華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華やややややややややややややややややややかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかにににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに にぎやかに

桜 を 愛でる
人が参加した︒
ホテルは大阪城の南側に
あり︑ホテルの窓越しに絶
景の天守閣が見える︒今年

口真瑚さん︵大阪音大声楽
大阪早稲田倶楽部の倶楽
歓迎会も兼ねており︑この

行事︒倶楽部の新入会員の

のころに開催している伝統
気︒新入会員は先輩や取引

つものように楽しい雰囲

老いも若きも和気藹々とい

は桜の開花が遅めで︑満開

専攻３年︶の独唱︒
﹁ オン
部祭が４月６日︵土︶
︑森

新進の若手ソプラノ歌手野

ェラトン都ホテル大阪で開
ブラ マイ フ﹂
︑
﹁すてき
之宮のＫＫＲホテル大阪で

会が１月 日︑上本町のシ
催された︒１４０人が参加
な春に ﹂
︑シ ュ ト ラ ウ ス の
先などの紹介で入った人や

ことができた︒会場では︑

から散り始めの桜を眺める

し︑和気藹々としたムード
﹁ 春 の 声 ﹂の 新 春 に ふ さ わ
日は新たな仲間 人を迎え

倶楽部祭

のもと︑新しい年の幕開け
開かれた︒校友会大阪府支
ホームページを見て門をた

に一度の大会

に励むなど年

は稲部勝博さん
︵昭 年商︶ 梅酒セット︑大阪早稲田倶

ルカメラが贈られた︒ 位

のエディオン提供のデジタ

楽部の役員様からは大阪新

支部長からは玄関マットや

ルなどが提供された︒吉川

会様からはフルーツやビー

ントリークラブで開催され
ったものの︑昼間は残暑厳

夕は少しはしのぎやすくな

嬉しい︒同伴者にも恵まれ

たが︑優勝できてほんとに

力が入ってＯＢも出しまし

らは校章入りのサブレが全

ンリ・シャルパンティエか

をいただいた︒お菓子のア

恒例で︑今回も多くの協賛

あり︑家族にすばらしいお

セット︑アイスクリームも

グリコやロッテのお菓子
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薮田麻夕子

48

51

99

26.4

72.6

3

稲部

勝博
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79
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保田

洋三

46

49

95
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澤田沙都子

42

40
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8.4

73.6
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山田

浩貴

42

45

87

13.2

73.8

7

島田

隆史

55

54

109

34.8

74.2

8

田村

美和

50

45

95

20.4

74.6

9

竹田

雅幸

44

45

89

14.4

74.6

10

太田

亮士

51

44

95

20.4

74.6

新年会
を祝った︒
しい３曲が披露されたが︑

冒頭の特別ステージは︑
ての会となった︒全体で

にふさわしい

のベストグロスだっ

た︒大阪早稲田倶楽部の会

しき日だった︒それでも参

ました﹂と満面の笑顔だっ

土産ができたと参加者も喜

47

校友会大阪府支部と大阪
部との共催で桜の季節のこ
たいた人など様々︒壇上で
自己紹介をして倶楽部の輪
ステージでは︑手品のア

に入った︒
トラクションや平成から令
和に代わるのを記念した寸
劇などが披露され︑拍手を
浴びた︒寸劇では︑平成の
年商︶から令和の

青年部会長の秋元敬典さん

︵ 平成
年政経︶にバトン

青年部会長・北垣博章さん

︵ 平成
タッチする 儀式 もあり︑
会場を沸かせた︒
宴のあとは大阪城公園に
ある﹁大阪早稲田の森﹂へ︒
天守閣をぐるっとめぐって
そぞろ歩きしながら森へ︒
森というほど木々が繁って
いるわけではないが︑碑や
プレートがあり︑みんなで

競技となっ

で

阪急ホテルの食事券やボス

記念写真におさまった︒

た︒
吉川一三・

た︒女性のベストグロスは

員を中心に校友ら 人が参

加者はみな楽しみながらも

んでいた︒来年は９月５日
︵会場未定︶に開催す
の好意による︒ゲストの同 ︵土︶

守眞

る︒

山本

だった︒

16

志社大商学部校友会の樹徳

1

位は薮田麻夕子さん
︵ 平 ４ 年 法 ︶で グ ロ ス ︑

グリコのお楽しみセットが当たった
６位の山田浩貴さん

アウト イン グロス ハンディ ネット
氏名
順位

99

早稲田倶楽部と共催の新年
マイクなしの声量たっぷり
の素晴らしい歌声に参加者
はみな酔いしれ︑ブラボー
挨拶に立った吉川一三・

の歓声も上がった︒
校友会大阪府支部長︵昭
年商︶は﹁昨年就任の田中
愛治総長は昨日の東京での
会議で︑世界に輝く早稲田
をつくり上げると明言され
た︒教育の向上を目指し︑
理事 人のうち早稲田出身
は 人だけと学内体制の改
革も図っておられる︒かた
や大阪ではこれから続くビ
ッグイベントで活気づく
が︑われわれＯＢは絆を深
めて大阪が国際都市になる
べく力を合わせていこう﹂
と述べた︒
新春を祝い︑ソプラノ歌手
野口真瑚さんの素敵な歌声
が参加者を魅了した

校友会大阪府

トンバッグ︑レトルトカレ

支部長︵昭 年商︶から優

加︒Ｗぺリア方式で競い︑

年アジア太平洋研 ︶

員に︒社長の蟻田剛毅さん

吉川支部長より優勝杯を贈られる山本さん︵左︶

一升瓶と商品券が優勝賞品 ︵平

た︒校章が彫られた焼酎の

ただいた︒

ールセットなどを寄せてい

ーの詰め合わせ︑エビスビ

でラウンドの澤田沙都子

ネット ・ ︒社長が校友

12

15

50
時代が新しくなって青年部のリーダーも代替わり

3
全員に賞品が当たるのが

さん︵平 年スポ科︶
︒

60

校友会ゴルフ大会

山本
がグロス ︑ネット ・

さ
ん初 優 勝

第 回校友会大阪府支部

勝杯を贈られた山本さんは

79

82

45

4

猛暑︑酷暑の夏を経て朝 ﹁楽しもうと思いながらも

で初優勝した︒

71

16

6

45

17

6

山本守眞さん
︵昭 年理工︶ 勝負どころでは真剣プレー

︵土︶
︑西宮市のよみうりカ

93

72

27

第10 回校友会ゴルフ成績
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ゴルフ大会が９月７日
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秋より資料収集︑取材︑執

代におよぶ１世紀︒多くの

和︑平成の時代を経て新時

大正年間に産声を上げ︑昭

部は創立百周年を迎えた︒

０１９年︑大阪早稲田倶楽

元号が令和に改まった２

みが紹介された︒

の様子を通して倶楽部の歩

懐かしい情景や現在の活動

ライドショーで映じられ︑

あったビルの写真などがス

トや集い︑昔の倶楽部室の

だとおほめいただけるよう

なさまに素晴らしい倶楽部

部が隆盛︑発展を遂げ︑み

し上げます︒この先︑倶楽

ご理解のたまものと感謝申

多くのみなさまのご高配︑

援︑そして校友のみならず

および校友会本部のご支

と校友の固い絆︑大学本部

愛に燃えた諸先輩方の労苦

す︒これもひとえに早稲田

できました︒この先も１５

いでこの日を迎えることが

後輩がうまくバトンをつな

会大阪府支部長が﹁先輩︑

懇親会では吉川一三・校友

ことと存じます﹂
と述べた︒

誠に意義深く︑記憶に残る

記念事業を開催されるのは

時代の幕開けに１００周年

幹事は﹁令和という新しい

表幹事らも出席︒萬代代表

０年︑２００年と祝うこと

倶楽部会長の山澤倶和さ

阪で活躍の政財

んの特別寄稿︑大

授の三田誠広さ

で元早稲田大教

身の芥川賞作家

座談会や大阪出

るが︑関西では根強い人気

の進学者は少なくなってい

比べ︑地方からの早稲田へ

ルで開催された︒かつてに

日︵土︶
︑梅 田 セ ン タ ー ビ

ープンキャンパスが７月

催しており︑仙台︑福岡︑

た︒大阪では毎年７月に開

フなどに話がはずんでい

しの様子︑キャンパスライ

談会では仕送りや一人暮ら

での懇談会が開かれた︒懇

井上典之

人間科学学術院教授

「グローバル時代における学びとは：

世界で通用する人材育成のあり方」

第３部 校友会大阪府支部総会

18：10〜18：55

第４部 懇親会

19：00〜20：30
※懇親会費8,000円（39歳以下は4,000円）

校友会大阪府支部と大阪早稲田倶楽部共催の恒例の新

年会は、来年（令和２年）
１月 18 日
（土）午後１時より、

上本町のシェラトン都ホテル大阪で開催します。新年

にふさわしいステージも用意しています。ぜひご参加

方々の紹介︑倶楽

総長
「世界で輝くＷＡＳＥＤＡを目ざして」

部の食べ歩きや

田中愛治

ゴルフ︑講演会︑
行楽などの開催
のあれこれ︑倶楽

申し込みは、校友会大阪府支部事務局

部ゆかりの女流
作家対談︑会員の
寄稿︑昭和のころ
の懐かしの大阪

（06－6377－2001）へ

の写真などを盛
り込んでいる︒
表紙は︑早稲田大学芸術
功労者で日本藝術院会員
大隈講堂の水彩画︒倶楽部

第２部 地域フォーラム講演会

スポーツ関係の

広島でも行われている︒

れたほか︑現役学生を囲ん

寮などの説明会などが開か

外留学制度︑奨学金︑学生

講義や学部ごとの案内︑海

早稲田の教授による模擬

た︒

保護者ら８００人が参加し

い﹂と挨拶した︒

を一つにして歩みを進めた

倶楽部員一同精進したい﹂

校友が集まり散じて交流
んは﹁令和となった節目の
大学本部から須賀晃一・

ができますよう私どもも心

し︑親睦を深めてきた︒百
年に１００周年を迎えたこ
副総長と萬代晃・校友会代

と挨拶した︒

周年を飾る集大成として令
とを喜ばしく思っていま

日︑梅田の大阪新阪急ホ

和元年︵２０１９年︶ 月
テルで記念の式典と講演
会︑懇親会が華々しく開催
され︑３００人を超える倶

in 大阪

楽部の会員や来賓らが集
い︑創立百年を祝った︒
校友会大阪府支部と大阪
早稲田倶楽部はほぼ一体に
なって大阪での歩みを重ね
てきた︒
大正から昭和初め︑
大阪が東京より勢いがあっ
た時代から戦中︑戦後の苦
難の時代を経て大阪は着実
に発展を遂げ︑その中に多
記念式典では︑倶楽部の

くの校友の活躍があった︒
かつての総会風景やダンス
パーティー︑ハイキング︑
食べ歩きの会などのイベン

倶楽部の各世

オープン
キャンパス

早稲田大学の大阪でのオ

早稲田

があり︑この日は受験生や

16：30〜18：00

界人︑学術・文化・

代の会員による

挨拶する吉川支部長
（上）
と萬代代表幹事

１００周 年 を 迎 え た 大 阪 早 稲 田 倶 楽 部

大阪早稲田倶楽部は創立

筆を進め︑百周年記念式典

大阪早稲田倶楽部１００年史を刊行

百周年を記念し︑
﹁ 大阪早

開催の

の１４８ページ︒倶楽部の

事務局︵大阪新阪急ホテル

の画家藪野健さんによる
歩みを草創期〜大正年間〜

内︶で２千円で提供してい

日に発行し

稲田倶楽部１００年史﹂を

た︒Ａ 判︑オールカラー

大正年間に大隈重信内閣

昭和初期〜戦前・戦後〜昭

月

刊行した︒倶楽部で年史を

の選挙応援を機に在阪の校

ください。
会費 8,000 円（39 歳以下は 4,000 円）
。

18

出すのは初めて︒

第１部 大阪早稲田摂陵高ウインドバンドＯＧ
「みつばち会」

新年会 来年１月 日開催

（大阪市北区芝田 阪急梅田駅前）

演奏会、講演会、総会の参加は無料

和

る︒

2019年
（令和元年）
11月20日
（水）

20

25

大阪早稲田倶楽部の歩みを
つづった１００年史

友が結集し︑倶楽部結成に

40

16：00〜
吹奏楽演奏

懇親会では祝いの能
「猩々」
が演じられた

年代〜平成⁝な

場 大阪新阪急ホテル
会

25

ど時代を追ってたどった︒

︱

校友会大阪府支部総会

5

日 時

4 5

発展した︒編集部会で昨年

30
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