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創立 百 二 十五 周 年 を迎 えて

昭和三六年法卒 支部長 小川
私ど もの母校中央 大学は明治 一八年
英吉利 法律学校とし 創設され︑ 今年で
一二五 周年を迎えま す︒その建 学の精
神を調 べてみると﹁ 実地応用の 素を養
う﹂と 記してありま す︒私の在 学中は
質実剛 健を標榜して いたが︑こ の校風
は今な お受け継がれ ているので しょう
か︒
一二 五周年記念の 募金につい ては経
済情勢 厳しいなか三 重支部学員 の皆さ
んから の募金一︑〇 六〇︑〇〇 〇円を
大学に 寄付しました ︒今年も若 干寄付
します︒誠にありがとうございました︒
今 年の 四月 名古 屋で 大学 主催 の東 海
支部の 懇談会があり ました︒久 野理事
長ら大学︑学員会幹部らと愛知︑静岡︑
岐阜︑三重︑名古屋等七支部の支部長︑
幹事長 が出席した︒ 大学からは 総合大
学とし てさらに発展 させるため の基本
方 針 ︒ 新宿 区 市 谷 町 に 新キ ャ ン パ ス
﹁ミド ルブリッジ﹂ を開設し就 職支援
対策を 強化する︒中 高一貫教育 を実施
するた めの附属中学 校を小金井 市に開
校して 大きな話題に なっている こと等
の説明 があり︑学員 からの募金 に対し
て謝意 があった︒現 在募金一〇 〇億円
の目標 額に対して五 九億円の募 金があ
るとのことです︒
七月 には四日市で 本大学と父 母連絡
会との 就職懇談会も 開かれた︒ 大学か
ら河野 光雄総合政策 部長らが来 られ︑
大学の 概況を説明さ れ︑きめ細 やかな
就職支援体制をしている印象を受けた︒
最近は 新司法試験︑ 公認会計士 や公務
員試験 でも合格者は 増加してい ます︒
二〇一 〇年度の入試 志願者数も 過去最
高です ︒またあらゆ る面で外部 からの
評価も高くなっているとのことです︒
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今回︑小川支 部長の意向 により一年
振 りに﹁白門み え﹂が発刊 される運び
と なり︑あなた も﹁迷文？ ﹂を寄稿す
る ようにとの命 を受けまし た︒故速水
支 部長の頃には 教職員の学 員が多勢御
お 見えになり﹁ 白門みえ﹂ の編集は教
員 の松井秀行氏 にお願いし ておりまし
た ︒再び︑三重 支部の活動 や大学の動
向 を伝えて頂け ることは大 変喜ばしい
ことだと思います︒
私は昭和六十 年だと記憶 しておりま
す が当時︑幹事 長だった森 伸生氏より
我 が社がレスト ラン・貸会 議室を営ん
で いたところか ら︑あなた の所で総会
も 開催できるし ︑ついでに 幹事長も引
き 受けて頂きた いとの申し 出がありま
し た︒若輩者で その仼にあ らずとお断
り しておりまし たが︑うま く乗せられ
て 幹事長をお引 受けするこ とになりま
し た︒あれから 二十四年︑ 平成二十年
度 総会における 役員改選で 現幹事長小
林 薫氏にバトン タッチする ことができ

一 はじめに
私は︑山 口和夫三重県 生活部長︑ 細
野浩三重県 防災危機管理 部副部長︑ 宮
武貴久恵画伯は同期です︒
国家公務 員上級職試験 にも合格し ま
したが︑老 父の強い勧め もあり︑大 学
院修士課程 を終了後︑三 重県に奉職 し
ました︒
三重県土 木部在職中に は︑小川益 司
現支部長が 三重県の訴訟 担当の仕事 を
しておられ ︑様々なこと を教えて頂 き
ました︒当 時は︑故吉住 慶之助先生 が

昭和五二年法卒 弁護士 楠井 嘉行

〜 法 科 大 学 院 で教 えてみ て〜

最 近 の 法 曹 事 情

ました︒至 らぬ幹事長で したが皆様 の
温かいご支 援・ご協力の おかげで無 事
役目をはた すことが出来 ました︒心 か
ら深く感謝申し上げます︒
昭和六十 年頃はバブル 前夜にあた り
日本経済も 大変活況で不 動産・株式 も
連日 のよ うに 値上 りし ︑ジ ャパ ン ア
ズ ナン バー ワン と浮 かれ てい た︑ 今
し かし︑今や秋 の大きなイ ベントであ から思えば 夢のような時 代でした︒ し
る 伊勢路を舞台 とする全日 本大学駅伝 かし︑平成 元年をピーク に︑今よく 言
︵ 六位︶や箱根 駅伝︵四位 ︶等スポー われる失わ れた二十年の 始まりにな ろ
ツ が低迷してい るのは︑か っての栄光 うとは︑誰 も想像さえし なかった事 だ
を知る学員にとっては残念なことです︒ と思います ︒その間には 急激な構造 改
三重 支部 も先 輩ら の努 力で 今年 で創 革や規制緩 和により日本 の伝統的な 互
立 六一周年を迎 えており︑ 今年も大学 助精神によ る経済運営が 立ち行かな く
と の 共 催 で 本学 法 学 部 教 授 折 田正 樹 なり︑一億 総中流社会と 言われたの は
︵ 元駐英国大使 ︶さんをお 招きして公 昔のことで 格差社会が益 々広がるこ と
開 学術講演会を 開催するこ とにしまし になりまし た︒また日本 人の美徳と さ
た︒
れた倫理・ 道徳感も失わ れたような 気
今後とも大学 と連携しな がら学員が がしてなり ません︒さら に日本社会 の
青 春の一時期学 び︑同じ価 値観を共有 閉塞感を強 くしているの は少子高齢 化
し たというチー ムワークを 良くして︑ に加え︑人 口減少問題で あり︑国内 需
学 員同士の絆を さらに強め ていきたい 要の縮小に 繋がることが 強く懸念さ れ
と思います︒
ております︒
かように この二十年︑ 社会が大き く
変わりまし たが︑変化の 激しい時ほ ど
四 半 世 紀 を振 り返 って﹂
ビジネスチ ャンスも多く 生まれると 申
します︒会 社を次の世代 に繋げてい く
昭和四二年商卒 赤塚 高之
ためにもも う少しの間︑ 頑張ってい き
たいと考え ております︒ また︑人と 人
との絆りも大切なことです︒近年︑序々
に総会出席 者も増えてき ました︒学 員
間の絆を深 めて益々盛会 となります よ
う大いに期待いたしております︒

白門みえ
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三重県 の訴訟を一手 に引き受け てみえ
ました ︒三重県在職 中の昭和五 七年一
〇月司 法試験に合格 し︑昭和六 〇年四
月三重 弁護士会に登 録しました ︵三七
期︶︒ 現在︑総勢一 一名の弁護 士を率
いる法 律事務所の代 表となれた のは︑
諸先輩 のご指導によ るものと感 謝して
おります︵三名は出向中︶︒
二 法科大学院の事情
中央 大学は︑伝統 的に司法試 験の合
格者数 が多く︑法曹 界に多くの 人材を
送り込 んできました ︒現在の司 法試験
制度で は︑四年制大 学を卒業後 ︑法科
大学院 を卒業しない と司法試験 が受験
できな くなりました ︒一回の合 格者数
も二〇 〇〇名を超え ︑五〇〇名 以下で
あった私の受験時代とは全く様子が違っ
ていま す︒大変やさ しい試験に なりま
した︒
私は ︑現在中京大 学法科大学 院で行
政法を 教えています が︵公法総 合演習
担当︶ ︑予想どおり 学生の著し い学力
低下は 否めません︒ 学生には︑ ﹁少年
野球の 選手がプロ野 球選手に成 長する
までに は大変な苦労 がいります よ︒お
金と労 力が大変です ︒﹂とはっ ぱをか
けてい ます︒新人弁 護士の中に は︑旧
帝大系 大学出身者で ありながら 満足に
﹁足し算﹂ができず︑裁判官に叱られ︑
私が謝罪に出向いた者がいます︒また︑
約束の 時間に現れな いので本人 に連絡
した所 ︑朝﹁ごみ出 し﹂をして いたの
で遅れたと弁解した新人もいます︒待っ
ていた お客様が激怒 したことは 言うま
でもありません︒
三 新人研修
その ような訳で私 の法律事務 所も毎
年弁護 士を採用して いますが︑ 新人弁
護士は ︑金融機関や 市町村へ企 業内弁
護士や 任期付公務員 に派遣して 修業を
させて います︒社会 経験や基礎 的学力
をつけ てから︑本格 的に弁護士 活動を
始める 新しい研修シ ステムを取 り入れ
ていま す︒弁護士会 では︑少数 派です
が︑数 年先には主流 になれると 思って
います ︒中央大学出 身の優秀な 新人弁
護士が 入所してくる ことを期待 してい
ます︒
四 終わりに
弁護 士登録をして から二六年 目にな
ります が︑多くの先 輩に様々な ことを
教えて もらいました ︒本年三月 ﹁自治

体 の債権回収﹂ という本も 出版できま
し た︒生涯勉強 と考えてい ますので︑
今後ともよろしくご指導下さい︒

下津

和文

自 分 に 合 った 生 き 方

昭和三九年法卒

昨秋︑三重県 の産業功労 者表彰をは
か らずも受章し ましたが︑ その事につ
い て寄稿のご要 請をいただ きました︒
また︑平成十五年には黄綬褒章受章と︑
身 に余る評価を していただ き恐縮して
いるところです︒
この二つの受 章の原点は ︑家業であ
る 醤油業界で︑ 三重県醤油 組合の理事
長 を長年勤め︑ 組合事業を 通じて多方
面 にわたり活動 の場が与え られたこと
と ︑それを支え ていただい た関係者の
ご指導とご支援の賜と認識しています︒
実 は大学卒業後 約十年間某 石油会社に
勤務し︑その後家業を継いだのですが︑
帰って一年ほどで先代が他界したため︑
若 いころから組 合事業にも 携わったこ
と が︑このよう な結果に結 びついてい
るものと思っています︒
組合の理事長就任は平成元年ですが︑
丁 度バブル景気 が終わった 頃で経済の
転 換期でありま した︒我々 の組合も本
業 の他に養鶏業 であるとか ︑更には南
米 のコロンビア でのカーネ ーションの
生 産等幅広く展 開しており ました︒し
か しながら︑そ の後バブル 経済は崩壊
し ていくことと なり︑組合 の関連事業
で も大きな痛手 を受けまし た︒そこで
事 業を幅広く展 開するより ︑本業中心
に 戻り︑健全で クリーンな 経営を目指
そうと考え︑方向転換をはかりました︒
幸 いこの業界に 入って日も 浅く︑古く
か らのしがらみ も無かった ので︑果敢
に 経営の建て直 しに邁進す ることが出
来ました︒こういった幸運にも恵まれ︑
そ の後の組合運 営も健全経 営により︑
余 裕を持って業 界の発展に 寄与できた
と思っています︒
大学時代にあ る教授が﹁ 一生で一度
ホ ームランを打 て﹂と言わ れた事が印
象 に残っていま す︒果たし て自分は今
ま でにホームラ ンを打てた のかと自問
す るとき︑決し て誇らしげ に打ったと
は 言えません︒ かつてイチ ローが﹁自
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分はアメリ カの球場で︑ この細い腕 で
はとてもホ ームランを打 てるとは思 い
ません︒理 想的なのは野 手の間を抜 い
て二塁打や 三塁打を増や していくこ と
です︒﹂と 言っていまし た︒自分自 身
もこのよう に︑自分の能 力とか限界 を
知り︑究極とい
うことより 八十パーセン ト位で満足 す
るような生き方をしてきました︒
事業にお いても︑その ような考え 方
が功を奏す ることもある のではと思 っ
ています︒
我々を取 り巻く環境も 変化の激し い
時代を迎え ておりますが ︑自分に合 っ
た生き方や考え方で︑人生は余裕を持っ
て楽しく過ごしたいものです︒

大
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大学の思い出の最たるものの一つは︑
学生運動による大学の閉鎖の間のフリー
タイム⁝ア ルバイトや映 画の日々の こ
とだ︒
一年ほど 全く授業のな いままで結 局
卒業には五 年かかった︒ 最初のアル バ
イトは︑まだ何事もない大学二年の時︑
ここで初め てビールの味 を覚えた︒ 飲
食業だった ので︑客に出 した下がり な
ど勝手に飲 んでいて︑あ る日の抜き 打
ち検査でほ とんどの人は 赤く顔に出 て
しまい即ク ビになってし まったが︑ 私
は酒との相 性の良さに驚 いたが︑辞 め
るまでほど ほどにやって いくことが で
きた︒本格 的なバイトは ︑大学の閉 鎖
の時で︑ア ートコーヒー の豆とパン 売
りをした︒ 昼まで主に仕 入れの確認 と
販売準備な どが私の担当 だった︒前 日
のパンなど 余った時など よく東京都 体
育館のプールの監視員に持って行った︒
そこのリー ダーが大学の 先輩という こ
ともあり︑ いつもフリー パスで行っ て
いた︒プー ルは１年中や っていて︑ そ
こで私は初 めて泳ぎも学 んだ︒また ︑
夏休みには 都営プールの 監視を紹介 し
てくれ︑こ れが二つ目の アルバイト と
なった︒後 に分かったが ︑リーダー や
体育会系の 長く来ている 人は有名な ホ
テルを担当 し︑都営プー ルなどは私 た
ちに充てて いたわけだが ︑私には結 構
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楽しい ひと夏だった ︒また︑冬 場にな 生 かすも殺すも 自分次第と 周囲から言
ると温 水プールとな り︑大学の 選手も わ れていました が︑当時﹁ 法曹になり
よく練 習に来ていた ︒木原美智 子や国 た い﹂という目 標があった ので︑迷わ
体選手 に交じり泳い でいた︒そ のころ ず 法曹関係の団 体に入りま した︒学生
映画館によく行った︒当時︑銭湯で三︐ 生 活の大部分を ﹁炎の塔﹂ で過ごしま
四館の 映画の招待券 をよく貰っ た︒何 した︒
かの本 で映画を﹁一 年に五〇〇 本ほど
﹁炎の塔﹂と は︑私が入 学する数年
見ると 評論家になれ る﹂との文 を見つ 前 に設立された 施設で︑多 くの司法試
け確実 にその招待券 で実践した ︒評論 験受験団体が所属していました︒
家には なれなかった が今でも映 画は好
また︑法曹だけでなく︑公認会計士︑
きだ︒ 当時︑よく﹁ 神田川﹂の 曲が流 税 理士︑国家公 務員を目指 す学生が所
れてい たが︑私の一 日もゆった りとし 属 する団体もあ り︑目標は 違えど互い
た調子 の時間の流れ だった︒や がて私 に 切磋琢磨しあ い︑各自の 夢に向かっ
のフリ ータイムは︑ ﹁お兄ちゃ んばか て 努力する人々 と触れ合え たのはとて
り︒私 も大学に行く ﹂後輩とな る妹の も 良い刺激とな りました︒ 同世代だけ
一言で 終えた︒就職 すると︑途 端に税 で なく︑法曹の 先生方と接 する機会も
やまち づくりなど次 々と新たな テーマ 多 く︑貴重な話 を聞かせて いただきま
が追い かけてきた︒ それは退職 した今 し た︒団体の活 動は大学と は全く別の
も同じ だ︒中央大学 の恩恵は︑ 社会に も のなので︑団 体独自のゼ ミや課題に
入って 確実にやって 来た︒津市 役所に も 追われ︑大学 受験以上の 大変な思い
入り︑ 三重県に一年 間派遣され たこと も しましたが︑ 今となって はいい思い
がある が︑その初日 ︑大学の先 輩から 出です︒
﹁君は 中央か﹂と云 われた時︑ 県市の
また︑勉学だ けではなく ︑全団体対
垣根は すぐ取れ︑仕 事に入り込 めた︒ 抗 のスポーツ大 会やイベン トがあった
市退職 後もそのネッ トワークの 比重は り と︑リフレッ シュもでき ︑とても楽
確実に 増している︒ 振り返って みて︑ し い時間も過ご しました︒ しかし︑進
大学閉鎖によるあのとてつもないフリー 学 するにつれ︑ 仲間のなか にも将来に
タイム が案外と役立 っているの かなと 対 する考えが変 わったこと で︑進路変
このご ろ思う︒ケ・ セラ・セラ の世界 更 する人もでて きました︒ 私もその一
だ︒そ して﹁中央大 学ありがと う﹂の 人 でした︒進路 変更時はと ても悩みま
感謝を日々実感しているこの頃だ︒
し たが︑悩み倒 した結果︑ 民間企業へ
の就職を選ぶことにしました︒
︿大学三年〜卒業﹀
大 学 時 代 の思 い出
大学三年生か らは︑周囲 も就職活動
や 受験勉強によ り一層注力 するように
平成二〇年法卒 青 未貴 な り︑私自身も 遅れをとる まいと必死
だ ったのを覚え ています︒ キャリアセ
ンター︵就職支援センター︶︑図書館︑
企 業説明会で情 報を集め︑ 毎日があっ
と いう間に過ぎ ていった気 がします︒
東 京で就職も考 えましたが ︑やはり三
重で働きたいという思いも捨てきれず︑
百 五銀行でお世 話になるこ とにしまし
た︒
思い出という より︑就職 した経路と
少 々脱線してし まいました が⁝︒進路
を 変更してから は︑今まで 狭くなりが
ち だった視野も 広がり︑遅 いながらも
少 しアルバイト も始め︑大 学の授業や
ゼ ミの研究にも 多くの時間 を割くよう
に なりました︒ 短期間で はありまし
た が︑飲食店で のアルバイ トは︑接客
︿はじめに﹀
お世 話になってお ります︒二 〇〇八
年度百 五銀行入行︑ 本店営業部 に所属
してお ります︒﹁大 学時代の思 い出﹂
という ことで︑個人 的なもので すが︑
少しお話させて頂きます︒
︿大学一年〜三年﹀
東京 でありながら ︑広大な自 然に囲
まれた 真っ白な多摩 キャンパス で︑私
の大学 生活がスター トしました ︒満開
の桜に 囲まれた入学 式当日︑嵐 のよう
なサー クル勧誘に戸 惑いながら も︑期
待で胸 がいっぱいだ ったのを覚 えてい
ます︒
大学 は自由な時間 がある分︑ それを

の難しさや 金銭をもらう ことの重さ を
学ぶことができました︒
また︑大 学のゼミでは ︑関心のあ っ
た刑事政策 ゼミを選択し ︑﹁被害者 な
き犯罪﹂と いうテーマに 沿って研究 を
進めました︒ 貴重な経験だったのは︑
刑務所見学 ができたこと です︒真夏 の
炎天下︑真 っ黒なパンツ スーツに真 っ
黒な髪で︑ 皆汗だくにな りながらの 見
学でした︒一見︑普通の人に見える人々
が︑受刑者であることに驚きながらも︑
社会復帰に 向けて更生の 道を歩む姿 は
とても印象的でした︒
卒業式は 文句なしの晴 れで︑咲き か
けの桜に囲 まれながら︑ 大学生活を 終
えました︒ 最後の最後で 驚いたのは ︑
蓮池薫さん と一緒に卒業 式を迎えた こ
とでしょうか︒
︿さいごに﹀
私の大学 生活は︑他の 人よりも地 味
だったと思 います︒留学 経験がある わ
けでもない ︑サークル活 動に没頭し ︑
仲間と飲み 明かすことは 常時という こ
ともない︒ 国際活動やボ ランティア 活
動をしたわ けでもなく︑ 本当に平凡 な
四年間だっ たと思います ︒しかし︑ 私
にとっては︑とても濃い四年間でした︒
期待と希望 に胸を膨らま せ︑挫折も あ
りましたが ︑最終的には 自分の納得 の
いく道に進 むことができ ました︒現 在
も︑多くの 友人が夢に向 かって勉強 を
続けていま す︒また︑就 職した友人 た
ちも新たな 世界で活躍の 場を広げて い
ます︒彼ら とは今でも連 絡をとりあ っ
ています︒ やはり︑中央 大学に入学 し
て一番よか ったのは︑こ のようなす ば
らしい友人 たちとめぐり 合えたこと だ
と思います ︒毎年東京へ 行き︑彼ら と
酒を交わすのは楽しみのひとつですが︑
次回は大学 時代の思い出 話でもしな が
ら︑皆でも う一度キャン パスを歩い て
みたいものです︒

岸

まゆみ

あ な た も 中 大 です か？
昭和六一年法卒

早いもの で︑中大を卒 業してほぼ 四
半世紀が経 ちました︒八 王子のキャ ン
パスに通っ ていたのがつ いこの間の よ
うな気もし ますが︑長女 が大学二年 生

︵残念 ながら中大で はありませ ん︶に
なり︑ ゼミやクラブ ︑とキャン パスラ
イフを 謳歌している のを見ます と︑そ
れだけ の時間が流れ たのも当然 のこと
なのかもしれません︒
卒業 後すぐ三重県 に入庁し︑ 同窓生
という だけで︑それ はそれは多 くの先
輩方の お世話になり ました︒退 職した
今も﹁ 県庁白門会﹂ の通知を毎 年いた
だきま すが︑今年七 月︑久しぶ りに出
席させ ていただいて ︑米寿近い 先輩の
かくしゃくとしたご様子を拝見したり︑
現役バ リバリ第一線 で活躍中の 方々の
楽しい お話を伺うこ とができ︑ 本当に
嬉しく 思いました︒ 同じ大学と いうだ
けで︑ 初めてお目に かかった若 いみな
さんも ︑以前から知 り合いのよ うな親
しみを 感じるのです から不思議 なもの
です︒
昨年 のことです︒ 当時︑小さ な広告
代理店 に勤めていた わたくしは ︑ある
クライ アントさんの 仕事で︑他 の広告
代理店 の男性二人と ご一緒にプ ロジェ
クトに 加わっていま した︒いろ いろ大
変だっ たその仕事が 終わって︑ クライ
アント との打ち上げ の席でなぜ か出身
大学の 話になり︑そ の二人が︑ それぞ
れ﹁俺 ︑中大です︒ ﹂﹁え︑僕 もそう
です︒ ﹂と発言︒び っくりして ︑わた
くしも﹁ええ！わたしも中大ですけど︒﹂
それ まで︑三人と も互いに同 窓生と
は知ら ず何ヶ月も仕 事をしてい たので
すが︑ 中大だとわか った途端︑ クライ
アント そっちのけで 一気に話が 盛り上
がりました︒
毎年 五千人以上が 中大を卒業 するの
ですか ら︑同窓生が さまざまな 場所に
いても 全く不思議は ないのです が︑思
わぬと ころで﹁仲間 ﹂にめぐり 合った
ような 嬉しさでした ︒中大生は ︵私見
ですが ︶︑華やかな 世界で派手 に活躍
すると いうよりも︑ 目立たない けれど
実は重 要な仕事を︑ 地道に︑誠 実にや
るタイプの方が多いような気がします︒
そのときも︑それまでの仕事ぶりから︑
この人 たち︑やっぱ り中大だっ たんだ
と妙に納得した覚えがあります︒
それからは︑もしや︑この人⁝と思っ
たら︑こっそり聞くことにしています︒
﹁失礼 ですが︑もし かしたら中 大のご
出身ではありませんか？﹂
母校 も一二五周年 を迎えまし た︒中

編集者︵文責︶

小川︑小林

秋来ぬと目にはさやかに見えねども
風の音にぞ驚かれぬる
古今和歌集 藤原敏行

大 だけでなくど の大学もこ の厳しい時
元判事で もあり︑三重 県選挙管理 委
代 環境の中︑プ レゼンスを 維持し高め 員長︑三重 県建設工事紛 争審査会委 員
る ための戦略を 練りに練っ ています︒ 長等多くの 公職もされて いた︒日本 政
立 派な基本計画 も策定され ていること 府はその功 績を讃え︑従 六位瑞宝章 小
で しょう︒でも ︑﹁良き中 大らしさ﹂ 授賞を追贈 された︒ご冥 福をお祈り 申
を アピールする 担い手は︑ 実は一人一 し上げます︒
人の卒業生なのかもしれません︒
﹁中大ですか ？﹂と聞か れれば︑誇
編
集
後
記
り を持って﹁そ うです︒﹂ と答えられ
る ように︒でき れば︑わた くしもその
よ うな担い手の 一人になり たいと願っ
昨年八月 は︑六二年ぶ りの野党︵ 民
ています︒
主党︶の圧 倒的な衆院の 選挙勝利に よ
る政権交代で国民に高揚感があったが︑
政権公約の 変質︑首相の 更迭等で失 望
表
彰
感が漂って いたが︑二週 間におよぶ 代
表選の論争 で二人の政策 の争点も明 ら
かになりつ つある︒一四 日にはいよ い
学員の下津和 文︵六九歳 ︶さんが︑ よ代表︵総 理︶が決まる ︒権力闘争 は
平 成二一年一一 月第二五回 三重県産業 止めて政権与党として反省も踏まえて︑
功 労賞を知事か らいただき ました︒下 行財政・国 会の改革︑一 五年ぶりの 円
津 さんは家業の 醤油製造業 に精励する 高︑雇用︑ 普天間基地の 移設等の対 応
と ともに︑三重 県醤油味噌 工業協同組 は待ったな しです︒与野 党が危機感 を
合 理事長︑三重 県中小企業 団体中央会 共有して日 本再生のため に︑国民の 目
副 会長として︑ 地域産業の 振興に多大 線に立って ︑新たな出発 点として欲 し
な 貢献をされた として表彰 されたもの いものです︒
です︒その栄誉をお祝い申し上げます︒
学員の 津地検検事正 吉浦正明 ︵五
七歳︶さん が七月大津地 検検事正か ら
赴任されま した︒ご活躍 をお祈り申 し
第 四 二 回 全 日 本
上げます︒
大 学 駅 伝 大 会
今年度は 二年ごとの役 員改選です ︒
役員の諸兄 にはよろしく お願い致し ま
す︒
伊勢 市 出 身 の 芸 術家 兄 弟 橋 本 平 八
︵彫刻家︶ と北園克衛︵ 前衛詩人︶ の
展覧会が一 〇月一一日ま で三重県立 美
術館で開催 されています ︒北園克衛 は
・・・・・ ・
本学経済学 部を卒業した 異色詩人で 昭
和五三年七七歳で逝去されています︒
今夏は︑ 気象庁が一八 九八年統計 を
開始以来最 高の暑さとの ことです︒ こ
の猛暑もよ うやく峠を越 しましたが ︑
日中はなお 残暑厳しい折 です︒学員 の
皆さんには ますますご健 勝であられ る
ようお祈り申し上げます︒

報

秋の伊勢路の 風物誌とな っている全
日 本大学駅伝大 会が一一月 七日ありま
す ︒熱田神宮か ら伊勢神宮 までの八区
間 ︑一〇七㌔㍍ を競争する もので︑昨
年 はアンカーの 大石港与君 ︵三年生︶
が二人を抜いて六位入賞となりました︒
今年 はシ ード 校と して 出場 する ので
昨 年より期待で きます︒父 母連絡会三
重支部や近県の父母連絡会が中心となっ
て 応援していま すが︑学員 の皆さんに
も 沿道での応援 をお願いし ます︒そろ
そ ろ優勝の喜び を分かち合 いたいもの
です︒

訃

三重支部役員 をしていら れた弁護士
橋 本勝利︵七二 歳︶さんは 去る四月七
日︑リンパ腫により逝去された︒

