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　昨年の7月r；日〔±〕1〔古町日番町の花のれんにて、総会が行われました由当日は真

夏の審い中、約目o名の同窓生と武藤学長をはじめ、お世話になコた先生方や職員の

皆さんが集まO、総会では平成1ヨ年度事業・収支報告と平成14年度事業・収圭予算が

承認されました。また、総会後の懇親会では互いの近況報告などを語O台L、、盛O上

○ました。今年度の総会は初夏に予定して」rますので、謹コτこ参加下さい。
▲

［平成13年度事業報告（平成1呂年4月1目～平成14年3朋r日〕コ

13年4月21日

13年　6月16臼

13年　6月23目

13年　7月14日

13年r0月2日目

13年r1月

14年　3月16目

14年　3月22日

14年　3月2a臼

役員会

役員会

総会
役員会

文化講演会開催1紅翔祭〕

会報の発行

役員会

卒業式出席｛役員〕

役員会

［平成13年度収支予算報告1平成1目年4月i目一平成14年o月日1目〕］

■収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸曲冊
頂目

査曲

告計

干蜻獺

「眉．oo□．口o口

1口．口o　o

「目．口1口．OOO

曲苗額

「1．昌40．O□O

4．4「■

「…．昌月月．■「4

遇　封

▲E．E田口．口o口

▲日．日目目

▲目．日眉日．日眉目

冊　鶉

入金壷　ヨロ．o口o円H；7目培

■支出 1師曲円j

項目

曲開拙i」」作批

軸畳曲

聖珪出

勘；・印．咄」曲

芸纐甜

圭掴調・肺蘭

軸理

閲嘩亜剖冊距

軸立描

予陣額

E0口．oo　o

r日o．o口o

ooo．o口o

冊口．ooo

1口o．o口o

衙o．o口o

「50．□ロロ

昌0E．口o口

「E．臼0E．口o□

「目．口1口．OOO

珪鋏額　　　　　　増　珂

「7目．50口　　　　▲3畠1．5口0

E口．日4目　　　　　▲臼冒．筥日1

目o口．oo□　　　　　　　　　o

目O臼．目「5　　　　▲24目．「呂E

E0．畠目目　　　　▲4筥．「口「

目5．4日o　　　　　▲54・．E50

日1．02目　　　　　▲目目．目7「

E筥．畠目日　　　　▲「5「．口0E

「o．昌日7．「07　　　▲日．目旦フ．昌筥ヨ

「「．ヨ44，414　　　▲日．目自5．5目目

踊　謁

「回

盆堀盟韓

帯工謂；票且1ヒ＝由莇査

岨手・はが吉・封画・蜻込由用冊理

投周垂等

生花緕

［平成14年度事業1平鹿14斡月1目一平成15年3朋1日〕］

r4年4月

r4年5月

r4年臼月

r4年7月r日目

r4年7月

r4年r0月19目・20日

r4年r2月

r5年　r月

r5年3月20日

r5年3月

役員会

会報の発行

役員会

総会
投員会

文化講演会開催1紅翔祭〕

役員会

会報の発行

卒業式出席般員〕

役員会

［平成14年度収支予算（平成r4年4月1目一平成r5年o月日1目〕］



岨麟灘楽芋．

　．去割10月1＝．昌官｛土｝・

呂画1自1屯1目〕1に紅翔≡；桑が

行われました。みずき

会役員は20日にお邪

竈＝しま’した’あいにく

の曇o空でしたが、学

生の溢れるパワーで学

内はとっても活気があ

O・冒≡した。在学生はも

1
4

ちろんのこと、・埴載の売々も大勇遊ぴに来て扮D．卒業生の顔も．ちら．ほら見ることが

出粂ま1し紅．ま兜、同慈会で義年恒例・の文化講漬会を麗催しました．今毎はテレピの

サンデーモー；ングで渦剛染みのプロ・野球解説者の犬沢啓二氏が本絞’にい．らコ」し中

≡1－1㌧メー㍍1；1二　　　’’’■≒’　一

　2003年5月に情報センター棟が竣］：されます。1．階は國口鰭の増甑、皇繕11ξは新

た1こ圏膝センターが設口され窒す。国際センタ」・（仮竜〕．には癌銚留裳の竈料’を農

示したo、国瞭莱流サ□ンなどが誤nされるそうです。大割〔立ち寄コた：際は．．椚報

センター1＝も足をのばしてみtはいかがで」ようか。

いました。さすが、テレ■ピで活躍されているだ

：けのことは砺．って．偉育鰯ば満貝の聴衆で埋

ま’ol、大沢氏はテレピと変わ・らす歯に衣着値ぬ

・□嗣で、フロ野球の世界から社会問題まで、・幅

広．い繭演とな・o、公演中は笑い・がたえ肌憤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’、岬演で晦今軸鰯1雛棄しみ1こし㌔1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、たいと憩います；　　　　　　　　　　　　　　　　㌔・

　平成15年直月壇1国■〔目〕：1＝可1’胴年配念式典が行われます。詳細はまだ未定ですが．

1瞬箏鹸屹蝉締歯鍬勃ラクターヂザインの織芯ど飾われ拡

琴茸壼参葎留頚鰯輿1＝匡延を添えるイペントを計国中です旦みなさんも夫学の1■O

．肩箏瞬頃イ獄茅ト虻嘩参加’しτください七

1こ開校されま暫．楓所ぼ吉拉φ1樽

新潟申央銀行本潜鉢逸ピル、近くヒ

は才一クラホテ几やN．EXT21など

があo、新潟の申心部です，’開齪饅は、

主1［4年次生の授業等で利用される

そ∋ですが．みず巷会でま大学本甑1こ

同窓生が集まれるようなスペース

右整備して欲しいとお原い’していま

す。この市街地キャンパス’に同窓生

のスペースができれぱ，新潟申心部

で活躍してL、る同窓生の拠点と’し

τ活用できますし．在学生との交流

’O場1［もなると考え冒≡す、この市街

l
　
r

l
『

甘
」
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『　I

同窓生の声　　1．

1離鰍繍鵠繍フ痂一廠臨店頭受1洲け肺て／嚇
　お勢蓑は一般め方だ1ブでなく企業の方も訪れ、それぞれの二一スに台コた商

1搬麺賦・賦社会に出て感じた鰍目分め行動1・雌を拷つ

　事の大切さです垣私の対応でお客様か感じる会社のイメージを左右・してしま

　Lr言1す。それは、お客横との約東を守る事や。相手の立場になって物事を考え

　る事などで、当たo前のように感uていた事が、し「ざ直面してみると予想以上

　1＝難LL、事でした。学生時代にアルパイトで接客業務を行っていましたが、そ

　’の時はあまo繊uた事があoませんでした。今では、アルパイト時代1［できな

　かづた、苗害撮に溝足してしrただくという気持ちを持つ覇を心がけています垣

　螂近では．葛；分の仕箏の幅を広げるために資楮取得を目指して勉強してL、ます、

1賊雛飴榊たL鰯つげる事舳良い社会生活榔要因
≡だ匂馳涼す．これから社芸1［出るみなさんは、まだ多くのチャンスがあるので。

≡どんな箏1；［も静めすに挑戦』て行ってもらしrたし、と恩L、ます。

　第一翔生として夫学を率業してか・ら丸車年が過ぎ。仲問遠と過こした学生

宰溝を俸赫』く思ヨ＝・の頃です。

現在私は丸遍建設株式会社で営業部に所属していま可垣主に民間のお客棲

1〔対＝しでのヴランニングを行っています由　一目分の手が1寸た仕事がカ．タチに

残る一建設業’に魅カ在感じて建設会社に入社咀営業職希望で入社したので

すが．広い＝視野左持つ人材育成の会杜方針に沿って配屈は経理部1［。節配は

全くと言ってよいほど分からなかコた私でしたが先輩方の支えもあって、決

算業務を担ラまで．1こなoました。また異業種研修として，佐渡にあるグループ

会社の観光部門1で経理業務や接客業務に携わったのち1こ本社営業部への

配臼となoました。約4ヶ月閻、佐艦での研修は正直歯しかったですが今の自．

層へとつながる口重な経験となoました。振o返〕てみると今日の自分自身

赫あるのは争くの方々．1；支えられてきたわけであって，その方々1こ感謝の気

持ち壱決しτ憲れで1はい1サないという・ことです。家族、諸先輩方、先生そしτ

友人違．特πこ夫学時舵の友人達には何かと助1オても’ら’L、今も私の支え1亡な

ヨて喝身冒ζ』蹄事。。そ知なすぼらしい友人劃；串会う鐸会程予えでく邦準

「冒繭寅馳揮茨熟…露麟臓苛旦・

　現在、ある精神科病院で「鯖神科ソーシャルワー力一」1として働いてLrます。

簡単に唇えぽ「病院の相談塑の刈と菖ったところでしょうか。

　様々な業務があるので首が、午前申は主1こ外来業務です。適院された患者

さんやそのこ家族の方と面接をしながら、日常生活上の相談援駄病状。生

い立ちなどの治療1［必要な情報収襲にあたってしrます。午後は入院患者さ

んの病横生活での相談援助、病状が軽快した患者さんの退院調整〔例えぱ家

庭に戻るのか，施設入所をすすめるのか、生活踵はどうするのか〕などを行コ

τいます目

　また、週3回は「精神科デイケア」のスタッフとして、通院されてし、る患者さ

んのグループと共に、スポーツ・レウ］工一ション、マイク□パスを遍転しての

社会見学などを行コています。

　医師・薯讃婦・．医療事務・患者さんこ家族の方の間1＝入o、様々な調整を行

コて肋く面では，頭を悩ます〔特1＝医師がら〕ことの争い日々です旦そんな中

悪者さんは、病気や人生、その他多くのことを教えてくたさコたo、時には励

ましの言葉をかけてくださ〕たOし、感謝の気持ちでL、コぱいになる目々で

も奄oます。

　池田小学校児竈殺害扇件｛箇えていますか？〕の蜜．ある恩者さんが！「ああ

ゆう事件や報遇ほ困るんだよな由。また屑身をを狭く’してやってかなきゃだ

よ…・」と誼っしゃっ’てい’ました，謂神障害者の多くば．症状と糞の副作用、そ

して世間の目と脇＝滋赫＝ら生漕；してい面、コ面目で臼しレ＝病々め凄う薄す。

．」1「㌧1＝＝＝．一二　・一



⑭．、

仙報刻鰍韻＝原口武彦

や＝がτ目本金・国1に、さらには世界へと広がって行く．⑳だるう。 今隼⑳目標’は？｝．目・爆のある人生を咀

ド
呈

　秋も深冒≡o、大学のキャンパスのまわoの田んぽは例年とおD自鳥などが飛

来し．藩穂をついぽみばuめた昌そんなr1月のある夜、単身赴任のわぴしさを

味わいづつ、一人、手酌で杯を傾1サてLrるところに．電話がなった。一期生で私

のセ三生たった濱□明君であコた。

　’「先生、先日．中央線の荻窪駅で内山前学長1＝偶然お会し、しま’」た・・㌔」内山

先生の方は卒業生の一人一人の顔と名前を全部おぼえているわ1ブ1lまない。プ

ラットホームで内山先生の姿を発見し、声をかけたのは演□君の方で、「内山先

生で・い・ら〕しゃいますね咀私、一期生の濱口と串します。」と名秦oでたのだと

Lr．う。退任されてからすで1＝5年．東京の申央線の荻窪駅でサラリーマン風の

おそらくは昆覚えのない喬年に．突然．声をか1寸られた内山先生1まぴっくoざれ

たことだろう．。

　こんなところで立ち≡舌もなんだから，お茶でもとし、うことになコ・た。そしてこ

れまたことの成O行きと・して喫茶店ではなく鮨屋とLrうことになった。鰭をつま

むには、やはo酒だ。かくして日申から再会の酒盛oはすぐ1＝盛o上がったという1．

夏の新潟での同撃会’1＝東京から車でかけつけた彊□君は。その夜とんぽ胴σし

な1サれぱならないと、豊会では一滴も□にしなかった血思えぼそのこ利益だコ

たのかもしれなL㌔1内山先生1＝とっても、この日の酒の味は楮別であったろう。

盃壷煩1ぼながら、こ自分1はあまO□にされず、「もっとくえよ」と著音1’ε脂荏すす

める先生の姿が目「に浮かぷ。

　越後赤塚から発！したネッ・トワークはこんな風1〔して、やがて日本全国1に、さら

には世界へと広赫ウて行くのだろう血

　2003年を皆さんはどのように迎えましたか坦

　卒業生から．績婚式の案内や職場が変わったお便oを頂くことが多くなoました山

また，昨年11月日目の1就職懇談会には、独名の卒業生が会杜を代表して出席さ

れて．成長した姿に撞’して嬉・しく思いました。

　「会社i’［入コたらホームページを創るんだ」と言コてL、た丁君も出席していま

した。3年商の現場勤務壇卒業して，いまは、願客データペースを整理し次に「顧

客関係管狸10ustom目r　R目1目tio［昌hip　Man目目目m目nt」の導入をずるのだそ

うです。

　卒業生が夫学で学んだ．ことを実務1［活がしてい・る様子を聞くのは、大変嬉し

い＝ことです。どうぞ、遺扇なく．なにか相談があったら夫学を訪ねてくださし㌔残

念ながら、薪潟の企業の多くは情報化が遅れています。皆さんの活躍の余地が

沢山あるのです。

　三年たったら、上司から彗われたことだけ崔するのではなく．改善の擢案をし

冒≡せんか■仕事がスムーズに進むアイデアや顧客溝足を増加するアイデアが浮

かんだら、是非、具体的な改替計画を作成し、上司＝1［提案して見まLよ5。

　一年に、一づ1まなにか「新’しい覇を提案する」という目標を立てませんか。ラ

イラウークという盲葉がありますが，ライフ1ま一生のことτす・こしタイムスパン

が長いから、その年申に仕上げる新しLr仕事を毎年計画し，毎月進度をチェック

する1ので苗。

　目楓のある入生は，楽しい人生です。ぼんやoしていても．、鯖闇1ま経ち冒≡す。

しかし、自分で目頼在立てて、その目標1こ向かコて、毎遭．毎月努カするのは、一寸、

薔し』満掲あoますが、その・目標を達成したときの菖ぴは、楮別です。

　今年の局月には、市街地校舎も出来て、社会人のための講座も開かれま丸も

う一度、新Lい・ことをNUlSで学ぴませんか。

　さあ、．今年の．国欄を口き出してみまし一；う。

　追虚：．＝；1関拳似来、9年商、新潟園際栢報夫学1こお世話になoましたが．今年3・

月で建隼で乱マ≒ケティツグ1＝つL、て相離がある入は．帽子メ＝一ルでどうぞ己

損騨下牽じ㌔巨鯛11’t自h白d目＠Cor目1・oon・［帥
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平成14年8月フ日（福井県〕 平成14年1r月28日～1r月臼0日（金沢市〕 平成14年10月26日（神奈」l1県〕 平成r4年r1月10日（福井県〕

岡

岡・西須

シングル日位

ダプルス準優勝

女子シングルー回戦L昌A……・・…・……

外山2てr1－4，1r一日j0島村（北大〕

二回戦（L昌A〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一、、、．．

西須2（r　r－5，1r－9〕0森山（新夫〕

岡2（1r－5．11－1〕0山崎（金大〕

水江2｛金大〕（r1－0，r1－0〕0外山

三回戦（L昌A〕

岡2（1r一フ、5－r1，r1－5〕1堀内（新大）

西須2（1r－4，1r－8）0神林（新大〕

LSA準決勝………・・…’一…一一…一’’’’’…一’一

田中（福大〕2（r1－5、「1－8〕0西須

水江（金大〕2（r1－3，r1－8〕0岡

女子ダプルスニ回戦…・…………・……・

岡・西須2（「5－4、「5－1r〕0越野・妹尾（北大〕

準決勝…………・…・……・・・・・・……・……

岡・西須2｛r5・7，15－5〕0田中・佐々木〔福大〕

決勝・・・・・・・・・…

岡・西須2〔15－7，15・7〕O高山一水江（金大〕

全国大会400m■」レー

梅津、小林、石」ll、武田

O・．．！二■・■■・

平成14年r0月20日（上越市〕

6フ．5k昌級第4位　山本浩之

言己録日62．5k冨

ほウワ州r日睦、ぺ）チプレスη．Ek昌．テりド■」フト170k昌1

90k昌級第3位　曽原啓太

言己録465k昌
」乃ワリト160k昌，～チプレスrlEk昌．テ｝ト■」フトr目□㎏〕

岡・西須

岡一西須

ペアベスト4

シングルベスト4

平成r4年r0月r2日（園山県）

o
スピーチ］ンテスト

小幡征史　3位 平成14年1≡≡月r5日（東京都〕

平成14年r1月7日（富山県〕

男子2部　　　2位

女子団体1部　2位

男子ライトハンド

55k昌級上村一夫

　　　　　本選1一回戦敗退

　　　　　敢者復活戦1一回戦敗退

90kg級佐藤司

　　　　　本選1一回戦敗退

　　　　　敗者榎活戦1三回戦敗退

冊　　　　一．’一’

耀，

熟

・｝



■
■

■「［
　　　　1■

　　　■

1雛曹音会報亡は、．同義会の皆さんの投稿を募集しています。最近気に舷るζとや会＝二

社での士ピソ」ド・近況報告など、どんなことでもかまLrません．下配あ婁領で静奇

き牽事務所へお送りくださし㌔皆さんのこ投稿をお荷ちしておoます。

■．肉　容

○．送村先

400字詰め原稿用紙1－3枚程度（できれば写寅も同封してくださし㌔〕・’

住所、氏名．在学中の学科・卒業年度を明記の上

〒95．0－22目2新潟市みずき野3－1一「

新潟国際椚報大学内　みず音会事務届行

Em目i」でのこ投稿も受1ゴ付1寸ておOます。

doulS◎U＠nuis．◎lc4P

’
］

．窃碑竈奮黎務局で胤今後同窓会名簿を発行していく予定です。

慈ζむ現在賜こ芒住師が変更1亡な⊃ている方、転勘やこ結婚なとでお引越し⑱凄

豫にある宥は．1同態参事務局宛’1［住所変更をお知らせくださ1←㌔ぜ臥己協カを’

養参レく萄願い1し琴す。


