
京都大学農学部洛友会会員各位 

 
謹啓 

 会員の皆様におかれましては、ご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。平素

から洛友会の同窓会活動にご協力いただきまして、感謝申し上げます。 

 さて先日 11 月 2 日（土）京大ホームカミングデイの開催に合わせまして、午後から

北部キャンパス農学部総合館 W102 教室におきまして、「令和元年洛友会総会・懇親会」

を開きました。 

 この度の洛友会総会のご案内状につきましては、洛友会の新事務所経費を含む財政

の危機的状況に鑑み、経費節減のため、期別世話人様にご尽力頂き個人会員への案内を

失礼させて頂きました事、深くお詫び申し上げます。今後の洛友会の活動の基盤となり

ます会費の入金を、12 月発送の「洛友会だより」に同封してお願い致す次第でありま

す。ご支援、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 以下、総会の報告をさせて頂きます。 

                             敬具 

 

                         洛友会事務局 澤田 敏 

                 

令和元年農学部洛友会総会報告書 
              京都大学農学部洛友会幹事長 鏡島 正信 

 

Ⅰ．2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 9 月）活動報告について 

１．2018 年 4 月 在校生・新入生・新院生に「洛友会」の案内と洛友会だより第 3

号の配布  

２．洛友会会員の住所の確認（専攻事務室の協力） 

３．2018 年 6 月 14 日 常任幹事会の開催（代表幹事 梅津千恵子） 

  ① 洛友会だより第 4 号の企画 

  ② 第 9 期総会開催について企画 

４．2018 年 11 月 3 日 専攻共催による「ホームカミングデイ」の開催 

５．2018 年 11 月 24 日 第 9 回洛友会総会の開催 

  ① 活動報告・会計報告・第 9 期役員の推薦決定 

  ② 会則の改正により、専攻長が洛友会代表幹事を就めてきたが会員から会長

を決めることとなり、昭和 47 年卒業・河野良雄氏が会長就任した。 

     以下幹事長・鏡島正信 （昭和 52 年卒） 

       副幹事長・鈴木康平 （昭和 52 年卒）東京洛友会担当 

       教員幹事・小田滋晃教授 （昭和 53 年卒） 



    幹事は第 8 期までの幹事と退任者に替え新たな幹事を任命し、引き続き

洛友会の運営を進めることとなった。 

③ 会計年度は毎年 10 月に始まり 9 月に終わるが、2018 年度は特別会計として

2019 年 9 月末日までとする。 

６．2018 年 12 月 洛友会だより第 4 号の発行 

７．会費の入金確認等 

８．2019 年 3 月 中野公認会計事務所への会計事務の委託 

９．2019 年 3 月 卒業式・修了式で洛友会の案内と会費納入の依頼 

「洛友会だより」第 4 号とお祝い品の進呈 

１０．2019 年 4 月 在校生ガイダンス・新入生・新院生に対して「洛友会」の案内と

「洛友会だより」第 4 号の進呈 

１１．洛友会会員の住所の確認（専攻事務室の協力） 

１２． 5 月 27 日 洛友会幹事会の開催 

① 自立した今後の洛友会の活動骨子について話し合った。 

② 「洛友会だより」「洛友会報」の発行について話し合った。 

１３． ６月 4 日 東京洛友会の開催 

            

Ⅱ．2019 年度（2019 年 10 月～2020 年 9 月）活動計画について 

  １．2019 年 10 月 19 日 幹事会の開催 

  ２．11 月 2 日 農学部洛友会総会の開催 

    毎年、京大ホームカミングデイの午後に総合館で開催する。 

  ３．12 月「洛友会だより」第 5 号の発行・発送 

  ４．2020 年春 洛友会事務局の移転 

  ５．2020 年卒業式・修了式での「洛友会」の活動説明と会費納入依頼 

  ６．新入生・新院生・在校生への「洛友会」の活動説明と会費納入依頼 

  ７．「洛友会だより」第 6 号の発行計画 

    内容・編集について若い幹事に協力依頼する。 

  ８．東京洛友会の開催 

  ９．ホームページの更新（周年） 

１０．洛友会費の入金確認（周年） 

  １１．会員の異動確認（周年） 

  １２．洛友会メールアドレスが変わります。お手続をお願い致します。 

     rakuyu@kais.kyoto-u.ac,jp  (2020 年 3 月 31 日まで) 

          yakuruagri@gmail.com  今後はこちらのアドレスを使用します。 

 

 



＜洛友会総会記念講演＞ 
松尾 浩則    平成元年卒業・農林水産省 大臣官房地方課長 

「食料・農業・農村の現状と課題」 
      ―グローバル化と少子・高齢化― 

 



会長 河野　良雄 昭和47年卒業・東京

幹事長 鏡島　正信 昭和52年卒業・京都

副幹事長（東京） 鈴木　康平 昭和52年卒業・東京

教員幹事 小田　滋晃 昭和53年卒業・昭和55年修了・京都

幹事 椹木　正造 昭和31年卒業・昭和33年修了・京都

上嶋　祥之 昭和39年卒業・京都

加納　啓三　　　 昭和41年卒業・京都

上田　利彦　　　 昭和42年卒業・京都

伊ヶ崎恭子　　 平成16年卒業・平成18年修了・岡山

小池　恒男　　　 昭和42年修了・滋賀

徳永　光俊　　 昭和50年卒業・昭和52年修了・京都

古塚　秀夫　　　 昭和54年修了・鳥取

木原　奈穂子　　平成18年卒業・平成20年修了・兵庫

長谷　祐 平成20年卒業・平成22年修了・東京

川北　智 平成22年卒業・平成24年修了・東京

上西　良廣 平成25年卒業・平成27年修士修了・茨城

会計監査 岡田　栄二 平成6年卒業・神奈川

珍田　章生　　 平成10年修了・神奈川

公認会計士 中野　雄介 平成5年農学卒業・京都（中野公認会計事務所）

     ●京都大学農学部洛友会令和元年役員● 　 　　

洛友会事務局は2020年3月末日まで生物資源経済学専攻経営情報会計学・簿記研究施設内に置
く事とする。



卒業年次 世話人 住所 卒業年次 世話人 住所 卒業年次 世話人 住所

昭和63年 今田　幹雄 愛知 昭和51年 佐藤　豊信 岡山

～25年 事務局 平成元年 増田　忠義 奈良 52年 徳永　光俊 京都

昭和26年 頼　・高山 京都・兵庫 3年 辻村　英之 京都 53年 末原　達郎 京都

27年 事務局 平成4年 中川　峰郎 東京 54年 古塚　秀夫 鳥取

28年旧 中野　清弘 東京 5年 岡田　栄二 神奈川 55年 小田　滋晃 京都

28年新 山田　克二 北海道 6年 未　定 57年 横溝　功 岡山

29年 庄野　勇夫 京都 7年 中川　　哲 千葉 58年 飯國　芳明 高知

30年 岩渕　道生 千葉 8年 未定 　 59年 浅見　淳之 京都

31年 椹木　正造 京都 9年 松本　英明 東京 60年 庄司　春子 京都

32年 藤木 ・木村 京都 10年 藤栄　　　剛 東京 61年 田中　　力 京都

33年 山口　　明 滋賀 11年 工藤　春代 京都 62年 竹歳　一紀 大坂

34年 倉田　隆史 京都 13年 小林　千夏 京都 平成元年 雑賀　恵子 京都

35年 小林　　桂 京都 15年 未定 2年 吉野　章 京都

36年 織田　裕三 東京 16年 伊ヶ崎 恭子 岡山 3年 和田　大輔　 北海道

38年 桂　　瑛一 兵庫 17年 碓井　　彰 東京 5年 保木本利行 山形

39年 上嶋　祥之 京都 18年 田頭　佳奈 東京 6年 栗山　浩一 大阪

40年 山本　敬治 滋賀 19年 池田　篤穂 大坂 7年 大石　和男 京都

41年 加納　啓三 京都 20年 未定 8年 仙田　徹志 京都

42年 上田　利彦 京都 21年 千田　真也 京都 9年 児玉　剛史 栃木

43年 角田　晃一 奈良 22年 菊地　　篤 京都 10年 未定

44年 未 定 25年 近藤　大史 兵庫 11年 山口　道利 京都

45年 井上　　豊 奈良 26年 中小司 美佳 岡山 12年 一条　洋子 東京

46年 柏　　　久 京都 27年 柿原　真奈 京都 13年 大瀧　真俊 愛知

47年 未 定 28年 嶌田　栄樹 京都 14年 越智　正樹 沖縄

☆48年 北川・武田 京都・兵庫 29年 和田　一輝 埼玉 15年 未定

49年 未 定 30年 武川　翼 京都 16年 未定

50年 秋田　俊毅 滋賀 2019年 柚木崎 直也 京都 18年 大野　仁史 大阪

51年 松下 敬一郎 滋賀 19年 坂梨　健太 滋賀

52年 鈴木　康平 東京 20年 木原 奈穂子 兵庫

53年 由井　照人 東京 昭和31年 河本　恭男 東京 21年 池本　裕行 大阪

54年 未定 35年 吉村　啓右 東京 22年 中尾　忠頼 大阪

55年 中村　隆司 神奈川 42年 小池　恒男 滋賀 25年 未定

56年 加納　秀次 京都 44年 久保  利文 奈良 26年 中尾　公亮 大阪

57年 信田　信行 三重 45年 仙田　久仁男 島根 27年 上西　良廣 茨城

58年 本多　友和 愛知 47年 未定   28年　 加藤　千晶 愛知

59年 岸本　文利 大阪 48年 小池　正雄 長野 29年 岡田 ちから 千葉

60年 辻村　徳夫 京都 49年 加賀爪　優 京都 30年 嶌田　栄樹 京都

62年 石川　　寛 三重 50年 未　定 31年 伊藤　千恵 京都

●京都大学農学部洛友会令和元年期別世話人●　　　　　　　　　　　　　　　

（記載のない年次は事務局が世話人を代行。）

学部卒業

大学院修了

☆印は変更有　津國→北川・武田









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 年総会 
 
 
 
 


