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盛夏の候、OB の皆様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。 

日頃より OB 会の運営にご協力、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 

今年度も総会、親睦テニス会及び懇親会ともに無事終える事ができました。 

ご出席頂きました皆様方には厚く御礼申し上げます。 

現役部員数の減少を心配しておりましたが、今年度は新部員 10 人の入部がありましたので、

一安心というところです。 

 

1. 総会 

平成 29 年 5 月 27 日（土）京都外大第二分館テニスコートに於いて、中村副会長の進行

で平成 28 年度の会計報告及び平成 29 年度の会計予算が承認された後、平成 28 年度の事

業活動報告、平成 29 年度の活動計画案がそれぞれ承認されました。（同封の会計決算報告

書と予算書をご参照下さい） 

 

2. 親睦テニス会 

総会当日の 10 時から 16 時まで京都外大第二分館テニスコート 3 面を利用し、現役と交

流試合を行いました。参加 OB は久しぶりの心地よい汗を流しました。 

  

                  OBと現役の集合写真 
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3. 懇親会 

総会当日の 18 時から 20 時 30 分に円山公園内の「かがり火」にて懇親会を開催しまし

た。今回は昭和 43 年度卒の山崎勝氏、山口真人氏、昭和 48 年度卒の長澤光治氏もご出席

下さいました。遠方より有り難うございました。 

また、昭和 54 年度卒のカリスマ添乗員、平田進也氏（日本旅行 おもしろ旅企画 ヒラタ屋

代表）をはじめ、多くの OB/OG が駆けつけてくださり、昔話で盛り上がり、現役との交流

も盛況なものとなりました。 

   

 計 25 人の OB/OG の参加がありました。  平田氏による現役部員への就活に関するアドバイスもありました。 

 

4. 新入部員の紹介 

     今年度は 10 人の新入部員を迎えることができました。 

皆様のご支援・ご指導をお願い致します。 

       氏名        学科         出身校      

    黒河 紗菜        英米語     愛媛県立新居浜西高等学校 

    日髙 亜紀       英米語     福岡大学付属若葉高等学校 

    中村 瑠亜       英米語     私立奈良育英高等学校 

    林 穂乃香       英米語     滋賀県立高島高等学校 

    西田 絢菜       英米語     私立京都学園高等学校 

    繁田 絢右       英米語     京都府立西乙訓高等学校 

    桒原 拓歩       英米語     私立大谷高等学校 

    神谷 陽一朗      英米語     私立六甲高等学校 

    田渕 将伍      ポルトガル語    岡山県立西大寺高等学校 

    五反田 理沙      英米語     滋賀県立水口高等学校 

                   

                  新入部員の自己紹介（懇親会にて）出席者は 8 人                             2/4 
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5. 現役練習日と夏合宿の日程 

(1) 練習日 

京都外大第二分館テニスコートで月曜日/木曜日の午後 6 時半より 8 時まで、土曜日の

午後 1時より 4時まで、秋のリーグ戦・個人戦の上位入賞を目指し練習に励んでいます。

近郊在住の OB も不定期に土曜日を主に指導に入っております。 

(2) 夏合宿 

合宿場所：鳥取県京都外大鹿野荘研修所 

     〒689-0425 鳥取市鹿野町今市 54-1 

          電話 085-784-2456 

日程：9 月 9 日（土）～ 9 月 13 日（水） 

OB で参加予定があれば、中村副会長（TEL 072-669-2100）宛に 7 月末日までに連絡 

願います。 

 

6. 校友会主催、「クラブ OB 連絡会」 

   平成 29 年 7 月 2 日（日）午前 10 時 30 分より 11 号館会議室にてクラブ OB 連絡会が開

催されました。当日は体育会系と文化会系を含めて 22 のクラブ OB 代表者/現役部員の参

加がありました。ソフトテニス部からは OB と現役の各 2 名が参加しました。 

  体育会系クラブの多くは現役部員の確保に苦労しているようです。 

 

7. 学園創立 70 周年祝賀/校友会設立 55 周年記念「卒業生の集い」 

   来る平成 29 年 10 月 7 日（土）に大学キャンパスにて「卒業生の集い」が開催されます。 

   当日は本年 7 月に竣工予定の新 4 号館の見学会も含まれているようです。 

詳細は学園通信 LOGOS 2017 年 5 月号（Vol.55）に同封された紙面をご参照お願い致しま

す。（既に皆様のお手元に届いているかと思います。）校友会のホームページにても確認で

きます。 

     ソフトテニス部より OB 数名が出席予定です。 皆様もご都合がよろしければご出席をお願

い致します。 

 

8. 京都外大 学園通信 LOGOS 2017 年 5 月 Vol.55（学園創立 70 周年記念号）にて 

   ソフトテニス部 OG 昭和 54 年度卒業の小野田（旧姓 寺田）加代子さんとお母様に関す

る記事「親子二代・母校に感謝 母の思い、娘伝える」が掲載されました。コピーを同封致

しましたので、ご一読頂けましたら幸いです。英語が大好きで好奇心豊かな素敵なお母様

だったことがよく分かります。 お母様のご冥福を心よりお祈りいたします。 

 

9. ソフトテニス OB 幹事会 

平成 29 年 2 月 17 日（金）に大阪近郊在住 OB 幹事 6 人による幹事会を梅田の居酒屋に

て行いました。現役に関する近況報告、平成 28 年度決算の見通し、平成 29 年度の OB 会

の事業活動などについて意見交換をしました。 
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10.ソフトテニス OB 会員名簿 

    最新の OB 会員名簿を同封致しました。   

名簿に記載されていない OB/OG の連絡先をご存知の方がおられましたら、下記 11.の事務

局 までご一報頂けませんでしょうか。また、誤記などによる修正が必要な場合、住所変更

のある場合、その他お気づきの点がございましたら大変お手数ですが、同事務局までご連絡

お願い致します。 

 

11. OB 会費納入について 

   平成 29 年度会費を納入済みで総会を欠席された皆様には領収書を同封しておりますの

で、ご確認お願い致します。 

    平成 29 年度会費未納の皆様には同封のゆうちょ銀行/郵便局の振込用紙にて、又送金の場

合は下記事務局宛に納入よろしくお願い致します。 

 

  〒553-0006 大阪市福島区吉野３－２５－１８ 

                山部 浩二 

         Email: koji-y-pc1@cwo.zaq.ne.jp 

         Tel（携帯）: 090-8989-1418 

 

 

 

京都外大ソフトテニス OB 会 

                             幹 事 一 同 

 

 

（インターネットにて、京都外国語大学 校友会ホームページの「クラブ学科 OB 会」→「ソフ

トテニス」をクリックしますと鮮明な写真を見ることができます。） 
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