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『東日本大震災の被害にあわれた皆さまへ』

会長の挨拶

同窓会本部の活動報告

金沢大学と全学の同窓会の動き（法、経済、文学部関連主要事項）

　3月11日に発生しました東日本大震災におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共
に、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　また、救済にあたっておられる方々のご無事を願い、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

　当会として、被災地にお住まいの同窓生の皆様方の安否を確認できればと思っております。
　被災された同窓生の皆様方でメールや電話等で連絡が可能な方は上記の連絡先まで御一報願います。

　同窓生の皆さま!お変りもございませんか。
　日本はいま不景気といわれるなか、未曾有の大災害に見舞われ、大変な時をむかえております。
　不幸にしてこの災害に遭遇されました方々に、心から御見舞申し上げます。また同窓生の中で、被害に
あわれました方を御存知の人はぜひ同窓会本部まで、お知らせ下さい。
　さて会報二号を、少しおくれましたが、おとどけします。
　母校は順調に発展しておりますようで、嬉しきことです。
　この度、各単位同窓会が集まり、これに大学関連団体を統合して、金沢大学学友会を設立することと
なりました。

　本年11月5日に金沢大学学友会設立総会をかねて、第5回ホームカミングディが開催されます。多数の同窓生の皆さまの参加を、お
待ちしております。
　去る3月24日にスカイホテルにて金大法経文学部同窓会理事会を開催しましたことをあわせて報告させていただきます。
　夏には同窓会総会を開催しますので、多数の皆さまぜひご参集ください。

　　 4月10日（土）　福井支部総会
　　 5月15日（土）　第58回法経文ＯＢゴルフ会
　　 6月4日（金）　同窓会連絡協議会第９回幹事会
　　 6月12日（土）　名古屋支部総会
       8月27日（金）　役員会　ＫＫＲホテル金沢
       9月11日（土）　理事会　スカイホテル
　　 9月25日（土）　東京支部総会
     10月 8日（金）　同窓会連絡協議会第10回幹事会
     10月16日（土）　第59回法経文ＯＢゴルフ会
     11月 6日（土）　第４回ホームカミングディ　　
     11月27日（土）　関西支部総会
23． 1月27日（木）　役員会　ＫＫＲホテル金沢
　    3月24日（木）　理事会　スカイホテル

　会報誌第1号で「会報誌協力金」の拠出をお願いさせていただきましたところ、現在までに700名を超える全国の同窓生より総額
260万円あまり納入のご協力をいただいております。心から御礼申し上げます。

金沢大学法経文学部同窓会  会 長　加 藤　晃

1．平成２２年度同窓会の主な活動  資料

2．会報誌協力金のお礼
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出　来　事
第78回日本学生陸上競技対抗選手権大会入賞（陸上部員）
2009年度全日本学生ヨット個人選手権大会入賞（ヨット部員）（～9/6）
法経S34年卒生卒後50年記念植樹（紅梅，白梅）
平成21年度新司法試験　11人合格
国家公務員採用試験Ⅱ種（行政） 114名合格　4年連続国公立大学トップ
東京地区同窓会合同講演会・懇親会
関西地区同窓会合同講演会・懇親会
同窓会連絡協議会第8回幹事会
馬術部白蹄会創部60周年記念式典
資料館特別展「彰往察来-20年目の角間キャンパスから城内を想う-」（～11/13）
第57回六大学法文系学部長会議（金沢大学）
人間社会学域　韓国の翰林大学校人文大学と部局間交流協定締結
第3回金沢大学ホームカミングデイ，金沢大学創基150年記念事業シンボルマーク発表
第46回金大祭（～11/3）
全日本合唱コンクール　2年連続金賞（合唱団）
北溟寮同窓会60回記念大会
近畿北陸学生ヨット秋季選手権大会準優勝（ヨット部）（～11/29）
金沢大学法律相談所　平成21年度「学生ボランティア団体助成事業」採択
第2回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム（東京：一橋記念講堂）
第6回全日本学生剣道オープン大会（男子二段の部　優勝，女子二段の部　1,2,3位独占）
平成21年度金沢大学学位記・修了証書授与式
課外活動貢献者感謝状贈呈式（竹糸会，合唱団，茶道部）
人間社会研究域附属フレスコ画研究センター設置
平成22年度入学宣誓式
四高卒業生に65年ぶりに卒業証明書交付
同窓会連絡協議会第9回幹事会
平成22年度国家公務員試験（Ⅰ種）7名合格
北陸地区の学長　平成23年度予算編成方針に対して共同声明発表
2010オープンキャンパス（延べ10,000人参加）
国家公務員採用試験Ⅱ種（行政）　101名合格　5年連続国公立大学トップ
平成22年度新司法試験　17人合格
ボート部設立60周年記念式典，茶道部45周年記念会
同窓会連絡協議会第10回幹事会
法経S35年卒生卒後50年記念植樹（タイサンボク，サルスベリ）
全日本吹奏楽コンクール大学の部　銅賞（吹奏楽部）
第47回金大祭（～11/7）
第4回金沢大学ホームカミングデイ，石碑「金沢大学誕生の地」設置（石川門附近）
全日本合唱コンクール　銀賞（合唱団）
人間社会研究域　グアティマラ文化スポーツ省と交流意向書交換
第3回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム（東京：コクヨホール）
『金沢大学人間社会研究叢書』第1巻刊行
学生のプロジェクト　ＮＨＫラジオのコンテストで最優秀作品賞受賞
金沢美術工芸大学と大学間交流に関する包括協定を締結
人間社会研究域に2センター（地域政策研究センター，国際文化資源学センター）設置

2009年9月以降

後 記
　遅くなりましたが、会報誌第2号を発行することができました。平成22年度はホームページも始めることができました。まだまだお粗末なも
のですが皆様に懐かしい金沢大学の今をお届けできたらと思っております。また、単位同窓会やサークルの同窓会をすることがありましたら
事務局に御一報頂ければ、ホームページに載せさせて頂きます。
　住所が不明な方が多数いらっしゃいます、お友達、知人の方で事務局からの案内等が届かない方がおいでたら、お知らせください。
　今後とも、本会の活動にご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （事務局 山根）
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各支部の挨拶・活動報告
　金沢スカイホテルにて午後6時30分より理事会、午後７時より懇談会が執り行なわれました。
　3月も終わりの頃でもうそろそろお花見という季節なのに雪がちらつく寒い日ではありましたが、
33名の出席者で理事会が始まりました。懇談会では学長、前田経済学類長、西谷学友支援室長も
ご臨席いただき、開会の挨拶を北尾強也副会長（法11回）、前田隆経済学類長の乾杯の音頭で和
やかに宴が始まり、卒回を問わず皆各テーブルを廻り親交を深め、これからの法経文学部同窓会に
ついて熱く語り合いました。

　東京支部は、昭和38年に規約を制定し、毎年総会を開催している。昨年の総会等の開催状況は次のとおりである。　　　　　
　　　　

１ 総会
　平成22年9月25日（土）14時20分から、開催場所として定着した霞ヶ関ビル35階（東海大学校友会館）で開催された。
　ご来賓として、大学から中村正人法学類長、同窓会本部から加藤晃会長、関西、名古屋、福井、富山の各支部長方のご臨席を得
て、事業報告・会計報告の後、任期満了に伴う役員改選が行われ、中川支部長始め各役員の再任が決定された。また、「北の都月例
会」（注１）や「北の都ゴルフ会」（注２）の活動報告が行われた。

２ 合同記念講演
　15時から、金沢工業会、理学部同窓会、薬学部同窓会と合同で記念講演が行われた。今年は、上海万博の開催始め発展の著しい
中国に関連して、中国料理研究家の岩崎薗江氏が「中国料理～伝統の味と地方の味」と題して講演をされた。中国各地の料理を幅
広く紹介。一口に中国料理と言っても奥深く、予定時間を超える熱演に、出席者も大いに関心と興味を持って聴講していた。

３ 合同懇親会
　16時から、十全同窓会と教育同窓会の皆様も参加されて正に「金沢大学全学部」の同窓会東京支部合同懇親会が開催された。
　新たに、金沢大学学長の中村信一様、前田家第18代当主の前田利祐様などのご来賓と第四高等学校の皆様も加わり、総勢169名
の懇親の会となりました。主催者代表の中川支部長、中村学長、前田家当主のご挨拶等のあと懇談に入りました。その後シャンソン
歌手の紫倉真里子様の美声を堪能した後、各同窓会の校歌、学生歌、寮歌等を出席者全員で合唱し懇談の宴は最高潮に達した。
　最後に、西谷学友支援室長の大学からのお知らせを拝聴しお開きとなった。

（注１）「北の都会」月例会
　「北の都会」は、平成23年7月で700回を数えます。「北の都」とは「金沢」の雅名。学部の壁を完全に取り払った金沢大学卒業生の会で、毎月「ライオン銀座七丁目
店」で開催されています。「ランチと卓話と大学歌」の楽しい会です。「北の都会」という名前を付けて、今年で20年。寮歌を歌っている全国の国立大学の間では、名前
が知られてきました。
　本年11月のホームカミングデイに金沢大学学友会が設立されるようです。多くの大学が行っているように、「学友会の愛称」として、「北の都会」を推薦したいと思い
ます。

（注２）北の都ゴルフ会
　毎年、春と秋の2回、赤羽ゴルフ倶楽部で学部を超えた同窓生が参加して開催されており、本年も4月3日に第36回ゴルフ会が開催される予定です。

　今年は２年に一度開く工業会との合同同窓会を秋口に開く予定でいましたが、学友支援室長の西谷氏より今年は公開でシンポジ
ウムを開きたいとの申し出があった。1月30日には西谷氏が来阪され、当支部森幹事長と齋藤事務局長そこに山田工業会事務局長を
加え4者で話し合い概要が決まりました。日時は平成23年10月1日（土）、会場は大阪ビジネスパーク円形ホール。名称は“金沢大学
未来開拓研究公開シンポジウム2011 in 関西（仮称）”とのこと。参加動員目標は金沢工業会150～200名、法経文同窓会50～100名、
その他の同窓会（理、医、薬、教育等）50名、一般50名、全体として300名以上を目標としています。
　先に2回行われた東京でのシンポジウムの成果を基に関西でも同窓会連携の輪が広がる中、一層の強化拡大をはかる一大契機と
し、そして当日、シンポジウムの前に各同窓会の総会を開き、シンポジウム後に各学部が一堂に会し大懇親会を催します。学長はじめ
大学役員、関係者列席のもと、同窓生と親しく懇談する機会を持つことで関西地区の同窓生の志気を高めること、又この取組を通し

3．理事会　平成23年３月24日（木）

　平成22年10月16日（土）に秋晴れの空の下、法経文ＯＢゴルフ大会（会長：佃一成　経10期）が小松
市のゴルフクラブツインフィールズで行われました。
　今回で59回目を迎える伝統ある同大会には、3期から39期までの幅広い年代のＯＢが参加し、和気あ
いあいの雰囲気の中で熱戦が繰りひろげられました。
　優勝は草山利彦さん（法29期）で、天候とメンバーとハ
ンディキャップ（？）に恵まれ、ネットは5アンダーの67で
した。
　次回（平成23年5月第3土曜日を予定）は60回目の記念
大会です。是非参加してみてはどうでしょうか。

毎年２回春と秋にゴルフコンペを開催しています。

　　次回開催予定　平成23年5月21日(土）　金沢セントラルカントリー倶楽部　午前8時14分スタート
　　               　　　　　　　　　　　　　 石川県金沢市長江町於いて 　　電話 076-251-0011

　　参加ご希望の方は同窓会事務局又はゴルフ同好会幹事までお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　     　　　　　               
　                　　　　　　　　　　　　　　ゴルフ同好会　会 長　佃 　　一 成
　　　　　    　　　　　　　                     　　　　　　　幹 事　北 村　　 実     連絡先（090-7084-3153）

4．法経文ＯＢゴルフ会

ゴルフコンペのご案内

東京支部 支部長　中 川　了 滋

関西支部 支部長　小 林　道 明
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東京支部 支部長　中 川　了 滋

関西支部 支部長　小 林　道 明
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て関西における金沢大学の広報、学生募集、就職支援、同窓会活動の拠点となる関西事務所の開設に向け将来展望を拓くという
ことを目指しています。
　我々関西支部としてもこの要請には精一杯応える為、参加された皆に楽しんでいただける懇親会、又動員方法等今後詰めたく
思っています。11月5日のホームカ
ミングデイでは学友会が発足し、
来年は創基150年の一大イベント
も控えております。我々同窓生とし
ても大学側の積極的で意欲的な
活動に全面的に協力致したく考え
ていますのでなんなりと御教授御
指示いただければと思います。

　名古屋支部の近況

　金沢大学法経文学部同窓会名古屋支部が誕生して、約半世紀となります。
　さて、名古屋支部は、愛知・岐阜・三重県に在住する会員で構成されており、現在、会員総数 約2,500名を超える大所帯です。
　昨年の名古屋支部総会は、6月12日（土）に名古屋国際ホテルで、会員及び来賓合せて65名の参加で盛大に開催しました。　
　昨年の総会では、ＮＨＫで放映された「鎮魂四高桜」のドキュメントを上映し、琵琶湖に散った四高の先輩の死を悼むととも
に、四高桜を育てる会の苦労を知りました。　
　懇親会は、幹事が若返りしたこともあり、若い会員が多く参加し、元気一杯のにぎやかな宴となりました。大学校歌と四高寮歌
を聞きながら、いずれの参加者も、金沢での青春時代にタイムスリップし、昔の思い出を語り合い、楽しい一時を過ごすことができ
ました。
　会の終了後は、いつもどおり、有志が集まり、二次会、三次会と繰り出していきました。
　法経文学部同窓会とは別に、11月に文学部だけの名古屋支部同窓会が、3年ぶりに開催されました。昔の文学青年が、恩師の土
屋元文学部長を囲み、久しぶりの再会を満喫していました。その席では、これからも文学部同窓会を続けていくことが決定されま
した。
　12月に、法経文学部始め、当地区の医学部・薬学部・工学部の4学部同窓会代表者会が開催されました。その代表者会で、来年
の大学「創基150周年」を機に、4学部合同の同窓会を開催することが、正式に決定しました。私どもとしても、この合同同窓会が
盛大になるよう、協力していきたいと思っています。
　そして、東海地区で、母校のブランド名を高め、母校を誇りに思う人材を育て、将来は当地から母校に進学を目指す人を増やす、
そんな同窓会活動にしていきたいと思っています。
　ところで、名古屋支部では「兼六会」というゴルフ同好会があり、年3回開催しており、今年4月には、78回目の大会を開催しま
す。これからも、このゴルフ会を続けていくことで、同窓会活動を更に広めたいと思っています。
　なお、今年の名古屋支部総会は、6月18日（土）に開催する予定です。

　平成23年度の役員は、以下のとおりです。

　　支 部 長　　　　　上　野　　　健 （23回卒 経）
　　副支部長　　　　　倉　坪　修　一 （12回卒 法）
　　幹 事 長　　　　　西　尾　安　弘 （25回卒 経）
　　監　　事　　　　　宮　澤　俊　夫 （21回卒 法）
　　事 務 局　　　　　亀　島　徳太郎 （48回卒 文）
　　顧　　問（前支部長）森　　　博　一 （7回卒 経）

　第20回福井支部総会報告

　平成22年4月10日（土）午後４時から、福井市宝永3丁目の葵会館において、第20回当支部総会を開催致しました。会務報告、会
計報告、会計監査報告のあと、役員（お世話係）改選を行い、現役員全員再任となりました。
　午後4時30分から、記念講演として「ふくいとのご縁」と題して金沢商工会議所会頭、北國銀行代表取締役会長の深山彬様（第
11回卒）にお願いを致しました。
　午後5時45分からは懇親会が始まりました。私たちの大先輩であります福井四高会から会長で前福井県知事の栗田幸雄様、金
沢大学から樫見副学長、柴田人文学類長、西谷学友支援室長様にご出席を賜りました。また、本部同窓会からは加藤会長はじめ多
数の役員の方 、々東京、関西、名古屋の各支部長の皆様方にご出席を頂きました。さらに、金沢大学同窓会の一本化をめざす動きが
始まっている中で医学部十全同窓会の西浦支部長、金沢工業会福井支部の岩崎副支部長にご臨席を賜りました。
　福井支部は昭和53年11月に発足して以来、ほ
ぼ1年半毎に総会を開催し、今年で丁度20回を迎
える記念すべき日となりました。ご来賓16名、会
員64名、総勢80名の盛大なパーティーでした。
　なお、平成23年度「第21回福井支部総会」は
秋頃を予定しています、多数の参加をお待ちして
おります。

名古屋支部 支部長　上 野　 　健

福井支部 支部長　林 　　逸 男

　富山支部　平成22年3月5日　総会

　梅の花だよりが開かれた3月5日夕、富山市の富山電気ビル「光の間」で、金沢大学法経文同窓会富山支部総会が開かれた。会
場には第1回卒業の大先輩から56回卒まで約110人が参加した。富山県内在住者が大勢を占め、円卓を囲んで各同期らが旧交を温
めた。キャンパスが角間に移る前は校舎が金沢城内にあり、旧藩時代のなごりの中の学び舎だったころに思いを巡らす面にも多
かった。            　
　来賓挨拶では富山市と合併以前の旧婦中町出身の金沢大学副学長で、金大医学部ＯＢの古川仭氏が、学部から学域に学内組織
が変わる中で学問研究の大学として発展を続けている金沢大学の現在と未来に向けての歩みを語った。
　記念講演では福井県出身で北陸経済連合会長で北陸電力会長の新木富士雄氏（法7回）が「再び環日本海時代へ　北陸のこれ
から」と題して持論を述べた。まず、北陸は対岸の渤海国と文化交流があったとする歴史から話を始め、準備資料を開きながら北陸
3県それぞれに日本海側随一の産業集積を誇り、独自の技術で高い生産シェアを持つオンリーワン企業が多数存在すること、北陸
新幹線が東海道新幹線の代替補完機能があり、敦賀までの工事実施計画の一括認可の必要、大阪までの全線整備などについても
持論を展開した。
　このほか、尺八大師範の片山瞠山氏（経27回）が自作曲「鶴声譜」を格調高く演奏して花を添えた。
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  筆 谷　正 夫（法11回） 記

　なお改選で次の役員を決めた　　　　　　　　　　　　
　　理事・代表　　東　野　宗　朗 （法17回）
　　理　　　事　　三　鍋　光　昭 （法24回）
　　理　　　事　　小　室　　　修 （経17回）
　　事 務 局 長　　高　島　　　誠 （法10回）

富山支部 代表幹事　東 野　宗 朗

会報会報金沢大学 法経文学部同窓会
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会報会報金沢大学 法経文学部同窓会
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　金沢大学法文学部昭和35年（第8回）卒業50周年記念同窓会

　平成22年10月17日、18日に昭和35年卒業の卒業50周年を記念する同窓会が加賀市山中温泉「河鹿壮ロイヤルホテル」で開かれ
ました。
　37名の参加者で懐かしい想い出話し
や近況報告で楽しい宴でした。
　一夜明け18日には、金沢大学角間キャ
ンパスの北地区（現法学類校舎）に於い
て記念植樹を行いました。その後、大学
内の「すみれ亭」にて昼食を食べ、次回
の同窓会を約束しお開きとなりました。

　法文学部第１１期関東地区同窓会（東京兼六イレブン会）

　法文学部第11期関東地区同窓会（東京兼六イレブン会）を平成23年３月25日銀座「がんこ」にて開催しました。
　東日本大震災直後で余震、原発事故の深刻な状況もあって中止、延期の声もありましたがこうゆう時こそ元気を出すべきと考え
予定どおり集まることにしました。幸い当日は余震に見舞われることもなく楽しい一時を過ごすことが出来ました。（銀座の地下にも
ぐるのが怖くて欠席した者数名）70歳を超えて益々元気な面々の意気盛
んな現況報告は頼もしい限りです。神奈川県シニアテニス大会で優勝し
た者、「北朝鮮抑留記」を著作したことを報告する者、毎日千メートル泳
ぐという者、毛筆でラブレターを書いて2千通を超えるという者等々それ
ぞれの人生を謳歌し老春を楽しんでいるようでした。　
「いま その時」を大いに楽しんでいるしだいです。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　                                徳田　智律記

同窓生の近況報告 金沢大学からのお知らせ

平成23年度 金沢大学法経文学部同窓会〔役員紹介〕
○ 顧　　問　　中村信一（金沢大学長），金川琢雄（金沢医科大学名誉教授，同窓会前会長）
○ 会　　長　　加藤　晃（金城学園 理事長）
○ 副 会 長　　北尾強也（北尾法律事務所 所長弁護士），佃　一成（佃食品㈱ 代表取締役社長），
　　　　　　　 岩井　稔（公民館館長）
○ 支 部 長　　中川了滋（東京；丸の内仲通り法律事務所 弁護士），小林道明（関西；小林建設㈱ 代表取締役社長），
　　　　　　　 上野　健（名古屋；㈱永和商事 代表取締役社長），林　逸男（福井；㈱林不動産鑑定所 会長），
　　　　　　　 東野宗朗（富山；富山県教育長）
○ 事務局長　　藏　大介（藏大介法律事務所 所長弁護士）
○ 監 査 役　　後出博敏（税理士法人ノチデ会計 所長税理士）
○ 相 談 役　　中村正人（法学類長），前田　隆（経済学類長），柴田正良（人文学類長），横山壽一（地域創造学類長），
　　　　　　　 鹿島正裕（国際学類長），井上英夫（人間社会環境研究科長），尾島茂樹（法務研究科長）
○ 同窓会連絡協議会担当理事
　　　　　　　 深山　彬（金沢商工会議所 会頭），北　　実（石川県ウォーキング協会 会長），
　　　　　　　 高澤　基（北國新聞社 専務），徳野光宏（北銀リース㈱ 会長），安宅建樹（㈱北國銀行 頭取）

 「金沢大学学友会」の設立等について
　金沢大学は、1862年設立の加賀藩彦三種痘所を源流とする日本で３番目に歴史と伝統ある国立大学で、2012年に「創基150年」
を迎えます。また、来年は学域・学類の卒業生を初めて送り出す年となることから、これを機に全学同窓会「金沢大学学友会」（学友
会）を設立することになりました。
　学友会は、「金沢大学学友会設立構想概念図」に示すように、十全同窓会も参加した「金沢大学同窓会連絡協議会」を構成する
学部・学科及び前身校の同窓会（基幹同窓会）を中核にして、サークル・同好会等の同窓会、学年会等の同窓会、地域・職域・海外の
同窓会のような金沢大学の
卒業生で組織する様々な同
窓会のうち、学友会に加盟
登録する同窓会（登録同窓
会）で構成する、より広範
でゆるやかな連合組織とな
る予定で、第5回ホームカミ
ングデイ開催日の今年11月
5日に設立されます。各地・
職域等で「加賀の会」、
「兼六会」、「金大会」、
「北の都会」等の名称で
卒業学部を超えて集まりを
もっていただいている団体
や、研究室等の同窓会の登
録をお願いいたします。

 学友支援室では、電子メールで同窓会の短信や大学の動きを伝える「学友支援ニュース・レター」（テキスト＆ＰＤＦ版）を団体及び
個人に配信していますので、御希望の方はどうぞお申し出ください。gakuyu@adm.kanazawa-u.ac.jp
　なお今年は、大阪（10/1）と東京（10/29）で、金沢大学のシンポジウムが開催されます。両地域の皆様は是非御参加ください。
初の開催となる大阪では、シンポジウム終了後の午後6時から、関西地区同窓会合同の大懇親会も予定されますので、御参集ください。
詳細は大学のホームページや学友支援ニュース・レター等で順次紹介していきます。

（学友支援室　西谷）

＜金沢大学の重要行事日程＞

○未来開拓研究公開シンポジウムin大阪（仮称）
　　　　　　　　　　　　10月1日（土）14：00～17：30　大阪ビジネスパーク円形ホール

○第4回未来開拓研究公開シンポジウム
　　　　　　　　　　　　10月29日（土）13：00～16：30　東京一橋記念講堂

○第５回ホームカミングデイ，金沢大学学友会設立総会
　　　　　　　　　　　　11月5日（土）13：00～18：00　金沢大学角間キャンパス

会報会報金沢大学 法経文学部同窓会
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　一夜明け18日には、金沢大学角間キャ
ンパスの北地区（現法学類校舎）に於い
て記念植樹を行いました。その後、大学
内の「すみれ亭」にて昼食を食べ、次回
の同窓会を約束しお開きとなりました。
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会）を設立することになりました。
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『東日本大震災の被害にあわれた皆さまへ』

会長の挨拶

同窓会本部の活動報告

金沢大学と全学の同窓会の動き（法、経済、文学部関連主要事項）

　3月11日に発生しました東日本大震災におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共
に、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　また、救済にあたっておられる方々のご無事を願い、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

　当会として、被災地にお住まいの同窓生の皆様方の安否を確認できればと思っております。
　被災された同窓生の皆様方でメールや電話等で連絡が可能な方は上記の連絡先まで御一報願います。

　同窓生の皆さま!お変りもございませんか。
　日本はいま不景気といわれるなか、未曾有の大災害に見舞われ、大変な時をむかえております。
　不幸にしてこの災害に遭遇されました方々に、心から御見舞申し上げます。また同窓生の中で、被害に
あわれました方を御存知の人はぜひ同窓会本部まで、お知らせ下さい。
　さて会報二号を、少しおくれましたが、おとどけします。
　母校は順調に発展しておりますようで、嬉しきことです。
　この度、各単位同窓会が集まり、これに大学関連団体を統合して、金沢大学学友会を設立することと
なりました。

　本年11月5日に金沢大学学友会設立総会をかねて、第5回ホームカミングディが開催されます。多数の同窓生の皆さまの参加を、お
待ちしております。
　去る3月24日にスカイホテルにて金大法経文学部同窓会理事会を開催しましたことをあわせて報告させていただきます。
　夏には同窓会総会を開催しますので、多数の皆さまぜひご参集ください。

　　 4月10日（土）　福井支部総会
　　 5月15日（土）　第58回法経文ＯＢゴルフ会
　　 6月4日（金）　同窓会連絡協議会第９回幹事会
　　 6月12日（土）　名古屋支部総会
       8月27日（金）　役員会　ＫＫＲホテル金沢
       9月11日（土）　理事会　スカイホテル
　　 9月25日（土）　東京支部総会
     10月 8日（金）　同窓会連絡協議会第10回幹事会
     10月16日（土）　第59回法経文ＯＢゴルフ会
     11月 6日（土）　第４回ホームカミングディ　　
     11月27日（土）　関西支部総会
23． 1月27日（木）　役員会　ＫＫＲホテル金沢
　    3月24日（木）　理事会　スカイホテル

　会報誌第1号で「会報誌協力金」の拠出をお願いさせていただきましたところ、現在までに700名を超える全国の同窓生より総額
260万円あまり納入のご協力をいただいております。心から御礼申し上げます。

金沢大学法経文学部同窓会  会 長　加 藤　晃

1．平成２２年度同窓会の主な活動  資料

2．会報誌協力金のお礼

年
2009

2010

2011

 月
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
2
2
2
3
3
4
4
4
6
6
8
8
8
9
9
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1
1
1
2

 日
4
4
7
11
11
26
3
9
11
15
22
28
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1
21
21
28
5
6
26
23
16
1
7
7
4
22
3
5
20
9
19
8
18
23
5
6
20
22
27
5
10
13
1

出　来　事
第78回日本学生陸上競技対抗選手権大会入賞（陸上部員）
2009年度全日本学生ヨット個人選手権大会入賞（ヨット部員）（～9/6）
法経S34年卒生卒後50年記念植樹（紅梅，白梅）
平成21年度新司法試験　11人合格
国家公務員採用試験Ⅱ種（行政） 114名合格　4年連続国公立大学トップ
東京地区同窓会合同講演会・懇親会
関西地区同窓会合同講演会・懇親会
同窓会連絡協議会第8回幹事会
馬術部白蹄会創部60周年記念式典
資料館特別展「彰往察来-20年目の角間キャンパスから城内を想う-」（～11/13）
第57回六大学法文系学部長会議（金沢大学）
人間社会学域　韓国の翰林大学校人文大学と部局間交流協定締結
第3回金沢大学ホームカミングデイ，金沢大学創基150年記念事業シンボルマーク発表
第46回金大祭（～11/3）
全日本合唱コンクール　2年連続金賞（合唱団）
北溟寮同窓会60回記念大会
近畿北陸学生ヨット秋季選手権大会準優勝（ヨット部）（～11/29）
金沢大学法律相談所　平成21年度「学生ボランティア団体助成事業」採択
第2回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム（東京：一橋記念講堂）
第6回全日本学生剣道オープン大会（男子二段の部　優勝，女子二段の部　1,2,3位独占）
平成21年度金沢大学学位記・修了証書授与式
課外活動貢献者感謝状贈呈式（竹糸会，合唱団，茶道部）
人間社会研究域附属フレスコ画研究センター設置
平成22年度入学宣誓式
四高卒業生に65年ぶりに卒業証明書交付
同窓会連絡協議会第9回幹事会
平成22年度国家公務員試験（Ⅰ種）7名合格
北陸地区の学長　平成23年度予算編成方針に対して共同声明発表
2010オープンキャンパス（延べ10,000人参加）
国家公務員採用試験Ⅱ種（行政）　101名合格　5年連続国公立大学トップ
平成22年度新司法試験　17人合格
ボート部設立60周年記念式典，茶道部45周年記念会
同窓会連絡協議会第10回幹事会
法経S35年卒生卒後50年記念植樹（タイサンボク，サルスベリ）
全日本吹奏楽コンクール大学の部　銅賞（吹奏楽部）
第47回金大祭（～11/7）
第4回金沢大学ホームカミングデイ，石碑「金沢大学誕生の地」設置（石川門附近）
全日本合唱コンクール　銀賞（合唱団）
人間社会研究域　グアティマラ文化スポーツ省と交流意向書交換
第3回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム（東京：コクヨホール）
『金沢大学人間社会研究叢書』第1巻刊行
学生のプロジェクト　ＮＨＫラジオのコンテストで最優秀作品賞受賞
金沢美術工芸大学と大学間交流に関する包括協定を締結
人間社会研究域に2センター（地域政策研究センター，国際文化資源学センター）設置

2009年9月以降

後 記
　遅くなりましたが、会報誌第2号を発行することができました。平成22年度はホームページも始めることができました。まだまだお粗末なも
のですが皆様に懐かしい金沢大学の今をお届けできたらと思っております。また、単位同窓会やサークルの同窓会をすることがありましたら
事務局に御一報頂ければ、ホームページに載せさせて頂きます。
　住所が不明な方が多数いらっしゃいます、お友達、知人の方で事務局からの案内等が届かない方がおいでたら、お知らせください。
　今後とも、本会の活動にご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （事務局 山根）


