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（株）ホロニック事業企画室マイスター
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　　上村 早苗さん（法学部卒）
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図書館・情報支援センター所長　毛利進太郎
心理学部長　秋山学
学長　佐藤雅美
経営学部長　松田裕之
総合リハビリテーション学部長　阪田憲二郎
人文学部　矢嶋巌
入学・高大接続センター所長　佐々木康人
グローバル・コミュニケーション学部　香月裕介
学長　佐藤雅美
法学部　上脇博之
栄養学部長　山下勉
現代社会学部　前林清和
国際交流センター所長　岡部芳彦
薬学部　河合裕一
現代社会学部長　中村恵
経済学部　林隆一
心理学部長　秋山学
総合リハビリテーション学部　岩井信彦
学長　佐藤雅美
薬学部　井口伸
学長　佐藤雅美
経済学部　田宮遊子
副学長　津田裕子
人文学部　水谷勇
学長補佐　大山弘
心理学部　小山正
学生支援センター所長　宇野文夫
法学部　笹川明通
法学部長　田中裕明
現代社会学部　岩本茂樹
副学長　角森正雄
栄養学部　松田広一
教務センター所長・教職教育センター所長　生田卓也
総合リハビリテーション学部　大庭潤平
経済学部長　常廣泰貴
経営学部　宮本幸平
学長　佐藤雅美
グローバル・コミュニケーション学部　大濱慶子

支部総会・懇親会 日程一覧
お近くの会場へ、ぜひご参加ください！！

支部 開催日 開始時間 大学からの参加予定者（敬称略）場所

2020年4月1日現在

※開始時間等は変更になる場合もございますので、各支部からの案内などでご確認をお願いし
ます。
※開始時間に間に合うよう、受付をすませてください。時間には十分余裕をもってお越し下さい。
※大学からの参加予定者は変更することがございます。
　詳しくは同窓会ホームページでご確認ください。

同窓会ホームページをご覧ください。ホームページにアクセスできない方は、同窓会事務局へご連絡ください。
TEL：078-974-5485　 E-mail：info@kobegakuin.com　 URL：https://www.kobegakuin.com/

各支部の連絡方法

事務局からのお
知らせ

　　　　　　
　　　　　Notice from the Secretariat

「翠陵」やホームページに掲載する内容をお待ちしています。　情報を同窓会事務局までお寄せください。

●母校を訪問したいときは、同窓会事務局まで事前にお問い合わせください。
●住所・氏名に変更があったときは、事務局までお知らせください。
●同窓生の住所・氏名などの個人情報は同窓会からの事務連絡にのみ使用させていただきます。
●2015年4月より同窓会事務局はポートアイランド第2キャンパス内に移転しています。
 T E L：078-974-5485（直通）　FAX：078-974-5904　E-mail：info@kobegakuin.com

●大学や同窓会を騙る不審な電話にご注意ください。
同窓会事務局

ご挨拶 同窓会会長　木村 誠

同窓会会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また平素より同窓会運営におきまして特段のご理解とご尽力を賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、私事になりますが2014年7月に会長に就任し、2020年7月の本部総会を持って6年間の任期満了となります。この間、母校愛に燃える支部や本部の幹事の皆さ
んと同窓会の目的遂行のために日々熟慮し、共同作業で運営に関わることが出来たことはとても嬉しく誇りに思います。そして、母校の先生方始め職員の皆様の暖か
いご協力には心から感謝と敬意を表する次第です。
卒業生には多種の業界でたくさんの方が活躍され、ユニークな活動をされている方など多士済々、多くの方が様々な分野で社会に貢献しておられます。知れば知るほ
ど人材の豊富さに驚かされます。同窓会はそういった方々を知り、自らを高める絶好の場にもなります。
同窓会も45年目を迎えますが決して順風満帆の運営が続いたわけではありません。過去でも近年でも数々の困難な課題がありますが、そのひとつひとつを地道な努
力で誠実に解決して行くことが、次の世代へ繋ぐと言うことではないでしょうか。私も本年度全国各地で開催予定の支部総会には出来るだけ参加し、皆様との親睦を深
めることを楽しみにしておりますので、積極的にご参加くださいますようお願い致します。そして会員の皆様のますますのご健勝をお祈りいたします。
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スポーツで活躍する現役学生&同窓生
2020年は、東京オリンピック開催の年。1964年の東京オリンピック開催を機に創設された「体育の日」
も半世紀を経て、名称が「スポーツの日」に改められます。スポーツの意義や果たす役割もますます大き
くなるなか、クラブ活動を中心に一際盛り上がりをみせているのが我が神戸学院大学です。
そこで、特集ページとしてスポーツの世界を舞台に活躍する現役学生と同窓生の「今」をお伝えいた
します。
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2019年9月21日、神戸しあわせの村で行われた関西予選大会を
8位で通過、全日本大学女子駅伝（4年ぶり出場）への出場権を獲
得することができました。例年レベルが高い関西予選。今年は特
に上位校を含め順位変動の大きなレース展開でハラハラ、ドキド
キの連続でしたが、3校もつれてのアンカー勝負で3年次生の池
尻さんが粘り、最後の1枠を見事勝ち取ってくれました。卒業生、
保護者、大学関係者、吹奏楽部、チアリーダー部の皆様をはじめ、
オール神戸学院で精一杯応援しました。応援団も走り回り選手た
ちに声援を送りました。仙台へ絶対に行くぞと言う気持ちが選手
の走りからヒシヒシと感じられ、とても感動しました。
全国駅伝前夜のミーティングでは、少し緊張気味な選手もいた
ものの皆リラックスした表情でした。4年振りの出場となり、選手
全員が今大会がはじめての経験となりますが、当日をとても楽
しみにしている印象を受けました。大会当日は全国各地から同
窓生が集まり、総勢100名以上で声援を送りました。1区がとて
も速いペースで進んでいくなか、1年次生の広内さんは周りに
惑わされることなく設定ペースを守り、22位で襷を繋ぎました。
2区から5区までで1つずつ順位を上げていき、17位でゴール。
全員駅伝が実り、来年度の関西枠8を守る17位以内に入ること
ができました。大会終了後、4年次生の梅村キャプテンが「年末
の富士山女子駅伝や2020年度に向けて、またレベルを高めて
いけるよう頑張ります」と力強く挨拶してくれました。
　　　　　　　　　　　　 女子駅伝競走部OG　松浦真里奈

「記録会での成績（5000m・7
名）による10チーム」という
出場資格を満たし、富士山女
子駅伝（2019全日本大学女
子選抜駅伝競走）にも見事
13年ぶり3回目の出場を決
めました。参加24校中20位
（2:33:33）でゴールしました。

はっきりとした攻守交代があるのが特徴でもある野球という
スポーツ。緊迫する試合で、いつも以上に緊張するのが守備
の回。すべての塁上がランナーで埋まる満塁という最大のピ
ンチは、精神的に最もきつい場面といえます。そういう場面
を乗り切る強さを養うためにも、練習の間も常にリーグ戦の
試合のような緊張感を維持しながら、絶えず目の前のプレイ
に集中するよう意識的に取り組んでいます。
私が高校2年生で甲子園大会出場がかかった決勝戦で、1点
リードのまま迎えた9回ツーアウト1、3塁のピンチで自分の
ファインプレーで試合を終わらせ、甲子園出場を決めるとい
う、私自身忘れられない経験したこともあり、そういう意識
づけは各部員に徹底してほしいと考えています。
練習に入る前に欠かせないルーティーンがあり、必ずベンチ
に掲げられた「今本気か」「凡事徹底」というモットーを心に刻
んだうえで練習に入るようにしているのもそのためです。

2019年12月30日（月）富士山女子駅伝にも出場！

硬式野球部 主将

高村 和志さん（経済学部）
硬式
野球部

｢今本気か｣｢凡事徹底｣をモットーに、
　目指すは関西六大学野球リーグ優勝！

Hardball baseball club

現役学生

Feature Articles

ピッチャープレートから本塁までの距離や塁間の距離が野
球に比べて近いのが、ソフトボールの特徴であり、それに
よって生じる迫力のあるスピード感こそが大きな魅力といえ
ます。そんなソフトボールに魅せられた部員が日々練習に汗
を流しています。以前は、僅差で勝ったり負けたりしていまし
たが、練習の成果もあって、徐々に点差をつけて勝てるよう
になり、チームとしての成長を感じるまでになりました。
昨秋は全日本大学男子選抜チーム代表選手に私がピッ
チャーとして選出され、国際大会にも出場しました。その貴
重な経験をチームに持ち帰り、十二分に生かそうと今は、
バッティング練習から私が投げるようにして、打力向上に取
り組んでいるところです。
チームの一体感や「勢い」と言われるものがより現れるよう
になれば、インカレ優勝、日本代表に再度選出、国体出場と、
チームや私自身の目標もさまざまに現実味が増してくるよう
に感じています。

ソフトボール部 主将

奥田 拓海さん（法学部）
ソフト
ボール部

部員一丸となって得た勝利が、
　　　さらにチームを強くする

Softball club

現役学生

MESSAGE
普段からメリハリをつけた生活を心
がけて、ソフトボールに向き合うとき
には、決して悔いを残さないよう、全
力で挑むことを信条としています。

MESSAGE
関西六大学野球春季リーグ戦は全
員で力を合わせて優勝を目指します。
同窓生の皆様には球場に足を運ん
でいただき、熱いご声援を送ってい
ただければありがたいです。

MESSAGE
昨年は関西駅伝、全日本大学女子駅伝、全日本選抜駅伝の応援、本当にありが
とうございました。関西駅伝5位、全日本大学女子駅伝12位に向けて、毎日練
習を頑張っています。同窓会の皆様の応援がとても力になります。特に駅伝の
時は、どこを走っていても声援が聞こえ、オール神戸学院で戦っている実感が
湧きました。昨年に引き続き、全員で頑張りますので応援よろしくお願いします。

「第37回全日本大学女子駅伝」
現地応援レポート in 仙台/2019年10月27日（日）
オール神戸学院で挑んだ全国大会

女子駅伝競走部 主将
西尾 咲良さん（人文学部）

女子駅伝
競走部

Women's Ekiden Race Club
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2019年9月21日、神戸しあわせの村で行われた関西予選大会を
8位で通過、全日本大学女子駅伝（4年ぶり出場）への出場権を獲
得することができました。例年レベルが高い関西予選。今年は特
に上位校を含め順位変動の大きなレース展開でハラハラ、ドキド
キの連続でしたが、3校もつれてのアンカー勝負で3年次生の池
尻さんが粘り、最後の1枠を見事勝ち取ってくれました。卒業生、
保護者、大学関係者、吹奏楽部、チアリーダー部の皆様をはじめ、
オール神戸学院で精一杯応援しました。応援団も走り回り選手た
ちに声援を送りました。仙台へ絶対に行くぞと言う気持ちが選手
の走りからヒシヒシと感じられ、とても感動しました。
全国駅伝前夜のミーティングでは、少し緊張気味な選手もいた
ものの皆リラックスした表情でした。4年振りの出場となり、選手
全員が今大会がはじめての経験となりますが、当日をとても楽
しみにしている印象を受けました。大会当日は全国各地から同
窓生が集まり、総勢100名以上で声援を送りました。1区がとて
も速いペースで進んでいくなか、1年次生の広内さんは周りに
惑わされることなく設定ペースを守り、22位で襷を繋ぎました。
2区から5区までで1つずつ順位を上げていき、17位でゴール。
全員駅伝が実り、来年度の関西枠8を守る17位以内に入ること
ができました。大会終了後、4年次生の梅村キャプテンが「年末
の富士山女子駅伝や2020年度に向けて、またレベルを高めて
いけるよう頑張ります」と力強く挨拶してくれました。
　　　　　　　　　　　　 女子駅伝競走部OG　松浦真里奈

「記録会での成績（5000m・7
名）による10チーム」という
出場資格を満たし、富士山女
子駅伝（2019全日本大学女
子選抜駅伝競走）にも見事
13年ぶり3回目の出場を決
めました。参加24校中20位
（2:33:33）でゴールしました。

はっきりとした攻守交代があるのが特徴でもある野球という
スポーツ。緊迫する試合で、いつも以上に緊張するのが守備
の回。すべての塁上がランナーで埋まる満塁という最大のピ
ンチは、精神的に最もきつい場面といえます。そういう場面
を乗り切る強さを養うためにも、練習の間も常にリーグ戦の
試合のような緊張感を維持しながら、絶えず目の前のプレイ
に集中するよう意識的に取り組んでいます。
私が高校2年生で甲子園大会出場がかかった決勝戦で、1点
リードのまま迎えた9回ツーアウト1、3塁のピンチで自分の
ファインプレーで試合を終わらせ、甲子園出場を決めるとい
う、私自身忘れられない経験したこともあり、そういう意識
づけは各部員に徹底してほしいと考えています。
練習に入る前に欠かせないルーティーンがあり、必ずベンチ
に掲げられた「今本気か」「凡事徹底」というモットーを心に刻
んだうえで練習に入るようにしているのもそのためです。

2019年12月30日（月）富士山女子駅伝にも出場！

硬式野球部 主将

高村 和志さん（経済学部）
硬式
野球部

｢今本気か｣｢凡事徹底｣をモットーに、
　目指すは関西六大学野球リーグ優勝！
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現役学生

Feature Articles

ピッチャープレートから本塁までの距離や塁間の距離が野
球に比べて近いのが、ソフトボールの特徴であり、それに
よって生じる迫力のあるスピード感こそが大きな魅力といえ
ます。そんなソフトボールに魅せられた部員が日々練習に汗
を流しています。以前は、僅差で勝ったり負けたりしていまし
たが、練習の成果もあって、徐々に点差をつけて勝てるよう
になり、チームとしての成長を感じるまでになりました。
昨秋は全日本大学男子選抜チーム代表選手に私がピッ
チャーとして選出され、国際大会にも出場しました。その貴
重な経験をチームに持ち帰り、十二分に生かそうと今は、
バッティング練習から私が投げるようにして、打力向上に取
り組んでいるところです。
チームの一体感や「勢い」と言われるものがより現れるよう
になれば、インカレ優勝、日本代表に再度選出、国体出場と、
チームや私自身の目標もさまざまに現実味が増してくるよう
に感じています。

ソフトボール部 主将

奥田 拓海さん（法学部）
ソフト
ボール部

部員一丸となって得た勝利が、
　　　さらにチームを強くする

Softball club

現役学生

MESSAGE
普段からメリハリをつけた生活を心
がけて、ソフトボールに向き合うとき
には、決して悔いを残さないよう、全
力で挑むことを信条としています。

MESSAGE
関西六大学野球春季リーグ戦は全
員で力を合わせて優勝を目指します。
同窓生の皆様には球場に足を運ん
でいただき、熱いご声援を送ってい
ただければありがたいです。

MESSAGE
昨年は関西駅伝、全日本大学女子駅伝、全日本選抜駅伝の応援、本当にありが
とうございました。関西駅伝5位、全日本大学女子駅伝12位に向けて、毎日練
習を頑張っています。同窓会の皆様の応援がとても力になります。特に駅伝の
時は、どこを走っていても声援が聞こえ、オール神戸学院で戦っている実感が
湧きました。昨年に引き続き、全員で頑張りますので応援よろしくお願いします。

「第37回全日本大学女子駅伝」
現地応援レポート in 仙台/2019年10月27日（日）
オール神戸学院で挑んだ全国大会

女子駅伝競走部 主将
西尾 咲良さん（人文学部）

女子駅伝
競走部

Women's Ekiden Race Club
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現役学生

創部以来、初めて1部への昇格を果たしました。新たなス
テージとなる1部でも上位への進出を目標としています。先
輩たちが総体で敗れ、チームを引き継いだ自分たちも練習
試合や公式戦を通じて一度も勝てなかった相手に、最後の
夏の総体で勝つことができたことは大きな自信となりました。
これを機に、バレーに対する意欲が目に見えて変わってきた
気がします。また、チーム一丸となったときに実力以上の戦
いができるようになったことも大きいように思います。選手
個々についても、リーグの個人成績に多くの部員の名前が
上がるようになり、部員それぞれの努力も実を結びつつあり
ます。インドアだけでなく、ビーチバレーにも力を入れている
のが男子バレーボール部で、2年続けての日本一を目指して
います。風を読んでのプレーがビーチバレーの魅力ですが、
ペアとの信頼関係に基づく息の合ったプレーや、いつも以上
に声をかけ合うことが大切になるなど、インドアにも生かせ
る経験を多く積んでいます。

男子バレーボール部 主将

四方 亮さん（法学部）
バレーボール部
男子

全勝優勝の勢いを
　　　次のエネルギーに代えて

Volleyball club

現役学生

2部優勝を果たし、1部リーグという新たなレベルで戦うこと
となった私たちは、チーム全員が一丸となって戦える雰囲気
にあります。優勝を決めたリーグ最終戦の時のように、チー
ムとして最後まで諦めずに粘れるようになったことに、確か
な成長を感じています。レシーブで粘り、攻撃につなげるこ
とで得点力が増しました。1点に対する全員の集中力は見違
えるばかりです。点差をつけられたセットは、なかば諦めの
ムードのこれまでとは全く違います。また、リーグ戦の期間中
に全員で2日間、練習をせずにミーティングを徹底したこと
で、わだかまりをなくし、チーム全員の気持ちを一つにするこ
とができました。
緊迫した試合展開の中では、気持ちの強さが勝敗を分ける
ことを身を以て知った私たちは強くなりました。1部残留は最
低限の目標で、全員がそれ以上を目指しています。

女子バレーボール部  主将

山本 華音さん（法学部）
バレーボール部
女子

チームとして、人として、
　　 さらなる成長を目指します

Volleyball club

MESSAGE
成績が良くなかったときも応援して
いただいた同窓生の皆様、ありがとう
ございました。いつも声援で支えてい
ただいたおかげで、2部リーグ優勝・1
部昇格を達成することができました。

MESSAGE
相手が格上の時ほど、プレーを楽し
んでいた先輩たちの情熱を引き継ぎ、
今まで以上に頑張ります。インドアバ
レーとビーチバレーの両方を応援し
てください！

2028年のロサンゼルスオリンピック新採用種目の最有力
候補になったラクロス。大学から始める人がほとんどのカ
レッジスポーツで、誰もが同じスタートラインに立つので、努
力次第では誰よりも上達できるかもしれないのが魅力です。
とは言っても、試合や練習では怪我は付き物。ぶつかったり、
叩かれたりでかなりハードなスポーツです。そのため、部員
はそれぞれに自分の得意とすること、「武器」を見つけて磨き
をかけることに励んでいます。体を鍛えて、コンタクトに強く
なるのもその一つですし、あまりぶつかったりしないよう
フェイントを上手くなるなど、チームの中の確かな存在理由
を自分で見つけ出そうとしています。
これまでは、下級生中心のチームでもあったので、それぞれ
が強く志を持つという意味を込めて、チームスローガンを
「意志」としていました。今年は勢いに乗ってチームとして進
んでいくという強い気持ちから「躍進」とし、1部昇格を目指
しています。

ラクロス部 主将

西濵 虎之介さん（人文学部）
ラクロス
部

ONE TEAMとなって、
　　　　　  目指すは1部昇格！

Lacrosse club

現役学生

MESSAGE
2カ年計画をたて、1年目の2019年度
は2部残留、そして2年目である2020
年度のリーグでは1部昇格を目指して
います。応援をよろしくお願いいたしま
す。

リフティングにダンスやアクロバットなどの要素を加え、“魅
せる”ことに特化したパフォーマンスとも競技ともいえるもの、
それがフリースタイルフットボールです。
今まで“ユニフォーム”を着てボールを蹴っていた私には、私
服でしかもコンクリートの上でプレイする姿が鮮烈でした。
初めて本学でひとりのパフォーマーとして披露したのが新入
生の歓迎パーティーでのこと。少し緊張したものの“絶対に
成功させる”という強い思いに満ちて臨んだその結果は、大
成功！あれほど、気持ちが昂った経験は過去に一度もありま
せんでした。日々、友達や仕事仲間が増えていき、信じられ
ないスピードで自分のいる世界が広がりをみせるなか、パ
フォーマーあるいは、エンターテイナーとして日本にとどまる
ことなく世界へと進出していく決意を新たにしました。
“フリースタイルフットボール”の枠組みにとらわれず、会社代
表としてもエンターテイナーとしても、私“ROCK”という人間
の可能性や魅力を伝えていければと思います。

湧きあがる拍手と歓声は、
  パフォーマーとして最高の瞬間

MESSAGE
個人としてはもちろんのこと、
神戸学院大学の顔ともなれる
ようこれからも精進していき
ます。

パフォーマー「ROCK」/合同会社「MEET BALL」代表

久保田 惟吹さん（現代社会学部）パフォーマー
Performer

現役学生
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現役学生

創部以来、初めて1部への昇格を果たしました。新たなス
テージとなる1部でも上位への進出を目標としています。先
輩たちが総体で敗れ、チームを引き継いだ自分たちも練習
試合や公式戦を通じて一度も勝てなかった相手に、最後の
夏の総体で勝つことができたことは大きな自信となりました。
これを機に、バレーに対する意欲が目に見えて変わってきた
気がします。また、チーム一丸となったときに実力以上の戦
いができるようになったことも大きいように思います。選手
個々についても、リーグの個人成績に多くの部員の名前が
上がるようになり、部員それぞれの努力も実を結びつつあり
ます。インドアだけでなく、ビーチバレーにも力を入れている
のが男子バレーボール部で、2年続けての日本一を目指して
います。風を読んでのプレーがビーチバレーの魅力ですが、
ペアとの信頼関係に基づく息の合ったプレーや、いつも以上
に声をかけ合うことが大切になるなど、インドアにも生かせ
る経験を多く積んでいます。

男子バレーボール部 主将

四方 亮さん（法学部）
バレーボール部
男子

全勝優勝の勢いを
　　　次のエネルギーに代えて

Volleyball club

現役学生

2部優勝を果たし、1部リーグという新たなレベルで戦うこと
となった私たちは、チーム全員が一丸となって戦える雰囲気
にあります。優勝を決めたリーグ最終戦の時のように、チー
ムとして最後まで諦めずに粘れるようになったことに、確か
な成長を感じています。レシーブで粘り、攻撃につなげるこ
とで得点力が増しました。1点に対する全員の集中力は見違
えるばかりです。点差をつけられたセットは、なかば諦めの
ムードのこれまでとは全く違います。また、リーグ戦の期間中
に全員で2日間、練習をせずにミーティングを徹底したこと
で、わだかまりをなくし、チーム全員の気持ちを一つにするこ
とができました。
緊迫した試合展開の中では、気持ちの強さが勝敗を分ける
ことを身を以て知った私たちは強くなりました。1部残留は最
低限の目標で、全員がそれ以上を目指しています。

女子バレーボール部  主将

山本 華音さん（法学部）
バレーボール部
女子

チームとして、人として、
　　 さらなる成長を目指します

Volleyball club

MESSAGE
成績が良くなかったときも応援して
いただいた同窓生の皆様、ありがとう
ございました。いつも声援で支えてい
ただいたおかげで、2部リーグ優勝・1
部昇格を達成することができました。

MESSAGE
相手が格上の時ほど、プレーを楽し
んでいた先輩たちの情熱を引き継ぎ、
今まで以上に頑張ります。インドアバ
レーとビーチバレーの両方を応援し
てください！

2028年のロサンゼルスオリンピック新採用種目の最有力
候補になったラクロス。大学から始める人がほとんどのカ
レッジスポーツで、誰もが同じスタートラインに立つので、努
力次第では誰よりも上達できるかもしれないのが魅力です。
とは言っても、試合や練習では怪我は付き物。ぶつかったり、
叩かれたりでかなりハードなスポーツです。そのため、部員
はそれぞれに自分の得意とすること、「武器」を見つけて磨き
をかけることに励んでいます。体を鍛えて、コンタクトに強く
なるのもその一つですし、あまりぶつかったりしないよう
フェイントを上手くなるなど、チームの中の確かな存在理由
を自分で見つけ出そうとしています。
これまでは、下級生中心のチームでもあったので、それぞれ
が強く志を持つという意味を込めて、チームスローガンを
「意志」としていました。今年は勢いに乗ってチームとして進
んでいくという強い気持ちから「躍進」とし、1部昇格を目指
しています。

ラクロス部 主将

西濵 虎之介さん（人文学部）
ラクロス
部

ONE TEAMとなって、
　　　　　  目指すは1部昇格！

Lacrosse club

現役学生

MESSAGE
2カ年計画をたて、1年目の2019年度
は2部残留、そして2年目である2020
年度のリーグでは1部昇格を目指して
います。応援をよろしくお願いいたしま
す。

リフティングにダンスやアクロバットなどの要素を加え、“魅
せる”ことに特化したパフォーマンスとも競技ともいえるもの、
それがフリースタイルフットボールです。
今まで“ユニフォーム”を着てボールを蹴っていた私には、私
服でしかもコンクリートの上でプレイする姿が鮮烈でした。
初めて本学でひとりのパフォーマーとして披露したのが新入
生の歓迎パーティーでのこと。少し緊張したものの“絶対に
成功させる”という強い思いに満ちて臨んだその結果は、大
成功！あれほど、気持ちが昂った経験は過去に一度もありま
せんでした。日々、友達や仕事仲間が増えていき、信じられ
ないスピードで自分のいる世界が広がりをみせるなか、パ
フォーマーあるいは、エンターテイナーとして日本にとどまる
ことなく世界へと進出していく決意を新たにしました。
“フリースタイルフットボール”の枠組みにとらわれず、会社代
表としてもエンターテイナーとしても、私“ROCK”という人間
の可能性や魅力を伝えていければと思います。

湧きあがる拍手と歓声は、
  パフォーマーとして最高の瞬間

MESSAGE
個人としてはもちろんのこと、
神戸学院大学の顔ともなれる
ようこれからも精進していき
ます。

パフォーマー「ROCK」/合同会社「MEET BALL」代表

久保田 惟吹さん（現代社会学部）パフォーマー
Performer

現役学生
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出場機会を得ることができた2019年のシーズンは、いろい
ろな経験を積むことができ、私自身忘れられない一年となり
ました。2018年、出場機会に恵まれなかったなかでも、プ
レーヤーとしての理想を掲げつつ、常に自分に求められてい
るものを意識し、焦ることなく日々積み上げてきたことが、間
違っていなかったと感じることができました。
Jリーグでの初めての公式戦出場が、チームが負けている状
況での途中交代による出場だったので嬉しいという気持ち
よりも、自分の役割をクリアにしてチームにいかに貢献でき
るかということを考えて試合に入ったことを覚えています。J
リーグ初先発は、チーム状態を考えて、自分がスタメンで出
ることで勝利につなげたいという気持ちで試合に入りました。
天皇杯での得点は、初ゴールでもあり、とても嬉しかったで
すし、ゴールを決めた瞬間にチームメイトがすぐに寄ってき
て祝福してくれたことでさらに特別なものになりました。
サッカー選手としてのターニングポイントはFWからDFへポ
ジションを変えたことでした。高校進学時には兵庫県から、
四国のサッカー強豪校を選択。神戸学院大学3年次前期に
は、オーストラリア・ブリスベンプレミアリーグの強豪チーム
へのサッカー留学と、これまで自分の思うままに進んできた
ように思いますが、FWからDFへのポジション変更は自分の
意志でなく、高校の監督の勧めに応じたものでした。はじめ
は戸惑いもあったものの今となっては感謝しています。
いつも励ましの言葉や応援をいただいているサポーターの
存在は本当にありがたいと思っています。ファン感謝デーな
どのイベントでは、サポーターとの交流もあり、当初は恥ず
かしく思う気持ちもありましたが、より近くでみなさんの表
情を見ることができ、たくさんの声援に、チームとして、選手
として応えたいと強く願う気持ちにつながっています。

【藤谷  匠選手の2019年度シーズン】
Jリーグ初出場　5月19日  対ジェフユナイテッド千葉戦
Jリーグ初先発　5月26日  対FC町田ゼルビア戦
公式戦初ゴール 7月3日    対ヴァンフォーレ甲府戦
　　　　　　　　　　　  （天皇杯2回戦で2ゴール）

（この記事は2019シーズンに取材したものです）

神戸学院大学初のJリーガー
たくさんの声援に応えられる選手になりたい

FC岐阜所属

藤谷 匠選手（2018年3月 法学部卒）
サッカー

Football

同窓生

©KazPhotography/FC GIFU

学生時代

東海同窓会の同窓生と メモリード女子陸上部

MESSAGE
「チャンスはいつも今！」を胸に、神戸学
院大学出身のJリーガーとして大学の
看板を背負うつもりで同窓生、現役学
生のみなさんの力になれるように頑
張っていきたいと思います。

学生時代から数えて5年連続出場となった2019年神戸マ
ラソンは、社会人ランナーとなって初めてのマラソンでした。
卒業後も神戸マラソンに出場したいと決めていましたが、
実業団入りしてからは、思ったようなタイムが出ないことも
あり少し不安はありました。ベストタイムが出せればよかっ
たのですが、今の自分の力は出せたように思います。地元
に帰ることで、また気持ちが入って頑張れたらと考えていた
その通りになり、次のステップへと気持ちも新たにできまし
た。
実業団では、距離を長く走ることに重点を置いた練習を行
なっています。スピードも必要なため、そのための走りのキ
レも練習するなかで得たいと思っています。アスリートとし
ての向上心や積極性を常に持ち続け日々取り組んでいます。
とにかく、人に負けたくなくて、自分にも負けたくない負け
ず嫌いなところは、学生の時から少しも変わっていません。
社会人になり、学生時代とは違い「自己管理」は自ずと意識
するようになりました。今は朝7時半から昼1時半まで業務
をこなし、午後から練習時間を確保するようにしています。
仕事や練習、日常生活のそれぞれで無駄にできる時間はな
く、1日24時間のなかでもマラソンとは違った意味で、絶え
ず時間を追いかけている気がします。
社会人としても、マラソンランナーとしてもまだまだこれか
らですが、少しずつでも成長していきたいと思います。

メモリード監督　喜多秀喜さん（モスクワオリンピック10000m 日本代表選手）
マラソンランナーとして成功する条件は、①素質、②競技に
対しての情熱、③走る環境、④ランニングエコノミー（ランニ
ングフォームが良いこと）の4つ。大樽さんは素質と情熱があ
りよく練習します。彼女は気持ちで走ることができ、自分から
進んでトレーニングをする珍しい選手です。主体的に競技に
向き合い、私の指示する練習以上に多く、速く走ります。練習
環境は神戸と同じく山があり、鍛錬には向いていて、これで
3つはクリアしています。④のランニングの経済性（5000m
の基礎スピード）が改善点です。今後の練習で脚力・走力を
付けて、走法も良くなり、いつしか2時間30分を切り、海外の
マラソンで活躍することを夢見ています！

夢は、ゴールのまだその先にあることを
気づかせてくれた神戸マラソン

メモリード女子陸上部所属

大樽 瑞葉選手（2019年3月 人文学部卒）

陸上
マラソン
Track marathon

同窓生

MESSAGE
神戸マラソンでは、走るほどに多くの声援をいただき嬉しく思います。マラソンで
の目標タイムは2時間30分台。厳しいトレーニングを積んで目標達成に向けて頑
張ります。
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以前所属していたBCリーグはどのチームもバス移動が基本
で、バスで5時間移動して現地についてすぐ練習、試合とい
うのが肉体的にはきつかった思い出があります。自分のイ
メージと実際のプレーの結果が違うときなどは、選手として
精神的に辛い時期かもしれません。今思えば、いろいろなこ
とを学べるチャンスでもあった気がします。イメージに囚わ
れずに違う角度からプレーを見直したり、監督、コーチに質
問していくことが大切だと知る貴重な機会とできるかどうか
は自分次第です。サンダーバーズ1年目にお世話になった吉
岡監督の『考えろ！』の言葉を今でも思い返します。それまで
の自分は身体能力のままに野球をやっていたので、野球に関
しての考えが浅かったのではと、気づかされた瞬間が幾度か
ありました。これからは、仕事がメインとなるので、将来的に
はプレーヤーとしてよりも指導者としての自分を見てみたい
という思いもあり、その目標のために野球を一層勉強してい
きたいと考えています。

求められている場面で
　結果を出すこと、最高の瞬間です！

初めて国際大会の表彰台にのぼったのが、2014年。忘れる
ことのできない喜びと感激を味わいました。でも、自分にとっ
て本当に意味のある大会は、2015年の世界選手権でした。
100m自由形14/14位、50m自由形15/16位という悔しい
結果に、世界で戦える選手になりたいと強く思えたからです。
そして、昨年2019年のジャパンパラ水泳競技大会50m自
由形決勝のことでした。階段を踏み外して足首を捻挫した痛
みに、50mのレースを棄権しようかとも考えました。それで
も、怪我の度に悔しい思いをしてきたことが蘇り、自分を奮
い立たせ、強い気持ちでレースに臨みました。自己ベストで
はないものの、最近では一番良いタイムで泳ぐことができま
した。気持ちで負けることなく、やってきたことを出し切り、
自分自身の成長も感じた瞬間でした。
卒業後は競技を引退します。競技を通して得た経験を糧に、
新しいステージでも活躍できるように頑張ります。そしてま
た何か夢中になれるものを見つけたいと思います。

多くの人に支えられ
｢継続は力なり｣を実感した4年間

MESSAGE
大学生活と水泳の両立を目指し、とても充実した
4年間でした。競技は苦しいことも多く、何度も
投げ出したくなりましたが、たくさんの方に支え
られ、最後までやりきることができました。感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

MESSAGE
同窓生のみなさんからの応援は、精
神的にきつい時ほど心の支えとなり
ました。これからは、後輩たちに自分
の夢を託すとともに、自分なりにサ
ポートしていきたいと思います。

河本 光平選手（2017年3月 法学部卒）

卒業後、プロ野球独立リーグ「富山GRNサンダーバーズ」入団
現在は、軟式野球実業団に所属野球

Baseball

同窓生

水泳競技 パラスイム

藤原 光里さん（2020年3月 法学部卒）

同窓生
水泳競技
パラスイム

Swimming

同窓会Report

2019年11月3日（日）に有瀬キャンパスにてホームカミングデーが実施されました。
「夢は紅白！親孝行！」というキャッチフレーズでおなじみの純烈。
18、19年と2年連続で紅白歌合戦へ出場されましたが、その純烈のメンバー小田井涼平さんが神戸学院大学

OBという事で【小田井さんお帰りなさい！！純烈コンサート＆トークショー】を開催いたしました。
＜純烈マダム＞達の熱い視線が注がれる中、素敵な歌をたくさんご披露いただきました。
もちろん名物＜ラウンド（歌いながら客席の通路を回り、お客様と触れ合う）＞も！
佐藤学長をはじめ、9号館メモリアルホールにご来場の方々と握手などファンサービスをしてくださいました。小

田井さんの学生当時、体育会ではスポーツ刈り・学生服着用だったこと、ほぼ毎日・2時間半かけて通学していたこ
となど…同窓生が聞いていて思わずそうそうとうなずいてしまうような様々なエピソードを、軽快にお話しいただ
き、笑いが絶えない2時間でした。なお、小田井さんの後輩の方からは「女っ気が全くなかった」という証言もいただ
き、会場に爆笑が起きておりました。「今回まさか母校に帰ってくることになるとは思いませんでした。役者をやって
いて母校に呼ばれることはそうそうない、歌手の特権だと思います。大学で経験したことは確実に社会で生きてき
ます。自分で決めて選んでいくこと、積極的にやっていく、人に流されず進んでいく、そのための勇気をもつ、その
積み重ねが大切です。いまやっていることがいずれ生きるかもしれない、自分の糧になると思って、どういう状況に
陥っても常に前を見るという気持ちで頑張ってください…頑張っていれば僕らみたいに紅白に出られるかも…
（笑）」と現役学生たちへ熱いメッセージをいただき、大盛況のうちにホームカミングデーの幕を閉じました。

2019年度ホームカミングデー
純烈コンサート＆トークショー
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政府主導で「観光立国」を目指す日本。今夏には「お・
も・て・な・し」で誘致へと導いた、2020年東京オリンピッ
クが開催されます。その「おもてなし」文化の最前線で、若
くしてリーダーとして責任ある立場のお二人にお会いする
機会に恵まれ、今につながる学生時代の経験から、おもて
なしのプロフェッショナルとしての信条や思いなどを語って
いただきました。

学生時代のいろんな経験が今につながる価値観を育む
きっかけに
岸本　沖縄で生まれ、旅行に行くとなると飛行機で島外へ。
空路を使えば行先は国内でも国外でも一緒という旅行好き
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淡路島観光ホテル 客室「夕なぎ」 セトレ ならまち

大学卒業後、洲本市の臨時職員を一年勤めながら、第24代クイーン淡路とし
て淡路島のPR活動に携わる。退職後、実家が営む不動産業で営業職を経験。
クイーン淡路としての仕事上での出会いをきっかけに、2009年12月に『日本
一のフィッシングホテル 淡路島観光ホテル』を経営する上村家に嫁ぎ、女将
となり現在は二児の母でもある。
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な家族のもとで育ちました。それで、旅先のホテルで働く人
を子どもの頃からよく見ていたんだと思います。国内外か
らの観光客とコミュニケーションを交わす機会が日常の中
にある沖縄という場所柄も、職業選択の際には大きく影響
し、ホテルを運営する会社への就職を決めることにつなが
りました。
大学への進学や将来について考える頃には、ブライダルへ
の関心が高まり、一生に一度の幸せな瞬間に携わらせてい
ただける、そんな人の記憶に残る仕事というものに心惹か
れる自分がいました。そこで、ブライダル産業が盛んで最先
端をいく都市で学びたいと考えて、私の大好きなヨーロッ
パにも似た街並みの残る神戸を進学先に選んだのです。

上村　私は、大学卒業後に地元淡路島に戻り「クイーン淡
路」というキャンペーンガールをさせていただいたことが、
職業選択の、さらには人生のターニングポイントになりまし
た。ただ大学在学中は都会育ちの友だちを前に、自分から
淡路島出身ということが言えませんでした。でも、友だちに
言うと「いいやん！」と。私としては「いいんですか？」という
感じでした。「クイーン淡路」に採用していただいてから、さ
まざまな講習会や勉強会に参加して淡路島について勉強を
しました。今思えば、自分の故郷に自信が持てなかったの
は、単に何も知らなかっただけだったんです。
岸本　大学に入って自分の出身地のことで気後れするよう
なことはありませんでした。沖縄には、みんないいイメージ
があるようで、学部でも私一人が沖縄出身だったこともあり、
最初のキャッチとして「沖縄出身」はかなり使えたところも
ありました。ただ、神戸に来た当初は、会話についていけな
くて結構大変でした。まず、沖縄に比べて話すテンポが皆
早い！理解できない言葉もあって、会話の流れや文脈で、な
んとなく意味を推測するしかなくて。自分でもはっきりと分
からないまま友達の言うことを真似て、明らかにイントネー
ションの違う、怪しい関西弁を使ったりもしていました。こ
の顔立ちもあってか知らない人には留学生に見られたこと
もありました。
上村　4年間の神戸での生活では、大学での本来の学びと
ともに、社会体験的な経験がとても大きかったのは二人に
共通していることのようですね。日常の学びとでも言えそう
ですが、コミュニケーションを通してさまざまな価値観を育
んだり見直したりする機会を持てたことがとても有意義で
した。

20代で組織を束ねるポジションに
岸本　弊社の事業内容には「地域資源の企画事業」「コン
サルティング事業」があります。通常のホテル経営を専門と
する会社というより、さまざまな視点や手法を持ったなかで
「コミュニティ型ホテルの企画・開発・運営」という地域活
性化の手段としてのホテル経営を目指す会社というところ
に興味を持ち、入社の動機になりました。
そして、1年目から、接客を通してお客様と地域の生産者さ

んをつなぐ仕事に多くたずさわらせていただいていました。
「セトレならまち」の支配人になったのも、公募の際に責任
者になりたくて手を挙げた訳ではなかったんです。これま
で培ってきた「セトレ」というブランドを新しい所に基礎か
ら作り上げていくことに私自身が魅力を感じたのと、社長
からは、これまで弊社であまり例のなかった、観光地のど真
ん中に建つ新しいホテルで、私たちが提供するものの価値
をお客様にどう捉えていただけるか、「挑戦」という意味も
含めて若いスタッフ自らが主導していって欲しいという思い
を伺ったことが決め手でした。「セトレらしいおもてなし」と
いうお客様との関わり方を観光地の中で自分がどう表現で
きるのか試してみたかったんです。
上村　私は28歳で嫁ぎ、同時に女将になりました。「何が
できるの」「これまで何をしてきたの」という目で見られるこ
とを意識せずにはいられなかった時もありましたが、和装
での立ち振舞いや、大学を卒業してからも茶道を続けてい
たこともあり、これまで経験したこと勉強してきたことが、
今に生かされていると実感できました。
そして、経営する立場として「今、何をすべきか」と考えた先
に、他のホテルや旅館ではなく、「淡路島観光ホテル」を利
用する明確な理由を誰にでもわかりやすく表現することが
ありました。釣りが好きな主人が半ば冗談でお客様に言っ
ていた「日本一のフィッシングホテル」、このことばをキャッ

同窓生 対 談NOW！

「淡路島観光ホテル」女将
2004年・法学部卒 上村 早苗さん

2014年株式会社ホロニック入社。ホテルセトレ神戸・舞子 ゲストリレーション
課、婚礼課を経験し、2017年にセトレハイランドヴィラ姫路　ゲストリレー
ション課へ。宿泊・レストランの予約・コンセプト、イベント企画全般を担当。入
社5年目の2018年4月、セトレならまち開業準備室配属プロジェクトリーダー
に抜擢され、開業後はホテルの支配人となる。

㈱ホロニック事業企画室マイスター
2014年・経営学部卒 岸本　舞さん

「おもてなし文化」を担う
次代の若き女性リーダー

うえむら　さなえきしもと　　まい
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政府主導で「観光立国」を目指す日本。今夏には「お・
も・て・な・し」で誘致へと導いた、2020年東京オリンピッ
クが開催されます。その「おもてなし」文化の最前線で、若
くしてリーダーとして責任ある立場のお二人にお会いする
機会に恵まれ、今につながる学生時代の経験から、おもて
なしのプロフェッショナルとしての信条や思いなどを語って
いただきました。

学生時代のいろんな経験が今につながる価値観を育む
きっかけに
岸本　沖縄で生まれ、旅行に行くとなると飛行機で島外へ。
空路を使えば行先は国内でも国外でも一緒という旅行好き
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ともに、社会体験的な経験がとても大きかったのは二人に
共通していることのようですね。日常の学びとでも言えそう
ですが、コミュニケーションを通してさまざまな価値観を育
んだり見直したりする機会を持てたことがとても有意義で
した。
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岸本　弊社の事業内容には「地域資源の企画事業」「コン
サルティング事業」があります。通常のホテル経営を専門と
する会社というより、さまざまな視点や手法を持ったなかで
「コミュニティ型ホテルの企画・開発・運営」という地域活
性化の手段としてのホテル経営を目指す会社というところ
に興味を持ち、入社の動機になりました。
そして、1年目から、接客を通してお客様と地域の生産者さ

んをつなぐ仕事に多くたずさわらせていただいていました。
「セトレならまち」の支配人になったのも、公募の際に責任
者になりたくて手を挙げた訳ではなかったんです。これま
で培ってきた「セトレ」というブランドを新しい所に基礎か
ら作り上げていくことに私自身が魅力を感じたのと、社長
からは、これまで弊社であまり例のなかった、観光地のど真
ん中に建つ新しいホテルで、私たちが提供するものの価値
をお客様にどう捉えていただけるか、「挑戦」という意味も
含めて若いスタッフ自らが主導していって欲しいという思い
を伺ったことが決め手でした。「セトレらしいおもてなし」と
いうお客様との関わり方を観光地の中で自分がどう表現で
きるのか試してみたかったんです。
上村　私は28歳で嫁ぎ、同時に女将になりました。「何が
できるの」「これまで何をしてきたの」という目で見られるこ
とを意識せずにはいられなかった時もありましたが、和装
での立ち振舞いや、大学を卒業してからも茶道を続けてい
たこともあり、これまで経験したこと勉強してきたことが、
今に生かされていると実感できました。
そして、経営する立場として「今、何をすべきか」と考えた先
に、他のホテルや旅館ではなく、「淡路島観光ホテル」を利
用する明確な理由を誰にでもわかりやすく表現することが
ありました。釣りが好きな主人が半ば冗談でお客様に言っ
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に抜擢され、開業後はホテルの支配人となる。
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チコピーにしました。有名なホテルのあるエリアで生き残る
には、泊まる理由が絶対に必要ですしね。言い切ることで
そのことに責任を持つと言うか、本当に秀でたものにしよう
と自ずとなっていきました。ツーリズムの新しい流れで、体
験型というのがトレンドになっていたことも好都合でした。
岸本　「観光地だから泊まるホテルではなくて、泊まりたい
から訪れるホテル」というのが、弊社のホテル運営上の考え
方でもあるんです。淡路島観光ホテルは、その見本のようで
すね。
上村　女将になった当時、旅館は業界全体が旧態依然とし
て、古い体質を残したままでした。日常的に人件費が嵩み、
少し触れば設備投資として何千万と掛かるなかでは、利益
率が思わしくないのもそうならざるを得ないのかと。でも、
改善の余地はいくらでもありました。ただ、スタッフに改善
を依頼しても、それは会社がしてくれて当たり前という雰囲
気でした。
そこで、「わかりました、私がきっちりとした体制を作りま
しょう。その代わり、会社の基盤から変えていきましょう。」
とスタッフ全員に働きかけました。曖昧なところは残さず、
残業があればすべて賃金化しました。また、厨房は聖域で
料理長の権力が絶大でしたが、思い切ったことをやる必要
があったので、それまでの悪しき慣習などもすべて断ち切り
ました。
また、マルチタスクの考えから、人事異動も行いました。仕
事の内容としては特別なスキルは必要なく難しくはないの
ですが、部署が違うとどうしても垣根がある。こうしてあげ
たら楽だろうなっていう、互いの部署が動きやすいように自
分はどうすべきか、想像力を働かせてもらいました。今は半
年に1回人事異動を行っています。どの部署でその人が光る

かという適材適所を見極めるためにも必要なことです。
お客様の層も本当にさまざまで、季節によっても違ってき
ますし、淡路島の観光スポットにもご夫婦でいらっしゃる
のか、お子様連れなのかという違いもあります。さまざまな
提案が必要とされるなかで、それを補うのは幅広い知識や
経験になってきます。
岸本　私も、新卒で入ってからは、いろんな部署の仕事を
経験しました。入社1年目の配属は、希望したブライダル部
門ではなかったので戸惑いはありましたが、先ほど上村さ
んがおっしゃったように広く知識を得て、自分のいる場所を
よく知ろうと頭を切り替えました。そこから1年後にブライ
ダル部門に移ったとき、それまでさまざまな記念日で宿泊
されるお客様のお手伝いをしていましたので、懇意にしてく
ださった方から結婚式まで担当させていただくという機会
にも恵まれました。

一瞬一秒を大事な思い出としてお客様に提供していきたい
岸本　ご婚礼のときは、どんなことにでも対応できるよう
常に緊張した状態ですが、新郎新婦のお二人が退場された
あと、ふとこぼれる幸せに満ちた笑顔が私のモチベーショ
ンになっています。また、一度ご利用いただいたお客様が、
再びご来館いただいたときも、感謝の気持ちと同時にこれ
までやってきたことに間違いはなかったと確信する瞬間で
す。常にそうした気持ちを忘れないために現場に立たせて
いただく日もあります。一瞬一秒を思い出として提供できる
ことの喜びをスタッフにも感じて欲しいですね。
出社してまず欠かさないのがスタッフの状況を把握するこ
と。事務所や調理場などバックヤードを見て回ります。汚れ
たままになっていたら、そうなる精神状態やプライベートで
何かあったのかなと考えて、スタッフがお客様に向き合うま
でにコミュニケーションをとったりして、策を講じます。ス
タッフの明るい笑顔や心のこもった対応で館内に満ちた楽
しく幸せな空間を、ご来館されたお客様に感じていただき
たいと思っています。
上村　何事もなく暮れる日はなく毎日いろんなことが起こ
る中で、一日の始まりの朝、自宅から旅館にたどり着くまで
のひとときが心をリセットできる貴重な時間です。旅館近く
に構えた自宅は木々の生い茂る山の中にありながら海も見
えるので、あふれる緑と青の風景のなかを渡る風に季節の
機微を感じたりしています。ときには土の香りだったり、
葉っぱの匂いだったり。淡路島の自然に癒されているのを
実感しながら、心まで深呼吸しているようですごく気持ち
がいいんです。ただし、一歩、旅館に入ると岸本さんと同じ
ですね。瞬時に、責任ある者の目と頭になってスタッフや館
内のチェックには余念がありません。
家に帰ると、子どものお迎えなどもあり、忙しさに終わりは
ありません、それこそリアルな現実に向き合う時間となるの
で、やはり朝のひとときは貴重です。
岸本　故郷を離れて長くなるにつれて思うことがあります。
関西にいる友人には誇れる故郷ですが、地元の人が泊まり
たいと思うホテルが実は沖縄にはないのではと感じていま

同窓生 対 談NOW！
す。イチオシの景色には島民は慣れ親しんでいるし…。いろ
んなノウハウや経験をたくさん積んで、いつか自分の生まれ
育った沖縄のために役に立つことができればいいなと思っ
ています。
上村　「最善のおもてなし」として何ができるか、お客様に
向き合う姿勢にマニュアルはありません。常に自問自答。
自分への問いかけと課題解決の日々です。まだまだそんな
レベルです。『艱難（かんなん）汝（なんじ）を玉（たま）にす』がわたし
のモットーですが、苦労や困難を堪えてこそ人は賢くなれる、
という意味が込められています。嫌なこと辛いこと全部、自
分のプラスになるよう、何事にも前向きに取り組んでいき
たいと思っています。
そして将来、子どもたちにとっての憧れの職業の一つに、旅
館の女将さんや仲居さんが上位に挙がる日を夢見ています。
お客様にも憧れを持って接していただけるよう心して日々
勤めさせていただいています。
（取材：同窓会広報企画委員会「ホテルセトレ神戸・舞子」
にて）

「日本一のフィッシングホテル」を掲げる釣り体
験ができる旅館。プライベート釣り場で「グラ
マラスフィッシング」という至れり尽せりの釣り
体験を、初心者から子供まで楽しめる。
釣れた魚は夕食に料理して食べられる。釣り場
の釣り以外に、船の釣り体験もあり、子供でも
大きな魚を狙える。夏期にはシーサイドプール
がオープンし、淡路島クルージングやシーカ
ヤック体験など、より一層淡路島の海を楽しめ
る。家族連れの釣りデビューや釣り好きも通い
詰める宿で、社員にも釣り好きが多い。

■淡路島観光ホテル
（URL:www.awakan.com）

株式会社ホロニックは、「つながりつなぐコミュニティ創出企業」を
目指し、ホテル運営（宿泊・レストラン・婚礼）事業とコンサルティン
グ事業を行っております。
自社ホテルブランドである「SETRE」を関西中心に展開しており、
現在、兵庫県・滋賀県・長崎県・奈良県に5店舗運営しております。
「人と人、人と地域のつながり」を大切にお客様×スタッフだけで
はなく、地域資源（歴史や生産者、伝統技術など）×お客様のつな
がりをホテル中心に発信し続ける「コミュニティホテル」を目指し
ています。
創業21年目を迎え社員の平均年齢34歳という若い会社の為、入
社すぐでもやりたいと手を挙げたことは後押しをしてくれる社員
の個性を大切にしてくれる会社です。

■株式会社ホロニック
（URL:www.hol-onic.co.jp）
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同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか？我が神戸学院大学はご存知の通り創立 54 年の歴史を持つ大学です。我々新聞会は、創立
当時からある独立団体で、神戸学院大学の移り変わりを追ってきました。新聞会の部室には、先輩方たちが残された過去の写真も多数残っ
ております。今回は、その過去の写真と今の写真を比較していきたいと思います。ぜひ昔と変わったところを探してみてください。

(①before）
同窓生の皆様にはお馴染みかもしれません。この場所、
そしてドナ l ではなくてピエロ。さて現在はどうなってい
るのでしょうか。

（①after)
この写真はもちろんお分かりの通り大学会館前で撮った写真です。
何も変わっていないように見えますが、実はマクドナルドがなくな
りデイリーヤマザキになりました。在学生からすると両方あってほ
しかったです。

神院フォトヒストリー
神戸学院大学 新聞会

(② before)
広いグラウンドの奥に高い建物が見えます。そしてその手前
にはどこかで見たことのある特徴的な大時計が……。手すり
があることから、この写真は階段の上から撮られたものだと
思われます。

（② after）
かなり圧迫感のある 1枚です。この写真は大学会館前の階段
を下りた踊り場から 15 号館に向けて撮ったものです。昔、グ
ラウンドがあった場所には 14・15 号館が建てられました。

(③ before)
子ども（若いころの同窓生かも？）とパンダの着ぐるみのツー
ショット。グラウンドがあるということはこの場所は……。

（③ after）
場所は 11 号館と 14 号館の間から体育館に向けて撮ったもの
です。いったいこの写真はどこで撮られたものなのか、特定
するのが非常に難しかったです。

(④ before)
着工直後であるため、当時の学生にしか分からない写真だと思わ
れます。唯一のヒントは左側に見える建物です。

（④ after）
工事中の建物は 13 号館で、左側には 9号館があります。こ
のことから、before の写真は現在の学舎の工事中を収めた
貴重な写真ということがわかります。

(⑤ before)
大学祭の時に 6号館前で打ち上げられたと思われる花火の写真
です。今ではコンプライアンスの面から不可能ですが、昔は大
丈夫だったのでしょう。

（⑤ after）
今年の学祭の様子。奥に見えるのが 2号館ということから、
昔と学祭のステージの場所が変わっていることがわかりま
す。

(⑥ before)
エプロンを着ていることから、恐らく大学祭か何かの催し事のと
きに、通路にコタツを出し煙草をくわえながら麻雀をしている様
子だと思われます。⑤の花火同様、今ではありえない光景ですね。

(⑥ after)
地面や柱の色から、現在のMILKY WAY 前ピロティではないか
と考えられます。当時も現在も学生の憩いの場となっています。

( おまけ )
パッケージを頼りに調べたところ、1985 年頃の写真であること
がわかりました。当時青春の日々を送られていた方々にとって
はとても懐かしいものだと思います。

あとがき
場所や年代の特定が難しく少ししか紹介できませんで
したが、皆様いかがだったでしょうか。
いずれ、私達も同窓生の立場になるため、時代に合わ
せて変化し続けるキャンパスを見られることが楽しみ
です。
KPC の写真が少なく比較的新しかったため、今回は
KAC のみの掲載となりましたが、機会があれば、KPC
についてのフォトヒストリーも調べてみたいと思いま
す。
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今の写真部は電車や風景、ポートレートなど部員に
よって撮るジャンルが違うため様々な写真が集まりま
す。そのためどこかへ出掛けたとき、合宿に行ったとき
に撮った写真を見せ合うことで自分では思い浮かばな
かった視点や、感性に出会うことができます。そして今
度はこんな風に撮りたいとまた新しい構図が出てきた
り、こんな風に撮ったら面白いんじゃないかというアイ
デアが浮かんできたりします。これからもそんな刺激
を受けたり与えたりしながら作品に真摯に向き合って
いこうと思います。応援よろしくお願いいたします。
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写真部
神戸学院大学

Photo club

現在の活動記録です
1人ひとりの個性を
お楽しみください

神秘的な感じに撮れたので
気に入っています

どこにピントを合わせ、
どの角度から撮るかを悩みました

この瞬間を撮るのは
苦労しました

京都は何度行っても
素敵です

三宮とポートアイランドを繋ぐ
神戸大橋です

伏見稲荷神社の
千本鳥居を
撮影しました
私の中で一番
お気に入りの
写真です

夜の撮影でとても寒く
大変でしたが、
一生懸命撮りました

鳥取県の山奥で撮影しました
早朝だったので霧も出て
いてとても幻想的でした

あとがき
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同窓会活動報告

第2回神戸学院寄席
2019年9月21日（土） 喜楽館
今回で2度目となる神戸学院大学出身者の落語会“神戸学院寄席”が、神戸新開地『喜楽館』で開催されました。神戸学院大学落語学院
出身の落語家桂坊枝さん、桂三若さん、桂三ノ助さんの巧みな話芸に会場は終始笑いが巻き起こりました。趣向を変えて、第３回も計画
中。お楽しみに!

OB・OGキャリアデザイン塾・産業界等連携講座

「人間力で勝負！～先輩からの熱き心～」をテーマに、各業界で活躍する同窓
生が客員教授として母校で登壇しました。最新の業界動向や、学生時代の思い
出、求められている人材等、経験豊富な先輩方の多岐にわたる「先輩だから後
輩に語る本音・本気のメッセージ」を現役学生に語りました。

2019年4月10日（水）～7月24日（水）、2019年9月26日（木）～2020年1月16日（木）

本部総会・懇親会
2019年7月20日（土） 神戸学院大学ポートアイランド第1キャンパス　・本部総会 13：00～　・講演会 14：00～　・懇親会 15：00～
今回のコンセプトは「女性の活躍する同窓会！」と題し、女性の方々にも参加してい

ただきやすい、参加して良かったと思える同窓会を意識した内容で、開催しました。
総会後の講演会では、フリーアナウンサとして活躍中の香山真希さん（法学部
卒）をお招きし、「ほめる達人への道～「ダメ出し」の達人から「ほめる」達人へ～」と
題し、人の魅力を最大限に引き出すほめ方のコツを伝授頂きました。
懇親会では、インスタ映えがすると女性に評判のデザートブッフェをご用意。学生放送局の司会進行で、フラダンス教室を主宰する、
畠ゆうこさん（法学部卒）によるフラダンスショーをはじめ、今後の活躍が期待される靴職人の小林里沙子さん（人文学部卒）等、同窓
生をご紹介をしました。また、2019年4月、経営学部に入学したフィギアスケートの坂本花織さんがサプライズで冒頭に挨拶され、ご
両親（本学卒業生）とともにご出席されました。お土産として用意した廣瀬暁子さん（栄養学部卒）が営む“ひろせ焼菓子工房”（18頁参
照）のクッキーを手に出席者全員が最後まで笑顔あふれる懇親会となりました。

ユースリユニオン
2019年7月20日（土） 神戸学院大学ポートアイランド第1キャンパス　・10:00～　
若年層の同窓会員の交流及び意見交換を行い、同窓会活動への理解を深め、今後積
極的な同窓会活動への参加を促す為に今年度初めて開催しました。名刺交換会の後グ
ループに分かれて①現在の同窓会のイメージ、②同窓会に求めること（こんな同窓会な
ら参加したい）、③今後開催してほしいイベントの3つのテーマについてディスカッション
を行いました。活発で非常に有意義な意見交換が行われ、継続的な実施にもご賛同して
頂き、今後の同窓会活動への参加、協力の意志を共有できました。

社会人へのステップアップセミナー
2020年1月11日（土） 神戸学院大学ポートアイランド第1キャンパス　・13:00～
大学のキャリアセンターと共催で、就活応援企画「社会人へのステップ

アップセミナー」を開催しました。
第一部では新卒採用コンサルティングを手掛ける株式会社クロスアン

ビションの吉本章一郎氏（法学部卒）による就活セミナー「早く内定が出る
学生が2月までに済ませている就活準備とは？」を行いました。
第二部では卒業6年以内の若手OB・OGと就職活動を終えた4年次生がブースに分かれ、就活直前の学生たちに、効果的な就活のコツ

や、就職先企業やその業界のことを本音で話し、学生たちは熱心に耳を傾け、質問をしていました。

建築資材の営業を5年、ホテルマンを16年、公営施
設の経営指導を3年と、さまざまな職業を経験したな
かで開業することを思い立ち、50歳にして脱サラでの
挑戦を決意。違いのわかる大人が集う店、お客様を心
ゆくまで満足させる店、それを「居酒屋」というスタイル
で実現しようと切磋琢磨しながら、ようやく10年経ち
ました。本格炭火料理を提供する店として、常連様とい
うファンまで獲得するに至りました。これからも、くつろ
ぎの空間で本物の味を提供し続けることを守り通して
いきます。

【炭火居酒処 一品保】 
住所／兵庫県神戸市中央区北長狭通1-21-4（2F）
電話番号／078-391-5544
営業時間／18：00～23：00（ラストオーダー22：00）
定休日／日

神戸学院大学同窓生のお店を紹介します。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

同窓生のお店訪問

料理の素材はもちろんのこと、極上の味を引き出す炭火にもこだわり

伊藤　保さん（1985年・経済学部卒）
在学中に理事長から聞いた言葉「天上天下唯我独尊」。
自分を大切にするには、周囲の人を大切にすることと、今は捉
えています。

結婚退職後に、兵庫県洋菓子組合の事務で働かせていただ
き、「いつしか自分で」と思うようになりました。やがて自宅の庭
に2坪の小さな工房を建て、そこで作ったチョコレートとシフォ
ンケーキを喫茶店にサンプルとして持ち込む「営業」をしてみた
り、「ケーキの頒布会」を行ったり、友人、知人から注文をいただ
いたりして、2018年3月にお店をオープンしました。珈琲は神戸
の老舗「萩原珈琲」の豆を使用し、焼き菓子は北海道江別産小
麦粉、カルピスバター、キビ砂糖を使用。添加物などは一切使わ
ない体に優しいお菓子なので、その優しい味わいを気に入って頂
いております。将来は、糖質オフのケーキを作りたいと思うこと
もあり、その時はまた大学での学びや経験が生かせそうです。

【ひろせ焼菓子工房】 
住所／兵庫県神戸市垂水区青山台3-6-23
電話番号／078-753-4076（営業時間内のみ）
携帯／090-7098-7672
営業時間／11：00～17：00（ラストオーダー16：30）
定休日／毎週日・月・火
http://hiroseyakigashikoubou.mystrikingly.com

こころ落ち着く空間で、深い味わいの珈琲と優しい味わいの焼き菓子を

廣瀬　暁子さん（1982年・栄養学部卒）
お菓子作りへの興味が嵩じて、自分の店を持つまでになりました。

香山 真希さん
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私たちの年に一度の春の遠足は、今回、甘いイチゴをお腹いっぱい食べたイチゴ狩りとおっかなびっくり鹿と遊んだ
奈良公園でした。
そんな和歌山県支部も、はや20周年を迎えました。これを機に新支部長に引き継がれ、またさらに新しい楽しい和歌

山県支部を目指しています。そこでそれには新しい力がほしいのです。新しい感覚を求めています。いろんなアイデア発信して下
さい。老若男女大募集です。待っています。

頑張れ、和歌山県支部万歳！！
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同窓会ホームページをご覧ください。
ホームページにアクセスできない方は、
同窓会事務局へご連絡ください。
TEL：078-974-5485
E-mail：info＠kobegakuin.com
URL：https://www.kobegakuin.com/
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支部長 丸田 栄一
会員数 1351名
支部長 丸田 栄一
会員数 1351名

会員数／2020年1月現在

沖縄県支部は2020年、20回目の支
部総会を開催します。その節目の年に「神戸学院大
学薬学会沖縄県支部」が立ち上がるという嬉しい
ニュースもございました。今後益々県内の同窓生が
集う機会が増えそうな予感です。 
県外の同窓生の方からご連絡頂き、急遽プチ同窓
会を開くこともよくあります。
出張やプライベートで沖縄にお越しの際はぜひご
連絡下さい。
支部総会は毎年ロワジールホテル那覇にて開催し
ており、今年は6月13日（土）14時から開始予定で
す。 
県外や初参加の同窓生も大歓迎です。皆さんにお
会いできるのを楽しみにしております。

6月13日（土）
ロワジールホテル那覇で
お会いしましょう 

沖縄県
支部
沖縄県
支部

支部長 中井 孝
会員数 92名
支部長 中井 孝
会員数 92名

設立20周年を迎えた我が徳島県支部。1，300人を超える会員さまの
ために24時間365日闘っています（笑）
5月には総会、夏にはビールで乾杯‼、秋にはボウリング大会、年末に

は忘年会、その他年間通じて親睦ゴルフ大会やローズ会（女子会）も数多く開催して
います。全国に20の支部がある中でこれだけの行事で楽しめる支部は我が支部のみ
と自負（笑）
昨年の総会では、ゴスペルユニット colorsの歌声、プロJAZZピアニストの生演奏、〆
には豪華阿波踊り。超有名連の「のんき連」と参加者みんなで大暴れ。まさにカオス状
態‼
途轍もなく有意義な総会となりました。
また、今年の総会はと言いますと、昨年に引き続きみんなで阿波踊りを踊っていただ
きましょう‼他にも喜んでもらえるアトラクションを計画しております。みんなで楽し
く遊びましょう！！
最後になりますが、我が支部は華やかで活気ある支部へ進化し続け、同窓会No.1支
部を目指します。そのためには、会員さまをはじめ現役学生の若いパワーも必要とな
ります。どうか皆さまのご協力とご参加を、何とぞ、何とぞ、何とぞ宜しくお願いいたし
ますm（_ _）m

全国No. 1支部を目指します！！
徳島県
支部
徳島県
支部

支部長 林 和彦
会員数 1369名
支部長 林 和彦
会員数 1369名

去る2019年6月9日、岡山プラザホテルにおきまして、記念すべき岡山県支部の20周年同窓会総会並びに懇親会が
盛大に開催できたことをご報告申し上げます。昨年19回目の総会が開催された後、高橋支部長の先導のもと時をお
かずして幹事会を中心に20周年総会準備会を立ち上げ、寺尾副支部長を委員長として準備を開始いたしました。ほ

ぼ毎月会議を行い、準備を進めました。特に困難であったのが参加者の増大であり、参加人数100人を集めようとの合言葉を目標
に、メンバーがそれぞれに声をかけて参加を募りました。参加者へのおもてなしの工夫として同窓生の方に手ほどきを受けた女性
メンバーを中心に着物の帯を使った手作り手提袋などの記念品を作成し来場の方に手渡しができました。また並行して20周年記
念誌の作成もはじめ、20年前からの写真や資料を元に岡山県支部の歴史を一冊の冊子としてお渡しできました。

神戸学院大学同窓会岡山県支部20周年記念総会開催
岡山県
支部
岡山県
支部

支部長 高橋 隆正
会員数 2716名
支部長 高橋 隆正
会員数 2716名
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私たちの年に一度の春の遠足は、今回、甘いイチゴをお腹いっぱい食べたイチゴ狩りとおっかなびっくり鹿と遊んだ
奈良公園でした。
そんな和歌山県支部も、はや20周年を迎えました。これを機に新支部長に引き継がれ、またさらに新しい楽しい和歌

山県支部を目指しています。そこでそれには新しい力がほしいのです。新しい感覚を求めています。いろんなアイデア発信して下
さい。老若男女大募集です。待っています。

頑張れ、和歌山県支部万歳！！

現
在
、
東
京
か
ら
沖
縄
ま
で

20
支
部
あ
る
神
戸
学
院
大
学
同
窓
会
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

各
支
部
の
近
況
や
活
動
内
容
、

雰
囲
気
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

同窓会ホームページをご覧ください。
ホームページにアクセスできない方は、
同窓会事務局へご連絡ください。
TEL：078-974-5485
E-mail：info＠kobegakuin.com
URL：https://www.kobegakuin.com/
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和歌山県
支部
和歌山県
支部

支部長 丸田 栄一
会員数 1351名
支部長 丸田 栄一
会員数 1351名

会員数／2020年1月現在

沖縄県支部は2020年、20回目の支
部総会を開催します。その節目の年に「神戸学院大
学薬学会沖縄県支部」が立ち上がるという嬉しい
ニュースもございました。今後益々県内の同窓生が
集う機会が増えそうな予感です。 
県外の同窓生の方からご連絡頂き、急遽プチ同窓
会を開くこともよくあります。
出張やプライベートで沖縄にお越しの際はぜひご
連絡下さい。
支部総会は毎年ロワジールホテル那覇にて開催し
ており、今年は6月13日（土）14時から開始予定で
す。 
県外や初参加の同窓生も大歓迎です。皆さんにお
会いできるのを楽しみにしております。

6月13日（土）
ロワジールホテル那覇で
お会いしましょう 

沖縄県
支部
沖縄県
支部

支部長 中井 孝
会員数 92名
支部長 中井 孝
会員数 92名

設立20周年を迎えた我が徳島県支部。1，300人を超える会員さまの
ために24時間365日闘っています（笑）
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ますm（_ _）m

全国No. 1支部を目指します！！
徳島県
支部
徳島県
支部

支部長 林 和彦
会員数 1369名
支部長 林 和彦
会員数 1369名
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ぼ毎月会議を行い、準備を進めました。特に困難であったのが参加者の増大であり、参加人数100人を集めようとの合言葉を目標
に、メンバーがそれぞれに声をかけて参加を募りました。参加者へのおもてなしの工夫として同窓生の方に手ほどきを受けた女性
メンバーを中心に着物の帯を使った手作り手提袋などの記念品を作成し来場の方に手渡しができました。また並行して20周年記
念誌の作成もはじめ、20年前からの写真や資料を元に岡山県支部の歴史を一冊の冊子としてお渡しできました。
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第9回山口県支部総会及び懇親会を4月21日（日）快晴の下、山口市の国民
宿舎「あいお荘」にて開催いたしました。
車海老養殖発祥の地として県内でも有名な秋穂での開催には約50名の皆

様方のご参加があり、懇親会では車海老フルコースをご賞味いただき盛会のうちに無事
終了することができました。
ご参加いただきました皆様方には心より御礼申し上げますとともに、2020年度支部総会
へも是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。

2020年は支部設立10周年をむかえます
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山口県
支部
山口県
支部

支部長 石飛 寛
会員数 991名
支部長 石飛 寛
会員数 991名

東海同窓会では、10月に同窓生の藤谷匠選手が所属するFC岐阜観戦ツアー
を開催し、また試合後には藤谷選手との交流会も催し、大変貴重な体験がで
きました。2020年度の総会・懇親会は5月10日に名古屋にて実施予定です。

今回は現在学内で断トツに熱い！女子駅伝競走部の森田陽子副監督をお招きして、世界を相
手に戦うトップアスリート達へのケアで最も重要視されている『姿勢バランスアップ』の体験
講習を行って頂きます。皆様にはトップアスリート気分を味わって頂くことで、東京オリンピッ
クが10倍楽しくなることをお約束致します！是非皆様のお越しをお待ちしております。

東京オリンピックを10倍楽しくします！
東海
同窓会
東海
同窓会
支部長 杉山 優
会員数 1153名
支部長 杉山 優
会員数 1153名

2019年5月18日に金沢東急ホテルにて第10回の北陸支部総会を行いまし
た。
総会では10回目ということで、初代支部長の村上啓太さんに北陸支部設立

時の苦労話や思い出などを過去の映像や写真を紹介しながら話してもらいました。
懇親会では佐藤学長に現在の大学の様子を話していただき、また人文学部の中山教授と
ともに教え子と久しぶりの再会で昔話に花が咲いておりました。
今後も北陸の同窓生が分け隔てなく交流できる場を提供していきます。

同窓生が楽しく交流できる機会です
北陸
支部
北陸
支部

支部長 酒井 康光
会員数 1117名
支部長 酒井 康光
会員数 1117名

1991年に京都府支部として、京都府と滋賀県をエリアとする支部として設立されました（さ
らに、支部の前身は1988年に京都府北部の有志で設立された「丹後支部」に遡ります）。途
中、京都と滋賀の双方を支部名に加え、今に至っております。2020年の今年は、支部が設立

されて30年を迎えます。現在、役員が知恵を絞って記念事業案を企画・検討しております。その第一段として、
支部のfacebookを開設しました。「神戸学院大学同窓会京都滋賀支部」で検索してください。支部の活動報
告、情報共有に活用してゆきます。昨年は滋賀県大津市で総会を開催しました。今年の総会は京都で開催い
たします。ご多忙とは存じますが、設立30年の支部のお祝いにご出席くださるようお願いいたします。

2020年は支部設立30年
京都滋賀
支部

京都滋賀
支部

支部長 前畑 佳史
会員数 2411名
支部長 前畑 佳史
会員数 2411名

兵庫西支部は、2019年度バス研修旅行を爽やかな秋晴れの下、広島県呉
の「大和ミュージアム・てつのくじら館」で実施。同窓会員・家族20名を乗せ
たバスは、秋の山陽路を呉へ。ミュージアムでは、10分の1スケールの巨大

戦艦大和や零戦の実物展示等を見学。日本の技術力の高さに圧倒され、太平洋戦争の資
料展示では、改めて戦争の悲惨さを認識しました。今後も楽しい研修旅行等を企画予定で
す。本年の支部総会は、いつものホテル日航姫路で、5月23日（土）17:30より開催します。
恒例のミニコンサートも企画していますので、奮ってご参加下さい。

総会は5月23日（土）17:30～ ホテル日航姫路で開催!!
兵庫西
支部
兵庫西
支部

支部長 北条 泰嗣
会員数 6538名
支部長 北条 泰嗣
会員数 6538名

昨年度の支部活動は伊勢で総会、東海支部との合同で名古屋のビール工
場見学、四日市でのボウリング大会、津では幹事会といった形で県内各地を
回りながら活動してきました。今後も各地域の同窓生が参加しやすい支部

を目指して活動していきますので、近くでイベントがある際には参加して頂けたらと思って
おります！

県内を広く活動する支部を目指してます
三重県
支部
三重県
支部

支部長 窪田 孝次
会員数 631名

支部長 窪田 孝次
会員数 631名

大阪府支部では、支部のテーマでもある「つなぐ」を大切にしながら交流を
深め、のびしろがある学生達を応援する為に様々なイベントを企画していま
す。

同窓生のお店で交流会を開催したり、みんなで学生の応援に集まったり、同窓生が世代を
超えてつながっています。様々な世代の同窓生や学生達と「オール神戸学院」を目指したい
方はいつでも気軽に参加してくださいね。
様々なイベントを開催してます。SNSでも発信中!!

様々なイベントを開催してます。SNSでも発信中!!
大阪府
支部
大阪府
支部

支部長 松尾 紀明
会員数 7014名
支部長 松尾 紀明
会員数 7014名

2019年度の支部総会は、卒業生でもある『淡路島観光ホテル』女将、上村
早苗さんのご協力と最高のおもてなしにより、初めて淡路島で開催する事
が出来ました。神戸で集合した53名はバスで淡路島観光の後ホテルへ到

着、現地集合の佐藤学長をはじめとするご来賓の方々や女子駅伝競走部大江監督の洲本
高校時代の教え子も大勢ご参加いただき、例年になく盛り上がった同窓会らしい会となり
ました。
当支部は1年を通じ様々なイベントを開催いたします。是非一度、皆様もご参加ください。

淡路島観光ホテルで最高のおもてなし
兵庫東・北
支部

兵庫東・北
支部

支部長 岸本 仁文
会員数 26568名
支部長 岸本 仁文
会員数 26568名

令和初めの支部恒例の遠足で、秋の奈良公園を散策しました。当日解放さ
れていた奈良県庁屋上より、若草山、東大寺、興福寺など奈良の観光名所が
一望でき、さわやかな風にあたりながら心地よさを感じました。依水園や吉

城園、名勝旧大乗院庭園で紅葉を楽しみ、奈良の歴史を感じながら、お酒の好きな人は「春
鹿酒造」で利き酒、若しくは「ならまち」を散策。最後に懇親会では焼き肉を食べながらさら
に親交を深め、有意義な1日を過ごしました。

晩秋の奈良へ！庭園巡りと奈良町散策
奈良県
支部
奈良県
支部

支部長 井上 季也
会員数 875名

支部長 井上 季也
会員数 875名

広島県支部は毎年５月第三日曜日に総会・懇親会を開催しています。昨年は
三原市の広島エアポートホテルで行ない、兵庫県からも先輩方にご参加頂
き、昔話に花が咲きました。総会前には、日本庭園「三景園」散策で新緑を楽

しみました。今年は、５月１７日（日）に広島市東区光町の広島ガーデンパレスで開催します。
教授による特別講演も準備中です。詳しくは、翠陵同封の案内をご覧になり是非ご参加く
ださい。また来年には、創立３０周年記念総会を行います。同窓の“つながり”を大切に平和
都市広島から。

広島県支部は来年？
広島県
支部
広島県
支部

支部長 森 政雄
会員数 2400名
支部長 森 政雄
会員数 2400名

東京同窓会（支部）第20回支部総会は、
2019年6月9日（日）11時半から、東京

駅丸の内口を正目に臨む丸の内ビル5階の「カサブラ
ンカシルク丸の内店」にて開催いたしました。
大学から佐藤雅美学長、藤岡由夫栄養学部教授、住智
明大学事務局長、同窓会本部から木村誠会長、姫野隆
昭副会長、林和彦、中井孝両幹事をご来賓にお迎えし、
東海同窓会、奈良支部、大阪支部の皆さまも加わり総
勢73名で賑やかに開催できました。
沢山の皆さまにご出席賜り支部役員一同大変嬉しく
感謝しております。私ども東京同窓会（支部）は会員の
半分以上が、ふるさとを遠く離れて暮らす同窓生で構
成されている会です。
そのため卒業年次に関わらず互いに尊重し合う関係を大切にして参りました。これから東京同窓会（支部）が益々発展できるよう、
協力や応援など貢献を惜しまず集える会であるよう願っています。20周年を迎え改めて将来を考える時期が到来したと感じてい
ます。

東京同窓会（支部）
第20回支部総会を終えて

東京
同窓会
東京
同窓会

支部長 志田 悦子
会員数 1483名
支部長 志田 悦子
会員数 1483名
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宿舎「あいお荘」にて開催いたしました。
車海老養殖発祥の地として県内でも有名な秋穂での開催には約50名の皆

様方のご参加があり、懇親会では車海老フルコースをご賞味いただき盛会のうちに無事
終了することができました。
ご参加いただきました皆様方には心より御礼申し上げますとともに、2020年度支部総会
へも是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。

2020年は支部設立10周年をむかえます
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支部長 石飛 寛
会員数 991名
支部長 石飛 寛
会員数 991名

東海同窓会では、10月に同窓生の藤谷匠選手が所属するFC岐阜観戦ツアー
を開催し、また試合後には藤谷選手との交流会も催し、大変貴重な体験がで
きました。2020年度の総会・懇親会は5月10日に名古屋にて実施予定です。

今回は現在学内で断トツに熱い！女子駅伝競走部の森田陽子副監督をお招きして、世界を相
手に戦うトップアスリート達へのケアで最も重要視されている『姿勢バランスアップ』の体験
講習を行って頂きます。皆様にはトップアスリート気分を味わって頂くことで、東京オリンピッ
クが10倍楽しくなることをお約束致します！是非皆様のお越しをお待ちしております。

東京オリンピックを10倍楽しくします！
東海
同窓会
東海
同窓会
支部長 杉山 優
会員数 1153名
支部長 杉山 優
会員数 1153名

2019年5月18日に金沢東急ホテルにて第10回の北陸支部総会を行いまし
た。
総会では10回目ということで、初代支部長の村上啓太さんに北陸支部設立

時の苦労話や思い出などを過去の映像や写真を紹介しながら話してもらいました。
懇親会では佐藤学長に現在の大学の様子を話していただき、また人文学部の中山教授と
ともに教え子と久しぶりの再会で昔話に花が咲いておりました。
今後も北陸の同窓生が分け隔てなく交流できる場を提供していきます。

同窓生が楽しく交流できる機会です
北陸
支部
北陸
支部

支部長 酒井 康光
会員数 1117名
支部長 酒井 康光
会員数 1117名

1991年に京都府支部として、京都府と滋賀県をエリアとする支部として設立されました（さ
らに、支部の前身は1988年に京都府北部の有志で設立された「丹後支部」に遡ります）。途
中、京都と滋賀の双方を支部名に加え、今に至っております。2020年の今年は、支部が設立

されて30年を迎えます。現在、役員が知恵を絞って記念事業案を企画・検討しております。その第一段として、
支部のfacebookを開設しました。「神戸学院大学同窓会京都滋賀支部」で検索してください。支部の活動報
告、情報共有に活用してゆきます。昨年は滋賀県大津市で総会を開催しました。今年の総会は京都で開催い
たします。ご多忙とは存じますが、設立30年の支部のお祝いにご出席くださるようお願いいたします。

2020年は支部設立30年
京都滋賀
支部

京都滋賀
支部

支部長 前畑 佳史
会員数 2411名
支部長 前畑 佳史
会員数 2411名

兵庫西支部は、2019年度バス研修旅行を爽やかな秋晴れの下、広島県呉
の「大和ミュージアム・てつのくじら館」で実施。同窓会員・家族20名を乗せ
たバスは、秋の山陽路を呉へ。ミュージアムでは、10分の1スケールの巨大

戦艦大和や零戦の実物展示等を見学。日本の技術力の高さに圧倒され、太平洋戦争の資
料展示では、改めて戦争の悲惨さを認識しました。今後も楽しい研修旅行等を企画予定で
す。本年の支部総会は、いつものホテル日航姫路で、5月23日（土）17:30より開催します。
恒例のミニコンサートも企画していますので、奮ってご参加下さい。

総会は5月23日（土）17:30～ ホテル日航姫路で開催!!
兵庫西
支部
兵庫西
支部

支部長 北条 泰嗣
会員数 6538名
支部長 北条 泰嗣
会員数 6538名

昨年度の支部活動は伊勢で総会、東海支部との合同で名古屋のビール工
場見学、四日市でのボウリング大会、津では幹事会といった形で県内各地を
回りながら活動してきました。今後も各地域の同窓生が参加しやすい支部

を目指して活動していきますので、近くでイベントがある際には参加して頂けたらと思って
おります！

県内を広く活動する支部を目指してます
三重県
支部
三重県
支部

支部長 窪田 孝次
会員数 631名

支部長 窪田 孝次
会員数 631名

大阪府支部では、支部のテーマでもある「つなぐ」を大切にしながら交流を
深め、のびしろがある学生達を応援する為に様々なイベントを企画していま
す。

同窓生のお店で交流会を開催したり、みんなで学生の応援に集まったり、同窓生が世代を
超えてつながっています。様々な世代の同窓生や学生達と「オール神戸学院」を目指したい
方はいつでも気軽に参加してくださいね。
様々なイベントを開催してます。SNSでも発信中!!

様々なイベントを開催してます。SNSでも発信中!!
大阪府
支部
大阪府
支部

支部長 松尾 紀明
会員数 7014名
支部長 松尾 紀明
会員数 7014名

2019年度の支部総会は、卒業生でもある『淡路島観光ホテル』女将、上村
早苗さんのご協力と最高のおもてなしにより、初めて淡路島で開催する事
が出来ました。神戸で集合した53名はバスで淡路島観光の後ホテルへ到

着、現地集合の佐藤学長をはじめとするご来賓の方々や女子駅伝競走部大江監督の洲本
高校時代の教え子も大勢ご参加いただき、例年になく盛り上がった同窓会らしい会となり
ました。
当支部は1年を通じ様々なイベントを開催いたします。是非一度、皆様もご参加ください。

淡路島観光ホテルで最高のおもてなし
兵庫東・北
支部

兵庫東・北
支部

支部長 岸本 仁文
会員数 26568名
支部長 岸本 仁文
会員数 26568名

令和初めの支部恒例の遠足で、秋の奈良公園を散策しました。当日解放さ
れていた奈良県庁屋上より、若草山、東大寺、興福寺など奈良の観光名所が
一望でき、さわやかな風にあたりながら心地よさを感じました。依水園や吉

城園、名勝旧大乗院庭園で紅葉を楽しみ、奈良の歴史を感じながら、お酒の好きな人は「春
鹿酒造」で利き酒、若しくは「ならまち」を散策。最後に懇親会では焼き肉を食べながらさら
に親交を深め、有意義な1日を過ごしました。

晩秋の奈良へ！庭園巡りと奈良町散策
奈良県
支部
奈良県
支部

支部長 井上 季也
会員数 875名

支部長 井上 季也
会員数 875名

広島県支部は毎年５月第三日曜日に総会・懇親会を開催しています。昨年は
三原市の広島エアポートホテルで行ない、兵庫県からも先輩方にご参加頂
き、昔話に花が咲きました。総会前には、日本庭園「三景園」散策で新緑を楽

しみました。今年は、５月１７日（日）に広島市東区光町の広島ガーデンパレスで開催します。
教授による特別講演も準備中です。詳しくは、翠陵同封の案内をご覧になり是非ご参加く
ださい。また来年には、創立３０周年記念総会を行います。同窓の“つながり”を大切に平和
都市広島から。

広島県支部は来年？
広島県
支部
広島県
支部

支部長 森 政雄
会員数 2400名
支部長 森 政雄
会員数 2400名

東京同窓会（支部）第20回支部総会は、
2019年6月9日（日）11時半から、東京

駅丸の内口を正目に臨む丸の内ビル5階の「カサブラ
ンカシルク丸の内店」にて開催いたしました。
大学から佐藤雅美学長、藤岡由夫栄養学部教授、住智
明大学事務局長、同窓会本部から木村誠会長、姫野隆
昭副会長、林和彦、中井孝両幹事をご来賓にお迎えし、
東海同窓会、奈良支部、大阪支部の皆さまも加わり総
勢73名で賑やかに開催できました。
沢山の皆さまにご出席賜り支部役員一同大変嬉しく
感謝しております。私ども東京同窓会（支部）は会員の
半分以上が、ふるさとを遠く離れて暮らす同窓生で構
成されている会です。
そのため卒業年次に関わらず互いに尊重し合う関係を大切にして参りました。これから東京同窓会（支部）が益々発展できるよう、
協力や応援など貢献を惜しまず集える会であるよう願っています。20周年を迎え改めて将来を考える時期が到来したと感じてい
ます。

東京同窓会（支部）
第20回支部総会を終えて

東京
同窓会
東京
同窓会

支部長 志田 悦子
会員数 1483名
支部長 志田 悦子
会員数 1483名
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山陰支部総会は、2019年度総会を6月30日に大山で開催しました。
当日は、あいにくの雨でしたが、雨の合間をぬって情緒あふれる大山寺への
参拝が出来たことはうれしく思います。晴れていれば、懇親会会場のロイヤ

ルホテル大山からは弓ヶ浜半島が綺麗に見えるはずでしたが…これも霧で真っ白…。まさ
に山陰地方といった天候でした（笑）
さて、次回の総会は…鳥取砂丘、砂の美術館などのイベントを考え、鳥取市での開催を試
みたいと思います。これを機会にみなさん、参加してみませんか♪

2020年は6月27日　鳥取砂丘に来てみませんか！
山陰
支部
山陰
支部

支部長 影野 貴彦
会員数 1285名
支部長 影野 貴彦
会員数 1285名

平成から令和に代わり、ラグビーのワールドカップが日本で開催され、ワン
チームという言葉が、流行語大賞に選ばれました。愛媛県支部は、世界的に
も有名な足立美術館へのバスツアーを行いました。学生時代にタイムス

リップしてワンチームという言葉を改めて体感しました。今年の支部総会は、6月14日（日）
ホテルマイステイズ松山（元JALシティ松山）で行います。参加者は無料にて同窓生の皆様
方のお越しをお待ちしております。

ワンチーム
愛媛県
支部
愛媛県
支部

支部長 新家 兼光
会員数 1232名
支部長 新家 兼光
会員数 1232名

毎年香川県支部では、6月最終日曜日に支部総会を開催し、夏にビアガー
デン、秋には1日バス旅行を企画し、同窓生とご家族にも参加頂き楽しん
でもらっています。2019年は、しまなみ海道・来島海峡急流観潮船・バー

ベキューを行いました。2020年は、支部20周年を迎える節目の年でもありますので、一
人でも多くの皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

2020年 支部設立20周年!!
香川県
支部
香川県
支部

支部長 井内 正明
会員数 1883名
支部長 井内 正明
会員数 1883名

高知県支部では「花見・学園祭ツアー・新年会」の3行事を柱として会員間の
親睦を図っています。
2019年は、学園祭ツアーを行い、有瀬キャンパスの訪問と久しぶりの明石

の街を堪能しました。
この翠陵が届く頃には花見の直前、そして総会まで2か月です。
新社会人として、また縁あって高知家の一員になった方、ご連絡お待ちしています！
連絡、各種行事の日程は同窓会ホームページを検索してください。

高知県支部の活動に参加しませんか？
高知県
支部
高知県
支部

支部長 堀尾 敦史
会員数 846名

支部長 堀尾 敦史
会員数 846名

昨年はソフトバンクホークスの日本シリーズ三連覇、ラグビーワールドカッ
プの大分・福岡・熊本での試合開催、ハンドボール女子世界選手権の熊本開
催とスポーツが大変盛上った九州でした。今年も世界水泳が福岡で開催さ

れます！例年通りになりますが、支部総会はJALリゾートシーホークホテル福岡で行い、ペイ
ペイドームに移動して野球観戦をしながらの懇親会です。多数の参加お待ちしております。
スポーツ同様盛り上がるバイ！

盛り上がるバイ九州！
九州
支部
九州
支部

支部長 中野 浩 
会員数 2085名
支部長 中野 浩 
会員数 2085名

登録団体制度では、全国で集われている同窓生同士の交流機会を増やすことで、登録団体
と同窓会が共に発展することを目指します。また、登録団体と同窓会が連携し、現役学生の
サポート（特に就職活動）を行うことで大学の発展に寄与することも目指しています。
全国各地で卒業後も続く、交流の広報や活性化に是非ご活用ください。

登録団体制度
◆登録団体
5名以上の同窓生の集いで営利・政治・宗教活動等以外を目的とした団体。
同窓会会長、常任幹事会の審査を経て登録となります。
●サークル、ゼミのOB・OG会 ●同じ職場・職種・業種の集い
●卒業年次（同期会） ●同じ目的や趣味を持った同窓生の集まり
●上記に掲げる団体に準じるもので、会長が認める団体

◆登録のメリット
大学の情報、同窓会の情報が適宜配信されます。
同窓会報“翠陵”またはホームページにて団体
（組織）の紹介を行い、会合・懇親会・同期会等の
案内を配信いたします。同窓会グッズ（法被・の
ぼり・横断幕等）の貸出を受けることができます。

2008年に発足した神院会は、不動産・建築・士業を中心としたOB・OGの集
まりで、「どうせ儲けるなら同窓生で」をスローガンに掲げ、ビジネスに繋が
るよう活動しています。会員は150名を超え、今年度の神院会内でのビジネ
ス成立は11月時点で279件と膨大な数となっております。
さらに新たな試みとして、若手会員の活性化のために35歳以下の会員のみ
で集まる神院会「ルーキーズ」を発足しました。現在23名で大半が20代のフ
レッシュなメンバーです。日常業務に追われる若手ですが、先輩達に負けず
ビジネス成立を目指します！

神院会HP　http://shin-in-kai.com/

登録団体活動紹介

ハンドボール部OB会

第1回ハンドボール部OB会総会・懇親会を開催しました！
2019年11月3日に第1回目の開催を執り行いました。現役部員4名の参加と
来賓として木村同窓会会長をお招きして大いに盛上りました。2020年は
1980年に創部して40周年の節目となり、特別な総会・懇親会を計画しており
ます。ただ、連絡が取れないOBが多数いらっしゃいます。これを読まれたOB
の皆様、事務局の村井まで①氏名②卒業年③電話番号を是非ご連絡くださ
い。OB会の詳細をご連絡させていただきます。大いに盛上げましよう！

【連絡先】事務局（村井・1987年法卒）
E-mail：akm1.5724@outlook.jp

神院会

神院会「ルーキーズ」発足

法学部佐藤ゼミOB・OG会

佐藤ゼミはゼミ創立30周年を迎えました。
2019年12月21日に（土）に第5回総会を開催致しました。また同日、毎
年恒例の現役生による刑法討論会決勝大会（第21回）が行われました。
懇親会は3期生（1992年卒）から現役の31期生まで合わせて総勢90
名程の方にご参加いただき大盛況でした。
今回も初参加の方が多数おられました。佐藤ゼミOB・OG会の懇親会
は毎年8月と12月に開催しております。同窓生で佐藤ゼミ出身者の方、
是非ご参加ください。初参加の方も大歓迎です。ご連絡をお待ちしてお
ります！

佐藤ゼミホームページ　http://www.satozemi.net/
佐藤ゼミfacebookページ
https://www.facebook.com/satozemiobog
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山陰支部総会は、2019年度総会を6月30日に大山で開催しました。
当日は、あいにくの雨でしたが、雨の合間をぬって情緒あふれる大山寺への
参拝が出来たことはうれしく思います。晴れていれば、懇親会会場のロイヤ

ルホテル大山からは弓ヶ浜半島が綺麗に見えるはずでしたが…これも霧で真っ白…。まさ
に山陰地方といった天候でした（笑）
さて、次回の総会は…鳥取砂丘、砂の美術館などのイベントを考え、鳥取市での開催を試
みたいと思います。これを機会にみなさん、参加してみませんか♪

2020年は6月27日　鳥取砂丘に来てみませんか！
山陰
支部
山陰
支部

支部長 影野 貴彦
会員数 1285名
支部長 影野 貴彦
会員数 1285名

平成から令和に代わり、ラグビーのワールドカップが日本で開催され、ワン
チームという言葉が、流行語大賞に選ばれました。愛媛県支部は、世界的に
も有名な足立美術館へのバスツアーを行いました。学生時代にタイムス

リップしてワンチームという言葉を改めて体感しました。今年の支部総会は、6月14日（日）
ホテルマイステイズ松山（元JALシティ松山）で行います。参加者は無料にて同窓生の皆様
方のお越しをお待ちしております。

ワンチーム
愛媛県
支部
愛媛県
支部

支部長 新家 兼光
会員数 1232名
支部長 新家 兼光
会員数 1232名

毎年香川県支部では、6月最終日曜日に支部総会を開催し、夏にビアガー
デン、秋には1日バス旅行を企画し、同窓生とご家族にも参加頂き楽しん
でもらっています。2019年は、しまなみ海道・来島海峡急流観潮船・バー

ベキューを行いました。2020年は、支部20周年を迎える節目の年でもありますので、一
人でも多くの皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

2020年 支部設立20周年!!
香川県
支部
香川県
支部

支部長 井内 正明
会員数 1883名
支部長 井内 正明
会員数 1883名

高知県支部では「花見・学園祭ツアー・新年会」の3行事を柱として会員間の
親睦を図っています。
2019年は、学園祭ツアーを行い、有瀬キャンパスの訪問と久しぶりの明石

の街を堪能しました。
この翠陵が届く頃には花見の直前、そして総会まで2か月です。
新社会人として、また縁あって高知家の一員になった方、ご連絡お待ちしています！
連絡、各種行事の日程は同窓会ホームページを検索してください。

高知県支部の活動に参加しませんか？
高知県
支部
高知県
支部

支部長 堀尾 敦史
会員数 846名

支部長 堀尾 敦史
会員数 846名

昨年はソフトバンクホークスの日本シリーズ三連覇、ラグビーワールドカッ
プの大分・福岡・熊本での試合開催、ハンドボール女子世界選手権の熊本開
催とスポーツが大変盛上った九州でした。今年も世界水泳が福岡で開催さ

れます！例年通りになりますが、支部総会はJALリゾートシーホークホテル福岡で行い、ペイ
ペイドームに移動して野球観戦をしながらの懇親会です。多数の参加お待ちしております。
スポーツ同様盛り上がるバイ！

盛り上がるバイ九州！
九州
支部
九州
支部

支部長 中野 浩 
会員数 2085名
支部長 中野 浩 
会員数 2085名

登録団体制度では、全国で集われている同窓生同士の交流機会を増やすことで、登録団体
と同窓会が共に発展することを目指します。また、登録団体と同窓会が連携し、現役学生の
サポート（特に就職活動）を行うことで大学の発展に寄与することも目指しています。
全国各地で卒業後も続く、交流の広報や活性化に是非ご活用ください。

登録団体制度
◆登録団体
5名以上の同窓生の集いで営利・政治・宗教活動等以外を目的とした団体。
同窓会会長、常任幹事会の審査を経て登録となります。
●サークル、ゼミのOB・OG会 ●同じ職場・職種・業種の集い
●卒業年次（同期会） ●同じ目的や趣味を持った同窓生の集まり
●上記に掲げる団体に準じるもので、会長が認める団体

◆登録のメリット
大学の情報、同窓会の情報が適宜配信されます。
同窓会報“翠陵”またはホームページにて団体
（組織）の紹介を行い、会合・懇親会・同期会等の
案内を配信いたします。同窓会グッズ（法被・の
ぼり・横断幕等）の貸出を受けることができます。

2008年に発足した神院会は、不動産・建築・士業を中心としたOB・OGの集
まりで、「どうせ儲けるなら同窓生で」をスローガンに掲げ、ビジネスに繋が
るよう活動しています。会員は150名を超え、今年度の神院会内でのビジネ
ス成立は11月時点で279件と膨大な数となっております。
さらに新たな試みとして、若手会員の活性化のために35歳以下の会員のみ
で集まる神院会「ルーキーズ」を発足しました。現在23名で大半が20代のフ
レッシュなメンバーです。日常業務に追われる若手ですが、先輩達に負けず
ビジネス成立を目指します！

神院会HP　http://shin-in-kai.com/

登録団体活動紹介

ハンドボール部OB会

第1回ハンドボール部OB会総会・懇親会を開催しました！
2019年11月3日に第1回目の開催を執り行いました。現役部員4名の参加と
来賓として木村同窓会会長をお招きして大いに盛上りました。2020年は
1980年に創部して40周年の節目となり、特別な総会・懇親会を計画しており
ます。ただ、連絡が取れないOBが多数いらっしゃいます。これを読まれたOB
の皆様、事務局の村井まで①氏名②卒業年③電話番号を是非ご連絡くださ
い。OB会の詳細をご連絡させていただきます。大いに盛上げましよう！

【連絡先】事務局（村井・1987年法卒）
E-mail：akm1.5724@outlook.jp

神院会

神院会「ルーキーズ」発足

法学部佐藤ゼミOB・OG会

佐藤ゼミはゼミ創立30周年を迎えました。
2019年12月21日に（土）に第5回総会を開催致しました。また同日、毎
年恒例の現役生による刑法討論会決勝大会（第21回）が行われました。
懇親会は3期生（1992年卒）から現役の31期生まで合わせて総勢90
名程の方にご参加いただき大盛況でした。
今回も初参加の方が多数おられました。佐藤ゼミOB・OG会の懇親会
は毎年8月と12月に開催しております。同窓生で佐藤ゼミ出身者の方、
是非ご参加ください。初参加の方も大歓迎です。ご連絡をお待ちしてお
ります！

佐藤ゼミホームページ　http://www.satozemi.net/
佐藤ゼミfacebookページ
https://www.facebook.com/satozemiobog
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新学部の開設やキャンパス再編などによるポートアイランドキャンパ
スにおける学生数の増加に伴い、さらなる教育施設の充実、課外活動
拠点の整備などを目的に開設したポートアイランド第2キャンパスが4月
より本格運用を開始します。従来の講義室や演習室に加え、音楽室・美
術室や国際規格に準じた柔道場など特色のある設備を有します。
今後はメインキャンパスであるポートアイランド第1キャンパス、マ

ザーキャンパスである有瀬キャンパス、神戸三宮サテライトの3キャンパ
ス、1サテライト体制となります。引き続き、学生の満足度向上、「夢」の
実現に向けて更なる学習環境の整備を図ってまいります。

神戸学院 INFORMATION －神戸学院大学からのお知らせ－

ポートアイランド第2キャンパスの本格運用を開始します

2019年9月に、神戸の玄関口「三宮」にあるミン
ト神戸17階に神戸三宮サテライトを開設しました。
大学の使命として生涯学習の場を提供するととも
に、神戸学院大学の新たな「知と情報」の発信拠
点として、地域の方々への知の還元を図ってまいり
ます。
また、同窓会、教育後援会、附属中学校・高等学
校を含めた「オール神戸学院」の活動拠点として、
地域の活性化にも貢献してまいります。

神戸学院大学　神戸三宮サテライトの開設について

学校法人神戸学院は、2012年に創立100周年、神戸学院大学は2016年に創立50
周年を迎えました。本法人の原点である私立森裁縫女学校の創立（1912年）理念は、
「艱難（かんなん）にくじけず自活していける女性」と「真に社会に役立つ人間」の育成に
ありました。
校祖森わさ先生のこの志を継承し、活躍する女性教職員、卒業生・修了生を顕彰する

ために、今年度「森わさ賞」が新設されました。募集期間内に9名の被推薦者があり、こ
のたび開催された「『森わさ賞』選考委員会」（委員長：佐藤雅美学長）において、山口弥
生氏（弁護士・薬剤師、1987年薬学部卒）が第1回受賞者に決定しました。
山口氏は薬学部卒業後の薬剤師としての仕事を39歳で退職。子育てをしながらロー

スクールに通い、司法試験に2回目の42歳で合格しました。現在、あさひ法律事務所（宮
崎県宮崎市）所長弁護士。薬剤師の経験を生かして、「茶のしずく石鹸」や医療関係訴
訟、宮崎県労働委員会公益委員、宮崎県弁護士会交通事故処理委員会前委員長など
として活躍。さまざまな公職や講演会・研修等啓発活動にも積極的に取り組んでいます。
表彰式は、2020年2月12日に木村同窓会長出席のもと行われました。

第1回「森わさ賞」に山口弥生弁護士・薬剤師（薬学部卒）が決定

2020年4月、臨床検査技師を目指す栄養学部の生命栄養学専攻を臨床検査学専攻に名称変更します。
管理栄養士を養成する管理栄養学専攻との新たな2専攻体制により「食」と「医療」に精通したスペシャリストを養成。
栄養学部を含む医療・福祉系4学部6学科の学生を対象とする「専門職連携教育（IPE）」と合わせ、地域社会の中で実践
的に貢献しうる人材の育成に努めてまいります。

2020年4月 栄養学部臨床検査学専攻誕生

自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日

2020年度事業計画

１．総会・幹事会・支部連絡会の開催
２．会報の発行　　　年１回「翠陵」の発行
３．支部活動の支援　支部が益々開達に活動できるよう支援に努める
４．情報化推進　　　ホームページの充実及び改善を図る
５．積立事業

⑴ 同窓会基本金準備金（計画総額 400,000,000円）
⑵ 奨学基金（計画総額 100,002,000円）
⑶ 同窓会文庫積立金（計画総額 3,800,000円）
⑷ 課外活動育成基金（計画総額 75,000,000円）
⑸ 記念事業積立金（計画総額 50,000,000円）
⑹ 広報文化活動積立金（計画総額 78,000,000円）
⑺ 同窓会災害時積立金（計画総額 74,000,000円）

６．援助事業
⑴ 災害等奨学金 ⑷ 課外活動への援助
⑵ 給付奨学金制度 　 ①課外活動奨励賞
⑶ 大学祭等への様々な支援 　 ②課外活動育成金

７．神戸学院大学同窓会準会員へキャリア支援
本会の主たる財源となっている同窓会会費は大学入学時に予納金

として入学生全員から徴収され、卒業後に同窓会資金に組み込まれ
る仕組みになっています。それは同窓会会員が全て平等の所以でも
あり、活動の根源となっています。このような構図の中で、同窓会
の活動においても既存の学生支援とは別に本会組織を意識した現役
学生へのアピール及び支援が必要であり、以下の活動を実施します。
⑴ 各種フォーラムの開催
「社会人へのステップアップセミナー」を在学生が就職活動に入る時
期に大学と共催で開催しています。これからは現役学生の就職支援を
最重要課題として、更に成果の上がる活動にするため、母校との連携
を深め、全国の支部及び地域企業のご協力をいただきながら準会員
（学生）がより参加しやすい、また相談しやすい、そして『学生達
（準会員）からも必要とされる同窓会』を目指して参ります。

⑵ 卒業生が現役学生へ授業（講義）をする連携講座の開催
2012年から同窓会連携講座としてKPCにて9月から1月までの15回の
講義（15名）を担当してきました。授業では、様々な業界で活躍され
ている卒業生が母校の教壇に立ち、後輩現役学生へ熱きメッセージを
贈っています。近年では「OB・OGキャリアデザイン塾」と改題し、
2016年度からはKACでも「産業界等連携講座」としてスタートしま
した。2020年度も現役学生に魅力ある講義を目指していきます。

⑶ ボランティア支援活動への協力
2016年度よりボランティア活動支援室の要請を受け、また
歩調を合わせながら学生達といっしょに出来るボランティア
を模索し、協力・支援を継続していきたいと考えています。

⑷ その他
今後も現役学生の支援を適時に企画推進することで、母校
の発展に寄与し、大規模同窓会として発展していくその礎
のために誠実に努力していきます。
Ex）課外活動団体の大会やイベントの応援の企画

８．同窓会会員（人材）の発掘

2020年度予算 2020年4月1日から2021年3月31日まで

本部総会・懇親会
2020年7月18日（土）　総会10:00～11:00　イベント11:15～12:15　懇親会12:30～14:30 同窓会

ホームページの
QRコードはこちら→

日時

神戸ポートピアホテル　※詳細が決まりましたら同窓会ホームページに掲載します。会場

同窓会会費収入

総会参加費収入

雑収入

受取利息収入

前受会費収入

大学預け金繰入勘定

法科大学院貸与奨学金返金

資金収入調整勘定

国債償還差損益勘定

前年度繰越支払資金

合計

75,270,000

300,000

10,000

2,000,000

76,800,000

75,270,000

2,000,000

△ 75,270,000

△ 85,280

103,540,782

259,835,502

68,010,000

250,000

10,000

1,732,261

80,280,000

68,010,000

2,000,000

△ 68,010,000

△ 89,040

124,677,561

276,870,782

7,260,000

50,000

0

267,739

△ 3,480,000

7,260,000

0

△ 7,260,000

3,760

△ 21,136,779

△ 17,035,280

＠2×150人

その他雑収入

預金・利札利息等

会費収入に同じ

法科大学院返済金収入

相殺勘定

国債償還差損

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

収入の部 （単位 円）
（単位 千円）

（@30×2,509人 
2020年3月卒業予定者数）

＠30×2,560人
（2020年度募集人員）

同窓会基本金準備金繰入

奨学基金繰入

同窓会文庫積立金繰入

課外活動育成基金繰入

記念事業積立金繰入

広報文化活動積立金繰入

同窓会災害時積立金繰入

合計

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

26,400,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

26,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

目標額 400,000（～2026年度）

目標額 150,000（～2025年度）

目標額 3,800（～2025年度）

目標額 125,000（～2025年度）

目標額 50,000（～2025年度）

目標額 78,000（～2025年度）

目標額 74,000（～2025年度）

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

積立資産 （単位 円）
（単位 千円）

※2018年度決算報告書は同窓会ホームページをご覧ください。

次年度繰越支払資金

合計

91,135,502

259,835,502

105,540,782

276,870,782

△ 14,405,280

△ 17,035,280

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

次年度繰越資金 （単位 円）

広報費

事業活動費

通信費

消耗品費

会議費

総会費

旅費交通費

大学祭等補助費

課外活動奨励費

課外活動育成金

奨学金

支部活動援助費

支払手数料

その他雑費

大学預け金への繰入勘定

〔予備費〕

合計

15,000,000

7,000,000

500,000

500,000

800,000

1,800,000

12,000,000

1,500,000

1,000,000

1,700,000

5,000,000

14,000,000

700,000

1,000,000

76,800,000

3,000,000

142,300,000

15,000,000

7,000,000

500,000

500,000

800,000

1,200,000

12,000,000

1,500,000

1,000,000

1,700,000

5,000,000

14,000,000

450,000

1,000,000

80,280,000

3,000,000

144,930,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

0

0

0

0

250,000

0

△3,480,000

0

△2,630,000

同窓会報誌・情報関連科目

宅配便・切手代他

事務用消耗品他

会場使用料他

本部総会費

大学祭に対する補助金等

課外活動奨励賞経費

在学生スポーツ安全保険金補助

準会員に対する給付型奨学金

支部活動助成金等

振込手数料・証明発行手数料・支払手数料

幹事等保険支出及び慶弔費等

調整勘定

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

支出の部 （単位 円）
（単位 千円）

ステップアップセミナー・
ホームカミングデー・その他事業

幹事会旅費、常任幹事会、
支部連絡会旅費、各種委員、旅費
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新学部の開設やキャンパス再編などによるポートアイランドキャンパ
スにおける学生数の増加に伴い、さらなる教育施設の充実、課外活動
拠点の整備などを目的に開設したポートアイランド第2キャンパスが4月
より本格運用を開始します。従来の講義室や演習室に加え、音楽室・美
術室や国際規格に準じた柔道場など特色のある設備を有します。
今後はメインキャンパスであるポートアイランド第1キャンパス、マ

ザーキャンパスである有瀬キャンパス、神戸三宮サテライトの3キャンパ
ス、1サテライト体制となります。引き続き、学生の満足度向上、「夢」の
実現に向けて更なる学習環境の整備を図ってまいります。

神戸学院 INFORMATION －神戸学院大学からのお知らせ－

ポートアイランド第2キャンパスの本格運用を開始します

2019年9月に、神戸の玄関口「三宮」にあるミン
ト神戸17階に神戸三宮サテライトを開設しました。
大学の使命として生涯学習の場を提供するととも
に、神戸学院大学の新たな「知と情報」の発信拠
点として、地域の方々への知の還元を図ってまいり
ます。
また、同窓会、教育後援会、附属中学校・高等学
校を含めた「オール神戸学院」の活動拠点として、
地域の活性化にも貢献してまいります。

神戸学院大学　神戸三宮サテライトの開設について

学校法人神戸学院は、2012年に創立100周年、神戸学院大学は2016年に創立50
周年を迎えました。本法人の原点である私立森裁縫女学校の創立（1912年）理念は、
「艱難（かんなん）にくじけず自活していける女性」と「真に社会に役立つ人間」の育成に
ありました。
校祖森わさ先生のこの志を継承し、活躍する女性教職員、卒業生・修了生を顕彰する

ために、今年度「森わさ賞」が新設されました。募集期間内に9名の被推薦者があり、こ
のたび開催された「『森わさ賞』選考委員会」（委員長：佐藤雅美学長）において、山口弥
生氏（弁護士・薬剤師、1987年薬学部卒）が第1回受賞者に決定しました。
山口氏は薬学部卒業後の薬剤師としての仕事を39歳で退職。子育てをしながらロー

スクールに通い、司法試験に2回目の42歳で合格しました。現在、あさひ法律事務所（宮
崎県宮崎市）所長弁護士。薬剤師の経験を生かして、「茶のしずく石鹸」や医療関係訴
訟、宮崎県労働委員会公益委員、宮崎県弁護士会交通事故処理委員会前委員長など
として活躍。さまざまな公職や講演会・研修等啓発活動にも積極的に取り組んでいます。
表彰式は、2020年2月12日に木村同窓会長出席のもと行われました。

第1回「森わさ賞」に山口弥生弁護士・薬剤師（薬学部卒）が決定

2020年4月、臨床検査技師を目指す栄養学部の生命栄養学専攻を臨床検査学専攻に名称変更します。
管理栄養士を養成する管理栄養学専攻との新たな2専攻体制により「食」と「医療」に精通したスペシャリストを養成。
栄養学部を含む医療・福祉系4学部6学科の学生を対象とする「専門職連携教育（IPE）」と合わせ、地域社会の中で実践
的に貢献しうる人材の育成に努めてまいります。

2020年4月 栄養学部臨床検査学専攻誕生

自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日

2020年度事業計画

１．総会・幹事会・支部連絡会の開催
２．会報の発行　　　年１回「翠陵」の発行
３．支部活動の支援　支部が益々開達に活動できるよう支援に努める
４．情報化推進　　　ホームページの充実及び改善を図る
５．積立事業

⑴ 同窓会基本金準備金（計画総額 400,000,000円）
⑵ 奨学基金（計画総額 100,002,000円）
⑶ 同窓会文庫積立金（計画総額 3,800,000円）
⑷ 課外活動育成基金（計画総額 75,000,000円）
⑸ 記念事業積立金（計画総額 50,000,000円）
⑹ 広報文化活動積立金（計画総額 78,000,000円）
⑺ 同窓会災害時積立金（計画総額 74,000,000円）

６．援助事業
⑴ 災害等奨学金 ⑷ 課外活動への援助
⑵ 給付奨学金制度 　 ①課外活動奨励賞
⑶ 大学祭等への様々な支援 　 ②課外活動育成金

７．神戸学院大学同窓会準会員へキャリア支援
本会の主たる財源となっている同窓会会費は大学入学時に予納金

として入学生全員から徴収され、卒業後に同窓会資金に組み込まれ
る仕組みになっています。それは同窓会会員が全て平等の所以でも
あり、活動の根源となっています。このような構図の中で、同窓会
の活動においても既存の学生支援とは別に本会組織を意識した現役
学生へのアピール及び支援が必要であり、以下の活動を実施します。
⑴ 各種フォーラムの開催
「社会人へのステップアップセミナー」を在学生が就職活動に入る時
期に大学と共催で開催しています。これからは現役学生の就職支援を
最重要課題として、更に成果の上がる活動にするため、母校との連携
を深め、全国の支部及び地域企業のご協力をいただきながら準会員
（学生）がより参加しやすい、また相談しやすい、そして『学生達
（準会員）からも必要とされる同窓会』を目指して参ります。

⑵ 卒業生が現役学生へ授業（講義）をする連携講座の開催
2012年から同窓会連携講座としてKPCにて9月から1月までの15回の
講義（15名）を担当してきました。授業では、様々な業界で活躍され
ている卒業生が母校の教壇に立ち、後輩現役学生へ熱きメッセージを
贈っています。近年では「OB・OGキャリアデザイン塾」と改題し、
2016年度からはKACでも「産業界等連携講座」としてスタートしま
した。2020年度も現役学生に魅力ある講義を目指していきます。

⑶ ボランティア支援活動への協力
2016年度よりボランティア活動支援室の要請を受け、また
歩調を合わせながら学生達といっしょに出来るボランティア
を模索し、協力・支援を継続していきたいと考えています。

⑷ その他
今後も現役学生の支援を適時に企画推進することで、母校
の発展に寄与し、大規模同窓会として発展していくその礎
のために誠実に努力していきます。
Ex）課外活動団体の大会やイベントの応援の企画

８．同窓会会員（人材）の発掘

2020年度予算 2020年4月1日から2021年3月31日まで

本部総会・懇親会
2020年7月18日（土）　総会10:00～11:00　イベント11:15～12:15　懇親会12:30～14:30 同窓会

ホームページの
QRコードはこちら→

日時

神戸ポートピアホテル　※詳細が決まりましたら同窓会ホームページに掲載します。会場

同窓会会費収入

総会参加費収入

雑収入

受取利息収入

前受会費収入

大学預け金繰入勘定

法科大学院貸与奨学金返金

資金収入調整勘定

国債償還差損益勘定

前年度繰越支払資金

合計

75,270,000

300,000

10,000

2,000,000

76,800,000

75,270,000

2,000,000

△ 75,270,000

△ 85,280

103,540,782

259,835,502

68,010,000

250,000

10,000

1,732,261

80,280,000

68,010,000

2,000,000

△ 68,010,000

△ 89,040

124,677,561

276,870,782

7,260,000

50,000

0

267,739

△ 3,480,000

7,260,000

0

△ 7,260,000

3,760

△ 21,136,779

△ 17,035,280

＠2×150人

その他雑収入

預金・利札利息等

会費収入に同じ

法科大学院返済金収入

相殺勘定

国債償還差損

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

収入の部 （単位 円）
（単位 千円）

（@30×2,509人 
2020年3月卒業予定者数）

＠30×2,560人
（2020年度募集人員）

同窓会基本金準備金繰入

奨学基金繰入

同窓会文庫積立金繰入

課外活動育成基金繰入

記念事業積立金繰入

広報文化活動積立金繰入

同窓会災害時積立金繰入

合計

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

26,400,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

26,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

目標額 400,000（～2026年度）

目標額 150,000（～2025年度）

目標額 3,800（～2025年度）

目標額 125,000（～2025年度）

目標額 50,000（～2025年度）

目標額 78,000（～2025年度）

目標額 74,000（～2025年度）

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

積立資産 （単位 円）
（単位 千円）

※2018年度決算報告書は同窓会ホームページをご覧ください。

次年度繰越支払資金

合計

91,135,502

259,835,502

105,540,782

276,870,782

△ 14,405,280

△ 17,035,280

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

次年度繰越資金 （単位 円）

広報費

事業活動費

通信費

消耗品費

会議費

総会費

旅費交通費

大学祭等補助費

課外活動奨励費

課外活動育成金

奨学金

支部活動援助費

支払手数料

その他雑費

大学預け金への繰入勘定

〔予備費〕

合計

15,000,000

7,000,000

500,000

500,000

800,000

1,800,000

12,000,000

1,500,000

1,000,000

1,700,000

5,000,000

14,000,000

700,000

1,000,000

76,800,000

3,000,000

142,300,000

15,000,000

7,000,000

500,000

500,000

800,000

1,200,000

12,000,000

1,500,000

1,000,000

1,700,000

5,000,000

14,000,000

450,000

1,000,000

80,280,000

3,000,000

144,930,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

0

0

0

0

250,000

0

△3,480,000

0

△2,630,000

同窓会報誌・情報関連科目

宅配便・切手代他

事務用消耗品他

会場使用料他

本部総会費

大学祭に対する補助金等

課外活動奨励賞経費

在学生スポーツ安全保険金補助

準会員に対する給付型奨学金

支部活動助成金等

振込手数料・証明発行手数料・支払手数料

幹事等保険支出及び慶弔費等

調整勘定

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

支出の部 （単位 円）
（単位 千円）

ステップアップセミナー・
ホームカミングデー・その他事業

幹事会旅費、常任幹事会、
支部連絡会旅費、各種委員、旅費

136484_KGU_Suiryo84_p25p26

yichi
テキストボックス
新型コロナウィルス感染症の影響により、日程等変更の可能性があります。決定後、本会ホームページにて改めてお知らせいたします。
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山口県支部

東海同窓会

北陸支部

奈良県支部

広島県支部

兵庫西支部

徳島県支部
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図書館・情報支援センター所長　毛利進太郎
心理学部長　秋山学
学長　佐藤雅美
経営学部長　松田裕之
総合リハビリテーション学部長　阪田憲二郎
人文学部　矢嶋巌
入学・高大接続センター所長　佐々木康人
グローバル・コミュニケーション学部　香月裕介
学長　佐藤雅美
法学部　上脇博之
栄養学部長　山下勉
現代社会学部　前林清和
国際交流センター所長　岡部芳彦
薬学部　河合裕一
現代社会学部長　中村恵
経済学部　林隆一
心理学部長　秋山学
総合リハビリテーション学部　岩井信彦
学長　佐藤雅美
薬学部　井口伸
学長　佐藤雅美
経済学部　田宮遊子
副学長　津田裕子
人文学部　水谷勇
学長補佐　大山弘
心理学部　小山正
学生支援センター所長　宇野文夫
法学部　笹川明通
法学部長　田中裕明
現代社会学部　岩本茂樹
副学長　角森正雄
栄養学部　松田広一
教務センター所長・教職教育センター所長　生田卓也
総合リハビリテーション学部　大庭潤平
経済学部長　常廣泰貴
経営学部　宮本幸平
学長　佐藤雅美
グローバル・コミュニケーション学部　大濱慶子

支部総会・懇親会 日程一覧
お近くの会場へ、ぜひご参加ください！！

支部 開催日 開始時間 大学からの参加予定者（敬称略）場所

2020年4月1日現在

※開始時間等は変更になる場合もございますので、各支部からの案内などでご確認をお願いし
ます。
※開始時間に間に合うよう、受付をすませてください。時間には十分余裕をもってお越し下さい。
※大学からの参加予定者は変更することがございます。
　詳しくは同窓会ホームページでご確認ください。

同窓会ホームページをご覧ください。ホームページにアクセスできない方は、同窓会事務局へご連絡ください。
TEL：078-974-5485　 E-mail：info@kobegakuin.com　 URL：https://www.kobegakuin.com/

各支部の連絡方法

事務局からのお
知らせ

　　　　　　
　　　　　Notice from the Secretariat

「翠陵」やホームページに掲載する内容をお待ちしています。　情報を同窓会事務局までお寄せください。

●母校を訪問したいときは、同窓会事務局まで事前にお問い合わせください。
●住所・氏名に変更があったときは、事務局までお知らせください。
●同窓生の住所・氏名などの個人情報は同窓会からの事務連絡にのみ使用させていただきます。
●2015年4月より同窓会事務局はポートアイランド第2キャンパス内に移転しています。
 T E L：078-974-5485（直通）　FAX：078-974-5904　E-mail：info@kobegakuin.com

●大学や同窓会を騙る不審な電話にご注意ください。
同窓会事務局

ご挨拶 同窓会会長　木村 誠

同窓会会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また平素より同窓会運営におきまして特段のご理解とご尽力を賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、私事になりますが2014年7月に会長に就任し、2020年7月の本部総会を持って6年間の任期満了となります。この間、母校愛に燃える支部や本部の幹事の皆さ
んと同窓会の目的遂行のために日々熟慮し、共同作業で運営に関わることが出来たことはとても嬉しく誇りに思います。そして、母校の先生方始め職員の皆様の暖か
いご協力には心から感謝と敬意を表する次第です。
卒業生には多種の業界でたくさんの方が活躍され、ユニークな活動をされている方など多士済々、多くの方が様々な分野で社会に貢献しておられます。知れば知るほ
ど人材の豊富さに驚かされます。同窓会はそういった方々を知り、自らを高める絶好の場にもなります。
同窓会も45年目を迎えますが決して順風満帆の運営が続いたわけではありません。過去でも近年でも数々の困難な課題がありますが、そのひとつひとつを地道な努
力で誠実に解決して行くことが、次の世代へ繋ぐと言うことではないでしょうか。私も本年度全国各地で開催予定の支部総会には出来るだけ参加し、皆様との親睦を深
めることを楽しみにしておりますので、積極的にご参加くださいますようお願い致します。そして会員の皆様のますますのご健勝をお祈りいたします。

136484_KGU_Suiryo84_h1h4
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テキストボックス
新型コロナウィルス感染症の影響により、各支部総会の開催日程や開催場所、開催内容に変更が有ります。決定次第随時同窓会ホームページの”お知らせ”に掲載されますので、最新の情報は同窓会ホームページにてご確認ください。




