
敬称略

全学同窓会
役員役職 所属同窓会名

所属
同窓会
役職

氏名 卒年

会長 理同窓会 顧問 児玉　隆夫 院理S43

有恒会 会長 尾山　　基 商S49 全学同窓会 会長 児玉　隆夫 院理S43 有恒会 副会長 森本　喬 文Ｓ36

理同窓会 会長 市村　彰男 院理S46 有恒会 商友会 岡本　直之 商S45 商友会 戸奈　常光 商Ｓ38

工学部同窓会 会長 西口　克彦 工Ｓ43 トップ 商友会 尾山　　基 商S49 運営委員 村上　芳子 商Ｓ58

医学部同窓会 会長 生野　弘道 医S44 メンバー 経友会 塚本喜左衛門 経S46 運営委員 上村　修三 商Ｓ53

生活科学部同窓会 会長 岸本　幸臣 生S38 経友会 古川　弘成 経S44 追加 理同窓会 会長 市村　彰男 院理S46

看護系同窓会よつば会 会長 白田　久美子 看S44 有恒会 商友会
（リーダー）

下﨑　千代子 商S52 協力 工学部 事務局 弓場　佳奈 ー

創造都市研究科同窓会 会長 喜多　繁幸 院創Ｈ24 実務 商友会 羽原　顕三 商S38 メンバー 医学部 事務局長 桝井　匠 ー

有恒会 監事 小川　泰彦 商S53 メンバー 商友会 大西　基勝 商ｓ52 生活科学部 小島明子

工学部同窓会 監事 人見　宗男 工S３１ 商友会 柴田　洋 商ｓ57 看護系 中谷喜美子

経友会 出原　康雄 経ｓ42 創造都市 会長 喜多繁幸 院創Ｈ24

全学同窓会 事務局長 植田浩吉 法S44 有恒会 運営委員 宮川　庄一 経Ｓ45

有恒会 副会長 牧野　忠廣 経S44 運営委員 扇田　豊 法Ｓ50

有恒会 副会長 森本　喬 文S36 運営委員 浦木　利郎 法Ｓ36

有恒会 副会長 小林　俊介 法S44 運営委員 山下　雅洋 経Ｓ40

理同窓会 会長 市村　彰男 院理S46 運営委員 山本　孝 工Ｓ45

工学部同窓会 前谷　治男 工S51 運営委員 野田　忠男 工Ｓ45

医学部同窓会 副会長 志村研太郎 医S49 運営委員 大谷　信幸 商Ｓ50

生活科学部同窓会 春木　敏 生S49 2）2014年9/17  会長・副会長会議にて全学同窓会として 運営委員 渡邉　謙二 商Ｓ68

看護系同窓会よつば会 書記 玉上　麻美 大学へ正式に提案・協力要請を行うこと合意。 当日 事務局 齋藤　郁朗 法Ｓ44

創造都市研究科同窓会 会長 喜多　繁幸 院創Ｈ24 協力 事務局 西脇　五郎 経H22

４）2014年12/9　大学より正式回答あり。 メンバー 事務局 福元　裕子

要旨；（１）建立は受け入れる。（２）「夢基金」の活用不可。 全学同窓会 事務局 酒井　和美

有恒会 副会長 羽原　顕三 商S38 経友会 溝川　茂久 経Ｓ44

有恒会 運営委員 村上　芳子 商Ｓ58 橋本　純 経Ｓ51

理同窓会 副会長 佐藤　和信 理H01 商友会 田中　保夫 商Ｓ45

工学部同窓会 瀧山　武 工Ｓ59 辺見　佳奈子 経営院生

医学部同窓会 鶴原　常雄 医S35 宮辻　渉 経営院生

医学部同窓会 田中　祐尾 医S44 井上 商学部生

生活科学部同窓会 生田　英輔 創造都市研究科 役員 杉本俊彦

看護系同窓会よつば会 中谷喜美子 アイセック 15人

看護系同窓会よつば会 辻野美由紀 当日 SHK 4人

創造都市研究科同窓会 会長 喜多　繁幸 院創Ｈ24 協力 写真部 3人

在学生 応援団 18人

クラブ Hijicho 6人

ジャズ研 10人

（３）「学生達が憩える場所」として周囲を整備（ﾍﾞﾝﾁ等設置）

７）2016年3/19　銅像完成記念行事開催

（１）設置場所は１号館西、商学部棟と文学部棟間の緑地

臨時委員会（在学生支援プロジェクト） （２）銅像の高さは合計３４０㎝（台座は１１０cm）

※威圧感なく親しみのある大きさ。洋装で右手に書物を

臨時委員会（田中記念館 同窓会館化プロジェクト） 持ち、本館方向を向き、目線ははるか海外を見つめる形。

出席、大学：浅井大学運営本部長・松尾事務部長・

安竹教授（大学史 資料室長）・大島教授（同　前室長）・

荻本サポーター事務局長他、 同窓会側のリーダー；

下崎商友会事務局長（教授）・柴田同副会長・

大西同役員・ 羽原有恒会副会長・植田（全学同窓会事務局長）

６）2015年11/3最終合意・決定（合計10回、大学と折衝）

３）2014年10/1　大学に正式に提案・協力要請を行う。

常設委員会（広報委員会）

（３）建立は「大学ミュージアム構想」の一環として考え、

大学史資料室関係者、同窓会代表者で検討チームを　　　　　

設置、具体的な進め方、内容等協議、調整していく。

５）2015年1/14　大学との打合せ（第1回目）

常設委員会（事業委員会）

＜銅像建立プロジェクト推進経過概要まとめ＞

１）2014年6/末　五代友厚公銅像建立について、

岡本直之商友会会長から西澤学長へ申し入れ実施。

※西澤学長から「全学同窓会として大学に提案し、

協力要請をしてもらいたい」との意向あり。

2016・03・06

臨時委員会（五代銅像建立プロジェクト） 臨時委員会（五代銅像建立プロジェクト）

副会長

監事

大阪市立大学同窓会役員 ・各委員会（常設委員会、臨時委員会・プロジェクト）委員等組織一覧


