
毎日が楽しい京都中央信金カード

中信ナイスカード㍿
代表取締役 上野 肇一（S36年卒）

〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入
函谷鉾町91番地
TEL.075-223-8043
FAX.075-212-9175

〒606-8436
京都市左京区粟田口三条広道上ル
TEL.075-771-4185 FAX.075-761-1890
http://www.minokichi.co.jp

世界に誇る日本の食文化

代表取締役社長 佐竹 力総（S41年卒）
              佐竹 洋治（H5年卒）

代表取締役社長 齋藤　茂
（S50年卒）

きもののことなら

株式会社泰和グループ
代表取締役 吉村 隆司（H2年卒）

〒615-8294 京都市西京区松室地家町31
TEL.075-381-3830　FAX.075-381-3841

http://www.suzutera.or.jp

鈴虫寺（華厳寺）
副住職 桂　紹寿（H1年卒）

京都の大学生新卒採用とグローバル人財育成を担う人材情報会社

代表取締役社長 仙石 琢也（H1年卒）
詳しくは…WEBで！
http://www.jk-branding.co.jp/

〒600-8892 京都市下京区西七条西八反田町83
TEL.075-963-5807　FAX.075-963-5808

大好き立命館

60年会一同

株式
会社 日興製作所
代表取締役 山本 晃久（S60年卒）

〒612-8404 京都市伏見区深草向川原町3番1
TEL.075-641-1070  FAX.075-641-8266

〒617-8577 京都府長岡京市調子１丁目１-１
TEL.075-323-7115  FAX.075-323-7116

よりよき明日をめざして

立命館中学校・高等学校ＰＴＡ

〒603-8104 京都市北区小山東玄以町4の1番地
TEL.075-493-5501

株式会社 北陽
代表取締役 大久保 清和（S19年卒）

〒603-8834 京都市北区大宮中総門口町24番地
TEL.075-491-9315  FAX.075-493-9898

祝　立命館清和会第103回同窓会

本田 貴志（S60年卒）

北京料理 東華菜館
于 修忠（H1年卒）・于 修海（H4年卒）

時宗 長　楽　寺
副住職 牧野 純山（H2年卒）

〒605-0071 京都市東山区円山町626
TEL.075-561-0589　FAX.075-561-8550

〒600-8804 京都市下京区中堂寺前田町1-90
TEL.075-351-6879  FAX.075-351-6169

京料理・仕出し

今宿 利和（H1年卒）

株式会社 バックボーン
取締役 黒木 雅裕（H1年卒）

代表取締役 山住 義三（S62年卒）
〒621-0847 京都府亀岡市南つつじヶ丘桜台2丁目3-12
TEL.0771-25-7991  FAX.0771-25-7992

関西随一のドライビングレンジ

アルバゴルフクラブ
代表取締役 藤岡 重樹（S50年卒）

〒621-0827 京都府亀岡市篠町王子風呂の谷87
TEL.0771-25-6886  FAX.0771-25-6996
http://www.albagolfclub.com

株式会社 大創

代表取締役 大崎 智之（H2年卒）

大起産業株式会社
長谷川 通廣（H2年卒）

赤井・岡田法律事務所
弁護士 赤井 勝治（S58年卒）

相続問題はお任せ下さい
問題解決の力強いパートナー

立命館小学校

学んだ子どもたちが、
世界をかえていく。

2014総会･懇親会
わたせせいぞう氏・綿矢りさ氏 来る
12/13(土) 11:00

ウェスティン都ホテル京都
要申込 事務局Tel. 075-813-8216

立命館大学京都校友会
会長 布垣　豊（S36年卒・法） 森村 義明（S33年卒）

〒604-8823 京都市中京区壬生松原町36番地
TEL.075-311-2983  FAX.075-311-5999

信頼と友愛は未来を創る

照明アドバイザー
竹内　　繁織（S23年卒）

植松・鈴木法律事務所 弁護士
植松　　繁一（S25年卒）

イトウ写真
伊藤　　　博（S26年卒）

株式会社 豆政
太田　　静治（S31年卒）

皇子山カントリークラブ
谷水　　雄三（S32年卒） 山本　　康弘（S33年卒）

全日本パトロール警備保障 株式会社 代表取締役社長
宇多　　雅詩（S34年卒）

株式会社 鶴屋𠮷信
中澤　　成彦（S34年卒）

日立住宅 株式会社 代表取締役
田中　　　啓（S35年卒）

協栄木材 株式会社 取締役会長
中川　　俊勝（S35年卒）

株式会社 八代目儀兵衛 代表取締役会長
橋本　　義秀（S36年卒）

株式会社 大久保自動車教習所 専務取締役
臼井　　允絃（S39年卒）

福井総合法律事務所
福井　　啓介（S39年卒）

京阪防火設備 株式会社 代表取締役
天池　　誠一（S41年卒）

有限会社 バロル 代表取締役
才野　　和義（S41年卒）

有限会社 村上開新堂 代表取締役
村上　　喜一（S41年卒）

株式会社 京南エレクス 代表取締役
天野　　佳則（S42年卒）

北尾商事 株式会社 代表取締役社長
北尾　　　陽（S42年卒）

有限会社 山喜 代表取締役
山本　　勝保（S42年卒）

株式会社 井正商店 代表取締役
林　　　良介（S43年卒）

京料理やまの 代表取締役社長
山野　貫一郎（S46年卒） 西田　　俊博（S47年卒）

株式会社 菊の井 代表取締役
村田　　吉弘（S48年卒）

洛北レミコン 株式会社 代表取締役
井辻　　喜和（S49年卒）

京料理萬長 店主
石谷　　彰男（S51年卒）

京料理 たん熊北店
栗栖　　正博（S51年卒）

もち料理きた村
北村　　保尚（S52年卒）

立命館一貫教育部
田中　　　博（S52年卒）

立命館中学校・高等学校
文田　　明良（S54年卒）

有限会社 杉下印染工場 代表取締役
杉下　　浩教（S55年卒）

有限会社 みのべ 代表取締役
美濃部　一志（S55年卒）

くぐり鍋 六白屋
澤田　　琢夫（S56年卒）

有限会社 セフト測量設計 土地家屋調査士
池谷　　一郎（S57年卒）

株式会社 正和住宅 代表取締役
眞田　　智史（S57年卒）

京つけもの川久 北尾商店
北尾　　康幸（S58年卒）

税理士法人白井会計事務所 税理士・公認会計士
白井　　太郎（S60年卒）

中村高広税理士事務所
中村　　高広（S60年卒）

有限会社 万殿建設 代表取締役
万殿　　慎二（S61年卒）

Jewelry corin 代表取締役
山田　　健二（S61年卒）

打田漬物 代表取締役社長
打田　　学市（S62年卒）

高安 株式会社 代表取締役
高安　　慶光（S62年卒）

行政書士田中事務所
田中　　一正（S62年卒）

人工透析・泌尿器科北川クリニック 院長
丸山　　栄勲（S62年卒）

大竹木材工業 株式会社 代表取締役
大竹　　栄司（S63年卒） 久保田　一暁（S63年卒）

西村紙器 株式会社
西村　　光夫（S63年卒）

株式会社 和田利工業 取締役部長
和田　　敏志（S63年卒）

http://消滅都市攻略.net/
井口　　勝裕（H1年卒）

和泉春 石津商店
石津　　就一（H1年卒）

京都中央信用金庫
小川　　太郎（H1年卒）

ATELIER KABA 代表
川畑　　公人（H1年卒）

星和電機 株式会社
園本　　光昭（H1年卒）

株式会社 西村工務店
豊田　　敏裕（H1年卒） 野原　　英行（H1年卒） 益田　　貴広（H1年卒）

三菱地所投資顧問 株式会社
吉野　　　聡（H1年卒）

株式会社 辻誠幸 代表取締役
阿南　　隆弘（H2年卒）

京都中央信用金庫
石附　　　直（H2年卒）

株式会社 創味食品 東京支店 支店長
石田　　雅也（H2年卒）

太成二葉産業 株式会社
石蔵　　廣幸（H2年卒）

K2planning 代表
植村　　憲司（H2年卒） 尾﨑　　大輔（H2年卒） 梶川　　健一（H2年卒） 黒嶋　　俊之（H2年卒） 小西　　秀樹（H2年卒） 小林　　秀範（H2年卒）

京都信用金庫
所川　　晋吾（H2年卒）

株式会社 三社電機製作所 営業本部
新谷　　正明（H2年卒） 杉原　　建介（H2年卒）

株式会社 スマイル トイレ診断士
竹村　　成史（H2年卒）

富森　　正喜（H2年卒）
竹又 中川竹材店
中川　　裕章（H2年卒） 西村　　正也（H2年卒）

株式会社 堀場製作所
治田　　和彦（H2年卒） 楠浦　　崇央（H2年卒）

株式会社 エクシブ
檜垣　　佳男（H2年卒）

福井乳業 株式会社
一井　　　篤（H2年卒）

楽天Edy 株式会社
松村　　知彦（H2年卒）

京都中央信用金庫
松本　　吉弘（H2年卒）

三菱UFJリース 株式会社
村上　　賢吾（H2年卒）

株式会社 ザイマックスプロパティズ
村井　　真樹（H2年卒）

三井のリハウス京都北店
山本　　晃三（H2年卒）

株式会社 アースカーゴ
西畑　　圭策（H3年卒）

名古屋徳洲会総合病院
仁丹　　克則（H3年卒）

株式会社 トラヤ制服店 代表取締役
芦田　　　純（H4年卒）

煎茶道具・茶ノ湯道具 きたがわ
北川　　雅季（H4年卒）

有限会社 いふじ 代表取締役
名井　　聖介（H5年卒）

株式会社 関広
嘉根　　淳朗（H9年卒）

京津法律事務所 弁護士
杉本　　周平（H10年卒）

株式会社 日本健康医学研究所 代表取締役
村松　　愛夏（H20年卒）

立命館高等学校
空手道部OB・OG会

立命館高等学校
ソフトテニス部OB・OG会

立命館中学・高等学校
ホッケー部ＯＢＧ会

立命館中学校・高等学校

第103期立命館清和会総会・懇親会
開催おめでとうございます

男女共学一期生！  次年度（第104期）当番学年

10月18日に逢いましょう!!

平 成 3 年 卒 業 生 　 有 志 一 同
秋山　望
麻田篤志
浅野雅栄
足立順子
荒田和昌
有澤直弘
石田純一
井藤友正
伊藤智子
稲見亜矢子
井上隆也
今若雅彦

梅垣和雅
江川昌浩
近江谷麻由
大野貴美
岡部敬史
奥田幹通
奥村　建
小田木洋子
小原史忠
勝田　兼
上大迫修裕
北尾弘和

久保田善明
黒川宗康
小寺洋司
小西貴雄
小林　茂
小林憲正
小嶺真希
近藤伸光
阪野博喜
佐藤智子
澤田幸次
高井壱彰

髙木亜里子
武田　敦
立川宏澄
谷　孝一
玉井　誠
辻　秀起
辻井升雲
寺井拓広
虎谷いづみ
中井啓貴
中井　忍
中居友美子

中嶋一哉
中野貴裕
中村　勝
中村有里
南部達也
西畑圭策
西山裕介
野口光行
延近正弥
野村昌史
長谷川浩史
林田憲和

藤井謙昌
藤井信行
藤井　充
藤本大雄
古市　崇
古川雅章
古川嘉嗣
前田光規
前田美希
松下邦臣
松田健太
松田真治

松本亜也
水越稔子
三谷美紀
宮川　賢
三宅　剛
村田修造
柳生千亜紀
安田英介
山口裕之
山下規夫
山本祐樹
山本孝慈

山本昌宏
山本　勉
吉岡靖洋
バスケ部有志

SpecialThanks
小村英一先生
松田全功先生

代表取締役 鳥居 博昭（H1年卒）
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町6-18
TEL.072-685-0557　FAX.072-685-0799

http://watayakan.jp

社長 瀧本 雄三（S26年卒）
〒600-8195
京都市下京区六条通高倉東入る
TEL：075（341）9111 FAX：075（343）4070
http://www.eonet.ne.jp/̃takimoto/

明治33年創業113年
抜群の焼酎・地酒・ワイン専門店

立命館小学校保護者会
〒603-8141 京都市北区小山西上総町22番地
TEL.075-496-7777　FAX.075-496-7770

夢 ─ 夢をあきらめない・きっとかなう ─平成2年卒 有志一同
一井、尾崎、長谷川、大井、吉村、山本晃、石附、鳥居
松本吉、石黒、村井、鈴木智、楠浦、竹村成、小西、所川
新谷正、野澤、松村、杉原、田中厚、皆川、梶川、中西史
治田、永楽、栗本、大崎、黒塚、黒嶋、小林、石蔵、植村
新井、川嶋、高木、平尾、中川保、仁丹、津山、櫻畠

高橋　　　実（S26年卒） 谷口　　三郎（S28年卒） 稲内　　康了（S34年卒） 倉田　　　寛（S34年卒） 林　　喜一郎（S34年卒） 長野　　光孝（S35年卒） 八木　　　進（S35年卒）
小畑　　育男（S44年卒） 井上　　準二（S47年卒） 西村　　　均（S48年卒） 山本　　泰史（S49年卒） 上田　　正治（S54年卒） 竹中　　宏文（S54年卒） 肥塚　　　浩（S55年卒）
中村　　高之（S59年卒） 伊藤　　　卓（S60年卒） 大前　富美夫（S60年卒） 堀江　　勇吾（H1年卒） 谷岡　　久生（S63年卒） 奥村　　哲人（H1年卒） 和田　　喜勝（H1年卒）
岩橋　　　賢（H2年卒） 鈴木　　智雄（H2年卒） 橋本　　　篤（H2年卒） 岩永　　憲秀（H4年卒） 久岡　真希子（H8年卒） 近藤　　貴馬（H15年卒） 清水　　良司（中高教員）

〒603-8401 
京都市北区大宮上ノ岸町78-1
TEL.075-491-6651　
FAX.075-491-5775

〒610-0331 
京都府京田辺市田辺沓脱26-2
TEL.0774-62-0126　
FAX.0774-62-0261

〒604-0904 
京都市中京区新椹木町通竹屋町
上る西革堂町184オクムラビル2階
TEL.075-257-6033　FAX.075-212-3670
http://www.akai-okadalaw.com

〒600-8091 
京都市下京区東洞院通四条下ル
TEL.075-342-2525  FAX.075-342-2524
http://www.tose.co.jp

〒612-8444
京都市伏見区竹田田中宮町72-2
TEL075-621-0880
http://rinzu.jp

〒603-8141 
京都市北区小山西上総町22番地
TEL.075-496-7777　
FAX.075-496-7770
http://www.ritsumei.ac.jp/primary/

　立命館中学校・高等学校は2014年９月１日に
長岡京キャンパスに移転しました。
　これからも各世代の卒業生の思いと共に
歩んでまいります。ご支援よろしくお願いします。

〒541-0054 大阪市中央区南本町3-6-6 船場エコービル4Ｆ
TEL.06-6244-3100　FAX.06-6244-3130

〒600-8012 京都市下京区四条大橋西詰
TEL.075-221-1147　FAX.075-221-1148
http://www.tohkasaikan.com

後藤 典生（S42年卒）

京都中央信用金庫 理事長
布垣　　　豊（S32年卒）
有限会社 仲井 由兵衛 代表取締役
仲井　　芳信（S34年卒）

木下物産 株式会社 代表取締役
木下　　　勲（S40年卒）

石村硝子 株式会社 代表取締役
石村　　幸夫（S41年卒）

株式会社 MAT-OFFICE 代表取締役
松田　　全功（S45年卒）

司法書士・行政書士
宮西　　徳明（S49年卒）

あおぞら税理士法人 代表社員・税理士
河合　　典之（S50年卒）

株式会社 長谷川 代表取締役
長谷川　正直（S50年卒）

株式会社 京都東急ホテル 総支配人
奥村　　浩二（S55年卒）

精華ゴルフセンター レインボー
渡辺　　一弘（S55年卒）

真宗大谷派 新道寺 住職
磯野　　　淳（S56年卒）

いつわ法律事務所 弁護士
李　　　載浩（S59年卒）

株式会社 市金工業社 取締役社長
川口　　剛史（S60年卒）

京料理 木乃婦
髙橋　　拓児（S62年卒）

株式会社 アプレスト 専務取締役
松井　　崇泰（H1年卒）

株式会社 オークラ 常務取締役
新井　　宏淳（H2年卒）

石黒メディカルシステム 株式会社
石黒　　昌彦（H2年卒） 永樂　　陽一（H2年卒） 大井　　雅之（H2年卒）

ファイナンシャルプランナー
栗本　　大介（H2年卒）

大正電機製造 株式会社 代表取締役
三浦　　武也（H2年卒）

立命館中学校・高等学校 
成山　　治彦（校　 長）

@RitsSeiwakairitsumeikanseiwakaiと検索

～伝統をつなごう／広小路、北大路、深草、そして長岡京～～伝統をつなごう／広小路、北大路、深草、そして長岡京～

清和会記念ホール 瑞兆軒

立命館清和会事務局

http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/seiwakai/

立命館清和会 検 索検 索総会・懇親会のお申込みにはホームページが便利です！

今回は特別に当初のご案内より掲載面を移動し、各御協賛のサイズを拡大させていただきました。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

第103期立命館清和会総会&大懇親会第103期立命館清和会総会&大懇親会

平成26年10月18日（土）平成26年10月18日（土）
ウェスティン都ホテル会場  16:30～20:30  受付15:30～ウェスティン都ホテル会場  16:30～20:30  受付15:30～

ベ ビ ー
ル ー ム
ご利用可

検 索検 索検 索検 索

1５：３０～
16：30～16：50
17：00～18：30

18：45～18：55
19：00～20：30

受付開始
オープニング合唱（立命館小学校合唱部）
記念講演「夢への挑戦、そして実現へ（仮題）」
講演者：桑田真澄氏
第103期総会
大懇親会（大抽選会、清和会杯等）

桑田真澄 さん
ドラフト1位で巨人軍入団（獲得タイトル：
MVP、ベストナイン、沢村賞ほか、通算173勝）。
退団後、2007年に米メジャーで登板。現役を
通じて、自身のテーマである「心の野球」を全う
する。2008年の現役引退後、2010年に早大
大学院スポーツ科学研究科を修了。 Studio dp / Y.UmedaStudio dp / Y.Umeda ※近隣への迷惑となるため、車・バイク・自転車等でのご来場は固くお断りいたします。

13：00 各自集合（清和会記念ホール）
13：00～13：30 ご挨拶・新キャンパスの説明
13：30～14：30 見学・自由解散

長岡京キャンパス 13:00～14:30  各自集合13:00
長岡京新キャンパス見学ツアー

京都府長岡京市調子一丁目1-1
JR長岡京駅より徒歩約15分
阪急西山天王山駅より徒歩約6分

長岡京キャンパスへの
アクセス

長岡京
キャンパス

西山天王山

同日
開催

ご参加無料
清和会会員とご一緒であれば、どなたでもご参加いただけます！

迄9/9/9 30迄30迄9/30
受付中!!

まもなく
申込〆切

〒617-8577　京都府長岡京市調子一丁目1-1（立命館中学校・高等学校内）　TEL 075-323-7111（9:00 ～17:00 土・日・祝日を除く）　FAX 075-323-7123（24時間）　E-mail　seiwakai@fkc.ritsumei.ac.jp


