2018 年度 経営学部校友会
総会・講演会開催のご案内
2018 年 3 月
立命館大学経営学部卒業生の皆さま
立命館大学経営学部校友会
会長 奥田 直幸
春暖の候、皆さまにはご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、母校の発展に格別のご
高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、2018 年度の経営学部校友会の総会・講演会を下記の通り開催いたしますのでご案内
申し上げます。
講演会の講師には、株式会社京都銀行代表取締役会長の髙﨑 秀夫氏をお招きいたします。
是非とも同級生または先輩・後輩でお誘い合わせの上ご参加くださいますようお願い申し
上げます。

2018 年 6 月 9 日（土）
場 所：立命館大学大阪いばらきキャンパス
カンファレンスホール（ B 棟 １F ）
企 画：13：00～14：00 総 会
14：00～16：00 講演会
16：00～17：30 懇親会
総 会

（懇親会は B 棟 1F イベントホール にて）

髙﨑 秀夫氏 講演会
（※参加申込先着順）
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2018 年度

立命館大学経営学部校友会

講演会

※講演テーマにつきましては、後日、
経営学部校友会 HP および Facebook ページにて
ご案内いたします。随時ご確認ください。

講師：髙﨑

秀夫 氏

（株式会社 京都銀行 代表取締役会長）

【講師紹介】

髙﨑 秀夫（たかさき ひでお）
京都府出身。1967年に立命館大学法学部卒業後、株式会社京都銀行に入行。田辺支店
長、寝屋川支店長、審査部長等を経て、2001年6月常務取締役、2008年6月代表取締役専
務、2010年6月に代表取締役頭取に就任。2015年6月より代表取締役会長に就任し、現在に
至る。2017年7月より、学校法人立命館の理事を務める。

●日時
●会場

6 月 9 日（土） 14：00～
立命館大学 大阪いばらきキャンパス
カンファレンスホール（Ｂ棟１階）
受 付
講演会
懇親会

13：00～
14：00～16：00
16：00～17：30

＜講演会は参加無料です＞
＜参加費：1 人 3,000 円＞

※ なお、講演会・懇親会とも開催会場の関係により、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
校友会 HP：http://ritsba-kouyukai.jp/wp/?cat=7
校友会 Facebook：https://www.facebook.com/立命館大学経営学部校友会-731572053630136/

【お問い合わせ先】

【立命館大学 大阪いばらきキャンパス】
ＪＲ「茨木駅」から徒歩 5 分

経営学部事務室内

阪急「南茨木駅」から徒歩約 10 分

〒567-8570

大阪

大阪府茨木市岩倉町 2-150

TEL: 072-665-2090

モノレール「宇野辺駅」から徒歩約 7 分

経営学部校友会事務局

FAX: 072-665-2099

E-mail : info@ritsba-kouyukai.jp
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お申し込みについて
参加希望の方は、①「Web」もしくは、②「FAX」にてお申込みください。
※立命館大学経営学部校友会会員以外の方の参加も大歓迎です。
①「Web 申込」：立命館大学経営学部校友会ホームページ http://ritsba-kouyukai.jp/
「NEWS ＆ TOPICS」 または 「セミナー・同窓会情報」 に掲載の
「セミナー開催案内」にあります WEB 申込はこちら から申し込んでください。
②「FAX 申込」
：下記「FAX 申込用紙」に必要事項をご記入いただき FAX 番号 072-665-2099
までお送りください。

６月１日（金）までにお申込みください
※

なお、開催会場の関係より、講演会・懇親会につきましては定員に達し次第締め切りとし、
参加不可能な場合のみご連絡を差し上げます。

FAX 申込用紙
（下記に必要事項をご記入いただき送信してください）

お名前（ふりがな）

（

）

ご住所 〒
ご卒業年月

年

月

（

ゼミ）

電話番号

e-Mail

１．第 14 回 総会（
ご出席

6月9日

13：00～

ご欠席

）

（いずれかに○をしてください）

ご欠席の場合
立命館大学経営学部校友会総会の議事を議長に一任します。
ご氏名
２．講演会

（

6月9日

14：00～

ご参加（ご参加人数：

名）

）※ 参加は、無料です。
ご欠席

（いずれかに○をしてください）

複数でご参加の場合は、ご同伴の方の氏名をお願いします。
（
３．懇親会（講演会終了後）
ご参加（ご参加人数：

）（

）（

）

※参加費につきましては、当日お一人様 3,000 円承ります。

名）

ご欠席

（いずれかに○をしてください）

複数でご参加の場合は、ご同伴の方の氏名をお願いします。
（

）（

）（
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【立命館大学経営学部校友会

ＨＰ

http://ritsba-kouyukai.jp/index.php

より】

B

A

経営学部校友会機関誌 ACROSS 36 号（2017/10 発行）

ACROSS 速報版 87 号（2017/11 発行）

「角南被服－ハイセンス、高付加価値のジーンズ作りで

経営学部校友会第 2 回セミナー「ESG 投資の新時代
～投資で社会貢献する時代がやってきた～」
講師：森 利博氏
（立命館大学 経営管理研究科 教授）

国内トップクラスへ」
Guest：角南 博和氏（角南被服有限会社

代表取締役）

【経営学部校友会会員の皆様にお願い】
拡大していく会員数から発生する郵送費等の増大に対応すべく、これまで立命館大学校友会
機関誌「りつめい」の同封サービスを活用するなど経費節減に取り組んで参りましたが、今後
一層の効率化のため、総会資料、機関誌 ACROSS（通常版）につきましてはＨＰの掲載による
配布を基本とし、ペーパレス化を図ることにいたしました。
なお、今まで通り冊子を希望される方につきましては、お申込により送付させて頂きます。
2016 年度の活動方針にもあります通り、今後も引き続き効率的な予算運営を図り、経営学部
校友会の財政基盤の強化に努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

今回、ＨＰに掲載中の上記 機関誌 ACROSS （ Ａ 『ACROSS 通常版 36 号』 Ｂ 『ACROSS 速報版 87 号』）に
つきまして、冊子を希望される方は、下欄に必要事項をご記入の上、経営学部校友会事務局までご連絡くだ
さい。（このページを送付・ＦＡＸしてください。）
なお、すでに前回お申し込済みの方については、あらためてお申込いただく必要はありません。

★

総会資料（年１回）、ＡＣＲＯＳＳ（通常版：年２回）の送付を希望いたします。

氏名（ふりがな）

（ふりがな
〒（

－

）

）

住所
メールアドレス
電話番号
卒業年

ゼミ等

（
（

）年（
）月卒
）ゼミ所属（該当者のみ）

※ なお、このお申込で、以降続けて「総会資料」・
「ACROSS 通常版」を冊子にて送付させて頂きます。
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【送付先・お問合先】
立命館大学経営学部校友会事務局
〒567-8570
大阪府茨木市岩倉町 2-150
TEL:072-665-2090
FAX:072-665-2099
E-mail: info@ritsba-kouyukai.jp

