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   関東支部平成 28 年度定時総会を開催！
関東支部平成 28 年度総会が、平成 28 年 6 月 25 日（土）渋谷区恵比寿東洋ビル２階にて、今年も昨年に引

き続き「やればできる！」というテーマで開催。本校学生生活課課長土橋浩介様、本部校友会会長の髙岸暎治

様、

校友会滋賀県支部長亀田彰喜様はじめ来賓の４支部の皆様よりのご祝辞をいただきました。

第一部は平成 27 年度定時総会。第二部は「やればできる！」とのテーマで関東支部校友会員である谷口智治 氏

（一般社団法人全国経営団体連合会・昭和 45 年卒）の奇跡の人脈術～ゼロ（0）から日本一の人脈を築いた

男～というテーマでその成功の秘訣を熱く語っていただきました。ご自身が経験されて築いてこられた貴重な

体験とあって皆さん真剣に聞き入っておられました。これぞ谷口さんの「やればできる！」を参加いただきま

した方々にお伝えしました。第三部の懇親会では会場を同じく恵比寿の「JANKENPON（ライブハウス）」

に移し、校友会副会長宇野幸三様より乾杯のご発声をいただき、歓談をはさみ、参加者の皆さんの懇親で盛り

上がりさらには「あだっちーず」（ビートルズのメロディー）をお招きしあの不滅の世界的なグループ・ビー

トルズのナンバーを熱唱。昔懐かしいビートルズの曲で盛り上がりました。締めでは全員で「ふるさと」歌い

手締で中

で中締めとなり意義のある総会となりました協力に感謝いたします！
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尾浩史さん（昭和 37年卒）を偲ぶ」●
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故松尾浩史さん 感謝！   

永年校友会関東支部の発展にご尽力された松尾浩史さん（昭和 37年卒）が病魔と闘われていました

が無念にも永遠の眠りにつかれました。長崎のご出身で長崎商高～商大に入り、自動車部でもご活躍

され上京し仕事でも成功され、ご家族にも愛され私たちメンバーにもいつも優しくにこやかにされ穏

やかでジェントルマンだった松尾先輩でした。最近の関東支部におかれましても顧問というお立場で

アドバイスをいただき助けていただきました。

今年 5 月に畑中支部長、大川事務局長と松尾先輩にお会いしましたが、その時にはこの夏を乗り

切れればと言われていたのですが病魔にはどうやら勝てなかったようです。その際に関東支部の今後

の活動に役立ててとご寄付をいただきました。日ごろから校友会を大事におもわれていて今後の活動

の発展を気使いいただいたお気持ちでした。この松尾さんのお考えを私たちが引継ぎ活動してゆきた

いと思います。

これからという矢先のことで私たち校友会メンバーも悲しい思いでいっぱいです。皆さんで集まり

「偲ぶ会」を行った時の写真です。それぞれの松尾さんとの想い出を胸に刻み故人のご冥福をお祈り

いたします。

白山哲也さん（昭和 39年卒）からのお悔やみのお言葉

追悼

2016 年 11 月 8 日 松尾浩史さんをしのび 追悼の言葉をと言われここに、おもい浮かぶことを、

記してみます。私の二つ上の先輩になる松尾 浩史 （ｓ37 年）先輩は、同じ長崎大村の出身ではあ

るけど、小学校中学も同じでなく高校は、松尾 先輩長崎市の高校、私は、大村の町の県立、大学が

同じでも、ほとんど知らずに過ごしていて校友会で初めて、私の先輩であることを 知り、そこから

の始まりと言えます。

高井戸に先輩がお住いの時、確か二度ほど、お店に飲みに行ったことがあって、大村での話に、盛り

上がったことがあり。やさしいひとだな、と思っていました。やはり歌が得意で上手く、マイクを持

つと、得意げに歌う姿が印象に残っています。あの平成 26年度総会の時、親睦会で、昔懐かし昭和

の歌で、歌う姿が印象に残っています。しかし、あの時すでに、病に侵されていたんだなと、思うの

です。亡くなったと聞かされて、唖然として言葉が出なかった。あの時が最後になるとは。人の死は、

解らんもんだなと思う。元気そうな姿からは、死を感じなかったから、いつも逢うと、もう駄目だも

う駄目だと言いながら、いまだに生きている人も、いっぱいる。

不思議だよ。７５にして思うは、ここまでこれたことに 日々感謝の念に侵され死というもの

が素直に受け入れられる気持ちが不思議に思う。



       

       商大スポーツ  ~母校の後輩たちの活躍~
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今年のプロ野球の新入団選手の活躍！

広島東洋カープ 17   岡田明丈選手  
試合:18 勝:4 負:3 投球回数：89 1/3 奪三振：60 防御率：3.02
オリックス・バファローズ 20 近藤大亮選手

試合:1 勝:0 負:0 投球回数：3 奪三振：2 防御率：0.00
東北楽天ゴールデンイーグルス 2  吉持亮汰

試合:21 打数:31 安打:5 盗塁:1 打率：161
※U-23/U-21 サムライジャパンに選出され、サムライジャパンの初代王者に貢献しまし

た。

商大は昔からスポーツの盛んな母校です。最近いろんなスポーツクラブが全国でも活躍

しています。機会があれば是非応援にでかけましょう！



やればできる！
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「やればできる！」このフレーズは私たちの総会の時にテーマとして使われています。今回は平成卒の二人のや

ればできるをご紹介いたします。

                                                         
                富里翔太さん（平成 26 年卒）の「やればできる！」                                     

〇〇〇「A COMMON BEAT」ミュージカルプロジェクトに出演して。〇〇〇

今年 8 月 13 日・14 日に都内で行われたミュージカル「A COMMON BEAT」そこに

我らの仲間の富里翔太さん（平成 26 年卒）が出演されました。それはそれは力ず良い

表現で見事な歌と踊りを披露してくれました。以下はご本人に語っていただきました。

2 年前に大阪で後輩が出演していたミュージカルを観て、テーマの個性が響き会う社

会へに共感し感動！何より光輝くカッコいい大人たちがいて私もいつか舞台に立ちた

いと素直に感じました。

ダンスを覚えることができず苦労しました。移動時間を利用し音楽を聞きながらイメ

ージトレーニングの毎日でした。ダンスと歌は苦労しましたね。

  スピードが早い！！言葉に力がある！！と少し誉めてくれたところから意識して行

動すると変化を感じてくれる！そして手紙や動画、寄せ書きとして残してくれたことが

嬉しかったです。

100 人 100 日間というコンセプトでもあり、みんな個人の強みと弱みがはっきり分かってきます。強みと弱みを理解

した組織で目標を持って行動すると必ず達成しようとする力強さと可能性をすごく感じることを学びました。

                                                          
                京口紘人さん（平成 28 年卒）の「やればできる！」                                 

次のご登場は平成 28 年卒京口紘人さんです。商大ボクシング部のキャプテンとして数々の栄冠をつかんでこられた彼

は現在東京五反田にある「ワタナベボクシングジム」に所属し世界チャンピオンを目指し厳しいトレーニングに励ん

でいます。その京口紘人さんに「やればできる！」を語っていただきました。

ボクシングを始めたのはもともと父が空手の先生をしていて格闘技というものが身近でした。私が小５の時兄がボク

シングを始めたのをきっかけに父の影響と兄を追っかけるようにボクシングを始めました。もちろん目指すは世界チ

ャンピオンですが、だれからも愛されるチャンピオンになりたいと思います。チャンピオンの座をつかむために大学

時代からずっと継続してきた想いがあります。それは練習でできたことしか試合ではできなしゴールは見えないけど

こつこつとやっていればいつか叶うことがあるということです。このテーマの「やればできる！」にもつながると



やればできる！
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思います。読者の皆さんにもメッセージをいただきました。「人生は一度きりなのでやりたいことがあればどんどんや

るべき、やりたいことがあるなら年齢は関係ないと思います。」とエールをいただきました。

先日 11 月 15 日に東京後楽園ホールで彼の試合がありました。なんと開始早々第１ラウンド 33 秒という秒殺で

KO 勝ちを収めました。見事に左アッパーが炸裂し相手選手は一度は立ち上がろうとはしましたがよろけて再び

マットに沈み戦意不能となり鮮やかな勝ち方でした。夕べは我々メンバー８名で応援に行きましがあまりの早い

KO 勝ちにみんな驚かされてしましました。あと数試合の戦歴を積んで世界チャンピオンへの挑戦が待っていま

す！

今後も我々関東支部のみんなで京口君を盛り立て行きましょう！応援に駆けつけていただきました皆さんあり

がとうございました。次回のファイトは 12 月 31 日（大晦日）大田区体育館です。写真はその KO パンチが炸裂

した写真です。

～「平成の会」発足について～

                                                                      平成の会 会長 春田丈夫（平成 9 年卒）  
                                                                    平成の会 副会長 高居正武（平成9年卒）

昨年 5 月に新社会人歓迎会を開催させていただき、あらためて「若い方々の交流の場の必要性」を感じ「平成の会」

を発起させていただきました。目的としては、若い方々の関係深耕、東京ライフの楽しみ方をシェアする、時には、

仕事についての課題解決の場として活用いただける会として、3～4 回／年に開催する場とします。7 月に第 1 回目「平

成の会」を開催、平日の夜ということで 4 名の平成卒の集まりとなりました。お酒と焼肉を嗜みながら、仕事・生活

等についての情報交換を行うことができました。これからも春田・高居（平成 9 年卒）を中心に、平成卒の世代を盛

り上げていきたい！支えていきたい！と考えていますので、お気軽にご参加ください。

次回、第 2 回目「平成の会」開催は平成 29 年 1 月 28 日（土）14 時～を予定しております。

なお、当イベントの開催案内等については LINE グループ「大阪商業大学 校友会 関東支部【公認】」内でお知らせを

しております。LINE をされている方は、お気軽に LINE グループ「大阪商業大学 校友会 関東支部【公認】」に参加

されてください。まずは、春田（LINE ID「haruta1974」）までご申請いただければご招待させていただきます。

宜しくお願いいたします。

～経営者の会「御厨倶楽部」～

                                                                            関東支部 事務局  嶋田  勝

御厨倶楽部が準備期間を入れて３年になりました。この間、関東支部では 3、４ヶ月毎に会合を開催しております。

今回、発足当初から発起人としてご協力を戴いておりました各支部発起人の皆様へ今後活動方法についてご連絡を申

し上げました。

今後は御厨倶楽部のメールアドレスが出来ました、これによりメールにより会話が出来るようになりました。このメ

ールによりネットワークを広げる事が出来るようになりました。お互いに信頼関係が深まりますと、仕事の面にも良

い影響が出て来るものと期待しております。

次に、これらのデータを基にホームページの開設を検討し、会員の皆様との連携を強固なものにし、広く学校関係者、

OB、現役の学生の皆様に見ていただけるような会にしていけるように頑張っていきますので皆様のご支援とご協力を

宜しくお願い申し上げます。

この会についてのお問い合わせは事務局までご連絡を下さい。

連絡先    嶋田 090-2429-2680   武井 090-4733-0672



                   ◇◇◇THE 二木会◇◇◇
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第 200 回 平成 28 年 7 月 12 日（木）

河野猷弌講師(昭和４０年卒)
「空海（弘法大師）ゆかりの寺院。四国八十八箇所お遍路「結願」

四国八十八ケ所霊場巡り(総距離 1,400km)は、歩いて 40～50 日かかると言われ、体力的・

精神的にも大変なものだ。私は昨年の夏から春にかけバスツアー参加で観光を兼ねて 3 回、

延べ 15 日間で「高野山参り」までさせて頂いた。結願達成、満願成就之証の授与、家族、

知人等の諸祈願、両親の供養まで出来た事に大満足しています

第 201 回 平成 28 年 8 月 4 日（木）

加藤矗昶講師(昭和３９年卒)
「フリートーキング」

☆外交⇒アメリカ大統領選挙の行方日米安保・日米同盟重視か米軍撤退か

☆防衛⇒中国・北朝鮮による極東軍事バランスの変化

☆経済⇒経済力は国力金融政策・機動的財政政策・構造改革 海外旅行者の拡大・TPP 加

盟

☆ 話題 アメリカ大統領、G7 外相の広島原爆ドーム訪問税と利権の徹底的追求

第 202 回 平成 28 年 9 月 8 日（木）

畑中健一講師(昭和４５年卒)
「今後の関東支部 ～他支部との交流～等」

新会員増加が各支部共通の課題と考え、如何に対策を立案し成果に結びつけるか、今年度

新たに強化した関東支部対策を提案しのち各支部案を収集し共通認識の基、より良い支部

づくりに結び付け今後学生の達就活及び入社後の育成に大学、校友会の三者で取り組むこ

とが肝要と会員に提案しました。

第 203 回 平成 28 年 10 月 13 日（木）

岩野邦夫講師(昭和３９年卒)
「続・スパイ活動の実態」

世界の各国におけるスパイの実態に迫りそれぞれの国がどのようにスパイ活動を行って

いるか、スパイ活動の目的や成果などを詳しく説明いただきました。それにしてもどこか

らの情報でしょうか？

第 204 回 平成 28 年 11 月 10 日（木）

白山 哲也講師(昭和３９年卒)
「関東支部の歴史を映像で振り返る」

関東支部の歩みを映像で振り返っていただきました。ひとつひとつの積み重ねが今日に繋

がっている実感が湧きました。これまでの積み重ねを今後も絶やさずに頑張ってゆきます。



みくりや会報34号協賛金ご芳名
　　　　　　　　　　　　敬称略　（平成28年5月10日現在）
　　　　26名 132,000円
　【名刺広告】６名　　　60,000円
谷口　智治（東京都千代田区） 松尾　浩史（東京都三鷹市）　　
大川　功　（埼玉県川口市）　　 武井　秀樹（東京都墨田区）　　
尾畑　俊一（新潟県佐渡市） 畑中　健一（千葉県流山市）　　

【協賛金郵便振替等】20名　72,000円　
角　　俊司(千葉県市川市)* 加藤　矗昶(神奈川県横浜市)
土橋　実(千葉県四街道市) 石川　朝正(千葉県八千代市)
寺本　美夫(茨城県鹿嶋市) 林　　稔(千葉県千葉市)
向家　基之(千葉県千葉市) 河野　猷弌(千葉県白井市)
竹内　敏夫(東京都大田区) 高森　利昭(東京都八王子市)
佐竹　由崇(長野県安曇野市) 渡辺比呂住(静岡県富士市)*
二階堂博司(神奈川県相模原市) 東村　　篤(三重県伊勢市)*
伊藤　栄章(静岡県沼津市)* 神明　正経(神奈川県川崎市)
山元　忠春(東京都羽村市)* 畑中　健一(千葉県流山市)*
篠原　幸雄(栃木県佐野市) 桝田　慶輝(東京都文京区)*

* 印は、5,000円以上の協賛金です。

支部活動に対するご協賛金に感謝いたしますとともに紙面をお借りして　　　　　　　
お礼申し上げます。　　　　　                                                  　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関東支部長　畑中健一　　
　　　　　　　　　　　　　

 ２８年度　関東支部 スローガン

    集めましょう！　大商大の創造力！

    繋ぎましょう！　校友会の連携を！

　　魅せましょう！　関東支部の底力！
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   第107号　　　　　　　　　　みくりや事務局だより　　　　　　　平成28年12月17日



2017年度　関東支部 活動内容　　
4月　二木会
5月　会報「みくりや」３７号発行　　　　
　　　新人歓迎会の開催
　　　二木会
6月  二木会
     　全日本大学野球応援（予定）
    　 愛媛支部総会、高知支部総会への出席
　　 　平成２７年度定期総会の開催（６月）
    　「やればできる！」発表会の開催（６月）
7月　二木会
8月  二木会
     　暑気払い
9月  二木会
10月 二木会
12月 会報「みくりや」３８号発行
     　忘年会の開催　
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　　　会報みくりや号の封入作業


