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会報誌が届いていない卒業生をご存知の方へ

愛知産業大学造形学部・経営学部を卒業したのに会報誌が届いていないと

いう方をご存知ありませんか。会報誌が転居先不明などで届かなかった場

合は、次回からの会報誌発送を止めています。もし、届いていないという方

をご存知でしたら、ご本人様から、現在の連絡先を本誌連絡先までお知らせ

いただきますようお伝え願います。

役員・常任役員の募集

校友会とは、母校と卒業生とのネットワークづくりや、親睦を深めるための活動

を目的として発足された団体です。運営は卒業生各期の代表である役員と常

任役員が行っています。役員は年に1回以上、役員会にて計画された校友会活

動についての決議を行います。常任役員は、校友会活動の計画と実際の運営

を行います（現在は、メーリングリストにて活動中）。

特に、造形学部建築学科生と経営学部生の役員を募集中です。参加ご希望の

方は、下記までご連絡ください。また、役員とあわせて、活動にご参加いただけ

る有志の方の募集も行っておりますので、お気軽に下記の連絡先までお問い

合わせください。

連絡先

〒444-0005
愛知県岡崎市岡町原山12-5　愛知産業大学 校友会
fax:0564-48-7756  mail:info-koyu@asu.ac.jp
※スタッフ常駐ではないため、なるべくメールでのご連絡をお願いします。

校友会 web サイト

http://www.asu-mate.com

平成25年度校友会総会

第21回原山祭開催日（2日目）に行います。実施内容は、平成24年度活動報告と平成25年度活動計画。同日、校友会主催のイベントもご用
意していますので、卒業生の皆様や教職員の方々はぜひご参加いただきますようお願いいたします。

○10月20日(日)  校友会総会 12:30～13：00 校友会の活動報告を行います。
　卒業生の皆さま「コミュニティホール前 バスロータリーステージ」にお集まりください。

詳しくは、校友会webサイト（http://www.asu-mate.com）
（PC/携帯共通）でアナウンスしています。

日　時 ： 平成25年10月20日（日）12:30～13：00  場　所 ： 愛知産業大学 コミュニティホール前 バスロータリーステージ

vol.11

PC / 携帯共通

校友会では下記URLでwebサイトを運営しています。最新情報の閲覧はも

ちろん、住所変更、アンケートの入力などがwebサイト上からも可能ですの

でご活用ください。

会員の活動を支援します！
愛知産業大学校友会では後援事業として、卒業生数名が主催して自主的に行うグループ展
や、卒業生を対象とした講演会、研修会、非営利事業などの企画に対して、ある程度の費用
を支援します。ただし、校友会の後援事業として適切であるか審査を行います。

申請方法や申請に必要な書類は、メール（下記アドレス）にてお問
い合わせください。

後援の申請方法

連絡先 ： info-koyu@asu.ac.jp

愛知産業大学 校友会会報誌 ASU communication vol.11 2013年9月20日発行
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　今年も猛暑となった夏も明け、ようやく秋の爽やかな空気を感じる時期

になってまいりました。校友会会員の皆様も、ますますご健勝のことと申し

上げます。今年も新しく校友会の仲間となられた会員を歓迎いたします。

　３月に卒業された卒業生の皆様は、正会員として、４月に入学された在

学生の皆様を準会員、そして、ご新任の教職員の先生方は特別会員となり

ます。校友会は、卒業生の有志が中心となり、大学と協力しながら運営して

いる、いわゆる同窓会組織のことです。会員相互の親睦と母校である大学

の発展に寄与することを目的に活動を続けています。

　今年度は、大学との協力関係を強固にするため、校友会の会則に顧問と

いう役職を新設しました。これまでも顧問という名目で、校友会からお願い

した先生方にオブザーバー的な立場で校友会の活動にご助言ご助力いた

だいておりましたが、これを校友会の正式な役職として会則に設置いたし

ました。これにより、卒業生と在学生と教職員を結ぶ活動を活性させてい

きたいと考えております。一方、昨年報告させていただきました大学硬式

野球部への寄付の用途につきましては、大学野球場に設置されたスコア

ボード設置費用の一部として活用されました。設置に当たっては愛知産業

大学校友会の名称を記していただきました。

　校友会は、卒業生の有志が仕事の合間に少しずつ時間を作って運営し

ておりますが、まだまだ力不足なところもあります。卒業生の皆様からのま

すますのご協力をお待ちしております。

校友会からのごあいさつ

愛産大 N E W S & T O P I C S

■ 男子バレーボール部

この他にも、
26のクラブ・サークルが活動中です。

■ ゴルフ部

岐阜清流国体　44位タイ1名

中部学生ゴルフ4月定例会 57位1名、70位1名

中部学生ゴルフ春季学校対抗戦チャレンジカップ 6位

中部学生ゴルフ6月定例会 23位1名、51位1名、70位1名

■ 女子柔道部

第29回 東海学生女子柔道体重別選手権

           63kg級 優勝・3位、78kg級超 3位

全日本学生女子柔道体重別選手権　63kg ベスト16

愛知県女子柔道選手権　3位

第20回 東海学生女子柔道優勝大会  3位

第67回 熱田神宮奉納柔道大会 2位

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選

57kg 2位

国体成年の部・愛知県予選　52kg 2位、70ｋｇ 3位

全日本学生柔道優勝大会 3人制ベスト16

愛知県学生柔道新人選手権　3位

東海大学バレーボールリーグ秋季リーグ戦 2部 4位

愛知大学バレーボールリーグ秋季大会 2部 2位

東海大学バレーボール春季リーグ戦 2部 7位

東海大学バレーボール春季リーグ戦 2部3部入替戦 2部残留

東海大学選手権 1回戦

愛知大学バレーボールリーグ春季大会 2部 2位

西日本大学バレーボール選手権 決勝トーナメント1回戦

男子バレーボール部・後藤研究室

http://www.asu.ac.jp/hgoto/

■ 硬式野球部

平成24年度 愛知大学野球連盟

　　　　　  秋季リーグ1部　6位

平成24年度 愛知大学野球連盟春季リーグ

                 1部2部入替戦 1部残留

平成25年度 愛知大学野球連盟

                 春季リーグ 1部 6位

平成25年度 愛知大学野球連盟春季リーグ

                 1部2部入替戦 2部降格

平成25年度 愛知大学野球連盟

                 新人戦トーナメント 2回戦

硬式野球部webサイト

http://www.asu.ac.jp/baseball/
■ スキー部

第34回 東海学生基礎スキー選手権
          50位1名、54位1名

■2012年度にご退任

先生方の
異動情報

【サークル活動  2012・2013 年実績 】

大学院  造形学研究科  教授　延藤安弘 先生
大学院  造形学研究科  教授　杉山陽二 先生
経営学部  准教授　　　　　  中村昭典 先生

退任された先生方、
在任中の熱心なご教授ありがとうございました。
感謝の気持ちを込めて紹介させていただきました。

…
…
…

■2013年度にご就任

12月
3月
3月

経営学部　教授　新海輝夫　先生…4月
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1. 学部/学科名/学籍番号/ゼミ名/卒業期
2. 氏　名
3. 現在住んでいる地域
4. 職　業　
5. 校友会に何の役割で関わっているか
6. 校友会に関わったキッカケ
7. 愛産大の皆に一言など

造形学部╱産業デザイン学科╱
00D204╱大野研究室╱9期生
森谷　誠 （もりたにまこと）

愛知県瀬戸市在住
フリーター
副会長
卒業してから学祭に毎年参加して
いたらOBに誘われて。
学生時代は何でも挑戦できるよ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

造形学部╱デザイン学科╱03D408
岩田ゼミ
嘉森  大介（かもりだいすけ） 旧姓：熊谷
蒲郡市
看板屋
副会長？
卒業してからも愛産大との繋がり
を大事にしたいと思い
充実した時間を過ごしてください！

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

造形学部╱デザイン学科╱01D302
岩田ゼミ╱11期生
榎本　晋 （えのもとしん）

愛知県名古屋市
絵描いたりNOBIGURUMI作った
り、設営したり。
幹事
もっと原山祭を楽しみたくて。
原山祭あそびにおいで。

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

造形学部╱建築学科╱93K204
石川ゼミ╱二期生
井原　勇 （いはらいさむ）

長野県
福祉業
相談役
発足に携わる
楽しんで下さい。

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

造形学部╱デザイン学科╱00D130
佐藤延男先生╱2004年 
上村大輔 （かみむらだいすけ） 

岐阜県郡上市 
グラフィックデザイナー
シルクスクリーン印刷 
イベント企画・製作 
結婚式の時いろいろとお世話になった。 
おもいっきりあそびなさい。

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

造形学部╱デザイン学科╱05D008
岩田ゼミ 
植松　徹 （うえまつ とおる）

愛知県日進市
学生
幹事補佐
森本親分の勧誘
身体に気を付けて

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

造形学部╱産業デザイン学科╱
01D309╱木村光ゼミ╱10期生
鈴木 健太 （すずき けんた）

愛知県
プロダクトデザイナー
幹事 
愛産大の皆々様の情熱に触れて…。
【have a good time】

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

校友会の役員になっている卒業生、
色 と々参加・協力している卒業生、在学生、教職員など
愛産大を盛り上げるべく、日々 活躍中の皆様を紹介していきます。
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愛知産業大学 大学祭

大 人 原 山 祭

今年も愛知産業大学の大学祭＝原山祭が開催されます。 現役学生はもちろん、地域の皆さん、卒
業生の方々など、全員一緒になって、熱く！ 盛り上がりましょう！！
今年はみんなで繋げるASUという意味を込め、「LINK」というテーマを掲げ、様々なイベントに力をい
れています。参加型イベントが多数催されますので、ぜひ一緒になって楽しみましょう。また学内の装
飾にも注目です。 詳細については、愛知産業大学のwebサイトにてお知らせいたします。
ＵＲＬ　http://www.asu.ac.jp/

※内容は一部変更になることがあります。

校 友 会 企 画

一人でも、卒業生のグループでも、モノ・コト問わず
楽しい展示を実現しましょう。在学生・先生・卒業生
同士のコミュニケーションやコラボレーションの場に
も、お役立てください。概要詳細および、エントリーは
校友会webサイトにて案内します。

出 展 者
募 集

詳しくは、校友会webサイト
http://www.asu-mate.com
（PC/携帯共通）でアナウンスします。

遠方から来られる卒業生の方々には、宿泊ホテルなど
の案内もあります。

校友会では、卒業生同士の親睦促進や、在学生・大学との交流を目的とした企画事業を考えています。第9回は、恒例の原山祭にて校

友会企画「大人原山祭」を開催します。卒業生の過去もしくは現在の作品、活動を展示・報告するスペース、在校生、卒業生がともに盛

上げるライブステージや模擬店、Tシャツ手刷体験ができる「体験ワークショップ」、大幅スケールアップのライブペイント、ぜひ卒業生の

方々にはご参加いただき、原山祭に足を運んでいただきますようお願いいたします。

■ 大人原山祭・・・・・・・・10月19日(土)・20日(日)両日開催10:00～18:00
　 場　所╱愛知産業大学　コミュニティホール1階・コミュニティーホール前 バスロータリー

■ NOBIかふぇ・・・・・・・・10月19日(土)・20日(日)両日開催10:00～18:00
　 場　所╱愛知産業大学　コミュニティーホール1階
　 卒業生優先の休憩場所、待ち合わせ場所などとしてご利用ください。

■ 平成25年校友会総会・・・・・・・・・・・・・・・・・10月20日(日)12:30～13：00
　 場　所╱愛知産業大学　コミュニティーホール前 バスロータリーステージ
　 常任役員の紹介、校友会の活動報告を行ないます。卒業生の皆さまにご参加願います。

第 21 回

原山祭
実行委員より

校友会主催企画の基本コンセプト「卒業生がたまれる場所づくり」の一環として、今年も開設しま
す。各種ソフトドリンクなど、お好みで選び、気心の知れた同級生やゼミの先生とお話する場にご
利用ください。同日同場所に「卒業生のイベント おとな原山祭」を予定しています。

校友会主催の大同窓会を予定しています。BBQ、先生方と卒業生のスピーチ、余興、写真撮影など卒業生
同士の親睦、大学との交流を深めるイベントをご用意する予定です。

!

2013.10/19.20

■ 日　時╱10月19日（土） 18:00～21：00
■ 場　所╱愛知産業大学 コミュニティーホール2階

卒業生の
たまり場

★みんな集まれ★

2013
      19（土）
      20（日）
10:00～18:00

10/

原
山
祭

NOBIかふぇ コミュニティ
ホール 1階

大同窓会
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OB通信｜卒業生の声

仕事で一番重要な人間力を養うために、
失敗を恐れず、何事にも果敢にチャレンジ！

がなければ、イベントプロデューサーとしての僕はい

なかったと思います。「岡崎観光夏まつり/花火大会

2013」では、警備を全面的に任され、「あいちトリエン

ナーレ2013」では、ツツイのスタッフとしてボラン

ティアの運営・指導にあたっています。イベントは

120％の準備をしていてもアクシデントが起きます

が、それを切り抜けるだけの対応法をいくつも持って

いることも重要ですね。

　イベントを企画・運営するノウハウは、学生時代や

神谷デザインで培われたもの。構造物を作る建築の仕

事とは違ってみえますが、図面を書いたり、プレゼン

テーションしたりと、イベントという空間設計という意

味合いでは同じ。「わんぱくフェスタ2013」では、自然

の中での学びの場を演出したり、「乙川観光船舟遊び」

で風流を満喫してもらったりと、イベントを楽しんでい

ただくための空間を作るという点では、これまでの経

験が本当に役に立っています。空間を演出し、お客さ

んに喜んでいただけることが僕の一番の喜びです。

　大学の2年次に有志7名で独自のイベントを企画・

運営し、2万人が参加する一大イベントを開催したこ

とも、かけがえのない財産です。協賛スポンサー集め

で、最初は門前払いだったお店も繰り返し訪問したこ

とで、最後は快く協力してもらえました。

　大学時代とは違い、今では会社の名前を背負って

の仕事ですが、それでも担当者としての僕個人を信

用していただいてこそ、仕事は成り立ちます。このよ

うに、仕事で一番大切なのは人間力。何度怒られて

も、失敗しても、それにくじけず、続けるからこそ、常

に成長し、人間としての力が高まるのだと思います。

「何故、人間力が必要か、って？！仕事は人と人でやる

でしょ！そりゃ力があったほうが良いでしょ（笑）。」

　校友会の幹事として、大学祭をサポートしています

が、ぜひ一緒に面白い大学祭を作り上げましょう。そ

のためにも、失敗を恐れず、恥ずかしがらず、何事に

も挑戦してみましょう。将来の糧になるはずです。

そして卒業生の皆さんは、ぜひ活躍している今の姿

を在学生たちに見せてください。その姿こそ、在学生

たちのエールになるはずです。

　高校時代は、レスリング・フリースタイル76キロ級

の静岡県チャンピオン。いろいろな大学からスポーツ

選手として入学しないかという誘いを断り、愛産大に

入学を決めたのは、愛産大1期生だった担任の田中学

先生の猛アピールがあったから。スポーツではなく建

築を学び、教員になりたいという希望もありました。

　卒業後は左官屋をやりながら、非常勤講師として

母校の教壇に。左官という職人技を体験してみた

かったし、左官で得た現場の知識を授業に生かすこ

ともできました。ところが授業で製図を教えているう

ちに、「自分で設計をしてみたい」という願望を押さえ

きれず、名古屋の店舗設計の第一人者でもある神谷

デザイン事務所の門を叩いていました。面接してくれ

たのは、神谷社長。「面白い奴だ。明日からでも来い」

という言葉で、デザイナー生活の開始です。昼間は

ディスプレー会社や工務店へ出向して、マテリアルに

ついて肌で実感し、夜は図面の作業。モノづくりのす

べての現場が体験できました。一年あまりして念願の

平面図を書かせてもらえるようになったのですが、家

庭の事情で泣く泣く退職。さりとて再就職先のあて

はなし。その時脳裏に浮かんだのが、大学時代にバイ

トしていたイベント会社、ツツイエンターテイメント。

社長は快く僕を受け入れてくれました。

　大学時代、ツツイのスタッフと学生がステージを作

る光景を見て感動し、それから大学祭の実行委員と

してイベントを運営・管理をしましたが、あの出会い

金刺 健太 さん
（造形学部 建築学科卒・10期生）

1982年10月21日生まれ。静岡県伊豆の国市
出身。静岡県立修善寺工業高校卒業後、愛知
産業大学10期生に。学園祭実行委員としてス
テージの設営・運営等に携わる。卒業後は、出
身高校の非常勤講師を経て、神谷デザイン事
務所に勤務。結婚を機に退職し、株式会社ツツ
イエンターテイメントに就職。現在は岡崎観光夏
まつり／花火大会等のイベントプロデューサー
として活躍。オフには「ロケットカネザシ」というリ
ングネームで、総合格闘技にも挑戦。

金刺 健太・かねざし けんた
イベントプロデューサー
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陶器のデザイナーから、ヘアサロンの開業へ。
旺盛なクリエイティブマインドが、明日へ向かう力に。

感じながらの毎日でした。そんなある日、「親が病気

で倒れたから、九州へ戻ってこい」と実家から電話が

入りました。後ろ髪をひかれるように3年勤めた会社

を退職し、九州へ戻って職探しです。九州にはデザイ

ン系の仕事がほとんどなく、あるのは印刷ぐらい。思

い悩んでいたところ、美容学校のパンフを見かけ、美

容師の道へ再出発です。美容師ならハサミ1本で世

界中へ行けるし、立体的なデザインもできます。

　美容学校で国家資格を取得後、美容院での修業を

経て、2011年に美容院を開業しました。

　「Hot-Staff」という店名やロゴは学生時代にすで

に制作していたもの。情熱的な「Hot」、そして「ほっ

と」する和みの空間をイメージしました。

　美容師は、プロダクトやビジュアルデザインと同じ

くクリエイティブな力が重要ですが、人を対象とする

接客業ですから、コミュニケーション力も必要です。

おかげさまでお客さまは若い世代から90代のお年

寄りまでと幅広く、接客業も板についてきました。

美容院と並行して、老人ホームへ出張サービスする

介護ビジネスも開始。大好きなお年寄りに、いつまで

もお洒落心を忘れてほしくないからです。「また来て

ね」と喜ぶ顔を見ることも、やりがいにつながります。

　今の目標は、「美容のお医者さん」。ヘアデザイン

や頭皮・髪の健康をトータルでサポートするために、

また勉強を始めました。スタッフ3人抱えていますか

ら、経営は大変ですが、やってよかったとつくづく感

じています。

　独立志向が強いのが、愛産大のカラー。起業をめ

ざす大学生も増えているようですが、起業にはビジ

ネス感覚が必須です。デザイン力を鍛えるとともに、

経営の勉強もして、夢を実現してください。

　フェラーリに憧れ、バイクも大好きでしたから、車

のデザインができたらと、プロダクトとビジュアルの

両方が学べる愛産大に入学しました。高校時代、地元

九州のデザイン塾へ通っていましたが、夏季講習で

教えていただいたのが同じ九州出身の山本誠太郎

先輩。愛産大1期生です。「設備も最先端だし、自由に

創作できる環境もある」という先輩の誘いの言葉が

入学の決め手になりました。愛産大は山も海も近くに

あり、バイクのツーリングにもピッタリ。山本先輩たち

と三河湖へツーリングに出かけ、銘物の五平餅を食

べたことも、楽しい思い出です。

　プロダクトの授業では、航空食器のデザインから

制作まで手掛けるなど、創作活動も充実していまし

た。卒業制作のテーマは「未来のレンタルバイク」。

レンタルバイクがなかった当時、国際的なイベントで

施設内を走り回るレンタルバイクの時代を想定して、

三輪バイクを一年がかりで仕上げました。バイク屋で

バイトをしていましたから、溶接や塗装は経験済み。

材料は解体したバイクから調達し、ボディもＦＲＰで

仕上げました。実寸大のバイクを作る学生はいませ

んでしたから、「よくやった」とゼミの先生に褒めてい

ただきました。

　就職活動では苦労をすることもなく、名古屋のサ

ンワールドコマースに入社しました。ここは、日本で

デザインした陶磁器を中国やアジアの工場で生産

し、東南アジアや欧米向けに輸出する会社です。もと

もと有田焼が好きでしたから、社会人としてはラッ

キーなスタートだったと思います。入社後研修をする

こともなくデザイン業務をしている香港へ。いろんな

種類の食器をデザインしたり、中国の工場で生産さ

れる食器の色や形をチェックしたりと、アジアの風を

白石 健太郎 さん
（造形学部 産業デザイン学科卒・3期生）

Ｈair Salon Hot-Staff
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町1-2-1

ＴＥＬ 093-614-8787　〒807-0842
営業時間 9：30～19：00　定休日  毎週月曜日、第3日曜日

1975年1月14日生まれ。福岡県北九州市出身。
地元福岡の高校卒業後、愛知産業大学3期生に。
学生時代はツーリング三昧の日々。卒業制作は、
実寸大の動くバイク。卒業後は輸出用の陶器を
扱う（株）サンワールドコマースに入社。香港に駐
在し、陶器のデザインを担当。家庭の事情で退社
後、美容学校で国家資格を取得。2011年には
北九州市で美容室をオープン。店の前で斬新な
スタイルを見せるのは、お手製のバイクとバギー。
オン・オフともに充実した日 を々過ごす。

白石 健太郎・しらいし けんたろう

Ｈair Salon Hot-Staff  代表
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将来を自分の手で拓くため、フリーの映像カメラマンに転身。
かけがえのない「一瞬」を追いかける。

をやってみないか」と上司から声をかけられたのは

29歳。ディレクターの指示で撮影するスタジオカメラ

マンが若手の仕事なら、試合や練習風景を自分自身

の判断で撮影し、ニュース素材を提供するスポーツ

カメラマンは、責任も重くなります。とはいえ、ニュー

スで放映される映像はごくわずか。お蔵入りが大半で

す。「どうせ使われないのだから」と、中には投げやり

なカメラマンもいるほどです。そんなスポーツカメラ

マンとして僕の起点となったのは、ダイエー・ソフトバ

ンク時代を経てメジャー入りした和田毅投手。数年

間、彼をカメラで追いかけましたが、選手にとっての

その「瞬間」はかけがえのない貴重な記録。和田選手

のように海を渡って大物になり、メディアで大きく扱

われるようになれば、埋もれてしまった映像が日の目

を見ることもあります。それからです。僕が変わったの

は。角度を変え編集しやすいようなニュース的な撮り

方から、選手の「今」を切り取るドキュメント風に。選手

の成長に連れ、変わりゆく歳月の営みや季節感も必

要になってきますから、風の音や自然の風景も被写体

にと、常にアンテナを立てています。

　「将来を自分の手で拓きたい」とフリーに転身した

のは40歳目前。スポーツの世界で培った人的なネッ

トワークだけが頼りでしたが、おかげさまでテレビ各

局から声をかけていただくことができ、この夏はサ

マーソニックの中継を担当するなど、仕事の幅がぐん

と広がりました。

　今、フリーとして僕が生きていられるのは、100％

挨拶です。不思議なもので挨拶を続けていればいつ

のまにか仲良くなり、それが人的ネットワークとなっ

て、仕事にも結び付きます。

　カメラマンとして技術畑一筋の僕でしたが、独立を

前にビジネス系の本を読みあさり、世界観が広がりま

した。これからの世界を生き抜くためには、技術一本

ではダメ。自らの将来を見据えたマネジメントの知識

や地球環境を見つめる幅広い視野も必要です。僕自

身もスポーツを軸にマルチな分野で活躍できるよう

にがんばります。大学生の皆さんも、ぜひ、本を読み、

自らの夢や将来に向かってください。

　卒業制作で初めて「優」をとりました！ 「日常茶飯

事」をテーマに、ボーリングでストライクをした瞬間や

ビリヤードでミスショットをしたシーンなど、成功の瞬

間、失敗の瞬間を集め、２種同時に上映した映像作品

です。映像ゼミの同級生3人による共同作品で、僕は

企画と選曲担当でした。

　絵が得意だからと美術大学をめざし、新設校の魅

力にひかれ、ふるさとの九州を出て1期生になった僕

ですが、学生生活は遊んでばかり。卒業制作は、そん

な僕の有終の美を飾ってくれました（笑）。

　卒業後はアメリカへ渡って世界の「今」を体感する

予定でしたが、「いくら学費を支払ったと思っているん

だ。新卒は1回しかない。とにかく就職しろ」との親父

の怒りに触れ、九州へ戻って映像編集プロダクション

に就職しました。チームワークで仕上げた卒業制作

で、映像の魅力にはまったのでしょうね。自由な学生

生活とは裏腹に、僕を待ち受けていたのは、軍隊のよ

うに厳しい毎日。朝は早く、昼食をろくに食べる時間も

なく、毎晩残業続きで、しかも給料は安い。それでも続

けられたのは、仕事が面白かったから。過酷なカメラ

アシスタントの時代を経て、3年目にはカメラマンデ

ビュー。日テレ系のテレビ番組で憧れの女優・奥菜恵

さんを撮影したときは、感激しました。

　「お前はスポーツ好きだから、スポーツカメラマン

岡松 健太郎 さん
（造形学部デザイン学科・1期生）

1973年５月15日生まれ。福岡県福岡市出身。
東福岡高校卒業後、愛知産業大学1期生に。
卒業制作の映像作品では、卒業制作選抜展に
選ばれました。卒業後は、福岡市の大手編集プ
ロダクションに入社。映像カメラマンへの道へ。
ローカルテレビ番組「めんたいワイド」「朝ドキッ!
九州」などのスタジオカメラマンを経て、スポーツ
報道の世界でキャリアを重ねる。2012年にフ
リーの映像カメラマンに転身。スポーツを軸に多
彩なフィールドで活躍。

岡松 健太郎・おかまつ けんたろう

フリー映像カメラマン



平成 25 年度 役員会報告

1．平成25年度常任役員会……………………………H25/5/11

2．平成25年度役員会…………………………………H25/6/15

3．平成25年度総会 ……………………………………H25/10/20

4．校友会会報誌発行…………………………………H25/9/20

平成24年度会計報告

「収入の部」

前年度（平成23年度）繰越…………………………¥52,787,179

入会費（平成24年度入学生数+3年次編入学生×¥4,000）

造形学部・経営学部 186名……………………………¥744,000

同窓会費（平成23年度在籍者数×¥5,000）

造形学部・経営学部 795名…………………………¥3,975,000

校友会育英・奨学金返還金

（H24/4/1～H25/3/31 月々￥25,000）……………¥50,000

平成23年度入会金（未計上分×￥5,000）40名………￥200,000

収入の部　計…………………………………………¥57,756,179

「支出の部」

広報事業費……………………………………………¥2,423,213

企画事業費……………………………………………¥5,000,000

情報事業費…………………………………………………¥52,500

校友会育英・奨学…………………………………………………¥0

事 務 費……………………………………………………¥223,042

硬式野球部一部昇格祝金………………………………¥20,000

支 出の部   計…………………………………………¥7,718,755

「合  計」 

収 入の部　計…………………………………………¥57,756,179

支 出の部　計…………………………………………¥7,718,755

合計……………………………………………………¥50,037,424

平成24年度校友会活動計画

「収入の部」
前年度（平成24年度）繰越…………………………¥50,037,424
入会費（平成25年度入学生数+3年次編入学生×¥4,000）
造形学部 +経営学部 198名……………………………¥792,000
同窓会費（平成24年度在籍者数×¥5,000）

造形学部 +経営学部 826名…………………………¥4,130,000
校友会育英・奨学金返還金……………………………………¥0
（H25/10/1～H26/3/31　月々￥25,000）
収 入の部　計 ………………………………………¥54,959,424

「支出の部」
会報誌事業費 …………………………………………¥2,550,000
校友会Webサイト更新管理費……………………………¥80,000
大学祭事業費 …………………………………………¥2,500,000
同窓会事業費 …………………………………………¥1,000,000
名簿維持管理委託費………………………………………¥90,000
常任役員情報共有サイト構築事業費……………………¥190,000
校友会育英・奨学金……………………………………￥1,200,000
事務費……………………………………………………￥300,000
野球場スコアボード寄付費……………………………￥1,000,000
支出の部　計…………………………………………¥8,910,000

「合　計」 
収入の部　計 ………………………………………¥54,959,424
支出の部　計 …………………………………………¥8,910,000
合計 …………………………………………………¥46,049,424

平成25年度校友会
役員・常任役員

平成25年度校友会予算案平成25年度校友会活動報告 参与…………………三岡早苗（第13期生）
………………………榊原　翔（第15期生）
………………………村井昭夫（第10期生）
…………………………𠮷田　麗（第7期生）
役員（正会員）
第2期生…………………………菊川岳浩
第3期生…………………………檀　正宏
……………………………………関　辰昭
第4期生…………………………浅野和寛
……………………………………白石　英
第6期生…………………………中村領介
第7期生…………………………堀　洋嘉
第8期生…………………………前田和寿
第9期生…………………………清水貴信
……………………………………杉原亘一
第12期生…………………………飯田晃嗣
第14期生………………………大西真由美
第15期生………………………滝口小百合
第16期生…………………………西田悠真
……………………………………鈴木基公
…………………………………山下雄ノ介
……………………………………北井美希
…………………………………中曽根奈美
第17期生…………………………鈴木朗文
……………………………………秋山侑加
…………………………………滝井真菜美
……………………………………高橋　輝
……………………………………石田達也
……………………………………舩坂僚祐

　　　　　　　　　　………小倉紀彦 先生

　　……………………………小川英明 先生

　　　　………………………石川　清 先生

　　　　　……………………石川　清 先生

　　　　　…………………野々山隆幸 先生

　　　　　……………………石川　清 先生

　　　　　　　………………木村　光 先生

　　　　　　　………………吉田　修 先生

　　　　………………………木藤新吾 先生

　　　　　　　　……………後藤浩史 先生

　　　　　　…………………計屋昭生 先生

　　　　　　　………………金澤啓治 先生

　　　　　……………………岩田政巳 先生

…………………………………簗瀬　歩 先生

　

　　　　　…………………………門井由佳

　　　　　………………金刺健太・森谷  誠

　　　　　…………廣瀬伸行・宇佐美 良太

　　　　　…廣瀬伸行（名簿管理・会計管理）

　　　　　   ………………………村井昭夫

1.広報事業計画　校友会会報誌「ASU communication vol.11」
2.企画事業計画　卒業生の作品・イベント　Tamari Bar　懇親会
3.情報事業計画　校友会webサイト、フェイスブック、
　　　　　　　　グループ「校友会」運営
4.校友会育英・奨学金制度　校友会が育英基金を出資し運営します。

1514

（詳しくは校友会webサイト  http://www.asu-mate.comまで）

※5月1日調べの入学者数、在籍者数。

※返済期限を2年から5年以内へ変更しました。

　　　　  3・4年生を対象とする。（応募多数の場合は４年生を優先する）
　　　　 連帯保証人を必要とする。
選考方法：奨学金の決定は、提出された奨学金願書に基づき、審査委 
　　　　  員会で審議し決定する。
返済期限：原則、卒業後5年以内とする。（無利子）
　　　　 ただし、大学院等への進学者については、返済を猶予する。

対　　象：愛知産業大学学生で、成績優秀、品行方正にして、かつ経済
　　　　 的事情のために就学困難と認められる者に対して、奨学金
　　　　 を貸与（無利子）します。
定　　員：年間２名
貸与金額：50,000円（月額）
採用条件：対象条件に該当する者で、各学科長の推薦を受けた者。
　　　　 原則、日本学生支援機構奨学金を受けていない者。

愛知産業大学校友会  育英・奨学金の概要

広報委員会

企画委員会

情報委員会

事務委員会

同窓会委員会

役員（特別会員）

理事長（オブザーバー）

学長

研究科長

造形学部長

経営学部長

建築学科長

デザイン学科長

総合経営学科長

事務局長

学生委員会委員長

教務学生課長

教務学生課係長

校友会顧問

校友会組織

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※※は休任中につき退任扱い

常任役員 兼 役員（正会員）
会長………………水野広大（第12期生）
副会長……………嘉森大介（第12期生）
………………………森谷　誠（第9期生）
………………………門井由佳（第1期生）
書記…………………井上理恵（第17期生）
会計…………………廣瀬伸行（第3期生）
会計監事…………宇佐美 良太（第3期生）
………………………内藤　萌（第13期生）
幹事長………………金刺健太（第10期生）
幹事…………………植松　徹（第15期生）
…………………………林　亨（第12期生）
………………………河合杏子（第13期生）
………………………榎本　晋（第11期生）
……………………近藤貴樹（第15期生）
………………………上村大輔（第9期生）
………………………鈴木健太（第10期生）
………………………原田俊司（第16期生）
………………………………（新）南　辰也
………………………………（新）堀亜由美
………………………………（新）藤城美里
………………………………（新）坂田拡基
相談役………………井原　勇（第2期生）
………………………森本達也（第1期生）


