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○総会報告

　平成26年度種智院大学同窓会総会は、７月17日
（木）午後１時より母校の講義室401で開催され、
はじめに物故者慰霊法要が営まれ総会に入った。
　まず菅智潤会長（昭和47）が挨拶され、支部活
動を活性化させ同窓会活動の活発化をはかりたい
こと。そのために、今回の総会では会則の改正案
を上程したので、円滑な活動ができるよう忌憚な
きご意見を賜りたい旨が述べられた。
　次の学長挨拶については、ご到着が少し遅れら
れるとのことで、後ほどいただくこととした。
　つづいて杉﨑圓覚副会長（昭和54）を座長に選
出し、議事に入った。
【審議事項】
①平成25年度事業報告ならびに会計報告（会計監
査報告を含む）について
　事務局から報告があり、そのうち会計報告で、
２千万円の学校債購入額が発生し、当年度は資金
からの支出として扱ったため、収支計算書では支
出超過として記載されているが、貸借対照表上で
の正味財産増加額算出の根拠を示すため、当年度
は正味財産増減計算書を付け加えた。さらに収支

差額処分案と、佐野剛空監事（昭和60）から監査
報告があり、承認された。
②平成26年度事業計画ならびに予算について
　資料にしたがい事務局から説明。奨学事業の中
で、研究助成金制度を新たにスタートさせる計画
で、それに基づいて予算も計上したこと。母校支
援では、図書館の学生用パソコンが、OSのサポ
ートが終了に伴い使えなくなったため、学校側か
ら支援要請があり、正副会長ら役員の協議により
支援を決定し、予算に計上されていること等が挙
げられ、いずれも承認された。
③種智院大学会則・諸規程の改正について
　事務局から、同窓会活動を円滑かつ迅速に推進
するため、執行部体制を設けること等を主な柱と
して、会則の見直しを図った旨の報告があり、各
変更点を逐一取り上げて説明をされた。
　また、昨年度総会にてすでに承認されていた奨学
事業における研究助成金制度を、本年度より実施
にうつすため、奨学金規程の改正案の説明があった。
　あわせて支部設置規程や慶弔規程も、会の現状
に即した形での改正案が上程され、上記案件はい
ずれも原案どおり承認された。
※新会則等、別紙添付
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④役員人事について
　今年度は役員の改選期であり、本総会で承認さ
れた新会則に基づいて、執行部をはじめ各役員の
選任作業が進められた。新旧の役員候補者には、
個別に就任承諾の意向を伺っている旨の説明があ
り、原案どおり承認された。
⑤種智院大学支援について
　入試広報用タブレット端末購入費、大学紹介の
リーフレット制作費をすでに拠出していて、さら
に図書館に設置の学生用パソコンの購入支援を行
うべく、予算内に収められるよう見積をとってい
る以上の点が、事務局から説明され、承認された。
⑥その他
　特になし。
【協議事項】
①支部活動の活性化
　各支部で次第に幹事不在の状況が多くなってい
て、まず各各地域在住の会員を明確にし、その後
ブロックなりの編成を再検討し、中心的役割を担
ってくれる人に活動をお願いしていくという幹事
会での意見を踏まえ、会員の知恵も拝借しながら、
数年のうちには活動をさせていきたいと趣旨説明
があり、今後その準備を進めることとした。
②終身会費以外の同窓会の活動費
　学生数の減少にともない、同窓会の運営に支障
をきたしかねない事態となっている。終身会費以
外の形でも、協力金的なものを会員にお願いでき
ないかなど、幹事会で議論された。出席者の意見
を求めたところ、賛助会員について、専任の教職
員からなっていただいた方からは会費を徴収して
いないというのが現状であるので、継続した審議
の中でも対応を詰めていくべきとの発言があった。
③その他
　総会の開催時期について、より多くの方が出席
できるようにするため意見を訊いて欲しいと会長

からの要望を受けていたので意見を求めた。さま
ざまな意見がだされ、これまでの開催時期の変遷
経緯など事務局からも説明。会計年度との兼ね合
いからは、本来６月頃の開催が望ましい。など発
言があって、次年度から６月中〜下旬で日程調整
することとした。
【報告事項】
①同窓会奨学金について
　翌週の教授会において１名の学生が推薦となる
見込み、給付枠は４名であるので、秋学期には３
名の二次募集をかける予定。
②種智院大学学生歌について
　現在学生歌の音源は、８時55分と12時55分の２
回、学内で放送されている。長く不明であった学
生歌制作の経緯について、それを示す資料が、倉
庫を整理中の職員によって偶然発見され、昭和44
年降誕会を記念して制作されたことが判明。その
発見の少し前には中外日報等に「教えの歌」とし
て記事が掲載された。事務局より報告があり、学
生歌のCDを持っていない人にCDが配布された。
③その他
　近畿支部と智山学生会同窓会から、活動の現状
について熱のこもった報告があった。その中で、
可能なら降誕会と時期を並べて開催し、一泊増や
すだけで両方に出席できるようしたらどうかとい
う提案もあった。
　以上をもって議事を終了。続いて講義室306に
おいて、ライターで大学ジャーナリストの石渡嶺
司先生の記念講演「種智院大学の将来展望−種智
院大学を診断して−」を拝聴。マンダラ広場で記
念撮影の後、新・都ホテルにて懇親会。菅智潤会
長ならびに村主康瑞学長の挨拶、石渡嶺司先生に
乾杯のご発声をいただき祝宴に入った。最後は来
年の再会を約して全員で学生歌を斉唱し、和やか
な内に散会した。

卒年 氏　　名
昭和23 手塚　利貞
昭和36 大塚　聖純
昭和41 藤井　向妙
昭和47 菅　　智潤
昭和47 都筑　大乗
昭和48 村岸　定光
昭和51 國定　道晃
昭和54 杉﨑　圓覚
昭和54 新見　和言
昭和54 鷲尾　遍隆
昭和55 長谷　法寿
昭和55 北尾　隆心
昭和57 宇垣　泰明

卒年 氏　　名
昭和58 山本　泰弘
昭和59 橋本江理子
昭和60 佐野　剛空
昭和60 武村　尚史
昭和60 南　　本源
昭和60 吉田　大治
昭和60 渡邊　恭章
昭和61 見城　雅俊
昭和62 山下　高仙
平成 2 大塚　知明
平成 5 中江　本隆
平成 8 湯通堂法姫
平成 9 秋山　英之

卒年 氏　　名
平成 9 川原　一修
平成12 相川　孝純
平成12 SHAKYA Sudan
平成13 福澤　隆雅
平成14 鈴木　尚史
平成18 浦田　純子
平成18 山中　弘道
平成19 杉山　　学
賛助 村主　康瑞
賛助 児玉　義隆
賛助 佐伯　俊源
賛助 松本　峰哲
賛助 早川　道雄

卒年 氏　　名
賛助 川崎　明仁
賛助 吉水　　仁
賛助 古川　洋一
賛助 中山　　類
賛助 春日　　愛
賛助 南保　智香
賛助 岡田　道尚
学生 金田　凉子
学生 英　　奈穂
学生 橋本　弘道
来賓 井上　真一
来賓 平岡　宏一

平成26年度種智院大学同窓会総会出席者
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　種智院大学同窓会会員の皆様におかれまして
は、日々ご清祥にお過ごしのこととお慶び申し上
げます。
　先日の台風等による土砂災害、また火山の噴火
により被災されました方がたには、心よりお見舞
い申し上げますとともに、残念ながら亡くなられ
ましたお方には、謹んでお悔やみ申し上げます。
　近年の世界の地球環境に対しましては、今のま
ま温室効果ガスの排出が続くと、今世紀末には世
界の気温が4.8度上昇し、海面水位は82cm上昇。
人間社会や生態系に「厳しく、取り戻せない悪影
響が及ぶ可能性が増す」と指摘した国連の気候変
動に関する政府間パネル（IPCC）の統合報告最
終案の全容が10月15日判明いたしました。
　方策として、再生可能エネルギーなどの比率を
2050年までに３−４倍に拡充するといった大胆な
対策を求めています。
　我々の祈りも大切でありますが、この地球環境
を改善するために寺院から率先して、節電、太陽
光、風力発電、近隣への移動には電機自動車、自
転車を利用等省エネルギーに取り組まなければな
りません。実際に実践することであります。
　さて、今春開催されました、ダライ・ラマ密教
講演会では、同窓会の会員の皆様がたにも絶大な
るご協力をいただきました。おかげをもちまし
て、多数の方がご来場され、盛会裏に無事成功い
たしました。あらためて厚く御礼申し上げます。
　ところで、現在同窓会には、多くの懸案事項が

ございます。会員相互の連携、また会員の活動の
支援等、いずれにしても、各地域あるいは所属の
各支部活動を活性化させることが、とても重要だ
と思われます。各地等にきちんとした支部を設立
して、同窓会全体を活性化させたいと考えており
ます。そのため、円滑な活動ができるように会則
を見直し、同窓会の執行部体制も整えました。ま
た、大学の研究活動支援のために、微力ではあり
ますが、奨学事業の他に研究助成金も設立いたし
ました。この事業は、皆様方のお志によって成り
立っております。今後とも引き続き、ご支援賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。
　種智院大学は申すまでもなく、真言密教を研究
する大学です。入学者を増やす方策も大切ではあ
りますが、真言宗学の研究者の充実が最重要課題
です。資金云々より、教授陣(含、客員教授)の充
実を計れば、おのずと各層の学生が増えてまいり
ます。例えば、伝授、講伝以外に年間数回の集中
講義的なレカレント講座を増やすことに依って、
真言教師の受講が多くなります。小手先の方策で
はなくて、実現可能な将来ビジョンを提示し、実
行するのみであります。ずるずると現状維持する
だけでは資金と時間の無駄であり、その先には募
集停止しかありません。躊躇している時ではな
く、今すぐ改善に取り組まなければなりません。
その為には、学外からの識者で大学改善第三者委
員会を早急に組織する必要があります。
　そして、同窓会活性化特別事業も、講習会また
は伝授を予定しております。こちらにも、奮って
ご参加いただきたく存じます。
　会員の皆様方も、智恵と、時間と、経済面での
ご支援を賜り、どうぞ母校の存続、安泰にご協力
賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせてい
ただきます。

合掌

会長挨拶

種智院大学同窓会会長　菅　 智潤

　種智院大学同窓会会員の皆様には、ますますご
清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は、本学の教育振興に対しご高配をいただ
き厚くお礼申しあげます。特に今年はＸＰ問題で
懸案であった学生用のパソコンや入試広報用のタ
ブレット端末等をご寄贈いただき、大変感謝いた
しております。
　Ａ.Ｏ入試を皮切りに平成27年度入学者を対象
とした入学試験も10月以降毎月予定しておりま
す。18歳人口の減少に伴う近年の入学者の減少は
本学に於いても深刻な問題であるのは既にご承知
の通りです。予算の執行につきましては教育・研
究、学生サービスの劣化の無い様に留意し、詰め
られるところまで切り詰め、経営努力をしており
ます。
　例えば、来年度より叡山学院との交流講座の開
設、東北大学とのコラボレーションによる臨床宗

教師の育成、将来を見て保育士養成講座開設の計
画があげられます。
　本学への入学者減の要因は、経営の悪化のみが
喧伝され、実態が正確に伝わっていないことがあ
るように思われます。しかし、教育の質的には他
の仏教系・福祉系学部・学科のそれに遜色のない
ものと自負しております。学生の卒業後の進路に
おきましても順調な結果を出せております。これ
も卒業生のご活躍の証と感謝しております。
　現在、経営本山からのご支援を受け、ひきつづ
き教職員一丸となって鋭意努力しておりますが、
結果が現れてくるまでの間、しばらく経営的には
厳しい時期が続くと思われます。また、入学者数
についても本学の１名は他大学の20名に値すると
考えており皆さまのご紹介や推薦が如何に大切か
を重々感じておりますと同時に卒業生の皆さまが
本学にとって一番の理解者であり支援者であると
思っております。弘法大師も『綜藝種智院式』の
中で「諸氏の英貴、諸宗の大徳、我と志を同じう
せば、百世繼ぐことを成さん」と申しておられま
す。ぜひともご子弟、檀信徒に弘法大師のご遺志
を学ぶよう働きかけと共に、資金面においてもご
支援をお願い申し上げます。

合掌

学長挨拶

種智院大学学長　村主　康瑞
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１．智山学生会同窓会設立総会･懇親会
	 日　時　平成25年４月14日（日）17時
	 場　所　リーガロイヤルホテル

１．会計監査
	 日　時　平成25年６月４日（火）	 	
	 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１．平成25年度　近畿支部総会・懇親会
	 日　時　平成25年６月27日（木）19時00分
	 場　所　敦煌（大阪市中央区）

１．幹事会
	 日　時　平成25年７月25日（木）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25年７月25日（木）13時00分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１．総会
	 日　時　平成25年７月25日（木）13時10分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１．記念講演
	 日　時　平成25年７月25日（木）15時00分
	 場　所　種智院大学　講義室306
	 演　題　夢を実現する。
	 講　師　永島昭浩　先生

１．懇親会
	 日　時　平成25年７月25日（木）17時30分
	 場　所　ハイアット・リージェンシー京都　
	 　　　　ガーデンルーム

１．平成25年度種智院大学同窓会奨学金給付
	 日　時　平成25年７月25日（木）（２名）

１．平成25年春学期　卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成25年９月13日（金）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・学生歌CD（３名）

１．会報発行
	 40号　平成26年12月1日

１．平成25年度種智院大学同窓会奨学金給付（第二次）
	 日　時　平成26年１月15日（水）（３名）

１．特別事業
	 諷誦文ならびに花押講習会
	 日　時　平成25年10月10日（木）
	 場　所　種智院大学　講義室306
	 受　者　100名
	 講　師　最明寺住職　下泉　全暁　先生（諷誦文）
	 講　師　自性寺住職　渡邊　俊雄　先生（花押）	

１．平成24年度　第61回卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成26年３月15日（土）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・学生歌CD（42名）

種智院大学同窓会　平成25年度事業報告書

　　　前期繰越収支差額	 30,652,798	円
　　　当期収支差額	 △	19,095,765	円
　　　　　　		計	 11,557,033	円

上記金額を次の通り処分する。
　　１.	奨学事業積立金	 341,929	円
　　２.	次期繰越収支差額	 11,215,104	円
　　　　　　		計	 11,557,033	円

収支差額処分案

平成25年度事業報告・決算諸表
貸　借　対　照　表（平成26年3月31日現在）

平成25年度会計監査報告書
平成25年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成26年６月23日
　　種智院大学同窓会事務局

　　種智院大学同窓会事務局

　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25年６月24日
　　種智院大学同窓会　監査

　　種智院大学同窓会　監査

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 　未払金 0
　　預　金 19,615,028 　　　　負債合計 0
　　学校債 20,000,000 Ⅲ正味財産の部
　資産合計 39,615,028 　前期繰越正味財産 30,652,798

　奨学事業積立金 8,057,995
　当期正味財産増加額 904,235
　　正味財産合計 39,615,028

39,615,028 39,615,028

自、平成25年4月1日　　至、平成26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 1,200,000 1,200,000 0 	@3万×40名
　　寄付金収入 0 9,160 9,160
　　雑収入 5,000 13,511 8,511 受取利息等
　　総会事業収入 200,000 290,000 90,000
　　奨学事業収入 1,101,000 1,359,499 258,499
　　特別事業収入 6,610,000 3,494,500 △	3,115,500
　当期収入合計（A） 9,116,000 6,366,670 △	2,749,330
　前期繰越収支差額 30,652,798 30,652,798 0
　収入合計（B） 39,768,798 37,019,468 △	2,749,330
Ⅱ支出の部
　１.事業費 [	 6,060,000］ [24,154,321］ [	 18,094,321］
　　　　総会事業費 1,270,000 1,342,088 72,088
　　　　会報発行費 560,000 549,401 △	10,599
　　　　奨学事業支出 820,000 1,017,570 197,570
　　　　卒業記念事業費 100,000 68,160 △	31,840
　　　　IT事業費 260,000 254,400 △	5,600
　　　　特別事業支出 2,900,000 784,627 △	2,115,373
　　　　母校支援事業費 150,000 20,138,075 19,988,075
　２.管理費 [	 1,280,000］ [	 1,308,114］ [	 28,114］
　　　　事務委託費 50,000 50,000 0 大学へ事務手数料
　　　　業務委託費 120,000 116,557 △	3,443 会員情報管理業務
　　　　印刷製本費 20,000 43,680 23,680
　　　　通信費 100,000 80,567 △	19,433
　　　　消耗品費 70,000 120,327 50,327
　　　　人件費 480,000 487,180 7,180
　　　　旅費交通費 80,000 146,150 66,150
　　　　会議費 120,000 140,812 20,812
　　　　接待交際費 20,000 17,186 △	2,814
　　　　慶弔費 200,000 102,900 △	97,100
　　　　雑費 20,000 2,755 △	17,245
　３.予備費 [	 500,000］ [	 0］ [△	500,000］
　　　　予備費 500,000 0 △	500,000
　当期支出合計（C） 7,840,000 25,462,435 17,622,435
　当期収支差額（A）−（C） 1,276,000 △	19,095,765 △	20,371,765
　次期繰越収支差額（B）−（C） 31,928,798 11,557,033 △	20,371,765

収　支　計　算　書

正味財産増減計算書
自、平成25年4月1日　　至、平成26年3月31日

種智院大学同窓会
（単位、円）

減　　　　　　少 金　　　額 増　　　　　　加 金　　　額
当期支出超過額 19,095,765 学校債購入額 20,000,000
当期正味財産増加額 904,235

20,000,000 20,000,000
期末正味財産合計額 39,615,028 当期正味財産増加額 904,235

前期繰越正味財産 31,190,237
奨学事業積立金 7,520,556

39,615,028 39,615,028
※前期繰越正味財産、31,190,237 の内、537,439 円は、平成 25 年度総会承認後、　奨学事業積
立金に組み込まれ、奨学事業積立金は 8,057,995 円となっている。
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１.平成26年度		第66回入学宣誓式
	 日　時　平成26年４月１日（火）10時
	 場　所　種智院大学　講堂
	 入学記念品　学生歌CD（35名）

１.智山学生会同窓会総会･懇親会
	 日　時　平成25年４月10日（木）17時
	 場　所　リーガロイヤルホテル

１.会計監査
	 日　時　平成26年６月24日（火）
	 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１.平成26年度　近畿支部総会・懇親会
	 日　時　平成26年６月29日（木）19時00分
	 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１.幹事会（第１回）
	 日　時　平成26年７月３日（木）11時
	 場　所　種智院大学　第２会議室

１.幹事会（第２回）
	 日　時　平成26年７月17日（木）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26年７月17日（木）13時00分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１.総会
	 日　時　平成26年７月17日（木）13時10分
	 場　所　種智院大学　講義室401

１.記念講演
	 日　時　平成26年７月17日（木）15時00分
	 場　所　種智院大学　講義室306
	 演　題　種智院大学の将来展望−種智院大学を診断して−
	 講　師　石渡嶺司　先生

１.懇親会
	 日　時　平成26年７月17日（木）17時30分
	 場　所　新・都ホテル

１.平成26年度種智院大学同窓会奨学金給付
	 日　時　平成26年７月31日（木）（４名）＊

１.平成26年度種智院大学同窓会研究助成金給付
	 日　時　平成26年11月ごろ（２名）＊

１.会報発行
	 　40号　平成26年11月ごろ

１.特別事業
	 伝授または講伝
	 　　日　時　平成26年10月ごろ・平成27年２月ごろ
	 　　場　所　種智院大学
	 　　講　師　未定

１.平成26年度		第62回卒業証書・学位記授与式
	 日　時　平成27年３月14日（土）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・学生歌CD（42名）＊
	 ＊は予定

種智院大学同窓会　平成26年度事業計画書
平成26年度事業計画・予算書

　一昨年度から実施されている母校支援事業は、本年度は以下の三件の支援をおこなった。
①図書館・学術情報センターの学生用パソコン
　種智院大学では、図書館・学術情報センターで学生用に提供しているパソコンが、OSのWindowsXP
のサポート終了に伴い使用できなくなっていた。そこで、あらたに同窓会でノートパソコンを５台購入し、
寄贈した。
②入試広報用タブレット端末
　入試広報部では、各高校の入試説明会等で使用するためのタブレット端末があった方が望ましいとい
うことになり、同窓会でアップル社のiPadを１台購入し、寄贈した。
③大学紹介リーフレット作製
　ダライ・ラマ密教講演会に合わせて、種智院大学の紹介リーフレットを制作した。これを１万部増刷し、
真言宗各寺院に配付することになった。同窓会ではこの費用を負担した。

○同窓会母校支援事業報告

収　支　予　算　書
自、平成26年4月1日　　至、平成27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 増　減 備　　考
Ⅰ収入の部

会費収入 1,050,000 1,200,000 △	150,000 @3万×35名
寄付金収入 0 0
雑収入 5,000 5,000 0 受取利息等
総会事業収入 240,000 200,000 40,000
奨学事業収入 1,101,000 1,101,000 0
特別事業収入 6,100,000 6,610,000 △	510,000

　当期収入合計（A） 8,496,000 9,116,000 △	620,000
　前期繰越収支差額 11,215,104 28,490,185 △	17,275,081
　収入合計（B） 19,711,104 37,606,185 △	17,895,081
Ⅱ支出の部
１.事業費 [	 6,365,000］[	 6,060,000］[	 305,000］
　総会事業費 （	 1,335,000）（	 1,270,000）（	 65,000）
会報発行費 （	 560,000）（	 560,000） 0
奨学事業支出 （	 1,220,000）（	 820,000）（	 400,000）
卒業記念事業費 （	 70,000）（	 100,000）（	 △	30,000）
ＩＴ事業費 （	 260,000）（	 260,000）（	 0）
特別事業支出 （	 2,420,000）（	 2,900,000）（		△	480,000）
母校支援事業費 （	 500,000）（	 150,000）（	 350,000）

２.管理費 [	 1,530,000］[	 1,280,000］[	 250,000］
事務委託費 50,000 50,000 0 事務代行手数料（大学）
業務委託費 120,000 120,000 0 会員情報管理業務
印刷製本費 50,000 20,000 30,000
通信費 100,000 100,000 0
消耗品費 120,000 70,000 50,000
人件費 500,000 480,000 20,000
旅費交通費 200,000 80,000 120,000 役員会交通費等
会議費 150,000 120,000 30,000
接待交際費 20,000 20,000 0
慶弔費 200,000 200,000 0
雑費 20,000 20,000 0 支払手数料その他

３.予備費 [	 500,000］[	 500,000］[	 0］
予備費 500,000 500,000 0

　当期支出合計（C） 8,395,000 7,840,000 555,000
　当期収支差額（A）−（C） 101,000 1,276,000 △	1,175,000
　次期繰越収支差額（B）−（C） 11,316,104 29,766,185 △	18,450,081
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　同窓会のウェブサイトが新しくなりました。従来のものから大幅に変更し、画面も見やすくなりました。同窓会の活動報告や、
学生歌の音源なども掲出しています。
　そして、聖典アーカイブとして、順次真言密教にに関連する経典や論書のテキストデータを掲載し、ひろく種智院大学同
窓会ならびに母校の内外の方々にも有益な情報を発信して行く予定です。会員の皆様のご意見も承っています。よろしくお
願いします。
　同時に、公開講座や各種イベントなど、同窓会及び母校種智院大学の情報を発信するメールマガジンを、現在７号まで
発行しています。どなたでも登録できますが、会員皆様の奮ってのご登録をお願いします。
　登録は、同窓会のウェブサイトの専用フォームからできます。
　※一部の携帯電話などでは、デザインが崩れたりする場合があります。

メッセージと近況

氏　名 年次 内　　容
番場　實亮 昭和20 毎日元気で一日一日も大切にすごしております。皆様方のご多幸を祈念いたします。
川村　俊朝 昭和22 要介護５から１になりましたが、外出は出来ません。
青山　昌憲 昭和28 老骨に鞭打って頑張っています。法事の為欠席します。
北村　議臣 昭和30 元気です。
三ツ芳　順 昭和31 「人」の源点に返り体感をしています。ご盛会を祈ります。

平松　弘明 昭和37 後期高齢者になりましたが毎日散歩励行しています。１万歩以上を目標にし毎日頑張っている！　皆さ
んのご健康とご発展を祈ります。

森　　光榮 昭和37 何とか元気に寺務に、ボランティア等に、つとめております。都合により欠席させていただきます。

西口　慈海 昭和45 NHKの大河ドラマ「八重の桜」にハマってしまい、只今17冊目を購読中。へこたれないエネルギーをも
らっています。今夏、同志社大をたずねる予定。

幡山　寛念 昭和51 当日、会議が重なり欠席でお願いします。
真壁　信治 昭和52 BS放送でよくお寺が出てきます。先日は石山寺が紹介されていました。

河崎　　眞 昭和53 総会のご盛会をお祈り申し上げます。最近京都に行ったばかりで、次の予定がたちません。久し振りの
京都でなつかしく思いました。

岡田　幸恵 昭和54 一年ぶりに皆様にお会いできるのを楽しみにしておりましたが、20年余り続けてきた「かな書道」の用事
があり出席できません。今年は四国八十八カ所開創1200年になります。皆様是非四国へお越し下さい。

日下部快純 昭和58 盛会をお祈り申し上げます。

篠原　信朗 昭和61 拙寺法務の為、御会への出席叶わず断腸の到りです。御会の益々の昶輝成らん御事を湖州東隅の闇舎よ
り御祈念致しております。合掌想拝

山下　俊彦 昭和62 ご案内いただきありがとうございます。仕事で出席できず申し訳ございません。地元の福祉施設に勤め
20年になりました。専門学校の息子２人と高２の娘が居ります。皆様に宜しくお伝え下さい。

阪口　典子 平成元 毎日、（株）テーブルアートで勤務をしております。
長安健一郎 平成10 相変わらず元気でやっています。
小保方敬子 平成12 平素はお世話になり誠にありがとうございます。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

永島　道雄 平成13 今年、理学療法士国家試験に合格して第２の人生をスタートさせました。落ちついたら来年以降、同窓
会に参加できたらと思っています。

鈴木　尚史 平成14 地元の老人ホームにて勤務しております。現在は介護福祉士で、介護支援専門員になるための勉強をし
ています。

前西　隆明 平成14 先日、大学同級生の結婚式にお呼ばれしました。約12年振りに会った同級生は、みんな元気で安心しました。
鈴木　奈々 平成15 いつも行けなくてすいません。同窓会のチラシ送ってくださってありがとうございます。

渡辺　真観 平成16 港区新橋の港区立生涯学習ｾﾝﾀｰ１階のCafe Deux（カフェ・ドゥー）で働いています。智山派東京別
院・真福寺の近くです。

沼尻　憲尚 平成16 2014年現在、真言宗豊山派総合研究院事相研究所研究員。2013年3月、博士（仏教学）取得。
渡辺　佐和 平成18 自坊で母の跡を継ぎ、副住職になりました。教誨師をしています。
築本　正徳 平成19 体調不安定のため、特に何もしていません。
芦田　素子 平成21 皆々様と母校の発展をお祈り申し上げます。

茨山　あや 平成22 日々の生活を愛おしく思えるよう、関係性に束縛されすぎず、自由度の高い精神的環境でいられるよう
過ごしています。

向井　拓夢 平成23 社会福祉法人世光福祉会のケアホームに所属して３年目となります。大学での学びを活かして仕事に励
むことができています。

渡辺　　亮 平成25 （お母様から）いつもお世話になりありがとうございます。亮は東北大学大学院で一生懸命勉強してい
るようです。皆様によろしくお伝え下さい。

川井　健太 平成25 就職先が決まらず、現在も就職活動中です。
北岡　聡士 平成20 湯灌・納棺行に専念。
佐々木龍宝 賛助 高野山大学との合併を希望します。

平成26年度会員の近況（出欠葉書短信欄の抜粋）

（卒年順・敬称略）

ウェブサイトのリニューアルとメルマガ配信のお知らせ　http://www.kechien.net
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　種智院大学名誉教授の北村太道先生（昭和36）は、このほど喜寿の賀を迎えられました。
先生は、種智院大学在学中は月輪賢隆教授、壁瀬灌雄教授に師事、その後大谷大学大学院
でチベット仏教を修められました。昭和44年に母校種智院大学に奉職されて以来、30余年にわたって教壇に立たれ、学生
の指導にあたってこられました。さらに学内では、仏教学部長、密教資料研究所長、図書館長などの要職も歴任されました。
また、月輪先生から連なる伝統的なチベット密教の研究においても多大な成果を残されております。平成15年に退職されて
から、現在に至るまで、勢力的にご自身の専門の研究を進められるとともに、後進の指導にもあたっておられます。
　種智院大学では、先生の喜寿を記念して、平成26年11月１日（土）14時より講義室204において「私と密教学について」
の演題で、記念講演会が催されました。先生の薫陶を受けたゼミ生OBを中心に多数の来場者があり、講演終了後、大学か
ら記念品が贈呈されました。
　その後、場所をリーガロイヤルホテルに変えて、ゼミ生OBが発起人となって卒業生たちに呼びかけた祝賀会が催されま
した。こちらにも各地・各方面から約50名の方がたが参加され、発起人の鷲尾遍隆前同窓会長（昭53）のご挨拶に始まり、
村主康瑞種智院大学学長、菅智潤同窓会長（昭47）の祝辞につづいて、同窓会からの記念品、有志からの花束贈呈があり
ました。北村先生の謝辞の後、大林教善同窓会参与（昭47）のご発声で乾杯し、祝宴に入りました。学生時代や、ラダッ
ク調査団などの思い出話に花を咲かされました。そして、北村先生のますますのご健勝と、一層の研究のご発展を願いながら、
名残がつきない中、お開きになりました。

会 員 消 息 平成26年10月31日現在　

慶事　心からお慶び申し上げます 
木村宗弘様（平成20年） 平成26年２月御結婚
阪井慈眼様（平成22年） 平成26年３月御結婚
幡山真大様（平成23年） 平成26年６月御結婚
友繁照快様（平成12年） 平成26年６月御結婚
平山哲也様（平成22年）・陽子様（旧姓足立・平成22年）
 平成26年７月御結婚

弔事　謹んでお悔やみ申し上げます
新出秀計師（昭和17年） 平成25年８月御遷化
土井光昭師（昭和23年） 平成25年９月御遷化
桂　泰三様（元教授・賛助） 平成26年１月御逝去
伊藤昶淳師（昭和19年） 平成26年２月御遷化
宮崎快堯師（昭和56年） 平成26年６月御遷化
宮崎隆太郎様（元教員） 平成26年10月御逝去
岩上匡志師（昭和55年） 平成26年10月御遷化

聖教の頒布  これまで同窓会特別事業で作成した聖教の余剰分について、以下の通り頒布いたします。

※お申し込み・在庫のお問い合わせは同窓会事務局まで、お願い致します。

○北村太道名誉教授喜寿記念講義並びに祝賀会開催

№ 聖教名 頒価
１ 石山寺相承　保寿院流聖教 48,000 円
２ 結縁灌頂声明集　　　　　　　　　　　　　　　　　　※残部僅少 10,000 円
３ 具支灌頂式 延命院・伝法灌頂三巻式 野沢通用式（長谷寶秀師写本） 15,000 円
４ 伝法灌頂『野沢通用式』概説（甲田宥吽師著） 3,500 円
5 三宝院流　属星供・北斗供・護摩次第　３帖１帙 15,000 円
6 西院流　属星供・北斗供・護摩次第　３帖 1 帙 15,000 円

頒
布
聖
教

宮崎快堯僧正略歴
　奈良の名刹白毫寺ご住職の宮崎快堯師は、平成26年６月14日、世寿85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。
　宮崎僧正は、昭和５年京都市生まれで、昭和35年白毫寺先々代住職佐伯快龍和尚に従い得度、
40年西大寺流にて西大寺道場で四度加行成満、41年具足戒を受け、42年伝法灌頂入壇。昭和43
年白毫寺に晋住後は、半世紀にわたって境内の復興整備に誠心尽力されました。閻魔もうで法
要や、一切経供養法要などを営み、また五色椿や萩などの手入れをされ、花の寺として多くの
観光客で賑わいました。
　また、文化財保護にも尽力し本堂後方に収蔵庫を建設され、檀信徒のための教養講座を開かれるなど、寺院活動の一方、
壮年期から更正保護活動にも関与され、少年刑務所の面接委員や、保護観察所の保護観察官として長年尽力され、そ
の功績により平成19年には藍綬褒章を受章されました。
　いっぽう、向学心・知識欲も旺盛で、壮年になってから種智院大学に入学され、近年まで母校で聴講生として勉学に
励まれました。師のお人柄は、まことに正直で親しみやすく、周囲の檀信徒の皆様から親近感をもって接せられました。
書道・絵画にも堪能で、独特の味わいの作品をものとされ、「閻魔もうで」で配布される閻魔大王の絵入団扇は大人気
を博しました。子どもたちのためには紙芝居を演じ、春日・大仏マラソンには西遊記の登場人物に扮して出走、映画に
も出演するなど多芸多才な名物僧侶として活躍され、その遷化が惜しまれています。



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。

種智院大学同窓会報　第41号（8）

　入学試験のご案内
■入試トピックス
宗門関係者入試で受験生をご推薦ください

宗門関係者入試では、真言宗寺院ご住職の推薦をいただける方であれば、寺院後継者に限らず、どなたでも受
験いただけます。お一人でも多くの宗門関係者をご紹介ください。

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。

何回受験しても入学検定料は初回3万円のみです

本学が実施する入試のうち、自分の希望する入試パターンや日程で受験できます。初回の検定料だけで何度で
も受験可能。これを利用して奨学金給付生選抜を兼ねる一般入試２にチャレンジすることもできます。（専願・
センター試験利用を除く） 

■平成27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

一般入試 1
宗門関係者入試 4
社会人入試 4

1/ 6（火）～1/20（火） 1/25（日） 1/31（土） 2/16（月）

一般入試 2
宗門関係者入試 5
社会人入試 5

1/27（火）～2/ 9（月） 2/14（土） 2/21（土） 3/ 6（金）

一般入試 3
宗門関係者入試 6
社会人入試 6

2/23（月）～3/ 9（月） 3/12（木） 3/14（土） 3/19（木）

センター試験利用入試Ａ 1/ 6（火）～2/ 3（火）
個別試験なし

2/14（土） 2/27（金）
センター試験利用入試Ｂ 2/23（月）～3/ 9（月） 3/14（土） 3/19（木）
※一般入試と同日程で編入学試験を実施しています。

区　分 エントリー・相談日 出願期間 入学審査日 合格発表日 手続締切
AO入試 3 12/19（金）～2/19（木） 相談日以降～3/9（月） 3/12（木） 5日以内に通知 3/19（木）

SNSサービス始めました！
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