※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。

第11回不動産・建築部会（KURC） 勉強会・交流会

「泣く子もほめる！」ほめる達人

第3回若手会ゴルフコンペ（KU-Y ｓCup）
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平成 24 年 6 月 17 日（日）
、経済人クラブ若手会第３回ゴルフコンペが兵庫県のオリムピックゴルフ倶
楽部で開催されました。
・実施日 平成 24 年 6 月 14 日（日）
・コース オリムピックゴルフ倶楽部（兵庫県三木市）
・参加者 4 組 16 名
・成 績 優勝：古渕敦史さん 準優勝：大津真人さん 3 位：瀬弘和さん ＢＢ：西堀泰伸さん
前日からの雨天で、当日の天候が心配されましたが、普段の皆様の行いの良さが功を奏し、晴天に恵
まれた中プレーすることができました。
今回は、オリムピックゴルフ倶楽部にて開催されました。当倶楽部は関西大学の校友で、総
支配人でもあります、大川高史氏から多大なご協力を賜り、大変和やかな雰囲気の中、開催さ
れました。
前回と同様、4 組計 16 名参加の活気のあるコンペとなりました。今回は、7 月 16 日、海の日
に控えている、関西学院大学、甲南大学と我が校の 3 校の OB 決戦を控え、レギュラー陣にお
いてはコンディションの調整に余念のない状態でのコンペとなりました。
今回の優勝は、村井さんの不参加で連覇はなく、古渕さんが見事優勝されました。また女性
では、藤田さんが 4 位、BB は前回に続き西堀さんと、皆さんの健闘が目立ちました。若手中心
のゴルフコンペですが、今後も年齢問わず多くの校友が参加できる、フレンドリーな会を目指
して、続けてゆきたいと思いますで、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
（ゴルフ会世話役：加納祐介Ｈ4 経、瀬弘和Ｈ4 社）

2013 年 春 号

経済人クラブ 不動産・建築部会【ＫＵＲＣ】
（川端康平部会長）の第 11 回勉強会が、経済人クラブ若手会との合
同交流会として 2 月 8 日にホテル阪急インターナショナルで催された。勉強会には、59 名が参加し、
「泣く子もほ
める！」ほめる達人「西村貴好氏」を講師に招き、
『会社で使える「ほめグセ」魔法の方法』というテーマにてご講
演いただきました。
西村氏は関西大学卒業後、
ほめる調査会社「Ｃ ｓ」創業。ほめる仕組みで組織を活性化。2010 年から「ほめ達！」
検定をスタート。現在「日本ほめる達人協会」代表理事。橋下前知事が大阪府の調査を 2 年連続で依頼。その様子
を NHK が「クローズアップ現代」全国放送。その他 TV 出演多数等々の人気講師。
本日の目的は、皆さんに「ほめ達」になっていただくと述
べられ、会場全体を巻き込み、参加者は、時に真剣、時に笑いながら、西村氏のお話
に聞き入っておりました。講演が終わった頃には、全員が笑顔の「ほめ達」になって
いたのではないでしょうか。人を幸せにする人が、もっとも幸せになると述べられ、
ビジネスのみならず、生き方にまで及ぶ、たいへん有意義な講演でした。中でも「ほ
め達の口癖 3S＋1」は、その後の懇親会においても、何人もの人が、早速、使ってお
りました。
続く懇親会は、大阪市内支部連合会会長の田中義信様の乾杯の音頭で始まり、大先
輩から現役の関大生、関大校友でもある講師の西村氏まで 59 名の参加者が互いに交
流を深めた。
（不動産・建築部会 副幹事長 石田信也 昭 60 工）
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役員一覧

第197回例会だより 「今後4年間の関西大学の進む道」

名誉顧問
・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 元理事長
・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
・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

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

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 専務取締役
・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

代表幹事
・田合

邦臣

（昭和 37 年商学部卒）

副代表幹事
・生田

圭一

（昭和 43 年経済学部卒）

・志水

利達

（昭和 43 年商学部卒）

・村上

康司

（平成 6 年法学部卒）

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）

・入江

一美

（昭和 32 年経済学部卒）

・岡田

誠一

（昭和 34 年商学部卒）

・宮腰

健次

（昭和 35 年法学部法律学科卒）

・薮内

正明

（昭和 35 年法学部法律学科卒）

・八木

正

（昭和 38 年商学部卒）

・山路

昌彦

（昭和 38 年文東卒）

・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卒）

・加藤

拓

（昭和 40 年工学部電機工学科卒）

・伊藤

晃充

（昭和 41 年文学部新聞学科卒）

・岡田

徹

（昭和 42 年商学部卒）

・中井

清貴

（昭和 49 年法学部法律学科卒）

・大川

高史

（昭和 57 年商学部卒）

・永尾

俊一

（昭和 61 年法学部卒）

幹事

経済人クラブ秋のゴルフコンペ

女性会幹事
・能川

夏代

・仁井

ひろみ （昭和 48 年法学部卒）

（昭和 42 年文学部新聞学科卒）

若手会幹事代表
・本間

敏司

（昭和 61 年工学部土卒）

若手会幹事
・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）

・吉見

淳史

（平成 8 年工学部生物工学科卒）

・楠
・植松

隆夫

（平成 9 年工学部建築学科卒）

康太

（平成 17 年法学部卒）

関西大学経済人クラブ（会長 西村太一）第 197 回例会は
平成 24 年 11 月 5 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」にて、村上康司氏（当クラブ副
代表幹事 H6 学法）の司会にて、来賓に学校法人関西大学
理事長池内啓三様、当クラブ名誉顧問 一軸浩幸様、畑下辰
典様及び当クラブ顧問・校友会長 寺内俊太郎様のご臨席を
えて開催された。
副会長の栗原照次郎氏（S35 学商）の開会の挨拶にてはじ
まり、今回は新理事長に就任されました池内啓三先生から私
学を取り巻く厳しい社会情勢の中、2016 年に迎えます 130 周年に向けて、今後 4 年間の関西大
学の進む道等につき、ご就任の抱負を交えてお話しいただきました。主たる内容は、1. 大学の現
状（13 学部、12 の大学院、職員は 1,625 名の教職員含めて 3,340 名、生徒、学生数 34,942 名プ
ラス 3,600 名、2016 年には創立 130 年を迎える）2. 学習から学修へ（・次代を生きる若者や学生
に、生涯学び続ける力、主体的に考える力、未知の時代を切り拓く力を育成する、未来を形づくり、
社会をリードする大学へ・そのために、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋
琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、知識の伝達・注入を中心とした授
業から主体的に問題を発見し解を見出していく能動的学修を中心とした、学生の主体的な学修
を促す質の高い学士課程教育へと質的に転換）3. 事業の選択と集中（教育・研究活動の PDCA・
計画・実施・評価・再起動のサイクルを目指し諸改革に全力投球している。6 年前の長期ビジョ
ンの作成・Think Bｙ Act：考動する大学。10 年間の長期経営計画・中期計画を評価再起動し
て検証してこれからの行動計画を立てる。
）4. 田中文部科学大臣の発言と文科行政について（4
年生大学は 1990 年 507 校、その後 276 校増えて現在 783 校あり、私学が増え 50％以上が定員不
足、783 校は多すぎる、許認可をさらに厳しくしていくべきであり、広げるばかりが能ではない。
母校法科大学院も苦戦しているがリセットをしなおして改善して日本一の法科大学院にするよ
うに努めていきたい。）
懇親会は、代表幹事の田合邦臣氏の御礼の言葉に始まり、校
友会会長・顧問の寺内俊太郎氏の乾杯の音頭にて和やかに開催
された。久しぶりにご臨席いただいた畑下名誉顧問から経済人
クラブの創立時に貢献された経営者の先輩達からいい先生を紹
介された。今後、歴史上の先輩等の一員として「志」を大事に
して大学の発展のために力を発揮する人が出てきてほしい旨が
述べられた。
また前代表幹事・現相談役の天野正氏から 93 歳になられて元気の秘訣は、
「酒とたばこは飲
まない」のが現在の私であるとスピーチをいただいた。
会は理事長、自らテーブルを回られメンバーと和気藹藹の懇談の中、稲田副会長の閉会の挨
拶にて午後 8 時 30 分散会した。
( 代表幹事 田合邦臣 )

株式会社東光商会

代表取締役社長

代表取締役会長

生田 圭一
吹田市豊津町 12 番 40 号

TEL 06-6337-1231
FAX 06-6337-1233

志水 利達
神戸市東灘区岡本 4 丁目 4 番 6 号

TEL 078-453-2211
FAX 078-453-2171

中央ユーコム株式会社

アジック株式会社
代表取締役社長

会長

前田 修二

大阪市中央区農人橋１－４－２５
中央ユーコムビル

TEL 06-6944-0731

関西大学経済人クラブ（会長 西村太一）第 198 回例会は平成 25 年 2 月 25 日（月）午後 6 時より、
大阪・
梅田 大阪新阪急ホテル 2 階「紫の間」にて、本間敏司氏（若手会代表幹事 S61 学工土）の司会にて、
来賓に当クラブ名誉顧問 一軸浩幸様、畑下辰典様のご臨席をえて開催された。
副会長の稲田昌三氏（S34 学文新）の開会の挨拶にてはじまり、講師には、関西大学会計専門職大学
院教授 宮本勝浩先生をお迎えして「2013 年の日本経済、関西経済の見通し」と題して、ご講演いただ
きました。主たる要旨は、1.「アベノミックス」とは。2. 2013 年の関西、
日本経済の展望 2011 年、2012 年、
2013 年度の実質経済成長率の実測値と予測値 2011 年 0.3%、2012 年 2.2%、2013 年 2.5%（出所；内閣府
統計資料）今年の関西、日本経済は、七つの理由にて上昇すると考えられる。3. 関西、日本経済の上昇
にブレーキをかけると思われる 10 項目の危惧。4. 関西、日本経済の活性化策＝民間企業の独創的なア
イデア 6 項目。5. シエール革命で世界の政治が変わる。以上 5 項目について詳しく述べていただいた。
中でも注目するべき内容は、1.「アベノミックス」はペナント前の阪神タイガースのように期待で動いている。しかしまた、アメリカのノー
ベル経済学者 米プリストン大学教授 Paul Krugman 氏は「通説打破、良い兆候に注目」要するに、阿倍首相は通説を軽んじ、素晴らしい成
果をあげたのだ。日本の政治をいくらか知っている人々から警告を受ける。しかし、こうしたことは全く問題ではないだろう。彼の動機が何
であれ、阿倍首相はお粗末な通説を打破しつつあるのだ。そして，もし彼が成功すれば、何か目覚ましいことが間もなく起こるかもしれない。
つまり、低迷した経済を真っ先に経験した日本が、今度はそこから脱する方法を他の国々に示すことになるかもしれないのだ。さらに今回日
銀総裁になられる黒田氏は先生の知り合いでもあり大変誠実で立派な方であるとの紹介をいただいた。2. 7 月中旬の参議院選挙は自公にて過
半数を目指しており、6 月迄は経済を良くする政策を継続するでしょう。3. 今年の秋から来年の春にかけ需要が増えてくる（消費税を増額す
るまで）。4. 為替の変動は一定のバランスの中で行われるべきである。以上、多面的に興味あるお話をいただきありがとうございました。
代表幹事の御礼の言葉ののち懇親会は、畑下名誉顧問の乾杯の音頭にて始まり、特別参加の大山啓一氏（S59 学工建）コニシ（株）ボンド
営業本部 建築事業部事業部長 小川哲男氏（S48 学法）（株）小川不動産鑑定事務所代表取締役 竹内丈久氏（H7 学経）（株）竹中工務店大
阪営業部課長代理が紹介された。メンバー和気藹藹の懇談の中、栗原照次郎（S35 学商）副会長の閉会の挨拶にて午後 8 時 30 分散会した。
( 代表幹事 田合邦臣 )

第９回不動産・建築部会（KURC）勉強会・交流会
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 9 回勉強会が、平成 24 年 8 月 7 日
午後 6 時 30 分よりホテル阪急インターナショナル 4 階「月華」の間で開催されました。
今回の勉強会には、株式会社南勝 代表取締役 印南和行氏をお招きして「一般消費者だけでなく、不動産業者
が導入するインスペクションとは？」というテーマでご講演を頂きました。
「インスペクション」を知るうえで必
要な 6 つのポイントを分かり易く丁寧で、かつ簡潔なお話を参加者全員が聞くことが出来ました。今後市場規模が
大きくなると考えられる中古住宅流通の分野だが不動産業者にとっては他社との差別化をすることが難しいエンド
ユーザー向け仲介に付加価値を与えることができ、依然厳しい状況下におか
れている不動産業界にとってもビジネスモデルとして注目すべきテーマだけに参加者全員が講義に真剣
に聞き入り、講義終了後も積極的な質問が飛び交いました。
第 2 部の懇親会は、午後 8 時より寺脇茂氏（昭 46 工電子工卒 現株式会社幸せ不動産 代表取締役）
の乾杯の音頭で始まりました。懇親会には講師の印南和行氏にもご参加頂いて、勉強会に参加頂きまし
た皆様と交流を深めました。最後は、幹事の谷口欣久氏（昭 61 工建築卒 現株式会社イチケン）の音頭
にて全員で「逍遙歌」を盛大に斉唱し、大盛り上がりのなか閉会となりました。
( 不動産・建築部会 幹事 西堀泰伸 平 11 経 )

第８回若手会、第10回不動産・建築部会（KURC）合同勉強会・交流会

経済人クラブ（西村太一会長）秋のゴルフコンペが、9 月 12 日（水）に関西屈指の名門コー
ス「茨木カンツリー倶楽部」で開催された。
当日は初秋にふさわしい雲ひとつ無い穏やかな天候に恵まれ、最高の天候とコースコンデショ
ンの中、和気藹々の雰囲気の中で楽しいコンペとなった。今回
は初参加 2 名、女性 2 名、韓国からの飛び入りゲスト 1 名を含
む 18 名がプレーと親睦を深めた。
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、今回の優勝者は、当コースのメンバーで幹事でもあ
る志水利達氏（ベスグロ）。2 位は西野修氏、3 位は稲田昌三氏
であった。
（平 4 瀨 弘和）

株式会社大松

第198回例会だより「2013年の日本経済、関西経済の見通し」

秋葉 明
大阪府吹田市五月が丘南 32-9

TEL 06-6388-8043
FAX 06-6388-8801

関西大学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 10 回勉強会が経済人クラ
ブ若手会との合同交流会として 11 月 8 日（木）ホテル阪急インターナショナルで開催しました。
勉強会には 49 人が参加し、「全国アナウンサーコンテスト No.1」で現役アナウンサーの三橋泰介氏を講師にお
招きし『経営者・リーダーのための人前で話す技術、人を惹きつける話し方』というテーマでご講演いただきました。
アリストテレスの『説得の 3 要素』のお話などビジネスにおいて必要な要素
について、大変わかりやすくご説明いただきました。また、自分の話している
姿を録画して見たり、反復練習をするなどの自分で出来る「話す技術の向上方
法」なども教えて頂きました。
その後の懇親会は川端康平（昭 56 商）KURC 部会長の乾杯の音頭で始まり、初参加の方からの自己紹
介や交流で盛り上がり、最後は全員で逍遙歌合唱し、終了しました。
( 不動産・建築部会 副幹事長 楠隆夫 平 9 工 )
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