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10月20日（土）神戸港クルーズ船コンチェルト船上において、
関西国際大学、関西国際大学保護者会、本会が共催して創立20
周年記念祝賀会が開催され、濱名学長はじめ教職員、保護者と
そのご家族44名、会員とそのご家族･お子様を入れ102名が参
加して、盛大に行われました。
また船内では祝賀会に先立って、本会定期総会ならびにホー
ムカミングデーとして関西女学院短期大学卒業後25年の方を銀

祝、関西国際大学卒業後15年の方を銅祝としてお祝いしました。
祝賀会では、関西国際大学保護者会、本会からの記念品目録
を学長へ贈呈の後、本学20周年記念ロゴが入った酒樽の鏡割
り～乾杯をし、参加者全員での深い交流が為されました。また
当日は晴天に恵まれ、神戸港から明石海峡大橋までの快適なク
ルーズを楽しむことができました。

会報
創立20周年記念祝賀会 ご報告
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役　職 名　前 卒業年
会　長 福永　雄悟 2012
副会長 井上　　梓 2012
副会長 德永　　茜 2005
会　計 山口　千弥 2004
会　計 川上　草平 2014

理事（広報・企画） 横内　寛子 1992
理事（広報） 山田　啓典 2004

役　職 名　前 卒業年
理事（広報） 松田　一宏 2012
理事（総務） 北井　智久 2004
理事（総務） 杉野　洋子 1997
理事（総務） 田中　聡祐 2009
理事（企画） 中島規久彦 2012
理事（企画） 梶田幸三郎 2013
理事（企画） シュレスタ・ビブシャン 2002

役　職 名　前
監　事 浮田　　泉
監　事 森田　　健
顧　問 梶　　正義
顧　問 熊谷　是清
顧　問 久保田裕美
事務局 酒井　隆芳

この度関西国際大学以愛為縁同窓会の理事を務めさせてい
ただくことになりました関西国際大学第９期生の田中聡祐と申
します。私は在学中、硬式野球部に所属し、阪神大学野球１部
リーグ優勝６回、全日本大学野球選手権大会３年連続出場、明
治神宮野球大会２回出場と、硬式野球部全盛期にグラウンドで
汗を流しました。卒業後は社会人で野球を続け、引退した後に
2017年４月から硬式野球部コーチを務めております。2018年

度は阪神大学野球１部秋季リーグにおいて見事優勝し、明治神
宮野球大会にも出場ができ、ベスト４まで勝ち進むことができ
ました。今後も硬式野球部ＯＢ且つコーチとして硬式野球部を
盛り上げ、また以愛為縁同窓会理事として、硬式野球部ＯＢを
巻き込んで盛り上げていきたいと思っております。まだまだ未
熟ではありますが、皆様からのご指導、ご鞭撻を賜りたく、よ
ろしくお願い申し上げます。	 （９期生　田中　聡祐）
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はじめまして！
新センター長ごあいさつ

会長ごあいさつ

以愛為縁同窓会員の皆様、はじめまして！	
2019年４月より学生センター長をさせて頂
いています梶と申します。10年以上にわた
り学生センター長をされてきました有本先生
のようには動けませんが、自分らしく、同窓
会との連携をはじめ、学生生活に関する様々

な活動をチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。後先が逆になりましたが、昨年秋の

野球部神宮大会出場に際しまして、大変多くのご支援を同窓会会
員の皆様から頂戴しましたことに感謝申し上げます。お蔭をもち
まして、ベスト４という輝かしい結果を残すことができました。
その他、強化クラブとしてのサッカー部とテニス部、また、キン
ボール部やWind	Ensemble部など多くのクラブ・サークル
が積極的に活動を行っています。今後とも学生活動への応援をど
うぞよろしくお願い致します。

第3期（2018年度）事業計画　2018年9月1日～2019年8月31日＆今後の予定
第３期事業年度計画　2018年９月１日～2019年８月31日
①	卒業パーティー補助
②	課外活動表彰者副賞贈呈
③	スポーツ振興基金寄付
④	新規会員へ会員専用HP（Bik i ta）パスワード発行
⑤	会報発行、名簿調査
⑥	小規模同窓会開催補助、入学祝金贈呈
⑦	あじあん祭・ハートフェスタ広告協賛、卒業生出演謝礼

⑧	学生企画補助
⑨	ホームカミングデー補助・記念品贈呈
⑩	大学20周年祝賀会共同開催
今後の予定
①	あじあん祭　10月19日（土）・20（日）　三木キャンパス
②		同窓会定期総会・ホームカミングデー　10月20日（日）　　
三木キャンパス

③	HEARTフェスタ　11月16日（土）・17日（日）　尼崎キャンパス

関西女学院短期大学同窓生、関西国際大学
同窓生の皆様にはますますご清祥のこととお慶
び申し上げます。日頃は、当会の活動に関しま
して何かとご指導、ご協力いただき厚くお礼を
申し上げます。2018年10月に再選していただき
以愛為縁同窓会会長を仰せつかっております、
2012年卒業生の福永雄悟でございます。
平成30年度に関西国際大学は、創立20周年を

迎えました。現在は、三木市、尼崎市と二つの地でますます発展の
一途をたどっていることは、皆様ご存じの通りでございます。
わが同窓会も、関西国際大学の20周年を記念いたしまして、昨年
10月20日（土）に神戸ハーバーランド発着のコンチェルトの船内にお
きまして、定期総会と合わせまして記念パーティーを開催しました。
多くの会員およびご家族の皆様にお越しいただきまして感謝申し上
げます。さらに、三木、尼崎両キャンパスに演台と花台を、卒業生
の伝統工芸士であります東福太郎様のご協力の下製作し、寄付金と
合わせて寄付させていただき、平成31年３月に執り行われました学

位授与式にて使用していただきました。
平成31年度（令和元年度）の今期は、昨年度に引き続き、大規模

な同窓会には開催場所や時間などで参加しにくい会員の方々に向け
て、小規模な同窓会であっても開催費用を補助する事業を行います。
４面にも掲載しておりますが、利用していただき同窓生同士の絆が深
まっているようで大変うれしく思います。またお子様の関西国際大学
の入学の際には、入学祝金を本同窓会が支給するという事業も始まっ
ております。ぜひ会員の皆様のお子様が関西国際大学に入学する際
にはご利用ください。これから小規模の同窓会開催してみたいという
会員の方、2019年度入学生の保護者である会員の方は、以愛為縁同
窓会ホームページにアクセスしていただき、手続きをいただきますよ
うお願いします。
最後になりましたが、本同窓会は緑風会と関西国際大学同窓会が
合併して設立されまだ数年の歴史しかございません。しかし、総勢
12,000名以上の会員の皆様がいらっしゃいます。その皆様の交流の
機会をこれからもしっかりと作っていきたいと思いますので応援いた
だきますようにお願いいたします。

関西国際大学同窓会（以愛為縁同窓会）　会長		福永 雄悟

新学生センター長		梶　正義
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記念品のご報告

今回、母校関西国際大学の20周年記念寄贈品として、講演台と花
台の製作をさせて頂き誠にありがとうございました。
私は在学中、決して優等生と呼べる学生ではありませんでしたが、
大学で出会った人や想い、思想などたくさんの良い思い出がありま
す。また私は濱名学長のゼミを受講しており、授業だけでなく人とし
て大きく育てていただきました。同窓会から製作依頼を頂いた際に
は、母校への恩返しができる機会を頂いたと感謝の気持ちでいっぱい
でした。

講演台は、新たな学生を迎える入学式、また送り出し
ていく卒業式で使う母校の顔となる道具です。そのため
いつも以上に気を引き締めて製作させて頂きました。講
演台の素材である桐の木は、伝説の霊鳥である鳳凰が寝
床として使う木という言い伝えがあり、桐の木があるこ
とで幸せの象徴である鳳凰が舞い降り、幸福になるとい
う縁起の良い木です。また私自身が桐箪笥の伝統工芸士
でもあるため、講演台の素材としては珍しい桐の木で、
母校の発展を祈念し製作いたしました。
これからもたくさんの後輩たちを迎え入れ、また送り
出していく作品を作らせて頂き、本当に職人冥利に尽き
ます。また卒業生である私を見守り、応援してくださる
母校、関西国際大学に感謝いたします。

本学の前身である関西女学院短期大学は
1987（昭和62）年に開学し、1989（平成元）
年に最初の卒業生を送り出しました。すなわ

ち本同窓会の会員はすべて平成という時代に社会に出て行かれた
卒業生です。
今回の改元は202年ぶり、現憲法の下では初めての天皇の生前
ご退位とご譲位ということで、崩御後の継承と比べ、明るい祝賀
ムードに包まれ何よりのことです。一つの時代の変わり目である
と受け止められており、様々な報道がなされました。生前の譲位
というのは2000年のミレニアムを思い出される人もおられたかも
しれません。私たちにとっても、時代をふりかえり、これからの
発展に思いを馳せる機会になっているかもしれません。
個人的には、2012（平成24）年の10月25日の秋の園遊会にお招
きいただき、天皇・皇后両陛下からそれぞれ、「大学はいかがで
すか」、「大学は順調ですか」と柔和な笑顔でお言葉をかけていた
だいたことを懐かしく思い出されます。
この31年間の間に、関西女学院短期大学から関西国際大学へと
発展し、２つのキャンパス５学部、学生数２千人の大学になりま
した。
人間科学部、教育学部、保健医療学部に加え、今春、新たな学
部として発足した国際コミュニケーション学部と経営学部は新入

生の受入を始め、この機会に全学部で専攻制を導入し、２年生以
降に将来の進路の方向性を明確にした専攻を決定する仕組みに改
めました。学生自らが４年間の学びと方向性を自ら考えるツール
としての「ラーニングルートマップ」に加え、いつ、どのような
情報や材料に基づいて進路を判断するかを整理した「学修フロー
チャート」を提供し、能動的な意思決定がし易いように改善をは
かりました。
また、三木キャンパスの野球部グラウンドに隣接した友愛寮を
増築し、収容力を倍増するとともに、寮委員会を設け、寮生自身
が運営管理に一定の責任を持つ“半自治寮”の形をとることにし
ています。
来春、令和２年４月に神戸山手学園と統合し、大学は神戸山手
キャンパス、現代社会学部を加え、３キャンパス６学部学生数
３千人に拡大しようとしています。新たなステップは、異なる歴
史や文化、さらには建学の精神も違う学園と一緒になることであ
り、新たな教育のカタチを構築することになります。私たちの建
学の精神「以愛為園」は、自らとは異なる文化を受け容れ、融合
していく包容力を内包するものだと思っています。
皆さまには令和の新時代の新たな教育のカタチを引き続き見守
り、本学を応援してくださるようお願い申し上げます。

有限会社　家具のあづま　代表取締役		東　福太郎

関西国際大学　学長		濱名 　篤
時代の変遷と法人統合 ～平成から令和へ～



小規模同窓会補助

部活・サークル・ゼミなどのメンバーと久しぶりに会ってみませんか？積極的に学生時代の友達と会ってみませんか？
簡単な手続きで会員５人以上集まったら、開催費の一部を補助します。（補助は、１回あたり一人1,000円で年間２回まで）
会員であれば、どんな集まり（勉強会・飲み会・OB会など）でもOK！
手続き方法は、スマホやパソコンなどでビキタの専用ページから申請書と領収書・写真を提出ください。代表者の方に補助金を振り込みます！
　詳細は同窓会のビキタの専用ページをご覧ください。

小規模同窓会の補助を活用してください。会員５人以上‼簡単な手続きで開催費の一部を補助します。

開 催 日：2018年８月18日（土）　
開催場所：武蔵（神戸・三宮）　参加人数：12名

開 催 日：2018年10月６日　
開催場所：桃花源（神戸市中央区下山手通り）
参加人数：７名

2011年卒業生学年同窓会 関西女学院短期大学７期生クラス会の報告

横浜、横須賀、沖
縄、京田辺、大阪、
神戸などで教員や
消防士をしている仲
間が集い、田上先生
を囲んで楽しく語り
あった。これからも
どんどん輪を広げ、
毎年同窓会を実施し
ていきたい。

河内山先生を交え
て、毎年クラス会を
開催しています。懐
かしい話やお互いの
近況など、楽しい時
間はあっという間。
学生時代の友人との
おしゃべりは元気を
もらえます。

▲

小規模同窓会開催

入学祝金 同窓会会員専用サイトBikita!をご活用下さい!

公開講座のご案内

　ご入学おめでとうございます。
以愛為縁同窓会会員の関西国際大学大学院入学（編入学を含める）
及び、会員の子息子女の関西国際大学入
学に際して、同窓会より祝金30,000円
を差し上げますので申請してくだ
さい。（実績２名）
詳細はビキタの専用ページをご
覧いただき、申請書、振込依頼
書を事務局にご提出ください。

　以愛為縁同窓会員専用のホームページ「Bikita」のIDとパスワー
ドを同封にてお送りしています。
Bikitaでは同窓会に関する規約や活動報告はもちろん、小規模同
窓会の補助申請や住所変更、大学からのお知らせなどにご利用いた
だけます。
また、卒業生を限定したコミュニティも作れます。
同窓生の交流の場として、是非ご活用ください。

会員専用サイトBikita▶

　関西国際大学で開講される公開講座には、卒業生は無料（教材
費は必要）で受講できます!!
特に尼崎キャンパスでは、夜間講座も開講されており、お仕事帰
りに受講することも可能です。
是非、母校で学び、スキルアップしてみませんか!!

★各種公開講座・研修会のご案内を優先的にメールでお届けさせ
ていただく「会員登録制度」が便利です。
　この機会にQRコードから公開講座会員登録をお願いします。
（登録の際は、「一般／在学生・卒業生」等の選択欄のご登録を
お願いします。）

【お問合せ】関西国際大学 社会連携課
尼崎キャンパス：尼崎市潮江１-３-23　　		☎06-6496-4103		
三木キャンパス：三木市志染町青山１-18　☎0794-84-3505			
e-mail :kouza@kuins.ac.jp（終日送信可）

▶公開講座開催予定
　テーマ：笑育のすすめ.2

　　　　― “育てる” をもっと楽しく、おもしろく！―　　
講　師：関西国際大学	教育学部教授　百瀬　和夫
日　時：８月25日（日）13:10～16:20
教材費：2,000円（一般の方はプラス受講料4,000円）

　テーマ：一冊の本が人生を変えることがある
　　　　～今先生方に望むこと～（以愛為縁同窓会共催講演）
講　師：作家　喜多川　泰　氏
日　時：９月18日（水）19:00～20:30
教材費：2,000円（一般の方はプラス受講料2,000円）

★詳細・お申し込みは関西国際大学	公開講座の
　ホームページにて、ご確認ください。

https://www.bikita.jp


