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　同窓生のみなさん、新年明けましておめでとうご

ざいます。旧年中は同窓会活動にご理解ご協力を頂

きまして心より感謝を申し上げます。また、清清し

い新春を迎えられましたことを心よりお慶び申し上

げます。

　同窓会本部では、常任理事会、理事会、評議委員

会を含め定期的な会議を開催し前向きな意見の中

で、常に激論が交わされております。結論を出すに

は少々時間がかかる案件もありますが、全ては、今

後の同窓会のあり方や組織作りに役立つことと思い

進められています。一人でも多くのご意見を真摯に

受け止めるとともに同窓会の輪を広げてまいりたい

と思っております。ご支援のほど、よろしくお願い

いたします。

　昨年、同窓会の支援下部組織に「女子サロン」が

発足いたしました。女性の卒業生が約300名（現役も

約300名）になり、女性が活躍しやすい同窓会として

も期待されております。年２回の会合が開かれ、今

後ますます活発な活動が行われる事と思います。

　さて、昨年の出来事を振り返りますと、第31回夏

季オリンピックがブラジルのリオデジャネイロで開

催されました。日本人選手も大活躍でメダリストが

41名誕生いたしました。ついつい眠気をこらえてテ

レビを見ておりましたが、素晴らしい感動・勇気を

与えてくれて大変興奮をいたしました。スポーツっ

て良いですね！

　また、６月には「18歳選挙権」の施行で240万人

の有権者が増えました。少子化といわれる中、ほと

んどの大学生は選挙権を有することとなり自らが国

民の代表を選択できる社会人として、ますます活躍

の場が広がることと思います。

　自然界では気候の変化が著しく、奄美大島での

115年ぶりの積雪（霙も観測上雪と見なす）・各地で

の地震災害・気温変化による野菜の不作・ジカ熱の

流行等、人類ではコントロールしがたい出来事に遭

遇しました。

　北東アジアにおいては我が国の安心安全を脅かす

領有権・ミサイル等の出来事も多々ありました。海

外ではテロの脅威。いずれにしろ私たちの周りは、

あらゆるジャンルにおいて『変革の時代』が予想以

上の速さで進展いたしております。

　その中で同窓会としてやるべきことは、学校法人

大同学園と共に大同大学同窓会がすべての局面にお

いて将来を見据えた取り組みを展開していかなけれ

ばならないと思います。毎年毎年多くの課題を議論

し、少しずつではありますが、より良い方向に進ん

でいると確信しております。常に情報交換を密にし

てよりレベルの高い学生の育成とよりレベルアップ

を求める同窓生のみなさんの活躍をサポートしてま

いりたいと考えております。参加しやすい同窓会を

目指し役員一丸となって努力してまいる所存です。

先輩、後輩、同級生、友人に声をかけていただいて

一人でも多くの同窓生に参加して頂き今まで以上に

活動的な同窓会を目指してまいります。それでは、

みなさんが本年も元気でご活躍されますよう強く祈

念申し上げて新年の挨拶とさせていただきます。本

年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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　　大同大学学長　　　　　澤岡　　昭　…… ��3

事務局情報�� ……………………………………… ��4

第51回�第21期�総会報告�� ……………………… ��5

BRANCH�INFORMATION（支部情報）� ………… ��8

CLUB�INFORMATION（部会情報）�……………… ��11

編集後記…………………………………………… ��16

第 65 号

目　次

　新年のご挨拶

大同大学同窓会副会長　武田　 宏



3

NO.65 − 2017.1.1 

明けましておめでとうございます。

　今年は大学がもっともっと発展すると同時に、同

窓生の皆様のご健勝を心からお祈り致します。

　私が大同工業大学の学長に就任したのは1999年、

60歳の時でした。それから18年間、いつも、宇宙へ

行きたい、片道でも良いから、帰ってこなくても良

いから行きたいと想い続けてきました。何もしない

で“宇宙へ行きたい”と言うだけではチャンスはや

ってきません。

　学長に就任した翌年の2000年には宇宙開発事業団

（NASDA）から、研究統括という仕事が舞い込みま

した。NASDAは2003年に航空宇宙研究開発機構

（JAXA）に再編成され、私の肩書きは何度も変わり

ましたが、昨年の３月までは、筑波や東京の事務所

で、スペースシャトルや国際宇宙ステーション（ISS）

の利用についての企画運営に参加してきました。

　今の肩書きは“きぼう利用研究総括”です。“き

ぼう”は日本が製作したISSの宇宙実験室です。こ

の役割は現在も続いていますが、ほとんどの仕事は

後継者にバトンタッチして、有識者委員会への出席

と宇宙船の火災安全研究のとりまとめを行っている

だけになりました。

　本当は宇宙トイレの開発に取組みたくて、10年前

にはJAXAの資金で民間企業と共同研究を行い、日

本独自の宇宙トイレの提案をするところまでは行き

ましたが、JAXAの開発テーマとして受入れられま

せんでした。ロケットや人工衛星開発に熱心な優秀

なエンジニアが沢山いるJAXAでしたが、トイレ開

発に手を挙げる人はほとんどいませんでした。

　現在のISSのトイレはロシア製であり、故障が多

く、使い勝手が良くありません。お尻からでた固形

物は、無重力では落ちませんので、特別な工夫が必

要です。宇宙トイレの技術は高齢者のハイセツに貢

献するはずです。超高齢化が急速に進行している日

本が手がける相応しい研究課題です。

　米国は2030年代に火星に飛行士を送る計画を進め

ており、日本に協力を求めています。片道８カ月の

火星への旅には快適で、絶対故障しないトイレが必

要です。それはトイレ先進国の日本が担当すべきと

考えています。その一歩として、ISSに日本製のト

イレを搭載し、日本人高齢者がテストする、つまり

私自身が飛行士として試験すること、それが、私が

宇宙へ行く意義であることを信じて、密かに宇宙ト

イレのアイデアを育て、見果てぬ夢の実現に近づく

2017年であることを願っています。

　見果てぬ夢

大同大学学長　澤岡　 昭
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総 会 ・ 懇 親 会

【議案】

　第１号議案　平成27年度会務報告

　第２号議案　平成27年度会計報告

　第３号議案　平成27年度監査報告

　第４号議案　�支部・部会・評議会　新役員について

　第５号議案　平成28年度会務計画（案）

　第６号議案　平成28年度予算（案）

　第７号議案　その他

【報告事項】

　　⑴　第21期大同大学同会役職者名簿

　　⑵　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27年度　会務報告

■本部

●総会

　第50回第21期総会 平成27年 ５月 23日

 大同大学ゴビーホール

●評議員会

　第１回 平成27年 ４月 11日 

●理事会

　第１回 平成27年 ５月 23日 

 大同大学ゴビーホール

　第２回 平成27年 12月 21日

　第３回 平成28年 ３月 14日

●支部長・部会長連絡協議会

　第１回 平成27年 ５月 23日

 大同大学ゴビーホール

●広報委員会

　第１回 平成27年 10月 13日

　第２回 平成27年 11月 17日

　会報64号発刊 平成28年 １月 １日

●愛知県私立大学同窓会連合会

　理事会・総会 平成27年 ６月 ３日

　会員大学見学会・情報交換会 平成27年 ７月 18日

　日本福祉大学同窓会60周年記念祝賀会 

 平成27年 11月 22日

●その他

　大同大学栄中日文化センター 50周年

 平成27年 ４月 ３日

　同親会後援会新旧役員歓迎会 平成27年 ７月 ３日

　同親会後援会ゴルフ打ち合わせ

 平成27年７月10・11日

　後援会・同親会・同窓会役員研修旅行

 平成27年 ９月 ５日

　同親会懇親会・ゴルフ 平成27年10月９・10日

総 会 議 案

　平成28年５月28日（土）に第51回第21期の総会を大学のゴビーホールにて開催しました。

　毎年、総会は大学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・会計報告等について約１時間半の会議を行いました。

　また、夕刻より150名程の出席者による懇親会を開催し、今年度も、サッカー部、ソフトボール同好会、吹奏楽団、

かおりデザイン専攻などの在学生が参加し、卒業生と在学生との懇親も行われ、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。

第51回  第21期
平成28年５月28日（土）14：00〜

於：大同大学ゴビーホール総  会  報  告
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　忘年会 平成27年 12月 21日

　同親会・後援会　新年会 平成27年 １月 29日

　卒業パーティ 平成28年 ３月 18日

■支部

●関東支部

　総会・懇親会 平成27年 ６月 27日

●山梨支部

　役員会 平成27年 ４月 25日

　サクランボ狩り 平成27年 ６月 14日

　役員会 平成27年 ８月 23日

　総会 平成27年 11月 14日

　新年会 平成28年 １月 31日

●静岡支部

　総会・懇親会 平成27年 ７月 18日

　秋の懇親会バーベキュー 平成27年 10月 25日

●豊田支部

　役員会 平成27年 ６月 28日

　第28回総会及び懇親会 平成27年９月19・20日

　新年会・役員会 平成28年 １月 22日

●あいち支部

　春のイベント 平成27年 ４月 19日

　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27年 ５月 10日

　秋のイベント 平成28年 11月 １日

　学内レガッタへの参加 雨天中止

　会員親睦ゴルフコンペ 平成27年 12月 ６日

　理事会 平成27年 12月 10日

　総会・懇親会 平成28年 ２月 27日

●みかわ支部

　親睦会 平成27年 ４月 ４日

　親睦会 平成27年 ６月 ６日

　総会 平成27年 ７月 11日

　親睦会 平成27年 10月 24日

●富山支部

　総会及び懇親会 平成27年 10月 ３日

●四国支部

　第11回高知県親睦会 平成27年 ６月 20日

　第30回総会・懇親会 平成27年 ８月 １日

　第17回大同香睦会 平成27年 11月 21日

●大阪支部

　役員会 平成27年 ６月 ６日

　役員会 平成27年 ８月 29日

　総会・懇親会 平成27年 ９月 12日

　新年会 平成28年 １月 30日

●信越支部

　総会 平成28年 ２月 20日

●滋賀支部

　役員会 平成27年 ６月 27日

　総会・懇親会（彦根城お堀観覧） 平成27年 ７月 ５日

　役員会 平成27年 12月 11日

　高校での出張出前講座 平成28年 １月 22日

●三重支部

　第１回役員会 平成27年 ６月 27日

　第２回役員会 平成27年 ７月 25日

　第３回役員会 平成27年 10月 10日

　総会・懇親会 平成27年 10月 24日

　伊勢神宮初詣 平成28年 １月 23日

●岐阜支部

　第１回役員会 平成27年 ４月 21日

　第２回役員会 平成27年 10月 ３日

　第３回役員会 平成28年 １月 12日

●兵庫支部

■部会

●教志会

　総会・懇親会 平成27年 ８月 29日

●６７会

　総会・懇親会 平成27年 ６月 ６日

　幹事会 平成27年 ８月 ７日

　幹事会 平成27年 10月 15日

　新年懇話会 平成28年 ２月 20日

●７１会

　総会・懇親会 平成27年 ７月 ４日

　三河分会・懇親会 平成28年 ２月 ６日

●白水会

　役員会 平成27年 ５月 ９日

　総会・懇親会 平成27年 ５月 23日

　役員会 平成27年 ８月 １日

　新年会 平成28年 ２月 20日

　白水会会合 平成28年 ３月 19日

●サッカー部OBOG滝春会

　役員会 平成27年 ４月 17日

　総会・現役との交流試合 平成27年 ５月 23日

　勉強会 平成27年 ６月 27日

　夏期現役との交流試合及び親睦会 平成27年 ８月 29日

　役員会 平成27年 10月 ５日

　ゴルフ大会 平成27年 10月 17日

　役員会 平成27年 11月 13日

　大忘年会 平成27年12月19・20日

　納会 平成27年 12月 29日

　新年現役交流試合及び親睦会 平成28年 １月 16日

　見学会　盆梅 平成28年２月３・４日

　卒業生追い出し交流試合および親睦会

 平成28年 ２月 20日

　卒業生就職内定祝賀会 平成28年 ３月 19日

●拳友会

　懇親会 平成27年 ５月 23日

　役員会 平成27年 ７月 ４日

　50周年第１回準備会 平成27年 ９月 ５日

　50周年第２回準備会 平成27年 10月 26日

　50周年実行委員会 平成27年 10月 31日
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　50周年祝賀会 平成27年 11月 ７日

●スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

　現役との交流会 平成27年 ５月 23日

　総会 平成27年 11月 14日

　現役との交流会（ＯＢＯＧスキー大会出場） 

 平成28年３月19・20日

●ボート部ＯＢ会

　ＯＢ会　総会 平成27年 10月 ５日

　錦杯レガッタ　   中止

●燎　会

　総会・懇親会 平成27年７月４・５日

　幹事会　 平成28年 ２月 ９日

●かおりデザイン部会

　総会・懇親会 平成27年 ９月 12日

平成27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 16,940,000

2 終 身 会 費 27,800,000

3 貯 金 利 子 9,570

4 ＶＩＳＡカード提携手数料 15,759

5 雑 収 入 213,096

6 前 年 度 繰 越 金 11,087,083

収　　入　　合　　計 56,065,508

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 総 会・ 役 員 会 費 1,760,635

2 支 部 活 動 援 助 金 3,530,099

3 会 員 調 査 費 �−�

4 会 報 作 成 費 2,494,220

5 ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費 26,028

6 事 務 費 1,127,190

7 会 合 費 738,842

8 委 託 費 961,524

9 学 生 育 成 事 業 費 4,702,624

10 同 窓 会 連 合 会 88,864

11 特 別 会 計 繰 入 金 25,000,000

12 公 租 公 課 1,672

13 事 業 補 助 費 152,280

14 次 年 度 繰 越 金 15,481,530

支　　出　　合　　計 56,065,508

特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 125,372

2 一 般 会 計 よ り 繰 入 25,000,000

3 前 年 度 繰 越 金 335,551,379

収　　入　　合　　計 360,676,751

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 事 務 費 1,404

2 公 租 公 課 24,790

3 次 年 度 繰 越 金 360,650,557

支　　出　　合　　計 360,676,751

周年特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 164

2 前 年 度 繰 越 金 88,586

収　　入　　合　　計 88,750

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 事 務 費 540

2 公 租 公 課 31

3 次 年 度 繰 越 金 88,179

支　　出　　合　　計 88,750

　　上記の通り報告いたします。

　　　　　　　　平成28年３月31日

　　　　　　　　　大同大学同窓会 　　　　　　　　　

　　　　 会　　計　　　堀　木　俊　宏

 大　石　勇　起

平成27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27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28年４月１日

　　　　　　　　　　　　大同大学同窓会

　　　　　　　　　　　　　会計監査　　山野　清市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外山　群勝

支部・部会・評議員　新役員について

■支部長の交代

　　　　　≪四国支部≫

　　　　　　暫定：滝口　博久（68E073）

　　　　　　　旧 ：藤岡　幸伸（68E107）

■部会長の交代

　　　　　≪拳友会≫

　　　　　　　新：鈴木　滋之（78E093）

　　　　　　　旧：坂田　洋一郎（69M075）

■新規　評議員

　　　　　　　　　磯崎　文音（MB1401）
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支部情報

BRANCH INFORMATIONBRANCH INFORMATION

関東支部
　　

支部長　66E　早川　元

　新春のお慶びを申し上げます。

　同窓会々員の皆様には今年の抱負はもう決まりました

でしょうか？

　私関東支部長としましては今年の支部総会懇親会には

決ず“浅草振袖さん”を手配する事を第一と考えていま

すが昨年の懇親会では支部長手配の遅れから“浅草振袖

さん”無しとなり盛大なブーイングを浴びました。現役

社会人生活でも経験したことが無い程落ち込みました。

（同窓仲間を再会する喜びより“浅草振袖さん”の踊り

の方が楽しみだったとは・・・）

　第２として飲み放題を狙う関東支部呑兵衛連中と攻防

に勝利することです。（先攻を禁じられた元空手部員と

して防戦一方ですが今年こそ！！）

　例年通り６月最終土曜日、浅草葵丸進16：00〜（会費

￥5,000予定）待ってます。

大阪支部
　　

支部長　71M　杉橋　俊彦

　新年明けましておめでとうございます。

同窓会会員の皆様におかれましては、よい年をお迎えの

事とお喜び申しあげます。

　本年はどの様な年になるのでしょうか？？？ニュース

などでは昨年末から不透明な世界を予測をする発言が多

かった様に思われました。いまだに収まらない各地の戦

闘状況、中国の軍事戦略と北朝鮮の脅威そしてトランプ

米国大統領の就任、日本にとっても難しい舵取りが迫ら

れる事になるような気がしてなりません。只々平和で活

力ある日本であることを望むばかりです。

　さて、我が大阪支部の昨年度の活動は参加人数が伸び

ず少し下火になってしまいました。今年は盛大な会にな

る様に準備を進めたいと思います、例年通りメイン行事

は９月の“ビジネス交流会”となります。プレゼン・我

こそわと思われる方は是非ご一報頂ければ幸いです。 

　支部役員一同、会員の皆様に楽しんで頂けるように努

力し準備して行きたいと思います。開催時期には正式な

案内を発信いたしますので、皆様の参加をお待ちしてお

ります。

　本年も宜しくお願いいたします。

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19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。一昨年は大同大学の学生諸君と交流会を行いました

が昨年は、大同大学の青山先生にお願して「愛知県の鉄

仏とその鋳造技法の研究」のテーマで講演していただき

ました。当時の鉄仏は、鋳造技法の未熟から完璧な物が

少なかったことなど面白く拝聴できました。また、総会・

懇親会では、当支部は、来期が30回に当たることから何

か区切りの記念行事を行いたいと思っており総会では支

部会員の皆様と、色々とご相談させていただくことがで

き有意義な時間が過ごせました。皆様のおかげを持ちま

して無事支部総会が出来ましたこと報告と合わせて御礼

申し上げます。

滋賀支部
　　

支部長　86A　伴　政憲

　早くも2017年。あけましておめでとうございます。

滋賀支部、今年度の総会がまだできておりませんが、年

度内には開催を予定しています。別途ご案内させていた

だきますのでお誘いあわせてのご参加よろしくお願いい

たします。また昨年度より『出前講座』というものを企

画し、小中高生らに『生きる』をメインテーマに混乱す

る世の中で自分なりの生き方を見つけてもらうヒントに

なるよう講師の先生をお呼びし開催させていただいてい

ます。今年度も開催を予定しています。またご案内させ

ていただきますのでそちらへもご参加いただけますと幸

いに思います。同窓会活動としてますます活発になるよ

うがんばってまいりますのでよろしくお願いいたしま

す。また面白い企画などございましたら是非ご提案いた

だきますようお願いいたします。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

静岡支部
　　

支部長　82E　花本　篤人

　新年あけましておめでとうございます。同窓生の皆様

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。

　昨年を振り返ってみると、自動車の燃費問題や過重労

働、東京都知事選にアメリカ大統領選等、衝撃的なニュ

ースがありました。これらの出来事は、長く続いて来た

形態の中で蓄積された問題が選挙結果や事件等となって

顕在化したもので、潮流変化の一つの節目と感じており

ます。私事においても昨年は幾つかの節目のような仕事
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がありましたが、社会の出来事とどこかで繋がっている

感があります。

　節目は今年も多々あり、時代は大きく変化して行く事

と思いますが、現在、私達は歴史的な変化の渦中に居る

事を自覚し、生き残って行くためには変化に対応して行

かなければならないと強く感じております。

　今後とも、一社会人としての在り方や同窓会の在り方

を皆さんとのコミュニケーションを通して共有し、皆さ

ん、そして同窓会と本学の発展に繋げて行ければ幸いで

す。

　最後に、同窓生各位並びにご家族皆々様のご多幸とご

健勝を心より祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きま

す。

みかわ支部
　　

支部長　69E　彦坂　修平

　新年あけましておめでとうございます。同窓会員諸氏

には、素晴らしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　今年は、酉年です。未来に向かって羽ばたく年だと思

います。希望をもって一年間を過ごしたいと思います。

　さて、みかわ支部におきましては、昨年の総会におい

ては、井上副学長をお招きし、工業用ロボットについて

講演いただきました。１時間の短時間ではありましたが、

現代の目覚ましいロボットの活躍に全員興味深く聞き入

りました。その後宴会に突入して昔話に花が咲き、大半

が２次会までお付き合いいただき、楽しいひと時を過ご

しました。

　今年も年に３回程度の支部会を予定いたしております

ので多くの会員のご参加を期待しております。

　　　　　　２月　　新年会

　　　　　　４月　　春の懇親会

　　　　　　７月　　総会（第２土曜日）

　　　　　  10月　　秋の懇親会

詳細は支部長　彦坂までご連絡ください　090-1832-0256

三重支部
　　

支部長　68M　鈴木　雄治郎

　新年あけましておめでとうございます。

　お幸せな初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　昨年は、台風が多数発生したものの比較的人災は少な

かったようですが秋雨前線の影響もあり野菜が高騰して

います。三重県鈴鹿市では、小学校、幼稚園で給食が二

日間中止になるとの報道があり、さすがにそれは市民か

らの抗議で中止になりました。

　経済では、英国のEU離脱問題がらみで円高が進み、

石油の原油安、中国経済の低迷等の影響で株価に思うよ

うな伸びが見られません。しかし、日本経済は良好な状

態にありますので今年こそ酉年で飛躍すると期待を込め

て願っています。

　さて、三重支部に於きましては、昨年の総会で新支部

長に68M137鈴木雄治郎、事務局長に68M220増井重雄

が選出され、新体制での出発となりました。役員一丸と

なって同窓会を盛り上げてまいります、皆様の支部活動

へのご協力よろしくお願いします。

　なお、今年の総会では、女性や若者にも参加しやすい

工夫として、会が始まる前にホテルのラウンジで、お茶

とケーキでくつろいで頂きます。また、総会と懇親会の

会場（部屋）は別々で総会のみの参加が出来る環境で開催

したいと考えています。

＊昨年のイベント等の開催結果

　① １月23日㈯『伊勢神宮初詣』〜外宮・内宮の参拝、

おかげ横丁の散策　

　② ３月11日㈮と４月２日㈯ 春のイベント：劇団四季

『オペラ座の怪人』の観劇　

　③６月18日㈯ 三重支部総会：津新町駅前『プラザ洞津』

　④ 10月15日㈯ 秋のイベント：『伊賀ぶらり体験博覧会

2016』〜忍者料理と忍者のしかけ、手裏剣投げ体験

＊本年のイベント等の開催計画（総会の承認済み事案）

　①伊勢神宮初詣：１月28日㈯　詳細内容は別紙参照

　②春のイベント：『女性の集い』開催２月or ３月

　③三重支部総会：今年は四日市市内で開催６月中旬

　④夏のイベント：『浜岡原子力発電所』見学会を７月頃

　⑤秋のイベント：未定（H29総会で決定）

　
信越支部

　　
支部長　83E　水口　清志

　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、益々ご清栄のこととお喜

び申し上げます。

 信越支部は、支部総会を２月・３月という信州の冬を

味わっていただく季節に開催しております。昨年は、２

月20日（土）に松本市にて下郷会長をはじめとする同窓会

役員の皆さまのご参加もいただき開催しました。本年も

２月25日（土）を予定し、準備を進めているところです。

　信越支部は、長野県・新潟県の同窓会員が主になりま

す。今後は、広い支部の活動エリアの特徴を活用し、地

域の同窓会のご協力をいただきながら　支部の活動を広

げていきたいと考えています。支部総会でお会いするこ

とを楽しみにしています。是非一度御参加ください。

　最後になりましたが　同窓会会員各位のご健勝とご多

幸をお祈り申し上げます。

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。

　昨年は繰り返される北朝鮮脅威、熊本・鳥取地震、築

地市場問題など気が滅入る事件・災害があった反面、北

海道新幹線開業、リオデジャネイロオリンピック、東京

都初の女性知事誕生、日ハムと広島の日本シリーズなど
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に一喜一憂することも沢山ありました。

　全国有料老人ホームが募集したシルバー川柳に「こん

にちは 思い出せずに さようなら」「クラス会 それぞれ

持病の 専門医」などがありましたが、同感できる年頃

になってしまいました。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。あいち支部では少しでもシル

バー川柳のようになるのを遅らせるため、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　  12月：親睦ゴルフコンペ

例年通り「お子様無料、弁当・飲み物・お酒・お菓子・

おつまみ付き」のイベントを春と秋に開催しますので昨

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。イベント以外の行事も例年通り予定しています

ので青春・盛春・老春・・・を同窓生と共に弾けてみま

せんか！

2016年10月30日　秋のイベント「東山動物園」　23家族73名参加

富山支部
　　

支部長　90D　野上　潤一

　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28年度として10月１日（土）に支

部総会・懇親会を開催いたしました。平成29年度につい

ていても、10月に総会に開催を予定しております。多く

の方々のご参加をお待ちしております。

平成28年10月１日　富山市新富町『しゅん家』にて

四国支部
　　

支部長　68E　滝口　博久

　新年明けましておめでとうございます。

同窓生の皆様におかれましては、ますます御健勝の事と

お喜び申し上げます。

　平素は同窓会支部活動に際しまして、卒業生各位のご

支援ご協力に心より厚く御礼を申し上げます。

　さて平成28年度四国支部総会、懇親会を８月６日に高

松市で開き、大学本部からは、下郷正二同窓会会長、松

尾英明支部部会連絡協議会代表、川角幹事のご参加を頂

き、そして四国支部卒業生の方に参集頂き開催すること

ができました。総会では支部行事実施報告、予定等会務

報告をさせて頂きました。また、同窓会の現状もお聞き

することができ、今後の活動に生かして行きたいと思い

ます。

　懇親会では自己紹介と近況を話していただき、短い時

間でしたが会員相互の距離もさらに近くなったと思いま

す。

　さらなる本学の発展に貢献できるよう支部活動に一層

の努力を行いたいと思います。

　今後も皆様方が益々のご活躍されますことをご祈念申

し上げると共に、同窓会活動にご理解とご協力を賜りま

すようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　

　今年度の行事予定を案内させていただきます。

　ご多忙中とは存じますが、ご案内の折には是非ご参加

下さるようお願い致します。

　①　 平成29年度四国支部総会、懇親会　８月５日(土)

に開催いたします。

　②　 平成29年度四国支部香親会は　11月の開催予定

です。

岐阜支部
　　

支部長　72E　香田　孝

　皆さん、新年おめでとうございます。

　昨年秋より温度変化の大きい日々が続いておりますが

風邪など召されてないでしょうか。

　私事、今年65歳になります。世間で言う高齢者の仲間

入り、・・・「えっ」って感じですが、第一線から身を引

くことを想い、新たな生活を始めることを考える正月で

す。

　皆さんはどんなお正月をお迎えでしょうか？

⇒返事いただけたら嬉しい：

　　　〠503-0016　大垣市八島町2430-6　香田　孝

一昨年、ひょんなことから始めた、英語HAIKUより２句。

　　　　⑴　My first grandson

　　　　　　First toss and turn

　　　　　　And first sunrise

　　　　　　　　　　（初孫や初の寝返り初日の出）

　　　　⑵　New Year’s Day

　　　　　　I　still wonder why

　　　　　　a spoons neck bended

　　　　　　　　　　 (お正月　スプーン曲げは今も謎)
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部会情報

CLUB INFORMATIONCLUB INFORMATION

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。

　同窓会会員の皆様方におかれましては、益々ご発展の

こととお喜び申し上げます。

　本年も旧年と相変わりなく、ご支援、ご指導賜ります

ようお願い致します。

　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

または終了した教職員を会員とする同窓会部会活動団体

です。

　目的は、会員相互の友誼を深めると共に、母校の事業

に賛同し、母校の発展に寄与することです。

　事業趣旨は研究会、講演会等の活動を実施する事によ

り、母校および同窓会との連携を密とし、情報交換、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８月最終土曜日午

後１時30分から研究会を実施しています。

　平成28年度は８月27日（土）に開催しました。

今年度は研究会開始前に、ゴビーホール一階食堂に於い

て蕎麦を食べる会を持ちました。関係の方々には準備、

蕎麦の提供等で大変お世話になりました、この場を借り

まして感謝申し上げます。

　研究会には同窓会平野副会長、同窓会宮本顧問にご参

加を頂き感謝しています。

　研究題目と発表者は以下のとおりです。

　１　「小・中学校事務職員について」　

　　　　前公立中学校　事務職員　森　正宏様

　２　「教員採用試験に受かるために」

　　　　愛知県立半田工業高等学校教諭　内山裕生先生

　参加学生諸君は、熱心に研究発表に聞き入っていまし

た。

　質疑応答時間には研究会会員より県、市、私それぞれ

の教員採用試験について、状況、心構え、対策など熱く

具体的な応答が有りました。この貴重な情報を元に、学

生諸君はそれぞれの目標とする学校の教職員と成る為に

一層努力して頂きたい

　学生諸君の希望が叶えば、私たち教志会として望外の

喜びです。

　来年度も学生諸君に有用な情報を研究発表で行う予定

ですので、学生のみならず、年頃のご子弟をお持ちの方

にも是非参加をして頂きたいと、会員一同願っておりま

す。

　新年にあたり、皆様方のご健勝とご多幸を衷心よりお

祈り申し上げます。

67 会
　　

部会長　67E　若松　寿

　「お元気ですか」　この言葉が卒業45年後の対面した際

に交わす挨拶になっています。定期的に同期会として活

動を始めてすでに９年が経ち、同期生との懇談が楽しい

限りです。67会の恒例交流活動は、６月の第一土曜日と

２月の新年会が定期的な活動になっており、全体の１割

の仲間が参加しています。みなさーん　気兼ねなくお越

しください。

　67会の新しい試みとして、昨年10月15日には紅葉の

名所である岐阜県揖斐・谷汲山華厳寺への一日散策と根

尾川の落ち鮎料理を堪能してきました。華厳寺は寂れて

しまい参拝者いないのではと思っていましたが、日本最

古の観音霊場として本堂は参拝者で大変混雑していまし

た。最近は、各地の神社仏閣を巡礼するブームになって

いると聞いていますが昔も今も変わらぬ光景でした。

　さらに67会では体力と健康を維持するため、先ずは西

の京を目指して静岡県・新居宿から京都・三条大橋まで

の224.7kmの完歩を目標に東海道53次ウォークを実施

しています。

　第１回は、桜が散り始めた平成28年４月２日に若松、

山本、古門、鈴木、青山で新居宿から二川宿間の

12.9kmからスタートしました。５月３日は二川宿から

豊川を渡り、名鉄・小田渕駅まで、目標にしていた御油

宿までは暑さのため断念しました。６月18日は、小田渕

駅から最近まで旅籠として赤坂宿で営業していた築約

300年を誇る建物「大橋屋」で江戸へ行幸する明治天皇

の宿所とするために急きょ改装した玄関や部屋を見学す

ることができました。午後4時には藤川宿に到着です。

久しぶりのウォーキングになった10月29日は藤川宿か

ら名鉄・新安城駅までの17.2kmでしたが、岡崎城を取
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り囲む「二十七曲がり」は迷路になって探し出すこと難

しい道中となりました。この二十七曲がりは、天正18

（1590）年に徳川家康が関東移封を命ぜられ、代わって

居城した豊臣秀吉の家臣田中吉政が家康の攻めに備えて

大規模に城下町の改造を行い乙川の南側を通っていた東

海道を北側に移し商人町や職人町を設け、しかも容易に

城へは近づけないようにクランク状の道に整備したため

でした。11月19日は皆さんの都合がつかなくなり、少

人数の４名で安城から知立まで延々と今も続く街道の松

並木を通って名古屋・鳴海宿まで17.7kmを完歩しまし

た。

　さらに平成29年２月10日からは企画行事として第３

回海外研修会を実施します。訪問国はスリランカ共和国

で、内戦終結による復興した経済や文化活動の活性状況

について視察してきます。

　今後の東海道53次ウォークは、いずれも土曜日の12

月10日、平成29年１月21日、２月18日、３月18日、４

月15日、５月20日で実施いたします。67会会員以外の

卒業生の参加も大歓迎です。連絡先は、青山（E-mail：

seison@dk2.so-net.ne.jp）まで。

　　　（文責　青山正治）

〔写真〕　�豊川市国府町の三河国府総鎮守になる大社神社の輪くぐ

り神事で、『拾遺集』よみ人知らずの和歌「水無月の夏越

しのはらいする人は千歳の命延と言うなり」を詠いなが

ら、無病息災を願って茅の輪を廻る同期の仲間たち

71 会
　　

部会長　71M　後藤　道夫

　〝71生のみなさん〟お元気ですか。

　今春からは、社会的には『高齢者』と呼ばれ、完全な

年金受給者になるわけです。65歳以上の高齢者は平成

26年で総人口に占める割合は25.9％となり、４人に１人

となっていますが、決して高齢者の言葉に甘えて孤高の

人にならずに、むしろこれからは地域社会で貢献できる

人材として活躍する機会が多くありますので、是非とも

積極的に高齢者デビューをしてください。

　65歳は地域では若者であることに実感すると思いま

す。　　　　

　さて、昨年の71会は、大学のバスを利用して、西浦温

泉への日帰り温泉旅行を行い、賛助会員を含め30名の

方々に参加していただきました。41年前の友が昨日のこ

とのように酒を酌み交わす様は、まさしく「光陰矢の如

し」。楽しい一日を過ごすことが出来ました。

　今年は、71会発足10周年となります。これを記念し

て一泊で富山方面に出掛けたいと考えています。６月に

は案内を送りますので、今まで参加されていない方も是

非ご参加ください。

西浦温泉ホテルたつき�にて

 拳 友 会
　　

部会長　78E　鈴木　滋之

　謹んで新年のお喜びを申し上げます！

　同窓会員の方々にはご多忙のことと存じます。空手道

部も52年目の春を迎えることができました。これもひと

えに皆様方のご支援・ご協力の賜物と、ありがたく感謝

致します。

　2020年の東京オリンピックの種目に　空手もプログ

ラムに選ばれました。これを機に空手道部の飛躍的な成

長を期待しております。

　本年も皆様方のご愛顧にお答え申し上げる様に心がけ

てまいりますので、空手道部を宜しくお願い申し上げま

す。

　今年も５月の大学祭には「演武会」が行われる予定で

す。多数のご来場をお待ちしております。
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燎　会
　　

部会長　66E　中村　憲司

平成28年度（第43回）燎会総会

　７月23、24日に燎会を開催し12名の参加を頂き懇親

を深めあうことができましたので報告します。今回は桑

名の料亭「すし清」で総会を開催、会計報告など全員の

了承を得、続いて愛知先生を偲んで献杯から始まり各自

の近況報告となりましたが持ち時間を超え、途中で宴会

に切り替えあとは持説やら大学の近況などで盛り上がり

ました。また、次期幹事について若返り動議がなされ都

竹氏にお願いすることになりました。この料亭は旧東海

道筋にあり1856年創業の老舗旅館で、名物の蛤会席を十

分堪能することができました。調度品も由緒ある価値の

あるものばかりとのこと。ぜひ皆さんにもお勧めします。

　翌日は関西電力川越火力発電所を見学し普段は入るこ

とのできない発電所の内部を見ることができ、運良く点

検中の発電機（タービン）まで見学できました。学生時代

に火力発電の講義を少し思い起こしたわけですが外観よ

り立派な施設で某メーカーのものも複数台設置されてい

ました。お昼は山田美香さんのご紹介で桑名の赤茄子屋

でトンテキランチをいただき、これも美味で医・食・燎

会同源、有意義な総会でした。来年は７月29、30日に

新装になった木曽駒ゼミナーハウスで開催予定ですので

是非ご参加ください、（杉木記）

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。

　最近の登山ブームは、ザックやウェアー、登山靴、ピ

ッケル、アイゼン・・・など、機能の向上や軽量化が進

んだおかげだと考えます。スキーの板も同様で、操作が

とてもしやすくなりました。しかし、用具の向上と共に

事故が増えてきたことも否定できません。登山やスキー

を楽しむ者にとって、自然を受け入れながら、その中で

楽しませてもらうという謙虚な気持ちをもち続け、あと

10年・20年楽しんでいこうと思っているところです。

　昨年11月には、スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

総会を開催しました。例年に比べ少ない参加でしたが、

時間を忘れて、笑い声が絶えない楽しい総会となりまし

た。来年の総会には、同学年の友達を誘い合いながら、

多くの参加を期待しています。

　昨年３月には、岩岳スキー場でスキー部員とＯＢ・Ｏ

Ｇとの懇親会と各大学スキー部のＯＢ・ＯＧスキー大会

が行われました。大同大学から７名のエントリーがあり

ました。雪不足と視界不良の中、現役の応援も力になり、

２名が入賞しました。

　平成29年の予定

　　３月18日（土） スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧと

現役との交流会

　　３月19日（日） 各大学スキー部ＯＢＯＧスキー大会　

（岩岳スキー場）

　　５月27日（土） ＯＢ・ＯＧと現役との交流会（大学祭

期間中）

　　11月11日（土） スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ

会総会および懇親会

　スキー山岳部およびスキー部のＯＢＯＧの皆様方の参

加を多数お待ちしております。各行事の前に案内をお送

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。

現役との懇親会（岩岳スキー場）

スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会総会
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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。

部会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。

　さて、サッカー部の会合は現役との交流を主とし、毎

年６回のイベントを企画し、尚且つ　この行事以外にも、

ゴルフ大会、役員懇親会、ただの飲み会を開催しており

ます。本当に楽しい滝春会なので、どの会合でも良いの

で、一度参加して下さい。

H28年５月28日（土）�滝春校舎14Fラウンジ

滝春会【平成29年のイベントスケジュール】

H29年１月21日(土)：新年現役交流試合及び親睦会

　　　２月18日(土)：卒業生追出し交流試合及び懇親会

　　　３月18日(土)：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）

かおり
デザイン部会 　　

部会長　D10　磯崎　文音

　新年あけましておめでとうございます。昨年の第２回

総会・OBOG会の様子をご紹介します。かおりデザイン

部会では９月17日に総会・OBOG会を開催し、58名の

参加を頂き楽しく歓談できました。

　本年も総会およびOBOG会の開催を予定しておりま

す。また、大同大学同窓会の更なる発展に貢献して参り

たいと思います。皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げ

ます。

2016年９月17日　大同大学同窓会　第２回かおりデザイン部会

白 水 会
　　

部会長　84A　小川　昌也

　新年明けましておめでとうございます。

「白水会」は、主に白水校舎で学んだ 建設工学科 土木系／

建築系（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、名古屋での新年会・名刺交換会、

５月には第７回定時総会と情報交換会を大学本館14階交

流室＆ラウンジにて行い、10月に交流会、11月には親

睦会としてゴルフコンペを行い、役員会を１回実施しま

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８回定時総会と情報交換会、７月に交

流勉強会、11月は親睦会（ゴルフコンペ）を予定していま

す。「白水会」も、本大学のＯＢの方々は卒業後交流が

少ないのが現実です。専門のスキルを持った先輩後輩の

交流がこれからの大学の発展に繋ぐものだと思います。

これから入学してくる後輩の為にも。会員（特に若い方）

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

ボート部
OB 会 　　

部会長　65M　中井　通之

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年10月30日OB総会を大同特殊鋼㈱健保会館にて開

催いたしました。県内外から多数のOBの方に参加して

頂きました。

　当日は庄内川にて学生レガッタが開催されました。学

生と一緒にOBの方もお手伝いしていただきありがとう

ございました。

　29年の予定　２月　新年会

　  　　　　　６月　OBと学生で打ち合わせ

　　　　　　　10月　学内レガッタと一緒に総会

　今後も協力応援をしていきたいと思います。
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学 力 系 大学入試センター試験利用系
前期入試

（兼特別奨学生入試）
センタープラス入試 中期入試 前期入試

（兼特別奨学生入試） 中期入試 後期入試 ファイナル入試

平成29年
1月   1 日（日）

～

1月 12 日（木）

平成29年
2月   3 日（金）

～

2月 16 日（木）

平成29年
1月   1 日（日）

～

1月 26 日（木）

平成29年
1月27 日（金）

～

2月   9 日（木）

平成29年
2月10 日（金）

～
2月 23 日（木）

平成29年
2月24 日（金）

～

3月   9 日（木）

A方式：1月21日（土）
Ｂ方式：1月22日（日）

前期入学試験
および

大学入試センター試験
2月25日（土） 大学入試センター試験

1月14日（土）、15日（日）
本学、浜松、豊橋、岐阜、津 本学、浜松、岐阜、津
1月27日（金） 2月4日（土） 3月 4日（土） 2月  4日（土） 2月17日（金） 3月 4日（土） 3月17日（金）

平成29年2月15日（水） 3月 9日（木） 2月15日（水） 2月24日（金） 3月 9日（木） 3月23日（木）平成29年3月 6日（月） 3月 6日（月）
募集定員

部
学
工

機械工学科 24 12 12 12 3 2 2
総合機械工学科 14 18 8 5 4 2 2
電気電子工学科 18 11 7 7 3 2 2

建築学科
建築 10 10 2 4 1 1 1
インテリアデザイン   4 4 2 2 1 1 1
土木・環境   7 5 4 3 2 1 1

部
学
報
情
情報システム学科 コンピュータサイエンス 11 5 3 3 1 1 2

情報ネットワーク 11 5 3 3 1 1 2
情報デザイン学科 メディアデザイン 10 9 4 5 1 1 1

プロダクトデザイン   5 4 3 2 1 1 1
総合情報学科 かおりデザイン   3 2 2 1 1 1 1

経営情報   5 5 3 2 1 1
合　計 122 90 53 49 20 15 17

次代を拓く、創造的な人づくりの拠点として。

2017年度入学試験　日程・会場・募集定員

工学部 情報学部機械工学科 情報システム学科

総合情報学科

情報デザイン学科

総合機械工学科

電気電子工学科

建築学科

建築専攻

コンピュータサイエンス専攻

メディアデザイン専攻

かおりデザイン専攻

経営情報専攻

プロダクトデザイン専攻

情報ネットワーク専攻

インテリアデザイン専攻

土木・環境専攻

出 願 期 間

試 験 日
試 験 会 場
合格発表日

手続締切日

試 験 種 別
日　程

入学金
授業料

同窓会特別優遇制度のお知らせ 
平成19年度学部入学生より学生の父母が本学の卒業生の場合には、入学金の全額が返還され、
また、同窓生の兄弟・姉妹が入学した場合には、入学金の半額が返還される同窓生特別優遇制度が設け
られておりますので、同窓会会員のみなさまへお知らせいたします。
注1．同窓生の兄弟・姉妹とは、入学生の兄弟・姉妹のいずれかが大学の卒業生であること。
注2．この制度の入学金は、入学後の申請により返還されますので、入学後の手続きを必ず行ってください。 

1



編 集 後 記

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は、熊本や鳥取で大きな地震に見舞われ、甚大な被害

をもたらしました。

　また、北朝鮮の度重なるミサイル発射や、中東での度重な

るテロなど、世界情勢に影を落とす出来事がありました。半

面、天皇陛下による生前退位のお気持ち表明や、アメリカ大

統領による広島訪問が行われるなど、歴史の転換点とも言え

る大きなニュースもありました。

　我が母校でも現役の学生がフィギュアスケートで輝かしい

成績を残すなど、これまでに無い新たな風が吹いています。

　皆様におかれましても、この１年が新風豊かな年となりま

すよう祈念致します。同窓会も鋭意邁進して参りますので、

本年も倍旧のご支援ご厚情を賜りますよう宜しくお願い申し

上げます。

発　行　大 同 大 学 同 窓 会

　　　　名古屋市南区滝春町 10 −３

　　　　直通電話・　　〈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

FAX

第51回総会　平成28年５月28日　懇親会

総会


