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ご 挨 拶	

　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学法経文学部同窓会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　  安宅　建樹

　金沢大学法経文学部同窓会会報第11号をお送りするに当たり、一言ご挨拶申
し上げます。

　昨年来の新型コロナウイルス感染症はなかなか終息の兆しが見えて来ません。緊急事態宣言に始まり、外
出自粛や時短営業の要請等によって少し収まる気配を見せたかと思うと、しばらくして次の波が押し寄せて
というのを繰り返しています。会員の皆さまやご家族の中にも実際に罹患された方もいらっしゃるでしょう
し、ご商売やお仕事に多大な影響を受けた方も多数いらっしゃると思います。そういった皆さまに心よりお
見舞いを申し上げます。
　同窓会活動も制限を余儀なくされ、昨年は理事会や各支部の総会を中止しました。今年度につきましても、
大勢での会食を伴うイベント開催はなかなか難しいと判断し、２年に一度開催しております全国総会を、残
念ながら来年に１年延期することといたしました。会員の皆さまには何卒ご理解をいただければと思います。
　母校金沢大学では、３月に保護者の人数制限など感染対策に十分配慮しながら卒業式が行われました。そ
の中で山崎学長は卒業生に対して、「世界的にコロナ禍の状況ではあるが、一方世界は大変革を遂げようと
しており、今後はゲームチェンジを主導する破壊的イノベーションこそが日本経済の閉塞感から脱却する鍵
となる。そのためには、自分の専門分野を広げ異分野に踏み出し、新しいことに果敢に挑戦する社会人を目
指してほしい」と、未来志向のはなむけの言葉を送られました。
　もう１年以上も続くコロナ禍ではありますが、ワクチン接種も始まりました。厳しい状況が続いているの
も事実ですが、いずれ終息に向かうことだけは間違いありません。未来志向で前向きな気持ちをもってこの
状況を乗り越えて、何とか来年は全国総会も開催したいと考えています。
　最後になりましたが、会員の皆さまのより一層のご健勝をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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本部の活動状況

2020年度(令和２年)同窓会の主な活動 ＜報告＞
　　10月25日 （日） 第77回法経文ＯＢゴルフ
　　10月31日 （土）　第15回ホームカミングディ

　主な活動一覧

2021年度(令和３年)同窓会の主な活動 ＜予定＞
　　６月26日 （土）　　第78回法経文ＯＢゴルフ会
　　９月23日 （祝・木）東京支部総会
　　10月30日 （土）　　名古屋支部総会
　　10月30日 （土）　　第15回ホームカミングディ
　　11月６日 （土）　　福井支部総会

　法経文ＯＢゴルフ会

第77回大会
　第77回法経文ＯＢゴルフ大会（会長：佃一成　経10期）が令和
２年10月25日（日）、金沢市のゴルフ倶楽部金沢リンクスで開催
されました。佃会長が２年ぶりに参加し、安宅同窓会長はじめ初
参加２名を含むＯＢ・ＯＧ15名が、雨上がりで強風の残るコンディ
ションの中、熱戦を繰り広げました。
　スコアメイクに苦しみながらも、強運に恵まれダブルペリアに見事はまった桶屋幸蔵さん（法21期）が初優勝を
果たしました。なお、桶屋さんは仕事のため表彰式に参加できず、残念ながら記念の写真はありません。
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各支部の活動報告

 東京支部  支部長　中田　好昭

 
　法経文学部同窓会（以下「当同窓会」という。）の皆様には、新型コロナウイルスの感染症の蔓延等により、長
期間にわたりかって経験したことの無い抑制的な生活を余儀なくされておられることと拝察いたします。そんな
中、本年は、新型コロナの影響で１年延期されたオリンピック･パラリンピックの開催が予定されています。しかし、
変異株と言われる感染力の強いウイルスが国内外に広く伝播しつつあり、今後、国民に対する更なる行動自粛要請
やコロナの予防接種の早期推進等を図ることにより、無事に開催することが出来るか予断を許さない状況にありま
す。
　ところで、昨年は新型コロナウイルスの影響により、定例の当同窓会東京支部の総会や合同講演会・懇親会は中
止となりました。そこで、当同窓会の東京支部役員会のメンバーだけでなく、他学部支部の役員の皆様方も、「今
年こそは開催したいね」との思いから、開催の日時・場所及び講演会の演題（講師）等（「ご連絡事項」参照）に
ついて意欲的にその推進計画を進めてきました。
　しかしながら、５月に入っても新型コロナ感染症に沈静化の傾向が見られず、オリンピックを含めてその開催の
可能性は未だ不透明な状況にあります。ただ、昨年来、感染防止対策として「三密防止」が叫ばれて不要不急の外
出が制約される中、これまで時々お会いしていた方々との面談の機会も極端に減少し、その結果、特にご高齢の方々
は自宅にこもる生活が多くなり、心身共に非健康的な生活を余儀なくされる傾向も見られるようです。
　そこで、そのような状況を打開し、同窓生としての旧交を暖める機会が持てるようにする意味からも、東京支部
では今年の総会等は、諸条件さえ許すならば、感染予防対策を徹底して是非開催に漕ぎ着けたいと決意を新たにし
て準備を進めております。皆様方の更なるご理解とご支援をお願いする次第です。

（東京支部長　中田好昭　記）

＜ご連絡事項＞
１．総会等の開催
　　（１）開催日時　　： 2021年９月23日（祝日：秋分の日）
　　　　　　　　　　 開催時間は、例年より数時間繰り上げ、夕食会を昼食会へと変更予定。
　　（２）開催場所　　： アルカディア市ヶ谷（私学会館）　（中央線「市ヶ谷駅」から３分）
　　（３）講演会演題等： 演 題　「自動運転自動車研究の現状と実用化に向けた今後の対応について」
　　　　　　　　　　 講 師　　金沢大学自動運転ユニット　計測制御研究室　教授　　菅沼直樹　氏
　　（４）開催の最終判断は、７月上旬頃に行う予定。

２．その他の活動
　北の都会「月例会」及び「北の都ゴルフ会」については、今年は原則中止とし、秋以降、新型コロナウ
イルス感染症が抑制されるなど開催が許される状況となった場合には、改めてご連絡の予定。

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
支部長　中田好昭（E-mail：nakada@marunaka-lawfirm.com）
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 関西支部  支部長　森　　恵一

 
　今年も桜の季節となりました。本年は例年より開花が早いようです。ただ、昨年に引き続き新型コロナの猛威は
依然として続いている状況にあります。
　令和２年４月に緊急事態宣言が発出され、三密（密接、密集、密閉）を避けるとの政府の方針により、企業も時
差出勤、テレワークなどの対応をとり、それが「新日常（ニューノーマル）となりました。手洗い、手指消毒、マ
スクの着用などは日常となり、フィジカル（ソーシャル）ディスタンスを取ること（アクリル板の設置）などは現
在も続けられています。「働き方改革」は新型コロナウイルス前からいわれていましたが、コロナの影響により、
一足飛びに進められた感があります。
　昨年は緊急事態宣言が一旦解除された後、冬の季節となり、いわゆる第３波が到来しました。令和３年１月に４
都県に第２回目の緊急事態宣言が発出され、その後栃木、関西、東海、福岡など11都府県に拡大されました。４都
府県を除いて２月末までには一旦解除され、その後４都府県も３月に解除されました。
　ところが、解除後１か月経過した４月になって、大阪、兵庫、宮城では感染が拡大したため、緊急事態宣言の前
段階の措置として、まん延防止等重点措置（略してマンボーと呼ばれています）が初めて適用されることになりま
した。５月５日まで適用されることになっています。

　さて、昨年の支部報告ですが、10月３日（土）に関西支部総会を開催すべく幹事会を開催して準備をしておりま
したところ、以上のような次第で開催を中止することとなりました。そして会員にその旨を通知しました。あわせ
て、次回において２年分の審議をお願いすることも連絡させていただきました。
　関西支部では、２年に１回、金沢工業会近畿支部との合同開催として総会を執り行っております。本年は合同開
催の年になります。その準備に向けて、２月27日（土）にZoomを利用してweb形式で幹事会を開催しました。幹
事会では、本年10月２日（土）に、いつもの開催会場である大阪新阪急ホテルで支部総会を開催することを確認し
ました。ただ、総会の開催方法（リモートを併用するかなど）、また懇親会については従前のような立食パーティ
はやはり無理ではないかという意見が出されております。

　今後の新型コロナの状況によっては、昨年と同様に支部総会を開催できるかどうかについて慎重に審議をする必
要があろうかと思います。
　このような状況の中、ワクチン接種や東京オリンピックの聖火リレーのニュースが報道されています。一日も早
く収束することを祈念しております。

　　　　（４月２日　関西支部長　森　恵一　記）

　　追記　本年10月２日に総会が開催できないかを検討してきましたが、感染状況を鑑みて、中止の決定をくだし
　　　　ました。

関西支部 連絡先
〒604-8162　京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623番地
　第11長谷ビル9階　ＦＶＣアドバイザーズ株式会社  気付
　Tel. 075-253-0501　Fax. 075-320-3521
幹事長　中山　淳（E-mail：j-nakayama@fvc-ad.co.jp）

各支部の活動報告
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 名古屋支部  支部長　上野　健

名古屋支部の紹介

　法経文学部同窓会名古屋支部は、愛知・岐阜・三重県に在住する会員で構成されており、現在、会員総数が約3,000
名の大所帯です。
　2020年度の名古屋支部の総会は、10月４日に開催する予定でしたが、新型コロナウィルスの感染防止のため、残
念ながら中止としました。３月の幹事会では、名古屋支部の総会を毎年６月に開催しておりましたが、10月に開催
を延期すること決定しました。しかしながら、新型コロナウィルスの蔓延が収まっておらず、７月初旬に、総会の
開催を中止することに決定しました。
　21年度の名古屋支部の総会は、新型コロナウィルスの蔓延も終息しているかと思いますので、10月30日（土）に
開催する予定です。20年度の総会を開催できなかったので、21年度の総会では、新型コロナウィルスの感染防止対
策を徹底しながら、参加費を極力安くし、お楽しみ抽選会の景品を豪華にし、盛大に開催したいと思っています。
　なお、名古屋支部は、毎年一回、東海地区の他学部の同窓会と交流しています。法経文学部始め、医学部・薬学
部・工学部による四学部同窓会代表者会を開催し、情報交換しています。５年に一度、「東海地区合同同窓会」を
開催しており、次回は、22年６月26日（日）に開催する予定です。合同同窓会の開催により、東海地区で、母校の
ブランドを大いに高め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ます。年に３回ずつ開催しており、４月に第
108回の大会を開催しました。これからも、この「兼六会」を続けていくことで、同窓会活動の基盤強化の場にし
たいと思っています。
　今後とも、名古屋支部の隆盛のために、努めて参りたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋支部長　上野　健　記）

　2020年度の名古屋支部の役員は、以下のとおりです。
　　支 部 長　　　　　上野　　健（経23期）
　　副支部長　　　　　壺谷　幸也（法26期）
　　幹 事 長　　　　　西尾　安弘（経25期）
　　監　　事　　　　　宮澤　俊夫（法21期）
　　事 務 局　　　　　亀島徳太郎（文48期）

名古屋支部 連絡先
〒466-0059　名古屋市昭和区福江１－25－26
　株式会社永和商事
　Tel. 052-884-2805　Fax. 052-884-2817
支部長　上野　健（E-mail：ueno@eiwasyoji.com）

各支部の活動報告
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各支部の活動報告

 福井支部  支部長　村田　治夫

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で色々な行事、イベントが延期や中止になりましたが、11月15
日（日）に予定していた福井支部の第27回総会も結果的に令和３年11月６日（土）に延期することにいたしました。
　この間、令和２年１月22日（水）に幹事会を開催し、第27回総会を令和２年11月15日（日）に開催することを決定し、
また、従来１年半ごとに開催していた総会を、区切りの良い様に２年毎に開催するよう支部規約改正を総会に提案
することも決定していたところです。この頃は新型コロナウイルス感染症が話題になりつつありましたが、11月ま
でには落ち着くだろうと楽観的に考えていました。
　その後、新型コロナウイルス感染症は拡大の一途をたどり、各種行事やイベントが中止となるなかで11月の開催
は困難ではないかとの見方が強まり、令和２年７月に幹事の皆さんのご意見を書面にて聴取して、第27回総会を一
年延期して令和３年11月６日（土）に開催することといたしました。
　当時はワクチンや薬が開発されて、令和３年11月までには新型コロナウイルス感染症は終息するだろうと考えて
おりましたが、今となっては、この考えも甘かったのかな～と考えているところです。本年度開催の有無は、幹事
の皆さんと協議しなくてはなりませんが、開催準備もありますので、７月頃には決定しないといけないと思ってお
ります。幹事会などは書面での開催も可能なのですが、支部総会となるとそういう訳にもいかず、大人数が集まる
となると慎重に判断しないといけないかな～と考えているところです。
　諸先輩の中には支部総会で皆さんとお会いして、「四高寮歌」などを声高々と歌うことを楽しみにしていらっしゃ
る方も多いと思いますので、新型コロナウイルス感染
症が早く終息し、日常生活が普通におくれるような
日々が訪れることを願っております。

（福井支部長　村田治夫　記）

福井支部 連絡先
〒910-0019　福井市春山一丁目３番23号
　司法書士法人 髙橋・浅井事務所
　Tel. 0776-24-5985　Fax. 0776-24-2195
幹事長　浅井正勝（E-mail：azai@ta-shihou.co.jp）

 富山支部  支部長　小嶋　達也

　富山支部では２年に１回、総会・懇親会を開催しており、前回は2020年２月に開催、４回卒から67回卒まで幅広
い年代の121名にお集まりいただき盛大な会となりました｡
　通常であれば次回は来年2022年２月頃の開催になりますが、昨今のコロナ禍の状況のなか、今後世話人を中心に
開催するかどうかを含めて協議していく予定です。
　富山支部は富山県出身者及び富山県内に勤務・在住するなど富山県に関わりのある同窓生で構成し、世話人は、
富山県庁、北陸電力および北陸銀行を中心に選ばれ、支部長は総会毎にその３団体で持ち回りしています。現在は、
北陸銀行が支部長（小嶋達也 常務執行役員　法33回卒）を務めています。
　数年前より若手の総会・懇親会の会費を低めに設定し、また若手の同窓生の集まりに対して助成策を設けるなど
裾野を広げる活動も行っています。今後はさらに若手会員を含めた幅広い年代が本同窓会に関わっていただき盛り
上がるような取り組みを行っていきたいと考えています。

　　　　　　　　　　　　　（富山支部長　小嶋達也　記）
　　<2021年度役員>
　　　支部長　　小　嶋　　達　也（法33回）
　　　世話人　　出来田　　　　肇（法32回）
　　　世話人　　松　田　　光　司（経33回）

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
専務理事　高島　誠
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卒回 氏 名 卒回 氏 名 卒回 氏 名 卒回 氏 名 卒回 氏 名 卒回 氏 名
法 1 池　　哲明 経 8 前田　邦光 文12 三盃　隆一 経18 加藤　嘉彦 経26 盛田　　隆 経40 中村　孝治
法 1 中村　　公 法 8 浅野　俊彦 文12 森　　恭子 経18 桐山　直泰 経26 尾田　利之 文40 坂井奈津子
法 1 鳥毛　茂信 法 8 田中　義雄 文12 徳田　寿秋 経18 森田　敏彦 経27 伊井　一之 経41 寺井　尚孝
法 1 千田　　茂 経 9 山﨑啓之助 文12 北　　　実 経18 新宅　　剛 経27 高田　正久 経42 下濱　紀昭
法 2 岡本　政二 経 9 木村　征男 文12 明壁　正毅 経18 日高　和久 経27 片山　　均 法42 岸部　正樹
法 2 西　　元和 法 9 前川　久光 法12 倉地　正英 法18 安孫子邦夫 法27 辻嶋　　彰 経43 岡本　修身
文 3 岩城谷　滋 法 9 武島　政治 法12 亀井　忠明 法18 寺島　　徹 経28 岩崎　守男 経43 五十島哲夫
法 3 桶谷　　弘 経10 吉田　　茂 法12 上田次兵衛 法18 清水　　実 法28 伊代田誠二 法44 合田　篤子
法 3 石本　　理 経10 佃　　一成 法12 俵　　俊徳 法19 松本　伸男 法28 森　　恵一 文45 金山　一成
経 4 八田　　彰 経10 宮岸　義宏 経12 島田誠一郎 法19 中杉　保雄 法28 西　　信子 経46 三井　敏彦
経 4 宮川　譲二 経10 山中　勝久 経13 川嶋　宣之 法19 田中　正志 経29 須田　正人 法46 福本　知行
経 4 得田　　勇 経10 清水　正博 経13 八田　龍造 法20 沼田　博幸 法29 飴谷　義博 経47 高嶋　英治
経 4 櫻木　昌靖 文10 奥山　尚子 経13 龍田　　陽 法20 西川　文明 法29 丸橋　茂男 法49 犬塚　雅文
文 4 中田　信行 文10 渡邊　淑子 文13 横地　昭果 法20 大平　文人 法29 宮澤　康太 経49 出村　貴昭
文 4 宮越　健夫 文10 藤村　延魚 文13 本間　洋子 法20 南　外至久 経30 太田　敏明 経50 山下　晋吾
法 4 作田　豊光 法10 荻野　恭司 法13 岡田　　明 法20 石川　澄雄 経30 鳥越　伸博 文50 小山内俊平
法 4 松下　　健 法10 加藤　恭三 経14 南　　雅雄 経21 猪谷　道雄 経30 林　　勝哉 法50 柴野　英雄
法 4 大谷内久憲 法10 河端　恒夫 法14 東山　捷治 法21 伊東茂外樹 法31 角地　裕司 法51 鷹橋　健二
経 5 髙島　信久 法10 水野石太郎 経15 篠島　益夫 法21 安宅　建樹 法31 前野　貴志 経53 小林　杏輔
経 5 太郎田　隆 法10 面野　伀志 経16 井戸　秀清 法21 大路　孝之 文32 山内　雅喜 法53 義本　正彦
経 5 大友　陽次 経11 益弘　　修 経16 飯島　　弘 法21 大江　洋造 法32 藏　　大介 法53 中本　雄一
法 5 有塚　達郎 経11 吉島　　登 法16 藤森　茂樹 経22 松森　秀治 経33 和田　　学 法53 土屋　健太
経 6 嶋﨑　英夫 経11 久米田　修 経17 荒木　秀俊 経22 松縄　　宏 文35 竹内　正樹 法54 北上　紘生
経 6 青木　銑一 経11 前澤　忠彦 経17 神谷　周毅 法22 中山　正隆 法35 小西　啓介 法55 丸山　英樹
経 6 大坪　常夫 法11 竹下　崇夫 経17 水野　幸二 経23 横江　功好 文36 宇喜多弘幸 法56 徳田　隆裕
文 6 山本　一雄 法11 徳田　智律 経17 千田　嘉明 経23 折橋　與喜 法36 作田　　豊 人56 堂田　俊樹
法 6 光地　勇一 経12 松井　敏治 経17 島木　　茂 文23 黒柳　和夫 経37 坂田　昌隆 法58 栗田　和季
文 7 長谷　安次 経12 川嶋　　勇 経17 白井　　糺 法23 水落　徹男 文37 向　　茂美 法59 関根　裕基
文 7 橘　弥代治 経12 谷口　晃博 文17 梛野　祐三 経24 廣村　裕二 法37 黒川　孝之 法59 丸山　　亮
法 7 出口　治郎 経12 塚田　雅之 法17 旭　　信昭 経25 福澤　秀宏 法37 森　　英之 経62 大友　俊弥
法 7 新木富士雄 経12 二口　信行 法17 林　　逸男 法25 小堂　宗昌 経38 和久田佳世子 人66 大津　真実
法 7 中橋　正則 文12 井口　紀美 法17 鈴木　幸作 法25 村田　治夫 経40 喜多　雅之

会報誌発行協力金ご入金ご芳名　　　　　　　　　　　　　　　	　	（敬称略）

　「法経文学部同窓会 会報誌」発行にあたり、会員の皆様にご協力をお願いしております。
　総勢317名の皆様から協力金のお振り込みをいただきました（令和３年５月17日現在）。心より感謝申し
上げますとともに、ご芳名をご紹介し、お礼にかえさせていただきます。　　　　　　　　　役員一同
　なお、掲載のご了解をいただいた方となっております。

　会報誌発行協力金のお願い
　会報誌発行へのご協力をお願いして今回で10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円からとなっております。同封の払込票をご利用下さい。
　なお、ご協力いただいた皆様のお名前は、次号の「会報誌」で掲載させていただきます。
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　令和２年10月31日（土）、本学角間キャンパスにおいて、第14回金沢大学ホームカミングデイを開催しました。
　今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、歓迎式典のみの開催となりました。なお、当日来場が
かなわない方のために、LIVE配信を行いました。
　歓迎式典には約50名の卒業生及びそのご家族等にご出席いただき、盛況で賑やかな１日になりました。歓迎式典
では、山崎光悦学長の歓迎挨拶、山出保金沢大学学友会会長の祝辞、青木健一理事・副学長による金沢大学の近況
報告、そして、日本人学生（２名）による留学体験報告、サッカー部代表による課外活動報告が披露されました。

　次回、第15回金沢大学ホームカミングデイは、令和３年10月30日（土）に開催することになりました。次回まで
には、新型コロナウイルス感染症が収まることを願いつつ、同期生・サークル仲間の皆様におかれましては、校歌
を歌いに是非とも懐かしい母校にお越しいただけますよう、お願い申し上げます。

　第14回金沢大学ホームカミングデイを開催しました！

金沢大学からのお知らせ

歓迎式典で校歌斉唱（角間キャンパス自然科学大講義棟） 祝辞を述べる山出学友会会長

編 集 後 記

　皆様いかがお過ごしでしょうか、今年も会報誌を
お届けすることが出来ました。今号は新型コロナウ
イルスの影響で本部、支部共に理事会や総会を開催
することが出来なかったため寂しいものになってし
まいましたが、また気軽に出かけられて、集まって
ワイワイ楽しめる日が来ますよう祈るばかりです。
　来年の全国総会には、皆様のお元気なご参加をお
待ちしております！　　　　　　　　　（事務局）

▼宛先不明で郵便物が戻ってくるケースが見受け
られます。転居の際は、下記ＱＲコード、もしく
は表紙記載の事務局アドレスまでご
連絡ください。ホームページの「お
問い合わせ」からもご連絡頂けます。

　同窓会事務局からのお願い

▼単位同窓会からの寄稿を随時募集しています。

学生による留学体験報告・課外活動報告の様子


