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ＯＢ会便り 
 

 

 

暑さ厳しきおりではございますが、OB 会会員の皆様方におかれましてはますますご健勝のこと

とお喜び申しあげます。 

現役生では、今春新たに 59 期 17 人を迎えました。現在は三次予備合宿の最中です。今後も OB

会便りを通じて、OB会員向けの様々な情報をお知らせしていきますのでよろしくお願いします。 
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1.2014年度ＯＢ会新理事紹介 

今年度のＯＢ会理事のみなさんを紹介します。 

部長      20 期 ○茶谷  直人 

理事長 31 期 ○井内  健 

副理事長    8 期 ○卜部  格 

11 期 ○北岡  満 

 46 期  ○佐竹 和英 

監査       9 期  ○西田 泰晤 

主務 55 期  ○市川 智輝 

会計 55 期  ○矢達 高大 

 

理事 1 期 ○野津  祐三（東） 

   2 期 ○西 好信 

   3 期 ○高岡  龍太       ○別所  清         ○吉本 修 

 4 期 ○漆戸 啓二（東）    ○城野  政弘    ○水谷  勝  

 5 期 ○古土井 光昭 

 ６期 ○川口 武（東）       ○多胡  圭一 

   7 期 ○金子  勇雄（東）     ○野上  基長（中） ○兜 秀昭  

 ８期 ○端山 博 

        9 期  ○近藤 勝也（四） 

 10 期 ○秋山  修           ○滝 成和 

      11 期 ○後田  善通 

12 期 ○大浦  元孝         ○杉本  寿 

 13 期 ○今城  正徳         ○中谷 吉伸 

14 期 ○次田  育義         ○井川  吉功（東） 

      15 期 ○伊東  真行         ○山田  章（華） 

 16 期 ○淵元  洋一 

 17 期 ○畑    講平（中）     ○吉田  智彦 

      18 期 ○青方  卓           ○福田  稔 

 19 期 ○上村 幸三 

 20 期 ○中谷  勝哉 

21 期 ○赤坂  則嘉（東） ○足達  芳嗣（東）  

22 期 ○水野  正孝（東）    

23 期 ○小宮山 研二 

24 期 ○江口  有（東） 

25 期 ○関谷  篤（東） ○武村  泰夫（東） 

26 期 ○上田  広之    ○樋口  均也 

27 期 ○長谷川 賢二（四）   ○平野  泰弘（東）    ○藤井  泰之 

 28 期 ○鬼塚  清孝       ○西山  和夫 

 29 期 ○原田  統（中）       ○藤居  岳人(四) 
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    30 期 ○松山  貴広（東）    ○山本  幸樹 

 31 期 ○成田  欣弥（北） 

 32 期 ○野口  憲一       ○山本  亨 

     33 期 ○川嶋  健治       ○古島  正博 

     34 期 ○野原 正寛 

     35 期 ○長谷川 哲宏      ○森本 睦 

 36 期 ○柴田  祐（九） ○瀧 邦高 

     37 期 ○古高  秀一(東)    ○清水  健太郎 

     38 期 ○井村  諭         ○田中  良和      ○吉備  真司 

     39 期 ○加藤  敦典（中） ○綿貫 克洋 

     40 期 ○岩崎  俊樹（東） ○矢田  猛士（国） 

     41 期 ○西原 康介（東） ○林 孝夫（東）        ○速水 賢史（中） 

     42 期 ○梅谷 明良(北) ○佐藤  大介 

          43 期 ○小路 悠介（東）   

 44 期 ○吉備 征子（米）     ○藤井 聡志 

 45 期 ○岡坂 昌蔵（東）     ○小島 一高 

         46 期    ○小林 由卓（東）      ○小島 順子 

         47 期 ○小田 恭宏(中)      ○堤 大輔（東）  ○吉森 宏雅(東) 

         48 期 ○岡田 悠悟 

         49 期    ○伊奈 健一       ○田村 晴彦 

         50 期    ○外内  宏樹(九)    ○林  信吾 

         51 期 ○豊木 研太郎      ○吉川隆範 

         52 期 ○宮崎 大輔（東）    ○脇坂 智広（四） 

         53 期 ○藤村 治輝（四）    ○篠崎 拓也 

         54 期 ○坊ヶ内 渉          ○瀧澤 友啓 

※ 昨年(2013 年度)からの変更点 

主務を 55 期市川氏、会計を 55 期矢達氏に変更 

54 期理事に坊ヶ内氏、瀧沢氏を追加 

 

（道）：北海道在住 （北）：東北地方在住    （東）：関東地方在住 

（中）：中部地方在住 （国）：中国地方在住   (四)：四国地方在住 

(九）：九州地方在住 （華）：中国大陸在住   （米）：アメリカ在住 

無表記は関西在住 
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2.2013年度 OB会会計報告 

1.一般会計
1-1収入

項目 決算額 内訳 前年比 備考

2013年会費（納入分） 30,000 2500*12名 12,500
2013年会費（既納分） 55,000 2500*22名 -5,000

26.6% 納入率（34人/128人）※1

クロスカントリーレース景品代 21,045 21,045 ※2

新年会残金 0 0
ビアパーティー残金 0 0
積立金からの補填 67,419 -28,239

収入合計 173,464

1-2支出

項目 決算額 内訳 前年比 備考

会議室使用料 41,580 4620*9 -9,240                    
振込手数料 0 0
クロスカントリーレース景品代 21,045 21,045
クロスカントリーレース補助 10,839 -6,499 ※3

ATM手数料 0 0
香典・弔電 0 -1,000
現役補助金 50,000 0
山小屋援助金 50,000 0

支出合計 173,464

2.積立金会計
2-1収入

項目 決算額 内訳 前年比 備考

2012年からの繰越 3,895,436 -127,437
2012年以前分会費 35,000 2500*14 25,000
2014年以降分会費 12,500 2500*5 -5,000
寄付金 5,000 5,000 ※4

振替口座から払出分 0 0

利息(MUFG※5+みずほ※6) 454
9(みずほ)

445(MUFG総合)
-267

収入合計 3,948,390

2-2支出

項目 決算額 内訳 前年比 備考

2013年会費（既納分） 55,000 -5,000 一般会計へ
一般会計への補填 67,419 -28,239 一般会計へ
2014年へ繰越 3,825,971 -69,465

支出合計 3,948,390

3.記念行事会計
3-1収入

項目 決算額 内訳 前年比 備考

2012年からの繰越 64,551 64,551

収入合計 64,551

3-2支出

項目 決算額 内訳 前年比 備考
2014年へ繰越 64,551 0
支出合計 64,551 0

4.資産状況

貸方

項目 残高 備考 項目 備考

現金 5,481 積立金会計繰越金 3,825,971
普通預金 321,313 記念行事会計繰越金 64,551

321,313 会費過納分 0
0

定期預金 3,563,728
3,563,728

合計 3,890,522 合計 3,890,522 0

※3 クロスカントリーレースの赤字分を補填
※4 35期近藤氏のOB会費過納分の返金を辞退されたため寄付金として処理
※5 東京三菱UFJ銀行
※6 みずほ銀行口座は今年度廃止

2013年12月27日
25年度会計　54期瀧沢

※2 15000円+3000円+3000円+45円
※1納入率：(当年度内の納入人数＋既納人数)/（死亡者数を除いた納入義務者数)×100

以上の通り報告いたします。

借方
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3.会計より会費納入のお願い 

 ＯＢ会は原則として会費のみによって運営されています．しかしながら昨年度のＯＢ会費の納入

率も悪く，一般会計は赤字を出しています．その不足分は積立金から補填している状態であり，Ｏ

Ｂ会会計は必ずしも健全な運営であるとはいえません．未納の方は１年分からでも結構ですのでぜ

ひご協力下さい．会費納入の際、口座番号などはお間違いのないようにご注意ください. 

 

東京三菱ＵＦＪ銀行 池田支店 

店番    ７９０ 

口座番号  普７９１３１ 大阪大学ワンダーフォーゲル部ＯＢ会 

 振込の際、氏名を御記入頂ければ、こちらで調べさせて頂きます。 

 

また，郵便口座振込をご利用の際は下記宛てにお願いします． 

 

口座番号 ００９１０－３－５３７４９ 

加入者  大阪大学ワンダーフォーゲル部ＯＢ会 

通信欄に，卒業期，氏名，会費○年分とお書き下さい． 

 

会費は，年間２５００円，１９７４年以前分は１５００円です．２０年分を納入し終えた方は永

世会員として以後の会費は免除されます．また，近況報告などＯＢ会宛てのメッセージも一言頂け

ればＯＢ会便りでご紹介いたします． 

 

 なお，会費納入に関するお問い合わせは下記にお願いいたします． 

E-mail  kodai.yadatsu@ist.osaka-u.ac.jp 

2014年度ＯＢ会会計 矢達 高大（55期） 

 

4.ＯＢ会年間行事予定 

今年度のOB会の年間行事予定は以下の通りです。多数のご参加をお待ちしております。 

    10 月 11(土)～12(日)    山小屋 W 

      12 月 6 日(土)～7 日(日)     クロスカントリーレース 

       12 月現役・OB 懇談会後  忘年会 

2015 年 1 月 2 日～4 日の内 1 日   新年会 

 

※山小屋 W は現役との兼ね合いで変更になる可能性があります。 変更となった場合は再度連絡差

し上げます。また日が近づきましたら詳細をご連絡差し上げます。 
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5.新会員紹介 

今年は 56期の 7人と 55期の一人が新会員となります。（かっこ内は会員番号） 

 

(5509) 伊藤 俊輝  元法学部 

(5601)  河相 圭亮  理学部     

(5602)  出口 亮   工学部   

(5603)  林 貴哉   文学部   

(5604)  平井 皓基  工学部   

(5605)  堀 裕貴   工学部   

(5606)  増井 慎一  経済学部    

(5607)  松尾 勇汰  工学部     

 

6.OB会活動報告 

○第４8 回クロスカントリーレース報告 

12 月 15 日に行われました第 50 回クロカンレースは積雪のため葛城山まででの開催となりまし

た。レースの 3日程前から金剛山での 5cmほどの積雪は確認していたため、走者の安全を考え、事

前に登山靴・万全の防寒対策を促していました。また、葛城山～水越峠間の坂が雪で非常に滑りや

すくなっていることを予想し、走者に歩いて下りてもらえるよう、その区間においてはタイムを計

測しないといった対応をした上でレース当日を迎えました。しかし、金剛山中継員から予想以上に

積雪が深く、歩行が困難な事態であることの連絡を受け、やむなくレースを葛城山までで中止いた

しました。このため、中継員の車を水越峠に集め、走者・中継員をゴール地点まで送りました。ま

た、レース中止を決定した時点で、水越峠を通過した走者に関しては、金剛山と行者杉中継員の車

で金剛山ロープウェー駅からゴール地点へ送りました。 

 今回の参加人数は現役 25 名、OB8 名、計 33 名となりました。昨年度の 24 名、一昨年度の 26

名に比べて人数が増えたことは、大変嬉しく思います。しかし当初 37 名の参加者がいましたが、

レースの 2日前の冷え込みが非常に厳しく、体調不良による当日キャンセルが相次いで出てしまっ

たことは残念であります。また、一昨年度も 12月 11日に実施して積雪でレースが中止されている

こと考えると、12 月の第一週にレースを設定することは必須であるように思われます。現役の活

動の日程的に第一週が厳しいようであれば、金剛山を迂回するルートを来年度の夏頃から考える必

要があるように思います。 

今回は葛城山までの記録で順位を決定し、また区間賞については水越峠～金剛山間の記録があり

ませんでしたので、スタート地点～二上山地点間で設定しました。 
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6位までの入賞者、中西杯および区間賞の受賞者は以下の通りです。 

 

1位  55期    大江 康子 （渡辺杯）            8:21 着 

2位  57期    中澤 茂樹            8:59 着 

3位  58期    寺川 和希 （中西杯、区間賞）  9:00 着 

4位  57期  宮森 由布里           9:05 着 

5位  58期  細谷 隆文            9:08 着 

6位  58期    越智 勇介            9:08 着 

 

会計は以下の通りです。 

収入

58期 田浦 細谷 花村 番野 今西 吉田 寺川 若宮
辻 花田 中野 堀田 泉 越智 土屋 堤下

57期 丸山 中澤 武藤 宮森 金田
56期 林 河相 出口 平井 堀 松尾
55期 五十嵐 野田 笹原 大江

他期OB 河南 岡田 宇野 卜部

計35名 140,000¥ 

支出

品目 備考 購入者(期) 金額
食材Ⅰ 馬庭(54) 33,065¥  
食材Ⅱ 金里(54) 5,340¥    
食材Ⅲ 金里(54) 1,716¥    
ゼッケン 金里(54) 1,520¥    
薬品Ⅰ 大塚(57) 9,070¥    
薬品Ⅱ 大塚(57) 6,042¥    
雑貨Ⅰ 大塚(57) 1,470¥    
雑貨Ⅱ 大塚(57) 312¥      
雑貨Ⅲ 宮森(57) 630¥      
雑貨Ⅳ 丸山(57) 315¥      
賞品 瀧澤(55) 17,971¥  
駐車代 瀧澤(55) 600¥      
印刷代 1,200¥    
交通費 14,000¥  
薬品Ⅳ 2,588¥    
謝御金Ⅰ 30,000¥  
謝御金Ⅱ 15,000¥  
当日キャンセル返金 8,000¥    

計 148,839¥ 

収支

総計 ▲ 8,839¥    

54期　金里　征治

衛生装追加

ガムテープ
衛生箱容器、ハサミ

中継所食料
中継所食料追加、宿泊所食料

参加費一人4,000円、敬称略。

野菜、生もの

金剛山
地図

ガソリン代x7台

錦戸小屋
漁業組合

\4000×2人

布、安全ピン
衛生箱用薬品
衛生箱用薬品

紙皿
紙皿

盾、メダル
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7.OB近況報告 

2012年8月ビアパーティーにて 

 

[3期 吉本] 

 平成 21 年、急性大動脈解離になり、手術で九死に一生を得ました。2 年 7 ヶ月が過ぎ、元気で

あることを示すため、今日出席しました。 

  

[8期 端山] 

 幹事さんご苦労様です。残念ながら来席者は少ないようですね。もう少しメンバーが増える策は

ないでしょうか？と思います。何もしなくて勝手なことを申し上げてすみません。 

 私自身は、まずは元気に毎日を送っています。特に昔の繋がりを大事にしようと思っています。

これからもよろしくお願いします。 

  

[10期 瀧] 

 昭和 50 年から診療している診療所を移転しています。ただ、住所は全く同じで、2 階から 1 階

に移すだけです。しかしながら工事は大変な様子で、予定の 4ヶ月を超えてしまいそうで、えらい

ことになっています。私自身は、永年の左足の静脈瘤を取る手術を来週するので、アルコールをし

ばらく控えないといけないということになったのが、つらいです。 

足腰が急に調子悪くなっていまして、動きが悪くなっております。一応とりあえず、元気にやっ

ております。 

  

[11期 北岡満] 

 山は近場を時々、仲間と日帰りで行っています。週末はもっぱらテニスとプールでの水泳です。

それでリフレッシュして、週明けから仕事です。 

  

[外大 19期 中田典男] 

 今年も楽しく参加させていただきました。両 OB 会の交流をさらに活発化させていただきたいと

思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 P.S. 外大 OB会の雁鳴きフォーラム、阪大の OB側のスピーカーの方、おられれば幸いです。 

  

[26期 樋口均也] 

 9月にモンゴルで学会発表します。医院のスタッフのうち、独身の 5 人の女性と一緒に学会に参

加し、近くの牧場で乗馬を楽しんだりする予定です。私たちは次の週も居残り、ゴビ砂漠の探検を

する予定です。 
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 [31期 井内健] 

 7/30～8/1、15年ぶりくらいで北アルプスに行ってきました。八方尾根より、唐松～五竜山荘（泊）

～八峰キレット～鹿島槍～冷池山荘（泊）～爺ヶ岳～扇沢と縦走してきました。 

荷物が小屋泊まりで軽かったため、コースタイムの 8割くらいで歩ききりました。（流石に 2日目

はコースタイム 9:40で、最後の鹿島槍の登りはかなりバテてしまいましたが・・。） 

天気は最高で夏山を十分満喫できました。 

  

 [ 36期 瀧邦高] 

 今年の 3月で大阪大学を退職しました。今は父のところで働いています。但し週１木曜日に大学

へいって診療しています。大学では臨床准教授という名のただ働きです。時々金曜日に NTT病院で

歯科口腔外科の麻酔をしています。最近運動不足で、又肥えてきたような気がします。 

 

[46期 佐竹和英] 

  結婚して、家を買って、義母が亡くなって、まるで早回しのような１年でした。ようやく落ち

着き始めて、もう少し涼しくなったら、妻と近所のウォーキングを始めようかなと相談していると

ころです。頑張ってかつての体力を取り戻したいと思います。 

  

[51期 豊木研太郎] 

 D1 になりました。ぼちぼち研究しています。この前京都北山に行きましたが、感じが地図を

忘れたため、数時間歩いて、ピークゼロという結果になってしまいました。また涼しくなってから

リベンジしたいと思います。 

 

[52期 山根直子] 

 社会人 2年目になりました。ようやく仕事にも慣れてきたところです。また休日に山にも久しぶ

りに行きたいと思います。 

 

[53期 篠崎拓也] 

 大学院生 1年になりました。今は実験を早く軌道に乗せたいです。ですが、8月は少し遊んで

9月から学業に専念しようかなという感じです。 

 本日は、OB の方々、また 4 年生も来てくれたので本当に良かったと思います。ありがとうござ

いました。 

  

[53期 藤村治輝] 

 今日は OB 会のビアパーティーでしたが、このような機会も貴重で楽しむことができたと思いま

す。やはり先輩は偉大ですこの部活とのつながりを大切にしたいと思います。 
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[54期 瀧沢友啓] 

 今日は OB 会ビアパーティーに来させて頂きありがとうございます。今日は教授のお誘いで医

学部の方々と花火を見に行こうかと迷いましたが、たまには部の方に来ようかと思い、来させて頂

きました。 

最近は研究をしていますが、時々時間を見つけてはほかの研究室の先生と日帰り登山に出かけて

います。 

 研究室に入ってからいろいろと考えることは多いですが、何かと毎日動き回っています。 

 

 [54期 馬庭] 

 私は今院試勉強に励んでいます。今年は淀川の花火大会と誰かとふたりで行こうと思いました

が、特に予定も立たないまま、今日のビアパーティーを迎えました。54 期の人と 9 月に山行を計

画しているのですが、54 期は個人で計画を立てる人が多いためか誰も参加してくれません。先月

バイクの仮免を取りました。いま欲しいものはバイクです。 

 

8.現役活動報告 

○山小屋委員会からのお知らせ 

山小屋委員会からのお知らせ 

☆平成 26年度山小屋管理運営委員会 

委員長(３年) 金田 宗和 (57 期) 

前委員長(４年) 出口 亮 (56 期) 

会計(２年) 

 

越智 勇介 (58 期) 

OB 連絡委員 岡嶋 真吾 (54 期) 

OB 連絡委員 佐竹 和英 (46 期) 

OB 委員 

 

鈴木 翔悟 (53 期) 

OB 委員 

 

吉川 隆範 (51 期) 

Obs. 

 

北岡 満 (11 期) 

  瀧 邦高 36 期 

  清水 健太郎  

  林 信吾 50 期 

  鈴木 翔梧 53 期 

 

☆山小屋委員連絡先 

  

 

 

 

 

 

 

佐竹 和英 (46 期) 

  TEL 090-1892-7940 

 MAIL ckaab320@sutv.zaq.ne.jp 

mailto:ckaab320@sutv.zaq.ne.jp
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☆山小屋のご利用について 

 比良山のロープウェーが休止となって久しいですが，OB の方々も，今後とも是非山小屋をご利

用ください．山小屋をご利用されたい場合は，山小屋委員長金田、または連絡委員岡嶋・佐竹ま

でご連絡をお願いいたします．         (57期金田 携帯 080-6223-9719) 

 

☆昨年度の山小屋 Wについて 

現役のほうでは昨年も山小屋作業 W を例年通り行いました．主な作業は古くなって傷んだ雨戸の取り付

け(一昨年度に完成した雨戸)，木道修理や土嚢の整備です．現役ＯＢさんたちのご協力のおかげで、

作業はみな無事に完遂いたしました。一方で、今年度に持ち越された課題も多くあり、中には経済的、

技術的に、解決が困難な課題も存在します。山小屋の予算が少ない現状で、今後どのように対応して

いくかが課題です。 

平成25年1/1～12/31

収入
H24年度からの繰越 14,088 山小屋使用状況
山小屋使用代 1,200 ○現役
現役補助金 20,000 ・冬PW 2月
OB会補助金 50,000 ・新歓 5月
寄付金（中谷さん） 1,000 ・山小屋W 10月
寄付金（瀧さん） 7,000 ○OB
寄付金（樋口さん） 3,000 冬PW 2月（1,200）
寄付金（北岡さん） 3,000
寄付金（山崎さん） 3,000 支出詳細
寄付金（佐竹さん） 3,000 ○新歓合宿
寄付金（村山　かおるさん） 3,500 除湿剤 1,452
合計 108,788 ネズミ取り 1,444

単１電池 1,552
その他 498

支出 計 4,946
新歓合宿 4,946 ○山小屋W
土地代（未納） 44,525 木材 8,996
山小屋W 28,817 医薬品 898
翌年度への繰り越し 30,500 ネズミ取り 1,180
合計 108,788 金具・工具等 17,743

計 28,817
今年度の残高　30,500　を来年度に繰り越します。

平成25年度山小屋会計報告　

 

平成 25年度山小屋会計 57期 大塚 駿 

○現役合宿感想 

現役運営のホームページ、ブログにて活動報告、感想が掲載されています。 

是非ご覧ください。 

ホームページ http://www.ouwv.net/index.html 

ブログ    http://ouwv.blog.fc2.com/ 

 

 

http://www.ouwv.net/index.html
http://ouwv.blog.fc2.com/
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9.OB会便り編纂部から 

この号から，OB 会便りの編集をさせていただくことになりました 55 期の北野です。よろしく

お願いします。 

ＯＢ会便りを交流の場として皆さまに楽しんでいただきたいと思いますので，下記宛まで近況報

告，自由投稿などのお便りをお待ちしております．写真を添付されても結構です．またＯＢ会便り

に関するご意見などもどうぞ．多数のご投稿をお待ちしています． 

 

ＯＢ会便り編集担当 北野翔大（55 期） 

 

E-mail： s.kitano.94@gmail.com 

郵送: 〒530-8695 

 大阪中央郵便局私書箱 213 号 

 大阪大学ワンダーフォーゲル部ＯＢ会 

 

10.編纂後記 

昨年度のＯＢ会便りを担当させていただきました。54 期の倉石彩子と申します。 

このたびは、私の不手際によりＯＢ会便りの発行が大幅に遅れてしまい、誠に申し訳ございませ

んでした。 

会員の皆様に大変なご迷惑をおかけしましたこと、この場をお借りして心よりお詫び申し上げま

す。 

なお、本号より編集担当を 55 期北野君に引き継ぎました。 

今後も何卒よろしくお願いいたします。 

2013 年度 OB 会便り担当 倉石 彩子 (54 期) 

 

今年度の OB 会便りを担当させていただきます。55 期の北野翔大と申します。 

今回は OB 会便りの発行が遅れて申し訳ありませんでした。今後は春、秋の年 2 回のペースで発

行していきたいと考えています。 

現役を引退してから 1 年以上が過ぎ、山に登る機会もめっきり減ってしまいました。合宿や L

会での会議が懐かしく思い出されます。夏休みにはどこか山に登りに行きたいものです。 

今年度はメッチェンを含む 17 人の新入部員が入部したそうです。昨年度に引き続き多くの部員

の獲得に成功し、60 週年に向けてワンゲルも活気づいていくことでしょう。 

  

2014 年度 OB 会便り担当 北野 翔大 (55 期) 


