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　関西大学東京経済人倶楽部は、2004年に設立された政・官・財界、教育、文化、芸術、スポーツの
分野において関東地区を中心に活躍する関西大学の校友が集う会員組織です。様々な勉強会や
交流会の開催といった活動を通して会員間の親睦を深めて、ネットワークを拡大、会員が取り組む
ビジネスを発展、若い卒業生や在校生の支援、母校の知名度の向上等を目指して活動して
まいりました。
　このたび、2004年の創設より17年間に亘り卒業生のネットワークを強固なものにと牽引してこら
れた南部靖之初代会長が2021年2月をもって退任され、嘉永良樹氏にバトンタッチされました。
　嘉永新会長は、これらの実績を踏まえながら、「学縁」の素晴らしさをベースに、皆様とともに新しい
イノベーションを起こしたいと強い意欲を示されております。また、経済人倶楽部の会員のみならず、
若い卒業生も巻き込み参画しやすい風土づくりを醸成させることが、母校への恩返しにも繋がると
確信されています。
　新体制では、従来までの活動をさらに発展させ、会員の皆様にとってより有益な会となるよう
新たな勉強会や研究会など、様々なことにチャレンジして参る所存ですので、どうぞご期待くださいませ。
　本誌をきっかけに、会員の皆様同士が実りあるコミュニケーションを行っていただければ嬉しく思い
ます。
　微力ながら会員の皆様の信頼と期待に応えられますよう努力して参りますので、ご支援ならびに
ご厚誼のほど宜しくお願い申しあげます。

関西大学東京経済人倶楽部　事務局長 野村 和史
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　この度、第２代会長を拝命いたしました嘉永と申し
ます。先代の南部さんが17年かけて培ってこられた
経済人倶楽部の土壌や存在意義を承継し、激動の時
代の最中ではありますが、さらなる活動の活性化を
図っていくため、尽力してまいりたい所存です。
　私は昭和57年に工学部管理工学科を卒業し、
センコー株式会社へ入社しました。センコー現社長の
福田泰久も同じ関大出身（昭和44年、経済学部卒）で
すし、グループ全体でも多数の関大卒業生が活躍して
います。
　センコーグループは大阪と東京に本社を置く総合
物流の企業で、2017年にホールディングス制へと移
行し、事業会社としてセンコー株式会社を設立、さら
にグループ会社が130社を超える企業体となってい
ます。私自身は入社後、経営企画・管理部門に長期に
わたって在籍してきました。一時は中国地方の関連子

会社や支店勤務をしていましたが、非常に良い経験が
できましたね。その後本社に戻り、人事部・営業部門な
どに携わったのち現在に至っています。
　今年の４月からは、博多に本社を置く株式会社ラン
テックの副社長に就任しました。ランテックは2014年
にセンコーグループ入りした会社ですが、実はその当
時の社長が関大の出身で、オーナー経営から次の
ステップへ移行するにあたって、センコーの福田のと
ころへ相談にこられ、グループ入りされています。お
互いのトップが関大出身だったからこそ実現したので
はないでしょうか。
　ほかにも、当社がお付き合いしている住宅メーカー
や飲料メーカーの方々にも関大出身の方がいらっしゃ
います。縁というものは素晴らしいもので、東京にい
ながら関大出身の方とお会いすると、やはり普段とは
違ったつながりが生まれるものです。とてもありがた
いお話です。

　物流業界においてコロナの影響は両極端で、勝ち
抜いていくか、負けるかという様相です。当社の場合、
ドラッグストア様やホームセンター様は好調ですね。
巣篭もり需要によるものでしょうか。一方でアパレル
業界と鉄鋼関係など素材系は苦戦しています。また、
当社のホテル事業（ホテル櫂会）も、オリンピックや
近隣のテーマパークなどで満室だったものが全て飛
んでしまいました。ホテルの従業員さんには休業補償
による在宅は気の毒でしたので、好調な物流業務、
仕分けなどといった仕事を担っていただきました。
　センコーグループは大きく４つのセグメントを有し
ていまして、メインの物流事業が８割を占めています。
そのほかに、ワインの輸入や紙製品の卸をしている
商事貿易事業、フィットネスや介護など衣食住の
フィールドを運営するライフサポート事業、そして
グループ会社間でのシェアードサービス的な機能を
担うビジネスサポート事業があります。
　これら４つのセグメント間で得られる様々なシナジー
効果によって、内製化を推進し、トータルでは無駄な
流出コストを抑えることでコロナの影響を乗り切って
います。様々なセグメントを持っておくことで、どこか
で補完する絵を描くことができます。

　1996年に創立50周年を記念して、滋賀県の東近
江市に約8万坪の敷地にサーキットや宿泊棟などを有
したクレフィール湖東という施設を設けました。こちら
は大型自動車やフォークリフトなどの自動車教習所と
しての役割と、危険の回避に必要な安全運転の知識

や技能を実践的に習得できる、交通安全教育機関とし
ての機能を併せもった施設です。
　実はこのクレフィール湖東には、関大社会安全学部
の実習科目である「社会安全体験実習」として、2012
年から毎年、関大の宿泊研修を受け入れてきました。
学生さん自ら大型車に乗って走行コースを運転して
もらい、摩擦係数を極端に減らしたウェット路面での
急停止や夜間検証など、危険な状況を模擬体験して
もらいながら、交通場面を中心とした、身近にある
様々なリスクやその対処方法について学んでいただ
いております。
　ほかにもセンコーグループには関大との関わりが
ありまして、たとえば商学部が主催のビジネスプラ
ン・コンペティション（KUBIC）にも協賛を続けており
ます。毎年テーマを設けてプランを募集し、優秀な学
生の方々を表彰しています。また、2019年にはキャリ
アセンターと協定を締結し、タイ・バンコクでの国際イ
ンターンシップを実施しました。参加した学生にはリア
ルな新規事業を立案してもらうなど、事業化につなが
る実習プログラムを行なっています。

　学生時代、私は工学部管理工学科に在籍していまし
た。前会長の南部さんも工学部ですね。大学では経営
と工学のあいだに位置するような、工程分析やマーケ
ティングなどを学んでいました。座学も実験もあった
ので、研究室に入るまでの３年間はほとんどアルバイ
トなどせず、学内で過ごしていましたね。研究室では作
業分析として、音声認識について取り組みました。
　管理工学科には129名が在籍していましたが、その
うち女性は３名しかいませんでした。そんな当時、神戸
女子大学と連携して、毎年阿波踊りに出ていました。
自分たちで学校名の入った浴衣をつくり、関大・神戸
女子大の連をつくって３日間踊っていました。懐かしい
思い出です。
　就職の際は、研究室の先生にセンコーの紹介を受
けました。当時物流業界では珍しくシステム開発部が
あり、先輩を訪問させていただいたところ面白いと感
じましたので、先生に一筆書いていただいて、そのま
ま就職しました。今と違ってインターネットで検索など
はできませんから、先生の言うことが一番確かな情報
でした。ちなみに当時管理工学科の学生は、金融業界
のシステム系へ就職することが多かったように思います。
　同期の方々とは今でもお付き合いがあります。一昨
年、梅田で同窓会があり、３人いた女性のうちの一人
が幹事をやってくれました（笑）。特に東京にいらっしゃ
る方とはよくお会いします。人は一度つながれば、
それで終わりにはならないものです。

　今の関西大学は当時に比べると垢抜けましたね。
当時は詰襟に下駄といったバンカラの校風でしたか
ら、他の大学と交流すると一目で関大生だとわかるん
ですよね。今は男性も女性もファッションが現代的に
なり、梅田のような都会で見かけてもわからなくなり
ました。やはり色々な学部、ジャンルができたからで
しょうか。洗練されましたね。

　弊社では決算発表をオンラインで開催しましたが、
様々なメリットを発見しました。参加人数は会場開催
の倍以上になりましたし、雛壇で話すのとは異なり手
元に資料を広げながら説明できたり。
　経済人倶楽部のイベントも、オンラインであれば出
張先から参加いただくことも可能になりますよね。こ
れからは、欲しいと思える情報を好きな場所、好きな
タイミングで得る時代です。大阪や中京地区の経済人
クラブと連携して開催したり、全国の校友の方々とも
交流できるかもしれません。　　
　もちろん、リアルで会うこともとても大切ですから、
オンラインでもリアルでも、メリハリをもった活動を計
画し、目にとまるところにメッセージを出すことが大事
です。もっと経済人倶楽部の存在や活動を知ってもら
わければなりません。そのために、意見交換会を開催
するのも面白いのでは。役員会で決めるのではなく、
会員のみなさんの中からコミュニケーション分科会な
どの少人数のチームを作って企画するのです。ほかに

も様々な分科会ができれば、ビジネスにつながる仕組
み作りにもなりますので、この会報誌などを通じて、参
加を募ってみるのも良いですね。
　首都圏には関大出身の経済人の方がまだまだい
らっしゃると思うのですが、コロナを理由に活動が停
滞していたら、会員も増えませんよね。コロナで戸惑
われている方や、苦戦されている業界の方もいらっ
しゃると思うので、そういった方々が参加した時にメ
リットを感じていただけるような組織であるべきだと
考えています。

　こういったアイデアを、私たちのような昭和世代で
はなく、平成世代の若い方にもどんどん企画していた
だきたいと思っています。現在の経済人倶楽部は年齢
層の高い世代が中心になっていますが、これからは若
い方が自ら運営にも参加して回っていくような構図に
なってほしいのです。校友の皆さまの力を借りて、世
代も超えて、みんなで作っていきたいですね。

　関大生の就職のケア、就職活動をどのように支援す
るか、これこそが私たち経済人倶楽部の、母校に対す
る役割だと考えています。

　関大には40万人を数えるOB・OGがいて、それぞ
れが様々なフィールドで活躍しています。この40万人
にこれから加わる方々に、何ができるかを考えていく
必要があります。そうすると、関大に在学中の学生た
ちはもちろんのこと、これから関大を志望する高校生
の方々にも、そういったサポートが存在することを
メリットとして感じていただけるようになるのではない
でしょうか。そういった連鎖を築いていき、今度は関西
大学で過ごしている学生や、これから関西大学をめざ
す生徒たちのために、経済人として支えていくことこ
そが、すなわち母校への恩返しです。そのために、これ
から就職する学生達のニーズを、ヒアリングしてみる
のも良いかもしれません。
　そこにベクトルを合わせて、みんなで何ができるの
かということを中心に考えていきたいと思います。関
大を志望する高校生、中学生、あるいはサポートする
保護者の方々、そういった方々に関大の魅力をお届け
することで、母校の発展と関大生の未来につながる、
そんな取り組みを経済人倶楽部として成すべきだと
考えます。
　良いスパイラルを築いていくため、ぜひ皆さんのお
力をお借りできればと思います。賛同してくださる方
のご参加をお待ちしています。

関大で繋がるビジネスのネットワーク

関西大学東京経済人倶楽部　新会長インタビュー

嘉永良樹

コロナ禍に
グループシナジーで立ち向かう

2004年に関西大学東京経済人倶楽部（以
下、経済人倶楽部）が設立されてから17年、
長年東京でのネットワークの構築や倶楽部の
活性化、発展に努めてこられた南部靖之氏の
後任として、株式会社ランテック　取締役副
社長の嘉永良樹氏が第二代会長に就任した。
新型コロナウイルス禍で世界中が不安と
混乱に直面するさなか、新会長の「経済人」と
してのプロフィールや考え方、経済人倶楽部
の活動をどのように盛り上げていくのかなど
今後の展望について語っていただいた。

関大の
未来のために
できることを

センコー株式会社　取締役副社長執行役員（～2021年３月）
株式会社ランテック　取締役副社長（2021年４月～）

Yoshiki Kanaga

クレフィール湖東の活用をはじめとする
関大とセンコーグループの関わり

関西大学東京経済人倶楽部

新会長プロフィール

１９５９年大阪府生まれ。1982年関西大学工学部卒。
卒業後はセンコー株式会社に入社し、経営計画部で経営の
計画・管理に携わる。その後支店勤務、本社人事部などを経て、
2013年同社取締役に着任。2021年４月よりセンコーグループ
ホールディングスの中核会社である株式会社ランテックの
取締役副社長に就任。

←クレフィール湖東での実習
　の様子

タイ・バンコクで国際イン
ターンシッププログラムの
表彰式にて

→
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る実習プログラムを行なっています。

　学生時代、私は工学部管理工学科に在籍していまし
た。前会長の南部さんも工学部ですね。大学では経営
と工学のあいだに位置するような、工程分析やマーケ
ティングなどを学んでいました。座学も実験もあった
ので、研究室に入るまでの３年間はほとんどアルバイ
トなどせず、学内で過ごしていましたね。研究室では作
業分析として、音声認識について取り組みました。
　管理工学科には129名が在籍していましたが、その
うち女性は３名しかいませんでした。そんな当時、神戸
女子大学と連携して、毎年阿波踊りに出ていました。
自分たちで学校名の入った浴衣をつくり、関大・神戸
女子大の連をつくって３日間踊っていました。懐かしい
思い出です。
　就職の際は、研究室の先生にセンコーの紹介を受
けました。当時物流業界では珍しくシステム開発部が
あり、先輩を訪問させていただいたところ面白いと感
じましたので、先生に一筆書いていただいて、そのま
ま就職しました。今と違ってインターネットで検索など
はできませんから、先生の言うことが一番確かな情報
でした。ちなみに当時管理工学科の学生は、金融業界
のシステム系へ就職することが多かったように思います。
　同期の方々とは今でもお付き合いがあります。一昨
年、梅田で同窓会があり、３人いた女性のうちの一人
が幹事をやってくれました（笑）。特に東京にいらっしゃ
る方とはよくお会いします。人は一度つながれば、
それで終わりにはならないものです。

　今の関西大学は当時に比べると垢抜けましたね。
当時は詰襟に下駄といったバンカラの校風でしたか
ら、他の大学と交流すると一目で関大生だとわかるん
ですよね。今は男性も女性もファッションが現代的に
なり、梅田のような都会で見かけてもわからなくなり
ました。やはり色々な学部、ジャンルができたからで
しょうか。洗練されましたね。

　弊社では決算発表をオンラインで開催しましたが、
様々なメリットを発見しました。参加人数は会場開催
の倍以上になりましたし、雛壇で話すのとは異なり手
元に資料を広げながら説明できたり。
　経済人倶楽部のイベントも、オンラインであれば出
張先から参加いただくことも可能になりますよね。こ
れからは、欲しいと思える情報を好きな場所、好きな
タイミングで得る時代です。大阪や中京地区の経済人
クラブと連携して開催したり、全国の校友の方々とも
交流できるかもしれません。　　
　もちろん、リアルで会うこともとても大切ですから、
オンラインでもリアルでも、メリハリをもった活動を計
画し、目にとまるところにメッセージを出すことが大事
です。もっと経済人倶楽部の存在や活動を知ってもら
わければなりません。そのために、意見交換会を開催
するのも面白いのでは。役員会で決めるのではなく、
会員のみなさんの中からコミュニケーション分科会な
どの少人数のチームを作って企画するのです。ほかに

も様々な分科会ができれば、ビジネスにつながる仕組
み作りにもなりますので、この会報誌などを通じて、参
加を募ってみるのも良いですね。
　首都圏には関大出身の経済人の方がまだまだい
らっしゃると思うのですが、コロナを理由に活動が停
滞していたら、会員も増えませんよね。コロナで戸惑
われている方や、苦戦されている業界の方もいらっ
しゃると思うので、そういった方々が参加した時にメ
リットを感じていただけるような組織であるべきだと
考えています。

　こういったアイデアを、私たちのような昭和世代で
はなく、平成世代の若い方にもどんどん企画していた
だきたいと思っています。現在の経済人倶楽部は年齢
層の高い世代が中心になっていますが、これからは若
い方が自ら運営にも参加して回っていくような構図に
なってほしいのです。校友の皆さまの力を借りて、世
代も超えて、みんなで作っていきたいですね。

　関大生の就職のケア、就職活動をどのように支援す
るか、これこそが私たち経済人倶楽部の、母校に対す
る役割だと考えています。

　関大には40万人を数えるOB・OGがいて、それぞ
れが様々なフィールドで活躍しています。この40万人
にこれから加わる方々に、何ができるかを考えていく
必要があります。そうすると、関大に在学中の学生た
ちはもちろんのこと、これから関大を志望する高校生
の方々にも、そういったサポートが存在することを
メリットとして感じていただけるようになるのではない
でしょうか。そういった連鎖を築いていき、今度は関西
大学で過ごしている学生や、これから関西大学をめざ
す生徒たちのために、経済人として支えていくことこ
そが、すなわち母校への恩返しです。そのために、これ
から就職する学生達のニーズを、ヒアリングしてみる
のも良いかもしれません。
　そこにベクトルを合わせて、みんなで何ができるの
かということを中心に考えていきたいと思います。関
大を志望する高校生、中学生、あるいはサポートする
保護者の方々、そういった方々に関大の魅力をお届け
することで、母校の発展と関大生の未来につながる、
そんな取り組みを経済人倶楽部として成すべきだと
考えます。
　良いスパイラルを築いていくため、ぜひ皆さんのお
力をお借りできればと思います。賛同してくださる方
のご参加をお待ちしています。

関大生時代の思い出

オンライン活用や分科会の結成で
経済人倶楽部のメリットを創る

阿波踊りに参加されていた時の嘉永氏（左から二番
目）。団扇には関西大学と神戸女子大の名前が入って
いる。

前会長の南部靖之氏から嘉永氏
へ、引き継ぎ式の一コマ。南部氏
が築いてこられた経済人倶楽部の
土台や想いを、新会長へとしっか
りと繋いだ。

母校の発展のために
経済人倶楽部が成すべきこと

若い力で経済人倶楽部を活性化
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関西大学校友会

地域支部

企業・自治体・各職種別などの職域会

経済人クラブ（関西）

中部経済人クラブ（東海）

東京経済人倶楽部（関東）

職域会 同期会 ゼミOB会 各種団体など

経済界・産業界を
牽引する

リーダーらによる
職域校友会

ご 紹 介

関西大学
東京経済人倶楽部の

関西大学
東京経済人倶楽部の
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関西大学東京経済人倶楽部は、経済界・産業界で活躍する関西大
学の卒業生が集う関東地区の職域組織です。交流会やセミナーの
開催といった活動を通して会員間の親睦を深め、ネットワークを
強化。それによって各人が取り組むビジネスを発展させたり、
若い卒業生や在校生を支援したり、母校の知名度を高めたりといっ
たことを目指して活動しています。

セルビア共和国大使館訪問
大使館の方 か々らのプレゼンテーション

『セルビア共和国の今を学ぶ』＆交流会
セルビア共和国大使館様のご厚意により、
同国の大使館を訪問。観光、食文化、
日本との関わりなど、さまざまな
お話を伺いました。

過去の活動
これまで

母校創立130周年記念シンポジウム

サイバーセキュリティの最新動向と対策

米Blue Ridge Networks社のジョン・
ヒギンボッサム氏をはじめとする４名の
方々に、五輪開催を控えた日本でどの
ようなセキュリティ対策が必要とされる
かをご講演いただきました。

2018年度 総会 及び 年賀会
第1部　総　会
第2部　年賀会

総会後の年賀会では、関大出身の落語家、林家染太氏より新春に
ふさわしい華やかな一席をご披露いただき、会場は笑いに包まれ
ました。

関西大学東京経済人倶楽部 
創立15周年記念 ビジネスセミナー

社会のあり方改革～私たちの挑戦～
第一部は「色と音楽とリーダーシップ」を
テーマに、関大出身で箏曲家の西陽子さんとの
対談、そして第二部では関大出身の経営者に
お集まりいただきトークセッションを開催し
ました。

名 誉 会 長  芝井　敬司 学校法人関西大学 理事長
名誉副会長  前田　　裕 関西大学 学長
 田中　義信 （昭50法） 関西大学 校友会長
名 誉 顧 問  南部　靖之 （昭51工） (株)パソナグループ 代表取締役グループ代表
 池内　啓三 （昭40文） 学校法人関西大学 相談役
会 長 嘉永　良樹 （昭57工） センコー(株) 取締役 副社長執行役員（～2021年3月）
  (株)ランテック 取締役副社長（2021年4月～）
副 会 長  濵渦　武生 （昭45文） 元東京都副知事
 白石　真澄 （昭62院修工） 関西大学政策創造学部教授
事 務 局 長  野村　和史 （昭52工） (株)パソナグループ 取締役（常勤監査等委員）
運 営 委 員  丸西　正実 （昭59商） 清水建設(株) 営業総本部 上席マネージャー
 大津　　武 （昭60文） JLLモールマネジメント(株) 取締役会長
 櫻井　　歩 （昭62経） 東洋証券（株）取締役 常務執行役員
 笈川　孝経 （昭63社） (有)オイカワ 代表取締役
 徳田　誠志 （平01院博文） 宮内庁 書陵部陵墓課 陵墓調査官
 横尾　修一 （平02経） (株)きんでん 東京営業本部 開発営業部 次長
 豊田　雅史 （平04社） (株)イトーキ 営業本部 営業戦略統括部 営業管理部長
 中　　衆司 （平08商） 三和建装（株） 代表取締役社長
 竹内　雅俊 （平10経） YKK AP（株）ビル建材第一事業部 東京支店営業グループ 部長
 野村　羊一郎 （平13社） ざいけい(株) 代表取締役
 山田　祐輝 （平22工） (株)ノエックス 代表取締役社長／Kpnetworks(株)代表取締役社長
監 査 委 員  岸　　隆司 （昭48法) (株)総合資格 代表取締役社長
 山本　絹子 （昭54文） (株)パソナグループ 取締役副社長執行役員

2016年7月15日 ＠日経ホール（大手町）2015年9月28日 ＠セルビア共和国大使館

2019年11月29日 ＠スターライズタワー（旧東京タワースタジオ）2019年1月22日 ＠パソナグループ JOB HUB SQUARE

東京オリンピック開催の2020年。
その時インフラは正常でいられるか？

こころの見えない偏見を打ち砕く
－自分のアンコンシャス・バイアスを知る－

未来社会の姿から逆算した、
ダイバーシティ視点からの企業価値創造

自動販売機ビジネスを通じた
価値創造の実現

VUCAの時代といわれる今、関西大学の学是である「学の実化（がくのじつげ）」の精神で、産業界全体の構図が見渡せることを目的として
倶楽部会員ならびに関西大学校友を対象とした勉強会を開催いたします。オンラインでも配信しますので、初めての方も奮ってご参加ください。

役 員 のご 紹 介

組 織 図

第1回 第2回 第3回

2021年6月21日（月）
登壇者 ： 藤原 義樹 氏

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
執行役員 ベンディング事業本部長
（1985年関西大学文学部卒業）

東洋大学 理工学部 生体医工学科 准教授
一般社団法人 文果組 理事
一般社団法人 多様性キャリア研究所 所長

一般社団法人 Transcend-Learning
　　　　　　 理事 兼 事務局長

2021年9月13日（月）
登壇者 ： 小島 貴子 氏

2021年11月26日（金）
登壇者 ： 吉田 圭輔 氏

関西大学東京センター（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー9F）会　場 オンラインでも配信予定です

この他にもたくさん活動しています！

開催のお知らせEvent 

schedu
le

検索関西大学　東京経済人倶楽部

参加費無料参加費無料


