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　同窓生の皆さま！その後お変りもございませんか。

　日本は戦後最多といわれる立候補者を出して、衆議院議員の総選挙を迎えよう

としております。しかも悪いことに投票率は前回よりも落ちそうだと報道されま

した。今、内憂・外患を抱えて日本の進むべき道を決める重要な選挙だと思われま

す。国民全体でもっと真剣に、よく考えてこの総選挙にあたってほしいものです。

　本年は５月30日に大学創基150年の記念式典が盛大に挙行されました。

　11月10日には第６回ホームカミングディが大学と旧城内で開催され、多数の同

窓生が集まり校歌と寮歌で昔をしのびました。本年の同窓生の各会合を通して、大きく取り上げられたの

は、全国の大学の中で金沢大学が落ち込んでいるのではないかという事でした。たしかに受験生数一つを

見ても、法経文の受験倍率は落ちてきています。大学当局と協力して、同窓会として、たとえば奨学生の

充実など応援の方法を検討していく必要があります。

　広く皆様の御意見をつのりたく、御協力をお願いします。

　皆さんと共に母校の発展に努力したいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12月14日記）

同窓会本部の活動状況
１.	主な活動
　　　　《 平成23年度 》
	 ４月	27日	（水）	 第２号会報誌　発行
	 ５月	21日	（土）	 第60回法経文ＯＢゴルフ会
	 ６月	15日	（水）	 役員会（ＫＫＲホテル金沢）
	 ６月	17日	（金）	 同窓会連絡協議会第11回幹事会
	 ６月	18日	（土）	 名古屋支部総会
	 ７月	７日	（木）	 役員会（ＫＫＲホテル金沢）
	 ８月	20日	（土）	 全国総会・理事会（スカイホテル）
	 ９月	16日	（金）	 同窓会連絡協議会第12回幹事会
	 ９月	17日	（土）	 東京支部総会
	 10月	１日	（土）	 関西支部総会
	 10月	23日	（日）	 第61回法経文ＯＢゴルフ会
	 11月	５日	（土）	 金沢大学第５回ホームカミングディ
	 11月	12日	（土）	 福井支部総会
24年	２月	22日	（水）	 富山支部総会
	 ３月	７日	（水）	 役員会（ＫＫＲホテル金沢）
	 ３月	21日	（水）	 第１回金沢大学学友会　理事会
	 ３月	24日	（土）	 理事会（スカイホテル）

　　　　《 平成24年度 》
	 ５月	20日	（日）	 第62回法経文ＯＢゴルフ会
	 ５月	30日	（水）	 金沢大学創基150年記念式典
	 ６月	２日	（土）	 名古屋支部総会
	 ７月	９日	（月）	 役員会（ＫＫＲホテル金沢）
	 ９月	21日	（金）	 理事会（スカイホテル）
	 ９月	29日	（土）	 東京支部総会
	 10月	６日	（土）	 関西支部総会
	 10月	12日	（金）	 第２回金沢大学学友会　理事会
	 10月	28日	（日）	 第63回法経文ＯＢゴルフ会
	 11月	10日	（土）	 金沢大学第６回ホームカミングディ

今後の予定   　　　
　　25年	２月　　　富山支部総会
　　　　３月　　　理事会
　　　　《 平成25年度  》
	 ４月	６日	（土）	 福井支部総会
　　９月頃　　　	 全国総会	
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２.	全国総会
▼平成23年８月20日（土）　（於金沢スカイホテル）

　総会は役員及び会員あわせて101名出席により執り行われ、事業及び会計監
査報告があり、会則の一部改正、役員改選については承認されました。
　総会後の午後５時45分からは、金沢市長山野義之氏より「金沢市政にかける
想い」と題した講演をいただきました。
　その後は中村信一学長をはじめ、古川仭副学長、柴田正良人文学類長、澁谷
四高同窓会長及び前川金沢工業会同窓会理事長にもご臨席賜り、盛大に懇親会が行われました。学生時代の話や近
況報告など和やかな宴の中、金沢東茶屋街の芸子、唐子こと亀田祐さん（文学部卒）による演芸も披露されました。
　２年に１度の全国総会、次回は平成25年度の開催となります。是非多くの皆様のご参加をお待ち致しております。

３.	理事会　（於金沢スカイホテル）
▼平成24年３月24日（土）
　通常の事業報告に加え、大学
から金沢大学創基150年記念祝
賀会に対する協力要請があり、
同窓会として参加協力するこ
とを約しました。その後は、学
長、副学長、中村法学類長にご
参加いただき、計39名の出席者
で和やかに懇談会が執り行わ
れました。
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▼平成24年９月21日（金）
　36名の役員及び理事にて執り行われ、事業報告、決算
報告及び予算案が承認されました。また、新たな事項と
して、金沢大学法経文学部同窓会基金の設立が承認され
ました。

４.	その他日常の業務
　当同窓会では通例の業務として、金沢大学法科大学院院生の模擬テスト代金の支援や、学部卒業生に図書カード
を贈呈し、卒業後も同窓会との交流を図っていただくためのお願い等を行っています。
　また、金沢大学学友会の事業に全面的に協力し、更なる母校の発展のために努めています。

５.	法経文ＯＢゴルフ大会　（於ゴルフクラブツインフィールズ）
▼春　平成24年５月20日（日）

　初参加の方や久しぶりの参加の方など、７回から39
回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。
　優勝は参加者の中でもっとも若い番匠啓介さん（経39
回）で、ベスグロにニアピン、ドラコンと抱えきれない
ほどの賞品を獲得しました。
優勝　番匠　啓介（経39回）
２位　稲手　信次（法19回）
３位　高橋　貞彦（法７回）
ＢＧ　番匠　啓介（経39回）

▼秋　平成24年10月28日（日）

　今回で63回目を迎える伝統ある法経文ＯＢゴルフ大
会には、初参加の方２名を含む10回から39回までの幅
広い年代のＯＢが参加し、熱戦が繰りひろげられました。
　優勝は北尾強也さん（法11回）で、ベテランらしく
僅差の勝負を制しての優勝でした。	 （飴谷）

優勝　北尾　強也（法11回）
２位　飴谷　義博（法29回）
３位　谷口　晃博（経12回）
ＢＧ　藏　　大介（法32回）

　来年度も５月と10月の年２回を予定しています。是非、日頃練習を積まれておられる皆様の腕前を披露され、豪
華賞品を獲得されてはいかがでしょうか。	 （会長　佃　一成　経10回）
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各支部の活動報告

東京支部 支部長　中川　了滋

平成24年度定期総会、合同記念講演会・懇親会

　快晴の秋、標記の会が「金沢大学創基150年記念」と銘を打って９月29日（土）に恒例の霞が関ビルの東海大学
校友会館で開催され、首都圏の卒業生が参集した。
　冒頭に記念講演として中村信一学長が「金沢大学～伝統と創造～」と題して講演した。中村学長は大学の歴史を
概説し、創基150年記念事業と金沢大学における教育と研究の最先端を紹介し、「東アジアの知の拠点」として留学
生を迎え・送り出すための財政的支援として５億円の大学基金の募集を呼びかけた。
　講演終了後、初めての試みとして大学当局と卒業生の間で質疑応答の時間を設け、卒業生から予め提出した質問
に大学側の理事・副学長が回答するという形式で進められた。
　最初の質問は、近年の金沢大学への応募者が減少し、入試倍率が低い事実があるが、大学はどのように受け止め、
例えば、学外試験場を検討するというような具体的対策を取っているのかどうか、という質問があった。大学側か
ら倍率低下は認識しているが、学外試験場についてはいろいろ検討すべきことがある、との回答であった。検討の
結果がどのような具体策になるのかについて、今後の見守りが必要に思われた。
　次に、金沢大学はかって８学部あったのを、３学域16学類に改組したところ、受験生を対象とした受験情報誌等
では学域＝学部、学類＝専攻科とみなし「３学部16専攻科」の弱小大学という扱いになっており、他の大学の学部
に対応する学部が無く、卒業生が居ないという記事が堂々と掲載されているが、大学はどう対処するのか、他大学
の「学部」は金沢大学の「学類」に相当することをＰＲしなかった広報体制をどう考えるのか、との質問があった。
大学側は調査し善処するとの回答であった。金沢大学自体が、（本学の）学類＝（他大学の）学部、であるとの意
識改革をした上で、受験情報誌等に丁寧にＰＲしていく必要があると思われた。
　最後に中村学長から、それぞれの問題提起を真摯に受け止める旨の発言があって、記念講演の部を終了した。
　それぞれの総会の後、合同懇親会に移った。恒例により校歌を厳粛に斉唱し、乾杯に続き、なごやかな宴会に移
り、やがて寮歌・学生歌の披露があり、盛大な宴でもって本年度の会を終えた。

東京支部 連絡先
〒100-0006　東京都千代田区有楽町１－７－１
有楽町電気ビル南館1356区　丸の内仲通り法律事務所

Tel.	03-3212-7986　Fax.	03-3212-1890
中田好昭（E-mail：nakanaka207@iris.ocn.ne.jp）
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関西支部 支部長　大平　文人

新支部長になって初めての総会

　関西支部総会は平成24年10月６日（土）18時から大阪新阪急
ホテルにおいて開催しました。
　ご来賓として大学から古川仭副学長、前田経済学類長、西谷
学友支援室長、同窓会本部から加藤会長、岩井副会長、金川顧問、
各支部（東京・名古屋・福井・富山）代表、医学部十全同窓会、
金沢工業会、関西四高会の各代表のご臨席を得て、活動報告、
会計報告等を行い、いずれも了承されました。
　大平支部長挨拶の後、ご来賓の古川副学長、加藤同窓会長か
らご祝辞をいただき総会は閉会しました。
　引き続き懇親会に移り、総勢60名による校歌斉唱の後、前田
経済学類長の乾杯ご発声により開会。今年は比較的年齢の若い参加者も多く、年代を超えて楽しく、たいへん活気
のある懇親会となりました。会場である大阪新阪急ホテル様が考案した石川県の食材を使った料理のコーナーは今
年も好評で、恒例の写真撮影、来賓ご挨拶の後、四高寮歌の大合唱でお開きとなりました。
　次回（平成25年秋）は金沢工業会近畿支部との合同懇親会を予定しています。今年以上に多数の方に参加いただ
けるよう役員一同頑張ってまいります。

大平支部長挨拶
　私は昨年の総会で支部長に就任後初めての関西支部総会を迎えましたが、その間に学友会が創立し、今
年に入って大学創基150年記念行事が金沢で600名規模で盛大に行われ、６月には名古屋、９月には東京で
合同懇親会に参加をしてまいりました。
　関西では昨年合同懇親会が行われましたが、次回も合同懇親会を開催する必要を感じています。
　さて、世の中はいま大変な時代になっているように思います。想定外の事態や異常なことが相次いで起
きています。我々が恵まれていて想定の範囲が狭くなっていることもあるのかもしれませんが、情報社会・
ネット社会が急速に発達して、正確かどうかも分からない情報が　思わぬ速さで思わぬところまで広がり、
異常な反応を起こしています。携帯やスマホ・漫画やゲームもいいけれど、こんなバーチャル化された世
の中だからこそ、時には、生きた人同士のface	to	face	の付き合いが大事だと思います。
　お金はなかったけれど若さがあった、不安もあったけれど夢があった、時代は違えど、あの青春時代を
北陸の町金沢で過ごした者同士が年に一度、一堂に会し交流を深めることは大変すばらしいことであると

思います。
　本日は時間の許す範囲でよい時を過ごしてい
ただければ幸いです。　
　今後の同窓会活動への支援をお願いし、挨拶
とします。

関西支部 連絡先
〒530-0047　大阪市北区西天満４丁目６番３号
ヴェール中之島北703号　西信子法律事務所内

Tel.	06-6362-1005　Fax.	06-6362-1006
幹事長　西	信子（E-mail：nishi@lawyers.or.jp）
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名古屋支部 支部長　上野　健

東海支部合同同窓会を初開催

　今年、法経文学部同窓会名古屋支部では、金沢大学創基
150周年を記念して、６月２日（土）、名鉄ニューグランド
ホテルにて、工学部、医学部及び薬学部の四学部による「東
海支部合同同窓会」を開催しました。当日は、四学部同窓
会の関係者以外に、理学部と教育学部の卒業生の有志も参
加していただき、全学部の同窓会となりました。
　当地区では、初めて合同同窓会の開催ということもあり、
会員・来賓合わせて、200名を超える参加者で盛大に開催
しました。法経文学部同窓会からは、会員・来賓合わせて
58名の方が参加しました。
　各学部の同窓会総会の終了後、中村学長による150周年記念講演会を開催しました。
　中村学長は、「金沢大学～伝統と創造～」のタイトルで、母校金沢大学の150年の歴史、地域に立脚し世界に飛躍
する現在の姿、そして新たな教育拠点を目指す大学の未来像を簡潔にわかり易く講演されました。母校金沢大学が、
伝統の重みを受け継ぎ、知の創造により、今後更に発展していく姿を垣間見ることできました。
　講演会終了後、中村学長から来賓代表の挨拶をいただき、金沢工業会の前川理事長の乾杯で、合同懇親会が、に
ぎやかに始まりました。合同懇親会は、学部毎にテーブルを配置したこともあり、又、200名を超える大勢の参加
者ということもあり、元気一杯の盛大な宴となりました。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。

　合同懇親会のフィナーレには、いつもどおり、大学校
歌、北の都、南下軍の歌を声高らかに斉唱し、会場は大
変な熱気に包まれました。学部の
垣根を超え、大いに盛り上がった
合同懇親会は、私　上野の中締め
で、終了となりました。終了後は、
いつもどおり、法経文学部同窓会
の有志が集まり、二次会、三次会
と繰り出していきました。
　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11月には、82回目の大会を開催しました。これから
も、このゴルフ会を続けていくことで、同窓会活動の拡充に努めていきたいと思っています。
	 （支部長　上野　健　経23回卒）
《 平成24年度の役員 》
支	部	長	 上野　健	 （経23回）
副支部長	 倉坪　修一	 （法12回）
幹	事	長	 西尾　安弘	 （経25回）
監　　事	 宮澤　俊夫	 （法21回）
事	務	局	 亀島　徳太郎	（文48回）
顧　　問（前支部長）	 森　　博一	 （経７回）

名古屋支部 連絡先
〒466-0059　名古屋市昭和区福江１－25－26
㈱永和商事　気付
Tel.	052-884-2805　Fax.	052-884-2817

支部長　上野　健
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福井支部 支部長　林　  逸男

第21回総会

　第21回総会並びに懇親パーティーを、平成23年11月12日（土）
に葵会館において開催致しました。ご来賓11名、会員55名の出席
を頂きました。
　「経済学から国語学へ」と題して、福井県立大学の下谷政弘学
長（経16回卒）に卓話をしてもらいました。

　また、23歳の若さで突然死された同窓
生のご両親から当支部の運営に役立ててほしいと金10万円のご寄附を頂き、早速、金沢大
学懸垂旗と陣羽織３着を東京支部から購入し、残余の浄財については今後世話人会で使途
を検討することを会員の皆様に報告しました。金沢大学卒業間もなくこの世を去られた同
窓生のご冥福を祈りたいと思います。
　第22回支部総会は平成25年度春に開催
すべく、準備をはじめる予定です。
	 （支部長　林　逸男）

富山支部 代表理事　三鍋　光昭

新代表に三鍋氏

　富山支部は２月22日、富山市桜橋通りの富山電気ビルで今年度総会を開き、若い会員が室生犀星作詞の金大校歌
を高らかに歌えば、年配層が中心に旧四高寮歌「北の都」や応援歌「南下軍の歌」を力唱して、新旧70余人が交友
を深めた。古川副学長、柴田人文学類長、岩井副会長、東京・名古屋・福井の各支部長、関西前支部長らも出席した。
　当支部は一昨年に旧制四高の富山四高会を引き継ぐ形で創設され、今回は２回目の総会。役員交代で代表理事に、
東野宗朗氏（法17回）に代わって三鍋光昭氏（法24回）が選ばれた。
　前最高裁判事の中川了滋弁護士（法10回）が「最高裁判事の任期
を終えて」と題して、平成21年まで４年間務めた判事生活を講演。
この中で、旅行地リスボンが1700年代に震災・津波で大被害を受け
たことに触れたことから、東日本大震災への関心が高まった。交流
会の挨拶に立った新木富士雄北陸電力相談役（法７回）は、北電に
は金大出身で地震対応に優れた人材がいることに触れ、大学が地域
社会に貢献していることについて所感を述べる場面もあった。
　また、今年は金大の源流とされる加賀藩種痘所の設立から150年に当たり、記念事業が計画されているなどの報告も
あった。余興に尺八大師範の片山瞠山氏（経27回）と琴による演奏も行われ、総会に花を添えた。	（法11回		筆谷正夫）

《 役員 》
代表理事　三鍋光昭（法24回、北陸電力副社長）
理　　事　増川茂則（法23回、富山県総合県税事務所長）
　　　　　小室　修（経17回、富山商工会議所専務理事）
　　　　　荒木　勝（経24回、富山県商工労働部長）

富山支部 連絡先
〒933-0045　高岡市本丸町8－34
㈱富山県人社内
Tel.	0766-25-5211　Fax.	0766-26-2500
事務局長　高島　誠

福井支部 連絡先
〒910-0001　福井市大願寺２丁目９－１
㈱林不動産鑑定所内
Tel.	0776-27-2595　Fax.	0776-27-2594
支部長　林　逸男
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期別同窓会等の開催報告

●法文学部法学科昭和42年入学同窓会（深谷温泉にて）

　法文学部法学科（昭和42年入学）同窓会を平成24
年10月７日、深谷温泉石屋で開催しました。最初は
平成15年３月、２回目が平成19年10月、そして今回
が３回目となります。入学時102名のうち既に５名
が物故者となり、11名が消息不明で、86名に案内を
出したところ、北は青森、南は熊本と、全国から28
名が集いました。
　記念写真撮影に引き続いて宴会に入り、近況報告、
思い出話などなど、深夜にいたるまで旧交を温め合
いました。
	 （法19回卒　浦田徳久）

●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）が
平成24年３月23日、銀座「がんこ」にて開催されました。
　今を精一杯生きる面々の味のある近況報告に感心するばか
りです。如何に元気で楽しく生きるか十人十色の生き方があ
ることがよく分かります。一口に50年と言うけれど卒業以来
半世紀になり、今は年金暮らしを謳歌するとはいえ老化現象
には勝てません。それでも今年も出席出来たことは有難いこ
とです。元気であればこそです。
　次回の平成25年３月29日（金）、銀座「がんこ」での再会
を約束してお開きとなりました。	 （法11回卒　徳田智律）

●叙勲受章を祝う会（深谷ゼミ夕食会）

　金沢大学名誉教授　深谷松男先生は、永年にわたり
学問研究、教育に貢献された功績により、瑞宝中綬章
受章の栄に浴されました。そこで、平成24年５月29日、
金沢市のＡＮＡクラウンプラザホテルにて、先生にご
指導を仰いだ深谷ゼミ出身者が集まり、先生の功績を
讃え、その栄誉を祝福する夕食会が催されました。
　参加者の年齢層は、昭和34年卒から平成12年卒業と
幅広く、皆当時を懐かしみながら、ゼミなどの思い出
話に華を咲かせました。
	 （法32回卒　藏　大介）
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年 月 日 主　　　　要　　　　事　　　　項
2011 2 26 法学類「金沢法友会」が第２回法教育教材コンクールで毎日新聞社賞受賞

3 15 課外活動学外功労者へ感謝状贈呈（ボート部）
3 17 東北地方太平洋沖地震について（学長メッセージ）
3 22 平成22年度金沢大学学位記・修了証書授与式
3 25 「能登キャンパス構想推進協議会」設立
4 1 「がん研究所」を「がん進展制御研究所」に名称変更
4 7 平成23年度金沢大学入学宣誓式
6 6 フレスコ画修復完了記念式典（イタリア・フィレンツェ）
6 17 同窓会連絡協議会第11回幹事会
6 20 2011年度国家公務員Ⅰ種試験　7人合格
7 21 国際学類生等が「アメリカ外交政策に関する合衆国研修」に参加
8 4 オープンキャンパス2011に1万人来学（～ 5）
9 8 平成23年度新司法試験　15人合格
9 10 東京都中央区との連携講座「金澤入門～文化と自然～」開講
9 16 同窓会連絡協議会第12回幹事会
9 17 同窓会東京支部合同講演会・懇親会
9 27 平成23年度9月期金沢大学学位記・修了証書授与式

10 1 「金沢大学未来開拓研究公開シンポジウムin大阪」・関西地区同窓会合同懇親会開催
10 17 金沢大学資料館特別展「金大事始～加賀藩種痘所から学都金沢へ～」（～ 11/18）
10 29 第4回未来開拓研究公開シンポジウム開催（東京）
10 30 四高開学125年祭
11 4 第48回金大祭（～ 6）
11 5 金沢大学学友会設立総会・第6回ホームカミングデイ、石碑「金沢大学発祥の地」除幕
11 6 石碑「金沢医学館跡地」除幕
11 12 創基150年記念「アジア5大学学長フォーラムin金沢」開催
11 13 創基150年記念「アジア学生フォーラムin金沢」開催
11 26 法学類「金沢法友会」の学生が法務省主催のシンポで東大生と発表（東京）

2012 1 8 サークル「能登見守り・寄り添い隊灯（あかり）」（地域創造学類生中心）が
　「1.17防災未来賞『ぼうさい甲子園』」＆石川県県民運動青少年ボランティア賞を受賞

3 6 法学類「金沢法友会」が第３回法教育教材コンクールで読売新聞社賞受賞
3 21 金沢大学学友会第1回理事会
3 22 平成23年度金沢大学学位記・修了証書授与式
3 27 課外活動学外功労者へ感謝状贈呈（弓道部、宝生会、ヨット部、医・弓道、医・山岳）
3 28 金沢大学基金への寄附者芳名掲示板設置（本部棟）
4 7 平成24年度金沢大学入学宣誓式
5 30 金沢大学創基150年記念式典・記念講演・祝賀会、創基150年史刊行
6 2 創基150年記念「同窓会東海支部合同講演会・懇親会」（名古屋）
6 5 法学類学生が第53回みずほ学術財団懸賞論文で受賞
6 25 2012年度国家公務員総合職試験　14人合格
7 7 医学部創立150周年記念式典
7 31 法学系・法学類・人間社会環境研究科が台湾成功大学と部局間交流協定締結
8 9 オープンキャンパス2012に1万人来学（～ 10）
9 11 平成24年度新司法試験　7人合格
9 14 IMF国際通貨基金英文エッセイコンテスト2012で国際学類生が最優秀賞受賞
9 25 日本人学生・留学生混住宿舎「先魁（さきがけ）」竣工
9 26 平成24年9月期金沢大学学位記・修了証書授与式
9 29 創基150年記念「同窓会東京支部合同講演会・懇親会」

10 12 金沢大学学友会第2回理事会
11 1 第5回金沢大学未来開拓研究公開シンポジウム（金沢）
11 2 第49回金大祭（～ 4）
11 10 第6回金沢大学ホームカミングデイ、第2回学友会役員総会、留学生ホームカミングデイ
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第７回ホームカミングデイ 
平成25（2013）年11月２日（土）開催

　第７回ホームカミングデイは、平成25
（2013）年11月２日（土）に開催いたします。
　詳細の検討はこれからですが、大学から
案内状が送られる下記卒業期の皆様には予
定に入れていただき、併せて、当日前後に
同期会を開催する準備も進めていただくよ
うお願いいたします。

　いつも多大なご支援をいただき役員
一同深く感謝申し上げます。
　今回で２度目となりますが、多数の
皆様からの一層のご協力をお願い申し
上げます。
　一口2,000円からお願いします。
　なお、ご協力いただいた皆様のお名
前を「会報誌」に掲載する予定です。

　11月の気持ちの良い小春日和に、
紅葉の写真を撮ろうと角間キャン
パスを散策してみました。お天気
も良く少し汗ばみながら高台の駐車場に
登ってみたところ、空気も綺麗で気持ち
の良い紅葉狩りになりました。
　卒業生の皆さんもお久しぶりに角間
に足を運んでみてはいかがでしょうか。
　各期別同窓会からの沢山の寄稿をお
待ちしております。　　（事務局　山根）

案内状発送卒業年次一覧
●年度末76歳以上	（第８回	 昭和35（1960）年以前の卒業・修了者）
●卒後50年経過	 （第11回	 昭和38（1963）年卒者）
●卒後45年経過	 （第16回	 昭和43（1968）年卒者）
●卒後40年経過	 （第21回	 昭和48（1973）年卒者）
●卒後30年経過	 （第31回	 昭和58（1983）年卒者）
●卒後20年経過	 （第41回	 平成05（1993）年卒者）
●卒後10年経過	 （第51回	 平成15（2003）年卒者）

編 集 後 記

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、前同窓会長）

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㈱社長）

 岩井　稔（公民館館長）　　　安宅建樹（北國銀行頭取）

支 部 長 東　京　中川了滋（丸の内仲通り法律事務所 弁護士）　関　西　大平文人（㈱中北製作所専務）

 名古屋　上野　健（㈱永和商事社長）　福　井　林　逸男（㈱林不動産鑑定所会長）

 富　山　三鍋光昭（北陸電力㈱副社長）

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 代表税理士）

相 談 役 柘植洋一（人文学類長）　　　中村正人（法学類長）　　　前田　隆（経済学類長）

 横山壽一（地域創造学類長）　　　　村上清敏（国際学類長）

 鏡味治也（人間社会環境研究科長）　宇都宮純一（法務研究科長）

平成24年度 金沢大学法経文学部同窓会 〔役員紹介〕

会報誌発行協力金のお願い


