
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　
福元 寅典 (ﾌｸﾓﾄ ﾄﾗﾉﾘ) 氏
立命館大学校友会副会長(県校友会顧問)

□ 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３０ (2018） 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

平成３０年 １１ 月 ３ 日

* タイムスケジュールはおおよその目安です

（土・祝日）

会  場 

2F オリオンの間 

2F アルノーの間 



平成30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（大学、大学校友会、立命館アジア太平洋大学）

5 来賓挨拶

6 議事

・活動報告 (3、4P)

・会計報告 (5P)  並びに  監査報告

・鹿児島県校友会「未来人財育成基金」報告  (6P)

7 閉会のことば

演　題 「未来へのバトンタッチ＝平成から学ぶ」

講　師 福元　寅典 (ふくもと とらのり)  県校友会顧問

立命館大学経済学部 昭和４７年卒業

元 南日本新聞社専務取締役　

平成１７年度より鹿児島県校友会会長を５期１０年務める

現在は立命館大学校友会副会長として 本学での委員会や全国各地

で開催される校友会総会に出席する多忙な日々を送っている
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渡 博文 校友（Ｓ３３法）　９月に「渡博文ゆめ基金」を設立

進行  有田 雅明 (H11 政策) ＮＨＫ勤務

講 演 会 

校友情報 

基金の目的 

「宇検村の子供たちがそれぞれに夢（大志）

を抱き、その実現にチャレンジする人材に育

つよう支援する」 

 

最初の事業として絵本「ケンムンとぼくの夏」

を出版する  作者の永田萌さんは京都市

在住で、「京都市こどもみらい館」「姫路市立

美術館」の館長を務めています 
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平成30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（県外校友会、東明館学園、同志社、関西、関西学院）

3 来賓挨拶

4 乾 杯

5 校友紹介（遠方参加者　並びに　初参加者）

6 アトラクション

常識？非常識？　立命館クイズ

Belly Dance　    木下まどか校友 (H11産社)　

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

7 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。

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。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

長里利寛校友(S45法)が「棚田集落の写真集」を出版
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 ※ 二次会会場（希望者） 

   ２Ｆアルノーの間（懇親会場の真向かいの部屋） 

  （入口で会費¥2,000徴収） 

校友情報 

日置市に古くから伝わる行事の今昔を比較した

三つの写真集が出版された。 

地元住民から「懐かしい」「貴重な記録」と好評

だ。 (2018年7月12日 南日本新聞) 
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立命館大学 鹿児島県校友会 年間活動報告
　( Ｈ２９.１１.１～Ｈ３０.１０.３１）

平成29年度 校友の集い（鹿児島 東急REIホテル)

「校友の集い」打ち上げ会 (ダイニング さくら)

平成29年度 第1回拡大幹事会＆懇親会 (清たき)

2017年度都道府県校友会代表者会議（衣笠キャンパス)

鹿児島県 第7回同立戦ゴルフコンペ (鹿児島高牧カントリークラブ)

* 僅差ながらもついに立命館 勝利 !!
また、個人優勝も　我が立命館の 皆吉稲生 校友　誠におめでとうござい
ます
次回は念願の「立同戦ゴルフ」になります

＊福元寅典 校友会副会長、
　前迫 県校友会会長
　西村剛志 幹事、事務局 栫井

＊会議終了後は、昨秋校友会事務局からＯＩ
　Ｃ（大阪茨木キャンパス）学生オフィスに
　異動になった舩尾優一氏の送別会に参加

＊参加者、24人
　東京校友会の望月行夫校友は、東京
　から九州旅行の途上での飛入り参加
　
　奄美大島の渡博文先輩から鹿児島県
　校友会に100万円の寄付を報告

＊ご来賓含め、74人が参加
　立命館＆京都クイズやベリーダンス
　で会場が大盛り上がりしました

H30.05.20（日）

H29.11.18（土）

H30.02.24（土）

H29.11.20（水）

H30.02.20（火）
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第４回おおすみ関関同立交流会

立命館大学校友会 幹事会 (朱雀キャンパス)

平成29年度 第2回拡大幹事会＆懇親会 (よかセンター／達)

第3回 若手・女性校友交流会 (下堂園茶舗)

第1回 立命館校友ゴルフコンペ (溝辺カントリークラブ)

関西学院同窓会鹿児島支部総会 (山形屋一休庵) * 伊崎田顧問出席

同志社校友会鹿児島県支部総会 (鹿児島東急REIホテル)   * 上村幹事長出席

平成29年度 第3回拡大幹事会＆懇親会 (よかセンター／達)

オール立命館校友大会2018 in 仙台 (仙台国際センター）

関西大学鹿児島千里会総会 (ジェイドガーテンパレス)   * 前迫会長出席

校友の皆さんのご協力に感謝申し上げます

H30.09.21（金）

H30.10.20（土）

H30.10.20（土）

H30.09.15（土）

H30.07.21（土）

H30.07.21（土）

H30.06.13（水）

H30.07.06（金）

H30.05.31（木）

関関同立に近大で20人参加
立命館からは
城ノ下・伊崎田・楠原・森元・横山 校友
の5人が参加

H30.06.02（土）

*  20人参加
　懇親会には初参加校友2人
　平井昭三校友、橋口由佳校友

木下 幹事(1999産社)、平井 校友(2007院理工)、下迫 幹事(2012経済)の3人参加

福元寅典 校友会副会長、西元泰光 顧問、前迫栄二郎 会長の3人が参加

*  女性校友8人含めて23人が参加
　開催準備メンバーの皆さんご苦労様
　でした

*  初回優勝は同立戦に続いて
　皆吉校友 (グロス83、ネット72)
　ちなみに實方校友もグロス83でした

*  来年の立同戦コンペに向けて、頼も
　しい成績です

*  24人参加
　懇親会には初参加校友4人
　井戸鎮、江口知聡、和田力也、岡田信之介
　の各校友

*  懇親会は前迫会長の軽妙洒脱の進行のおもし
　ろさに写真撮影も忘れて盛り上がりました
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立 今 館 大 学鹿 児 島 県校 友 会
千戌29年度 収え報告吉

白千戌29年 11月 1日

二 千茂30年 10月 31日

収入の

科   日 決算頼 備 考

前期繰越全 803,618

総会微帆金 699,784
子茂29年 11月 18日 「H29年度校友の集い」 (鹿児島束恙REIホ テル)

年会費・懇乳会費、寄付金 449,784、 二次会会費 62,000

188,000(枝 友会贅助金、未富祝い金、未宕会費徴帆分)

本学補助金 460,980
枝友大会2017in京 都参か補助143,840(11/9)、 代表者会議参か補助

217,140(3/20)、 RFS奨励50,000(3/30)、 着手会補助金50,000(8/10)

物品販売 170,000
100,000(ナ カムラ商品代12/14)、 28,000(ナ カムラ商品代8/15)

42,000(校 友分2/20,3/23,6/13,7/23,8/17,9/21)

オ1`態
。雑収 1.000,005

1,O00,000(寄 附金・波博夫先革)、 5オ1息(4/1)

収入計 3,134,387

ム の

科   日 決算額 備 考

鯰会・懇礼会費 696,767

「H29年度核 の集い」(鹿児島泉恙REIホ テル)637,244(11/18開 催)

6,500(会報印lll)、 2,023(手提げ袋)、 21,000(未 宕会合等)

10,000(詩演謝ネL)、 20,000(ア トラクション)

活動費(県 関豊) 162,811

14,000(打 ち上げ会12/20)、 74,000(懇 親会補助2/20,6/13,9/21)

57,096(着 手の会7/6開 催)、 2,300(会議室料6/13,8/5)、

2,484(岩 初民一月恙7/1)、 10,321(同封手数料8/16)、

2,610(鑢会宋内′F澤18/23)

活動費(本学関逹) 136,00C
12,0000(代 表者会議3名 分2/24)、 船几へ迷矛1会補助 16,000(4名 )

活動費(九州1関 ■) C

え際費 19,00C
3,000(関 西人鑢会11/4)、 10,000(関西学院鑢会7/12)

3,000(同 恙社鯰会9/15)、 3,000(関 西大鯰会10/20)

事務in_信 費 46,989

え具 21,601(11/1,2/18,6/13,8/22)、 郵送料2,350(11/24)、

捩 2ゝ
」争葬t料 3,272(11/16,11/20,11/29,12/1,2/4,3/23,7/11,7/14,

8/15,8/16,8/17)、  物手15,400(2/21,5/15,8/16,9/20)、

3,090(長3封筒
`FFl1 8/23)、

1,060(同 封物郵送8/23)

物品仕入 92,188
52,380(ナ カムラ分12/13)、 14,666(ナ カムラ分8/15)、

25,142(校 友う)2/14,8/16)

雑 費

支出計 1,153,755

鯰合口座残  1,967,474     (帆 ハψ)七十)3,134,387- (え 出合引D l,153,755

現  `》  ′れ    13,158

りこり調繰農ι
`針

   ¥1,980,632

監査の結果 相当であると認めます。

子茂 30年 ノク月//日       会計監査    、く  )で_働 左 ⑥

※オール立命館校友大会2018 in仙 台 (10/20開 催)の 参か費は次年度に針上します。
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鹿児島県校友会「未来人財育成基金」報告

継続基金口数(1,000円/口)の単純算出

 2,753,000 － 2,163,000 ＝ 590,000

 590,000 ÷ 1000/口 ÷ 10か月 ＝ 59口 （おおよその口数）

2018年10月末での基金合計は 約720万円 (新規の一括基金含まず)

* 基金継続を２０２０年３月までとすると　残り１７か月

  720万円＋59,000×17＝約820万円 目標までもう少しです

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。

※お申し込みは事務局へご連絡ください

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

一括基金

継続基金

2017年7月末

「校友会未来人財育成基金」のご案内

基金合計 6,258,000

4,095,000

2,163,000

2018年5月末

4,145,000

2,753,000

6,898,000

活用方針

１，０００万円

鹿児島県校友会目標

２０２０年３月までの
基金総額目標
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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

発 行
立命館大学 鹿児島県校友会

事務局
鹿児島市坂之上3-11-16 〒891-0150

栫井  昭広  (携帯 090-4779-0025)
TEL/FAX 099-262-4053

 で

校　歌

応援歌

立命館大学鹿児島県校友会

会  長  前迫　栄二郎

鹿児島県校友会ホームページ

http://alumni.ritsumei.jp/kagoshima/?newslist=true

E-mail: kakoi_a@po3.synapse.ne.jp
* 連絡先が変わった時はお知らせください

 からだ

検索 


