
　9月13日(日) 名鉄ニューグランドホテルにてコロナ感染
対策を充分に配慮したなか令和２年度瑞山会総会兼代議員
会が開催されました。
　吉田副会長の司会進行のもと、黒宮議長により各議案の
審議を行いました。令和元年度活動報告、決算・会計監査
報告、令和2年度役員案が承認されました。事業計画案は、
コロナ禍に留意した事業推進などが説明され承認されまし

た。次に開学70周年記念事業に対する寄附議案について、
母校の発展に寄与するなど趣意、記念事業の内容、他同窓
会を含めた推進状況などのご理解のうえ議長を除く出席者
31名中30名と大多数の方の賛成により500万円の支出が承
認されました。村井会長より承認に対するお礼と、瑞山会
出身者企業のご協力もありますが、会員の皆様からのご寄
附は目標に至っていないため、既にご協力いただいた方を
含め来年３月の締切に向け、更なるご協力のお願いがあり
ました。続いて、瑞山会の事業基盤強化のために令和4年
度入学入会者から徴収会費を3万円（現在2万円）に引上げ
る変更案、総会・代議員会等の書面開催など会則変更案お
よび令和2年度予算案が承認され終了しました。
　会議の前後には、会場に設置された寄附金箱、大学によ
る70周年記念グッズ販売を通じた寄附活動にもご協力いた
だき、ありがとうございました。今回は3密対策で中止し
ましたが、次回は懇親会も開催し多くの会員の皆様とお会
いしたいと思います。

令和２年度  瑞山会総会兼代議員会開催される

ご挨拶　瑞山会 会長　村井 清（6期生）

瑞山会会報
編集発行：名古屋市立大学  経済学部同窓会  瑞山会編集部

令和２年10月22日発行

名古屋市立大学
経済学部同窓会

　新型コロナウィルスに翻
弄される日々が続いていま
す。そうした中で総会を例
年の6月第3週土曜日（6月
20日）開催を9月13日（日）
に延期し、且つ3密回避す

べく懇親会なしで再度開催通知を出しました。とは
いうもののコロナ感染拡大状況を日々見守る中で、9
月13日開催をHP上でも掲載し実施することとしました。
　総会当日は重要案件の一つ「名市大開学70周年記
念事業寄附金500万円」が可決されました。この金額
提案にいたるまでには侃々諤々の議論がありました。
他の議案で終身会費の2万円から3万円引き上げされ
る中で今までの基金積み立てを減ずるのはいかがな
ものかというご意見もありました。一方、会の目的
の一つ「母校発展に寄与」そして今回の開学70周年
記念事業の目玉である、我々が学生生活を過ごした
山の畑キャンパスに存在する学生会館のリニューアル、
その一角に同窓会が使用できる同窓会ゾーンが新設
されるというということから会員一人当たり500円の
寄附を承認いただいたことに厚く御礼申しあげます。
　瑞山会は会員1万名を超す所帯となりその運営には

現行までのボランティア中心の理事運営体制では限
界も感じられます。名市大他同窓会瑞友会、薬友会、
他大学同窓会の専従スタッフを持つ体制も参考にし
つつ会の目的達成に知恵を絞って参りたいと思います。
そのためにも新装成ります新学生会館内の同窓会ゾー
ン〝Ivy　Room〟（22名までの会議可能、資料保管ス
ペースあり）を活用して次の飛躍に備えたいと思い
ます。会員の皆様のさらなるご支援とご鞭撻をお願
いする次第です。
　最後になりますが、新型コロナウィルスの一日も
早い終息とwithコロナで新生活様式に慣れられ、皆
様のご健勝を祈念して挨拶とします。
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■令和2年度役員名簿　氏名の○印は新任

●令和元年度　決算報告
第42期収支計算書

（自平成31年4月1日　　至令和2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 245 名分）
4,900,000 4,900,000 0

各部預金利息 100 114 -14
基金利息 1,600 1,698 -98
基金取り崩し 0 0 0
その他収入（注） 1,180,000 794,500 385,500
名簿発行引当金繰戻し 2,000,000 2,000,000 0
収入計 8,081,700 7,696,312 385,388
（注）総会参加費等　695,000円、ゴルフ、ホームカミングパーティ参加費　99,500円

（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 0 0 0
名簿管理費用 700,000 604,220 95,780
会報発行費 1,050,000 1,023,658 26,342
総会費（注 1） 2,161,000 2,148,941 12,059
事務運営費 602,500 750,601 -148,101
通信費 33,000 19,017 13,983
事業費 815,000 526,787 288,213
経済学部寄附金（注 2） 875,000 800,975 74,025
臨時費用（注 3） 1,750,000 1,206,602 543,398
支出計 7,986,500 7,080,801 905,699
当期剰余金（注 4） 95,200 615,511 -520,311

合計 8,081,700 7,696,312 385,388
（注1）40周年記念行事費用は、臨時費用で計上
（注2）新入生オリエンテーション参加者昼食代金　417,292円　成績優秀者表彰3名

76,110円、海外留学助成3名　230,868円、OB講義謝礼金　76,705円
（注3）40周年記念増加分：総会案内封書　235,048円、総会懇親会費用　

344,974円　会報増ページ　150,000円、その他476,580円
（注4）基金積立金　繰り入れ

●令和2年度　予算
第43期収支計算書

（自令和2年4月1日　　至令和3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（注 1） 4,740,000 4,900,000 -160,000
各部預金利息 100 114 -14
基金利息 1,600 1,698 -98
基金取り崩し 4,564,300 0 4,564,300
その他収入（注 2） 180,000 794,500 -614,500
名簿発行引当金繰戻し 0 2,000,000 -2,000,000
収入計 9,486,000 7,696,312 1,789,688
（注1）新入会員　237名 
（注2）事業部開催行事　参加費 

（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） 100,000 0 100,000
名簿管理費用 200,000 604,220 -404,220
会報発行費 1,100,000 1,023,658 76,342
総会費（注 2） 1,400,000 2,148,941 -748,941
事務運営費 675,000 750,601 -75,601
通信費 103,000 19,017 83,983
事業費 725,000 526,787 198,213
経済学部寄附金（注 3） 183,000 800,975 -617,975
臨時費用（注 4） 5,000,000 1,206,602 3,793,398
支出計 9,486,000 7,080,801 2,405,199
当期剰余金 0 615,511 -615,511

合計 9,486,000 7,696,312 1,789,688
（注1）次期限定名簿改訂予算分割計上（10万円×5年）
（注2）総会費用　懇親会は中止
（注3）成績優秀者3名、海外留学助成3名
（注4）70周年寄附金（500万円）

※退任理事： 榊原茂（１期生）、都島忠比古（３期生）、木村新作（５期生）、中村正治（５期生）、大谷勝文（23期生）

理事

庶務部（18名）

事業部（12名）
会計部（4名）

編集部（22名）

渉外・広報部（3名）

近藤　敏之

細野　博行

山中　誠二

光岡　正和

鬼頭　　等
伊藤　　孝
荒深美和子
倉地　弘美
森　美智子
盛林　義久
木村　　剛
奥川　哲也
吉田　和生
鳥羽　義人
真下　恭史○

佐藤　忠彦 
木河　勇二
森　　康二
中村　彩子
長谷川真次 
浅野　雅幸
高木　敏行
荒木　靖也 
伊藤　佑真 
稲波　幸憲○

小坂　英雄
伊熊　啓人
中野　重治
矢川　康治○
松川　倫典
橋本　光生
服部　篤典
湯浅　伸庸
毛利　　正
石川　勇治
柴田　光晴
家田　嘉人

12期生

６期生

14期生

14期生

３期生
６期生
９期生
14期生
14期生
15期生
17期生
18期生
20期生
21期生
24期生

１期生
21期生 
21期生
21期生
25期生
35期生
38期生
44期生
49期生
53期生

4期生
6期生
6期生 
6期生

16期生
18期生
18期生
18期生
20期生
21期生 
22期生 
23期生 

村井　　清 ６期生 （山本）

山田　一利 ６期生 （山本）

田中　喜夫 ７期生 （岡崎）

森　　麻矢 28期生 （塩見）

中野　重治
田中　喜夫
吉田　和生

６期生
７期生
20期生

（山本）
（岡崎）
（國村）

水野　　誠
（名簿担当）　

中村　英利
　（HP担当）　

13期生

20期生

（宮川）

（西田）

櫛田　久代
企画会議メンバーが兼務

40期生 （森田）

（西田）

（山本）
柴山　昭三 ４期生 （中居）

（安藤）

（宮原）
稲垣　謙二 18期生 （國村）

（岡崎）
（山本）
（木村）
（松永）
（塩見）
（松井）

（辻）
（宮原）
（國村）
（牛島）
（根津）

 （金子）
（岩橋）
（内藤）
（安藤）

（多和田）
 （松村）
（前田）
（吉田）
（中山）
（高橋）

児島　和世 
早川　弘晃

22期生
36期生

 （國村）
（宮原）

前田　勝昭 
長江　　渉

１期生
６期生

 （岡崎）
（牛島）

粟野　泰次 
前田　勝昭

１期生
１期生

 （大山）
（岡崎）

（山本）
（妙見）
（山本）
（西田）
（塩見）
（醍醐）
（安藤）
（安藤）
（松井）
（上村）
（神山）
（星野）

●会長　　　　　卒業期　    ゼミ

●編集部長

●渉外・広報部長

●副渉外・広報部長

●副会長

●副編集部長

●理事

●庶務部長

●事業部長
●会計部長

●副庶務部長

●副事業部長
●副会計部長

●理事

●理事
●理事

●監事

●顧問

●理事

田中　多聞
水野　　誠
舩越　　徹○
吉村　　篤
林　　果歩

31期生
32期生
44期生
50期生
52期生

（程島）
（藤本）
（森田）
（吉田）
（高橋）

松浦　理早
松澤　孝宏
森山　貴博○
新美　雅子
田中　　駿
津田　捷平
柴山　宗馬○

28期生 
33期生
34期生
44期生
49期生
51期生
53期生

（星野）
（藤本）
（塩見）
 (大野）

（吉田）
（吉田）
（余合）
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○出欠の連絡や他の通知事項について、メール登録のある
方は、メール連絡にしては如何でしょうか。かえって手
間ですかね。 （3期生　藤門　俊一）

○往復はがき代がもったいないので、今後はメールアドレ
スにのみの連絡で結構です。 （13期生　長谷川　崇）

○東京支部の集まりには、たまに出席させて頂いています。
特にハイキング等外歩きは楽しいです。

 （8期生　古屋　建世）
○辻先生が、神戸国際大学の学長に就任されたとのお手紙

を頂きました。名市大に来られて初めてのゼミ生だった
ので、大変うれしく思ってます。 （13期生　音部　武史）

○会社を辞めてから、今年で3年が経ちました。年金生活
にもやっと慣れてきました。現役の頃と比べて、生活に
対する価値観も変わり、質素な生活も悪くないと思うよ
うになりました。 （5期生　仲山　進一）

○本年1月より社労士事務所を後継者に譲り、私は自宅で
コンサルタントのみの事業所を引き続き、お手伝いさせ
て頂く事になりました。 （6期生　田中　寛）

○岐阜信用金庫を59歳で辞めてから、岐阜大学医学部整形
外科の臨床研究室で働いています。

 （11期生　土井　幸司）
○42年間の公務員生活を終え、早いもので3年目。孫娘と

楽しく遊んでいます。 （9期生　加藤　忠正）
○いつまでも娘にお父さん大好きでいて欲しく、毎日プリ

ンセスの絵を練習しています。 （38期生　松久　晃士）
○卒業後、早や半世紀　今では人生の第4コーナーをのん

びり巡る。太極拳を舞いながら。 （2期生　山本　公明）
○71歳まで会社務めをして、現在趣味の卓球（卓球部でし

た）とランニング・筋トレで健康維持に努めています。
 （2期生　稲垣　和俊）

　令和元年度 「名古屋市立大学交流会 総会・講演会・懇
親会」が 令和2年2月15日（土）名古屋マリオットアソ
シアホテルにて開催されました。
　郡 健二郎 名古屋市立大学 理事長 学長挨拶の中で、
瑞山会の活動（関東・関西支部の設立並びに拡大活動、
及び70周年記念事業推進への重要事項である寄附金募集
活動に対し地域企業への積極的な働き掛け）に対する評
価と期待の言葉が有りました。合わせて大学の地域貢献
度評価ランキング（日経
新聞）では全国5位、公
立大学では1位、地域評
価も1位となった事の紹
介がありました。
　講演会は「辛坊 治郎」
氏の知名度も有り300名

近くの参加となりました。
　辛坊治郎氏はマスコミ業界に長く関わっておられるこ
とからユーモアを交えながら「眼の前の情報に対して、
それが真実かどうか判断出来る多面的・多角的な情報収
集と判断力が重要」との示唆。ご自身の北太平洋ヨット
遭難事故を引き合いに「”人”は多くの方々の力に支えら
れて生きている事をしっかりと認識する事」と自戒の念
と情熱を込めて語られました。

氏名：川合 彩絵　留学先：ドイツ　ルートヴィクスハー
フェン経済大学　期間：2019年3月6日~8月1日

　この半年の留学を通じて日本にいるだけでは絶対に経験出
来ないような体験をしました。
各国に友達が出来たことはもちろん、差別を受けたりする事
もありました。ですがこの半年で自分の英語力が飛躍的に向
上したことに加え人間性も大いに高まったと実感しています。
これからは新たに出来た友達を大切にし、国際交流に積極的
に努めて行きたいとの思いを強くしました。

氏名：大原 優輝　留学先：ベトナム　貿易大学
期間：2019年8月7日〜2020年1月11日

　僕はベトナムの貿易大学に5ヶ月間留学をしました。最初はベ
トナム独特の気候や料理、街の様子にも慣れず苦労しました。

　大学ではグループワークが中心で多くのプレゼンテーショ
ンがあり、日本の授業との違いに戸惑い悩んでいました。そ
んな時期に支えてくれたのは、同じく留学した日本人の仲間
でした。僕が現地で行ったこととしては、日本語学部の授業
の手伝いや日本企業とベトナムの学生を繋げるイベントのサ
ポーター、日越駅伝のボランティアなどがあります。そこで
の出会いから多くの友達もできましたし、日系企業の工場見
学にも参加する事ができました。ベトナムは発展途上国です
が今先進国へと移行を目指しており、そのプロセスに立ち会
えてた事は貴重な体験となりました。留学したことを後悔し
た時期もありましたが、多くのことを学び、成長させて頂い
たベトナムに感謝し、可能なら数年先のベトナムに再度訪れ
成長の様子を肌で感じたいと思っています。

◆会員からの声（令和2年瑞山会総会・懇親会案内の返信はがきから抜粋し掲載致しました）

■Report  留学支援制度による帰国報告

名古屋市立大学交流会  総会・講演会・懇親会  開催される
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卒業生学業等優秀者表彰（瑞山会賞） 今後の交流イベント予定

　昨年度卒業式がコロナ禍のため中止となりましたが、
教授会の推薦を受け下記の方に表彰状・記念品を贈呈さ
せて頂きました。

………………………………………………………………………………………………………

●令和2年度交流会総会
　2021年2月21日（日）　マリオットアソシアホテル
………………………………………………………………………………………………………

●山崎川サクラ祭り
　2021年4月4日（日）
………………………………………………………………………………………………………

●第77回　ゴルフ大会
　2021年4月17日（土）　さなげカントリークラブ
………………………………………………………………………………………………………

●令和3年度総会兼代議員会・懇親会
　2021年6月19日（土）
………………………………………………………………………………………………………
※コロナの感染状況等により延期、中止となる場合があります。
　瑞山会　ホームページ等にて、案内させて頂きます。

■成績優秀者2名 ■公認会計士

柴山 宗馬さん 土屋 瀬里加さん 花室 梨加さん

　名古屋市立大学は2018年に総合生命理学部を新設し、
現在7学部7研究科と附属病院を有する総合大学に発展を
遂げており、本年10月に開学70周年を迎えました。
　本学が開学70周年を機に開学100周年に向け大きく発
展する為に学生会館リニューアル（同窓会ゾーン、記念
資料を含めたNCUラウンジの新設等）や各キャンパスの
施設整備等の記念事業がなされ、それに対し瑞山会とし
ても積極的な支援を推進いたしております。本年10月以
降予定されておりました各種記念事業は来年まで延期と
なりましたが、引き続き皆様から記念事業への一層のご
支援を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
　改めまして今回会報57号に「記念事業へのご寄附ご案
内」を同封させて頂きました。
　引き続きご支援、ご協力を賜りたくよろしくお願い申
し上げます。寄付活動を開始いたしました一昨年以降、
既にご寄附を頂きました会員の皆様に対しまして衷心よ
り御礼申し上げます。

・寄附金実績（2020年8月31日現在）
　目標額 20,000,000円　実績 3,681,853円
　基金積立金より 5,000,000円　合計 8,681,853円

・インターネットによるご寄附の申し込みも可能です。
   （本学ホームページより手続きが可能です）

https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/fund/apply/
internet.html

　尚、瑞山会会員の勤務先企業様より記念事業に対しま
してご寄附を頂きました。
　以下ご紹介をさせて頂きます。
　　　

2020年8月31日現在　順不同、敬称略
株式会社豊田自動織機、豊田合成株式会社、リンナイ
株式会社、トヨタ自動車株式会社、住友電装株式会社、
株式会社愛知銀行、愛知スズキ販売株式会社、トヨタ
紡織株式会社、オーエスジー株式会社         以上9社様

■山の畑学生会館がリニューアル
　新装「学生会館」は南面がレン
ガ調タイルの仕上がり。ソテツ広
場のレンガ（鍋屋上野浄水場で使
用されていた）と合わせて落ち着
いた雰囲気に仕上がりました。10
月初旬には食堂が開店、中旬には
大ホール・NCUラウンジ・同窓会

ゾーン“Ivy Room”が完成。10月
31日（土）には新学生会館リニュー
アル・オープンセレモ
ニーが開催され、新装
学生会館の愛称・名称
採用者の表彰が行われ
11月1日からは全面的
に利用可能になります。

学生会館がリニューアル
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