※経済人クラブニュースは、会員からの広告協賛によって発行されています。

不動産・建築部会（KURC） 第5回勉強会報告
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 5 回勉強会が、8 月 9 日ホテ
ル阪急インターナショナルで開催されました。勉強会には、ＩＡＯ竹田設計の倉田敦夫氏（高齢者住宅シニ
アコンサルタント）をお招きして「今後 5 年で 1.5 兆円の建築市場！ サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
の潜在力 」というテーマでご講演を頂きました。なかでも、従来の「高齢者住まい法」が改正に伴って変
更された 6 つのポイントについて、分かり易く丁寧で要点をつい
たお話を参加者全員が聞くことが出来ました。不動産・建設業界
において注目されているテーマだけに全員が講演を真剣に聞き入
り、講演後は積極的な質問が飛び交いました。
懇親会は、岡田誠一氏（昭 34 商卒 ㈱岡田本社 会長）の乾杯の
音頭で始まりました。懇親会には倉田敦夫講師にもご参加頂いて、
会員との交流を深めました。最後は、幹事の谷口欣久氏（昭 61 工・建築 イチケン勤務）のリー
ドにて全員で「逍遙歌」を盛大に合唱し、大盛り上がりのなか閉会となりました。
（幹事 西堀泰伸 平 11 経）

不動産・建築部会（KURC） 第6回勉強会報告
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平成 23 年 7 月 24 日（日）経済人クラブ若手会第 1 回ゴルフコンペがオリエンタルゴルフ倶楽
部で開催されました。夏真っ盛りの日程での開催となりましたが、心地よい風が吹く絶好のゴル
フ日和のなか、女性 2 名を含む計 18 名が参加しプレーを楽しみました。様々なレベルの参加者
が同じ組でまわるという若手会ならではのゴルフコンペとなり、バンカーやショットに苦しむ初
心者に上級者が丁寧に指導しながら和気藹々と楽しい時間を過ごしました。その後の懇親会では、
幹事の吉見淳史氏と楠隆夫氏の進行で表彰式が行われました。栄えある第 1 回の優勝は宮平浩示
氏、べスグロは 79 という驚異のスコアを叩き出した瀨弘和氏という結果に終わりました。
（幹事 植松康太 平 17 法）
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It started aiming to attempt cultivating friendship in November,1963
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第5・6回合同勉強会報告
■若手会第１回ゴルフコンペ

冬号

若手会第1回ゴルフコンペ（KU-Y ｓＣｕｐ）

20112012 年

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 6 回勉強会が、11 月 15 日にホテル阪急インターナショナル
で開催された。今回の勉強会は、ＫＵＲＣ会員が自らの仕事をプレゼンテーションし、会員同士で新たなビジネスのきっかけや自身の仕事
に活かしていこうという、前回までとは少しスタイルを変えて、
『ＫＵＲＣ情報交換会発動！皆様に役立つ新しいビジネスの紹介！』と題し、
3 名の会員に自ら講演していただきました。
講演には、澤井隆弘氏（昭 57 工・ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱）による｢太陽光の新しいビジネス｣、北原宏修氏（平 7 工卒・特許業務法
人クレイア特許事務所）による「知的財産権を利用したビジネス」、最後は河原玲青氏（平 9 商・
㈱サンカラーシッピング）による「新しいビジネスの立ち上げ」といった、現代の旬な話題に
ついてお話いただき、今後の仕事のヒントをつかもうと全員が真剣に聞き入りました。
懇親会は、経済人クラブ代表幹事 田合邦臣氏（昭 37 商・( 有 ) ティ・エイ・ジ・オー総合事務所）
の乾杯の音頭で始まりました。今回は 6 名の新たな参加者を迎え、総勢 45 名の参加者でより交
流を深めました。最後は、参加者全員で円陣を組み、逍遙歌を盛大に合唱し大盛り上がりの中、
閉会となりました。
（幹事 馬場隆弘 平 20 商）

KANSAI Univ.Keizaijin Club

YOUNG
CLUB

第 192 回特別例会 酒蔵コンサート
「神戸灘五郷 ・ 福寿の神戸酒心館」
（関連記事 裏面参照）

KANSAI UNIVERSITY

関西大学経済人クラブ
http://ku-keizaijinclub.jp/

役員一覧

初めての藝術文化企画！
第192回特別例会 酒蔵バイオリンコンサート＆懇親会

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
・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 30 年文学部国文学科卒

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

前理事長

名誉会長
・上原

洋允（昭和 32 年法学部法律学科卒）

学校法人関西大学

理事長

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）

・樋口

学（昭和 25 年法学部法律学科卒）

会長
・西村

太一（昭和 31 年法学部法律学科卒）

神戸トヨペット株式会社

代表取締役会長

副会長
・稲田

昌三（昭和 34 年文学部新聞学科卒）

株式会社新通
・栗原

専務取締役

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

代表幹事
・田合

邦臣（昭和 37 年商学部卒）

秋めく 9 月 17 日、
「神戸灘五郷・福寿の神戸酒
心館」に於いて、特別例会を開催した。会員及び
会員外の校友、音楽好きの家族、友人の参加に加
え、矢田立郎神戸市長、門康彦淡路市長、地域の
名士各位に私的に参加頂き、80 名を超える大盛会
となった。楠見晴重学長からの祝電激励に続いて
の、関西を代表する谷本華子氏と姉君美帆氏のピ
アノ伴奏によるプログラムは古典派タルティーニ
の「悪魔のトリル」に始まり、ガーシュインの「ポ
ギーとべス」ペルトの「鏡の中の鏡」など近現代
の作品までを網羅した。独創性と技巧性が結合し
た谷本姉妹の演奏に魅了された会場は、感嘆の吐
息に満ち、来場者は感動を共有した。
1752 年製のトーマスカルカッシのバイオリンと
スタインウェイのピアノの名器の競演は、演奏の
安定感をさらに裏付けていた。若手会の企画に東
京経済人クラブ代表南部靖之氏令嬢で、新人バイ
オリニスト南部怜奈氏もゲスト参加し、楽しく交
流された。次世代、新時代への継承と発展の呼応
を確信した特別例会であった。
懇親会は、秋の懐石料理と暦酒のメニューに加
え、酒心館安福会長差し入れの純米吟醸酒に舌鼓
した。愛飲家や美食家にとっては酒心館ならでは
のもてなしであった。心和む内、
「赤とんぼ」「里
の秋」を合唱し、次回の約束のうちに名残の宴は終わりとなった。
( 若手会・女性部会幹事

副代表幹事
・志水

利達（昭和 43 年商学部卒）

・生田

圭一（昭和 43 年経済学部卒）

・村上

康司（平成 6 年法学部卒）

谷本華子：桐朋学園大学音
楽学部ソリスト・ディプロ
マコース入学、ローム・ファ
ンデーション奨学金をへて
カナダのプラントン大学入
学。
「大阪府知事賞」「21 世
紀協会賞」を受賞

会計監査
・前田

修二（昭和 34 年文学部国文学科卒）

・安達

弘祐（昭和 37 年経済学部卒）

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

高史（昭和 57 年商学部卒）

・大倉

幾三郎（昭和 39 年経済学部卒）

・岡田

誠一（昭和 34 年商学部卒）

・岡田

徹（昭和 42 年商学部卒）

・紀和

隆（昭和 39 年工学部機械工学科卒）

・中井

清貴（昭和 49 年法学部法律学科卒）

・三坂

康蔵（昭和 28 年経済学部卒）

・宮腰

健次（昭和 35 年法学部法律学科卒）

・森川

嘉夫（昭和 39 年工管卒）

・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）

・山路

昌彦（昭和 38 年文東卒）

長谷川真理 )

谷本美帆：京都市立芸術大学
音楽学部器楽科卒業。フレッ
シュコンサート優秀賞、リト
ルカメリアコンクール伴奏賞
等を受賞。アンサンブルディ
マンシュ管弦楽団の専属ピア
ニストとして香港公園で共演

夏代（昭和 42 年文学部新聞学科卒）

・仁井

ひろみ（昭和 48 年法学部卒）

経済人クラブ（西村太一会長）秋のゴルフコンペが、関西の名門、茨木カ
ンツリー倶楽部西コースで 9 月 22 日に開催された。
9 月に改修オープンしたばかりの西コースは、フェアウェイ・グリーンの
美しさは勿論の事、戦略性に富んだ素晴らしいコースであり、18 名の参加者
がプレーを楽しんだ。
今回は初参加 5 名、女性 2 名、平成卒業 5 名が参加し、いつも以上に盛り
上がった。表彰式はゴルフ部会の大倉幾三郎会長と志水利達幹事の進行で行
われ、優勝は、大川髙史氏（ベスグロ）、2 位は嶋田浩司氏、3 位は浅井顯一氏という結果に終わった。
（平 8 工 吉見淳史）

若手会幹事
・新庄

猛（平成 3 年経済学部卒）

・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）

・本間

敏司（昭和 61 年工学部土卒）

・村上

康司（平成 6 年法学部法律学科卒）

大阪冶金興業株式会社
代表取締役

寺内俊太郎

経済人クラブ（会長 西村太一）第 193 回例会は平成 23 年 11 月 21 日（月）午後 6 時より大阪・梅田
大阪新阪急ホテル 2 階「花の間」で、村上康司氏（当クラブ副代表幹事・Ｈ6 学法）の司会にて、来賓に当
クラブ名誉顧問の一軸浩幸様、 校友会会長で顧問の寺内俊太郎様、 校友会連携プロデユーサー 田中久仁
雄様、白ハト食品工業株式会社 広報・ＣＳ室 福田靖夫様をお迎えして、開催された。副会長の栗原照次
郎氏（昭 35 学商）の開会の挨拶から始まり、今回は「いもタコなんきんのチカラ 〜 3.11 から学ぶこれから
のＣＳ経営〜」と題して、白ハトグループ（白ハト食品工業株式会社）（http://www.shirohato.com）代表
取締役社長 永尾俊一様（当経済人クラブ会員・昭 61 学法）にご講演いただいた。講演の要旨は ①白ハ
トの歴史 ②これからの事業ミッション ③復興支援活動から学んだことの 3 つを柱にお話をいただきまし
た。中でもこれからの事業ミッションでは、お客様からの
クレームは宝の山と考え、徹底したＣＳ経営でお客様に安
心と安全を提供し続けることが大事だと述べられました。
トップが先頭に立って実行されていることが実に感動的でありました。
さらに、このたびの東日本大震災では、3 月 19 日から 30 回以上にわたり復興支援活動を
続けられ、トップ自らが現地の人々と語り合われ、支援されているその姿の写真の紹介は、
今日本人や日本の国に求められてるいる心なのではないでしょうか、現地にいかれた社員の
人達は「とらわれない心、とらわれない生き方に触れ」念仏をあげる以上に心の健康を得ら
れたのではないでしょうか。永尾社長の今後の更なるご活躍を期待したいと思います。
懇親会は一軸名誉顧問の乾杯の音頭ではじまり、司会者の村上さんから新入会員、特別参
加、臨時参加のご紹介と各人のスピーチがあり、和気藹々の中で懇親が進められ、副会長の
稲田昌三氏（昭 34 学文新）の閉会の挨拶をもって午後 8 時 45 分散会した。
( 代表幹事 田合邦臣 )

経済人クラブ秋のゴルフコンペ

女性会幹事
・能川

経済人クラブ ( 会長 西村太一 ) 第 191 回例会は平成 23 年 6 月 20 日 ( 月 ) 午後 6 時より大阪・梅田 大阪新阪急ホテル 2 階｢星の間｣にて、
来賓に、当クラブ名誉顧問の畑下辰典氏、一軸浩幸氏、関西大学名誉教授 廣田君美氏、関西大学校友会連携プロデューサー 田中久仁雄氏
をお迎えして総会と懇親会が開催された。総会では平成 22 年度事業報告・同収支決算報告、監査報告、新規約改正案、新役員案も提案され、
全員一致で承認された。新役員には副会長に栗原照次郎氏 ( 昭 35 学商 （株）
)
栗原製作所代表取締役、副代表幹事に志水利達氏 ( 昭 43 学商 （株）
)
東光商会代表取締役社長、生田圭一氏（昭 43 学経）㈱大松代表取締役社長、村上康司氏（平成 6 学法）プルデンシャル生命保険㈱大阪中央
支社副部長の 3 氏が就任された。
懇親会は畑下名誉顧問の乾杯の音頭で始まり、各新役員の就任挨拶、出席会員からの活動報告や会員仕事の紹介等がおこなわれ、村上副代
表幹事から、新入会員、特別参加の 12 名の紹介があり、各人からスピーチを頂き、廣田名誉教授からは「若手に贈る激励の言葉」として、
①心理学における、権勢症候群（シンドローム）（甘やかされ育てられ俺たちが一番偉いのだと、自分が権勢をもっている病気・政界・学校・
家庭にはびこっている）について ②航空兵力 2 乗論について ( ランチェスターの戦略＝1 機当たりうけている攻撃量が相手兵力の 2 乗にな
るため 2 倍の兵力は 4 倍、3 倍の兵力比は 9 倍という差が開いてしまう ) について、「若者がリーダーシップ論を勉強して」つぶれない日本を
構築して欲しいと、また何時でも指導しましょうと心強い言葉をいただきました。
校友会連携プロデユーサーの田中先生からは連携プロデユーサーの役割について、１．多
種多用な企業が参画する出会いの場の仕組みづくり ２．大学と持続性のある交流・連携の
蓄積に向けたしかけづくり ３．企業と大学が研究あるいは開発のロードマップを共有した
ことづくり 以上が述べられました。
最後に畑下名誉顧問から関西大学の歴史的背景と時代時代にそれぞれの先人たちが正義を
愛し、真理の追究と探求の道を歩まれ国難を乗り切って対処してこらえた。団塊の世代が終
り、東北大震災が発生し、第 3 の国難をむかえ日本経済全体直視してこの国難を乗り越え、
実行できるリーダーが出てきてほしい、特に社会背景が変わっていく中で、先人に学び、又
見直しをして、今の角度で経済人クラブの皆さんが真剣に考えてほしい旨がのべられた。時
のたつのを忘れ会員同士の熱気ある充実した懇親・懇談ができましたことを心からお礼申し
上げます。「千里の道も一歩から、未来は今日の積み重ね」
( 代表幹事 田合邦臣 )

第193回例会だより「いもタコなんきんのチカラ〜3.11から学ぶこれからのCS経営〜」

幹事
・伊藤

第191回例会だより

やぶ内時計舗
会長

薮内 正明

株式会社○○
株式会社岡田本社
会長
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