
書家　光博
伊藤　　　博（S26年卒） 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）

 
稲内　　康了（S34年卒） 倉田　　寛（S34年卒） 上野　　肇一（S36年卒）

公益社団法人 日本写真家協会（JPS） 写真家
櫻井　浩一朗（S36年卒）

株式会社 八代目儀兵衛 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）

石村硝子 株式会社 取締役会長 
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
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）

株式会社 ＭＡＴ－ＯＦＦＩＣＥ 代表取締役
松田　　全功（S45年卒）

株式会社 菊の井 代表取締役
村田　　吉弘（S45年卒）

株式会社やまの 代表取締役
山野　貫一郎（S46年卒）

立命館清和会 副会長
西田　　俊博（S47年卒）

立命館スポーツフェロー 会長
水田　　雅博（S47年卒）

株式会社ハイテック 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）

 
建山　　和由（S50年卒）

立命館大学院教職研究科 准教授 
田中　　　博（S52年卒）

立命館中学校・高等学校  
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）

株式会社 森本錺金具製作所 代表取締役
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）

株式会社眞田商店 代表取締役 
眞田　　智史（S57年卒）

京つけもの川久 北尾商店 漬物製造管理士
北尾　　康幸（S58年卒）

いつわ法律事務所 弁護士
李　　載　浩（S59年卒）

ソニー生命保険 株式会社  
中村　　高之（S59年卒）

 
伊藤　　　卓（S60年卒）

有限会社 村城染工場 代表取締役 
村城　　博司（S60年卒）

炭火居酒屋 田村 よしたか 店主
均田村 良孝均（S61年卒）

西田染工株式会社 代表取締役
西田　　庄司（S61年卒）

有限会社 万殿建設 代表取締役
万殿　　慎二（S61年卒）

髙安 株式会社 
髙安　　慶光（S62年卒）

行政書士 田中事務所 所長
田中　　一正（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）

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  
石津　　就一（H1年卒）

京都中央信用金庫 吉祥院支店 支店長
小川　　太郎（H1年卒） 豊田　　敏裕（H1年卒） 大井　　雅之（H2年卒）

株式会社大創 代表取締役 
大崎　　智之（H2年卒）

株式会社 丸進 代表取締役社長 
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）

京都中央信用金庫 花園支店 支店長
松本　　吉弘（H2年卒）

株式会社 フジサンオート  
麻田　　篤志（H3年卒）

須賀工業株式会社
上大迫　修裕（H3年卒）

北川歯科医院
北川　　正彦（H3年卒）

 
阪野　　博喜（H3年卒）

株式会社 アースカーゴ 代表取締役 
西畑　　圭策（H3年卒）

建築板金 のり京 
林田　　憲和（H3年卒）

立命館大学落語研究会OB会 会長
藤井（柳生）千亜紀（H3年卒）

高校写真部OB･フォトグラファー  
藤井　　信行（H3年卒）

古川雅章デザイン事務所
古川　　雅章（H3年卒）

古川製茶 代表
古川　　嘉嗣（H3年卒）

株式会社トラヤ制服店 代表取締役
芦田　　　純（H4年卒）

ジョイナスグループ 常務取締役
齊藤　　周平（H4年卒） 田中　　悦治（H4年卒）

田華　　　茂（H4年卒）
Photo ＮＡＧＡＮＯ 
永納　　秀祐（H4年卒）

中村鋲螺株式会社 代表取締役 
中村　　孝史（H4年卒） 中村　　隆典（H4年卒）

元木啓雄税理士事務所 税理士
元木　　啓雄（H4年卒） 今井　　淳史（H5年卒）

Cheer spirits☆ 代表
御池　　茜野（H5年卒）

大洋建設 代表者 
城田　　成均（H5年卒）

みすゞ 税理士法人 代表税理士
鈴木　　智博（H5年卒）

有限会社 いふじ 代表取締役
名井　　聖介（H5年卒）

観世流能楽師
松野　　浩行（H5年卒）

山本電子株式会社
山本　　一郎（H5年卒）

平成5年卒
女子ソフトテニス部一同

ホピデザイン 代表 
青木　　宏文（H6年卒）

ホルモン酒場 あかやしろ 代表取締役
林　　　佳宏（H6年卒）

センチュリー21 ビックホームズ㈱ 取締役
矢野　由紀子（H6年卒）

公認会計士
稲垣　　誠二（H8年卒）

洛新法律事務所 弁護士 
小嶋　　　敦（H8年卒）

産業医

鈴木　仙太朗（H8年卒）
ガーデン 株式会社 
中村　　亮太（H8年卒）

株式会社 関広
嘉根　　淳朗（H9年卒）

京津法律事務所 代表弁護士 
杉本　　周平（H10年卒）

立命館小学校・中学校・高等学校 代表校長
堀江　　未来

立命館中学校・高等学校
ホッケー部OBG会

立命館高等学校
ソフトテニス部OB・OG会

https://www.chushin.co.jp

会長

〒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

京の食文化をお楽しみください。

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

代表取締役会長 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/

飯田　英貴　　鵜野　　博
香山　　浩　　久保　直紀
小島　克博　　高島　淳也
立川　成昭　　土岐　恵一
廣田　幸彦　　中村　吉宏

平成 5年卒
軟式野球部一同

立命館小学校/立命館中学校・高等学校

第106期立命館清和会総会・懇親会開催おめでとうございます

「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。

代表校長 堀江 未来
〒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106期立命館清和会総会・懇親会
開催おめでとうございます

〒602-0092
京都市上京区大宮通寺之内上ル3丁目北仲之町506-3
TEL.075-451-7233　FAX.075-451-7233

煎茶道具・茶ノ湯道具   きたがわ
 北川  雅季（H4年卒）

〒000-000 □□□□□□□□□□□□□□□
TEL.000-000-0000  FAX.000-000-0000

http://www.l -u .co . jp

株式会社 リンクアップ
代表取締役 今井　雅敏（S59年卒）

〒604-8212
京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町371番地

東邦織物株式会社
代表取締役 山田　健二（S61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  藤原 大門

立命館高等学校 硬式野球部
平成5年卒業生 有志一同
桃井　善行　　櫛田　秀樹
瀬川　孝彦　　橋本　　良
土生　浩介

立命館高等学校 硬式野球部
平成6年卒業生 有志一同

崗﨑  謙治　 加藤  晴一　 駒     大輔
谷間  邦臣　 中川  達也　 古谷  昌紀
山岡     勝

立命館高等学校 陸上競技部
平成5年卒業生 有志一同

上谷　久高　　上谷 ゆかり　　岡本　高秀
喜多村玄太郎　　北村　博則　　清田　　哲
坂井田泰仙　　丹野　律子　　浪江　一季
濱　　大介　　廣瀬　輝也　　眞鍋　智行
三宅　　慎　　三宅　宏明

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

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
永興小金塚こども園

たくましく、やさしい、感謝のある子どもに！

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

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

〒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）

〒604-0872  京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木5-470
竹屋町法曹ビル402号室   TEL.075-252-1305　
       http://www.hikari-audit.com/

代表社員・公認会計士 岩永 憲秀（H4年卒）

会計・監査のプロフェッショナル集団

〒611-0033 京都府宇治市大久保町西ノ端１番３２
TEL.0774-46-5717　http://www.cervin.co.jp/

代表取締役 一宮 克朗（H4年卒）

繊維製品の総合メーカー

〒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）

高橋　 実 福井　 啓介 長谷川 博一 肥塚　 浩 西村　 博史 井本　 達也 滝川　 敦之
松井　 陽政 田中　 肇 三ツ野 直樹 吉野　 聡 檜垣　 佳男 牧野　 純山 日種　 将貴

小石原 健治 山本　 一郎 坂田　 周平 吉川　 延亮 上芝　 生裕 奥田　 修子 吉田　 達朗 笠巻　 奈月 市原　 康男 尾崎　 哲朗 尾関　 浩司 長澤　 宗一 中村　 圭吾

株式会社 北陽 代表取締役会長
大久保　清和（S19年卒）

京都中央信用金庫 会長
布垣　　　豊（S32年卒）

牛若商事 株式会社 代表取締役社長
森村　　義明（S33年卒）

㈲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）

京菓子司 三昇堂小倉 代表取締役
知公　　智之（S41年卒）

丸太町十二段家 代表取締役
秋道　　賢司（S42年卒）

中井ゴム工業株式会社 代表取締役
中井　　　茂（S42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）

真宗大谷派 新道寺 住職
磯野　　　淳（S56年卒）

株式会社 テナントステーション 代表取締役
明　　龍太郎（S60年卒）

株式会社 市金工業社 取締役社長
川口　　剛史（S60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）

株式会社 満留安 
今宿　　利和（H1年卒）

SCRATCH
三宅　　　剛（H3年卒）

立命館大学経営管理研究科教授 公認会計士 
谷口　　　学（H4年卒）

硬式野球部平成4年卒業生一同 明田商店 
明田　　晋治（H5年卒）

株式会社 横井製作所 取締役工場長
木村　　俊之（H5年卒）

臨済宗建仁寺派興雲庵 住職
坂井田　泰仙（H5年卒）

安田徹税理士事務所 税理士
安田　　　聖（H5年卒）

株式会社 やまむらや 代表取締役
山村　　宙載（H5年卒）

友情は永遠に♫
リツ～ジョS・N・I・H♡H5卒吹部女子

株式会社 創味食品 代表取締役社長
山田　　佑樹（H9年卒）

株式会社京都テクニカ 代表取締役副社長
木村　　正洋（H16年卒）

 オーナー
中村　孝三郎（S7年３月生）

京都市中京区壬生朱雀町32番地
TEL＆FAX 075-841-0012
施工：平成19年2月 ㈱大林組

パレ朱雀門
高級賃貸マンション

昭和23年4月1日
旧制 立命館第一中学校 入学

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

〒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106回同窓会

本田 貴志（S60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

学んだ子どもたちが、世界を変えていく。

伊東工務店株式会社

〒615-0056 京都市右京区西院西貝川町８７-２ 
TEL.075-871-4532  FAX.075-882-6282
http://www.itokomuten.com

代表取締役 伊東  忍（H4年卒）

旭化成へーベルハウス京都エリア指定工事店

瀬川染工株式会社
代表取締役

瀬川　孝彦（H5年卒）
〒604-8824
京都市中京区壬生高樋町59
TEL.075-311-1377 FAX.075-313-6531

〒600-8174
京都市下京区烏丸通花屋町下る高槻町348
TEL.075-351-6325 FAX.075-341-5255
http://www.kyo-kusaka.jp

日下　　晟（S37年卒）
日下　雅博（H５年卒）

全日本パトロール警備保障㈱

宇多　雅詩（S34年卒）
〒600-8413 京都市下京区烏丸仏光寺下る
TEL.075-344-0005  FAX.075-344-0011

代表取締役
社　　　長

平成 5年卒業   　 女子会一同
心はいつでもあの頃のまま

この良き日に集える幸せに感謝をこめて

平成 5年卒業生の皆さん
10月28日に会いましょう!!

立命館大学京都校友会
年次総会

日時 ：2017年10月21日（土） 12時～12時50分
場所 ：ホテルグランヴィア京都  3階  源氏の間

※ 清和会員の名簿は卒業年度ではなく卒業年です。例えば2016年度卒業生は2017年（平成29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。
※ 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。

清
和
会
員

家
族
会
員

一般…40歳以上【1996年（平成8年）3月より以前の卒業生】───────────────── 10,000円
若手…20・30歳代【1997年（平成9年）3月～2013年（平成24年）3月の卒業生】────────  8,000円
学生…現役の大学生【2014年（平成26年）3月～2017年（平成29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（中学生以上）①…（※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（未就学児および小学生）②…通常のコース料理───────────────  5,000円
清和会員の家族（未就学児および小学生）③…キッズ特別プレート ──────────────  3,000円

チ
ケ
ッ
ト
価
格

 

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

立命館清和会WEBサイト 立命館清和会　

ご自宅に届いている学校報『遊目』第45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

ＦＡＸお申込方法
075-323-7123

10年間のシンクロナイズドスイミングの選手を経て、1974年よりコーチをはじめる。1978年
から日本代表コーチも務め、1985年には井村シンクロクラブを設立。シンクロナイズドスイミン
グがオリンピック種目になってから、9大会連続メダル獲得を成し遂げ、多くのオリンピック選手
を育てている。昨年のリオ五輪では日本シンクロチームをデュエットとチームで銅メダルに導い
た。また、全国各地で教育に関わる講演を行い、著書も多数出版。

一般社団法人  井村シンクロクラブ  代表理事
シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッドコーチ

井村 雅代 さん 

10月28日（土）
16:00～20:00〈受付15:00～〉

会場：ウェスティン都ホテル京都 瑞穂の間
平
成
29
年

16：00 ｰ 16：15

16：15 ｰ 16：30

16：30 ｰ 17：30

17：35 ｰ 17：50

18：00 ｰ 20：00

オープニング合唱（立命館小学校合唱部）

第106期 立命館清和会総会

記念講演会
　「人を育てる」 ～愛があるなら叱りなさい～
　　　　　　　　　　　　　　　　井村 雅代 さん

立命館小学校チアリーディング部

立命館清和会懇親会（大抽選会、引継式）

Schedule

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

　今年の清和会総会・懇親会のキャッチフレーズは、「エンジの旗を靡かせて！」です。清和会総会・懇親会は、立命館の学び舎の元に繋がり、老若男女問わず、幅
広い世代が集う大切な日と考えております。一年に一度のそんな大切な日に、より多くの同窓生・同級生と再会し、大きな声で校歌・応援歌を響かせてみませんか？
　年月を一瞬で飛び越え、学生時代に戻った気分になっていただけるよう、企画運営に取り組む所存です。多くの会員皆様のご参加をお待ちしております。

第106期 立命館清和会当番学年

平成5年卒業生からのメッセージ!!

A

第106期

立命館清和会総会・
懇親会

エンジの旗を靡かせて！

申込
受付中！

〈 予約制 〉

ベビールーム 
お子様連れの方も、
ご参加ください。

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


