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行つて来ました愛知万博 (愛・地球博)

オイコスノモスは2回 |]の 1乾稿となります 東京には月に2～ 3

度出張で参ります その際、名1lf屋 の il気はどうかね ?と 質問を

よく受けます.特に本年は2月 に中部国際空港がオープンし、3

月には万膊が始まり、鉄道も道路も)ll木 は渋滞等でどえらいこ

と(名「f屋弁使用 :注訳・大変なこと)に なっております 会ネLで

も7月 に1泊の愛知万博見学を企画した際、結構ホテルが予約で

一杯なのには驚きました。また万博会場近くのコンビニでは 1性 界

から集まった外人さんたちが集団で夜中弁当を買いに行くので、

地元の不良たちが外国人集INllに 恐れをなしてたむろしなくなっ

たとのニュースも報道 されました。

さて、ここからはノテ膊レポートに人りたいと思います。当IJ(4

/17)は ポカポカ陽気ではありましたが、混雑を予想 していたの

で午後から家を出ました。愛知万博は「自然の叡笛
lJを テーマに

今119サ ]ま で
｀
卜年『1開 催されます。IJ本では、大阪万博以来35

11ぶ りの国際 1専 覧会となります。万博会場近くには戦 llbl時 代

(1584年 )天 ド統 ‐の地固めをする秀吉軍 と織 1羽 信 lK・ の次男li

雄・家康連合7「 とが戦った「長久 ■の II「 戦場」があり、

“̀史

好き

な方にはたまらない|11〕切1で もあります

さて、愛
'ヨ

|万「1会場に入りますと高架式 H山 ;「 グローバノじ・りし

―プJが巡っており各 可のハビリオンを結んでいます 名||な しか

'ヨ

|ら なかった|‖ の様 J4が 少し
'1解

できました (ホ

`‖

」なコンハニオ

ン剖 の1呆 ilに ―・)ル ーフ内に造られた「グローバル・ハウ

ス」では、地球のi延
′
liや

′
li命 の発′

liが 休感できます。国 |:の ハビ

石 田 心 也 (H7)

リオンですが、私は三菱未来館「もしもサIが なかったらJと JR束

海超伝導 リニア館そして長久■11本館の3ヶ 所を見てきました。

特に長久手日本館はおすすめです:完 /1N予
約制で中に入ること

はできませんでしたが「サツキとメイの家」へ行く道中は日本庭

判もあり1枚 歩コースとしてもおすすめです:の んびりと過ごした

い人向きです。全体を見ての感想ですが ^:1で 言うと奥が深い

イベントだと思いました。ただ見て1劇 るだけなら物足りなさを感

じるかも矢Πれません。各イベントを見ながら将来環境とどう自分

は関わっていくのか考えさせられました。私にとって1度 見ただ

けではもったいないイベントと思いました。是り|:遠 方から来られ

お泊りの際は石田まで ‐声かけてください。味 1曽 カツ、ひつま

ぶしなどご ‐緒しましょう。

以 ド万博における注意点を書きましたのでご参考まで。

万博ワンポイントアドバイス
・歩き易い靴で (とにかく歩く!)

。日差し対策 (帽子、日傘、日焼け止め )

・比較的すいているのは、外国館。

。夕方から夜にかけては人気パビリオンも入り易いかも?

・世界の食べ物を味わえる(おいしい !)

サツキとメイの家大人気企業パビリオンの前です
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I臨時総会報告
天野 知恒 (S31)

2005イF2)12411(本 )18:30よ りri学 会fllナ ルドの 11に おいて

鴎1時総会が行われました.

急な通知|で 、出川f人 以tが′とヽ西」されたが70名 近くの出lliが あり

llk会 でした。今回の臨HI総会は、校友会のL/K‖ 、大学同窓会連

合会の発足により新校友会代議夕tと 大学同窓会連合会代表委;t

の選出が急務だったことと、それらに11'い 経済学部同窓会会!ll

の ‐音|`」文||:が必要になったことにより||‖ 催されました

総会はイiリ ト11会 長による活Il」
「ヽ‖fl卜 、7TIl」 予定の Iり [|り lか ら始ま

り、新校友会について飯村17f千 幹 J「 (校 友会副会長)が 改山t′り(行

の経過について「ヽ腱告し、校友会が||1来のネL111法 人からf千意IJ体

に移行すること、すべての校友に川かれた校友会になるための

諸方策についてり!解 を深めました

1111列 になりつつあるゼミ教授学′
liに よる市i演 会は、熊谷彰矢li

教授ゼミから「新|「場倉J造のための規御IL/k ttt― ネL会右[iれ L分野の

711性 化に向けてJの プレゼンテーションがありました 私達にも

興味のあるテーマで人好評であり、学′卜の何i究活IIl」 に感銘をう

会サ||1 部変更の liな 点は以 ドの3点 です (1)第 111会 員の

項にアクティブ会員を新たに川|え ました。これは全卒業ノLが学部

同窓会の会;1と なることにより、会費を継統 して納入されている

会Jlと ‐般会員とのよい意味での差/Jl化 を計るためです.(2)

第 5条 総会のり1を 校友会代議夕t、 大学同窓会連合会代表委夕t

の選出と変更しました (3)第 71′ι ttli卜 の項に新たに10イ ll会 費

2()、 000 1を 新li役 しました こオlは 1晰 iイ
11イ(、 林 1)杵 f千 1晰 1`手 を |卜 ′しヽイこ

1に 進 している会)t増強策li寸 畿の過Flか ら生れたものです 10イ 11

111で 1万 円のIHl引 となり、終身会費とは別に11令 1‖限は設けま

せんので会夕t各位にはメリットが多くなります

新校友会代議〕t、 大学同窓会連合会代表委員の選出について

は森会長より提 /1Nさ れた方々が万場 致で選出されました

けたひとときでした また他の大学 ||」 窓会に先期κけて、経済学

部同窓会がli雙 けた奨学金を給IJさ れている学′112名 の出席もあ

り、感り|の スピーチがありました

金

2o⑥ a⑥20化,裁

熊谷教授とゼミ生

〃

ヽ /
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口「校友会」と「同窓会」
飯村 肇 (S35)

ネi111法 人IT山学院校友会が05イ li 3サ 13111に 解散し、()5イ 11111

1日 に新しく任意IJ体 の 1午 山学院校友会がli使 ウiさ れ、発/Lし たこ

とは「
|∵ 学チャイι、ズJや「校友会ホームヘージJな どで、ご4t知

のことと思います

校友(ス7i業
ノ
11)の |」 では「校友会Jに 対する1川 心が以|11に 比岐す

ると高まってきています 経,ll学 部同窓会は経済学部の卒業′
li

を柿1成 |サ 体としており、また校友会大学部会の柿1成 |サ 体となっ

ています

卒業′
liは 卒業||に

`ヽ

it、 1動的に「経済学部 」窓会会ιtJと な

1)、 同 卜に「校友会夫11部

`:の

|り「IJ会 夕tJと なります 大学部会

(ま 人11の 卒業
ノ
li全 ゥtを その‖1成 lll本 としています

校友会大学部会と経済学劇
`同

窓会運↑)年の利1辻 11を 挙|ザ れば、

大学「1``や が在学 ||に セツ、う「1交 友

`や

人

`、

金_を 原ヂた して連↑:|さ

~オ
してヽヽるのに周し、経済学 1引

`同

窓会はイi業 後に芝1」、う
~イ

li会イt_

や 終身会費Jな どを原資として運営されていることです

校友会の新「会!||IJで はI11窓 会の「
|′ |liヤ :と

`」

1111フ :の |「 ■Jを

:この選手にクローズアップ
磯部守孝 (S53)

体育会にサリi属する経 1斉 学 11`の 選
「

にインタビューするこの企

口|の 第2 は、1:イ ll度 の全日本大学 グレコローマン選「 |′産で
'lL

優 ll`∫ さオlま した、レスリング部の |り支倉 l_也 イ|(2イ 11/li、 1(,lcn1 7()

kg)に お1lFをうかがtヽ ました

llk部 :出 身 lj校 はどちらですか ?

板イ):「 秋lll経 法大学 IJ IJ高 校ですJ

僕 |‖

`:り

予刷tも 強 tヽ
デ

iた 1交 で ケね レスリングはいつヒメ1か ら|よ じめた

のですか ?

|サご):「 4ヽ・中学校は11道 をべDっ てぃまして、々イ)め たのは高1交 か

らですJ

付〔ド引
`:高

校||1代 も強かったとお 1‖ きしていますが′

|り支倉 : それほとでもな tヽ さすが、 |千本で 211二 、インターハ イで

3位 といったところですJ

付t部 :高校からなイ)め たのですから立派なものですよ ところで、

この iな の インカレでは|||し かったですね

|り支倉 : |ハ イ、ちょ )́と 残念でした 高1交 1午 代は 1,3kg判どごした

が、大
′
許に入り66 kg級 にな )́て 1階級 卜が )́て まだ肥レヒ

ていませんが、|イ
1/liま でにダイトルを上限りたぃと思 )て

いますJ(1人 なに55～ ド2kg級 まで 8‖十夕支あるそうです )

1機 部 :今 、部)tは l ll名 ですか ′

lltイ↑:「 1イ li′ 117名 、31i′ li l名 、2イ 11′ li l名 、l f11ノ li 3名 の 18名

で「‖l川 |え 内で今イliノ li活 をしていますJ

‖Iっています 経済学部|11窓 会は「会サ!|IJで「独 |′ ||ワ |:Jの 表れとし

て「会)t‖ |ノ ′:の 親 |イ:Jと 共に、「|り
「jllを「ズ|る Jこ とをlltitヽ 、li峰 ,,(会

の定 |サ 1的 な |‖ 催をli l11し 実施しています |イ1瀕 (|ノ寸
′
′、は、

オ
iた

ノ
liも

参考になるようなテーマも fl‖iし 、現役学′
liも 参川|で きるようll」

慮しています また、「
′

1111:Jの 表れとして、他学部の 1窓 会に

先川κけて「1午 |llハ「iCR(lRI:EN21ら I金 Jに 1協 1'し 、後1生 芝1援 のた

め経済学部の現役学′
11を

'」

象に 経済学部 1窓 会給 IJ→奨学金J

を新li雙 し、ささやかではありますが、1晰 :イ li度 から給||を ||‖ 台々しま

した でき才l(ゴ 水く‖lれtして芝援していきたいと考えております

これらの,11動 は、同窓

`や

会ウtの イF`ヨ t」 や「終身会費Jま た

今 新設された「1()イ li`ヨ tJな どの「同窓会費Jに より運営され

´
〔tヽ ま・打 「1交 ノて

`キ

1/＼ σ)|,|′ とヽθ)「 iま
`,と

卜」||、ヤに 「糸
`1斉

′`
γギ1`卜 」窓

`キ

|11動 _に 対するり1角イも深まり、I11窓 会費Jを 芝ツ、って 卜さる「A

CTIヽ I会 )tJ(イ l会了in ll人 会夕tの こと)が  ノ、でもナ11川 け れば、

とIJl待 しております

ljk部 :そ うliえ ば1」 1然 に私、の
′
宅の近くでしたね、1、「々ふんな

lilっ てランニングをしているのを見かけますよ

llk倉 :「 先Jiも 艤しく、ふんなで楽しくやっています 山川‖:lf

や長liル コーチにも熱心に指導してIIIき 、1午 学でレスリング

ができて本
｀
1に 1:せ ですJ

付t部 :11来 のプリを 1‖ かせて ドさい

板イ):「 I∵ 学の先■で新日本フロレスの中邑メ〔山l選
「

に11'れ て

いるので、総合格助|1支 の道もり見ていますJ

llxイツ |は 秋 1人 らしい素本卜な中にも、

`し

,t ll:し さと素||[さ が

感じらオlる な∫「イ11で した レスリング部とヽヽえ|ゴ ノ亡‖|lf i′ L選
「

がアトランタ・オリンヒックに出場したことのある71"|で す その

復活を大いにサUI待 したいと思っています

板倉選手
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◆2005.6.16(木 ) 2005年 度総会・講演会・懇親会

◆20057.14(木 ) 講演会

◆2005.9.23(金 ) 第12回大学同窓祭

◆2005.12.中旬までに幹事会ご案内発送

◆2006.1.19(木 ) 幹事会。講演会

◆2006215(水 ) 第11号 オイコスノモス発行

◆20063.25(土 ) 卒業生に対する入会案内配布

◆2006.5.中 旬までに 総会ご案内発送

◆2006.6.15(木 ) 2006年 度総会。講演会・懇親会

「経済研究所の看板」
経済学部教授 矢吹 初

大学8号館6階に経済研究所がありま魂 以前あつた経済研

究所は大学の組織変更に伴つて名称を「経済研究調査室」に変

更されました。今から約20年前のことで軌 それからはずつと

経済研究調査室と呼ばれていました。私が就任したときにはす

でに経済研究所はありませんでした。しかし何人かの年配の先

生方 (皆さんもう退職なさつていますが)がことある毎に「いつ

か経済研究所を復活させる」とおつしゃつていたのをよく覚えて

いま魂「どうやら私の就任した経済学部では経済研究所という

ものがとても大切な存在らしい」ということを直感しました。

その私の直感を強化した事件が起こりま硯 ある日のこと、

確か教授会の前、ある先生 (この方もすでに退職)が「矢吹、ち

よつと来い。いいものを見せてやる」と私を呼びま魂 私も単糸屯

に「いいもの ?」 とワクワクしながらついていきました。その先

生が書棚の奥から取り出したもの…・それが「経済研究所の看

板」だったのですJこれがいいもの ?」私はびつくりです8「これ

をもう一度かけるためにな、ここに隠してあるんだあ」とその先

生。その先生の顔はふざけている感じではない。「・…。どうや

ら根が深そうだぞ。あまりかかわるのはやめよう」と真剣に思つ

たもので魂

しかしどういう因果か、私が「経済研究調査室」の主事 (有り

体に言えば雑用係)を仰せつかつていた2004年、学部長から

「経済研究所を復活させるから、尽力せよ」との命令が下りま魂

多くの退職なさつた先輩教授たちの思いを知つている私として

は複雑な気持ちでした。(「私はやりたくないけど、みんなはやつ

てほしいんだろうな…・期待に応えないと後が怖いかも」という

気持ち。)幸い、経済学部全体が取り組んだプロジェクトでした

から、特に私が何をしたわけでもないのに、ちゃんと経済研究

所ができてしまいました。

経済研究所の役目は、経済学部の研究を外に向けて発信す

ること、すなわち外に向けて開かれる経済学部の窓で魂 ぜひ

皆様も近くにお越しの際はお立ち寄りください。大変きれいな

研究所で魂 もちろん、入り口に件の「ll丹究所の看板」がありま曳

2004(平成16)年 度 収 支 報 告 書

自 2004年 4月 1日   至 2005年 3月 31日

収 入 の 部
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(単位 円

編 集 後 記

'青

7K妻デ子   (S39)

去る2サ 12411、 経済学部同窓会の臨時総会・i肯 演会が行われ、

第lLJ給付奨学月1と なられた学生諸イ|も 参川1さ れました。これは

現役の学ノ
11に 同窓会の存在を広く認 I請,してもらう為にも、どうし

ても実現 したいと願っていた奨学金1‖度が1順調に動き始めたこ

とであり、大変嬉 しい出来 l・ でした。会終 了後には、講演会を

‖l当 された熊谷ゼミの学′
li達 と会食を共にし、いろいろな

『 [1卍」

を受け、先すとしてのアドバイスをするなど有意義な1/x触が得ら

れました 彼らは経済学部同窓会にきっとltい 1lJ象 を持ち、わせ

しなを感 じてくれたことと確f!itヽ たしました また、愁親会では

小峰あず さ会liが 新|||を 披 iア して 卜さいました[ね |1摺 り合うも

多少の縁と中しますが、同じ学び合、11じ 学部で学んだ中11111と

して応1妥 しようではありませんか

我々は
′
吉て経験 したことのない少 J4高‖i令化、人||力 女少という

i薇 しtヽ 環境に
′
失人することになります.1可 や地方公共IJl体 、そし

て各lTの IJl14Nな ども改 11を 掲げルT慮 しています 我が学院の校

友会も新しく様変わりし、経済学部11窓会も会 Itナ11強 の I坊せと

して、10112万 lllと 会費を夕、い易くするコースを新 li雙 しました

どうぞ御友人をお誘い ドさり、このコースをlltっ て御人会 ドさる

ようおilllめ ドさい、お待ちしております _

i∵ 山学院大学経済学部同窓会会報 第10号

2005年 5り ]15‖ 発イj
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禾斗    目 予 算 額 決 算 額 増    減

1 会費収入 2,400,000 2,128,000 △   272,000

2 その他収入 70,000 30005 △    39,995

1)雑収入 △   40000

2)預金利息 5 5

当期収入合計 2.470,000 2,158,005 △   311,995

前 llB繰 越金 9,233,327 9,233,327

収 入合計 11703327 11 391332 △   311995

不斗    目 予 算 額 決  算 額 増    減

1 事業費 400,000 343,357 △   56,643

2 会報発行費 400.000 324,310 △   75,690

3 印刷費 500,000 336,455 △  163,545

4 通信交通費 300000 304049 4049

5 会議費 200,000 143.960 △   56.040

6 事務費 200,000 △  159,267

フ 名簿管理費 300,000 410,340 110,340

8 奨学金 300000 302334

9 雑費 100000 △   57744

当期支出合計 2700000 2247844 △  452156

当期収支差額 △  230,000 △   89,839 140,161

前期繰越全 9,233,327 9,233.327

力 朗 繰 繊 全 9,003,327 9143488 140,161


