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075-323-7123

女性
優先

先  着
200名 清和会女子会

【会場】コスモスホール 
＜受付13：00～＞

 生き方はひまわりのように、
たたずまいは胡蝶蘭のように

～日々の心の持ち方が、
心のあり方を決めていく～

14：00 ～ＩＫＫＯトークショー
（約90分間）

いっこく堂 さん

ザ・ボイス・イリュージョン
いっこく堂スーパーライブ
ザ・ボイス・イリュージョン

いっこく堂スーパーライブ

ＩＫＫＯさん
美容師を経て、ヘアメイクアーティ
ストとして独立。アトリエIKKOを
主宰し、女性誌・テレビ・CM・舞
台などのヘアメイクを手掛ける。そ
の後、タレントとしても活動し、現
在は商品開発や執筆や講演、音楽
活動をはじめ、プロデューサーとし
ても活躍の場を広げている。

ウェスティン都ホテル京都 京都市東山区三条けあげ TEL075-771-7111 ／地下鉄「蹴上駅」2番出口より徒歩2分
予約制 ベビールーム お子様連れの方も、清和会女子会、総会・大懇親会にご参加ください。ご不明な点は、事務局までお問い合わせください。

【会場】瑞穂の間 ＜受付15：00～＞

16：00～ オープニング合唱
（立命館小学校合唱部）

16：15～ 第104期総会

（約60分間）16：30～ いっこく堂オンステージ

17：45
19：45
～ 大懇親会
（お楽しみ大抽選会等）

ご家族で楽しめる

総会・大懇親会 

世界が認めるスーパー腹話術師。何人もの声色を
自在に使い分けたり、口の動きと声をずらしたりと、
斬新なアイデアとテクニックで新境地を開く。ラスベ
ガス公演など、海外にも精力的に進出。

世界が認めるスーパー腹話術師。何人もの声色を
自在に使い分けたり、口の動きと声をずらしたりと、
斬新なアイデアとテクニックで新境地を開く。ラスベ
ガス公演など、海外にも精力的に進出。

乳幼児・未就学児・小学生
は入場できません。ベビー
ルームをご利用ください。

お申込み条件
総会・大懇親会にお申込みの
方のみ。 ※男性もお申込み
いただけます。

※ 清和会員の名簿は卒業年度ではなく卒業年です。例えば2012年度卒業生は2013年（平成25年）3月の卒業生となります。
※ 上記区分で「一般」の清和会員の対象者は、家族会員の権利があっても「一般」の枠組を適用（金額）となります。
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http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/seiwakai/
立命館清和会WEBサイト 立命館清和会　

一般…40歳以上【1994年（平成6年）3月より以前の卒業生】 ───────────────────── 10,000円
若手…20・30歳代【1995年（平成7年）3月～2011年（平成23年）3月の卒業生】──────────────8,000円
学生…現役の大学生【2012年（平成24年）3月～2015年（平成27年）3月の卒業生】 ────────────5,000円
未来…立命館在学中の小学生・中学生・高校生（※立命館以外への進学者も含む）──────────────5,000円

清和会員の家族①…中学生以上（※料理なしでの御席のみの確保はお断りしております。）──────────8,000円
清和会員の家族②…未就学児および小学生限定（※乳児は無料となりますが、保護者の膝の上にお願い致します。）5,000円

チ
ケ
ッ
ト
価
格

ご自宅に届いている８月発行の学校報『遊目』第４１号に、
ＦＡＸでお申込いただけるチラシが同封されています。

WEBサイトからも
お申し込み
いただけます！  

フェイスブックで
情報発信中！

ritsumeikanseiwakai
と検索

立命館清和会事務局 〒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

豪華景品を
ご用意！

要事前
お申込

要事前
お申込

お 申 込 方 法
ＦＡＸ.075-323-7123

第104期立命館清和会総会・大懇親会
家族で
いこうよ
清和会

平成27年
1031（土） 見よ わが母校立命!!

立命館小学校・中学校・高等学校の大同窓会！

植松・鈴木法律事務所 
弁護士 植松 繁一（Ｓ25年卒）　

タニミズ企画株式会社 会長
谷水　　雄三（Ｓ32年卒）

トウジ工業株式会社 取締役相談役
山本　　康弘（Ｓ33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）

　
上野　　肇一（Ｓ36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・稲田総合法律事務所 　
福井　　啓介（S39年卒）

石村硝子株式会社 代表取締役
石村　　幸夫（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 代表取締役社長
山本　　勝保（Ｓ42年卒）

株式会社 井正商店 代表取締役社長　
林　　　良介（S43年卒）

立命館清和会 副会長
西田　　俊博（Ｓ47年卒）

京都市上下水道局 
水田　　雅博（Ｓ47年卒）

京都東山テニスクラブ 代表取締役
松原　　　勧（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）

司法書士・行政書士 
宮西　　徳明（Ｓ49年卒）

有限会社 有明 相談役　
森田　　　清（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）

立命館大学 教授
建山　　和由（Ｓ50年卒）

株式会社 長谷川 代表取締役
長谷川　正直（Ｓ50年卒）

京料理 萬長 店主 
石谷　　彰男（Ｓ51年卒）

学校法人 立命館 一貫教育部 
田中　　　博（S52年卒）

株式会社 モリタ屋 代表取締役社長
𠮷岡　　浩人（S52年卒）

学校法人 立命館　
上杉　　兼司（S54年卒）

立命館中学校・高等学校
竹中　　宏文（S54年卒）

学校法人 立命館 
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）

株式会社 森本錺金具製作所
森本　安之助（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）

株式会社 タケウチ 代表取締役　
竹内　　裕貴（S58年卒）

いつわ法律事務所 弁護士　
李　　　載浩（S59年卒）

税理士法人 白井会計事務所 公認会計士・税理士
白井　　太郎（Ｓ60年卒）

有限会社 村城染工場 代表取締役　
村城　　博司（S60年卒）

京都中央信用金庫　
小林　代志和（S61年卒）

炭火居酒屋 田村よしたか 　
田村　不良孝（S61年卒）

健康カイロプラクティック右京花園 院長
中島　　光章（Ｓ61年卒）

有限会社 万殿建設 　
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）

京料理 木乃婦 代表取締役　
髙橋　　拓児（S62年卒）

髙安 株式会社 代表取締役 
髙安　　慶光（Ｓ62年卒）

北川クリニック 院長　
丸山　　栄勲（S62年卒）

立命館中学校・高等学校 
久保田　一暁（S63年卒）

株式会社 西村工務店 　
西村　　　太（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）

和泉春 石津商店 店主
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）

株式会社ジェイケイ・ブランディング 代表取締役
仙石　　琢也（H1年卒）

　
豊田　　敏裕（Ｈ1年卒）

　
野原　　英行（Ｈ1年卒）

株式会社アプレスト 専務取締役
松井　　崇泰（H1年卒）

三菱地所投資顧問株式会社 
吉野　　　聡（Ｈ1年卒）

太成二葉産業 株式会社
石蔵　　廣幸（H2年卒）

　 
石黒　　昌彦（H2年卒）

　
石附　　　直（Ｈ2年卒）

K2planning 代表 
植村　　憲司（Ｈ2年卒）

　
永樂　　陽一（Ｈ2年卒）

　
黒嶋　　俊之（Ｈ2年卒）

 　
小林　　秀範（H2年卒）

京都信用金庫 
所川　　晋吾（Ｈ2年卒）

　
高木　　暁昭（H2年卒）

長楽寺 副住職
牧野　　純山（Ｈ2年卒）

京都中央信用金庫 　
松本　　吉弘（H2年卒）

株式会社 泰和 代表取締役
吉村　　隆司（H2年卒）

 
伊藤　　智子（H3年卒） 中居　友美子（H3年卒）

二年坂 なかむら 　
中村　　有里（Ｈ3年卒）

  　
湊　　千佳世（Ｈ3年卒）

株式会社 フジサンオート 
麻田　　篤志（H3年卒）

  　
荒田　　和昌（Ｈ3年卒）

イサオ美容室 オーナー
有澤　　直弘（H3年卒）

 京菓子司 亀屋光洋 　
石田　　純一（H3年卒）

 
岡田　　光弘（H3年卒）

㈲SPOON BOOKS 代表取締役 
岡部　　敬史（H3年卒）

　　
長田　　浩嘉（Ｈ3年卒） 片岡　　　忠（H3年卒）

上大迫　修裕（H3年卒）
三菱UFJリース 株式会社 　
河野　　貴昭（H3年卒）

 　
小西　　貴雄（Ｈ3年卒）

有限会社 富久屋 代表取締役 
小林　　憲正（Ｈ3年卒）

 　
阪野　　博喜（Ｈ3年卒）

株式会社 ワークス京都 代表取締役
澤田　　幸次（Ｈ3年卒）

 
澁谷　　哲也（H3年卒）

　
高井　　壱彰（H3年卒）

京都中央信用金庫 　
立川　　宏澄（Ｈ3年卒）

　
田中　　敬司（H3年卒）

ソニー生命保険 株式会社 　
玉井　　　誠（Ｈ3年卒）

株式会社 半兵衛麸 　
玉置（旧姓：前田） 剛（H3年卒）

　
中井　　啓貴（Ｈ3年卒）

 
中井　　　忍（H3年卒）

GO PANTHERS！  
中野　　貴裕（Ｈ3年卒）

野村昌史建築研究所 
野村　　昌史（H3年卒）

有限会社 中央フォトサービス 
藤井　　信行（H3年卒）

株式会社 アーク・イノベーション 専務執行役員　
藤井　　　充（H3年卒）

古川 雅章デザイン事務所 　
古川　　雅章（Ｈ3年卒）

有限会社 千弥農園 代表取締役
松木　　孝史（Ｈ3年卒）

無電解めっきの日本カニゼン株式会社 
森田　　　顕（Ｈ3年卒）

日興アセットマネジメント株式会社 
山本　　直紀（H3年卒）　

美味旬菜 和馬・靖馬 　
吉岡　　靖洋（H3年卒）

株式会社トラヤ制服店 代表取締役
芦田　　　純（H4年卒）

株式会社 伊東工務店 代表取締役
伊東　　　忍（Ｈ4年卒）

煎茶道具・茶ノ湯道具 きたがわ
北川　　雅季（Ｈ4年卒）

　
田中　　悦治（Ｈ4年卒）

日下念珠店 
日下　　雅博（Ｈ5年卒）

有限会社 いふじ 代表取締役
名井　　聖介（H5年卒）

関西生祥法律事務所 弁護士
長谷川　武治（H7年卒）

株式会社 藤井組 代表取締役
藤井　　和樹（H7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）

青果 西喜商店   
近藤　　貴馬（H15年卒）

立命館高等学校
ソフトテニス部OB・OG会

立命館中学校・高等学校
ホッケー部OB・OG会

芹

高橋　　実 稲内　康了 倉田　　寛 井藤　昭彦 櫻井 浩一朗 犬村　　修 小畑　育男 中上　裕史
肥塚　　浩 井本　達也 田尻　　実 小原　隆治 上田　佳輝 中村　高之 伊藤　　卓 清水　篤也
塩貝　　実 井藤　浩典 井口　勝裕 園本　光昭 平松　保人 川嶋　康之 栗本　大介 小西　秀樹
新谷　正明 西村　正也 檜垣　佳男 大前　美郎 久岡 真希子 馬渕 三紀恵 上芝　生裕 森下 真由美

株式会社 北陽 代表取締役
大久保　清和（S19年卒）

京都中央信用金庫 理事長
布垣　　　豊（S32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 佐々浪薬局 代表取締役
佐々浪　元彦（S34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）

京阪防火設備 株式会社 代表取締役
天池　　誠一（S41年卒）

株式会社 MAT-OFFICE 代表取締役
松田　　全功（S45年卒）

京料理 やまの 代表取締役社長
山野　貫一郎（S46年卒）

株式会社 三起エンジニアリング 代表取締役
上羽　　雅雄（S48年卒）

株式会社 菊の井 代表取締役
村田　　吉弘（S48年卒）

株式会社 京都東急ホテル 総支配人
奥村　　浩二（S55年卒）

真宗大谷派 新道寺 住職
磯野　　　淳（S56年卒）

株式会社 市金工業社 取締役社長
川口　　剛史（S60年卒）

行政書士 田中事務所 所長
田中　　一正（S62年卒）

眠りショップ わたや館 
鳥居　　博昭（H1年卒）

株式会社 オークラ 常務取締役
新井　　宏淳（H2年卒）

 
大井　　雅之（H2年卒）

株式会社 丸進 代表取締役
野澤　　孝康（H2年卒）

大起産業 株式会社 代表取締役
長谷川　通廣（H2年卒）

 
大野　　貴美（H3年卒）

平成3年会学年代表  男女共学一期生
藤井（柳生）千亜紀（H3年卒）

建築板金 のり京 
林田　　憲和（H3年卒）

SCRATCH 
三宅　　　剛（H3年卒）

立命館中・高・大 陸上ホッケー部ＯＢ
山本　　　徹（H3年卒）

ひかり監査法人 代表社員・公認会計士
岩永　　憲秀（H4年卒）

株式会社 ジョイナス 代表取締役   www.akayashiro.com

林　　　佳宏（H6年卒）
そうだい司法書士行政書士事務所 代表司法書士
髙橋　　宗大（H7年卒）

株式会社 京都テクニカ 事業統括部長
木村　　正洋（H16年卒）代表取締役 髙山　愛子

常務取締役 齊藤　周平（H4年卒）

http://www.chushin.co.jp

150 私たちは
「経営者へのお役立ち度★世界一」の
       税理士事務所を目指します！ 

マネーコンシェルジュ
税理士法人

代表社員 今村　仁（H4年卒）
〒530-0044 
大阪市北区東天満2-2-5 第２新興ビル５０５号
TEL.06-6352-8960 FAX.06-6352-8961
http://www.money-c.com

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

日本の食文化を味わってみませんか

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 
和多田  久太朗（S46年卒）
             

和多田印刷株式会社

〒601-8034 
京都市南区東九条南河辺町15
TEL.075-693-1001　
FAX.075-681-0039
http://www.watada.co.jp

毎日が楽しい京都中央信金カード

中信ナイスカード㍿
〒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

〒617-8577 
京都府長岡京市調子一丁目1-1
TEL.075-323-7111　
FAX.075-323-7123

立命館中学校・高等学校
教育後援会

第104期立命館清和会総会・懇親会
開催おめでとうございます

代表取締役社長 齋藤　茂
（S50年卒）

〒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

代表取締役社長 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 北京料理 東華菜館
于 修忠（H1年卒）・于 修海（H4年卒）

〒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

株式会社 大創
代表取締役 大崎 智之（H2年卒）

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

大津市富士見台３番３０号 TEL.077-548-7770
園長 後藤 典生（S42年卒）

永興富士見保育園
永興藤尾保育園
永興小金塚保育園

たくましく、やさしい、感謝のある子どもに！

〒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）
住職 桂 紹寿（H1年卒）

〒617-8577 京都府長岡京市調子１丁目１-１

よりよき明日をめざして

立命館中学校・高等学校ＰＴＡ
会長  渡邊  学

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

〒600-8804 京都市下京区中堂寺前田町3番地
TEL.075-351-6879  FAX.075-351-6169

京料理・仕出し

今宿 利和（H1年卒）〒621-0847
京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目3番12号
TEL.0771-25-7991　FAX.0771-25-7992

株式会社 山一建業
代表取締役 山住 義三（S62年卒）

立命館大学
京都校友会年次総会

日時 ：２０１５年１０月１１日（日） １５時～１６時３０分
場所 ：立命館大学 大阪いばらきキャンパス
　　 Ａ棟２階 ＡＮ２１０教室

〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄上村59番地

古川製茶
古川 嘉嗣 （H3年卒）

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

優 ─ 笑顔で広げよう・優しい心 ─

〒612-8245 
京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後80
TEL.075-604-6668 FAX.075-602-1138 
http:www.f-and-k.com

代表取締役 西畑 圭策（H3年卒）

京都府病院協同組合指定業者

　立命館中高で学んだ友よ ！
生誕半世紀の祝いを来年の清和会総会で ！

60年会一同

集え

立命館小学校/立命館中学校・高等学校

第104期立命館清和会総会・懇親会開催おめでとうございます

立命館小学校は創立10周年、立命館中学校・高等学校は創立110周年を迎えました。
「世界に貢献できる人を育てる」を掲げ「12年一貫教育モデル」を社会に発信し続けます。

OB・OGの皆さんのご支援よろしくお願い致します。

校長 成山 治彦

立命館高等学校 硬式野球部
平成3年卒業生 有志一同
武田　　敦　　江川　昌浩　　　　
松田　真治　　梅垣　和雅　　
中辻　　司　　山本　秀嗣

男女共学一期生！ 今年度 当番学年 平成3年卒業生  有志一同

浅野　雅栄 稲見（生水）亜矢子 近江谷（谷本）麻由 小嶺（川口）真希 佐藤(宮本）智子
高木（大薮）亜里子 中村（半邉）由紀子 石田　雅史 和泉　貴盛 市木　雅之
井藤　友正 今若　雅彦 岩本　滋生 植村　麦生 奥村　　建
小原　史忠 勝田　　兼 川勝　政継 北川　正彦 黒川　宗康
小寺　洋司 坂口　　顕 竹内　公二 辻　　秀起 寺井　拓広
中嶋　一哉 中村　善行 中矢　嘉貴 西村　幸浩 延近　正弥
英　　秀明 久江　二郎 福住　勝彦 増田　純平 松田　健太
山口　裕之 山本　浩之 横井　慶一 吉川　　清 吉原　健人

迄9/9/9 30迄30迄9/30
お申込
受付中


