
編 集 後 記

　新年明けましておめでとうございます

　昨年は，国内各地において竜巻，洪水，台風などの自然災害

に見舞われ，過去最大規模の台風 30号ではフィリピンにおい

て甚大な被害をもたらしました。反面，2020 年の東京オリン

ピック開催決定，富士山の世界遺産登録などの明るいニュース

もありました。我が母校では大学創立 50 周年を迎え，12 月

には三浦雄一郎氏を迎えての講演会・式典・祝賀会が挙行され

ました。今年は同窓会創立 50 周年記念式典が 11 月に開催さ

れる年でもあり，本年が明るいニュースに満ちた良き一年とな

りますようお祈り致します。（H.A)
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大同大学同窓会

創立 50 周年記念式典 開催案内

■開催日時／2014年11月22日（土）

■場　　所／名古屋東急ホテル

■受付開場／ 14：30〜

■記念式典／ 15：00〜

■記念講演／ 15：30〜
　　　　　　 講　師：未　定

■祝 賀 会／ 17：00〜

■終　　了／ 19：30 予定

詳細は 2014 年８月初旬にご案内致します。
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　同窓生の皆様、新年明けましておめでとうござい

ます。

　会員の皆様、そしてご家族の皆様にとって幸多い

年でありますよう心からお祈り申し上げます。

　さて、昨年の12月14日には名古屋東急ホテルに於

いて「大同大学創立50周年記念式典・祝賀会・講演会」

が盛大に挙行されました。記念講演会には世界のプ

ロスキーヤー三浦雄一郎氏（80歳）が講演され、北海

道大学の後輩でもある大同大学学長澤岡学長との対

談、記念式典は、澤岡学長の式辞に始まり我々同窓

会から大学に「学生に使用していただけるバス」を

1台寄贈させていただきました。又祝賀会は500名を

超える出席者となり、その内280名程が同窓生の参

加をいただき　和気藹々とした中で時も忘れあっと

言う間の大変楽しい時を過ごさせていただきまし

た。

　昨今の状況に目を移しますとアベノミクス効果に

おいて大企業の業績は過去最高の利益を上げたと報

道されていますが、中小、零細企業においてはまだ

まだ業績向上といった声は聞かれません。フィリピ

ンでの巨大な台風、原発の汚染水漏れ、度重なる雨

水による災害等、昨年は世界にとっても日本にとっ

ても大変な年になったと思います。しかし、日本で

は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開

催が決まり2016年にはメイン会場となる国立競技場

が施工開始される運びとなり明るいニュースも入っ

てまいりました。我々同窓会も今年の11月22日（土）

には名古屋東急ホテルに於いて「大同大学同窓会創

立50周年記念イベントを開催いたします。理事会に

於いて各地方の同窓生が名古屋までお見えになるこ

とが困難な方々にも参加いただきたく６月には関東

地区、９月には関西地区に於いて50周年イベントを

開催いたします。今回の50周年行事は、同窓生のみ

ならず、ご家族の方々にもご参加いただき、皆様に

楽しんでいただける、又、「お・も・て・な・し」

の心を持った同窓会50周年を皆様と共にお祝いさせ

て戴きたいと考えております。

　卒業生も約25000人を超え半世紀という時を迎え

た今、同窓会も変革しなければなりません。大同大

学の卒業生の中で女性の会員が500名程卒業されて

います。男性だけの同窓会、理事会ではなく、新し

い女性の英知を同窓会に吹き込まなくては今後50

年、100年先の同窓会はありえません。又、年代の

若い卒業生にも大いにご参加いただき卒業生の為

の、学生の為の、大学の為の同窓会をピュアな感覚

で創作したいと考えておりますので是非とも皆様の

新しい息吹を同窓会に吹き込んでいただきたいと存

じます。

　最後に会員の皆様がご健康で益々ご活躍されるこ

とをお祈りいたします。
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錦織清治初代学長に感謝

　大同大学は本年４月１日に創立50周年を迎えま

す。大同大学の設置者である学校法人大同学園は１

月１日に75周年、大同大学大同高等学校は４月１日

に75周年を迎えます。この節目の年にあたり、本学

初代学長錦織清治先生と本学のために多大のご支援

を頂きました大同特殊鋼（株）はじめ中部の多くの企

業に感謝申し上げます。

　私は平成11年４月に大同工業大学の学長に就任し

ました。過去14年余の間に多くの本学同窓生と話を

する機会がありました。大同工業短期大学と設立時

の大同工業大学卒業生は、錦織先生がいかに学生思

いの方で、寝食を忘れて人材育成に努力されたか、

口を揃えて話すことに驚かされました。その錦織先

生は昭和44年７月、65歳で急逝され、リーダを失っ

た大学はしばらく立ち上がれないほどであったと聞

きました。

　錦織先生は1903年、島根県で生まれました。

1935年、錦織先生は東北帝国大学金属材料研究所助

教授の時、大同製鋼に招かれ、研究部長や技術部長

を歴任され、1945年に常務取締役に就任されました。

東北帝国大学の学生時代には修養団という団体の学

生寮で過ごされました。

　修養団は現在、公益財団法人として、子どもを対

象にした自然体験キャンプや海外の恵まれない子ど

もたちとの交流活動のほか、家庭教育や社会人教育

など多彩な教育事業を展開している団体です。

　錦織先生は特殊鋼の研究者としても著名な人であ

り、大同製鋼においては研究だけではなく、入社４

年後に設立された財団法人大同工業教育財団の専務

理事として大同工業学校の設立に奔走されました。

　昭和24年に学園理事長に就任した錦織先生は、そ

の前年度に大同工業学校から改組された新制工業高

等学校でご自身のモットー「汗と愛」について機会

ある毎に話され、「汗と愛」が現在の大同高等学校

の建学の精神として掲げられています。

　昭和37年に設置された大同工業短期大学において

も「汗と愛」を強調されました。

　「汗と愛」は本学の建学の理念として今後も生き

続けることでしょう。

大同特殊鋼に感謝

　錦織先生がいかに優れた方であっても、個人の情

熱だけでは大学を創立することは到底できません。

常に教育の重要性を積極的に実践してきた大同製鋼

（株）の組織文化があったからこそできたのだと考え

ます。

　大同製鋼（株）は現在の大同大学と高等学校の土地

のほとんどを学園に寄贈されました。当初の建物や

設備のほとんどは同社から寄贈されたものです。こ

れがなかったら大同大学は存在していなかったと思

います。昭和37年、大同工業短期大学設置のため31

の企業から多大の援助を頂きました。

　50周年を迎えるにあたり、改めて、大同特殊鋼（株）

はじめ本学の設立に多大の援助を頂きました多くの

企業と個人の皆様に心よりお礼を申し上げます

50 周年を迎えるにあたって
錦織清治初代学長と大同特殊鋼（株）に感謝

大同大学学長　澤岡　　昭



4

ALUMNI ASSOCIATION OF DAIDO UNIVERSITY

第48回  第20期
平成25年５月25日（土）15：00〜

於：大同大学ゴビーホール総  会  報  告

　平成25年５月25日（土）に第48回第20期の総会を大学のゴビーホールにて開催しました。

　毎年、総会は学園祭時に開催としております。

　当日は、天候にも恵まれ、キャンパス内は在学生・卒業生等の来場者で溢れんばかりの大盛況でした。

　総会には、大学側より理事長・学長を始めとする教職員の方、全国各地より多くの卒業生にご出席いただきました。

　主な議題は、会務・会計報告、ボート部OB会の設立、支部・部会の会則見直等、大学・同窓会の創立50周年企画案に

ついて約１時間半の会議を行いました。

　更には、別掲にもご紹介させていただきましたが、67会代表の若松氏より大同学園縁の【桃介橋の照明工事】につい

て開発秘話等のお話をしていただき、今後の祝賀行事に【美しい光】の導きを感じた次第です。

　また、夕刻より100名程の出席者による懇親会を開催し、出席者による学歌の大合唱を行い、盛大の内に幕を閉じる

ことができました。

　今年も多くの卒業生が総会・懇親会にご出席いただきましたこと、感謝申し上げます。

【議案】

　第１号議案　平成24年度会務報告

　第２号議案　平成24年度会計報告

　第３号議案　平成24年度監査報告

　第４号議案　平成25年度会務計画（案）

　第５号議案　平成25年度予算（案）

　第６号議案　�「大同大学同窓会会則」の一部改正に

　　　　　　　ついて（案）

　第７号議案　新設部会について（案）

　第８号議案　第20期同窓会役職者（案）

　第９号議案　その他

【報告】

　⑴　事務局組織

　［付録］

　　⑴　大同大学同窓会会則

　　⑵　組織図

　　⑶　入会金・会費に関する規程

　　⑷　支部設立規約

　　⑸　支部活動援助に係る取扱い規程

　　⑹　部会等設立規約

　　⑺　旅費規程

　　⑻　弔慰規程

平成24年度会務報告

■本部

●総会

　第47回第20期総会 平成24年 ５月 26日

大同大学ゴビーホール

●評議員会

　第１回 平成25年 １月 12日

●理事会

　第１回 平成24年 ５月 26日

大同大学ゴビーホール

　第２回（臨時） 平成24年 ６月 22日

　第３回 平成24年 ７月 19日

　第４回 平成24年 ８月 21日

　第５回 平成24年 10月 24日

　第６回 平成25年 ３月 19日

　第７回 平成25年 ４月 22日

　第８回 平成25年 ５月 22日

●支部長・部会長連絡協議会

　第１回 平成24年 ５月 26日

大同大学ゴビーホール

　第２回 平成24年 11月 ３日

●広報委員会

　第１回 平成24年 ６月 20日

総 会 ・ 懇 親 会

総 会 議 案
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　第２回 平成24年 ７月 11日

　会報60号発刊 平成24年 ８月 15日

　第３回 平成24年 10月 31日

　第４回 平成24年 11月 21日

　会報61号発刊 平成25年 １月 １日

●愛知県私立大学同窓会連合会

　総会 平成24年 ６月 29日

　南山大学60周年記念総会 平成24年 ７月 １日

　愛知工業大学同窓会50周年記念総会 平成24年 ７月 ７日

　第１回拡大事務局長会議 平成24年 10月 23日

　愛知大学同窓会60周年記念総会 平成24年 11月 10日

　第２回拡大事務局長会議 平成25年 ２月 15日

●その他

　50周年打ち合わせ会議 平成24年 ４月 20日

　同親会新旧役員歓送迎会 平成24年 ７月 ６日

　同親会ゴルフ打ち合わせ 平成24年７月20・21日

　後援会・同親会・同窓会役員研修旅行 

　 平成24年 ９月 15日

　新年会 平成25年 １月 12日

　臨時役員会 平成25年 ２月 27日

　卒業パーティ 平成25年 ３月 22日

■支部

●関東支部

　総会・懇親会 平成24年 ６月 30日

●山梨支部

　役員会 平成24年 ４月 15日

　さくらんぼ狩りとバーベキュー 平成24年 ６月 17日

　役員会 平成24年 ７月 22日

　ブドウ狩りとバーベキュー 平成24年 ９月 23日

　総会 平成24年 11月 10日

　役員会 平成24年 12月 23日

　新年会 平成25年 １月 27日

●静岡支部

　総会・懇親会 平成24年 ７月 ７日

●豊田支部

　役員会 平成24年 ６月 ７日

　役員会 平成24年 ９月 ５日

　第25回総会及び懇親会 平成24年９月29・30日

　反省会及び新年会 平成25年 １月 25日

●あいち支部

　大同大学教職員とあいち支部との親睦ゴルフコンペ

 平成24年 ５月 12日

　秋のイベント 平成24年 10月 21日

　学内レガッタへの参加 平成24年 11月 ４日

　会員親睦ゴルフコンペ 平成24年 12月 ２日

　理事会 平成24年 12月 ６日

　総会・懇親会 平成25年 ２月 23日

●みかわ支部

　親睦会 平成24年 ６月 ２日

　総会（静岡支部合同） 平成24年 ７月 14日

　忘年会 平成24年 12月 １日

●三重支部

　総会・懇親会 平成24年 10月 20日

●岐阜支部

　第６回総会・下呂温泉日帰りの旅 平成24年 ９月 29日

●富山支部

　総会及び懇親会 平成24年 10月 ６日

●四国支部

　第１回役員会 平成24年 ４月 22日

　第８回高知県親睦会 平成24年 ６月 24日

　第２回役員会 平成24年 ７月 ８日

　第27回総会・懇親会 平成24年 ８月 25日

　第３回役員会 平成24年 10月 14日

　第14回大同香睦会 平成24年 11月 24日

　第４回役員会 平成25年 １月 27日

●滋賀支部

　第１回役員会 平成24年 ４月 

　第２回役員会 平成24年 ６月 

　第３回役員会 平成24年 ９月

　総会・20周年記念びわ湖クルージング 

 平成24年 10月 27日

●兵庫支部

　総会・懇親会 平成24年 11月 17日

　役員会 平成25年 ３月 24日

●大阪支部

　役員会 平成24年 ７月 ６日

　総会・第３回ビジネス交流会 平成24年 ９月 ８日

　忘年会 平成24年 12月 １日

●北陸支部

●信越支部

■ 部会

●教志会

　総会・懇親会 平成24年 ８月 25日

●６７会

　総会・懇親会 平成24年 ６月 ９日

　幹事会 平成24年 ６月 29日

　親睦会・忘年会 平成24年 12月 ８日

　第２回海外研修旅行＝インド七大世界遺産めぐり＝

 平成24年12月27〜31日

　２月例会 平成25年２月16・18日

●７１会

　第５回（還暦記念）総会・懇親会 

 平成24年７月７・８日

●白水会

　役員会 平成24年 ４月 11日

　総会 平成24年 ６月 30日

　役員会 平成24年 ９月 15日

　ゴルフコンペ・懇親会 平成24年 11月 10日

　勉強会 平成24年 12月 ９日

　役員会 平成25年 ２月 16日

●サッカー部OBOG滝春会

　総会 平成24年 ５月 26日

　役員会 平成24年 ６月 23日

　静岡支部親睦会 平成24年７月14・15日

　75会家族会 平成24年８月13〜15日

　夏期現役との交流試合及び親睦会 平成24年 ８月 25日

　80会家族会 平成24年 ９月 17日

　ゴルフ大会 平成24年 11月 29日

　恒例大忘年会 平成24年12月８・９日

　新年現役交流試合及び親睦会 平成25年 １月 19日

　卒業生追い出し交流試合および親睦会

 平成25年  ２月 23日
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　卒業生就職内定祝賀会 平成25年 ３月 16日

●拳友会

　第７回総会・親睦会 平成24年 ５月 26日

　ゴルフ親睦会 平成24年 ５月 27日

　役員会・忘年会 平成24年 12月 26日

　新年会 平成25年 ３月 ９日

●スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

　現役との交流会 平成24年 ５月 26日

　総会・現役との交流会（スキー大会）

 平成25年 ３月 20日

平成24年度会計報告

一般会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算
1 入 会 金 �16,560,000�
2 終 身 会 費 �24,360,000�
3 貯 金 利 子 �8,668�
4 ＶＩＳＡカード提携手数料 �23,236�
5 雑 収 入 �456,470�
6 前 年 度 繰 越 金 �5,771,359�

収　　入　　合　　計 �47,179,733�

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算
1 総 会・ 役 員 会 費 �1,934,475�
2 支 部 活 動 援 助 金 �3,752,696�
3 会 員 調 査 費 �−�
4 会 報 作 成 費 �4,631,110�
5 ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費 �25,305�
6 事 務 費 �1,510,995�
7 会 合 費 �1,102,294�
8 委 託 費 �869,977�
9 学 生 育 成 事 業 費 �4,204,380�
10 同 窓 会 連 合 会 �89,155�
11 特 別 会 計 繰 入 金 �25,000,000�
12 公 租 公 課 �1,743�
13 事 業 補 助 費 �−�
14 次 年 度 繰 越 金 �4,057,603�

支　　出　　合　　計 �47,179,733�

特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算
1 貯 金 利 子 �2,888,804�
2 一 般 会 計 よ り 繰 入 �25,000,000�
3 前 年 度 繰 越 金 �322,035,568�

収　　入　　合　　計 �349,924,372�

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算
1 事 務 費 �525�
2 公 租 公 課 �577,794�
3 次 年 度 繰 越 金 �349,346,053�

支　　出　　合　　計 �349,924,372�

周年特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算
1 貯 金 利 子 �28�
2 前 年 度 繰 越 金 �143,266�

収　　入　　合　　計 �143,294�

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算
1 事 務 費 �525�
2 公 租 公 課 �4�
3 次 年 度 繰 越 金 �142,765�

支　　出　　合　　計 �143,294�

　　上記の通り報告いたします。

　　　　　　　　平成25年３月31日

　　　　　　　　　大同大学同窓会 　　　　　　　　　

　　　　 会　　計　　　川　角　匡　史

 堀　木　俊　宏

平成24年度監査報告

監　査　報　告　書

　大同大学同窓会

　　　会長　　　下郷　正二　　殿

　平成24年度大同大学同窓会決算書について監査を

した結果、会計帳簿、証明書類等正確かつ適正であ

ったことを認め報告いたします。

　　　　　　　　　　　　平成25年４月２日

　　　　　　　　　　　　大同大学同窓会

　　　　　　　　　　　　　会計監査　　山野　清市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外山　群勝

報　告　事　項

●役員異動

　新規評議員　小池　昌尚（71E）

　　　　　　　北出　　真（C09）

　　　　　　　岡田　和子（D09）

●支部長交替

　富山支部　谷井　直之（73E）→野上　順一（90D）

●部会名称変更

　スキー部OB・OG会

　　　　　　　→スキー山岳部・スキー部OB・OG会

●新規部会

　ボート部　　中井　通之（65M）

●委員会異動

　会員調査・情報委員会　委員　小池　昌尚（71E）
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支部情報

BRANCH INFORMATIONBRANCH INFORMATION

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。

　アベノミクス効果の実感が無いまま消費税アップを迎

えることになりそうですが、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。あいち支部では景気の動

向に関わらず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

　昨年からはイベント回数を２回にし、春は東山動植物

園、秋は名古屋港水族館で開催しました。残念ながら春・

秋ともに雨になってしまいましたが、ご家族、賛助会員

を含め、いずれも50名を超える皆様に参加していただき

ました。今年のイベントも「お子様無料、弁当・飲み物付」

にて実施しますので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。イベント以外にも上記の

行事を予定していますので同窓生と顔を合わせ、ひと時

の青春に浸ってみませんか！

2013年４月21日（日）　東山動植物園

みかわ支部
　　

支部長　69E　彦坂　修平

　同総会会員諸氏、新年明けましておめでとうございま

す。素晴らしい新年をお迎えになったと心よりお喜び申

し上げます。

　今年の干支は［午］、飛躍の年です。大きな希望を抱き、

大いに飛び跳ね回りましょう。

　我々大同大学同窓会にとりましては、今年は、50周年

記念行事が開催される大変おめでたい年です。我々の【み

かわ支部】も地元愛知県の支部として出来るだけの多く

の会員と共にイベントに参加したいと思います。

　さて、今年のみかわ支部は、春に渥美半島にて［自然

と触れ合い、楽しく語らい］の１泊懇親会を企画する予

定です。多くの会員の参加を期待したいと思います。

　みかわ支部の今後の予定

　１．新年会　　１月末

　２．春の１泊懇親会　　５月

　３．みかわ支部総会　　７月第２土曜日

　連絡お問い合わせ先

　　　　支	部	長　彦坂　修平　090-1832-0256

　　　　事務局長　米倉　義明　090-4404-7062

兵庫支部
　　

支部長　86D　深川　常治

　新年あけましておめでとうございます。

　本年もよろしくお願い申し上げます。

　支部会員様、ご家族様のご健康と、ますますのご発展

を、心よりお祈り申し上げます。

　本年は、大同大学同窓会50周年記念行事がございます。

大阪支部と合同で、記念行事を企画しております。

　皆様にご案内を差し上げます折には、どうかご参加・

ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

　毎年、支部総会のご案内を出させていただいておりま

す。同封しております返信用ハガキに「もっとこんな企

画をして欲しい」など、ご要望ありましたら、お書き添

えいただけますと幸いにございます。

　本年も支部活動にご理解・ご協力賜りますよう、心よ

りお願い申し上げます。

富山支部
　　

支部長　90D　野上　順一

　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。また、平素は会員の皆様から

のご支援、ご協力を頂き誠に有難うございます。

　富山支部では、平成25年度として９月14日（土）に支

部総会・懇親会を開催いたしました。本部よりご出席頂

いた平野副会長より、本部の活動、大学の近況などのご

報告いただきました。二次会は日付が変更するまで盛り

上がり、富山支部からの参加者は４名と少人数ではあり

ましたが、有意義な時間を過ごすことができました。

　平成26年度としては、９月に支部総会の開催を予定し

ております。詳細が決定次第、連絡いたしますので多く

の方のご参加をお待ちしております。

平成25年９月14日　富山市桜木町『竹政』にて

四国支部
　　

支部長　68E　藤岡　幸伸

　全国の同窓生の皆様、明けましておめでとうございます。

　今年は、我が同窓会の「同窓会設立50周年祝賀会」が

開催されます。開催時期は11月中旬頃と記憶しています

が、可能な限り多くの同窓生が出席して会を盛上げたい

ですね。
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　68生の小生は設立数年の時に入学したものですが、そ

れでも50周年と聞くと感慨深いものを感じています。こ

れからも益々母校大同大学と同窓会が発展することを願

ってやみません。

　さて、ここで昨年の第28回四国支部総会・懇親会の様

子をご報告致します。今回は母校より澤岡学長、同窓会

より下郷会長ご夫妻、連絡協議会より後藤部会代表ご夫

妻、兵庫より田畑評議員、事務局より川角評議員の互参

加を得て開催しました。

　猛暑の中、澤岡学長を始めご出席頂きました皆様に心

より感謝申し上げます。

　特に田畑評議員は、多忙な中日帰りで参加頂き、アル

コール抜きの食事だけで懇親会終了後とんぼ返りという

強行スケジュールで、心から感謝申し上げます。

　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、澤岡学長には、お疲れのところではありました

が「プチ講演」をお願いしていました。今回は学長が執

筆されました「宇宙はすぐそこに」をテキストにして行

われました。

　講演開始時に学長から「のどを潤しながらやりましょ

う」とお声がかかり、すぐさま冷えたビールとおつまみ

を準備して、飲みながらという異例の講演となりました

が学長からは宇宙の話や関連した楽しく面白いお話を聞

かせて頂きました。

　講演が終了してから懇親会を始めしばらくワイワイガ

ヤガヤとビールや焼酎など、その後参加者全員にご挨拶

と自己紹介等のスピーチをお願いしましたが、各位とも

に愉快な？スピーチが多く実に楽しい雰囲気だったの

が、大変良かったと思います。

　懇親会中盤には青竹に入っている冷酒も出てきて、一

気に盛り上がり始めました。青竹は昨年に続き、当支部

の山谷事務局長のご尽力により準備してもらったもので

す。青竹の冷酒と瀬戸の魚は不思議なくらいよく合うの

です。盛り上がりも最高潮。でもこういう楽しい時間は

あっという間に過ぎ去りすぐにお開きの時間を迎えます。

　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29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。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。

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。

　大同大学におかれましては創立50周年を迎えられまし

て誠におめでとうございます。華やかなイベントも年末

に行われ、我々同窓会員におきましても感激の極みでご

ざいます。

　さて、今年は同窓会の創立50周年に当たります。東日

本地区と西日本地区でミニイベントを企画して、地域事

情を考慮した内容で開催いたします。東日本地区は関東

支部が、西日本地区は大阪支部がそれぞれまとめ役とし

て周辺支部と連携を取り企画いたしております。

　西日本地区におきましては

■開催日時：平成26年９月６日（土）　12時〜16時30分

■開催場所：現在未定（大阪駅周辺で探しております）

■開催内容：第１部　同窓会50周年記念講演会

　　　　　　○関東支部　西郷　義美氏

　　　　　　　　　　　　西郷国際特許事務所所長

　　　　　　　　　　　　元日本弁理士会副会長

　　　　　　　内容　	知的財産権のビジネス活用につい

ての実例

　　　　　　　著書　「知財ＩＱ」をみがけ！

　　　　　　　　　　日刊工業新聞社

　　　　　　○大同大学　澤岡　昭氏

　　　　　　　　　　　　大同大学長　ＪＡＸＡ顧問

　　　　　　　内容　	「モノづくり」と宇宙開発技術に

関連したお話をお願いしております。

　　　　　　第２部　懇親会

■会　　費：5,000円　

　一人でも多くの同窓生の参加協力をお願いいたします。

　各支部には、大阪支部幹事長の松本勝氏からお願い連

絡が配信されていると思います。

　ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　「大阪支部総会及び第４回ビジネス交流会」

　　日　時　平成25年９月14日（土曜日）

　　場　所　ＳＭＧ会議室

　　大阪市西区北堀江１丁目６−２　サンワールドビル９階

岐阜支部
　　

支部長　72E　香田　孝

　会員の皆様　新年おめでとうございます

　平成26年の新春をいかがお過ごしでしょうか。私は今

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れば嬉しい。

昨年はこれに加えて「初日の出」を揖斐川河川敷で拝し

た。快晴の寒さの中で凛とした気分になりました。天候
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が良ければたぶん今年も・・・。

　さて、皆さんは≪青春18切符≫をご存知でしょうか。

一日ＪＲ乗り放題2,300円という代物です。これを使っ

て去年は、東は鎌倉、西は厳島神社、北は岡谷（松本と

塩尻の間）から飯田線で豊橋まで下るという一日旅を楽

しんだ。手軽で安価にして、しっかり充電or放電できる。

私の友人はビールとつまみをしこたま買い込んで、車内

でそれも一人楽しむらしい。皆さんは、どんな楽しみを

お持ちでしょうか？

　今年も皆様にとってよい一年でありますようにお祈り

いたします。

静岡支部
　
副支部長　74E　大石　彰伸

　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、つつがなく新しい年をお迎

えの事とお慶び申し上げます。

　昨年来、我々を取り巻く環境はますます厳しさを増し、

全く予断の許されない状況でございます。地球温暖化に

よる異常気象、原発問題、雇用・景気・年金・教育・食

品の偽造・ＴＰＰ問題など難問が山積みしておりますが、

こうして無事に新しい年を迎える事が出来、感謝する気

持ちだけは大切にしたいと思っております。

　静岡県は東は箱根すぎ、西は浜名湖までと東西155k

ｍ、南北118kｍ広さは7,780平方kｍの面積を有し、大

同大学の卒業生も多数、生活をしております。昨年は富

士山も世界遺産に登録となり、静岡県も益々発展する事

と思います。

　静岡支部もみかわ、山梨、関東各支部と交流を計らせ

て頂き、おかげさまで多種多才な先輩、後輩達にめぐり

合う事が出来、深く感謝しております。

　毎年、静岡の「うおかね」で行っております静岡支部

総会に多数の方々が参加して頂けます様、変わらぬご支

援をどうぞ宜しくお願いいたします。

関東支部
　　

支部長　66E　早川　元

　同窓会会員の皆様、平成14年の新春を寿ぎ御祝い申し

上げます。

　旧年12月大学創立50周年記念行事が挙行されました

ことを併せてお祝い申し上げます。

　今年同窓会50周年を迎える我々同窓会会員としまして

は敗けてはいられません。心にのこるイヴェントにしま

しょう。

　旧キャンパス（現高校エリヤ）の木造校舎２階での入学

式、卒業式、今では想像もできない環境での学生生活を

過した卒業生の１人として歴史を感じざるを得ません、

歳をとったわけです。

　大学４年間（もう少し多い人も居るかも？）で蓄えられ

た知識は思わぬところで役立つものです。小生祝い事（娘

の出産）の為旧年娘の嫁ぎ先の家（ドイツ　ベルリン）に

ホームステイしてきました。大学での第２外国語がドイ

ツ語でした卒業のための外国語でしたからドイツ語での

会話など予想だにしていませんでしたが30日間滞在中に

は少しは耳に馴染んできたものです。唯、婿殿の親戚・

友人の中には英語、ドイツ語を話す人ばかりではなくロ

シア語、ポーランド語、セルビア語、ヘブライ語等など

１人の人が複数の言語を自在に（その場の雰囲気に合わ

せて）使い分けて居る又気持ちが高じたり、私に易しく

伝えようとするとき自分の得意の言語が混じってしまっ

て私を混乱させます。それでも40数年前の耳に甦った語

彙でなんとかなりました。４年間の大学生活は偉大です。

蓄えられた知識をどの様に生かすのか（生かしたのか？）

は人それぞれでしょうね。蛇足になりますが自宅（ホテ

ル、一部の施設）以外のトイレは有料ですよ。特に公衆

トイレでは50セント玉が無いとドアも開きませんよ。ビ

ールの飲みすぎには特にご注意申し上げます。又交通機

関の切符は出発駅で２枚購入しておくと便利ですよ。（老

婆心ながら）さて、話が私的な方へずれてしまいました

が同窓会関東支部の皆さん50周年記念行事を名古屋本

部、関西地区、関東地区それぞれで開催する計画が有り

ます助力をお願いします。

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28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　平野副会長のご臨席を賜り開

催致しました。一連の総会議事終了後は、恒例の講演会

を今回は67Ｅの若松先輩にお願いして「ＬＥＤに魅せら

れて」との演題で講演をして頂きました。ＬＥＤを利用

する場合の考え方や照明関係の業界の裏話など大変興味

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げ

ていただき皆様のおかげを持ちまして無事支部総会が出

来ました。報告と合わせて御礼申し上げます。

部会情報

CLUB INFORMATIONCLUB INFORMATION

白 水 会
　　

部会長　77C　竹居　義彦

　新年あけましておめでとうございます。

　「白水会」は、建設工学科（現：建築学科・都市環境デ

ザイン学科）の同窓生により平成21年８月設立いたしま

した。

　昨年の活動内容は、２月に名古屋での新年会・名刺交

換会に始まり、６月には第４回定時総会と情報交換会を

本学大学にて行ない、12月には親睦会としてゴルフコン

ペを実施しました。

　今年も「白水会」の行事として、２月に新年会・名刺

交換会、５月に第５回定時総会、情報交換会、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（特に若い会員）
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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御協力をお願い致します。

　なお、白水会連絡先は

　　白水会事務局長　79Ｃ　伊藤　厚

　　メールアドレス　at_ito72@msn.com　まで

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。

　昨年は、伊勢神宮の「式年遷宮」が20年ぶりに、出雲

大社も「平成の大遷宮が60年ぶりに行われました。我々

71生も60才の還暦を迎えました。

　そして今年、大同大学も建学50周年、我が郷土も町政

60周年、何かと節目の年となる去年から今年です。

　国の節目、郷土の節目、大学の節目、人生の節目、私は、

どのような時でも節目がとても大事で必要な事だと思っ

ています。節目は自分自身を見直す機会であると同時に

心意気を高めるきっかけにしたいと思っています。今ま

での衣を脱ぎ捨て真新しい衣にそでを通す如く誠に新鮮

で気高い気分になれる様である。しかし古い物を捨てる

事でも過去を否定することでもありません。絶えず先人

の苦労・教訓を肝に銘じ、先人の知恵に学び過去に学ぶ

「節目」機会にしたいと思っています。

　大同大学50周年、誠におめでとうございます。卒業し

て約40年、気が付けば大同同窓会の先人になっています。

後輩たちが自分の背中を見ています、大同人として恥じ

ない先輩であり続けたいと思います。

　「人は宝」卒業生２万余りの方々のご健康とご活躍を

祈念する一年にしたいと思います。

67 会
　　

事務局　67M　青山　正治

インド北部研修旅行2012年12月27日〜31日を終えて

　皆さんお元気ですか、年末の12月27日〜31日、67会

のメンバーで“インド７大世界遺産めぐり５日間”の研

修旅行に行ってきました。

　デリー→アグラ→ジャイプールの３都市を巡るゴール

デントライアングルと言われているコースでした。AM

９時20分中部国際空港を出発、上海で乗り継ぎインド、

デリー到着は現地時間20時頃（時差マイナス３時間半）、

ホテルに着いてその外観から想像できない内装はただ驚

くばかり、なんとロビーの床、壁、階段、手すり、すべ

て大理石で作られているのでした。［インドは大理石や

陶磁器などの手工芸品、シルク糸の刺繍が有名］。

　インドの通貨の単位は“ルピー（Rs）”、１ルピーが約

1.7円、流通しているのは紙幣で１Rs、２Rs、５Rs〜

1000Rsまで９種類、チップが習慣化されている社会で

す。トイレは５〜10Rs、観光地でのビデオ撮影は料金

が必要です。水は鉄分が多くそのままでは飲めません。

人口は13億人中国についで世界２番目で、国内は29州

あり宗教はキリスト教、仏教、ヒンズー教（８割）、シー

ク教（ターバン）の４種類、国語はヒンズー語で、大都会

では英語が通じるそうです。

　さて、ツアー参加は32名、バス１台に乗車して世界遺

産めぐりは始まりました。デリーではマフユーン廟［ム

ガール朝の第２代皇帝、マフユーンの霊廟］、赤砂岩と

大理石を使ったスケールの大きな建物でアグラのター

ジ・マハルの原型になったといわれています。次にクト

ウブミナールの複合建築群と17世紀経った今でも錆びて

いない純度99％の鉄でできた鉄柱を観光、［見た目サビ

らしきものはなかったがよくわからない］。次に、デリ

ーから約200kmアグラへ移動しました（約５時間）。ア

グラでは白大理石の霊廟タージ・マハルを観光その巨大

さと大理石の白の美しさに感動しました。そして次の観

光地アグラ城は赤砂岩で囲まれた城壁、柱や壁に彫られ

た彫刻が素晴らしくインドの工芸細工の緻密さがよく現

れていました。ジャイプールでは山の頂上にあるアンベ

ール城を観光、ジープに分乗して頂上のゲートへ、ここ

は他に象に乗っても行けるそうです。

　インドは10月から翌年の３月までは乾季で雨が降らず

気温も最高で18℃〜20℃。最低が７℃〜８℃で朝晩は

特に寒く薄手のダウンを着てちょうどいいくらいでし

た。また、ホテルで朝早くに外に出たところ濃い霧が発

生していて20m先が見えないくらい・・・これはインド

北部特有の現象でこの時期毎日のように発生するという

ことでした。

　５日間のインド研修旅行も無事に終わり楽しい思い出

の１ページを追加しました。

　今年は65歳、皆さん体の動くうちに楽しい思い出を・・・

		

教 志 会
　　

部会長　66M　布目　訓久

　新年明けまして、お目出とう御座います。

　10月に第六十二回伊勢神宮式年遷宮が執り行われまし

たので、混雑を避けるため下旬に伊勢へ行ってきました。

ある近鉄系旅行社のツアーに一人で参加したのです。復

路を新型電車のしまかぜに乗車できるからです。

　近鉄名古屋駅から１時間20分程で宇治山田駅に到着で

す。ここから古代の習わしで、外宮へ向かいました。外

宮は豊受け大神宮とも称されます。参道の一番奥が正宮

です。神社に貢献された方々が玉砂利を神官に案内され、

拝礼を行っていました。次にバスで内宮（皇大神宮）へ移
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動し、有名な宇治橋を通り、一番奥の正宮で参拝をしま

す。この正宮は五重の垣根に取り囲まれ、唯一神明造り

の古代の様式を伝えています。あとは、お楽しみのおか

げ横丁の散策です。うに丼や伊勢うどんをおいしく頂き、

伊勢の旅を満喫しました。

　会員の皆様の益々のご健勝をお祈りします。

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。

　さらに“2014年大同大学同窓会創立50周年”おめで

とうございます。

　サッカー部が部会として発足し、まだ５年目でありま

すがこれからも大同大学の同窓会・滝春会の更なる発展

に微力ながら貢献していきたいと思います。

H25年５月25日（土）　滝春校舎14F�ラウンジ

【平成26年度の滝春会のスケジュール】

　　26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。

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。

　昨年も相変わらず、世界中が大きく荒れた年でした。

日本では、国内を揺るがすような大きな災害が頻発した

年でした。一方、出雲大社の遷宮、伊勢神宮の式年遷宮と、

その時代の一つの節目となる祭事が執り行われました。

又、東北の悲願であった、楽天イーグルスの日本一、東

京オリンピックの招致など、将来に向かって明るい出来

事もありました。今年こそは、ぜひ飛躍の年になって欲

しいものです。

　昨年は本学の建学50周年の記念事業として、三浦雄一

郎氏の講演会が開催されました。本年も引き続き、同窓

会の記念事業が開催される予定です。公私共にご多忙か

と思いますが、ご協力、ご支援のほど宜しくお願いいた

します。

　拳友会の活動につきましては、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。昨年は、

親睦旅行を浜名湖畔で開催しましたところ、十数名の参

加がありました。近況報告や学生時代の思い出話しなど

を肴に、楽しい一日を過ごす事ができました。又、今回は、

一世代若いOBの参加もあり、平均年齢がほんの少し低

くなり、喜んでいます。本年も、親睦旅行、懇親会など

を企画しておりますので、若いOB・OGを含め多数の参

加をお待ちしています。

スキー山岳部・
スキー部 OB・OG 会　　　

部会長　72M　大川　司

　新年あ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喜び

申し上げます。

　昨年は、三浦雄一郎氏が世界最高齢で世界最高峰のエ

ベレスト登頂を成し遂げ、我々に勇気と希望と感動を与

えていただきました。

　昨年３月には、スキー山岳部・スキー部ＯＢＯＧ会を

岩岳スキー場で行いました。現役スキー部員との交流を

図り、ＯＢ２名がスキー大会の大回転に出場し、果敢に

旗門を攻めていました。５月には、大学祭でＯＢＯＧ会

を行いました。スキー部の新入部員、現役、ＯＢが集まり、

山登りやスキー大会の話に花が咲きました。11月には、

スキー山岳部ＯＢと顧問の兼田喜代志先生を囲み懇親会

を行いました。長年懸案になっていた「スキー山岳部Ｏ

Ｂ会」から「スキー山岳部・スキー部ＯＢＯＧ会」への

名称変更が正式に了承されました。

　平成26年３月22日前後には、岩岳スキー場でスキー

山岳部・スキー部ＯＢＯＧ会と、ＯＢＯＧスキー大会を

予定しています。スキー山岳部およびスキー部のＯＢＯ

Ｇの皆様方のたくさんの参加をお待ちしております。後

日案内をお送りします。

　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。

	

ボート部
OB 会 　　

部会長　65M　中井　通之

　昨年の会合は５月26日（土）大学祭当日熱田区神宮前の

大同特殊鋼㈱健保会館にて開催いたしました。

　県内外から学生２名を含む総勢29名の参加を戴きまし

た。ボート部OB会は数年に一度不定期に行ってきまし

たが、同窓会の勧めにより部会として発足することにし

ました。

　総会の11月３日（日）には、大学恒例の錦杯レガッタ（於	

庄内川）に参加し運営に協力しました。本年より定期的

にOB会を開催すべく会員名簿等の整備をしているとこ

ろです。

　少人数ながら頑張っているボート部に対しても積極的

に支援してまいりたいと存じます。
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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。

　平成25年は大同大学創立50周年の祝典を挙行する節

目の年であるとともに、燎会においても40回目（燎会発

足43周年）の会合開催の年でもありました。この会合に

おいては、昨年７月６･７日の両日に犬山市「犬山国際

ユースホステル」にて23名の会員の参集を戴き無事に終

了することができました。

　今回の会合は、６月から解禁となる鵜飼いを「屋形船」

で夕食を摂りながら観覧していただく企画でした。３時

間にもおよぶ乗船では、和やかな雰囲気に包まれていま

した。

　満足な表情その後は宿に戻り２次会の席でお褒めの言

葉も頂戴き、小生の企画にとって嬉しく感無量でした。

ご参加いただきました皆様には心よりお礼申し上げます

　さて、兼ねてから本会運営の件では、以前から会合で

お話しをさせて頂いていましたが、現在勤めております

母校同窓会の活動が年ごとに多忙となり、時間的な余裕

が執れない状況となっていました。そこで、この件につ

いて愛知先生を中心として話し合った結果、燎会を存続

しつつ、お世話をいただく会員を待つこととし、休止す

ることと致しました。お世話頂ける方は愛知先生または

事務局までご連絡をいただければ幸いです。宜しくお願

い申し上げます。

　本年が皆々様にとって良き年であり、ご健勝とご活躍

をお祈り致します。

  日本照明学会から受賞  

　国道19号線を名古屋から木曽駒ゼミハウスへ向かう長

野県の南玄関・・・南木曽町に入ると国道を大きくまた

ぐ木橋がある・・・これが我が母校　大同学園の祖にな

った福沢桃介ゆかりの橋で、桃介（ももすけ）橋と呼ぶ。

木曽川の水力を利用し電気に替える為に南木曾駅からダ

ム建設地への資材運搬に使われた木造吊り橋だ！

　現在は高校・中学・地元の旧中山道から国道（自動車道）

を通らずに安全に渡れる歩道である。木造吊り橋は大正

11年完成した時の原型そのままに全長約250ｍというこ

とで近代化遺産に認定されている・・・そう重要文化財

だ！私は、今回この大切な橋の歩道照明を任せてもらえ

る幸運な機会が得られた。

　役場からの歩道照明の条件は、1）釘を打ってはならな

い　2）傷をつけてはならない　ことであった。私は、照

明器具の取り付けに工夫とアイデアで条件をクリアし、

照明はこの河川環境のできるだけあかりで汚さないよう

気を配り、明るさは設置環境（星空が見える暗さ）とのバ

ランスをとる事ことを考慮した結果、照明に使われる電

力は350Ｗですませる事が出来た。この橋を昼間に渡っ

た人はどこに照明器具あるのかわからないとのクレーム

が来るほどで、美しい吊り橋のフォルムを写しだしてい

る。夕暮れとともに歩道の照明は橋の全景を狙い通り浮

かびだす事に成功した。この頃では・・・光る橋　とも

いわれ始めた、霧とか雨の日には一層輝きをましている。

この照明施設は、日本照明学会から高い評価を受けて、

平成25年５月23日に「照明普及賞」を受賞した。来年

には、東京・ビッグサイトで開かれる“ＬＥＤ　ＮＥ

ＸT　ＳＴＡＧＥ”で全国10件の最優秀候補発表のキッ

プを手にした。

　大同学園の祖が喜んでくれる様が見える・・・もちろ

ん　私も　光栄な経験が得られた。

日本街路灯製造株式会社

主席研究員　若松　寿（67E）
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ダイワロイヤルホテルズ 専用宿泊予約ホームページのご案内

◎2013年10月1日〜2014年３月31日

会員専用サイト ログインページへアクセス

と を

大同大学同窓会では、直接契約保養所としてダイワロイヤルホテルズと法人会員契約を結んでいます。
本会員及びその家族の方が利用できます。利用料金は各施設によって異なりますが、一般料金よりも割安で
ご利用になれます。みなさんでご利用になり、充実したリゾートライフをお楽しみください。

会員専用サイトからのご予約方法 ダイワロイヤルホテルズ

（ご利用可能ホテル）STEP

専用予約サイトへログイン

契約者コード

入力し、

※不明の際は、各法人様の担当窓口までお問合せください。

をクリック。

●鹿部ロイヤルホテル （北海道）

●八幡平ロイヤルホテル （岩手県）

●宮城蔵王ロイヤルホテル （宮城県）

●裏磐梯ロイヤルホテル （福島県）

●りんどう湖ロイヤルホテル （栃木県）

●南房総富浦ロイヤルホテル （千葉県）

●大泉高原八ヶ岳ロイヤルホテル （山梨県）

●信州松代ロイヤルホテル （長野県）

●浜名湖ロイヤルホテル （静岡県）

●砺波ロイヤルホテル （富山県）

●能登ロイヤルホテル （石川県）

●山中温泉河鹿荘ロイヤルホテル （石川県）

●伊勢志摩ロイヤルホテル （三重県）

●長浜ロイヤルホテル （滋賀県）

●天橋立宮津ロイヤルホテル （京都府）

●橿原ロイヤルホテル （奈良県）

●串本ロイヤルホテル （和歌山県）

●紀州南部ロイヤルホテル （和歌山県）

●南淡路ロイヤルホテル （兵庫県）

●大山ロイヤルホテル （鳥取県）

●土佐ロイヤルホテル （高知県）

●北九州八幡ロイヤルホテル （福岡県）

●玄海ロイヤルホテル （福岡県）

●唐津ロイヤルホテル （佐賀県）

●別府湾ロイヤルホテル （大分県）

●霧島ロイヤルホテル （鹿児島県）

●沖縄残波岬ロイヤルホテル （沖縄県）

●ロイトン札幌  （北海道）

●鬼怒川温泉山楽  （栃木県）

関連施設

ログイン

「法人会員様専用ページ」

パスワード

STEP

専用予約サイト

STEP

ご予約方法

STEP

以降は、ホームページの手順に従い、ご予約を完了してください。

STEP

等を入力し をクリック。検索

左上部

「ご契約法人様名」

（引き続きご予約操作へ）

が表示されていればログイン成功です。

企業情報

地域

ご利用ホテル名

ご宿泊日

※利用環境は Windows ／ internet Explorer 7.0 以降　Firefox Ver 3.0 以降　Macintosh ／ Safari 3.0 以降を推奨しております。左記以外のブラウザの場合表示がくずれる可能性があります。

・休前日の場合は、2,000 円アップとなります。
・7/20〜8/12、8/18〜8/24 は、2,000 円アップとなります。
・お正月、ゴールデンウィーク、お盆、その他ホテル特定日はプラン対象外となります。
・女性のみのグループで飲み放題を希望しない場合は 2,000 円引きとなります。

【お問合せ・ご予約は】　大和リゾート株式会社　名古屋支店　名古屋市中区葵１-20-22　TEL052−933−2770

①ビール人数分（飲み放題を希望しない場合には付きません）
②日本酒、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク飲み放題（120 分）
③全員に集合写真のプレゼント
④カラオケ無料サービス　※８名様以上
⑤談話室の無料サービス　※90 分以内（有料にておつまみ等のご準備を致します）
　※カラオケ・談話室には数に限りがございます。

シルバープラン（対象：60歳以上）

※この期間限定プランは、名古屋支店へ電話問い合わせをして下さい。

１泊夕朝食＋お飲み物（一室２〜４名様利用料金）

お一人様（消費税・サービス料込）
（入湯税が必要なホテルは料金に含んでおります。）

13,000円男性 12,500円女性

グリーンプラン（対象：60歳未満）

１泊夕朝食＋お飲み物（一室２〜４名様利用料金）

お一人様（消費税・サービス料込）
（入湯税が必要なホテルは料金に含んでおります。）

13,500円男性 13,500円女性

ゴールドプラン（対象：70歳以上）

１泊夕朝食＋お飲み物（一室２〜４名様利用料金）

お一人様（消費税・サービス料込）
（入湯税が必要なホテルは料金に含んでおります。）

12,500円男性 12,000円女性

daido alumni

http://www.daiwaresort.jp/login/keiyaku/

上記に含まれるもの
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大同大学創立50 周年

■式典

平成25年12月14日（土） 名古屋東急ホテル

学長挨拶 理事長挨拶

大同特殊鋼
代表取締役会長挨拶

三浦雄一郎氏講演会

学長と三浦雄一郎さん対談

■講演会
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■祝賀会

下郷会長挨拶

後援会長佐合氏挨拶

水澤先生挨拶

大嶋先生謝辞

鏡開き

50周年記念寄贈品目録贈呈三遊亭楽市さん（89生） ロゴマーク最優秀賞受賞式の様子



編 集 後 記

　新年明けましておめでとうございます

　昨年は，国内各地において竜巻，洪水，台風などの自然災害

に見舞われ，過去最大規模の台風 30号ではフィリピンにおい

て甚大な被害をもたらしました。反面，2020 年の東京オリン

ピック開催決定，富士山の世界遺産登録などの明るいニュース

もありました。我が母校では大学創立 50 周年を迎え，12 月

には三浦雄一郎氏を迎えての講演会・式典・祝賀会が挙行され

ました。今年は同窓会創立 50 周年記念式典が 11 月に開催さ

れる年でもあり，本年が明るいニュースに満ちた良き一年とな

りますようお祈り致します。（H.A)

発　行　大 同 大 学 同 窓 会

　　　　名古屋市南区滝春町 10 −３

　　　　直通電話・　　〈052〉612-8550

　　　　滝春校舎代表電話〈052〉612-6111

責任者　　　会　長　　　下　郷　正　二

印　刷　　　名 港 印 刷 株 式 会 社

No.62
2014
１月１日

FAX

大同大学同窓会

創立 50 周年記念式典 開催案内

大同大学同窓会大同大学同窓会大同大学同窓会大同大学同窓会大同大学同窓会大同大学同窓会大同大学同窓会

創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内創立 50 周年記念式典 開催案内

大同大学同窓会

創立 50 周年記念式典 開催案内

■開催日時／2014年11月22日（土）

■場　　所／名古屋東急ホテル

■受付開場／ 14：30〜

■記念式典／ 15：00〜

■記念講演／ 15：30〜
　　　　　　 講　師：未　定

■祝 賀 会／ 17：00〜

■終　　了／ 19：30 予定

詳細は 2014 年８月初旬にご案内致します。


