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○総会報告

　平成22年度種智院大学同窓会が、平成22年７月
23日（金）13時より種智院大学4階講義室401で開
催された。
　総会に先立ち、大学関係物故者を偲び、追悼の
慰霊法要が勤められた。
　総会に入り、法務のために鷲尾遍隆同窓会会長
が欠席しておられるため、代理で杉﨑圓覚副会長
が挨拶。
　杉﨑副会長からは、このたび設立され、新たに
発足した組織「綜藝種智院教育後援会」について
触れられた。
　そのなかで、「綜藝種智院教育後援会設立趣意
書」が鷲尾遍隆同窓会会長から会場に集う同窓会
員に配布されている旨を確認。
　同窓会員及び一般信者が協力して種智院大学を
守っていくことや、125年前に釈雲照律師が種智
院大学を再興されたことへ感謝の気持ちを再確認
することが重要である。杉﨑圓覚副会長からは、
そうした、同窓会会長からの強い想いが伝えられ
た。
　続いて所用の村主康瑞学長に代わり、学部長の
児玉義隆教授が挨拶され、大学の現状などを報告

いただいた。
　議事に入り、杉﨑副会長を議長に選出。
　平成21年度の事業報告の際に、議事の順番を変
更し、同窓会奨学金受給生が２名発表された。併
せて給付証の授与も行われ選考された２名の学生
が謝辞を述べた。
【審議事項】
①平成21年度事業報告
　�　決算案は資料に基づき報告され、異議なく了
承。事業報告のなかで奨学金の運営に関する質
問が出たため、今後は継続審議として議題に取
りあげることを承認。
②�平成22年度事業計画案と予算案が資料に沿って
報告され、異議なく了承。
③その他
　�　特別実行委員会より、本年度２月に実施予定
の星供伝授について概要が説明された。また、
来年度以降の計画について、奈良千光寺院家大
塚静遍僧正による加持祈祷の伝授についてや、
首都圏での『宿曜経』・宿曜占星法講習会の予
定など、今後の事業計画案が報告され、承認。
【協議事項】
①種智院大学への支援
　�　この議案については同窓会幹事で、教育後援
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会幹事も務めておられる、真言宗善通寺派宗務
総長の菅智潤師（昭47）から報告があった。
　�　２月26日に設立総会、６月８日に第１回の役
員会を開催し、綜藝種智院教育後援会が発足し
た。綜藝種智院教育後援会は、大学再建の一貫
として、支援団体を創設する必要性があるとい
う提案により新たに設けられた組織である。
　�　昭和51年に設立された種智院大学の種智院大
学後援会を継承し、弘法大師空海の教育理念を
実践する種智院大学の教育及び研究活動を応援
することとして、大学の充実と発展に寄与する
ことを目的として設立された。
　　次回の総会は、９月14日を予定している。
　�　おおまかな事業方針としては、大学の教育及
び研究条件の整備に関する援助。また、大学の
教育組織活動に関する援助、それから学生への
奨学事業、学生の各種活動への援助、広報活動、
それから大学寄付金、学債募集に関する援助、
そして会員相互の親睦を考えている。
　�　協議のなかでは、議決権に関する所在などに
ついて論じられる。
②その他は特になし。
【報告事項】
①�同窓会特別事業宿曜占星法講習会・星供伝授に
ついて

　　実行委員会より受講者の申し込み状況等報告。
②同窓会奨学金について
　�　順序を変更し、平成21年度事業報告中に実施。
　なお大学より残り２名分の枠内で、今後追加
募集の希望が学長名で来ている旨が報告され承
認。
③役員人事
　�　同窓会幹事・伊藤興観師から幹事辞退の申し
出があり、承認された。
④その他
　�　同窓会員の名前、住所等の個人情報の教育後
援会への提供について、幹事会においてなるべ
く会員のご協力いただくという方向で概ね了承
されたことが報告。大学から依頼のあった同窓
会員の個人情報の提供については、慎重に取扱
うことで了承される。

　�　総会の後、講義室306に移動して家田荘子先
生の記念講演を拝聴した。
　�　そして、マンダラ広場前で記念撮影した後、
京都センチュリーホテルで懇親会が行われた。
和やかな内に懇親会は進み、みなそれぞれ来年
の再会を約して散会した。

　記録的な猛暑の夏が終わったかと思えば、駆け足で冬将軍が到来しています。気象変動の激しい昨今
ですが、会員の皆様にはお変わり無くお過ごしのことと、お慶び申し上げます。
　種智院大学同窓会では、一昨年の結縁灌頂や、昨年度からの２年にわたる『宿曜経』・宿曜占星法講習
会並びに星供作法伝授の特別事業を実施しております。おかげをもちまして、いずれも盛況の内に事業
を進めており、改めて御礼申し上げます。今後とも引き続き同窓会発展のため、努めてまいりたいと考
えております。
　また母校種智院大学護持のため、このほど「綜藝種智院教育後援会」が設立されました。同会は宗祖
弘法大師の教えを広めると同時に、より多くの企業・団体並びに一般からの支援・協力を仰ぐことを趣
旨としています。同窓会といたしましても、もちろん今後とも大学に協力・支援して行く所存です。
　世間では、様々な方面で混迷の度合いが強くなっておりますが、同窓会と大学と、ともに手を取り合
って、より有為な人材を育成できればと、思っております。会員の皆様方には、檀信徒並びに周囲の方
で希望者がおられましたら、お一人でも種智院大学へのご進学をお勧めいただくなど、より一層のご協
力を賜れれば幸いに存じます。
　どうぞ、よろしくお願いいたします。

ごあいさつ

種智院大学同窓会会長　鷲尾 遍隆
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１．臨時幹事会
	 日　時　平成21年５月１日㈮14時
	 場　所　種智院大学　第１会議室

１．平成21年度種智院大学同窓会奨学金給付
	 日　時　平成21年６月10日㈬　（４名）

１．会計監査
	 日　時　平成21年７月10日㈮10時30分
	 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１．幹事会
	 日　時　平成21年７月25日㈯11時
	 場　所　種智院大学　第１会議室

１．物故者慰霊法要
	 日　時　平成21年７月25日㈯13時30分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１．総会
	 日　時　平成21年７月25日㈯13時40分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１．記念講演
	 日　時　平成21年７月25日㈯15時00分
	 場　所　種智院大学　講義室204
	 演　題　仏教と運命学
	 講　師　天台寺門宗本山布教師・金翅鳥院住職
	 　　　　羽田　守快　先生

１．懇親会
	 日　時　平成21年７月25日㈯18時00分
	 場　所　グランドプリンスホテル京都　ローズルーム

１．平成21年度　大阪支部総会・懇親会
	 日　時　平成21年７月７日㈫18時
	 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１．平成21年春学期　卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成21年９月17日㈭14時00分
	 場　所　種智院大学　第１会議室
	 卒業記念品　腕輪念珠　（５名）

１．会報発行
	 　35号　平成21年５月29日㈮
	 　36号　平成22年１月15日㈬

１．特別事業
	 『宿曜経』講習会
	 　　日　時　平成21年８月25日㈫～26日㈬
	 　　場　所　種智院大学　講義室306
	 　　講　師　種智院大学　学長　頼富　本宏　先生
	 宿曜占星法講習会（第１回）
	 　　日　時　平成22年３月１日㈪～２日㈫
	 　　場　所　種智院大学　講義室306
	 　　講　師　天台寺門宗本山布教師・金翅鳥院住職
	 　　　　　　羽田　守快　先生
１．平成21年度　第56回卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成22年３月15日㈪　10時
	 場　所　種智院大学　講堂
	 同窓会長賞　記念品　　（２名）
	 卒業記念品　腕輪念珠　（132名）

自、平成21年4月1日　　至、平成22年3月31日
種智院大学同窓会

（単位、円）
科　　目 予算額 決算額 差　異 備　　考

Ⅰ収入の部
　　会費収入 1,530,000 1,530,000 0 ３万×51名、賛助会費含む
　　懇親会費収入 360,000 178,000 △	182,000 @8,000×22名、祝儀含む
　　寄付金収入 25,240 25,240
　　受取利息 20,000 17,448 △	2,552
　　奨学事業収入 （	 1,505,000）（	 1,462,485） （	△	42,515）
　　　　寄付金 1,500,000 1,460,000 △	40,000
　　　　受取利息 5,000 2,485 △	2,515
　　特別事業収入 （	 5,000,000）（	 10,835,035）（	 5,835,350）
　　　　協賛寄付金 88,000 88,000
　　　　教材代 4,638,350 4,638,350 テキスト代
　　　　受講料 5,000,000 6,109,000 1,109,000
　　雑収入 25,000 109,141 84,141 駐車料金、受取利息
　当期収入合計A 8,440,000 14,157,664 5,717,664
　前期繰越収支差額 21,629,403 21,629,403 0
　収入合計B 30,069,403 35,787,067 5,717,664
Ⅱ支出の部
　１.事業費 [	 3,870,000］[	 6,016,252］[	 2,146,252］
　　総会事業費 850,000 1,374,057 524,057 案内状印刷、送料を含む
　　懇親会支出 450,000 263,112 △	186,888 会場費､ 料飲代､ バス代等
　　卒業記念事業費 150,000 138,300 △	11,700 会長賞、記念品代
　　ＩＴ事業費 100,000 4,400 △	95,600 ウェブサイト運営費
　　奨学事業支出 （	 820,000）（	 816,650）（	 △	3,350）
　　　　奨学給付金 800,000 800,000 0 @200,000×４名
　　　　支払手数料 20,000 16,650 △	3,350
　　特別事業支出 （	 1,500,000）（	 3,419,733）（	 1,919,733）
　　　　印刷製本費 300,000 313,100 13,100 講習教材資料印刷
　　　　消耗品費 2,420 2,420
　　　　会場費 30,000 41,200 11,200 会場使用料
　　　　食費宿泊費 400,000 284,778 △	115,222
　　　　人件費 53,800 53,800
　　　　旅費交通費 50,000 8,160 △	41,840
　　　　通信費 150,000 36,875 △	113,125
　　　　支払手数料 10,000 960 △	9,040
　　　　謝礼金 200,000 250,000 50,000 講師謝礼（２名）
　　　　接待費 100,000 0 △	100,000
　　　　業務委託費 200,000 0 △	200,000
　　　　資料教材費 2,428,440 2,428,440 宿曜経占星法講習資料購入
　　　　雑費 60,000 0 △	60,000
　２.管理費 [	 2,330,000］[	 2,105,347］[	 △	224,653］
　　　人件費 600,000 361,160 △	238,840
　　　会議費 150,000 45,818 △	104,182
　　　旅費交通費 200,000 427,340 227,340
　　　印刷製本費 600,000 301,274 △	298,726
　　　通信費 400,000 432,799 32,799 会報、各案内郵送、電話代等
　　　消耗品費 50,000 277,983 227,983 パソコン及び周辺機器含む
　　　事務委託費 50,000 100,000 50,000 大学事務局へ手数料
　　　業務委託費 110,000 109,567 △	433 会員情報管理業務
　　　支払手数料 20,000 1,055 △	18,945
　　　慶弔費 150,000 48,351 △	101,649
　３.予備費 [	 500,000］[	 0］[	 △	500,000］
　　予備費 500,000 0 △	500,000
　　当期支出合計C 6,700,000 8,121,599 1,421,599
当期収支差額A−C 1,740,000 6,036,065 4,296,065
次期繰越収支差額B−C 23,369,403 27,665,468 4,296,065

　　　前期繰越収支差額	 21,629,403
　　　当期収支差額	 6,036,065
　　　　　　		計	 27,665,468	円

上記金額を次の通り処分する。
　　１.奨学事業積立金	 645,835	円
　　２.次期繰越収支差額	 27,019,633	円
　　　　　　		計	 27,665,468	円

※特別事業収支報告（21年度）
　　特別事業収入計	 10,835,350	円
　　特別事業支出計	 3,419,733	円
　　　　収支差額	 7,415,617	円

種智院大学同窓会　平成21年度事業報告 貸　借　対　照　表（平成22年3月31日現在）

収　支　計　算　書

収支差額処分案

平成21年度事業報告・決算諸表

種智院大学同窓会
（単位、円）

科目 金額 科目 金額
Ⅰ資産の部 Ⅱ負債の部
　　現　金 0 　仮受金 47,250
　　預　金 23,390,013

負債合計　 47,250
　　学　債 10,000,000
　資産合計 33,390,013 Ⅲ正味財産の部

　前期繰越正味財産 21,629,403
　奨学事業積立金 5,677,295
　当期正味財産増加額 6,036,065
正味財産合計　 33,342,763

33,390,013 33,390,013

平成21年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成22年７月13日
　　種智院大学同窓会事務局　児	玉　義	隆　印
　　種智院大学同窓会事務局　内	山　仁	空　印

　別紙報告書に対し精査の結果、種智院大学同窓会の会計処理が、適正
に執行されていることを認めます。
　平成22年７月13日
　　種智院大学同窓会　監査　嶋　　裕海　印
　　種智院大学同窓会　監査　佐野　剛空　印

平成21年度会計監査報告書
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１．	平成22年度種智院大学同窓会奨学金給付
	 日　時　平成22年６月７日㈪　（２名）

１．	平成22年度　大阪支部総会・懇親会
	 日　時　平成22年６月29日㈫18時30分
	 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１．	会計監査
	 日　時　平成22年７月13日㈫15時00分
	 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１．	幹事会
	 日　時　平成22年７月23日㈮11時
	 場　所　種智院大学　第１会議室

１．	物故者慰霊法要
	 日　時　平成22年７月23日㈮13時00分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１．	総会
	 日　時　平成22年７月23日㈮13時10分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１．	記念講演
	 日　時　平成22年７月23日㈮15時00分
	 場　所　種智院大学　講義室306
	 演　題　この世に生まれて、生きて、生かされて……
	 講　師　ノンフィクション作家・高野山真言宗僧侶
	 　　　　家田荘子　先生

１．	懇親会
	 日　時　平成22年７月23日㈮17時30分
	 場　所　京都センチュリーホテル　豊明の間

１．	平成22年春学期　卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成22年９月16日㈭14時00分
	 場　所　種智院大学　第１会議室
	 卒業記念品　腕輪念珠　（４名）＊

１．	会報発行
	 　37号　平成22年11月ごろ＊

１．	特別事業
	 宿曜占星法講習会（第３回）
	 　　日　時　平成22年８月25㈬～26日㈭
	 　　場　所　種智院大学　講義室306
	 　　講　師　天台寺門宗本山布教師・金翅鳥院住職
	 　　　　　　羽田　守快　先生
	 宿曜占星法講習会（第１回）
	 　　日　時　平成22年２月下旬中２日
	 　　場　所　種智院大学　講義室306
	 　　講　師　大門寺住職　添野　智譲　先生

１．	平成22年度		第59回卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成23年３月15日㈫10時
	 場　所　種智院大学　講堂
	 同窓会長賞　記念品　（２名）
	 卒業記念品　腕輪念珠　（86名）＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊は予定

自、平成22年４月１日　　至、平成22年３月31日
種智院大学同窓会

（単位、円）
科　　目 予算額 前年度予算額 差　異 備　　考

Ⅰ収入の部
　　会費収入 1,800,000 1,530,000 270,000 @3万×60名
　　懇親会費収入 280,000 360,000 △	80,000 @8千×35名
　　受取利息 20,000 20,000 0
　　奨学事業収入 （	 1,505,000）（	 1,505,000）（	 0）
　　　　寄付金収入 1,500,000 1,500,000 0 奨学寄付金等
　　　　受取利息 5,000 5,000 0
　　特別事業収入 （	 3,500,000）（	 5,000,000）（	△	1,500,000）
　　　　受講代 3,000,000 5,000,000 △	2,000,000 @3万×100名(次第費含む)
　　　　教材代 500,000 0 500,000 星供用幡台・本尊軸@5万×10組
　　雑収入 100,000 25,000 75,000 駐車料金等
　当期収入合計A 7,215,000 8,440,000 △	1,225,000
　前期繰越収支差額 27,019,633 21,629,403 5,390,230
　収入合計B 34,234,633 30,069,403 4,165,230
Ⅱ支出の部
　１.事業費 [	 5,334,000］[	 3,870,000］[	 1,464,000］

　　総会事業費 850,000 850,000 0 総会諸費用（案内印刷費及び送料含む）
　　懇親会支出 360,000 450,000 △	90,000 会場費､ 料飲代､ バス代等
　　卒業記念事業費 150,000 150,000 0 会長賞、記念品代
　　ＩＴ事業費 250,000 100,000 150,000 同窓会ホームページ新規更新
　　奨学事業支出 （	 804,000）（	 820,000）（	 △	16,000）
　　　　奨学金 800,000 800,000 0 @20万×4名
　　　　支払手数料 4,000 20,000 △	16,000
　　特別事業支出 （	 2,920,000）（	 1,500,000）（	 1,420,000）

　　　　印刷製本費 850,000 300,000 550,000 次第4千円×200部、資料印刷費等
　　　　消耗品費 5,000 0 5,000
　　　　会場費 30,000 30,000 0 大学宛謝礼
　　　　食費宿泊費 560,000 400,000 160,000 受講者昼食@800
　　　　人件費 40,000 0 40,000 受付アルバイト
　　　　旅費交通費 50,000 50,000 0

　　　　通信費 130,000 150,000 △	20,000
星供@80×300名（新規者案内分含む）
講習会案内@80×250名×3回
出欠回答@50×250名×3回等

　　　　支払手数料 5,000 10,000 △	5,000

　　　　謝礼金 450,000 200,000 250,000 @15万（交通費込）×３（占星法２回・星供）
　　　　接待費 150,000 100,000 50,000
　　　　業務委託費 50,000 200,000 △	150,000
　　　　賃借料 50,000 0 50,000 外部会場使用料
　　　　資料教材費 500,000 0 500,000 星供用幡台・本尊軸仕入×10組
　　　　雑費 50,000 60,000 △	10,000
　２.管理費 [	 2,150,000］[	 2,330,000］[	 △	180,000］
　　　人件費 480,000 600,000 △	120,000 4万×12カ月
　　　会議費 150,000 150,000 0
　　　旅費交通費 200,000 200,000 0
　　　印刷製本費 600,000 600,000 0 会報等
　　　通信費 400,000 400,000 0 会報・各案内状郵送費等
　　　消耗品費 50,000 50,000 0 文具等
　　　事務委託費 50,000 50,000 0 事務代行手数料（大学宛）
　　　業務委託費 100,000 110,000 △	10,000 会員情報管理業務（業者）
　　　支払手数料 20,000 20,000 0
　　　慶弔費 100,000 150,000 △	50,000
　３.予備費 [	 500,000］[	 500,000］[	 0］
　　予備費 500,000 500,000 0
　　当期支出合計C 7,984,000 6,700,000 1,284,000
当期収支差額A−C △	769,000 1,740,000 △	2,509,000
次期繰越収支差額B−C 26,250,633 23,369,403 2,881,230

平成22年度事業計画 収　支　予　算　書
平成22年度事業計画・予算書

卒年 氏　　名
昭23 手塚　利貞
昭23 法本　弘文
昭36 大塚　聖純
昭47 菅　　智潤
昭47 都筑　大乗
昭53 鷲尾　遍隆
昭54 内山　仁空
昭54 岡田　幸恵
昭54 杉﨑　圓覚

卒年 氏　　名
昭55 坂口　　司
昭56 宮崎　快尭
昭57 宇垣　泰明
昭57 田村　俊善
昭57 里　笑美子
昭57 新垣かほる
昭60 吉田　大治
昭61 見城　雅俊
昭62 山下　高仙

卒年 氏　　名
平２ 大塚　知明
平４ 前川　真一
平９ 鈴木　弘昭
平11 田中　富三
平12 黒木　隆英
平12 中島　朋子
平14 粕谷　浄春
平18 浦田　純子
平18 峯岸　澄榮

卒年 氏　　名
平20 加納　優子
平22 荒川　瑤盛
賛助 明石　隆行
賛助 今井　淨圓
賛助 児玉　義隆
賛助 佐伯　俊源
賛助 山川　龍舟
学生 藤廣　卓己
学生 宮成　美帆

平成22年度種智院大学同窓会総会出席者
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新学長インタビュー
　平成22年４月１日付けで、大本山中山寺長老村主康瑞大僧正が、種智院大学学長に就任
されました。少子化・学園分離の難局の中、ご就任いただいた新学長に、抱負などお聞き
しました。

○ご就任されて、約半年たたれますが、種智院大学のご感想はいかがでしょうか。
　昔ながらの大学ですね。学生がまじめで真摯です。他にくらべて小さい大学なので、もっと活気がない
と思っていました。でも、みんな生き生きとしていて元気です。
　これも、先生方の接し方が良いからだと思います。

○�大学は、現在大きな課題を抱えていますが、今後、どのような方向を目指されるのでし
ょうか。

　まず、借金返済の目途をたてることです。それも、銀行などの協力で、返済額が１億２千万円から１千
数百万円ぐらいにまで軽減できました。
　それから、洛南高校・中学校が、真言宗京都学園から分離独立するので、今までとは違う経営方針を持
って行きたいと思います。これまで経営に参加していなかった、各派・本山に協力してもらうつもりです。
それによって、大学の裾野が広がるでしょう。

○サボテン栽培がご趣味と伺っておりますが、きっかけ、魅力などお願いします。
　小学校２年生のとき、いつも自坊の前に夜店のサボテン屋が出ていました。その店の主人と仲よくなり、
この道に入りました。昭和30年代は、少年たちの間でサボテン栽培の趣味が広がっていました。そのとき
の友人たちとは、今でも交遊が続いています。
　意外なことに、寺院関係者が多く、他宗派の方々と交流ができるのも、そのおかげかなと思っています。
　サボテンの魅力は、一言でいえば生命力です。サボテン栽培は、祖父の村主快禅和上が勧めてくれました。

○最後に同窓会に対して一言お願いします。
　感謝、感謝の言葉だけです。最後に頼れるのは、同窓会だと思っています。

村主康瑞新学長略歴

昭和25年８月９日兵庫県生まれ。早稲田大学卒業。
昭和62年中山寺総持院住職就任、中山寺派法務部長、財務部長、総務部長を歴任し、
平成10年真言宗中山寺派管長・大本山中山寺長老に就任、15〜16年元老、平成17年
より管長・長老再任。宗外では、真言宗京都学園評議員、宝塚地区更生保護協力会会
長など。趣味はサボテン栽培で、著書に『アンデスのサボテン 』、『サボテン—故郷と
栽培』など。

種智院大学の感想

抱負について

趣味のサボテン栽培について

同窓会に対して

　このほど、村主康瑞学長の勧進により、修行大師像が寄進されました。寄進
したのは、株式会社田中伊雅佛具店で、村主学長の「種智院大学に、皆が拝め
るところに御大師様をお祀りしたい」との熱意に応えられたものです。弘法大
師像は高さ90㎝で、90㎝の御影石製の台座の上に、マンダラ広場の東側に入校
者を見守られるように、正門を向いて設置されました。開眼法要は、12月15日
の常楽会法要の後、村主学長導師で、教職員、学生を職衆に営まれる予定です。

修行大師像建立
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　種智院大学同窓会会員各位におかれましては、母
校のためにご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
　本後援会に関しましては、会員各位には趣意書等
が送付されている事と存じます。そして、既にご入会
いただいている方もおられると聞き及んでおります。
　去る９月14日、新・都ホテルにおきまして、後援会
が設立されて最初の総会が開催されました。当日は、
会則の一部改正、事業活動の承認等の審議、二つ
の報告事項がございました。総会終了後、同ホテル
で懇親会が開催され、なごやかに会員各位と懇親が
出来ました。
　平成22年10月21日現在の会員数をご報告いたして
おきます。
　　正 会 員―116名
　　賛助会員―  27名
　　合　　計―143名
　ご承知のように種智院大学は、少子化、経済不況、
国・公立大学への入学シフト、有名大学の小中高系
列化、学部増設と、福祉職の敬遠等の様 な々影響に
依って、近年入学者数が激減いたしております。
　依って本会は、在学生の保護者、同窓会会員に入
会をお願いするのは当然でありますが、お大師さまが
創設した綜藝種智院を継承する大学だという点を強
調して、広く一般の方々にご入会をお願いして、学生
募集のお力添えを願うと共に、講演会等にも参加い
ただいて、大学を知っていただく事も会の目的の一つ
だと考える次第であります。
　将来的には大学のＰＲも兼ねて、全国主要都市で
の講演会、講座の開催も必要になってくるのではない
でしょうか。
　次に本会会則の目的、事業をご承知かと存じます
が、明記いたします。
第三条　�本会は、綜藝種智院を創設した弘法大師

空海の教育理念を継承する大学の教育及
び研究活動を後援し、大学の充実と発展
に寄与することを目的とする。

第四条　�本会は、前条の目的を達成するため次の各
項の事業を行う。

　　　　　⑴ 大学の教育及び研究条件の整備に関
する援助

　　　　　⑵ 大学の教育及び研究活動に関する援助
　　　　　⑶  学生の教育指導上必要な大学と保護

者又はこれに代わるべき者（以下「保護
者」という）との連絡

　　　　　⑷ 大学における学生の奨学、課外活動
及び福利厚生に関する援助

　　　　　⑸大学と会員との連携のための広報活動
　　　　　⑹ その他本会の目的を達成するために必

要と認める事業
　現大学の教授方は碩学が揃っておりますが、後継
の若手研究者の養成が出来ていないと思われます。
　特に真言宗学の研究者の養成計画を長期展望に添
って大学、経営本山共々に、早急に策定して実施す
べきだと思います。
　さらに、福祉学科の就職情報の為にも、経営本山
系列の児童養護施設、老人福祉施設のネットワーク
作りも必要であります。
　同窓会会員各位も大学に援助すると同時に、意見、
要望等を寄せるべきであります。
　学生募集については、年々厳しくなって来ると予想
されます。編入生、シニア層、聴講生等の積極的な
募集と、通信課程の設置も必要だと考えます。
　なお、著名な学者、文化人も招聘して特別講義も
実施すべきと提案したい。さらに、高野山大学との
提携も視野に入れなければ、現在、両大学が学生の
引っ張り合いの様相を呈しているのもいかがなものか
と思う。
　同窓会は、これまで同様に会員各位の親睦と研鑽、
学生の奨学を目的としております。
　後援会は、特に大学の教育及び研究活動に関する
援助、さらに、学生の奨学、福利厚生に関する援助
が主眼です。
　本会に賛同する同窓会会員皆様の多数のご入会を
お願いすると同時に、お知り合いの企業、檀信徒、
知人の方々に幅広くご入会をお勧めいただければと切
にお願いいたします。

綜藝種智院教育後援会について

後援会幹事　菅　智潤
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○モンテンルパの父・加賀尾師の漢詩を寄贈
　平成22年６月３日㈭、太平洋戦争後フィリピン・モ
ンテンルパに戦犯として捕らえられた旧日本兵の釈放
に尽力し、「モンテンルパの父」と讃えられた故加賀
尾秀忍師（昭和４年）の墨跡が、種智院大学に寄贈
された。
　寄贈者は、神戸市在住の住友貞子（79）さんで、
戦後モンテンルパ刑務所に励ましの手紙を送り続け、

旧日本兵から「神戸の白百合」と呼ばれていた。このことに感動した加賀尾師は、昭和28年に感謝の思いを七
言絶句の漢詩にして贈られた。その後、最近になって住友さんは、師の偉大さを思い、保存公開できる場を探
していたところ、縁あって加賀尾師の母校である種智院大学に寄贈されることになった。
　寄贈を受けた種智院大学村主学長は、「加賀尾師の偉業を歴史に埋もれさせてはいけない。大学で保存公開
することで、若い人たちに役立つことが学べると思う。仏教の実践という点で、大いに語り継がねばならない」と、
感想を述べられた。遺墨は、種智院大学図書館の閲覧室で公開されている。

○井上亮淳師略歴
　母校種智院大学で長年にわたり声明の指導をされ、洛
西の名刹観音寺（山崎聖天）を薫された種智院大学名
誉教授井上亮淳師が、ご遷化されました。謹んで哀悼の
意を表します。
　井上先生は、昭和10年４月11日大阪に生まれ、昭和16
年先師井上亮深和尚の室に入り、昭和20年東寺長者日下
義禅大僧正を戒師に仰ぎ得度、昭和24年には観音寺道
場で四度加行を成満、昭和29年に醍醐寺三宝院道場で
岡田戒玉門跡大阿のもと伝法灌頂の壇に入られました。
　いっぽう、昭和33年には種智院大学仏教学部を卒業後、
京都市立音楽短期大学（現京都市立芸術大学）に進まれ、
作曲科を卒業されました。
　昭和40年観音寺に晋山され、昭和44年からは、種智院
大学の教壇に立たれました。大学では、声明の研究およ
び指導を中心に、学生部長、宗教部長の要職に就き、学
外では、地元大山崎町の人権擁護委員なども歴任の後、
平成13年、定年により大学を退職されました。
　研究業績は、真言宗の南山進流の声明・法儀研究の
一方で、種智院大学ラダック調査団に参加し、チベット
仏教の声明・儀礼も研究されました。これをきっかけに、
中国の声明や、修法に関する成果も発表されています。
　そして、ここ数年は、体調を崩され養生中でしたが、
残念ながら平成22年２月５日にご遷化されました。密葬
は２月９日、本葬は百箇日忌にあたる５月９日自坊観音
寺で、種智院大学同期生にあたる大本山勧修寺門跡筑
波常遍猊下御導師のもとに行われ、大学・同窓会関係者
や大勢の信徒が先生の遺徳を偲び、ご冥福を祈りました。

○佐伯龍幸大僧正略歴
　　　　　　　　　　総本山西大寺執事長で、真言律宗庶務部長、西大寺

塔頭清浄院前住職、種智院大学同窓会参与・奈良支部
長の佐伯龍幸大僧正がご遷化されました。ここにご生
前のご厚誼に深く感謝するとともに、謹んでご冥福をお
祈りいたします。
　佐伯大僧正は、昭和４年12月19日奈良市のお生まれで、
昭和17年８月師父佐伯寶龍和尚の室に入り、西大寺長
老佐伯悟龍大和上の戒師により得度、昭和24年８月西

大寺道場で西大寺流による四度加行成満、具足戒受戒の後、同年10月伝法灌
頂入壇。その後、昭和54年には、高見寛恭大阿による西大寺流一流伝授も受
法されています。
　いっぽう、昭和24年３月京都専門学校を卒業後、龍谷大学に進まれました。
27年同大学卒業後は、寺門護持のかたわら教壇に立たれ、昭和63年３月定年
まで、奈良市内の各中学で教鞭をとられました。
　また宗門においては、昭和35年に西大寺塔頭清浄院住職就任後、昭和50年
３月華道・西大寺松月堂古流の五大坊職（最高師範）、昭和61年５月真言律
宗教学部長、平成８年４月総本山西大寺執事長、平成16年４月真言律宗庶部
長など、要職を歴任されています。その後も、平成16年10月３日大僧正に補任、
同17年と18年１月には後七日御修法に出仕され定額位となられ、平成21年12
月西大寺塔頭護国院住職就任、平成22年６月には、清浄院住職を法嗣の種智
院大学教授佐伯俊源師に譲られました。その後、体調を崩され養生されてお
られましたが、残念ながら、平成22年８月４日自坊の清浄院でご遷化されま
した。法諱は珠瑛龍幸大和尚位。
　ご葬儀は、平成22年８月８日、西大寺興正殿で総本山西大寺長老大矢實圓
大僧正導師のもと営まれました。佐伯大僧正は、温厚実直な人柄で人望も厚
く、多くの人々から慕われておりました。当日は、宗門内外の方々や、教え子
など多数の参香者があり、佐伯大僧正のご遷化を惜しんでおられました。

会 員 消 息
お慶び　心からお慶び申し上げます 
野間口将智様（平成10年）	 平成21年12月26日御結婚
三浦　紳盛様（平成17年）由佳様（旧姓福本　平成17年）	 平成22年３月５日御結婚
八木　宏雅様（旧姓鈴木　平成16年）	 平成22年３月28日御結婚
片柳　岳隆様（平成18年）	 平成22年５月５日御結婚
岩城　秀興様（平成15年）佳耶奈様（旧姓石川　平成22年）	平成22年５月15日御結婚
高橋　康子様（旧姓中島　平成11年）	 平成22年５月28日御結婚
佐伯　俊源様（賛助・種智院大学教授）	 平成22年６月12日御結婚
西村　方美様（旧姓日下部　平成10年）	 平成22年６月13日御結婚
沖田　憲信様（平成８年）	 平成22年６月27日御結婚
桑田　幸龍様（平成16年）	 平成22年７月30日御結婚
上杉　照央様（平成17年）	 平成22年11月28日御結婚

お悔やみ　謹んでお悔やみ申し上げます
長谷　清彦様（昭和18年）平成21年２月御逝去
天野　雪城様（昭和15年）平成21年11月御遷化
井上　亮淳様（昭和33年）平成22年２月御遷化
小林　孝至様（平成19年）平成22年１月御逝去
中西　隆海様（昭和28年）平成22年１月御遷化
重松　弘樹様（平成16年）平成22年２月御逝去
稲木　康範様（昭和43年）平成22年４月御遷化
佐伯　龍幸様（昭和24年）平成22年８月御遷化
中田　聖観様（昭和14年）平成22年８月御遷化



大学案内・入学願書について
ハガキまたはお電話（FAX可）、電子メールでご請求ください。
種智院大学入試課　TEL   075-604-5600　FAX   075-604-5610　MAIL　nyushi@shuchiin.ac.jp

 http://www.shuchiin.ac.jp/
種智院大学同窓会では、会員の皆様の個人情報保護に努めております。ただし今後とも従来どおり種智院大学・
学校法人真言宗京都学園から各種案内郵送の申し出があれば、会員の皆様へご案内文等を送付することがあります。
ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

種智院大学同窓会報　第37号（8）

　大学入学試験のご案内
　近年の18歳人口の減少に伴い種智院大学におきましても、受験生、学生数の減少が大きな課題となってお
ります。AO入試や、社会人入試、新入生奨学金給付生選抜、長期履修学生等の制度を導入し努力をしています。
　今後同窓会としても受験生、入学者増にむけて支援していきたいと思います。ご協力をお願いいたします。

■平成23年度種智院大学入試日程
入試種別 出願期間 試験日 合格発表 手続締切

指定校推薦２（専願）
一般公募推薦２
宗門関係者入試３
社会人入試３
編入学試験３

11/24（水）〜 12/7（火） 12/12（日） 12/18（土） 1/ 6（木）

一般入試１
宗門関係者入試４
社会人入試４
編入学試験４

1/ 4（火）〜 1/18（火） 1/23（日） 1/29（土） 2/14（月）

一般入試２
宗門関係者入試５
社会人入試５
編入学試験５

2/ 1（火）〜 2/15（火） 2/19（土） 2/26（土） 3/11（金）

一般入試３
宗門関係者入試６
社会人入試６
編入学試験６

2/21（月）〜 3/ 7（月） 3/ 9（水） 3/12（土） 3/17（木）

センター試験利用入試Ａ 1/5（水）〜 2/ 2（水）
個別試験なし

2/12（土） 2/28（月）
センター試験利用入試Ｂ 2/21（月）〜 3/ 7（月） 3/12（土） 3/17（木）

入試種別 エントリー・一時面接期間 入学審査日 合格発表 手続締切

ＡＯ入試３（専願） 2/21 ㈪〜 3/7 ㈪ 3/9 ㈬ 入試後７日以内に
個別に通知 3/17 ㈭

■入試トピックス
教科型入試の成績優秀者には入学後奨学金を給付します。
一般入試2とセンター試験利用入試で、奨学金給付生を選抜します。成績優秀者には入学後に奨学金を給付します。

何回受験しても受験料は同じ3万円です。
本学が実施する入試のうち、あなたの希望する入試パターンや日程にあわせて受験してください。もし、不合格になって
も次の試験にトライしようと思えば、初回の受験料だけで何度でも受験可能です（指定校・専願の合格者以外）。また、
高等学校で作成していただく調査書も、最初に提出したもので再受験できます。

センター試験利用入試の出願回数は2回。
センター試験利用入試の出願回数は2回あります。受験料（検定料）は受験ごとに14,000円となります。センター試験利
用入試も奨学金給付生選考を兼ねていますから、自宅に近い受験会場で受験して奨学金を給付されるチャンスがあります。

兄弟姉妹の学費減免制度のご案内
生計を同じくする兄弟姉妹が本学に入学された場合、先に入学されている兄弟姉妹の授業料を半額減免します。



○種智院大学同窓会特別事業実行委員会報告

①『宿曜経』・宿曜占星法講習会
　同窓会特別事業の『宿曜経』・宿曜占星法講
習会は、平成21・22年度にわたって行われた。
　『宿曜経』講習会は、平成21年8月25日〜26日に、
頼富本宏種智院大学学長（当時）を講師に迎え
て開催された。
　今回『宿曜経』のテキストは、現行の『大正
新脩大蔵経』を使用したが、これとは別系統の、
江戸時代に覚勝が校訂版行した和本のコピー
も出していただいた。そして、先生のご専門の、
星曼荼羅のことも詳しく解説していただき、大
変参考になった。
　宿曜占星法講習会は、平成22年３月１日〜２日、
５月25日〜26日、８月25日〜26日の三回にわたり、
天台寺門宗金翅鳥院住職の羽田守快先生を講師
にお迎えし、行われた。占星法の詳細について、
初歩段階から秘奥まで、占星盤を使用して詳細
にお教えいただいた。休憩時間も、受講者が質
問に押しかけたが、先生は休む暇もなかったに
もかかわらず、快く応じて下さり、質問に一つ
一つ丁寧にお答えいただいた。
　この場を借りて、実行委員会一同、両先生に

心から御礼申し上げます。
　なお、『宿曜経』・宿曜占星法の講習会を、首
都圏でも計画している。日時等は今後検討する
が、会場は、交通の便を考慮し、東京都品川区
高輪の高野山東京別院で、来春から実施の予定。

②星供作法伝授
　『宿曜経』・宿曜占星法講習会に引き続き、星
供作法の伝授を別記の予定で行うことになって
いる。内容は、種智院大学元教授・大門寺ご
住職の添野智譲先生を大阿にお迎えして、西院
流と三寶院流の両流について伝授していただく。
併せて星供に必要な幡台と星曼荼羅（小野と広
沢用の２幅）をセットにして、頒布するべく企
画している。（予定頒価５万円程度）

③今後の予定
　さらに、同窓会特別事業としては、次年度より、
奈良県千光寺院家大塚静遍僧正を大阿にお迎え
しての病者加持等の伝授の企画も進んでいる。
　これらの事業案内は、詳細が決まり次第会員
の皆様にお知らせして行く予定にしている。

○種智院大学同窓会特別事業・星供作法伝授

	 内　　容	 西院流・三寶院流　星供作法伝授
	 日　　程	 平成23年２月22日（火・友引）〜23日㈬
	 大阿闍梨	 大阪府大門寺住職・種智院大学元教授　添野智譲僧正
	 道　　場	 種智院大学
	 募集人員	 100名
	 資　　格	 真言宗の已灌頂者
	 支 具 料	 ３万円（次第費含）
	 申込方法	 申し込み書の到着と、支具料振込確認を以て受付
	 　　　　支具料振込先　口座記号・番号　00970−4−105994
	 　　　　　　　　　　　加入者名　種智院大学同窓会記念事業実行委員会
	 　　　　※①	領収書は、振替払込の受領証を以て代えさせていただきます。
	 　　　　　②	都合上、支具料の振り込みは、郵便振替のみ。手数料は、各自負担。
	 申込期日	 平成22年12月20日㈪必着（定員になり次第終了）

 申 込 先（問い合わせ）
	 〒612-8156　京都市伏見区向島西定請70番地
	 種智院大学内　種智院大学同窓会事務局　講習会・伝授係
	 電　話　　　075（605）5960（事務局不在の場合　075（604）5600　種智院大学事務室宛）
	 ＦＡＸ　　　075（605）5961
　	電子メール　info@kechien.net
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