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１９７１年に創立された大阪経済法科大学は、本年創立３０周年を

迎えました。大阪経済法科大学では、２００１年度を通じてさまざま

な創立３０周年記念事業を予定しています。 

 

　創立３０周年記念式典 
●日時：２００１年１０月２４日（水） 

●場所：ザ・リッツ・カールトン大阪 

　（大阪市北区梅田2ｰ5ｰ25） 

 
 
　国際学生ボランティア活動 
モンゴル国は数年来冷害と雪害（ゾド）が相次ぎ国家的な災害を

受けており、ゾドによる被害は、モンゴル国民に深刻な食糧危機

問題を招き、又、生活困窮者である遊牧民子弟の教育にも多大

な影響を与えています。このような状況に際し、２０００年８月、初め

て学生ボランティアをモンゴルに派遣しました。本年は、創立３０周

年にあたり、大阪経済法科大学の国際貢献の一環として、協定校

のモンゴル国立大学の全面的な協力を受けて、昨年より多くの学

生ボランティアをモンゴルに派遣いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日程：２００１年９月５日～１５日（１０泊１１日） 

●派遣地：モンゴル国・ウランバートル近郊地域 

●参加者：２０名 

●活動内容：労働支援・子供の家訪問・文化交流 

　　　　　・支援物資提供 

 

　自己点検・評価報告書の発行 
３０年間の教育活動の歩みと現状について、自己点検・評価を実

施し、報告書を発行します。 

 

　創立３０周年記念シンポ 
現代日本における経済学・法学の緊急の課題について、各界のリー

ダーを招いて記念学術シンポジウムを開催します。   

1）「司法改革と法学教育」 
●日　時：２００１年１１月２０日（火）１０：００～１６：００ 

●会　場：都ホテル大阪 

　第１部　市民と法を考える 

　　ミニシンポ「医療過誤」、「少年事件」、「女性差別ー雇用」 

　第２部　司法改革を考える 

問題提起者 

　　辻　公雄（弁護士） 

　　安倍晴彦（弁護士、元裁判官） 

　　大　　敢（弁護士、元検事） 

 
2）「街が輝きを取り戻すとき―中小企業・商店街と
　　地域づくり」 
●日　時：２００１年１１月２３日（金）１３：００～１７：００ 

●会　場：八尾市生涯学習センター　４階大会議室 

　第１部　基調講演　中沢孝夫（姫路工業大学教授） 

　第２部　パネルディスカッション 

パネラー 

　藤村望洋　（早稲田商店会エコステーション事業部長） 

　小口武男　（長野県諏訪地域ネットグループ・スマートレイク会長） 

　杉安　實　（八尾市商店会連合会理事長） 

　能塚正義　（大阪経済法科大学経済学部教授）   

司　会　　　東郷　久　 

　　　　　　 (大阪経済法科大学経済学部教授、経済研究所長)  

 

　創立３０周年記念経法祭   　　　　　　 ＊Ｐ３参照 
　創立３０年を迎え、在学生が創意工夫をこらして経法祭を盛り

上げます。 

 

　卒業生ホームカミングデー（母校訪問日）＊Ｐ２参照 
３万人を越える卒業生を経法祭期間中に母校に招き、３０周年記

念校友会総会を開催します。卒業生（ＷＩＮＤＳ）の記念コンサート、

キャンパスツアーなどを通じて、卒業生相互と卒業生・現役学生ら

との交流を実現します。 

●日時：２００１年１１月３日（土・文化の日） 

 

 

大阪経済法科大学創立３０周年記念事業 
 

 

 

９月８・９日に開催されたオープンキャンパスの風景 
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　秋冷の候、校友各位におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
　平素は、校友会事業に多大なるご支援を賜り、誠に有り難うございます。 
　校友会は、１９９９年６月に発足以来、校友会総会の開催、校友会報の発行、地方支部の設立
などの諸事業を通じて、校友会の目的である｢会員相互の親睦と連携を深め、大阪経済法科大
学の発展に寄与する｣ことに邁進してまいりました。 
　さて、今年度は母校・大阪経済法科大学の創立３０周年の祝賀の年であり、校友会として、第
３回校友会総会とホームカミングデー(母校訪問日)を１１月３日(土・祝)の「経法祭」当日に開催
することにより、校友各位に発展した本学を見学していただくとともに、懐かしい「経法祭」にも
参加していただきたいと考えております。また、ホームカミングデーのメインイベントとして、「和
歌山ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ」他のヒット曲で有名なウインズ＜平阪佳久(１９８０年度経済学部卒業生)・
亀岡利幸＞のライブコンサートをはじめ、キャンパスツアーや懇親会企画などの準備を進めて
おります。校友会総会での校友会事業のご報告はもとより、懇親会では親睦・交流を深める場
として、必ずやご期待にそえるものと確信しております。 
　つきましては、校友各位におかれましては、公私ともご多忙と存じますが、是非ともご参加下さ
いますようお願い申し上げます。　 
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周年記

念品贈
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校友会NOW

（ご案内） 

１１月１日（木） 

PM４：００ 

PM５：００ 

PM６：００ 

PM７：００ 

１１月２日（金） 

AM１１：００ 

AM１２：００ 

PM１：００ 

PM２：００ 

PM３：００ 

PM４：００ 

PM５：００ 

PM６：００ 

PM７：００ 

PM８：００ 

１１月３日（土） 

AM１１：００ 

AM１２：００ 

PM１：００ 

PM２：００ 

PM３：００ 

PM４：００ 

PM５：００ 

PM６：００ 

PM７：００ 

PM８：００ 

１１月４日（日） 

AM１１：００ 

AM１２：００ 

PM１：００ 

PM２：００ 

PM３：００ 

PM４：００ 

PM５：００ 

PM６：００ 

PM７：００ 

 

キャンパス内 

河内音頭 

 

 

花火打ち上げ 

キャンパス内 

異種格闘技戦 

きき舌大会 

女装コンテスト 

小池栄子トーク 

 

ガマン大会（次長課長司会） 

 

筋肉番付 

 

 

キャンパス内 

バンドコンテスト 

 

目指せ◯◯kg 

サンボ部プロレス 

ノーリアクション大会 

 

WINDSライブ  

 

ビンゴ大会 

 

キャンパス内 

大和撫子コンテスト 

よさこい祭 

サンボ部プロレス 

FUMIライブ 

結婚式 

 

メインコンサート（斉藤和義） 

 

コンサート終了後花火打ち上げ 

 

スポーツ企画 

 

 

 

 

スポーツ企画 

 

ソフトボール（グランド）午前中 

ミニサッカー（グランド）午後から 

ストラックアウト（キャンパス内） 

　AM１１：００～PM４：００ 

 

 

 

 

 

スポーツ企画 

少年サッカー大会  

　AM７：００～PM５：００  

バレーボール（体育館）　 

　AM１１：００～PM４：００ 

ストラックアウト（キャンパス内）

　AM１１：００～PM４：００ 

 

 

 

 

スポーツ企画 

 

ストラックアウト（キャンパス内）

　AM１１：００～PM３：００ 

 

 

 

 

 

 

 

模擬店 

クレープ、釜飯、お好み焼き、

焼き鳥、やきそば、クッキーな

ど出店予定 

PM４：００～７：００ 

模擬店 

たこやき、そばめし、射的、ス

ーパーボールすくい、クレー

プ、たまごせんべい、回転焼

、焼き鳥、ピザトースト、やきい

も、釜飯、チヂミ、わたがし、

駄菓子、お好み焼き、からあ

げ、ジャガバタ、ポテト、おで

ん、水ぎょうざ、フランクフルト

など出店予定 

AM１１：００～PM７：００ 

模擬店 

たこやき、そばめし、射的、ス

ーパーボールすくい、クレー

プ、たまごせんべい、回転焼

、焼き鳥、ピザトースト、やきい

も、釜飯、チヂミ、わたがし、

駄菓子、お好み焼き、からあ

げ、ジャガバタ、ポテト、おで

ん、水ぎょうざ、フランクフルト

など出店予定 

AM１１：００～PM７：００ 

模擬店 

たこやき、そばめし、射的、ス

ーパーボールすくい、クレー

プ、たまごせんべい、回転焼

、焼き鳥、ピザトースト、釜飯、

チヂミ、わたがし、駄菓子、お

好み焼き、からあげ、ジャガバ

タ、ポテト、おでん、水ぎょうざ

、フランクフルトなど出店予

定 

AM１０：００～PM３：００ 

学内イベント 

 

 

 

 

学内イベント 

LIVEハウス企画（多目的ホール） 

AM１１：００～PM５：００ 

演劇公演（学生会館３階） 

AM１１：００～PM５：００ 

フリーマーケット　AM１１：００～PM５：００ 

展示企画（３号館）AM１１：００～PM５：００ 

占い企画（３号館）AM１１：００～PM５：００ 

無料プリクラ（３号館） 

AM１１：００～PM５：００ 

 

学内イベント 

LIVEハウス企画（多目的ホール） 

PM１：００～５：００ 

演劇公演（学生会館３階） 

AM１１：００～PM５：００ 

フリーマーケット　AM１１：００～PM５：００ 

展示企画（３号館）AM１１：００～PM５：００ 

占い企画（３号館）AM１１：００～PM５：００ 

無料プリクラ（３号館） 

AM１１：００～PM５：００ 

 

学内イベント 

LIVEハウス企画（多目的ホール） 

AM１１：００～PM３：００ 

演劇公演（学生会館３階） 

AM１１：００～PM３：００ 

フリーマーケット　AM１１：００～PM３：００ 

展示企画（３号館）AM１１：００～PM３：００ 

占い企画（３号館）AM１１：００～PM３：００ 

無料プリクラ（３号館） 

AM１１：００～PM３：００ 

第３０回経法祭、今年のテーマは「HEART BEAT 30年目の鼓動」です。  
時には早くなったり、遅くなったりと常に変化し続ける「鼓動」。しかし、止ま
ることもなく常に動いている。これは、経法祭を作り上げる過程に似ています。
やっていることは毎年同じですが、その中身はまったく違っています。３０回目
の経法祭、今までの良さを残しつつ、今まで以上のものを目指し、新たな気
持ちでやっていこうという考えをこのテーマに込めています。 

第３０回経法祭　日程表 
 

第３０
回経
法祭
 

展示企画参加クラブ 
東洋哲学研究会 
模型研究会 
経営情報研究会 
ESS・将棋部・文芸部  
・写真部・美術研究会 
漫画アニメーション研究会 
考古学研究会 

　　　　校友会総会およびホームカミングデー   
 
　　　　　　２００１年１１月３日（土・祝）                                      
 
① 受　付 　　１３時００分 ～ １５時００分                  
　　※スクールバス発着場前及び守衛室前で行います。校友会総会資料及び　
　　　模擬店で利用できる無料飲食券を配布。                
② キャンパスツアー　１３時００分 ～ １４時１５分                  
　　※希望される方に、本学学生が学内キャンパスを案内させていただきます。　
　　　受付は、スクールバス発着場前。                   
③ 校友会総会            １４時３０分 ～ １５時３０分                  
　　※６５００号教室で開催。１４時より本学紹介ビデオ上映。          
④ 懇親パーティー     １５時３０分 ～ １７時００分                  
　　※ルーズベルト大学記念館１Fで開催。ビンゴゲーム等により、      
　　　豪華賞品が当たります。参加費は、３０００円。                  
⑤ コンサート        　 １７時００分 ～                              
　　※懇親会終了後、本学キャンパスにおいて、ウインズによるコンサートを開催。  
 
　　　●恐れ入りますが、準備の関係上、出欠のご返答を同封のハガキにて 
　　　　１０月 ２４日(水)までにお知らせ下さいますようお願い申し上げます。 
　　　●当日のスクールバスの運行は、近鉄山本駅(発着場徒歩３分)及び 
　　　　瓢箪山駅 (近鉄バス乗り場徒歩１分)から随時運行。                              
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－１９７５年に入学されましたが、当時大学に進学しようとした

動機は何だったのですか？ 

 

　当時は進学率より就職率のほうがはるかに高かったです。

経済的に高度成長期であったのですが、オイルショックの影響

でかなりの就職難に陥ったのです。そのことから自分の進路を

決めるにあたり再度考え直したいと思い、その時間がほしくて

大学への進学を決意しました。 

 

－当時の大阪経済法科大学の様子を教えてください。 

 

　荒れ野原のようなところに校舎がぽつんぽつんとあり、山を

切り開いたそのままの状態のところばかりでした。中庭も舗装

されてなく、雨が降るとぬかるんでどろどろになりました。当時

はまだ５号館が建設中であり校舎は１号館、２号館、３号館、図

書館という規模の大学にそれでもこれだけ多くの人がいるの

かという驚きがありましたね。体育館がまだなかった時代です

から外でソフトボールなどをしていました。一番嫌だったのは冬

に生駒山の峠までマラソンしたことです。 

 

－大学時代のエピソードや旅行業に進もうと思ったきっかけな

どを聞かせていただけますか。 

 

　授業は真面目に出ていましたよ。クラブはテニスクラブに入

りたかったのですが、当時テニスクラブはまだなかったため、他

大学のメンバーとサークルを作りました。夏は泳ぎに行ったり、

季節のいい時はテニスをして、冬はスキーに行ったりと何でも

スポーツをするサークルで、よく幹事をしていました。そして、

旅行業に進みたいと考えていたので４回生の時、就職活動の

一環として色々な旅行社を訪ねてまわりました。実際仕事とは

どのようなものなのかを知るために、アルバイトをさせてもらえ

る旅行会社を自分で探し、その職業が本当に自分の想像して

いる通りのものなのか確かめました。しかし、体験してみて、想

像していたものとギャップが多すぎて叩きのめされましたよ。 

　自分が一度旅行に行った場所に知り合いから行ってみたい

と相談を受けたのです。自分が行ったことのある場所だったの

で、どこに行くと良いか・楽しいか、どういうルートで行けば良い

かなどを教えて、たまたま残してあったパンフレットを提示して

あげたところ、帰ってきてすごく喜んでもらえ、感謝されたのです。

その時に、こんなに人から感謝される仕事っていいなと思った

のがきっかけですね。大学２回生の時でした。 

 

－今会社を経営されていますが立ち上げのエピソードを聞か

せていただけますか。 

 

　色々な旅行会社に勤めたくさんの経験を積んでいく中で、

旅行業というものを自分なりに理解していきました。その中で、

お客さんの本意を考えるなら最終的には独立しかないなとは

考えていました。きっかけとなったのは５年半前。当時ある会社

のグループにあたる旅行会社に勤めていたのですが、阪神大

震災の影響で親会社が大きなダメージを受けてしまい、会社

自体がなくなってしまったのです。その時に長年応援してくださっ

ていたお客さんから「そのまま辞めてもらっては困る」と色々と

後押ししてもらい、自分でゼロから始めてみようという決意をし

ました。会社としてはまだまだよちよち歩きの状態で、経営者と

してまだまだ勉強中ですよ。 

－旅行業の魅力はどのようなところですか。 

 

　外から見れば華やかでわりと人気の高い職業ですが、取り

扱うのがやはり物ではなく人間ですからどろくさい仕事なのです。

でも逆に考えると、人と人との付き合いが一番出来る仕事で

すね。旅行というものはあくまで遊びの部分のことなので、会

社という看板で出来る商売ではなく、私どものような小さな会

社は、担当者がお客さんと長いこと付き合っていくことが出来

るということがポイントです。当然わがままもたくさん出ます。そ

の中で満足していただけるように努力することは大変なことで

すが、その大変さよりもお客さんの喜んでいただく姿を見れる

ことが私にとって大きな喜びです。 

 

－社長業の苦労を教えてください。 

 

　人材でしょうか。いい人を見出すのが難しく、それが一番の

苦労の種です。仕事を見出すよりも人材を見出すほうが難し

いですね。この仕事というのは、人についてくる仕事なのです。

だらしない人であれば仕事はなくなるでしょうし、いい人であれ

ば仕事はどんどん増えるでしょう。仕事が増えればさらに人が

必要になってきますので、人探しがずっと宿命のようについて

きます。 

 

－最後に母校・在学生に期待することは何でしょうか。 

 

　今年で創立３０周年と、これだけ大学の施設が立派になって

きたので、学生も頑張っていただきたいですね。これからもっと

就職が厳しくなってきます。一生を通してかけることの出来る

仕事を大学生活４年間で見つけ、『自分が何をやりたいのか』

という目的意識をしっかり持って就職前線に取り組んでもらい

たい。 

　また、校友会も３年目に入り、卒業生が集まって頑張ってい

ますので、これからも多くの卒業生にご参加いただきたいです。 

 

本日はどうもありがとうございました。 

 
勝部　恒夫さん 

（１９７８年度法学部卒業） 
 

校友会副会長 
株式会社　アイネットトラベル代表取締役社長 

校友会副会長としても活躍される勝部さん（中央） 
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　　　校友会会費納入に関して 
 
  校友会事業の経費は、校友会設立後の１
９９９年度及び２０００年度につきましては、そ
の全額を、大阪経済法科大学からの補助金
で賄われてきました。｢校友会会費規程｣及
び｢校友会会費の納入に関する申合せ｣に
より、正会員(卒業生)につきましては、２００１
年４月１日以降に会費を納入するものとさせ
ていただいており、２００１年度の入学生(編
入生を除く)からは、すでに校友会会費の納
入が始まっております。また、校友各位にお
かれましても、前号の校友会報４号にて「会
費納入のお願い」をいたしましたところ、多
数の方々からの会費納入がありました。会
費納入してくださった校友各位には、心より
感謝いたします。まだ会費納入されていない
校友各位には、引き続き今後の校友会事業
に多大なるご支援を賜りたく、別添の「払込

取扱票」にて校友会会費の納入をお願い
申し上げる次第であります。 
　尚、校友各位の現住所等の変更がある
場合には、｢払込取扱票｣の住所欄の新住
所をご記入下さい。 
 
 
　　　各支部総会のお知らせ 
 
　校友会支部規程に基づき、今年も各支
部の総会を開催いたします。現在、内容に
ついては支部役員会で準備中です。詳細が
決まり次第、校友の皆さまにお知らせいたし
たいと思いますので、もう暫くお待ちください。
なお、支部に関するお問合せは、下記までお
気軽にご連絡ください。 
 
 
 

東京支部　支部長　宮松　久浩　　勤務先　伊藤忠ウインドウズ（株）　関東営業所　所長　ＴＥＬ０３－５５４９－４４５１ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｅ-mail：miyamatsu＠itcw.co.jp 

愛知支部　支部長　中町　守人　　住　所　〒４５７ー０８０２　名古屋市南区要町５ー８６（有）中町印刷　ＴＥＬ０５２ー６１２ー０１２０　　　　　

石川支部　支部長　松井　信司　　住　所　〒９２０ー０９３５　金沢市石引１ー１３ー１４　携帯電話０９０ー８２６７ー５１７２ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Ｅ-mail：smatui＠po３.nsknet.or.jp　 

岡山支部　支部長　山田　博文　　住　所　〒７１５ー００２１　井原市上出部長１０９７　ＴＥＬ０８６６ー６２ー４７９８　 

香川支部　支部長　石塚　　央　　住　所　〒７６３ー００７２　丸亀市山北町５２９ー１　携帯電話　０９０－５１４４－７０９６ 

広島支部　支部長　枡田　博昭　　住　所　〒７３３ー００３３　広島市西区観音本町１ー１３ー２１ 

福岡支部　支部長　力武　英登  　 勤務先　（株）不二越・九州支店　機械工具グループ　ＴＥＬ０９２－４４１－２５０５ 

沖縄支部　支部長　具志堅充彦　　住　所　〒９０４ー２２１４　具志川市字安慶名３０９　ＴＥＬ０９８ー９７２ー３３８８　 

各支部の連絡先 
 

事務局事務局 
校友会会長挨拶 

　７月１５日、東京で開催された第２７回全日本サンボ選手権大会男子エス

ポワール（１７～１８歳）において、岩本隆志君（経済学部・２年）が６８ｋｇ級

優勝したのをはじめ６名が３位入賞するなど各体重別で優秀な成績をあげ

た。サンボは旧ソ連を構成する多様な民族の格闘技と日本の柔術・柔道か

ら新たに体系化された格闘技で、旧ソ連の「国技」として制定された。大阪

経済法科大学には日本の大学では珍しいサンボ部が活躍しているが、今

回の大会に参加した柔道部の３人、岩本君、黒田悠介君（法学部・１年）、

大礒弘一君（法学部・１年）に話を聞いた。 

男子エスポワール 
○５７ｋｇ級 

　　　３位　大澤悠太 君（法学部・１年、サンボ部）  

○６２ｋｇ級 

　　　３位　岩佐陽介 君（経済学部・１年、サンボ部）  

○６８ｋｇ級 

　　　優勝、優秀選手賞　岩本隆志 君（経済学部・２年、柔道部）　  

　　　３位　黒田悠介 君（法学部・１年、柔道部）  

○８２ｋｇ級 

　　　３位　向井重貴 君（法学部・２年、サンボ部）　  

　　　３位　大礒弘一 君（法学部・１年、柔道部）  

○＋９０ｋｇ級 

　　　３位　川端輝彦 君（経済学部・１年、柔道部）  

 

  今回のサンボ選手権大会への出場は、柔道部としてではなく、個人として

の参加だったという。その動機を大礒君は「サンボには高校時代から興味

がありました。サンボは柔道と共通する部分も多いと聞いていましたし、高

校時代の柔道部の指導教員もサンボの大会で優勝したことを知っていま

したから。そして、今回柔道部員にも全日本サンボ選手権に出てみないかと

いう話があり、１、２年生で出場することにしました」と語ってくれた。サンボ

は柔道にもっとも近いスポーツと言われ、柔道着に似たサンボジャケットを

着て、スパッツにサンボシューズを履き、レスリングマットで試合を行う。 

柔道との違いは足の関節を取ることや上半身（帯から上）のどこをつかん

でもいいが、締め技がないということだという。 

  大会前に一度サンボ部の練習は見学したが、サンボ自体の練習は行わ

ず、あくまでも柔道の技で勝負するつもりで大会に臨んだという。しかし、大

会ではサンボと柔道との違いにとまどった。いつもは裸足ですり足の柔道

家にとって靴を履いて、軟らかいレスリングマットでの試合はかなりのストレ

スだった。サンボは多彩な関節技とレスリングのような寝技があり、それに

対して柔道は投げ技が特徴なので、なるべく投げ技に持ち込むように努力

した。それでも、マットの軟らかさに足をとられて倒されることも多かったとい

う。   

  ６８ｋｇ級で優勝した岩本君は「全試合とも苦戦しました。寝技を避けて、

投げに持ち込むようにしていたら、相手は足の関節技をしかけてくるので。

準決勝が一番印象に残った試合でした。ずっと双方ともポイントがなくて、

残り時間２・３秒というときに相手が走り込んできたところをラスト１秒で背

負い投げを決めて勝つことができました。」と大会の感想を話してくれた。

サンボ独特の技に負けたというのは黒田君。「投げたらすぐに立って、寝技

に入るのを避けていましたが、準決勝で飛びついてきて腕の関節を決める

関節技で負けた」のが強烈に印象に残っているそうだ。またルールの違い

が勝敗を分けた面もある。「サンボでは相手をうつぶせに倒してもポイント

になります。柔道では仰向けに倒さないとポイントにはならないので、知らず

知らずのうちにポイントを取られていました」と大礒君は悔しがる。 

　はじめてのサンボの大会は、カラフルなサンボジャケットや、選手の紹介・

勝者への賞賛の送り方など柔道の大会とはまた違った雰囲気で案外試合

もしやすかったと３人は語る。また柔道にはない関節技も参考になったので、

機会があればまたサンボの試合にも出てみたいとのことであった。 

　８月８日から茨城県下妻市で行われていた第36回全日本大学男子ソフト

ボール選手権大会にソフトボール部が出場し、１回戦では１３安打を放って

早稲田大学に７対２で圧勝した。続く２回戦では強豪・国士舘大学と対戦し、

５対２で惜敗した。 

　関西学生リーグ２季連続優勝の勢いをもって臨んだ全日本学生選手権。

今年こそは念願の３回戦進出を果たすべく健闘したが、いま一歩及ばなかっ

た。 

 

日本サンボ選手権大会で大活躍 
６８ｋｇ級で岩本隆志君が優勝 

 
 

ソフトボール部、 
全日本大学選手権大会で健闘 
２回戦で、国士舘大学に惜敗 

 


