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　1978年（昭和53年）11月19日に瑞山会設立総会が催されました。以来40年年輪を積
み重ね今日の瑞山会が存在します。“温故知新”の精神でこれまでを振り返りつつ、今
後の50年、100年を見据え瑞山会をより一層会員の皆様に身近に感じていただける存在
でありたいと思います。
　その一環としてこの会報のカラーページ化を昨年から実施し読んでみようという気
を喚起、ホームページのリニューアル実施と最新出来ごとのタイムリーな発信、本部
行事のリニューアルとしてバーベキュー大会を山の畑ホームカミングパーティーへ、
３学部合同花見の会を山崎川さくら祭りへと衣替えをしました。本部行事をリニュー
アルする一方支部設立促進を進めております。この１年間では地域支部として初とな
る関東支部の設立支援（その結果昨年10月１日に創設総会、今年６月３日第１期総会
実施）、職域支部として織名会（豊田自動織機支部）の設立が成りました。引き続き注
力して参ります。

　今年11月19日から向こう１年間を設立40周年記念期間として節目としたいと考えています。来年の６月15
日（土）の総会時に記念講演そして記念パーティー開催、次回の会報を40周年特集として増ページ、2020年
に名市大開学70周年記念事業への協力などを進めて参ります。
　また今年３月で累計経済学部卒業者は10,043人とのことです。瑞山会が把握している限り、既に鬼籍に入ら
れた方が百数十名おられることから瑞山会会員が１万人に達するのも間近です。こうした会員数の増加、消
費税の10％への移行が見込まれる中、支部活動充実に伴う支出増などに取り組みます。ここ２年ほど基金取
崩しをしているのが現状です。こうしたことから中長期的な財政問題を検討することも行って参ります。
　会の目的は「会員相互の親睦」「母校の発展に寄与」です。今年名市大は生命理学部が設置され、名実とも
に総合大学となりました。一方名古屋大学と岐阜大学が一つの大学法人となることが準備されています。母
校の発展なくしては経済学部の発展もあり得ないとの認識の上に立ち、経済学部への支援はもとより大学へ
の支援を進めて参ります。会員の皆様のご理解とご支援をお願いし挨拶とします。

　この４月より経済学部長（経済学研究科長）に就任し今後２年間経済学部の運営を行っ
ていきますので、何卒、宜しくお願い致します。その運営に当たり、河合篤男教授と
中山徳良教授に副学部長をお願いし、ともに頑張っていきたいと考えています。ご存
じのように経済学部は今年で54周年を迎えています。1964年の開設以降、今年３月で
10,043名の卒業生を送り出し、ビジネスマン、公務員、会計士や税理士といった専門職
業人を数多く輩出してきました。今後も、人材教育を中心に励んでいく所存でいます。
　さて、大学の運営は６年毎に計画を作成して実施されています。今年度は第３期の
初めに当たり、教育・研究・社会貢献の各項目にわたり計画事項を実施していきます。
まず、今年度は「都市政策研究センター」の設立があり、５月１日に設立しました。
これは主に人間文化研究科と連携して、名古屋市の行政課題について経済学の視点から、
社会学の視点から分析して助言を行うものです。名古屋市との連携を強化し、より活
発に社会貢献を行うことができると期待しています。

　私は本学出身者であり、1987年３月に卒業しました。現在と約30年前を比較すると、教員については昔に
比べて現在は若い教員が多くなっています。学生との距離が近く、交流が多くなり、一人一人の学生をより
丁寧に教育するという時流に合っていると思います。学生について嘗ては１学年200名でしたが、会計ファイ
ナンス学科を設置した2007年に230名に増員しました。また、1980年代末の男女雇用機会均等法の施行以降、
女子学生が多くなりました。これらのことから昔よりも活気があると感じています。勿論、教員・学生につ
いてより活発にする必要があることは言うまでもありません。
　30年前との比較において最も大きな違いは卒業生のパワーであると思います。本学の事務部門にも多くの
卒業生がおり、大学運営に貢献して頂いております。名古屋市役所でも、民間企業でも同様であり、多くの
職場にて幅広い年齢層の卒業生が活躍しています。これは経済学部の隠れた力です。この力が有効に発揮で
きるようにするため、今まで以上に現役学生も含めて卒業生同士が交流し連携して、瑞山会が発展すること
を強く願っています。

瑞山会　会長
村井 　清（６期生）

新経済学部長
吉田 和生（20期生）

ご挨拶
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　平成30年度瑞山会総会兼代議員会・懇親会が６月16日
（土）午後４時より名鉄ニューグランドホテルで開催さ
れました。盛林理事の司会進行のもと村井会長挨拶後、
各議案の審議を実施。29年度活動報告、決算報告、監査
報告が承認されました。引き続き30年度事業計画案、予
算案が審議され、本年が瑞山会設立40周年の節目を迎え
る事から従来の活動に加え、来年記念総会を開催する為
の準備に入ることが報告されました。具体的には、記念
講演会（講師　丹羽　宇一郎氏）、記念パーティの開催
等の企画・検討を進める旨報告があり、予算案含め承認
されました。続いて役員退任等の会則改正案が審議され、
30年度役員（案）が承認され閉会となりました。（詳細
は瑞山会ホームページ参照下さい）
　懇親会は、来賓としまして郡学長、吉田経済学部長、
各学部同窓会代表の方をお招きし、教職員の皆様、現役
学生も含め200名を超える方々の参加で盛大に開催され
ました。冒頭　郡学長より、2020年開学70周年を迎える
にあたり山の畑学生会館のリニューアルを目指しており、
同窓生の皆様のご支援を頂きたいとの話がありました。

又現在名市大の偏差値は全国トップ10に入っていること、
東海地区での貢献度評価では第一位になったが、一方で
ブランド力では19位に甘んじている。来年にはトップ10
入りしていることを約束しますとの力強いメッセージを
頂きました。吉田学部長からは、自らも瑞山会の会員（20
期生）であること、同窓生が、名古屋市役所をはじめと
する官公庁、民間企業、教職員として大いに活躍されて
いることを、現役の学生諸君も誇りと自信を持って欲し
い、瑞山会の皆様には引き続き学生に対する支援の御願
いがありました。
　吉岡高浜市長の乾杯発声のあと、会員相互の交流、現
役学生との交流による就職ガイダンスなど和やかな雰囲
気のなか時を忘れて話に花が咲きましたが、伊藤愛知銀
行常務による中締めで閉会となりました。
　次回総会兼代議員会・懇親会は、40周年記念総会とし
て　2019年６月15日（土）　名鉄ニューグランドホテルで、
開催致します。元駐日大使、伊藤忠商事会長の「丹羽　宇一
郎様」を講師としてお招きし記念講演を予定しています。
　多くの方の参加をお待ちしております。

昨年8月1日に瑞山会ホームページをリニューアル紹介さ
せて頂き１年経過いたしました。その後、住所変更・住
所不明者判明・各種問い合わせ等多くの皆様にご利用い
ただきました。御礼申し上げます。
最新の瑞山会・大学情報が確認できますので是非「瑞山
会」でアクセス（検索）お願い致します。
瑞山会ホームページ　https://www.zuizankai.jp
〈今期の新機能〉　「同期会」「ゼミ会」開催案内を8月1
日から受け付けさせて頂きます。
下記要領に従い申込お願い致します。
「同期会」「ゼミ会」開催案内の掲載要領
今回の会報では会員の皆様により良くご利用頂く目的で

。すまき頂てせさRPを載掲内案催開の」会ミゼ「」会期同「
本年10月1日以降開催の企画を掲載させて頂きます。

掲載依頼方法　　
１、瑞山会ホームページにアクセス
２、 ホームページトップ画面の右上「お問い合わせ」を
クリック

３、 必要事項（氏名：卒業年：住所：連絡先：メールア
ドレス）記入

４、「お問い合わせ」内容の欄に
　・会の名称（例：〇期生会　新年会）
　・開催時期　 〇年〇月〇日（〇曜日）　時間□□時よ

り
　・開催場所　店名：住所・電話番号
　・参加費用　○○○〇円

　・連絡先　 幹事氏名（必須）と連絡先：携帯・メール
アドレス（必須：注）等を記入いただき送
信願います。

　　 内容に問題が無いと判断されたものは、速やかに瑞
山会編集部により掲載作業を行います。

　　 但し内容に確認が必要と思われる場合は、編集部よ
り掲載依頼者に確認メールを致します。

　　注 ）メールアドレス掲載時は＠を■等に置き換え掲
載し迷惑メール防止措置を取ります。

５、掲載
　　 瑞山会ホームページトップ画面の新着情報欄に「イ
ベント案内」のタイトルで掲載いたします。尚、開催
終了した案内はホームページ上から削除させて頂き
ます。

６、お断り　
　　 掲載された懇親会等の参加者取り纏めや問合せに関
して瑞山会は行いません。

。すまい願け受き引おてに）先絡連（者頼依載掲 　　
　　以上です。
　　積極的なご利用、活用をお待ち申し上げております。
　　 住所変更等、個人情報の変更の場合はIDとパスワー
ドを利用して頂き連絡お願い致します。

     瑞山会ホームページ
                 https://www.zuizankai.jp
　　　　　　　　ID　　：
　　　　　　パスワード：

 平成30年度瑞山会総会兼代議員会・懇親会開催される 

瑞山会ホームページ 今期はさらに内容充実致します。
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理事
●会長 卒業期 ゼミ
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）

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）
森　美智子○ 14期生 （塩見）
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）

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）
小坂　英雄○ ４期生 （山本）
中村　正治 ５期生 （木村）
中野　重治 ６期生 （山本）
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）
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）
松浦　理早 28期生 （星野）

松澤　孝宏 33期生 （藤本）
新美　雅子 44期生 （大野）
田中　　駿 49期生 （吉田）
津田　捷平○ 51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
光岡　正和 14期生 （宮原）
●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）
村岡　範久 15期生 （松井）
畔柳　　一 19期生 （星野）
木河　勇二 21期生 （岩橋）
森　　康二○ 21期生 （内藤）
中村　彩子○ 21期生 （安藤）
長谷川真次○ 25期生 （多和田）
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
稲垣　謙二 18期生 （國村）
●会計部
児島　和世 22期生 （國村）
早川　弘晃 36期生 （宮原）

監事
前田　勝昭 １期生 （岡崎）
長江　　渉 ６期生 （牛島）

顧問
粟野　泰次 １期生 （大山）
前田　勝昭 １期生 （岡崎）

平成30年度役員名簿 氏名の後ろ○印は新任� 理事を募集中です。HP等でご連絡下さい

�●平成29年度　決算報告
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） 実績額（Ｂ） 差額（Ａ）－（Ｂ）

会費収入
（新入会費 239 名分）

4,780,000 4,780,000 0

各部預金利息 3,000 132 2,868
基金利息 0 1,694 -1,694
名簿売上（第 10 号） 0 8,000 -8,000
基金取り崩し 1,237,000 2,048,043 -811,043
収入計 6,020,000 6,837,869 -817,869

（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 59,724 276
会報発行費 1,100,000 1,112,400 -12,400
総会費（注 1） 1,500,000 1,712,278 -212,278
事務運営費 1,360,000 1,645,257 -285,257
通信費 150,000 39,723 110,277
事業費 950,000 923,775 26,225
経済学部寄付金（注 2） 400,000 844,712 -444,712
予備費 0 0 0
支出計 6,020,000 6,837,869 -817,869
当期剰余金 0 0 0

合計 6,020,000 6,837,869 -817,869
（注1）総会参加者　62名　懇親会参加者　193名
（注2）OB講義謝礼　151,890円、留学補助2名　195,678円等

●平成30年度　予算
第41期収支計算書

（自平成30年4月1日　　至平成31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） 4,740,000 4,780,000 -40,000
各部預金利息 100 132 -32
基金利息 1,600 1,694 -94
名簿売上 0 8000 -8,000
基金取り崩し 673,300 2,048,043 -1,374,743
その他収入（注） 660,000 0 660,000
収入計 6,075,000 6,837,869 -762,869
（注）総会時寄付金（56万円）、親睦会会費（10万円）は今期より収入で計上

（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 500,000 500,000 0
名簿管理費用 74,000 59,724 14,276
会報発行費 1,112,400 1,112,400 0
総会費 2,192,000 1,712,278 479,722
事務運営費 542,600 1,645,257 -1,102,657
通信費 29,000 39,723 -10,723
事業費 730,000 923,775 -193,775
経済学部寄付金 795,000 844,712 -49,712
臨時費用（注） 100,000 0 100,000
支出計 6,075,000 6,837,869 -762,869
当期剰余金 0 0 0

合計 6,075,000 6,837,869 -762,869
（注）関西支部設立準備金

退任理事： 鈴木博（1期）、多和田眞（4期）、鈴木正彦（7期）、寺沢賢治（11期）、伴野慶三（16期）、鈴木正（19期）、佐藤哲也（24期）　 
若松理恵（26期）、清水綾子（30期）、杣田明子（30期）、西脇桂（33期）、松尾裕次（34期）
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（平成 30 年瑞山会総会・懇親会案内の返信葉書から抜粋にて掲載いたしました）
会員からの声

○ 最近は名古屋に行く事も殆どなくなりました。何とか元気
に過しております （1期 小谷 勝彦）

○相変わらず“和の世界”に浸ってます  （3期 江崎 憲夫）
○古希を迎え身体のケアで毎日ウォーキング （3期 木村 好広）
○東経大の講座と同日の為、不参加 （3期 広瀬 義隆）
○ 会社勤務を終え学生時代に読めなかった本に挑戦中理解が

浅くとも達成感が有ります （4期 石井 一朗）
○ 市大の発展と地域貢献を嬉しく思います。竹中工務店では

市大卒業生が多数活躍中です  （4期 西野 正隆）
○今年2回目の手術、皆様気を付けて （4期 酒井 幾夫）
○関東支部で楽しく過ごしてます （4期 野村 善文）
○ 関東支部創設に出席し、同窓の皆様との会話が大変楽しく

懐かしく感じました （5期 野田 清次）
○ 海外勤務を13年、20ヶ国以上に出張。現在、堺市の私立大

学教壇に立ち15年目 （5期 関戸 恒昭）
○帷子地区センター（可児市）に勤務 （6期 玉置 浩司）
○幹事の皆様お疲れ様、盛会を祈念  （6期 永戸 正和）
○住所/氏名等本人記入欄を大きく （6期 黒川 孝雄）
○  キャンパス内に一般の方も出入り可能な展望付食堂が有れ

ば、そこで同窓会もやりたい （7期 山守 孝義）
○同級生の麻雀仲間で定期的に会食 （7期 水野 鉱一）
○関東支部の8期年次幹事を担当　 （8期 丹羽 典夫）
○ 外資系企業、技術商社に勤務。今後は非常勤講師として自

身の研究に時間を割くつもり    （8期 鈴木 哲）
○事務局の方いつもお世話掛けます （9期 菊田 明信）

○今年9月65歳、8月退職です （9期 神谷 宏海）
○都市政策センターの地域発展寄与に期待します
 （10期 尾形 芳寿）
○ご盛会をお祈り申し上げます （13期 林 智里）
○実家母の世話をしております （13期 前田 恵子）
○今度も宜しくお願い致します （13期 広瀬 裕子）
○総会は先約有り出席叶いません （13期 中森 啓二）
○母校から３名入社、頑張ってます  （16期 不破 正志）
○ 関東支部の総会・新年会に参加。5月20日の鎌倉ハイキング

に参加予定 （16期 安井 直樹）
○元気です。連絡有難うございます （17期 加古 諭）
○元気でやってます 　（17期 水野 秀士）
○いつご連絡有難うございます  （19期 西川 恵太郎）
○ 子育、親の介護がひと段落して久しぶりに社会復帰に挑戦

中です （22期 加藤 聡美）
○ いつありがとうございます。会報も楽しみにさせて頂いて

おります　 （25期 永田 聡子）
○ご盛会をお祝い申し上げます （25期 柴田 高伸）
○ 遠方につき欠席します。会の益々の発展、会員皆様の活躍

を祈念申し上げます （29期 武田 慶介）
○ 今年7月よりタイ国へ2度目の海外赴任となりました。瑞山

会の発展を祈念します （31期 脇田 誠）
○ 銀行・証券会社対象のコンサルタント業務（規制対応）を

しております。英系での勤務は初めてで面白いです。
 （34期 石川 雄平）

　■ 昨年度　留学支援制度による帰国報告

氏名：大谷　悠華　　留学先：文藻外語大学（台湾）
留学期間：2017年1月12日～2018年1月26日

　瑞山会様の留学支援制度を利用させて頂いた初めての学生として、胸を張れる1年を過ごすことが出来ました。こ
のような素晴らしい機会を下さった大学、そして支援下さった瑞山会の皆様に感謝申し上げます。本当に有り難うご
ざいました。
　ほとんど中国語が話せなかったので前期は必死に中国語を学び、前期終了とともにHSK6級を取得、夏休みは現地
の貿易通訳会社でインターンをしながら台湾総統の直属通訳の方々などが講師を努める教室に社長のご厚意で、毎週
参加させて頂きました。
　後期は現地の学生と一緒に経済や政治の授業を受けました結果、当初の目的以上の成果を上げることができました。
また多くの大人や友人との素晴らしい出会いに恵まれ精神的に大きく成長出来ましたし、そのおかげで政治や経済の
面で台湾の悲しい現状や中国の脅威や進歩、国際社会の厳しさを学ぶ事が出来ました。将来は厳しい国際情勢のなか
で日本がどう生き残っていくか、一人の日本人として目をそむけることなく戦える強い女性になりたいと思っています。

氏名：藤田　真帆　留学先：ルードヴィクスハーフェン経済大学（ドイツ）　
留学期間：2017年9月12日～2018年2月1日

　授業は英語が基本で、経営学、ヨーロッパ情勢、ドイツ語学習など様々なものから選び、現地の学生と共に学びま
した。授業やグループワーク日常生活を通じて異文化に溶け込むことの難しさ、日本人としてのグローバル化に対す
る課題を実感し、短期間ですが濃密な時間を過ごしました。
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第1期総会＆懇親会開催
　『６月３日（日）梅雨
入り直前の快晴の元、１
期生から51期生（今年卒
業）の39名で第１期総会
＆懇親会が行われました。
吉田経済学部長・村井瑞
山会会長も名古屋から来
て頂き、賑やかな・楽し
く・会話も弾んだ、とっ
ても充実した同窓会にな
りました。村井会長から
は瑞山会本部の活動内容の説明、14期生の田中英治さん
から、『これだけは押さえておきたい資産運用』のテー
マで【まず財産（資産）面】から見た『資産作り・育て・
お金の寿命伸ばし』の講演があり、とても参考になる講
義が聞けました。引き続き事業実績・計画、予算実績・
計画が承認されました。
　懇親会では、吉田学部長から現在の経済学部の現状に
会場からは『ああ、変わって来た』の感想、続いて21期
生の東山彩さん（プロ歌手）も名古屋から駆けつけてく
れて、持ち歌と皆が良く知っている『いつでも夢を』『時
代』を熱唱、更に市大の応援歌『ああ我らの名市大』を

全員で歌いました。
　出席者のスピーチやクイズでも盛り上がり、来年の再
会を誓い解散となりました。

鎌倉アルプスハイキング開催
　5月20日（日）皐月（さつき）晴れ、１期生から20期
生の14名で鎌倉アルプスハイキングを実施しました。（奥
様連れ２組あり）
　鎌倉には何度も来ている関東支部の皆さんも、このルー
トのハイキングは初めての方が多く、チェーンに伝わっ
て下りる場面もあり、楽しく・緊張感もあり・会話も弾
み　とっても充実した会になりました。
　北鎌倉駅〜建長寺〜大平山〜瑞泉寺〜鎌倉宮〜鶴岡八
幡宮〜小町通り〜居酒屋　時が経つのを忘れる位の盛上
りでした。このパワーを仕事に・ご趣味に活かして行か
れると思いながらのお別れでした。次回は秋に実施予定
です。
　関東支部では、様々
な企画を今後も開催し
て参ります。関東在住
の皆様　奮ってご参加
をお待ちしています。

支部　活動報告 

開催日時：平成30年6月23日（土）
場所：岐阜キャッスルイン（岐阜市）
参加者：16名
内容：年1回の総会・懇親会開催
　大竹会長の挨拶のあと、会員
各位の懇親を深め、活躍を期し
て散会しました。

岐阜信用金庫　「滝子会」
 高木　敏行（38期）

〇会報17号発行（平成29年９月18日）
〇第11回ゴルフコンペ開催
　開催日時：平成29年11月26日（日）
　場所：むらさき野カントリークラブ
　参加者：７名
〇平成30年度幹事会
　開催日時： 平成30年７

月22日（日）
　場所： キャッスルプラ

ザホテル　
　参加者：９名

自動車部 OB会支部
 松澤　孝宏（33期）

〜採用内定者との交流会開催〜
開催日時：平成30年2月7日（水）19時〜
開催場所：サクラサイドテラス（川澄キャンパス内）
参加者：40名
内容：名古屋市役所では、経済学部、人文社会学部を中
心とした名古屋市立大学の卒業生が概ね800名勤務して
います。また、毎年度20〜30名の卒業生が新たに採用さ
れています。
　そこで、名古屋市役所入庁を目前に控えた学生と同学

名古屋市役所　「瑞名会」
 徳永　智明（28期）

先輩職員との交流会を開催しまし
た。
　市役所での仕事の進め方や職場
の様子、若い世代の考え方など様々
な意見交換ができ、和やかな雰囲
気のなか、双方にとって実りのあ
る機会となりました。

関東支部
 小坂　英雄（4期生　山本ゼミ　剣道部）
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　東京・銀座にオープンしたGINZA  SIXは、ご存じの
方も多いのではないかと思いますので、私が新店舗開業
に関わった4年間の中で経験したことを中心にお話した
いと思います。
　私は2013年3月に銀座新店計画室長に就任しましたが、
その1日前に後に共同事業者となるLVMHグループ、森
ビル、住友商事とJフロントリテイリンググループ（以
下JFR）の4者で構成する「第一回ステアリングコミッティ
（以下コミッティ）」に出席しました。
　この時点では未だ新商業施設の共同運営は決まってお
らず、お互いの想いと利害を主張する会議でした。以降
年数回のコミッティや毎週の実務者協議・折衝を重ねた
結果、2年後にGINZA SIXリテールマネジメント（以下
G6リテールマネジメント）の共同設立、その2年後のオー
プンを迎えることができました。
　この間数えきれないほどの葛藤や議論がありましたが、
関係者全員は「このプロジェクトを成功させたい」とい
う強い想いを共有していました。想いは一緒でも各社そ
れぞれの価値観や利害を超えて、コンセンサスを創り出
す事は容易ではありませんでした。しかしそのプロセス
を経て創りあげたからこそ今のGINNZA SIXが有ると
思っています。私たちのJFRでは、このような他社との
協業を異分子結合と呼んで重要視しています。この基本
は相手への敬意と真に最高のものを創りだそうとする熱
意です。この二つがあれば最高の化学反応が起こります
が、その具体例がオープンから話題になった草間彌生の
南瓜のオブジェです。これはどこか一社だけでは絶対実
現しなかったと思います。各社の叡智が結集し、はじめ
てあの空中に浮かぶ南瓜群が生まれました。
　私は1980年に松坂屋に入社し、外商を含めた色々な営
業の現場で働きました。途中労働組合で、中央書記長と
いう役職を経験しました。この組合役員時代に、他社・

他業種の皆様と接し色々な考え方に接する機会を得るこ
とが出来ました。
　振り返ってみますとこの労働組合での経験に加え、経
営企画室長時代に経験した大丸との経営統合の際も、異
なる企業文化や価値観を肌身で感じることが出来た経験
がGINZA SIX立ち上げの中で大いに活かされたと考え
ています。世間ではダイバーシティという言葉が叫ばれ
るようになって久しいですが、この言葉には性別・国籍
だけでなく、年齢や個人の考え方も含まれていると思い
ます。
　これから社会に出てゆく学生や、既に仕事や新たな学
問に取り組まれている若い方には、色々なことにチャレ
ンジされ、より多くの人と出会うことで多様な考え方や
行動を体験されることをお勧めします。その経験は皆様
の今後の仕事を含めた人生に、より良い結果をもたらす
と信じています。
　それともう一つ、私は「案ずるより産むがやすし」と
いう言葉を座右の銘としています。出来るか出来ないか
悩むより、どうやったら出来るかを考える方が建設的だ
とは思いませんか。私は一所懸命に取り組んでいると誰
かが助けてくれるということを何度も経験しています。
　現在私は、（株）大丸松坂屋百貨店を定年退職し、（株）
エンゼルパークという駐車場運営を行う会社で社長をし
ていますが、ここでも社外取締役の方々をはじめ、外部
の皆様の知見も活用
して、新しい事が出
来ないかと日々考え
ています。
　皆様も自分の知ら
ない世界へ飛び出し
色々な事に挑戦して
下さい。

会員投稿   

「多様な経験があなたを育てる」� 水野　和明（13期生　根津ゼミ）

開催日時：平成30年6月29日（金）18:00〜21:00
場所：シャインズ（豊田自動織機　福利厚生施設）
参加者：17名　うち新会員1名
　懇親会では和やかな雰囲気の中で出席者全員の近況報告、
新会員への激励等を行
いました。人とのつな
がりの大切さを感じら
れる良い機会となりま
した。

豊田自動織機　「織名会」
 長谷川　真次（25期）

開催日時：平成29年8月3日（木）19:00〜21:00
開催場所：豊田市内飲食店「芋蔵　豊田店」

トヨタ自動車　「瑞鳳会」
 森　　康二（21期）

参加者：13名（うち新卒会員２名）
　トヨタ自動車の名市大卒業生の会である「瑞鳳会」の
平成29年度総会、および新入会員歓迎も兼ねた懇親会を
瑞山会会長の村井さんのご参加のもと、開催しました。
　総会では、活動報告、瑞山会からの支部助成金の入金
完了など会計報告に続き、新入会員５名を迎えたことを
報告。懇親会では、参加者の女性比率が高く、にぎやか
な雰囲気の中、大変盛り上がりました。名市大の先輩、
後輩として、当時の思い出や現在のそれぞれの職場での
仕事ぶりなど、参加メンバーが皆、トークに花を咲かせ
ていました。新人にとっても今後の会社生活に役立つ良
い機会だったと思います。
　そんな中、あっという
間に時間も過ぎ、名残惜
しくも、次回開催の場で
の再会を約束してお開き
となりました。
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　平成30年度の新入生に対し、4月4日　経済学部棟201教室で、オ
リエンテーションが開催されました。瑞山会として村井会長以下田
中副会長、黒宮庶務部長、近藤副部長、山田編集部長の5人が参加
しました。冒頭　村井会長より、出来る限り早く今後の進路を決め
てその目標に向けた大学生活を送って欲しいとの挨拶の後、それぞ
れの参加者から充実した学生生活を送るためのアドバイスをさせて
頂きました。1期生の厳しかった就職状況から現在までの先輩達の
頑張りで、市大経済学部の知名度が大いに高まっていることにふれ、新入生の更なる活躍をお願いしま
した。その後、田中副会長から瑞山会活動状況をウイットを交えた軽妙な語り口で紹介させて頂きました。

新入生オリエン紹介

経済学部　教職員との懇親会
　平成30年４月10日（火）午後６時３０分より、名市大桜山キャンパス内
のレストラン「サクラサイドテラス」において、経済学部教職員と瑞山会・
剣陵会（社会人大学院同窓会）との合同懇親会が開催され、37名の方々（瑞
山会からは９名）が出席されました。
　初めに吉田和生研究科長（学部長）から挨拶があり、卒業生への表彰、
留学生への支援及びキャンパス清掃など瑞山会活動への御礼、今後２年間
の協力依頼について述べられました。
　引き続き乾杯が行われると和やかな雰囲気で会が進行しました。途中、新任職員３名の方々から挨拶があり、また
田中喜夫瑞山会副会長及び杉本和夫剣陵会会長からもそれぞれ挨拶がありました。多数の出席により、会場は終始熱
気に包まれ、大いに親睦と交流が図られることとなりました。最後に記念の集合写真撮影が行われ閉会となりました。

平成29年度　名古屋市立大学交流会　総会開催報告
　平成30年2月11日（日）「交流会」総会・講演会・懇親会が名古屋マリオットアソシ
アホテルにて、交流会 土屋 隆会長、名市大 郡 健二郎学長はじめ150名超の参加のも
と開催。「交流会」とは名市大同窓生・学生や教職員等が全学的に集う組織です。続く
中日新聞社顧問・主筆の小出宣昭氏による講演は「ニュースを取り巻く歴史」と「少子
高齢化と個人情報保護法がもたらす社会」について。懇親会では学部を超えた交流が活
発になされました。瑞山会として交流会理事の村井会長はじめ20名が参加致しました。

成績優秀者表彰
　３月26日（月）桜満開の中、平成29年度 名古屋市立大学卒業式・修了式が名古屋
国際会議場センチュリーホールにて名古屋市市長はじめ多くの来賓の出席を得て開催
され、郡学長は「オンリーワンでもナンバーワンにもなれ」と激励の意味を込め祝辞
を述べられました。
　夕方４時半から名古屋マリオットアソシアホテルのアイリスにて経済学部卒業記念
パーティーが開催され、瑞山会として村井会長が祝辞を述べ「瑞山会活動への積極的
な参加」を語りかけました。引き続き瑞山会から成績優秀者表彰を行い、　成績優秀
者２名（山口 由依さん、桶谷 弥生さん）、公認会計士合格者（津田 捷平さん）の３名を教授会からの推薦をうけ表
彰させて頂きました。学生の卒業記念パーティーへの参加が他学部に比べ極端に少なく、パーティーに参加頂いた郡
学長からも課題指摘されました。
　表彰者を囲む　三澤学部長（左）、と村井会長（右）
　表彰者　写真左から桶谷 弥生さん、山口 由依さん、津田 捷平さん（公認会計士合格）

学部長懇話会報告
　経済学部は経済学部学部長・副学部長の３名、瑞山会は会長・副会長はじめ各部部長と理事が参加し、双
方から報告事項と検討事項が提起され6月、11月、3月の年3回開催されます。その他に懇親会を開催し更なる
意思疎通を図っております。瑞山会として留学生支援、草刈りボランティア、新入生オリエンテーション、
OB寄付講座、瑞山会懇親会への学生・教職員参加要請等を適時提起し意見交換を実施しております。
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▪▪▪ 山の畑　ホームカミングパーティのご案内 ▪▪▪
　「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ます。
同封のハガキ又は瑞山会ホームページTOP画面の「行事参加返信」から申し込み下さい。

■日　時：平成30年９月16日（日）　15時〜17時
■場　所：滝子（山の畑）キャンパス内学生会館食堂
■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（歌指導　吉田先生）
　　　　　キングレコード所属歌手　東山　彩さん（21期生）　歌謡ショー
※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り組んでおります。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、会員の皆様の積極的なご支援・ご協力を御願い申しあげます。15期生までの方は、
添付のパンフレット参照下さい。その他の方は名市大ホームページをご覧下さい。

今後の交流イベント予定
○第72回ゴルフコンペ　平成30年10月13日（土）　予定
○山崎川　さくら祭り　平成31年４月７日（日）12時〜15時
　　　　　　　　　　　薬学部　田辺キャンパス　薬友会館　　
○第73回ゴルフコンペ　平成31年４月　予定

名古屋市立大学経済学部同窓会　瑞山会は今年11月に40周年を迎えます。つきましては以下の
要領にて40周年記念行事を行いますのでご予定下さい。

　１．期日　　2019年６月15日（土曜日）

　２．会場　　名鉄ニューグランドホテル　（名古屋駅　新幹線口　ビッグカメラ　隣り）

　　　　　　　〒453−0015　名古屋市中村区椿町６−９

　　　　　　　電話　052−452−5511㈹

　３．プログラム（予定）

　　　15時〜15時40分　2019年度総会

　　　15時40分〜17時　記念講演会

　　　　　演題仮称『これからの日本の歩む道』

　　　　講師　　丹羽宇一郎　氏

　　　　略歴　　伊藤忠商事㈱　社長　会長歴任、中国全権大使

　　　17時〜19時　懇親会（記念パーティ）

　４．会費　　5,000円

瑞山会設立40周年記念講演会・懇親会のご案内


