
令和２年度
『大阪市立大学同窓会』

定期総会

令和２年１１月３日（火・祝）

於 学術情報総合センター
10階大会議室



大阪市立大学同窓会定期総会

1.荒川学長御来賓ご挨拶

2.児玉隆夫会長（理院43）挨拶
3.議事
（1）第1号議案審議・採決（活動報告）
（2）第２号議案審議・採決（決算報告）・監査報告
（3）第３号議案審議・採決（計画案、予算案）
（4）第４号議案審議・採決（会長改選案）

（５）第５号議案審議・採決（会則改訂）

（６）第６号議案審議・採決（コロナ禍学生支援）
4.五代友厚記念事業について
5.その他 大学、同窓会事務局からのお知らせ



＜第１号議案＞

令和元年度活動報告・承認の件

（平成3１年４月～令和２年３月）



令和元年度活動報告

1 広報・ＰＲ、協力要請

2 在学生支援

3 大学支援（夢基金、大学創立140周年）

4 各同窓会・各支部支援



＜第２号議案＞

令和元年度決算報告
～監査報告～





監 査 報 告 書

大阪市立大学同窓会
会長 児 玉 隆 夫 殿

令和２年10月13日
大阪市立大学同窓会
監事 日野 泰雄
監事 小川 泰彦

私たちは、大阪市立大学同窓会の平成31年4月1日から
令和2年3月31日までの令和元年事業年度の会務の執行
及び収支計算書について監査を行った。監査の結果、会務
は、大阪市立大学同窓会会則に従い、役員会の決議に基
づき誠実に執行されており、その収支計算書は、大阪市立
大学同窓会会則に従い、令和2年3月31日をもって終了する
事業年度の収支の状況を正しく示しているものと認める。

以上



＜第３号議案＞

令和２年度活動計画（案）・承認の件

及び

令和２年度予算（案）承認の件



令和２年度 全学同窓会活動計画(案)

本年度の新たな取り組み

１．新大学同窓会検討会を設置し、新大学同窓会の
在り方について検討。

２．新大学同窓会での新入生からの同窓会会費の在
り方を視野に入れて、新入生からの会費納入率
向上策を全学同窓会として検討。





＜第４号議案＞

会長改選（案）・承認の件

会長候補

岡本直之氏(商昭45) 有恒会会長

現職 三重交通グループホールディングス㈱取締役会長



敬称略

※創造都市研究科同窓会は、2019年6月に有恒会に合流

全学
同窓会
役員

所属
同窓会名

所属
同窓会
役職

役員氏名 卒年

会長 有恒会 会長 岡本　直之 商昭45

有恒会 副会長 牧野　忠廣 経昭44 有恒会 副会長 小林　俊介（委員長） 法昭44 理学部同窓会 会長 三木　久巳(委員長) 理博昭55

有恒会 副会長 宮川　庄一 経昭45 有恒会 顧問 羽原　顕三 商昭38 有恒会 副会長 宮川　庄一 経昭45

理学部同窓会 会長 三木　久巳 理博昭55 有恒会
運営
本部委員 藤山　純一 法昭51

運営
本部委員 植田　浩吉 法昭44

副会長 工学部同窓会 会長 宇野　勝久 工院昭51 有恒会
運営
本部委員 村上　芳子 商昭58

運営
本部委員 北村　吉文 経昭48

医学部同窓会 会長 生野　弘道 医昭44 有恒会
有恒会
評議員 安藤　根八 創院平30

運営
本部委員 吉田　稔 商昭50

生活科学部同窓会 会長 小西　洋太郎 生昭48 理学部同窓会 　 曽我部　健 理昭45
運営
本部委員 扇田　豊 法昭50

看護系よつば会 会長 朽木　悦子 看昭51 工学部同窓会 理事 山本　孝 工昭45
運営
本部委員 村上　芳子 商昭58

監事 有恒会 監事 小川　泰彦 商昭53 工学部同窓会 野田　忠男 工昭45
運営
本部委員 西脇　五郎 経平22

工学部同窓会 理事 日野　泰雄 工昭50 医学部同窓会 理事 田中　祐尾 医昭44
運営
本部委員 中村　祐子 文平27

生活科学部同窓会  谷口美樹子 生昭50

相談役 理学部同窓会 顧問 児玉　隆夫 理院昭43 看護系よつば会 広報・情報部 辻野美由紀 看院平22

理学同窓会 顧問 児玉　隆夫（委員長） 理院昭43

有恒会 商友会 羽原　顕三 商昭38

工学部同窓会 理事 黒山　泰弘(委員長) 工昭50
運営
本部委員 植田　浩吉 法昭44

有恒会 運営本部委員 竹中　敏美 経昭49 事務局 事務局長 上村修三（有恒会兼） 商昭53 商友会 下﨑　千代子 商昭52

理学部同窓会 副会長 畑　　徹 理昭54 事務局次長 渡邉謙二（有恒会兼） 商昭54 商友会 大西　基勝 商昭52

工学部同窓会 副会長 斎藤　壽一 工修昭46
事務局長
補佐

亀梨祐司（専任） 商昭52 商友会 柴田　洋 商昭57

医学部同窓会 理事 三浦　克之 医昭54 事務職員 酒井和美（専任） ー 経友会 出原　康雄 経昭42

生活科学部同窓会 委員 春木　敏 生昭49 事務局長 上村　修三 商昭53

看護系よつば会 副会長 玉上　麻美 看博平25 事務職員 中村祐子（専任） 文平27

理学部同窓会 　 北村佐津木（ﾘ-ﾀﾞｰ） 理昭46

五代友事務局

※役員・委員の任期は、2020年11月3日～2年間

全学同窓会役員会

2020.11.3現在

常設委員会（広報委員会） 常設委員会（事業委員会）

常設委員会（総務委員会）

※総務委員会は、財務、企画、人事他を担う
　新大学同窓会検討会(組織、会費、名簿等)を主管 女性部会（WPC）

◆WEB部会　全学同窓会HP・メールマガジン運営管理

◆会報部会　大阪市立大学同窓会報有恒の企画編集

※広報委員会には、会報部会、WEB部会がある。

臨時委員会(五代友厚記念事業委員会)

※事業委員会は、大学、学生、支部、大学行事支援等を担う

※事務局長は2020年11月3日をもって有恒会兼任を解く

令和２年、令和３年 全学同窓会 役員 ・各委員会等体制【案】



＜第５号議案＞

会則改訂（案）・承認の件
(１)(役員)第６条⇒(役員・相談役)
相談役を若干名置く

(２)(役員の選任・任期)第７条⇒(役員・相談役の選任・任期)
相談役は総会にて承認、任期2年で再任は妨げない

(３)(役員の職務)第８条⇒(役員・相談役の職務)
相談役は本会の枢要会務に関し、会長の諮問に応じる

(４)(総会)第10条
定期総会は年1回11月開催⇒定期総会は年1回６月末までに開
催
以下を追記
「自然災害等により総会の開催が困難な場合、総会に代わり役
員会で以下の項目を決裁できる。
ただし、この場合、次の総会でこれを報告する。」



＜第６号議案＞

コロナ禍学生支援（案）・承認の件

積立金２００万円を取り崩し
「新型コロナウイルス」からの学生
救済のために
大阪市立大学夢基金に
２００万円を寄附する。



４.五代友厚記念事業について
◇寄附報告
◇「新・五代友厚伝」
出版

◇出版記念碑建立
◇「大阪の知」講演
◇関西ＴＶ「五代友厚」
特集放映
◇今後の取り組み



◇大学
・夢基金コロナ関連支援事業推進中
・創立１４０周年事業
140周年記念室ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ(11/3)
山中伸弥先生WEB講演会(12/3)
1号館講堂ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ(R3.3)
全天候型グランドｵｰﾌﾟﾝ(R3.3)
※詳細は配布資料御覧ください

５.大学、同窓会事務局からのお知らせ


