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大阪府立大学 名古屋校友会 会報 第 10 号 2021年（令和 3 年）8 月発行 

 

 

名古屋校友会会長挨拶 

名古屋校友会会長 伊藤 聡（79年工船舶） 

 

名古屋校友会の皆様におかれまし

ては、益々ご健勝のこととお慶び申

し上げます。日頃は名古屋校友会活

動にご支援ご協力を賜り感謝申し上

げます。 

昨年は、新型コロナウイルスの発

生により、東京オリンピック、パラリ

ンピックが延期となり、名古屋校友会においても、総

会の中止、各種活動の自粛を余儀なくされ、会員の皆

様の交流と懇親の機会を持つことができず、まずもっ

てお詫び申し上げます。 

また、昨年の校友会収支は総会中止並びに会員の皆

様からの例年を上回る活動協力金を頂戴し、次期繰越

金増加となりました。謹んで御礼申し上げます。 

本年も緊急事態宣言の発出や万延防止等重点措置の

実施を受け、総会の 10 月開催、活動自粛を継続して

おり、この間の役員幹事の打ち合わせ会議は、全てオ

ンラインのＺＯＯＭ会議に移行し、活動は屋外で行わ

れる名仙会ゴルフ会のみとなっております。 

本年度の総会の開催については、10 月に会場を確

保してのリアル開催を検討してきましたが、ワクチン

接種の進捗、変異ウイルスの拡散等を考慮し、止むを

得ずオンラインで開催させていただくことになりまし

た。インターネット環境等御不自由をおかけしますが

多くの皆様の参加を切にお願い申し上げます。 

2021 年 10 月 31 日は大阪府立大学として最後のホ

ームカミングデーファイナルとなり、2022 年 4 月に

は大阪公立大学が開学し、同時に大阪公立大学同窓会

が発足します。2023 年は大阪府立大学創基 140 年を

迎えるため記念事業が行われます。母校が進化してい

く中で我々地域校友会の存在意義は会員の皆様の活動

への参加そのものが、継続されることだと考えており

ます。世代を超えた活動の輪の広がり、盛り上がり繋

がり、気軽で明るく楽しく和気あいあいの参加だと思

っております。 

ワクチン接種が進展し、感染対策を継続しながらも

従来通りのリアル開催が一日も早く再開できるよう、

可能性を追求していくことが必要です。今後とも会員

の皆様のご理解、ご協力、そしてご自愛下さることを、

心からお願い申し上げます。 

 

学長挨拶 ＜母校の近況報告＞ 

大阪府立大学 学長 辰巳砂 昌弘 

 

名古屋校友会の皆さま、お変わ

りございませんでしょうか。コロ

ナ禍が長引く中、罹患された方々、

関連して様々な困難に遭遇されて

いる方々には、心よりお見舞い申

し上げます。ワクチン接種が進ん

でいるとはいえ、まだまだ油断で

きない状況が続いております。 

2 年前、学長に就任して間もないときに、名古屋校

友会創立 20 周年記念総会にお招き頂き、皆さまと初

めて親しく言葉を交わさせて頂きました。昨年は殆ど

の単位同窓会が中止となる中、名古屋の皆さまにはこ

の「なかもず」の紙面にて、自己紹介をさせて頂きま

した。今回は、大学の近況についてご報告申し上げま

す。 

コロナ禍 1年目の昨年度は、授業についてはオンラ

イン中心、実験・実習や定期試験、研究活動は、感染

予防対策を十分施した上で対面で実施しました。昨年

は中止となった学位記授与式や入学式については、今

年は数回に分ける、あるいはオンラインを併用するな

どして、式典を対面で挙行することが出来ました。新

学期も 4月から対面授業中心でスタートしましたが、

その後大阪の感染が急激に拡大し、わずか 1週間で授

業は原則オンライン、課外活動は原則禁止の状況に戻

ってしまいました。しかし昨年に比べると、1 週間で

も新入生が元気に登学して在学生や教職員とリアルで

交流できたことは良かったと感じています。その後、

6 月に緊急事態宣言が解除されて以降は、対面授業や

課外活動を再開しています。昨年は中止となった友好

祭も、7月にオンラインで 2日間開催しました。 

大阪市立大学との大学統合に関しては、新大学設置

に向けて文部科学省に認可申請中で、粛々と準備を進

めているところです。新大学の名称は、「大阪公立大

学」「Osaka Metropolitan University」（いずれも

仮称）と決まりました。私は新大学の学長予定者に選

出され、その大役に身の引き締まる思いです。名古屋

校友会はじめ多くのステークホルダーの皆さまととも

に「大阪発グローバルに発展する高度研究型大学」を

目指して参りたいと考えています。 

名古屋校友会では 20周年の大きな事業を終えられた

ところですが、大学全体では創基 140年記念事業を推
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進しております。今回の事業は、140 年の大阪府立の

大学のあゆみを確実に WEBサイトや冊子として残すア

ーカイブス事業、及びそれらを新大学へ継承して発展

させるイノベーションアカデミー事業の二つを柱とし

ております。これらの事業にご賛同いただき、皆さま

からの暖かく力強いご支援をお願いする次第です。ま

た、10 月 31 日（日）にはホームカミングデーファイ

ナルを、オンラインを併用して開催いたします。名古

屋校友会の皆さまにも府大最後の同窓会に結集頂ける

と有り難いです。 

皆さまの益々のご健勝とご発展を祈念し、新大学に

向かう母校への一層のご協力・ご支援をお願いして、

ご挨拶とさせて頂きます。 

 

校友会会長挨拶  

名古屋校友会の皆さんへ 

大阪府立大学 校友会会長 津戸 正広 

 

名古屋校友会のみなさん、いか

がお過ごしですか。2021 年度は

新型コロナ感染症と闘いながら新

大学発足に向けて前進する年とな

ります。大学統合と並行して府大

校友会と市大同窓会の統合も多く

の人たちのご協力により強力に進んでいます。新大学

の同窓会の会則も固まりつつあります。両大学で実施

してきた重要な事業は必要な調整を行った上で継続さ

れると思います。名古屋においても大阪府大と大阪市

大の同窓生がともに集まって親睦を深める機会が増え

るといいですね。 

学域・学類・学部別の単位同窓会の統合については、

今後さらに大きな壁を乗り越えるための話し合いが必

要であると思いますが、10 年、20 年後の姿を思い浮

かべながら対処していきけば乗り越えられるでしょう。

新大学が発足しても、これまでの同窓会はしばらくの

間存続しますので、府大の学生たちの支援や地域同窓

会の支援も継続されます。 

今年度は、新大学発足前の最終年度となりますので、

「ホームカミングデー ファイナル」が 10 月 31 日

(日)に中百舌鳥キャンパス体育館で開催されます。対

面での参加のみならずオンラインでも参加できますの

で、気軽にご参加ください。記念セレモニーでは府大

同窓生による記念講演やパネルディスカッションが、

ショータイムでは府大同窓生の天職ゆいさんや桂文喬

師匠が登場し、アーカイブムービーも上映されます。 

府大は 2023 年に創基 140 年を迎えますので、創基

140 年アーカイブズ事業では長年にわたる大阪府立大

学やその前身校の足跡を記録し保存することになって

います。同窓会関係の資料も精力的に収集することに

なっていますので、名古屋校友会にも参加していただ

ければ盛り上がります。さらに創基 140年記念事業の

一環として、産学官が協創する「挑戦の場、問題探索

の場、社会実験の場、人材育成の場」である「イノベ

ーションアカデミー」を中百舌鳥キャンパスに設立し

ます。これらの事業により大阪府立大学の実績を後世

に引き継ぐことができます。同窓生のみなさんには

「<大阪府立>大学創基 140年記念事業基金」へのご支

援とご協力、よろしくお願いいたします。 

 

名古屋校友会活動報告  

2020 年度の総会＆懇親会は新型コロナウィルスの

影響を考慮し、例年の 6 月から 10 月開催に変更し、

辰巳砂学長のご講演「全固体電池と新大学｣等、通常

開催の準備を進めてまいりました。しかしながら緊急

事態宣言延長、その後の感染第 2 波の懸念から、5 月

に会報での決算・予算報告と共に「総会懇親会の中止、

並びにその他校友会活動の自粛」を東海地区約 1200

名の卒業生の方々に発送させて頂きました。その後ゴ

ルフを除く校友会会活動は全て中止としております。 

 

（１）ゴルフ同好会名仙会 
   名古屋校友会幹事 佐々木 康年(73年工・電子)  

第 75回名仙会 6月 5日(金)   

富士カントリー可児クラブ・美濃ゴルフ場 

優勝：佐々木 康年さん  

 

第 76回名仙会 11月 7日(土) 

富士カントリー可児クラブ・美濃ゴルフ場 

優勝：串上修三さん 
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昨年から現役組の参加を狙いに、秋は土曜日開催と

しました。嬉しいことに狙いどおり現役の西岡さん

(85 年修工機械)に初参加頂きました。今後共現役

の皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

（２）拡大役員幹事会＆ 

拡大役員幹事新年度懇親会 
名古屋校友会幹事長 岡野 勝（74年工・電子） 
2021年 4月 10日 

・第 1部（17:00～18:00）拡大役員幹事会 

・第 2部（18:00～19:30）拡大役員幹事新年度懇親会 

ＺＯＯＭ適用オンライン開催。ゲスト 7名を含め参

加者は 14名。接続に苦労された最高齢太田先輩(54

年浪速大工応化)も第 2部懇親会の乾杯直前接続に成

功。参加者一同拍手喝采でお出迎えとなり、懇親会は

大盛り上がり。予定時間延長で終焉となりました。…

終わり方が難しい！ 

 

（３）オンラインなかもず懇話会 

2021年 5月 15日 

・講演テーマ 

「私にとってさまざまな顔を持つということ」 

・講師 

小石亜希子さん(95年総合科学部総合科学科卒業) 

名古屋校友会幹事で、臨床心理士、声楽家、ラジオ

パーソナリティでもある小石亜希子さんに、上記演題

にて、Zoomの使い方の説明も交えて講演をお願いし

ました。 

東京同窓会山田会長、ＮＤＣ上田会長(元卒業生室

長)にもゲスト参加頂き、参加者は 15 名。欠席者 9名

からも近況報告を頂きました。 

 

ラジオ放送局「ゆめのたね」岐阜スタジオ 

やすらぎスナック「かえで」 (yumenotane.jp) 

毎週日曜日 21:30～22:00 

小石亜希子アルバム「誕生」一般販売サイト  

Facebook 

ビロードのような柔らかな歌唱で歌い上げた名曲の

数々を是非お楽しみください。 

 

（４）オンラインなかもず懇話会 

2021年 7月 24日 

・演台：「タンザニアとティンガティンガの世界」 

・講師：清水邦子さん（津田幹事の紹介） 

・講師略歴 

大学卒業後、スワヒリ語習得の為、東アフリカのケニ

アにある JACIIへ留学。 帰国後 JICA などに勤務後、

1992 年に東アフリカの理解を深め交流も行うジャカ

ランダ クラブ設立。 2005 年愛知万博時に駐日タン

ザニア大使からの希望でタンザニアブースをボランテ

ィア としてサポート。 同年、タンザニアフィリアを

私財で設立。ギャラリー活動を開始し現在に至る。 

2006 年、万博でのタンザニアサポート活動への感謝

の印として、ムタンゴ大使から 「駐日タンザニア大

使館商業文化交流名誉代表」の肩書を頂く。 

Kilimanjaro Ecology and Culture Experience Center 

https://www.youtube.com/watch?v=aYN9AxZUrGQ 

 

＜東山公園「ギャラリー・タンザニアフィリア」＞ 

https://www.yumenotane.jp/yasuragisnack-kaede
https://www.facebook.com/albamtanjo/
https://www.facebook.com/albamtanjo/
https://www.youtube.com/watch?v=aYN9AxZUrGQ
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創始者の名前に由来する独特の絵画スタイル「ティ

ンガティンガ」は、サバンナに生きる動物たちの姿を

素朴に描いたものが始まりで、創始者の死後弟子たち

が彼の世界や精神を受け継ぎ、動物にとどまらず、歴

史上の出来事や人々の生活などをモチーフにし、今日

の隆盛を築いています。 

当日清水さんの呼びかけでティンガティンガ派の才

能を引き継ぐエディスさん、アグネスさんにも参加頂

き、ZOOM活用ならではのインターナショナルな会議

になり、一同楽しいひと時を過ごしました。タンザニ

アから参加のゲストも含め参加者は 15名。欠席者 8

名からも近況報告を頂きました。 

 

会員投稿 

（１） 私の百名山  

名古屋校友会幹事 津田 廣一（76年工・電気） 
1975 年の富士山から始まった。22 歳の若気の至り、

山の事を何も知らないままに講座（研究室）の卒業旅

行での海水浴帰りに、講座の先輩と着の身着のままで

登った。夕食を済ませ、夜の 8時頃から登りだす。予

約なしの為、途中の小屋へも入れず。山頂に着いたの

が 0 時頃。8 月初旬でも寒かった。たまらず焚火で凌

いで夜を過ごす（焚火の方だけが暖かく、背中とお腹 

側を交互に暖めて夜の明けるのを待った）。ご来光と

雲海上の影富士に感動し、暖かい牛乳を飲んで仮眠し

て砂走りを駆け下りた。 

 

デンソー山岳部の夏合宿で登ったトムラウシ（25

座目）も忘れられない山だ。1997 年、大雪からトム

ラウシへ縦

走したが、

新調した靴

が硬く足に

合わなかっ

た上に雨で

靴下も濡れ、

靴擦れで皮

が剥け痛く

て歩けない。

2日目はト 

ムラウシ登頂を変更、迂回し南沼キャンプ場へ。 

登頂計画では、5 日間で十勝まで縦走予定だったが、

3 日目トムラウシだけを空身で登って下山とのリーダ

ー判断に心底ホッとした。足の痛みに耐えて登頂後、

テントを回収しびっこを引いての惨憺たる下山となっ

た。 

2012 年の塚本さん（山岳部の先輩）百名山完登時

にご一緒した事が、私の意識を変えた。私も登ってみ

たいと思う様になり、山を選ぶ時に意識する様になっ

た（この時点で 62 座）。百名山で残っていた近場の

山は美ヶ原のみで、必然的に最後の山が決まってしま

った。百名山のピークハントだけではなく、その周辺

の山も含めて関東・東北・越後や九州の山を計画し、

春から秋にかけて精力的に登った。どの山も魅力のあ

る季節を選んで楽しむことが出来た。九州の山旅では、

ミヤマキリシマの時期とピッタリ合致して最高の山旅

となった。最後となった美ヶ原も樅の木会（デンソー

山岳部 OB 会）例

会として多くの仲

間に参加頂いて感

謝、感謝です。こ

れからは、百名山

を意識する事なく、 

山仲間と山を楽し

んでいきたいと思

っている。 

 

 

 

＜‘97.8.11 トムラウシ（南沼キャンプ地より）＞ 

‘97.8.11 トムラウシ（南沼キ

ャンプ地より） 

 

＜九重 平治岳のミヤマキリシマ＞ 

 
＜右端が私（陽の出た富士山頂にて）＞ 
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（２）小唄・三味線 

小唄橘派師範 橘彌勝(甚句 甚勝彌)こと 

名古屋校友会幹事長 岡野 勝（74 年工・電子） 

ステイホームで稽古時間が増えた拙い趣味について紹

介したい。 

2006年神戸から名古

屋に赴任直後、先輩の勧

めで中部経済同友会に入

会。名古屋は徳川御三家

筆頭の地だけあって伝統

芸能が盛んである。 

長唄・浄瑠璃・小唄など

多彩な趣味の先輩会員諸

氏の影響で 2009年小唄

橘派に入門。月 4回師匠

の厳しい指導のお陰で、

名取を経て入門 6年目に

師範を許された。継続は

力なり。 

～ 小唄 ～ 

歌舞伎、浄瑠璃の誕生と共に発展した長唄、常盤津、

清元等三味線音楽は、江戸中期劇場から市井に飛び出

して、民間のお座敷に進出。端唄や小唄が誕生した。

江戸末期に清元節の人たちが余技的に作曲し始め、明

治大正を経て昭和に最盛を極めた三味線音楽が江戸小

唄と呼ばれている。 

小唄は 1曲 3分程度と短いのが特徴で、人生や男女

の機微、季節の情景を唄った粋な唄が多く、主にお座

敷で唄われた為、三味線伴奏は撥（バチ）を使わず

「爪弾き」といって人差し指の横腹で柔らかい音色で

弾く。唄と糸（三味線）は掛け合いのような演奏で弾

き語りは難しく、脳の活性化（ボケ防止）に役立ちそ

うである（笑）。 

～ 正調名古屋甚句 ～ 

明治時代大流行した名古屋のご当地ソングである

『名古屋甚句』は、名古屋の街並みや歴史を読み込ん

だ唄で、後半の名古屋名物のくだりは「そうきゃも 

そうきゃも なんだゃあも…」と名古屋弁の歌詞が面

白い。2012年正調

名古屋甚句伝承会か

ら甚勝彌の名前を頂

戴した。 

2018年名古屋邦

楽大会がリニューア

ルオープした御園座

で開催された。私も

正調名古屋甚句に三

味線で参加させて頂

く事になった。甚句

は撥で賑やかに演奏

する。正調名古屋甚

句は邦楽大会の千秋楽

（最後の演目）で、舞台一杯のひな壇 4段に、唄さん

60名、三味さん 40名が勢揃いしての大合唱である。

私は隅っこの方で演奏するものと思いきや、我が橘派

家元が立て三味線となりひな壇最前列中央、その右が

我が師匠、なんと家元の左が孫弟子に当たる甚勝彌こ

と私。緊張島倉千代子であったが、御園座の舞台を踏

む貴重な体験をさせて貰った。 

～ 発表会 ～ 

例年３月の初唄会、９月のおさらい会と年２回、地

元料亭の大広間で内輪の発表会を行っている。昨年は

コロナで 3月の初唄会は中止、4～5月は緊急事態宣

言で稽古場閉館。師匠の一念、6月から稽古を再開。

9月おさらい会は、会場の換気、アルコール消毒、演

者のフェイスシールド着用等、万全の対策で無事開催

することができた。残念ながら恒例の打上げと名古屋

甚句の大合唱は中止となったが、終演後各自速やかに

お弁当を持ち帰り、自宅で祝杯を挙げた。 

～ ｗｉｔｈコロナ ～ 

昨年はコロナで日本のディジタル化の遅れが露呈し

たが、東京や大阪に出向いての打合せは勿論のこと、

地元名古屋の大学や企業との打合せもオンラインが当

たり前となった。お陰様で Zoom、Google Meet、

Microsoft Teamsなど WEB会議ソフトを色々経験でき

た。我が師匠も、東京のお弟子さんの出稽古をオンラ

インに変更され、アナログ人間からディジタル人間に

変貌。WEB会議ソフトは仕事だけでなく、オンライン

レッスン、研修会、同窓会やオンライン呑み会等、

色々活用できる。名古屋校友会の活動も Zoomをフル

活用している。今後会員相互の交流促進に活用したい。 

ｗｉｔｈコロナの時代、日本のディジタル化の遅れ

を一挙に取り戻したいものである。 

『在宅勤務で余暇が増える。これからはかつてホイ

ジンガが提唱した「ホモルーデンス（遊ぶ人）」時代

の到来だ。』（2021年 1/16日経新聞大機小機より） 

今後共健康維持とボケ防止の為、芸道に精進する所

存である。 ベンベン♪♪ 

 

会員登録のお願い 
名古屋校友会では年 1回の総会の他に、メール会員

の皆様に、ゴルフ、麻雀、囲碁、ハイキング等趣味の

会や、ビアパーティ、なかもず会（講演会）など、メ

ールでご案内しています。 

ゴルフ以外の活動は当面自粛中ですが、オンラインを

含め各種行事の開催が決まり次第、メール及び校友会

ホームページでご案内します。 

メール未登録の方は、下記 QRコードから 

① 氏名 

② 卒業年・学部・学科 

③ メールアドレス 

の登録をお願いします。 

不明点は幹事迄お問い合わせください。 

okano.masaru09031218@gmail.com 

＜御園座緞帳お披露目＞ 

＜会員登録＞ 
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★2020 年度収支計算書、2020 年度事業報告、2021 年

度収支予算案については、改めて年度総会でオンラ

イン報告をさせていただきます。会員の皆様には大

変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解ご協力を賜

りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

2020年度収支計算書 

（令和 2.4.1～令和 3.3.31） 

単位：円 

 

 

 

収

入

の

部 

 予算 実績 差異 

総会参加費合計 

  会員参加費 

 その他関係者参加費 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

活動協力金 80,000 153,500 73,500 

校友会本部支援金収入 210,000 210,000 0 

校友会本部補助金収入 100,000 90,000 -10,000 

行事補助陵友会負担金 0 0 0 

雑収入 0 0 0 

前期繰越金 380,160 380,160 0 

収入合計 770,160 833,660 63,500 

 

 

 

支

出

の

部 

 

 予算 実績 差異 

総会費・懇親会費 0 0 0 

通信費 190,000 157,300 -32,700 

振込手数料負担金 5,000 9,971 4,971 

消耗品費 5,000 9,900 4.900 

会合費 45,000 0 -45,000 

印刷費 70,000 23,650 -46,350 

旅費交通費 20,000 0 -20,000 

行事補助金 45,000 20,000 -25,000 

支出合計 380,000 220,821 -159,179 

 次期繰越金 390,160 612,839 222,679 

 

次期繰越金の内訳 

現金 19,047 

ゆうちょ銀行振替口座 593,792 

合計 612,839 

 

会計監査報告書 

令和 3 年 5 月 28 日に会計監査を行った結果、以下の

通りご報告申し上げます。現金出納帳、振替口座出

納帳、領収書等の帳票類は適正に記帳、管理されて

おり 2020 年度収支計算書は正確かつ適正であると認

めます。 

大阪府立大学名古屋校友会 

監事 加藤正樹 

 

2020年度事業報告（令和 2.4.1～令和 3.3.31） 

活動内容、開催回数、参加延べ人員 

・名古屋校友会役員会幹事会 zoom会議、4回、30人 

・本学理事会及び評議員会 zoom会議、3回、13人 

・名仙会ゴルフコンペ、2回、18人 

2021年度収支予算案 

（令和 3.4.1～令和 4.3.31） 

単位：円 

 

 

 

収

入

の

部 

 予算 前年実績 差異 

総会参加費合計 

  会員参加費 

 その他関係者参加費 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

活動協力金 60,000 153,500 -93,500 

校友会本部支援金収入 210,000 210,000 0 

校友会本部補助金収入 90,000 90,000 0 

行事補助陵友会負担金 0 0 0 

雑収入 0 0 0 

前期繰越金 612,839 380,160 232,679 

収入合計 972,839 833,660 139,179 

 

 

 

支

出

の

部 

 

 予算 前年実績 差異 

総会費・懇親会費 0 0 0 

通信費 190,000 157,300 32,700 

振込手数料負担金 10,000 9,971 29 

消耗品費 10,000 9,900 100 

会合費 0 0 0 

印刷費 30,000 23,650 6,350 

旅費交通費 20,000 0 20,000 

行事補助金 70,000 20,000 50,000 

支出合計 330,000 220,821 109,179 

 次期繰越金 642,839 612,839 30,000 

 

行事補助金内訳 

同好会名・行事名 予算金額 備考 

中もず懇話会 

名仙会コンペ 

囲碁同好会 

麻雀同好会 

山遊会ハイキング 

ビアパーティー 

忘年会或いは新年会 

10,000 

20,000 

5,000 

10,000 

5,000 

10,000 

10,000 

年 1 回開催 

年 2 回開催 

年 6 回開催→年 2 回開催 

年 2 回開催→年 1 回開催 

年 2 回開催→年 1 回開催 

8 月開催 

年末或いは年始開催 

小計 70,000  

行事補助金は、ワクチン接種の進展を考慮し、囲碁同

好会、麻雀同好会、忘年会或いは新年会の開催を織り

込みました。               以上 

編集後記             名古屋校友会幹事      

 仲谷哲郎（79 年工・機械）  

コロナに翻弄された 1 年でしたが、2 年連続の総会

中止は避けるべく、初のオンライン総会を計画しま

した。新年度に入り、同窓会活動活性化とオンライ

ン総会の予行演習を狙いに、Zoom フル活用のオンラ

イン懇話会や懇親会(呑み会)を企画しています。 

会報作成、イベント管理などは IT 利用を進めてお

り、校友会運営に役立つ IT 手法を模索しています。 

皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 

（海外からの参加も歓迎です） 


