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大阪府立大学 名古屋校友会 会報 第 8号 2019年（平成 31年）4月発行 

 

 

名古屋校友会会長挨拶 

名古屋校友会会長 伊藤 聰（工 S54年） 

 

名古屋校友会の皆様、日頃は大阪府

立大学校友会活動並びに名古屋校友会

活動にご支援ご協力を賜り感謝申し上

げます。私は、昨年 6 月の名古屋校友

会総会で津田前会長の後任として、会

長を仰せつかりました。若輩者でござ

いますが、今後とも宜しくお願い申し

上げます。僭越ながら、誌面をお借りし、自己紹介並

びにご挨拶を申し上げます。 

 私は、昭和 54 年に工学部船舶工学科を卒業いたし

ました。卒業当時は、オイルショックの真只中、船舶

関係の就職先は極わずか、成績も悪く、郷里の愛知県

に帰り地元の総合小売業に入社しました。会社では、

工学部出身ですが人事関係など業務畑の仕事を長く務

め、昨年５月に退職いたしました。4 年間至誠寮に住

み、落語研究会に所属しておりました。 

この間、名古屋校友会のゴルフ、麻雀、ハイキング、

なかもず会などに参加させていただき、諸先輩の皆さ

んとともに楽しく活動させていただいております。 

 名古屋校友会は本年の６月総会で第 20 回を迎える

ことになります。色々なご苦労話をうかがっておりま

すが、これもひとえにこれまで名古屋校友会活動に関

わられた諸先輩のご尽力の賜物と感謝申し上げます。

また、本年は新元号となり、公立大学法人大阪が設立

され、府大、市大の統合に向け具体的に動き出すなど、

新しい時代の幕開けと言っても過言でない節目の年を

迎えております。 

現在、愛知、岐阜、三重在住で名古屋校友会未登録

の卒業生は約 1,200 人おられますが、現在、その皆様

に何ら情報提供ができていないところです。大変心苦

しく思っております。人生 100 年時代と言われており

ます、今後は、未登録の皆様にもアプローチを行い、

今まで以上に校友会活動の輪が広がり、盛り上がり、

繋がりが持てるようにして参りたいと考えております。

力不足かと存じますが名古屋校友会役員各位とともに、

力を合わせて努力していく所存です。どうか会員の皆

様の一層のご理解ご協力ご参加をお願い申し上げます。 

 

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、

元気にご活躍のことと思いま

す。また日頃から校友会をご

支援していただきまして、あ

りがとうございます。名古屋

校友会は、本年創立 20周年を

迎えると伺いました。これか

らもますますご活動を深めていかれることでしょう。

期待しています。校友会も創立後 10年目を迎えました。

東野前会長の後を継いで、私が 2018年 9月から校友会

会長を務めさせていただいています。校友会会員は、

名古屋市を中心として中部地域にもたくさんおられま

す。名古屋校友会を盛り上げていただけると、校友会

全体の前進に大きな力となりますので、同窓生情報を

共有して、相乗効果を増大させていきましょう。毎年

名古屋校友会総会に出席させていただく度に、名古屋

の街のエネルギッシュな展開を目の当たりにしていま

す。大阪とは違った名古屋の空気やみなさんとのなご

やかな交流は、新鮮な活力の源を与えてくれます。名

古屋校友会の有効な取り組みは、校友会も取り入れて

いきたいと思います。この機会に校友会の主たる活動

を紹介させていただきますと、(1)年 2回の評議員会・

理事会の開催、(2)活躍する同窓生を招いて講演してい

ただく校友懇話会、(3)卒業生による就職セミナーと懇

談会、(4)学業優秀な学生への白鷺賞副賞の贈呈、(5)

ビジネスアイデアコンテストでのグランプリ校友会賞

の贈呈、(6)地域同窓会・単位同窓会への支援金支出、

(7)卒業生と在学生が夢を語って交流する「夢こもん

ず」の開催、(8)在学生の保護者のためのオープンキャ

ンパスの支援、(9)ホームカミングデーの共催などを行

ってきました。歴代の校友会会長から受け継いできた

方針は、大阪府立大学が築いてきたブランド力をさら

にアップさせることです。そのためには、名古屋校友

会などの地域同窓会の役割が大きな鍵を握っています。

多くの同窓生どうしが密に交流しやすい仕組みを工夫

し、なじみやすい校友会を目指していきたいと思って

いますので、名古屋校友会のみなさんには、今後とも

温かなご支援と厳しいご助言をいただければ幸いです。 

編集・発行 大阪府立大学名古屋校友会広報委員 

な か も ず 
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前学長挨拶 

公立大学法人大阪 理事 辻 洋 

 

各名古屋校友会の皆様、私は、

この 3 月末をもちまして、2 期 4

年の任期を終了し、理事長・学長

を退くことになりました。4 月か

らは、新設される公立大学法人大

阪の本部の一員として、大阪府立

大学・大阪市立大学・大阪府立大

学高専の学学連携、さらには国際交流・地域連携・産

学官連携などを担当します。 

さて、昨年は、大阪北部地震、西日本集中豪雨、台

風 24 号など大きな災害が立て続けに大阪を襲いまし

た。キャンパスも大きな被害を受けましたが、幸い、

教職員・学生が怪我をすることはなく、ほっとしてい

るところです。11 月には、2025 年に大阪で万博が開

催されることが決まりました。テーマは「いのち輝く

未来社会のデザイン」です。 

1970 年に大阪万博が開催された当時は、地下鉄網も

まだ整備されておらず路面電車やトロリーバスが残っ

ていて、スマホもなく、電話番号を数多く暗記してい

た時代でした。１ドルが３６０円の固定為替制度で「海

外に行くのは夢のまた夢」、英語で会話をしたことはな

く、万博に来た欧米人は皆同じ顔に見えていました。 

昭和時代の後半は、生活が豊かになるとともに公害

が大きな問題になっていました。寮や社宅は、社員確

保のためだけでなく投資のために整備していた時代で

した。社員の研修も充実していて、大学で勉強しなか

ったぶん、会社で教えてもらえるというありがたい時

代でした。終身雇用、年功序列を前提にしていた一方

で、男女の雇用条件が大きく異なっていた時代でした。 

平成時代は、大学の進学率も年々高くなり、車を所

有する人も増え、一家にあるエアコンの台数も増え、

まさに成長時代でした。大学で教えることも学ぶこと

も「成長」を前提とした学問でした。 

先の万博から平成の時代までの教育・研究が「成長・

開発・消費」だとすると、次の万博さらにその後に向

けては、間違いなく「成熟・持続・循環」がキーワー

ドになるでしょう。元東京大学総長の小宮山宏先生か

らは、車もエアコンも日本国内に行きわたっている飽

和時代という話を聞いたこともあります。平成が終わ

りを告げようとしている今、これまで以上に多様性・

異文化融合・グローバル化を大切な柱として大学もま

だまだ改革が続きますが、引き続きご支援をよろしく

お願いします。 

 

 

 

大阪府立大学新学長について 

 

いよいよ本年４月１日、「公立大学法人大阪府立大

学」と「公立大学法人大阪市立大学」を統合し、新た

に「公立大学法人大阪」が発足します。まず知事が新

法人理事長を任命し、その理事長が大阪府立大学の学

長を指名するという手順になります。本年 2 月公立大

学法人大阪府立大学は、次期学長候補者として、学外

委員を含む選考会議における選考の結果、上記本年４

月に発足する「公立大学法人大阪」理事長予定者（西

澤良記大阪市立大学前学長）に対して、辰巳砂（たつ

みさご）昌弘本学工学研究科長を推薦することを決定

しました。この会報が皆様に届く頃には、大阪府立大

学新学長は、新法人の理事長により任命され、同時に

法人の副理事長に就任される予定です。 

※ 新設される法人は、大阪府立大学と大阪市立大学

の両大学を運営していくものであり、法人統合後も、

大阪府立大学と大阪市立大学は存続します。今後 2022

年 4 月新大学設置を目指して、大学統合の検討が進め

られます。 

 

名古屋校友会活動報告  

（１）名古屋校友会総会(2018.6.3) 

開催場所：名古屋商工会議所 2F名商グリル 

大阪府立大学から辻学長、柳理事、上田卒業生室長、

近藤経済学科長、奥野名誉教授、武田名誉教授、校友

会から津戸副会長、白鳥会から真砂会長、東京同窓会

から山田会長・竹本副会長、計 10名の来賓をお招きし、

総勢 57名の出席者で、平成 30年度総会・懇親会を盛

大に開催しました。 

総会、大学近況報告の後、恒例の講演会は、本学卒

業生のトヨタ自動車常勤監査役の香川佳之氏（工機械
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S58年）をお迎えし、「電動化・知能化・情報化による

クルマの変革」と題して、コネクティッドカーの最新

の取組について講演頂きました。懇親会では地元老舗

の名古屋観光ホテル直営店で味には定評のある名商グ

リルの料理に舌鼓を打ちながら、旧交を温めて頂きま

した。最後に学生歌斉唱、記念撮影でお開きとなりま

した。名古屋校友会では年 1回の総会の他に、メール

会員の皆様には、ゴルフ、麻雀、囲碁、ハイキング等

趣味の会や、ビアパーティー、なかもず会（講演会）

など、メールでご案内しています。メール未登録の方

は是非下記宛てご連絡ください。 

連絡先：名古屋校友会幹事長 岡野 勝（工 S49年） 

MAIL：okano.masaru09031218@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）なかもず会(2018.12.9) 

名古屋校友会幹事 津田廣一（工 S51年） 

 

 山屋としての憧れ“エベレスト”を見ようと、今春、

デンソーの仲間とネパールへ飛んだ。なかもず会担当

の私は、この時の事を皆さ

んに紹介しようと、忘年会

の前に 45 分の時間を頂い

た。平成 30 年 12 月 9 日

（日）17 時 15 分から、「エ

ベレスト街道を歩く」とい

うテーマで 17 日間(4/21～

5/7)のトレッキングの講演

を行った。6000ｍを超える

山々と地元の人の生活道で

もある街道で写した写真を

中心に、この時の体験談をお話した。ど素人の拙い講

演だったが、楽しんで聴講して下さり、この後の忘年

会においても、

多くの質問も出

てトレッキング

や山の話で盛り

上がった。楽し

い講演・忘年会

であった。 

  

 

（３）ホームカミングデー(2018.11.5) 

「四地域同窓会合同ＰＲ」 

 

 今年はホームカミングデーのウエルカムパーティー

会場（体育館）の一画

に展示ブースを設け、

東京、名古屋、岡山、

広島の 4同窓会がそれ

ぞれスライドを作成し

ＰＲを行いました。ま

た、4 地域合同でそれ

ぞれの活動内容を記載

したパンフレット 

を作成し参加者全員 

に配布しました。 

 

（４）名古屋城本丸御殿・金鯱横丁 

見学ハイキング(2018.10.21) 

（首都大中部支部＆府大名古屋校友会共同企画） 

名古屋校友会幹事 津田廣一（工 S51年） 

 

首都大殿からのお誘

いに、面白い企画だと合

同ハイキングをする事に

決めた。 

私も、興味を持った妻

と一緒に参加。集合場所

で皆さんと落ちあって昔の名残を残すかの様な金鯱横

丁を通り、名古屋城へ。名古屋まつりの日とあって、

入場無料という粋な計らい。“ラッキー“とは思ったが、

人、人、人。入場待ちの行列最後尾に並ぶ。首都大の

世話人のＭさんが、名古屋城に関するお楽しみクイズ

のヒント解説で、待ち時間を楽しくさせてくれる。よ

く勉強されているな。“凄い” 

お蔭で退屈せずに中に入る事が出来た。中は、すご

く綺麗で教科書に出ていた様な国宝の襖絵やら、天井

絵などに圧倒された。名古屋城見学後、イタリアンレ

ストランで喉を潤して美味い料理に大満足の 1日であ

った。 

 

（５）佐布里池梅林ハイキング(2019.3.2)  

名古屋校友会幹事 津田廣一（工 S51年） 

 

佐布里池（そうりいけ）

の梅林（約 5700 本の梅林

で愛知県内一との事）を知

り、軽ハイキングを計画し

た。10 時に寺本駅に集合し

た 5 人は、信濃川沿いの 4

展示ブース前で左から、東京、岡山、 

名古屋、広島の各地域同窓会会長 
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ｋｍの遊歩道をゆっくり歩く。天気快晴で、汗ばむほ

どだ。遊歩道の花も楽しみつつ、休憩も挟んで、佐布

里池へ。梅まつり会場は梅林を見に来られた人々で満

員だ。それぞれに梅林内を散策。帰りはバスと電車で

金山へ。有意義な 1 日を過ごすことが出来た。 

 

（６）ゴルフ同好会（名仙会） 

  名古屋校友会幹事 佐々木 康年（工 S48年） 

 

第 71 回名仙会 6 月 1 日 富士可児・美濃ゴルフ場 

優勝：池田年さん 

 

第 72 回名仙会 11 月 16 日富士可児・美濃ゴルフ場 

優勝：佐々木康年さん 

 

 

（７）麻雀大会 

  名古屋校友会幹事 佐々木 康年（工 S48年） 

 

第 8回麻雀会 1 月 26 日（名古屋駅前麻雀ウイング） 

優勝：楠部光男さん

 

（８）囲碁同好会 

名古屋校友会幹事 木本 攻（経 S43年） 

 

囲碁同好会はＨ２７年有志６名でスタートしました。 

以降、Ｈ３１年の２月で、２４回目をむかえました。 

毎回１０名前後の参加者で、内容は下記の通りです。 

 

日 時）偶数月の第２土曜日 １３時～１６：３０ 

  但し２か月前の予約が一杯の場合は第３土曜日 

場 所）上前津「名古屋市・中・生涯学習センター」 

費 用）無料。名古屋校友会から応分の援助を受けて 

内 容）池田 年（４１年経済）五段による講習。 

その後、各自２～３局の対局。 

「ゆったりと 囲碁ファーストで 老いを往く」 

「一碁一笑」「晴ゴ雨碁」。ＮＨＫ Ｅテレ囲碁講座より 

興味ゆとりのある方、一度お顔を出してみて下さい 

 

 

会員投稿 

（１）「植木剪定歴６年経過して」 

名古屋校友会幹事 井上 格（経 S44年） 

                             

六十六歳で現役を引退し名古屋市シルバー人材セ

ンターの植木剪定研修を受け六十七歳から天白区の植

木剪定班に所属し六年間で八百件近くの物件をこなし

てきましたが、その間時代の「流れ」や「改革」の中

で我々剪定の世界に大きな変化が生じて来ています。 

 まず「流れ」に関してですが、施主の高齢化による

施設入所や死亡で庭の放置そして更地化等で庭が消え

て行っています。子供が実家を継がなくなって来てい

る事と継いでもお金の掛かる松等の樹木を伐採したり、

駐車場を広げたり庭が小さくなり赴きが様変わりして

いる（特に日本風庭園が消えている）のが世の中の顕

著な流れです。 

 次に「改革」に関してですが、定年延長や再雇用等

で人材センターへの申込者の高齢化（六十五から七十

歳、前に比べ五から七歳高齢化）が進み且つ減少して

おり、体力の関係で実労働年数が減り一人前になった
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時には後期高齢者となってしまい後進の指導にも支障

をきたし、組織の弱体化に繋がって来ると思います。 

 全体的には以上の様な状況下ですが、私たちの班の

人員構成や活動をお話します。班の構成員は六十五歳

から八十四歳の九名で平均年齢は七十三歳のチームで

す。各自の前職は公務員、旋盤工、自動車修理工、植

木屋、営業マン、農業者、技術者等バラエティーに富

んでいます。班の運営は徒弟制度そのもので下からの

積み上げで技能を磨き五年間位かけて一人前に昇って

いく仕組みです。経験がものを言う世界ですから致し

方ありません。また一人前なったと言ってもセンスの

問題は依然として残るので、より一層の努力でカバー

しなくてはなりませんし怪我にも注意を払わねばなら

ず最悪死亡事故も起こり得ます。 

それでもこの仕事が気に入っているので体力の続く

限り楽しく頑張って行こうと思っている今日この頃で

す。 

 

 

（２）英会話 なんぼのもんや！ 

名古屋校友会幹事 杉元民夫（工 S46年） 

 

 古希を過ぎたおっさんの独断と偏見の駄文 

① 20 年以上前、上海のホテルのレストランで、水が

欲しくて 

「Excuse me, Could you bring me a glass of 

water？」  

 ウエイトレスはきょとんとしていたので、空のグラ

スを見せて、目を合わせたら 

 にこりとして水を注いでくれました。 

② これも 20 年以上前、エジプト、カイロの代理店の

社長は巻き舌のアラビア語なまりの英語。 

 聞き取れる範囲で「L」と「R」なんてお構いなし。 

 「Risten」（Listen） 「Rove」(Love) 

③ 日本に来た、シンガポールの代理店の社長は華僑

の末裔だったのですが自身満々に話す英語が殆ど

聞き取れませんでした。 

シンガポールにも何度か訪問して少し耳が慣れてくる

と、日常会話は中国語で、英語はシングリッシュで、

かつ「have」「has」の使い分けや、文法が怪しいこと

が分かって来ました。 

④ フランスのシャモニーのホステルで、「フランス語

しか通じなかったら困るなあ」と恐る恐る訪れる

と、受付の女性が時間や部屋番号を英語で説明す

るのに 

指を折りながら｢One, Two, Three,････｣ 

⑤ ミヤンマーは数字もミヤンマーの文字（日本の漢

数字様）が主流 

車のナンバーも一般の商店の価格表示も！ 

数字すら分からない！ 

会話は意思疎通を図る一つの手段！ 

英会話学校に行ってからでは間に合わない！ 

・身振り手振り、喋らないでも意思は通じる。 

・先ず単語で、知っている単語での言い換え 

・メモ用紙で筆談 

 

 

（３）幹事自己紹介 

名古屋校友会幹事 村田卓也（工修 H20年） 

 

名古屋校友会の皆様、こんにちは。昨年より新幹事

を拝命しました村田と申します。思い起こせば 2008

年の総会に誘われたのが始まりでした。生まれて初め

て地元の堺を離れ、右も左もわからぬ新社会人であっ

た私に、同級生が声をかけてくれました。愛知で知り

合いを増やしたい一心で参加したのですが、ある先輩

から言われたことが印象的でした。要約すると、同窓

会の年齢層が年々上がっているが、だからこそ若い人

たちの役に立てることもあると思う、という内容だっ

たと記憶しています。総会その他では様々なお話を伺

いました。それらは学生時代の友人や同じ会社の人間

からは聞くことのできないお話です。しかしながら、

伝える相手である若い人の参加は散発的で、残念なが

らなかなか定着、継続していないように思います。 

私が新入社員のときは、やはり社内の、特に同期と

のつながりを最優先に行動をしていました。社内の府

大同窓会では、校友会よりも参加人数が多いという話

も聞こえてきます。自分への影響度が高いところから

時間を使っているわけで、校友会への参加が後回しに

なるのも無理はないと思います。校友会の参加人数を

増やしていきたいところですが、反対に彼らのために

何ができるでしょうか。 

これまでは色々としていただくばかりでしたので、

今後はそういった視点での運営を心がけていきたいと

考えております。これからもご指導ご鞭撻のほどよろ

しくお願いいたします。 
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（４）幹事自己紹介 

名古屋校友会幹事 豊田隆一（工修 H20年） 

 

皆さんこんにちは。新幹事

の豊田隆一です。 

私は、2008 年 3 月に大

学院工学研究科電気・情報

系を卒業しました。学生時

代は、モータシステムドラ

イブ研究室（武田先生、森

本先生、真田先生）にお世

話になりました。某自動車

メーカーとの共同研究を経

験させて頂いたこともあり、昨今のハイブリッド、電

気自動車関係で自分を試したいとの想いを強く抱いて

いたことを懐かしく思い出します。その想いを胸に、

株式会社デンソーへ入社しました。卒業後早くも 11

年もの月日が経ち、会社内では中堅社員となり、大き

なプロジェクトのリーダーなどを経験しながら業務に

立ち向かっております。 

去年度からは、弊社の大学

リクルーターとして、何度か

大学へ足を運ぶことがありま

した。引き続き今年も府大へ

行く機会がありましたが、現

在のなかもずキャンパスの変

わり様を目の当たりにするこ

とで、大学を離れた年月をよ

り強く感じる最近です。 

また、生まれも育ちも大阪で

25 年間を過ごした私でしたが、

愛知県へ移り渡り、結婚、娘（4

歳、2 歳）を 2 人授かり、プラ

イベートでも充実した日々を送

っております。 

 少し、大学の頃を思い出すと、

恥ずかしながら、友人達には「ラガー」という愛称を

付けて頂き、同窓の皆さんとは、親交を重ねてきまし

た。私が少しラグビー経験しただけの安易な？！（ラ

グビー経験者がめずらしかった？！）あだ名ですが、

良き思い出となっております。ラグビーといえば、今

年はワールドカップが日本で開催されます。ラグビー

ファンの私にとっては、人生の中でも最大級のイベン

トで、9 月開幕が待ち遠しいです。 

 つらつらと私の人となりを述べさせて頂きましたが、

新幹事として名古屋近郊の府大若手の OBOG の輪が

少しでも広がるよう尽力させて頂きます。よろしくお

願い致します。 

 

平成 30年度収支計算書 

(平成 30.4.1～平成 31.3.31) 

    単位:円 

収入の部 予 算 実 績 差 異 

  参加費合計 407,000 284,784 -122,216  

  活動協力金 100,000 77,220 -22,980  

  校友会本部支援金収入 150,000 150,000 0  

  校友会本部補助金収入 100,000 100,000 0  

  行事補助金陵友会負担金 25,000 25,000 0  

  雑収入 0 47,000 47,000  

  前期繰越金 672,310 672,310 0  

  収入合計 1,454,310 1,356,314 -97,996  

支出の部 予 算 実 績 差 異 

  総会費・懇親会費 580,000 471,504 -108,496  

  通信費 70,000 57,808 -12,192  

  振込手数料負担金 10,000 6,686 -3,314  

  消耗品費 15,000 10,165 -4,835  

  会合費 100,000 145,720 45,720  

  印刷費 50,000 54,850 4,850  

  旅費交通費 90,000 72,020 -17,980  

  雑支出 0 1,200 1,200  

  行事補助金 110,000 51,400 -58,600  

  予備費 10,000 0 -10,000  

  支出合計 1,035,000 871,353 -163,647  

  次期繰越金 419,310 484,961 65,651  

     

次期繰越金の内訳    

 現金 197,411   

 ゆうちょ銀行振替口座 287,550   

 合計 484,961   
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平成 30年度事業報告 

(期間 H30.4.1～H31.3.31) 
      

月 日 項  目 会  場 参加人数 備  考 

4 14 囲碁同好会 生涯学習センター 6   

  21 役員会 森村記念館 11 総会案内発送 

5 20 役員会 APホール 7   

  27 第 1回理事会＆評議員会 I-siteなんば 1 伊藤会長出席 

6 1 名仙会コンペ 
富士カントリー 

可児クラブ美濃ゴルフ場  
10   

  3 総会 名商グリル 47   

  10 囲碁同好会 生涯学習センター 6   

7 15 役員会 TKP伏見ビジネスセンター 9   

  17 麻雀同好会 ウイング 6   

8 18 囲碁同好会 生涯学習センター 6   

  25 ビアパーティー 中日ビル屋上 BG 8   

9 9 役員会 TKP伏見ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 9   

10 6 囲碁同好会 生涯学習センター 3   

  21 首都大学東京共催イベント 名古屋城本丸御殿見学 7   

11 4 府大ホームカミングデー 大阪府立大学 4 
伊藤会長，井上副会長 

津田、仲谷幹事出席 

  10 広島同窓会総会 ANAクラウンプラザホテル 1 伊藤会長出席 

  16 名仙会ゴルフコンペ 
富士カントリー可児クラブ 

美濃ゴルフ場  
７   

12 9 役員会 TKP伏見ビジネスセンター 10   

  9 なかもず会講演会 北京宮廷料理 涵梅舫 15   

  9 忘年会 北京宮廷料理 涵梅舫 15   

  15 囲碁同好会 生涯学習センター 6   

1 26 麻雀同好会 ウイング 7   

2 11 東京同窓会総会 明治記念館 3 
井上副会長 

津田、仲谷幹事出席 

  9 囲碁同好会 生涯学習センター 5   

  17 役員会 TKP伏見ビジネスセンター 10   

3 2 佐布里池梅林ハイキング 佐布里池梅林 5   

  9 第 2回理事会＆評議員会 I-siteなんば 1 伊藤会長出席 

  17 役員会 TKP伏見ビジネスセンター 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記                                    名古屋校友会幹事 

 仲谷哲郎（工 S54年）  

年金のもらえる年齢になり、同級生の中では企業年金などで悠々と趣味や旅行を楽しんでいる者がい

る反面、７０歳までは働きたいと人材育成（これから活躍する４０歳代）に意欲を燃やしている者もい

ます。校友会はどちらにも役立つ活動のできる集まりです。そのような活動を行い、会報などで紹介で

きればと思います。 
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２０１９年度(平成 31年 4月～令和 2年 3月)の予定 

新年度の予算案と行事計画を以下に示します。各行事の詳細が決まり次第、大阪府立大学校友会のホームページ

に案内を掲載します。また、Ｅメールによる案内も送付しますので、幹事長宛てにＥメールアドレスの連絡をお願

いします。  

連絡先は okano.masaru09031218@gmail.com です。 

 

2019年度収支予算案 

(平成 31.4.1～令和 2.3.31) 
    単位:円 

収入の部   予 算 H30年度実績 差 異 

  総会参加費       

  会員参加費 375,000 266,784 -108,216  

  その他関係者参加費 57,000 18,000 -39,000  

  参加費合計 432,000 284,784 -147,216  

  活動協力金 100,000 77,220 -22,780  

  校友会本部支援金収入 150,000 150,000 0  

  校友会本部補助金収入 100,000 100,000 0  

  行事補助金陵友会負担金 25,000 25,000 0  

  雑収入 0 47,000 47,000  

  前期繰越金 484,961 672,310 187,394  

  収入合計 1,291,916 1,356,314 64,398  

支出の部   予 算 H30年度実績 差 異 

  総会費・懇親会費 505,000 471,504 -33,496  

  通信費 100,000 57,808 -42,192  

  振込手数料負担金 10,000 6,686 -3,314  

  消耗品費 15,000 10,165 -4,835  

  会合費 150,000 145,720 -4,280  

  印刷費 100,000 54,850 -45,150  

  旅費交通費 90,000 72,020 -17,980  

  雑支出 0 1,200 1,200  

  行事補助金 110,000 51,400 -58,600  

  予備費 10,000 0 -10,000  

  支出合計 1,090,000 871,353 -218,647  

  次期繰越金 201,916 484,961 283,045  
     

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 15,000 年 2回開催  

 名仙会コンペ 20,000 年 2回開催  

 囲碁同好会 15,000 年 6回開催  

 麻雀同好会 20,000 年 2回開催  

 山遊会ハイキング 10,000 年 2回開催  

 ビアパーティー 10,000 8月開催  

 忘年会 10,000 12月開催  

 新年会 10,000 1月開催  

 小   計 110,000    

 


