
東洋大学校友会長崎県支部
第60回定期総会　報告・議案書

日　時：　2020（令和２）年7月12日（日） 12時～

会　場：　長崎Ｉ．Ｋホテル　　長崎市恵美須町7-17

おことわり：　校友会長崎県支部におきましては定例の支部総会を7月12日に計画しておりましたが、

新型コロナウィルス感染防止のため校友会本部に準じて開催をとりやめました。

この議案書は6月21日に支部役員会にて審議しました。　その結果をここにご報告いたします。

　松浦市福島町 大山展望所　学祖歌碑（中央）と井上信子氏書の記念碑(左）

議事　（報告事項・議案）

(1)　2019年度 会務報告 (5)  2020年度 支部予算案

(2)　2019年度 決算報告 (6)　2020-2021年度 支部役員

(3)　2019年度 会計監査報告 (7)　次期総会開催地協議

(4)　2020年度 事業計画案 (8)　その他
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2019年度会務（事業）報告

2019年（令和元年） ●は校友会長崎県支部ブログで紹介しています

月　日 項目 場　所 備　考　

5月18日 東洋大学校友会支部長会 東京　白山キャンパス 支部長出席
5月25日 第1回支部役員会 長崎市総合福祉センター 支部長会報告、総会内容協議
6月2日 ●女性校友のつどい　春の散策 生月・平戸島　寿福寺 9名参加
7月28日 ●東洋大学校友会支部総会 ホテルセントポール長崎 19名出席
8月3日 ●鹿児島支部創立100周年記念式 鹿児島サンロイヤルホテル 支部長出席
8月17日 2019年度甫水会懇親会 長崎ワシントンホテル 支部長出席（甫水会支部長交代：　　　

高橋俊充氏→都築勇一氏）

9月25日 ●映画「光のマリア」製作支援 長崎市　ツル茶ん 製作陣に茨城県校友の城之内
氏、支部より5名参加

11月16日 ●全国女性校友のつどい しまなみ海道、松山市 3名参加
11月25日 ●生涯学習市民講座（東洋大

社会貢献センター講師派遣支
援プログラム）

雲仙市小浜町公会堂 講演企画 佐藤博美氏（S43年建築
卒）  講師：　東洋大学国際観光学
部徳江順一郎准教授　校友：4名参

2020年(令和２年)

2月2日 ●第26回吉野ヶ里ロードレース応援 神埼市　吉野ヶ里歴史公園 佐賀4、長崎1、甫水会2名

恒例の鹿島祐徳ロードレース応援、陸上部鹿島合宿・陸上教室はコロナウィルスの影響で中止となりました。

3月30日 学祖歌碑周囲の美化作業 松浦市福島 2020年度へ延期

2019/7/28　2019年度支部総会 2019/8/3　鹿児島支部100周年記念式　　　　

2019/11/16　女性交流会　しまなみ海道ツアー 2019/11/25　小浜町生涯学習市民講座　　　

2019/6/2　春の散策　　　　　　　2019/9/25　映画「光のマリア」製作支援　　　2020/2/2　吉野ヶ里ロードレース応援　　　　　　

2020年（令和2年）　総会開催までに完了した事業　　　新年度事業計画(*１)参照
5月16日 東洋大学校友会支部長会 東京　白山キャンパス 書面による議決権行使
6月21日 第1回支部役員会 松藤えきまえプラザ 全国支部長会報告、支部活動協議
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東洋大学校友会の現況

(1)　　校友会全国について

　現在全国的に拡大した新型コロナウィルスのため、日常生活に多大なる影響が出て、検査体制の確立、ワクチン

・治療薬の開発・普及がなされるまで活動自粛せざるを得ない状況となっており5月16日に開催予定であった全国

支部長会が今年度に限り書面議決となりました。

　さて、東洋大学は約３万の学生を擁すだけでなく、近年の東洋大学の躍進は、私たち校友にとりましても大変うれ

しく大きな誇りでもあり、このように進展する母校への支援は校友会の大きな目的のひとつであります。

　しかしながらここ10年間に校友会と大学側との関係が冷え込み、大学側にお願いしていた在校生からの準会員

費代理収納が平成27年から途絶え、会の財政が苦境に立たされています。　また大学側から提供していただいて

いた卒業生情報も平成24年から打ち切られ、卒業生情報がほとんど得られず新規会員の確保が大変難しくなって

います。

　このような苦境を打開するために、昨年度、校友会長選挙で東洋大教授で副学長の経歴がある神田雄一氏が選

出されました。　東洋大学の卒業生は33万人、校友会員は約15万人ですが、会費納入1.1万人に留まっております

。会の活性化のためには更に会員を増やすことと、若い世代の校友にとって魅力ある校友会組織を築き上げるこ

とが急務であります。　新会長には会の社会的地位の向上、会員の増強と財政の確立、会の活性化と大学との関

係改善のために日夜ご尽力いただいております（詳しくは校友会ジャーナルをご覧ください）。　　また、校友会を一

般法人化することも大きな目標になっています。　このことは会の社会的信頼性と透明性を確保することになり、大

学側の信頼を取り戻し「準会員費の代理収納」や「新卒者データ提供」などを復活するための必須条件でもありま

す。　私たちは新会長がめざされている「新しい、愛される校友会づくり」を応援したいと思います。

（2）　　長崎県支部について

　長崎県支部におきましては当初定期支部総会を7月12日に計画しておりましたが、コロナウィルス感染防止のた

め本部に準じ議案を支部役員会にて審議し、その結果を文書にてご報告するかたちに変更させていただきました。　

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。　　長崎支部の会員数は校友会ホームページでは430名となって

いますが、所在がわかっている会員は110名、うち会費納入者は67名であり、新規加入者が少なく高齢化が進んで

います。　会員のみなさまからの新規会員情報をお待ちしております。　長崎県支部では今後支部内の情報伝達

に時代環境に即応し低コストでコミュニケーションが取れるスマホやパソコンによるインターネット媒体の利用を加

速して参りますのでご理解・ご協力をお願い申し上げます。

　支部活動につきましてはコロナウィルス感染が終息後、行事のご案内を差し上げるとともに、活動報告について

は支部ブログ（昨年度の記事数は全国1位）で写真を多く取り入れて紹介してまいります。　

　支部行事につきましては会員のみなさまへご案内を差し上げるとともに、支部会報と支部ブログ（昨年度の記事

数は全国1位）でご報告しております。　支部のみなさまにおかれましては、コロナウィルス感染が終息するまで、く

れぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。

東洋大学校友会長崎県支部

支部長　上薗茂樹

★校友会のホームページと大学キャンパス紹介動画です。　下のＱＲコードで視聴できます。

  スマホのカメラでＱＲコードを撮影し、表示される説明部分をタップして再生してください。

　校友会ホームページ      　　  　　　　 ４キャンパスの紹介          　　　　　　　　  「東洋大学はいま」他
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2020年度事業計画　（案）

1.　事業の実施

(1)　広報事業

各種事業や会員等の動向をブログや会報（支部だより）にて適時紹介

県内で活躍している校友を校友会本部の「キラリ交流ネット」に登録

(2)　「校友のつどい」の開催　2020年7月12日（日） 　(*2)

支部定期総会・懇親会　（長崎市　長崎IKホテル）

(3)　全国女性連絡会主催交流ツアーへ参加 　(*2)

親睦の旅　学びとレクリエーション「2020札幌ツアー」

2020年10月17日(土)開催予定　参加者募集中　

(4)　支部女性交流会　

未定
(5)　学祖歌碑周囲の美化作業　2020年　　月

2020年3月29日を延期したもの。　開催負荷の場合(7)に吸収
(6)　陸上部派遣レース応援・合宿の激励　佐賀支部と合同

吉野ケ里ロードレース(2021年1月末）

鹿島祐徳ロードレース（2021年2月末）

合宿:　鹿島市　（2021年3月）

(7)　学祖歌碑・記念碑の美化作業と花見会

松浦市福島町大山展望所　(2021年3月28日(日))

(8)　県内各地区毎の事業開催推進

五島支局　定例懇親会

2.　支部役員会の開催

(1)　第1回役員会 2020年6月21日（日）　松藤プラザえきまえ　(*１)

新年度事業計画の策定、支部校友のつどい進行準備

(2)　第2回役員会　9月

下半期活動計画策定

(3)　第3回役員会　3月

事業報告・次年度活動案提議

３．　各種会議・会合等への出席

(1)　校友会全国支部長会　

2020年5月16日（土）白山スカイホール　会長出席　　(*2)

2020年3月16日校友会本部通達「書面による議決権行使」

(2)　甫水会長崎県支部総会

2020年7月26日（日）　長崎市　Web形式の総会　（）7/20頃よりアップロード

(3)　臨時支部長会　

2020年9月　会長出席予定

(4)　校友大会　2020年10月25日

大学のホームカミングデーと共催
　(*１)は今総会までに完了した事業
　(*2)はコロナウィルス感染防止のため中止
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東洋大学 校歌 応 援 歌
作詞/林　古渓　　作曲/山田耕作 作詞/斎藤哲三郎　作曲/小林三千三

1 亜細亜の魂　再び此処に 1 霊峰遠く　望みつつ
目覚ましよろこび　溢れつ人に 見よ青春の　潮の高まり
雄々しく揚げたり　鬨の声 白山台の　伝統と
東洋大学　生まれぬかくて 制覇を競う　夢こめて

力鍛えし　若人われら
2 亜細亜の天地　暁明けて 東洋、東洋、われらが東洋

仁義と慈悲との　誠の光
今こそ輝け　西の海 2 薫風誘う　学園に
東洋大学　任は重し 聞け先哲の　強き励まし

英知の眉を　今あげて
校歌（You Tube）です。　スマホのカメラで読み取り ゆずらぬ気魄　示す時
再生してください。 → 栄えの勝どき　我らが上に

東洋、東洋、われらが東洋

東洋大学校友会長崎県支部

役員体制　（2019.4.1～2021.3.31）

顧　　問　 荒木 三徳 1957 /昭32 法経
支 部 長
（代議員） 上薗  茂樹 1976 /昭51 機械

副支部長 小林 博重 1975 /昭50 法律 副支部長 平田  國廣 1968 /昭43 商

事務局長
（代議員） 山田  保 1980 /昭55 国文 事務局補佐 浦川 国彦 1977 /昭52 経営

監　　査 峯　広美 1980 /昭55 商 監　　査 霜川 美紀子 1983 /昭58 英米文

地区理事 酒井 碩人 1965 /昭40 史 地区理事 松田 征司 1968 /昭43 商

地区理事 熊本 兵治 1969 /昭44 経済 地区理事 田中 英昭 2000 /平12 機械

幹　　事　  
（会計）

前田 みち子 1977 /昭52 国文 幹　　事 山北 悦子 1972 /昭47 国文

幹    事 嘉村　孝 1969 /昭44 法
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