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　会長就任後丸１年が経過しました。今年６月17日に開催しました総会兼代議員会で
は基本方針として「…来年（平成30年11月）創立40年を念頭においてさらなる瑞山会
の飛躍を期する」とし、具体的には支部拡大、ホームページの刷新などによる発信力
の向上、バーベキュー大会のホームカミングパーティーへの衣替えなど各事業の充実、
あわせて大学との連携を一層密にするとしました。
　支部拡大については地域支部である関東支部の設立総会が今秋に予定されています。
またホームページは、従来の一方通行の情報提供ではなく各行事参加申し込みや住所
等の変更を受付させて頂くなど改善し、更に今回から会報のカラー化を実施し、瑞山
会活動により関心を持って頂けるようにしました。本部行事では「三学部合同花見の会」
を「山崎川さくら祭」と名称・内容を変更するなど、会員の皆様により積極的にご参
加して頂けるようにして参ります。
　今後とも瑞山会活動にご理解を賜り、いろいろな機会への積極的な参加をお願いし、
挨拶とします。

　従来朝日ネットのドメインで開設
していました、瑞山会ホームページ
を全面リニューアル致しました。こ
れまでなかなか更新もできておりま
せんでしたが、今回のリニューアル
に当たり、理事会内でホームページ
管理体制を構築し、随時更新を行っ
ていくことと致しました。
　瑞山会からのお知らせ、会員相互
の連絡事項などを、今までよりタイ
ムリーにアップしてまいります。
　『これまで、ホームページなんて
あったの？』という方も多いかと思
いますが、是非一度ご覧ください。

瑞山会ホームページをリニューアルしました！！

瑞山会　会長
村井　清（６期生）

独自ドメイン（URL）を取得しました〔（https://www.zuizankai.jp）〕
　・ これまで朝日ネットのドメインでの開設でしたが、新しく独
自に取得しました

住所変更などの会員情報変更がサイト上からもできるようになり
ました。（注１）
　・ 今まで通りのはがきでの訂正連絡に加え、随時、ホームペー
ジからもご連絡いただけます。

同期会、ゼミ会などの開催案内を掲載いただけます。
　・案内告知は半年前から掲載いただけます。
　　 卒業○周年などの同期会開催などを計画の際はご利用ください。
問い合わせ・申込みフォーム（併用）を開設し、瑞山会と会員の
皆さんの連絡手段を開設しました。
　・ 総会やその他のイベントへの参加申込みを、問い合わせ・申
込みフォームから行っていただけます。

　・ 同期会、ゼミ会などの告知掲載の申請を問い合わせ・申込み

フォームからしていただけます。
　・ その他、瑞山会へのご要望、お問い合わせは問い合わせ・申
込みフォームからお寄せください。

よくある質問で素朴な疑問などにお答えしています。
　・ 上記のご利用方法含め、「よくある質問」にてご説明してい
ますので、ご覧ください。

（注１） 　住所変更などの登録情報変更連絡の入力には、瑞山会員共通
のID、パスワードが必要です。

ID、パスワードはこの会報　３ページに記載がありますので、会
報はお手許に保存をお願いします。
なお、瑞山会ホームページの管理窓口は、瑞山会　編集部が担当
しております。
ホームページ管理に携わってみたい方がおられましたら、ぜひお
手伝いください。
問い合わせフォームからお知らせください。

【　リニューアルポイント　】

ご挨拶
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　平成29年度瑞山会総会兼代議員会・懇親会が去る６月
17日（土）、名鉄グランドホテル11階「柏の間」にて午
後４時定刻通り田中副会長（７期）の司会で開会。物故
者への黙祷の後、議長に盛林理事（15期）を選出し、村
井会長（６期）により28年度事業及び会務報告があり、
編集部活動、事業部活動、在校生への支援活動（卒業生
学業等優秀者表彰）、支部活動、年３回の経済学部長等
先生方と瑞山会理事との話し合い等を報告。引き続き、
28年度決算報告を柴山会計部長（４期）から行い、前田
監事（１期）による監査報告の後に質疑を経て採決。満
場一致で事業報告及び決算が承認されました。
　29年度事業計画について村井会長から来年の瑞山会創
立40周年に向けて注力する活動として地域支部設立、各
事業のリニューアルの促進、大学側との連携という内容
で提案がされました。続いて中村副編集部長（20期）よ
り、瑞山会ホームページ刷新の経緯と詳細機能、デザイ
ン案について、細野事業部長（６期）からは昨年までの
バーベキュー大会を「山の畑ホームカミングパーティ」
に改め開催するという提案がありました。引き続き村井
会長から、創立40周年記念事業、経済学部への貢献、大
学教職員との交流、地域支部設立支援活動についてと29
年度予算案に対する提案がなされ、その後29年度事業計
画と予算について満場一致で承認。続いて中野副会長（６
期）より組織改正案として渉外・広報部の新設と名簿部
の編集部への統合、瑞山会会則修正提案、新役員案の提
案があり共に満場一致にて承認されました。盛り沢山の
議題のなか、定刻通り平成29年度瑞山会総会は閉会いた
しました。
　懇親会は５時より開催。会場には郡健二郎名古屋市立
大学学長、薬学部同窓会（薬友会）から河村会長、経済
学研究科同窓会（剣陵会）から杉本会長、名古屋市立大
学交流会から土屋会長の各ご代表と現経済学部教員、現
役学生（３回生）90名を加え約190名の参加を頂きました。
冒頭、来賓を代表して郡学長より「名市大を全国区にす
る」という想いを熱弁されました。イギリスの高等教育

専門誌「THE（Times Higher Education）」による大学
のランキング（世界601位、国内14位）を挙げながら、
地域に貢献する大学として総合生命理学部（仮称）の新
設など大学独自の取り組みと、全学部の同窓会である名
古屋市立大学交流会の層の厚さを踏まえて、国内・世界
に知名度を高めていくとの熱いご挨拶を頂きました。
　引き続き、三澤経済学部長から、経済学部はまだまだ
伸びしろがあり、プレゼンス向上には卒業生の皆様の力
が重要な位置づけとなってくる。「数は力なり」という
言葉があるように、各方面で活躍されている卒業生の力
が母校の発展つながる。教職員も瑞山会の発展に対して
貢献していきたいとご挨拶頂きました。合わせて郡学長
は今春一般社団法人「公立大学協会」の第35代会長に就
任されましたことの紹介がありました。
　名古屋市立大学交流会の土屋会長からは、名古屋市立
大学は総合大学であり横断的に連携して発展していくこ
とが求められる。そのなかで交流会が、経済学部卒業生
の様々な分野での活躍をお手伝い出来るよう力を入れて
いきたいとご挨拶頂きました。その後中村様（５期）よ
り乾杯の発声を頂き、同窓生、現役学生とも過去にない
程の多くの会員にご参加いただき賑やかな懇親会となり
ました。また、今回から就職活動を控えた現役学生（３
回生）と瑞山会会員との交流タイムが設けられ、職種別
のグループに分かれて仕事の内容や就職活動について積
極的に話をしている姿が多く見受けられました。途中、
くじ引きで賑やかに盛り上がり、最後に大塚様（７期）
による中締めで閉会しました。
　今年度の総会・懇親会に様々なご都合で出席いただく
ことができなかった皆様、ご多忙中とは存じますが是非
一度足を運んでみてはいかがでしょうか。懐かしい顔と
の出会い、現役学生との交流、きっと新しい世界が広が
るに違いありません。

　次回総会兼代議員会・懇親会は、平成30年６月16日（土）名鉄
ニューグランドホテルにて午後４時より開催させて頂きます。

 平成29年度瑞山会総会兼代議員会・懇親会開催される 



平成29年７月31日 ）3（ 号45第

事業部長時代の
思い出
　昨年まで事業部長を担当
して参りました逸見です。
瑞山会会員が集う親睦の機
会を積極推進するという趣
旨のもと昭和59年に新設さ
れ初代事業部長につきまし
た。32年の長きに亘り担当
し、いろいろな行事を開催

し多くの部員の皆様に助けてもらいました。なぜか
事業部員には急逝したメンバーが多いのです。ここ
に哀悼の意を表したいと思います。以前は５月には
テニス大会、11月には大学祭模擬店にOBコーナー設
置を行って参りましたが、テニス大会は参加者の減
少で取りやめました。大学祭模擬店は11月３日の固
定行事だったのが、開催日が変動し予定を事前通知
できなくなり取りやめました。現在では春秋２回の
ゴルフ、春の花見茶会、秋のバーベキュー大会、麻
雀大会を開催しています。バーベキューは当初は内
海フォレストパークと犬山モンキーパークで交互開
催していましたが、経済学部内に変更となりました。
今は薬友会館内です。事業部長時代に知己を得た医
学部同窓会長の青山光子先生、薬学部同窓会（薬友会）
会長水野民也様のご協力を賜り、花見とバーベキュー
大会は３学部合同開催となりました。薬友会主催でボー
リング大会を星ヶ丘ボーリング場で行われたことも
ありましたが、参加者が少なく長くは続きませんで
した。星ヶ丘ボーリング場のオーナーは実は水野会
長です。同氏は故人となりましたが他にも東山遊園
地等20社余りのオーナーでもありました。私たちが
利用させて頂いている薬友会館にも開設にあたって
多大な寄付金援助をした水野会長に敬意を表し、３
階を水野メモリアルホールと冠しています。
　瑞山会には毎年新しい同窓生が増えてきますので、
時代にあった行事、多くの人が参加できる行事が望
ましいと思います。新しいご意見をどんどん事業部
に寄せてほしいと思います。

編集部長として
の20年
　私は、昭和53年の瑞山会
設立当初から編集部に在籍
し、現在に至っています。
この間、平成８年度から同
27年度まで20年という長き
間３代目の編集部長を務め
ました。編集部の仕事は周
知のとおり、瑞山会報の編

集及び発行がメインでありました。会報創刊号は、
瑞山会設立記念総会終了直後の昭和53年12月に発行
しました。発行回数は原則年１回でスタートし、途
中昭和60年から平成15年までの間は年２回でしたが、
労力や予算の関係で、平成16年から年１回に戻るこ
ととなりました。
　紙面構成は、定番として総会・懇親会関係、学部
長メッセージ等は当初から現在に至るまで掲載して
おります。数年以上継続的に掲載した記事として、
卒業生の就職状況、ゼミナール・クラブ紹介等ですが、
特に印象に残っているのは、「ネオキャリア・ネット
ワーク」（実社会で活躍している卒業生へのインタ
ビュー）及びゼミ協主催による「学部学生とOB・
OGとの交流会」です。前者は、18期生の湯浅伸庸氏
及び30期生の清水綾子氏が、後者は、20期生の中村
英利氏が主に担当しました。また平成10年から、課
題となっていた瑞山会ホームページの立ち上げに伴
い、会報の概要を掲載することとなったのは特記す
べき事柄です。会報作りの作業は、とにかく時間が
かかり、発行まで数か月を要します。原稿が予定ど
おり集まらない場合は、精神的に落ち着かない日々
を過ごすことになります。私の編集部長時代の大半は、
18期生の服部篤典氏に全面的に原稿の集約や紙面の
割り付け（編集）をお願いしていたので、自分とし
ては原稿を作成することはありますが、編集作業上
に特段の苦労はありませんでした。しかし、部長退
任前の数年間は、私一人で編集作業をすることとな
りました。パソコンのソフト（特にワード）を十分
に活用できる技術がありませんでしたので、息子の
手を借りながら四苦八苦した事が思い出されます。
20年余りの間に、４名の部員が亡くなられるという
悲しい出来事もありましたが、大過なく努められた事、
これもひとえに部員の皆さん始め関係の方々の多大
なご協力の賜であり感謝申し上げる次第です。
　今後は、新部長のもとで、部員が協力し合って魅
力的な会報作り及びネットによる広報の充実に向け
ての努力が望まれるところです。

前事業部長
逸見　和弘

前編集部長
榊原　茂

瑞山会ホームページ
（https://www.zuizankai.jp）
を紹介します

　　ID  　：
パスワード：
是非積極的にアクセスしてください。
皆様の声をお待ちしています。



平成29年７月31日第54号 （4）

１、会計人会の設立
　　 平成23年５月10日　会員相互の情報交換を行い業務の向上を
図ること、後進の育成の為の研究会等を開催する事、会員相
互の親睦を深めると共に母校の発展に寄与する事を目的に設
立した。

　　 （来賓：名古屋市長　河村　たかし、名市大教授　森氏・星
野氏等）

２、会員
　　 名市大の卒業生、大学院の修了生で税理士及び公認会計士並
びにその資格を有する者

３、現在の事業
　　⑴　 名市大経済学部との連携講座（租税制度と実務―後期水

曜日２限）の開催

全15回の講座に対して会計人会から９名の講師を派遣した。
平成25年度　68名、平成26年度　164名、平成27年度　
206名、平成28年度　247名の履修登録の実績

　　⑵　研修会の開催
　　　　年２回程度（６月・１月）夜間の研修会を開催
　　⑶　全国大学会計人会サミットへの参加及び開催
　　　　 サミットは、第一回明治大学主催で、平成９年に開催され、

当会は第15回慶應義塾大学主催から参加している。
　　　　 一昨年よりサミットの開催候補としてノミネートされ、

大学にとって大変名誉なことであるが、開催・成功させ
る為には、大学・在校生・瑞山会など多数の協力が必要
となります。

新支部紹介　名古屋市立大学会計人会 会長　阿知波　清三（３期生）

関東地区（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・
群馬県・山梨県）にお住まいの卒業生の皆様へ
　この度　瑞山会本部の意向を受けて、関東支部の創設を準備し
ています。
その趣旨は、
　⑴　 卒業後仕事に明け暮れ、周りを見渡す余裕もなく、精勤し

てきた仲間と語り合う場所もない。年次を超えた同窓生に
会いたい。

　⑵　 これからの人生をどう有意義に過ごすか、どう社会に恩返
しをするか、どう家族と向き合うかを語り合いたい。過去
を振り返るだけでは無く、情報交換の場所として、堅苦し
くない雰囲気の中で、お互いに楽しく学び合う事も大事

　⑶　 薬学部には、関東支部があり積極的に交流を行っている。
瑞山会の今後の活性化を目指すには、地域毎に充実した活
動が必要不可欠

　後日、関東支部会のご案内をお送りさせて頂きますので、参加
を希望される方のご確認をさせて頂きます。その他ご意見・ご希望・
趣味・特技・近況等お知らせ下さい。

　皆様方の賛同を得ながら、今秋を目処に創設を進めて行きたい
と思っています。
　最後に、設立総会開催に当たりましては、皆様方のお知恵を借
りながら準備を進めて参りたく、ご協力を宜しくお願いします。
●ここで川柳を一句
　【懐かしの　顔が揃って　若返る】

瑞山会　関東支部　創設に向けて 小坂　英雄（４期生　山本ゼミ　剣道部）

（総会返信ハガキの皆様からの近況、ご感想）紙面の都合上すべてを掲載できず申し訳ございません。
会員からの声

○ 卒業して半世紀、元気で毎日40分の散歩、晩酌はほんの少々です。
 （飯田　浩康　１期生）
○  現役を退いて早や10年が経過。陶芸、そば打ちサークル活動、時には
鍬を持つのんびりとした日々を過ごしています （山本　公明、２期生）
○  パソコンを使いこなせず紙ってる （早川　博、２期生）
○  入学して50年、面影残る教室に佇むと思い出が蘇ります母校への愛着
はそれぞれでしょうが、振り返れば青春そのものでした。
 （伊藤　由紀子　旧姓野村　３期生）
○  来年の総会は出席したく思います。経済学部創設して50年になる節目
ですね （広瀬　義隆　３期生）
○  ４期同期会に参加させて頂き楽しく過ごしております。瑞山会　関東
支部　発足を期待しています。 （野村　善文、４期生）
○  キッチンガーデン・フルーツガーデン　作り始めて３年目です。
 （山下　和夫　５期生）
○  自治会役員等が重複し（来年３月迄）残念ですが欠席します
 （玉置　浩司　６期生）
○  老いを感じつつゴルフは続けています。 （平田　芳子　６期生）
○  60代は最後の黄金（心身共に）世代。一日一日黄金の日々とする。
 （近藤　道夫　６期生）
○  ６月17日西田ゼミ仲間の一部と懇親会の予定です。
 （早田　豊　６期生）
○  遠方にて出席できず申し訳ありません。瑞山会の益々発展を祈ります。
 （野田　哲夫　７期生）
○  昨年６月にリタイアし現在はジム通い、ゴルフ、旅行にと体が元気な内
に妻と二人で人生をエンジョイ中。 （新海　政司　８期生）
○  卒業以来東京です。８期生の同窓会が開かれているようで会報等に記

載願います。 （丹羽　典夫　８期生）
○  昨年定年退職。現在は前職の経験を活かし楽しく仕事を続けています。
大学時代の記憶はまだ鮮明です。 （古屋　建世　８期生）
○  東京で開催されれば参加したいと思います。 （小坂井　清明　10期生）
○  いつもご案内頂き有難うございます。学生生活を名古屋で過ごした事
いつも思い出します。もうすぐ退職。嫁と青春時代の地へ行くつもりで
す。名市大へ通って幸せです。 （本田　睦臣　10期生）
○  今62歳です。65歳になり厚生年金が支給されたら瑞山会に少しだけ寄
付させて頂きます。 （土井　幸司　11期生）
○  先日、GW中にゼミ仲間、同窓と集まり楽しい時間を過しました。皆
老けましたが元気で何より。何十年ぶりかに再会出来るのは嬉しいも
のです。 （林　英治　12期生）
○  卒業生で行政（地方自治体）で働いている又は働いた人も多くいます
ので行政部会を立ち上げてもらうといいと思います。部会長は高浜市
長 （光清　毅　15期生）
○  一度、同期会の開催を検討願います。 （栗山　誠　16期生）
○  事務局様、お世話様です。卒業後30年以上経ちふと懐かしく思うこの
頃です。 （鵜飼　良枝　17期生）
○  少なくとも変更がない場合は葉書の表面に個人情報を詳細に書いて投
函する必要はないのでは。（８桁番号で対応できるのではないか）

 （冨田　誠　22期生）
○  いつもご連絡頂き有難うございます。単身で東京に勤務しております
ので欠席いたします。ご盛会をお祈りいたします。
 （山田　正樹　23期生）
○  いつも会報を楽しく拝見させて頂いています。 （神通　真巳　33期生）

瑞山会本部との設立準備会を５月20日開催しました
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●平成28年度　決算報告
第39期貸借対照表
（平成29年３月31日現在）

（単位：円）
借方 金額 貸方 金額

普通預金・現金 14,922,778 名簿発行引当金 1,000,000 
定期預金 20,000,000 基金積立金 33,922,778
利付国債 0（うち当期基金増加額） （691,584）

合計 34,922,778 合計 34,922,778

第39期収支計算書
（自平成28年４月１日　　至平成29年３月31日）

（収入の部） （単位：円）
勘定科目 予算額（Ａ） 実績額（Ｂ） 差額（Ａ）－（Ｂ）

会費収入
（新入会費240名分） 4,800,000 4,800,000 0

各部預金利息 3,000 142 2,858
基金利息 50,000 25,407 24,593
名簿売上（第10号） 0 4,000 -4,000
基金取り崩し 0 0 0
その他収入 0 0 0
収入計 4,853,000 4,829,549 23,451

（支出の部） （単位：円）
勘定科目 予算額（Ａ） 実績額（Ｂ） 差額（Ａ）－（Ｂ）

名簿発行引当金 500,000 500,000 0
名簿管理費用 60,000 54,000 6,000
会報発行費 900,000 735,806 164,194
総会費（注１） 1,500,000 1,438,247 61,753
事務運営費 415,000 322,724 92,276
通信費 100,000 70,162 29,838
事業費 740,000 659,546 80,454
経済学部寄付金（注２） 800,000 357,480 442,520
予備費 0 0 0
支出計 5,015,000 4,137,965 877,035
当期剰余金 0 691,584 -691,584

合計 5,015,000 4,829,549 185,451
（注１）総会懇親会出席者総数　135名（内現役学生招待者数　42名）
（注２）経済学部新入生歓迎オリエンテーション参加者昼食代（357,480円）

●平成29年度　予算 
第40期収支計算書

（自平成29年４月１日　　至平成30年３月31日）
（収入の部） （単位：円）

勘定科目 予算額（Ａ） 前年実績額（Ｂ）差額（Ａ）－（Ｂ）
会費収入（新入会費） 4,780,000 4,800,000 -20,000
各部預金利息 3,000 142 2,858
基金利息 0 25,407 -25,407
名簿売上 0 4,000 -4,000
基金取り崩し 1,237,000 0 1,237,000
収入計 6,020,000 4,829,549 1,190,451
新入会費・予算額は、平成29年５月入金額（239名分）
国債、MMFを解約し定期預金に移したため、基金利息はゼロ、預金利息は3,000円

（支出の部） （単位：円）
勘定科目 予算額（Ａ） 前年実績額（Ｂ）差額（Ａ）－（Ｂ）

名簿発行引当金（注１） 500,000 500,000 0
名簿管理費用 60,000 54,000 6,000
会報発行費（注２） 1,100,000 735,806 364,194
総会費 1,500,000 1,438,247 61,753
事務運営費（注３） 1,360,000 322,724 1,037,276
通信費 150,000 70,162 79,838
事業費（注４） 950,000 659,546 290,454
経済学部寄付金（注５） 400,000 357,480 42,520
支出計 6,020,000 4,137,965 1,882,035
当期剰余金 0 691,584 -691,584
合計 6,020,000 4,829,549 1,190,451
（注１）平成30年12月名簿発行に関わる同窓会負担予定額引当分
（注２）会報カラー化等（200,000円　増額）
（注３）ホームページ改定に伴う作成費等（1,000,000円　増額）
（注４）１、支部拡大等で100,000円増額
 ２、会計部パソコン、会計ソフト購入等（100,000円増額）
（注５）経済学部新入生歓迎オリエンテーション関連費用（392,944円）

理事
●会長
村井　　清 ６期生 （山本）
●副会長
中野　重治 ６期生 （山本）
田中　喜夫 ７期生 （岡崎）
吉田　和生○ 20期生 （國村）
●顧問
粟野　泰次 １期生 （大山）
前田　勝昭 １期生 （岡崎）

庶務部
●庶務部長
黒宮　孝二○ ５期生 （中井）
●副庶務部長
近藤　敏之○ 12期生 （西田）
●庶務部
鬼頭　　等 ３期生 （岡崎）
伊藤　　孝 ６期生 （山本）
荒深美和子 ９期生 （木村）
倉地　弘美 14期生 （松永）
盛林　義久 15期生 （松井）
木村　　剛 17期生 （辻）
奥川　哲也○ 18期生 （宮原）
吉田　和生 20期生 （國村）
田中　多聞 31期生 （岡崎）

（編集部兼務）
水野　　誠○ 32期生 （藤本）
吉村　　篤○ 50期生 （吉田）

編集部
●編集部長
山田　一利 ６期生 （山本）
●副編集部長
伊熊　啓人○ ６期生 （妙見）
　　（名簿担当）
中村　英利 20期生 （西田）
　　（HP担当）
●編集部
榊原　　茂 １期生 （松永）
多和田　眞 ４期生 （岡崎）
中村　正治○ ５期生 （木村）
中野　重治 ６期生 （山本）
鈴木　正彦 ７期生 （芝原）
寺沢　賢治 11期生 （牛嶋）
水野　　誠 13期生 （宮川）
松川　倫典 16期生 （塩見）
橋本　光生○ 18期生 （醍醐）
服部　篤典 18期生 （安藤）
湯浅　伸庸 18期生 （安藤）
鈴木　　正 19期生 （星野）
石川　勇治 21期生 （上村）
柴田　光晴 22期生 （神山）

家田　嘉人 23期生 （星野）
佐藤　哲也 24期生 （宮川）
若松　理恵 26期生 （國村）
松浦　理早 28期生 （星野）
清水　綾子 30期生 （多和田）
杣田　明子 30期生 （安藤）
田中　多聞 31期生 （程島）
　　（庶務部兼務）
西脇　　桂 33期生 （安藤）
松澤　孝宏 33期生 （藤本）
松尾　祐次 34期生 （森田）
新美　雅子 44期生 （大野）
田中　　駿 49期生 （吉田）

事業部
●事業部長
細野　博行 ６期生 （山本）
●副事業部長
木河　勇二 21期生 （岩橋）
●事業部
逸見　和弘 １期生 （松永）
佐藤　忠彦 １期生 （金子）
都島忠比古 ３期生 （山本）
木村　新作 ５期生 （岩橋）
光岡　正和○ 14期生 （宮原）
村岡　範久 15期生 （松井）
伴野　慶三 16期生 （根津）

畔柳　　一 19期生 （星野）
浅野　雅幸 35期生 （松村）
高木　敏行○ 38期生 （前田）
荒木　靖也○ 44期生 （吉田）
伊藤　佑真 49期生 （中山）

渉外・広報部
●渉外・広報部長
田中　喜夫○ ７期生 （岡崎）
●副渉外・広報部長
櫛田　久代○ 40期生 （森田）

会計部
●会計部長
柴山　昭三 ４期生 （中居）
●副会計部長
早川　弘晃 36期生 （宮原）
●会計部
鈴木　　博 １期生 （松井）
児島　和世 22期生 （國村）
※渉外・広報部は新設
　旧名簿部は編集部に編入

監事
前田　勝昭 １期生 （岡崎）
長江　　渉○ ６期生 （牛島）

平成29年度役員名簿 氏名の後ろ○印は新任
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支部活動報告   

名市大自動車部OB会支部　第６回OB総会・懇親会開催
開催日時：平成29年７月８日（土）12時～15時
場所：フォーシーズン（名古屋市中村区）
参加者：25名（OB総会は３年に一度開催）
　総会において会計報告・新役員が承認されました。引き続き
行われた懇親会では初参加のメンバーを交えて、昔話や近況報
告などで、盛りあがりました。今回病気で、参加予定が直前に
変更される人もあり健康に留意して今後とも元気に再会する事
を誓い合って散会しました。 報告：松澤　孝宏（33期）

トヨタ自動車　「瑞鳳会」
開催日時　平成28年７月21日（木）19：00～21：00
開催場所　豊田市内飲食店「おかととき」
参加者数　 15名（うち新会員４名：TTDC転籍３名、新卒１名）
　懇親会では、今年は移籍者もあり、20代～40代の新入社員と
いう事で、例年と違った雰囲気の会になるかと思いきや、そこ
は同じ大学の同窓生同士、すぐに打ち解けて学生時代の思い出
話や新しい職場での話題などで始終、和やかに進行。新人の方々
は他部署で働く諸先輩の盛りだくさんの話を聞くことができて、
心新たにした様子でした。
 報告：伴野　慶三（16期）

岐阜信用金庫　「滝子会」
開催日時：平成29年７月１日（土）
場所：EXEX  SUITES（岐阜市）
参加者：22名
内容：総会及び懇親会　開催
　　　会長挨拶に続き、新入職員の自己紹介を行いました。乾杯後は美味しい料理と共に歓談を楽しみました。
報告：高木　敏行（38期）

平成 28 年度　名古屋市立大学交流会開催
　平成29年２月４日（土）午後３時から、名古屋市中村区内「名古屋マリオットアソシアホテル」において、
見出しの交流会が開催され、大学現旧教職員、各学部同窓会員等約250名が出席されました。
　内容は、⑴　総会（郡健二郎理事長・学長挨拶、大学総務課長からの事業報告・会計報告等）
　　　　　⑵　「名市大の現在の活動状況」について、ビデオ映像による案内
　　　　　⑶　 講演「アメリカ新政権における世界と日米関係について」（同志社大学法学部教授・同大学前

学長　村田晃嗣氏）
　総会での挨拶で、郡学長から「昨年暮れに市民、本学学生及び教職員が合同でベートーベンの第九を演奏
されたのは大変素晴らしかった。これからは、名市大がこの名古屋で太く広く根を張ってそして世界をリー
ドする大学に向けて80年、100年とやっていきたい」旨のお話がありました。
　村田教授は、アメリカ大統領選挙による結果、人種問題・LGBT等や、雇用環境並びに今後の政権運営等
について、ユーモアを交えながら熱く語られ出席者一同熱心に聞き入っていました。講演の後は、会場を移
動し懇親会が開かれ、大いに交流が図られました。

名古屋銀行　「名古屋銀行瑞山会」
平成28年度　総会開催状況
日時：平成28年７月15日（金）
会場：名古屋駅前 「座座はなれ」参加者：35名
会員数：90名
  報告：木河　勇二（21期）

日本通運グループ　「瑞通会」
平成28年度　総会開催状況
日時：平成28年10月８日（土）
場所：名古屋駅前「さ嘉なや」参加者：３名
内容：会社人事・組織近況報告　等
 報告：細野　博行（６期）
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　平成29年度　新入生オリエンテーションが４月６
日経済学部棟201教室で開催されました。瑞山会から
は村井会長を始め、中野、田中副会長、黒宮、細野、
山田理事の６名が参加し、新入生に向けて瑞山会の
説明および各部の活動状況を紹介させて頂きました。
また田中副会長からプレゼンテーションにて、瑞山
会の歴史と合わせこの大学に入学したことを誇りに思っ
て欲しい等のエールを送って頂きました。

新入生オリエンテーション

名市大経済学部OBによる「社会人講座」・・（29年度）実施予定
　名市大OBが行う「社会人講義」として2007年（平成９年）に始まったもの。
　経済学部OBが自分の得意な分野を３・４回生に伝えるもので、本年９月～来年１月にかけて開講。
＜講師陣とテーマ＞　
第１～３回 【都島　忠比古】　　第３期　1970年卒　元東海東京証券役員
  証券ビジネスが金融市場の中でどのような機能を果たしているのか、その背景、経緯を見ながら証券

ビジネスを具体的に論じます。
 １、フロスとは何だったのか ― マエストロの挫折とバブルの正体
 ２、ハゲタカは再び君臨する ― 孫正義の挑戦とファンドの将来
 ３、ハルヒコ君の大冒険 ― 高橋是清とアベノミクスの可能性
第４～５回 【室殿　豊】　　第３期　1970年卒　元豊田自動織機（株）専務取締役
 「企業経営における人事労務管理」―グローバル経営の中で
第６回 【鈴木　博】　　第１期　1968年卒　元ブラザーインターナショナル（株）取締役
 「グローバル競争を生き抜くために」ブラザーグループの事例の検証
第７～９回 【村井　清】　　 第６期　1973年卒　元トヨタ自動車株式会社　担当部長・瑞山会　会長
  「自動車産業の生成 ― 発展 ― 課題」自動車が誕生し発展した過程や自動車産業の特長を概観し今後

の課題を明らかにする。又トヨタ自動車の生産方式（TPS）の概要を論じます。
第10～11回 【伊藤　善広】　　第13期　1980年卒　（株）愛知銀行　常務取締役　営業本部長
  「世界・日本経済情勢や金融行政の変化に対応するため、地域金融機関は営業戦略・戦術をどのよう

に変化させてきたのか」について営業最前線での体験に基づき論じます。
第12回 【西川　義明】　　第２期　1969年卒　元シルバー人材センター理事長　愛知淑徳大学非常勤講師
 「経済学と社会保障」
第13～14回 【吉岡　初浩】　　第12期　1979年卒　高浜市市長
 「地方自治体の役割」「市民映画　タカハマ物語の意味他」
第15回 【田中　喜夫】　　第７期　1974年卒　元リクルート　中部大学　参与　愛知県私立大学広報委員長
 「広報の重要性」について

経済学部新入教職員歓迎会
　平成29年４月11日（火）桜山サクラサイド・テラスにて平
成29年度経済学部新入教職員歓迎会が開催されました。瑞山
会として村井会長、１期生前田監事・榊原理事、３期生の都
島理事、５期生黒宮理事他、６期生以降40期生の櫛田理事の
13名が出席。新任教員の平野准教授、余合准教授、和久津講
師の３名と２名の新職員さんを交え、現教職の皆様、大学院
OB会剣陵会の皆様共々交流を深めました。瑞山会は教職員皆
様との情報交換・交流を積極的に進めて参ります。

瑞山会留学支援制度を活用して、大谷悠華さんが　文藻外語大学（台湾・高雄）に留学が決まりました

「瑞山会留学支援制度」で初支援
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▪▪▪ 山の畑　ホームカミングパーティのご案内 ▪▪▪
　昨年まで実施していましたバーベキュー大会に代えて、山の畑キャンパスで「ホームカミングパーティ」を下記内容に
て開催します。ご家族皆様お揃いでの参加をお待ち申しあげております。
■日　時：平成29年９月17日（日）　15時～17時
■場　所：滝子（山の畑）キャンパス内学生食堂
■参加費：大人　1,000円（中学生以下は無料）
■内　容：パーティ料理とビール・焼酎・ソフトドリンク付き
　　　　　お楽しみ抽選会、あの頃を思い出して懐かしい歌を一緒に唄いませんか
※公共交通機関でお越し下さい。最寄り駅　地下鉄桜山駅（徒歩10分）　市バス滝子停留所
連絡先：事業部長　細野　博行　携帯：080-7003-7159　
　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス：hosono7307@na.commufa.jp

0000 名古屋市立大学　寄付金制度紹介 0000

　「瑞山会」は経済学部生支援を重要活動として取組んでおります。今年度より瑞山会は、名市大在校生の教育機会充実
と研究活動支援を目的として設立した２つの基金に対し、積極的な支援活動を致します。（詳細は同封のパンフレットを参
照願います）会員の皆様の積極的なご支援、ご協力をお願い申し上げます。

今後の交流イベント予定

○第70回ゴルフコンペ　　平成29年10月14日（土）　森林公園ゴルフ場
○山崎川　さくら祭り　　平成30年４月１日（日）　　12時～15時
　　　　　　　　　　　　薬学部　田辺キャンパス内　薬友会館
○第71回ゴルフコンペ　　平成30年４月14日（土）予定
○平成30年度　瑞山会総会兼代議員会・懇親会　平成30年６月16日（土）　名鉄ニューグランドホテル
※　麻雀大会は、中止とさせて頂きます。　　お問い合わせは　細野博行（上記連絡先）まで

　瑞山会ではその活動内容の「理解」と「質の向上」を高める
目的で、経済学部教授陣と懇話会を年３回定期開催し、在校生
とOBとの関係を一層密にする為に大学側との連携強化に努め
ております。
大学側出席者　　 三澤 哲也経済学部長（教授）、

吉田 和生（教授）、中山 徳良（教授）
瑞山会出席者　　 村井会長、田中副会長、中野副会長、黒宮庶

務部長、山田編集部長、
細野事業部長、伊熊編集副部長

経済学部長　懇話会の開催

　毎年成績等優秀者に贈られる「瑞山会賞」の平成28年度の受賞
者は次のとおりです。３月24日の卒業記念パーティにて村井会長
から、賞状・記念品が手渡されました。

○成績優秀者　 澤田　優樹（小川ゼミ）、田邊　佳代（小川ゼミ）

瑞山会表彰 大学院経済学研究科・学部人事異動
■平成28年度　退職

　・教授 森　　徹　　

■平成29年４月１日採用

　・准教授（マネジメントシステム学科）

 平野　大昌　

　・准教授（マネジメントシステム学科）

 余合　　淳　

　・講師（公共政策学科） 和久津　尚彦

写真左から　村井会長、田邊佳代さん、澤田優樹さん、三澤学部長
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