
(鹿児島県校友会ホームページTOP写真)

鹿児島市中央町５－１
TEL 099-256-0109

□ １4：3０～ 受付

■ １5：0０～ 総会

□ １5：5０～ 懇親会準備（休憩）

■ １6：0０～１8：3０ 懇親会

■ １8：3０～ 二次会（希望者のみ）

　　　　　鹿児島東急ＲＥＩホテル

* タイムスケジュールはおおよその目安です

立命館大学鹿児島県校友会報

 令和 元 (2019） 年度

 立命館大学 鹿児島県校友会 「校友の集い」

令和元年 １１ 月 16 日 （土）

会  場 

2F オリオンの間 

2F アルノーの間 



令和元年度  立命館大学鹿児島県校友会  総会

進行  有田 雅明 (H11 政策) ＮＨＫ勤務

会次第

1 開会のことば

2 校歌斉唱

3 鹿児島県校友会  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）

学校法人 立命館　副総長 伊坂  忠夫 様

立命館大学校友会　副会長 小野  守通 様

立命館大学　校友・父母課 古澤  秀晃 様

立命館アジア太平洋大学 キャリア・オフィス 課長 　岩森  崇 様　

5 来賓挨拶

学校法人 立命館　副総長 伊坂  忠夫 様

立命館大学校友会　副会長 小野  守通 様

6 議事

・活動報告  (3,4P)

・会計報告  (5P) 事務局

・監査報告  (5P) 下津 昭則 校友 (1986 経営)

・役員改選案 (6P)

7 未来人財育成基金について

・鹿児島県校友会の実績報告

◇鹿児島県校友会「未来人財育成基金」報告（2019年8月末時点）

鹿児島県校友会は来年3月を目途に 1,000万円の目標を掲げてご協力をお願い

してまいりましたが、おかげさまで目標を達成することが出来ました。

改めまして校友の皆さんのご支援に深く感謝申し上げます。

・未来人財育成基金の活用学生の紹介並びに発表

+Ｒ校友会未来人財育成奨学金受給学生

大学院スポーツ健康科学研究科2回生　橋爪  夏香さん

・挨拶　未来人財育成基金募集推進特別委員　福元  寅典 副会長（当会顧問）

8 閉会のことば

3,755,000 2830 55

基金合計 10,847,000 2931 100

継続基金

3,028,000 3,755,000

１,０００万円 基金合計 7,314,000 10,847,000

基金総額目標 継続基金

2018年9月末 2019年8月末

2020年3月までの 一括基金 4,286,000 7,092,000

鹿児島県校友会目標

内訳 金額 件数 人数

一括基金 7,092,000 101 73

※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。継続について

は現在も基金が続いています。 
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令和元年度  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（北九州校友会、関西３大学）

立命館大学北九州校友会　事務局長 初村  雅敬 様

同志社校友会鹿児島県支部　副支部長 大久保  匡敏 様

関西大学鹿児島千里会　会長 時任  博幸 様

関西学院大学同窓会鹿児島支部　幹事 長倉  浩二 様

3 来賓挨拶

立命館アジア太平洋大学 キャリア・オフィス 課長    岩森  崇 様

4 乾 杯

鹿児島県校友会第二代会長 松村 博久 校友（1958 理工）

5 懇親会企画

薩摩川内市舞台の映画

「大綱引の恋」紹介 吉留 昌彦 校友（1988 経済）

北九州校友会・同志社大学・関西大・関西学院大学のご出席者挨拶

校友紹介

ベリーダンス　 木下 まどか 校友（1999 産社)

抽 選 会

6 応援歌斉唱（１番と４番を歌唱）

応援歌エール 井戸  鎮 校友（1988 法）

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。
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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） 

※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 
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立命館大学 鹿児島県校友会 年間活動報告

　( Ｈ３０.１１.１～Ｒ０１.１０.３１）

平成30年度 校友の集い（鹿児島 東急REIホテル)

九州沖縄ブロック会議（佐賀県校友会総会・懇親会）

第２回鹿児島県校友ゴルフコンペ

（南国カントリー）

鹿児島県校友会役員忘年会

平成30年度 第1回拡大幹事会＆懇親会 (清たき)

2018年度全国都道府県校友会代表者会議（衣笠キャンパス)

九州沖縄ブロック会議

 （長崎県校友会総会・懇親会）

＊ご来賓含め、67人が参加
　立命館クイズやベリーダンス
　で会場が大盛り上がりしました

＊優勝は奈良から参加の入枝先輩
　ベスグロ　實方校友

＊福元寅典 校友会副会長、
   前迫栄二郎 会長、
   事務局 栫井の3人が参加

＊福元寅典 校友会副会長
　前迫 県校友会会長
　江口知聡 幹事
   事務局 栫井 が参加

R01.05.11（土）

＊ 25人参加
　 昨年11月の「校友の集い」収支報告
　 今年の予定など報告
＊ 川越校友、古野校友初参加

＊福元寅典 校友会副会長
　前迫栄二郎 会長
　事務局 栫井の3人が参加

H30.11.03（土）

H31.02.23（土）

H30.11.10（土）

H30.11.24（土）

H30.12.05（水）

H31.02.19（火）
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第８回鹿児島県ゴルフ立同戦

（島津ゴルフ倶楽部）

立命館大学校友会 幹事会 (朱雀キャンパス)

平成30年度 第2回拡大幹事会＆懇親会 (よかセンター／達)

関西学院同窓会鹿児島支部総会 ＊前迫会長出席

第４回若手会（サマーナイトクルージング）

同志社校友会鹿児島県支部総会 ＊上村幹事長出席

熊本県校友会 総会・懇親会 ＊前迫会長出席

鹿児島県校友会 役員会（ダイニングさくら）

関西大学鹿児島千里会総会 ＊前迫会長出席

平成30年度 第3回拡大幹事会＆懇親会 (よかセンター／清たき)

* 幹事会14人

懇親会26人

内 初参加3人で

で大盛り上がり

オール立命館校友大会201９ in 京都 (国立京都国際会館）
立命館大学校友会設立100周年記念大会

校友の皆さんのご協力に感謝申し上げます

R01.09.07（土）

R01.09.14（土）

R01.09.21（土）

前迫会長、森元幹事、川越幹事含め15人参加

R01.10.05（土）

R01.10.09（水）

R01.10.19（土）

＊大人16人
　子供7人
　計23人参加

R01.08.17（土）

R01.05.25（土）

＊立同それぞれ6名が参戦
　残念ながら
　次回は「同立戦」に!!

R01.06.01（土）

＊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

R01.06.14（金）

＊24人が参加
　塚田校友初参加

R01.07.27（土）
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主 今 館 大 学 鹿 児 島 県 校 友 会
2018年度 楓え報告吉

自 2018年 11月  1日

■ 2019年 10月 31日

【帆入の封q
科   日 決算頼 備 考

前期繰越全 1,980,632

機会徴快金 584,000
子戌30年 11月 3口 「H29年度校友の集い」 (鹿児島来恙REIホ テル)

年会費・懇社会費、寄付金 349,000、 二次会会費 50,000

枝友会贅助金、未賞祝い金、未客会費徴楓分 185,000

木学補助金 740,853
梗友大会20181■l仙 台 280,000、 た州プロック会議(佐賀)65,800

全国代表者会議 218,700、 斑も奨励金50,000

た川プロック会議(長崎)78,400、 着手会 47,953

物品販売 146,000
枝友 36,000(12/7,2/20,4/18,5/10,6/21,9/4)、

すカムラ 110,000(1/7.8/15)

オ1息・難颯  ｀ 28
オ1`928(11/1,4/1,10/1)

収入計 3,451,513

ム の

科   日 決算頼 備 考

鯰会・懇視会費 670,734

「H30年度力え友の集い」(庇児島来急REIホ テル)582,544(11/3開 催)

会報
`Frl15,040、

手提げ袋4,150、 水富会合学 9,000

クイズ景品代10,000、 ア トラクション20,000

活動費(県 関■ ) 152,230
役員怠年会補助 5000(12/5)、 懇親会補助 87,030(2/19,6/14,7/24,

10/9)、 会議室料他 2,200(4/17,9/7)、 集いま内吉′F利 3,000(8/14)、

着手会補助 50,000、 役員会 5,000

活動費(本学関逹) 369,000
校友大会201 8in仙 台参か補助 225,000、 代表者会議 144,000(2/23)

活動費(えガ1関 ■) 132,299
た州1プ ロック会議(佐賀)参か補助 50,000、 清家さん千電 3,499

た川プロック会議帳 崎励 補助 60,000、 熊本県校友会出席18,800

え際費 42,438
子電9,438(下 埜枝友,植村校友母上,宇住応枝友)、 杉浦杖友基別会4,000

及先革おみやげ20,000、 Ftl西 学院集会3,000、 同恙社横友会鑢会3,000

FIl蒟夫鯰会3,000

事務4信 費 99,063

勿手代 21,612、  夫具 16,772、  捩た手数料 3,094

鑢会宋内同封手数料 10,325、 機会未内同封物送料 1,060

封筒(角 2・ 長3)印澤16,200、 事務局費 40,000

物品仕入 82,760
ナカムラ 57,618(12/13,8/13)、  イ交残L25,142(3/12,8/13)

律 菱 0

支出計 1,548,524

鯰合口座残 (収入合針)3,451,513- (え 出合針)1,548,524

次期繰越金    ¥1,902,989

現 金 残

監査の結果 相 当であると認 めます。

2019年 /θ 月ノθ日      会計監査

※オール立命館校友大会2019 in京都 (10/19開 催)の 参加費は次年度に針上 し



【 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 】

令和１・２年度 立命館大学鹿児島県校友会　役員幹事一覧表
※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

会　　長  前迫  栄二郎 S52 経営  鹿児島市

副 会 長  廣庭 　淳 S51 産社  鹿児島市　ＲＦＳ担当

副 会 長  植村  眞一郎 S51 理工  霧島市

副 会 長  川窪  宏一 S51 産社  鹿児島市

副 会 長 *森元  美隆 S63 経済  鹿屋市

幹 事 長  上村  邦典 S51 経営  鹿児島市

事務局長  栫井  昭広 S53 産社  鹿児島市

監      事 *下津  昭則 S61 経営  鹿児島市　南日本銀行

監      事  吉留  昌彦 S63 経済  鹿児島市　南日本銀行

氏名 卒年 学部 居住地区 氏名 卒年 学部 居住地区

 入枝  利之 S37 理工  日置市  宮脇  剛 S53 産社  鹿児島市

 吉村  賢一 S44 産社  姶良市  吉永  俊郎 S53 経済  鹿児島市

産社  鹿児島市

 河島  正範 S48 理工  徳之島町  馬場  明弘 S56 経営  鹿児島市

 城ノ下  八郎 S46 経済  垂水市  峰山  秀樹 S55

 鹿児島市

経済  鹿児島市

 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 *児玉  哲郎 S58

 真茅  芳秋 S48 文  枕崎市

 楠原  真一 S59

*木口屋  博文 S59 産社

 生駒  正明 S49 法  鹿児島市

 国澤   浩 S60

経済  鹿屋市 山内  省吾 S48 産社  さつま町

 橋口  昭夫 S59 文  鹿屋市

経営  指宿市 木谷   勉 S49 産社  出水市

 日笠山  繁樹 S60 法  鹿児島市

法  霧島市 有村  健一 S52 経営  鹿児島市

 酒匂  正樹 S49 経済  鹿児島市

 小田  由国 S61

経営  鹿児島市

氏名 卒年 学部 居住地区 氏名 卒年 学部 居住地区

*櫻木  満 S53 法  鹿児島市  廣田  信也 H08

経済  東串良町

 宿口  博史 H12 政策  鹿児島市 *江口　知聡 H21 産社  鹿児島市

 木下  まどか H11 産社  鹿児島市  松田  英津子 H19

経済  鹿児島市

 小林  真裕美 H12 政策  鹿児島市  巻木  春信 H23 法  指宿市

 川原  竜平 H12 文  姶良市  末地  浩史郎 H22

法  鹿児島市

 宇根  達一郎 H13 法  鹿児島市  下迫  ゆい H24 経済  鹿児島市

 若林  真一 H13 経営  霧島市 *川越  龍太郎 H23

政策  鹿児島市

 西中  貴子 H19 経済  鹿児島市 *前迫　貴徳 H29 生命  鹿児島市

 牧瀬  祥一郎 H17 法院  鹿児島市  西村  剛志 H24

*平井  昭三 H19 院理工  姶良市

氏名 卒年 学部 居住地区 氏名 卒年 学部 居住地区

 松村  博久 S33 理工  鹿児島市  西元  泰光 S44 産社  鹿児島市

 渡  博文 S33 法  奄美市  福元  寅典 S47 経済  姶良市

産社  鹿児島市

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

 松山  保 S35 法  鹿児島市  種子田  敬 S49

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

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 


