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仲間と過ごした日々、すべてが新鮮でまぶしく見えたあの頃。

大人への階段を懸命に上っていた学生時代を懐かしく思い出すことはありませんか。

中部大学は、ホームカミングデーだけでなく、いつでも門を開いて待っています。

・中部大学附属三浦記念図書館

・中部大学民族資料博物館

・新穂高山荘

・学生ホール

卒業生が利用できる施設
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活動レポート
◆ 同窓会活動報告
◆ 代議員会・総会報告
◆ 決算報告・予算
◆ 役員名簿

ご協力のお願い

支部だより
◆ 三重支部
◆ 浜松支部
◆ 四国支部

「学校法人中部大学振興基金」への

　同窓生の皆様におかれましては日々ご活躍の

こととお慶び申し上げます。

　春には母校の50周年に寄贈した桜やライラッ

クが元気にきれいな花を咲かせました。

　最近では、EUの問題で社会情勢が大きく揺

れ動き、今後の状況がさまざまな分野で推論さ

れています。このような状況下で多くの同窓生

が日々刻々と変化する情報に振り回されておら

れるのではと心配しています。

　同窓会は、去る3月19日の総会において本部

役員の改選を行い、新体制で課題解決に取り

組んでいます。多くの先輩方のご努力並びに母

校の恩師のご助言により、今日まで築き上げて

いただきました同窓会は、4年後に設立50周年

を迎えます。母校は総合大学として発展を続け

ていますが、同窓会本部・支部の運営体制が会

設立時の学部・学科が中心となっているため、

世 代 交 代や 学 部 横 断 型の体 制 整 備が 必 要に

なってきました。設立から今日までの活動内容

を再認識して、同窓生の活躍並びに母校の発

展に今まで以上に支援・応援できる体制づくり

に取りかかっていきたいと思います。

　また、昨年完成した「不言実行館」では、学生

によるコモンズサポーターが中心となって手探り

ながらもいろいろな活動を始めています。同窓

会として支援できることがないかと意見交換を

行っていますが、具体策までには至っていない

状況です。さまざまな分野で活躍されている皆

様にご協力いただくことを考えています。

　同窓会40周年を記念して開始した「同窓会

育英奨学金」は、毎年在学生200名に授与して

います。この資金は同窓生の寄付により継続で

きるものです。趣旨をご理解いただき、今後とも

皆様のご協力とご支援をお願いいたします。

中部大学同窓会

村 松  正 彦会長

ご あ い さ つ
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そうだ、
母校へ行こう！
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貴重な資料の展示はもちろん、
ワークショップも開催しています。

平日の閉館時間は夜9時まで。
仕事帰りにご利用いかがですか？

附属三浦記念図書館内の民俗資料室を
「中部大学民族資料博物館」として拡充
したのは2011年4月のこと。それから年月
を重ね、さまざまな収蔵資料を増やしてき
ました。そして今年の5月、新たに展示公
開をスタートさせたのが「松浦コレクショ
ン」です。本学の学事顧問である松浦晃
一郎氏は、1961年に外交官として在ガー
ナ日本大使館に勤務してから、アフリカの
文化に深く感銘を受け、彫像等を集め始
めました。また松浦氏は、1999年から2009
年までの2期10年にわたり、アジア人とし
て初のユネスコ事務局長を務められてい
ます。まだ当時、世界遺産は不動産のみ
を対象としていた時代に、無形文化遺産
の保護に関する条約の採択に大きく貢献
したのが松浦氏でした。そんな松浦氏が、

西アフリカで収集した仮面、彫像など100
点余りを常設展示している博物館には、
ほかにも、ガンダーラ、ペルシャ、イスラー
ムなどのシルクロード文化圏に関わる資
料を展示する「シルクロード室」や、主に
パプアニューギニア、フィジー諸島周辺の
祭礼や生活に関する資料を展示する「オ
セアニアゾーン」、さらに中南米の国々の
歴史資料を展示する「ラテンアメリカゾー
ン」など見どころが満載。稀有な資料であ
るだけに、一見の価値があることはもちろ
んですが、そこからその土地に生きる人々
の姿や暮らしに思いを巡らせるひとときを
過ごすのもおすすめです。卒業が博物館
の開館前だったという同窓生の皆様はじ
め、在学中にご覧になった方も、この機会
にぜひ足をお運びください。

“いざ、調べもの！”、そんなとき最近では
ネットで検索する方も多いことでしょう。も
ちろん手軽な方法の一つと言えます。しか
し、たとえば仕事で業界の動向を調べる
ことになった、あるいは新聞の過去の記事
を読んでみたい、そんなときは図書館に注
目してみてはいかがでしょうか。近隣の公
共図書館はもちろんですが、本学の近く
に訪れた際は、ぜひ足を運んでみてくださ
い。本図書館には、あらゆる分野の専門書
をはじめ、文庫や新書、最新の一般雑誌、
さらには学生が選書した図書もあります。
皆さんの後輩あるいは最近の大学生が選
ぶ本とは一体どんなものか、ちょっぴり興
味はありませんか。また、図書館は本を読
むだけの場所ではありません。CDやDVD
などの視聴覚資料も多数揃えています。

中部大学附属三浦記念図書館

中部大学民族資料博物館

落ち着いた快適な環境の各種閲覧コー
ナーで、ゆったりと、ときに集中して過ごす
ことができると思います。趣味や娯楽のた
めの情報収集、勉強や研究のための学習
場所など、図書館を利用する目的は人そ
れぞれ。でも、本や雑誌に対して冒険がで
きることも魅力の一つです。“購入するまで
ではないけれど少し読んでみたい”、そん
なときに手に取って読むことができるのも
図書館ならではのメリットです。
大学から遠方にお住まいの方はなかな
か利用する機会は少ないかもしれませ
ん。ただ、図書館はまさに知の宝庫。本
や資料を探す過程で新しい発見や気づ
きが生まれ、有意義な時間を過ごせる
はずです。ぜひ母校の図書館をご活用
ください。

平日…9：00〜21：00
土曜日…9：00〜16：50

■開館時間

■問い合わせ先

平日…9：00〜16：50
土曜日…9：00〜12：00

学生休業期間中

中部大学　図書館

学期中

TEL.0568-51-4437（カウンター）

検索

無料

9：30〜16：30（入場は閉館の30分前）
■開館時間

土・日、祝日・年末年始・大学が定める休日
■休館日

■入場料

中部大学　博物館 検索

■問い合わせ先

TEL.0568-51-9193（直通）

図書館を利用するには、

「図書館利用カード」が

必要です。初めて利用す

るときは、運転免許証や

健康保険証など、ご本人

を証明するものをお持ち

の上、カウンターでカー

ドの発行手続きを行って

ください。

中部大学民族資料博物館

では、年間を通して各種

催事や講座、ワークショッ

プを開催しています。ホー

ムページでも随時ご案内

しておりますので、開催日

時等をご確認の上、お越し

ください。
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教 授 紹 介

そうだ、
母校へ行こう！

特
集

ピックアップQ ＆ A

山本 尚 教授
総合工学研究所長
分子性触媒研究センター長

1943年7月16日生まれ。京都大学工学部工
業化学科を卒業した後渡米し、ハーバード大
学E.J.Corey教授の下で博士を取得。その
後、京都大学、ハワイ大学を経て、名古屋大
学、シカゴ大学の教授に就任。現在は中部
大学教授。2016年5月から日本化学会会長。
2016年8月に米化学会「ロジャー・アダムス
賞」の受賞が決定。日本人ではノーベル化学
賞を受賞された野依良治氏に次いで2人目。

Q A&一
言

日本化学会は歴史が古く、会員数が多い学会ですから課題も少なくありません。今
後の飛躍に向けて抜本的改革を迫られていると言えるでしょう。21世紀は化学の
世紀です。化学会には、我が国の若手研究者が、世界で存分に活躍できる機会と
場を提供する責務があります。研究者への支援をはじめ、さまざまな提案を推し進
めていきます。

理科が好きで実験ばかりしていた少年でした。今の時代では考えられませんが、
花火やロケットを作って遊んだ回数は数知れず。また、小学4年生の担任は、“宿題
は自分で考えなさい”という先生だったため、私は理科のトピックスばかりを解いて
いました。化学の道を選んだというよりも、自然とのめり込んでいったと言えるかも
しれません。

中学生を終える頃には大学の有機化学の分厚い教科書を全部読み終えました。
大学受験は、有機化学で有名な先生がいる京都大学を目指しましたが失敗。でも
翌年、トップ入学というリベンジを果たしました。ただ、そこでわかったのは日本の
有機化学のレベルは必ずしも世界一ではないということでした。そして世界一を求
めてハーバード大学へ行くことを決めたのです。

日本化学会会長としての抱負、
意気込みを教えてください。

なぜ、化学の道を選んだのですか？

学生時代はどのように過ごしましたか？ 

Q

Q

Q

A

A

A

座右の銘、モットーを教えてください。

「新手一生」
棋士、升田幸三名人が生涯信条とした言葉

古今東西の人物、話せるなら誰と話したい？

「ロバート・バーンズ・ウッドワード」 
ハーバード大学の試験に落ちた私に、
再度チャンスをくれた先生です。

これがなければ楽しくないというものは？

「一番は化学！二番は家内です。」

「同窓会・同窓生」に向けて一言お願いします。

「人間が集まってつくる組織は、
『仲間褒め』をすれば大きく育ちます。」

現在、中部大学に在籍する先生は約530名。

中部圏屈指の総合大学に進化した本学には、多分野でたくさんの先生方が活躍しています。

そこで今回は、今年5月、日本化学会会長に就任した本学総合工学研究所所長の山本尚先生へインタビュー。

普段は見られないプライベートにも迫りました。（取材日：2016年3月22日）

名 物 教 授 紹 介

Vo l . 1

中 部 大 学 グ ッ ズ

学生時代に、本学の伝統行事「フレッシュマンキャンプ」に参加された
方は懐かしく感じることでしょう。また、利用したことがないという方も、
この機会にご家族でいかがでしょうか。新穂高山荘は、新穂高温泉郷
のほぼ中央に位置し、北アルプスを望む絶好のロケーションにある中
部大学の厚生施設です。敷地内から湧き出る温泉を利用した露天風
呂や大浴場にスケールの大きな山岳美と澄んだ空気。大自然の中で癒
しのひとときをご堪能いただけます。ご予約・お申込みは、利用日の2カ
月前から3日前まで受け付けています。

気軽に標高2,000mを超える絶景を楽しむことが
できる、日本唯一の2階建てロープウェイ。季節ご
とに移り変わる景色や植物を堪能できます。

新穂高ロープウェイ 平湯大滝 朝市
奥飛騨温泉郷にある落差64m、幅6mの平湯大
滝。美しい自然を眺める公園内では、足湯やそば
打ちなどが体験できる施設も併設しています。

高山を代表する風物詩、朝市。陣屋前広場の「陣
屋前朝市」と宮川沿いの「宮川朝市」の2カ所あ
り、飛騨高山ならではの野菜や山菜が並びます。

泊まるならココ！
家族旅行にご利用ください。

■問い合わせ先

周辺観光スポット

学生支援課 TEL.0568-51-4697

新穂高山荘 

学 生 ホ ー ル

ロゴやシンボルマークが入った文房具やファッ
ショングッズなど、多彩に展開されている中部
大学グッズ。なかでも、最近特に人気なのは、公
式マスコットの「ちゅとら」がデザインされたちゅ
とらグッズです。創立者の三浦幸平先生の干支

（寅年）にちなんで生まれたちゅとらは、いまや
学内外の人気者。グッズは、学内の3店舗のほ
か、通信販売でも買うことができます。お気に入
りのグッズを購入して、母校とのつながりを感じ
てみませんか。

学生時代、ほぼ毎日のようにお世話になったと
いう人も多いのでは…。そんな食堂（学生ホー
ル）もいまや学内に計5カ所。ほかにも、マクドナ
ルドやサンドウィッチが人気のサブウェイ、そし
て昨年の4月にオープンしたアロハテーブルな
ど、学生数の増加とともに、ランチを食べる場所
も増えています。“みんなと食べたあの場所で、
懐かしのあの味を”そんな学食がふと恋しくなっ
たときは、ぜひ大学へ。きっと学生気分を味わえ
ますよ。

ちゅとらの図書カードは
プレゼントにも人気です！

懐かしのあの味や新しいレストランで
学生気分をぜひ！
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代表取締役社長

髙田 寿之 さん
工学部 電子工学科
1983年度卒

ウェルディング
ソリューション事業部
レーザグループ 係長

神永 尚典 さん
工学部 機械工学科
2005年度卒

FAシステム事業部 三課

鎌田 可奈 さん
国際関係学部 国際関係学科
2013年度卒
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株式会社ナ・デックス
抵抗溶接制御装置で培った「接合技術」をコア・コンピタンスとした技術商社、ナ・デックス。

社員の提案を大切にしながら、活躍のフィールドをますます拡大し続けるグローバル企業です。

株式会社 ナ・デックス
事業内容

（1）接合機器の開発、製造、販売、取付工事
および接合材料の販売 （2）ファクトリーオー
トメーションシステムの開発、設計、製造、販
売、取付工事 （3）電子制御機器の販売 （4）
情報ネットワークシステムの企画、開発、設
計、販売、保守、およびコンサルティング業務

R＆Dセンター
では、世界最大
出力の100kW
で160mmとい
う超深溶け込み
を実現。写真は
技術センターの
レーザ発振器。

会社概要
■本社所在地
〒460-8338 名古屋市中区古渡町9番27号

■設立年        ■従業員数
1950年           565名（連結）

■行動指針
『革新』的な技術・サービスの提供のため、
限界までの挑戦を『継続』して仕事に取組
み、お客様に『希望』を与えられる企業となる」

「革新（Kakushin）」「継続（Keizoku）「希望
（Kibou）」の3Kを行動指針に、お客様の信頼
にお応えする。

代表取締役社長の髙田寿之氏
はじめ22名の同窓生が在籍す
る株式会社ナ・デックス。北名
古屋市にある技術センターで
お話を伺いました。

活躍する
OB＆OG

ー メーカーと商社の機能を
　 併せ持つ企業だと伺いました。

髙田 はい。メーカー部門では、自動車業界
を中心に抵抗溶接のコントロール部分を受

け持ち、国内では80％強、アメリカでも高い

シェアを占めています。特に最近はレーザ技

術に力を入れており、福井市のレーザR＆Dセ

ンターで積極的に工法開発を進めています。

また、商事部門では電気・電子部品や生産設

備を販売。「日本品質を海外でも！プロジェク

ト」を立ち上げ、新興国を中心に日本品質の

製造設備を現地で提供する新たなビジネス

を展開しています。

ー 現在の仕事内容を教えてください。
鎌田　FAシステム事業部で営業をしていま
す。主に扱っているのは生産設備。カタログの

設備にお客様の要望を反映する汎用機だけ

でなく、要望を一から聞いてオーダーメイドで

形にする専用機まで納入しています。

神永　私はレーザグループに所属し、工法開
発に取り組んでいます。スポット溶接からレー

ザに置き換えた時のメリットを紹介する材料

の開発や、当社を訪れてくださったお客様と

実際にテストを行い、アドバイスをするなどし

て、生産設備の開発をサポートしています。

ー 学生時代に今の就職先を
　 選んだ理由は？
鎌田　国際関係学部に入学したため、当初か
ら海外に関わる仕事がしたい気持ちがありま

した。その後、就活時に初めてナ・デックスを

知り、新入社員が海外研修に行ける制度の

存在や海外展開に力を入れている最中だっ

たことから、ここなら私の強みを生かせると

思って入社。早速、1年目にタイへ行きました

が、学生時代から留学生と交流したり国際情

勢を学んでいたので、文化の違いもすんなり

受け入れることができたと思います。

神永　車が大好きで、大学では自動車部に
入っていたほどで、車関係の仕事に就きたい

と思っていました。でも、あるメーカーに特化

するのは嫌という思いもあり、そこでナ・デック

スならあらゆる自動車メーカーに関われるこ

とに魅力を感じて入社しました。

髙田　以前、当社は医療機器を扱っており、
その技術に携わりたくて入社しました。ただ、

その分野からすぐに撤退し私は営業へ。モ

チベーションは決して高くありませんでしたね

（笑）。ただ、その時に役に立ったと思えるの

が学生時代に務めた大学祭実行委員の経験

でした。まだ、大学祭に研究発表展がない頃、

学科ごとに研究発表をする企画を立て、各主

任教授のもとへ説得にまわりました。その時に

感じたのが、真剣に伝えようとすれば思いは

通じるということ。今も“信頼は自ら創り上げる

もの”という信念のもと、信頼を得る努力を続

けています。

鎌田　私の学生生活は、自分の興味を突き
詰めた4年間でした。学内では「ウプト（中部

大学通信）」の編集委員を経験したり、学外で

はボランティアに参加したり、他大学の教授

の講演を聞いたり。また、中部高等学術研究

所の学内アルバイトとして、環境関連のイベン

ト時には、海外から来られた方の対応をした

り、議事録をまとめたりと、今の仕事に役立つ

スキルを得ることができたと思います。

神永　私が機械工学科でよかったのは工学
系の基礎を学べたことです。また、自動車部

の活動では、学生ダートトライアル選手権の

地区大会を突破して、全国大会出場も。3、4

年では部長を務め、部員を動かす大変さを経

験。全国大会へ行く際に野宿したことは、今と

なってはいい思い出です（笑）。

ー 母校の後輩へ伝えたいことは？

髙田　昨年7月、社長に就任し、今年から会
社を守る立場で採用に携わっています。そこ

で感じるのは、何を勉強し、どんな努力をして

きたのかを話してくれる学生が少ないというこ

とです。自分の考えを持ち、相手にしっかりと

伝える力を身につけることが重要だと感じて

います。

神永　自動車部では“部活は社会人になる前
に上下関係を学べる最後の場だ”とよく言わ

れました。勉強も大事ですが、社会では上司と

部下という関係でやらなければならないこと

が多 あ々ります。ぜひ部活の良さにも注目して

もらえるといいですね。

鎌田　いろいろなことに目を向けて、おもしろ
いことを見つけて挑戦してほしいです。大学

は人生の4年間を費やす貴重な場。やり切っ

た、これはがんばったというものを作ってくだ

さい。それが達成感になり、自信にもつながる

と思います。

ここが
イチ押し！

職場訪問！ Vol.1

技術センター（北名古屋市）
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取締役

上窪 勇 さん
工学部 機械工学科
1976年度卒

人
と
の
結
び
つ
き
を

大
切
に
し
て
い
ま
す
。

株式会社エスイージー
「スペシャル・エンジニアリング・グループ」、その名の通り、卓越した技術者が集まるエスイージーは、

地域産業の中核として、高知県および日本の製造業発展の一翼を担っています。

株式会社エスイージー
事業内容
農業・建設・土木・産業機械を生産販売する
大手中堅企業の機械部品の製造・加工。

当社では「Q.C.D.」、すなわちQuality（品質）・
Cost（費用）・Delivery（引渡）を重視して、材料
から完成品まで一貫した生産体制で対応して
います。

会社概要
■本社所在地
〒783-0004 高知県南国市大埇甲1498

■設立年        ■従業員数
1963年           317名

■社是
あらゆる金属の加工に卓越した技術者集団
を目指す。

職場訪問2社目は、高知龍馬空
港から車で約10分、県のほぼ
中央に位置する株式会社エス
イージーで、上窪勇取締役に
お話を伺いました。

ー 事業内容を教えてください。
私たちエスイージーは、高知県南国市内に

東・南・西・南国の4つの工場を持っていま

す。鉄を素材にした鋼板、鋼管の加工技術

（板切断・タレットパンチプレス・レーザー

加工・パイプベンダー・スポット溶接・アーク

溶接・機械加工・熱処理）を駆使して、高品

質の製品をお客様に提供しています。

ー 御社の強みを教えてください。
当社は1963年の創業以来、精密板金溶接

加工メーカーとして信頼を築いてきました

が、2011年に4工場体制を整え、機械加工

までの受注が可能になりました。現在では、

四国一の保有台数を誇る加工設備を稼働

させ、約30,000アイテムに及ぶ部品加工を

行っています。また、もう一つの特徴として

は、材料から完成品まで自社で一貫生産し

ていることです。機械加工部門では、旋盤

加工、歯切り加工、熱処理、研磨加工まで

一貫して行うことで、納期短縮やコスト低減

を実現。少量多品種の注文でもタイムリー

に対応しています。

ー 仕事を進める上で
　 心がけていることは？
月並みですが、何事も真面目に取り組むこと

です。現在の管理する立場では、会社の方

針に沿って事業が進み、利益の向上や品質

問題の解消、新規業務の定着など一定の成

果が出た時に喜びを感じます。また、今の状

態から少しでも「楽に」「早く簡単に」「間違

いのないように」するにはどうしたら良いかを

考えること、また、その考える力を養うことが

大切です。現状を維持することは大切で大

変なことですが、昨今の変革が激しい社会

では、改善して今より少しでも前に進まない

と時代に取り残されかねません。

ー 今後の目標を教えてください。
当社は創業してまだ53年目の企業です。会社

が未来永劫に存続していくため、現在のもの

づくり技術の継続に努力することは当たり前で

すが、何よりも会社を運営していく若い後継者

をたくさん育てることに力を入れています。

ー 同窓の仲間とつながりはありますか？
5、6年前から四国支部会に参加しています。

それまでは気の合った同級生数人との年賀

状のやり取りくらいで、高知県に卒業生が何

人いるかもあまり関心がありませんでした。で

も、支部会に初めて参加して四国4県の先輩・

後輩と話をして、学生時代の出来事や大学

周辺の話題などで盛り上がり、共通の過去を

持った人たちと話ができることは幸せです。

ー 学生時代の思い出を教えてください。
もっぱら同学年の下宿生と、その先輩・後輩

とマージャンや世間話、たまに飲み会をする

程度の一般的なおとなしい学生でした。それ

でも良い思い出は、いろいろなアルバイトを

通して社会勉強ができたことです。勝川にあ

る機械加工会社での夜勤や学生相手の小

さな食堂での配膳係りなど、いずれも食事付

きでしたから貧乏下宿生には食費が浮くこと

は大変魅力的でした。特に植木屋のアルバイ

トでは、大将からある程度仕事を任せてもら

えるようになり、「卒業したらウチで働け！」と

まで言われました（笑）。

ー 学生時代に身に付けたことで、
　 仕事で役立っていることはありますか？

学生の時から他人の世話をするのが好きで

した。「何かやろう」となったら「何とかする！」

と世話役をやっていた記憶があります。その

甲斐あって、今も会社では調整役が得意で

す。また中部大学は、「不言実行」を教えてく

れた場所でもあります。古い日本人としては

非常に好きな言葉ですが、最近では少し違う

ようですね。まずコミットして、そして成果を

示すというスタイルに変わってきているように

思います。

ー 後輩へメッセージをお願いします。
当社には、高校生や中学生、また小学生も工

場見学に来てくれます。そこで皆さんには「コ

ミュニケーションを大切に、人と人とのつな

がりを大事にしてください」と話しています。

いくら素晴らしいことを考えていても、言葉に

出さなければ伝わりません。そして人は、人の

話を聞かないと、他人の心の中に何が書いて

あるのか判らないので、きちんと話をすること

が大切です。そのためには、まず挨拶をするこ

と。そしてもう一つ、学生は元気で明るくなく

てはダメだ！と伝えています。

ここが
イチ押し！

職場訪問！ Vol.2

活躍する
OB＆OG
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チャリティ餅つき大会募金と大学グッズ販売の
売上総額54,028円を寄付

ワンコインチャリティによる「餅つき大会」と大学グッズ販売の売上総額

54,028円を春日井市社会福祉協議会に寄付いたしました。同窓生の

皆さん、ご協力ありがとうございました。

同窓会活動報告　2015.10 〜 2016.9 同窓会では、年間を通じてさまざまなイベントを行っています。
その一部を写真とともにご紹介します。

HOME
COMING
DAY ホームカミングデー

日 時
場 所
参加者

2015年11月1日（日）
第1学生ホール ほか
1,549名（会員家族を含む）

母校を満喫する一日。
ホームカミングデーは、

大学祭に合わせて毎年開催している

年に一度の大同窓会。

恩師や友人と再会して、

学生時代の話に花を咲かせたり、

近況を報告し合ったり、

数多くの卒業生の皆様に

お楽しみいただいているイベントです。

学部・学科別ホームカミングデーも
同時開催

学内では、学部・学科によるホームカミングデーも開
催。教員、在学生、卒業生とのフリーディスカッション
や、卒業生によるスピーチ、学科の現状報告など、そ
れぞれに交流を楽しみました。 

不言実行館1階アクティブ
ホールでは、「生まれ変わる
国際関係学部」と題してシン
ポジウムを開催。国際関係
学部の教授をはじめ、卒業
生や在学生が集い、報告や
発表を行いました。

5
号
館
2
階
の

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
で
、

教
員
と
卒
業
生
の
皆
さ
ん
が

近
況
を
報
告
。

再
会
に
か
ん
ぱ〜

い
！

毎年好評を博している
「福引き大会」。
180人に豪華賞品が当たりました！
見事、会長賞（一泊二日旅行券）を
GET！

賞品を手にする
当選者の皆さん。

中部大学軽音楽部による演奏で
福引き大会が開幕！

「ちびっこ広場」で、
ストラップづくりや輪投げを
楽しむ子どもたち。

各学科のテーブルで
受付を済ませる卒業生。
今日は、どんな懐かしい顔と
会えるかな？

理事長も法被をまとって
餅つきに参加！

恒例の餅つき大会。
つきたてのお餅をあんこやきなこで
おいしくいただきました。

各支部から
用意された
景品の数々。

今年の学長賞
当選者は？
はたして？？

ご協力ありがとうございました！
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新代議員委嘱式

卒業記念パーティー

奨学金授与式

素晴らしい功績をたたえて。
1年間で優れた成績をあげたクラブ、努力したクラブ

などをたたえるクラブ活動表彰。毎年12月に行われ、

2015年度は4団体と個人14名を表彰しました。クラブ

に所属する学生約970人が参加し、会場は熱気に包

まれました。

新たに29名が仲間入り。
平成27年度卒業生の中から各学科1名が代議員に選出され、委嘱状が交付されました。

その後、理事代表と新代議員との間で自己紹介を交えた懇親会を開催。今年も同窓会

は新たな一歩を踏み出しました。

後輩たちの門出を祝福。

奨学金で学生をサポート。
毎年、同窓会では育英奨学金を授与しています。2年生以上が対象で、学業成績、人物

などを評価のうえ決定しています。今年は202名の学生に授与しました。

■ 平成27年度同窓会クラブ活動表彰 受賞者

同窓会活動報告　2015.10 〜 2016.9 同窓会では、年間を通じてさまざまなイベントを行っています。
その一部を写真とともにご紹介します。

■ 平成27年度卒新代議員

機械工学科 井上 裕太 国際関係学科 ヤバシ・チャール 食品栄養科学科 小澤 理乃
電気システム工学科 河村 尚輝 国際文化学科 倉田 迪彦 生命医科学科 本田 昌士
電子情報工学科 村上 史弥 中国語中国関係学科 田上 光明 保健看護学科 赤尾 鞠
都市建設工学科 松田 知也 日本語日本文化学科 川野 里菜 理学療法学科 檀 恋緒菜
建築学科 長尾 布弥也 英語英米文化学科 入米蔵 康平 作業療法学科 志水 剛史
応用化学科 桑村 りん コミュニケーション学科 伊左治 央 臨床工学科 中島 弘貴
情報工学科 加藤 希恵 心理学科 西浦 裕太郎 スポーツ保健医療学科 橋場 亮介
経営情報学科 市川 耕平 歴史地理学科 津田 愛理 幼児教育学科 長屋 ひとみ
経営学科 小澤 洸二 応用生物化学科 中村 仁哉 児童教育学科 原田 果奈
経営会計学科 松雄 耕介 環境生物科学科 橋本 知英

2016年2月5日（金）
中部大学2号館1階PSホール

2016年3月23日（水）
各会場　◆参加者 ：1,818名

2016年7月12日（火）
アクティブホール（不言実行館1階）

クラブ活動表彰授賞式 2015年12月2日（水）
中部大学体育館・講堂

日時

場所

日時

場所

日時

場所

日時

場所

■ 2016年度同窓会育英奨学金 学年別給付実績

63名4年生 82名3年生 57名2年生

毎年卒業式の後に行われる各学科の卒

業記念パーティーが、学内や名古屋市

内をはじめとした各ホテルで開催されま

した。各パーティーには、会長や理事も

参加し、新たに同窓会員となる後輩たち

へメッセージを贈りました。また、今年も

パーティーの費用の一部を同窓会が支

援するとともに、学生主催で行うゲーム

やビンゴ大会の景品も進呈させていた

だきました。

◆ ハンドボール部
　・平成27年度第67回日本ハンドボール選手権 出場
　・高松宮記念杯男子第58回平成27年度全日本学生ハンドボール選手権大会 出場

◆ トライアスロン部
　・2015日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

◆ 剣道部
　・第63回全日本学生剣道優勝大会 出場

◆ 空手道部
　・第59回全日本大学空手道選手権大会 出場

団 体 の 部

◆ ハンドボール部

　岡元 竜生 （児童教育学科4年）・・・・・・・・・・・・ 第28回ユニバーシアード競技大会（韓国） 日本選手団ハンドボール代表選手
　竹内 功 （スポーツ保健医療学科4年） ・・・・・・・・ 平成27年度男子第54回西日本学生ハンドボール選手権大会 大会優秀選手賞
　岡本 大亮 （経営学科3年） ・・・・・・・・・・・・・・ 第20回男子ジュニア世界選手権（ブラジル） 日本代表選手
　藤村 勇希 （応用生物化学科2年） ・・・・・・・・・・ 第20回男子ジュニア世界選手権（ブラジル） 日本代表選手

◆ フライングディスククラブ

　前田 尚希 （日本語日本文化学科3年） ・・・・・・・・ WFDF2014世界ジュニアアルティメット選手権大会 日本代表選手

◆ アーチェリー部

　藤林 哲志 （情報工学科4年） ・・・・・・・・・・・・・ 第54回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 出場

◆ 弓道部

　杉山 裕哉 （生命医科学科4年）  ・・・・・・・・・・・ 第63回全日本学生弓道選手権大会 出場
　皆川 琴美 （幼児教育学科4年）・・・・・・・・・・・・ 第63回全日本学生弓道選手権大会 出場
　加藤 誓彌 （環境生物科学科2年） ・・・・・・・・・・ 第63回全日本学生弓道選手権大会 出場
　内田 浩太 （都市建設工学科1年） ・・・・・・・・・・ 第63回全日本学生弓道選手権大会 出場

個 人 の 部

◆ 硬式野球部

　白石 達之介 （スポーツ保健医療学科4年）  ・・・・・ 平成27年度愛知大学野球春季リーグ戦 打撃賞

◆ バスケットボール部

　木宮 恵理 （児童教育学科3年）・・・・・・・・・・・・ 第53回東海学生バスケットボール大会 優秀賞受賞

◆ 陸上競技部

　松林 大貴 （児童教育学科2年）・・・・・・・・・・・・ 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 3000m障害出場
　大参 未幸 （環境生物科学科3年） ・・・・・・・・・・ 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 10000m競歩出場

  特 に 功 績 が 認 めら れ た も の
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4年後の設立50周年に向けて、

末永く活動できる体制整備をめざす。

会員各位へ活動に対する

協力と支援を要請。

200余名の同窓生と教員が集い、

なごやかな雰囲気に包まれた懇親会。

　川尻則夫副会長が司会進行役を務めてスタートした代議員会。ま

ず、村松正彦会長より、日頃の同窓会活動へのご協力に対するお礼

とともに、本会開会のあいさつを述べられました。その後、原野勝至

理事が議長に選出され、出席状況の報告と本会の成立を宣言し、各

議案の審議へと移りました。

　第1号議案、第2号議案では、それぞれ平成27年活動報告、平成

27年決算報告および監査報告が行われ、皆様の拍手をもって承

認。続いて第3号議案の役員改選では、女性理事の選任および理事

2名の増員体制が報告され、異議なく承認されました。

　続く第4号議案の平成28年活動計画案では、村松会長が、今

年を4年後の同窓会設立50周年に向けた準備開始の年であると

位置づけ、末永く活動できる体制の整備、さらに将来に向けて各

学科から均一に会員が参加していただける運営方法を取り入れ

ることの必要性などを熱く語られました。また、第5号議案の平成

28年会計予算では、予算案の説明後、不言実行館における活動

支援、支部運営や女性活躍の具体策など、いくつかの質疑応答

を重ねた後、拍手をもって承認・成立。代議員会は無事閉会とな

りました。

　休憩を挟み、宮原康実副会長が進行役で始まった総会では、

同窓会活動ならびに事業報告が行われ、村松会長よりあらため

て同窓会活動内容の拡大をめざして、寄付事業の定着や意識

改革の方策など、さまざまな協力支援のお願いがありました。最

後には新役員が一人ずつ紹介され、総会は無事閉会しました。

代議員会の議長を務めた原野理事。

　会場を移して行われた懇親会は、中尾正俊理事の司会進行で

スタート。村松会長より、同窓会会員同士の親睦の輪を広げてい

きたいというあいさつの後、飯吉厚夫名誉顧問より、不言実行館

への寄付のお礼と合わせて、平成28年度から中部大学春日丘高

等学校、中部大学春日丘中学校に校名変更することが報告され、

学園全体が一体になって進んでいく決意を明らかにされました。

　続いて山下興亜名誉会長より、大学の近況として、学科再編

の報告や大学が力を入れているテーラーメイド教育などについ

て熱く語っていただきました。その後は、山田公夫顧問の乾杯

のご発声を合図に、料理や杯を片手に歓談する姿が各テーブル

で見受けられました。楽しいひとときは瞬く間に過ぎ、最後は渡

辺敬一理事による三本締めが行われ、毎年恒例の校歌斉唱で

フィナーレへ。今年の懇親会も盛況のうちに幕を閉じました。

 

◆ 
懇
親
会 

◆
　
17
時
30
分
〜
19
時
30
分
（
明
倫
の
間
）

 

◆ 

総
会 

◆
　
16
時
30
分
〜
17
時
00
分
（
葵
泉
の
間
）

 

◆ 

代
議
員
会 

◆
　
14
時
45
分
〜
16
時
15
分
（
葵
泉
の
間
）

あいさつする村松会長。

総会の進行役を務めた宮原副会長。

同窓会50周年に向けて準備スタートの年
・50周年の具体的内容の検討と実行計画の策定
・会員各位への協力と支援の要請
・末永く活動できる体制整備
（昨年までは持続発展可能な同窓会に向けて）
【本部・支部・その他】
・人的資産の収集と提供

在学生に対して
・不言実行館アクティブプラザの活動支援
【会員各位に積極的に参加を要請】
・昨年と同様なPR活動実施
・日頃のクラブ活動への支援

同窓会の知名度向上策の継続実施
・同窓会ホームページの運用
・在学生に対するPR方法

財政状況の分析と対応策の確立
・活動資金内容の分析と対応
【少子化による影響展開】

代議員活動について
・50周年に向けて各学科の名簿整備

「寄付」事業について
・機会あるごとに地道なPR活動を実施

1

2

3

4

5

6

平 成 2 8 年 活 動 計 画

平成28年 中部大学同窓会

代議員会・総会報告
平成28年3月19日（土）、ホテル名古屋ガーデンパレスにて、

平成28年中部大学同窓会代議員会・総会が開催されました。

今年も役員、代議員の皆様には大勢のご出席をいただき、

すべての議事を無事進行、終了したことをここにご報告いたします。

公務員試験に対する支援を提案する新代議員。

代議員からの質問に答える村松会長。

ごあいさつされる飯吉理事長と山下学長。

校歌を歌うご来賓と代議員の皆様。
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経常費関係
単位：円

項目 平成27年予算額 平成27年決算額

収入の部

経常費繰越金 経常費前年度繰越金 399,928 399,928

会費 終身会費 99,000,000 106,120,420

雑収入

預金利息 1,000 862

ドーム入場券 600,000 464,000

代議員会懇談会参加費 360,000 270,000

その他 100,000 697,374

小計 1,061,000 1,432,236

収入合計　 100,460,928 107,952,584

支出の部

会議費

総会費（代議員会費） 2,200,000 1,881,320

役員会費 660,000 395,707

役員旅費 4,300,000 4,408,930

小計 7,160,000 6,685,957

渉外費

来賓接待費 100,000 0

渉外交際費 600,000 276,000

小計 700,000 276,000

本部事業費

会誌等刊行費 7,000,000 7,820,666

新卒名簿刊行費 1,000,000 967,518

会員援助費 1,500,000 1,483,000

支部助成費 5,600,000 6,094,460

その他 370,000 206,592

小計 15,470,000 16,572,236

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,400,000 3,440,000

ホーム・カミングデー 2,000,000 2,236,531

学業・課外活動奨励費 22,615,000 22,746,894

その他 3,440,000 444,188

小計 31,455,000 28,867,613

人件費

事務員給料 7,000,000 6,992,458

アルバイト料 70,000 63,000

小計 7,070,000 7,055,458

事務運営費

通信運搬費 4,510,000 4,813,757

諸印刷費 2,340,000 1,434,548

事務運営システム費 1,890,000 2,310,840

備品費 100,000 59,400

消耗品費 300,000 231,845

保険料 150,000 99,513

小計 9,290,000 8,949,903

事業積立金

事業運営積立金 6,000,000 7,000,000

名簿積立金 1,000,000 1,000,000

育英奨学積立金 10,000,000 20,000,000

小計 17,000,000 28,000,000

返金
終身会費返金 10,000,000 8,660,000

小計 10,000,000 8,660,000

雑費

慶弔費 100,000 156,060

卒業証明書援助費 1,000,000 856,800

振込手数料 1,100,000 1,105,082

その他 10,000 692,508

小計 2,210,000 2,810,450

予備費
予備費 105,928 0

小計 105,928 0

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0 74,967

小計 0 74,967

支出合計　 100,460,928 107,952,584

経常費関係
単位：円

項目 平成28年予算額

収入の部

経常費繰越金 経常費前年度繰越金 74,967

会費 終身会費 99,260,000

雑収入

預金利息 1,000

ドーム入場券 500,000

代議員会懇談会参加費 360,000

その他 100,000

小計 961,000

収入合計　 100,295,967

支出の部

会議費

総会費（代議員会費） 2,500,000

役員会費 520,000

役員旅費 4,280,000

小　　　計 7,300,000

渉外費

来賓接待費 100,000

渉外交際費 420,000

小　　　計 520,000

本部事業費

会誌等刊行費 7,100,000

新卒名簿刊行費 1,000,000

会員援助費 1,500,000

支部助成費 5,820,000

その他 285,000

小　　　計 15,705,000

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,400,000

ホーム・カミングデー 2,300,000

学業・課外活動奨励費 22,320,000

その他 3,680,000

小　　　計 31,700,000

人件費

事務員給料 8,030,000

アルバイト料 70,000

小　　　計 8,100,000

事務運営費

通信運搬費 7,500,000

諸印刷費 2,970,000

事務運営システム費 1,650,000

備品費 240,000

消耗品費 250,000

保険料 100,000

小　　　計 12,710,000

事業積立金

事業運営積立金 1,000,000

名簿積立金 1,000,000

育英奨学積立金 10,000,000

小　　　計 12,000,000

返金
終身会費返金 10,000,000

小　　　計 10,000,000

雑費

慶弔費 100,000

卒業証明書援助費 1,000,000

振込手数料 1,100,000

その他 10,000

小　　　計 2,210,000

予備費
予備費 50,967

小　　　計 50,967

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0

小　　　計 0

支出合計　 100,295,967

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 平成27年予算額 平成27年決算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 323,899,075 323,899,075

事業運営当年度積立金 6,000,000 7,000,000

周年記念事業 0 0

事業費その他（国債償還金） 0 0

小　　　計 329,899,075 330,899,075

雑収入

利子 80,000 116,361

国債利金 560,000 557,796

小　　　計 640,000 674,157

収入合計　 330,539,075 331,573,232

支出の部

事業費

母校周年事業費 196,693,000 196,054,400

周年記念事業 0 0

事業費その他 0 0

小　　　計 196,693,000 196,054,400

事業運営次年度繰越金 133,846,075 135,518,832

支出合計 330,539,075 331,573,232

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 平成27年予算額 平成27年決算額

収入の部

事業運営事業費

育英奨学前年度繰越金 50,500,000 50,500,000

育英奨学寄付金 0 9,870

育英奨学積立金 10,000,000 20,000,000

収入合計　 60,500,000 70,509,870

支出の部

事業運営事業費
育英奨学積立金支出額 20,000,000 20,000,000

次年度繰越金 40,500,000 50,509,870

支出合計 60,500,000 70,509,870

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 平成28年予算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 135,518,832

事業運営当年度積立金 1,000,000

周年記念事業 0

事業費その他（国債償還金） 100,000,000

小　　　計 236,518,832

雑収入

利子 100,000

国債利金 500,000

小　　　計 600,000

収入合計　 237,118,832

支出の部

事業費

母校周年事業費 0

周年記念事業 1,000,000

事業費その他 100,000,000

小　　　計 101,000,000

事業運営次年度繰越金 136,118,832

支出合計 237,118,832

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 平成28年予算額

収入の部

事業運営事業費

育英奨学前年度繰越金 50,509,870

育英奨学寄付金 0

育英奨学積立金 10,000,000

収入合計　 60,509,870

支出の部

事業運営事業費
育英奨学積立金支出額 20,000,000

次年度繰越金 40,509,870

支出合計 60,509,870

名簿刊行費関係　
単位：円

項目 平成28年予算額

収入の部

名簿刊行費

名簿刊行費前年度繰越金 12,280,892

名簿刊行費当年度積立金 1,000,000

広告費 0

名簿送料協力金 0

預金利息 1,400

収入合計　 13,282,292

支出の部

名簿刊行費

名簿ＣＤ制作費 0

名簿ＣＤ郵送費 0

案内・アンケート等印刷費 0

案内・アンケート等郵送費 0

名簿関係振込手数料 0

小　　　計 0

名簿刊行費次年度繰越金 13,282,292

支出合計 13,282,292

名簿刊行費関係　
単位：円

項目 平成27年予算額 平成27年決算額

収入の部

名簿刊行費

名簿刊行費前年度繰越金 11,215,849 11,215,849

名簿刊行費当年度積立金 1,000,000 1,000,000

広告費 0 0

名簿送料協力金 0 73,000

預金利息 4,000 1,439

収入合計　 12,219,849 12,290,288

支出の部

名簿刊行費

名簿ＣＤ制作費 0 0

名簿ＣＤ郵送費 0 0

案内・アンケート等印刷費 0 0

案内・アンケート等郵送費 0 1,206

名簿関係振込手数料 0 8,190

小計 0 9,396

名簿刊行費次年度繰越金 12,219,849 12,280,892

支出合計 12,219,849 12,290,288

平成27年　決算報告 平成28年　予算
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【個人】 1口…5千円　 【法人】 1口…10万円 できましたら複数口のご協力をお願いいたします。
なお、1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。

中部大学ホームページにアクセスし、トップページの右下にある
「学校法人中部大学へご支援をお考えの方」のバナーをクリックし、「募金のお申し込み」ページから手続きをお願いいたします。

http://www.chubu.jp/support/

学校法人中部大学振興基金の概要

◆ 寄付金のお支払いおよび税制優遇措置の詳細ならびに法人としてのご寄付をお考えの方は、渉外部渉外課募金係にお問い合わせください。

0568-51-8852  TEL.  

学校法人中部大学
振興基金への

卒業生寄付者ご芳名
2015年8月1日〜2016年7月31日

※敬称略、五十音順に掲載、
掲載を希望されない方のお名前は除く

中部大学への支援

中村　進也
夏目　紀子
松永　恭一郎

深澤　弘
堀田　侑佑

宮原　康実
村松　正彦

豊田　慧 中川　浩太
宮嶋　正

B-0

E-1 E-2

B-4 B-8中部大学教育活動支援募金  同窓会育英奨学事業募金

中部大学開学50周年記念事業募金 春日丘高等学校開校50周年記念・
春日丘中学校開校25周年記念事業募金

A-0

B-0
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

学園への支援

中部大学への支援
中部大学奨学支援募金
中部大学課外活動支援募金
三浦幸平塾支援募金
中部大学教育活動支援募金
中部大学研究活動支援募金
中部大学施設等整備支援募金
中部大学エコキャンパス推進支援募金
同窓会育英奨学事業募金

募金の種類

中部大学第一高等学校への支援
中部大学第一高等学校奨学支援募金
中部大学第一高等学校課外活動支援募金
中部大学第一高等学校教育活動支援募金
中部大学第一高等学校施設等整備支援募金

中部大学春日丘中学校・高等学校への支援
中部大学春日丘中学校・高等学校奨学支援募金
中部大学春日丘中学校・高等学校課外活動支援募金
中部大学春日丘中学校・高等学校教育活動支援募金
中部大学春日丘中学校・高等学校施設等整備支援募金

C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

D-0
D-1
D-2
D-3
D-4

中部大学
第一高等学校

中部大学
春日丘中学校・

高等学校

「 学 校 法 人 中 部 大 学 振 興 基 金 」は 、恒 常 的 に 寄 付 を 受 け 入 れ 、

学 生・生 徒 に 対 する教 育・研 究 をより充 実 、維 持 発 展させ ていくた め のもの で す 。

引き続き、母 校 や 後 輩 へ のご 支 援 をよろしくお 願 い いたします 。

「学校法人中部大学振興基金」への
ご協力をお願いいたします。

個人でご寄付をされた場合、確定申告をすることによって、
寄付額の最大50％が戻ります。

お申し込み金額

お申し込み方法

中部大学

学園
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私たちの支部
は

こんなトコロ
です！

太
鼓
判

三重県には、「長島スパーランド」「湯の山温泉」「鈴鹿
サーキット」「伊賀流忍者博物館」「伊勢神宮」「熊野
古道」など、魅力あふれる観光地がたくさんあります。
また、県のほぼ中央に位置する松阪にお越しの際は、
ぜひ名産松阪牛を！と言いたいのですが、なにぶん高
価ですので、私がおすすめしたいのは「松阪牛のホル
モン」です。“ボリューム・味・価格”すべての面におい
てお値打ちです。松阪駅周辺にはたくさんのお店があ
りますので、ぜひ一度ご賞味ください。

支
部
長
の

世界遺産である熊野古道をウォーキン
グしました。役員の有志一同が体力の
限界を感じながらも、全員で励まし合
い最後まで頑張ることで、有意義に過
ごすことができました。

三重県は、南北の距離が長いことか
ら、毎年必ず交流会を開催していま
す。今回はバーベキューで海の幸をい
ただきながら、近況報告をし合って交
流を深めました。

毎年12月恒例の支部役員会の報告と
支部総会を開催しました。その後に行
われた懇親会において親睦を深める
ことができました。

支部日記

伊賀流忍
者

（伊賀）

海外でも知名度
の高い伊賀流忍

者の発祥地、伊
賀。春には市街地

や上野公園で「
伊賀上野NINJ

A

フェスタ」が開
催され、忍者を

テーマにしたイ
ベントで大盛り

上

がり。街なかは
、忍

者衣装に身を包
み、

忍者になりきっ
た

人で賑わいます
。

伊勢志摩サミット（主要国首脳会議）が

開催された三重は、日本の総氏神であ

る伊勢神宮があり、参拝のため年間

1000万人を超える多くの方が訪れる日

本人のふるさととも言われる地域です。

また2004年には熊野古道伊勢路が、

世界でも数少ない“道”として世界遺産

に登録されました。一方で、世界需要

の4割を供給する「NAND型フラッシュ

メモリ」の日本唯一の生産拠点を持つ

など、伝統と革新を併せ持つ三重県

は、まさに日本の縮図。海女文化や忍

者、真珠、そして松阪牛など、魅力あふ

れる三重にぜひお越しください。

日本古来の信仰の中心地。

伊勢志摩サミットでも話題に。

Letter From Branc
he

s
Le
tte

r F
rom Branches

支部だよ
り

01
三重支部

英虞湾
（伊勢志摩）

リアス式海岸の特徴をもち、賢島をはじめ大小さまざまな島の海岸線が美しい景観を織りなす英虞湾。真珠養殖の一大産地でもあり、養殖筏が浮かぶ景色は伊勢志摩ならでは。最近では、サミットの主会場となった志摩観光ホテルが注目を浴びました。

今号から「支部活動報告」は装いも新たに「支部だより」としてリニューアルしました。
第1回目は「三重」、「浜松」、「四国」の3支部をご紹介。
今後は毎号シリーズで、各支部の活動報告とあわせて見どころや
グルメなどの特色を紹介していきますので、観光の際などにぜひご活用ください。

熊野古道ウォーキング 紀州地区との交流会2015年
5月

役員会兼

支部総会を開催
2015年
12月

2015年
7月

三重支部長

錦 金則さん
土木工学科
1967年度卒

三重支部の皆様へ！

三重支部は、会員数が5ブロック（北勢・中勢・南勢・伊賀・紀州）で計3,000名を超える大きな
組織になりました。そのため、大学との関係づくりや卒業生の支援活動を身近に行えるように、
県内を3支部に分割して会員の皆様がもっと気軽に参加できるように協議しています。支部活動
への参加を希望される方は、まず「同窓会誌を見た」と言って一報をいただけると幸いです。 TEL.0598-58-2235

三重支部・支部長

錦 金則（42EC）連絡先
にしき かねのり

三重 四国浜松

「松阪牛のホルモン」数多くの観光地と
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うなぎのイメージが強い浜松ですが、実はもっと安く美味しく食べられる「しらす」が
おすすめです。生、釜揚げ、しらす干しとどれもGOOD。特に舞阪、新居、福田の各漁港
は漁獲量も多く、いつでも新鮮なしらすを味わえます。各漁港付近には直売店も多
く、店によって味が違うのも面白いところです。
また、浜名湖を一日楽しむなら「浜名湖周遊自
転車道」。脚力に自信のある方は、渚園運動公
園～ガーデンパーク～奥浜名湖～三ケ日～
新居関所～浜名湖競艇～渚園に戻る一周
60kmの潮風体感コースがおすすめです。

浜松支部長

小池 元也さん
土木工学科
1976年度卒

支
部
長
の

静岡支部との交流

静岡支部とは地域性もあり、以前から
交流を続けていて、行ったり来たりの
お付き合いをしています。4月には「小
田急西富士ゴルフ倶楽部」にて親睦ゴ
ルフコンペを開催し、バーディーラッ
シュでいい汗を流しました。また、10月
には大井川に架かる木造橋「蓬莱橋」
のウォーキングに参加し、身近にある名
所旧跡を堪能しながら交流を深め、次
のイベントへの期待を膨らませました。

浜松支部役員会

商工会議所で、総会までに役員会を
4、5回実施し、本年度のイベントや研
修会内容を打ち合わせします。昨年は
浜名湖ならではの「たきや漁」で、い
かだ上での夜の魚の掴み取りを計画
しましたが、残念ながら雨天中止と
なってしまい、本年度リベンジする予
定です。浜松支部では若い世代の参
加ができるようなイベントを企画しな
がら、同窓生の幅広い交流を期待し
ています。

2015年
4月 研修発表会

総会で、毎年会員による研修発表会を
行っています。地元の偉人や著名人を
紹介するテーマで、ヤマハ創業者の山
葉寅楠、ホンダ創業者の本田宗一郎、
治山治水の金原明善らについて発表
しました。また、その年のニュースも取り
上げ、近年は「新東名の工事や開通」、
「東日本大震災関連」、「ゲリラ豪雨な
どの異常気象」などの発表も行ってい
ます。昨年は日本の火山のルーツを取
り上げ、御嶽山の噴火を受けて身近に
迫る自然災害の実情を研修しました。

支部日記

浜松市楽器
博物館

世界の楽器13
00点を常時展

示

し、特別展やコ
ンサート、ワーク

ショップなど多
彩なイベントを

通

じて、楽器と音
楽の素晴らしい

世界を紹介する
世界屈指の楽

器博物館。体験
ルームでは、実

際に自分で触れ
て、弾いて、楽し

むことができます
。

私たちの支部
は

こんなトコロ
です！

うなぎ、餃子、楽器、オートバイなどから

連想する市といえば、誰もが答えられる

ほどメジャーな特産物を持つ浜松市。

ものづくりの盛んな浜松では、その歴史

や製品、工程などを学ぶことができる

産業観光施設も多くあります。また、温

暖な気候と豊かな自然に恵まれている

ため、農水産業も盛ん。そんな浜松は、

実は鈴木姓が日本一多いことでも知ら

れています。市の人口の約7％にあたる

56,000人が鈴木姓で、現在の浜松市

長も鈴木姓。取引先へ電話すると「鈴

木は5人おりますが…」なんて言われる

ことも少なくありません。

ものづくりのまち・浜松は、

実は意外なもので日本一。
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浜松支部

浜松まつり会館

毎年5月3、4、5日に開催される浜松まつり。昼間は中田島砂丘で勇壮な凧揚げ合戦が行われ、夜は中心市街地で絢爛豪華な御殿屋台が引き回される、町中が熱気と興奮に包まれる3日間です。そんな浜松まつりを身近に感じられる施設です。

2015年
10月

2015年
8月

写真提供：浜松観光コンベンションビューロー

写真提供：浜松観光コンベンションビューロー

浜松三重 四国

写真提供：浜松観光
コンベンションビュー

ロー

「しらす」鮮度が抜群、浜松の
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瀬戸内海は、魚介類が豊富で美味しい魚が捕れることで有名で、速い潮流を必死で泳ぐ魚類は身
が締まっているのが特長です。特に天然の真鯛の中には、そこで一生懸命泳ぐため、尻尾近くの骨の
一部を何度も繰り返し骨折し真珠のような玉になっている鯛も生息しています。このような天然真
鯛の身は締まっていて、脂濃くなく、煮てもよし、焼いてもよし。特に、造りは最高に美味です。
また、焼き鳥と言えば、通常は串に刺した鶏肉を焼いたものを言いますが、香川では、骨付鳥を焼い
たものが焼き鳥です。「うどん県。それだけじゃない香川県」とうたった香川の代表的な一品です。骨
付鳥には大きく分けて「おやどり」と「ひなどり（わか
どり）」の2種類があります。「おやどり」は、しっかりと
した歯ごたえで噛めば噛むほど濃厚な旨みが染み
出す、まさに通の味。一方の「ひなどり」は、身がふっ
くらしていてやわらかく食べやすいのが魅力です。
ジューシーな肉汁があふれる味わいは、初めての人
でも安心して楽しめます。どちらも恥ずかしがらず大
胆にかぶりつくのが醍醐味。豪快に楽しむ香川の名
物は、ビールのお供に最適な一品です。

四国支部長

穐山 信雄さん
機械工学科
1970年度卒

支
部
長
の

2年に一度の
支部総会

2016年
2月20日
（土）

支部日記

私たちの支部
は

こんなトコロ
です！ 四国支部では、今年2月、中部大学から山田公夫

常勤理事を、同窓会本部から川尻則夫副会長を
お招きして、宇多津町のホテルサンルート瀬戸大
橋で第9回四国支部総会・懇親会を開催しまし
た。今回の総会は、香川県では2回目の開催で、徳
島や小豆島の会員も駆けつけてくれました。懇親
会では、卒業して40数年ぶりの再会という会員も
いて、懐かしく談笑する様子が見られ、また、山田
常勤理事と川尻副会長を囲んで学生時代の話題
で盛り上がりました。

四方を海に囲まれ、海の幸が豊富な四

国地方。温暖な気候と黒潮の恩恵で日

本の中でも比較的春の訪れが早いの

も特徴です。香川の讃岐うどん、徳島

の鳴門金時やスダチ、高知のカツオや

青さのり、愛媛の伊予柑やじゃこ天な

ど、各県の地元ならではの特産物が多

岐にわたるのも魅力的。また、新居浜太

鼓祭り（愛媛）、よさこい祭り（高知）、阿

波踊り（徳島）は四国三大祭りと呼ば

れ、その季節は日本全国から多くの観

光客が訪れます。最近では、「四国霊

場八十八箇所と遍路道」の世界遺産

登録をめざす動きも盛んです。

豊かな自然と特産品の数 、々

そして魅力あふれる三大祭り。
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四国支部

日本三奇橋の一つとして知られる「祖谷のかずら橋」。重さ約5トンにもなるシラクチカズラで編み連ねて作られており、3年毎に架け替えが行われます。眼下には祖谷川の渓流を見下ろすロケーションで、ゆらゆらと揺れる橋はスリル満点です。

祖谷のかずら橋
（徳島県三好市）

い や

「日本書紀」にも登場するわが国最古の温泉「道後温泉」。そのシンボルでもある道後温泉本館は、築100年を迎えた1994年に公衆浴場として初めて国の重要文化財の指定を受けました。写真は温泉の湯を守る湯神社から見た道後温泉本館です。

道後温泉本館
（愛媛県松山市）

四国三重 浜松

「天然真鯛」と香川県名物「骨付鳥」
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中部大学中部大学

空手道部

NEWS

NEWS.01

NEWS.02

NEWS.03

中 部 大 学
文理融合の総合大学として成長を続ける中部大学。

豊かな教育環境のもとで躍動する学生たち。ここでは、活躍するクラブや注目の研究、
昨年から新たに始まった学生の自主的な活動など、大学の最新情報をお届けします。

2016年2月23日から26日に、よませ温泉スキー場（長野県）で

行われた「第37回東海学生基礎スキー選手権大会」で、基礎ス

キー部男子が総合で準優勝となりました。惜しくも8連覇はなりま

せんでしたが、個人戦、新人戦、団体戦を中心に個々の得点を

重ねて準優勝と健闘。女子は、団体戦6位と個人の得点で総合

4位となりました。

2016年5月6日から8日にかけて、一宮市総合体育館で

行われた「平成28年度東海学生卓球春季リーグ戦」で

卓球部（女子）が2部で5戦全勝し、優勝しました。また、

リーグ入替戦では、愛知学院大学に勝利し、1部昇格が

決定しました。

一
部
リ
ー
グ

昇
格
お
め
で
と
う
！

2016年4月24日、名古屋商科大学体育館で行われた「平成28年度東海地区大

学空手道選手権大会」で、幼児教育学科3年の石田妃美さんが女子個人 形の部

で優勝しました。また、5月22日に日本ガイシスポーツプラザで開催された「春季東海

地区大学空手道選手権大会」で3位に入賞し、7月3日に大阪市中央体育館で行

われた「第60回全日本学生空手道選手権大会」出場を果たしました。

2013年から、金政真准教授（環境生物科学科）の研究室が

中心になって進められていた日本酒の試験醸造が今春成功

しました。酵母は芙蓉の花から抽出したオリジナル。愛知県

食品工業技術センターと東春酒造株式会社（名古屋市守山

区）の協力のもと、約3年の期間で製品化にこぎつけました。

その名も「中部大学のお酒」は、現在、来春以降の市販を目

指して販売ルートを確立中です。 「中部大学のお酒」
（アルコール度数17％ 純米酒720ml）

TOPICS

基礎スキー部

卓球部

   第37回  東海学生
基礎スキー選手権大会
準優勝

敢闘賞を受賞した
幼児教育学科 1 年
世古美鈴さん

中部大学の最新情報をお知らせ！

中部大学の

お酒が

 できました！
 平成28年  東海学生
卓球春季リーグ戦
2部優勝

  平成28年  東海地区
大学空手道選手権大会
個人戦 女子個人 形の部優勝
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新入生をおもてなし
「キャンパスなび」を実施

人間力を高めるヒントを見つける
「コモンズアカデミア」

新しい出会い・交流・発見
「コモンズ・カフェ」を開催 同窓生の皆様も利用可能な

「不言実行館」内の施設

NEWS
中 部 大 学

開学50周年を記念して建設された「不言実行館ACTIVE PLAZA」が、オープンして1年半を迎えました。

最近では、試験勉強をはじめ、ゼミやサークルの打合せ場所として利用する多くの学生たちの姿で賑わっています。

中でも、コモンズセンターでは、コモンズサポーターと呼ばれる学生たちが、さまざまな企画を立案・運営しています。

コモンズサポーターとは…

管理・運営、カウンター業務等、コモンズセンター（1〜3階）に関わる業務のすべて
を担うのが、コモンズサポーターです。この仕組みをコモンズ・インターンシップと位置
づけて、単にアルバイトをしてお金を稼ぐだけにとどまらず、実社会に出る前に就業
経験を積み、「仕事とは何か」「社会とは何か」「責任」について学んでいます。

年々校舎の数も増えている近年、入学してまもない新入生にとっ

ては場所を覚えるのもひと苦労。そこでコモンズサポーターが、4月

4日の授業開始日から4月8日までの5日間、学内の講義室を案内

する「キャンパスなび」を実施しました。この企画は、講義室の場所

がわからずに困っている新入生をサポートしたいという思いと、コモ

ンズサポーターの存在をもっと知ってもらいたいという2つの思い

からスタート。「おすすめの学食はどこ？」といった質問などもあり、5

日間で200人以上の方を案内しました。

コーヒーやお茶を飲みながら、自分と異なる分野を学んでいる人と

話をし、新しい出会い、交流、発見を見つけていくコモンズ・カフェ。

その第1回が5月17日、不言実行館2階スチューデント・コモンズ

で開催されました。テーマは「日本の近現代史ってなぁに？『あなた

は戦争に賛成か、反対か』」。講師に飯吉厚夫理事長・総長と三

浦陽一教授（歴史地理学科）を迎えて、学生19人、教職員24人

が参加する中で行われました。また、6月22日には「誰が中国との

戦争を始めたのか？」というテーマで第2回が開催されました。

5月27日、不言実行館3階プレゼンテーションルームにて「コモンズ

アカデミア」が開催されました。これは、人間力の向上を目的に昨年

から継続的に行っているもので、ファシリテータは伊藤センター長で

す。今年度の総合テーマは「自己概念と受容、個と組織」です。第

1回目はインベントリー（ワーク）を使用して、自らの学習スタイルを4

つの観点からグラフで示しディスカッションを実施。ディスカッション

を通して、自分自身を知ることとチームの大切さを学ぶことができま

した。6月16日に第2回、7月19日に第3回が開催されました。

アロハテーブル
全国の大学で初出店したハワイアン・カフェ・ダイニング
です。不言実行館6階へお越しください。

キャリア支援課 （不言実行館5階・TEL.0568-51-4184［直通］）

中部大生の採用をお考えの方はご連絡ください。

NEWS.04
学生の、学生による、学生のためのサポート
〜コモンズサポーター、鋭意活動中！〜
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◆ 工学部

教授　 猪岡　達夫 教授 田中　晧一
教授 石川　順三

◆ 経営情報学部

教授 尾崎　正弘 教授 牧野　英克

◆ 人文学部

特任教授見崎　恵子 准教授 和田伸一郎
講師 福田　貴成

◆ 応用生物学部

教授 中西　一弘 助手 柴田　阿未

◆ 生命健康科学部

特任教授猪田　邦雄 助教 中山奈津紀
助手 吉田　拓矢

◆ 現代教育学部

教授　 今川　峰子

◆ 教育実習センター
特任教授浅岡　正美

◆ 語学センター

講師 P.J. マーハー

◆ 生物機能開発研究所

准教授 車　　炳允 助教 金　　孝靜  

◆ 看護実習センター

助手 池戸　梨香 助手 鬼塚　知里

◆ 保健・医療系臨地及び
　 臨床実習支援・推進部看護実習センター
助教 大村　政生 助教 畑中めぐみ
助手 松田　武美

2016年4月27日に、名誉教授になられた方々への称
号授与式が行われました。今回新たに名誉教授にな
られた4人の先生は以下の通りです。

2015年10月2日に渡辺健治建築学科教授が、

同年11月9日に丸谷晃一歴史地理学科教授がご逝去されました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

追  悼

渡辺健治 先生 丸谷晃一 先生

4人の名誉教授が誕生
退職された先生 （2015年7月〜2016年6月）

1 2
3 4

　大西良三学園長が2016年4月20日に逝去されました。享年86歳。

　大西学園長は1967年に奉職、学園の創成期から創立者三浦幸

平先生、山田和夫第2代理事長を支え、59年の長きにわたって学園

の発展に尽力されました。2001年に第3代理事長・学園長に就任し、

同年4月に応用生物学部を設置、2006年に生命健康科学部を設置、

2008年に現代教育学部を設置、2004年に学校法人三浦学園を学

校法人中部大学に名称変更するなど、学園運営に手腕を発揮、学園

の体制を盤石なものとされました。通夜・葬儀はカトリック布池教会で

行われ、大勢の方に旅立ちを見送られました。

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　大西学園長の思い出は、私が同窓会活動に参加させていた

だいた平成3年から機会あるごとに穏やかにお声をかけてい

ただけたことです。

　特に「ホームカミングデー」の餅つき大会には毎年参加して

いただき、法被に着替えられ楽しそうにお餅をつき、できたて

のお餅にきな粉と餡子をつけておいしそうに食べられていた

お姿を思い出します。

　母校の開学50周年をお祝いして、同窓会として母校の庭に

桜の木とライラックの木を寄付させていただきたいとご提案し

た際には、大西学園長が長年かかって築き上げられた学園の

さまざまな構想の一つとして取り入れてくださいました。今年

の春にはきれいな花を咲かせていました。

　これからは天国からいろいろな木 の々花 を々楽しまれること

をお祈りしております。

2017年度
入試のポイント

母校をぜひご紹介ください。 大西良三学園長
ご逝去中部大学は、文理7学部がワンキャンパスに集結する総合大学です。ご子女の大学受験におすすめください。

入試インフォメーション

就職インフォメーション

それぞれの得意を活かせる入試方法を多数そろえています。詳しくはホームページや募集要項でご確認ください。

“就職に強い中部大学”を実現！

2015年度就職実績 中部大学の就職支援

入学直後から卒業まで、4年間を通じてキャリア開発を支援し、就職に強い中部大学を実現しています。

就職率

就職希望者に占める
就職者の割合

98.8%
求人社数

平成27年度学部卒業生
対象求人社数

三木 國愛 前教授
（経営情報学部）

山田 伸明 前教授
（全学共通教育部）

舛山 誠一 前教授
（国際関係学部）

土屋大二郎 前特任教授
（経営情報学部）

大手企業への
就職率

大手企業…上場企業・非上場大
手企業（資本金3億円以上または
従業員300人以上）・公務員など

15,259社

中部大学 教職員情報

57.8%

中部大学同窓会 顧問
学校法人中部大学 監事

坪井 和男
中部大学同窓会 会長

村松 正彦

「大西学園長を偲んで」 『不言実行、あてになる人間』を
自ら全うされた大西学園長

年間を通して実施する「キャリア支援プログラム」。
「学内企業説明会」の参加企業数は年間延べ1,300社以上。
全学年を対象とした「報酬型インターンシップ」を実施。

社会人経験豊富なスタッフが個別に相談。

毎年10,000社を超える求人情報。

各種団体「幸友会」「後援会」「同窓会」による就職支援。

愛知県外の方も受験がしやすい
地区試験を実施。

入学検定料の
割引制度あり。

最大で4年間の学費相当額が免除される
特別奨学生試験を実施。

24時間いつでも出願可能な
インターネット出願。

　昭和39年、中部工業大学が開学され、新築の学生寮に全国

から70名の仲間たちが集いました。創立者・初代学長 三浦幸

平先生は、私ども寮生に、「建学の精神を『不言実行、あてにな

る人間』としたのは、実行力があり、社会から信頼される人間を

育てたいと思ったからです。」と熱っぽく語られていました。

　大西学園長は、学園の創設期から三浦幸平先生とともにご

苦労され、さらに第2代理事長・学長 山田和夫先生を補佐し続

け、平成13年に第3代理事長・学園長に就任、学園の運営に

多大な貢献をされ、名実ともにわが国有数の総合大学へと発

展した中部大学の礎を築かれました。

　濃尾平野を見渡せる丘に聳え立つ緑いっぱいの素晴らしい

中部大学は、誠に見事なまでに自ら建学の精神を具現化、全う

された大西先生の人生の賜とも言えようかと思います。

　長い間、本当にありがとうございました！
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同 窓 会 に 関 する情 報 やイベントの 告 知 をご 紹 介 する「 同 窓 会トピックス 」。

ここで は 、同 窓 生 の 皆さん の 近 況 を 伝 える情 報もお 待ちしています 。同 窓 会 T O P I C S

工学部電子情報工学科・電子工学科は本年度設立50周年を迎え、その記念事業として創立50周年記念祝賀会を開催

することとなりました。電子情報工学科・電子工学科の卒業生の方々に、ご参加いただきたくご案内いたします。

●開催日時：2016年11月12日（土）　16時〜19時
●開催場所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（愛知県名古屋市中区金山町1-1-1　TEL.052-683-4111）
●問い合わせ先：実行委員長　電子情報工学科　教授　石井 清
　E-mail:ed50anniv@gmail.com

中部大学工学部電子情報工学科・電子工学科
創立50周年祝賀会のご案内

工学部建築学科は昨年度設立50周年記念式典を開催し、これを機に中部大学建築学科卒業生「桃園会」（仮称）の設

立に向けた準備会を開催することとなりました。建築学科の卒業生の方々に、ご参加いただきたくご案内いたします。

●開催日時：2016年11月3日（祝）　15時〜18時45分
●開催場所：中部大学 不言実行館 1階 アクティブホール（春日井市松本町1200）
●問い合わせ先：中部大学建築学科卒業生「桃園会」（仮称）設立準備会
　E-mail:chubu.kenchiku@gmail.com

中部大学工学部建築学科卒業生「桃園会」（仮称）
設立準備会のご案内

リ・フレッシュマンキャンプを開催します！

フレッシュマンキャンプ50周年の準備のために、リーダーOB・OGの有志たちで、お手伝いを兼ねて関係教職員の方 と々山

荘に集まったことを機に、リ・フレッシュマンキャンプと銘打ち、山荘へ集まる企画を毎年行っています。有志の協力で、ミニ

キャンプファイアーやトワリングを行うなど、現役時代の昔話だけに終わらず、各年代のつながりや絆を深める時間を作り、

卒業後の交流の場作りを目指しています。有志の集まりのため、関係者に限定して小さく行っていますが、リーダーOB・

OGや関係教職員の方々で、興味を持って参加や運営のご協力をいただける方がいらっしゃいましたら、右田までご連絡い

ただければ幸いです。なお、2017年は夏〜秋にかけて計画中です。

●連絡先
工業物理学科2001年卒業　第39回フレッシュマンキャンプトップリーダー　右田 倫教
E-mail：udarin_udauda@hotmail.com

桜とライラックの花が
今年も咲きました。

2014年の12月に開学50周年記念で寄贈植樹した「枝垂

桜」、「ソメイヨシノ」、「ライラック」の花が、今年も4月上旬に

きれいな花を咲かせました。

2015年8月、2号館1階の同窓会事務局横に同窓会サロ

ンが完成しました。サロン内には、野球界で活躍する卒

業生の野球用品の展示と合わせて、ソファも多数配置さ

れ、ゆったりと過ごすことができるスペースになっていま

す。大学へお越しの際はお立ち寄りください。

同窓会サロンが
完成しました。

祝賀会開催のお知らせ

中部大学工学部応用（工業）化学科
創立50周年祝賀会のご案内

工学部応用化学科は本年度設立50周年を迎え、その記念事業として創立50周年記念祝賀会を開催することとなりました。

応用化学科・工業化学科の卒業生の方 に々、ご参加いただきたくご案内いたします。

●開催日時：2016年11月20日（日）　18時〜20時
●開催場所：名古屋東急ホテル（愛知県名古屋市中区栄4-6-8　TEL.052-251-2411）
●問い合わせ先：実行委員長　応用化学科　教授　石川 徳久
　E-mail:ishikawa@isc.chubu.ac.jp　TEL.0568-51-9125
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2015年度学業・研究発表援助費支給者
（2015 年 4 月〜 2016 年 3 月）

同窓会オリジナルグッズを
寄贈しています。

中部大学同窓会では、大学で行われるさまざまなイ

ベントの際に、在学生へオリジナルグッズを寄贈し

ています。春日井キャンパスから岐阜県恵那市の研

修センターまで夜を徹して歩く「ナイトウォーク」で

は、参加者全員にLED懐中電灯を配布。また、学科

が一丸となってスポーツで競い合う「全学学科対抗

スポーツ大会」では、スポーツタオルを進呈しまし

た。そのほかにも、入学や卒業の記念品としてオリ

ジナルUSBを贈呈しています。

中部大学同窓会では、中部大学に在籍する大学院生、学部学生が自己の学業・研究成果を発表する場合の一助と

して、研究発表援助費を支給しています。国内の学会、協会等が主催する全国大会、年次大会、シンポジウム（いず

れも全国規模に限る）および海外の学会、協会などが主催する世界規模の研究発表会を対象とし、審査のうえ、援

助費対象者と認められた場合に10,000円を支給しています（年間一人1件）。

大学院 学部

武藤　大和

津田　裕也

上野　　剛

村瀬　将隆

応用化学専攻

石田　隆夫

神谷　憲児

山田　恭大

鈴木　寛彬

仙田　卓也

深尾　佳大

長嵜　稔生

山口　裕生

丸矢　航平

井野龍一朗

曹　　　祥

那須　浩紀

高虫　優紀

小松山沙織

長屋　智紀

鈴木　将司

長谷川智士

大竹　一輝

近藤　尚文

社本慎之介

中根　由裕

山田　真巳

木原　大輔

情報工学専攻

安達　純基

天野　和彦

黒川　貴都

大谷　世紀

花井　勇樹

井上　英信

近藤　勇気

金子　将也

加藤　秀一

高沢　麻里

室谷　佑京

児玉　和子

工学研究科

機械工学専攻

大橋　辰郎

河合貴未央

電気電子工学専攻

長谷川雄一

パンディ  アニル

伴野　良継

渡邉　徳宏

早川可尚子

中山　陽介

田中賢一郎

杉村　卓哉

中島　崇宏

廣瀬　将平

高橋　寛明

建設工学専攻

近藤　貴紀

工学部

電気システム工学科

吉岡　和輝

村岡　大聖

河村　尚輝

丹羽　宏明

応用化学科

田中　鉄平

清水颯一郎

戸川　祐太

情報工学科

羽根田拓哉

応用生物学部

応用生物化学科

川瀬　貴斗

服部　　豊

湯下　佳和

環境生物化学科

浜口　昂大

大西　　亮

高倉精一郎

白井　愛海

下出　悠太

荘司　一宏

和田　章兵

伊藤　雅徳

平松　　翼

近藤えりこ

食品栄養科学科

八木　啓介

三木俊太郎

浦瀬　康平

田中　将太

西尾　大輔

羽木　裕昭

東山　　渡

田中　佑育

経営情報学研究科

経営情報学専攻

宇佐美裕康

応用生物学研究科

応用生物学専攻

坂井　良啓

田山地晃宏

小澤　壮太

平野　正悟

伊藤　　龍

伊神　貴仁

事務局からのお願い

現住所、氏名、連絡先電話番号および勤

務先が変更になりましたら、ホームページ

またはFAX、郵便など書面でご連絡くだ

さい。ご連絡の際は、学籍番号または卒

業学科・年度を必ず記載ください。

❶ トップページ「ENTER」をクリックすると
　 画面が変わります。

❷ サイドバーにある「登録情報変更申請」を
 　クリックすると、変更申請フォームが
　 画面に現れます。

❸ 必須項目をご入力くだされば、
　 申請手続が完了します。
　 なお、ご連絡いただいたデータを速やかに
　 処理するために『学籍番号』を
　 入力いただきますよう、
　 ご協力をお願いいたします。

ホームページでの連絡手順

事務局だより

　皆様こんにちは。広報委員の木村です。今回の『桃園

の夢』は特集として「そうだ、母校へ行こう！」と題しまして、

卒業生が使用できる大学の施設をご紹介いたしました。

お時間のあるときに母校にお越しください。懐かしい時間

を過ごすことができると思います。さらに今号より支部活動

報告を新たに、「支部だより」として三重支部・浜松支部・四

国支部の3支部をご紹介させていただきました。支部だより

では支部の活動だけではなく、各支部のオススメスポット

や支部長がオススメするグルメをご紹介しました。旅行等

に訪れた際にはオススメのスポット・グルメをご堪能くだ

さい。最後に昨年度はホームカミングデーにご来場いた

だきありがとうございました。今年も開催を予定しており

ます。詳細は紹介ページをご覧ください。皆様のお越しを

心よりお待ちしております。

編集後記

広報委員

◆頒布座席

 エメラルドシート：1試合につき2組
 外野席：1試合につき1組
◆頒布料金

 エメラルドシート：1組2名様6,000円
 外野席：1組2名様2,000円

※「学校法人中部大学振興基金＝中部大学同窓会育英奨学事業募金B-8」
にご寄付いただいた正会員はエメラルドシート1組2名様4,000円、外野席1
組2名様1,000円になります。

◆業務時間（コア）
月曜日〜金曜日　午前10時〜午後4時 ※土・日・祝日はお休みです。

夏期・年末年始は、休暇等で不在の場合があります。
ご了承ください。

〒487-8501　春日井市松本町1200
中部大学同窓会事務局
TEL.0568-52-3257　FAX.0568-52-3232
E-Mail　info@cudousou.org
http://www.cudousou.org/

【エメラルドシート】
同窓会終身会費全納者（主に正会員）

【外野席】
中部大学在学生（主に準会員）

官製ハガキに以下の内容を記入のうえ郵送ください。
応募者多数の場合はその都度抽選を行います。
抽選結果は当選者のみの通知になりますのでご了承ください。
❶住所　　❷氏名　　❸電話番号　　❹卒業年度・学科（在学生は学科のみ）
❺学籍番号　　❻観戦希望の試合日および対戦チーム

〒487-8501  春日井市松本町1200　中部大学内　中部大学同窓会事務局

以下のホームページで年間スケジュールをご確認ください。
中日ドラゴンズ公式HP　　http://dragons.jp

申 込 資 格

申 込 方 法

申 込 宛 先

試合日程表

ナゴヤドーム

「中日ドラゴンズ公式戦全試合」の

観戦チケットをペアで頒布

中部大学同窓会の
会員数

【2016年4月1日現在】

74,118名
（専門学校会員4,034名を含む）

木 村  大 起
情報工学科 2010年度卒

❷
❸ 

http://www.cudousou.org/

❶ 

ホームページも
チェックしてね！

同窓会に関するお問い合わせは、
同窓会事務局までどうぞ。

同窓会事務局のご案内
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待ってる

 ちゅとら♪

時間や場所、出席される
先生については同封の

リーフレットをご覧ください。

学部・学科別
ホームカミングデー

公共交通機関でお越しの方
JR中央本線「神領（じんりょう）駅」北口よ
り中部大学スクールバスが運行しており、
片道210円にてご利用いただけます。

車でお越しの方
国道19号線より第1学生駐車場へ。駐車
場から会場までは多少距離がありますの
で、時間に余裕をもってお越しください。
※大学周辺図やキャンパスマップは、中部
大学ホームページでご覧いただけます。
※ホームカミングデーの内容は、都合に
より変更になる場合があります。詳しくは
ホームページでご確認ください。

来場についてのご案内

中部大学同窓会誌 桃園の夢 Vol.65
発行／中部大学同窓会　発行日／2016年10月1日
住所／〒487-8501 春日井市松本町1200 同窓会事務局（中部大学内）　TEL.0568-52-3257　FAX.0568-52-3232
URL　http://www.cudousou.org/　E-Mail　info@cudousou.org

 受付  餅つき大会  福引き大会

【時間】

【場所】 

【時間】
【場所】 

【時間】
【場所】 

10：00〜
（受付は12：30で終了）
第1学生ホール 東側入口

10：30〜
第2学生ホール

13：00〜
第1学生ホール

みんなで盛り上がろう！

■プログラム

※大学祭は11月2日〜4日開催

卒業生の皆さん、
お待ちしております！

第37回 ホームカミングデー
2016.11.3（木・祝）

時間／10：30〜15：00頃まで
場所／第1学生ホール ほか

「会長賞」や「学長賞」、各支部から提供された
景品の数々は、合計約180点！

昼食をご用意しています！ つきたてのおいしさをぜひ！

お子様が楽しめるち
びっこ広場を第一学生
ホールにご用意してい
ます。ぜひご家族でお
越しください。

ちびっこ
広場

■会場MAP ※駐車場から会場まで多少距離がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。




