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　新年あけましておめでとうございます。皆さまは新し

い年のスタートをどのようにお過ごしでしょうか。

　昨年を振り返ると、色々な出来事が脳裏を駆け巡りま

す。興奮して手に汗を握って日本代表チームを応援した

ワールドカップ・ロシア大会、多大な被害をもたらした

西日本豪雨、日本人として誇りを感じた本庶佑氏のノー

ベル医学賞受賞など様々な出来事が思い起こされます。

　我が大同大学同窓会においても、下郷正二会長から武

田宏新会長にかわりました。武田新会長のリーダーシッ

プのもと、同窓会役員一同は、さらなる発展を期して飛

躍してゆきたいと考えております。

　皆様におかれましても、新しい年が実りに満ちた、素

晴らしい年になるように願っております。皆様のご理解

とご支援なしに同窓会活動は成立しません。今後も、同

窓会に対する変わらぬご支援を賜りますよう何卒宜しく

お願い申し上げます。
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　同窓生の皆さん、新年あけましておめでとうござ

います。

　また、清々しい新春を迎えられましたことを心よ

りお喜び申し上げます。

　平成30年５月26日に開催された、第53回 同窓会

総会において会長に承認していただきました武田宏

（75A074）でございます。皆様におかれましては、

日頃より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。この重責に、身の引き締

まる思いでいっぱいです。これまで同窓会を支えて

頂いた先輩方々の実績に恥じないよう努力を重ねて

いく所存でおります。また、学校法人大同学園・大

同大学と共に連携を深め、学生に対し多方面からの

支援、たとえば奨学金制度、留学制度、各種イベン

トの協賛。同窓生に対しては、開かれた同窓会・就

職情報・社会情勢意見交換・大学との交流に、これ

まで以上、力を注ぎたいと思っております。そして、

所信表明で申し上げました第22期の任期中には同窓

会の一般社団法人化に着手して、同窓会活動の範囲

をより広くして盤石な地盤創りに精進してまいりま

す。同窓会本部としては、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

い進められております。皆様の御意見を真摯に受け

止めるとともに同窓会の輪を広げてまいりたいと思

います。新執行部に対しましても、今までの執行部

同様のご支援ご指導のほど、よろしくお願いいたし

ます。

　さて、昨年は自然の驚異を改めて感じた、台風・

地震・最強寒波と日本全土に恐怖を与えました。ま

た、国際的にも北朝鮮情勢・シリア情勢と日本に多

方面から悪影響を与えかねない恐怖もありました。

ただ、恐怖ばかりではなくスポーツにおいては明る

い話題が多く、平昌五輪日本のメダル冬季五輪最多

13個・サッカーＷカップロシア大会日本ベスト16・

メジャーリーグでも二刀流エンゼルス大谷翔平選

手・卓球世界選手権女子日本３大会連続銀メダル・

女子テニス大坂なおみ選手全米オープン優勝・イチ

ロー選手マリナーズ復帰・楢﨑選手IFSCクライミン

グ世界選手権・バトミントン優勝等、明るい話題も

ありました。

　一昨年には「18歳選挙権」の施行が定められ大学

生のほとんどが選挙権を有することになりました。

時間の過ぎるスピードはとても速く、目まぐるしい

現代において同窓会のあり方も問われるかと思いま

すが同窓会のやるべきことは、諸先輩方々が築き上

げた歴史と実績を重んじ、学校法人大同学園・大同

大学と共に多方面から将来を見据えた取り組みを展

開していかなければなりません。

　前文と重なりますが一般社団法人化は同窓会の強

固な地盤創りと社会的な認知度を高め、現役大学生

及び卒業生が社会で立派に活躍するためのバックボ

ーンになれるように考えております。皆さんが参加

しやすい同窓会を目指してまいりますので周りの同

窓生を誘って是非同窓会にご参加ください。

　それでは、皆さんが本年も元気にご活躍されます

よう強く祈念申し上げまして新年のあいさつとさせ

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。

新年のご挨拶

　　大同大学同窓会会長　　　武 田 　 宏　 …   2
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　大同大学同窓会のみなさま、あけましておめでと

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。

　北朝鮮によるミサイル発射や水爆実験はようやく

止まったものの、この先、朝鮮半島問題がどのよう

に展開していくのか見通せない中、新たに米国と中

国との対立が表面化するなど国際情勢は不透明なま

ま年が明けました。

　一方、足元では確実に少子高齢化が進んでおり、

外国人労働者の受け入れ拡大やAI技術の進化など、

私たちの仕事や生活の環境を変える出来事が起き始

めています。

　また、教育界では2020年度から「大学入学共通テ

スト」が導入されるのに伴い、高校および大学では

授業方法や入試方法の変更などの検討が進行してい

ます。

　さてここで、本学の現状について、少しではあり

ますが述べたいと思います。まず、入学者の状況で

すが、年々、志願者が増加しており、入学者も安定

して確保できています。加えて、一般入試比率も向

上し合格ラインも厳しくなっています。また、女子

学生も増加中で昨年の女子入学比率は13%（ここ数

年は10%弱）にまでアップしました。

　次に就職の状況ですが、人手不足という環境もあ

って、良好な状態が続いています。また、教育改革

への取り組みでは、情報学部での「社会人基礎力養

成科目」の導入などアクティブラーニングの拡大を

はかっています。部活動では、男・女ハンドボール

部の毎年の活躍に加え、今ではバレーボール部も東

海学生一部リーグの常連として頑張っています。今

後が益々楽しみです。

　さてここで、みなさまにお知らせすべきことがあ

ります。それは、今年が大同学園創立80周年（昭和

14年・1939年創立）を迎えるということです。ちな

みに、大学は創立55周年（昭和39年・1964年創立）

になります。

　この記念すべき年に、いよいよ新キャンパスの建

設に踏み切ります。現・白水校舎の建築学科の移転

を中心に学内全体の教育環境の改善をはかるもので

す。

　その概要は、現Ｂ棟の向い側のグラウンドに４階

建のビルを建設し、Ｂ棟の２階から道路をまたぐ形

で高架橋を設けてつなぐという構造です。名鉄「大

同町駅」から見ておしゃれな景観が展開されてるは

ずです。

　また、新キャンパスの前面にはハンドボールやテ

ニスのコートを整備すると共に、滝春グラウンドを

人工芝のサッカー場に改修する計画です。完成は東

京オリンピックと同じ2020年の夏を予定しており、

開校は2021年４月の見通しです。

　目に見える形での大学の魅力化に資するものと確

信しております。本学の発展にこれからも努力して

いきますので、今後共、同窓会のみなさまには絶大

なご支援とご協力をお願いし、私の新年のご挨拶と

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



4

ALUMNI ASSOCIATION OF DAIDO UNIVERSITY

総 会 ・ 懇 親 会

【議案】

　第１号議案　平成29年度会務報告

　第２号議案　平成29年度会計報告

　第３号議案　平成29年度監査報告

　第４号議案　第22期新規役員（案）

　第５号議案　本会 会則等の改正について（案）

　第６号議案　平成30年度会務計画（案）

　第７号議案　平成30年度予算（案）

　第８号議案　支部の統合（案）

【報告事項】

　　⑴　学生育成事業によるクラブ活動援助について

　　⑵　大同大学同窓会法人格取得について

【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29年度　会務報告

■本部

●総会

　第52回第21期総会 平成29年 ５月 27日

大同大学A棟14階交流室

●役員会

　第１回 平成29年 ５月 27日

大同大学A棟14階交流室

●理事会

　第１回 平成29年 ５月 27日

大同大学A棟14階交流室

　メール理事会 平成29年 ６月

　第２回 平成29年 ７月 28日

　第３回 平成29年 ８月 28日

　第４回 平成29年 10月 13日

　第５回 平成29年 11月 21日

　第６回 平成30年 ３月 19日

　第７回 平成30年 ４月 27日

●評議員会

　第１回 平成29年 ５月 27日

大同大学A棟14階交流室

　第２回 平成29年 12月 ９日

●支部長・部会長連絡協議会

　第１回 平成29年 ５月 27日

大同大学A棟14階交流室

　第２回 平成29年 12月 ９日

●広報委員会

　第１回 平成29年 10月 17日

　第２回 平成29年 11月 16日

　会報66号発刊 平成30年 １月 １日

●女子サロン

　第１回 平成29年 ５月 27日

大同大学14階同窓会後援会室

総 会 議 案

　2018年５月26日（土）に第53回第22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・卒業生等の来場者が集まり大盛況でした。総会には、

大学側より理事長・名誉学長（前学長）・常務理事・徳納副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、支部・部会・評議員新役員、会則改正等についてで、約１時間

の会議を行いました。

　また、夕刻より同窓生・同伴者、在学生が150名程が出席した懇親会も開催いたしました。懇親会中には、プロダク

トデザイン専攻やかおりデザイン専攻の学生の大学祭中での物品販売なども行われました。短い時間ではありましたが

旧交を温めつつ、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53回  第22期
平成30年５月26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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●愛知県私立大学同窓会連合会

　理事会・総会 平成29年 ６月 21日

●その他

　名誉会長歓送迎会 平成29年 ５月 19日

　同親会後援会ゴルフ打ち合わせ

平成29年６月23・24日

　同親会総会 平成29年 ７月 ７日

　後援会・同親会・同窓会役員研修旅行

 平成29年 ９月 ２日

　同親会懇親会・ゴルフ 平成29年11月３・４日

　同親会忘年会 平成29年 12月 ６日

　忘年会 平成29年 12月 ９日

　同親会・後援会　新年会 平成30年 １月 26日

　卒業パーティ 平成30年 ３月 23日

■支部

●関東支部

　総会・懇親会 平成29年 ６月 24日

●静岡支部

　総会・懇親会 平成29年 ９月 ９日

●豊田支部

　役員会 平成29年 ６月 23日

　役員会 平成29年 ９月 11日

　第30回総会及び懇親会 平成29年 ９月 24日 

　新年会・役員会 平成30年 １月 19日

●あいち支部

　春のファミリーイベント 平成29年 ４月 23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29年 ５月 ７日

　秋のイベント（中止） 平成29年 10月 22日

　会員親睦ゴルフコンペ 平成29年 11月 26日

　理事会 平成29年 12月 22日

　総会・懇親会 平成30年 ２月 24日

●みかわ支部

　親睦会 平成29年 ５月 ６日

　総会 平成29年 ７月 ８日

　親睦会 平成29年 10月 28日

　新年親睦会 平成30年 ３月 10日

●富山支部

　総会及び懇親会 平成29年 10月 ７日

●四国支部

　第32回総会・懇親会 平成29年 ８月 ５日

　第19回大同香睦会 平成29年 11月 18日

●大阪支部

　役員会 平成29年 ７月 ８日

　総会・懇親会　ビジネス交流会 平成29年 ９月 ９日

　新年会 平成30年 １月 27日

●信越支部

　総会 平成30年 ３月 10日

●滋賀支部

　役員会 平成29年 ６月 17日

　総会・懇親会 平成29年 10月 14日

　出前講座開講　　　　　　　 平成30年２月３・４日

●三重支部

　第１回役員会 平成29年 ６月 ３日

　総会・懇親会　 平成29年 ６月 17日

　中部電力㈱　浜岡原子力発電所見学会

 平成29年 ７月 15日

　第２回役員会 平成29年 ９月 ２日

　いがぶら博覧会〜作陶体験他 平成29年 11月 11日

　第３回役員会 平成29年 12月 16日

　伊勢神宮初詣〜外宮・内宮 平成30年 １月 27日

　第４回役員会 平成30年 ３月 ３日

　女子サロン会 平成30年 ３月 31日

●岐阜支部

　未実施

●兵庫支部

　未実施

●山梨支部

　未実施

■部会

●教志会

　総会・懇親会 平成29年 ８月 26日

●６７会

　定例・懇親会 平成29年 ６月 10日

　初秋散策と懇親会 平成29年 ９月 23日

　例会（京都）　　中止 平成29年 11月 25日 

　新年懇談会・総会 平成30年 ２月 17日

●７１会

　総会・懇親会 平成29年 ７月 １日

●白水会

　親睦会・役員会 平成29年 ４月 22日

　総会・懇親会 平成29年 ５月 27日

　名古屋港の夜景を楽しむ会 平成29年 ７月 17日

　勉強会・懇親会 平成29年 ７月 27日

　新年会 平成29年 10月 ７日

　新年会・名刺交換会 平成30年 ２月 10日

●サッカー部OBOG滝春会

　役員会 平成29年 ４月 21日

　総会 平成29年 ５月 27日

　役員会 平成29年 ７月 15日

　夏期現役との交流試合及び親睦会 平成29年 ９月 30日

　大忘年会 平成29年12月23・ 24日

　納会 平成29年 12月 29日

　新年現役交流試合及び親睦会 平成30年 １月 27日

　卒業生追い出し交流試合および親睦会

 平成30年 ２月 24日

　卒業生就職内定祝賀会 平成30年 ３月 17日

●拳友会

　第13回総会懇親会（演武会） 平成29年 ５月 28日

　親睦会 平成29年 ６月 26日
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　ゴルフコンペ 平成29年 ８月 24日

　新年会 平成30年 １月 20日

●スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

　現役との交流会 平成29年 ５月 27日

　総会 平成29年 11月 11日

　現役との懇親会・OＢＯＧスキー大会

平成30年３月17・18日

●ボート部　ＯＢ会

　ＯＢ会　懇親会 平成29年 ７月

　学内レガッタ・総会 平成29年 10月29日

●燎会

　総会・懇親会 平成29年７月29・30日

　幹事会 平成30年 ２月 17日

●かおりデザイン部会

　総会・懇親会 平成29年 ９月 16日

●ユース部会

　役員会・総会・懇親会 平成29年 ９月 30日

平成29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 17,660,000

2 終 身 会 費 31,040,000

3 貯 金 利 子 556

4 ＶＩＳＡカード提携手数料 21,042

5 雑 収 入 182,453

6 前 年 度 繰 越 金 4,248,477

収　　入　　合　　計 53,152,528

［支出の部］ （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 総 会 ・ 役 員 会 費 2,089,832

2 支 部 活 動 援 助 金 3,390,898

3 会 員 調 査 費 0

4 会 報 作 成 費 2,641,921

5 ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費 26,352

6 事 務 費 1,373,218

7 会 合 費 836,271

8 委 託 費 953,802

9 学 生 育 成 事 業 費 4,471,296

10 同 窓 会 連 合 会 88,864

11 特 別 会 計 繰 入 金 35,000,000

12 公 租 公 課 85

13 事 業 補 助 費 1,723,129

14 次 年 度 繰 越 金 556,860

支　　出　　合　　計 53,152,528

特別会計決算

［収入の部］ （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 貯 金 利 子 421,083

2 一 般 会 計 よ り 繰 入 35,000,000

3 前 年 度 繰 越 金 400,828,857

収　　入　　合　　計 436,249,940

［支出の部］ （単位：円）

項　　　　　　目 決　　　　算

1 事 務 費 972

2 公 租 公 課 64,484

3 次 年 度 繰 越 金 436,184,484

支　　出　　合　　計 436,249,940

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 87,639

収　　入　　合　　計 87,639

［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 87,099

支　　出　　合　　計 87,639

　　上記の通り報告いたします。

　　　　　　　　平成30年３月31日

　　　　　　　　　大同大学同窓会 　　　　　　　　　

　　　　 会　　計　　　堀　木　俊　宏

 大　石　勇　起

平成29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29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30年４月１日

　　　　　　　　　　　　大同大学同窓会

　　　　　　　　　　　　　会計監査　　山野　清市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外山　群勝
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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。同窓会会員の

皆様にはどの様な新年でしょうか。

　今年（2019年）は新しい元号を迎える珍しい年です。私

には２度目の経験となりますが前回（昭和〜平成）の時は寒

かった記憶があります。歴史の流れは悠久の流れと感じま

すが小生にとっても歴史を感じる出来事がありました。

　昨年５月突然名前も知らない人より封書が届きまし

た。内容は母方の遠い遠い親戚が所有していた土地の遺

産相続放棄のお願いでありました。このお願いに添付さ

れていた家系図を見ますと「安政５年11月16日〜昭和

11年８月10日（男）万延元年９月24日〜昭和21年６月23

日（女）」を起点としたものでした。江戸時代から各個人

の記録が年月日まで記録されたものがデータとして現存

していました。日本の成り立ちの凄さ感じました。皆様

も一度自分の過去（歴史）を辿ってみてはいかがと思い一

文にしました。

大阪支部
　　

支部長　71M　杉橋　俊彦

　同窓会の皆様、新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

　大阪支部では毎年９月に支部総会とビジネス講演会を

開催しています。昨年のビジネス講演会は大同大学より

岩橋教授にお越し頂き「におい・かおり」に関する講演

をして頂きました。脱いで裏返しになった靴下はそのま

ま洗った方がにおいは取れるといった硬軟合わさった楽

しいお話でした。

　講演会はこれまで８回を数え今後も続けてまいりま

す。講演をご希望の方は、是非支部講演会をご利用くだ

さい。

　

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。去年９月15日に豊田支部の総会を

開催いたしましたので、その報告をさせていただきます。

同窓会本部からは井上副会長、松尾支部連絡協議会代表

の臨席をいただき支部からは、みかわ支部・三重支部か

らのご参加をいただき大いに盛り上げていただきまし

た。今年は、みかわ支部の69E米倉様（刀鑑定士）にお願

いして日本刀について取扱いや、その刀にまつわる歴史

や種類などの講演をしていただきました。我々も遠慮な

く身近で本物の刀を拝見させていただきました。総会の

開催日が会場の都合で予定より１週間早まり、その結果、

同窓会本部やその他関係者にご迷惑をおかけしましたこ

とをお詫び申し上げます。また、去年11月９日に反省会

を行い今回の件や地元同窓会員が参加しやすいように日

帰りでの総会を開催を検討してはどうかとの意見が出ま

したので検討することとなりました。詳細が決まり次第

HP等でお知らせしますのでご参加の方はよろしくお願

いします。最後に皆様のおかげを持ちまして無事豊田支

部総会・懇親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。

（https://sites.google.com/view/

alumni-association-toyota/）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四国支部
　　

支部長　68E　滝口　博久

　同窓会の皆さま、新年明けましておめでとうございま

す。同窓会の皆様には新たなる抱負を胸に益々の御発展

のことと思います。支部第33回総会を８月４日において

同窓会長武田宏様、支部部会連絡協議会代表松尾英明様、

事務局長小堺貴夫様の御出席を頂き開催することができ

ました。来年からは新キャンパスの工事も始まり、さら

なる発展が期待されます。四国支部からも、母校と同窓

会発展のお手伝いが出来るよう支部活動の活性化を図っ
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ていきたいと思っています。

　今年も同窓会四国支部にご協力を宜しくお願い致します。

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、箱根駅伝で青学大が４連覇達成で始まり、２

月に福井県で記録的大雪。６月に大阪で震度６弱の地震。

７月には埼玉の熊谷で41.1℃国内最高気温を更新。広島、

岡山、愛媛の西日本豪雨では220人超の死者を出す大災

害が発生。９月は今世紀最強の台風21号が上陸し記録的

高潮（329㎝）と記録的暴風（58.1メートル）。また、広範

囲での停電を引き起こし、我家でも19時間の停電があり

ました。北海道では、震度７の地震で大規模な山崩れと

長期間の停電を引き起こし、多数の死者と操業停止等の

経済的にも甚大な被害が発生しました。

　経済では、大発会で日経平均23,500円台を記録、26

年ぶり高値となり景気の更なる向上を期待しましたが残

念ながら一時24,000円台を付けたもののそれを超えるこ

となく低迷しています。しかし、７月の基準地価が27年

ぶりに上昇しているとの国土交通省から９月に発表があ

りチョット期待できるかも？

　さて、三重支部に於きましては、皆様の支部活動への

ご協力により昨年同様に多数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、昨年の参加者数35名（同

窓生28名、同伴者７名）、今年も同程の参加者数を考え

ています。本イベントでは、ご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27日㈯  『伊勢神宮初詣』外宮・内宮の参拝とお

かげ横丁の散策　

　② ６月17日㈰  『三重支部総会』プラザ洞津／近鉄津駅

前〜参加25名

　　　　　　　  「相続について」講演会／三重県司法書

士会 司法書士 和田正利様

　③10月６日㈯  『秋のイベント』なばなの里で秋桜とバ

ーベキュー大会／桑名市

＊本年のイベント開催予定

　① 伊勢神宮初詣： １月19日㈯ 外宮(ガイド付)・内宮の

参拝とおかげ横丁散策

　②春のイベント：『女性の集い／三女会』３月

　③三重支部総会：今年は四日市市内で６月中旬

　④秋のイベント：未定

滋賀支部
　　

支部長　86A　伴　政憲

　新年明けましておめでとうございます。

　日頃は滋賀支部の活動にご理解ご協力賜りありがとう

ございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年度は同窓会滋賀支部の総会が開催できませんでし

た。本年度は１月末頃の予定をしております。今回の総

会は毎年開催している様に出前講座と合わせて開催させ

ていただこうと存じます。総会と合わせ多数のご参加を

お待ちしています。また出前講座には、いろいろとご意

見をいただきブラッシュアップしていきたいと考えてい

ますので是非ご参加いただきご意見をお聴かせいただけ

れば幸いです。滋賀支部では同窓会の活発な活動になる

ようご意見やご要望をお待ちしています。

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。

　昨年は平昌五輪でのフィギュアスケートとスピードス

ケートの快挙、カーリングなどに心躍らされるよいニュ

ースが多数有りました。その一方でプロアマ問わず噴出

したスポーツ界パワハラ問題、自然界ではゲリラ豪雨に

よる水害の多発、長雨による野菜不足と高騰、長い長い

酷暑、さらには世界情勢では、治まらない紛争と貧富差、

自国愛ばかり強調する代表者の乱立など、不安定な一面

もありましたが、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。

　昨年もイベントならびにゴルフコンペ等に多くの方々

に参加していただきありがとうございました。

　総会：53名、春のイベント鉄道博物館：45名、春の

コンペ：19名、秋のイベント名古屋港水族館：41名、

秋のコンペ：25名でした。

　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。青春・盛春・老春・・・を子供さん、お孫さん、

同窓生と共に弾けてみませんか！
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2018年４月22日春のイベント「鉄道博物館」

　

甲信越支部
　　

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。

　私共、甲信越支部は、信越支部と山梨支部が合流した

支部として活動しております。甲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。

　甲信越支部の総会は、本年度は３月ごろを予定してお

ります。新たな仲間を加え支部の会員の皆様方と連携し、

新しい一歩としての年を踏み出したいと考えます。

　支部の活動を通じて“大同”という同じ学び舎を共通

とする仲間のつながりを大事にしていければと思いま

す。就職・人材の発掘等で皆さんと横のつながりができ

れは支部の活動にも厚みがでるものと考えます。その第

一歩が３月の総会・懇親会です。

　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。

みかわ支部
　　

支部長　77A　塩田　勝之

　皆様　あけましておめでとうございます。

　平素より　みかわ支部の活動に御理解、御協力を賜り

誠にありがとうございます。

　昨年は皆様にとってどんな年だったでしょうか？度重

なる台風被害や震災等で未だに苦しんでおられる方も多

いことと存じます。一日も早い復旧、復興を心から願う

ばかりです。

　昨年のみかわ支部総会には会長はじめ本部役員、近隣

支部から４支部、各部会から５部会、合わせて34名に御

参加頂き、心より感謝申し上げます。

　また、井上特任教授の「微細加工のおはなし」につい

ての御講演もあり本当に貴重で楽しいひとときを御一緒

させていただきました。

　本年は亥年でありますので、魅力ある支部活動をめざ

して一直線に進んで参りたいと思います。

　どうぞよろしくお願い申し上げます。

☆本年の支部活動の予定

　３月９日（土）　春の懇親会

　７月６日（土）　支部総会（第一土曜日）

　11月               秋の懇親会　

　詳細については　支部長　塩田勝之(090-1291-8887)

　事務局長　河合利浩(090-5863-9261)まで御願いします。

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６日に実

施いたしました。

　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。

2018年10月６日　富山電気ビルレストラン
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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。

　本会の目的は、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30年度は８月25日（土）午後１時30分より同４時

10分まで、A棟14階で開催しました。

　研究会にはご多用の中、関谷名誉教授、武田同窓会長

にご参加を頂き感謝申し上げます。

　講演・研究発表題目と発表の方々は以下のとおりです。

尚、会議に先立ち副会長高須先生退任に伴う交代を提案

了承されました。

　新副会長に名古屋工業高等学校教諭　鈴木秀文先生が

就任されました。

【研究議題】

　１　「私学教員として思うところ」について　

　　　愛知産業大学工業高等学校　教諭　吉川英明先生

　２　「民生委員・児童委員と学校との関り」について

　　　名古屋市立工業高等学校定時制課程

　　　非常勤講師　布目訓久先生

　３　全体質疑と教職希望者との情報交換

　４　質疑応答

　　　奨学金償還についての問題等が討議されました。

　来年度も８月最終土曜日午後１時30分より研究発表を

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、一般会員の方々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
　　

　　　　67M　上畑　康敏

　大同大学ＯＢと67会の皆さん、お元気ですか。私も古

稀を迎え健康維持の為、平成28年４月より旧東海道を毎

月５〜７名の仲間と歩いています。舞坂（静岡県）から始

まり、平成29年12月には京都・三条大橋にたどり着き、

23宿、252kmを歩き通すことができました。

　そして、新たに平成30年１月より、江戸・日本橋より

舞坂に向かって歩き始めました。
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平成30年１月27・28日　江戸・日本橋⇒横浜

 ２月 9・10日　横浜⇒茅ヶ崎

 ３月24・25日　茅ヶ崎⇒箱根湯本

 ４月14・15日　箱根湯本⇒三島

 ５月19・20日　三島⇒新蒲原

 ６月23・24日　新蒲原⇒静岡

 ７月　連日40℃に近い酷暑が続くため、中止

 ９月22日　静岡⇒藤枝

　　　　10月20日　 藤枝市岡部町殿の朝比奈大龍勢打

ち上げ見学と、藤枝⇒島田

　　　　11月17日　島田⇒掛川

　以後、静岡・舞坂まで続行中

　歩いていて、いつも思うのは、あるいている道のそば

を乗ってきた電車が通過して行く、電車ならば30分くら

いの所を５〜６時間かけて歩く、歩くことは効率やスピ

ード、便利さを優先する現在の価値観に反して、非効率、

不便の最たるものであるかも。しかし、歩きの途中で合

う人、地元の話しを聞くことで得るもの、感じるもの、

気づくものが実に多いと感じた。これからも、同行同士

とも頑張り、歩きを楽しみたい。

　皆様もお元気で。

昔ながらの方法で種麹を造っている東海道岡部宿の

「萩原糀店」　〔藤枝市岡部町〕

サッカー部
OB・OG 滝春会　　

部会長　E06　中島　伸雄

　大同大学サッカー部 OB・OG滝春会は42年間続いて

います。活動内容としては現役部員の支援に加え、年間

８回ほど現役サッカー部員とOB・OGとの交流会を行っ

ています。交流会では現役部員とOBとの紅白試合や懇

親会を行っております。また現役部員を招待しての小旅

行も毎年企画しております。

　親睦会では社会に出てからのノウハウを現役部員に伝え

るだけでなく、現役部員からの試合内容や練習内容を聞き、

昔の青春を思い出しながらアドバイスをしています。

　40年以上続けている大同大学サッカー部の「伝統」を

現役・OB・OGともに継承し続けていくのが、大同大学

サッカー部滝春会の信念となります。

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。今年一年が皆様方

にとって幸多いことをお祈りいたします。

　さて71生の皆さん、昨年の71会は、七夕台風のため

残念ながら急遽中止したことをお詫びいたします。11年

目にして初めての出来事ですが今後も、７月は豪雨等に

よる自然災害が多くなると予想されます。この様なこと

から今年は皆様方のご意見をお聞きしつつ７月に拘らず

に計画を進めようと考えています。場所についても各地

で活躍されている方の力をお借りして全国開催も良いの

ではないかと思います。是非とも誘致に名乗りを上げて

いただける事を期待しています。

　何れにいたしましても、71会は毎年開催いたします。

今までご都合が付かずに出席されていない方も一度顔を

出してください。そして、48年前の自分と向き合ってみ

てはいかがでしょうか。きっと、新たなる今後の糧とな

るに違いありません。

　『お待ちしています。』
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拳 友 会
　　

部会長　78E　鈴木　滋之

　謹　賀　新　年

　輝かしい年頭にあたり、皆様のご健康とご多幸をお祈

り申し上げます。

　最近、空手競技会の報道が確実に増して参りました。

競技としての空手はスポーツですが、本来、拳足による

打撃技を特徴とする武道・格闘技であります。空手道部

に入れば自己鍛錬になりますが、護身術としても有効で

す。

　日本はオリンピック以降も今まで以上に様々な人々が

入り乱れる方向に向かっております。護身術としての「空

手」は最強の味方となります。

　まだまだ仲間が必要です。初心者の人でもかまいませ

ん。少しでも興味が有る方は「空手道部」の練習を覗い

てみて下さい！男・女・年齢は問いません！

　今年の学園祭も「空手道部演武会」が行われる予定で

す。久しく大学に来られていない卒業生の方も足を運ん

でいただけたら嬉しく存じます！

　本年もご指導ご支援のほどを心からお願い申し上げま

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。

　1990年にスキー山岳部からスキー部となり、名称も

活動も大きく変わり現在に至っています。そこで、大同

工業大学開学当時から活動してきたスキー山岳部のあゆ

みを振り返り、スキー山岳部の歴史を記録に残し、これ

からのスキー部の活動の原動力にしていきたいと考え

「スキー山岳部史」を2020年刊行に向けて作成中です。

　原稿も少しずつ集まり皆様の刊行への期待がうかがわ

れます。ただ、何もないところからの出発です。皆様か

らの暖かいご支援をお願い申し上げます。

　一昨年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

いただいた佐橋先生にもご出席いただき、スキー談議に

大変盛り上がりました。今年の総会では、佐橋先生より

スキー滑走の講演会を短時間ではありますが予定してお

ります。昨年３月には，岩岳スキー場でスキー部員とＯ

Ｂ・ＯＧ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５名のエントリーが

ありました。

◆平成31年の予定

　３月16日（土）　 スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧと

現役との交流会

　３月17日（日）　ＯＢ・ＯＧスキー大会　（岩岳スキー場）

　５月25日（土）　 ＯＢ・ＯＧと現役との交流会（大学祭

期間中）

　11月９日（土）　 スキー山岳部・スキー部ＯＢ・ＯＧ会

総会および懇親会・講演会

　スキー山岳部およびスキー部のＯＢ・ＯＧの皆様方の

参加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。
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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

燎　会
　　

部会長　76E　都竹　弘昌

平成30年度（第45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９月 １、２日に静岡県の弁天島で第45回燎会を

開催しました。今回は当初予定していた８月28日に台風

12号が開催地に接近したため当日急遽キャンセルしまし

たが、翌月にリベンジ開催というアクシデントが有った

にもかかわらず12名の方に参加して頂きました。

　部会長から収支報告、次回の計画、日程等が報告され、

その後懇親会がスタート。美味しい海鮮料理とお酒を飲

みながら最近の大学の動向やどうすれば燎会が活性する

のかなど夜遅くまで論議が飛び交いました。

　翌日は中村先輩のご好意でスズキ博物館を案内して頂

きスズキの自動車やバイクの歴史とモノ造りの拘りにつ

いて色々勉強させて頂きました。昼食は浜松と言えばウ

ナギは外せないという事で参加者全員でうな重を頂きま

した。

　尚、次年度は予定通り７月末の日程で知多半島辺りで

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

ておいて下さい。今年の燎会にも更に多くの方が参加し

てくださるよう期待しております。
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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４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８日に総会・懇親会を開催し、51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。

2018年９月８日　大同大学同窓会

第４回かおりデザイン部会

ボート部
OB 会 　　

事務局　69M　吉田　剛

　昨年の会合は11月25日（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。

　現在のボート部は少子の影響か部員も減少あるようで

す。ボート部設立した当時、先輩諸氏は苦労したと聞い

ています。長い歴史を維持することはむつかしい状況か

もしれませんが、頑張っている現役学生に協力応援して

行きたいと思います。

　ＯＢについても少人数の集まりが現状です。何とか若

いＯＢの参加を増やしていきたいと思います。現在ボー

ト部ＯＢ名簿作成をと考えています。同窓会報誌を読ま

れたボート部出身の諸先輩（特に学籍番号　００以降）御

協力をお願いいたします。なお連絡先は下記へ。

●大同大学ボート部ＯＢ会事務局　69Ｍ　吉田

　　メールアドレス

　　takeshi .y.221jn2afp@energy.ocn.ne.jp まで
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第53回総会　平成30年５月26日　懇親会

　新年あけましておめでとうございます。皆さまは新し

い年のスタートをどのようにお過ごしでしょうか。

　昨年を振り返ると、色々な出来事が脳裏を駆け巡りま

す。興奮して手に汗を握って日本代表チームを応援した

ワールドカップ・ロシア大会、多大な被害をもたらした

西日本豪雨、日本人として誇りを感じた本庶佑氏のノー

ベル医学賞受賞など様々な出来事が思い起こされます。

　我が大同大学同窓会においても、下郷正二会長から武

田宏新会長にかわりました。武田新会長のリーダーシッ

プのもと、同窓会役員一同は、さらなる発展を期して飛

躍してゆきたいと考えております。

　皆様におかれましても、新しい年が実りに満ちた、素

晴らしい年になるように願っております。皆様のご理解

とご支援なしに同窓会活動は成立しません。今後も、同

窓会に対する変わらぬご支援を賜りますよう何卒宜しく

お願い申し上げます。


