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立命館大学鹿児島県校友会報

平成25年度

日　 時

会　 場

　      （２Ｆ カフェ・アンボアーズ）

懇親会 (３Ｆ リストランテ・コンレマーニ)

総　会 (４Ｆ ヴァリエホール)

デザートビュッフェ兼二次会　

　講師　巻木　晴男 氏
　　　　(鹿児島オペラ協会会員)

校 友 の 集 い

立命館大学鹿児島県校友会

  演題　「ウィーン留学の思い出」



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



鹿児島県校友会総会に当たって

(1)  ２０１５年 (平成２７年) に鹿児島県校友会創設４０周年

一つの節目として、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

②若手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女性校友の校友会活動への参加促進（全国の女性校友約７万人）

(3) 大学を取り巻く環境

①大学のグローバル化（スーパーグローバル大学）

   ＊すべての授業を英語

   ＊世界の５０の大学とのジョイント

   ＊留学生の受け入れなど教育の質の向上

②２０１８年から１８歳人口が減少

③２０１５年に 大阪いばらきキャンパス がオープン

 （経営学部、政策科学部等）

(4) 学生、大学、校友会は三輪車の関係

①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

   今年度の鹿児島県校友会の目標は５０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８３１人、現役学生は１６３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（８月から）

③２０１４年校友大会は岡山（１０月２５日／ホテルグランヴィア岡山）

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25年11月16日



平成25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 校友会長挨拶

4 来賓紹介

学校法人 立命館 常務理事　 髙橋  英幸　様

学校法人 立命館 常務理事・ＡＰＵ副学長　 志磨  慶子　様

立命館アジア太平洋大学(ＡＰＵ) 事務局長　 三並  高志　様

立命館大学校友会　副会長　 小野  守通　様

学校法人 立命館 社会連携部 
校友・父母課 課長補佐 大西  克樹   様

立命館大学校友会　事務局

5 来賓挨拶

6 議事

・事務局報告

・会計報告

・監査報告

・役員改選

・感謝状贈呈（堀之内 保典 氏）

・その他

7 閉会のことば

講演会

講　師 巻木　晴男 氏

(鹿児島オペラ協会会員)

演　題 「ウィーン留学の思い出」



立命館大学 鹿児島県校友会 年間活動報告
　( Ｈ２４.１１.１～Ｈ２５.１０.３１）

H24.11.10 (土) 鹿児島県校友会総会＆校友の集い（プラザＮ）

＊校友、同伴者、来賓など94人参加

＊未来人財育成基金に42人協力（104.000円）

H24.11.17 (土) 九州、沖縄ブロック会議＆大分県校友会総会

＊福元会長、前迫副会長、廣庭幹事長出席

H24.12.16 (日) 同立戦ゴルフコンペ(高牧C.C)ネットの僅差で同志社優勝

＊入枝、西元、福元、実方，薗田、植村、西中貴子各氏参加

＊実方氏グロス８０で準優勝

H25.01.19 (土) 九州女子会（博多）徳重さん参加

＊九州各県から19人参加

H25.01.31 (木) 奄美の校友訪問　福元会長

    ～02.02 (土) ＊未来人財育成基金の件で田中本部校友会事務局長と同行

H25.02.23 (土) 全国都道府県校友会代表者会議（衣笠キャンパス)

＊福元会長、前迫副会長、廣庭幹事長、西中、田代氏出席

＊「次世代へ校友会を繋ぐために」というテーマで、前迫

 　 副会長がコーディネイター役を務める

H25.02.24 (日) 「ＲＦＳ・ＲＦＳリーダーズ会議」（京都衣笠キャンパス）

＊福元会長、前迫副会長、廣庭幹事長出席

H25.03.01 (金) 拡大幹事会（清たき／２４人出席）

＊代表者会議、九州女子会、大島校友訪問報告＆今年度総会

　日程と未来人財育成基金などの協議

H25.03.06 (水) 長里利寛校友の写真展「鹿児島祭り暦・春夏」

～H25.03.25 (月) ＊重富民俗資料館ギャラリー

H25.04.02 (火) 村上校友・父母課長転勤挨拶のため来鹿

田中校友会事務局長同行（福元会長対応）

H25.04.27 (土) 立命館大学校友会第１回常任幹事会（朱雀キャンパス、福元

会長出席）

＊「校友会設立100周年記念事業特別委員会」の設置などに

　  ついて

H25.04.28 (日) 巻木春信校友の結婚式（福元会長、前迫副会長出席）

H25.05.08 (水) 荒川文男先輩校友訪問  (福元会長、前迫副会長、川窪事務局

長)

H25.05.28 (火) 守屋岡山県会長来鹿（福元会長対応）

H25.06.01 (土) 立命館大学校友会2013年度第２回常任幹事会および 2013年

度幹事会  (朱雀キャンパス、福元会長、西元副会長、福元正

人顧問出席）

◇山中校友会長退任、新会長に村上健治氏就任

＊2012年度事業報告、決算報告および2013年度事業計画案、

予算案などについて



＊「立命館大学校友会設立100周年記念事業特別委員会」の設

    置について

＊2015年度校友大会のあり方について（大阪いばらき新キャン

   パス予定）

H25.06.14 (金) 拡大幹事会（プラザＮ／１７人出席）

＊１１月の総会、未来人財育成基金、全国幹事会報告など

H25.07.11 (木) 三役会議（花車）＊総会議題に向けて

H25.08.26 (月) 三役会議（花車）＊総会ならびに当面の日程について

H25.09.07 (土) 立九会（九州ゴルフ倶楽部八幡コース＝北九州）福元、廣庭、

実方氏参加

＊鹿児島は団体戦準優勝、個人は実方氏準優勝、廣庭氏５位

H25.09.20 (金) 同志社校友会鹿児島県支部総会（パレスイン鹿児島）

＊福元会長出席

H25.09.25 (水) 渡　博文顧問　宇検村名誉村民に選定（宇検村で４人目）

H25.10.02 (水) 長里利寛写真展「鹿児島祭り暦・秋冬」

～H25.10.28 (月) ＊重富民俗資料館ギャラリー

H25.10.05 (土) 関西大学鹿児島千里会（プラザＮ）＊川窪事務局長出席

H25.10.09 (水) 拡大幹事会（清たき／２１人出席） ＊総会運営などについて

H25.10.26 (土) オール立命館校友大会ｉｎ京都 

＊福元、西元、城ノ下、日笠山氏出席

H25.11.16 (土) 平成25年度 立命館大学鹿児島県校友会 校友の集い開催

校友の皆さんの協力に多謝。ありがとうございました。



自 平成24年11月9日

至 平成25年10月31日

【収入の部】

 127,520 (2/13 全国都道府県校友会代表者会議)＋

 127,520 (10/2 全国校友大会)

【支出の部】

 60,600 (幹事会3回)＋1,000 (三役会)＋80,000 (全国幹事会代

 表者会議2名参加)＋120,000(全国校友大会3名参加)

 ＋18,000(九州女子会1名参加)

 他大学校友会参加補助 3,000×2＝6,000(関大・同志社)

 50,000(立九会交通費補助)＋5,016(ソフト部)

(収入合計) 2,794,870 － (支出合計) 1,653,474

監査の結果　相当であると認めます。

雑収入 130,000

普通預金利息 228

前期繰越金 1,090,902

懇親会(二次会費) 527,000

物品販売 755,700

 平成2４年11月10日 (会場：コンレマーニ)

  517,200(奄美開運酒造)＋238,500(大和砂糖)

立 命 館 大 学 鹿 児 島 県 校 友 会
平成24年度  収支報告書

科　　目 決算額 備　　　考

懇親会(二次会費) 663,037

会議費 279,600

交際費 61,016

事務費 31,811

通信費 54,054

雑費 1,656

36,000

会議交通費補助金 255,040

科　　目 決算額

計 2,794,870

年会費

会計監査

¥1,141,396次期繰越金

物品仕入 546,300

立替金 16,000

計 1,653,474

 資料送付代、資料コピー代等

 1,656(法被クリーニング代)

  368,610(奄美開運酒造)＋177,690(大和砂糖)

 8,000×2 (全国校友大会チケット代)

 大学校友会 100,000(補助金)＋大学校友会・大学 30,000(祝金)

 @1,000×36名

備　　　考

 595,500 (㈱トウレーヌ)＋37,172 (GIG他)

 30,000(事務局費)＋1,811(領収書)



  会　 長  福元　寅典 S47経

  副会長  西元　泰光 S44産 変更内容

 種子田　敬 S49産  薩摩半島地区担当 *堀之内氏が副会長退任し、顧問へ

 廣庭　淳 S51産  ＲＦＳ担当、県校友会40周年担当 *廣庭氏が幹事長から副会長へ

 植村　眞一郎 S51理  大隅半島地区担当、ｽﾎﾟｰﾂﾚｸ担当 *植村氏が副会長に新任

 前迫　栄二郎 S52営  会長代行 *日笠山氏が市幹事長から幹事長へ

  幹事長  日笠山　繁樹 S60法  前 鹿児島市幹事長

  事務局長  川窪　宏一 S51産 ※ＲＦＳ（立命館未来サポーター）

  事務局  栫井　昭広 S53産

　監　事  下津　昭則 S61営

 久米村 祐一郎 H11営

 【 地区幹事 】 

 鹿児島市  川ノ上　博之 S41営  霧島・姶良  吉村　賢一 S44産

 田平　紀男 S42法 S48文

 長里　恵子 S45文  女性代表幹事  植村　眞一郎 S51理  副会長兼務

 生駒　正明 S49法  若林　真一 H13営

 酒匂　正樹 S49経  大　 隅  城ノ下　八郎 S46経

 古川　重紀 S49営 S50経

 中薗　慶子 S51営  楠原　真一 S59経

 有村　健一 S52営  松田　英津子 H19経

 木原　浩二 S53産

 大野　純一 S53法  熊毛・大島  渡　博文 S33法

 川畑　玲子 H09経  河島　正範 S48理

 小林　真裕美  H12政策  雪田　倫代 H20文

 宿口　博史  H12政策

 前山　雄介 H18営

 末吉　剛士 H18経 【 職域幹事 】

 西中　貴子 H19経  県　庁  伊喜　功 S52法

 南　薩  西村　和人 S46産  鹿・市役所  峰山　秀樹 S55産

 真茅　芳秋 S48文  鹿　銀  廣田　信也 H08営

 国澤　浩 S60営  徳重　 梢  H19政策

 南　銀  下津　昭則 S61営

 北　薩  入枝　利之 S37理  吉留　昌彦 S63経

 岩切　昭彦 S42営  南・新聞社  中原　克己 H04産

 榎木　勉 S46営

 薗田　寛允 S48営  顧　問  荒川　文男 S19理

 木谷　勉 S49産  渡　博文 S33法

 山内　省吾 S48産  松村　博久 S33理

 橋口　昭夫 S59文  松山　　保 S35法

 道場　益男 S61法  福元　正人 S38法

 堀之内　保典 S43文  前副会長

平成25年11月16日

立命館大学　鹿児島県校友会役員（案）　

（平成２５年度改選）

役職名 氏　 名 卒年 摘 　要

地区名 氏　 名 卒年 摘要 地区名 氏　 名 卒年 摘要

 九万田　昭

 伊崎田　順一



立命館大学 鹿児島県校友会 会則
第 1 章　総　　則

第 1 条　この会は、立命館大学鹿児島県校友会と称する。
第 2 条　この会は、立命館大学出身の鹿児島県在住者等をもって組織し、会員相互
　　　　 の親睦をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条　この会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員名簿の作成整備

(2) その他この会の目的を達成するために必要な事業


第 4 条  この会は、事務所を　鹿児島市中央町１６－９　かわくぼ住宅株式会社
　　　　内におく。

第 ２ 章　役　　員
第 5 条  この会の運営のため、総会において次の役員を選出する。

(1) 会長　　　　　　1名
(2) 副会長　　　　　若干名
(3) 幹事長　　　　　1名
(4) 事務局長　　　　1名
(5) 事務局次長　　　1名
(6) 幹事　　　　　　若干名
(7) 監事　　　　　　2名

第 6 条  役員は、次の任務を行う。
(1) 会長は、この会を代表し、会の業務を統括し、総会の議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき代行する。
(3) 幹事長は、この会の運営を統括する。
(4) 事務局長は、会運営の事務と会計を主管する。
(5) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき代行する。
(6) 幹事は、各地区及び職域の会員を掌握し、会の運営にあたる。
(7) 監事は、この会の会計並びに執行状況を監査する。

第 7 条  役員の任期は２年とする。ただし、再選をさまたげない。
第 8 条  この会に顧問をおくことができる。

              2  顧問の委嘱は会長が行う。
第 ３ 章　会　　計

第 9 条　この会の経費は、会費並びに寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
          2  会費は年会費と終身会費の2種とする。
          3  年会費は 1,000円とする。
          4  終身会費は 20,000円とする。

第 ４ 章　総　　会
第10条　定例総会は、年１回開催する。
         2  会長が必要と認めたときは、臨時総会を行う。

第 ５ 章　会 則 の 改 正
第11条　この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意により議決
　　　　 する。

附　　則
1 その他必要な事項については、立命館大学校友会会則を準用する。
2 この会則は、昭和50年8月3日から施行する。

改正履歴
昭和50年8月3日制定 平成15年12月4日改正
昭和59年8月23日改正 平成17年12月3日改正
昭和61年8月5日改正
平成元年8月5日改正
平成3年8月3日改正



平成25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

立命館大学福岡県校友会  幹事 大野   寛　  様

同志社大学校友会鹿児島支部  副幹事長 野崎   努　  様

関西学院大学同窓会鹿児島支部　支部長 徳田　 穣　 様

関西大学鹿児島千里会  会長  桐原  琢磨　様

関西大学鹿児島千里会  事務局長  時任  博幸　様

関西大学鹿児島千里会  幹事  川越  美咲　様

3 来賓挨拶

4 乾杯

5 校友紹介

6 抽選会

7 応援歌斉唱

8 閉会のことば

* 懇親会席次表は別紙をご参照下さい。
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