
鹿児島市中央町５－１
TEL 099-256-0109

□ １4：0０～ 受付

■ １4：3０～１5：45 総会・講演会
講師　
名越 護 (ﾅｺﾞｼ ﾏﾓﾙ) 氏
元南日本新聞社　鹿児島民俗学会会員

□ １5：45～１6：００ 懇親会準備（休憩）

■ １6：0０～１8：3０ 懇親会

■ １8：3０～ 二次会（希望者のみ）

立命館大学鹿児島県校友会報

平成２９ (2017） 年度

立命館大学 鹿児島県校友会 「校友の集い」

　　　　　鹿児島東急ＲＥＩホテル

（土）平成２９年 １１ 月 １８ 日

* タイムスケジュールはおおよその目安です

会  場 

2F オリオンの間 

2F アルテミスの間 



平成29年度  立命館大学鹿児島県校友会  総会

会次第

1 開会のことば

2 校歌斉唱

3 鹿児島県校友会長挨拶

4 来賓紹介（順不同）

学校法人 立命館   常務理事 西川　幸穂 様

立命館大学校友会　副会長　(奈良県校友会会長) 絈井　  憲 様

立命館大学校友・父母課  課長補佐 様

立命館アジア太平洋大学  ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ･ｵﾌｨｽ 課長 様

学校法人 東明館学園　法人事務局長 様

5 来賓挨拶

学校法人 立命館   常務理事 西川　幸穂 様

立命館大学校友会　副会長　(奈良県校友会会長) 絈井　  憲 様

6 議事

・活動報告

・会計報告、監査報告

・役員改選案

・鹿児島県校友会「未来人財育成基金」報告 (2017年7月31日時点)

7 閉会のことば

演　題 「南日本出版文化賞をいただいて」

講　師 名越　護 (なごし まもる) 

奄美大島宇検村生まれ　

甲南高校から立命館大学法学部を昭和４０年に卒業

南日本新聞社入社　文化部、熊毛支局長、編集委員等を歴任

鹿児島民俗学会会員

著書に「鹿児島藩の廃仏毀釈」「自由人　西行」など多数

本年（２０１７年）６月著書「南島植物学、民俗学の泰斗　田代安定」

が「第４３回南日本出版文化賞」を受賞する

来年度の「校友の集い」は

期　日 ２０１８（平成３０）年１１月３日（土）

会　場 鹿児島東急ＲＥＩホテル

で開催致します

曽谷　直樹

北村　滋朗

前田　秀敏

進行  有田 雅明 (H11 政策) ＮＨＫ勤務

講 演 会 
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立命館大学 鹿児島県校友会 年間活動報告
　( Ｈ２８.１１.１～Ｈ２９.１０.３１）

九州ブロック会議、沖縄県校友会 総会・懇親会
* 福元寅典校友会副会長、前迫県校友会会長、川窪県校友会副会長

平成28年度 校友の集い（鹿児島 東急REIホテル)

＊ご来賓含め、77人が参加

　小池校友指導の阿波踊りでは

　会場が大盛り上がりしました

平成28年度第1回拡大幹事会兼忘年会 (よかセンター／清たき)

平成28年度第2回拡大幹事会兼新年会 (よかセンター／清たき)

2016年度都道府県校友会代表者会議（衣笠キャンパス)

＊福元寅典 校友会副会長、

　前迫 県会長、牧瀬 校友、

　木下 校友、事務局 栫井

鹿児島県 第6回同立戦ゴルフコンペ (南国カンツリー)

立命館大学校友会 幹事会 (朱雀キャンパス)

鹿児島県校友会 役員会 (よかセンター)
第2回若手・女性校友の会 交流会 (イルチプレッソ)

＊19名の校友が参加

　男性校友 13名、女性校友 6名

　今後も続けてほしいですね

平成28年度第3回拡大幹事会 (よかセンター／ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞさくら)

バーベキュー大会 (熊本市・熊本県校友会主催)

関西学院大学同窓会鹿児島支部総会 (パレスイン鹿児島)

* 川窪 副会長出席

「第2回若手・女性校友の会 交流会」反省会 (韓国料理カロスキル)

RFS会議、九州ブロック会議、熊本県校友会 総会・懇親会

(熊本市・県民交流館パレア) * 校友５名参加

霧島・姶良地区校友 交流会 (魚処 うえやま)

* 役員と霧島市姶良市在住の校友

　１４名が集いました

同志社校友会鹿児島県支部総会 (城山観光ホテル)

* 前迫 会長、上村 幹事長出席

オール立命館校友大会 2017 in 京都 (ホテルグンヴィア京都)

* 若手校友（末地・下迫・上温湯）の３名が参加

平成28年度第4回拡大幹事会 (よかセンター／ 清たき)

立九会ゴルフコンペ (チサン御船カントリークラブ)

* 入枝・實方・植村・古野 校友参加

校友の皆さんのご協力に感謝申し上げます

H28.11.05（金）

H28.11.13（日）

H29.02.25（土）

H28.12.02（金）

H29.02.08（水）

H29.07.20（木）

H29.07.22（土）

H29.07.22（土）

H29.05.20（土）

H29.06.03（土）

H29.06.30（金）
H29.06.14（水）

H29.10.28（土）

H29.08.18（金）

H29.09.30（土）

H29.10.14（土）

H29.10.21（土）

H29.08.26（土）

H29.10.23（月）
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自 平成28年11月 1日

至 平成29年10月31日

【収入の部】

 平成28年11月13日「H28年度校友の集い」 (鹿児島東急REIホテル) 

 432,000(年会費・懇親会費、寄付金)、 56,000(二次会会費)

 168,000(本学・校友会・校友会賛助金・APU・東明館・関西３大学)

 129,640(11/5RFS九州ブロック沖縄)、209,760(2/25代表者会議)

 50,000(6/30若手・女性の会)、79,860(8/22RFS九州ブロック熊本)

 58,000(商品代11/6,12/8,2/8,3/11,5/30,7/20,10/6,10/23)、

 144,000(ナカムラ商品代12/14,8/1)

 9(利息4/1,10/1)、11,000(岩切校友分生花賛同金)

【支出の部】

 603,024(11/13、H28年度校友の集い」 (鹿児島東急REIホテル) 

 7,300(会報印刷)、9,122(関連費用11,1)、35,000(来賓会食・記念品等)

 64,500(懇親会費補助12/2,2/8,7/20,10/24)、3,720(会議室料1/9,6/1,

 10/23)74,300(6/30若手会)、2,740(8/18総会案内パンフ)、

 10,313(9/4案内同封手数料)、13,000(9/30霧島姶良地区交流会補助)

 160,000(2/25全国代表者会議)

 120,000(10/21オール立命館校友大会)

 100,000(11/5RFS九州ﾌﾞﾛｯｸ会議・沖縄)、15,000(7/22熊本BBQ

 大会)、50,000(8/26RFS九州ﾌﾞﾛｯｸ会議・熊本),40,000(10/28立九会)

 2,084(11/21隈元校友祝電)、 6,457(2/8本学関係者おみやげ代)、

 6,382(6/9渡校友祝電)、3,000(7/22関学懇親会)、3,000(7/5名越校友

 花束)、20,044(7/11岩切校友生花弔電)、6,000(10/14同志社懇親会)

 2,846(振込手数料11/11,12/14,12/19,7/11,7/13,8/1,9/4,10/2)、

 200(印紙11/1)、14,913(文具11/1,1/15,9/3)、20,365(郵送・切手代

 11/15,11/16,5/18,6/20,9/4,9/19,9/22,10/17,10/24)、

 3,150(長3封筒印刷8/24)3,620(往復はがき9/5,9/11)

 75,427(ナカムラ分商品12/13,8/14)、25,142(純美酢1/16,5/15)

 1,000(拡大幹事会会費補填10/21)、1,680(法被クリーニング11/25)

  (収入合計) -   (支出合計) 

監査の結果　相当であると認めます。

平成２９年　 　月 　　日

※10/21開催オール立命館校友大会の大学からの参加補助金支給が、今年から11月になりました
　振込予定額　\143,840- (11月中旬)

前期繰越金 968,678

科　　目 決算額

立 命 館 大 学 鹿 児 島 県 校 友 会
平成28年度  収支報告書

備　　　考

2,306,947

次期繰越金 ¥803,618

1,503,329

202,000

168,573

654,446

備　　　考決算額

活動費(九州関連) 205,000

利息・雑収 11,009

科　　目

収入計

活動費(県関連)

総会・懇親会費

総会徴収金 656,000

本学補助金 469,260

活動費(本学関連) 280,000

物品販売

会計監査

2,306,947

支出計 1,503,329

交際費 46,967

雑費 2,680

事務通信費 45,094

物品仕入 100,569

現　金　残 15,056

総合口座残 788,562
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【 校友会役員 】

【 幹  事 】

【若手・女性校友の会 幹事】(卒後20年以内)

【 顧 問 】

 渡  博文 S33 法  奄美市  福元  寅典 S47 経済  姶良市

 松村  博久 S33 理工  鹿児島市  西元  泰光

氏名 卒年 学部 居住地区 氏名 卒年 学部 居住地区

S44 産社  鹿児島市

H24 法院  日置市*西村  和俊 H15 法  鹿児島市  佐々木  一誠

*桜井  まみ H16 文  日置市 *上温湯あかね H24 法  鹿児島市

H22 経済  鹿児島市

 若林  真一 H13 経営  霧島市 *巻木  春信 H23 法  指宿市

 小林  真裕美 H12 政策  鹿児島市  末地  浩史郎

H18 経済  鹿児島市

 川原  竜平 H12 文  姶良市 *安田  周平 H20 法院  鹿児島市

 宿口  博史 H12 政策  鹿児島市  末吉  剛士

 木下  まどか H11 産社  鹿児島市  松田  英津子 H19 経済  東串良町

*杉浦  功 H11 法  鹿児島市  西中  貴子

氏名 卒年 学部 居住地区 氏名 卒年 学部 居住地区

H19 経済  鹿児島市

S61 法  霧島市 生駒  正明 S49 法  鹿児島市

 木谷   勉 S49 産社  出水市  下津  昭則 S61 経営  熊本市

*小田  由国

S59 経済  鹿屋市

S59 文  鹿屋市

 山内  省吾 S48 産社  さつま町  国澤   浩 S60 経営  指宿市

 真茅  芳秋 S48 文  枕崎市 *橋口  昭夫

 楠原  真一 薗田  寛允 S48 経営  出水市

*鎭守  正和 S58 経営  鹿児島市 九万田  昭 S48 文  姶良市

*馬場  明弘

 垂水市

*吉永  俊郎

S56 経営  鹿児島市

 吉村  賢一 S44 産社  姶良市 S53 経済  鹿児島市

 河島  正範 S48 理工  徳之島町

*峰山  秀樹 S55 産社  鹿児島市 城ノ下  八郎 S46 経済

事務局長  栫井  昭広 S53 産社  鹿児島市

監      事

S53 産社  鹿児島市

 吉留  昌彦 S63 経済  鹿児島市　南日本銀行

監      事 *廣田  信也 H08 経営  鹿児島市　鹿児島銀行

*宮脇  剛

氏名

 入枝  利之

S51 産社  鹿児島市　ＲＦＳ担当

S37 理工  日置市

卒年 学部 居住地区 氏名 卒年 学部 居住地区

副 会 長  植村  眞一郎 S51 理工  霧島市

副 会 長

平成２９・３０年度 立命館大学鹿児島県校友会　役員幹事改選案

副 会 長  川窪  宏一 S51 産社  鹿児島市

会　　長  前迫  栄二郎

※名前の前に * マークのある校友は新任

役職 氏名 卒年 学部 居住地区・摘要

S52 経営  鹿児島市

 廣庭 　淳

副 会 長

幹 事 長  上村  邦典 S51 経営  鹿児島市

 日笠山  繁樹 S60 法  鹿児島市

副 会 長 *峠坂  洋昭 H11 法  南九州市

S49 経済  鹿児島市  道場  益男 S61 法  薩摩川内市

 有村  健一 S52 経営  鹿児島市 *森元  美隆 S63 経済  鹿屋市

 酒匂  正樹

 福元  正人 S38 法  鹿児島市  伊崎田  順一 S50 経済  鹿屋市

 牧瀬  祥一郎 H17 法院  鹿児島市 *下迫  ゆい H24 経済  鹿児島市

 松山  保 S35 法  鹿児島市  種子田  敬 S49 産社  鹿児島市
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鹿児島県校友会「未来人財育成基金」報告 (2017年7月31日時点)

※一括・継続共にご支援いただいている方がおら

　れるため、総計の人数は一括と継続の

　 人数の和と同数にはなりません。

* 基金継続は原則２０２０年３月まで。
　２０１７年８月から残り３２カ月になります。

１口(1,000円)/月の継続寄付 または 一括寄付（1,000円単位)
にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

校友会未来人財育成基金は、校友が後輩(学生)・母校をサポートする

立命館ならではの支援の形です。立命館の未来を創るあなたからの贈

り物（ＧＩＦＴ）をお待ちしています

　次のいずれかを満たすものに活用いたします

 (1) 学生に直接的に役立てられるものであること

 (2) 学生の成長過程において必要不可欠なものであること

 (3) 学生と卒業生が繫がるものであること

活用プラン

1  海外留学支援（留学支援奨学金）
 グローバル化社会において活躍できる人材の育成を目的とします
 例えば 世界大学ランキング100位以内の大学への留学に挑もうとする後輩
 学生への奨学金支援を目指します。

2  成長支援（＋Ｒ個人奨励奨学金）
 正規授業で培った知識・教養をもとに、主体的に未来を切り拓く目標をか
 かげ活動に取り組む後輩学生への奨学金支援を目指します

3  課外活動支援
 後輩学生たちが多様な能力を生かし、仲間と協働しながら高いレベル
 の目標を達成することを通じて人間的に成長していくための財政的支援を
 目指します

4  研究支援
 後輩学生・院生の研究力向上支援を実現する研究者の任用を目指します

5  施設整備支援
 ３キャンパスで学ぶ後輩学生たちが、グローバル化社会において、学園発
 祥の地であり世界的歴史文化都市である京都で学ぶ機会の創出策の一環と
 として施設整備支援を目指します

継続基金

基金総計

金額(円) 件数 人数

2,163,000 1,733 55

一括基金

金額(円) 件数 人数

4,095,000 65 55

活用方針

金額(円) 件数 人数

１，０００万円

89

現在の継続基金 鹿児島県校友会の目標 ２０２０年３月までの
基金総額目標

6,258,000 1,798

件数 継
続

６５件

８０口

「校友会未来人財育成基金」のご案内

口数

５２件

６２口

件数

口数
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平成29年度  立命館大学鹿児島県校友会  懇親会

会次第

1 開会のことば

2 来賓紹介（順不同）

立命館大学山口県校友会　会長 清弘　和毅 様

立命館大学山口県校友会　事務局長 大田　正之 様

立命館大学山口県校友会　校友 珠山　美咲 様

同志社校友会鹿児島県支部　副支部長 様

関西大学鹿児島千里会　幹事 福永　正守 様

関西大学鹿児島千里会　会計幹事 川路　卓朗 様

関西学院大学同窓会鹿児島支部　幹事 様

3 来賓挨拶

学校法人 東明館学園　法人事務局長 様

立命館大学山口県校友会　会長 清弘　和毅 様

同志社大学、関西大学、関西学院大学のご来賓

4 乾 杯

5 アトラクション

立命館＆京都クイズ

Belly Dance　　木下まどか校友 (H11産社)

6 校友紹介

7 役員・幹事　退任校友紹介

田平 紀男(S45 院法)　　長里 恵子(S45 文) 　　伊崎田 順一(S50 経済)

8 抽選会

※ご来賓の皆様には、おみやげを準備させていただいております

　当選くじはご来賓様以外の校友並びに同伴者になります

9 応援歌斉唱（１番と４番を歌唱）

閉会のことば

写真撮影（閉会後）
閉会後、写真撮影を行いますので校友会旗前にご集合ください。
ＰＣアドレスをお持ちの参加校友には、写真データを後日送付させていただきます。
PCアドレスをお持ちでない場合は有料になりますが、FAX・はがき等で事務局に
お申込みください。

ネームプレート、胸章をご返却ください（退室時）
退室時、ネームプレート、胸章（リボン）は外してテーブルの上に置くか、
出口でご返却くださいますよう、お願い申し上げます。

有馬　正雄

前田　秀敏

長倉　浩二
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 ※ 二次会会場（希望者） 

   ２Ｆアルテミスの間（入口で会費¥2,000徴収） 

6



作詞：明本 京静
作曲：近衛 秀磨
編曲：外山 雄三

あかき血潮　胸に満ちて
　　 　  　   まこと

　若人　真理の泉を汲みつ

仰げば比叡　千古のみどり

　伏す目に清しや　

　　　　鴨の流れの

かがみもとうとし　天の明命

　見よ　わが母校

　　　　　立命　立命

作詞：白井 道造
作曲：高橋 半

1 空はさながら青春の 4 心と身を鍛え上げ
                         すがた

　胸の雄図の象なり 　清き健児の火を吐きぬ
とき

溢るる力示すべく 秋に放たん大ゲーム

　えんじの旗をなびかせて 　「Ｒ」の手旗をうちふるい

堂々勝ちを争わん 雄たけびおくる応援団

　　　　　グレーター立命 　　　　　グレーター立命

　　　　　グレーター立命 　　　　　グレーター立命
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