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この東京支部 NEWSLETTER も今回で１８回目です！ 

KUFS現役生と卒業生の架け橋になることを目標に、情報交換の 
コミュニケーションスペースとして、ますますの充実を図ってゆきたいと 
思います。まだ NEWSLETTER を受け取られていらっしゃらない方を 
ご紹介くださいますよう、ご協力をお願いいたします。 
 

連絡・投稿先は ＞＞＞tonegawa@gm-group2.net 
 

 

東京支部からのご報告 
 

昭和 40 年英米語学科卒業の 横瀬 英祐さん 

に校友会支部長会議の報告をお願いしました 

 

「校友会支部長会議に出席をして」 

校友会支部長会議が１０月３日（土）、大学９号館４階会議室にて開催さ

れ、本山東京支部長と共に私は同支部の会計監査という立場で参加致し

ました。総勢２６名の出席で木下副会長司会の下、午後 3時に開始した会

議は予定終了時間をオーバーする程の議論の盛り上がりとなりました。そ

の後は懇親会となり、和気藹々の中にも熱心な意見交換と共に交流を深め

るいい機会となりました。 
 

いくつか印象に残った各支部長の発言をご紹介させていただきます。 

湯口大阪支部長は、当支部会員約２万人を対象にインターネットの活用強

化により、E メール送信会員数を少なくとも東京支部の２倍を目指したいと

発言されました。因みに、東京支部は現在 800 人のメール会員数で、日増

しに増えつつあります。また、役員の若返りを図り、退役役員も参加できる

協力会を設けるなど、彼らの経験・知識を有効活用し支部の活動に反映し

たいという強い意思を表明されました。HAT’s 島田会長からは、旅行・観光

業界の低迷する現在、会の発展の創意工夫の参考例として、関西外大がト

ラベルビジョンとの連携で活動強化していることに触れられました。 

 

 

 

 

 

東京支部報告 

昭和 40年度英米語学科卒業 

横瀬 英祐さん 

校友会支部長会に出席して 

 

 

 

 

 

 

湯口大阪支部長 

インターネットの活用強化、 

役員の若返りを！ 

HAT’ｓ島田会長 

秋雨は、9月中旬から10月上旬にかけて降る長雨

のこと。秋の長雨、秋霖（しゅうりん）とも言います

ね。梅雨前線と同じく、前線を挟んで夏の空気と秋

の空気とが押し合いをしているため、長雨が続き

ます。そして、秋の空気が勝利すると、はれて天高

い秋空が広がるのです。 

 

 



本山東京支部長は、役員定年制の提言、校友会から各支部への補助金の

給付基準化を校友会に打診されました。 

 

私も会議で、発言の機会を頂き、「京都外大の発展を持続可能なものとす

るための一助として、校友会と大学は更に密接な協力関係を強化し、共通

のビジョンの下で我々OB、各支部に具体的に何をどうして欲しいか、また

OB、各支部から忌憚のない意見や提案が容易にできる交流強化を願いま

した。折角、開設された東京オフィスについて、OBからの協力を得るため

にもこの拠点の活用方法を善処し、国からの補助期間（３年）以降も持続可

能となる様な体制を講じて頂きたい」と申し入れました。  

 

この様な全国規模での支部長会議には、大学本部からのオブザーバー参

加も重要であると実感致しました。その後の懇親会では京都外大の現況と

将来を憂う心情の吐露もあり、これらの率直な意見を汲み上げる場や機能

の確保も同時に重要であると痛感しました。 

 

尚、前述の通り、大阪支部がインターネットの活用に積極的に取り組み始

める等、我々東京支部のニュースレター発刊の継続や会員への E-mail 配

信というこれまでの努力と実績は、他の支部や本部に対しても少なからず

好影響を与えつつあるという感じを受けました。 

 

余談ですが、私は卒業以来の４０数年振りの大学訪問となり正に浦島太郎

の心境で感ひとしおでした。 

 

校友会大阪･京滋支部からのお知らせ 
京都外国語大学校友会 

平成21年大阪支部・京滋支部合同総会・懇親会のご案内 

 

Let’s have fun! at Ritz- Carlton Osaka 
京都外大卒業生の絆、人の和を深めようではありませんか！ 

 

日 時：平成21年10月25日（日）12：00―14：30（受付11：30am） 

平服で結構です。（ドレスコードはありません） 

場 所：The RITZ－CARLTON OSAKA 

（シェフ 井本 圭氏 による テーブルブッフェ料理） 

ザ・グランド・ボールルーム（イーストルーム）2F 

大阪市北区梅田２丁目５番25号 tel 06-6343-7000 

ＪＲ大阪駅徒歩約５分、阪急梅田駅徒歩約９分 

会 費：10,000円 

 

＊但し同伴者（中学生以上）￥5,000（小学生以下無料） 

下記の口座にお振込み下さい。（締切10月15日） 

振込先 ゆうちょ銀行（郵便局）口座記号番号 01040－4－6518 

加入者名 京都外国語大学校友会 

＊郵便局の青い用紙をご利用下さい 

お問い合わせ 校友会事務局 075－322－6057 

大阪支部長  湯口 信壽 

京滋支部長  小林 昭朗 

 

本山東京支部長 

役員定年制、補助金給付基準化 

 

横瀬さん 

意見、提案が容易にできる 

交流強化を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40数年ぶりの大学訪問 

浦島太郎状態？？？ 

 

 

 

大阪支部・京滋支部 

合同総会・懇親会のご案内 

 

 

10月 25日（日） 

１２：００－１４：３０ 

The RITZ-CARLTON OSAKA 



キャリアサポート事情 
東京オフィス 開所式 盛大に開催される！！ 

 

   
 

キャリアサポートセンターの東京オフィスが、この 10 月 2日（金）にめでたく

開所式を迎えました。同日午後 1時より、新オフィスとなる東京駅前の新大

手町ビル 1階の事務所に大学から堀川学長、根上事務局長、北村後援会

会長、坂本校友会会長、そして来賓として前外務事務次官の谷内正太郎

氏を迎えての開所式となりました。池崎キャリアサポートセンター長の司会

進行のもと、厳粛な雰囲気の中、式典は進行し、その後の懇親会では、打

って変わって和やかなムードの中で今後の大学や校友会、東京オフィスの

あり方について自由闊達な意見交換がなされました。 

 

開所式に先立って、今後の東京オフィスの事務その他を預かる卒業生アド

バイザーの面接も行われ、実質的な稼動に向けて着実に準備が進められ

ています。この東京オフィスの存在は、首都圏に向けて就職活動を行う学

生が増大する中、キャリアサポートセンターのみならず、広く関東地区卒業

生の窓口となる校友会東京支部にとっても共に大きな試金石となることは

間違いありません。東京支部の卒業生の皆様には、東京オフィスへのご理

解と今後の活動へのお力添えをお願い申し上げます。このニュースレター

の中でも、継続してキャリアサポート事情については、引き続き、情報発信

をさせていただきます。 

 

 

外大生・横顔シリーズ 

 
 

この大会は日本航空がメインスポンサーとなっており、歴史は古く１９７３年

に第１回が開催、今年は「第３７回大会」です。「もてなしの心・アロハ精神」

が基本理念になっています。健康な７歳以上なら誰でも参加可能で、ゴー

ルへの時間制限もなく、１３時間以上かかって最後の走者がゴールするま

昭和３７年度・英米語学科卒業 

大谷 孝弘さん 

のご紹介です 

 
「ホノルルマラソンと私」 

ハワイ・オアフ島で行われる「ホノルルマラソ

ン」は、毎年１２月の第２日曜日に行われ、 

今年も１２月１３日に開催されます。 

 

東京オフィス開所式開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアサポートセンター長の 

司会のもと、式典が進行 

和やかなムードで意見交換 

 

 

 

 

実質的な稼動に向けて 

着実に準備進行中 

 

 

 

 

 

 

 

 

外大生横顔 

 

昭和 37年度英米語学科卒業 

大谷孝弘さん 

 

ホノルルマラソンと私 

 



で、何時間も多くのボランティアが温かく待って拍手で迎えてくれます。この

辺りが日本人にうけるのか、平均して毎年２０，０００人以上の日本人が参

加しています。日本の著名人や芸能人も多く毎回話題になっています。 

 

私は１９９９年から、このホノルルマラソンへの参加を呼びかけるため、「ＪＡ

ＣＫ ＆ ＢＥＴＴＹ CLUB」を主宰して今年で連続１１年になりました。発足当

時から「７０歳までは参加しよう」と話し合っておりましたので、今年「古希」

になることもあり、一応今年で自主企画を終了することにいたしました。いま

まで、基本的には私の気のおけない郷里石川県の中学校・高校の同期生

を始め、外大同期生、会社ＯＢ，友人・知人の範囲で２０名程度の小グルー

プで参加してきました。 

 

幸い、外大後輩の関係していた旅行手配専門会社の協力により、格安旅

行を実現してきました。今年は、８月末までに返事のあった１３名で早めに

締切り、航空会社は「チャイナエアーライン」、ホテルはワイキキ中央のコン

ドミニアム「ロイヤルクヒオ」で手配を完了しました。マラソン参加者は６名、

あとは、同時に開催される１０ｋｍウォーキング「レースディ・ウォーク」に参

加の予定です。 

 

このマラソンの人気がある由縁は、コースに恵まれていることにあります。

午前５時、まだ夜明け前のアラモアナ公園から、盛大な花火を合図にケニ

アをはじめとする招待選手を先頭にスタートします。アラモアナ大通りを直

進して行くと左手にアロハタワーが見えてきます。更に直進して右折すると

市庁舎のあるダウンタウンのサウスキング通りにでます。イオラニ・パレス、

キングカメハメハ大王像等の前を通過しますが、ここは１２月はじめから、

毎年夜間はクリスマス・イルミネーションできれいに飾られて観光スポットに

なっていますが、この中を走ります。ここからカピオラニ通りに出て右折し、

世界有数のショッピングセンターである「アラモアナ・ショッピング・センター」

の横へ出て、再びアラモアナ大通りから、カラカウア通りを右折してワイキ

キの中心地を抜けると、「カピオラニ公園」に到着します。ウォーキングはこ

この１０ｋｍがゴール地点になります。マラソンはここからモンサラット通りを

通りダイヤモンドヘッドの下を回って、カラニアナオレ・ハイウェイを右折して

ハイウェイを走り、住宅地のハワイ・カイでユーターンしてショッピングセンタ

ーの「カハラモール」まで戻り、ここから左折して高級住宅地のカハラ地区を

通り抜け、最後はダイヤモンドヘッドの下を通って、カピオラニ公園でゴール

するというコースです。 

 

初めて参加する人は必ずゴールで涙します。この感激が忘れられずに参加

する方も多いはずです。この感覚はゴールした人でなければ味わうことが

出来ません。今年で参加が最後になりますので十分楽しんできたいと思っ

ています。 
 

 

 

基本理念は 

「もてなしの心・アロハ精神」 

 

 

今年で連続 11年の参加 

自主企画は今年で終了予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホノルルマラソンの人気は 

コースに恵まれていること 

 

 

カメハメハ大王像前は 

クリスマス･イルミネーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴールした人でなければわから

ない感覚を十分楽しんできます 



       
 

外大生・横顔シリーズ 

 
当時通っていた観光専門学校には提携先の海外のホテルへ就職できる

システムがありました。しかし入学後、そのシステムは二年間の契約社員

制で更新もなく、過去の利用者のほとんどが帰国後フリーターとなっている

ことが判明。私の頭の中は真っ白に。 

 

そんな私を救ってくれたのは、高校時代の恩師でした。先生は私に大学編

入という道を教えてくれました。どの大学も募集は若干名という厳しい状況

の中、大量の学生を気前よく受け入れていたのが京都外大でした。先生の

応援により何とか合格し、私の新しい生活が始まりました。しかし待望のキ

ャンパスライフのスタートは波乱の連続でした。 

 

移行された単位は３０単位のみ、編入生のほとんどは内部からの編入で、

授業は先生の英語が一言も聞き取れず、家に帰れば慣れない関西のテレ

ビ番組… 

 

とはいえせっかく手にしたチャンスを楽しめないなんてもったいない！！と

にかく前向きに日々を送ることに専念しました。すると３カ月も経った頃には

大学生活にもすっかり慣れ、まるで入学当初からいたかのような居心地の

良さを感じ始めました。教職課程を修了し、部活動にも所属し、卒業年度に

は卒スタとしてアルバム製作にも携わることができました。京都外大はまる

で京都の縮図のようで、一見さんには厳しいけれど、身内にはとてもあたた

かい大学だなと感じます。 

 

現在私は、インテリアのメーカーで営業の仕事をしています。英語に携わる

機会はほとんどありませんが、大学編入を通じて得た経験が様々な場面で

平成 19年度 英米語学科卒業 

岡本美里さん 

のご紹介です 

 

 「京都外大に編入しよう。」そう決めたの

は、二十歳の夏でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外大生横顔 

 

平成 19年度英米語学科卒業 

岡本美里さん 

 

二十歳の夏の決心 

京都外大への編入 

 

 

 

 

編入後波乱のキャンパスライフ 

 

 

 

 

 

 

 

前向きに日々を送り 

3 ヵ月後は大学生活にも慣れて 

 

 

京都外大はまるで京都の縮図？ 

 

現在はインテリアメーカーで 



生かされています。これからも臆することなく新しいことに次々とチャレンジ

していきたいと思っています。 

 

 

外大生・横顔シリーズ 

 
～開店当時の手作りレストラン～ 

 

 この 30 余年の間、数え切れない取材の度に必ず質問されることがあ

る。「どうしてメキシコ料理なんですか？」と。周りから見ればそんなに特異

なことなのだろうか。取材陣の頭の中には、料理の道を志したものは和食

か中華、フレンチ、現在ならイタリアンといった固定観念が住み着いている

ようである。確かに料理界において 1970 年代は前者 3つは常道であり、

後の 1990 年代後半はイタリアンが大ブームとなった。およそ 10 年前、イタ

リア本国での修行に渡った日本人の人数はその年 4000 人を数えた。そし

て、フレンチを衰退させイタリアンが主となっている現実がある。そんな我国

の現状から推察すればリポーターの質問は的を射ているいるように思え

る。事実、私のメキシコ修行（1974 年～）以降、本国で何年も料理の仕事に

邁進した日本人は誰一人いない。言語のネックを理由とするならば、フレン

チやイタリアンも同様であろう。思うにこの国民性として、多人数が認める情

報の事実は常道（常識）として蓄えてゆくが、人々が関心の無い部門の知

識はしらなくても羞恥の念に囚われないのである。料理の仕事だけに限ら

ず一般的な通念の尺度で物事が判断されるのは、この国の特別事情の感

がある。 

 小学校低学年の頃、遠足や運動会よりも楽しみだった日がある。年に数

回命じられる給食当番だ。前日は枕元に三角巾、マスク、前掛けを置き、興

奮して眠れなかった記憶がある。給食室にある大きな寸胴から分けられた

料理を教室で皆に給仕する作業に心が弾んでいた。中学生の頃はサンドイ

ッチを得意げにつくったり、父親が吸っていた 50 本入りのショートピースの

空き缶に針金を付け、米と水を入れて飯盒炊さんの真似事をして友達をも

てなしていた。シナイプスという言葉をご存知だろうか？脳の一部にある幼

児性が根ざす神経である。成長の過程で世間の通念や親の教育によって

消え去る部分らしいが、ジャズの大御所、故マイルス・デイビスの脳には残

っていて、あの常人の及べない音を表現できたと聞いたことがある。天才と

肩を並べようとは思わないが、幼い頃に夢中になったあのワクワク感こそ、

自分自身を表現できる源流だと理解している。社会通念に従ったままでは

出会うことの無かった調理に目覚め、天職と感じるのは自身の疼きに忠実

なだけだったが、メキシコ料理の伝達師と言われるまでに評価を受けられ

たのは、京都外大で学んだスペイン語が基盤となっている巡り合わせに感

謝したい。 

 

 
メキシコ料理レストラン 

La Casita オーナーシェフ 
昭和 4６年 イスパニア語学科中退 

渡辺庸生さん 
（昭和 23年 10月 7日神戸生れ） 

連載１０回目です。 
 

 

 

 

外大生横顔 

 

メキシコ料理レストラン 

La Casitaオーナーシェフ 

渡辺庸生さん 

 

 

 

 

取材のたびに 

どうしてメキシコ料理？の質問 

 

 

 

 

私のメキシコ修行以降 

メキシコで何年も修行した 

日本人は誰一人いない！ 

 

 

小学校低学年 

遠足より運動会より 

給食当番が楽しみだった 

 

 

幼い頃に夢中になった 

アノワクワク感こそ 

自分自身の表現の源流 

 

京都外大で学んだスペイン語 

巡り合わせに感謝！ 

 



  
 

次回へ続く～ＴＯ ＢＥ ＣＯＮＴＩＮＵＥＤ～お楽しみに！ 
 
 

海外便り「カリフォルニアの風」 

 
 

その変化が全米中に一番良く出ているのがカリフォルニア州であり、そして

私の住むロサンゼルスです。「ロサンゼルス」と言う場合にはロサンゼルス

市を意味する場合もあれば、それを含んだロサンゼルス・カウンティ（郡）を

意味する場合もあります。 

 

 ロサンゼルス・カウンティは全米中で一番人口の多いカウンティで現在１

千万人を越えます。その中に８８の市や町村があり、その中で一番大きい

市がロサンゼルスで、現在の人口は４０６万人です。通常私が「ロサンゼル

ス」と言う時にはこの１千万人を含む地域を意味しています。ここで起きる

変化は徐々にカリフォルニア州、更には全米へと広がる傾向があります。

それは人種構成だけでなく、政治的・文化的変化や社会の流行なども含ま

れます。 

 

 街の看板にスペイン語が増えました。また街で見かける人にもヒスパニッ

ク系の人が多くなりました。ヒスパニック系とはメキシコ系を中心に中南米

系の人々を総称する言葉です。人口が増えれば経済力が増します。経済

力が強くなれば、政治力が高まります。その動きが市や郡や州の選挙など

に現れています。現在ロサンゼルス市の市長さんもヒスパニック系です。ま

た音楽やファッションや食べ物などにもヒスパニック文化の影響が広がって

います。 

 

 スペイン語ほどではありませんが、最近は韓国語の看板も多く見るように

なりました。従来の「コリアタウン」だけでなく、その広がりは各地に見られま

す。以前は日系人の数より遥かに少なかった韓国系の人口はいつの間に

カリフォルニア在住の 
昭和 38年度英米語学科卒業の鶴亀彰さん 

からのお便りです。 
 

「変化するアメリカ社会」 

 黒人の大統領が選ばれたり、メキシコ系の

最高裁判事が選ばれたりしたからだけでも

ないのですが、最近ことにアメリカ社会の人

種構成の変化を感じています。 

渡辺さんの著書が 
京都外国語大学の図書館の

蔵書に加わりました。 

 

 

 

カリフォルニアの風 

 

昭和 38年度英米語学科卒業 

鶴亀彰さん 

 

変化するアメリカ社会 

 

アメリカ社会の人種構成に 

変化を感じる 

変化はカリフォルニア州が一番 

 

 

 

変化はロサンゼルスから全米へ 

 

 

 

 

 

人口増加が経済力増加へ 

そして、政治力が高まる 



か日系人の人口を越えてしまいました。これはアメリカへの移民に積極的

な韓国の人々と少し消極的で内向き傾向が出ている日本の人々との意識

の差やベトナム戦争時に派兵した見返りとして永住権優遇策を得た韓国の

背景などもあります。 

 

 全米における人種構成は２００８年の国勢調査統計で白人系が６６パーセ

ント、ヒスパニック系が１５パーセント、アフリカ系が１４パーセント、アジア系

が５パーセントだそうですが、それが２０４２年には白人系が５０パーセント

を切り、２０５０年には白人系は４６パーセント、ヒスパニック系が３０パーセ

ント、アフリカ系が１５パーセント、アジア系が９パーセントになると予測され

ています。 

 

 ヒスパニック系の躍進とアジア系の増加が見えます。白人系がマジョリテ

ィだったアメリカは今後ますます変化して行くのは間違いありません。多人

種・他民族社会の傾向をさらに強くして行きます。アジア系も増えつつある

ものの、その内容は韓国系、中国系、ベトナム系、フィリピン系などの人口

増加であり、日系人の人口が増えないのは、アメリカの政治の動向を見守

る上ではかなり懸念材料です。日本からも勇気を持ってアメリカの大地に挑

戦する若者がもっと増えると嬉しいのですが。 

 

  
 

 

海外便り「フランス編」 

 
 

どうも人生の変わり目(大袈裟かも…)と言うのは急にやって来るようで、

気がついたら大忙し。  

 

２日ある休み以外は朝から晩までお仕事。この２日の間に色々としないと行

けないのでどうもバタバタとしてしまいます。転職し、車を買い、彼が仕事で

急にロンドンに旅立った。急だったものでアパートを見つける間もなく暫くは

オーベルジュ・ド・ジュネス(auberge de  jeunesse…“若者の宿屋”と言う意

味でしょうか、大部屋でベッドが何個かあり、シャワー、トイレは共同。料金

現在日系人を韓国系が越える 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒスパニック系とアジア系の増加 

日系人口が増えないのは 

アメリカ政治動向を見守る上で 

懸念材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フランス編」 

平成 12年フランス語学科卒業 

寺尾恵さん 

 

 

フランスで聞く秋の始まりの音 

 

 

突然の人生の変わり目？ 

 

 

彼がロンドンへ旅立った・・・ 

夢の実現のためにフランスで 
がんばっていらっしゃいます 
平成 12年度フランス語学科卒業
の寺尾恵さんからのお便りです。 

 
フランスで聞く秋の始まりの音 

 



はもちろんホテルよりは断然安いらしい)に滞在。その間にこちらからアパー

トを探す…と言う役目を仰せつかってしまった。ネットを使い、交通機関との

距離、環境、など考慮に入れつつ探す(これも勝手知らない土地ので一から

始めなければならない）。目ぼしいものがあったら電話をしてアポイントをと

る(さすがに普段使い慣れていない言語でのコミュニケーションは辛い…何

よりも緊張します)。彼のお母さんと私のダブルで探し、結果的に見つかった

ので一安心。 

 

車を買ったら買ったで手続きをしなければならない。役所に行けば行った

で「午前中は臨時でお休みします」なんて張り紙が出ているし、必要な書類

が何なのか知るためにまず何度か通わないとならないし(と言うのは昨日と

今日では要るものが違う…なんて信じられないような話がままある為。)。 

 

こんな具合で丸一日使って完了しない事もよくある。そう言う訳なので数

個の事を同時進行しなければ全部終えるまでに来世紀になってしまいそう

な気さえします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてそんなこんなでバタバタしているうちにドンドン季節は過ぎていたよう

で、並木が紅葉し、マロニエはしっかりした実をつけていた。 

急いで通り過ぎる道すがら、車のボンネットにゴン、と何かが当たる凶悪

な音…道路わきに並んだマロニエが一年の成果を見せ付けるように栗に似

た大きなその実を落とす。 

秋は大きな音を立ててやってきた。並木沿いに車を駐車するのはよして

おこう。と一人思う秋の始まり。 

 

 

＊＊＊ ガンバレ、外大卒業生！ ＊＊＊ 
 

京都外大校友会メンバー紹介 

 
 
そうです、分子の詰まり方、すなわち内部の結束が硬ければ硬いほどしっ

かりしたものになるのだそうです。 

今回の京都外大校友会の 
メンバーは 

 
昭和41年度英米語学科卒業 

校友会書記 古沢昭一さんです。 

 
ダイヤモンドも鉛筆の芯も同じ炭素の塊ですが、

どうして硬度がこれほど違うのでしょうか。 
 

フランスで はじめに学ぶは  

辛抱なり  

 

なんちゃって・・・ 

 

 

彼のお母さんと私 

ダブルで彼のアパート探し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バタバタしているうちに 

ドンドン季節は過ぎていたよう 

並木が紅葉、 

マロニエには実が・・・ 

秋は大きな音をたててやってきた 

 

 

 

 

京都外大校友会メンバー 

昭和 41人度英米語学科卒業 

校友会書記 古沢昭一さん 

 

同じ炭素の塊なのに 

ダイヤモンドと鉛筆の芯 

どうして硬度が違うのでしょう 

 

内部の結束の硬さの違い 

校友会も同じでは・・・ 



 

校友会も同じことだとは思いませんか。 

 

 私は二十数年前に京滋支部の役員として入会以来、日々このことを念頭

に置き努力して参りました。（拍手・・・かっこええでしょう） 

校友会書記任命は平成二十年四月やさけ、始まったばっかりやねん。 

先輩やとばかり思ってた本山支部長が後輩やったりかなりええかげんなこ

とをやっている毎日だ。 

 

書記と平行してゴルフの幹事をやってまんねん。 

総長杯 22回・会長杯 4回を終了したんやけど、回毎に参加者が増え 

現在では 6 組、二十数名が腕前を競ってま。関東地域からは難しいことや

とは思いまっけど機会があれば是非参加しとくれなはれ。 

静岡から参加してはる方もいはりまんので。 

 

今年度 10 月 25 日には大阪に於いて大阪・京滋合同総会・懇親会が催さ

れます。その準備で大忙しです。私は東京へは HAT’S 東京部会発足の

みの出席で大きなことは言えませんがこちらへもぜひご参加下さい。 

とくにＦＧＣ 柔道部の皆さん、お待ちしています。（発行にまにあうんやろう

か、もしまにあわんのやったら次回の京滋支部総会へ出席してな。） 

 

今年度坂本会長が古い皮袋に新酒を注ぎ足す、という有意義な改革を施

行され、校友会も少しずつではありますがよい方向へ変化の兆しが現れて

きています。 

東京支部の皆様方、今後とも校友会へのご協力をお願いし結びと致しま

す。 
 

＊＊＊ 活動メンバー募集中 ＊＊＊ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝事務局便り＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

京都外大キャリアサポートセンター東京オフィスがオープンしました。就職

氷河期と言われる今を明るくできるよう、このニュースレターでも、お手伝い

をさせていただきたいと考えております。 

 

今後も現役学生と卒業生、また卒業生同士をつなぐ媒体となるよう、できる

だけ多くの卒業生の横顔を引き続きご紹介していきたいと思います。 

皆様の更なるご協力をよろしくお願いいたします。 

皆様の周りで活躍している卒業生、自薦・他薦を問いませんので、 

当事務局宛お知らせいただければ幸いです。 

連絡先は ＞＞＞ tonegawa@gm-group2.net 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

事務局 
１０３－００２４ 
東京都中央区日本橋小舟町 
2-9カーサ日本橋ビル 7階 

  ㈱グローバルメディア内 
電話 
０３－５６２３－６５５０ 
FAX 
０３－５５０１－９０３１ 
電子メール 

tonegawa@gm-group2.net 
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20年前に京滋支部役員として 

入会 平成 20年に書記任命 

 

 

 

書記と平行してゴルフも 

 

 

 

 

10月２5日、大阪にて 

大阪・京滋支部合同総会・ 

懇親会開催 

 

 

校友会は良い方向へ変化の兆し 

 

ご協力をお願いします。 


