第12回不動産・建築部会（KURC）勉強会・交流会
関西大学経済人クラブ若手会 不動産・建築部会 (KURC) の第 12 回勉強会・交流会を 5 月 17
日（金）ホテル阪急インターナショナルで開催しました。
勉強会では、「レジェンドグループ」代表、
「出会い力」の著者である國武栄治氏に『21 年 9 社
の実践経営ノウハウ』をテーマにご講演頂きました。
國武氏には、20 歳で上京してから現在に至るまでの経験
を踏まえ、人のつながりの大切さ、ワンストップサービスの
重要性等を具体的なエピソードを交えてお話頂きました。
不動産業界に限らず、業務を行っていくうえで必要なノウ
ハウを余すところなくお話しいただき、参加された皆様に
とって大変有意義な時間となりました。
その後の懇親会は、代議員会副議長の仁井ひろみ氏（昭和 48 法）の挨拶・乾杯の音頭で始まり
ました。ご参加いただいた皆様が積極的に交流を図るとても実りのある会となりました。最後は、
参加者全員で逍遥歌を熱唱、記念撮影を行い終了しました。
( 幹事 植松康太・平 17 年法 )
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It started aiming to attempt cultivating friendship in November,1963

■250余人集い宮根誠司氏の講演聞く
■華やかな懇親が始まった歓談の輪に4人の若手演奏家による祝賀演奏

特別例会号

経済人クラブ若手会 不動産・建築部会【KURC】（川端康平部会長）の第 14 回勉強会・合同
交流会が、2 月 6 日にホテル阪急インターナショナルで開催されました。
今回は、株式会社 M&A センター情報開発部課長の羽田晶年先生を講師にお招きし、
『強く生
き抜く中小企業の M&A 戦略』のタイトルでご講演いただきました後継者問題を抱えた中小企業
の出口戦略として M&A をどのように活用するかについて、数多く事例を基にご説明いただき、
とても興味深い内容で勉強になりました。
M&A と聞くと、乗っ取り、マネーゲーム、弱肉強食等の悪いイメージがありますが、羽田先
生が携われてきた中小企業の M&A 戦略は、まるで企業同士の結婚と言われるように、友好的で、
お互いの強みを補完し、企業を発展、存続させるというものであり、M&A に対する考え方が変
わったとの感想を多数いただきました。
その後の懇親会では、大先輩から卒業間もない若手まで 44 名の参加者が互いに交流を深めました。初参加の方の自己紹介のほか、希
望者の各種アピールの場もあり、和気藹々とした会となりました。
( 幹事 瀨弘和・平 4 年社 )
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■交歓の輪が広がる大きな喜び

いまさら聞けない！！ ビジネスに役に立つマナー・コミュニケーション術！！
経済人クラブ若手会 不動産・建築部会【KURC】
（川端康平部会長）の第 13 回勉強会・合同交
流会が、8 月 26 日にホテル阪急インターナショナルで開催された。
今回の勉強会では、客室乗務員や大手企業の秘書室業務を経験し、現在は司会・講師業で愛さ
れマナーの伝道師の霜山倫子先生を講師に招き、
『ビジネスに役に立つマナー・コミュニケーショ
ン術』の演題でご講演いただいた。
ご講演では、マナーとは？コミュニケーションとは？といった、新入社員の研修以来、改めて
考えることのなかった基本中の基本をかわきりに勉強会がスタートした。そして、相手に心をつ
かむコミュニケーション、ビジネスだけでなく、プライベートでも人間関係を円滑に進める振る
舞いについてグループワークを交えながら、これまでと違った講演に、参加者自身の日頃のコミュ
ニケーションについての振返りの場となったと大変好評を得た。また、質問もたくさん出て会場内では終始、なごやかな笑顔がみられた。
勉強会の後、栗原照次郎氏（関西大学経済人クラブ 会長）の乾杯の発声で懇親会がスタートした。懇親会では、大先輩から卒業後
間もない若手まで 37 名が情報交換や近況報告で互いに交流を深めた。回も重ねアットホームな雰囲気となって参りました。
( 幹事 馬場隆弘・平 20 年商 )
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役員一覧
名誉顧問
・一軸 浩幸 （昭和 33 年法学部法律学科卒）
関西大学校友会前会長
・上原 洋允 （昭和 32 年法学部法律学科卒）
学校法人関西大学 前理事長
・畑下 辰典 （昭和 27 年経済学部卒）
関西大学校友会元会長
・森本 靖一郎 （昭和 32 年法学部法律学科卒）
学校法人関西大学 理事・相談役 元理事長

名誉会長
・池内 啓三 （昭和 40 年文学部新聞学科卒）
学校法人関西大学 理事長

名誉副会長
・楠見 晴重 （昭和 55 年大学院工学研究科
土木工学 修了）関西大学 学長

顧問
・寺内 俊太郎 （昭和 46 年大学院工学研究科
（金属工学・博士）修了）関西大学校友会会長

相談役
・天野

正

（昭和 17 年商学部商業学科卒）

・稲田

昌三

（昭和 34 年文学部新聞学科卒）

・田合

邦臣

（昭和 37 年商学部卒）

・西村

太一

（昭和 31 年法学部法律学科卒）

・樋口

学

（昭和 25 年法学部法律学科卒）

会長
・栗原 照次郎 （昭和 35 年商学部卒）
株式会社栗原製作所 代表取締役

副会長
・生田 圭一 （昭和 43 年経済学部卒）
株式会社大松 代表取締役社長
・志水 利達 （昭和 43 年商学部卒）
株式会社東光商会 代表取締役

250余人集い宮根誠司氏の講演聞く

宮根誠司（みやねせいじ）PROFILE

11 月 26 日、ホテル阪急インターナショナルで経済人クラ
ブ
（栗原照次郎会長）
の創立 50 周年記念第 200 回例会が、会員・
若手会メンバーはじめ大学・校友会役員、校友会登録組織代
表など 250 余人が出席して盛大に開催された。
第 1 部 200 回例会は、生田副会長の開会宣言に始まり、栗
原会長の挨拶に 50 年、200 回という歴史の重みを感じて諸先
輩に想いを馳せた。
講演会では校友でもあ
り、全国的知名度の高いフリーアナウンサーの宮根誠司氏
による「カメラを通してみた大阪力」と題し、テレビの裏
側にある大阪の庶民の物おじせず、探究心溢れ、生き生き
した生活が感じられる経験をお話しいただいた。番組にお
いても自分らしい司会者としての立場を考えていく氏にそ
のたくましさを感じた。

代表幹事
・本間

敏司

（昭和 61 年工学部土卒）

副代表幹事
・永尾

俊一

（昭和 61 年法学部卒）

・仁井

ひろみ （昭和 48 年法学部卒）

・村上

康司

（平成 6 年法学部卒）

会計監査
・大倉

幾三郎 （昭和 39 年経済学部卒）

・紀和

隆

（昭和 39 年工学部機械工学科

・秋葉

明

（昭和 49 年法学部法律学科卒）

・市田

利夫

（昭和 45 年法学部法律学科卒）

・伊藤

晃充

（昭和 41 年文学部新聞学科卒）

・入江

一美

（昭和 32 年経済学部卒）

・大川

髙史

（昭和 57 年商学部卒）

・岡田

誠一

（昭和 34 年商学部卒）

・岡田

徹

（昭和 42 年商学部卒）

・加藤

拓

（昭和 40 年工学部電気工学科卒）

・小林

知義

（昭和 47 年文学部卒）

・田中

義信

（昭和 50 年法学部卒）

幹事

・谷

康司

（昭和 50 年法学部卒）

・中井

清貴

（昭和 49 年法学部法律学科卒）

・中井

邦夫

（昭和 45 年法学部卒）

・長谷川

真理 （昭和 59 年文学部史学科卒）

・伏見

義仁

（平成 7 年工学部機械工学科卒）

・藤原

輝之

（昭和 59 年法学部卒）

・八木

正

（昭和 38 年商学部卒）

・薮内

正明

（昭和 35 年法学部法律学科卒）

・横田

英哲

（平成 4 年文学部卒）

若手会幹事代表
・吉見

淳史

（平成 8 年工学部生物工学科

若手会幹事
・植松
・楠

康太
隆夫

（平成 17 年法学部卒）
（平成 9 年工学部建築学科卒）

華やかな懇親会
第 2 部懇親会では、数多くの来賓を代表して池内理事長、
楠見学長からの激励の挨拶をいただき、畑下経済人クラブ顧
問による乾杯の発声で、華やかな懇親が始まった歓談の輪に、
4 人の若手演奏家による祝賀演奏でさらに大きな華を添えて
いただいた。
会場を精力的に名刺交換の挨拶に回る若い会員に、これか
らの経済人クラブの力強さを見るようで、記念例会の意義を
感じる。大学役員、校友会本部役員、地域・職域代表者の方々
と一堂に会する好機に、精力的に交歓の輪が広がることは大
きな喜びである。名残尽きぬ中、志水副会長の閉会の辞でお
開きとなった。
50 年の節目を越えて、関西大学という同窓の和に・経済人
としてやり抜く強い精神力が源となり、新たな潮流を興して
いく関西大学経済人クラブであることを念じて。
（副代表幹事

仁井ひろみ）

島根県立大田高等学校を経て 1987 年 3 月関西大学経済学部経済学科卒業。同年大阪の朝日放送（以下、
ABC）へ入社。1989 年には ABC ラジオ『ABC ラジオシティ』に出演。
1990 年 4 月には ABC テレビ『おはよう朝日です』（以下、おは朝）に出演し、主にスポーツコーナー
やスポーツ新聞の芸能面紹介などを担当。1994 年からは『おは朝』の単独司会を務めた。
2004 年 3 月末 ABC を退社。同年 4 月より、フロム・ファーストプロダクション大阪支社に所属し、フ
リーとなった。
『おは朝』には引き続き出演し、他 2005 年 4 月から 1 年間 MBS『っちゅ〜ねん！』にレギュ
ラー出演。さらに同年 11 月からは読売テレビ『激テレ★金曜日』で司会を務めた。
2006 年 7 月末から金曜のみの放送だった『激テレ』をリニューアルし、新たに月曜〜金曜の帯番組『情
報ライブミヤネ屋』をスタートさせた。その後各地で放送開始となり、2007 年 4 月から全国ネット番組
に昇格した。
2008 年の『鳥人間コンテスト選手権大会』では、『チームミヤネ屋』のパイロットとして出場し、有名
人新記録を樹立。また 2009 年には東京マラソンに出場するなど、
様々な事にチャレンジし勢力的に活動。
2010 年 3 月末でフロム・ファーストプロダクションとの契約を解消。これに伴い『おは朝』を降板。東
京都で設立した新事務所である株式会社テイクオフ（TakeOFF）へ 4 月 1 日付で移籍した。自身は所
属第 1 号タレントとなり、共同出資者としても名を連ねている。同月より、在京キー局制作番組初のレ
ギュラー番組としてフジテレビにて『Mr. サンデー』（フジテレビ・関西テレビ共同制作）で司会を務め
活躍中。

