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　新年あけましておめでとうございます。

同窓会の皆様、ご家族とともに良いお正月をお迎え

のこととお喜び申し上げます。

　私は、昨年４月より、澤岡名誉学長の後を受け、

学長を拝命致しました。就任当初、同窓会の皆様に

は、大変温かいご支援をいただき、厚くお礼申し上

げます。

　平成３年に本学に着任し、材料科学技術研究所、

電気工学科、電気電子工学科と所属が替わりながら

26年間教員として過ごしてまいりました。はからず

も、学長を拝命することになり、責任の重さをひし

ひしと感じております。

　４月より、10ヶ月間、今まで経験しなかった仕事

が目白押しの毎日でした。色々な会合での挨拶、ま

た、講演会への依頼、中日新聞からのコラムの記事

など・・・。幸いなことに、オープンキャンパスに

は昨年を上回る参加者を迎えることが出来ました。

また、推薦系の試験に関しても、多くの応募者があ

り、昨年度より多くの入学予定者を確保でき、安堵

しております。

　さて、私立大学を取り巻く環境は大変厳しく、特

に、18歳人口はこれからも減り続けていきます。平

成30年度は118万人、平成40年度は100万人（平成

30年度の85％）、平成50年度は約85万人（平成30年

度の70％）と予想されています。

　愛知県は全国平均よりも減少が緩く、増加の傾向

も見られ、本学も予想より安定した入学者確保が出

来ております。しかし、少子化が無くなるわけでは

ありません。大学を存続し、さらに発展させるには、

入学志願者の減少が起こる前に、それに対処する方

策を検討しなければなりません。これからの10年は、

10年後、20年後をみすえた大学運営に取り組んでい

かなければならないと認識しております。

　本学は、前学長のもと、他大学に先駆けて教育改

革を行い「実学主義」を理念として『教育重視型大学』

を堅持してきました。これらの施策を点検・評価し

ながら、さらに教育の質的転換と教育の付加価値の

向上、高大連携などを進め、大学のいっそうの発展

を目指したいと念じております。

　ほぼ１通りの業務を経験し、大学の内外の状況の

把握に努めてきました。「急いては事を仕損じる」

というコトワザを肝に銘じて、来年度４月からは、

上記の背景をもとに、少しずつ大学の発展のための

改革や施策を行なっていこうと考えております。

　皆様のさらなる御協力をお願いしたいと存じま

す。
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明けましておめでとうございます。

　大同工業大学と大同大学、合せて18年間学長を務

めさせていただき、昨年４月より大同学園顧問、大

同大学名誉学長として働いています。1999年４月に

赴任した時の同窓会長は園原繁さんでした。５月15

日には名古屋観光ホテルで同窓会35周年の式典が行

われました。その後、園原さんと四国支部の総会に

出かける機会があり、真夜中酩酊して締めのうどん

を食べたことが昨日のように思い出されます。

　2003年に宮本一男さんが会長に就任、お酒の席で

「あなたはいずれ去ってゆく人、私たちは一生大同

工業大学卒業生だから真剣なのだ」と睨まれ、縮み

あがったことも昨日のように思い出されます。関東

支部の浅草での楽しい会、第１期生宮崎定典さんの

想い出が強烈です。

　その後、大学と同窓会は二人三脚で発展し、大同

大学へと名前を変えました。現会長の下郷正二さん

にはとても親しみを感じています。私の亡くなった

大酒のみだった父と同じ名前なのでとても他人とは

思われません。

　３年後には新しい校舎が建ち、大同大学は一層発

展することを確信しています。

　80歳過ぎたら、宇宙へ行くこと夢見てきました。

今年12月には80歳です。現在、大学で宇宙塾を開い

ています。すでに同窓会から約10名の方に参加頂い

ています。ご関心がありましたらご参加下さい。１

月18日（木）、２月15日（木）、３月８日（木）15時〜

16時30分です（お問合せ、入試・広報室）。

　同窓生の諸君！人生年齢には関係ありません。気

持ちです。こころです。遅すぎるということはあり

ません。同窓会のマスコット、Goby（はぜ）のよう

に大きな口を開けて喰らいつきましょう。

写真は毎日新聞2000年元旦号に掲載された小型ジェ

ット機の中で浮遊する61歳当時の澤岡昭

同窓会との 18 年間

大同大学名誉学長　澤 岡  　昭
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総 会 ・ 懇 親 会

【議案】

　第１号議案　平成28年度会務報告

　第２号議案　平成28年度会計報告

　第３号議案　平成28年度監査報告

　第４号議案　�大同大学同窓会　部会設立（案）

　第５号議案　支部・部会・評議員　役員の交代と選出

　第６号議案　平成29年度会務計画（案）

　第７号議案　平成29年度予算（案）

　第８号議案　その他

【報告事項】

　　⑴　第21期大同大学同窓会役職者名簿

　　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28年度　会務報告

■本部

●総会

　第52回第21期総会	 平成28年	５月	28日

	 大同大学ゴビーホール

●役員会

　第１回	 平成28年	５月	28日

	 大同大学ゴビーホール

●理事会

　第１回	 平成28年	５月	28日

	 大同大学ゴビーホール

　第２回	 平成28年	10月	31日

　第３回	 平成29年	３月	10日

　第４回	 平成29年	４月	７日

●支部長・部会長連絡協議会

　第１回	 平成28年	５月	28日

	 大同大学ゴビーホール

●広報委員会

　第１回	 平成28年	10月	21日

　第２回	 平成28年	11月	25日

　会報65号発刊	 平成29年	１月	１日

●女子サロン

　第１回	 平成28年	５月	28日

	 大同大学14階同窓会後援会室

　第２回	 平成28年	11月	26日

	 ANAホテルグランコート名古屋

●愛知県私立大学同窓会連合会

　理事会・総会	 平成28年	６月	29日

　会員大学見学会・情報交換会（東邦）

	 平成28年	９月	４日

●その他

　同親会総会	 平成28年	７月	１日

　同親会後援会ゴルフ打ち合わせ

	 平成28年７月８・９日

総 会 議 案

　平成29年５月27日（土）に第52回第21期の総会を滝春校舎Ａ棟交流室にて開催しました。

　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、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52回  第21期
平成29年５月27日（土）14：00〜

於：大同大学滝春校舎Ａ棟交流室総  会  報  告
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　後援会・同親会・同窓会役員研修旅行

	 平成28年	９月	３日

　同親会懇親会・ゴルフ	 平成28年10月28・29日

　同親会忘年会	 平成28年	12月	２日

　忘年会	 平成28年	12月	22日

　同親会・後援会　新年会	 平成28年	１月	27日

　卒業パーティ	 平成29年	３月	17日

■支部

●関東支部

　総会・懇親会	 平成28年	６月	25日

●山梨支部

　役員会	 平成28年	４月	23日

　役員会	 平成28年	10月	16日

　総会	 平成28年	11月	12日

　新年会	 平成29年	１月	29日

●静岡支部

　総会・懇親会	 平成28年	７月	16日

●豊田支部

　役員会	 平成28年	８月	13日

　第29回総会及び懇親会	 平成28年９月19・20日

　新年会・役員会	 平成29年	１月	27日

●あいち支部

　春のイベント	 平成28年	４月	24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28年	５月	８日

　秋のイベント	 平成28年	10月	30日

　会員親睦ゴルフコンペ	 平成28年	11月	20日

　理事会	 平成28年	12月	28日

　総会・懇親会	 平成29年	２月	25日

●みかわ支部

　親睦会	 平成28年	４月	30日

　総会	 平成28年	７月	９日

　親睦会	 平成28年	10月	29日

　親睦会	 平成29年	３月	４日

●富山支部

　総会及び懇親会	 平成28年	10月	１日

●四国支部

　第31回総会・懇親会	 平成28年	８月	６日

　第18回大同香睦会	 平成28年	11月	26日

●大阪支部

　役員会	 平成28年	６月	18日

　総会・懇親会　ビジネス交流会	 平成28年	９月	24日

　新年会	 平成29年	２月	４日

●信越支部

　総会	 平成29年	３月	11日

●滋賀支部

　滋賀県立瀬田工業高校出張出前講座

	 平成29年	１月	26日

　出張出前講座	 平成29年	１月	29日

●三重支部

　女子会（女子の集い）	 平成28年	４月２日

　第１回役員会	 平成28年	４月	16日

　第２回役員会	 平成28年	４月	27日

　第３回役員会	 平成28年	６月	11日

　総会・懇親会	 平成28年	６月	18日

　第４回役員会	 平成28年	６月	11日

　秋のイベント伊賀ぶらり体験博覧会への参加

	 平成28年	10月	15日

　第５回役員会	 平成28年	12月	11日

　伊勢神宮初詣	 平成29年	１月	28日

　第６回役員会	 平成29年	３月	25日

●岐阜支部

　第１回役員会	 平成28年	７月	17日

　第２回役員会	 平成29年	１月	22日

●兵庫支部

■部会

●教志会

　総会・懇親会	 平成28年	８月	27日

●６７会

　総会・懇親会	 平成28年	６月	４日

　幹事会	 平成28年	８月	12日

　初秋散策と懇親会	 平成28年	10月	15日

　新年懇話会	 平成29年	２月	18日

●７1会

　総会・懇親会	 平成28年	７月	２日

●白水会

　役員会	 平成28年	５月	14日

　総会・懇親会	 平成28年	５月	28日

　白水会会合	 平成28年	９月	３日

　ゴルフコンペ・懇親会	 平成28年	11月	６日

　勉強会・懇親会	 平成29年	１月	18日

　新年会	 平成29年	２月	４日

●サッカー部OBOG滝春会

　役員会	 平成28年	４月	15日

　総会・現役との交流試合	 平成28年	５月	28日

　役員会	 平成28年	７月	16日

　夏期現役との交流試合及び親睦会	平成28年	８月	27日

　ゴルフ大会	 平成28年	９月	17日

　役員会	 平成28年	10月	21日

　大忘年会	 平成28年12月17・18日

　納会	 平成28年	12月	28日

　新年現役交流試合及び親睦会	 平成29年	１月	21日

　卒業生追い出し交流試合および親睦会

	 平成29年	２月	18日

　卒業生就職内定祝賀会	 平成29年	３月	18日

●拳友会

　懇親会	 平成28年	５月	29日

　空手部50周年反省会及び新年会	 平成29年	１月	20日
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●スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

　現役との交流会	 平成28年	５月	28日

　総会	 平成28年	11月	12日

　現役との交流会（ＯＢＯＧスキー大会出場）

	 平成29年３月18・19日

●ボート部ＯＢ会

　ＯＢ会　総会	 平成28年	10月	30日

●燎　会

　年度会務報告	 平成28年	４月	15日

　総会・懇親会	 平成28年７月23・24日

　幹事会	 平成29年	３月

●かおりデザイン部会

　総会・懇親会	 平成28年	９月	17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 16,580,000

2 終 身 会 費 26,600,000

3 貯 金 利 子 583

4 ＶＩＳＡカード提携手数料 16,378

5 雑 収 入 319,684

6 前 年 度 繰 越 金 15,481,530

収　　入　　合　　計 58,998,175

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 総 会・ 役 員 会 費 1,819,742

2 支 部 活 動 援 助 金 3,126,323

3 会 員 調 査 費 0

4 会 報 作 成 費 2,514,501

5 ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費 26,352

6 事 務 費 1,112,496

7 会 合 費 380,972

8 委 託 費 991,008

9 学 生 育 成 事 業 費 3,918,004

10 同 窓 会 連 合 会 97,344

11 特 別 会 計 繰 入 金 40,000,000

12 公 租 公 課 89

13 事 業 補 助 費 762,867

14 次 年 度 繰 越 金 4,248,477

支　　出　　合　　計 58,998,175

特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 211,178

2 一 般 会 計 よ り 繰 入 40,000,000

3 前 年 度 繰 越 金 360,650,557

収　　入　　合　　計 400,861,735

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 事 務 費 540

2 公 租 公 課 32,338

3 次 年 度 繰 越 金 400,828,857

支　　出　　合　　計 400,861,735

周年特別会計決算

［収入の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 0

2 前 年 度 繰 越 金 88,586

収　　入　　合　　計 88,586

［支出の部］� （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 事 務 費 540

2 公 租 公 課 0

3 次 年 度 繰 越 金 88,046

支　　出　　合　　計 88,586

　　上記の通り報告いたします。

　　　　　　　　平成29年３月31日

　　　　　　　　　大同大学同窓会	　　　　　　　　　

　　　　	 会　　計　　　堀　木　俊　宏

	 大　石　勇　起

平成28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28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29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　役員の交代と選出

■支部長の交代

　　　　　≪三重支部≫

　　　　　　新	：鈴木　雄治郎（68M137）

　　　　　　旧	：川邉　俊樹（62M077）

■部会長の交代

　　　　　≪白水会≫

　　　　　　新：小川　昌也（84A014）

　　　　　　旧：竹居　義彦（77C045）

　　　　　≪燎会≫

　　　　　　新：都竹　弘昌（76E091）

　　　　　　旧：名倉　満雄（66E037）

■新規　評議員

　　　　　　　　　大瀧　利一（80M043）

■新規　幹事

　　　　　　　　　高栁　伸一（39406）
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支部情報

BRANCH INFORMATIONBRANCH INFORMATION

関東支部
　　

支部長　66E　早川　元

　新年あけましておめでとう御座います。

　本年は特別な年になりそうです。年号が変わる議論が

なされています。平成30年が区切りの年となり、我々の

関東支部も新世代に委ねる時期に来ていると感じるよう

になりました。

　支部を立ち上げ運営してこられた大学創設期の諸先輩

も早70代を超えており、気の早い先輩は鬼籍に移られて

おります。かくゆう私も70代に突入しています。

　急ぐ必要はないのですが、今年又は来年中には支部長

の後任者を選出したいと考えています。支部会員の皆様

には支部存続の為前向きの対応をお願い致します。

　又、関東支部として選出されている評議員が１名（宮

﨑先輩）です。支部としての意志表明上あと２名が必要

と考えます。評議員への立候補をお願いします。

　今年の関東支部総会は例年通り６月最終土曜日16時浅

草葵丸進です。

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。今年は、30周年の節目ということで大同大学の澤岡

名誉学長に記念講演をお願いして「舞台裏から見たニッ

ポンの宇宙開発」のテーマで講演していただきました。

先生には大いに盛り上げていただき盛況となりました。

また、今年から地元の同窓会員に少しでも活動が判るよ

うにホームページを開設しましたので是非とも一度ホー

ムページにお越しください。

（https://sites.google.com/view/

　　　　alumni-association-toyota/）

　最後になりましたが支部会員の皆様始め同窓会本部や

各支部などから多大なるご厚意を頂きおかげを持ちまし

て無事豊田支部記念総会が出来ましたこと報告と合わせ

て心より御礼申し上げます。

四国支部
　　

支部長　68E　滝口　博久

　会員の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎え

のことと心よりお慶び申し上げます。

　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。

　平成29年度四国支部総会を８月５日（土）に香川県で開

き、お忙しい中、大学本部からは平野同窓会副会長、松

尾支部連絡協議会代表、北出幹事をはじめ、総勢12名の

方に参集頂きました。（欠席のご返事の方８名）

　総会では支部行事実施と予定の報告、会務報告をさせ

ていただき承認を頂きました。懇親会では、平野副会長

より大学の現況をお話して頂き、和やかな内に会を進め

ることができました。

　平成30年度四国支部総会は８月４日（土）の予定をして

います。来年度も会員相互の情報交換、懇親の場となる

様進めてまいりたいと思います。

　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。

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、８月の記録的な長雨と台風が多発しましたが、

人災は比較的少なく、秋雨前線と重なり野菜価格の高騰、

秋刀魚不漁等々ありましたが比較的穏やかな年であった

かと思います。

　経済では、スペインの独立問題、EUからの離脱問題

等々ヨーロッパ情勢から目を離せない状況です。石油関

連では原油安が止まり上昇に転じはじめ、石油や石炭輸

出国の景気が今年は上向いてくるのではないでしょう

か。中国経済はさすがに10％以上の成長は望めないもの

の高い経済成長は維持しているようです。一方、日本経

済は円安と株価上昇で良好な状況が続いており、今年は

更なる飛躍を願っています。

　さて、三重支部に於きましては、皆様の支部活動への

ご協力により過去最高の総会参加者となりました。今年

も女性や若者にも参加しやすい工夫を凝らしてお待ちし

ていますので友達や研究室・サークル仲間を誘っての参

加をお願いします。

　また、『伊勢神宮初詣』では、昨年24名、今年の参加

は30〜40名程度を考えています。本イベントでは、ご
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家族での参加を歓迎しています。

＊昨年のイベント開催結果

①	１月28日（土）	『伊勢神宮初詣』外宮・内宮の参拝、お

かげ横丁の散策　

②	６月17日（土）	『三重支部総会』プラトンホテル四日

市／四日市駅前〜参加28名

　　　　　　　		渡邊副学長の講演

　　　　　　　		（大学の現状などについて）

③７月15日（土）『浜岡原子力発電所／静岡県御前崎市』

　　　　　　　		視察・見学会〜参加28名

④11月11日（土）『伊賀ぶらり体験博覧会2017』

　　　　　　　		作陶体験＆秋の味覚満載

　　　　　　　		幕の内弁当＆パターゴルフなどで

　　　　　　　		エンジョイ〜参加９名

★本年のイベント開催予定

①伊勢神宮初詣：１月27日（土）　昨年と同様の内容

②春のイベント：『女性の集い』３月

③三重支部総会：今年は津市内で６月中旬

④秋のイベント：未定

　

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。

　同窓会会員の皆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、

信越支部の活動に際し、同窓会本部・各支部よりご支援・

ご協力を賜り誠にありがとうございました。

　信越支部の総会は、例年通り３月ごろを予定しており

ます。会員の一人でも多くの参加めざし支部活動の活性

化を図りたいと考えております。ご案内させていただい

た際には是非ご参加いただけますようお願い申し上げま

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。

　昨年は藤井聡太四段連勝記録、フィギュアスケーター

の快挙などに心躍らされる一方で、繰り返される北朝鮮

脅威、一党独走による政局不安、理解しがたい猟奇事件

など気が滅入る世の中でしたが、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。

　昨年の秋のイベントは参加予定者が40名以上でした

が、台風接近で中止となりましたが、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　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！

				

2017年４月23日　春のイベント「ノリタケの森」
18家族39名参加
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みかわ支部
　　

支部長　77A　塩田　勝之

　同窓会の皆さん　明けましておめでとうございます。

　昨年の衆議院選挙では自民党のひとり勝ちで終わりま

したがまだまだ景気は我々の所までは下りてきていない

ようですね。

　わたしは77A塩田勝之です。昨年の７月８日みかわ支

部総会において第２代支部長に指名されました。その結

果、謹んでお受けすることといたしました。また事務局

は81C河合利浩さんです。河合さんと私は豊橋の同じ高

校の卒業生で私にとっては気心の知れた仲間で心強く思

っております。昨年の総会には井上副学長をお招きし熱

気球の講演をして頂き皆興味深く聴かせて頂きました。

　支部長としての決意は、みかわ支部の皆様と役員一同

が力を合わせ活動に対する働き掛けによってみかわ支部

の新しい歴史を作っていく原動力になれたらいいなぁと

考えております。今後とも皆様のご指導を頂きながら微

力ではありますが支部活動を行い気持ちが一つになれま

したなら幸せでございます。

　皆様の力強いご協力をお願い申し上げ新支部長として

初めてのご挨拶の言葉にさせて頂きます。

★平成30年度　支部活動の予定

　５月　豊橋市内で親睦会

　７月14日（土）　豊橋パークホテルにて支部総会（決定）

　10月　豊橋市内で親睦会（詳細は塩田までご連絡下さい）

　みかわ支部　支部長　塩田勝之（携帯090-1291-8887）

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、毎年10月初旬に富山駅前周辺にて支部

総会・懇親会を行っております。昨年度も10月７日に実

施しておりますが、富山からは４名で、発足時から変わ

らないメンバーとなっています。

　本年度についても10月初旬に支部総会を開催いたしま

す。出来るだけ多くの方に参加いただきますようお願い

いたします。

岐阜支部
　　

　　　　63M　石黒　昭平

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　私は古いかもしれませんが新しい年を迎えますとき新

たな願いを立てます。本年も素晴らしい出会いの在りま

すことを。

　学生時代に多くの恩師、友人に囲まれ、「人間は人間

によってのみ育てられる」ことを学びました。以来、人

との出会いを大切に楽しみにもして参りました。そして

多くの人たちによって薫陶を受けて参りました。

　その中にあって私は本学卒業生は格別な輝きを持って

いることを実感しております。岐阜支部での会合、総会

などで新しい出会いに接しましたとき、このことをひし

ひしと感じました。私は老いそしてだんだんぼけても来

ていますが時間だけはありますので同窓会の総会にはで

きるだけ出席をさせて頂いています。そこでもすばらし

い出会いが待っていることもしばしばです。皆様、本年

の同窓会には是非ご参加ください。そこであなたにお目

にかかるのを楽しみにしています。

滋賀支部
　　

支部長　86A　伴　政憲

　あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろ

しくお願いいたします。

　滋賀支部では、子どもたちが何を目指しどう生きてい

けばいいかというヒントになればと思い、昨年も『生き

る』をメインテーマに出前講座を２回開催しました。自

転車で世界を周ろうとする子にも大きな自信となる講座

になりました。総会では“共育”を実践されている先生

のお話をお聞きし有意義な時間を過ごすことができまし

た。大阪支部でのビジネス交流会にご紹介したバイオデ

ィーゼル燃料などのお話をしていただいた企業様と先輩

とのマッチングが実現するなどたいへん有意義な一年と

なりました。

　本年も出前講座の開催や総会をはじめとする同窓生の

多数参加を目指した有意義な活動をしていきたいと思い

ますのでみなさんのご協力ご参加よろしくお願いいたし

ます。本年の総会は2018年６月９日（土）に予定してい

ます。多数のご参加よろしくお願いします。活動へのご

提案ご意見ご質問等ございましたら

tomo.ban@gmail.com（支部長	伴）までご連絡下さい。
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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

または修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、大同大学同窓会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29年度は８月26日（土）にＡ棟14階で開催しました。

　研究会にはご多用の中、神保学長、久田教職教室主任・

教授、下郷同窓会長、平野副会長に、ご参加を頂き感謝

しています。

　講演・研究発表題目と発表の方々は以下のとおりです。

　１　「私の抱負」について　

　　　　大同大学　神保睦子学長

　２　「現状の教職課程」について

　　　　大同大学　教職教室主任　久田晴生教授

　３　「私学教員35年を振り返って」

　　　　愛知産業大学工業高等学校　田原雅史先生

　４　その他雑感

　　　　	名古屋市工業高等学校定時制課程工業科

　　　　非常勤講師　布目訓久

　５　質疑応答

　参加学生諸君四名は、熱心に講演及び研究発表に聞き

入っていました。

　質疑応答時間には会員よりそれぞれ教員採用試験につ

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ける

ものと願っています。

　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、教職希望のご子弟をお持ち

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。
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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）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月に新年会・名刺交換会、５月

には第８回定時総会と情報交換会を大学本館14階談話

室＆ラウンジにて行い、６月に勉強会、７月17日海の日

に『名古屋港の夜景を楽しむ会（花火）』、７月27日に大

同大学特別講演会『未知への飛翔〜宇宙はすぐそこに』

への参加、10月に懇親会、12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月と10

月に懇親会、11月に親睦会（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30代40代の方）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

67 会
　　

　　　　67M　古門　定道

同期の仲間達と東海道53次ウォーキングに参加して

　私たちは2016年春から月例実施で、新居宿（浜名湖）

を出発点として三条大橋（京都）にむけて東海道を67M会

有志メンバーでウォーキングをしました。東海道沿道に

ある古い寺や神社を気ままに拝観させていただくことで

過ぎ去った昔に思い馳せることが楽しく。また、東海道

を歩きながら沿道の商店や町内の人に声をかけて世間話

ができることも大いに嬉しい。それぞれの宿場にはいく

つかの思い出ができ、桑名市・石取祭で有名な大鳥居の

春日神社、その門前の古びたお好焼き屋、亀山市・鈴鹿

峠の鏡岩から眺望した眼下の国道、鈴鹿市・日本神話の

英雄ヤマトタケルが東征帰路に杖をつきながら歩いたと

いう急勾配の杖衝坂と足から出た血を洗った御血塚、甲

賀市・歩いても歩いても食堂がなくてやっとたどり着い

た三雲のお寿司屋さん、日射病になりそうな暑い夏の岡

崎市藤川の街道、雪が降る佐屋街道で道に迷い偶然行き

着いた蟹江市のお好み焼きが100円で日本一安いお店

「みかくどう」、大津市・瀬田唐橋から雨が降る中をわざ

わざ３kmも歩いて訪ねた紫式部が源氏物語を書いた石

山寺、そして11月大津市から逢坂山の峠越えと1.5m程

の細い急勾配の日ノ岡脇坂峠は難所でした。天智天皇陵、

南禅寺、知恩院で秋の紅葉を散策しながら真っ暗になっ

た夕刻の京都三条橋のゴールにたどり着いた。　

　この同期会での東海道53次ウォーキングは非常に楽し

い・・・新年からは江戸日本橋をスタート。東海道53次

完歩を目指し、７歳の孫に負けないように体力づくりに

励んでおります。古稀を迎え非常に目出度いのであるか

ら、「老いるから遊ばなくなるのではなく、遊ばなくな

るから老いる」のだと自分に言い聞かせて、楽しく元気

に暮らしてます。

〔写真紹介〕 逢坂の蝉丸神社の紅葉。大津市逢坂山峠道に

所在の関蝉丸神社は、音曲芸道の祖神として

平安末期の芸能人から崇敬されていた。小倉

百人一首第10番の逢坂の関を題材とした「こ

れやこの行くも帰るも別れては知るも知ら

ぬも逢坂の関」を詠んだ平安時代前期の盲目

の琵琶法師とよばれる歌人「蝉丸」を祀る神

社である。境内には、森進一と大原麗子奉納

の提灯が吊り下げてあった。
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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、

勉強会、役員懇親会、ゴルフ大会、ただの飲み会等、毎

月のように開催しております。同窓生におかれましては、

家族ぐるみの参加もOK！！現役も大幅増員されていま

すので、どの会合でも良いので、一度参加して下さい。

2017年５月27日（土）滝春校舎14Ｆ　ラウンジ

★滝春会【2018年のイベントスケジュール】

　2018年１月20日(土)：

　　　　　新年現役交流試合及び親睦会：「浩養園」

　　　　	２月17日(土)：

　　　　　卒業生追出し交流試合及び懇親会：「とり銀」

　　　　	３月17日(土)：

　　　　　卒業生就職内定祝賀会：「めん串」

　　　　	５月：総会及び現役との交流試合

　　　　	９月：夏期現役交流試合及び親睦会

　　　　12月：親睦旅行（忘年会）

71 会
　　

部会長　71M　後藤　道夫

　71生の皆様、明けましておめでとうございます。

　辰巳世代の我々は、全員、高齢者と呼ばれる年齢にな

りました。しかし、まだまだ第一線で日々戦い続ける仲

間も多く、高齢者と云われて「のほほん」としている訳

には行きません。

　私は、人から「毎日何をしていますか」とよく聞かれ

ます。そんな時は、「毎日遊んでいます‥」と答えます。

会社勤めだけが仕事と思っている人から見れば毎日家に

いる姿は不思議なのかな。

　会社は、稼ぐ手段。あなたの人生の仕事はこれからで

す。今日までに培った技術や経験の英知をこれからの人

生に生かしてこそ、その人の真の能力と思います。

　2018年を更なる自分磨きの年にしてください。

　『７１生・頑張れ』

71会10周年記念・富山一泊旅行

拳 友 会
　　

部会長　78E　鈴木　滋之

　明けましておめでとうございます！本年も皆様方のご

健康とご活躍を願っております。

　お陰様で昨年は現役空手道部員の頑張りが有り、部員

を大幅に増やすことが出来ました。練習内容も充実し大

会へも堂々と出場可能になりました。

　空手道は型と組手が基本構成となりますが、護身術に

なります。精神力・自己防衛力を高めます。体力作りや

エクササイズにもなりますので、むしろ女性に適してい

るスポーツかも知れません。昔とは異なり女子学生が増

えている現状ですので、それに比例する女子の入部を期

待します。空手道部も新しい雰囲気のサークルへと進化

して行くでしょう！

　今年も空手道部と拳友会を宜しくお願い申し上げま

す。

　五月の学園祭には「空手道部演武会」が行われます。

多数のご見学をお願いします！
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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。

　最近は、健康ブームとよく言われます。テレビのCM

では、様々な健康飲料やサプリメントの紹介がされてい

ます。80歳でエベレストに登頂した三浦雄一郎さんの健

康法は「健康のための健康」ではなく「いつまでも夢を

追い続けるための健康」だそうです。いつまでも、スキ

ーや山登りができる健康法を心掛けながら、夢を追いか

けていきたいと思っています。

　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。

　スキー山岳部時代に顧問をしていただいた兼田先生に

もご出席いただき、昔話に時間を忘れて大変盛り上がり

ました。また、スキー部の倉庫に50年ほど前に作成され

た山行記録が多数見つかり、総会の席で展示をしました。

兼田先生は、当時のエピソードを懐かしそうに話してい

ただきました。

　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６名のエントリーがありま

した。

★平成30年の予定

　３月17日（土）	スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧと

　　　　　　　	現役との交流会

　３月18日（日）ＯＢＯＧスキー大会　（岩岳スキー場）

　５月26日（土）ＯＢ・ＯＧと現役との交流会

　　　　　　　（大学祭期間中）

　11月10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。多くの参加をお待ちしています。

　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。

現役との懇親会とスキー大会

スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会総会

ボート部
OB 会 　　

部会長　65M　寺島　一之

　≪活動報告≫

　　　４月中日本レガッタ（於　愛知池）

　　　５月OB会（金山やまちゃん）

　　		11月学内レガッタ（於　庄内川）OB会（金山）

　2017年度はOB総会を開くことが出来ませんでしたが

少数ながら頑張っている部員にも出来る限りの援助をし

たいと思ってます。
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燎　会
　　

部会長　76E　都竹　弘昌

平成29年度（第44回）燎会総会

　新年あけましておめでとうございます、今年もどうぞ

宜しくお願いします

　昨年７月29、30日で第44回燎会を開催しました、今

回は皆さんの希望を取り入れ、想い出深い「木曽駒ゼミ

ナーハウス」で総会、懇親会を行い15名の参加をいただ

きました。

　会長からの収支報告、次回の計画、日程等提案を早々

に済ませ懇親会をスタート。先日同窓会共済で開催され

た澤岡名誉教授と土井宇宙飛行士の対談、神保新学長へ

の交代など最近の大学の動向など論議が飛び交う中、カ

ラオケ（懐メロオンパレード）では管理人の武山ご夫婦に

も参加して頂き大いに盛り上がりました。この場をお借

りしてお礼申し上げます。

　翌日は桃介橋を車窓に見ながら藤村ゆかりの地、中山

道馬篭宿へ向かい宿場町を散策、ここでも東南アジア系

の観光客が多く他国語が飛び交っておりました。

　昼食はそば処「馬篭館」で懐石料理を頂きイワナの塩

焼きと蕎麦は美味でした。

　尚、次年度は７月末に静岡方面での開催を予定してい

ます。別途ご連絡をいたしますが、皆さん今から予定を

空けて今年の燎会も更に多くの方の参加をお願いしま

す。

ユース部会
　　

部会長　77M　久保田　則行

　新年おめでとうございます。

　皆様のおかげをもちまして、昨年の同窓会総会にてユ

ース部会が承認され発足しました。ありがとうございま

した。

　ユース部OBの方々の親睦と交流を深め、また、ユー

ス部会を通じて様々な職業・職種の方たちと各々が自己

研鑽できればと思っています。

　昨年は第１回総会・懇親会を９月30・10月１日と木

曽駒ゼミナーハウスにて開催しました。これからも総会・

懇親会を開催しますのでよろしくお願いします。

　ユース部会に参加されたい方は、下記事務局宛てメー

ルアドレスにご連絡ください。総会・懇親会等の案内を

いたします。

　事務局メールアドレス：jimu@dityhcob.com

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３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16日に総会・懇親会を開催し、54名の参

加を頂き楽しく歓談できました。

　本年も総会・懇親会の開催を予定しております。部会

活動を通して、大同大学同窓会の更なる発展に努めて参

ります。

2017年９月16日　第３回かおりデザイン部会
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第52回総会　平成29年５月27日　懇親会

　新年あけまして、おめでとうございます。

　昨年、世界のニュースはアメリカ合衆国第 45 代大統

領に共和党のドナルド・トランプ氏が就任したことから

始まりました。

　大同大学でも、６期 18 年に渡り学長を努められた澤

岡学長がご勇退され、神保新学長の下で新たな第一歩を

踏み出しました。神保新学長は工業系大学初の女性学長

ということで新聞にも大きく取り上げられました。

　同窓会においても、新規事業委員会の本格始動などに

より、更なる一歩を踏み出そうとしているところであり

ます。

　皆さまにおかれましても、新たな一歩が、実り満ちた

ものとなるよう祈念致します。また、同窓会も、これま

で以上に発展に努めて参りますので、変わらぬ支援ご厚

情を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


