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大阪府立大学 名古屋校友会 会報 第 11 号 2022年（令和 4 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） 

 

名古屋校友会会員の皆様におかれ

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。 

一昨年、昨年と新型コロナウイル

スの発生により、各種活動の中止を余

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。 

昨年の活動は、10 月に総会がオンライン開催され、

従来通り開催された活動は屋外で行われる名仙会ゴル

フ会のみでした。しか しながら、幹事の皆さんの努

力により、「なかもず懇話会」が 3回開催されるなど、

年間で延べ 170人程度の会員の皆さんの活動へのご参

加をいただきました。通常活動が行われた 2019 年が

延べ 200人程度でありましたので、コロナ禍の中、オ

ンラインを活用し大いに活動していただいたのではな

いかと思っております。 

本年の総会は、10 月にリアル開催を計画しており

ます。来年こそ、通常総会、通常活動の本格的再開を

果たしたいものだと思っております。 

さて、大阪公立大学が 4月に開学し、府大と市大の

同窓会会員を会員とする大阪公立大学校友会が 6月に

設立されました。今後、府大と市大の同窓会組織の再

編が具体的に進められます。当面は現状の府大と市大

の同窓会組織がそのまま存続し活動を継続していきま

すが、大阪公立大学大学院入学者が卒業する 2年後、

大阪公立大学学部入学者が卒業する 4年後には、卒業

生の受け皿として、大阪公立大学校友会としての地域

組織が必要になります。 

我々名古屋校友会と重なる市大の地域組織としては、

愛知支部と三重支部があります。岐阜支部は無く、岐

阜は愛知に含まれているとのことです。今後、新しい

大阪公立大学校友会の体制、会則等を確認しつつ、市

大支部との話し合いを進めてまいります。 

いずれにいたしましても、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が継続されること、

世代を超えた気軽で明るく楽しく和気あいあいの参加

の広がりだと思っております。今後とも会員の皆様の

ご理解、ご協力、活動へのご参加、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 

大阪公立大学 学長 辰巳砂 昌弘 

 

皆さま、お変わりございません

か。皆さまには、昨年この紙面で

ご挨拶させて頂いた後、10 月 3

日の総会で、オンラインではあり

ますが「全固体電池と新大学」と

いうタイトルで講演、交流させて

頂き、嬉しく思っています。いつ

も大学運営にご協力・ご支援賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、この 4月、大阪府立大学は大阪市立大学と統

合し、大阪公立大学が開学しました。4 月 11 日には

大阪城ホールにて、文部科学大臣、大阪府知事、大阪

市長の臨席の下、開学記念式典を、また、3,000 名を

越える新入生が出席し第 1回入学式を開催しました。

保護者や同窓会関係の皆さまにもご出席頂きたいとこ

ろ、コロナ感染防止のため、人数を制限して開催しま

した。 

ここ 2年間、前期授業はオンラインを余儀なくされ

てきましたが、今年は対面授業中心でスタートし、そ

の状況が続いています。研究活動や課外活動も制限を

緩和しながら、比較的平穏に教育研究活動を行えてい

ます。このように、新大学をスムーズにスタートでき、

学長としてまずはほっとしています。また、3 年ぶり

にキャンパス内が学生で溢れ、大学らしさが戻ってき

たことを嬉しく思っています。6 月には久しぶりに対

面での第 61 回友好祭を、7 月には 3 年ぶりに第 70 回

都立大戦を中百舌鳥キャンパスで開催しました。学生

は 1 年生が大阪公立大学生、2 年生以上は大阪府立大

学生と大阪市立大学生になりますが、1 年生と先輩た

ちが協力して活動している姿を目にし、私も大変ワク

ワクしました。このように多様性に富んだキャンパス

で、3 大学の学生の連携によって、新大学が大いに盛

り上がることを期待しています。 

同窓会に関しては、新大学の同窓会組織として大阪

公立大学校友会が設立され、その記念すべき第１回総

会が 6 月 11 日に開催されました。また、新しい基金

制度「大阪公立大学・高専基金」が立ち上がり、お馴

染みの大阪府のふるさと納税を利用した新つばさ基金

と、直接寄付の新夢基金が柱となっています。皆さま

には、創基 140年記念事業に多くのご寄附を頂戴し、

誠に有り難うございました。引き続き、新基金でもこ
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の事業にご支援賜りますようお願い申し上げます。11

月には、中百舌鳥キャンパスにて対面でのホームカミ

ングデーを企画しています。皆さまにも結集頂けるこ

とを願っています。 

皆さまの益々のご健勝とご発展を祈念し、新大学に

対しましても、母校同様、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  

大阪府立大学 校友会会長 仁科 亮子 

 

名古屋校友会の皆様、大阪府

立大校友会会長として、ごあい

さつをさせていただきます。 

私は、名古屋校友会総会には、

副会長として出身の大阪女子大

同窓会斐文会理事長を務めてお

りました頃に、2 度出席させて

いただいております。当時は、

斐文会名古屋支部の会員が出席することを条件に、斐

文会理事会で承認を受けた上での出席でした。地元企

業の同窓生から、貴重なご講演を聞かせていただき、

皆様方が楽しく集われているのが、強く印象に残って

おります。 

本年 4月に大阪公立大は発足致しました。大阪府立

大、大阪市立大同窓会は、2020 年 7 月から、両大学

同窓会のメンバーが参加した同窓会統合の検討を経て、

6 月 11 日に設立総会を開催し、大阪公立大校友会と

して発足致しました。 

府大校友会は、府大の在学生支援、単位、地方同窓

会の支援など継続して行うため少なくとも３年間は、

存続致します。 

大学統合に伴い、大学の組織は大きく変わりました

が、同窓会の事務局も組織の再編により、大学とは独

立した運営を行うようになりました。事務局長は、公

立大校友会と兼務となり、発足後、3 か月になります

が、事務局長が兼務となったことで常に公立大校友会

との情報共有、連携が比較的スムーズにできていると

思います。 

実は、事務局長も大阪女子大卒業生で府大校友会の

歴史も現状についても認識は乏しく、前任者のご支援

を受けながらようやく、6 月に理事会、評議員会を開

催し、今年度の事業計画、予算を承認していただき、

新たなスタートを開始した所です。 

全体として取り組む在学生の支援はもとより、単位、

地域同窓会に対する支援は継続して行ないます。 

この２年間、新型コロナ感染者の増大に伴い、同窓

会も含めてほとんどの会合がオンラインにより運営さ

れ、対面で親しくお会いする機会が圧倒的に減少しま

した。 

11 月 5 日には中百舌鳥、杉本両学舎でホームカミ

ングデーの開催が計画されております。また、来年の

府大創基 140年を迎える基金や事業も引き続き行われ

ます。同窓会として、これらの事業運営が円滑に行わ

れるよう引き続き尽力していきたいと考えております。

名古屋同窓会の皆様のご協力、ご支援をよろしくお願

い致します。 

名古屋校友会活動報告  

2021 年度はゴルフを除くリアルな活動は全て中止と

なりましたが、役員幹事会をはじめ、なかもず懇話会、

総会・懇親会は全てオンラインで開催しました。 

（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 77 回名仙会 11 月 6 日(土)   

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(73 年工･電子)  

 
第 78 回名仙会 3 月 10 日(木) 

富士カントリー可児クラブ・美濃ゴルフ場 

優勝：井上 儕さん（70 年工･経工） 

 
第 79 回名仙会 6 月 2 日(木) 

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（65 年経済） 
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（２）オンラインなかもず懇話会 

第 1 回 2021 年 5 月 15 日（会報第 10 号掲載済） 

第 2 回 2021 年 7 月 24 日（会報第 10 号掲載済） 

第 3 回 2021 年 9 月 23 日 

オンライン総会を直前に控え、本年度第 3 回オンラ

イン懇話会を開催しました。 

・講演テーマ： 

「東京オリンピック 放送席から伝えた激闘」 

・講師：別井敬之さん(2000 年経済学部卒業) 

別井さんは日本放送協会（NHK）入局後、野球を

中心に競泳、ロードレース、柔道などスポーツ実況ア

ナウンサーとしてキャリアを重ね、現在名古屋放送局

で活躍中です。今回の東京２０２０オリンピックでは、

ソフトボール、競泳(大橋悠依選手が金メダルを獲得

した 400m 個人メドレーなど)、男子マラソンの実況

を担当されました。放送席から見た大会の模様を熱く

伝えて頂きました。 

校友会から上田会長、津戸副会長、地域同窓会から

東京山田会長、広島岩本会長、岡山黒田会長、大学か

らは中井卒業生室長にもゲスト参加頂き、参加者 31

名と賑やかな懇話会となりました。 

 
 

（３）オンライン総会（2021 年 10 月 3 日） 

2 年連続総会中止を避けるべく、2021 年の総会は

10 月 3 日 ZOOM 活用のオンラインで開催しました。 

大阪府立大学から辰巳砂学長、柳事務局長、中井卒

業生室長、校友会から上田会長、津戸副会長、仁科副

会長、白鳥会から浅井会長、地域同窓会から東京山田

会長、広島岩本会長、岡山黒田会長、また従来から交

流のある東京都立大学同窓会中部支部から大西会長・

宮本幹事長、計 12 名の来賓をお招きし、地域同窓会

初のオンラインによる総会＆懇親会となりました。

2019 年のリアル総会 76 名と比べ、今回参加者は総

勢 43 名とオンライン総会参加のハードルは思いの他

高かったようです。 

 

第 1 部ではリアル総会に準じた式次第で進行。総

会、柳事務局長の大学近況報告の後、記念講演は「全

固体電池と新大学｣と題して、辰巳砂学長にお話し頂

きました。なにぶん前例のない、初めてのオンライン

総会であり、事前作成のシナリオに沿ったリハーサル

を実施。Zoom のチャット、挙手、投票、ブレークア

ウトルーム等、Zoom に不慣れな参加者を考慮し、

Zoom の各種機能の使用不使用を決定し本番に臨みま

した。司会者を含むメンバー数名でスマホ LINE に

よるグループを編成。Zoom ギャラリービューの位置

固定、式次第他総会資料の表示、総会決議事項の賛成

（拍手）カウント、学長記念講演のチャットによる質

問の抽出等、裏方のバーチャル事務局で対応しました。 

第 2 部懇親会では、来賓の挨拶の後、講演に対す

る熱心な質疑の結果、時間の関係でブレークアウトル

ームに分かれての会員懇談は実施できませんでした。 

参加者の皆様にご満足頂けたか不安はありますが、総

会後来賓の方々から以下のような暖かいメッセージを

頂戴しました。 

「大変上手くオーガナイズされたオンライン会議で、

感服いたしました」 

「大変充実した WEB による総会・懇親会でとても良

かった」 

「学長の興味深いご講演と、会員の皆様の活発な意見

交換など盛会でした」 

「地域同窓会初のオンライン総会開催、また皆様のき

め細かい準備に敬意を表するところです」 

「参考にさせていただき、地域同窓会を時代の変化に

対応した有意義なものにして行きたい」 

今年の総会はリアル開催を計画しています。皆様の

積極的ご参加をお待ちしています。 

 
 

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。 

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 
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会員投稿 

（１） 名古屋校友会 副会長就任挨拶 

名古屋校友会副会長 堀江 正樹(73 年経済) 

 

昨年、名古屋陵友会会長に就任し

あわせて名古屋校友会副会長に就任

いたしました。今後ともよろしくお

願いいたします。私は、昭和４８年

に経済学部を卒業して直ぐに会計事

務所（監査法人）に就職しました。

元来は、大阪生まれの大阪育ちです

が、縁があり名古屋に住むことになり既に４０年以上

となります。これと言って自慢できるような趣味はあ

りませんが、飲み会があればお誘いください。 

 昨今は、一昨年の２月頃よりコロナが感染拡大した

ことが原因で行事などを開催するのが困難と言う状況

でありましたが、最近は感染も落ち着いてきており今

後は校友会総会もリアルで開催でき、行事も活発化に

なる事が期待されます。 

 大阪公立大学の設立に関して、大阪市立大学同窓会

組織の統合に関しては、全学同窓会レベルでは既にご

存じだと思いますので省略させて頂きますが、文科系

学部（商学部・経済学部・法学部・文学部）の同窓会

組織は大阪市大の同総会組織である「有恒会（ゆうこ

うかい）」と統合し、将来的に、陵友会の名称を残す

か否かなどの議論が行われています。統合に反対する

陵友会会員もおられるとおもいますが、将来的に今後

の同窓会組織を担って頂くことになる平成・令和年度

卒業生の同窓会組織の事を考えると発展的解消であり、

旧来の大阪府立大学では交流できなかった法学部や文

学部の方とのコミュニケーションの場が増えたと前向

きに考えたいと思います。 

 これからの同窓会組織の在り方としては、「若い

方」に積極的に参加して頂ければと思いますが、今は、

各人の興味を持つ対象も多様になり同窓会組織も年齢

的には日本の人口動向と同様な傾向で「高齢化」して

おります。今後の、名古屋校友会は統合後の活動は変

化せざるを得ないと思いますが、可能な限り、若い方

が参加して頂けるような魅力のある同窓会組織を目指

したいと考えております。 

 

（２） 素人落語で気分転換 高速亭ぱんく 

名古屋校友会会長 伊藤 聡(79 年工・船舶) 

 

現在、残念ながら、

大阪府立大学落語研

究会はありません。

当時は「百舌鳥亭」

「狐狸多家」「高速

亭」などの亭号があ

り、「高速亭」は大

学近くの泉北高速鉄

道にちなんでという

ことのようです。

「ぱんく」という名

は、先輩に勝手につ

けられたものです。 

私は、現在も、大学時代と同じ高座名で落語をしてい

ます。 

永年勤めた会社を退任後、別の会社に就職し、若干

時間的余裕ができた 2018 年に、私が大学時代に落研

にいたことを知っている地元の社会人落語家から声を

かけられたのがきっかけでした。社会人になってから

全く落語をしていない、素人という気楽さから取り組

むことにしました。とは言え、実に 40 年ぶり、ネタ

は全く覚えていないし、ネタ原稿もなし。困ったとき

の先輩頼みで、落研先輩の桂文喬師匠(三代目桂小文

枝に入門、府大ホームカミングデーファイナルにも出

演)に連絡し、とりあえず「持参金」のＣＤとネタ原

稿を送ってもらい練習開始。 

それ以来、仕事の関係で出演を断ったり、コロナ感

染で全く落語会が開かれない時期もありましたが、

2019 年から 2021 年の間で 30 回ほど、高座に上がり

落語をさせてもらいました。現在は、西三河を中心に

活動している社会人落語メンバー10 人程度の「笑門

来福落語の会」に所属しています。今年は、コロナ感

染の柔軟対応も進み、月に 2 回は高座に上がってい

ます。私が落語をする場所は、主に地元の集会所、公

民館、寺院などで観客は中高年齢者、殆どがおばぁち

ゃん、私もおじいちゃんですが、主にボランティアで

活動しています。 

心や体に効用のある笑いで喜んでもらい、ひととき

の面白く楽しい時間を過ごしていただく、自らもそれ

によって満足できれば、それに越したことはない。 

そして、たくさんの人と接する機会を持つことができ

る。自分の心と体にも良いことではないかと思ってい

ます。 

徐々に演目も増え、現在は「持参金」「壺残」「天

狗裁き」「鷺とり」「御神酒徳利」「化物つかい」

「茶漬えんま」「新世帯念仏」などです。まだまだ、

足りません。ただ、年のせいか 20 分程度の演目を覚

えるのに苦労しています。年に 2 つは覚えようと思

いますが、まず、演目を決める、ネタ原稿をつくり覚

える。YouTube や DVD でプロの振りや抑揚、間を練

習する。マクラを考え覚える。それを繰り返して、と

いうことですが、色々と雑用もあり集中できないのが

実情です。 

今、年とともに気になり、心配なのが、記憶力、活

舌、声量です。いつまで活動できるか、わかりません。

いつまでも素人ですが、マイペースで高座の前には失

礼のないように練習を重ね、常にベターな状態でお客

様に聞いてもらいたいと心がけています。 
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★2021 年度収支計算書、2021 年度事業報告、2022 年

度収支予算案については、改めて本年度総会で報告

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。 

 

2021年度収支計算書 

（令和 3.4.1～令和 4.3.31） 

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 60,000 157,758 97,758 

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 98,000 8,000 

行事補助陵友会負担金 0 0 0 

雑収入 0 0 0 

前期繰越金 612,839 612,839 0 

収入合計 972,839 1,078,597 105,758 

 

 

 

支

出

の

部 

 

 予算 実績 差異 

総会費・懇親会費 0 0 0 

通信費 190,000 182,490 -7,510 

振込手数料負担金 10,000 10,966 966 

消耗品費 10,000 0 -10,000 

会合費 0 0 0 

印刷費 30,000 36,850 6,850 

旅費交通費 20,000 0 -20,000 

行事補助金 70,000 10,000 -60,000 

支出合計 330,000 240,306 -89,694 

 次期繰越金 642,839 838,291 195,452 

次期繰越金の内訳 

現金 19,047 

ゆうちょ銀行振替口座 819,244 

合計 838,291 

 

2021年度事業報告（令和 3.4.1～令和 4.3.31） 

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、47人 

・なかもず懇話会 zoom会議、3回、59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 

 

○令和 4 年 5 月 11 日、名古屋校友会加藤正樹監事に

よる会計監査が行われ、2021 年度収支計算書は正確

かつ適正であると認められました。 

 

2022年度既実施事業（令和 4.4.1～） 

・拡大役員会幹事会 zoom会議、3回、29人 

・なかもず懇話会 zoom会議、1 回、12 人 

・名仙会ゴルフコンペ、1 回、10 人 

 

2022年度収支予算案 

（令和 4.4.1～令和 5.3.31） 

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 

337,000 

325,000 

12,000 

0 

0 

0 

337,000 

325,000 

12,000 

活動協力金 80,000 157,758 -77,758 

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 98,000 2,000 

行事補助陵友会負担金 0 0 0 

雑収入 0 0 0 

前期繰越金 838,291 612,839 225,452 

収入合計 1,565,291 1,078,597 486,694 

 

 

 

支

出

の

部 

 

 予算 前年実績 差異 

総会費・懇親会費 500,000 0 500,000 

通信費 190,000 182,490 7,510 

振込手数料負担金 10,000 10,966 -966 

消耗品費 10,000 0 10,000 

会合費 50,000 0 50.000 

印刷費 37,000 36,850 150 

旅費交通費 10,000 0 10,000 

行事補助金 85,000 10,000 75,000 

支出合計 892,000 240,306 651,694 

 次期繰越金 673,291 838,291 -165,000 

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 

10,000 

20,000 

5,000 

10,000 

10,000 

年 1 回ﾗｲﾌﾞ開催＋ｵﾝﾗｲﾝ 

年 2 回開催 

年 6 回開催→年 2 回開催 

例年通り年 2 回開催開催 

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 85,000  

行事補助金は、囲碁･山遊会を除き、その他活動はほ

ぼ例年通りの開催を織込み。 

   以上 

編集後記 

       名古屋校友会幹事  

仲谷哲郎（79 年工・機械） 

コロナウィルスは収束していませんが、大阪公立

大学は始動しており、さらなる発展のため産学連携

が課題となっています。校友会の役割も重要になっ

てきます。名古屋校友会ではクラウド情報共有を取

入れ、本会報も効率的に作成できました。このよう

なデジタルとリアルな活動を組み合わせた企画をし

ていきます。今年はリアル総会開催を実現したく。

皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 

 


