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住所変更は学員会本部・支部にもご連絡を
システム変更に伴い、送付先住所が変更になっている場合があります。

第 28 回

新しい時代へ 大きく動く中央大学

中央大学ホームカミングデー

関連記事は4面へ

法学部の都心移転計画について

学校法人中央大学は、2018年8月25日開催の理事会において、東京都八王子市に所在する
中央大学法学部を東京都の特別区
（23区）
内に移転するとともに、その収容定員5,756人を、次
のとおり配置することを決定しておりました。
●

2023年に、文京区大塚1丁目の新校地に2～4年生
（4,317人）

●

2024年に、文京区春日1丁目の後楽園キャンパスに1年生
（1,439人）

上記文京区大塚1丁目の新校地とは、東京都交通局が所有する文京区内用地
（文京区大塚1丁
目58番33、35、102番1～3）
が、建物に賃借人として文京区
（保育所、地域コミュニティ施設、
自転
車駐車場）
及び日本郵便株式会社
（郵便局）
を入居させることを条件として借地人が公募されてい
たもので、本学はこれに応募しておりました。
その後、昨年12月下旬に借地人予定者として本学が
決定され、東京都交通局のホームページにもその旨掲載されております。今後、本年3月に予定さ
れる事業用定期借地権設定の本契約を経て、関係機関と調整の上、2023年度からの移転に向け
て準備を進めてまいります。
本件も含め、中央大学は大きく動いてまいります。随時ご報告いたしますので、今後とも皆様の
ご理解、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

理工学部創立 70 周年記念行事
（2019 年 9 月 28 日（土）開催）
の翌日にホームカミングデーを都
心で開催いたします。

2019年

9月29日㊐

※企画の概要が決まり次第、
「学員時報」紙面ならびに「学員時報オンライン」
でご案内いたします。なお、後楽園キャンパスは手狭であること、初めての
都心開催であることから、規模および企画内容が大幅に変更となる可能性が
ございますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

後楽園キャンパス
ならびに
近隣施設

95回 箱根駅伝 学員の皆様へ たくさんのご声援ありがとうございました！

第

写真：森田直樹 / アフロスポーツ

11位

総合

［往路12位・復路8位］
平成30年7月豪雨災害義援金

学員時報オンライン

詳細は16面へ
お礼と見舞金の配付について

平成 30 年 7 月豪雨災害で被災された本学関係の方々への支援を目的に、学員の皆様に「援
助義援金」ご協力のお願いをさせていただきました。

学員会では、
「学員時報」の記

2018 年 12 月末日現在、
総額 1,167,660 円の義援金が集まりましたので、
ご報告いたします。

事や情報について紙面でお届けす

本来であれば、義援金をお寄せいただきました皆様に個々のお礼を申し上げるべきところ

るとともに、オンラインにも展開

ではございますが、この場をお借りしまして、ご厚意に感謝いたしますとともに、厚く御礼

しています。紙面掲載分だけでな

申し上げます。

く、 オ ン ラ イ ン 限

お寄せいただいた義援金は、見舞金として被災された学員の皆様にお届けさせていただき

定記事 も 掲 載 し て

ます。詳細は学員時報オンラインに掲載させていただきましたので、ご確認

います。

くださいますようお願い申し上げます。

ぜひご覧ください !!

被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

中央大学学員会

学員時報オンライン
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迎春

改元を迎える新年度
学員の輪をさらに大きく広げよう
中央大学学員会
会長

久野 修慈

も新たな大きな夢を抱かれ新年をお迎えになら

私も何かの導きで会長を務めて参りましたが、

れ、新元号に向け燃えに燃えておられることと存

思えば過去の会長・堂野達也先生に特訓を受けた

じます。人間年代（令）に関係なく、燃えに燃え前進

ことが思い出として忘れることができません。

することに新たな発展への道があり、新元号とと

何時もひょうひょうとされておられた堂野先生

新年明けましておめでとうございます。

もに母校中央大学も、その新しい年を迎えたこと

は石川県の山中町ご出身で、山中町の菅原神社に

中央大学学員の皆様におかれては輝かしい新年

と存じます。

ある樹齢2300年、 そびえ立つ2本の杉の大木の前

平成30年この30年間に卒業された学員の皆様も

で、人間この杉の木のように、大学もこの杉のよう

約20万人、学員会も母校も大きく輪を広げて参り

に、真っ直ぐ正しく強くなるようにと指導を受け

学員各位には昨年、学員活動にご熱心に参加さ

ました。一方、学員の方々にも100歳をお迎えにな

て参りましたが、学員会も大学もこれらの先達に

れ、学員相互の交流発展に心からご協力を賜りま

られた方々もおられ、多くの高齢の方々も母校で

深い深い思いと感謝の気持ちを持ち、新しい年代

したこと、誠にありがとうございました。

学んだ熱い思い出を胸に、新年をお迎えになられ

（元号）の今年から学員の皆様一緒に手をつなぎ、

をお迎えになられたこと、心からお祝い申し上げ
ます。

恒例のホームカミングデーには学員7,000人の参

明るい明るい時代を迎えたく存じます。

たと存じます。

新元号を機に、学員の皆様が一層健康で幸せに

加を得、感動感謝の至りであり、学員お互いに母校

新たな元号を迎え、若い学員の方々も新年代に

への夢と愛を満喫できましたこと嬉しく存じます。

挑戦され、母校を誇りに新年代を白門魂で明るく

学員会支部も昨年末で249支部に達し、学員各位

明るく頑張っ ていかれると存じます。今や女性学

最後に、箱根駅伝も選手諸君は奮闘しました。必

の母校愛と学員会活動強化への熱情に深く感謝申

員の方々も大きな輪となり、各分野にて大活躍、大

ず近いうちに学員の期待に応え、白門の旗を靡か

し上げる次第であります。

学の誇りとなっており、新元号（年代）には母校の

せてくれるでしょう。東京オリンピックも直近、中

名を高めて広めていかれると存じます。

大スポーツの名声に多くの選手が挑戦して白門の

その中でも大阪白門会支部は、学員会最初の支

なり、大きく大きく学員の輪を広めましょう。

花を開かせるでしょう。

部として誕生してから昨年125周年を迎え、125周

思い起こせば学員会も1888年（明治21年）10月に

年記念式典が近畿地区6支部の強い絆のもと開催

山田、松野、花井、結城、三浦諸先生の校友相互間の

新たな年を迎えるに当たり、学員の皆様の学員

されましたが、感動を越えた新たな時代への幕開

交誼を深める目的のもと創立され現在を迎えまし

会へのご支援に心から心から感謝し、新年のご挨

けとして、学員すべての皆様に将来への大きな夢

たが、この目的のもと今まで引き継がれて来られ

拶を申し上げます。

をもたらしたこと感佩の極みであります。

た学員の皆様の長い長いご努力と真の母校愛に新

125周年記念事業に当たられた近畿各支部学員
の方々に心から感謝申し上げますとともに、大阪
白門会支部創立に125年前当たられた院友会の高
橋健三様ほか、亡き学員の方々にありがとうあり
がとうとお伝えいたしたく存じます。

元号を迎えるに際し、感謝申し上げる次第であり
ます。
振り返れば振り返るほど、その歴史の深さと尊さ、
白門人としての高い人間性を感じてなりません。
さらに、戦後歴代学員会会長を歴任された高窪、

さて、新年度はこの5月に元号も新たになり我が

林、柴田、佐藤、大川、谷村、堂野、大西、中山諸先生す

国のすべての方々に新たな夢と挑戦、発展をもた

べての方々の学員、大学への強い信念と思いに新た

らす年の始まりであります。学員各位におかれて

な元号を迎え、深く感謝申し上げたいと存じます。

6学部24学科から、8学部26学科へ
法学部

Since1885

▶学科： 法律／政治／国際企業関係法

経済学部

Since1905

▶学科： 経済／経済情報システム／国際経済／

商学部

Since1909

▶学科： 経営／会計／商業・貿易／金融

公共・環境経済

理工学部

Since1949

文学部

Since1951

▶学科： 数／物理／都市環境／精密機械工／

▶学科： 人文社会
（専攻 : 国文学／英語文学文化／

電気電子情報通信工／応用化／
経営システム工／情報工／生命科／
人間総合理工

ドイツ語文学文化／フランス語文学文化／
中国言語文化／日本史学／東洋史学／
西洋史学／哲学／社会学／社会情報学／
教育学／心理学）

2019 年 4 月、国際 2 学部開設

総合政策学部
▶学科： 政策科／国際政策文化

Since1993
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いよいよ飛躍のときを
迎えます

大胆な改革で
世界で選ばれる大学に

学校法人
中央大学
理事長

学校法人
中央大学
総長

大村 雅彦

２０１９年（平成３１年）1 月２１日
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新時代に輝く
中央大学の発展のために

中央大学
学長

酒井 正三郎

福原 紀彦

明けましておめでとうございます。

学員の皆様、明けましておめでとうございます。

正月の箱根駅伝の結果は惜しくも11位ということ

本学関係者の年始の挨拶は、なんといっても箱根駅伝

で、残念ながらシード権にあと一歩届きませんでし

の話題からになるかと思います。本年は総合11位で、昨

今、中央大学は、持続可能な人類社会のために、世

た。しかし、昨年に比べれば、着実に向上しています

年よりも大きな前進を見せながらも、シード権獲得には

界基準での大学の発展を目指し、
グローバル・コンピ

ので、選手たちの健闘をたたえるとともに、来年に向

あと一歩及ばずというところでした。

テンシーの養成とグローバル・プロフェッショナル

けて大いに期待したいと思います。

2019年の年頭に、謹んで新年のご挨拶を申し上げ
ます。

一方、昨年末には法学部の都心展開の候補地につい

の育成を全学的に加速させています。本年2019年4月

中長期事業計画「Chuo Vision 2025」は、2019年度

て、文京区内にて確保の見通しが立ち、多摩キャンパス

には「国際経営学部」と「国際情報学部」を開設しま

に4年目を迎えます。昨年も書きましたが、大胆な刷

では国際教育寮とグローバル館（仮称）の建設が始まり

す。
多摩キャンパスではグローバル館（仮称）
・国際教

新によって新たな伝統を形成することが、
「世界に存

ました。さらに本年4月には、2つの新学部、国際経営学

育寮の整備運営に向けた建設の槌音が響き始め、都

在感のある大学」を目指すことにつながります。今年

部と国際情報学部がスタートします。このように4年目

心キャンパスでは後楽園キャンパスの整備、茗荷谷

は国際経営学部（於多摩キャンパス）と国際情報学部

を迎えた「中長期事業計画」は、関係者の不断の努力に

での新キャンパスの設計の具体化が進行します。い

よって比較的順調な展開を見せています。

うまでもなく、これらは、本学の教育研究環境と学生

（於市ヶ谷田町キャンパス）を開設するとともに、多
摩キャンパスではグローバル館（仮称）と国際教育寮

同時に、本年は、中長期事業計画のその先、Chuo Vision

生活環境の充実に向けたものであり、財政基盤と管

の建設に着工しました。来年度には、引き続き、学部

2025 Beyondを意識していかなければならない年である

理運営組織の再整備とともに、適切な情報開示のも

共通棟の建設着工を予定しています。

と思います。
文科省は昨年11月末、中教審答申「2040年に

とに学内外の叡智を結集して遂行されなければなり

2023年度からの法学部の都心移転計画も具体化に

向けた高等教育のグランドデザイン」を発表し、現在のわ

ません。

向けて大きな一歩を踏み出しました。昨年12月、文京

が国の18歳人口120万人が2040年には88万人に、大学進

区大塚一丁目の都有地の定期借地権の公募に参加

学者も現在の63万人が51万人になるという現実をふま

異分野融合によるイノベーションを起こし、教育研

し、落札できました。新キャンパス予定地は地下鉄丸

えて、高等教育機関、とりわけ大学がどう変わるべきか、

究の豊かさを増して、
グローバル・ユニバーシティー

ノ内線茗荷谷駅のすぐそばで、 一駅離れた後楽園

その方向性を提言しています。

としての大きな展開を遂げようとしています。世界

今後は本学にとっても、ボーダレス化や多様化は避け

キャンパスと有機的な連携を図ることができそうで

中央大学は、さらに、社会との多様な連携を深め、

基準の研究力をベー スにして、 タフな実学教育と

られない現実であり、留学生の受け入れや社会人リカレ

ハートフルな修学環境をさらに高めることで、また、

昨今は、国家間の関係がギスギスとした対立に陥

ント教育への対応策を真剣に準備していかなければな

スポーツの振興とSDGs（持続可能な開発目標）
・ダイ

りやすい国際状況ですが、そういう時代だからこそ、

りません。これらの新規マーケットでは判断材料として

バーシティの推進によって、本学の潜在的強みを顕

中長期計画に謳われた国際交流・グローバル化やス

「世界大学ランキング」などが使用されるケースも多く、

在化させ、伝統ある教育研究を未来志向で展開して

ポーツの振興・交流が、平和の維持のためにも重要で

こうした指標においていかにして本学をランク・アップ

あることを再認識したいと思います。

し世界で選ばれる大学になっていくか、そのために限ら

新時代に向かう激動のなかで、輝く中央大学の発

れた資源をいかに効率的に使用していくか、こういった

展のために、引き続き、学員の皆様とともに夢を共有

点を意識した改革が今後必要であるということです。

し、ご理解とご支援を賜れますと幸甚に存じます。
本

す。

教職員の方々はもちろん、全国の学員の皆様にも、
以上のような中長期事業計画に対するご寄付とご支
援をよろしくお願い申し上げます。
2019年が皆様にとりまして実り多き年になること
を祈念して、年頭のご挨拶といたします。

参ります。

新年における、学員の皆様の一層のご健勝、ご活躍を

年が、皆様にとって幸福な一年となりますことを祈

お祈り申し上げますとともに、大学への倍旧のご理解、

念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきま

ご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせて

す。

いただきます。

多摩キャンパス

国際経営学部

市ヶ谷田町キャンパス

国際情報学部

2019 年
4 月開設

2019 年
4 月開設

国際経営学科

国際情報学科

グローバル共生社会における

情報の仕組み、情報の法学の知識と

企業活動を担い、国際社会を舞台に活躍できる
世界基準のビジネスリーダーへ

グローバル教養を駆使して解決策を立案し、
社会実装できる人材へ

国際経営で共生社会に貢献するグローバルビジネスリーダー

企業経営

グローバル
ビジネス
コミュニ
ケーション

外国語
運用能力

国境なき情報の諸問題解決

情報の仕組み

情報の法学

グローバル
教養

国際経営学部特設サイトへ

国際情報学部特設サイトへ

http://www.chuo-u.ac.jp/admission/global_f/gm/

http://www.chuo-u.ac.jp/admission/global_f/itl/
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二大キャンパス体制の形成

進むキャンパス整備

多摩キャンパスと都心キャンパスのそれぞれの魅力を明確化させ、多摩キャンパスは緑豊かで施設設備の整ったグローバルキャンパスを目指し、
都心キャンパスは後楽園キャンパスを中心として先進的な教育研究とプロフェッショナル養成に注力したキャンパスを目指してまいります。

多摩
キャンパス

グローバル館（仮称）
・国際教育寮（仮称）＜2020年4月供用開始予定＞と
学部共通棟（仮称）＜2021年4月供用開始予定＞の建設を予定しています。

Tama Campus

2020年4月供用開始予定（新築）

グローバル館（仮称）
・国際教育寮（仮称）
グローバル化を推進する上で、より多くの外国人留学生や研究者を受け入れるために必要な教
育内容の提供とともに、生活面でのサポー
ト体制として、キャンパス内に国際系施設
『グローバル館（仮称）
・国際教育寮（仮称）』
を整備します。グローバルな教育研究が可
能となる施設設備を整えたグロー バル館
（仮称）とオンキャンパスで教育と生活が融

多摩キャンパス＜東京都八王子市＞

合する国際教育寮にて、在学生と留学生が
教育や生活を通じて、互いの文化や習慣な
どを学び、理解し、国際通用性を身に付けら
れる教育施設となります。

学部共通棟（仮称）

グローバル館（仮称）
・国際教育寮（仮称） 外観イメージ

2021年4月供用開始予定（新築）

従来の1 学部1 棟の利用ではなく、学部横断的な教育研究施設として、
『学部共通棟（仮称）
』を整
備します。多摩の豊かな自然を活かした「森のキャンパス」の入口として、またダイバーシティ・
グローバルゾーンの中核となる施設として位置付けます。これにより、在学生のラーニング拠
点・交流拠点として、また、あらゆる『知』が集合・発信される空間として、
今までにない多摩キャ
ンパスの新たな教育施設となります。

新施設建設予定地

都心
キャンパス

2019年4月、国際情報学部を開設（入学定員150名）することに伴い、
現在、市ヶ谷田町キャンパスを改修中です。

Downtown Campus

市ヶ谷田町キャンパス

2019年4月供用開始（改修中）

2019年4月、国際情報学部（入学定員150名）を市ヶ谷田町キャンパスにて開設します。
「情報の仕
組み」と「情報の法学」が融合する学術交流を発展させ、さらに産官学へと接続し、情報の未来を
描き語り合う拠点となるよう、多様な学びの場の提供を行い、IT・IoTの積極的な導入による利便
性の向上を図るなどの整備を行います。これにより「Link」を生み出すビルディング型スマート
キャンパスとして生まれ変わります。

市ヶ谷田町キャンパス＜東京都新宿区＞

改修後のイメージ図
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白門支援金事業について
白門支援金制度は「学員ネットワークの拡充・強化」と「学生諸活動支援」を目的として2012年度に創設されました。
支援金は①支部活動活性化への基本的施策、②学術講演会等学員向けサービスの推進、
③学生スポーツの振興、就職・諸活動向け支援……などに使途を明確にして活用しております。

箱根駅伝等スポーツ強化支援

2020東京五輪選手強化対策支援

白門支援金より、2018年度は
陸上競技部長距離ブロックに対
し、選手の体づくりに役立つた
めのサプリメントや給水で使う
飲料、プロテイン、補助食品など
の提供を行っています。

2020年東京五輪の代表に中
大関係者20人を輩出するた
め、強化選手に対して支援を
行っています。
▶強化指定選手たち

スポーツ応援支援
みんなで中大を応援しよう！ こんな応援をしています！

▲トレーニングの様子

◀東都大学野球、箱根駅伝予
選会、ラグビー、アメリカン
フッ トボー ルの入場チケッ
トを配布しました。

入場券の
配布

写真提供：
「中大スポーツ」新聞部

▲2017年の箱根駅伝予選会・中山選手

スポーツ
応援グッズ
▲▼応援タオル、小旗を学員会
事務局で配布中です。

若手会員活性化支援

学生支援・震災ボランティア活動支援

10月のホームカミングデーにあわせて多摩キャンパスにて白門駅伝、
また12月には戸田公園で白門レガッタを開催し、多くの若手会員の
皆さんが参加されました。

中央大学の学生は被災地でのボランティア活動を続けており、その
活動を支援しています。平成30年7月豪雨災害に際し、学生の自主的
な申し出により、ボランティア活動を次の地域にて34人が行い、学
生へ交通費・宿泊費を補助しました（岡山県倉敷市真備地区15人／
広島県の安芸郡坂町10人／呉市7人／竹原市1人／尾道市1人）。
災害後間もない広島県安芸郡坂町で活動し、被
害の現状を知り、現地の方や参加者と交流する
ことで、ボランティアとしての心構えや役割に
ついて考えさせられました。この活動の一助と
なった学員会からのご支援に感謝申し上げます。
北見洋樹（文 2）

▲1 ～ 3位のチームにメダルを授与

▲秋晴れのもと行われた白門駅伝

2019年度

活動を支援いただき誠にありがとうございます。初め
て災害ボランティア活動に参加しました。被災者の
方々が感謝してくださり、とてもやりがいのある活動
でした。今後も岡山県倉敷市真備町への継続的な支援
を行っていきます。
浜口晃希（法 1）

▲復活した白門レガッタ

支援事業資金へのご寄付のお願い

多くの学員の皆様にご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
実り豊かな学員ネットワークの構築と学員・学生サービスの
向上のため、2019 年度事業執行に向けて白門支援金のご支援・
ご協力をよろしくお願いいたします。
寄付は１口 3,000 円以上とし、本号同封の振込用紙をご利用
ください。3,000 円の寄付はコンビニエンスストアからもご送
金いただけます。また、3,000 円以外の任意の金額、または郵
便局からの振込みをご希望の場合は、同封の郵便払込取扱票をご
利用ください。多くの学員の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、白門支援金は所得税控除の対象とはなりませんので、
あらかじめご了承ください。
支援先、支援方法につきましては、関係支部あるいは大学等との連携を密に
とりながら決定します。
なお、2018 年度執行見込額は右記のとおりです。
※この白門支援金は、学員会費とは別にお願いしているものです。

臨時協議員会

2018年度 執行見込額

例年 1 月にご支援・ご協力をお願いしてまいりましたが、
2018 年度は 1 月に加え 6 月に再度お願いさせていただき、

平成30年

学員支援

（単位：万円）

学術講演会開催支部支援
支部記念誌発行・講演会支援
スポーツ応援・文化事業
若手会員活性化支援

500
100
150
400

学生支援
就職活動対策等支援
震災ボランティア支援

100
100

学員・学生両支援
スポーツ応援グッズ支援

2020東京五輪選手強化対策支援
箱根駅伝等スポーツ強化支援

合計

250
1,000
400

3,000

学員会は 2018 年 12 月 15 日（土）
、平成
30 年臨時協議員会を駿河台記念館で開催し
た。出席者 875 人（委任状提出を含む）で
定足数を満たし開会し、3 件の議案が提出さ
れ、審議された。

（議案 ▶ 結果）
第１号議案
議長及び副議長の選任について
▶議長に石渡光一氏、
副議長に半澤勉氏
第2号議案
学員会役員の補充選任について
▶原案どおり承認
第3号議案
任期満了に伴う学員会役員の選任方法
について
▶原案どおり承認
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GAKUIN 学 員 イ ン タ ビ ュ ー Interview

Yoshio Sasaki

佐々木 吉夫 氏

昭32法

（福さ屋ホールディングス株式会社 代表取締役社長）
（博多ステーションフード株式会社 代表取締役社長）

努力、勇気、探求心、感謝の心で、
「辛子めんたい 福さ屋」を全国区に
福岡・博多駅前に本社を構える福さ屋株式会社。創業者である佐々木吉夫氏は1978年（昭和53年）から本格的に辛子めんたいの製造・販売を始め、
「辛子めんたい 福さ屋」を一代で全国的な有名店へと育て上げた。九州、大阪、東京に支店を設け、
年商50億円を超えるまでに成長した経緯や経営哲学のほか、学生生活の思い出、社会貢献活動を続けるわけなどについてお話を伺った。
聞き手は、学員会の髙嶋民雄事務総長と岡田孝子広報戦略WG委員（大和白門会支部長）。

研究を重ねて独自の味を追求。
大手百貨店との契約を機に
全国展開

とが大きいと思います。この卵のキムチ

でしたが、寮費は月 200 円でした。1、2

漬けを辛子めんたいこというのですが、

年生の 2 年間はアルバイトに精を出し、

韓国はもちろん国内でも辛子めんたい風

お金を貯めました。授業も専門科目は少

髙嶋 ご出身は北海道の礼文島ですね。

な漬け物を売っていた店はあったと聞い

なかったですから。その貯めたお金で 3、

ています。

4 年生時の授業料や生活費などを賄い、

漁業権の開放で一介の漁師になりまし

岡田 他にもお店があったのに、
なぜ「辛

アルバイトはせずに勉強に専念する計画

た。
「大漁しても貧乏、
不漁ならなお貧乏」

子めんたい 福さ屋」さんがこれほど有

を立てて実行しました。

というような貧しい村で、
「村で一番偉

名になったのでしょう。

岡田 食事も倹約なさっていたのですか。

佐々木

生 家は網元でしたが、戦 後、

い村長になって村を豊かにする」との決

佐々木

スタッフに恵まれ、女房のひた

佐々木

同室の者の飯炊きをして、そ

礼文島・番屋ツアー。白門三二会の 25 名が礼文島を訪
れた（2018 年 7 月）
。最前列左から 4 人目が佐々木氏

会長をはじめ、さまざまな形で応援して
いただいていますね。

意で中学を卒業すると島を出て道立高校

むきな協力を受けて、どうしたらおいし

の炭の余り火で自分の飯を炊かせてもら

に進み、牛乳配達のアルバイトと奨学金、

い辛子めんたいこができるか、我が家が

い、復員した兄からもらった飯盒に入れ

居候先には出世払いにして、中央大学に

生臭くなるくらい試行錯誤を重ねて研究

る。そこに天ぷら屋で買ってきた 1 皿

るんです。お金に苦労した学生時代、大

進学しました。

しました。まずはいい原料を使うこと。

10 円の天ぷらカスを入れ、大学の食堂

学の食堂で、お茶、ソース、醤油、お皿、

髙嶋 卒業後、日本社会党の国会議員秘

それと、東京の銀座並木通りで、辛子め

で無料のソース・醤油やお茶を使うなど、

お箸、全部タダで使わせてくれました。

書を務められ、博多駅でスーパーを開業

んたいこの「どんたく屋台」を 45 日間

朝昼晩の 3 食分を賄うよう工夫して、支

また、大学独自の奨学金（月 1,500 円）

されたきっかけは何だったのですか。

やって宣伝に力を入れました。東京に進

出を防ぎました。

を 1 年間活用させてもらいました。それ

大学に国会議員秘書の求人情

出して大手百貨店と契約を交わし、銀座

髙嶋 そうした経験が、経営にも役立っ

らが私にはものすごくありがたかった。

たのでしょうね。

その気持ちをわずかでも表すことができ

佐々木

報が出ており、応募しました。議員秘書

四丁目に大きな広告を掲げ、テレビでも

のとき、福岡選挙区の地域活動として、

広告を流すなどして全国に販路を広げて

中小零細企業者の世話活動にも取り組ん

いきました。

でいたので、1975 年（昭和 50 年）
、新幹
線が延伸し博多駅まで開通したことで、
構内にあった長旅相手のお風呂屋さんの

恵まれ過ぎる幸せは、
恵まれない幸せに劣る

経営が行き詰まり、世話活動の一環とし

髙嶋 時計の針を少し巻き戻して、なぜ中

て私が引き受けたのです。そこで、共働

央大学に進学しようと思われたのですか。

き世帯の女性の利便に資するため、その

佐々木

礼文島で村長になるつもりで

佐々木

そう思います。恵まれていな

佐々木

中央大学には大変感謝してい

ればという思いです。

かったからこそ、ものを大事にするとか、

髙嶋 さまざまな社会貢献活動が評価さ

感謝する気持ちが他の人よりも強いのか

れ、2013 年（平成 25 年）には紺綬

もしれません。恵まれないことも、一つ

褒章を受章されていますし、故郷の礼文

の幸せではないでしょうか。

島も支援されていますね。

社会貢献や大学支援は
恩返しの思いから。
地域活性化の取り組みを

佐々木

礼文島の全小中学校に「佐々

木文庫」という名称で図書の寄贈や、教
育振興のために寄付をしています。もち

日の台所食材と生鮮食品を主力に駅構内

いたので、法律や政治を学ばなければと

髙嶋 事業を成功させるにあたって、大切

ろん会社のお金ではなく自分のお金で。

なのはどのようなことだと思われますか。

一昨年（2017 年）も、島でボランティア

に賑わいを作ろうと、スーパーマーケッ

いう思いがありました。それと授業料が

ト形式の総合食料品店を開業しました。

安かったのも大きかった。友人が取り寄

岡田 働く女性の味方のようなお店ですね。

せた入学要項を借りて見たら、一番授業

習しても練習してもうまくならない。し

の建設に協力させてもらいました。

いまは駅ビルにスーパーがあ

料が安いのが中央大学でした（笑）
。高

かし、練習しなければ絶対にうまくなら

岡田 生まれ故郷に恩返しをしたいと。

るのは普通の光景ですが、国鉄時代の当

校の先生が、法律を学びたいなら中央大

ない」と言います。つまり、努力しろと

時、主要幹線駅の構内にそんなお店はな

学がいいと勧めてくれて、中央大学に決

いうことです。事業も同じです。生鮮食

物がなくなるため、水耕栽培やセラミッ

く画期的なことでした。朝 9 時から夜 9

めました。

料品のスーパーでは必ず売れ残りが出る

ク栽培の野菜工場を造る計画を行政が立

時までの開店で大変繁盛しました。

岡田 東京では下宿されていたのですか。

ため、私の居酒屋ではカレーを例にとる

てており、私も支援しています。村長に

と毎日のように具材が変わる、いわば気

なることは諦めましたが、これからもふ

う中央大学の寮にお世話になりました。

まぐれカレーを提供、魚が余ればシー

るさと振興に協力していきたいと思って

6 畳間に 3 人。共同トイレで風呂は銭湯。

フードカレーという具合に、ムダを出さ

います。

風が吹けばバタバタと音がするような扉

ないようにして……。野菜くずはスープ

髙嶋 最後に、これから中央大学がさら

のだしに、残りの食材は居酒屋で活用す

に発展していくために、アドバイスをい

る。おふくろの味、節約の味ですね。

ただければ。

佐々木

髙嶋 どうしてめんたいこを売ろうと思
いつかれたのですか。
佐々木

めんたいこはスケトウダラの卵

で、私が北海道の漁師の家に生まれたこ

佐々木

佐々木 吉夫

板橋にあった「至善寮」とい

氏（ささき・よしお）写真中央

1933 年（昭和 8 年）北海道礼文島生まれ。1957 年（同
32 年）本学法学部政治学科卒。国会議員の秘書を務める
傍ら、1976 年（同 51 年）に博多ステーションフード株式
会社を設立して博多駅構内でスーパーマーケットを運営。
1978 年
（同 53 年）
に福さ屋株式会社を設立。商号の由来は、
福岡の「福」と佐々木の「さ」
。人生の師と仰ぐのは、司馬
遼太郎の小説『菜の花の沖』の主人公で、北海道の発展に
貢献した「高田屋嘉兵衛」
。公正・公平で品質本位を第一に、
「みな人ぞ」の心で人を大切にした嘉兵衛の商売の在り方に
ほれ込み、博多駅構内では嘉兵衛の名を冠した鮮魚店を営
んでいる。

佐々木

まずは努力しかありません。
「練

岡田 着眼点というか発想力が豊かですね。

体験をする人への宿泊施設「礼文番屋」

佐々木

佐々木

そうです。この島は冬場は青

この国の直近の大きな課題の一

それは私が田舎者だからで

つに、地方の活性化があります。大学に

しょう。皆さんは交通信号機を見ても何

はぜひ「地方創生学部」を設けていただ

の疑問も感じないでしょうが、私が子ど

きたい。地方創生は、今後の日本の大き

ものころは礼文島に信号機はありません

なテーマになると思います。大学で学ん

でした。ですから、信号機を見て、色が

だ学生が休み期間に地方に行き、地域に

変わる仕組みを考えてしまうんです。何

密着した生活体験をして、活性化に向け

を見てもそれが当たり前だと思わないの

て知恵を出す。そうした仕組みが機能す

は、そうした環境で育ったからかもしれ

れば、日本全体が元気になると思います。

ませんね。

髙嶋 本日はありがとうございました。今

髙嶋 中央大学へも準硬式野球部の後援

後ますますのご活躍をお祈りしております。

佐々木
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中央大学高等学校創立90周年記念式典を挙行
本校は、1928 年（昭和 3 年）の創立

難の歴史とこれからの未来を見据えた

から 90 周年を迎えました。それを記念

「中大高ヒストリー」を上演し、ご覧に

して、11 月 16 日（金）に文京シビック

なった方からは、
「大変感動した」とい

大ホールにおいて式典を挙行しました。

うお言葉を頂戴しました。

式典は、開式の辞の後、合唱部とと

今後も、中央大学最初の附属校、か

もに生徒全員で校歌を斉唱しました。

つ文京区にある高校として地元に根差

今井桂子校長の式辞の後、ご祝辞を成

し、
「自分を育てる、世界を拓く。
」と

澤廣修文京区長、近藤彰郎東京私立中

いう標語の通り、世界を見据えた、視

学高等学校協会会長より、また、中央

野の広い、深みのある人物の育成を目

大学からは大村雅彦理事長、酒井正三

指し、創立 100 周年に向けて歩んで参

郎総長、福原紀彦学長より頂戴しまし

りたいと存じます。本校へのご支援を

た。その後、演劇部による、本校の苦

よろしくお願い申し上げます。

平成 30 年

定年退職教員

秋の叙勲

2018 年（平成 30 年）秋の叙勲が 11 月 3 日付で発表された。本学卒業生の
受章者は次のとおり。
（中綬章以上、敬称略）

和夫
鉄男
彰一
洋

（昭 45 法）元大阪高等裁判所判事
（昭 46 法）元次長検事
（昭 43 法）名古屋大学名誉教授
（昭 45 法）元福岡高等裁判所判事

川戸 道昭（教授）

小関 誠三（教授）

三枝 幸雄（教授）

小西 貞則（教授）

執行 秀幸（教授）

新藤 斎（教授）

中山 隆夫（教授）

中條 誠一（教授）

古屋 清（教授）

本田 純一（教授）

長谷川 聰哲（教授）

宮村 鐵夫（教授）

山田 省三（教授）

鷲谷 徹（教授）

理一郎（昭 48 法）元日本弁護士連合会副会長
賢
（昭 44 法）元日本弁護士連合会副会長

文学部

福田川 洋二（准教授）

青木 和夫（教授）
加藤 京二郎（教授）

商学部

瑞宝中綬章
太田 文保 （昭 46 法）元岡山地方検察庁検事正
河津 浩安 （昭 51 法）元広島労働局長
齋藤 誠
（昭 48 法）元神戸税関長
高野 芳久 （昭 47 法）元新潟家庭裁判所長
辻 正毅
（昭 46 法）元裁判所職員総合研修所事務局長
中村 喜美郎（昭 39 大学院法学研究科）群馬大学名誉教授
平林 慶一 （昭 47 法）元金沢家庭裁判所長
古川 行男 （昭 46 法）元神戸家庭裁判所長

大学院法務研究科

奥山 修平（教授）

経済学部

旭日中綬章
髙橋
水谷

鹿島 茂（教授）

法学部

景子 （昭 46 法）元法務大臣

瑞宝重光章
一宮
伊藤
佐藤
寺尾

3 月 31 日付で本学を定年退職（定年扱いを含む）する教員は次のとおり。
（身分は退職時のもの。敬称略）

旭日大綬章
旭日大綬章
千葉

盛大に開催された創立 90 周年記念式典

宇野 典明（教授）

下田 僚（教授）

谷口 明丈（教授）

宮武 昭（教授）

理工学部

総合政策学部

大学院戦略経営研究科
久保田 敬一（教授）
中央大学附属中学・高等学校
松永 幸信（教諭）
中央大学附属横浜中学・高等学校
十川 英一（教諭）

浅野 孝夫（教授）

大橋 正和（教授）

中野 響子（教諭）

石川 幹子（教授）

細野 助博（教授）

土田 憲明（教諭）

植野 妙実子（教授）

横山 彰（教授）

理工ホームカミングデーを初開催

理工学部創立70周年
記念行事を開催

2019 年 9 月 28 日土
後楽園キャンパス

第1回理工ホームカミングデー
が11月3日（土・祝）、後楽園
キャンパスで開催されました。
100円ショップ ダイソーの創業
者、矢野博丈氏による「生きる
―恵まれない幸せ―」と題した
講演のほか、2019年に創立

校歌斉唱

開会

中央大学高等学校合唱部による合唱

理工学部親子二代卒業者表彰

応援部の演舞

惜別の歌斉唱

70周年を迎える理工学部の近
況や、理工学部親子二代表彰
などが行われました。
また、当日
は理工白門祭も開催中で、研
究室公開なども行われるなど、
多くの来場者が訪れました。

株式会社大創産業会長・矢野博丈氏
（昭 42 理）
による講演会
理工合唱団による合唱

2019 年度から 100 分授業を開始
中央大学は、2019年度から、学部・大学院（専門職大学院除く）
における授業時間割を変更します。2019年4月か
らは、1時限あたりの授業時間を100分とし、1～6時限までの授業を各学期14週にわたって開講することとします。
これからの大学教育には、
「答えのない問題に
解を見出していくための批判的、合理的な思考
力等の認知的能力」や、
「チームワークやリー
ダーシップを発揮して社会的責任を担う倫理
的、社会的能力」等の「知的な構想力」の養成
がより求められています。このような時代の要
請に応えるために、本学は高等教育機関として
質を伴った学修時間を確保することが重要であ
ると考えました。高度な知識を伝授し、課題に
立ち向かう基礎力を養うことを目的として、本
学は 100 分授業を導入いたします。

具体的に期待される効果としては、
❶座学の形態にとらわれない多様な授業方法を導入し、学生の主体的な
学びや学生同士の議論に要する時間を確保できます。
❷半期あたりの授業実施期間を 1 週短縮し、休業期間におけるインター
ンシップや留学等の学外活動機会が拡大されます。
❸これまで個別に運用していた、多摩・後楽園の両キャンパスの時間割、
更には、
2019 年 4 月開設の、
国際情報学部が使用する市ヶ谷田町キャ
ンパスも含めた時間割の統合により、全学的な教育コンテンツ共有の
可能性が生まれます。
本学は、
今回延長した 1 時限あたりの「10 分」を最大限に活用し、
学生に、
より充実した学びを提供できるよう、全力をあげて取り組んで行きます。

【変更後の授業時間割】多摩・後楽園・市ヶ谷田町キャンパス共通
時限

2019年度以降時間割

1

9:00～10:40
10:50～12:30
12:30～13:20
13:20～15:00
15:10～16:50
17:00～18:40
18:50～20:30
ー

2
昼休み
3
4
5
6
7

現行
多摩キャンパス

後楽園キャンパス

9:20～10:50

9:00～10:30

11:00～12:30

10:40～12:10

12:30～13:20

12:10～13:00

13:20～14:50

13:00～14:30

15:00～16:30

14:40～16:10

16:40～18:10

16:20～17:50

18:15～19:45

18:00～19:30

19:50～21:20

ー

対象：全学部（2019年4月開設予定の国際経営学部、国際情報学部を含む）
大学院研究科（専門職大学院、戦略経営研究科ビジネス科学専攻を除く）
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中央大学学員会近畿ブロック

125周年記念事業

第５０５号

近畿白門祭 開催!!

近畿ブロックの6支部は11月18日
（日）、大阪国際交流センターで「近畿白門祭」を開催しました。第1部「中央大学音楽研究会吹奏楽部大阪公演」、第2部「懇親会 近畿地区
OB・OG大集合」の2部構成で実施。
また、中央大学入学センターが「CHUO AUTUMN MEETING IN OSAKA」と題した進学相談会を併せて開催しました。近畿白門祭は
近畿地区における中央大学のブランド力向上、中大志願者数の増加等を目的としたもので、中大OBをはじめ、高校生が多数来場し、大盛況のうちに幕を閉じました。
1

2

初開催の
「近畿白門祭」
大盛況で終了!!

約800人が来場

前年（2016 年）長野県中信支部が開

方々が集まるとは、予想していません

ク 125 周年記念事業のメインイベント、

になりました。前週までとうって変わっ

催した 65 周年イベントに着想を得て、

でした。収容人数約 800 名の会場ですが、

最初は中央大学音楽研究会吹奏楽部の

て冷え込んだ 11 月 18 日（日）の早朝、

OB だけの“白門祭”ではなく、特に近

きっちり人数分しかチケットを販売し

大阪公演です。冒頭、我が母校の校歌

近畿 6 府県の学員会（大阪、京都、兵庫、

畿の高校生も一緒に参加してもらい、

なかったため、欠席が多いと空席が目

の演奏が始まると、その見事な演奏に

和歌山、奈良、滋賀の各白門会）が結集。

中央大学の魅力を伝える“祭”にしたい。

立つかもしれないとの心配はまったく

会場は割れんばかりの拍手に包まれま

学員会近畿ブロックが関西院友会とし

多くの近畿の高校生に、我が母校を目

の杞憂に終わりました。会場に直接来

した。涙もろい大先輩は早速涙目になっ

て発足して以来 125 周年を記念する近

指してほしいという思いを込めて、総

て「当日券はありませんか？」と問い

ています。この時すでに我々の誰もが、

畿白門祭が、大阪国際交流センター大

勢 100 名以上の OB が結集し、
“白門祭”

合わせる多くの方には、空席状況を見

この公演の大成功を確信しました。そ

ホールで開催されました。

というお祭りが始まったのです。

ながらのご案内で、長時間お待ちいた

の後も次々と演奏が続き、会場は大い

会場の設営やパンフレットの準備な

だいたり、入場をお断りしたケースも

に盛り上がりました。

近畿地方の各学員会が 2017 年 9 月 25

どが一段落した開演 1 時間前、すでに

あり、ご迷惑をおかけしました。この

日付学員時報（第 498 号）において、
「中

OB、出演する高校生のご家族やご友人

場を借りてお詫び申し上げます。

大ブランドの浸透。向上のために全国

など、多くの方々が集まり、ロビーは

この日、近畿 6 府県の白門会が一つ

初めての試みである近畿白門祭は、

で“白門祭”を！」と呼びかけ、開催

大混雑。受付前に整列していただくよ

したものです。

う案内しましたが、これほど早く多くの

高校生ら、
プロ奏者と共演
続いては今回コラボした 2 つの高校、

中大音楽研究会吹奏楽部、
登場

東海大仰星高校吹奏楽部と明星高校音

そして、いよいよ開演。近畿ブロッ

楽部による演奏です。東海大仰星高校

懇親会「近畿地区OB・OG大集合」を盛大に開催
近畿白門祭の第2部の懇親会「近
畿地区OB・OG大集合」を盛大に
開催しました。100名を超える
学員の方々が結集し、懐かしい
再会や新たな出会いを賑やかに
楽しみました。

尾家亮実行委員長による挨拶

実行委員が挨拶に立ち感謝を述べた

乾杯で酒宴が始まった
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中央大学の心、関西に響く
3

4

5

6

1. 稲本渡氏と 3 団体の合同演奏 2. 開場前から多くの観客が来場した 3. 中央大学音楽研究会吹奏楽部 4. 東海大仰星高校 5. 稲本渡氏と明星高校 6. イベント当日のスムーズな運営を支えたスタッフ

中大の存在感示した！

近畿ブロックが先駆的な取り組みを実施

の YMCA は振り付けもあり、会場を大

そしてラストは、東日本大震災の復

ます。彼らとゆっくり話す時間はなかっ

2 部の懇親会「近畿地区 OB・OG 大集合」

いに沸かせました。明星高校も負けじ

興支援の歌「花は咲く」の演奏と、会

たけれど、心と心が通い合った瞬間でし

を盛大に開催しました。

と力のこもった、これが高校生かと思う

場全体での合唱で締めくくりました。

た。そして、きっとこの中の誰かが中央

ような、素晴らしい演奏で続きました。

全員の心が一つに

の白門を叩いてくれる。いつかきっと、

奏楽部、高校生の皆さん、そして稲本

中央大学の後輩たちとして再会すると

さん、本当にありがとうございました。

きがある。そう確信した瞬間でした。

そして、全面的にバックアップしてい

その後は中大吹奏楽部とこの 2 校に

素晴らしい演奏をしてくださった吹

加え、日本を代表するクラリネット奏

裏方担当の OB は、残念ながら公演

者である稲本渡さんの名演奏が続きま

を聞くことはできませんでしたが、そ

公演が終わって次々と出口に向かう

した。高校生たちがあどけなくも真剣

れでも多くの高校生とのふれあいがあ

観客が口々に、
「とても素晴らしい演奏

け付けてくださった大学幹部の皆さん、

な面持ちで、一生懸命演奏している様

りました。出番を待つ彼ら彼女らは、

会だった」
「とても良かった」
「また来

各地から応援に来てくださった OB の

子は、聴衆たちの心を打ちました。プ

汗まみれでバタバタと慣れない仕事を

年もないの？」という声を聞いて、運

皆さん。全員の心が一つになったから

ロの稲本さんの演奏は素晴らしく、素

する OB たちをじっと見つめ、目が合

営に携わった私たちは、疲れが吹き飛

こそ、この成功がありました。ありが

人にもその違いが分かりました。会場

うとそっと会釈してくれました。

ぶ思いでした。来年も行うのは無理で

とうございました。

に詰めかけた観客の OB や地元高校生、

「演奏頑張れよ！」と OB が声をかけ

舞台袖で出番を待つ高校生たちが真剣

ると、礼儀正しく「はい！」
「ありがと

に見つめて聞き入っていました。

うございます！」と元気な声が返ってき

進学相談会を開催

すが、近い将来きっと「近畿白門祭」

ただいた中央大学の当局の皆さん、駆

最後に、観客の皆さん、ありがとうご
ざいました。またいつか会いましょう！

を開催できたらと思います。
なお、公演終了後は会場を移し、第

（大阪白門会理事

近畿地区意見交換会を開催

中央大学入学センターは、近畿

中央大学学員会は近畿白門祭

白 門 祭 に あ わ せ て「CHUO

前日の17日（土）、近畿地区支

AUTUMN MEETING IN OSAKA」

部長・幹事長との意見交換会

と題した進学相談会を開催しま

を、大阪・梅田のガーデンシ

した。
近畿地区の高校生に、中央

ティ大阪（近畿白門サロン）で

大学をもっと知ってもらおうと

開催しました。大村理事長、酒

いう試みです。会場には多くの

井総長も出席されました。

高校生が来場しました。
進学相談コーナー

近畿地区意見交換会が開催された

中林久幸）
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中央大学のブランド力向上のためのシンポジウムを開催
中大らしさって何？
中大の魅力を
みんなで考えよう！
100名を超える
学生が参加し議論！

ワイガヤ

学生×OB・OG×学員会

“若者（学員や現役学生）
とともに中央大
学のブランド力を向上させる”ための事業
企画を募集した「中央大学ブランド力向
上企画コンテスト」
（主催：学員会本部、
応募対象：学員会各支部）。その最優秀
賞に選ばれた白門57ネット支部が企画し
たセミナー・イベントが11月24日
（土）、多
摩キャンパス3号館で開催された。

お家芸、個性を洗い出し、ブランド・アイデンティティを再確認
提案は「中央大学ブランド・アイデ

演を行った（概要は別掲）
。中央大学の

ついて、自由な雰囲気のもと、それぞ

ンティティ（BI）を、セミナー・イベン

ブランディングのステップとして、第

れが頭に浮かぶイメージを出し合った。

トを通じて学生が再定義・共有するこ

1 段階が「中大らしさ」（BI）の再確認

再び大教室に戻り、スマホアプリを

とで、まずインナーのブランド意識を固

と検証、第 2 段階がその BI の学内浸透

使って送信した結果内容がスクリーン

める」というもの。ワイガヤ実行委員

と共有、第 3 段階が世の中に発信し、

に映し出されるなか、各グループの代

会（学員会本部×白門 57 ネット支部×

学生・教職員が体現して、認知・共有

表者が登壇してどのような意見が出た

変人学部×学友会連盟会議）を立ち上げ

を図るとのことで、今回はその第 1 段

かを発表した。

て準備を進め、イベント開催の告知に

階と説明した。

各グループから提供された、さまざま

学生からの主な意見（抜粋）
お家芸
法曹の育成力／資格に強い／
歴史の長さ／スポーツが強い／
キャンパスの広さ／サークルが多い／
OB・OG力／手厚い奨学金制度／
花井卓蔵

な視点を共有するとともに、参加者が意

個性

10 名程度ずつ 12 のグループに分かれて

見や感想を述べる。最後に細田氏が、現

自然豊か／図書館の蔵書数／

の挨拶に続き、長年にわたり企業でブ

グループ・ワークを行った。テーマは、

代のブランドの条件として「卓越性、独

スクールカラー／

ランドマネジメントに携わり、指導経

中央大学の「お家芸」
（得意としている

創性、伝説性、公知性、時代性」を挙げ、

郊外なので勉強に集中できる／

験も豊富なキヤノンマーケティング

こと、他大学と比べて優っていること）
、 「中央大学らしさをみんなが意識して共

まじめ／学費が安い／

有し、時代に合った形で磨き上げ続ける

全国から多様な学生／

応じた 100 名を超える学生が参加した。
主催者である学員会の山本卓副会長

講演後、学生たちは別教室へと移動。

ジャパンの細田悦弘氏がブランドの定

「個性」
（大学柄、特徴）の 2 つ。ブラ

義やブランドの築き方などについて講

ンドのもととなる「中央大学らしさ」に

ことが重要」と締めくくった。

充実した学食／異文化交流が盛ん

基調講演概要
選ばれる特別な理由を認識する

徹底的に磨き上げ、
全力で守る

ブランドの語源は“焼印”で、手塩

提供する体験の価値と分かりやすい識

ブランドは、
「宣言し、約束し、期待

提供するのか、中央大学のブランド・

にかけて育てた自分の牛を、他の牛と

別記号がセットになった、人々の頭の

に応え続ける」ことで認識されていく。

アイデンティティを明確にして、その

区別するために焼印を押したこと

なかにある記憶」だ。このブランドが

「○○って△△だよね」となったら、こ

価値観をみんなで共有し、あらゆる活

（Burned）に由来する。このマークであ

好きというときには、
「選ばれる特別な

の「△△」を絶対に守る。ブランド・

動を通して体現するとともに外に向け

理由」がある。

アイデンティティはブランドの命だ。

て発信していく。今回のイベントでは、

れば大丈夫だという信頼と愛着の証し
であり、このマークから伝わる世界観
がいわゆるブランドイメージ。

中央大学のブランド力を向上させる

企業だけではなく大学もまったく同じ

「中大らしさ」とは何なのか、ブランド・

にあたっては、まず中央大学が選ばれ

で、
「中央大学といえば○○」というブ

アイデンティティの再確認を行いたい。

る特別な理由、つまり“コアバリュー”

ランドを作り上げたら、学生、教職員、

営哲学、歴史・伝統、企業風土などさ

や“売り”を再認識し、それをもとに“中

卒業生を含めて全員で守っていくこと

まざまなものが宿っている。商品その

央大学らしさ”というブランド・アイ

が必要になる。中央大学のマークがつ

ものだけでなく、お客様が価値を感じ

デンティティ（BI）を高めていかなけ

いているところでは、常にブランドに

るすべてがブランドといえる。ブラン

ればならない。

かなった振る舞いが求められる。

マークや商標には、創業の精神、経

ドの正体は、「企業や商品・サービスが

ブランドを通じてどのような価値を

講師

細田 悦弘

氏（昭 57 法）
〈キヤノンマーケティングジャパン
株式会社／中央大学大学院 戦略
経営研究科 フェロー
専門分野：CSR・ブランディング・
コミュニケーション〉
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支部だより
ダイジェスト版

全文は「学員時報オンライン」に掲載しています。
学員時報オンライン
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支部活動
Pickup ①
（投稿記事）

ホームカミングデーに参加し、模擬店で農産物を
販売した

長野県中信支部

「支部だより」について
「支部だより」
は各支部の活動を知る大切な情報です。
「支部活性化につながる具体的情報
を載せてほしい」
「支部への入会方法や連絡先が知りたい」
「他にどんな支部があるのか紹介
してほしい」
という声に応え、
今後も充実を図っていきます。
●「支部だより」投稿全文は
「学員時報オンライン」
（ホームページ）
に掲載します。
●支部・白門会入会案内を掲載します
〈14面参照〉
。
●投稿された
「支部だより」やイベント情報をもとに編集部で
「支部活動Pickup」
を作成し掲
載します。
●紙面掲載では
「ユニークな支部・白門会の活動」
「 他支部の活動の参考となる情報」
「大
学のブランド力向上や社会貢献につながる取り組み」
を中心に取り上げます。原稿・情報を
お待ちしています。
投稿先：henshu@tamajs.chuo-u.ac.jp

平成30年納涼例会を開催
ホームカミングデーを満喫、
初出店の模擬店で野菜・果物完売
8 月 18 日（土）、松本駅前割烹小竹亭で

験等のお話をお聞かせいただく中で、心根

16 名のご参加をいただき、納涼例会を開催

の優しさや、平和な国を思う切実な気持ち

した。今回は、久しぶりに 90 歳を過ぎた

が、参加者一同に深く伝わった。引き続き、

大先輩が 3 名ご出席。そのお一人、藤田先

肥後橋先輩の指揮で校歌斉唱、銭坂先輩の

輩から乾杯のご発声をいただき、和やかに

万歳三唱で会がお開きになった。ご出席い

会が始まった。母校の伝統の絆の中、大先

ただいた皆様に重ねて御礼申し上げます。

輩達から往時の学生生活や、戦争・軍隊経
今年もホームカミングデーに参加した。
昨年（2017 年）は豪雨で中止となったが、

白門りんごの会（白門44会支部）

第6回りんご収穫体験＆地域との交流会盛大に開催!!
「白門りんごの会」では、9 月 13 日（木）

高砂

礼次

り、会員の一体感はますます高まった。
模擬店には、大村理事長や久野学員会会

今年は秋晴れに恵まれた。20 名でバスを

長をはじめとした多くの大学関係者に来店

チャーターし、朝 5 時半、松本平の採りた

を賜ったほか、現役吹奏楽部員も応援にか

てレタス・キャベツ、塩尻桔梗ヶ原の葡萄

けつけ、準備や販売を手伝ってくれた。こ

を満載して出発し、9 時半には多摩校舎に

の場を借りて御礼を申し上げます。

到着、慌ただしく店開きを行った。

～ 14 日（金）に 6 回目となるりんご収穫

幹事長

野菜や果物を販売する模擬店は珍しく、

模擬店を通じ、藤沢支部ほか多数の友好
支部との交流ができたのも大きな収穫だっ

体験＆地域交流会を実施した。多数の希望

多くの来場者の好評を得た。特に濱会員が

た。多くの関係者に支えられた初の模擬店

者の中から定員 21 名が参加した。

丹精込めて育てた高級葡萄の「シャインマ

だったが、継続していきたいと感じる思い

スカット」や「ナイアガラ」は午前中に、

出多き 1 日となった。

寒暖差のある三戸地域の「りんご」は甘
さと酸味が程良くとても美味。「さんのへ

レタス・キャベツも午後早々に完売した。

支部長

完売時には、全員で拍手と歓声で盛り上が

副幹事長

小林

治雄

宮澤

昇

りんご」は今年も相次ぐ台風（21 号・22 号）

駅へ、1,350m の頂上で、時折雲の合間か

にもめげず、生育は順調で収穫が楽しみだ。

ら覗く陸奥湾をはじめとした風景は絶景

収穫体験では、たわわに実った「つがる」

だった。その後、弘前公園を散策し、津軽

金を、日本が抱えるさまざまな課題を解決

学員会会長にご挨拶いただき、歓談は大い

を一人 15 個程収穫したが、思わずその場

藩ねぷた村でサメを使った地元料理に舌

する原資とする先進の取り組みについて、

に盛り上がった。締めは菅原継昭顧問を団

で食し、あまりの美味に笑みがこぼれた。

鼓、太宰治記念館「斜陽館」、最後は五所

分かりやすく説明された。

長とする若手学員のエールにより校歌を合

収穫後、諏訪内観光ブドウ園で、生産者

川原の立佞武多の館に寄り、3 台の巨大な

総会後の懇親会では、佐藤恵子副支部長

の梅内りんご組合、三戸町農林課・南部白

ねぷた（高さ 23m・幅 6m・重さ 19t）に圧

による舞踊で幕を開け、ご来賓の久野修慈

門会・地元白門会・岩手白門会等 70 余人

倒された。

との交流会が、木漏れ日が差すぶどう棚の
翌日は、八甲田ロープウェーで山頂公園

入会連絡先：会長（44 会）090-2764-6269 松木 茂夫

幹事長

長谷川

尚造

流山白門会支部

まだ「白門りんごの会」未加入の方は入

平成30年流山白門会総会

会をお待ちしています。

下で行われた。

唱し、来年の再会を期して散会した。

流山白門会総会が 5 月 27 日（日）
、55
名の参加を得て、流山市文化会館で行われ

白門46会支部

た。第 1 部総会、第 2 部講演会、第 3 部懇

定時総会を開催

親会の 3 部構成で実施。

第 21 回定時総会を 7 月 14 日（土）、上

第 1 部総会では、支部役員の一部変更、

野精養軒で開催。来賓 16、会員 44、友人 3、

29 年度の活動報告、30 年度の活動計画等

計 63 名が出席した。

の説明が行われ、満場一致で承認された。

第 1 部の総会では、遠藤（一）幹事長が
総合司会を担当。半澤会長を議長に選出し

第 2 部では、講師に島田敏男 NHK 解説副

理事長にもご出席いただき、中央大学の近

委員長（日曜討論司会者）をお招きし、
「揺

況や方針等のお話があった。また、室勝弘

議事に移り、すべての議案は満場一致で承

されている。今日の日本の平和には、この

れる東アジアと日本の行方」と題した講演

学員会副会長、大森清司野田白門会会長、

認された。

ような歴史の存在を改めて認識する講演で

会を実施。リアルタイムで動く米朝問題、

仲村正巳千葉県支部事務局長、武田正光千

あった。

秋の自民党総裁選挙などの話もあり、参加

葉県会議員にもご挨拶いただき、大盛況の

された方が熱心に耳を傾けていた。

うちに幕を閉じた。

第 2 部は「講演会」
。講師は当会会員の
新井昌氏。演題は「語り継ぐ 激戦地 硫黄

第 3 部は「懇親会」
。半澤会長の挨拶の後、

島」
。同氏自身の 20 年余に及ぶ、陸上自衛

学員会副会長の大木田様からご祝辞を賜り、

隊幹部自衛官としての実務体験・知識に裏

三十年会会長・堀合様の乾杯音頭で祝宴を

付けられた見地からの、太平洋戦争終末期

開始。今回の懇親会テーマは「語り合い」
。

の硫黄島における日米激戦の実態を詳細に

各テーブルの楽しい語り合いが尽きないな

分析、豊富な資料を基に説明。氏による資

か、宴は賑やかに進行。終盤は延命副幹事

料収集、同分析、また映像作成編集等に一

長のリードによる校歌斉唱、エール。1 年

同、感動を覚えた。同氏はまた、同島での

後の再会を約し、盛会のうちに閉会した。

戦死者遺骨収集のボランティア活動を継続

総務副部長

鈴木

昭男

秋田県支部

平成30年度定期総会・学術講演会開催
定期総会・学術講演会が 6 月 2 日（土）、
秋田ビューホテルで開催された。
総会は、大学から林勘市常任理事をご来
賓として迎え、74 名の学員が参加した。
べての議案が承認された。

田中

幸雄

新潟県中越支部

新学部、
都心回帰に期待
寄贈した錦鯉の増加に驚く
8月18 日（土）
、長岡グランドホテルで納涼
会を開き、56 人が参加した。当支部に初め
て来られた大村雅彦理事長から大学の近況
についてお話しいただき、参加者は本学がい
ま変革の大きな節目にあることを認識した。
大村理事長は、新学部の開設や、法学部

来賓の林勘市常任理事は挨拶で、当支部

の都心移転など中長期計画を説明。「多摩

が多摩キャンパスの池に寄贈した長岡市特

に移転して 40 年。変わることを恐れては

産の錦鯉について「今年は 2,400 匹の稚魚

いけない。目に見える形で変化させたい」

が生まれた」と報告。2 年前に放流された

と強調した。

のは約 80 匹だっただけに会場から「おー」

これを受け、髙橋賢一支部長は「母校の

冒 頭、2016 年 に 発 生 し た 熊 本 地 震 の 際、

幹事長

第 3 部懇親会では、中央大学の大村雅彦

との驚きの声が上がった。

中長期計画の実現をよろしくお願いした

その後、巻渕文彰幹事長の司会、二澤顧

援をしてくれたことへのお礼で、昨年度の

総会に先立ち開催された学術講演会で

い」と期待を寄せた。続いて、5 月に学員

問の乾杯で懇親会がスタート。塚田一郎参

支部総会に遠路秋田までお越し下さり、そ

は、法科大学院教授の野村修也先生に「
「休

会本部から大塚勝元支部長、二澤和夫前支

院議員、柄沢正三県議会議員らが挨拶した。

の後急逝された故安田征史・元学員会副会

眠預金」をどう生かすか―共助のイノベー

部長、佐藤孔一元幹事長、本間信彦前幹事

参加者は懇親を深め、校歌や惜別の歌を斉

長への黙祷を捧げ、哀悼の意を表した。そ

ション―」をテーマに、
ご講演いただいた。

長が永年在任表彰を受けたことを紹介し、

唱、髙橋譲副支部長の中締めで散会した。

の後、柴田一宏支部長の挨拶で始まり、す

年間 500 億円もあるといわれている休眠預

改めて表彰状を手渡した。

当支部の小畑悟顧問が熊本へ赴き多くの支

副幹事長

大塚

清一郎
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支部活動
Pickup ②
（投稿記事）

都区内支部連絡会・東京練馬区支部
著名なヴァイオリニスト
大谷康子さんの講演会を開催

ヴァイオリンを弾きながら客席を回った大谷康子
さん

主に還元されることがシステム化されてい

方落語協会は 1945 年（昭和 20 年）に大阪

る。一方の公益社団法人は「学術、技芸、

で戦後初の落語公演を行い、1957 年（同

慈善その他の公益事業を行う」もので「非

32 年）に上方落語協会を設立。2004 年（平

営利」であり、不特定かつ多数の者の利益

成 16 年）に社団法人に、2011 年（同 23 年）

に寄与し、行政庁の認定を受けるなど一定

には公益社団法人となった。

の基準を充たす必要があるという。

講演会後、支部総会を行い、合わせて、

吉本興業は演芸社「吉本興行部」として

今回の講演では、ときにヴァイオリンを弾

設立し、合名会社を経て 1948 年（昭和 23

きながら、音楽を身近に感じられるようその

年）に「吉本興業株式会社」となった。上

魅力を、分かりやすくお話しされた。音楽

11 月 7 日（水）東京・練馬区 Coconeri ホー
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気を出させたりするもので、大きな力を持っ

リニスト大谷康子さんの講演会「ヴァイオ

ている。子供たちには分かりやすい曲を選

リニスト 今日も走る！」を実施した。主催

ぶことや、小さい時から良い音楽に触れさ

は東京都区内支部連絡会、共催東京練馬区

せることが大切。また、演奏する側は作曲

支部。大学からは大村理事長、学員会から

家の意図や気持ちを理解し、それを伝える

展した。練馬まつりへの参加は今回が二度

は久野会長、大木田、水津両副会長にご臨

弾き方をすることが重要であるという。

目。目的は練馬区在住の中大 OB に対する

を集め大盛況となった。司会は杉本副支部

いて、誰でも自由に演奏できる環境を作り、

長が担当。冒頭、富永東京練馬区支部長が

音楽を身近な存在にしている。大谷さん自

主催者として挨拶。大谷さんの略歴紹介の

身も、パリの空港でピアノを弾いている人

後、講演となった。

に合わせてヴァイオリンを演奏し、喝采を

大谷さんは、3 歳でヴァイオリンに出会

受けた経験があるという。これからも、音

い、8 歳のとき米国演奏旅行に行ける 10

楽を身近に感じてもらい広めることに尽力

人の中の 1 人に選ばれ大喝采を浴びた経験

し、本物の心に響く音楽を届けることで世

が、ヴァイオリニストの道を進むきっかけ

界を変えてゆきたい、と結んだ。

副支部長

常重

一志

第41回練馬まつりに参加して

ルで、都区内支部連絡会総会及びヴァイオ

例えば海外では、空港などにピアノを置

の思い出を會澤支部長が語った。

東京練馬区支部

は人の心に響き、いい気持ちにさせたり、元

席を賜り、一般の方を含め 280 名の参加者

6 月に死去された前支部長の大塚昭二さん

練馬まつりが 10 月 21 日（日）
、としま
えんで開催され、練馬区支部はブースを出

当支部への加入促進と、区民への中央大学
名の広報活動である。
10 時の開場に向け、8 時に生田広報委員
長と私は現地に到着。すでに木内幹事長が

と声を張り上げる。呼び込みと中央大学の

配布用の封筒、冊子等運び込んでいる。そ

ネームバリューのお陰で、次第に立ち寄っ

の後、太田（ゆ）広報委員、富永支部長、

てくださる方が増え、会話もはずんだ。

柴﨑広報委員が到着。牧プロダクションの

・三代中大卒という男性に、ホームカミン

新道さんが持参した飯塚翔太選手の大型ポ

グデーで是非表彰を受けてくださいと伝え

に。その後、東京芸術大学に進み博士号を

大谷さんの気さくな人柄とクラシック音

スター、キャッチコピー入りの襷のほか、

る生田広報委員長。

取得。その頃から、子供や学生にクラシッ

楽にかける思いが聞けた、素晴らしい講演

会場を彩る小旗や小物を、ブースを少しで

・あの頃は中央、明治、専修が近いので他

ク音楽の素晴らしさを分かりやすく教えた

会だった。

も目立たせようと飾りつけ、準備する。

校の講義をよく受けに行ったと楽しそうに

いと、プロを目指すようになったという。

東京練馬区支部支部長

富永

健一郎

草加白門会

創立40周年記念式典を開催

開場後、お客さんが集まり始めると、太

語ってくれた同年配の専修大 OB。

田広報委員がチラシを片手に「中央大学主

こうした出会いのほか、練馬区長や菅原

催の大谷康子さんの講演会に是非おいでく

一秀国会議員もお立ち寄りくださるなど、

ださい」と呼びかける。私もこの勇姿に奮

印象的な秋晴れの練馬まつりだった。

起し
「中央大学 OB 会にお立ち寄りください」

広報委員会副委員長

9 月 29 日（土）、埼玉県草加市のアコス

山野

俊治

東京世田谷区支部

ホールにて、中央大学草加白門会 40 周年

第19回定時総会・懇親会を開催。
新支部長が誕生

記念式典を開催した。

7 月 7 日（土）
、今年度の定時総会・懇

台風が近づくあいにくの天候だったが、
田中和明草加市長、酒井正三郎中央大学総

大学副学長の記念講演「センテナリアンに

親会を三軒茶屋の
「レストラン・スカイキャ

長、
久野修慈中央大学学員会会長をはじめ、

学ぶ人生百歳時代のヒント」は、近隣に居

ロット」で開催した。石川征男副幹事長の

多数のご来賓の皆様や、当支部会員ほか総

住する同窓のよしみ・絆を糧とする親睦団

総合司会で開会。冒頭、
馬場實支部長が「今

勢 100 名余の方の参加をいただいた。

体である「草加白門会」の存在意義を確認

回で支部長を交代します」と挨拶し、幹事

式典は、地元草加市立谷塚中学校吹奏楽

させてくれる講話だった。

長 8 年と支部長 6 年を務めたことに触れ、

部の厳かな演奏でスタート。久恒啓一多摩

会長

日向野

吉一

東京北区支部

平成30年度定期総会、
講演会及び懇親会を開催

会員及び役員への謝辞が述べられた。その
後、総会議事に入り、全議案が原案通り承

をお招きし、冒頭に校歌斉唱。開会の辞を

認された。

兼ねて水津新支部長が挨拶に立ったのち、

今回の役員改選で、新支部長に水津正臣

来賓代表で学員会の榎秀郎副会長が挨拶。

10 月 20 日（土）、例年通り北とぴあ王

氏、副支部長には浮田克彦、朝倉博、猪田

乾杯の発声は、名誉顧問の永井和之元中央

子東武サロンで、平成 30 年度定期総会、

光代、石川征男、丸尾史紘、橋本昌之介、

大学学長・総長。また、他支部から多くの

第 7 回中央大学文化講演会及び懇親会を開

鈴木耕土、西澤和夫、小高愛二郎、羽田圭

支部長などにご臨席賜った。

催した。参加者は総会 43 名、講演会 102 名、

二の各氏、監事には鈴木正貢、大場忠太郎

懇親会 37 名だった。総会は、大木田守支

の両氏という体制となった。

歓談の合間に余興があったほか、世田谷
区役所白門会として幹部職員や区議会議員

部長の議長で行われ、予算、決算、事業計

り、大木田守支部長の挨拶、酒井正三郎本

続いて「公開講演会」を行ったのち、集

も 6 名が挨拶。最後に、恒例の応援歌と惜

画、事業報告、役員人事など提出案件すべ

学総長、松原誠本学学員会副会長、山本卓

合写真を坂井幸次副幹事長のカメラで撮

別の歌を大合唱して、中締めは丸尾副支部

て全会一致で原案通り可決、承認された。

長が挨拶し散会した。

同副会長の来賓の挨拶があった。続いて、

影。その後、宮川美香さんの司会で懇親会

講演会は、
「世界の長寿企業はなぜ日本

水津正臣本学学員会副会長・世田谷区支部

が始まった。今年も「白門グリークラブ」

に圧倒的に多いのか」というテーマで、中

長の乾杯の発声と来賓各支部支部長、幹事

川洋一郎本学経済学部教授の講演が行われ

長などの紹介があり懇談に入った。その後、

た。この講演会は、北区及び北区教育委員

古川曻副支部長の「人生 100 年時代」につ

会の後援ということで、冒頭、花川與惣太

いての講話、グリークラブのコンサートと

学術講演会は 10 月 26 日（金）東京プリ

北区長の挨拶があった。

続き、最後は、惜別の歌を合唱、白井典子

ンスホテルで、講師に本学大学院法務研究

副支部長の閉会の言葉で散会した。

科教授の遠山信一郎先生を迎え、聴講者

懇親会は、下田正幸副幹事長の司会で進
められた。白門グリークラブの校歌で始ま

幹事長

藤井

和彦

東京大田区支部

文化講演会を開催

幹事長

増田

信之

東京港区支部

中央大学学術講演会・港白門会懇親会を開催

94 名にて行われた。演題は「企業価値向
上型コンプライアンスの世界にようこそ！
―疲労困憊型コンプライアンスから、元気
型コンプライアンスへのロードマップ―」。

の後、五十嵐誠広報部長の指示により全員

9 月 22 日（土）、大田区産業プラザ PiO

土屋準幹事長の司会で根岸清一支部長の開

で記念写真撮影を行った。

で「第 37 回文化講演会」を開催した。聴

会 の 挨 拶、 司 会 者 よ り 遠 山 先 生 の プ ロ

講者は一般の方を含め約 80 名。講師は中

フィールを紹介し、講演に入った。

懇親会の司会は福田守弘副支部長、支部
代表挨拶は浅野幸惠副支部長が行った。主

央大学法務研究科教授の丸山秀平氏。演題

講演は、企業コンプライアンス態勢の構

賓挨拶を本学副学長井上彰教授、学員会本

は「吉本興業と上方落語協会」。副題は「株

築についてで、疲労困憊型コンプライアン

部代表挨拶を榎秀郎副会長より賜った。そ

式会社と一般社団・公益法人はどう違うの

スの現実から、企業価値向上を目指す元気

の後、山下一明書記長が来賓者 26 名を紹

型コンプライアンス態勢づくりの道筋を分

介し、井上彰副学長のご発声で乾杯。アト

かりやすく説明され、
好評のうちに終えた。

ラクションの“癒しのシャンソンのしらべ”

終了の挨拶は安東正策副支部長が行い、そ

に入り、当支部分会赤坂ホワイトクラブ所

か？」で、ともに大衆芸能・お笑いに関連
する団体だが、内容は、吉本興業は株式会
社、上方落語協会は公益社団法人という、

法律上の違いが中心だった。
株式会社は「営利」を目的とするが、株

中央大学学員時報
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属のヴォーカル（歌手）福島順子さんが登

局長と木村信男副幹事長がスピーチを行っ

場。澄み切った美声に会場はうっとり満喫

た。その後、
榎本幸德副支部長のリードで、

した様子だった。

２０１９年（平成３１年）1 月２１日 （ 13 ）

福山支部

総会を開催

校歌斉唱、激励エールを切り会場を盛り上

7 月 28 日（ 土 ）、 広 島 県 福 山 市 の 福 山

理事長と総長連名、学員会会長の祝電披

げた。中締めを国会白門会参与川野邦仁様

ニューキャッスルホテルで、福山支部総会

露の後、福原紀彦本学学長（本学学事部学

が行い、清水軍治相談役のアコーディオン

が開催された。総会に先立ち、先の西日本

事課秘書課長皆川公寿様も同行出席）にご

の伴奏で惜別の歌を合唱、程塚良男理事長

豪雨災害での被災者への黙祷を捧げ、門田

挨拶を賜った。次いで東京目黒区支部岡田

の閉宴の言葉で散会した。

峻徳支部長の開会の挨拶の後、同氏が議長

匡令支部長、東京荒川区支部の小原実事務

広報部長

五十嵐

誠

に選任され議事に入った。事務局が平成
29 年度の事業報告、決算報告、羽原監査

兵庫白門会支部

学術講演会・総会・懇親会を開催

役が監査報告を行い、平成 30 年度の事業

として長年にわたり尽力されている、羽原

計画と予算案共に全会一致で承認された。

正博氏による「母校中央大学に対する限り

学術講演会・総会・懇親会が 9 月 29 日

次いで懇親会は、小川副支部長の乾杯の

ない愛着と想い」を講演いただいた。第 2

（土）
、神戸の ANA クラウンプラザホテル

音頭にて開宴。第 1 部では、福山支部役員

部では、新入会員 8 名が学生時代を振り返

で開催された。総会に先立ち、中央大学の

支部活動
Pickup ③

橋本基弘教授に「日本国憲法の 71 年 憲法
改正について考える前に必要なこと」と題
して、ご講演いただいた。
総会は、台風接近のためスピーディに行
うために書面審議として承認を得た。

（投稿記事）

懇親会では、大村雅彦理事長から「Chuo

遠州白門会支部

その後、中山正暉先生（元国務大臣・元

Vision 2025」の進捗状況と、箱根駅伝など

懇親会では、1 つの輪になって校歌・応援歌を斉
唱した

スポーツ強化についてお話しいただいた。

学員会会長）による乾杯で開宴。来賓とし

新学部の誕生や法学部の都心移転について

て、中央大学父母連絡会会長スコット・ヘ

「多摩移転以来の大改革が行われ、生まれ

ンプヒルさん（ヘンプヒル恵さんのお父

変わる」と説明。スポーツについては、ヘ

様）、父母連絡会兵庫県支部長堀さんから

ンプヒル恵さんはじめ多くの選手が東京五

ご挨拶をいただいた。昨年に続き北本さん

遠州白門会の定時総会・懇親会が 9 月 8

輪に向けて頑張っていることや、箱根駅伝

とお仲間がエレクトーンで盛り上がるな

日（土）、グランドホテル浜松にて 80 名の

は藤原正和監督の下で本戦に向けて懸命に

ど、賑やかな懇親会となった。

参加を得て開催された。

支部長

取り組んでいることを話された。

走出

それととともに、父母連絡会のメンバーに

平成30年度定時総会・懇親会を開催
父母連絡会とタイアップし
「合同企業説明会」
を実施

対しては、白門の絆の素晴らしさを感じて
いただく機会になったと思う。
その後、定時総会を開催し、本年は役員
改選も行われた。
総会終了後に行われた懇親会には、遠州
白門会メンバーと、現役大学生・その父母
が一緒に参加した。中村紘八前支部長への

本年は、従来の学術講演会や講演会とは

保雄

尾道支部

平成30年度定期総会、
懇親会の開催

趣向を変えて、中央大学父母連絡会西部地

労い、田中範雄新会長（支部長）からの抱負、

区とタイアップした初の試みとして、
「合同

遠州白門会メンバーが所属する企業からの

企業説明会」を行った。

協賛賞品がテンコ盛りの恒例のお楽しみ抽
選会、皆が 1 つの輪になって、校歌・応援

遠州白門会の 40 ～ 50 代の OB が、自分

当初、7 月 7 日（土）に予定していた総

歌を斉唱し、幕を閉じた。

たちの所属する企業・自治体の事業概要を

会は、西日本豪雨災害により、インフラが

紹介したり、OB が活躍している様子を発

最後に、遠州白門会では、中大スポーツ

ダウンするなどの影響があり、やむなく延

表したり、弁護士・公認会計士等の士業の

の現役記者を講師に招き、東京オリンピッ

期となり、9 月 8 日（土）に開催した。被

日常の現場や側面を紹介したり、といった

ク・パラリンピックに備えて、静岡県出身

災後早速、学員会本部よりお見舞いの書簡

1 人 10 分程度の発表を行い、合計で 10 種

者を中心とした、中大出身のアスリートに

類の職業を紹介した。

ついて学ぶ機会を設けるなど、新しい試み

をいただき、誠にありがとうございました。
総会では、通常の議事のほか役員改選があ

を挙げて取り組むことを確認した。
懇親会では、苦しかった被災のことと、

り、次世代を担う役員が多数就任した。今後
の会の運営に期待を寄せている。それから、

猛暑の夏のことなどの話題で、普段以上の

懸案の少子高齢化による会員数減少に歯止め

盛り上がりを感じた。
幹事長

をかけるため、新会員発掘、入会勧誘に、会

普家

参加者が新しい風を感じられる地域支部会

家として立ち振る舞っている姿に、普段と

を今後も目指していきたい。
副会長（副支部長） 富永

もしい仲間たちであることを再認識した。

水見 壽男

久慈市 和城 弘志

知床の世界遺産へ鮭上る

選

［評
 ］毎 年 何 処 か が 何 か の 理 由 で、 世

界遺産に登録の話題となる。日本の北

の果ての知床岬を、二度ならず四度踏

久喜市 浜田 喜久二

中央俳句会事務局 小林正也
TEL : 0280-62-0641

荒川の土手群生の曼珠沙華

静岡市 梅原 久子

相模原市 はやし 央

大根引実を大根の葉で拭ひ

防府市 村重 光子

着ぶくれて昼に集まる同期会

子供等の夢の後押し雲の峰

岡山市 松元 慶子

彼岸へとガイドの炎曼珠沙華

多摩市 山本 満志

上田市 八田 充紘

水仙の花を揺らせる軒雫

息災の湯気や信貴山大根炊き

名古屋市 安井 俊夫

学窓の昭和懐し暮の秋

問い合わせ

査 し た 私 か ら 見 れ ば 些か 遅 きに 失 し た

世界遺産の登録である。知床岬は山あ

り川あり谷あり、そして洞穴ありと天

然自然の宝庫である。秘境であり秘蔵

会いは、まさしく名蹟知床川との出会

八王子市 滝沢 孝之

いとほしく木の実拾ふて仕舞ひけり

高知市 下元 永博

小平市 鈴木 三光子

放牛もすでに畜舎へ草紅葉

空っぽの馬家を月が覗きけり

松戸市 久保田 雅久

這松を撫でて狭霧の流れ行く

平塚市 小林 空山

横浜市 伊達天

駿河路や尾花ゆらゆら一里塚

●毎月第2土曜日
●中央大学駿河台記念館
皆様のご参加お待ちしています。

さるものも多い。この地での鮭との出

いでもある。

中野区 荒井 司雄

輪踊りの端に手踊り車椅子

［評
 ］ 盆 踊 り の 情 景 の 中 に、 手 踊 の一

人もあって、衆人参加の踊り風景の輪

が広がる。車椅子がまこと象徴的なス

年 代 私 も ふ る さ との 盆 踊 り に 参

ポットで、句作の省略の妙を演出する。

昭和

若男女が学校の校庭に参集し、越後踊

古賀市 大野 兼司

芭蕉忌や山門前の投句箱

廃屋となりし実家や秋の雨

気仙郡 三尾 恭子

セーターの中で乳房のしづまれり

調布市 小林 節子

横浜市 木下 功

遭難碑枯野はるけき麓かな

京都市 村山 勝則

焼討ちの古刹に映ゆる冬紅葉

神渡し沖船の灯の揺れゐたり

学員ご家族、在学生と父母の投句も歓

「中央俳句会」は中央俳壇の皆様が参加する句会です。

20

自組織の一員として、あるいはプロの専門
は違った“顔”を垣間見られたことで、頼

正信

加し、鎮魂の思いを繋いだ。街中の老

り風を模して踊ったものである。

さいたま市 松枝 勝一

野菊晴細き深山路ゆづりあふ

［評
 ］何と言っても野菊は日本の自然に

似合う。この句も自然諷詠の趣向きの中

た句の仕上がりである。昨年十月拙句
“野

に、秋の日本の野を写して、省略を利し

菊晴とは美しき日の空”が新聞俳壇で土

句の方が数段上で人情のふれ合いの機微

肥あき子先生の句評を得た。しかし掲出

を匂わせる。

卒業年（学員の場合）
」
「④学員との続き

迎 し ま す。
「①お名前」
「②ご住所」
「③

柄」をご明記ください。はがき１枚に１

月 ８ 日（ 金 ）

名古屋市 河村 美智子

句、楷 書 の こ と。 次 号 は

締切
（消印有効）
。あて先は学員会本部
「中

央俳壇」係。

定例句会

所沢市 小暮 源四朗

うれしさや酒中花椿一つ咲き

ふるさとの山粧ひて父母眠る

神戸市 片山 博善

音もなく白きうねりや蕎麦の花

２

を行っている。若い支部メンバーが加わり、

普段役員会で顔を合わせている面々が各

茂
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学員体育会支部

支部活動
Pickup ④

通常評議員会・総会が開催されました！
学員体育会通常評議員会・総会が 6 月 9
日（土）、106 名の参加をいただき、開催

（投稿記事）

された。総会では、事業報告、決算報告等

山口支部宇部・小野田・厚狭地区会
中央大スウィング部コンサートを開催

プロのジャズボーカリストである髙山惠子さんと
コラボレーションした

続いて、若島事務局長の司会により、懇

フルな演奏に酔いしれた。当コンサートは、

親会が始まった。冒頭、関会長から「東京

明治維新 150 年を記念した県の PR 企画「や

オリンピック 20 人の大学の悲願に対して、

のなすべきこと」と、我々学員にご指導ご

学員体育会は最大の応援団として全力を尽

鞭撻をいただいた。

まぐち幕末 ISHIN 祭」の一環として行われ
山口支部宇部・小野田・厚狭地区会主催

が審議され、議案はいずれも承認された。

たもの。

で、中央大学音楽研究会「スウィング・ク

また、同日、山口支部の総会が国際ホテ

リスタル・オーケストラ」のコンサートが

ルで開催され、昨年度の事業報告、在学生

9 月 15 日（土）、宇部市の渡辺翁記念会館

や卒業生の近況報告などが行われた。
山口支部宇部・小野田

で盛大に開催された。来場した約 1,000 人

厚狭地区会幹事長

の観客は、ビッグバンドジャズによるパワ

小林

武司

り、
「これだけは言っておきたい」を披露

会の終盤には、元中央大学応援団の間宮

した。第 3 部では、大好評の広島東洋カー

正博氏のエールに続いて、中大節と応援歌

ププレミアムチケット、カープグッズ、中

を熱唱、結びには惜別の歌を全員で斉唱し、

大グッズが当たるビンゴゲームを催し、会

散会した。

場は大盛況だった。

幹事長

岡野

くす必要がある、今後も一体となって盛り
上げよう」という決意が述べられた。

その後、中央大学評議員会議長の坂巻國
男様より、運動部の皆様の活躍と学員体育

ご来賓の方々からもたくさんのご祝辞を

会の発展を祈って、乾杯のご発声が高らか

いただき、中央大学の運動部の活躍は、学

に唱和された。歓談のあと、応援団による

生、父母、職員いずれにとっても特別なも

校歌・応援歌の斉唱が力強く行われ、川島

のという熱い思いが寄せられた。特に学員

副会長の三本締めで会を終えた。中央大学

会会長久野修慈様からは、「選手が安心し

の運動部の活躍と発展のために、皆が心を

てプレーできる環境を作ること、精神的に

一つにした、楽しい時間だった。

も充実できるサポートをすることが、OB

松江

仁美

真法会支部

恒生

創立84周年記念式典を盛大に挙行

人口学ゼミ連合支部

総勢 207 名の出席を得た本年度式典が 9

第8回定時総会・懇親会を開催

月 19 日（水）
、アルカディア市ヶ谷で開催

10 月 13 日（土）
、中大多摩校舎経済学部

された。まず槙枝一臣本会会長から「多摩

棟で総会・講演会、ヒルトップで懇親会が、

移転から 40 年が経過した。今後は大学の

親淵会 8 人、松浦ゼミ 21 人が出席して開

都心展開と学部・法科大学院の一体運営と

催された。今回は松浦司先生が海外研修を

いう新たな課題に直面するが、会役員層の

終え帰国されたため、3 年ぶりに多摩に場

若返りを図るとともに、地方で活躍する会

きく、その伝統は大学の宝といえる。大学

所を移しての開催となった。

員に対して会活動への積極的な参画を呼び

は今、法学部教育と法科大学院教育とを

掛けていくことで、より一層の発展を目指

シームレスなものとすべく、制度面、施設・

していきたい」旨の挨拶があった。

設備面を含めて運営の一体化を検討してい

総会は、石川佑馬君（松浦ゼミ 2 年）の
司会で始まった。副支部長・松浦先生の挨
拶の後、大村雅彦理事長、酒井正三郎総長、

が「イミグレーションの職場紹介とお勧め

福原紀彦学長、久野修慈学員会会長からの

したい本に関して」と題して行われた。

続いて小林明彦本会理事長から「今年度

る。今後も真法会を先頭に仰ぎ見つつ、大

司法試験で本会は 16 名の合格者を輩出した。

学を発展させていきたい」旨の挨拶が述べ

懇親会に移り、笹川順子さん（親淵会 15

これは会員の厚志を財源とした教育プログ

られた。

氏（親淵会 3 期）を議長に選出して、第 1

期）
、南花菜子さん（松浦ゼミ 3 年）が進行

ラムの賜物であり、会を代表して御礼申し

祝宴では林勘市常任理事による乾杯の発

号議案 2017 年度活動報告を久保田正幹事

し、
辻󠄀新一氏（親淵会 2 期）の記念撮影の後、

上げたい。大学では都心展開が検討されて

声の後、司法試験合格者を代表して山田真

長（親淵会 4 期）が、第 2 号議案 2017 年

小林繁春氏
（親淵会 1 期）
の乾杯発声で飲食・

いるが、移転後も法職講座及び学研連関係

弓君から会への謝意と今後の抱負が述べら

度会計報告を藤岡幹芳氏（親淵会 6 期）が、

歓談となった。和やかな雰囲気の中、参加

施設の維持・充実が図られるよう引き続き

れた。合格直後の歓びと自信に満ちたス

会計監査報告を岡本栄氏（親淵会 4 期）が

者全員の挨拶が続き、最後は久保田幹事長

働きかけていきたい」旨の挨拶があった。

ピーチは、平成最後となる式典を華やかに

行い、いずれの議案も承認された。

による中締めをもって閉会した。

祝電が披露された。総会議事は、江頭幸雄

講演会は、村井陽祐氏（松浦ゼミ 6 期）

幹事長 久保田 正

来賓祝辞では福原紀彦学長から「本学の

彩るものとなった。

歴史の中で真法会の果たしてきた役割は大

事務局長

田野

剛広

支 部 か ら の 呼 び か け
学員会本部では、支部活動の支援の一つとして、支部参加の呼びかけの場を提供します。
各支部から寄せられた入会の概要やメッセージをご紹介します。

支部・白門会入会案内
支部、白門会の入会案内・新会員募集を学員時報の紙面で大々的に行います。
下記の項目をお知らせください。

※すでにご投稿いただいていても、今号には掲載されていない場合があります。次号以降、順次掲載します。

送付先

中央大学学員会

Mail：henshu@tamajs.chuo-u.ac.jp

❶支部・白門会の名称 ❷入会資格 ❸入会金・会費
❹主な活動や勧誘メッセージ（100字以内） ❺お問い合わせ先（電話・Ｅメール）

FAX：03-3219-6177

※学員会本部事務局を連絡先とする場合はその旨を明記

白門 44 会支部“一緒に卒業 50 周年を迎えませんか”
入 会 資 格 中央大学 昭和 44 年の卒業生もしくは昭和 40 年入学の方
入会金・会費 入会金ナシ。年会費 3,000 円
記 念 行 事 卒業 50 周年記念総会・2019 年 7 月 6 日（土）11 時 30 分・上野精養軒
主 な 活 動 総会・講演会（例年 7 月第 1 土曜日）
、忘年会（例年 12 月第 1 土曜日）
、春秋のウォーキング、ゴルフコンペ、B 級グルメの会、囲碁将棋会、学生スポーツ応援会（駅伝、野球、ラグビー等）
、
白門りんごの会（青森県三戸町との地域支援交流）
、地域支部との交流他

連

絡

先 ●支部長 吉永 匡宏（090-5311-5161）
●幹事長 小畑 幸生（090-3533-2967）
ホームページ「白門 44 会」をご覧ください。

東京杉並区支部（通称「杉並白門会」
）
入 会 資 格 杉並区内に居住または勤務し、もしくは関係ある者で、中央大学学員、卒業生、在籍経験者
入会金・会費 入会金 2,000 円。年会費 3,000 円
主 な 活 動 学員相互の親睦と地域社会への貢献、中央大学の発展に寄与することを目的とし、定時総会、忘年会、同好会など親睦行事や、法律税金セミナー、講演会など、
地域住民向けの行事を行っています。平成卒業生を大募集中！

連

絡

先 ●幹事長 本田 良夫
杉並白門会の HP（http://www.suginami-hakumonkai.net/）からお問い合わせください。

不動産建設白門会支部
入 会 資 格 不動産・建設・金融およびその関連業界（調査・士業全般等）に従事する卒業生
入会金・会費 年会費 12,000 円

主 な 活 動 新卒者も含め会員数は約 470 名。ネットワークを活かし月に一度の情報交換会のほか
勉強会や親睦会、同好会活動を行っています。また 18 大学で構成される大学不動産
連盟の地域情報交換会へも参加可能です。毎年 200 件超の成約報告がされています。
40 歳未満の若手会も構成されています。

連

絡

先 ●会員増強委員長

ウェブサイト

粉川（こがわ）
（090-4246-4003）
https://hakumon.jp/
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支部活動
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２０１９年（平成３１年）1 月２１日 （ 15 ）

グ・バンド・ジャズ・コンテスト」と並ぶ憧れの大会で、毎年、
群馬県太田市で開催されている。
今回、出場校は早稲田大・慶応大・明治大・立教大・法政大・
日大・青学大・東工大など、関東の強豪ビッグバンド 13 チー
ムとゲストバンド 3 チームで、3,000 人以上の観客を集めた。

（投稿記事）

白門ゴルフ大会結果
2018 年（平成 30 年）11 月 7 日（水）、桜ヶ丘カントリー
クラブで「白門ゴルフ大会」を開催しました。結果は次の
とおり。

中央大学は第 1 回から連続出場しており、今回は早稲田・

群馬支部太田白門会

慶応・明治の強豪 3 傑を抑えて見事優勝を果たし、優勝賞金
を獲得した。
スウィング・クリスタル・オーケストラのメンバー、監督、

「中央大学スウィング・
クリスタル・オーケストラ」
優勝！

スタッフの日常の研鑽に敬意を表するとともに、今後一層の

大学に栄冠がもたらされたことは、長年応援をしてきた群馬

アリス）で行われ、中央大学スウィング・クリスタル・オー

支部および太田白門会の今後の活動にとって一層の励みとな

ケストラ（監督 重松述史）が 17 年ぶりの優勝に輝いた。

るものである。

個人優勝

三ツ木 平太郎 氏

藤野チーム

学員会

会長 小野 善孝

このジャズフェスティバルは、学生の間では「ヤマノ・ビッ

団体優勝

51

経

平成最後の太田市大学ジャズフェスティバルで、我が中央

（土）
、2 日（日）の両日、太田市新田文化会館・総合体育館（エ

昭

活躍を期待したい。

「第 23 回太田市大学ジャズフェスティバル」が 12 月 1 日

優勝した中央大学スウィング・クリスタル・オーケ
ストラのメンバー

全国支部長会議、
定時協議員会・定時
学員総会のお知らせ
2019年全国支部長会議、定時協議員会・定時学員総
会は、以下のとおり開催いたします。詳細は次号に掲
載予定です。

● 全国支部長会議

2019 年 5 月 17 日（金）14:00 ～

● 定時協議員会・定時学員総会

2019 年 5 月 18 日（土）13:00 ～

場所

中央大学駿河台記念館

白門レガッタ2018開催
現役学生・学員・教職員・父母連・地域の方、
総勢450人が戸田オリンピックボートコースに結集

学員会主催の学内ボートレース「白門レガッタ 2018」が 12 月 9 日（日）
、
開催された。白門レガッ
タは、現役中大生から、教職員、学員、父母連会員、地域の方まで、中央大学を愛する人が一堂に
会し、ボート競技でともに汗を流して One Chuo の絆を深めることを目的とする大会である。
今回、学員会の各支部をはじめ学生、父母連、地域の方など 54 チーム、選手約 200 人、応援の方々
や運営スタッフを務めた体育連盟ボート部員など総勢 450 人の中大関係者が戸田ボートコースに

大会実行委員長の山本卓学員会副会長もレース
に参加した

力漕する父母連東京都西部支部チーム。父母連
は首都圏の 6 支部から計 14 クルーが参加した

集った。開会式には酒井総長、福原学長、菅原文仁戸田市長が列席し、10 時から競技が始まった。
ナックルフォアという艇を用いて 300m のレースを 2 本漕ぎ、その合計タイムで順位を争う。4
人でクルーを組み、舵取り役として乗り込んだボート部員の号令に従って漕ぐのだが、多くの参加
者がボート初体験。スタート地点にたどりつけない艇も出るなど、水上で悪戦苦闘する姿も見られ
た。しかし、レースも 2 本目となるとクルー全員で息を合わせて漕ぐボートの楽しさや、選手目線
でボートを体験できた感動などを味わう余裕もでき、参加者はみな笑顔で競技を終えていた。
その後、上位入賞クルーへの表彰では豪華賞品が贈られた。懇親会では、参加者がそれぞれの立
場を超えて交流を深める姿が見られ、One Chuo のもと皆の思いが一つになった 1 日だった。

酒井総長は同期の 48 会支部のクルーで出場し、 アジア大会で優勝したボート部の宮浦真之選手
鮮やかなオール捌きを披露（左から 3 番目）
（文 4）も応援に駆けつけ、和やかに記念撮影

（公財）白門奨学会寄付者芳名

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
▶飯田支部
（3 月 26 日就任）
・幹事長
白子 和夫（昭 49）

▶東京検察支部
（6 月 25 日就任）
・幹事長
小新井 友厚（平 6）

▶ジャカルタ支部
（4 月 1 日就任）
・幹事長
川又 哲（平 5）

▶福岡白門会支部
（7 月 20 日就任）
・支部長
石橋 和幸（昭 57）

▶バンクーバー白門会支部
（4 月 1 日就任）
・支部長
角南 陽一（平 1）
・幹事長
蓮尾 啓子（平 7）

▶東京足立区支部
（8 月 4 日就任）
・支部長
鳥山 高章（昭 60）
・幹事長
高久 澄男（昭 63）

▶行政研究会支部
（5 月 26 日就任）
・幹事長
三宅 俊光（昭 60）

▶東京墨田区支部
（8 月 7 日就任）
・支部長
阿部 敏晴（昭 44）
・幹事長
内田 淳（昭 57）

▶ブラジル支部
（8 月 15 日就任）
・支部長
根本 篤（平 5）
・幹事長
中司 竜太（平 21）

▶山口支部
（9 月 15 日就任）
・支部長
北村 経夫（昭 54）
・幹事長
黒川 裕希（平 16）

▶青森県支部
（9 月 7 日就任）
・支部長
葛西 崇（昭 56）

▶緑窓会支部
（10 月 1 日就任）
・幹事長
岩崎 宏（昭 32）

▶遠州白門会支部
（9 月 8 日就任）
・支部長
田中 範雄（昭 48）

▶沖縄支部
（10 月 6 日就任）
・事務局長
松尾 晋哉（平 14）

▶尾道支部
（9 月 8 日就任）
・幹事長
宮本 寛（昭 58）

▶玉成会支部
（11 月 16 日就任）
・支部長
大谷 隼夫（昭 43）

第2938回
（10月9日～12月10日）
●

40万円
山﨑 通雄

殿（追加）

●

10万円
小野塚 純二 殿（追加）
松丸 秀邦
殿（追加）

●

2万円
中島 章夫

殿（追加）

訃 報
川北 博 氏

2018 年 12 月 9 日ご逝去

学員会最高顧問

▶

齋藤 芳司 氏

2018 年 9 月 29 日ご逝去

小金井支部前支部長

▶

日名子 泰通 氏

2018 年 10 月 20 日ご逝去

福岡白門会支部前支部長

▶
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95回 箱根駅伝

第

箱根駅伝を終えて

惜しくも

藤原正和監督のコメント

優勝できるチーム構築に向けて全力で改善していく

総合11位
復活へ手応え

平素は本学陸上競技部に対して多大なるご支援・ご声援を頂戴し、
誠にありがとうございます。
結果は往路12位、
復路8位、
総合11位という大変悔しい結果となりました。

往路スタートから、とにかく前でレースを進め、主導権を握る走りを中山・堀尾のWエースが魅せてく
れました。3区は耐える区間と位置付けていたものの、想定を下回る走りで若干の後退を余儀なくされ
流れが途切れましたが、4区でしっかりと立て直すことができました。
山は専属で進めていた選手が結
局は使えず、
後手に回りブレーキとなりました。5区の人選からもう一度、
新チームではやり直します。
復路に関しては、6区でブレーキとなり厳しいスタートとなりましたが、7区〜 10区は想定通りの
最 後 の 力 を 振 り 絞 り 11 位 で フ ィ
ニッシュした川崎選手（中央）を称
える中山選手（右）と堀尾選手（左）

第95回東京箱根間往復大学駅伝競走
（箱根駅伝）
が1月2日
（水）
、
3日
（木）
、
東京・
大手町～箱根・芦ノ湖を往復する10区間217.1kmで争われ、
中央大学は往路12
位、
復路8位、
総合11位でフィニッシュ。
7年ぶりのシード権確保には至らなかった。
今年も沿道にはたくさんの応援

を目指し前を追った中大。10区の川崎新

1月2日の往路では、当日エントリー変

太郎選手（経2）が2つ順位を上げたが、惜

更で1区を走行した中山顕選手（法4）が

しくも届かず復路8位・5時間35分13秒

区間2位のタイムで好走。続く2区の堀尾

でフィ ニッ シュ。10区間の総合成績は

謙介選手（経4）は3位で戸塚中継所を通

11時間10分39秒、総合11位でレースを

過したものの、3区以降は我慢の走りと

終えた。10位との差は1分16秒だった。

なり、往路12位・5時間35分26秒で終え

1日目、2日目とも、
東京・大手町～箱根・

た。

芦ノ湖間の沿道にはたくさんの学員が応

翌3日の復路では、来年のシード権圏内

援に駆け付けた。

S P O RTS

走りをして力を発揮してくれました。
シード権には届きませんでしたが、中大としてのプライドは選手
が魅せてくれたのではと感じています。
1年間積み上げてきたものが間違っていないことは証明できたのではないかと考えていますが、そ
れ以上に他校の成長速度の速さに押されていると感じています。強化の方向性やその強度・純度を高
めていかねばなりませんし、予算の配分等も見直していき、とにかく勝てる、優勝できるチーム構築に
向けて全力で改善して参ります。
学員会の皆様にはこの2年、多大なるご支援を頂戴し大変感謝しております。
結果の出ていない現状
でお願いできるようなことではありませんが、強化にはどうしてもお金がかかります。
今後とも今以上
のご支援を頂戴できますようお願いしますとともに、現役部員たちをぜひ一緒に支えていただき、56
万のOB・OGと現役が一丸となって箱根で勝てればと思います。
お願いばかりで恐縮ですが、引き続き
のご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

箱根駅伝

個人成績 （

）は区間順位

往 路
1 区 中山 顕

復 路

（法 4） 1 時間 02 分 36 秒 （2 位）

6 区 舟津 彰馬 （経 3） 1 時間 00 分 45 秒 （17 位）

2 区 堀尾 謙介 （経 4） 1 時間 07 分 44 秒 （5 位）

7 区 関口 康平 （理 4） 1 時間 05 分 05 秒 （15 位）

3 区 三須 健乃介（文 2） 1 時間 04 分 59 秒 （16 位）

8 区 矢野 郁人 （商 2） 1 時間 06 分 29 秒 （8 位）

4 区 池田 勘汰 （商 2） 1 時間 03 分 43 秒 （9 位）

9 区 苗村 隆広 （文 4） 1 時間 10 分 59 秒 （8 位）

5 区 岩原 智昭 （文 2） 1 時間 16 分 24 秒 （20 位）

10 区 川崎 新太郎（経 2） 1 時間 11 分 55 秒 （6 位）

中 大 ス ポ ー ツトピ ック ス

TOPICS

フェンシング部

重量挙部

水泳部

全日本フェンシング選手権大会
女子サーブル団体戦で初優勝!!

全日本大学対抗選手権大会
2種目優勝!!

長野凌生選手 文3
日本パラ水泳で2種目優勝!!

第71回全日本フェ ンシング選手権大会が12月21

第64回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手

第35回日本パラ水泳選手権大会が12月1日（ 土 ）

日（金）～ 23日（日）
、青柳公園市民体育館（茨城県）

権大会が12月14日（金）～ 16日（日）、上尾市スポー

～ 2日（日）
、三重県スポーツの杜鈴鹿水泳場で行わ

で行われ、本学フェンシング部が6種目中5種目に

ツ総合センター（埼玉県）で行われ、本学重量挙部

れ、本学の長野凌生選手

出場し、女子サー

の原勇輝選手（法3）が男子85kg級で、ジェンディ今

（文3）が男子100m自由形

ブル団体戦で初優

夢選手（経4）が男子94kg級で優勝した。

（S13クラス）および男子

勝 を 果 た し た。ま

50m自由形（S13クラス）

た、男子エペおよ

の2種目で優勝した。

びサーブル団体戦
で準優勝、男子フ
ルー レで4位に入
賞した。

写真提供：中央大学フェンシング部

初優勝したフェンシング部・女子サーブル
の選手。左から、江村美咲選手（法 2）
、雨
田由香選手（法 1）
、森彩音選手（経 2）
、
向江彩伽選手（理 2）

昨年に続き優勝した長野選手

中大スポーツを応援しよう！
写真提供：
「中大スポーツ」新聞部

85kg 級で優勝した原選手

写真提供：
「中大スポーツ」新聞部

スケジュールの確認はこちらから。

94kg 級で優勝したジェンディ選手（中央）

白門アーカイブ

中央大学駿河台記念館と創立100周年記念募金事業トリビュート
多摩移転前の時代をしのぶよすがでもあ
る駿河台記念館。その 2 階事務室の一角
に立派な大理石の壁がある。明らかにほか
と違う雰囲気を漂わせる壁の正体は、かつ
てこの地に存在していた中央大学会館の一
部だ。
駿河台記念館は中央大学創立 100 周年
記念事業の一環として計画され、1988 年
（昭和 63 年）に竣工した。用途は教育・
研究施設、国内外の大学や研究機関との交
流に加え、学員の交流の場を想定していた。
片や中央大学会館も創立記念事業の一
環であり、70 周年の際に計画され、1956
年（昭和 31 年）に落成。地下 1 階、地上
5 階の、自家変電室、大食堂、大小会議室、
宿泊室等を備えた堂々たる建築であった。
教職員や学員による会議、研究会など学員
と学校側が自由に語らう場として中大の多
摩移転後も唯一駿河台に鎮座し続け、やが
て駿河台記念館へと建て替えられ、その役
割も受け継がれたのである。
これら記念建築事業の主要財源はいずれ
も学員からの募金であった。中央大学会館
の建設にかかった費用は総額約 1 億 5,300
万円。当初は大学会館と体育館の両方を約
5 億円かけて新築し、資金のうち 2 億円を
募金でまかなう予定だったが、フタを開け

てみると実際に集まった募金額は予定額を
下回ったため、話は大学会館を優先的に造
るところに落ち着いた。
では駿河台記念館の総工費はどれくらい
だったのか？
駿河台記念館の建設を含む創立 100 周
年記念事業計画は、記念式典と記念講演の
挙行、百年史・記念論文集・写真集の刊行、
さらには記録映画『母校よ永遠なれ』の制
作などが盛り込まれた壮大なものであっ
た。かかる総予算は 63 億円余で、記念館
には 38 億円の巨費が投入された※ 1。この
うち募金でまかなおうとしたのは 50 億円
である。
結論からいうと 1982 年（昭和 57 年）
に開始された募金活動は 6 年で目標額を
達成した。しかし道は平坦ではなかった。
この間に 1984 年 8 月からさまざまな記念
行事が始まり、100 周年に当たる 1985 年
12 月には滞りなくすべての行事が終わっ
ていた。あとは最大にしてメイン事業であ
る記念館の建設という本丸を残すのみと
なっていた。
募金の達成状況は学員時報に詳しい。記
念行事の真っ最中である 1984 年（昭和
59 年）１0 月末の発表では 25 億 5,245
万円余と達成率は 51%。1985 年 5 月末

で 33 億 9,878 万 円 余（ 達 成 率 68%）
。
1986 年の年頭挨拶で桃井直造常任理事が
語るように「私学をとりまく環境は、経常
費補助金の削減をはじめ大学進学率の頭打
及び 1992 年度をピークとする 18 歳人口
の急減など極めて厳しい状況」で目標達成
は楽観視できない。
一方で建設のための地質調査や、中央大
学会館の解体計画の作成は着実に進んでい
る。解体工事は 1986 年（昭和 61 年）の
11 月から翌年 4 月までの半年。記念館の
工期は 5 月から 1988 年の 10 月まで。た
だし資金調達状況によっては延びる可能性
があるとの注釈があることからも、やはり
状況は依然として厳しかったようである※2。
募 金 状 況は 1986 年（昭 和 61 年）の
11 月末時点で 43 億 1,300 万円強と目標
額の 86%、1987 年の 7 月末時点で 47 億
6,992 万円余（達成率 95%）
。ゴールは見
えているが、法人募金が上限に達している
状況であり、最後の 5% を確保するための
ラストスパートは全国の学員に託された形
となった。関係者が全国を草の根的に東奔
西走した懸命な募金活動が実を結んだのは
1988 年 6 月 6 日。最終的には学員会が 1
億円の資金を投じたことで、寄付金総額は
約 51 億 3,460 万円余となった。内訳は法

※1：学員時報第241号
（昭和62年７月25日） ※2：学員時報第225号
（昭和61年3月25日）
、
第228号
（昭和61年6月25日） ※3：学員時報第253号
（昭和63年7月25日）

4

Vol.

人が 34 億 2,614 万円、
学員が 13 億 3,822
万円、教職員が 3 億 5,416 万円、篤志家
が 1,978 万円である※ 3。
法人を除いた個人への募金活動は、学員
名簿や同期会名簿、ゼミ名簿などをもとに
卒業生の掘り起こしから始まる。それで現
在の住所を把握できた 16 万人に趣意書を
送り募金の協力を要請した。大変な労力と
根気を伴う作業だ。昭和最後の冬の日 11
月 16 日、駿河台記念館の落成を、関係者
は万感の思いで見つめたのではないだろう
か。

駿河台記念館落成記念品の
オレンジカードとマグカップ

