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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.岡本直之会長（商昭４５）挨拶
3.議事（1）第１号議案（活動報告）

（2）第２号議案（決算報告）・監査報告
（3）第３号議案（計画案、予算案）
（4）第４号議案（大阪公立大学校友会設立案）
（5）第５号議案（大阪公立大学校友会会則案）

（1）～（5）一括審議・採決
4．報告

(１)大阪公立大学校友会設立準備の進捗状況
(２)五代友厚記念事業について

(３)大学、ＯＣＵＳＡ、開高健、令和3年役員体制



＜第１号議案＞

令和２年度活動報告・承認の件

（令和２年４月～令和３年３月）



令和２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２年度決算報告
～監査報告～



(単位:千円）

項目 金額 金額

前期繰越高 2,989 広報費 7,743
大学支援事業費 16,743 在学生支援費用 1,483
広告収入他 1,330 大学支援費用 2,002

旅費交通費 203
支部総会会費 0
新支部創設、世代別集い支援費用 116
会議費用 80
文化交流センター談話室分担金 357
事務局人件費 3,320
通信費 207
雑費 930
予備費  0

0
4,620

合　　　　　計 21,062 21,062合　　　　　計

別途積立金

次期繰越高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学同窓会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度決算報告書

（令和２年4月1日から令和３年3月31日まで）

収入 支出
項目



＜第３号議案＞

令和３年度活動計画（案）・承認の件

及び

令和３年度予算（案）承認の件



令和３年度 全学同窓会活動計画(案)

本年度の新たな取り組み

１．大阪公立大学校友会設立(2022.4)に向け、府大

校友会、各大学同窓会担当と検討。

２．2022年4月現在の2～4回生の教育後援会費(内全

学同窓会活動費3千円)徴収について、教育後援

会及び大学と協議。

３．ラスト・イチダイ事業及び大阪公立大学記念事業を

支援・協力。



(単位:千円）

項目 金額 金額

前期繰越高 4,620 広報費 9,990
大学支援事業費 16,400 在学生支援費用 1,700
広告収入他 1,200 大学支援費用 100

旅費交通費 1,550
支部総会会費 200
新支部創設、世代別集い支援費用 560
会議費用 100
文化交流センター談話室分担金 280
事務局人件費 5,560
通信費 180
雑費 670
予備費  100

0
1,230

合　　　　　計 22,220 22,220

別途積立金

次期繰越高

合　　　　　計

令和3年度収支予算案

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

収入 支出
項目



大阪市立大学の杉本キャンパス公式キャラクター「杉本カメイチ」がメロンパン
になりました。
2020年に創立140周年を迎えた大阪市立大学。その記念すべき年に、学生

の「何か貢献がしたい！」という気持ちが発端となり、杉本キャンパス公式キャ
ラクターとして「杉本カメイチ」 が誕生しました。しかし、新型コロナウイルスの
影響もあり、学生らがカメイチを見る機会はそう多くありませんでした。

そこで、今年度の文学部授業（「視覚文化資源論実習」、担当：菅原 真弓教
授）を受講している文学部生4名が「カメイチメロンパンを通じて、多くの人にこ
の愛らしいキャラクターを知ってもらい、杉本キャンパスへの愛着を深めてもら
うきっかけになって欲しい」と考え、このメロンパンプロジェクトを企画しました。



＜第４号議案＞

大阪公立大学校友会設立案



大阪公立大学校友会設立案

・２０２２年４月設立

※市大同窓会及び府大校友会は当面存続

将来的に大阪公立大学校友会に合流

市立大学同窓会
有・理・工・医・生・看

府立大学校友会
中百舌鳥電気クラブ、斐文会
ほか

大阪公立大学校友会



＜第５号議案＞

大阪公立大学校友会会則案



＜骨子ポイント＞

・名称：大阪公立大学校友会

・会員：前身校卒業生、在学生、在職教職員(退職者含む)

・役員：会長１、会長代行１、副会長２

理事２０名以内(内教職員４)、監事２

・会費：新入生終身会費１０，０００円

入学手続時、入学料・授業料と一緒に納付

大阪公立大学校友会会則案



４ 報告

○理事候補 ８名

有恒会会長 岡本直之

有恒会副会長 小林俊介

工学部同窓会会長 斉藤寿士

工学部同窓会副会長 吉田稔

理学部同窓会会長 三木久巳

医学部同窓会会長 生野弘道

生活科学部同窓会会長 小西洋太郎

よつば会会長 朽木悦子

○事業内容

原則、従前の両同窓会共通の事業は継続だが、

広報誌発行については協議していく（次ページ参照）

(１)大阪公立大学校友会設立準備の進捗状況



○大阪公立大学校友会事業概要案(たたき)



〇2020年 創立140周年記念事業

記念式典の開催
2020年12月3日

記念展示室オープン
2020年11月3日

1号館講堂改修
2021年3月24日 オープン

〇2021年 『ラストイチダイ』事業

①１号館ミュージアム構想

②記念誌の発行

③「ラスト」ホームカミングデー

全天候型グラウンドの整備
2021年3月 完成

(３)‐１大学からのお知らせ(創立140周年記念事業から「ﾗｽﾄｲﾁﾀﾞｲ」事業へ)



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 小林　俊介 法昭44 有恒会
副会長
会長代行 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 副会長 藤山　純一 法昭51 部会員 植田　浩吉 法昭44

理学部同窓会 会長 三木　久巳 理博昭55 有恒会 部会員 村上　芳子 商昭58 副会長 北村　吉文 経昭48

副会長 工学部同窓会 会長 斉藤　寿士 工修昭46 有恒会 部会員 安藤　根八 創院平30 部会員 扇田　豊 法昭50

医学部同窓会 会長 生野　弘道 医昭44 理学部同窓会 　 曽我部　健 理昭45 部会員 村上　芳子 商昭58

生活科学部同窓会 会長 小西　洋太郎 生昭48 工学部同窓会 理事 山本　孝 工昭45 部会員 兪　靖涵　 商平20

看護系よつば会 会長 朽木　悦子 看昭51 工学部同窓会 野田　忠男 工昭45 部会員 西脇　五郎 経平22

監事 有恒会 監事 小川　泰彦 商昭53 医学部同窓会 理事 田中　祐尾 医昭44 部会員 中村　祐子 文平27

工学部同窓会 副会長 日野　泰雄 工昭50 生活科学部同窓会  谷口美樹子 生昭50

看護系よつば会 広報・情報部 辻野美由紀 看院平22

相談役 理学部同窓会 顧問 児玉　隆夫 理院昭43 理学部同窓会 顧問 児玉　隆夫（委員長） 理院昭43

商友会 羽原　顕三 商昭38

　 八木　孝昌 経昭41

工学部同窓会 理事 黒山　泰弘(委員長) 工昭50 事務局 事務局長 上村修三（専任） 商昭53 経友会 出原　康雄 経昭42

有恒会 部会員 竹中　敏実 経昭49 事務局次長 竹中敏実（専任） 経昭49 部会員 植田　浩吉 法昭44

理学部同窓会 副会長 畑　　徹 理昭54
事務局長
補佐

亀梨祐司（専任） 商昭52
鹿児島
支部長 中村　俊久 商昭47

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 副会長 藤山　純一 法昭51

生活科学部同窓会 委員 春木　敏 生昭49 商友会 大西　基勝 商昭52

看護系よつば会 副会長 玉上　麻美 看博平25 商友会 柴田　洋 商昭57

理学部同窓会 　 北村佐津木（ﾘ-ﾀﾞｰ） 理昭46

副会長 米田　昭子 文昭55 有恒会 副会長 宮川　庄一(委員長) 経昭45

　 戸田　博子 経平１
委員会
メンバー

常設委員会（事業委員会）

有恒会

※事業委員会は、大学、学生、支部、大学行事支援等を担う

常設委員会（総務委員会） ◆WEB部会　全学同窓会HP・メールマガジン運営管理

※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

※役員・委員の任期は、2020年11月3日～2年間

臨時委員会(五代友厚記念事業委員会)

全学同窓会役員会

2021.06.12現在

常設委員会（広報委員会）

◆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。

　　各ワーキングチームに、つぎのリーダーを置く
　　　会費会計：黒山、広報：藤山、支援事業：北村

有恒会

有恒会

※検討委員会は、会費会計、広報、支援事業を府大校友会と調整

女性部会（WPC）

　

臨時委員会(新大学同窓会検討委員会)

三木(理)、黒山(工)、北村(有)、竹中(有)、
藤山(有)、亀梨(有)、事務局：上村

令和３年 全学同窓会 役員 ・各委員会等体制


