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三枝博音先生没後５０年記念 
 このたび三枝博音元横浜市立大学学長の没後５０年記念誌が発行されました。抜粋して掲載します。 

 

 

 

    

 

近 畿 進 交 会 会 報 

第 57 号 

平成 26 年 4 月 25 日 

（題字：植田美夫） 

特集 １ 

金沢八景キャンパス（1960 年） 

学部長時代の三枝博音 
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三枝博音と横浜市立大学 
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 特集 ２   しんこう１号から順次主要記事を掲載してまいります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

進交会 新年懇親会に参加して  

近畿進交会 会長 植田美夫（昭 34 商） 

 

去る１月 25 日（土）一般社団法人進交会恒例の 

新年懇親会が崎陽軒本店にて本年も盛大に開催され 

ました。 

新年早々急逝されました野並 豊 進交会名誉

会長の黙祷に始まり、秋谷進交会理事長の挨拶、来

賓の田中市大理事長・布施市大学長・山本 Y 校校長

の祝辞があり、懇親会の最後には Y 校校歌・市大校

歌を斉唱して散会した。 

 

特集 ２ 「しんこう」１号（平成３年３月１０日発行）から つづき 
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ご挨拶・ご祝辞の一部を下記にご紹介します。 

 

① 進交会は昨年より役員の若返りを図ってきた。 

今回（１月末）事務局長も 15 年務めていただ 

いた出原基次氏から堀田和裕氏（昭 51 商）に 

交代した。今後とも会の活性化を目指して努力

して参りたい。 

② 少子社会となり大学の定員イコール受験生とい

う大学受難時代に突入し、大学間の競争が益々

激しくなってきた。文部科学省も教育・研究の

成果が著しい大学、地域社会に貢献できる大学、

自分達の意思と能力と努力で支えていける大学

には予算を出すが、それ以外には予算を出さな

いといった正に大学間のサバイバル時代に入っ

てきた。 

進交会の一層のご支援、ご協力をお願いしたい。 

③ 国内外の経済・社会構造の変革により大学の役

割が大きく変化してきた。 

市大は 10 年前から教育・研究・診療の面で質の 

向上と地域社会に貢献できる大学を目指して将

来構想委員会を立上げ制度改革を行ってきた。 

従って現在国公立大学の中では最先端の大学と

言っても過言ではない。 

④ Y 校も変革を行い教職員ともども日本一の商業

高校を目指して努力している。尚 布施市大学

長・山本 Y 校校長とも本年３月末をもって退任

されることが決まっている。 

 

近畿Ｙ校会総会・新年会に参加して 

  近畿 Y 校会会長  内田 正雄（昭 35Y 校） 

 

平成 26 年度「近畿Ｙ校会」の総会兼新年会は

２月２日大阪市北区の「さと・すし半」天神橋店

で行われました。 

  当日はこの時期にしては暖かく、好天にも恵ま

れましたが、風邪などにより２名が欠席となり 10

名の参加です。 

内田会長から簡単な会務報告・会計報告のあと、

久しぶりにご参加頂いた槇田さんのご挨拶と乾

杯。続いて横浜での進交会総会に出席された深谷

顧問のご報告がありました。 

しばらくの飲食・歓談の後、恒例となりました

参加者皆さんの近況報告です。病気で入院したこ

と、医者に掛かりこんな薬を飲んでいる、可愛い

孫の話、Ｙ校時代の思い出と多種多様。そして最

近めっきり弱くなったＹ校硬式野球部への不

満・怒りと全国大会出場願望で大いに盛り上がり

ます。 

最後は、出場の時は皆で応援に行くことを確認

し、校歌を斉唱して、別れを惜しみつつ散会しま

した。 

  尚、今年度も近畿Ｙ校会は顧問 深谷悦男、会

長 内田正雄、幹事 酒瀬川裕、養父勝弘、針金

洋子の体制で臨みますので、よろしくお願い致し

ます。 

 

幹 事 会 報 告 

    近畿進交会 会長 昭 34 商 植田美夫 

（２月６日（木）於 門真市 松心会館） 

出席者： 深谷悦男 植田美夫 原 洋志 出射靖郎  

内田正雄 中原悠司 小林 博 白石富男 奥村忠道  

森岡 章 竹田 博 川戸眞吾 古内秀樹 

議事に入る前に会長から泉事務局長の病状報告

並びに進交会新年懇親会の報告があった。 

 

議題１．本年の「近畿進交会の集い」について 

 2 年連続キャッスルホテルで開催したが、ホテル

側の大変な協力もあり、それなりに盛会裏に終始し

たとの一同の感想はあったが議論の結果、今年は

少々趣を変え中原常任幹事の発案で第１候補を梅田

ニューミュンヘン本店（第 2 候補をキャッスル H)

として、近々幹事数名で下見と打合せを行い最終決

定することになった。 

なお 本年の開催日は 10 月 17 日（金）18:30 と

し、久しぶりにウィークデー開催に決定した。 

 日程が決定したので会員に出来るだけ早く徹底し、

1 人でも多くの方々にご参加いただくよう幹事は責

任を持って勧誘する。 

 

議題２．「近畿進交会若人の集い」開催について 

「若人の集い」は表現が適切でない為、今後は「平

成卒の集い」に名称を変更する。5 月に昨年の出席

者及び返信者を中心に小グループの会を開催する。

企画立案は竹田・古内両幹事に一任する。（決定内容

は速やかに幹事にメール連絡する。） 

8 月に再度全員を対象とした「平成卒の集い」を

開催する。（当開催連絡の結果で今後の開催と案内方
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予告  平成 26 年度 近畿進交会の集い 

      １０月１７日㈮ 18：30 キャッスルホテル（京阪天満橋） 

法を再検討することに決定。） 開催の目的は平成年

度の卒業生が 1 人でも多く近畿進交会に関心を持っ

ていただくと同時に「集い」に参画していただくこ

とであることを十分に踏まえて会の運営をお願いし

たい。 

 

議題３．「しんこう」の次回発行予定と 

原稿の収集について 

・近畿支部発足 30 年、「その歩み」を連載して掲載

する。（担当 中原編集長） 

・仕事を通じて会員の方々に少しでもお役に立つ情 

報を提供するコーナーを設定する。その第 1 回を

川戸幹事が執筆し今後継続して掲載する。 

・「平成卒の集い」に参加された方に原稿をお願いし

たいが、もし無理であればテストケースとして

「集い」の当日アンケートを実施しその内容を

「しんこう」に掲載する方法を考えていただきた

い。 

・ 次回幹事会の日程 ５月２２日（木）松心会館 

 

 平成２５年度 運営会費納入者ご芳名  

   ご協力有難うございました 

前号掲載後の運営会費納入者は次の方々です。   

   （26.3.20.現在 数字は卒業年次） 

（Ｙ専）昭 20 宮澤超一郎 

（商学部）昭 46 竹内邦彦 平 7 西崎真弓 

（文理学部）昭 42 永松求馬  （合計 167 名） 

 

 

 

会員異動・お便り 

平 42 文 永沼求馬 退会希望 

 

川柳  初夢 

       原 洋志 昭 36文（高槻市） 

初夢に 思わず出来た 逆上がり 

初夢に 翼がないと すぐ醒める 

初空に もう１センチ 背伸びする 

初空に 心の筆で 夢と描く 

先ず開き 運の始まる 初ごよみ 

喜怒哀楽 どこに潜むか 初ごよみ 

一行は 楷書で書いた 初日記 

ぱらぱらと 未来をめくり 初日記 

賀状には 足腰弱り 口元気 

遅くなる 賀状一言 詫びを添え 

願い事 なき普段着の 初詣で 

一年間 脱皮も出来ず 初詣で 

リセットの 作動ないまま 年新た 

変わりばえ せぬオレも句も 年新た 

薄味に 慣れて健やか 去年今年 

去年今年 他力本願 確かめつ 

 

 

 

 

 

    

 

編 集 便 り           編集人  昭 39 商 中原 悠司 

「しんこう」57 号は２つの特集記事を掲載しました。 

特集１ 三枝博音元横浜市立大学学長の没後 50 年記念誌から、先生の人柄、業績、当時の 

横浜市立大学の状況がよくわかります。進交会会員必読です。 

特集２ 近畿進交会の前身である進交会近畿支部が発足して３０年、様々な記録をひもとき 

    今後の活動に役立てるため「しんこう」第 1 号（平成３年３月発行）からから順次 

主要記事を掲載してまいります。その第１回目で創刊号の第１頁を再現しました。  

「しんこう」は会員皆様のご協力で成り立っています。皆様の現況、思い出、趣味、詩歌、論文、

愛読書などジャンルを問いません。下記編集子までお送りください。 

原 洋志宛 FAX：072-682-4193          MAIL: hara_yg88@tcn.zaq.ne.jp  

又は中原宛 FAX：072-729-1362           MAIL:nakahara2001@hotmail.com 

「しんこう」の PDF 版を進交会本部のホームページに掲載しています。ご覧ください。 

 http://shinkoukai-web.jp/ 

http://shinkoukai-web.jp/

