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ほかとは違うスタイルで
一貫ごとにひと手間かけて
﹁料理﹂としての完成度を

飲食店をやっていて︑それに反発して飲

建設会社に入社しました︒もともと父が

はなくて︑最初は商業建築で実績のある

卒業後すぐに寿司職人を目指した訳で

たですね︵笑︶︒

いたんですけれど︑まったく考えが甘かっ

立なんて１〜２年でできるだろうと思って

島本﹂をオープンしたんですよ︒最初は独

た︒そして２０１６年４月に独立し︑﹁鮨

を入れつつ︑形を保ちつつ︑口に入れた

成させています︒﹁そんなことまでする

す︒手間をかけて︑一貫ずつ料理として完

ないですね︒全部何らかの手を加えていま

ろいろです︒魚もそのまま生で出すことは

ねぎのペーストなど薬味を工夫したり︑い

ぐりなどは完成された技術なので︑そうい

いなと思ったからです︒学生時代は勉強

食店は嫌だと言っていたんですけれど︑

技術︑アイデア︑洞察力で
お客様により高い満足を

ときにほどけるように握るのが理想なん

ら精神的にもキツかったです︒そこで３

よりクラブ活動に熱中していましたが︑

でもどこかにお店をやってみたい気持ち

というイメージですが︑いまは昔みたいに

ですが︑ネタによっても微妙に変えま

ディベートするスタイルで面白かったで

これまたメジャーじゃない男子ラクロス

があったのでしょう︒ですから違う角度

毎朝市場に行くというスタイルではありま

す︒また︑カウンターでお出しするの

うネタにはあまりトリッキーなことはしま

部でした︒確立されていないスポーツ

でアプローチして︑お店をつくる方に

せん︒築地や北海道など日本中の信頼でき

か︑お座敷へ運ぶのか︑お土産にするの

年︑さらに神戸の中央市場の寿司店で２年

だったので︑アメリカからビデオを取り

回ったんです︒

る業者さんから﹁こんないい魚があるよ﹂

かでも違ってきます︒お客様によっては

すよ︒お客様は経営者やお医者さんが多

寄せてそれを見ながら練習方法とかも手

建設業界から寿司職人へ
無謀？有望？新たな挑戦

や﹁こんな珍しいのが入荷したよ﹂とＬＩ

すぐ召し上がる方もいますし︑お酒を飲

せんが︑例えばカニなどは昔なかったもの

探りで︑自分たちで試行錯誤しながら

ところがラクロスのプレイ中に腰を大

ＮＥで画像が送られ︑朝注文したら昼過ぎ

んでからの方もいますし︑それに合わせ

働いたのですが︑先輩に誘われてホテル

やっていましたね︒４年生の時はキャプ

けがして︑１年くらい寝たきりになり会

に到着するような時代なんですね︒ですか

いので︑経済のことや経営のことなど︑

テンでしたが︑その時は２部でした︒卒

社を辞めざるを得なくなってしまいまし

ら仕入れは産地から直接か︑日本で一番良

かったですね︒

寿司職人って格好いいと思ったのと︑飲

です︒給料は半分以下になりましたが︑

歳の頃

いに耐えきれず︑思い立って江戸前の寿

んです︒そのためうちは少し甘みを加えて

るとちょっとツンとした感じがしてしまう

がないんですよ︒ですから神戸の人が食べ

前のシャリは塩と酢だけで仕込むので甘み

は神戸の人の味覚に合わせています︒江戸

寿司のベースは江戸前ですが︑シャリ

ングリサーチが大切なんです︵笑︶︒

が必要なんですよ︒ある意味マーケティ

が何を求めているか考えるには︑洞察力

ますし︒何気ない会話や観察からお客様

利きか左利きかで寿司の置き方も異なり

握り方ひとつにも気を遣います︒空気

抜けないです︒限界までやります︒

僕が美味しいと思う寿司を目指すと︑手を

の？﹂というお客様もいるくらいですが︑

業後︑後輩たちが頑張って念願の１部昇

た︒手術して再起して︑また別の建築関

ても握り方は変わりますね︒お客様が右

食業界に入るには年齢的に遅かったの

います︒
は違うスタイルの寿司を出しています︒江

僕は変わったことが好きなので︑他店と

ご来店ください︒心を込めて美味しいお

とも思います︒同窓生のみなさまもぜひ

自分が培ってきた技術を伝えていきたい

守って伸ばしていきたいですね︒また︑
修行はしんどかったですよ︒肉体的には

戸前の古典的な技術を基本に︑自分でアレ

寿司を握ります！

司店で働くことにしたんです︒

で︑例えば﹁和食﹂というような大きな

もちろん︑先輩が年下ですし︑ねぎ一つ切

ンジを加えているんです︒こはだや煮はま

勝ち目があると見込んだからです︒

今後ですか？とりあえずこのお店を
分野より﹁寿司﹂と専門性を絞った方が

寿司職人は朝早くから市場に行って⁝

ゼミは佐藤善信ゼミで︑ディベートを

係の会社に入ったんですけれど︑店を自

いものが集まる築地からが多いんです︒

格を果たしてくれたので︑とても嬉し

中心にした授業でした︒時事の話題で

分で経営したいというモヤモヤとした思

僕は﹁人とはちょっと違うことをした

2016年、神戸・元町に
「鮨 島本」をオープン

なので思い切ってジュレを使ってみたり︑

建設業界から寿司職人へ転身

オークラ神戸の﹁はま磯﹂へ移ってその半

ホテルオークラ神戸「寿司 はま磯」料理長を経て

大学で身につけた教養は何気ない会話に

佐藤善信ゼミ・男子ラクロス部

役に立っていると思いますね︒

1997年3月 商学部流通学科卒

い﹂という性分なんですよ︒流通科学大

Profile

学を選んだのも︑変わった大学に行きた

ちょっと変わった大学で
ちょっと変わった競技に熱中

島本 哲也さん
店主

年後に料理長になり︑６年くらい務めまし

鮨 島本
れないような状態からのスタートでしたか
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Feelings & Challenge

さまざまなシーンでイキイキと活躍する同窓生

Active alumni

2002年3月 商学部流通学科卒

福井 健一さん

佐藤善信ゼミ・硬式野球部

（旧姓 初貝）
2015年3月 サービス産業学部観光学科卒

岸本 美郷さん

小久保恵三ゼミ・男子ソフトボール部

レクサス神戸西 セールスコンサルタント
エスタシオン・デ・神戸 ウェディングプランナー

グくらいしか投げていないんです︒上

チャーでしたが︑公式戦では４イニン

たんですけれど︑結果は全然⁝︒ピッ

練習は昼から︒自分なりに頑張ってい

はキャンパスにグラウンドがあって︑

の冬に硬式野球部へ移りました︒当時

す︒最初は軟式野球部に入り︑１年生

大学時代の思い出と言えば野球で

きっかけになり︑卒業後は神戸トヨペッ

ら っ た ん で す︒そ れ が こ の 業 界 に 入 る

ト ヨ タ ビ ス タ 兵 庫︵株︶に 行 か せ て も

印 象 的 で︑イ ン タ ー ン シ ッ プ で 当 時 の

ら れ て︑デ ィ ー ラ ー の 話 を さ れ た の が

ツ ト ヨ タ ウ エ ス ト 兵 庫︵株︶の 社 長 が 来

れる企業論特講は思い出深いです︒ネッ

長などトップクラスの方々が講義をさ

スカッションを重ねてお客様へのプレ

るだけではなく︑体験に基づいたディ

ル車とも乗り比べます︒ただ資料を見

で挙動を体感するだけでなく︑ライバ

に走りました︒そこで車の限界性能ま

ピードウェイでプロドライバーと一緒

受けている最中です︒研修では富士ス

成するレクサススペシャリスト研修を

それがまた面白いんですよ︒

ゼンテーションを考えていきますが︑

現在はレクサスの販売店で勤務し︑

ト︵株︶に就職しました︒

大学は大好きでした︒授業も毎日出て

手な選手がいっぱいいたので︵笑︶︒
ドライバーの邪魔をせず︑意のままに

レンジしました︒ゼミは社会連携プロ

すが︑学生時代はいろんなことにチャ

やり残したことはいろいろとあるんで

に直結していると思います︒ブライダ

らです︒実際に授業も実践的で︑実務

もともといまの仕事に興味があったか

私がサービス産業学部を選んだのは︑

きました︒

ろん学生時代の友達にも出席していただ

した︒夫は大学のクラブの先輩で︑もち

げたいなと思っていたので︑夢が叶いま

よりも入社する前からここで結婚式を挙

実は︑私もここで挙式したんです︒何

いままさにブランドの﹁語り部﹂を育

グラムを積極的におこなっていた小久

ルの授業では基本的な知識︑例えばお

い ま し た ね︒特 に い ろ い ろ な 会 社 の 社
動かせるところがレクサスの魅力だと思
います︒一番の安全性はストレスなく運
転できることですから︒レクサスは走り
も機能もデザインも妥協せず︑作り手の
想いをすべて高い次元で実現させていま
す︒パーツ一つひとつにこだわって良い
車を本気で作っているんです︒﹁最高の
商品﹂を﹁最高の販売・サービス﹂で提
供する︒それが私の使命です︒接客業に
正解はありませんが︑常にお客様の求め
ている期待値を少し超えることを目指し
ています︒
流通科学大学はアットホームで︑教
職員のみなさんも顔なじみですから︑
就職活動でも親身になってくれまし
た︒ほかの大学だったら︑ここまで大
学に寄り添った学生生活をすることが
できなかったのではないでしょうか︒
いまでも当時の友達との繋がりを大切
にしています︒同窓生のみなさまも母
校に誇りを持って︑ともに頑張ってい
きましょう！

すね︒カップルでそれぞれご希望もご事
情も違いますので︑対応力が求められま
す︒年間約 組を担当しますが︑お客様

保恵三ゼミで︑イスズベーカリーさん

祝い事の習慣やマナーを教えてもらっ

ジャーでした︒３部から２部にリーグ

動では男子ソフトボール部のマネー

様と一緒に式を創っていくような仕事で

務めています︒コーディネーターはお客

ターに配属され︑昨年からプランナーを

私は卒業後入社してまずコーディネー

した学生生活を過ごせたと思います︒

てみたことでいろんな経験ができ︑充実

大事だと伝えています︒私自身︑行動し

だくこともありますが︑行動することは

現在は母校で１年生にお話させていた

といかなごパンをつくったり︑稲美町

たのですが︑大変役に立っています︒

昇格したときは嬉しかったですね︒

ろいろな思い出があります︒クラブ活

の酒蔵に行ったり︑畑を耕したり︑い

心がけています︒

叶えられるように誠実に対応することを

経験を生かし︑お客様に合った結婚式を

す︒もちろんコーディネーターとしての

ういうことも大切にしてご案内していま

挙式は大事なセレモニーなのですね︒そ

おいている感じなんですけれど︑やはり

です︒今の結婚式はパーティーに重きを

ただけるようにおすすめすることが仕事

かとお考えのお客様に︑弊社で挙げてい

プランナーは結婚式をどこで挙げよう

ただくと︑本当に嬉しいですね︒

どもが生まれました﹂などとご連絡をい

だけたら達成感があります︒その後﹁子

郎新婦はもちろん︑ゲストに喜んでいた

は緊張します︒でも無事に式を終え︑新

ミスは絶対に許されませんし︑当日の朝

にとっては人生の一大イベントですから
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サービスの極意を追求し
ブランドの「語り部」に
キャンパスで巡り逢い
憧れの職場で花嫁に

年に一度、母校に集う

ホームカミングデー 2018
開催!

食
食育
育講
講座
座

かつお節削り体験＆
かつお節削り体験＆
一番出汁飲み比べ体験
一番出汁飲み比べ体験

クッキーお絵かき
クッキーお絵かき
体験コーナー
体験コーナー

楽しく
楽しく
学べる
学べる
体験講座
体験講座
日本
日本酒
酒講
講座
座

美味しく
美味しく！楽しく
！楽しく！学ぶ
！学ぶ
お酒講座
お酒講座

8月4日(土）
、同窓生が、年に一度大学に帰ってくる日「ホームカミングデー」が
流通科学大学にて開催されました。13回目を数える今年も、沢山の同窓生や教職

2期生大同窓会
2期生大同窓会

員、約300名の方々にご参加頂きました。当日は日本酒講座や食育講座・クッキー
お絵かき体験などの催しと、恒例の大懇親会などが行われ、会場となったRYUKA
DININGは大きな賑わいを見せていました。

同日開催
同日開催
りゅうか
りゅうか
夏まつり
夏まつり

同窓生が講師として登壇した体験講座も開催され、日本酒講座では日本酒ブー
ムの歴史をテーマに、1960年代から2010年代までそれぞれの時代でどんな日本
酒が好まれたか、といったお話。実際に呑み比べをする時間もあり、皆さんお酒の
歴史を楽しみつ参加していました。食育講座では講師が凛々しい着物姿で登場。
武士の姿で繰り広げられるかつお節のお話。今では珍しくなった「かつお節削り器」
で参加者が実際にかつお節を削ったり、かつお節の削り方でどれだけ出汁の味が
変わるのか、飲み比べをしてみたり、工夫を凝らした講座となっていました。また、
今回会場で一番早く人だかりのできたのがクッキーお絵かき体験のコーナー。アイ
シングクッキーにフードペンで、自由にお絵かきをし、次から次にお子さんが集まっ

来年は3期生の会を
開催予定!

てくる、大人気ブースとなりました。そして、メインイベントの同窓生や教職員が一
堂に会する大懇親会は、会場各所で思い出話や互いの近況報告など、会話が盛り
上がっていました。また、今年は「2期生の会」が行われ、こちらも賑わいを見せて
いました。来年は「3期生の会」を予定していますので、是非ご参加ください!
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グローバルヒューマンリソース
株式会社

フリーランス

上田 啓治 さん

浅海 祥子 さん

在学生へ伝えたメッセージ

在学生へ伝えたメッセージ

夢を友人たちと
語り合うこと
好きなことを見つけること
大学生にしかできない
時間の使い方を
意識すること

やりたいと思った事は何
でも挑戦するべき
感謝と尊敬の気持ちを忘
れないこと

全農パールライス
株式会社

株式会社
ジェイアール西日本伊勢丹

浅井 次郎 さん

上山 慎太郎 さん

在学生へ伝えたメッセージ

在学生へ伝えたメッセージ

入った所、与えられた事を
一生懸命頑張る事。

全力で取り組めることを
見つけて、楽しい４年間に
してください

株式会社
Take your marks

Ｐ＆Ｇジャパン
株式会社

野田 健 さん

榎本 千尋 さん

在学生へ伝えたメッセージ

在学生へ伝えたメッセージ

｢時間は無限ではない、有
限である」
｢自分の器は自分で決めな
いでください」
｢経験に勝るものはない」

学生時代にこれはと思う
もの１つをやりとげる
解決能力
コミュニケーション力
柔軟性を身につける

SGムービング
株式会社

株式会社
リークラボ・ジャパン

西村 拓也 さん

物部 智人 さん

在学生へ伝えたメッセージ

在学生へ伝えたメッセージ

コミュニケーションのとり
方、大切さ
意思表示の必要性

有朋自遠方来不亦楽
資産（経験・知識）を４年
間で貯めよう
人の役に立つ

初年次教育プログラム

「 気づきの 教 育 」

2015年度から実施されている流科大独自の初年次教育プログラム「気づきの教育」
。今年も多くの同窓生が講師として登
壇しました。ご協力いただいた45名の講師の中から12名の同窓生の方々に、新入生に向けてどのようなメッセージを伝え
たのか、また、実際に講師をされた感想などをお聞きしました。

｢自分はここで
1番になれるのか、
本当に自分が
好きなことなのか」
人生設計を
本気で模索。

いつも
心掛けているのは、
満足をこえて、
感動を
与えられるような
サービスを
提供すること。

航空会社勤務

トヨタカローラ姫路
株式会社

妹尾 賢 さん

依藤 祐二 さん

在学生へ伝えたメッセージ

在学生へ伝えたメッセージ

What do you want? What do you think?
What will you do?

大学生活は社会へ出て自立するための練習場。
第一印象の重要性。

講義を行った感想

講義を行った感想

学生と接する機会を与えていただきありがとうございました。卒
業して社会で活躍できるきっかけになってもらえれば幸いです。

未来ある学生さん達にとって、何か一つでも今後のヒントに
なればと思います。

勉強を
楽しめるように
なったきっかけ。
英語で世界が
広がることへの
気づき。

ネームバリューに
とらわれず、
企業説明会に
参加して
自分に合った
企業を
見つけてほしい。

株式会社オカムラ

株式会社
タビックスジャパン

片山 隆寛 さん

安西 優 さん

在学生へ伝えたメッセージ

在学生へ伝えたメッセージ

勉強を楽しむ！！

勉強・遊びも全力で取り組む。社会に出ると時間がないので
4年間で学べることは全部取り組んで悔いのない生活を。

講義を行った感想

講義を行った感想

みんなよく聞いてくれていました。

20分間、いかに学生を飽きさせないようにするか必死でした。写真をたくさん使
ってプレゼンを作ったりしましたが、食いつきもあって発表しがいがありました！

※就職先は取材時（2018年5月）のものです
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『個別同窓会』援助制度

クラブ・サークル・ゼミなど
同窓生の会をサポート

北川宗忠ゼミ
2017年11月11日(土)、北川ゼミによる「北川宗忠
先生の喜寿を祝う会」が開催されました。当日は、久し
ぶりに会う人や初めて会う人などさまざまでしたが、少
人数ということもあって北川先生とも全員が話すことが
でき、思い出話や近況報告などを語り合いました。ま
た、りゅうか祭が行われていたこともあり、学生時代に
戻ったような気分でした。場所を変えて開催した第二
部では、第一部からのメンバーに加えて数名のゼミ生
も参加し、先輩後輩の隔てなく、大変な盛り上がりとな
りました。

制度について
同窓生同士の交流機会を増やすことで同窓生と有朋会が共に
発展することを目指した、クラブ、サークル、ゼミのＯＢ・ＯＧ
会や同期会といった流通科学大学同窓生の会をサポートする制
度です。

援助内容について

■個別同窓会援助内容

雅の会
1月13日(土)、恒例の雅(みやび)の会（向山雅夫ゼミOB・OG会）
の新年会が開催されました。今回は同窓生のお子さまも5名参加さ
れました。会場が神戸メリケンパークオリエンタルホテルということ
で、
「さすがホテル！」と言わんばかりのきめ細やかなサービスで、お
子さまにも楽しんでいただけました。
フェイスブックの登録者数も、徐々
にですが増えており、現在176名と
なっています。来年は、もっと多く
の同窓生が参加出来るような企画・
運営をしていきたいと思います。

和太鼓部OB会
2月18日(日)、流通科学大学にて現役生の定期演奏
会「流風和奏」が実施され、それにあわせてOB会が開
催されました。「流風和奏」では、有志のOB・OGが演
奏に参加し、現役生との演奏を行うとともに、久しぶり
の和太鼓の音色に酔いしれました。また、演奏会終了
後には同窓会を実施し、多くのOB・OGが参加しまし
た。創立時より、ご指導頂いている、和太鼓演奏者の
木村優一氏と創立時から退職されるまで、和太鼓部の
副顧問を務めて頂いた前職員の、前川誉志朗氏も参
加。近況の報告や過去の思い出話などで大いに盛り上
がりました。

（１）個別同窓会開催案内送付の代行（往復はがき、または通
常はがきによる郵送、郵送費は有朋会負担）
ただし、開催日の１ヶ月以上前に申請が必要。（年１回に
限る）
（２）記念式典への祝電・同窓会グッズ（法被、横断幕等）の貸与
（３）教員の交通費・宿泊費の一部負担（個別同窓会参加費補
助規定による）
（４）現役生を支援するための費用の一部負担（個別同窓会支
援金補助規定による）

申請について
■申請資格

以下の条件を満たす団体であること。
有朋会会員で構成される流通科学大学同窓生の組織であり、
営利・政治・宗教活動以外を目的とした１０名以上の団体で、
具体的には下記の（1）
〜
（3）の団体が対象です。有朋会の認
定した団体としての効力は１年間で、更新する場合は、その
都度更新手続きが必要となります。
（１）クラブ、サークル、ゼミのＯＢ・ＯＧ会
（２）卒業年次（同期会）
（３）その他、幹事会が認める団体

2017年度実績
団 体 名

会員数

同窓会

発送代行

現役生支援金

アメリカンフットボール部
190
Voyagers OB・OG会
9/1 3万円
（応援うちわ）

バスケットボール部OB会 163 8/25開催
男子ラクロス部
雅（みやび）の会
（向山ゼミOB会）

114 8/13開催

○

416 1/13開催

○

93

10/28開催

流拳会（日本拳法部） 61

1/31開催

ソフトテニス部後援会

10/28 3万円
（テニスボール）
4/25 10万円
○
（全国大会参加学生旅費補助）
5/1 3万円
○
（コンタクトビブス）

体育会
123 5/4開催
ラグビー部OB・OG会
吉田順一ゼミ同窓会 11 3/24開催
長峰ゼミOB会
94
ゴルフ部OB会
北川宗忠ゼミOB会 151 11/11開催 ○
和太鼓部OB会

10

体育会サッカー部OB会

38

2/18 3万円
（演奏会チラシ）

申請は規定の申請用紙に必要事項を記入の上、有朋
会事務局に書類の提出をお願いします。
その他、詳細について有朋会ホームページをご覧くだ
さい。

ソフトテニス部後援会
2017年10月28日(土)、流通科学大学にてソフトテニス部のOB会が行われました。当日は
OB総会ののち、学内のテニスコートで現役生を交えて交流戦が行われました。当日は雨が降った
りやんだりとあいにくの天気でしたが、年に一度のOB会とあって、雨を気にしながらも、OBと現
役生とでトーナメント戦を行い、
大いに盛り上がりました。

活用しました！
〈 現役生支援金 〉

現役生への支援金制度を利用して
ボールを贈呈しました！

活用しました！
〈 現役生支援金 〉

現役生への
支援金制度を利用して
プログラムを贈呈しました！
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同窓生による
経営者の交流会

分科会「経営者グループの会」

同窓生の経営者層（経営者・個人事業主・起業を目指す方）同士が交流できる分科会「経営者グループの会」が昨年度
より発足しました。経営者同士の交流・情報交換を目的とした分科会です。
今後も交流会や勉強会などを実施予定ですので、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
詳しくはP23を
ご覧ください

経営者グループの会 in 神戸

2017年10月17日(火)、経営者グループの会「経営者の
為の話し方教室」が神戸にて行われました。言の葉OFFICE
かのん代表であり、神戸女学院大学非常勤講師を務めておら
れる川邉暁美様を講師にお迎えし、「『心に響くトップのスピー
チ力』
〜人を惹きつける話の極意〜」をテーマにお話いただき
ました。トップに求められるものは声の言葉の力で「伝える」
ということ。気持ち、望むような結果など、伝わらなければ人
は動いてくれない。そのような内容を基に、普段参加者が使
う話し方を振り返りながら、話をするポイントをご教授いただ
きました。また、口の開け方・なめらかな発音方法・腹式呼吸
など、実際に身体を使って実践しました。懇親会では、勉強
会で習ったことを早速意識して相手に分かりやすく話す光景
が見られました。また、新しい交流もでき名刺交換も活発に
行われました。

吉田順一ゼミ同窓会
3月24日(土）
、吉田順一ゼミ同窓会がI-siteなんばに
て開催されました。今回、吉田先生が完全退官される
に伴い、赴任されていた大阪府立大学大学院と合同で
「吉田順一ゼミ最終講義」が開催されることとなりまし
た。最終講義ではこれまでを振り返った懐かしい話題
も多く話され、出席の方々は先生の講義に聞き入って
おられました。その後の立食パーティでは先生こだわり
のワイン！も振る舞われて楽しんだり、遠方のゼミ生から
のメッセージが紹介されたり花束贈呈などもあり、いろ
いろな趣向がこらされたパーティとなりました。また、
ゼミ生同士も久々の再会でもあり、大いに盛り上がりま
した。その後も場所を移しての 会 は深夜まで続きまし
た。ご参加いただいた方々、ありがとうございました！

男子ラクロス部OB会
8月12日(日)、流通科学大学にて男子ラ
クロス部OB会が開催されました。一昨年は
学生の人数不足により、リーグ戦への参加を
見送ることになりましたが、昨年から部員も
増えリーグ戦に復帰しました。しかしながら
依然として人数は不足しており、練習試合も
できていない状況の為、OBを集めリーグ戦
前に練習試合を行いました。学生は1年生主
体のチームであり、初めての試合で１３-５で
OBチームが勝利しましたが、学生にとって
いい経験とモチベーションを上げるいい機会
となりました。OB戦後には学内にて懇親会
を開き、OB・コーチ・学生との親睦をはかる
とともに、大会出場に向け今後の練習方法・
課題についての議論を深めました。

経営者グループの会 in 東京
5月18日(金）、経営者グループの会が東京で行われまし
た。上記のとおり神戸で開催したところ大変好評だったこと
から、東京でも開催することになりました。当日は総勢20名
以上が集まり、年代も20代から40代まで幅広く、地域も首
都圏だけでなく、関西からもお越しいただきました。初対面
同士で、かつ年齢が離れていてもすぐに打ち解けあえたの
は、同窓生同士だからなのでしょうか。予定の時間を超えて
も会話が途切れない、そんな賑やかな会となりました。また、
大学の第一期（1992年卒業）卒業生の方が3名お越しになり
ましたが、『卒業以来25年ぶりの再会』とのことで、お互い
懐かしく語り合っていらっしゃいました。

活用しました！
〈 現役生支援金 〉

現役生への支援金制度を利用して
ソックスを贈呈しました！

男子バスケットボール部OB会
9月1日(土）
、流通科学大学にて、関西学生リーグ
開幕戦にて近畿大学との開幕戦を応援。OB会から寄
贈したメガホンも大活躍で盛り上がった試合となりまし
た。試合後、OBと父母会合同で先生方を迎えて親
睦会を開催し、OBからは創部当時から今までのエピ
ソード、先生方と父兄の皆様からは現役生の頑張って
る様子の話などの話を交え、終始和やかな会となり、
最後は今後ますますのバスケットボール部の繁栄を
願って御開きとなりました。現役生の皆さんのご活躍
を祈念しております。

活用しました！
〈 現役生支援金 〉

現役生への
支援金制度を利用して
メガホンを贈呈しました！
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卒業記念パーティが開催されました
3月23日（金）、2017年度大学院修了式・学部
卒業式が神戸ポートピアホテルで行われました。
卒業式後に開催された卒業記念パーティは、威勢
の良い鏡開きと岡本会長による乾杯の発声で幕を
上げ、華やかな会場では、卒業生がゼミの恩師や
友人たちと楽しそうに談笑する姿が見られました。
パーティの席上、有朋会の各支部長から卒業生
へのお祝いのメッセージとともに、それぞれの支
部について紹介が行われました。卒業式にあわせ
来日した海外の支部長も、自国の卒業生との繋が
りを深めていました。

有朋会
イベント

りゅうか 祭 へ 行こう！

２０１8年１1月17日（土）
・18日（日）
時間

１０：３０〜１６：００

場所

講義棟Ⅵ １階 セミナールーム

有朋会では、りゅうか祭開催にあわせ
同窓生の皆さまが立ち寄れるスペースをご用意しております。
ちびっこも大歓迎！ぜひ気軽にお立ち寄りください！

入場
無料

ー
ど
ドリンクコーナ
のプレゼントな
子
菓
お
へ
ま
さ
お子

有朋会賞が授与されました

9月卒業式が行われました

流通科学大学の
卒業生であることを
誇り に感じられる
活動を行った学生へ
贈る有朋会賞に4名
を 選 出し、2017年
度 卒 業 式にて岡 本
会長より有朋会賞が
授与されました。

9月18日（火）、流通科学大学にて2018年度9月学部卒業式・
大学院修了式が行われました。
閉式後、レストランRYUKA DININGの2階で「卒業記念パー
ティー」が開かれ、先生方や友人と思い出を語り、卒業を喜び合
う姿が見られました。

2017年度「集まれ！同窓生」
左より小寺 香穂、和田 麻里（サービス産業学部）
黒田 樹、金 典（商学部）

総会・交流会が開催されました

2017年11月11日(土）
・12日（日）に行われたりゅうか祭では、
同窓生の休憩・交流スペース「集まれ！同窓生」を実施しました。
両日とも好天に恵まれ、今年も多くの同窓生に来場いただきまし
た。年々来場者が増えています！ ご家族連れでいらっしゃる方や
同窓生同士のグループ、お世話になった職員の方に会いに来ら
れる方…など時間帯によっては、部屋が満員になるほどでした。

5月26日（土）、2018年度の有朋会総会が流通科学大学にて開催されました。総会では、2017年
度の事業報告・決算報告、2018年度事業計画・予算案などについて話し合われました。その後、お仕
事PRタイムや交流会も実施され、ご自身のお仕事をPRしたり、続く交流会では和やかな雰囲気の中、
会場の各所で名刺交換や歓談を行う姿が見られました。
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有 朋 会 支 部 ニュー ス

中四国支部

東日本支部

交流会が行われました

中国・四国エリアで活動されている同窓生同士の交流や情報交
換を目的とした交流会が6月10日(日）、岡山市内で行われました。
3回目となる今回も、地元でお勤めをされている同窓生や、福井副
学長・同窓生職員の皆様にご参加頂き、最近の大学の様子や仕事
の話、はては山陰・山陽・四国に
おける方言の違いなど、ゆっくり
としつつも話題が尽きない和やか
な雰囲気の2時間となりました。
中四国支部の恒例行事として、
少しずつ定着化を目指している
交流会。来年も6月に開催予定で
すので、今回来られなかった方も
次回はぜひお越しください。

九州支部

1月27日(土）、東日本支部の交流会イベントとして、パソナ大手町牧
場見学＆バター作り体験が行われました。
場所は東京駅から徒歩2分。パソナが2017年8月にオープンし、
「ビ
ルの中にある牧場」として瞬く間に話題となった「大手町牧場」で開催さ
れました。当日は40名ほどの参加者が集まり、多くの子どもたちも参加
してくれました。都会の真ん中で牛や豚だけでなくカピバラ・フクロウ・
フラミンゴ・ヤギ・ヒツジ等の動物が見学でき、餌やり体験（もぐもぐタイ
ム）もさせていただきました。また、大人もバター作りで本気の汗をかき、
子どもたちは大道芸で大興奮した貴重な体験ができた一日でした。

福井先生をお招きして勉強会・交流会が行われました

2017年11月25日(土）、福岡市内で 九州支部の勉強会・交流会が
行われ、約10名の同窓生にご参加いただきました。九州支部の定例行
事となっているこのイベント、今回は福井誠先生をお招きして「最近の神
戸と大学で起きていること」についてお話を頂きました。皆さん、先生の
説明される神戸や大学の今の様子について、真剣に聞き入っておられま
した。また、その後行われた交流会も、皆さん夜遅くまで大盛り上がりで
した。

20代を中心とした交流会を開催しました
6月23日(土）
、東日本支部の20代会員を中心とした交流会を開催しました。有
朋会の会員も、50代から20代と幅広い年齢層を抱えるまでになりました。広い世
代間の交流も大切ですが、同世代同士の交流をもっと深めよう、という主旨から「若
手ランチ会」が実施されました。当日は、初対面の方もいらっしゃいましたが、現在
の仕事の話や、プライベートをどう過ごしているのかなど、話題は尽きることなく、
あっという間に時間が過ぎてしまいました。次回を希望する声もありましたので、今
後も若手ランチ会を企画したいと思います。

神戸支部
八木先生をお招きして勉強会・交流会が行われました
6月16日(土）に福 岡 市内で勉 強 会が催さ
れ、約10名の方にご参加頂きました。今回の
勉強会は、八木雅史先生をお招きし、
「近年の
民法改正に見る世相の移り変わり」をテーマに
お話を頂きました。また、今年竣工した学生寮
（国際交流棟）の紹介など、大学の近況などの
話もあり、参加された同窓生の皆さんは、どち
らの話も興味深そうに聞き入っておられまし
た。勉強会後には、地鶏のお店で懇親会を実
施。今回初参加の方も何名かいらっしゃいまし
たが、美味しい料理に舌鼓を打ちつつ、会話
にも華が咲き、大いに盛り上がっていました。
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パソナ大手町牧場見学＆バター作り体験が行われました

新年会が開催されました

2月17日(土）、毎年、神戸・大阪エリアでの「イベントはじめ」となって
いる新年会が神戸で開催されました。当日は26名の同窓生が参加し、
会場となったお店は貸し切り状態となりました。イベント事には、ほぼ毎
回来て下さる方もいれば、はじめましての方もいらっしゃいましたが、乾
杯して美味しい料理を囲んでいたら、いつの間にかどのテーブルも大賑
わいとなっていました。趣味の話で盛り上がるグループ、仕事の話で盛り
上がるグループなど、今回もまた色々な繋がりが生まれた新年会となりま
した。

16

報 告
２０１7年度

決算

２０１8年度

（2017年4月1日から 2018年3月31日まで）

【

収

入

（単位：円）
本

年

度

決

算

額

差

21,840,000

210,000

卒業予定者数

624 名

624 名

0名

受取利息収入

5,000

582

1,500,000

広告宣伝収入
各種懇親会参加費収入

【

支

出

通信費

年

度

差

異

1,050,000

1,000

5,000

△4,000

1,496,131

3,869

カード収入

1,500,000

1,500,000

0

50,000

190,000

△140,000

広告宣伝収入

200,000

50,000

150,000

50,000

35,500

14,500

各種懇親会参加費収入

100,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

40,000

296,861

△256,861

500,000

40,000

460,000

392,422,699 392,586,773

△164,074

年

度

決

算

額

差

会費収入

雑収入
資産運用収入
合

【

支

出

異
38,528

会報誌

2,200,000

2,089,368

110,632

封筒・ハガキ

1,200,000

618,570

その他

600,000

会報誌

計

417,987,773 392,422,699

】

（単位：円）

勘定科目

本

年

度

前

年

度

差

異

200,000

200,000

0

会報誌

2,300,000

2,200,000

100,000

581,430

封筒・ハガキ

1,200,000

1,200,000

0

495,504

104,496

その他

600,000

600,000

0

2,000,000

1,698,959

301,041

会報誌

2,000,000

2,000,000

0

総会案内

1,500,000

1,294,592

205,408

総会案内

1,550,000

1,500,000

50,000

その他

1,200,000

1,277,578

△77,578

その他

1,550,000

1,200,000

350,000

200,000

109,563

90,437

200,000

200,000

0

1,200,000

1,058,219

141,781

1,200,000

1,200,000

0

200,000

154,224

45,776

200,000

200,000

0

ホームページ

1,600,000

1,117,460

482,540

1,500,000

1,600,000

△100,000

各種イベント

1,800,000

2,002,470

△202,470

100,000

-

100,000

1,400,000

1,200,000

200,000

2,000,000

1,800,000

200,000

グッズ制作

0

0

0

カード還元事業

0

0

0

1,400,000

1,400,000

0

200,000

200,000

0

4,300,000

3,800,000

500,000

慶弔費

100,000

100,000

0

手数料等

100,000

50,000

50,000

1,200,000

1,500,000

△300,000

学園祭

備品・消耗品費
印刷費

通信費

会議費
交通費（出張旅費含む）
年間事業費

学園祭
ホームページ
広告宣伝
各種イベント

200,000

41,013

158,987

3,800,000

4,077,069

△277,069

100,000

59,832

40,168

人件費

50,000

35,208

14,792

システム関連費

支部交流援助金・支部年間事業費

1,500,000

872,039

627,961

個別同窓会援助費・大学助成

1,600,000

579,110

1,020,890

100,000

1,694

98,306

1,000,000

29,349

970,651

支部交流援助金

300,000,000 304,000,000

△4,000,000

支部年間事業費

323,650,000 322,973,293

676,707

システム関連費
卒業記念パーティー 17年度
慶弔費
手数料等

カード加入促進費
予備費
資産運用委託金
計

68,772,699

繰越金
計

69,613,480

392,422,699 392,586,773

△840,781

卒業記念パーティー'18年度

個別同窓会援助費
大学助成（学生支援等）
カード加入促進費
予備費
資産運用委託金
小

計

繰越金

1,500,000

1,600,000

△100,000

100,000

100,000

0

1,000,000

1,000,000

0

304,000,000 300,000,000

4,000,000

328,500,000 323,650,000

4,850,000

89,487,773
合
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前

受取利息収入

161,472

人件費

合

度

4,418

200,000

交通費（出張旅費含む）

小

年

630 名

（単位：円）

会議費

年間事業費

本

有朋会

一展（95年3月卒 4期生）
副会長／藤井
副会長／吉川
監 査／稲田
監 査／岡田

副会長 兼 事務局長／安田 政彦（96年3月卒 5期生）
副会長／茨木 耕司（95年3月卒 4期生）
副会長／福田 美由紀（97年3月卒 6期生）
副会長／林 慶太朗（01年3月卒 10期生）

洋三（04年3月卒 13期生）
佳奈恵（13年3月卒 22期生）
憲樹（93年3月卒 2期生）
茂（95年3月卒 4期生）

前年度繰越金（資産運用委託金を含む） 392,586,773 368,727,699

660 名

本

備品・消耗品費
印刷費

（単位：円）

卒業予定者数

】

勘定科目

】

22,050,000

資産運用収入
計

入

23,100,000

雑収入

合

収

勘定科目
0

22,050,000

カード収入

【

異

前年度繰越金（資産運用委託金を含む） 368,727,699 368,727,699
会費収入

会 長／岡本

（2018年4月1日から 2019年3月31日まで）

】

勘定科目

予算

計

71,368,199

417,987,773 394,868,199

九州支部

東日本支部
設立年月日 1995年4月26日
支 部 長／高村 信希 （14年3月卒
副支部長／齊藤 弘文 （96年３月卒
游 雅
（98年3月卒
大和田 貴子（08年３月卒

23期生）
5期生）
7期生）
17期生）

中部支部
設立年月日 1997年9月13日
支 部 長／平田 雅輝（94年３月卒 3期生）
副支部長／木田 典夫（95年３月卒 4期生）

大阪支部
設立年月日 2011年6月18日
支 部 長／船越 信行（04年3月卒 13期生）
副支部長／大塩 崇史（14年3月卒 23期生）

神戸支部
設立年月日 2011年6月18日
支 部 長／岩佐 美千子（06年３月卒
副支部長／新村 雅人 （96年３月卒
三浦 芳嗣 （97年３月卒
酒井 誠
（00年３月卒
野田 健
（09年3月卒

15期生）
5期生）
6期生）
9期生）
18期生）

中四国支部
設立年月日 2006年12月9日
支 部 長／相根 史郎（02年３月卒 11期生）

大連支部

設立年月日 1998年10月30日
支 部 長／三島 一郎（04年３月卒 13期生）
副支部長／野口 勝利（93年3月卒 2期生）
神崎 和子（94年3月卒 3期生）
岩谷 栄徳（99年3月卒 8期生）
二木 泰光（12年3月卒 21期生）

台湾支部
設立年月日 2001年9月15日
支 部 長／陳 玉燕（大学院01年３月修了）
副支部長／李 宗翰（大学院07年３月修了）

中華人民共和国（上海）支部
設立年月日 2002年10月20日
支 部 長／孫 偉 （01年3月卒 10期生）
副支部長／王 海明（00年３月卒 9期生）

大韓民国支部
設立年月日 2004年7月3日
支 部 長／金 惠蘭（大学院05年３月修了）
副支部長／朴 相賢（02年３月卒 11期生）
崔 甫息（02年３月卒 11期生）

ベトナム支部
設立年月日 2016年12月10日
支 部 長／グェントゥイトゥエット オアン（16年3月卒 25期生）
副支部長／グェン ティー チャム アン （16年3月卒 25期生）
チャン タン ヴィ
（16年3月卒 25期生）

中国・大連支部発足会が開催されました

有朋会11番目の支部(海外支部としては5番目）として中華人民共和国大連支
部が発足するのに伴い、9月7日(金)大連市内のレストランにて発足会を開催しま
した。当日は大学より福井副学長、大野事務局長にご出席いただき、大連在住
の同窓生6名にも参加していただき和やかな雰囲気の中、発足会を行いました。
■出席した同窓生の曲 暁娣（ｷｮｸ ｮｳﾃｲ）さん
（大学院10年3月修了）
「大学卒業後、大連に戻り活躍している大連出身卒
業生は非常に多いと思います。私たち大連在住の同
窓 生が今 後もさらに交 流を深 め、
ネットワークを強化していくことで、
母校の発展に向けて、また今後大
連から流通科学大学に留学したいと
いう高校生が出てくるように貢献で
きればと思っています。」

設立会に参加していただいた大連同窓生（敬称略）
曲 暁娣、魯 暁雪、林 恒娥、張 夢瀛、徐 璐、姜 麗紅、千 光賢、金 璽亮
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学 内ニュース
2018年度前期クラブ活動成績（9月1日現在）
男子ゴルフ部

硬式野球部
阪神大学野球 春季リーグ戦
（2部西リーグ）
2部優勝

軟式野球部
西都大学軟式野球連盟 春季リーグ優勝
第41回全日本大学軟式野球選手権大会 ベスト8

サッカー部
第96回 関西学生サッカーリーグ 2部Aリーグ
（前期）
10位

男子バスケットボール部
第68回西日本学生バスケットボール選手権大会 ベスト16
第67回兵庫県学生バスケットボール選手権大会 兼
第46回木戸杯 兵庫県学生優勝大会 流科大A 4位
第45回 関西学生バスケットボール選手権大会 8位

女子バスケットボール部
第59回兵庫県学生バスケットボール選手権大会 兼
第46回木戸杯兵庫県学生優勝大会 4位

女子ラグビー部
第6回久万高原セブンズラグビーフットボール大会 決勝戦進出

男子バレーボール部
関西大学バレーボール連盟 春季リーグ戦 7部 4勝3敗

女子バレーボール部
関西大学バレーボール連盟 女子春季リーグ 3部 優勝 2部昇格

ハンドボール部
平成30年度関西学生ハンドボール 春季リーグ戦
（4部リーグ）
優勝

ソフトテニス部
関西学生ソフトテニス 春季リーグ戦 男子5部 優勝

女子卓球部
春季関西学生卓球リーグ戦4部 優勝

平成30年度 関西学生ゴルフ選手権
田所裕槻
（人間社会学部2年）
39位T
川原正寛
（経済学部3年）
43位T
森下蓮
（商学部2年）
49位T
楠元隆文
（商学部4年）
54位T
第21回 兵庫県アマチュアゴルフ選手権競技（第73回 国体出場選手選考競技）
森下蓮
（商学部2年）
2位
関西学生男子春季2部校学校対抗戦 2位

軟式野球部
第41回全日本大学軟式野球選手権大会 ベスト８

卒業してからも受講できます

１
２

特別講義の聴講ができます
流科大ならではの講義の数々。再び受講をしてみませんか？
卒業してからも受講が可能です。

資格取得講座の
受講料割引制度があります
大学で開講されている
「資格取得講座」
をお得な割引特典
で受講をしてみませんか？
開講講座例
Microsoft Oﬃce Specialist 2016講座
日商簿記検定講座
秘書技能検定講座
ファイナンシャル・プランニング技能検定講座
QC検定対策講座
公務員試験対策講座
リテールマーケティング
（販売士）検定講座
など

※上記以外にも多数講座があります。
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今春、流通科学大学のキャンパス内に国際交流施設 学生寮「RYUTOPIA
（りゅうとぴあ）」が完成しました。人間的な成長を促す新型教育施設となっており、
留学生と日本人学生が共同生活をおこない日々交流をしています。寮室は全て
個室でラウンジやキッチンなどを共有する６人ユニット制を導入。施設内には多
目的室やレクリエーションルーム、和室、自習室なども完備されています。

女子ゴルフ部
2018年度 第55回日本女子学生ゴルフ選手権競技
安本美咲
（人間社会学部3年）
3位
渡邊詩織
（人間社会学部2年）
6位T
徳田葵
（人間社会学部1年）
31位T
平成30年度 関西女子学生ゴルフ選手権
渡邊詩織
（人間社会学部2年）
2位
徳田葵
（人間社会学部1年）
3位T
安本美咲
（人間社会学部3年）
15位T
眞銅彩加
（人間社会学部1年）
19位T
井塚早紀
（人間社会学部3年）
22位T
平成30年度関西学生女子春季1部校学校対抗戦 4位
関西女子アマチュアゴルフ選手権
渡邊詩織
（人間社会学部2年）
2位
眞銅彩加
（人間社会学部1年）
20位T

陸上競技部
兵庫県陸上競技選手権大会 男子4×400mリレー
指出克久
（3年）
近石宙暉
（4年）
小野湧貴
（1年）
佐伯拓城
（1年）
総合5位入賞

Mystique（自動二輪部）
キャンパスオフロードミーティングRDI 下市大会 下市ウッズ
佐野暁光 学生エキスパートクラス 優勝
第24回エンデューロごっこ
前田周佑 経験者中級クラス 14位 渡辺健人 初心者クラス 12位
兵庫県二輪安全運転協議会 兵庫県自動車運転免許試験場
（明石市）
塩見拓己 Aクラス
（50cc以下）
2位 全国大会出場
頼定大成 Aクラス
（50cc以下）
3位

スポーツチャンバラサークル
硬式野球部
阪神大学野球 春季リーグ戦(２部西リーグ)２部優勝

国際交流施設
学生寮「RYUTOPIA（りゅうとぴあ）」が完成しました

第2回西日本スポーツチャンバラ選手権大会
依田純太
（サービス産業学部4年）
長剣両手 初段以上
竹末琉生
（人間社会学部 1年）
短刀・短槍・楯短刀

準優勝
優勝

２０１8年度後期特別講義
企業論特講（商社・卸）
12月 3日（月）㈱日本物流新聞社

企業論特講（製造）
12月 19日（水）㈱ケイ・ディアー

情報システム特講
11月 26日（月）りそな総合研究所㈱
12月 10日（月）日本マイクロソフト㈱

月曜3限

６３０１教室

代表取締役社長

水曜3限

６３０４教室

代表取締役社長

月曜4限

福田能久 氏

由利佳一郎 氏

藤原 明 氏

グルーバル事業本部 グローバルトヨタビジネス統括本部 トヨタ営業本部本部長 ディレクター

大成嘉昭 氏

1月 7日（月）コクヨ㈱

火曜3限

バーチャル献花でいただいたメッセージ

在学中に理事長だよりから、多くの事を学ばせて頂きました。
『生涯学習』
『ネアカ のびのび へこたれず』
感銘を受ける言葉ばかりです。

山崎 篤 氏

事業開発センター ネットソリューション事業部 シニアスペシャリスト

11月 20日（火）モロゾフ㈱
12月 4日（火）㈱アレフ
12月 11日（火）㈱リンガ̶ハット

9月15日（土）、流通科学大学にて大学創設者・中内㓛さん
を偲ぶ「偲㓛会（しこうかい）」が開催されました。会場内には
献花台が設けられ、来場者は献花をおこなうことができました。
また、生前の写真や映像も見ることができ、来場者の方々は㓛
さんを偲びながら会場内を見て回っていました。また、当日来
場できない方や同窓生より
「バーチャル献花」で献花とメッセー
ジをいただきました。次年度も開催予定ですので、ぜひご参加
ください。

６３０２教室

リーナルビジネス部 部長

フードビジネス特講

偲㓛会が開催されました

６３０１教室

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長 兼 CEO

山口信二 氏
庄司 大 氏
米濵和英 氏
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有朋会の公式ホームページでは
最新情報を配信中です！

同窓生お店マップ
有朋会公式ホームページでは、同窓生が経営
しているお店・会社を紹介しています。
流科大同窓生のネットワークは国内外に広がっ
ていて、
各地で同窓生が頑張っています！

有朋会の公式ホームページで
は、お知らせや活動情報などを
随時発信していますのでチェッ
クしてくださいね！
有朋会や支部で開催される催
しの告 知や開 催 報 告などが
載っていますのでお見逃しな
く
！

6

ゼミやクラブ同窓会の告知や
開催報告も掲載しています。
ぜひご活用ください。
卒業後に受講できる講座の案
内や転職に関する情報なども
掲載しています。
住所変更や各種申込なども
ホームページからできます。

有朋会カードは流通科学大学同窓生・教職員のみ持つ事ができるカードです

2019年度流通科学大学入学者を対象に、
本学卒業生の子女が入学する場合、入学
時に30万円の奨学金が支給されます。

有朋会カードは、有朋会の会員証と
（株）
セディナとの提携によるク
レジットカードとしての機能を具備したものです。有朋会カードにご加
入いただいている方全員の年間利用総額の０．
５％が同窓会に還付
され、
この還付金を同窓会活動費用の一部として役立てております。
（会員への負担は一切ありません。
２０１7年度は約150万円でした）
申込資料は有朋会ＨＰからご請求いただくことができます。
まずは有朋会事務局までお問合せください。
おって資料をお送りいたします。

１

朋会ホームページをご覧ください。

卒業生子女入学
奨学金のご案内

有朋会カードのご案内

特典

おなたのお店・会社をお店マップ
投稿
で紹介してみませんか？詳しくは有
大募集！

項 目

流通科学大学の入学試験を
経て新たに入学した学生で、
学校法人中内学園教職員又
は流通科学大学卒業生の子
女に支給されます。

支給方法

給付

支給期間

入学時1回限り

金

30万円

毎日のお買い物でわくわくポイント３倍

イオン・ダイエーでのカードショッピングご利用で、いつでも「わくわくポイント」が３倍！

（カードショッピングご利用金額２００円
（税込）
ごとに３ポイント）

パソコンから

詳しくは

特典

2

ウキウキトラベル賞
毎月抽選で１５０名様に海外旅行・国内宿泊が当たる！
パソコンから

詳しくは

＠

ウキウキトラベル賞

検索

住所・連絡先が変わった方へ
住所や勤務先が変わられた方、
ご結婚等でお名
前を変えられた方は、有朋会事務局までお知ら
せください。ホームページより入力が可能です。
※住所、氏名等の変更手続きがなければ郵送物
（会報誌等）が未着となりますので、必ずご連
絡をお願い致します。

企画発行元

有朋会事務局

＠

わくわくポイント3倍

検索

有朋会カード資料の
お申込みはこちらから
も行えます。

容

資格・要件

もっとポイントが貯まる！

【実施店舗】
イオン、
ダイエー、
グルメシティ、
フーディアム、マックスバリュ、
イオンスーパーセンター、
ボンベルタ成田、ホームワイド、光洋、マルナカ、
山陽マルナカ、
ピーコックストア、サンデー、
ジョイ、ザ・ビッグ

内

額

詳細につきましては、
学生課
（078-794-3552）
までお問い合わせください。

有朋会メールマガジン

ご結婚される方へ
人生の新たなスタートラインである結婚
式に、有朋会より心を込めて祝電をお贈り
させていただきます。
ご本人はもとよりお
友達の方々、情報をお待ちしています。
※式の1ヶ月前から受付開始、1週間前まで
にご連絡願います。

隔月〜月に1回程度、
メールマガジン
を発行しております。交流会や勉強
会などのイベント告知や、大学の近
況、各種お知らせなどを案内して
おりますので、ぜひご登録
ください。

●各種お申込み・お問い合わせは、有朋会 HP・メール・電話をご利用ください
〒651-2188

神戸市西区学園西町 3 丁目 1 番

TEL:078-796-4397

FAX:078-796-4124

有朋会 HP URL https://www.yuho-kai.com/
E-mail:umds̲yuho@red.umds.ac.jp

