
種智院大学同窓会報　第38号 （1）

○総会報告

　平成23年度種智院大学同窓会総会は、７月26日
（火）13時30分より母校種智院大学講義室401で開
催された。総会に先立ち、物故者慰霊法要がおこ
なわれ、併せて東日本大震災の受難者の追善回向
もおこなった。
　開会の辞のあと、鷲尾遍隆会長の挨拶があり、
今年の慰霊法要では、総黌から130周年にあたる
ので、釈雲照律師を偲んで御宝号をお誦えしたこ
とや、同窓会の特別事業を活発に展開しているこ
となどを述べられた。
　続いて、村主康瑞学長の挨拶があり、大学の負
債の軽減、真言宗京都学園の名称変更や組織改革
など、大学の現状と今後の展望について話され、
同窓会も新入生を送り、支援してほしいとのこと
だった。
　議事に入り、上田霊宣師（昭和55）を座長に選
出。審議の前に昨年度秋学期に同窓会の奨学金を
給付された、仏教学科２年次平田慶介君からお礼
の挨拶があった。
【審議事項】
①平成22年度事業報告・同年度決算報告（監査報
告含む）

　資料にしたがって事務局から説明があり、特に
異議なく承認。
②平成23年度事業計画（案）ならびに平成23年度
予算（案）
　資料にしたがい事務局の説明を受け、承認。
③特別事業について
　平成23年度の特別事業の計画と、併せて平成22
年度まで実施した特別事業の結果報告と、この特
別事業で収益となった部分については、種智院大
学の支援に充てることも報告され、承認。
④役員人事
　事務局より、真言宗山階派宗務総長に就任され
た三木教圓師（昭和45）が参与に、嶋裕海師御逝
去に伴い空席となった監査の後任として都筑大乗
師（昭和47）の推薦があり、承認。
⑤その他
　（イ）大阪支部と奈良支部の合併
　大阪支部と奈良支部は、以前から交流が深かっ
たが、双方の活動の活発化のためにも合併の方向
で話し合われてきていた事が説明され、審議の結
果、合併について承認された。詳細は今後、両支
部によって協議されることになっている。
　（ロ）マンダラ広場の観世音菩薩像
　昨年度、種智院大学の本館中央のマンダラ広場
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の東に株式会社田中伊雅佛具店の寄進により修行
大師像が、また本年度は株式会社隆昌堂の寄進に
より不動明王像が建立された。総会に先立ち、村
主学長から引き続いて同窓会から聖観世音菩薩像
を寄進してほしい旨の依頼があった。
　これに対して同窓会としては、趣旨に賛同でき
るものの、値段などの予算などの都合もあり、幹事
会を開催し、その結果に一任することで承認した。
【協議事項】

①種智院大学への支援
　特別事業は、その収益を種智院大学への同窓会
からの支援する目的も合わせて実施されている
が、具体的な支援方法について、今後検討して行
くことになった。
②種智院大学同窓会奨学金の規則変更および研究
助成金について
　将来を嘱望できる優秀な学生を対象に実施され
ている同窓会の奨学金について、学生数の減少と

　東日本大震災から早くも260日あまりが経過
し、また、先般の台風12号では、近畿・中国・
四国地方など広い地域に甚大な被害が及びまし
た。
　改めて犠牲者の方々のご冥福をお祈りいたし
ますとともに、被災者の皆様には精神面の安定
と、一日も早い復興を祈願いたします。
　さて、今年は、明治時代に仁和寺のご門跡で
在らせられた釈雲照律師が、大師を偲ばれて種
智院大学のもとになった総黌を復興されてから
130周年にあたります。そこで、本年の総会の物
故者慰霊法要では、雲照律師の御宝号をお誦え
させていただきました。大学の中興といわれる
律師の偉業を再認識する、またとない機会とな
ったことを喜ばしく思っております。
　そして、昨年度来、『宿曜経』・占星法と星供
伝授などの講習会を同窓会の特別事業として行
ってまいりましたが、今年度は『宿曜経』を東
京でも開催させていただいております。おかげ
さまで同窓会の内外から多くの方がご参加下さ
り、心より感謝いたしております。
　併せて、小衲の石山寺に伝わる５種類の星曼
茱羅のうち２幅の複製も行っております。皆さ
まの研鑚にお役立ていただけれぱ幸いに存じま
す。このような事業が大学発展の一助となるこ
とを願ってやみません。

　ご存じの通り、本年11月１日より学校法人名
が大師ゆかりの「綜藝種智院」に変更されまし
た。由結ある名を冠した母校に一層の恩返しが
できるよう、力を合わせてやっていきたく存じ
ますので、益々のご支援・ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

ごあいさつ

種智院大学同窓会会長　鷲尾 遍隆
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新たに制作された種智院大学学生旗デザイン
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ともに応募者数も減っている。今後、給付する人
数・対象者の見直しなどを検討して行くことにな
った。
【報告事項】
①同窓会特別事業について
　平成23年度は、『宿曜経』・占星法講習会を東京
で、大塚静遍師の諸加持作法講習会を種智院大学
で開催する。また、星供伝授の際できなかった、
星供護摩の伝授もおこなうことが報告された。

②同窓会奨学金について
　春学期に２名の応募があり、採択されたことの
報告があった。
　総会の後、講義室306に移動して木山啓子先生
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の後、から
すま京都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。

ごあいさつ

種智院大学学長　村主 康瑞

　種智院大学同窓会の皆様には、ますますご健勝
のこととお慶び申し上げます。日ごろは何かと種
智院大学に心を寄せていただきまして、誠にあり
がとうございます。あつく御礼申し上げます。今
後も引き続きご支援をよろしくお願い申し上げま
す。
　種智院大学の現状につきましてご報告申し上げ
たいと思います。
　まず、最初に昨年度から種智院大学の９億円の
借入金を非常に少なくし、借財は３億円ぐらいに
なりました。この３億円は、民間の銀行から借り
入れ、30年分割で支払いますので、年間の返済額
は1000万円ほどになり、大学は非常に身軽になり
ました。
　引き続き学内の諸経費、人件費を大きく削減し、
非常勤講師による授業を減らし、警備・清掃等の
人員を大きく変化させ、従来の光熱費をおさえる
努力をし、それまでの30％近くに押さえ込む努力
を現在も続けております。
　また、教員・事務職員にも自分の担当以外の改
善努力を命じて、進んで学生の募集をおこなうよ
うに指示しております。
　つぎに先日の10月の理事会で、学園名を変更い
たしました。従来の「学校法人真言宗京都学園」
から「学校法人綜藝種智院」になりました。将来
大きな異動があった場合でも、「綜藝種智院」の
名前、伝統を保つことができるでしょう。これに
合わせて経営本山、寺院の増大化を考えておりま

す。真言宗には、十八本山以外にもたくさんの本
山がおられます。また心ある御寺院の方々もおら
れます。その方々に積極的に参加していただける
よう、お話を進めております。そのうちの数ヵ寺
からは内諾を頂戴しており、私は非常に心強く思
っております。
　そして、真言宗の僧侶を志望する学生は、本学
を卒業後、または在学中に１年間学院に入って修
行しておりましたが、学院で習得した内容を大学
の単位としてて認定できれば、双方の質的向上も
望めますので、来年度からは御室様・大覚寺様と
まず始めて行きます。その他、短大からの編入も
よりハードルを低くできたらとも考えておりま
す。特に編入生を入れるだけではなく、他大学へ
の編入交渉も伴に考えております。
　また、今夏、学生旗を制作し、自治会に贈呈し
ました。従来のえび茶色に金字の校章の旗は校旗
ですが、それ以外に学生旗が必要だろうと思い、
お大師様の空と海を表わす青と、一般衆生と私ど
もの法衣を真ん中に黒で表わしたものです。
　以上、かいつまんで近況の報告です。さいごに
どうかご寺院の子弟方をはじめ、お知り合いのか
たに種智院大学に来ていただくことをお勧めくだ
さいますよう、お願い申し上げます。お大師様の
御意志を継ぐ努力をしないで、なにが真言僧と言
えるのかとの思いは、今も深く心に律しておりま
す。
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１．平成22年度種智院大学同窓会奨学金給付
 日　付　平成22年６月25日㈮（２名）
 　　　　平成22年12月28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㈫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30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40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204
 演　題　この世に生まれ、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㈮18時00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（１名）

１． 会報発行
 　37号　平成22年12月1日

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
 星供作法伝授
 　　日　時　平成23年２月22㈫～23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（74名）

種智院大学同窓会　平成22年度事業報告

自、平成22年4月1日　　至、平成23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 1,800,000 1,740,000 △ 60,000 ３万×58名
　　懇親会費収入 280,000 208,000 △ 72,000 @8,000×26名
　　寄付金収入 10,000 20,000 10,000
　　受取利息 20,000 10,135 △ 9,865
　　奨学事業収入 （ 1,505,000）（ 1,321,393）（ △ 183,607）
　　　　寄付金 1,500,000 1,320,000 △ 180,000
　　　　受取利息 5,000 1,393 △ 3,607
　　特別事業収入 （ 3,500,000）（ 6,371,678）（ 2,871,678）
　　　　協賛寄付金 159,778 159,778
　　　　教材代 500,000 579,900 79,900 テキスト代
　　　　受講料 3,000,000 5,130,000 2,130,000
　　　　駐車徴収金 174,000 174,000
　　　　祝賀会費収入 320,000 320,000
　　　　雑収入 8,000 8,000
　　雑収入 100,000 0 △ 100,000
　当期収入合計A 7,215,000 9,671,206 2,456,206
　前期繰越収支差額 27,019,633 27,019,633 0
　収入合計B 34,234,633 36,690,839 2,456,206
Ⅱ支出の部
　１.事業費 [ 5,334,000］[ 5,886,675］[ 552,675］
　　総会事業費 （ 1,210,000）（ 1,101,499）（ △ 108,501）
　　　　通信費 216,305 216,305 案内状送料、返信はがき
　　　　印刷製本費 257,760 257,760 案内状印刷
　　　　旅費交通費 31,240 31,240 移動バス代等
　　　　支払手数料 840 840
　　　　講師謝礼 250,000 250,000
　　　　人件費 64,260 64,260
　　　　懇親会支出 281,094 281,094 会場費､ 料飲代
　　奨学事業支出 （ 804,000）（ 816,735）（ 12,735）
　　　　奨学給付金 800,000 800,000 0 @200,000×４名
　　　　支払手数料 4,000 16,735 12,735
　　特別事業支出 （ 2,920,000）（ 3,629,571）（ 709,571）
　　　　印刷製本費 850,000 1,783,435 933,435 講習教材資料印刷等
　　　　消耗品費 5,000 35,480 30,480 軸掛け代含む
　　　　会場費及び賃借料 80,000 118,000 38,000 会場使用料
　　　　食費宿泊費 560,000 384,283 △ 175,717
　　　　人件費 40,000 123,080 83,080
　　　　旅費交通費 50,000 168,670 118,670
　　　　通信費 130,000 115,000 △ 15,000
　　　　支払手数料 5,000 0 △ 5,000
　　　　謝礼金 450,000 550,000 100,000 講師謝礼（２名）
　　　　接待費 150,000 3,160 △ 146,840
　　　　業務委託費 50,000 27,563 △ 22,437
　　　　資料教材費 500,000 29,400 △ 470,600 宿曜経占星法講習資料購入
　　　　祝賀会支出 291,500 291,500
　　　　雑費 50,000 0 △ 50,000
　　卒業記念事業費 150,000 87,500 △ 62,500 会長賞、記念品代
　　ＩＴ事業費 250,000 251,370 1,370 ウェブサイト運営費
　２．管理費 [ 2,150,000］[ 1,374,540］[ △ 775,460］
　　人件費 480,000 305,320 △ 174,680
　　会議費 150,000 82,080 △ 67,920
　　旅費交通費 200,000 12,460 △ 187,540
　　印刷製本費 600,000 343,840 △ 256,160
　　通信費 400,000 298,255 △ 101,745 会報、各案内郵送、電話代等
　　消耗品費 50,000 67,438 17,438
　　事務委託費 50,000 50,000 0 大学事務局へ手数料
　　業務委託費 100,000 110,782 10,782 会員情報管理業務
　　支払手数料 20,000 1,895 △ 18,105
　　慶弔費 100,000 102,170 2,170
　　雑費 300 300
　３．予備費 [ 500,000］[ 0］[ △ 500,000］
　　予備費 500,000 0 △ 500,000
　　当期支出合計C 7,984,000 7,261,215 △ 722,785
当期収支差額A－C △ 769,000 2,409,991 3,178,991
次期繰越収支差額B－C 26,250,633 29,429,624 3,178,991

収　支　計　算　書

　　　前期繰越収支差額 27,019,633 円
　　　当期収支差額 2,409,991 円
　　　　　　  計 29,429,624 円

上記金額を次の通り処分する。
　　１.奨学事業積立金 504,658 円
　　２.次期繰越収支差額 28,924,966 円
　　　　　　  計 29,429,624 円

収支差額処分案

平成22年度事業報告・決算諸表
貸　借　対　照　表（平成23年3月31日現在）

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 31,000 　未払金 96,300
　　預　金 25,818,054 　　　　負債合計 96,300
　　学　債 10,000,000 Ⅲ正味財産の部
　資産合計 35,849,054 　前期繰越正味財産 27,019,633

　奨学事業積立金 6,323,130
　当期正味財産増加額 2,409,991
　　正味財産合計 35,752,754

35,849,054 35,849,054

平成22年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成23年６月16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23年６月22日
　　種智院大学同窓会　監査　嶋　　裕海　印

平成22年度会計監査報告書
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１． 会計監査
 日　時　平成23年６月22日㈬
 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１． 平成23年度　大阪支部総会・懇親会
 日　時　平成23年６月30日㈭18時30分
 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１． 平成23年度種智院大学同窓会奨学金給付
 日　時　平成23年７月15日㈮ （２名）

１． 幹事会
 日　時　平成23年７月26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23年７月26日㈫13時00分
 場　所　種智院大学　講義室401

１． 総会
 日　時　平成23年７月26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23年７月26日㈫15時00分
 場　所　種智院大学　講義室306
 演　題　悲しみに寄り添う－非常時の心のケア・宗教者にできること
 講　師　国際協力ＮＧＯ「ＪＥＮ」事務局長　木山啓子　先生

１． 懇親会
 日　時　平成23年７月26日㈫17時30分
 場　所　からすま京都ホテル　紫明の間

１． 平成23年春学期　卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成23年９月14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（３名）

１． 会報発行
 　38号平成23年12月１日
１． 特別事業
 諸加持作法講習会
 　　日　時　平成23年９月８㈭～９日㈮
 　　場　所　種智院大学　講義室306
 　　講　師　千光寺院家　大塚　静遍　先生

 『宿曜経』講習会（東京）
 　　日　時　平成23年９月８㈭～９日㈮
 　　場　所　高野山東京別院
 　　講　師　種智院大学　名誉教授　頼富　本宏　先生

 宿曜占星法講習会（東京）（第１回）
 　　日　時　平成23年３月1日㈪～２日㈫
 　　場　所　高野山東京別院
 　　講　師　天台寺門宗本山布教師・金翅鳥院住職　羽田　守快　先生

 星供護摩作法伝授
 　　日　時　平成24年２月ごろ＊
 　　場　所　未定
 　　講　師　大門寺住職　添野　智譲　先生

１． 平成23年度 第59回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成24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（53名）＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊は予定

平成23年度事業計画 収　支　予　算　書
平成23年度事業計画・予算書

卒年 氏　　名
昭23 手塚　利貞
昭30 福嶋　尊光
昭31 手塚　　節
昭36 大塚　聖純
昭48 村岸　定光
昭54 内山　仁空
昭54 岡田　幸恵
昭54 杉﨑　圓覚
昭54 新見　和言
昭54 鷲尾　遍隆

卒年 氏　　名
昭55 上田　霊宣
昭55 長谷　法寿
昭56 宮崎　快尭
昭57 宇垣　泰明
昭59 橋本江理子
昭59 森田　俊尚
昭60 佐野　剛空
昭60 白川　密峰
昭60 吉田　大治
昭62 山下　高仙

卒年 氏　　名
平元 石川　重元
平元 中村　宗玄
平８ 湯通堂法姫
平９ 川原　一修
平９ 鈴木　弘昭
平11 田中　富三
平12 黒木　隆英
平12 シャキャ・スダン
平17 村上　泰教
平18 浦田　純子

卒年 氏　　名
平22 石田　美香
賛助 児玉　義隆
賛助 佐伯　俊源
賛助 村主　康瑞
学生 金田　涼子
学生 幡山　太亮
学生 三木　龍圓

平成23年度種智院大学同窓会総会出席者

自、平成23年04月01日　　至、平成24年03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 1,200,000 1,800,000 △ 600,000 @3万×40名
総会事業収入（懇親会費） 240,000 280,000 △ 40,000 @8千×30名
受取利息 10,000 20,000 △ 10,000
奨学事業収入 （ 1,301,000）（ 1,505,000）（ △ 204,000）
寄付金収入 1,300,000 1,500,000 △ 200,000 奨学寄付金等
受取利息 1,000 5,000 △ 4,000

特別事業収入 （ 13,380,000）（ 3,500,000）（ 9,880,000）
受講料 9,900,000 3,000,000 6,900,000
教材代 3,250,000 500,000 2,750,000
協賛寄付金 150,000
駐車徴収金 80,000

当期収入合計A 16,131,000 7,105,000 9,026,000
前期繰越収支差額 27,019,633 21,629,403 5,390,230
収入合計B 43,150,633 28,734,403 14,416,230

Ⅱ支出の部
１.事業費 [ 9,665,000］[ 5,334,000］[ 4,331,000］
総会事業費 （ 1,055,000）（ 1,210,000）（ △ 155,000）
印刷費 260,000 案内状等印刷
通信費 230,000 案内状、返信はがき送料
旅費交通費 85,000 会場移動費用含む
講師謝礼 100,000 記念講演謝礼
人件費 70,000 受付等アルバイト
懇親会支出 300,000 会場費、料飲代等
雑費 10,000 支払手数料等

会報発行費 （ 550,000） ※１
印刷費 350,000
通信費 200,000

卒業記念事業費 100,000 150,000 △ 50,000 会長賞、記念品代
ＩＴ事業費 250,000 250,000 0 同窓会ホームページ更新
奨学事業支出 （ 820,000）（ 804,000）（ 16,000）
奨学給付金 800,000 800,000 0 @20万×4名
雑費 20,000 4,000 16,000 払込料金、支払手数料等

特別事業支出 （ 6,890,000）（ 2,920,000）（ 3,970,000）
会場費及び賃借料 300,000 80,000 220,000
講師謝礼 500,000 450,000 50,000
資料教材費 2,700,000 500,000 2,200,000
印刷製本費 1,500,000 850,000 650,000
消耗品費 50,000 5,000 45,000
業務委託費 30,000 50,000 △ 20,000
広告費 250,000 0 250,000
人件費 180,000 40,000 140,000 受付アルバイト
旅費交通費 580,000 50,000 530,000
給食費 460,000 560,000 △ 100,000 受講者昼食
接待費 200,000 150,000 50,000
通信費 90,000 130,000 △ 40,000
雑費 50,000 55,000 △ 5,000 支払手数料等

２.管理費 [ 1,070,000］[ 2,150,000］[ △ 1,080,000］
人件費 360,000 480,000 △ 120,000 4万×12カ月
会議費 100,000 150,000 △ 50,000
旅費交通費 50,000 200,000 △ 150,000
印刷費 50,000 600,000 △ 550,000 ※１
通信費 150,000 400,000 △ 250,000 ※１
消耗品費 70,000 50,000 20,000
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 120,000 100,000 20,000 会員情報管理業務（業者）
慶弔費 100,000 100,000 0
雑費 20,000 20,000 0 支払手数料等

３.予備費 [ 500,000］[ 500,000］[ 0］
予備費 500,000 500,000 0
当期支出合計C 11,235,000 7,984,000 3,251,000

当期収支差額A－C 4,896,000 △ 879,000 5,775,000
次期繰越収支差額B－C 31,915,633 20,750,403 11,165,230
※１、 「会報発行費」科目を新設した。これはこれまで管理費内の印刷製本費および通信費に含めていたものである。
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大阪支部と奈良支部の合併について

○大阪支部物故者追悼法要

　現在、大阪支部では毎年名簿上の会員数は増えているのですが、実際に総会等に出席して頂け
る方は減少し、毎回、固定されたメンバーが集まるという状況が続いておりました。
　そこで数年前より、奈良支部会員の一部の方に大阪支部総会にご参加頂き、いずれ支部の合併
が出来ないかと検討を重ねて参りました。
　本年度の同窓会本部総会におきまして、合併の大筋での承認を頂き、現在、大阪・奈良双方の
役員が集まり、阪奈支部（仮称）の平成24年４月１日発足に向けまして、合併の詳細を協議して
おります。
　平成24年３月下旬頃に、合同の支部総会を開催し、最終的な合意を図りたいと思いますので、
出来るだけ多くの会員の皆様に御出席頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
　合併の詳細をお知りになりたい方は、大阪支部・奈良支部までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　大阪府寝屋川市長栄寺町６－４長栄寺内　072-826-2480
　　　　　　　　　奈良県大柳生町1123－１東福寺内　　　0742-93-0078連絡先

参加者（配役・卒業年・所属支部）

村岸定光（経頭・昭和48・奈良） 佐野剛空（職衆・昭和60・大阪）
武村尚史（昭和60・大阪） 見城雅俊（導師・昭和61・大阪）
西田義範（昭和62・大阪） 藤崎太孝（会奉行・平成２・大阪）
大塚知明（職衆・平成２・奈良） 西端良弘（平成３・大阪）
中江康明（承仕・平成５・京都） 奥野隆喜（後讃・平成７・奈良）
林　良賢（前讃・平成14・大阪） 森本　勇（奠供・平成19・大阪）
加納優子（平成22・大阪） 渡邉裕子（平成23・大阪）
宇垣泰明（昭和57・京都） シャキャ・スダン（平成12・京都）
松本峰哲（教員・滋賀）

　種智院大学同窓会大阪支部では、奈良支部と合同で、平成
23年11月４日（金）17時30分から大阪市中央区報恩院におい
て平座理趣三昧による大阪支部・奈良支部物故者追悼法要を
執行した。当日は、見城支部長導師のもと９口の職衆が出仕
し、一般の支部員や大学・事務局からも参列があった。
　法要のあと、天王寺区の天繁に席を移し、和やかに懇親会
がおこなわれ、機会を見てまた追悼法要をおこなうことに
なった。
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○同窓生の受賞
　平成23年度の密教学芸賞授賞式が10月27日（木）総本山醍醐寺でおこなわれ、種智院大学同窓会関
係で、中村幸真師（種智院大学教授）、長谷法寿師（昭和55）のお二方が受賞された。
　中村教授は、昭和52年種智院大学に着任後、仏画の制作を中心に教鞭を取ってこられた。そのい
っぽうで総本山善通寺や、大本山中山寺、忍辱山円成寺、岡寺などで堂内壁画等の制作にあたられた。
とくに、東京の西新井大師總持寺の両部曼荼羅は10年に及ぶ大作で、先生の技術の集大成といえるも
のである。
　長谷法寿師は、愛知県のご出身で、幼いときから仏像に関心をもたれ、仏像彫刻をまなぶために京
都に出てこられた。種智院大学に在学中から、九条山の松久朋琳師に入門し学業のかたわら仏像彫刻
の習得に励まれた。大学を卒業して高野山専修学院にはいり阿闍梨となられた。専修学院を出てから
は本格的に仏像彫刻の修業にはげまれ、成田山大塔の五大尊を奉納後、独立し活躍されている。師の
仏像は、本学をはじめ、大本山中山寺、神戸市天上寺などに奉納されている。

○嶋裕海師略歴
　　　　　　　　　母校種智院大学の元事務長

で、元学校法人真言宗京都学
園総務部長、同窓会監事の嶋
裕海師が平成23年4月14日、
世寿65歳をもって御遷化され
ました。ここに謹んで哀悼の
意を表します。

　嶋師は、昭和21年６月15日大阪市に生まれ、昭
和43年神泉苑鳥越正道和尚の室に入り、東寺長
者木村澄覚大僧正戒師のもと得度。昭和45年に
大本山大覚寺道場で渡辺義貫僧正伝授阿闇梨の
もと三宝院憲深方にて四度加行を成満、同年総
本山仁和寺で森諦圓門跡大阿のもと西院流の伝
法灌頂の壇に入られました。その後法縁あって
昭和58年醍醐派不動寺に晋住され、同年三宝院
道場で三宝院流の伝法灌頂にも入壇されました。
　いっぽう、昭和45年に種智院大学仏教学部を
卒業後、同49年龍谷大学大学院（仏教学専攻修
士課程）を修了されました。
　また、昭和45年から母校種智院大学に奉職さ
れました。事務長等を経て真言宗京都学園総務
部長となり母校ならびに真言宗京都学園の発展
に尽くされ、法式や布教法などの講義も担当され
るなど、はばひろく活躍されましたが、平成22年
3月に退職されました。その後、同窓会や地域で
の活躍が期待されていたところでしたが、早すぎ
る遷化が惜しまれています。

○今井圓明大僧正略歴
　　　　　　　　　種智院大学元学長で真言宗中山寺派元管長、大

本山中山寺元長老、種智院大学同窓会顧問の今井
圓明大僧正は平成23年平成23年6月25日世寿83法臘
63をもってご遷化されました。ここにご生前のごご
功績を偲び、謹んでご冥福をお祈りいたします。
　今井大僧正は、昭和4年5月21日兵庫県川西市の
お生まれで、師今井圓乗和尚の室に入り、昭和21年

12月18日真言宗京都専門学校道場で、善通寺法主亀谷宥英和尚を戒師
に剃髪、昭和22年8月7日教王護国寺道場で金田元成大阿のもと三宝院
流憲深方により四度加行を成満。昭和22年10月26日白毫寺道場で玉島
實雅大阿闍梨に従い三宝院流により伝法灌頂に入壇されました。
　いっぽう、昭和24年3月京都専門学校を卒業後、龍谷大学文学部に進
まれました。昭和27年3月同大学卒業後は、寺門護持のかたわら昭和57
年3月まで、宝塚市役所に勤務され、市政の発展に尽力されました。
　また宗門においては、昭和57年に中山寺塔頭宝蔵院住職就任後、中
山寺派において各部長を歴任され、平成3年2月1日真言宗中山寺派管
長・大本山中山寺長老に就任されました。
　また、平成4年4月より種智院大学学長に就任され、大学の各方面の
整備・充実をはかられ、特にそれまで狭隘だったそれまでの校地から
向島の地に移転されました。このとき、あらたに社会福祉学科を設置し、
一層の発展を企図されました。
　そして、平成14年の退任後、翌年には種智院大学から名誉教授の称
号を授与され、ほかにも真言勧学之会会長をつとめられるなど、宗門
の内外に貢献されておられましたが、最近、体調を崩されておりました。
　ご葬儀は、密葬は6月27日、本葬は8月18日にいずれも中山寺長老村
主康瑞大僧正導師のもと営まれ、当日は、宗門内外の方々や、宝塚市
関係者など多数の参香者があり、今井大僧正のご遷化を惜しまれました。

会 員 消 息
お慶び　心からお慶び申し上げます 
小川由美様（旧姓杉村　名平成20年） 平成23年３月14日御結婚
春原裕弘様（平成15年） 平成23年４月17日御結婚
岸本朝之様（平成16年） 平成23年５月22日御結婚
福岡心明様（平成14年） 平成23年５月28日御結婚
木村俊之様（平成22年）芝村麻様（平成12年） 平成23年10月１日御結婚
中村幸真様（種智院大学教授） 平成23年10月27日密教学芸賞御受賞
長谷法寿様（昭和55年） 平成23年10月27日密教学芸賞御受賞

お悔やみ　謹んでお悔やみ申し上げます
石坪昭真様（昭和25年） 平成22年12月御遷化
粕谷浄春様（平成15年） 平成23年１月御逝去
嶋　裕海様（昭和45年） 平成23年４月御遷化
山下裕史様（種智院大学専任講師） 平成23年４月御逝去
徳田光圓様（昭和33年） 平成23年５月御遷化
今井圓明様（昭和24年・元学長） 平成23年６月御遷化
横田勝賢様（昭和18年） 平成23年７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。
種智院大学教務課入試担当　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・
学校法人綜藝種智院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。
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　入学試験のご案内
■平成24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（木）～ 12/6（火） 12/11（日） 12/17（土） 1/ 5（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（水）～ 1/17（火） 1/22（日） 1/28（土） 2/13（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

1/31（火）～ 2/14（火） 2/18（土） 2/25（土） 3/ 9（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

2/20（月）～ 3/ 5（月） 3/ 7（水） 3/10（土） 3/15（木）

センター試験利用入試Ａ 1/ 4（水）～ 2/ 1（水）
個別試験なし

2/10（金） 2/27（月）
センター試験利用入試Ｂ 2/20（月）～ 3/ 5（月） 3/10（土） 3/15（木）

入試種別 エントリー・相談開始日等 入学審査日 合格発表 手続締切

ＡＯ入試３（専願） 2/20（月）～ 3/ 5（月） 3/ 7（水） 入試後７日以内に
個別に通知 3/15（木）

■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。

何回受験しても検定料は同じ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、初回の検定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。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。



○学校法人名称変更

　母校種智院大学を擁する学校法人真言宗京都学園は、9月14日付で文部科学省の認可があったこ

とをうけて、11月1日付で「綜藝種智院」に名称変更した。真言宗京都学園の名称は、明治時代の

真言宗京都大学から戦前の真言宗京都専門学校の伝統を受け継ぐものであるが、今春洛南高等学

校・洛南高等学校附属中学校が真言宗洛南学園に経営移管されたことにより、真言宗京都学園は大

学単体の学校法人に変更になった。

　これにあわせて、新しい学校法人名称として、弘法大師に縁のある「綜藝種智院」と命名するこ

ととし、新たな経営本山にも参画いただくことになった。

　今後はこの由緒ある名称に相応しい教育機関として、末永く学校経営を継続してゆくべく広く宗

門内外の協力を呼びかけている。

○創立130周年記念事業

　平成18年に学校法人真言宗京都学園は、総黌創立から125周年になることを記念して行事をおこ

なった。同窓会も、これを機会に物故者追悼法要を営み、結縁灌頂を開壇し、これが現在の活性化

特別事業に引き継がれている。

　そして、今年度はそれから5年が経過し、130周年にあたることから、学校法人綜藝種智院では、

平成24年1月31日に記念式典を開催し、多数の皆様に逼迫した財政に支援を要請する。また記念事

業としては学園支援組織の設立や高僧墨跡展、古義系の真言宗寺院に役立つように日常勤行用の法

則次第、それを録音してＣＤ化することなどを2月から6月までの期間に実施すべく計画している。
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