
鹿児島市武1丁目4-2 （鹿児島中央駅西口徒歩1分）
TEL 099-298-1000

■ １５：００～１６：２０ 総会・講演会  (4Fヴァリエホール)

講師　
福元 ゆみ 氏 (フレンズFM パーソナリティ)
「人が好き　あなたがすき ワタシがスキ」　　　
（時間 40分程度）

■ １６：３０～１９：００ 懇親会  (3Fリストランテ・コンレマーニ)

■ １９：００～ デザートビュッフェ  (2Fカフェ・アンボアーズ)
兼二次会 

立命館大学鹿児島県校友会報

平成２６ (2014） 年度

立命館大学 鹿児島県校友会 「校友の集い」

 「 プ ラ ザ Ｎ 」

１５：００ (受付 １４：３０） ～

（土）

飲み過ぎた方はフルーツやコーヒーで、飲み
足りない方はまだまだ飲んでお楽しみください

校友との楽しい会話で親睦を深めてください
抽選会もお楽しみに!!

フレンズＦＭ７６２ 「ゆみちゃんねる」、ＫＴＳ鹿児島
テレビ放送「おしゃべりサラダ」他 テレビコマーシャ
ル、各種イベントの司会などで輝き続けている。
鹿児島県校友会 福元会長 ご息女。

平成２６年 １１ 月 ８ 日

会  場 



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 2 練りて金鉄ゆるみなく
  　                           すがた

　胸の雄図の象なり 　山をも抜かん力湧き

溢るる力示すべく 不動の勝利堅持して
　　　　　　　　　　　　　そう

　えんじの旗をなびかせて 　伝統になわん雙の肩
　　  　　　　　　　う　　

堂々勝ちを争わん いかで汚名わが享けん

　　　　　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

  　　　　　　　　 かんせい 　 　　からだ

3 緑草ふるう喊声に 4 心と身を鍛え上げ
　 　         しういっしょくあざ

がい袖一触鮮やけき 　清き健児の火を吐きぬ
とき

圧観ひろぐ我が選手 秋に放たん大ゲーム

　迎うる相手色もなく 　「Ｒ」の手旗をうちふるい

若き血汐に誇り満つ 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

校　歌

応援歌



平成26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  副総長 小木　裕文 様

立命館アジア太平洋大学  副学長 様

立命館大学校友会　副会長
（大阪校友会会長）

立命館大学校友・父母課　課長
（立命館大学校友会事務局長）

立命館アジア太平洋大学
アドミッションズ  オフィス(国内)　課長

学校法人 東明館学園  理事長 様

学校法人 東明館学園  法人事務局長 様

5 来賓挨拶

6 議事

・事務局報告

・会計報告

・監査報告

・その他

7 閉会のことば

講演会

講　師 福元　ゆみ 氏

(フレンズＦＭ パーソナリティ)

演　題 「人が好き  あなたがすき  ワタシがスキ」　　　

* 来年は立命館大学鹿児島県校友会設立４０周年記念大会

平成２７年１１月７日（土）城山観光ホテルにて

校友の皆さんのご協力をよろしくお願いします

様

様

慈道　裕治

前田　秀敏

様

大場　茂生

上子　秋生

山下　啓祐

佐藤　友美子



(1)  2015年 (平成27年) に鹿児島県校友会創設４０周年

  ＊平成27年11月7日（土）　城山観光ホテルにて

  　大きな節目として、是非皆さんと共にお祝いしましょう。

(2) 鹿児島県校友会の活性化

①「楽しい校友会」、「立命館大学で良かった」と言える雰囲気づくり

②若手、女性校友の校友会活動への積極的な参加（未来への組織づくり）

③各地区校友、職域校友との交流

(3) 大学を取り巻く環境

①大学のグローバル化

   ＊立命館大学、立命館アジア太平洋大学とも文科省のスーパーグローバル

　　大学３７校の中に選定される。（H26年9月26日）

②18歳人口の急減（2011年120万人、2030年89万人＝25％減）

③2015年４月に大阪いばらきキャンパスオープン(経営学部、政策科学部)

(4) 学生、大学、校友会は三輪車の関係

＊主体は学生。それを支えるのは大学、校友会（三輪車）

   二輪車はこぎ続けないと倒れる。そこに三輪車の役目が必要

(5)「未来人財育成基金」への取り組み

①2012年10月からスタート。後輩学生への支援活動

   大学の環境変化によって支援の輪も変化

②京都駅周辺に「コンベンション・セミナーハウス」の計画

   京都、滋賀、大阪の３キャンパスを繋ぐ正課・課外活動

③一過性の寄付ではなく、2020年までに10億円の目標設定

④鹿児島県校友会の当面の目標は60口（チーム薩摩の意気込み）

   一口＝毎月 1,000円×12力月＝12,000円

   薩摩の地から「未来人財育成基金」を成功させましょう。

⑤現在鹿児島県在住校友数は839人、現役学生は173人

(6) 校友会の動き

①2019年に立命館大学校友会創設100年

②東日本大震災への取り組み＝義援金から復興支援金へ

③2015年校友大会は大阪いばらきキャンパスで開催予定

平成26年11月8日

わがすばらしい校友の皆様へ

鹿児島県校友会長　福元　寅典

平成26年度 鹿児島県校友会総会に当たって



立命館大学 鹿児島県校友会 年間活動報告
　( Ｈ２５.１１.１～Ｈ２６.１０.３１）

鹿児島県校友会総会＆校友の集い（プラザＮ）

＊校友、同伴者 71人参加

＊来賓関係 12人参加

同立戦ゴルフコンペ(鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部)

グロス０.４の僅差で同志社２連覇

＊ 入枝、宮路、西元、小野、池畑、實方、皆吉、薗田、廣庭氏参加

総会後の三役＆事務局会義（大阪王将）

＊鹿児島県校友会設立４０周年 (平成２７年) 、未来人財育成基金への

　取組みについて

三役＆事務局会議（花車）

＊鹿児島県校友会設立４０周年、立九会、九州女子会等への取組みに

　について

関西学院大学同窓会鹿児島支部総会＆新年会（パレスイン鹿児島）

＊川窪事務局長出席

全国都道府県校友会代表者会議（ＢＫＣ）

＊廣庭副会長、栫井事務局次長、

　巻木、篠原校友出席

校友会未来人財育成基金 ＲＦＳ・ＲＦＳリーダーズ会議（朱雀Ｃ）

＊福元会長、廣庭副会長出席

渡 顧問の新社屋落成披露パーティー（奄美観光ホテル）

前山校友結婚式（マナーハウス島津荘）

＊福元会長、前迫副会長出席

立九会並びに九州女子会下見打ち合わせ（霧島方面）

＊福元、前迫、廣庭、植村、川窪、栫井氏出席

三浦、田代校友の送別会（串吉）

＊有志一同 １１人参加

壱岐、竹山校友の送別会（奄美観光ホテル）

＊渡 顧問、町田校友出席

拡大幹事会（大阪王将草牟田店）　

＊校友２０人出席

＊総会日程、立九会、

　　　　九州女子会など打ち合わせ

松村博久 元鹿児島県校友会長  春の叙勲受章（瑞宝中綬章）

H26.04.09（水）

H26.04.29（火）

H26.03.22（土）

H26.03.28（金）

H26.03.27（木）

H26.02.23（日）

H26.03.04（日）

H26.03.08（土）

H26.01.29（水）

H26.02.08（土）

H26.02.22（土）

H25.11.16（土）

H25.12.15（日）

H25.12.26（木）



三役＆事務局会議（よかセンター鹿児島）

＊立九会並びに九州女子会打ち合わせ

立九会＆九州女子会（ゴルフ＆ハイキングで３５人参加）

＊本部事務局１人、北九州校友会７人、福岡県校友会１人、

   大分校友会４人、熊本県校友会７人、鹿児島県校友会１５人

＊立九会（高千穂ＣＣ  参加２０人）

　団体戦　　各校友会成績上位者３人によるネット団体戦　

優　勝：北九州校友会

準優勝：鹿児島県校友会

三　位：熊本県校友会

四　位：大分県校友会

　個人戦 優勝：前園氏（熊本） 準優勝：田辺氏（北九州）

＊九州女子会（えびの高原池めぐりハイキング  参加１５人）

   えびの高原出発

   白鳥山（白紫池を望む山）

　六観音御池

　不動池

　えびの高原帰着

＊来年の立九会は熊本県校友会が担当

2014年度幹事会（ＢＫＣ）

＊福元会長、西元副会長、前迫副会長、西中校友出席

三役＆事務局会義（大阪王将草牟田店）

＊今後の諸日程確認と立九会及び九州女子会の反省など

奄美大島訪問（福元会長）
～ ＊渡 顧問と村上 校友会会長との対談取材

　立命館大学校友会報 「りつめい No258号 秋号」 に掲載

＊13日は福元会長が渡 顧問、廣田、堂園校友と懇談

九州ブロックＢＢＱ (ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ) イベント（熊本江藤ボートハウス）

＊福元会長、前迫副会長出席

九州ブロック会議＆宮崎県校友会総会（ニューウェルシティ宮崎）

＊福元会長、前迫副会長、植村副会長出席

大隅地区校友懇談会（リナシティかのや）

＊鹿児島県校友会設立４０周年、

　未来人財育成基金への取組みなど

＊大隅地区から6人参加

　飛石、城ノ下、濱田、馬場、
　伊崎田、楠原の各校友

＊県校友会から福元会長、廣庭・植村・

　前迫各副会長、川窪事務局長、栫井

　事務局次長、上村校友が参加

同志社大学鹿児島県支部 2014 総会（東急イン）

＊福元会長出席

H26.09.06（土）

H26.07.19（土）

H26.08.02（土）

H26.09.05（金）

H26.06.18（水）

H26.07.13（日）

H26.07.15（火）

H26.04.30（水）

H26.05.24（土）

H26.06.01（日）



姶良・霧島地区校友懇談会（ホテル 京セラ）

＊吉村、若林校友参加

＊県校友会から松山顧問、福元会長、

　廣庭・植村・前迫各副会長、川窪事務

　局長、栫井事務局次長が参加

同日発行の立命館大学校友会報 No258

 (2014 秋季号・17万部発行)に

校友 渡 博文氏と校友会 村上 健治 会長 

の対談が掲載

下別府校友の国家公務員合格お祝い兼赴任壮行会（清たき 達hanare）

＊有志一同８人（下別府校友含む）が参加

全国都道府県校友会 会長会議（朱雀Ｃ）

＊福元会長出席

＊未来人財育成基金などの諸議題について

名越 護 校友「自由人  西行」の著書を発行（自身９冊目）

北薩地区校友懇談会（川内ホテル）

＊北薩地区から16人参加

　脇田、岩切夫妻、川畑、榎木、薗田、
　山内、木谷、種子田、東、和田、前田

　道場、吉留、村上、坂元の各校友

＊県校友会から福元会長、廣庭・植村・

　前迫各副会長、川窪事務局長、栫井事務局次長、上村校友が参加

拡大幹事会（清たき 達hanare）

＊校友１９人出席

＊11月8日 総会運営等について

＊未来人財育成基金の現状

＊来年の設立４０周年に向けて

関西大学鹿児島千里会 総会＆懇親会

＊前迫副会長出席

オール立命館校友大会 ２０１４ ｉｎ 岡山

＊福元会長、廣庭副会長、上村校友出席

三役＆事務局会議（大阪王将草牟田店）

＊今年度「校友の集い」開催の最終確認

H26.10.16（木）

H26.10.24（金）

H26.10.25

校友の皆さんの協力に多謝。ありがとうございました。

（土）

H26.09.19（金）

H26.10.31（金）

H26.09.22（月）

H26.09.24（水）

H26.09.28（日）

H26.09.30（火）

H26.10.10（金）



立命館大学 鹿児島県校友会ホームページ履歴
( 2013-11-01～2014-10-31 )

［ 2014-10-17 ］ 平成２６年第２回拡大幹事会（報告）

［ 2014-10-11 ］ 北薩地区校友懇談会を開催

［ 2014-09-28 ］ 立命館大学、ＡＰＵがスーパーグローバル大学に選定

［ 2014-09-25 ］ 霧島地区校友懇談会と下別府氏壮行会を開催

［ 2014-09-15 ］ 本年度鹿児島県校友会「校友の集い」ご案内

［ 2014-09-06 ］ 大隅地区校友懇談会を開催

［ 2014-08-15 ］ ８月２日九州ブロック会議（宮崎開催）報告

［ 2014-06-22 ］ 三役会で今後の予定を打ち合わせる

［ 2014-06-16 ］ 立命館大学校友会幹事会に４名が参加

［ 2014-05-24 ］ 第３回立九会及び第３回九州女子会を霧島で開催

［ 2014-05-01 ］ 松村博久氏「２０１４春の叙勲」を受章

［ 2014-04-09 ］ 平成２６年第１回拡大幹事会（報告）

［ 2014-03-29 ］ 春満開の季節です

［ 2014-02-22 ］ 全国都道府県校友会代表者会議、ＲＦＳ会議に出席

［ 2013-12-15 ］ 第３回同立戦ゴルフコンペ開催

［ 2013-11-16 ］ 平成２５年度鹿児島県校友会「校友の集い」開催

鹿児島県校友会ホームページ

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

して下さい。

掲載日

立命館大学鹿児島県校友会

掲載ＨＰタイトル

で 検索 



立 命 館 大 学 鹿 児 島 県 校 友 会

子戌25年度 楓支報告吉
白 千茂25年 11月 1日

二 千茂26年 10月 31日

【収入の書q
科 目 決算頼 備 考

前期繰越金 1,141,396

鯰会徴楓金 520.000
子戌25年 11月 16日 「校友の集い」 (会場 :プ ラザN)

年会費 ¥1,000× 45名  懇礼会費 ¥475,000

木学補助金 541.600

30,000(大 学・校友会祝金)、 100,000(大学校友会贅助金)、

20,000(APU祝金)、 100,000(3/7 RFS兵励金)、  193,200(2/22全 国

校友会代表者会議)、 98,400(10/25オ ール立命館校友大会 i n ttLb)

物品販売 248.000
64,000(`七 美酢11/6,12/27,3/22,6/18,8/5,8/26,9/19)

180,000(1/6ナ カムラ分、*仁 し10,000派答口座に残す)

律収入 56,000
16,000(11/6,11/16立 林金滋彗村→、40,000(5/1旅 費え し)

オJ`Q 297
146(4/1)、  151(10/1)

収入計 2,507,293

目科 決算額 考備

鯰会・懇礼会費 606,818

547,000(黙 会・懇親会/プ ラザN)、 6,000(二次会ご水賞分)

4,450(堀 え内民感謝状)、 20,000(記 念品)、 22,785(会 報作成代)

3,423(手 提げ袋)、 3,160(H26機 会索内
`F暉

1)

活動費(本学関逹) 201.800
120,000(2/22全 国代表者会議3名 )、  1,800(2/22名 束1作 成3名 )

80,000(10/25オ ール立令館校友大会2名 )

活動費(鼎鶴4) 16Q′680

24,000(4/9幹事会)、 200(4/30役 員会室料)、 30,950(9/5夫隅地区

集会)、 3,000(9/6同 人鯰会出席),18,000(9/19寡 島地区集会)、 3,000

(9/24下 711府枝友壮行会)、  60,530(10/10北 薩地区集会,、 18,000(10

/16拡大幹事会)、 3,000(9/24関 夫機会出席)

活動費(九ガ1関 二) 136.534

36,000(H25。 11/11えガ1フ

゜
口ヽソク会議2名 )、 13,720(3/22立 た会下几)、

47,814(5/24主 九会・女子会)、 20,000(7/19熊 本BBQ2名 )、

19,000(8/2九汁|フ

゛
ロック会議)

え際費 55,527
11,361(渡 民12/26,2/28本L電 )、 26,911(渡 民新社屋生花・おL電 )、

10,000(松村民春の叙勲え章祝)、 7255(前 LL民た男春祝電)

事務近信費 72,553

840(11/20捩れ手数料)、 2,290(12/26事務用品)、 330(12/26捩 基

手数料)、 9920(12/26送 料切手代)、 1,060(立 た会勿手代)、  13,812

(家 内送付物手封筒)、 11,885(9/2機会索内同封一式)、 1,352(10/23同

主戦コンペ往復はがき)、 200(10/281ス 入
`F気

代)、 30,000停 務局費)

物品仕入 189,936
巻美人島関理洒生織 美酢、鶏飯セット)等 12,216(11/29)

139,200(1/6)、  12,600(2/10)、  12,960(7/9)、  12,960(9/9)

支出計 1,423,848

【支ムの封q

総合口座残  1,073,445     (楓 ハ∠ヽ 計)2,507,293- (え 虫合嗜→ 1,423,848

派棒口座残   10,000

承こり初爾黎デ電
`金

   ¥1,083,445

監査の結果 相 当であると認めます。

千戌26年 /θ 月27ヨ
会針監査

 三三  _立¢を_二五%.重 ≧



平成26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）

同志社大学校友会鹿児島県支部  副支部長 様

関西大学鹿児島千里会　副会長 青木  和博 様

関西大学鹿児島千里会　幹事長 時任  博幸 様

立命館大学北九州校友会　幹事長 初村　雅敬 様

3 来賓挨拶

4 歌唱披露　 桜井 まみ 校友

5 乾 杯

6 校友紹介

7 抽選会

8 応援歌斉唱

9 閉会のことば

* 懇親会席次表は
   別紙　懇親会座席表　をご参照下さい。
   懇親会座席表の裏面が座席図になっています。

(座席図例)

テーブル５－座席③

   ①  ②  ③ 座席No

   ④  ⑤  ⑥

大久保  匡敏  様

5-③ ⇒

テーブルNo5 



立命館大学鹿児島県校友会　役員体制

（S47 経済）

（S44 産社）

（S49 産社）  薩摩半島地区担当

（S51 産社）  ＲＦＳ担当

（S51 理工）  大隅半島地区担当、ｽﾎﾟｰﾂﾚｸ担当

（S52 経営）  会長代行

（S60 法）  前 鹿児島市幹事長

（S51 産社）

（S53 産社）

（S61 経営）

（S51 経営）

MEMO

発 行
立命館大学 鹿児島県校友会
　   会  長   福元  寅典
事務局  鹿児島市中央町16-9 かわくぼ住宅㈱内
           川窪  宏一          
TEL 099-253-3336　FAX 099-256-9151
携帯(川窪) 090-3882-2765
 E-mail: kawakubo@kawakubojutaku.co.jp

* 連絡先に変更があった場合は、事務局へお知らせください

摘 　要

副 会 長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

役職 氏名 卒年

会　　 長

副 会 長

　福元　寅典

　種子田　敬

　廣庭　淳

　植村　眞一郎

　前迫　栄二郎

　西元　泰光

事務局長

事務局次長

監 　  事

40周年実行委員長

幹 事 長

　川窪　宏一

　栫井　昭広

　下津　昭則

　上村　邦典

　日笠山　繁樹




