめる行事を計画して活

動しています。

　平成25年度の行事計画は

　25年　６月上旬　サクランボ狩りとバーベキュー（済）

　25年　９月第３日曜日　ぶどう狩りとバーベキュー

　25年    11月第１土曜日　支部総会・懇親会

　26年　１月第３日曜日　新年懇親会

以上のような計画をしております。

　山梨支部は、同窓生皆様の親睦、情報交換の場として、

職域や年齢を超えた交流を図っていきたいと思っており

ますので、同窓生の皆様並びに山梨支部の皆様の多数の

ご参加をお待ちしています。

　最後に、皆様のご多幸とご健康を心からお祈り申し上

げます。

みかわ支部
　　

支部長　69E　彦坂　修平

　新年明けましておめでとうございます。会員諸氏にお

かれましては、素晴らしい新年をお迎えになられたと心

よりお喜び申し上げます。

　さて昨年は、私どもみかわ支部は、近隣の支部との交

流に力を入れてまいりました。今年ももっと多くの支部

との交流をし、活動を参考にして他支部の良い点をみか

わ支部に取り入れてまいりたいと思います。役員一同、

会員の皆様に参加しやすい支部を目指し新年の志にした
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いと思います。

　今年も春の懇親会をはじめ年４回程度の懇親会を考え

ているところです。是非多くの会員の皆様のご参加お願

い申し上げます。特に2000年以降の卒業された同窓会

員の皆様の参加がまだまだです。お気軽に参加していた

だき、仕事や遊びのこと楽しく先輩方と話し合い、懇親

を深めていただき明日の糧として頑張っていただきたい

と思います。

　　　２月　　新年会

　　　４月　　春の懇親会

　　　７月　　総会（第一土曜日）

　　    10月　　秋の懇親会

　連絡先　支  部  長　彦坂修平　　090-1832-0256

　　　　　事務局長　米倉義明　　090-4404-7062

静岡支部
　　

支部長　82E　花本　篤人

　寒さ厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか。

　静岡支部におきましても寒さに負けず支部活性化に向

けた活動を行っておりますが、相変わらず景況も厳しい

折、仕事難等で困っている同窓生も少なくありません。

皆様がこの文章をお読みになる頃には少しでも良い方向

に変化している事を願うばかりですが、政局の安定や経

済の回復を待ってばかりでは解決にはつながらず、苦境

は自らの努力で乗り越えるものと最近より強く感じるよ

うになりました。

　このような時こそ親しい仲間同士で知恵を出し合い強

力て行く事が大事ですが、幸いにも同窓会の人脈が大変

役にたっております。具体的に仕事の受発注やお客様の

紹介等ですが、それらは静岡支部活動のもう一つの柱で

もあるビジネスマッチングにもつながって行きます。

　今後とも、本学及び同窓会発展のため日々活動を進め

て行きますのでどうか暖かいご支援の程お願い致しま

す。

岐阜支部
　　

支部長　72E　香田　孝

　会員の皆様　新年明けましておめでとうございます

　平成25年の新春をいかがお過ごしでしょうか。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。（ここ数年、「平凡な正月」を迎えら

れることがありがたく思えます）政界がこのところ、に

わかに賑わしいが、これは「庶民が本当に困りだした」

からだろうと考えます。皆さんはどんな感想をお持ちで

しょうか？

　報告：昨年の支部総会は《日帰り下呂の旅》を実施し

ましたが愉快な一日でした。個人的には、会員間の距離

がぐ〜んと縮んだと実感しています。二千余の会員の

方々、是非、次のご参加を！！

　新年に当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。

部会情報

CLUB INFORMATIONCLUB INFORMATION

サッカー部
OB・OG 滝春会　　

部会長　82E　岡本　博則

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年の総会で同窓会の幹部がリニューアルされ、次な

る企画・ステージが期待される中、我がサッカー部も大

同大学の同窓会・滝春会の一員として、微力ながら発展

に貢献していきたいと思います。

　さて、昨年の総会及び懇親会では、総勢54名のご参加

を頂き誠に有難うございました。今年の行事につきまし

ても、熱く盛り上げて活動致したく皆様のご協力を得て

更なる飛躍をして参りたいと思います。

【平成25年度の滝春会のスケジュール】

　H25年１月：新年現役交流試合及び親睦会

　　　　２月：卒業生追出し交流試合及び懇親会

　　　　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：夏期現役交流試合及び親睦会

　　　  12月：親睦旅行（忘年会）

　以上のような計画をしております。

サッカー部滝春会の皆様においては、親睦・情報交換の

場として是非多くの方々のご参加をお待ちしておりま

す。

71 会
　　

部会長　71M　後藤　道夫

　明けましておめでとうございます。

　71生に於かれましては昨年還暦を迎えられ、今年は多

数の方々は退職されて新たなる人生を歩まれることと思

います。振り返れば40年近く、家族の幸せを守るために

頑張って来られた事でしょう。色々な思いが脳裏をかす

める昨今ではないでしょうか。そんな時に今一度、大同

（工業）大学に学んだ日々を思い起こしてください。決し

て恵まれた大学ではなかったかと思いますが、熱血教授

や古典的教授、どの教授も個性が強く未だに101教室で

の英文学の講義は昨日のことのように思い出されます。

　今、大同大学は名古屋南に燦然と輝く学び舎となって

います。また卒業生は25,000名余りとなり全国で活躍し

ており、我々 71生は既に最古参なのです。古巣の学舎

の面影はほとんどありませんが雰囲気は掴み取れると思

います。

　どうぞこの年を機会に大同団結して旧友との再会をし

ようではありませんか。

　「５月25日（土）は大同大学同窓会総会」

　「７月６日（土）には『71会』の総会懇親会」を行います。

　是非とも今から参加の予定をしていただき、より良い

人生の再スタートを切っていただけますようご案内致し

ます。
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スキー山岳部・
スキー部 OB・OG 会　　　

部会長　72M　大川　司

　新年明けましておめでとうございます。

　皆様方におかれましては、すばらしい年をお迎えのこ

とと存じます。

　毎年、雪の便りが届く頃になると、心が躍ります。通

勤途中に見える白銀の御岳や鈴鹿山脈を眺めるたびに、

重いキスリングを背負い、ラッセルして登った雪山を思

い出します。

　スキー山岳部・スキー部の部会が発足し３年目を迎え

ることになりました。スキー山岳部がスキー部に名は変

わりましたが、部会名としては、スキー山岳部・スキー

部として名前を残し、「山を想う」気持ちの仲間として、

今後もＯＢ・ＯＧ諸氏と現役が交流を図っていきたいと

思っています。

　平成25年３月20日（水）春分の日に、岩岳スキー場で

各大学のスキー部のＯＢ・ＯＧスキー大会が予定されて

います。大同大学として昨年度を上回るＯＢの参加者が

予定されています。また、その前後でスキー山岳部・

スキー部OB・OG会を予定していきたいと考えています。

後立山連峰を眺めながら、昔話に花を咲かせたいと思い

ます。連絡は、下記へお願いいたします。お待ちしてい

ます。

　Okatu-27@qc.commufa.jp

　皆様方の益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上

げます。

（昨年度参加のＯＢのスタート）

教 志 会
　　

部会長　66M　布目　訓久

　新年明けましておめでとうございます。

　同窓会会員の皆様方に於かれましては、益々ご活躍の

こととお喜び申し上げます。

　本年も相変わりませずご支援・ご指導の程宜しくお願

いいたします。

　さて私たち「大同大学教志会」は、大同工業短期大学・

大同工業大学・大同工業大学大学院・大同大学・大同大

学大学院を卒業または修了した教職員を会員とする同窓

会部会活動団体です。

　その目的は、会員相互の友誼を深めるとともに、母校

の事業に賛同し母校の発展を期することです。

　事業趣旨は研究会、講演会等の活動を行うことにより、

母校および同窓会との連携を密とし、情報伝達・意見交

換を行い、さらに教育界を目指す学生の育成を図ること

です。

　上記目的・事業趣旨をもって、毎年八月最終土曜日午

後に教志会研究会を実施しています。

　平成23年度は８月25日に本学で開催いたしました。

実施内容は同窓会HPに掲載されていますので、そちら

をご覧おきください。

　傍聴は自由ですので、一人でも多くの方に参集してい

ただけますよう教志会員一同、お待ちいたしております。

　尚、旧現職教員・職員の方も参加を希望されます方は、

同窓会事務局へ申し込んでください。

　最後に、今年も同窓会の皆様方と共に歩まさせていた

だきますので、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたし

ます。

　新年にあたり、皆様のご健勝とご多幸を衷心よりお祈

り申し上げます。

拳 友 会
　 

部会長　69M　坂田　洋一郎

　新年明けましておめでとうございます。同窓会員の皆

様方いかがお過ごしでしょうか。　　　　　　　　　　

　年を重ねるごとに、祈願する事柄が増えていく今日こ

の頃です。昨年は、まるでドラゴンが火炎を噴くがごと

く、世界中が大荒れに荒れた年でした。（ドラゴンズは、

不発に終わりましたが）その辰年もやっと明け、巳の年

がやって参りました。巳年が、どの様な年になるのかは

よく判りませんが、蒔いた種が実り、素晴らしい年明け

になると共に、平穏な日々が送れる年となりますように

願っております。

　昨年は新役員の改選が行なわれ、本年は新会長のもと、

同窓会50周年記念事業実施に向けての大切な年となりま

す。記念式典の日程もほぼ決定し、多彩なイベントも計

画中とのことです。公私共に多忙かと思いますが、是非

ご協力、ご支援のほど宜しくお願いします。

　拳友会についても、例年通り演武会、親睦旅行、懇親

会などの行事を予定しておりますので、多数の参加をお

待ちしています。
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白 水 会
　　

部会長　77C　竹居　義彦

　新年明けましておめでとうございます。皆様におかれ

ましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

　白水会とは建設系の卒業生が対象の会です。

　毎年の活動は、勉強会、意見交換会、懇親会、親睦ゴ

ルフなどを行い、友好を深めて行きたいと願って居ます。

今年も、ゴルフコンペ、勉強会、懇親会などを通じ皆様

と情報を交換して、活動していきます。

　今後も若い世代の方の、多数の出席を頂き有意義で楽

しい情報交換の場所として活動したいと思って居ます。

今後も建設系の卒業生の数多くの参加をお待ち致してお

ります。

写真は昨年11月10日（土）に行ったゴルフコンペのもの

です。

ＯＢ情報

OB INFORMATIONOB INFORMATION

燎　会
　 

事務局長　75E　田畑　稔幸

新年あけましておめでとうございます。

　燎会では昨年６月30日・７月１日に日本

の宿「山乃湯」にて15名の皆様方のご参集

を賜り、39回会合を無事に終了しましたことを心より御

礼申し上げます。

　さて平成25年度は大同大学創立50周年・同窓会設立

50周年の祝典を挙行する節目の年で、また燎会に於いて

も燎会設立40周年を迎えお祝い事の多き年でもありま

す。燎会会合は半年先の催しとはなりますが、６月から

解禁となる鵜飼いを「屋形船」で夕食をしながらご観覧

をしていただく企画です。この企画は「屋形船」定員25

名貸し切りで予約をしていますので、会員の皆様方の呼

び掛けとご協力が必要となりますので宜しくお願い致し

ます。(木曽川が増水した場合は「屋形船」中止)

　なお、この案内をご覧いただき早期に参加希望の皆様

は下記事務局へメールでお願い致します。その際、学籍

番号・氏名・郵便番号・住所・自宅電話・携帯電話をお

忘れのないようにお願いします。出来ましたら自宅また

は勤務先のPCからの送信をお願いします。定員になり

次第締め切ります。複数の申込みは一人一人の個人情報

を記入の上、送信して下さい。

　これから更に厳しい寒さが到来します。皆々様のご健

康とご多幸を心より祈念申し上げご挨拶と致します。

【平成25年　燎会開催案内】

開催日：平成25年７月６日(土)・７日(日)　１泊２日

集　合：午後４時30分現地集合 

　　　　（乗船注意事項の説明があるため）

会　場：〒484-0091　犬山市継鹿尾字氷室162-1

　　　　犬山国際ユースホステル

定　員：25名迄

　　　　（満席になりますようご協力をお願いします）

会　費：14,000円　(女性会費：12,000円)

　　　  （料理上級、船内・部屋内ドリンク代等含、定員

を下回った場合は不足人数分のキャンセル料を

徴収致します)

締切日：平成25年６月７日(金)  締切日厳守

【連絡先】 田畑事務局  kvkr72273@zeus.eonet.ne.jp

　　　　 (携帯：080-5347-7115)

          　自宅TEL/FAX　079-420-0079   

委員会情報

COMMITTEE INFORMATIONCOMMITTEE INFORMATION

  

会員調査・情報管理委員会

藤田　憲一

　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、輝かしい新年をお迎えになられたこととお

喜び申し上げます。

　大同大学同窓会も約半世紀の歴史を持つまでになって

来ました。現在、会報誌の送付数も18,000余となってお

りますが、未だ送付先不明等の為、会報誌さえ送付され

ていない会員が数千名と推定されております。

　会員調査・情報管理委員会としましては、今後の同窓

会活動を活性化させる為には、会員の皆様に今以上に安

心・信頼をして会員情報を提供していただけるよう、個

人情報の保護を重視した体制・運用を目指しております。

また、同窓会活動の為の情報提供にも細心の注意を払い、

より多くの会員の皆さんに会報誌や支部・部会の活動情

報等をお届けすることが出来るよう、最新で正確な情報

提供が出来ることを心がけております。

　会員の皆様、同窓会活動にご理解をいただき情報のご

提供と活動へのご参加をよろしくお願いいたします。
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支部・部会連絡協議会

　支部・部会連絡協議会を開催しました。

　平成24年11月３日（土）に全国の支部長・部会長が大

学に集まり、『支部・部会連絡協議会』を開催しました。

当日の会議のテーマは、同窓会活動を支える支部・部会

活動の目的・意義とし、２年後に迎える同窓会設立50周

年の祝賀事業に向け、これまで以上に同窓会役員の団結

力が必要であるとの意思確認がされました。

広報委員会

　次年度より、大同大学同窓会の活動を、より情報発信

を活発にするために、ホームページで随時お知らせする

こととなりました。それに伴い従来年２回発行しており

ました、同窓会報を年１回（毎年８月15日）の発行とさせ

ていただきます。今後とも同窓会の活動にご支援のほど

よろしくお願いします。

　ホームページへのアクセスは以下のとおりです。

　http://www.gobys-net.com/　

キャンパス情報

CAMPUS INFORMATIONCAMPUS INFORMATION

　　　　第49回錦杯学内レガッタ大会　　　　第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会　　　　　　　　第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会　　　　　　　　　　　　第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会第49回錦杯学内レガッタ大会　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成24年11月４日（日）、今年度もレガッタ大会が開

催されました。今年度は天候にも恵まれ、晴天の中、レ

ガッタ大会を行う事が出来ました。

　チームの息が合っていないとうまく進むことが出来な

いこのスポーツで、最初は悪戦苦闘していたチームが

多々見えましたが、徐々に上達していき、この大会を通

してよりよいチームワークを築く事が出来たように思い

ます。また、参加チーム同士お互いの交流を深め合うな

ど、それぞれに色々な思い出を作れたのではないでしょ

うか。

　レガッタ大会に参加した方々は、活気に満ち溢れ、秋

の寒さなど感じさせない白熱した素晴らしい大会になっ

たと思います。

　毎年レガッタ大会は現役の漕艇部員に加え、漕艇部

OBの方々の協力により、運営が行われております。こ

の場を借りてお礼させていただきます。ありがとうござ

います。

　来年度、節目の50回を迎えるこの大会に皆様のご参加

を心待ちにしております。

チーム名

クラブの部 一般の部

優　勝 プリティキュア（吹奏楽団） 山田錦

準優勝 ＰＯＮＴＡ！！（自動車部） 同窓会あいち支部七笑会連合

３　位
Meem Racing Factory

（モータサイクルスポーツ部）
大同仕事人



編 集 後 記

　新年明けまして、おめでとうございます。

　昨年は、近隣諸国との領土問題による反日運動等により、多

くの日本企業が被害を受けました。また、消費税増税法案の成

立により国民の税金負担の増加することにもなりました。一方

で、ロンドンオリンピック・パラリンピックでの日本人選手の

活躍は、私達に大きな勇気、活力を与えてくれた年でもありま

した。今年こそは、明るい話題が多い一年になってもらいたい

ものです。

　大同大学としましては、大学創立50周年の節目を迎え、来年

には大学同窓会創立50周年も控えております。

　今後も、大同大学、大同大学同窓会の更なる発展のため、力

を尽くして参りますので、同窓生皆様もご協力をお願いいたし

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。
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大同大学創立 50周年記念式典
および

大同大学同窓会創立 50周年式典
の開催について

大同大学創立 50周年記念式典
および

大同大学同窓会創立 50周年式典

2014 年に大同大学および大同大学同窓会は、

創立 50周年を控え、これを記念して、祝賀記念事業および式典を計画しております。

詳細は、来年度の会報誌および大学・同窓会ホームページ等にて、ご案内させていただく予定です。

大同大学　創立 50 周年記念式典

　　　開催日時：2013 年 12 月 14 日（土）

　　　場所：名古屋東急ホテル　共催：大同大学同窓会

大同大学同窓会 創立 50 周年記念式典

　　　開催日時：2014 年 11 月 22 日（土）

場所：名古屋東急ホテル

の開催について

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

予告！

【大同大学同窓会の沿革】

　同窓会は、1964年に『大同工業短期大学同窓会』を設立後、翌年に『大同工業大学同窓会』と改称し、

2009年の校名変更に伴い『大同大学同窓会』と現名称になりました。現在の会員数は、大同工業短期大学の

卒業生を含め約２万５千名となり、下部組織は15の地区支部、同期生・サークル・業界職種等で組織する

７部会としております。


